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AKIYOSHI  Yasuharu

An origin of the phonograph or “sound-writing”:

reproducing technology
rethinking on the conception of sound recording and 

Phonograph, graphophone, gramophone; the names of early sound recording and reproducing machines 

were given the same sense, that of a “sound-writing” machine. These names suggested that early 

sound recording and reproducing machines were understood as the machines that could write sound 

itself, replacing human writers. Preceding researchers have traced the origin of such an idea back to 

the genealogy of technologies that record sounds visually, because the principle of recording sounds 

had been embodied in those sound visualizing machines before Thomas Edison invented the 

phonograph in 1877.  They have often referred to the phonautograph invented by  Édouard-Léon Scott 

de Martinville in 1857 as the oldest sound recording machine, since it was invented before the 

phonograph. It is said that Scott thought of his phonautograph as a new form of “stenography,” a 

machine to write the speeches as rapidly as the speeches themselves. In previous studies, the 

phonograph has been considered as a descendant of such a machine. However, when we read the 

records of Edison’s researches in detail, we can discover that the phonograph was invented under a 

very diff erent idea. Edison conceived the original idea of phonograph as an attempt to generate sounds 

rather than to record them. In this paper, we will present an archaeological discovery to show another 

origin of the phonograph hidden under the veil of the sound recording machine.

 The fi rst chapter will reexamine the previous studies which have traced the origin of phonograph 

back to phonautograph, a machine to visualize sounds. The next chapter will refer to Edison’s notes 

and indicate the likelihood that the cenception of “sound-writing” developed from the genealogy of 

machines to generate vocal sounds. The last chapter will take our focus on the inventors other than 

Edison to show that the phonograph might not only be used as a sound recorder, but also as a sound 

generator.
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現代の音楽文化は、録音再生技術を前提としてはじめて成り立つものになっていると言って

も過言ではない。すでに何度も指摘されてきたように、音楽に接する機会の多くがいまや録音

に依存しているばかりか、そこで聴取される当の音楽そのものがすでに録音なくしては存在し

えないものになっている。そうした文化の状況に即して、録音再生技術と音楽の内的な関係性

に着目する研究者は徐々に増えてきた。とくにロックやヒップホップなど、いわゆるポピュラー

音楽の諸ジャンルに関しては、豊富な先行研究がみられるし、特定のジャンルを中心とせずに、

録音芸術としてのポピュラー音楽の歴史や文化を広く扱うような研究もおこなわれている 1。

本邦でも細川周平の『レコードの美学』以来、録音再生技術と結びついた音楽表現や音楽聴取

のあり方を学術的に論じた研究は決して多いとは言えないまでも、徐々に蓄積されてきている

ようである 2。

ところが、そうした状況とは対照的に、当の録音再生技術がいったいなぜ発明されたのかと

いうことは、音楽研究の分野では十分に検討されているとは言いがたい状況にある。その背景

のひとつとして、録音再生技術が音楽とはほとんど無関係なところで発案されたという事情が

挙げられるかもしれない。音を再生できる最古の機械は、1877 年 12月 6日に、トーマス・ア

ルヴァ・エジソン（Thomas Alva Edison, 1847-1931）が所長を務めたメンロパーク研究所にお

いて完成された。フォノグラフ（phonograph）と名づけられたその機械を、エジソンは主に

言葉の音声を記録するために発案したことが知られている。彼は音楽の記録を決して無視して

いたわけではないにせよ、軽視していた節があり、そのせいでレコード産業への参入に乗り遅

れたとも言われている。そのため、エジソンは録音再生技術の発明者としての栄誉を手にして

いながら、その商業化には失敗した人物として取り上げられることも少なくない。「音楽」に

関心のある研究者がフォノグラフの由来にあまり注目してこなかった背景には、このような事

情があると考えられる。
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なるほど表面的にみれば、フォノグラフの発明は音楽文化に直接的な影響を及ぼしたわけで

はないかもしれない。それどころか、初期型のフォノグラフは発明後一年を待たずして生産中

止になり、グラフォフォンとグラモフォンが登場するまでのおよそ十年あまり、ほとんど忘却

された状態にあった。とはいえ、「音楽」から「音」に視野を拡げるなら、フォノグラフの発

明が音のあり方に決定的な変化をもたらしたことは確かであり、それは後続の製品を通して、

音楽にも間接的に影響を与えているはずである。したがって、フォノグラフの由来を問うこと

は必然的に、現在の音楽文化の根源にある「音の思想」を問うことにもつながるのではないか

と、筆者は考える。

こうした問題意識のもと、本稿で具体的に検討するのは、「音を書く」機械としてのフォノ

グラフの由来である。よく知られているように、その名称はギリシア語で「声」ないし「音」

を意味する「フォネー」と、同じくギリシア語で「書くこと」を意味する「グラフェー」を組

み合わせてつくられた造語であり、「音を書くこと」を意味する。ひとがペンをとって紙面に

文字を書き連ねる代わりに、フォノグラフはレコード針によって物体に音声の波形を書き込む

のだと考えられたのである。このように録音のプロセスを書記のアナロジーにおいてとらえる

ような見方は、現在においてはすっかり失われているが、黎明期のレコード産業においては録

音技術の表象として説得力をもっていたと考えられる。このことはグラフォフォンやグラモ

フォンといった後続機の名称が、フォノグラフの跡を継いで、同様の意味を与えられたことか

らも分かる。では、エジソンはなぜそのような意味を彼の発明品に与えたのだろうか。管見の

限り、彼はその理由をいっさい説明していないため、本人の意図をはっきりと知ることはでき

ない。しかし、先行する議論において指摘されるように、「音を書くこと」という発想の由来

を技術史的にさかのぼることは少なくとも可能であるかもしれない。技術史やメディア論を含

むさまざまな分野の著作において、その由来は音響学の伝統に求められてきた。19世紀に発

展した音響学においては、文字や音符を用いて筆記する従来の記録方法に代わり、音波の振動

そのものを視覚的に表象することが求められるようになっていた。そのような試みのなかで、

19世紀の半ばにはすでに、フォノグラフの原理にほぼ近いものが登場していた。なかでもフ

ランスのアマチュア科学者エドゥアルト＝レオン・スコット（Éduart-Léon Scott de 

Martinville, 1817-1879）が 1857 年に特許を取得したフォノトグラフ（phonautograph）は、原

初の録音機としてしばしば取り上げられてきた。フォノトグラフはフォノグラフに先駆けてそ

の原理に近いものを具体化していたことから、録音再生技術の起源としてそれを位置づけるこ

とが通例となっている。

こうした定説に対して、本稿ではエジソンの研究日誌を読み直すことで、「音を書くこと」

という発想を別の角度から考えてみたい。従来の説では、エジソンはフォノトグラフのような
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録音機を発展的に応用するかたちで、フォノグラフを発案したと考えられてきた。ところが、

