
「電子情報通信技術の大衆化過程の成熟国と途上国における比較試論」 
A tentative research attempt on the comparison of the ICT popularization process between 

matured and developing regions or countries.  
 
[要約] 

 Susan J. DOUGLASの言うラジオ・テレビなどの無線電子通信技術の大衆化過程と高橋雄造

が指摘した科学技術リテラシー形成へのunofficialセクター（アマチュア）存在の重要性、平本

厚の主張する戦前の日本のラジオ技術の後れが単に所得水準が低いといった後進性問題ではなく、

社会システム全体が係わる複合的な問題であるとの論説などを踏まえて、無線電子通信技術の大

衆化過程の成熟国と途上国における比較をMattelartの示唆した長期的visionと地政学的視点を

踏まえて試みる。対象とする時代設定は 19 世紀半ばから 20 世紀の第 1 四半世紀までとし、比

較対象地域として、米・日・仏を取り上げた。調査研究はまだ終了しておらず途中段階であるが、

今回の大会報告では無線電子通信分野におけるアマチュアの出現からその国際協定成立までを中

心に報告する1。 
 
(Summary) 
Focusing on the plural working hypothesis such as the populist technology theory provided 
by Susan J. Douglas, the social role theory of unofficial sector for achieving science and 
technology literacy pointed out by Yuzo Takahashi and the complex social system theory, of 
which problematic, not a lower income level, caused the underdevelopment of the Japanese 
radio technology level in pre-war era, the tentative research is attempted in this article on 
the comparison of the ICT popularization process between matured and developing regions 
or countries, from the two point of views proposed by Mattelart; long-term vision and 
geopolitical analysis. The coverage of period is from the middle of 19th century to the first 
quarter of 20th century and the targeted regions are France, the U.S.A. and Japan. The 
research is on the way but we will show you some part of our investigation results on the 
emergence of amateurs in radio communication field and the accord process of the 
international convention.  
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1本報告は、2013 年度情報通信学会大会報告予稿ペーパーとして取りまとめ中であるため、すべての

項目を網羅しておらず、内容的にも大きく変化することとなるので、本報告内容の第 3 者への開示、

引用などについてはお控えいただきたい。 
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「電子情報通信技術の大衆化過程の成熟国と途上国における比較試論」 

 
[要約] 

 Susan J. DOUGLASの言うラジオ・テレビなどの無線電子通信技術の大衆化過程と高橋雄

造が指摘した科学技術リテラシー形成へのunofficialセクター（アマチュア）存在の重要性、平

本厚の主張する戦前の日本のラジオ技術の後れが単に所得水準が低いといった後進性問題では

なく、社会システム全体が係わる複合的な問題であるとの論説などを踏まえて、無線電子通信

技術の大衆化過程の成熟国と途上国における比較をMattelartの示唆した長期的visionと地政学

的視点を踏まえて試みる。対象とする時代設定は 19 世紀半ばから 20 世紀の第 1 四半世紀まで

とし、比較対象地域として、米・日・仏を取り上げた。調査研究はまだ終了しておらず途中段

階であるが、今回の大会報告では無線電子通信分野におけるアマチュアの出現からその国際協

定成立までを中心に報告する1。 
 
[キーワード] 
アマチュア、無線電子通信技術、国際電信協定、国際無線電信協定、無線規則、経済発展、内

発的発展 
 
１．はじめに 
 MATTELART (2001)が、その著書、Histoire de la société de l'informationの「序」2において指摘し

たとおり、電子情報技術の大衆化過程は、それまでの印刷術の普及によってもたらされた近代

科学と資本主義経済に立脚した社会をその根底からリシャッフルし、新たな地政学的秩序を世

界情報社会構築の名の下で模索する方向へと向かっていく歴史的過程3でもあったと理解できよ

う。 

 ここから、現在の高度情報社会につながる電磁気学理論と無線電信技術の実用化過程に関し

て、次の 3つの疑問が生じる。 

 まず、第 1 に、19 世紀末から 20 世紀初頭に活躍した Marconi など、科学的素養を持たない

愛好家（アマチュア）たちの体系化されていなかった情報に基づく実験・研究は、

FLICHY(1991)が Marconi の科学上の業績評価をめぐる当時の意見の一つとして紹介したとおり、

滅菌されたシャーレからは何も生み出されないのと同じように、単なる技術開発だけであれば、

それは無線電信の科学的解明と大衆理解には何も貢献しなかったのだろうか。また、第 2 に、

人類一般の利益と個人主体の組織的私益の相反、発明家と起業家の連携、高度に制度化された

国家と多国籍企業の対立と協調などが世界情報社会構築と新たな次元の経済発展にどのように

かかわってきたのだろうか。第 3 に、19 世紀当時まだ新興国だった米国、日本などが無線通信

の新たな世界秩序構築にどのようにかかわろうとしており、19 世紀の欧州大陸秩序を形成して

きたフランスはそうした新しい技術体系の出現と経済発展の動きにどのように対応しようとし

ていたのであろうか。 

 そうした問題を扱おうとするとき、長期的な視点からの一定の原則に基づいた俯瞰（vision）
と、地政学的な展望（Configuration géopolitique）という二つの観察軸の設定が必要となってく

る4。 
 前者については、Marshallが述べたように、経済社会活動は有機的につながっているのであ

り、経済発展はそれ自体が漸進的であるとの考え5を受け入れれば、短期的、局所的観察から

                                                   
1本報告は、2013 年度情報通信学会大会報告予備ペーパーとして取りまとめ中であるため、すべて

の項目を網羅しておらず、内容的にも大きく変化することとなるので、本報告内容の第 3 者への開

示、引用などについてはお控えいただきたい。 
2 本報告の巻末 ANNEX に一部仮訳を掲げた。 
3 Armand MATTELART, Introduction, p.4-5 
4 同上、p.4 l.13-17 
5 根井雅弘、「経済学の歴史」、講談社学術文庫、p.325 l.9、2005 
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情報社会全体の有機的つながりを理解する方向へと観察の視点を転換し、資料の分析に取り組

むことが必要であり、また、後者については、経済活動のグローバリゼーションが進展する 21

世紀現代社会においてもなお地政学的な「国益・覇権」という言葉を視野に入れながら検討を

進めることが必要となろう。 

 本報告においては、DOUGLAS (1987)の"Inventing American Broadcasting 1899-1922"、池谷理

(1990)の「エレクトロニクスの生い立ち」、FLICHY(1991)の"Une histoire de la communication 
modern, Espace public et vie privée"、福島雄一（2002）「日本無線通信史」、平本厚 (2010)「戦前

日本のエレクトロニクス―ラジオ産業のダイナミクス―」、高橋雄造 (2011)「ラジオの歴史 

工作の＜文化＞と電子工業のあゆみ」などの無線通信およびその大衆化に関する近代史を長期

的・地政学的視点から再読し、関連資料の分析・確認によって、電子情報通信技術の大衆化過

程が経済発展にどのように影響を与えたかについて有機的に検討することを試みた。 
 
 本報告で使用する訳語について： 
（１）radio：本来、放射という意味だが、ここでは「無線」または「ラジオ」と訳した。 
（２）Radio-conducteur：Branly が開発し、Lodge が改良し、「コヒーラー（coherer）管」と名

付けたことで、Marconi など、初期の英国無線電信装置の受信機の心臓部として大量に使われ

た「Branly 効果管」のことである。ここでは、単にその機能が電磁波の検出を行うことである

ことに鑑みて単に「検波器」と訳した。 
（３）radioélectrique：現代の辞書には無線電子工学などと訳されているが 19 世紀当時にはま

だ電子概念が一般的ではなかったので、ここでは「無線電気」と訳した。 
（４）ondes électriques：19 世紀末にはまだ Maxwell の提唱した電磁波概念は当時の物理学者

によって受け入れられるまでには至っておらず、当時は音波、機械的振動などと同じ「電気振

動」がその媒体である ether（イーサー、エーテル）内を伝わって行くと考えられていた。そ

こで本報告では、訳語として「電気振動波」をあてている。 
（５）télégraph：電信の普及までは視覚による腕木通信システムをテレグラフと呼んでいたた

め、電信以前の訳語として「遠隔信号通信システム」などを使った。 
（６）convention：条約と訳されることもあるが、ここでは単に「協定」と訳した。 
 
２．研究方法と取り扱う範囲 
 研究方法は、情報通信学会情報文明史研究会などでの無線電信関係講演者との直接交流によ

る情報の収集、DOUGLAS、FLICHY、Mattelart、福島、高橋、平本などの無線電信出現以降の情

報通信史について書かれた本及びそれらに言及または参照文献として掲げられた資料の収集、

T.S.F.、Radio、Telecommunication、sans fil などのフリーキーワード及び Maxwell、Branly、
Ferrié、Marconi などの研究者氏名キーワードを使った図書オンラインデータベースによる文献

の収集によった。さらに、それらの中から新たな事実関係の発見につながる文献資料を残しな

がら、繰り返し関連資料を検討するという方法で、できるだけ多様な資料収集を図った。その

結果、中には Silence Radio という探偵小説がひっかかったこともあった。また、インターネッ

ト上の Wikipedia なども必要に応じて参照し、原著にあたって確認した。なお、フランス語、

英語の原著はそのほとんどをパリのフランス国立図書館（BnF）内において検索・収集した。 

 以上の資料抽出・収集作業によって、巻末に掲げる参照資料を抽出した。その他にも、特に、

フランス政府外交資料、元老院（SENA）資料などに加えて、BnF にマイクロフィルムまたはマ

イクロフィッシュの形態で保存されていた 1900 年代初頭に発刊された無線通信関係雑誌記事

がその時代を表す第 1級資料として重要であった。 

 本報告で主として取り扱った研究対象期間は、Maxwell が「電磁気と光」と題された論文を

書いたとされている 1864 年ごろから、米国において商業ラジオ放送が開始され、フランスが

主導して周波数割当国際法制度の必要性を訴えた 1925 年の無線通信委員会主催第 1 回国際会

議の開催と 1927 年の国際無線電信協定改定のためのワシントン会議までとした。また、資料

収集対象国はこれまで日本ではあまり紹介されていなかったフランスを中心とし、日本と米国

を比較するために上記の調査期間に書かれたオリジナル資料（元文献）をできるだけ収集する

ように努めた。 
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 以上の手順で収集した資料に基づき、以下の節立てで本報告を構成した。 

 

 ただし、本報告は、学会大会報告予備ペーパーとして現在も取りまとめ中であるため、途中

までの記述となっており、内容的にも大きく変化することとなるので、本報告内容の第 3 者へ

の開示、引用などについてはお控えいただきたい。 

 

 本報告は、「１．はじめに」、「２．研究の進め方」、「３．本論」、「４．おわりに」という構

成となっている。 

 

 このうち、「３．本論」は、第 1 節（３．１．）～第 5 節（３．５．）の構成となっており、

第 1 節、３．１．「アマチュア業務」では、無線通信におけるアマチュア業務の歴史的発展過

程と大衆化過程を米日仏について比較検討することによって、地政学的な国家利益と地球規模

での人類一般の利益の関係について考察する。 

 第 2 節３．２．「地政学的及び長期ビジョンとしての無線電信をめぐる国際会議・協定の変

遷」においては、国家の要請、一般利益を代表する無線通信愛好家、そして資本主義の原動力

となる企業家、これらの無線通信利用主体の地政学的動機を原動力とする緩やかな国際的無線

通信秩序コンセプトの成立過程を ITU 資料、Jean Brun, Henry de Graffigny, Susan J. DOUGLAS、
MAXIM、Comité de T.S.F.、福島雄一、などの報告によって整理する。 

 第 3 節３．３．「電磁気理論の成立と無線技術（工学）」（未定稿）においては、1873 年発行

の Treaties に収められた Maxwell の「電磁気と光」論文における電磁気理論の成立過程、特に

変位電流と Ether の関係と、Hertz、Turpain、Branly らの手による電磁気の視覚化実験の進展と

同時代の固体半導体への関心などを概観し、純粋科学と科学技術愛好家（アマチュア）による

無線技術の発展・産業化の過程を明らかにする。 
 第 4 節３．４．「電磁気理論の応用と大衆化」（未定稿）においては、Camille-Papin Tissot、J. 
BOULANGER らによる大衆側における無線通信技術の学術理論的理解の進展と、Férrié らによる

