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On the Alternative Theory and Practice of Sound Reproduction”
“Mechanization of the Voice;

AKIYOSHI  Yasuharu

This paper will consider the "speaking machines,” made in the European countries from the late 

18th century to the 19th century, in the context of mechanization of the human voice. The "speaking 

machine" refers to a series of machines which artifi cially produces speech sounds by reproducing the 

action of vocal organ. These machines have been discussed in recent media studies as a diff erent kind 

of sound reproduction technolgy from the modern sound technologies such as telephone, phonograph, 

and radio, etc. However, previous studies have not described the history about theory and practice of 

speaking machines in detail.

 This paper will show the historical impact of the speaking machines on the thought of human 

“voice,” in terms of the cultural background and the social reception of its invention . Chapter 1 will 

focus on the speaking machine made in 1880s by Wolfgang von Kempelen as an origin of such a 

machine, and discuss the structure of it briefl y. Chapter 2 will show the theoretical background of the 

speaking machine through considering the formation of man-machine theory in France. And last 

chapter will think about the experience of “Euphonia,” a speaking machine made by Joseph Faber and 

exhibited in London, in the context of mass cultural reception of its mechanical voice.
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18世紀末から 19世紀半ばにかけて、欧米諸国では人間の発話行為を模倣するための機械が

製作され、科学的な実験器具として、あるいは驚異の見世物として広く利用された。「話す機

械（speaking machine）」と現代では総称されるこれらの機械のなかには、母音を模倣するこ

としかできないものから、いくつかの単語や短いフレーズを模倣することができるもの、はて

は文章や歌唱を自在に模倣することができるものまで、複数のモデルが実在したようだが、あ

る点において共通の特徴を持っていた。それは発音の原理として、人体の構造を参照するとい

う点である。端的にいえば、「話す機械」とは肺や喉や口といった発声器官の形態と動作を再

現することによって、人間の声を模倣しようとする試みの産物だったのである。

近年のメディア研究において「話す機械」は、電話と蓄音機をもたらした音響再生産技術よ

り以前に存在した、別種の音響再生産技術の産物としてとりあげられてきた。重要な先行研究

として、たとえばジョナサン・スターンの著作をあげることができるだろうi 。そのタイトル

が示すとおり、さまざまな機械装置を用いて音を再生産するという現代社会では日常となって

いる営みの「文化的な起源」を問うたこの著作のなかで、スターンは「話す機械」にみられる

音響再生産の原理を、それが依って立つ「音」の理解において、電話や蓄音機にみられる原理

と対比的に位置づけている。彼の議論を要約するなら、両者の違いは「音」という現象に対し

て「原因」と「結果」のいずれの側からアプローチするかという点に端的に表されている。す

なわち、「話す機械」が音波を生みだす「原因」としての発声器官の運動を再生産するのに対

して、電話や蓄音機は音波が引き起こす「結果」としての鼓膜の運動を再生産するのである。

このようにスターンによれば、両者は音を再生産するという目的において連続しているように

みえても、それらが依って立つ「音」の理解において互いに異質な音響再生産技術に由来する

のである ii。このようにふたつの音響再生産技術を対比的にとらえる議論は、ほかの論者にも

みられる。たとえば映画研究者のジェームズ・ラストラは、音響再生産の系譜を「模造
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（simulation）」と「書き込み（inscription）」というふたつのキーワードによって系統づける iii。