発明当時の資料をたどると、エジソンは必ずしも音を記録保存することを最初からめざしてい

たわけではないことが分かる。フォノグラフの開発に着手した頃、彼が取り組んでいたのは、

当時の社会において通信の主流を占めていた電信術を刷新することであった。そのなかで、彼

はいくつかの音響機器を考案しており、そのなかにはフォノグラフの原案も含まれていたと推

測されるのである。こうした観点からみると、「音を書くこと」の着想源はフォノトグラフで

はなく、電信（テレグラフ）にあったのではないかと考えられる――テレグラフは「遠くに書

くこと」を意味する。このように仮定することで、本論がめざすのはフォノトグラフから電信

へとフォノグラフの起源を単純に書き換えることではない。むしろ、フォノグラフの着想を電

信を軸にしてたどることで本論が明らかにしたいのは、「書くこと」の新しい形態を探求する

にあたり、エジソンがもっていた発想は実に多彩であり、結果としてつくられたフォノグラフ

はある意味ではそのひとつにすぎなかったかもしれないということである。エジソンの発案の

なかには、フォノグラフとはまったく異なる音響機器もいくつか含まれていた。たとえば、エ

ジソンは 1877 年５月頃に「キーボード・トーキング・テレグラフ」という電信機を発案したが、

これはキーボードの操作によって入力された文字を自動的に音声化する音声合成機のような機

械であった。また、同じ頃、エジソンはこれと同様の原理を用いて、音声信号を自動的に分析

し、アルファベットを印字する機械を発案してもいた。つまり、エジソンは「書くこと」の刷

新をめぐって、フォノグラフの場合とはまったく異なるようなメカニズムを発案してもいたの

である。結果だけをみれば、フォノグラフしか残らなかったが、これらの事例は当時、エジソ

ンが電信との関係においてさまざまな考えをもっていたことを示している。そうした来歴に着

目することで、音に対するエジソンのアプローチを広くとらえることが本論のひとつの目的で

ある。もうひとつの目的は、そうしたアプローチの多様性がフォノグラフの発明によって必ず

しも消えたわけではないことを示すことにある。フォノグラフが発表された直後、同時代のひ

とびとのなかには「音を書くこと」を「記録」とは別の観点から解釈し、フォノグラフの用途

を拡張しようとする者たちもいた。つまり、彼らは音の波形をみずから書き、さまざまな音を

つくるために、フォノグラフのメカニズムを利用しようとしたのである。そうした試みをみる

と、「音を書くこと」という発想がフォノグラフの発明後においても多様な可能性に開かれて

いたことが明らかになるはずである。

なお、本稿はフォノグラフの系譜をたどることを試みた拙論を大幅に改訂する試みでもある。

拙論「『話す機械』としてのフォノグラフ――録音再生技術史再考――」において、筆者はフォ

ノグラフを「録音技術」の系譜に位置づける従来の議論を批判的に検討し、電話の発明史を参

照することで「話す機械」の系譜にそれを位置づけなおすことを試みた 3。だが、この論文で
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は電話の由来に議論を割くあまり、肝心のフォノグラフの発明過程を十分に検討することがで

きなかった。本稿はその反省を踏まえ、一次資料にもとづいて、フォノグラフの由来を詳細に

検討することを試みるものである。

1．フォノグラフのふたつの由来

別稿でも紹介したが、ここであらためてフォノグラフの仕組みについて簡単に紹介しておき

たい。エジソン自身が説明するところによれば、初期型のフォノグラフは主に四つの機構によっ

て構成されていた［図１］。ひとつめは録音機構にあたる「マウスピース」である。その管の

末端には音波の振動に共振する振動膜（ダイアフラム）と、その振動を録音媒体に刻みつける

針が取り付けられている。ふたつめは録音媒体にあたる「シリンダー」であり、使用時には側

面に錫箔――アルミホイルのように薄い金属片――が巻きつけられる。三つめは動力源にあた

る「クランク」である。これは手動でシリンダーを回転させるために用いられる。クランクを

回すと、シリンダーは回転しつつ、水平方向に移動するようになっている。最後のひとつは再

生機構にあたる「読み取りの機構（reading mechanism）」である。これは録音機構とほぼ同じ

仕組みをしているが、振動膜と針

のあいだには柔軟なバネが挟まれ

ている。以上の四つが、フォノグラ

フを構成する主要な機構である。

続いて、使い方も説明しておこ

う。録音をおこなうときにはまず、

錫箔をシリンダーの側面に巻きつ

け、録音用の針を錫箔に接触させ

る。録音をはじめる際、使用者は

マウスピースに口を近づけ、大き

な声を出しながらクランクを一定

の速度で回転させる。すると、マ

ウスピースの末端に張られた振動

膜が音波に共振し、シリンダーの

上に螺旋状の溝を残すのである。

この溝が音の記録ないし痕跡とい

うことになる。再生をおこなうと

図－ 1：初期型のフォノグラフ
（Thomas Alva Edison, “Phonograph and Its Future,” 

The North American Review, 126, 262, May-Jun., 1878, 531）
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きには、シリンダーの位置をもとに戻し、再生用の針を溝の開始位置にセットする。録音時と

同じ速度でクランクを回せば、針は凹凸の溝をたどりながら、その震えを振動膜に伝えるだろ

う。それが空気を介して耳に届くと、もとの声に似た音が聞こえるというわけである。

こうした使用方法からも分かるように、エジソンはフォノグラフをもっぱらひとの声を記録

するための機械として位置づけていた。このことは「フォノグラフ」という名称にも明確に表

れている。その由来には諸説があるが、当時「フォノグラフィ（phonography）」といえば、

表音式の速記術のことを指していた 4。エジソンはおそらくそこから発明品の名称をとったも

のと思われ、速記の機械としてフォノグラフを用いようとしていたことが推測される 5。そう

した意図は、よく知られた小論「フォノグラフとその将来」において示された利用法にも反映

されている。そこでエジソンが挙げている利用法のトップには、「手紙の筆記（letter-writing）」

や「口述筆記（dictation）」が書かれており、このことからも彼がフォノグラフを速記の機械

として理解していたことが分かる 6。人間の代わりに機械に言葉を書き取らせることが、エジ

ソンのねらうところであったと考えられる。では、エジソンはそうした機械をどのような経緯

で発案したのであろうか。管見の限り、彼はその由来をふたとおりのやり方で説明している。

まずはよく知られた、ひとつめの説明をみてみたい。

針金の振動がわたしの指に鉄の針を押しつけてきたとき、わたしは電話の吹き込み口に

向かって歌っていた。このことによって、わたしはある考えにいたった。もし針の動きを

記録しておき、後にその針を同じ表面の上で走らせることができるなら、物がしゃべって

もおかしくはない、と。

わたしはまず電信のペーパーストリップを用いて実験をおこない、針がアルファベット

をつくりだすことを発見した。わたしは「おーい！おーい！」と吹き込み口に向かって叫

び、その紙を鉄針に接触させて巻き戻した。すると、かすかに「おーい！おーい！」と返っ

てくるのが聞こえたのだ！わたしは正確に作動する機械をつくることに決めたので、助手

たちに指示を与え、自分が発見したことを彼らに教えた。 

彼らはわたしを笑った。だから、わたしはアダム君という助手と 15本の葉巻を賭けて、

一発でうまくいくかどうかを勝負した。賭けにはわたしが勝利した。以上がことの一部始

終である。発見は指をちくりと刺す痛みから生まれたのである。7

この文章はエジソンがフォノグラフの由来について語った最初のものとして知られる 8。彼に

よれば、フォノグラフの着想は電話を改良する実験中に唐突に生まれたという。エジソンはフォ

ノグラフや白熱電球の発明者というイメージが定着しているが、電話の開発をめぐってベルと
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争ったことでも知られる。前年の 1876 年にグラハム・ベル（Alexander Graham Bell, 1847-