大規模な軍事利用の試み、国家の地政学的な利益追求への無線通信技術の加担について整理す

る。 
 第 5 節３．５．「制度化と経済発展」（未定稿）においては、世界におけるアマチュア無線の

現状を整理するととともに、Marconi などの初期に無線通信の事業化を志した人々による企業

組織的な無線通信の私的利用の展開、Richard POPP、MAURICE DES CORATS などの市井の無線通

信愛好家による先進的市場形成の社会的運動とそれらに共通する無線電子通信技術愛好家（ア

マチュア）としての個人の好奇心と彼らの愛好心の大衆への伝搬が Marshall の言う消費欲求の

発展説と結びつけられるかについてフランスと米国のアマチュア無線の現状事例などを比較分

析して検討する。さらに 1903 年以降の国際法制度の成立によって新たに生じた事業機会をと

らえた産業フロンティア開拓への各国の挑戦などを分析することで、各国の中長期的戦略、特

にその地政学的戦略について分析を進める。 
 最後の「４．まとめ」において、グローバルな経済関係の発展によって実現されつつある世

界情報社会構築という新たなパラダイムの中で、経済成熟国と経済発展途上国の間でさらに検

討しておくべき課題について検討する。そのため、高度に組織化された政府、市民団体及び企

業の奥深くで個人愛好家たちが果たそうとしてきた国境を越えた活動を紹介し、経済社会発展

への貢献について考察する。 
 
３．本論 
３．１．アマチュア業務 
３．１．１．言葉としてのアマチュア 
 アマチュアという言葉は、スポーツなどでよく聞かれる。その場合、プロ・スポーツに対す

るアマチュア・スポーツという位置づけになる。では、アマチュアという言葉の 19 世紀、20
世紀の初頭における意味がどうであったのかをその語源から探ってみよう。 
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３．１．１．１．フランス語としての amateur（アマチュア） 
 1875 年のサンクトペテルブルクにおける国際電信協定締結交渉において作業言語として使用

されたフランス語は、1927 年の国際無線電信協定改定会議においてその翻訳語としての英語の

利用が認められるようになるまで国際交渉において使用される唯一の作業言語だった。したが

って、1864 年から 1927 年までの期間を主たる調査対象として取り扱う本報告においても、歴

史的なフランス語表記の文献を中心に分析を進めることとなった。そのため、多くの電信、無

線通信関連用語の本来のフランス語としての語義、語源を再確認しておくことが必要であった。 
 
 フランスの国立用語・語彙語源研究センターのポータルサイトで amateur を引くと、1488 年

に「誰かを好きな人」という意味で使われたことが示され、次に、1504 年に「何かの物を好き

な人」という用例があることが紹介されている。時代が下がって 1742 年になると、「自分では

やらないけれども芸術が好きな人」という意味が加わり、1898 年になると自転車競技で金儲け

を目的としない連中を amateur と呼ぶというまったく新しい意味が付加されていたことがわか

る。 
 
（原文） 
Étymol. ET HIST. I.− Amateur. 1. a) 1488 amateur de « celui qui aime (qqn) » (Mer des hist., I, 
198a, éd. 1491 ds Rom. Forsch. t. 32, p. 8 : Est ung roy requis d'avoir pitié et clémence, affin qu'il 
soit doulx amateur des indigents et souffreteux) 1495 [éd. 1531] « id. » (J. DE VIGNAY, Mir. hist., XXXI, 
106, Delb. ds QUEM. t. 1 1959 : Certes il estoit vray amateur des poures); très empl. au XVI

es. avec 
un compl. désignant une pers.; en 1690 (FUR., s.v., note : il ne se dit point de l'amitié ni des 
personnes); b) 1504 amateur de « celui qui aime (qqc.) » (J. LE MAIRE, Œuvres, éd. Hicher, IV, 65 ds 
R. Hist. litt. Fr., t. 2, p. 109 : Julius Cesar tres curieux amateur des perles); 2. 1762 (Ac. : Amateur 
[...] Il se dit aussi de celui qui aime les beaux arts sans les exercer [...] Il ne sait pas peindre, mais il 
est amateur); d'où a) 1845 emploi péj. (BESCH. : Amateur. Se prend en mauvaise part parmi les 
artistes [...] travailler en amateur); b) 1898 emploi spécialisé au domaine du sp. (Nouv. Lar. ill. : 
Amateur [...] Sports. Terme sportif employé surtout en vélocipédie pour désigner tout coureur qui ne 
lutte pas dans un but de lucre). 
<http://www.cnrtl.fr/etymologie/amateur 2013.4.23.accessed> 
 
３．１．１．２．仏語訳としてのアマチュア 
 小学館ロベール仏和大辞典の amateur の項を引くと、「ラテン語 amator, oris 愛する人←

amare 愛する」と語源が紹介され、日本語訳の①は「愛好家」となっている。ついで、②アマ

チュア、素人という意味が紹介され、en amateur となると、（軽蔑して）道楽で、気まぐれに、

いい加減になどという日本語訳が紹介されている。 
 
３．１．１．３．本報告で使用する「アマチュア」の定義 
 以上をまとめると、日本語の「アマチュア」の語源にあたるラテン語、すなわち 19 世紀の

フランス語の amateur においては、対象が人物か、物品・サービスかに関わらず、「何かが好

きな人」、さらに、19 世紀末になってアマチュア・スポーツという言葉に出てくるような「金

銭的な目的ではない」という意味が付け加わったということがわかる。 
 さらに、無線通信技術が社会に普及し始めた 19 世紀末から 20 世紀初頭にフランスで出版さ

れた「万人のためのラジオ技術」などにおいても、盛んに amateur de radio という言葉が使わ

れていることを見れば、当時のフランスにおいては、FLICHY が指摘したとおり、モータリゼー

ション、蓄音器、電話機などの何か人を惹きつけてやまない新しい革新的商品へのあこがれが、

科学技術への確かな大衆の信頼となって、広く社会に受け入れられていたことがわかる。 
 つまり、無線通信、ラジオへの単なるあこがれだけではなく、未来への大きな飛躍の機会を

提供する科学技術の成果を具体的で手に入れ、目の前にある物品としてのラジオ、通信機器を

使いこなすことによって新しい時代の構築に参加しているとの喜びが無線技術愛好者をとらえ

て離さなかったと考えられる。 
 本報告においては、新しい時代を築く革新的な科学技術体系の一つとして、大衆が期待と信

頼を寄せることができたという意味で、19 世紀の時代背景を踏まえて、「アマチュア（愛好家）」

http://www.cnrtl.fr/etymologie/amateur
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という定義を使用することとしたい。 
 
３．１．２．無線通信国際秩序におけるアマチュア業務の位置づけ 
 無線通信は誰かに接続してもらうことを要しない。本質的に Peer to Peer、仲間から仲間へと

いう自律的接続となる。それまでの郵便、出版印刷などのメディアとはまったく異なる。した

がって、公共財としてのインフラ建設が不用または最小限度ですむ。鉄道、高速道路、有線電

信などのように、多額の税金または利用料金の納付を必要としない。 
 こうした、参入障壁の低い通信形態は、歴史的に見て、壁紙、落書き、ハイドパークのスピ

ーカーズ・コーナーくらいしか存在しなかったのではないか。誰が何をしゃべるのも自由なの

である。後で紹介するとおり、1925 年に各国ラジオクラブ代表がパリに一堂に会した第 1 回

「無線電信国際会議」の冒頭に会議を主催した無線電信国際委員会が使った「エーテル自由の

原則」という言葉は、スピーカーズ・コーナーの自由演説（表現の自由）に通じる。 
 エーテルを媒介手段とする経済性の高い、新しい通信手段が 19 世紀末に出現したのである。

しかし、社会の常識は簡単には変化しない。それまでの常識から考えれば誰かが自発的に電波

を出せば、どこかの誰かが勝手にそれを聞いているという「自発性」、「自律性」などといった

ラジオ（無線通信）の本質は、組織人にとっては経済的利用価値のないものだった 6。この

「自発性」、「自律性」、そして、「参入の自由」などが 19 世紀末に若い人たちを惹きつけた特

性のひとつだったと考えて間違いないだろう。 
 通信事業者に通信料を払わなくてすむだけでなく、より強力な無線電信、無線電話設備を自

宅に設置することで、政府、大企業と、個人レベルで渡り合うことができたのである。なぜな

ら、無線電話では、誰かに接続してもらわなくとも、当時大衆化し始めていた電話の送受話器

が手元にあれば誰でも簡単に自分の声を電波に載せることができたからである。この簡便さが

大衆雑誌7によって紹介され、米国だけでなく、フランスにおいても社会的ブームとなって盛

り上がることとなった。彼らが、ラジオ愛好家、すなわち、後世にアマチュアと呼ばれる人た

ちとなってくる。 
 しかし、ラジオ技術の大衆化にともなって、2 点の問題が出てきた。1 点はよく知られてい

るとおり、公共の利益を追求する国家目的との衝突である。2 点目が私設無線通信局数の増加

に伴って外国局からの干渉が多くなったことである。米国からの民間無線放送がヨーロッパで

普通に傍受（受信）できるようになると「国際間の周波数調整」と「著作権調整」が必要とな

ってきたのである。 
 第 1 の問題点については、後述するとおり、1903 年の海上無線電報サービスの効率化を求め

たベルリンにおける無線電信協定準備会議の開催、1906 年の国際無線電信協定8の締結など、

国際間の海上電報取り扱いをめぐる調整へとつながり、海上電報通信秩序の見直し、難破船舶

からの非常通信優先とそのための周波数設定などの規定が設けられることになる。さらに、無

線通信に従事する資格の国家による規定の必要性などが議論された。これらについては後述の

3.2 項で詳しく述べる。 
 第 2 の問題点については、まず関係各国の国内で法曹界において電波利用規制の在り方につ

いて議論がなされ、同時並行して、各国にラジオクラブが設立され、民間における電波利用の

在り方と商業放送における著作権の扱いなどについて関係者の協議が開始されていた。 
 こうした民間部門の動きはすべて「アマチュア（ラジオ愛好家）」の動きとして当局には理

解されていた9。 
                                                   
6 Patrice FLICHY, édition 1997, p.152 l.23-24  
7 例えば、J. BRUN (1923)には、高周波発電機式、1～2 球式の無線電話送信機が回路図付きで数多

く紹介されている。他にも、1920 年以降、第 1 次大戦後に大量に放出された 3 極真空管を使用した

数多くの無線電話送信機の製作記事が出版されている。 
8 本報告では、仏語の convention を「協定」と訳して統一した。 
9 3.1.2.の amateur というフランス語の語源説明で見てきたとおり、金銭的利益と結びつけて

amateur という言葉が 1898 年に初めて使われたことを思い起こせば、当時としてはアマチュア本来

の言葉の意味として商業利用も含まれていたと考えるのが妥当である。この点についても、後述す

る 1925 年の第 1 回無線電信国際法会議（Premier Congrès juridique international de T. S. F.）において
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 民間利用全体、つまり、「私設無線局」の中に現代で言う「民間電気通信事業者」、「商業ラ

ジオ放送」、「実験局」、「個人局」などが含まれていたのであるが、こうした概念分類がなされ

てくるのは先述の 1903 年無線電信国際協定準備会議以降で、国際間周波数調整と著作権利用

調整が最初に国際レベルで話し合われたのは、後述の 1925 年パリで開催された「第 1 回無線

電信国際法曹会議（Premier Congrès juridique international de T. S. F.）」においてであった。また、

これも 4.2.項において、後述するが、無線従事者資格についてもほぼ同時期に議論が進められ、

1912 年と 1927 年の無線通信国際協定規則において、海上船舶との無線電報を取り扱うための

通信士能力として、1 分間 20 語（100 字）のモールス信号送受信能力が規定され、1 分間 12 語

（60 字）より遅い速度での電報送受信が禁止されている。 
 
３．１．３．プロフェッショナルとしてのアマチュア無線従事者 
 無線電信は、それまでの有線電信・電報技術に比べて、空電雑音、混信、地形による影響な

どで安定した相互通信が難しく、大事なお客様から料金をとって商売するにはあまり適当でな

い技術だった。こうした技術的困難は真空管の実用化、電磁気学の理解の深化（例えば、指向

性アンテナの開発など）によって徐々に改善される方向に動いてくることになるが、国際的に

関係者が集まって無線電信の利用規則を定めることによっても劇的にその利用効率を改善する

ことができると考えられた。 
 このことが、1903 年のベルリンにおける無線電信協定締結に向けての準備会議の歴史的な位

置づけになろう。 
 いずれにしても、19 世紀の電信事業者が取り扱っていた大多数の通信はすでに民間電報であ

り、その膨大な無線通信を効率よく扱うためにはプロフェッショナルとしての通信士が必要と

されていた10。ここから、後世になって、高度な技量を保証された有資格のプロフェッショナ

ル通信士と、無資格のアマチュアという区分が社会的に形成されてくることとなる。 
 確かに、1903 年から 1927 年までのわずかな期間については、各国の国家資格は海上無線通

信士に対してだけ規定されていたのであって、求められる技量の国際的統一も行われていなか

った。現在でも弁護士、医者、会計士などの資格が国ごとにばらばらであるのと同様である。 
 しかし、無線電信は 1903 年の国際協定準備会合において問題とされているとおり、国籍を