ラストラによれば、「話す機械」は機械仕掛けの自動人形（オートマトン）のように、人間そ

の他の動物の身体と動作を模造しようとする試みの系譜につらなる。それに対して、電話や蓄

音機は、聴覚器官の再現物であるという点では「模造」の系譜につらなるとはいえ、主要な原

理は「書き込み」という発想に由来する。すなわち、電話や蓄音機は人間の書き手に代わって、

音そのものを自動的かつ物理的に記録する装置を求めるような試みの伝統から生まれたとい

うのである。

これらの先行研究における重要な論点のひとつは、電話や蓄音機のような音響再生産技術が

過去のテクノロジーから連続的ないし段階的に発展してきたものではなく、特定の時代に特定

の思想的状況のもとで形成された知の枠組みを背景にしてはじめて存在しえたことを明確化し

たことにある。そうした作業において「話す機械」は、電話や蓄音機が登場する以前にはそれ

らとはまったく異なる音響再生産の可能性が根づいていたことを示す実践として位置づけられ

てきたのである。ただし、スターンやラストラの議論における主眼はあくまで後者の由来を提

示することにあるため、前者に関しては、両者ともいくつかの製作例を簡潔に紹介するにとど

めており、製作の背景や受容の状況についてはあまり詳しく述べていない。そうした状況を鑑

みて、本論文の課題はスターンやラストラの仕事を引き継ぐかたちで、「話す機械」を電話や

蓄音機の過去に存在したもうひとつの音響再生産技術の系譜に位置づけることにある。本論文

ではとくに、先行研究において十分に吟味されてこなかった「話す機械」の製作の背景と受容

の実態に着目しつつ、その理論と実践の歴史的な展開をたどってみたい。

以下では次のような手続きで議論を進める。第一章では、ヴォルフガング・フォン・ケンペ

レン（Wolfgang Litter von Kempelen, 1734-1804 ）が 1770 年代に発案した「話す機械（die 

sprechende Maschine）」と、その発展形としてヨーゼフ・ファーバー（Joseph Faber, 生没年

不詳）なる人物 iv が 1843 年頃に製作した「ユーフォニア（Euphonia）」という発明品を中心に、

その仕組みを概説する。これを踏まえて、第二章では、「話す機械」の製作を条件づけた思想

的な背景について考察する。「話す機械」が最初に登場した 18世紀後半は、解剖学や生理学の

ような科学の発展にともない、人体を徹底的に一個の物体としてとらえる人間機械論の思想が

形成されつつあるような時代であった。そうした雰囲気のなかで、「話す機械」はあたかも思

想を具現化するようにして、人体の模造品として登場したのである。こうした背景をみたうえ

で、最後に第三章では、先にあげた「ユーフォニア」の受容に注目しながら、声の機械化をめ

ぐる可能性が 19世紀の大衆社会においてどのように受け取られたのかを具体的に考察する。

第三章で触れるように、「ユーフォニア」が公開された当時の論評をみると、「ユーフォニア」

の受容においては音声そのものや操作者の技巧よりも、音声を生みだす人工的な器官に注目が
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集まっていたことが分かる。そうした証言からは、「ユーフォニア」が当時のひとびとに与え