1922）はほかに先がけて電話の特許を取得し、晴れてその競争に勝利したわけだが、実のとこ

ろ初期段階の電話は音質に難があり、いまだ実用に耐えるものではなかった。そうした問題に

あたり、エジソンはベルに対抗するべく、送話器の改良を試みていた。その結果、誕生したの

が炭素マイクロフォンと呼ばれる送話器だが、エジソンによると、フォノグラフはいわばその

実験の副産物として発案されたのであるという。先の引用文でも触れられているが、エジソン

は電話機の音量を確認する手段として、受話器の振動膜に針をとりつけるという方法をとって

いた。それは彼が難聴を患っていたためである。つまり、彼は振動膜に針をとりつけ、耳では

なく指によって音質を判定していたのである。この実験中に、彼が発見したのは、振動膜の震

えが指を突き刺すほどの強さで針を動かす力をもっているということであった。この発見を

もって、エジソンは物体に溝を彫って音を記録する仕組みを着想したという。ちなみに時期は

書かれていなため、それがいつ頃のことであったのかは定かでない 9。

興味深いことに、録音のプロセスを書記のアナロジーによってとらえる見方は、この引用文

にも見出すことができる。文中でエジソンは、声の振動を受けて針がつくりだす溝を「アルファ

ベット」と呼んでいるからである。彼はここでその由来が偶然の出来事――「指をちくりと指

す痛み」――にあったと説明しているが、こうした説明は 19世紀当時においてさえ疑わしい

と考えられていた。というのも、「音を書く」機械には先行する事例がすでに存在したからで

ある。多くの論者が指摘してきたように、「音を書く」機械としてのフォノグラフの源流は、

18世紀末から 19世紀にかけて急速に発展した音響学の伝統に求めることができるという 10。

この時代、ヨーロッパ諸国では音

という現象を定量的に計測し、科

学的な探求の対象にするための手

段として、音波の振動を視覚的に

記録することが試みられていた。

そうした試みのなかで集大成とし

て位置づけられるのが、はじめに

も触れたフォノトグラフである。

レオン・スコットが 1857 年に特

許を取得したフォノトグラフは、

音声の振動を水平に蛇行する波線

のかたちで記録することのできる

機械であった［図２］。仕組みは

図－ 2：フォノトグラフ
（Thomas L. Hankins and Robert J. Silverman, 
Instruments and the Imagination , Princeton, 
N.J.: Princeton University Press, 1995,136）



― 10 ― フォノグラフ、あるいは「音を書くこと」の来歴―録音再生技術の着想をめぐる考察

フォノグラフとよく似ており、樽型の集音器に向けて大きな声を出すと、振動膜が針（豚の剛

毛）を震わせ、煤で覆われたガラス板の上をひっかくようにして波線の軌跡を描いた。この波

形が音声の視覚的な表象ということになる11。スコットがこの機械を考案した経緯に関しては、

興味深いエピソードが残されている。印刷所の植字工として働いていたスコットは、仕事中に

たまたま耳の解剖図を目にしたのをきっかけにフォノトグラフを考案したという。彼が具体的

に参考にしたのは、鼓膜の機能であった。鼓膜は音波に共振し、耳小骨という三つの小さな骨

に振動を伝える役割を担っているが、スコットはこれらの器官を振動膜と豚の剛毛によって再

現し、音波の振動を記録する仕組みに応用したのである。ジョナサン・スターンがいみじくも

指摘するように、フォノトグラフは「ひとの代わりに聞く機械」としてつくられた機械であっ

た 12。より正確にいえば、「ひとの代わりに聞き、書く機械」と呼ぶべきだろうか。ちなみにフォ

ノトグラフはギリシア語の「フォネー」と、同じくギリシア語で「自筆」を意味する「オート

グラフ」からつくられた造語であり、「音による自筆」を意味する。この語源が示すように、フォ

ノトグラフはあたかも音がみずからを書き記すかのごとく、音を自動的かつ物理的に記録する

機械としてつくられたのである。スコットはフォノトグラフに「自然という書物」をありのま

まに書き記す「自然の速記術」としての役割を期待していたという 13。新しい速記文字として

音声の痕跡を解読するというスコットの夢は結局叶わなかったが、フォノトグラフはその後、

音響学の実験器具として欧米諸国で広く用いられるようになっていった。デヴィッド・モート

ンが指摘するように、エジソンがフォノトグラフの情報を知っていたとしても決して不思議で

はない 14。また、エジソンがフォノグラフのことを知らなかったとしても、何らかの影響を受

けていたことはまちがいない。というのも、彼が改良に取り組んでいた電話は、ベルがフォノ

トグラフの原理を応用することで誕生したからである 。

とはいえ、エジソンがフォノトグラフの原理をフォノグラフに単純に応用したわけではない

ことは確かである。そう考えてもよい根拠は、フォノグラフの仕組みに端的に表れている。フォ

ノトグラフが音の痕跡を水平方向に蛇行する曲線として記録したのに対して、フォノグラフは

垂直方向に上下する凹

凸の溝として記録した

からである 16――痕跡

の形状を比べれば、両

者の違いは目に見えて

明らかである［図３］。

この点において、フォ

ノグラフはフォノトグ

図－ 3：フォノグラフの音溝（上）、フォノトグラフの音溝（下）
（Théodose du Moncel, The Telephone, the Microphone, 

and the Phonograph , anon., trans., New York: 
Harper&Brothers, Publishers, 1879, 252）
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ラフと異なっていただけでなく、フランスの詩人シャルル・クロ（Hortensius Émile Charles 

Cros, 1842-1888）がエジソンと同時期に発案したパレオフォンという蓄音機とも異なっていた

し、1888 年にエミール・ベルリナー（Emile Berliner, 1851-1929）がフォノグラフに対抗して

発明したグラモフォンとも異なっていた。パレオフォンとグラモフォンはフォノトグラフと同

じく、水平方向に音を記録する仕組みになっていたからである。この違いは単なる偶然によっ

て生じたわけではもちろんなく、「書くこと」をどのように理解していたのかに深くかかわっ

ていたと思われる。スコット、クロ、ベルリナーに関していえば、彼らは共通して「書くこと」

を「描くこと」に近いプロセスとして理解し、二次元的なイメージを定着させることにこだわっ

ていた節がある。このことはたとえば、スコットやクロが録音のプロセスを写真（photograph）

――「光を書くこと」を意味する――との関連において理解していたことからも明らかである。

スコットはフォノトグラフの可能性を世に問うた際に、「写真が光に対して現在達成した結果

に似たことを音に対して達成することは可能だろうか」と述べている 17。また、福田裕大によ

れば、クロは色彩写真の研究のさなかにパレオフォンを発案し、波形を複製するプロセスに写

真術を応用してもいたのである 18。さらに、ベルリナーは「人間の声をエッチングすること」

という講演録において、録音ディスクの複製方法をエッチング（銅版画）の応用として説明し

ている――そこでベルリナーは自身の発想がエジソンではなくクロから影響を受けているとも

述べている 19。このように、彼らは言葉の音を「書くこと」の新しい形態を想像する際、共通

して写真や版画といった画像技術を引き合いに出しているのである。

では、エジソンの場合はどうであったのだろうか。この点に関して参考になるのが、エジソ

ンが説明しているフォノグラフのもうひとつの由来である。先の引用文から 10年後に書かれ

た「完成されたフォノグラフ」という記事のなかで、エジソンは次のようにその由来を説明し

ている。

こうしたこと〔音を記録再生すること〕が可能になるだろうという発見は、ほとんど偶然

に到来した。そのとき、わたしは別の目的をもった実験に励んでいた。わたしはモールス

符号を反復することをねらった機械に取り組んでいたのである。モールス符号は凹凸

（indentations）によって紙に記録された。その凹凸は閉回路の装置に接続されたトレース

用の針の下を通過するとき、それらのメッセージをもうひとつの回路へ自動的に転送した。

この機械を操作していたとき、わたしは凹凸の入ったシリンダーを高速で回転させると、

ブーンという雑音（humming noise）――おぼろげに聞こえる人間のおしゃべりに似た音

楽的でリズミカルな音――が凹凸から生じることに気がついた。このことが原因となって、

わたしはその機械に振動膜を取り付けることを試みるようになったのである。この機械に
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向かってしゃべると、それはわたしの声によってつくられる振動つまり音波を受け取り、