超えて相互接続が確保されなければならない。そのためには、早くから国際的な技術的及び技

量的な資格要件の統一が必要だったと考えられる。 
 この事情は「アマチュア業務」においても同様であり、使用周波数、通信プロトコル、通信

用語などの技術的要件が国際的に不統一だと交信が困難になるか、不可能になるのである。こ

うした事情は、一定の通信技能が求められる無線従事者資格全般においても同じである。決し

て、1 分間 100 字以上の送受信能力の国家による確認が 1912 年に課せられた海上無線電信士11

だけに適用される話ではなく、民間業務局、ラジオ放送局、個人無線通信局などのすべての無

線設備を運用する通信士において、一定の資格要件の国際的統一が必要とされ、その規定によ

って、より円滑な通信運用が可能となってきたのである。 
 こうして、国家資格を取得し、一定の技術的要件と技能的要件を満たすアマチュア無線技士

が誕生する12。彼らはけっして無資格の素人ではなく、有資格という意味で、プロフェッショ

ナルなアマチュア業務従事者となるのである13。アマチュア無線局長が取り扱う業務内容がア

マチュア業務であると規定されているのであって、他の電気通信事業者、ラジオ放送局などと

その取り扱う業務内容が異なるだけで、無線局としての手続きなど、電波法制上の取り扱いは

原則として同じとなっている。これについては、後述の 1927 年ワシントン無線電信協定改定

の際にも「アマチュアは、本協定に掲げられているすべての義務を負う。」と明記されている

                                                                                                                                                            
各国のラジオクラブ代表が主要課題のひとつとして協議していることを忘れてはならない。 
10 松田裕之 (2004)など 
11 Règlement de service annexé à la Convention Radiotélégraphique Internationale. P.90-91, VI 2. 3.  
12 Convention Radiotélégraphique Internationale (1927) 
13 有資格者としてのプロフェッショナルという定義においては、彼らが金銭的利益を目的とした人々であると

は必ずしも限らない。例えば、医者、裁判官、行政のプロとしての外交官など。 
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ことからも明らかである。 
 
３．２．地政学的及び長期ビジョンとしての無線電信をめぐる国際会議・協定の変遷 
 では、アマチュア業務が規定されている現在の ITU-R の無線規則の起源はどうだったのであ

ろうか。ITU に保存・公開されている資料とフランス国立図書館（BnF）で手にいれた関連資料

を使って調べてみた。 
 
３．２．１．無線電信業務の国際通信に関わる議論 
３．２．１．１．無線電信に関わる国際準備会議 
 1903 年 8 月 4～13 日、ベルリンにオーストリア、スペイン、米国、フランス、ハンガリー及

びロシアの 7 か国代表が集まり、主催国ドイツが無線電信に関わる国際間の課題を解決するた

めに必要な国際協定の締結をめざした準備会議の開催を宣言した。6 回の会合が持たれ、全 8
条から成る合意文書案を整理し、それぞれ各国に持ち帰り政府部内で検討することを約した。

ただし、イタリアは Marconi 社との協定が第 1 条第 2 項に抵触する可能性を指摘し、他の条文

を含め、留保した。英国も第 1 条第 2 項を留保とした。 
 
 問題となった第 1 条第 2 項には次のように書かれていた。 
<Article Ier> 
2) Les stations côtières soit tenues de recevoir et de transmettre les télégrammes originaires ou à 
destination des navires en mer sans distinction des systèmes de télégraphie sans fil employés par ces 
derniers14. 
＜第 1 条＞ 
２）海岸局は、沖合船舶が使用している無線電報システムがどのようなものであっても、それ
らを区別することなく、船舶発信または船舶宛ての電報を送信し、受信することを義務付けら
れる。（中野訳） 
 
 このあたりは、福島（2002）の記述 p.50 l. 5-7 にも紹介されているとおりである。 
 背景として 1875 年にサンクトペテルブルクで締結された国際電信協定の目的のひとつであ

る「国境を越えた電信網の相互接続」が危機に瀕しているとの各国共通の認識があったと思わ

れる。特に、もっぱら領土内で利用される有線通信と異なり、海上通信においては、船舶の掲

げる国旗によって適用される国内法規が異なるため、ある船舶無線局が寄港する他国の港湾局

（海岸局）と交信しようとしても適用される国内法規が異なるのであるから、通信が成立しな

いことが起こり得る。 
 特に、通信手順（プロトコル）、通信用語（langage convenu（仏）、code langage（英））、周波

数などがばらばらだと交信が難しくなる。国籍の異なる無線電信局間で交信できるかどうかは、

2 国間で協調・協力してこうしたコンパチビリティの問題解決に当たらない限り不可能だった

のである。これを放置しておくと、1875 年の国際電信協定第 1 条のすべての電報は国境を越え

て相互に通信できなければならないとの規定が有名無実化してしまいかねなかったのである。 
 
３．２．１．２．国際無線電信協定（1906 年）の成立 
 1906 年の国際無線電信協定（Convention radiotélégraphique internationale）において、1903 年

の準備会合において問題となった第 1 条に対応する内容は第 3 条とされ、その内容は以下のよ

うに簡単な記述となった。 
 
<Article 3> 
Les stations côtières et les stations de bord sont tenues d'échanger réciproquement les 
radiotélégrammes sans distinction du système radiotélégraphique adopté par ces stations. 
＜第 3 条＞ 

                                                   
14 ITU Archive, "Protocol final: Conférence préliminaire concernant la télégraphie sans fil", 
(Berlin, 1903), http://www.itu.int/からダウンロード。 

http://www.itu.int/
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海岸局と船舶局には、これらの無線局がどのような無線電信システムを使用しているかに関わ
らず、相互に無線電報を交換する義務を課す。（中野訳） 
 
 1906 年の国際無線電信協定第 1 条には、以下のとおり、海岸局と海上船舶局の国家権力によ

る監視の義務化が盛り込まれている。これ以降、歴史上初めて、海岸局と船舶局の公的な無線

電報取り扱い業務の円滑化という、1875 年国際電信協定第 1 条15に定められた「公益（一般

益）」増進のために、民間電信局がそうだったように、民間無線局も規制されることとなった

のである。 
 
<Article 1er> 
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à appliquer les dispositions de la présente Convention dans 
toutes les stations radiotélégraphiques - stations côtières et stations de bord - ouvertes au service de la 
correspondance publique entre la terre et les navires en mer qui sont établies ou exploitées par les 
Parties contractantes. 
Elles s'engagent, en outre, à imposer l'observation de ces dispositions aux exploitations privées 
autorisées, soit à établir ou à exploiter des stations côtières radiotélégraphiques ouvertes au service de 
la correspondance publique entre la terre et les navires en mer, soit à établir ou à exploiter des stations 
radiotélégraphiques ouvertes ou non au service de la correspondance publique à bord des navires qui 
portent leur pavillon.  
＜第 1 条＞ 
締約国全権は、陸上と海上船舶間の公的通信を取り扱うすべての無線電信局（それが海岸局で
あろうと船舶局であろうと）において、本協定の措置を適用することを誓約した。 
さらに、それぞれの政府によって認可された民間局（それらが海岸局にあっては公的通信を取
り扱う局のみとし、加盟国の国籍旗を掲げた海上船舶局にあっては公的通信を取り扱うかそう
でないかの如何にかかわらずすべての局を対象とする。）に対して、これらの措置が実施され
ているかどうかを監視することを誓約した。（中野訳） 
 
 なお、この第 1 条に言うように、公的通信（外交電報及び政府電報）と私的通信に分けて考

えるのは 1875 年サンクトペテルブルク国際電信協定の第 5 条16によっている。 
 しかし、国家による遠隔信号通信システムの独占的利用の概念は、もう少し歴史をさかのぼ

ることが可能である。日本の律令時代の伝鈴駅制度まで遡らなくとも、近代においても、遠隔

信号通信システム（télégraphie）の国家による独占利用はナポレオン第 1 帝政時代に完成した

フランス全土を覆う腕木通信（視覚通信）システムの完成にまで遡ることができると考えられ

る。確実で最も速い遠隔通信システムの独占が、世の東西、時代の如何を問わず、「国家統一」

には欠くべからざる政治的道具だったのである。こうした考えは、すでに電信による電報

（télégramme）利用が一般化し始めていた 1847 年になっても当時のフランス内務大臣が「遠

隔信号通信システムは国家政策の道具であって、商業利用の道具ではない。」と述べているこ

とからも明らかであろう17。 
 さらに、この 1906 年協定には、その第 8 条と第 9 条に、混信妨害の忌避、遭難通信の絶対

的優先権などが規定されている。 
 
３．２．１．３．1908 年リスボン国際電信会議 
 ポルトガル政府の招聘でITU加盟国から集まった 48 か国代表（ただし、ボリビア代表の参加

署名はない）は、1908 年 5 月 4 日から 6 月 11 日まで、1875 年のサンクトペテルスブルク協定

（以下、単に 1875 年協定という。）に基づくリスボン国際電信会議（Conférence Télégraphique 

                                                   
15 "Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toutes personnes le droit de correspondre 
au moyen des télégraphes internationaux." 
16 Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toutes personnes le droit de correspondre 
au moyen des télégraphes internationaux. article 5 
17 FLICHY(1991), p.65 l.27-29 
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Internationale de Lisbonne）を開催し、「国際役務規則（Réglement de service international）」を改

定した18。なお、1875 年協定にはその第 13 条に、協定内容を補足するために規則を定めるこ

とがかかれており、当該規則は、協定締約国政府の共通の合意（コンセンサス）によってもみ

改定されるとされている。また、使用言語はフランス語のみで、料金体系はすべてフランスの

通貨だったフランで表示されている。 
 また、1875 年協定第 16 条後段に見られる協定の改正手続きについては、全参加国の批准が

なければ効力を持たないとする拒否権（VETO）の存在及び前述の第 13 条規則改定のコンセン

サス方式の存在などがフランスの極めて強力な地政学的優位性の存在を物語っている。 
 なお、1875 年協定の第 16 条前段の 1 国 1 票の規定をめぐって、1927 年のワシントン会議及

び 1932 年のマドリッド会議で紛糾することとなる19が、1908 年にはまだそういった不協和音

が表に出てきていなかったようである。 
 第 13 条に基づく規則改定の内容のうち、無線通信の地政学的変化に関係する部分として、

それまでの海上電報（Télégrammes Maritimes）の規定に新たに「無線電報（Radiotélégrammes）」
の項目が追加されたことを特記しておかなければならない20。なぜなら、フランスに地勢学的

影響を与えた要因の一つがこうした無線通信の飛躍的な普及（大衆化）だったとのMattelartの
指摘があるからである。 
 この規則改正は、それまでの海岸固定局から船舶に対して行われていたセマホア信号による

通信に加えて、それと同列の機能を果たす新たな通信手段として、無線電信による通信が追加

されたものである。つまり、あくまで海岸局と船舶間の電報送受のためのプロトコル（料金設

定を含む）規定の追加であり、専用周波数の設定などの電波利用に関する規定は置かれていな

い。 
 例えば、第 1 項において、新たに加わる海上電報サービスをこれまでの電信と区別するため、

「ラジオ（無線）扱い」として新たに区分することとしている（セマホア信号による通信はそ

れまでにすでにセマホア扱いという分類で処理されていた。）。 
 規定の中には、海岸局から送信した電報が船舶によって受け取られたかどうか確実でないと

きの当該電報の取り扱い、12 か月間の原電報保存期間、到達しなかった海上無線電報の料金払

い戻しの義務付けなどが規定されている21。 
 既定の第 1 項から第 7 項までは 1908 年 6 月 2 日の会議に上程され、参加国代表全員の賛成

を得ている。第 8 項の規定改正に関する項目についてはイタリアが保留し、議論が残りの日程

に持ち越され、最終的には 6 月 11 日に第 8 項を含むすべての海上無線電報の取り扱いに関す

る規定が認められている。 
 以上見てきた 1875 年協定に基づく 1908 年リスボン国際会議の成果は、1906 年の無線通信国

際協定の締結を見て、専らそれまで有線電報を取り扱うだけだった有線電気通信事業者が海上

無線電報の取り扱い規定を追加しただけのように見える。従って、フランスの地政学的優位を

大きく揺るがすものではなかったとも考えられよう。しかし、すでに 1903 年の準備会合開催

のイニシアティブを無線電信技術の出現によって大陸間通信に野心を抱いたと思われるドイツ

に奪われ、1906 年にベルリンにおいて締結された国際無線電信協定の合意内容をそれまでの国

際電信協定を一部変更追加して受け入れなければならなかった時点ですでにフランスの絶対的

だった地政学的優位性が脅かされていたと考えられる。無線通信技術の実用化局面において、

後述するとおり、Ferrié などの陸軍上層部ががんばってもフランスには強力な民間企業が現れ

なかったフランスとしては、ドイツの強い希望で、福島が指摘した「Marconi 社製機材を装備

した海岸局における非 Marconi 社製無線設備を搭載した船舶に対する通信取り扱いの差別をや

めさせる」方向へと同調せざるを得なかったとも考えられる。しかし、その効果はまだ国際政

                                                   
18会議の冒頭に従来からの慣例通り作業言語をフランス語にすることなどが確認されている。 
19  Bureau International de l’Union Télégraphique (1933), « Conférence Radiotélégraphique 
Internationale de Madrid (1932) », p.834 -835, Exposé du Japon.  
article 14.大英帝国植民地にそれぞれ 1 票を与えるかどうかなど。 
20 これは Télégraphique（電信）ではなく、Télégrammes（電報）の規定であることに注意。 
21 Conférence Télégraphique Internationale. 1908 Lisbonne, p.86 l.21-24, p.864, p.873 
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治全体に大きな影響を与えるほどではなく、単に技術的な取り扱い規則の明文化によるという

決着をみたのであるからフランスの大義名分も守られたと考えられる。なぜなら、1875 年協定

の第 1 条にすでに国ごと、企業ごとのコンパチビリティ障害の排除が協定の第 1 の目的である

ことが書かれているのだから（直訳では、1875 年協定の第 1 条は「締約国は国際電信による連

絡の権利をすべての人に認める」となっているからである。 
 
（原文） 
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toutes personnes le droit de correspondre au mozen 
des télégraphes internationaux. 
 