た衝撃とは、発話の行為を純粋に物質的なプロセスとして提示したことにあったことが明らか

になるだろう。また、文献のなかには、そうした「ユーフォニア」を電信その他の装置に応用

することで、社会のさまざまな場面で利用しようというアイデアもみられる。結論を先取りす

るなら、こうした「ユーフォニア」をめぐる当時の証言からは、「話す機械」が発話の身体を

人工物によって代理可能なものとみなし、実際にそのようなものとしてコミュニケーションの

手段に変えようとするような、後世とは異なる音響再生産の発想を育んでいたことを示してい

ることが明らかになるはずである。以上のような手続きを通して、本論文では電話や蓄音機に

とってのオルタナティヴな音響再生産技術の系譜として、「話す機械」の歴史を考察すること

を試みる。

１．人造の声の系譜――「話す彫像」から「話す機械」へ

「話す機械」と総称される種々の発明品は、およそ 1770 年頃を境にして西洋社会に登場した。

この頃、ヨーロッパ諸国では複数の人物がほとんど同時多発的に、人間の声を人工的な手段で

模倣する実験に着手したのである。本章ではそうした試みのなかから、ヴォルフガング・フォ

ン・ケンペレンからヨーゼフ・ファーバーに継承された仕事を中心にとりあげ、「話す機械」

の仕組みを概観してみたい。

その前に、「話す機械」の前史についても、ごく簡単にみておくことにしよう。原理は大き

く異なるが、人工物に言葉をしゃべらせるという試み自体は「話す機械」よりもはるかに古く

からあり、紀元前にはすでにみられる。たとえば、イギリスの物理学者チャールズ・ウィート

ストーン（Charles Wheatstone, 1802-1875）は、ある論文のなかで「話す機械」の歴史を振り

返りながら、古代のギリシアやエジプトでつくられたという彫像にまつわる伝説に触れている。

紀元前６世紀頃、エーゲ海のレスボス島には予言の託宣をおこなうオルフェウスの像が存在し、

ペルシア王キュロス二世の遠征に際して、その死を予言したという。また、同じ頃、エジプト

のルクソールでは巨大な石像が朝日を浴びるたびに「音楽的」な音を発し、ときには神官の求

めに応じて信者に語りかけたという。これらの彫像はいずれも宗教的な目的のために用いられ

ていたが、ウィートストーンによれば、時代が下ると、知的な実験として同様の彫像が製作さ

れるようになっていった。たとえば 10世紀から 13世紀にかけて中世では教皇シルウェステル

二世（Sylvester Ⅱ , c.946-1003）、アルベルトゥス・マグヌス（Albertus Magnus, c.1200-1280）、

ロジャー・ベーコン（Roger Bacon, c.1219-1292）らが陶器や真鍮でできた頭部の彫像をつくり、

言葉をしゃべらせることに成功したというし、さらに時代が下り、17世紀に入るとアタナシ
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ウス・キルヒャー（Athanasius Kircher, 1602-1680）が唇や舌を動かしながら言葉を発する彫