シリンダー上に置かれた刻印しやすい素材にこれらの振動を記録するだろう。即座に利用

できるように選ばれた素材は、パラフィン加工された紙であり、得られた結果はすばらし

かった。20

ここで述べられているのはおそらく、「変換打刻機（translating embosser）」と呼ばれる機械

の開発にまつわるエピソードであると思われる。変換打刻機とはエジソンが 1876 年 10 月 30

日に特許を出願し、翌年２月３日に特許を取得した機械であり、電信のモールス符号を自動的

に記録・反復する機械を指している。モールス符号は短点（ドット）と長点（ダッシュ）とい

う長さの異なるふたつの信号の組み合わせによってアルファベットを表す方式であり、これら

の信号は電信機の電鍵を押す時間の長さによって表現される。エジソンが記録の手法を「打刻

（emboss）」と表現しているように、彼の機械は打鍵の動作によって厚紙をへこませ、表面に

凹凸をつくりだした。この凹凸を針でたどることで、変換打刻機は打鍵の上下運動を再現し、

任意の速度でメッセージを反復することができた。それによって、送信側では高速で反復をお

こなってメッセージの送信時間を短縮し、受信側では低速で反復をおこなってメッセージを正

確に解読することができると考えられたのである。引用文の内容を鑑みるに、エジソンはこの

機械を用いて、電信のメッセージを高速で反復する実験をおこなっていたのであろう。そのと

き、彼は凹凸を針でたどると、摩擦によって「人間のおしゃべりに似た音楽的なリズミカルな

音」が生じることに気がついたという。この体験を得て、エジソンはモールス符号の代わりに

音声を記録・反復することを試みるようになったという。正確な日付は定かではないが、変換

打刻機の記録媒体にシリンダーを用いたと書かれていることから、この実験はおそらく 1877

年６月 28日におこなわれたのではないかと推測される。エジソンはもともとディスク型の厚

紙を用いていたが、彼の日誌をたどると、この日だけシリンダー型の厚紙を用いて実験をおこ

なった形跡がみられるからである 21。

さて、以上みてきたように、エジソンはフォノグラフの由来をふたとおり説明している。つ

まり一方では、電話の実験中にその着想を得たと述べ、他方では、電信の実験中に着想を得た

と述べているのである。ふたつの実験の前後関係が分からない以上、いずれの説明がフォノグ

ラフの着想源を述べたものとして正しいのかを判断することは難しいが、後者の説明に関して

興味深いのは録音の原理――水平方向ではなく垂直方向に溝を掘る――がもともと電信に由来

することを示唆している点である。後世の視点からみれば奇妙に思われるかもしれないが、そ

うした由来はフォノグラフの原案においても実は示されている。エジソンがフォノグラフの仕

組みをはじめて具体的に着想したとされる 1877 年７月 11日の日誌には、次のように書かれて
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いるからである。

〔音声は〕コピー機によって遅く、もしくは速く再生され、かつ書き取られる。これは

したがって、電信的に（telegraphically）応用されうる。

受信後のシートは、コピー機にそっくりそのまま送られる。〔コピー機は〕それを別のペー

ジで示した機械に似たものに通す。毎分あたり 25単語の速さでコピーされるのに対して、

毎分あたり 100単語の速さで送信されるので、腕利きのオペレーターがいなくてもよくな

る。５人で８人分の仕事をおこなえるようになる。受信には磁石の代わりにエレクトロモ

トグラフ〔エジソンが開発した受話器の名称〕を使うことができる。それは凹凸をつく

る（indent）ほかにも、別のやり方で――針を使って、もしくはフリクション・インク

によって穴をうがつようなやり方で――おこなうことができる。回転する円盤、ふたつ

の電話管。22 

この日誌には意味が不鮮明な部分が目立つ。たとえば、「コピー機」と書かれているものがど

ういったものかは説明されていないし、「別のページで示した機械」も実際には書かれていない。

したがって、機械の仕組みを詳細に知ることは難しいが、この日誌はエジソンが音の記録と再

生に関する着想に触れた最初の文章であり、「フォノグラフ」という名称はまだ用いられてい

ないものの、おそらくはその原案を記したものであると思われる。この日誌を読むと、エジソ

ンがもともと変換打刻機を電話と組み合わせるようなかたちで、録音再生技術を構想していた

ことが分かる。つまり、彼は変換打刻機の応用として、電話の音声を自動的に記録し、任意の

速度で反復することを考えていたと推測される。エジソンはそうした機械を用いて、通信の効

率をあげることを考えていたようである。変換打刻機と同じく、この機械は送信側では音声を

高速で送信し、受信側では記録された音声を低速で再生するために用いられる予定であったと

思われる。

このようにエジソンの説明に即してフォノグラフの由来をたどってみると、彼がもともと

フォノトグラフとは別種の「書く機械」からその着想を得た可能性がみえてくる。語源をさか

のぼってみれば、電信（テレグラフ）は「遠くに書くこと」を意味し、それ自体が「書く機械」

として発展した歴史をもつ 23。1850 年代にアメリカで実用化された初期のモールス電信機は、

電鍵を押す動作を遠隔地で再現し、紙の上にモールス符号の記号（短点と長点）を印字する仕

組みになっていた。電信はまさしく人間の代わりに「書く機械」として、モールス符号という

一種のアルファベットを記したのである。エジソンはそうした「書く機械」の発展に取り組ん

でいるうちに、いくつかの発見を経て「音を書くこと」という発想にいたったのではないか。
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こう考えてみることで、本論で主張したいのは単に、フォノグラフの起源がフォノトグラフで

はなく電信にあったということではない。むしろ、その由来を電信を軸にしてたどってみるこ

とで明らかにしたいのは、エジソンが「書くこと」の新しい形態をさまざまなかたちで構想し

ていたということである。以下では、エジソンの日誌をたどりながら、彼がフォノグラフを発

明する以前に考案したいくつかの音響機器をみてみたい。

２．「書くこと」の新しい形態を求めて
　　 ――フォノグラフの着想源としての電信

生涯で 1300 以上もの特許を取得し、「発明王」と称されるエジソンだが、フォノグラフ、白

熱電球、キネトグラフといった著名な発明を除けば、残りの業績はあまり知られていない。た

とえば、エジソンが電話の開発にも取り組んだことは比較的知られているほうだが、それ以上

の時間を電信関連の発明に費やしていたことはめったに取り上げられることがない。だが、

1877 年頃までのエジソンの活動を知るうえで、電信との関わりを見過ごすことはできない。

彼の経歴はそもそも一介の電信技師にはじまり、独学で身を立てて発明家になったことが知ら

れているし、最初の（非公式な）発明品は電信に関連するものであった。彼が 1863 年頃には

じめて発明したのは、電信のメッセージを定期的に自動送信する機械であったという――定時

連絡の仕事をその機械に任せて、寝るためであったという逸話が残されている 24。ほかにも初

期の発明品は、電信に関連したものが多い。たとえば、独立前のエジソンがはじめて特許を取

得したのは、1868 年にウエスタン・ユニオン電信会社のボストン支局で開発した「電気投票

記録機」であった。この機械は「賛成」と「反対」いずれかのボタンを押すと、電信線を介し

て活字に信号を送り、化学的に処理された紙の上に投票者の名前を瞬時に印字した――いわゆ

る牛歩戦術ができなくなるという理由から、議会には浸透しなかった 25。また、発明家として

成功する最初のきっかけになったのも、やはり電信に関連した発明品であった。ボストンから

ニューヨークに移転したエジソンは、ゴールド・アンド・ストック（金株式）相場電信会社に

就職し、そこで株価電信表示機を改良する事業に取り組んだ。「ティッカー」と名付けられた

この機械はダイアル方式で数字を合わせると、電信線を介して株価を表示し、加入者に相場を

伝えることができた。彼はその特許を売却した資金を元手にして工場と研究所を設立し、本格

的に発明業をはじめたとされる 26。

こうした初期の業績に関して注目すべき点は、電信事業の一般的な潮流とは異なる戦略をエ

ジソンがとっていたということである。彼が電信技師の技術を学んだ 1860 年代に起きていた

のは、音響電信術の普及という状況であった。先にも触れたが、サミュエル・モース（Samuel 
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Finley Breese Morse, 1791-1872）が 1838 年に発明した電信機は、打刻機で紙をへこませ、信