 この 1906 年から 1908 年の国際交渉においては、その交渉の開始にあたって、まずフランス

語だけを作業言語として用いることが常に規約上に定められることが慣習だったからである。

言語を制する国が地政学的優位にあることは言うまでもない。 
 この言語の優位性が一部失われ始めるのが、1927 年の国際無線電信ワシントン会議

（Conférence Radiotélégraphique Internationale(CRI)）以降の動きとなってくる。ワシントン会議

においては、主催国となった米国全権が、フランス語以外の言葉で発言することを認めるよう

に求め、通訳を立てるという条件付きで初めて公式会議において英語の使用が認められたから

である。その後の 1932 年のマドリッド会議（Conférence Radiotélégraphique Internationake(CRI) 
de Madrid22）においてもそれが踏襲されている。これがフランスの地勢学的地位の揺らぎを明

らかに示していると思われる。 
 
３．２．２．無線通信の大衆化に対応する国際会議 
 商業利用を含めた民間による電波利用のあり方については、まず、米国において、1910 年か

ら 12 年にかけて、電波発信の規制が強化された。1910 年には、米国議会は、国際電信規則改

正（1908 年）による海上無線電報サービスの開始にともなって、「個人情報」の平文による無

線送信に罰金刑が科せられることとなった。また、「Radio Act of 1912」の制定によって「アマ

チュアは聞いているだけで、しゃべってはならない。」と規制が強化された23。 
 この「Radio Act of 1912」の制定によって船舶通信で使用されていた長波帯での無資格の無線

愛好家による「送信行為」が禁止されたことが、逆に、無線愛好家たちの社会的連携を生み、

アマチュア無線リレー連盟（ARRL）の前身となる組織が 1912 年に組織されることとなった。 
 しかし、第 1 次大戦の勃発で、米国において、いったん、すべてのアマチュア無線の活動が

禁止されることとなった。 
 戦後、アマチュア無線活動は米国政府の無言の反対を押し切って再開され、1920 年にはピッ

ツバーグに放送を定時に実施する「業務としての放送役務提供」局（ラジオ放送局）に免許が

下付された（コールサインKDKA）。その後、1 年間で 500 を超えるラジオ放送局が全米に出現

し、アマチュア業務から放送業務という特定業務が生まれることとなった。この「ラジオ放送」

の出現は、1922 年に当時の電波行政を担当していた商務長官Hoover氏をして、「アメリカの生

活空間に驚くべき変化が生じた。」と言わしめた24ほど、数多くの経済・社会主体の参入をとも

なった。電気通信企業はもちろん、通信機器メーカー、大学などがつぎつぎに放送局を設立し

たのである。BARNOUW (1966)は、この現象をゴールドラッシュに例えた25。このように、米国

においては、ゴールドラッシュならぬ、ラジオ放送ブームが第 1 次大戦後に巻き起こったが、

そのブームをしかけたのはラジオセットの製造販売が商売になると見込んだ企業家たちでもあ

った。 
 この間、フランスでは、第 8 工兵連帯で無線通信に従事してきた多くの若者が復員後もその

                                                   
22  Bureau International de l’Union Télégraphique (1933), « Conférence Radiotélégraphique 
Internationale de Madrid (1932) », p.6 l.27-30, article 14. 
23 Douglas (1987), p.233 l.14-15 
24 ERIK BARNOUW (1966), "A tower in Babel. A History of Broadcasting in the United States, 
Tome I to 1913", p.4 l.9-11 
25 ERIK BARNOUW (1966), 同上、p.4 l.19-24 
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ままプリフィクスに 8 の数字だけを使うアンカバー局として実質的にアマチュア無線活動を継

続したことによって 1921 年にフランス郵政省もこれらの局に正規の無線局免許を後追い的に

与えることとなった26。このように、1921 年ごろにはすでに米国、フランス、スペイン、イタ

リアなどにおいて数多くの私設無線局に対して各国ごとにばらばらに免許をあたるようになっ

ていたのである。その結果、各国が設定した波長も国際的統一がとれていないこととなってい

た。各国とも 1912 年の国際無線電信協定付属規則によって定められた公的電報のための周波

数帯域とされた 600mから 1800mの波長帯域はもちろん、遭難通信のために設定された 300mの

使用も私設無線局は認めたくなかったために、300mより短い波長（中波帯上部を含む）で

150mに近い周波数を私設無線局に割り当てていたようである。 
 
３．２．２．１．第 1 回無線電信国際法会議（1925、パリ） 
 各国バラバラだった私設無線局への波長割当問題と、当時すでに始まっていたラジオ放送に

おける著作権問題の国際的調整を図るため、1925 年に、フランス無線電信国際委員会（Comité 
international de T.S.F.）が、第 1 回無線電信国際法会議（Premier Congrès juridique international de 
T. S. F.）をパリで開催されている。この会議は、第 1 回国際アマチュア無線会議を兼ねた会議

でもあった。当時の私設無線局には企業組織となったものもあれば、共益団体組織（ラジオク

ラブなど）もあり、もちろん個人アマチュアもいたからである。 
 4 月 14 日午後 3 時、パリ大学理学部において、フランスのアマチュア無線連盟会長

（Edouard Belin 技師 président du Radio-Club de France）、EEMAN 大陪審元裁判長、米国アマチュ

ア無線会長（Hiram MAXIM 氏 ARRL 会長）、TIRMAN 参事官、杉村参事官らが列席して開会され

ている。 
 フロアに集まった人々は、ドイツ（弁護士等 2 名）、アルゼンチン（ラジオクラブ代表）、オ

ーストリア（ラジオ雑誌編集者・技師等 2 名）、ベルギー（鉄道省無線電気主任、技師、ラジ

オクラブ代表等 6 名）、ブラジル（ラジオ会社代表）、スペイン（ラジオ放送協会代表）、北米

（技師等 2 名）、フランス（技師、市民、ラジオ会社代表、作曲家協会副会長、弁護士、雑誌

社代表、アマチュア中央委員会から 38 名等 48 名）、イギリス（ロイター社代表、雑誌社代表

等 9 名）、イタリア（破棄院弁護士、弁護士、音楽協会代表、ラジオクラブ 5 名等 11 名）、日

本（逓信省、海軍、大使館員等 6 名）、ルクセンブルグ（ベルギー市民）、モナコ（副市長等 2
名）、ノルウェー（大使館員）、ベルギー（無線電信協会代表等 3 名）、イラン（逓信省）、ポー

ランド（大学教授、アマチュア連盟会長など 4 名）、タイ（法制局員）、スウェーデン（市民等

2 名）、スイス（中央ラジオクラブ会長等 5 名）、チェコスロバキア（逓信省、赤十字社員、弁

護士等 3 名）、ユーゴスラビア（技師）などであった。 
 開会にあたって、フランス無線界と主催者を代表して Belin 会長が歓迎の辞を述べ、Ferrié 将

軍が参加者の協力に謝辞を述べた。ついで、ベルギー、カナダ、北米、英国、イタリア、ポー

ランド及びチェコスロバキアが本国政府からの公式挨拶を伝えた。ついで、著作者協会代表、

作曲家代表が今回の国際会議への期待を述べた。午後 5 時から TIRMAN 参事官が議長となって

第 1 セッションの討議が開始され、会議の進め方について協議がなされた。6 時半に散会。 
 翌日、4 月 15 日から TIRMAN 参事官の議長で、実質的な討議が始まり、まず、周波数割当問

題が取り上げられた。以下、次の 3 分野について順次討議された。 
 
１）電磁波に関する国内法制度 ―送受信の権利― 政府管理 
２）周波数割当国際規則 
３）無線電話と芸術・文学財産権 
― 著作権 ― 演奏者権利（著作者隣接権） 
― 新聞報道、金融情報及び広告に関する情報利用のための財産権 
1» Régime juridique des ondes.- Droits de l'émetteur et du récepteur. — Contrôle de l'État 
2» Réglementation internationale des longueurs d'onde 

                                                   
26 Gérard DEBELLE - REF 11340 / F2VX (2003), "Histoire de l'émission d'amateur et du Réseau 
des Emetteurs Français", p.5 l.30-35 
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3» La propriété artistique et littéraire et les émissions radiotéléphoniques. 
- Droits d'auteur. - Intérêts des artistes exécutants.  
- Droit de priorité d'exploitation des informations de presse, de finances et de publicité. 
 
 本会議の主催者である国際無線電信委員会が「エーテル使用の自由」を基本原則とすること

を提案している。理由は、EEMAN27氏の説明によれば、民法 552 条に規定されている空中権は、

1804 年法の立法者の意図から考えて、土地に植えられたもの、建設されたものには及ぶが、土

地につながっていないなんらかの事象、つまり「空間」そのものの存在については及ばない上、

ローマ法にも空間が誰に帰属するかは規定されていないとしている。エーテルは空間そのもの

なのだから。したがって、もし、無線電信に使用される電磁波エネルギーがエーテル中を伝搬

するものであれば、だれも見ることができず、触ることもできないエーテル利用は本来的に自

由であるというわけである。 
 そこで、米国が電波利用の自由についてフランスの現状を糺したところ、フランス側は次の

ように「アマチュアによる無線傍受（受信）はラジオ設置の簡単な届だけで誰でもでき、外国

局の受信に関しては外交上の相互互恵原則で対応しているので自由である。送信についてはい

くつかのカテゴリーによって対応は変わるが、「科学局（les postes scientifiques）」及び「アマチ

ュア局（les postes d'amateurs）」にあっては、他の通信に妨害を与えない時間帯を設けて自由に

やらせている。これは列車の運行時間管理による衝突予防制御の仕組みと同じだ。」と、政府

の統制管理はないと答えている。 
（原文） 
M. LE PRÉSIDENT. — Le régime français est la liberté absolue de réception, sous simple déclaration, et, 
pour les ressortissants étrangers, c'est le régime de la réciprocité diplomatique. Pour l'émission, il y a 
plusieurs catégories, notamment les postes d'amateurs et les postes scientifiques. Pour les postes 
d'amateurs et de diffusion scientifique, l'autorisation est donnée sous réserve de la limitation dans le 
temps, notamment pour le moment où l'on peut correspondre, de façon à ne pas gêner. C'est le 
cantonnement horaire 
<TROISIÈME SÉANCE, Jeudi 16 avril 1925 (14 h. 3o), Réglementation internationale des émissions.> 
 
３．２．２．２．国際無線電信協定の改正（1927、ワシントン） 
 1927 年の国際無線電信協定の改正時に、以下の原文のとおり、金銭上の利益を得るためでな

く、純粋に個人的な目的から「無線電気技術（仏文では la technique radioélectrique、英文では

radioelectric practice）」に興味を有する、正規の手続きによって許可された者、つまり、一人の

「アマチュア」によって運用される一つの局がアマチュア局だと定義されることとなる。 
 これによって、1925 年のパリでの第 1 回無線電信国際法会議において各国のラジオクラブ代

表が議論を闘わせた「私設実験局（station expérimentale privée）」と「アマチュア局（一人のア

マチュアによって運用される局（une station utilisée par un "amateur"））」の存在がフランスの主

張していた「科学（実験）局」とともに国際的に認められることとなった。 
 この時点でのフランス語としての"amateur"の意味の範囲については 3.1.2.フランス語のアマ

チュアの項に詳しく述べたとおりであり、そこに「素人」などという劣後的ニュアンスを内包

する日本語特有のニュアンスは存在しないことを特に日本人がアマチュアという言葉を使われ

る際には注意していただきたい。 
 下記の 1927 年無線規則第 5-6 条の 1 第 18 項には「本協定及び規則が定めているすべての一般規範

をアマチュア局に適用する」と書かれており、放送局、事業無線局などと同列に置かれているのだから。 
これについては次節において「科学と技術の温度差」としてさらに詳しく分析する。 
 繰り返しになるが、ここでいう amateur は une personne dûment autorisée であって、他の正

規の手続きによって認められた無線従事者（この人たちのことを日本語ではプロということが

しばしば観察される。）となんら法的な定義は変わらないのだから。 
 

                                                   
27  Premier Congrès juridique international de T. S. F., P.5 l.12-22, ÉTIENNE CHIRON, 
ÉDITEUR (1925) 
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（フランス語原文（正文）） 
le terme "station expérimentale privée" désigne, 
1) une station privée destinée à des expériences en vue du développement de la technique ou de la 
science radioélectrique;  
2) une station utilisée par un "amateur," c'est-à-dire, par une personne dûment autorisée, s'intéressant à 
la technique radioélectrique dans un but uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire ; 
（英語原文（1927年米側全権代表翻訳）） 
the term "private experimental station" means- 
(1) a private station intended for experiments with a view to the development of radioelcctric practice or 
science ; 
(2) a station used by an "amateur," that is to say a duly authorised person interested in raidoelectric 
practice with a purely personal aim and without pecuniary interest ; 
 
 さらに、第5-6条の1の第18項には、以下のとおり、各国政府に対して、アマチュア局に対し

て本規則で定める一定の周波数割り当てを行うこと、本協定及び規則が定めているすべての一

般規範をアマチュア局に適用すべきことが書かれている。 
 
RADIOTELEGRAPH REGULATIONS, WASHINGTON, 1927. 
Art. 5-6.1 $ 18.- 
(1) Chaque Administration peut attribuer aux stations d'amateurs des fréquences choisies dans les 
bandes allouées aux amateurs dans le tableau de répartition ($ 7 ci-dessus) 
(3) Toutes les règles générales fixées dans la Convention et dans ce règlement s'appliquent aux stations 
d'amateurs. En particulier, la fréquence des ondes émises doit être aussi constante et aussi exempte 
d'harmoniques que l'état de la technique le permet.  
 
３．２．２．３．科学と技術に対する米仏の温度差 
 上述の 1927 年ワシントン無線電信協定における「アマチュア局」の定義と、その前段の

「１）無線電気（radioélectrique）に関わる科学（la science）または技術（technique）の視点か

ら実験をするために設置される私設局」と定義された実験局を比べると、アマチュア局の定義

から「科学（la science）」という言葉が抜け落ちていることに気づくだろうか。また、仏語の

技術（technique）という言葉の米側全権代表の翻訳語が技量・熟練（practice）となっているこ

とに気づくだろうか。 
 この点が、本報告の「技術の大衆化過程における成熟国と途上国の差異」を表している典型

的でもっとも重要な点である。 
 そこで、もう少し詳しく検討を進めておこう。 
 フランスが「無線電気に関わる科学及び技術の研究を行うための実験局」であるべきだとい

う点を強く主張して譲らなかったことは、すでに 1925 年のパリ会議で「科学局」という言葉

を使ったことからも容易に理解できよう。逆に、米国にとっては、無線電気に関わる「科学」

という言葉が、本来科学者でないはずのアマチュア局の存在を難しくしかねないとして受け入

れることができなかったのであろう。そこには、両国の科学と技術に対する社会的理解が異な

るものだったと考えることで初めて理解できる論理の開きが存在する。 
 少数の Ecole Normale Supérieur 出身者によって占められるフランスアカデミーが強調する

「ブリコラージュ（技術）からは何も生まれない」との主張、すなわち、正統的な科学知識の

伝統継承を受け入れていない人たちには科学も技術も、すべてを含めて、世界の進歩を語る資

格はないとの主張と、どんな理論も合目的的な作用によって具体的な成果を生み出せなければ

意味がないとする「実学的な思考」がまっこうからぶつかったのではなかろうか。 
 フランスから見れば、新興国家としての米国は、一般的に、科学的知識の継承プロセスを蓄

積してきた時間が圧倒的に短い、つまり、MATTELART の言葉を借りて言えば、長期的視点から

みて、発展途上国とみなされていたのではなかろうか。 
 米国は実学の社会である。崇高な理論体系よりも目の前の機械がちゃんと合目的的に動作す

るかどうか、これが米国社会がアマチュアの存在を許容した大きな理由のひとつだったと考え
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られないだろうか。さらに言えば、米国の場合、後で紹介するとおり、アマチュアのフロンテ

ィア精神こそが社会進歩の原動力だと社会全体で理解していたと想像することはむつかしくな

いのである。だからこそ、1927 年のアマチュア無線局の定義に一部のエリートだけが使うこと

のできる「科学」という言葉を入れさせないことでフランスが主張してやまなかった「科学こ

そが一般利益の増進（世界の進歩）をもたらす」との旧世界の価値概念に一矢を報いることが

できたのであった。これがフランスの地政学的な地位に影響したというより、すでにフランス

は、まさにフロンティアにおける技術開発競争において劣後におかれていた結果が国際交渉の

表舞台で明らかにされただけだとも言えよう。 
 21 世紀の我が国においてさえ、「若いころアマチュア無線局を開設して熱中したことがある

が、長じて大学で電磁気学、固体物理学、熱力学、波動方程式そして最後に量子力学と相対性

理論を学ぶ頃には自然と卒業してしまったよ。」などという自称学者先生たちが数多くおられ

ることになっている。ここにも、「科学は技術よりも優位にある」との固定観念が根強く残さ

れているいることを窺わせる。 
 次節においては、19 世紀半ばに Maxwell が提唱した「電磁気学（1865 年）」から Hertz、
Branly、Lodge、Popov などの人たちの手を経て、どのように「無線電気（radioélectrique）」の

科学と技術体系が知識として構築され、次世代に伝えるべきものとして蓄積されてきたのかを

見ておこう。 
 
３．３．電磁気理論の成立と無線技術（工学） 
 電流の流れの量と方向が時間的に変化する状況においてはその変化の大きさ（加速度、速度

の変化分）に比例してエネルギー状態の変化が生じるはずだと考えたのが熱力学問題に取り組

んできたMaxwellがロンドン大学でファラデーと会った時に抱いた直観だったといわれている。

1861 年に彼はケンブリッジの同僚に対して、「一切の前提を必要としない（つまり、一般解と

しての）電磁気方程式を考案中だ。」と伝えている28。確かに、彼の直観は正しかった。 
 彼は、熱力学において習得した「ポテンシャルと運動エネルギーの総計が保存される」こと

を書き表すためには、粒子の運動方程式を使うよりも、ハミルトンがすでに提唱していた「場」

の方程式を使用するほうが簡明になると考えていた。Maxwellは彼の「電磁場動態理論（A 
dynamic theory of the electromagnetic field）」において、電気又は磁気を帯びた物質の近傍空間に

おいて生じる現象（電磁誘導を指している）、特に力の変化が動態的に生じる現象を明らかに

する理論を電磁場動態理論として提唱するのだと説明している29。 
 確かに、ファラデーが考え付いた「電気力線」という概念も電場概念につながるものであり、

場の等ポテンシャル線の表し方に対応するアイデアだったのではあるが。 
 しかし、1960 年代になってもなお日本の某大学の物理学演習コースなどでは、電気と磁気を

別々に教えていた30のであるから、電流と磁気は別々のものだというのが 20 世紀になっても普

通の人々の考えるところであり、電磁気が統一されて同じ加速度方程式又は場の方程式で与え

られるものだということは 19 世紀の人々にはなかなか受け入れがたかったのではあるまいか。 
 実際、1920 年代になっても、Maxwellの電磁場概念よりもエーテルを振動媒体として伝わる

電気の波動が電気波動なのだという説明が高等教育においても普通だったようである31。 
 ファラデーや Maxwell が活躍した 19 世紀半ばには、電束と磁束の加速度変化を 3 次元空間

で測定するための検流計を備えた実験装置はなかった。それを実際に構想し、組み立てること

も当時の人々にとってはほとんど不可能の技だった。 
 Maxwell 自身も電流と磁場の交絡関係を検出するため、実験装置を自ら考案して取り組んで

いた。しかし、うまく検出できなかったようで、彼の 1865 年の「光と電磁気理論」論文の中

                                                   
28 ) P. M. HARMAN (1998), p.113 l.1-4 
29 同、p.115 9-13  
30 著者にも、1970 年代になって大学生協で見つけたバークレー校の初等電磁気学教科書の第 1 章が

マクスウェルの電磁気方程式で始まっているのをみて目からウロコの思いだった記憶がある。それ

までは、解析数学も、電磁気学も大正時代の先生が書いた教科書を使っていたのではなかろうか。 
31 例えば、J. BOULANGER, Chef de bataillon du génie (1899), p.58-59、同(1901)など 
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で、電磁波と光がほぼ同じ速度でエーテル媒体中を進むという実験データを根拠として、光と

電磁波は同じものである可能性が高いとしながらも、より精度の高い実験によって、あらゆる

前提条件なしで電磁波が光と同じ性質であること、すなわち電磁場が存在することを直接目に

見える形で確認してくれることを期待すると述べている。 
 この直接目に見える形で電磁波を確認する実験を行ったのがHertzだと言われている（1888
年）32。ここでは彼の業績について多くのページを割かないが、彼は電磁波検出器、すなわち、

検波器としてわずかに隙間のある「リング」を用いている。火花放電があると、このリングの

隙間に火花が「誘導」されることを実験によって確認したのである。火花の近傍から実験を開

始して、現代の言葉で言えば波長の 6 分の 1 以上の遠方界におかれた隙間リングにおいても火

花が誘導されることを見出したのである。この検波器は感度が極端に悪かった（現代の常識か

ら考えれば当たり前）ため、通信に応用できると考えた人はあまり多くなかった。Maxwell自
身、彼の電磁場理論は近傍界において成立すると考えていたようであることもHertzなどに影響

していたのかも知れない。この近傍界でしか誘導電流は発生しないという物理学の「常識」が

覆されるためには、アマチュアの出現が必要だった。 
 火花遊びに夢中になったのが若き Marconi だった。 
 彼は数学、物理学などをその基礎から時間をかけて勉強した人ではなく、エジソンなどと同

様に「自由な考えの人」だったらしい。つまり、既成概念にとらわれず、興味を抱いたことを

とことん好きなだけ個人的に追求する、そういう「愛好家（アマチュア）」だった。 
 さらに、時代が彼に味方した。Hertzが電気波動を検出するために使った無線検波器としての

隙間リングの性能を飛躍的に超える全く原理の異なる「鑢粉検波器（Radio-conducteur）」が偶

然Branlyによって 1890 年秋に発見された33のである。これによって、電磁波の検出がきわめて

容易になった。Marconiはさっそくこのコヒーラー管34を使うことによって火花発生器から遠く

離れた場所においても当時の考え方でいう電気波動によって誘導される電流が検出できること

をつぎつぎに実験で確かめていったのである。Marconiが最初の実験に成功したのは 1896 年の

ことであったという。 
 Branly自身は、高等師範学校出身でソルボンヌ大学理学部で「電池電極近傍の静電界の動態

的研究」で学位を取得したエリート物理学者として、彼自身が準備した実験研究室において、

多様な条件で金属抵抗がどのように変化するかという物理学上の必然的な要請から行っていた

実験データの測定中に、金属粉の抵抗が近くの火花放電によって極端に（発見したメモでは数

百倍に）変化する（今の言葉で言えばスケールが飛ぶ）ことを偶然発見したのであって、この

現象が電磁波の検出器として役立つことなどまったく考えていなかったという35。 
 なお、Branlyの金属粉の接触による検波現象について固体物理学的に説明が可能となるのは

半導体量子力学が発達した 1950 年代以降となる36。1890 年当時の物理学者には固体表面の電

荷を担う電子層の量子力学的な振る舞いを想像することさえ難しかったと思われる。1902 年に

電気工学を志す学生向けに書かれた本37には、火花放電によって金属粉又は金属の鋭利な先端

が相互に融着することによって電流が流れるという誤った説明がなされていることでも当時の

人々にとって、鉱石検波器の挙動を含め、固体表面の現象を理解することは難しかったことが

わかる。 
 電磁波を遠隔通信に応用しようと考えたのは若きMarconiの天才だったのかも知れない。志村

幸雄の言葉を借りると「無線電信を実現する科学的基盤が醸成されていた。」ということにな

ろうか38。 
                                                   
32 MAURICE DES CORATS (1903), p.71 l.31-41 
33 Branly よりも先にイタリアの Calzecchi-Onesti の 1884-86 年ごろの実験が先だったとの説、

Lodge も Branly とほぼ同時に独自に発見していたとの説などがある。 
34 コヒーラーと名付けたのは英国の Lodge である。Branly は放射電導器（Radio-conducteur）と名

付けていた。別名、Branly 効果管とも言う。 
35 Philippe Monod-Broca (1990）p.165 l.18-19 
36 Sze, Simon Min (1991) 
37 RICHARD POPP (1902), "Préface de JACQUES DU CHANGE" 
38 志村(2012), p.212, l.14 p.213 l.1 
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 ここから「純粋科学」が生み出した電磁場理論と「アカデミックな物理実験」の成果として

（研究途上で偶然に発見されたとはいえ、偶然に発見するためにもそれだけの綿密な準備が必

要であることは万人の認めるところであるので）電磁波検出器のいずれが新しい無線技術（工

学）の成立と発展に貢献したのかと問われれば、後者であると大半の人々が答えるであろう。

確かに、Maxwell の電磁場理論はその後、場の理論の展開（ローレンツ変換）を経て、アイン

シュタインの特殊相対性理論へとつながっていく理論物理学の世界では最大の功績だったが、

その実用的価値については Branly の発見した電磁波検波器の存在の方が大きかったのではなか

ろうか。しかし、Maxwell も Branly もその無線電信技術（後の無線工学）への応用などはまっ

たく考えたことがなかった人たちなのである。 
 
３．４．電磁気理論の応用と大衆化 
 1902 年 11 月 9 日にパリの Salle des fêtes du Trocadero において Branly 教授による「無線電信

について（Sur la télégraphie sans fil）」という講演会が開催された。彼は、冒頭「Pour être 
compris par tous , je ne metrai à contribution que les notions les plus habituellement connues.」という