号を凹凸として記録する仕組みになっており、その後、これはインクで紙に印字する仕組みに

変わった。初期の電信技師は紙に印字されたこれらの記号を視認して、解読していたのである。

ところが、この方法は印字の精度が安定しないこともあり、1840 年代末から 1850 年代初頭に

かけて廃れていった。代わりに電信技師たちが発展させたのが、音響電信術と呼ばれる技法で

ある。彼らはモールス符号の痕跡を読むよりも、その音を聴くほうが、時間、効率、正確さの

面においてはるかに優れていることに気づいたのである。これを受けて、電信機からは信号を

視覚的に記録する機構が除かれ、金属を叩く音で信号を伝える音響器が取り付けられるように

なった。後世に生きるわたしたちが電信に対して、「書く機械」というイメージを抱きにくい

のはこのためかもしれない。電信の普及につれて、書くことは長短ふたつの音を鳴らすことに、

読むことはその音を聴くことに変化していった。スターンが指摘するように、それと並行して

電信技師の仕事は「聴取」をなりわいとする専門職として制度化されていったのである 27。そ

うした歴史を踏まえると、エジソンが初期の仕事において注力したのは、電信を専門的な技師

から大衆に解放することであったと言えるかもしれない。用途が限られていたとはいえ、電気

投票記録機や株価電信表示機は訓練を要さずに、誰もが利用できる電信機であったからだ。そ

の後、エジソンが考案した電信機のなかには、より一般的な用途のために利用できるものもあっ

た。たとえば、彼が 1873 年に発明した「自動電信（automatic telegraph）」という機械は、紙テー

プに穴を空けることで、アルファベットをかたどる機構を備えていた。これを用いれば、利用

者はモールス符号を学ばずに、アルファベットのキーを押すだけで、文字を送り、かつ読むこ

ともできたのである。こうした機械は、エジソンが電信をより多くの利用者に開放するという

意図をもっていたことを示している。

ところで、こうした意図はエジソンのみならず、イライシャ・グレイ（Elisha Gray, 1835-

1901）やアレクサンダー・グラハム・ベル（1847-1922）といった電話の発明者にも共通して

みられる。ただし、彼らの方法はエジソンとは大きく異なっていた。エジソンが電信の機能を

文字の読解可能性という視覚面において拡張することを試みていたのと同じ頃、彼らふたりは

「音響電信（acoustic telegraph）」の開発に取り組んでいた。ここでいう音響電信とは音叉やリー

ドのような振動体の振動を電流に変換することで、さまざまな音高をもった信号音を送信でき

るような機械を指している。それによって彼らはモールス信号よりも複雑なメッセージを表現

できるようにしたいと考えていたようである。たとえば、グレイは音響電信を音楽的な目的の

ために利用することを計画していた。1874 年７月 10日の『ニューヨーク・タイムズ』紙に掲

載された「電信による音楽」という記事によると、グレイはピアノ型の送信機とヴァイオリン

型の受信機を用い、約 2400 マイル（約 3862 キロメートル）を隔てて音楽を送信することに成
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功したという 28。そこで記述されている機械は電話からかけ離れたものに思われるかもしれな

いが、電信の利用可能性を聴覚面において拡張する試みであるという点では一貫している。実

際、グレイとベルは音響電信を開発する過程で電話の着想を得たと言われている。エジソンが

音響技術の研究に着手した背景には、このように自身とはまったく違うアプローチで電信ある

いは「書くこと」の一形態を拡張しようとしていた彼らからの影響が大きかったと考えられる。

エジソンはグレイとベルの研究に注目していたウエスタン・ユニオン電信会社から 1875 年に

依頼を受けて、電話の開発に着手したとされる。それを機に、彼は「書くこと」を視覚的にで

はなく、聴覚的に拡張する方向へと転換していった。

ただし、エジソンは必ずしもグレイやベルと同じ道を進んだわけではなかった。彼が考えた

新種の電信機のなかには、ほかのふたりが考えた電話とは大きく異なるものもあったからであ

る。1877 年５月 26日にエジソンのメンロパーク研究所で書かれた日誌には、次のような機械

の原案が書かれている。

わたしはホイールを備えた長いシャフトに複数の絶縁部（すなわち電気的な）をもたせ

ることを提案する。その絶縁部はキーボードを用いて、たとえばT、H、I、Sの文字を同

時に押さえると、接点ばねが電線によって適切な振動を順番に送るように配置されている。

それにより、エレクトロモトグラフ・レシーバー〔エジソンが開発した受話器の名称〕と

振動膜は“this”という言葉をはっきりと話すのだ。そうすれば、シューという子音を得

るのに何の困難もないだろうし、絶縁ホイールと接点ばねは任意のかたちに配置され、必

要な数だけ利用されうるので、音声の一部をなす倍音は簡単に得られるはずだ。29　

　

この日、エジソンは長いシャフトに複数のホイールが並んだ「キーボード・トーキング・テ

レグラフ」なる機械のアイデアを書いている。説明から察するに、エジソンはおそらく外周に

複数の絶縁体を配置した歯車のようなものを使用する予定であったと思われる。そうすると、

歯車の外周には電流を流す部分と遮断する部分が交互に現れる。この「絶縁ホイール（breaks 

wheel）」を回転させると、歯車の歯が接点ばねに当たり、電流に波動を生むであろう。その波

動が電話の受話器に到達すると、振動膜を通じて、音波を発生させるにちがいない。エジソン

はキーボードを操作し、複数のホイールから生じる音を足すことによって、任意の言語音を合

成することを考えていたようである。たとえば、T、H、I、Sを同時に押すと、“this”という

英単語の音声が出力されるようにしたいと、彼は書いている。

エジソンが考えたこのトーキング・テレグラフは、先にみた自動電信から発展したものであっ

たと考えられる。くりかえしになるが、自動電信とはキーボードで送った文字列を紙の上に刻
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印する機械を指していた。エジソンはおそらくそれに音声化の技術を応用することで、文字列

ではなく音声を出力することを考えていたのであろう。「しゃべる電信」という名称に示され

ているように、彼は「書くこと（グラフ）」で「しゃべること（トーキング）」が可能になるよ

うな新しい通信方法を考えていた。それにしても、エジソンはなぜこのような方法を考えたの

であろうか。ここで参考になるのは、フォノグラフの発明過程を詳細に調査したパトリック・

フィースターの論考である 。フィースターによれば、エジソンがキーボード・トーキング・

テレグラフを構想した背景には、ベルの電話に対抗するという実際的な動機があったという。

その根拠としてフィースターがあげるのが、エジソンが言及している「シューという子音」で

ある。初期の電話に関して彼がとくに問題視していたのは、s、sh、ch、t、v、k、j、pなど、

歯擦音や唇音と呼ばれる子音がまったくと言っていいほど聞こえないということであった 31。

この問題にあたり、彼が発案した改善策が件の機械であったという。電話の送話器が特定の音

声を拾えないのだとすれば、音声の信号そのものを電気的につくってしまえばいいと、エジソ

ンは考えたのかもしれない。現代の常識で考えれば、マイクロフォンやスピーカーを改良する

という方向に進むのが自然な流れであるように思われるが、エジソンはそうする代わりに別の

方法も考えていたのである。

ところで、エジソンはいったいどのようにしてそのような機械の原理を思いついたのであろ

うか。ここで特筆すべきは、エジソンは独自にそれを思いついたわけではなく、先行する技術

を参照していた可能性が高いということである。たとえば、歯車を用いて音声に似た音をつく

るというアイデアは、エジソンより以前にすでに確立されていた。その発端は古く、英国の物

理学者ロバート・フック（Robert Hooke, 1635-1703）が 1681 年 7月 27日にロンドンの王立協

会で公開した「トーン・ホイール」の実験にまで遡ることができる。フックが発見したのは、

回転する歯車の縁にカードを押し当てると、回転速度の違いによって、異なる高さの音が発生

するということであった。この発見は長らく忘れられていたが、同じく英国の物理学者ロバー

ト・ウィリス（Robert Willis, 1800-1875）によって再び取り上げられ、洗練された。ウィリス

は歯車の縁にばねを軽く押し当て、ばねの長さを変えると、母音のような音が発生するという

ことを発見したのである。また、同じ頃、フランスでは物理学者のフェリックス・サヴァール

（Félix Savart, 1791-1841）が同じく歯車を用いて、人間の可聴域を調べる研究をおこなっていた。

サヴァールは回転する歯車に針を押し当て、回転速度を変えると、周波数すなわち音の高さが

変化するという性質を聴覚の研究に利用したのである 32。これらの発見は音の研究に寄与した

だけではなく、通信技術の開発にも影響を与えた。1830 年代にはフランスのシャルル・デレ

ゼン（Charles Delezenne, 1776-1866）が歯車と電磁石を組み合わせて断続的な電流を生みだし、

異なる高さの音を発生させる実験をおこなっていたという 33。
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加えて、エジソンの日誌からは、別の技術からの影響もみられる。彼が日誌の最後で触れて

いる「倍音」という言葉は、ドイツの生理学者ヘルマン・フォン・ヘルムホルツ（Herman 

Ludwig Ferdinand von Hemlholtz, 1821-1894）が著した『音感覚論』（1863 年）からの影響を

示唆するものである。エジソンが電話の改良に取り組んでいた頃、『音感覚論』は英国の科学

者アレクサンダー・ジョン・エリス（Alexander John Ellis, 1814-1890）によって英訳されたば

かりであった（英訳の出版は 1875 年）34。伝記家のポール・イズラエルによれば、エジソンは

この英訳版を出版直後に入手しており、通信機の開発に応用することを試みていたという 35。

『音感覚論』のなかで、ヘルムホルツはフランスのフーリエ（Jean Baptiste Joseph Fourier, 

1768-1830）が数学的に証明した「フーリエの定理」――あらゆる波動は複数のより単純な振

動に分解されるとする理論――を踏まえながら、耳もまた同様のやり方で音波の振動を分解し

ているのではないかと主張した。内耳に並ぶ多数の聴神経は、それぞれが音波に含まれる特定

の周波数振動にだけ反応するという特徴をもつ。この働きによって、耳は音波を複数の周波数

振動に分解し、音高や音色を知覚しているのではないかと、ヘルムホルツは考えたのである。

彼はとくに倍音（ある音に含まれるうち、最も低い周波数の整数倍にあたる周波数成分）の強

さの分布が音色の知覚において重要な働きをしていると考え、その分布を人工的に再現するこ

とで、任意の音色を合成することもできると主張した。あらゆる音が複数の振動に分解されう

るとすれば、その逆に、複数の振動を足して任意の音を合成することも不可能ではない。ヘル

ムホルツはこの理論を証明するために、倍音を構成する８本の音叉を用いて、A、Ä、E、O、Ö、

Uという６つの母音の音色を合成することに成功した 36。

エジソンがヘルムホルツの理論から何らかの影響を受けていたことは、先の引用文で「倍音」

に言及していることからも明らかである。このことを踏まえて日誌を読み返すなら、エジソン

はそれぞれの「絶縁ホイール」を特定の周波数に対応させるつもりであったことが分かる。彼

はそれらの音を加算的に合成することで、任意の言語音をつくろうとしていたと思われる。こ

の機械が完成すれば、電話で送ることがむずかしい「シューという子音」のような音でさえ、

明瞭に伝えることができるはずであった。また、エジソンは同じくヘルムホルツの合成理論を

応用し、同日の日誌に別のアイデアを書いてもいる。そこには、「発話を自動的に印字するスピー

キング・テレグラフ」というタイトルで、次のような文章が書かれている。

各共鳴器はいずれか特定〔の周波数〕に対応するように調律されている。それは電気回路

を開閉することによって、タイプライターを制御するために調節することが可能である。

あるいは、わたしの穿孔機のような 25本の化学的な記録針を束ねて、紙に押しつけても

よいかもしれない。共鳴器は文字を印字するものを制御するだろう。37
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ここで言及されている「共鳴器（resonator）」とはおそらく、ヘルムホルツが『音感覚論』に

おいてとりあげている器具――彼の名前をとって「ヘルムホルツ共鳴器」とも呼ばれる――の

ことを指している。これは開口部をもった容器のかたちをしており、内部の空気が特定の周波

数振動に共振し、音を鳴らすように工夫されていた。ヘルムホルツはこれを用いて、ある音色

が実際に複数の周波数振動によって構成されることを確認し、彼の倍音理論を実証した 38。上

述の引用文で、エジソンはその原理を応用することで、発話された言葉を自動的に印字する機

械を考案している。内容から察するに、彼が考えていたのはおそらく、キーボード・トーキン

グ・テレグラフと真逆の働きをするような機械である。つまり、エジソンは複数の周波数音を

合成して言語音を構成するのとは逆に、言語音を複数の周波数音に分解することによって、ア

ルファベットの綴りを自動的に特定することを考えていたのであろう。彼はその仕組みを用い

て、タイプライターを制御するか、アルファベット型の穴を紙にうがつ一式の記録針を制御す

ることを計画していたようである。こうした合成理論からの影響は、エジソンが「書くこと」

の新しい形態をある時点までは、スコットのような人物とは異なるかたちで構想していたこと

を示唆している。スコットは「書くこと」の新しい形態として、音波の振動を自動的かつ物理

的に視覚化し、痕跡化するような記録の技術を考案した。それに対して、エジソンはヘルムホ

ルツの合成理論を参照しながら、「書くこと」の新しい形態として、アルファベットを音声に

変換したり、逆に音声をアルファベットに変換したりするような通信の技術を構想していた。

もっとも、エジソンがこれらの機械を完成させることはなかった。理由は定かではないが、

もしかしたら原理的にみて、制作が不可能であったからかもしれない。ヘルムホルツの合成理

論にもとづいて音声を合成するには、非常に多数の音源が必要であり、しかも各音源の音量を

細かく制御しなければならなかった。また、エジソンはアルファベットの綴りを音声に対応さ

せることを考えていたようであるが、アルファベットの組み合わせ次第で発音が変動すること

を考えると、おそらくその計画もうまくいかなかったであろう。5月 26日以降、エジソンの

日誌にキーボード・トーキング・テレグラフの研究がおこなわれた形跡がみられないことを考

えると、彼はその完成を早々に断念したものと思われる。ただし、エジソンは合成音声を用い

て通信をおこなうというアイデア自体を完全に放棄したわけではなかった。7月 11日の日誌

には、スピーキング・テレグラフというタイトルで次のようなアイデアが書かれているからで

ある。

それぞれ十分な数の歯と異なる高さをもった 30個のホイール。それらは黒鉛に接点ばね

〔原文では spring&contact になっているが、おそらく contact spring を意味している〕の
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適切な振動を与えるためにある。