言葉を使って、会場に詰めかけた多くの一般大衆の理解を優先するため初歩的な知識でわかる

よう説明すると前置きし、「なぜ、電線を使わずに電信が使えるのか」について話し始めてい

る。 
 玄関のブザーを例にとって、呼び鈴を押せば電流が流れてブザーが鳴る、これが電信の基本

的な仕組みであると続け、彼が見出した無線検波器（Radio-conducteur）を使うことによって、

火花放電があるとブザーが鳴ることを大衆に示し、これが無線電信の原理であると説明してい

る39。さらに付け加えて、この火花放電による鑢粉の導電効果は 500km離れたところでも観察

することができると述べている。電気振動が光、音波と全く同じ現象として、共鳴効果によっ

て遠く離れたところまで伝わり、それが無線検波器を導通状態にすると説明している。 
 1902 年、ボルドー大学理学部のTurpain理学博士 (Docteur ès sciences, Préparateur de Physique a 
la Faculté des Sciences de l’Université de Bordeau) がLes Applications Pratiques des Ondes Electriques 
télégraphie sans fil, Télégraphie avec conducteur – eclairage commande à distanceという 1 冊の

本40をParisのC. NAUD, Editeurから出版した。 
 12 年前のHertzによる電気の発振現象（oscillations électriques）の実験による確認は、研究室

における研究対象に留まらず、数多くの「実用的な応用」を切り開いたという言葉で始まる彼

のIntroductionは、最初にBranlyによる鑢粉の導電効果の発見とMarconiによる実用化（応用）41

によって、無線電信を単に物理学の奇妙なだけの手品のような仕掛けに終わらせなかったと、

無線電信の現実社会での有用性を指摘している。さらに、彼の第 5 章には 1891 年のM .Teslaの
業績42として、放電によって生じる高周波電流の周波数がTeslaのL, C, Rで構成された共振回路図

と計算式とともに正確に引用されて紹介されている。 
 Turpain 教授は、その著書で、まず、Hertz が発見した電気波動効果が単に学問、すなわち、

科学の進歩にとって重要だっただけでなく、社会的進歩にとって大きな意味があったことを指

摘している。 
 この点は先の Branly が同じ年（1902 年）に Trocadero 宮殿催事会場（salle des fêtes）で行っ

た講演が、火花によってベルが鳴り始める奇妙さをまず大衆に印象づけたことを思い起こせば、

両者の科学と技術に対する考え方が少し異なることが推察されよう。 
 Branlyは、科学者として、自分の発見した無線検波器の応用、つまり、無線電信システムの

開発にはいっさい興味がなかったと後に語っている。科学者として、自分の研究のおかれた社

会的な意義、経済的な価値とその将来の可能性などについては一切考えていなかったという。

これにに対して、後に、社会主義者となっていくTurpain教授はBranly教授の研究業績に疑問を

                                                   
39 D. Branly (1902), P.2 a droit l.6-21 
40 Albert TURPAIN, 1902, Introduction p.1, Les Applications des Ondes Electriques Telegraphie 
sans fil Telegraphie avec conducteur – eclairage commande a distance, Paris, C. NAUD, Editeur  
41 Henry de Graffigny(1905), p.186 l.37-p.187 l.2 
42 Tesla, Electrical Engineer de New-York, 18 mars 1891, Institut americain des Ingenieurs 
electriciens de Colombia (New-York), 20 mai 1891 
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いだき、後に彼が書くことになる無線電信の歴史の本からBranlyの名前と業績を削除してしま

う。このことがBranlyの子供たちを激怒させ、1939 年の民事訴訟にまで至るのであるが、この

訴訟事件に至るまでの両社の論争が社会主義系の日刊紙などによってたちまちセンセーショナ

ルに報道され、「高等師範・ソルボンヌ系エリート教授対田舎の名もない大学の名もない教授」

の対決として、1930 年代にはフランス世論を巻き込んだ一種の社会闘争にまで拡大していく43

こととなる。 
 
３．５．制度化と経済発展 
 19 世紀中葉からの資本主義経済の飛躍的発展によって、電報利用者の重心は「兜町」へとす

でに移っていた44。フランスの内務大臣が 1847 年に危惧したとおり、すでに時代は帝国の時代

から資本家の時代へと変化していたのである。 
 しかし、1875 年の国際電信協定は、電報を外交電報、政府電報及び私電報の 3 カテゴリーに

分類し、外交電報を最優先で扱うよう加盟国に義務付けていた。 
 当時の中央政府の関心は、いかに遠隔通信システムの利用において政府が優越するかを作文

し、法制化することにあったようにも見える。確かに、私設電報事業者が国内に林立する状況

では、国際通信はおろか、国内における国家統一さえ脅かされかねない。金融資本の蓄積が進

み、大通信社が私設電報ネットワークを設置または他の私設通信事業者から独占的に借り上げ、

株式取引事業者の私的利用に供する方向が経済発展のひとつの方向だったことは現代の我々か

らレトロフォーカスに見てわかることであるが、当時の中央政府関係者にそうした長期間の

Vision を求めること自体が間違っているのであろう。 
 さらに、経済発展による家計への経済的分配の拡大によって、有線電信サービスの利用者に

新たに家計と個人が加わってくる。FLICHY が示した 1858 年の電報サービス利用者の割合に関

する統計によれば、国際電報利用者の割合においても、家族（家計）が 20%を占め、株取引者

39%、商業者 33%などと並ぶ存在となっていたことが示されている。 
 J. BRUN(1923)45は、有線電話と無線電話の接続でいつでもだれとでも移動中に会話ができる

と述べ、現代のケータイ、インターネットサービスが無線電話利用ですぐ可能になる可能性を

指摘している。しかし、当時の電波利用技術では多くのセルに分割して基地局とケータイの間

を接続するなどの技術開発は不可能であり、すぐ電波資源（割り当て周波数）が枯渇すること

になったであろう。いずれにしてもこうしたユートピア的な言辞が、Mattelart(2001)に指摘さ

れるまでもなく、大衆化を加速させたことは確かであり、現代から見れば長期的なvisionにやや

欠けていた言辞だったとも考えられなくもない。 
 もちろん、遠隔通信システムのこうした「大衆利用」が本格化するのは、米国において、そ

の経済発展段階が大量生産・大量消費へと移行する 1910 年代後半以降、欧州においては 1950
年代以降の話となるが、いずれにしても、こうした長期的変化から見て、人々の遠隔通信シス

テムへの期待と欲求はいつの時代にも社会的に存在したと考えて差し支えない。現代の携帯電

話の発展途上国における急速な普及を見てもうなずけるところであろう46。 
 大衆利用が始まる最初の段階において、特にフランスなどのヨーロッパ大陸国においては、

Jean BRUN (1923)が、その著書「無線電話、一般益と私益（La Téléphonie sans fil, générale et 
privée.）」において、「アマチュアによる無線電話の普及が社会的に進展すれば、教育に大きな

貢献となる。」と指摘しているとおり、大衆、すなわち、アマチュアによる無線通信の普及が

公益（一般益）にどのように貢献できるかが常に問われていたこともこの文章から窺い知るこ

とができる。 
 電波は勝手に国境を超える。河川が海外につながっていて、航海に出ることがそのまま海外

の港に立ち寄ることにつながるのと同じである。堀江青年が太平洋単独ヨット横断の快挙を成

し遂げたように。しかし、国家主権が唯一・最後の個人的生命財産のよりどころであるかぎり、

                                                   
43 J.Marzac (2005) 
44 同上、p.68-72 
45 Jean BRUN (1923), Introduction 
46 羽渕一代他(2012), p.15-18, 前川護之「数字から見るアフリカのケータイ事情」 
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個人といえども、航海に出るためには中央政府発行のパスポートの取得が必須である。同様に、

越境する電波を個人が使用するためには、パスポートならぬ、何らかの国際的取り決めに基づ

く使用許可が必要となる。万国郵便連合、万国電信連合などの、郵便や有線電信時代の国際間

接続をめぐる国益をかけた外交上の調整の在り方とはその点が基本的に異なる。 
 地理的領土と国民によって構成されている「国家」の主権を担う中央政府と、中央政府に対

抗できるだけの財力のある貿易会社だけが越境できた時代、それが 19 世紀だった。列強の時

代だ。この時代に越境することを許された人々は、外交官、科学者、学生などの、社会の一部

の人々だけだった。 
 しかし、20 世紀になり、無線電話が普及し始めると、事情は変わった。電波は越境する。無

線電波を使うのは国家、企業だけでなく、家計も参入し始めた。これが無線通信におけるアマ

チュア業務である。アマチュア無線家はそのモールスメッセージと声だけで、海外に赴き、異

なる文明、異なる社会と交流できるようになったのである。 
 国家と産業資本集積、組織化された集団だけが国境を越えて活動できるという常識的な概念

を本来的に超越しているのが「無線通信アマチュア業務」である。ここに地政学的なパワーの

リシャッフルが始まろうとするきっかけを見ることができよう。 
 
３．５．１．世界のアマチュア無線 
３．５．１．１．世界のアマチュア無線局数 
 世界のアマチュア無線局数は正確にはわからない。各国の電波監理当局が最新の認可局 数を

遅滞なく公表していないためである。もちろん、米国、日本など、アマチュア無線が社会的に

重要な地位を占めている国では統計数値も遅滞なく公表されている。 
 最新の統計数値によると、米国が 2013 年 1 月に 71 万局を超えたと発表している。日本は

2012 年末で 442777 局となっている。米国のアマチュア無線局数は増加傾向が続いているが、

日本は全体的には 1990 年代半ば以降からの減少傾向に歯止めがかかっていない。しかし、1 級

局と 2 級局などの上位資格局は増加傾向にある。 
 ヨーロッパでは、 正確な統計をいつも公表しているスイスが約 4700 局でほぼ横ばいで推移。

ドイツは 2000 年で約 7.5 万局となっていてもっとも多い。英国が 2 位で、2000 年の数値で

7.1 万局となっており、次いで、スペインが 5.9 万局、ロシアが少し古い統計数値だが、1993
年で 3.8 万局、イタリアは例によって統計が古いが、1993 年の数値で 3 万局くらい、ウクライ

ナが 2000 年の数値で 1.7 万局などとなっている。全世界では 200 万局前後かと推測される。 
 ここで、アマチュア無線局数の多い国から順番に第 22 位のスイスまでの国々を 2000 年の

ITU 調査をベースにして並べてみると、表 1 が作成できる。 
 表 1 のフランスのアマチュア無線免許発給数 14803（2010 年）は、ドイツ 75262（2000 年）、

英国の 71250（2000 年）の 5 分の 1 以下と明らかに少ない。 
 

表 1 世界の主要なアマチュア無線局数とフランスの位置づけ 

Pays Nombre de 
radioamateurs 

Année 
observée 

GNI(2011) 
billion dollar 

(statisitique ONU) 

États-Unis 710 000 2013.1  15211 
Japon 442 777 2013.2. 6083 
Thaïlande 141 241 1999 ITU 357 
Corée du Sud 141 000 2000 ITU 1119 
Allemagne 75 262 2000 ITU 3671 
Royaume-Uni 71 250 2000 ITU 2453 
Taiwan 68 692 1999 ITU   
Canada 63 547 2000 ITU 1707 
Espagne 58 700 1999 ITU 1448 
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Russie 38 000 1993 ITU 1798 
Brésil 32 053 1997 ITU 2430 
Italie 30 000 1993 ITU 2179 
Indonésie 27 815 1997 ITU 823 
Chine 20 000 2000 ITU 7330 
Ukraine 17 265 2000 ITU 163 
Argentine 16 889 1999 ITU 437 
France 14 803 2010 2828 
Inde 10 679 2000 ITU 1880 
Belgique 6 500 2000 ITU 520 
Afrique du Sud 6 000 1994 ITU 399 
Norvège 5 302 2000 ITU 494 
Suisse 4 700 2012 678 
total 2 002 150     

出典：ITU < STATUS SUMMARY OF RADIO AMATEURS & AMATEUR STATIONS OF THE WORLD 2000> 
（注）フランスの 2011 年の数値は開局数ではなく、免許発給数（＝コールサイン数）である。 

 
 さらに、それぞれの国のアマチュア無線局数が 22 か国中でどれだけの構成比を占めている

のかを見て、国民総所得（GNI）についてもその 22 か国中における構成比を見ると、もし、経

済規模に比例してアマチュア無線局数が増加するという仮説を採用すれば、それぞれの構成比

がほぼ一致するはずである。 
 図 1 にその計算結果を示したが、米国、日本、タイ、韓国などのアマチュア無線局数はそれ

ぞれの国の GNI 規模よりも過大となっており、ドイツ、ブラジル、イタリア、中国、フランス

及びインド、スイスのアマチュア無線局数は GNI 規模に比べて過小となっていることがわかる。 
つまり、経済規模だけでアマチュア無線局数が決まるという仮説はそのままでは受け入れるこ

とができないということになる。 
 さらに、ヨーロッパ諸国の中だけで比較すれば、先述のとおり、フランスの経済規模に対す

るアマチュア無線局数の過小が特に注意を惹きつける。 
 
図１ 各国のアマチュア無線局数及び国民所得（GNI）が世界に占める構成比（％）の比較 

 
（出典：表 1 に同じ） 

 
３．５．１．２．国の経済規模との関係 
 ITU が 2000 年に作成・公表した 211 の国と地域に関するアマチュア無線局数統計をベースに
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して、国連の GNI 統計と突き合わせて、縦軸にアマチュア無線局数、横軸に GNI をおいて、両