高低差をもった歯による適切な圧

力は、電線で文字を伝送し、再生

するためにある。すなわち、それ

ぞれのキーは文字を送信するので

ある。いくつかのキーを適切に押

さえることで、いくつかの単語が

送信されうる。39

この日誌でエジソンは、先と同じ

く外周に凹凸のある歯車のような

ホイールを用いて、「文字」を送

信するという計画を書いている

［図４］。文字と書かれているが、

アルファベットだとすれば、26

文字で済むはずである。フィース

ターが指摘するように、ここでい

う文字はアルファベットではなく、音素のようなものを指していると解釈したほうがいいかも

しれない 40。エジソンによると、各ホイールは回路に「適切な振動」を伝えるために、「高低

差をもった歯」を備えるべきであるという。つまり、ここでいうホイールは歪な歯車のような

ものを指していると考えられる。エジソンの考えでは、歯車を回転させると、歯の起伏がばね

に振動を与え、音声信号を電気的に生成するはずであった。振動を電流に変換する仕組みは不

明だが、エジソンは音の波形を歯車の起伏によって表現すれば、任意の音声を発生させること

ができると考えていたようである。記述によると、彼はやはりキーボードを用いて歯車を操作

するつもりであったと推測される。

ここで記述されているスピーキング・テレグラフの発想は、５月 26日に書かれたキーボード・

トーキング・テレグラフとよく似ているが、音声をつくる仕組みは大きく異なる。キーボード・

トーキング・テレグラフにおいて、エジソンが複数の歯車から生じる音の総和によってひとつ

の音声をつくることを考えていたのに対して、新しく発案したスピーキング・テレグラフにお

いては、一個の歯車によってひとつの音声をつくることを考えていた。この違いは「周波数」

ではなく「振幅」の観点から、音を理解することによって可能になる。エジソンは歯車のよう

なホイールの外周に並ぶ凹凸の高低差を用いて、音の振幅を表わすことを考えはじめていたと

図－ 4：キーボード・トーキング・テレグラフ
（Thomas Alva Edison, Charles Batchelor and James Adams, 
“Keyboard Talking Telgh,” in in The Papers of Thomas A. 
Edison (Volume 3): Menlo Park: The Early Years April 

1876-December 1877 , RobertA. Rosenberg, Keith A. Nier, Paul 
B. Israel and Martha J. King, eds., Baltimore and London: The 

Johns Hopkins University Press, 1995, 360）



― 21 ―京都精華大学紀要　第五十一号

思われる。こうした変化はどのようにして生じたのであろうか。５月 26日の日誌とは異なり、

７月 11日の日誌には、手がかりとなるような記述がみられないため、エジソンの着想源を推

測することはむずかしい。試みにヘルムホルツの『音感覚論』を参照しても該当する技術は書

かれていないし、管見の限り、この日より前に同様の技術が考案されたという記録もみられな

い。そこで参照してみたいのが、フィースターが紹介している以下のような記事である 41。

1905 年４月に英国の『ストランド・マガジン』誌に掲載された記事のなかで、フランシス・ジョー

ンズという記者はエジソンにフォノグラフの由来を取材した成果を次のようにまとめている。

高速で作動する自動電信に関する初期の研究において、エジソン氏はあるとき短点と長点

を打刻された細長い紙片を用いて実験をおこなっていた。この紙片は針を振動させるため

に、その下をすばやく移動させられた。 すると、針が振動するときに、可聴音を生じさ

せることが観察されたのである。〔中略〕単純にインスピレーションの問題として、しゃ

べる機械のアイデアがエジソン氏の頭に浮かんだ。そして、自動電信の送信機に関する体

験を思い出しながら、彼は紙片の起伏（undulations）に適切な形状と配置を与えれば、ど

んな望まれた音でも再生するように振動膜を振動させることができるのではないかと結論

づけたのである。 次の段階は、紙片に適切な起伏を形成することだった。そして、それ

らの起伏は後に再生される音そのものによって生産できるのではないかという考えがエジ

ソン氏の脳裏に浮かんだ。その完全な構想が得られたとき、フォノグラフは生みだされた

のである。したがって、フォノグラフの開発において、音の再生がそのもとになる記録の

生産に先行していたということは、いささか興味深い事実である。42

ここでジョーンズは第一章でとりあげた変換打刻機の実験に触れながら、エジソンが彼に語っ

たフォノグラフの着想源を紹介している。それによると、エジソンは変換打刻機の針から人間

の話し声のような音が聞こえるのに気づいた後、ある着想を得たらしい。すなわち、彼は紙の

上に「適切な形状と配置」をもった「起伏」をつくれば、「どんな望まれた音でも再生」でき

ることに気づいたというのである。事実を確認できないため、これ以上の解釈は推測に頼らざ

るをえないが、フィースターが指摘するように、この発見こそがスピーキング・テレグラフの

着想源になった可能性はある。紙ではなく歯車を用いるという違いはあるが、エジソンは同じ

く「起伏」の凹凸を利用して音をつくることを実際に考えていたからである。上述の記事にお

いて最も興味深い点は、ジョーンズがそうした試みをいわばフォノグラフの着想源として説明

しているということである。興味深いことに、「音の再生」は「記録の生産」に先行していた

という。つまり、凹凸を利用して音を「再生」するというアイデアは、録音によってその凹凸
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を「生産」するというアイデアに先行していたというのである。こうした説明は、録音再生技

術に対する一般的な理解を混乱させるものである。というのも、多くのひとは「再生」あるい

は「再生産」という言葉を、なんらかの「オリジナルな音」あるいは「原音」を再現するとい

う意味で理解してきたからである。こうした理解は「記録」が「再生」に先行することを前提

にしている。ところが、事実は逆であり、エジソンはもともと「記録」を前提にしないで「再

生」のメカニズムを考えていたという。この場合、「再生」という言葉の意味は、現代とは異

なるものになるであろう。その言葉はもともと記録された「原音」を再現することではなく、「ど

んな望まれた音」でも再現することをも意味していたのかもしれない。

もっとも、エジソンはその後、記録された音を再現するものとして「再生」のメカニズムを

理解するようになっていった。それは「適切な形状と配置」をもった凹凸をみずからつくるよ

りも、音波のエネルギーによってつくるほうがはるかに簡単であるということに、エジソンが

気づいたからかもしれない。第一章で述べたように、エジソンは電話に関する実験中に、振動

膜に針を取り付ければ、そうした凹凸を自動的につくることができるという発見を得たのであ

る。あるいは、エジソンはフォノトグラフを通じて、その発見にいたった可能性もある。その

日がいつなのかは不明であるが、エジソンが７月 11日以降、キーボード・トーキング・テレ

グラフやスピーキング・テレグラフのような機械を開発していないことだけは確かである。こ

のことはエジソンが最終的に「再生」の機能を限定し、記録と再生を対概念として考えるよう

になったことを示している。それと同時に、「書くこと」は「記録すること」を意味するよう

になっていった。だが、本論にとって重要な点は、エジソンがある時期までは「音を書くこと」

を別の観点から構想していた可能性があるということである。彼は電信の改良を通じ、「書く

こと」の新しい形態を模索するなかで、後のフォノグラフとは異なる音響機器を構想していた。

そうした試みにおいて、エジソンはタイプライターで文字を書くようにして、音声を送信する

ことや、その逆に音声をアルファベットに変換することを目論んでいた。エジソンはアルファ

ベットと音声を相互に変換するような「書く機械」をつくろうとしていたのであり、肉声を伝

えることはそれほど重視していなかったように思われる。電信の改良に努めていた彼にとって

は、通信が成功するかどうかが重要であり、その通信が本人の音声でおこなわれるかどうかと

いうことは瑣末な問題であったのかもしれない。

こうした試みはエジソンがフォノグラフの開発に着手すると同時に、途絶えてしまった。ま

た、エジソンはその後、そのような試みをおこなっていたことを公表してもいない。後世のひ

とびとがフォノグラフをフォノトグラフの派生形とみなし、「録音技術」の歴史のなかにそれ

を位置づけることを自然だと思うようになったのは、そのせいもあるだろう。だが、フォノグ

ラフの発明直後においては、「音を書くこと」の意味は実のところまだ定まっていなかった。
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というのも、フォノグラフの発明によって触発されたひとびとのなかには、音声を人工的につ