対数をとってグラフとして整理してみると、図 2 のとおり、各国のアマチュア無線局数と国民

所得の分布がおぼろげながら見えてくる。 
 図 2 の左上方にはほとんど点が存在しない。これは、アマチュア無線局を設置するためには

国際電気通信連合無線規則に定められている一定の技術試験と法律試験を実施する必要があり、

政府の思惑だけで勝手に局数を増やすことができないからである。経済規模対アマチュア無線

局数の平均的な傾向に対して上方に変位している国として、米国、日本、タイ、パラグアイな

どを図 2 から抽出することができる。しかし、これらの国々が描く直線より上部には点が現れ

ることは、上述のとおり、アマチュア無線局が無線通信局の一部として一定の国際的要件を満

たす必要があることを考慮すれば、あまり考えられない。 
 それに対して、図 2 の右下部には多くの国が存在する。これらの国々は、極端な場合、国内

法制度でアマチュア無線を禁止している国なども入ってくる。禁止するまでには至らないが、

なんらかの制限的な社会制度が存在したり、アマチュア無線に対する中央政府の理解が低いか

又は欠如しているか、教育、災害対策などの社会的な市民連携活動とアマチュア無線の連携が

なされていないかなど、いくつかの要因が仮説として考えられる。中でも、フランスのような

成熟先進国において極端にアマチュア無線局数が少ないことは、なんらかの歴史的・社会的な

制度の影響を考えてみる必要があると考えられる。 
 

図 2 アマチュア無線局数と国民所得（GNI）の関係 

 
 

（出典：アマチュア無線局数は表１データ、国民所得（GNI）は国連統計から著者が作成した） 
 

 
３．５．２．フランスと米国におけるアマチュア業務の比較 
 では、現在のフランスと米国のアマチュア業務はどうなっているのであろうか。 
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３．５．２．１．フランスのアマチュア業務 
 フランスの総合通信管理局であるARCEPのホームページには次のように、「フランスには 1 万

4803（2010 年末現在）のアマチュア無線従事者とコールサインが数えられる。47」と掲載され

ている。ここから、まず、フランスの事例を見ていこう。 
 
（原文）On dénombre, en France, près de 14 803 radioamateurs titulaires d’un certificat d’opérateur 
des services d’amateur et d’un indicatif (chiffres de fin 2010). 
 
 この 1 万 4803 という数は必ずしもアマチュア無線局数ではない。なぜなら、ARCEP は、上

記の文章の直後に、次のように述べているからである。 
 「アマチュア無線局の設置は、実際にどの周波数で運用するかは（許可された周波数帯の中

であれば）自由に設定できるため、局の開設は彼らの自由裁量にまかされている（電子通信・

郵便法 33-3 条）。」つまり、無線局は「開局運用している」状態で定義されていると考えられる。

特定の周波数、モードで実際に電波を発射しない限り、コールサインを所有しているだけでは

無線局を構成していることにはならないという解釈かと思われる。 
 
（原文）Les installations de radioamateurs n’utilisent pas de fréquences spécifiquement assignées à 
leur utilisateur et sont donc établies librement. Elles relèvent des dispositions de l’article L.33-3 du code 
des postes et des communications électroniques. 
 
 なお、アマチュア業務内容のフランスにおける定義は、ITU の仏語で書かれた条約正文規定

に則って、国際条約の文章がそのままフランス語で 1 字 1 句違わず使われている。 
 
（ 原 文 ）un service de radiocommunication ayant pour objet l’instruction individuelle, 
l’intercommunication et les études techniques, effectué par des personnes dûment autorisées, 
s’intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire. 
 
 ここでは、参考までに、日本の電波法の定義をその ITU 規定の翻訳として掲げておこう。 
 
 金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信

及び技術的研究の業務をいう（電波法施行規則・第三条十五項）。 
 
 仏語原文と日本語訳を比較すれば、「相互」通信の相互が抜けている点と、自己訓練、相互

通信及び技術研究を行う主体が誰であるのかが書かれていない。すなわち、アマチュア業務に

従事する主体が「正規の手続きによって許可された人格（複数形）」でなければならないとの

記述が日本の電波法施行規則から抜け落ちていることがわかる。これは電波法 39 条の 13 とい

う上位規定に電波を使用する者はすべて正規の手続きを経て従事者資格を持っていなければな

らないと規定されているからだと思われる。国内法制度をどのような形式の法制度で整備しよ

うと、そのエンフォースメント（行政実施方法）の構築はそれぞれの ITU メンバー国中央政府

に任されているのだから ITU 規定上の定義をどう書こうと自由だというのはごく当たり前のこ

とである。しかし、フランスは ITU 規定をそのまま使用している。 
 以上見てきたとおり、フランスの場合には、アマチュア無線従事者国家試験に合格すれば、

無線従事者（オペレータ）として登録され、その運用の範囲に応じたコールサインが下付され

る仕組みとなっている。現在のフランスのコールサイン表記は、プリフィクスの数字の部分が

従事者資格に対応している。フランスでは、無線局の設置は個人の自由裁量である。つまり、

実際にどの周波数帯でどの運用モードで運用するかについては当局は関知しない。しかし、フ

ランスのコールサインは免許を毎年更新しないと無効になると規定されており、実態のないコ

ールサインが残ってしまうことがあまりないようである。また、最近、コールサインの大きな

                                                   
47 2013 年 4 月 23 日アクセス 



第 30 回情報通信学会大会 東洋大学白山キャンパス                                    平成 25 年 6 月 22 日（土）・23 日（日） 
 

関西学院大学 中野幸紀 

22 
 

変更を実施した。 
 いずれにしても、従事者資格に応じて運用可能な周波数帯、運用上限電力などの規定がある

のは国際的に共通であり、この点において、アマチュア業務が「国際」を常に意識しているこ

との証左とすることも可能である。電波は国境を超えるのだから。 
 
３．５．２．２．米国のアマチュア業務 
 米国の 2013 年 1 月におけるアマチュア無線局数は ARRL の速報数値によれば 71 万局に達し

ている。世界一のアマチュア大国である。 
 こうした米国のアマチュア業務の黎明期の動きについてもっともよく情報が網羅され、整理

されている資料は、Douglas (1987)の"Inventing American Broadcasting, 1899-1922"であろう。もち

ろん、1925 年パリで開催された第 1 回のアマチュア無線国際会合に出席したMaxim（1AW）が

1914 年に創設したARRLの活動の歴史そのものが米国のアマチュア業務の歴史であるといっても

過言ではない。Maximは第１回米国国内アマチュア大会を成功させ、米国の第１次大戦参戦時

の民間施設無線局のすべての封印にも反対したという。彼の行動は全米のアマチュア達の声を

代弁するものだったという48。私設でありながら無私であること、これが米国流のアマチュア

の考え方としてMaxim以来受け継がれてきているのかも知れない。 
 米国は 1906 年の海上電報の取り扱いを決めたベルリン国際無線電信会議及び 1908 年のリス

ボン国際電信会議を受けて、海上船舶通信の妨害となるアマチュアたちの送信をやめさせよう

と考えていた。しかし、1912 年になって制定されたラジオ法（Radio Act）では、アマチュアを

無線通信の世界から締め出すのではなく、国際海上通信に割り当てられた波長 300mまでの

中・長波帯の外側となる 200m以下の短波長領域（周波数ではより高い周波数の領域）を自由

に使わせるという決定をしたのである49。 
 すでに前節までの国際無線電信協定準備の動きで見てきたとおり、1912 年までの国際無線電

信協定において合意されたのは海上船舶通信の無資格者による管理運用の禁止、遭難通信取り

扱いの最優先とそのための周波数を 300m と 600m に規定したことなどであり、さらに 600m～

1800m というその当時もっとも利用しやすかった波長を公の無線電報通信のために割り当てた

ことだった。したがって、フランスなどでは第 1 次大戦後の 1921 年まで無資格の私設無線局

が存在していた。米国の場合には 200m 以上の周波数帯（短波帯 HF）を私設無線局が自由に使

うことができるようになったたことが、逆に、アマチュア達を大いに勇気づけ、その参入がゴ

ールドラッシュ並みにしたという。こうした動きが、第 1 次大戦後の米国における無線通信技

術の大衆化への社会的動きにつながっていく素地となったと考えられる。 
 しかし、米国のアマチュア無線家たちもWilson大統領が第 1 次大戦への参戦を決定した際に

は、大統領令によってすべての無線機をただちに封印するか片付けて使えないようにしてしま

うこととなったのである50。これによって米国のアマチュアたちは欧州の最前線に志願して出

て行き、電波を出し続けるしかなくなってしまったという笑えない話も残っているほどである。

それほど若い人たちは電波を出したかったのであろう。 
 終戦後 6 か月たってようやく無線局の封印が徐々に当局によって剥がされることとなった。

戦争によって、アマチュアたちは、アマチュアである前に米国民として「公共利益」の増進が

いかに大切かを学習したことになる。戦後のもう一つの米国社会における変化は、ラジオ放送

が 1920 年に開始され、小学生などの若年層にもさらにラジオに対する関心が広まり、1922 年

にはボーイスカウトで送受信技術訓練が始まったことだと言われている51。 
 翌 1923 年 11 月、「アメリカのアマチュア局 1MO と 1XAM は、フランスの 8AB 局と 110m で

交信し、大西洋を結ぶという夢を叶えたのである。」と福島雄一の日本無線通信史 p.113 に書か

れているとおり、フランス側も 2013 年になって米国に追いつくのである。 
 科学では米国より常に優位であり続けたフランスが、無線通信の「技術」、それも国家、軍

                                                   
48 RUDEL (2008), p.49 l.30-p.51 l.3 
49 同上、p.16 l.19-23 
50 同上、p.20 l.29-p.21 l.8 
51 同上、p.44 l.8-11 
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などのレベルではなく、大衆レベルにおける技術蓄積という点で大きな差がすでに開いてしま

っていたことを窺わせる。これは、ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンがドイツで発明さ

れたにも関わらず、その使用は一部の貴族、大富豪などに限られ、なかなか大衆化しなかった

ことと符合する。フォードの大量生産、大量販売方式によってモータリゼーションの大衆化が

1912 年ごろから始まった。これを見ても、「遅れてきた社会」としての米国の先進技術への強

いあこがれと大衆の熱狂ぶりが伝わってくる。 
 こうした米国民の新技術への熱狂は、彼らのフロンティア開拓精神にも通じるものであると

Douglas (1987)52は指摘している。エーテル空間は米国民にとって未開拓地であり、「切り取り自

由、先取特権」が適用される分野だと認識されていた。他者、他国よりもいち早く周波数を自

分達アマチュアで占有してしまえば先取特権が発生すると考えていたのだ。それゆえ、米国の

アマチュアにとって、エーテル空間は政府が占有すべきものでもなく、まして私企業が独占し

たり、金持ちが私物化できる類のものではないと考えられていたのである。 
 このように、米国におけるエーテル空間は、すでに 3.2.2.1. 第 1 回無線電信国際法会議

（1925、パリ）及び 3.2.2.2.国際無線電信協定の改正（1927、ワシントン）の節でみてきたとお

り、「みんなのもの、自由な空間」という原則がアマチュアによって声高に叫ばれる社会状況

になっていたのである。 
それに対して、国際的に 19 世紀の国際電信協定時代には大きな地政学的支配力を有していた

フランスが、米国の主張したプラグマティックな私設個人無線局の存在を認めることが自分た

ちの地政学的権益を侵されると考えたとしても不思議ではない。しかし、結果的に 1927 年の

ワシントン会議において、フランスは米国の主張したアマチュア無線局の存在を認めざるを得

なかったその時に、無線通信の地政学的支配力の在り方が米国側に大きく傾いたと考えて差し

支えなかろう。 
 そういう意味で、米国はフランスが成しえなかった私設無線局のビジネスモデルの構築と実

践、RCA の発足による無線通信関係特許の一元管理化などを次々に実践し、一般家庭へのラジ

オ受信機普及、すなわちラジオ受信機メーカーの出現という社会的イノベーションを実現した

のである。言い換えれば、アマチュアというカテゴリーが国際無線電信協定無線規則に盛り込

まれた瞬間に、無線通信技術の大衆化過程のひとつのゴールを米国が単独で走り抜けたのだと

も言えよう。 
 この 21 世紀の現在でもフランスには国営放送の流れが残っている。しかし、米国にはどの

時代においても民間放送しか存在しえなかった。米国民が国営放送、つまり国家による周波数

の占有利用を許さなかったのである。フランスの場合は事情が逆で、エリートによる科学知識

の蓄積が一般利益につながるとして最優先し、不毛だと考えられてきたブリコラージュ（手仕

事、手作業者の業務）は劣後におかれ続けたのである。その結果、「科学」を冠していないア

マチュア無線には政府も大衆も大きな社会的関心を寄せてこなかったのかもしれない。 
 アマチュア無線局は 1910 年代には私設放送局でもあったことはすでに見てきたとおりであ

る。ハイドパークのスピーチコーナーと同様にしゃべりたい人には自由にしゃべらせておけば

いいというのが英国、米国など大洋国家の常識なのだろう。それに対して大陸国家フランスで

は、普段の生活の場でも、お互いに、「発言するにはそれなりの識見を有さなければならない。」

との自己規制がまずかかっているようである。 
 こうした地政学的な視点に加えて社会における個人の表現の自由に関する両国大衆の受け止

め方の違いが無線通信技術の大衆化に大きくかかわっていたのかもしれない。 
 大陸内で巨大な隣国に取り巻かれているフランスはそういう意味で超エリートをトップとす

る人々に国民の将来を託さざるをえなかった社会を構築してきたとも考えられる。超エリート

を育てるためには、いきおい、学歴社会となる。こうした学歴社会を再生産する社会的秩序が

フランスのアマチュア無線局の数を先進成熟国中で現在もなお異常なほど少なくしている要因

のひとつになっているとすれば、それは近代市民社会をエリートを中心に構築してきたフラン

ス文化の継承の結果であり、伝統であるということになろう。 
 そうした伝統を持たない米国におけるアマチュア業務は現在でも順調にその従事者数を増や

                                                   
52 Douglas (1987), p.214 l.8-19 
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し続けている。2013 年 1 月には 71 万人を数えるほどになったと伝えられている。もちろん、

世界一の数である。 
 ここに、「ファインマン先生、ご冗談でしょ」という本53がある。彼はラジオを分解せずにラ

ジオのどこが故障しているかを言い当てることができる天才少年だったという。長じて物理学

者となってブラジルに物理学を教えに行っていたとき、研究上のアイデアを思いつくと「アマ

チュア無線」をブラジルの友人に借りて米国のコンピュータセンターに勤務する同僚研究者に

そのアイデアに基づいた量子計算などを依頼していたと告白しているのである。もちろん、彼

は他国の他人のアマチュア無線局のマイクと送信機を使って自国のアマチュア無線局と交信す

ることが「少しだけマナーに外れたことだったかも知れない」などと書いて知らん顔をしてい

る。 
 こういう話を見たり聞いたりすると、とんでもないことだと目を三角にして怒り始める人も

いるかもしれない。そういった人がフランスには米国よりもやや多いのかもしれない。 
個人的興味から無線をたくさんの愛好家がお互いに権利を尊重しながら自分たちでうまくやっ

ていくための「市民社会の最低限のマナーとルール」を作りながら共に利用していくという意

味では米国のやり方が、よりアマチュア的なのかも知れない。 
 ハイドパークのスピーカーズコーナーのように、米国発のアマチュア無線界はずいぶんと洗

練された歴史を築いてきたのだと知らされる。 
 宇宙飛行士がスペースシャトルから小中学校の子供たちとアマチュア無線で直接話し合う

Amateur Radio on the International Space Station (ARISS)プロジェクトや、ノーベル物理学賞をとっ

た米国の学者（K1JT）が非常に弱い出力の無線機でも長時間かけてメッセージ交換が可能にな

るよう、新しいデジタル通信の方式（JT65 など）を作り上げて公開したりと、現在でも世界の

アマチュア無線界に新しい風はいくらでも吹き込んでいる。その風が米国からであったり、ロ

シアからであったり、中国からであることもあるだろうが、それらのイノベーションが金銭的

な成功を夢見る動機からではなく、単に、アマチュアの「好きだからやっている」という人間

の本性にかかわる部分であることが共通点であると同時に、結果的に社会全体の経済発展にも

大いに貢献していることだけは確かであろう。 
 米国のアマチュア業務には「こうでなければならない」という規制はないか、あっても弱い。

なぜなら、1906 年国際無線電信規則の第 2 条に記載されていたとおり、最新の技術を使うこと

でもっとも良い相互通信を確保することがそれぞれの無線局の使命だからである。この点が、

電気通信事業者が技術を固定化することによってはじめて商品としての通信サービスを大衆に

提供可能になる世界と科学技術の発展に貢献し、常にその新しいフロンティアを開拓していこ

うとしているアマチュアが最も大きく異なる点なのである。 
 
４．おわりに 
 本報告を取りまとめる前にもう一度、無線通信技術と社会発展との関係について書かれたい

くつかの資料を紹介しておきたい。 
 
 大橋 (2012)54は、「通信ソサイエティマガジンB Plus小特集今時のアマチュア無線」特集の中

で、アマチュア無線がなぜ災害時の非常通信に役立つのかについて次のように整理している。 
 
なぜアマチュア局は非常通信に役立つのか 
(1)局数が多い （2）地域、生活に密着している （3）通信することに習熟 （4）多くの周
波数を使用するとともに、非常通信用の周波数を制定 （5）無線設備数も多く、アンテナ等
も高性能 （6）周波数を共用使用していて、同時に多くの局に聞いてもらうチャンスが高い 
（7）多くの地方自治体と応援協定を締結 （8）非常通信訓練を数多く実施 
 
 しかし、同時に大橋氏はそのウィークポイントと問題点も次のように列挙している（引用文

                                                   
53 Surely you're joking, Mr. Feynman (1985) 
54 大橋達夫 (2012)、p.183 
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中の項目番号は省略した。）。 
 
アマチュア局による非常通信実施上のウィークポイント 
（1）24 時間無線機の傍らにはいない （2）万一災害が起きたら家族、親族等の安否をまず確
認 （3）非常通信の実施は、あくまでもボランティア （4）誰かに非常通信の電波を受信し
てもらわなければ通信は始まらない 
 
アマチュア局による非常通信実施上の問題点 
（1）伝達誤りがあった場合の責任が不明確 （2）万一事故が発生した際の補償が不明確 
 
 これら大橋(2011)55が指摘している点は、1903 年の海上船舶の安全を確保するためにも緊急

に国際無線電信システムの利用ルールを定めなければならないと当時の人々が考えたことを思

い起こせば無線通信そのものが災害時の通信手段として優位にあることからも、おおいに同意

できるところだと思う。 
 
 高橋はその著書で、次のように、大不況期とラジオの普及期が一致していたことと経済発展

にラジオ技術が貢献してきたことを指摘している（引用の一部を省略した。）。 
 
ラジオ放送の拡大、大恐慌とラジオの普及 
ラジオの人気で一時は映画が伸び悩むほどであったやこと、大恐慌（1929 年）後の不況期には
ラジオは人々の友だったこと（中略）大不況時代に人々は情報と娯楽を求めて、お金がなくて
もラジオを持とうとした。「新聞とちがってラジオはタダ」（いちど受信機さえ入手すれば）で
あり、安いラジオが売れた。それまで富裕層のものであったラジオが、ひろく一般家庭に普及
した。同様のことが、第二次大戦後の日本にもあった。経験則として、経済不況の時期にラジ
オ普及が進むということがいえる。 
 
Unofficial なセクターと official なセクターの関係 
両者に相補的な関係があることに着目すべきである。新技術・新事業の創始、立ち上がり、反
映といった時系列の段階によって、二つのセクターがどのように機能するかが異なる。 
２．ラジオ技術は学校の外で始まった 
ラジオ技術は、もともと、既成の大学等の外から始まった。無線の草創期には、無線を教える
学校はなく、無線に興味を持った個人が研究家・実験家になった。（中略）単純化を恐れずに
言えば、電力技術者が企業に帰属するのに対して、ラジオ・エレクトロニクス技術者は自分の
扱う技術に帰属する。（中略）アマチュア的体質がラジオ・エレクトロニクス技術の成功の源
泉のひとつであるといえる。 
 
 Serge Theophile BALIMA & Marie-Soleil FRERE56は、その著書「ブルキナファソにおけるメディ

アと社会的コミュニケーション（Medias et Communications Sociales au Burkina Faso）」において、

次のとおり、「1999 年にBougnouunouにおいて行われた調査結果を見れば、離村における社会

的コミュニケーションニーズは情報通信技術の普及によって満たすことができると期待されて

いる。」と報告している。 
 
Une enquête réalisée a Bougnouunou en 1999 avait mis en évidence les besoins en communication 
exprimées par les populations rurales locales, montrant que ces attentes pouvaient être satisfaites par 
un accès aux TIC. 
 
 最後に、羽渕一代、内藤直樹、岩佐光広編著の「メディアのフィールドワーク アフリカと

ケータイの未来」の「おわりに」の部分には、次のように、経済的発展が未成熟な社会におい

                                                   
55 高橋雄造 (2011)、p.15 l.16－p.16 l.2, p.333 l.11, p.334 l.21, p.335 l.10, p.336 l.14, p.336 l.22 
56 Serge Theophile BALIMA & Marie-Soleil FRERE (2003), p.306 l.3-28 
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ても充実した生活があり、その生活がケータイの普及によってその社会の規範となってきた平

等や相互扶助の原則が崩れていく可能性が指摘されている。 
 
貨幣経済の成熟がみられない社会においても充実した生活はみられる。経済的な合理性の論理
に縛られているのではなく、文化や社会規範、社会的行動によって維持されている社会につい
て、本書では紹介してきた。（中略）平等や相互扶助を優先させるあり方をこの新しいメディ
アの利用から考えることも重要だろう。アフリカ地域におけるケータイ利用行動から学ぶこと
は多い。 
 
 以上のとおり、本報告では Maxwell によって 1865 年に書かれた電磁場理論の論文から 1927
年の国際無線電信協定の改定によってアマチュア無線局に対して国際電波割当が行われた時期

までを観察期間として、中長期的視点に立って、地政学的な分析を行ってきた。 
 その結果、まだ分析途中ではあるが、フランスにおいては国際電信協定において得ていた地

政学的な優位を国際無線電信協定においても維持または拡大したいとの地政学的な意図が明ら

かにされると同時に、そういった意図が米国のアマチュア（個人の私設局）への周波数割当要

求によって主導権を奪われる形で失われていった過程を明らかにできた。 
 また、分析の途中に協定条文を子細に読んでみると、フランス側が、Branly、Ferrié などの高

等師範学校、陸軍士官学校（エコールポリテクニク）出身などの多数のエリートを交渉の中心

に据えていたのに対して、米国側が MAXIM というアマチュア無線家（篤志家でもあった）を

交渉の前面に立てて、アカデミズム又は科学優越のフランスに対して、「プラクティス」を前

面に出して闘っていたことが明らかとなった。 
 確かに、歴史上新しく国際社会に参入した途上国にとっては、過去の蓄積がいつでも手にで

きるという「遅れてきた国の利益」を享受できると同時に、逆に、科学知識の蓄積のなさから

国際交渉の場において交渉カードを持たないという不利益を被る場合が多かった。 
 今回の報告をとりまとめていて、こうした途上国側の不利益を米国が 1927 年に利用したよ

うに「カードをリシャッフルする」ことによって、それまでのマイナスのカードを逆に交渉の

切り札とできるかどうかが、ひとつの大きな政策転換のきっかけとなることが確認できたと思

う。このカードのリシャッフルという概念は、本報告の「はじめに」において紹介した

Mattelartの言葉57である。 
 国際交渉の切り札として自国の技術進歩を使うためには、国内にその技術を使うことに熱心

な社会層（アマチュア）がしっかり形成されていることが必要である。フランスにとってはそ

れはエリート層が何世代にもわたって蓄積してきた科学知識の体系と秩序であり、米国にとっ

てはそれが西部開拓時代となんら変わらない「切り取り自由、個人の手にしたものは個人に帰

属する技術だ」とのフロンティア精神だったことが明らかになった。 
 1925 年のパリ会議で国際無線通信委員会が発した「エーテルは自由！」という言葉が、現代

のインターネット接続の自由につながっていることを考えると、技術進歩と社会の歴史の大き

な流れを感じさせられる。 
 最後に、Mattelart のやや難解な Introduction の最初のパラグラフの仮訳をこれからの情報社

会を考えていく上での参考に添付しておこう。 
 
 
ANNEX: <Armand Mattelart, "Histoire de la Siciete de l'information", 2001, La Decouverte> 
 「序」 
 世界の画一化は、世界を表現するために我々自身が使っている言葉の標準化と歩を並べて始

まっている。言葉は、記憶から切り離され、最初の意味から逸れ、次々に現れる商品ロゴに似

た新造語によって置き換えられていく。豊かな言葉の市場が、市場の言葉に縮約される。可能

性の地平を描くことが、社会的なプロセスや現象の小さな偏位の積み重なりを生み出し、新し

い常識を作り上げていく。標識灯で示された未来、つぎつぎに妄想を紡ぎ出すことで、技術そ

                                                   
57 Mattelart (2001), P.3 l.17-24 
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れ自身と、技術について語られた言説が次第に確固とした卓越した地位を築きあげていく。そ

の結果として、「情報社会」に対する賛辞が、「これまでよりもっと社会的連帯がしっかりした、

透明性の高い、そして、より自由な、より平等な方向を志向する」とのユートピア的世界構築

のために惜しみなく発せられ、同時に、社会変化の中心的なパラダイムの推進役として脚光を

浴びる。言い換えれば、新しい情報源として役立つという言説が広く認められることによって、

誰もがすでに確実なものとして迎えることとなる未来社会においては、情報社会という言葉は

すでに地政学的な立場においてのみしか意味を持たないことになるのだ。 
 

以上 
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