くるためにそれを利用しようとした者もいたからである。最後に、あまり知られていないそう

した試みを簡単に紹介しながら、フォノグラフあるいは「音を書くこと」が同時代において複

数の意味でとらえられていた可能性を指摘したい。

３．「音を書くこと」の複数性

1878 年４月末に出版された『ザ・サン』の記事には、エジソンのもとを訪れたひとびとの

様子を描いた興味深い記事が掲載されている。自身の発明品を宣伝するために、エジソンが報

道記者、政治家、科学者、技術者など、多くのひとを研究所に招いたことはよく知られている

が、当時において彼らの目当てのひとつは発明されて間もないフォノグラフを見学することで

あった。『ザ・サン』の記事によれば、そこを訪れた科学者のひとりは音声を人工的につくる

ためにフォノグラフを用いることを熱心に考えていたという。記事の該当箇所を引用してみ

たい。

彼〔科学者〕はフォノグラフのシリンダーから剥ぎ取られたばかりの錫箔の一片の上で前

かがみになり、〔音の〕痕跡を拡大鏡で注意深く観察した。彼は振動アルファベットの謎

を解くことを期待して、鋳型を提供してもらう約束をとりつけていた。彼はスピーキング・

フォノグラフの金属振動膜に向かってしゃべることで生みだされる音波が、唇音、子音、

母音、もしくは二重母音のそれぞれの発音に応じて特定の印（mark）あるいは文字（letter）

を残すと信じていた。これらの印あるいは文字はきわめて微細である。それらはモールス・

アルファベットの文字に似ている。顕微鏡の助けを借りることで、科学者はそれぞれの文

字ないし音がその長さ、形状、深さによって理解されうると考えている。その秘密がいっ

たん解明されたならば、言葉のシートを鉄の針で書くことができるだろう。そして、スピー

キング・フォノグラフはその金属製の耳にささやかれた音を単に模倣するだけでなく、ひ

とりでにしゃべるようになるだろう。その学者は光輝くアルファベットのシートを胸に抱

き、自信たっぷりに研究所を去った。43

記事によると、エジソンと親交のあった科学者のひとりは、フォノグラフによって記録された

音の痕跡を分析することで、あたかもペンをもって文章を書くように、言葉の音声そのものを

自由自在に「鉄の針で書く」ことが可能になると考えていたという。こうした記述は、歯車の

凹凸によって音声を人工的につくろうとしたエジソンのアイデアがフォノグラフを介して、別
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の人物によって継承された可能性

を示唆している。

ここで科学者と呼ばれている人

物の正体は不明であるが、同様の

研究は確かに同じ時期におこなわ

れていた。イギリスの発明家ウィ

リアム・ヘンリー・プリース

（William Henry Preece, 1834-

1913）とジョン・マティアス・オー

ガ ス タ ス・ ス ト ロ ー（John 

Matthias Augustus Stroh, 1828-

1914）が、1878 年１月にロンド

ン王立協会で発表した研究がそれ

である 44。フォノグラフの発明か

ら「多大な刺激」を受けたという

彼らはフォノグラフの仕組みを応

用しつつ、音声を合成するために

一対の機械を考案した。一台は「シ

ンセティック・カーヴ・マシン

（synthetic curve machine）」［ 図

５］、もう一台は「オートマティッ

ク・フォノグラフ（automatic 

phonograph）」［図６］と彼らに

よって名づけられた。シンセ

ティック・カーヴ・マシンは、複

数の単純な波形をもった曲線を合

成し、より複雑な曲線を描くため

につくられた機械である。この機

械はそれぞれ異なる周波数の波形

を描く複数の歯車を備えていた。

歯車を回転させると、歯車の歯は

バネを叩き、振動を振動膜に伝え

図－ 5：シンセティック・カーヴ・マシン
（William Henry Preece and Augustus Stroh, “Studies in 
Acoustics. I. On the Synthetic Examination of Vowel Sounds,”

 Proceedings of Royal Society of London , 28, 
1 January, 1878, 358-367）

図－ 6：オートマティック・フォノグラフ
（William Henry Preece and Augustus Stroh, “Studies in 
Acoustics. I. On the Synthetic Examination of Vowel Sounds,”

 Proceedings of Royal Society of London , 28, 1
 January, 1878, 358-367）
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る。複数の歯車を動かすと、その振動は共通の振動膜によって合成され、紙の上に一本の曲線

を描くのである。ふたりは 16種類の基本波形を用いて、５種類の母音と５種類の二重母音の

波形を合成することに成功したという。そして、もう一台のオートマティック・フォノグラフ

は、フォノグラフの仕組みを応用することで、これらの合成波形を音響化するための機械であっ

た。この機械にはフォノグラフにみられるようなシリンダーが取り付けられていた。シリンダー

の軸上には真鍮製のホイールが並んでおり、音声の波形はその縁に彫られた。フォノグラフの

場合とは異なり、波形は水平に彫られていたが、音響化の仕組みは同じであった。プリースと

ストローはスコットのフォノトグラフを参考に、この仕組みを考案したとしている 45。彼らは

これらの機械を発展させて、さまざまな音色を合成できるような楽器を開発することを目論ん

でいたという 46。

彼らがフォノグラフを発明する以前のエジソンのアイデアを知っていたとは思えない。とい

うのも、管見の限り、後にも先にもエジソン自身はキーボード・トーキング・テレグラフやス

ピーキング・テレグラフの情報を公表してはいないからである。にもかかわらず、彼らが同じ

ようなアイデアをもっていたのは、エジソンと同じく既存の研究成果を参照していたからでは

ないかと思われる。波形を合成するというアイデアはおそらく、ヘルムホルツの合成理論から

採用されたものであろうし、歯車とばねを用いるというアイデアはおそらく、ウィリスの研究

から採用されたものであろう。先行する音の研究を応用するなかで、彼らはエジソンがおこな

おうとしていたことを、図らずも具体化したということになる。これらの発明品は「音を書く

こと」を「音を記録すること」とは異なる意味で理解し、その理解を実際に具体化した例とし

て解釈されうる。フォノグラフを「録音技術」の歴史のなかに位置づけることに慣れている者

にとって、これらの機械は偶然生まれたフォノグラフの派生形のようにみえるかもしれない。

だが、フォノグラフの由来をたどってきたわたしたちは、こう言うこともできよう。すなわち、

録音機としてのフォノグラフのほうが実のところ、音声をつくるという試みから派生したもの

であったのかもしれないのである。

４．結語

本論では、フォノグラフの由来となった「音を書くこと」という発想が、どのようにしても

たらされたのかをたどってきた。先行する議論において、その源流はスコットのフォノトグラ

フに代表されるような録音機にしばしば求められてきた。近代の音響学においては、音を分析

的に研究するために、その振動を自動的に記録し、視覚化するための技術が急速に発達した。

フォノグラフはそうした技術の発展形として発明されたと考えられてきたのである。ところが、
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エジソンがフォノグラフの仕組みを考案した過程をたどっていくと、彼は必ずしも音声を記録

することをめざしていなかったことが分かる。音声の記録に先行するかたちで、エジソンが試

みていたのは音声の波形を電気的に生成する仕組みを利用して、「書くこと」と「話すこと」

を一体化させることであったからだ。本論でみてきたように、そうした試みはヘルムホルツの

合成理論やウィリスの研究など、先行する音の研究を参照するかたちでおこなわれていた。

本論でみてきたエジソンの研究は、場合によっては、フォノグラフがまったく別の機械へと

発展していたかもしれないという可能性を示唆している。実際、最後にみたようにフォノグラ

フによって触発されたひとびとのなかには、「音を書くこと」を記録とは異なる意味で理解し

ていた者もいた。彼らは「音を書くこと」を鳴り響いた音を記録することではなく、音の波形

を描くことで、さまざまな音をつくることとして理解していたのである。このようにフォノグ

ラフの来歴を問い直すことで、わたしたちは録音再生技術をめぐる理解がその起源において別

の可能性に開かれていたことをみてきた。このことが後の音楽文化あるいはより広く音響文

化を考える際にどのような意味をもつのかを問うことを今後の課題として、議論を締めくく

りたい。
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