像の構想を温めていたという。ウィートストーンはほかにもいくつかの例をあげているが、

重要なのはこれらがいずれも実際に言語を発音したわけではなく、なんらかのトリックを用

いていたらしいということであるv。仕組みが分かっているものは少ないが、キルヒャーの彫

像に関しては、『普遍音楽』（1650）に「言葉を話す彫像」の設計案が記されている［図１］。

彼のアイデアは「螺旋状の管あるいは垂直の管が設置してある一つの部屋に、像を作り、本

物の口と目のように動き、全身も生きているように見えるようにする」というものだった vi。

このアイデアは結局、実現にはいたらなかったが、キルヒャーは管の一端を広場や路地に向け

て設置しておき、別の一端を像の口に通じるようにしておけば、その彫像は「時に笑ったり、

時に歌ったり、時に泣いたり、場合によっては強風が吹いたように唸ったりする」だろうとし

ている vii。要するに、キルヒャーの彫像は厳密にいえば「言葉を話す彫像」ではなく、「言葉

を話しているように見える彫像」だったのである。　

ウィートストーンが述べるように、「話す機械」は、このような彫像とはある点で根本的に

異なっていた。それは人工物そのものが発音源となって、言語の音声を模倣するという点であ

る viii。そうした「話す機械」を製作した人物のなかで最もよく知られるのが、現在のハンガリー

（当時はオーストリア帝国の一部）出身でハプスブルク家の宮廷官吏を務めたケンペレンであ

図 1
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る。ケンペレンといえば、1769 年に当時の君

主マリア・テレジアに献上したチェス指し人形

によってヨーロッパ中で人気を博したことで知

られている。この人形はその外見から「トルコ

人」とも呼ばれたように ix、頭にターバンを巻

いた東洋風の男性の姿をしており、機械仕掛け

のチェスプレーヤーという触れ込みで人間相手

にチェスの勝負をおこなった。この人形は

1783 年から二年間にわたり、ヨーゼフ二世の

命令を受けたケンペレンとともにヨーロッパ各

地を巡業した後、彼の死後には音楽家のヨハン・

ネポムク・メルツェル（Johann Nepomuk Maelzel, 

1772-1838）によって再び見世物として公開さ

れ、1820 年代にはアメリカ合衆国へと渡った。

結局、彼のチェス指し人形は純粋な機械仕掛け

ではなく、内部にひとが隠れて操作していたこ

とを暴かれてしまうが x、それでもなお 1854 年

にフィラデルフィアで焼失するまで半世紀以上にわたり、最も人気のある見世物のひとつとし

てケンペレンの名を西洋社会に知らしめたのである。彼が「話す機械（die sprechenden 

Maschine）」を製作したそもそもの動機は、このチェス指し人形に台詞をしゃべらせるためで

あったと考えられている。その開発はチェス指し人形と同じ年にはじまり、1791 年に『話す

機械の描写とともにみる人間の発話のメカニズム（Mechanismus der menschlichen Sprache 

nebst Beschreibung seiner sprechenden Maschine）』で当人が成果をまとめるまで、20年以上

にわたり継続した。結果的に当初の計画は実行されなかったが xi、構想からわずか半年で完成

したと言われるチェス指し人形とは対照的に「話す機械」の開発にこれだけ長い時間がかかっ

たことは、純粋に機械仕掛けで発話を模倣しようとしたケンペレンの苦難を表しているように

思われる。では、彼のつくった機械とは、具体的にどのような装置であったのだろうか。ケン

ペレンの機械に関して詳しく解説しているホーマー・ダドリーとタマス・タルノーツィによれ

ば、彼はおよそ三つの段階を経て、発音機構を発展させていったという xii。以下、ふたりの議

論を要約するかたちで、ケンペレンの機械を概観してみたい。彼が最初に取り組んだのは、人

間の声帯に近い働きをする発音源を探すことであった。多くの楽器を吟味した後、彼がたどり

ついたのは、旅行中に偶然遭遇したバグパイプであったという。彼はその音源となるリード（主

図 2
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に葦などの植物からつくられる薄片）に、ふい

ご、フルート、クラリネットの部品を組み合わ

せ、母音を模倣することからはじめた。ケンペ

レンは開口部の大きさを板や手でふさいで調節

することで、これを試みたというが、この装置

では「ah」という音をようやく得たにすぎなかっ

たようである xiii。この結果を踏まえ、次にケン

ペレンが試みたのは鍵盤楽器のような操作卓を

用い、操作性を向上させるということだった［図

２］。鍵盤は 13個の鍵からなり、それぞれ異な

る発音源につなげられていた。発音源は先の装

置と同じく、管楽器のリードを備えており、ふ

いごで空気を送りながら鍵盤を押すと音が鳴る

ようになっていたという。この楽器のオルガン

に似た装置は鍵の操作で母音の「a」「o」「u」

と子音の「p」「m」「l」を含む音をつくること

ができ、これらを組み合わせることで「パパ」「マ

マ」などの短い単語を表現することもできたという。ただし、この装置にはふたつの問題があっ

た。ひとつはそれぞれの音源の音が固定されているため、連続して発音すると音が自然に混ざ

らないという問題であり、もうひとつは母音を発音するときに、破裂音が加わるという問題で

ある xiv。これらの問題を解消するために、ケンペレンが最終的に製作したのが［図３］の装置

である。この段階において、彼は滑らかな発音を得るために、発音源をひとつに戻し、リード

の振動を伝える部分に柔らかい皮革を用いた。さらに、ケンペレンは発音に抑揚を加えるため

に、リードの長さを調節する機構を加えようとしていたというが、これには失敗したようであ

る xv。全体を見ると、音源部とふいごが一体化したようなかたちになっており、サイズが小さ

くなっていることが分かる。鍵盤楽器のような先の装置とは打って変わり、この装置は言語的

な発音を得るのに練習を要したようである。図をもとに、操作方法をごく簡単に説明しておこ

う。操作をおこなうにはまず、右腕でふいごを動かして、音源部に空気を送る。子音の操作は

右手指でおこなわれる。たとえば「s」「sch」「r」を含む音を出すときには、操作者は対応す

るレバーを押し、「m」と「n」を含む音を出すときには、対応する穴から指を離して開放する

（通常は指で押さえて閉じておく）。母音を発音するときには、左手を用い、図に描かれたラッ

パ型の開口部の前に手をかざす。そして、唇をすぼめたり開いたりするように、開口部の開き

図 3
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具合を手のひらで調節するのである xvi。こうした操作方法から推測することができるように、

操作に慣れるには多少の時間がかかったようであるが、練習次第ではラテン語、イタリア語、

フランス語などの単語を発音することができたという。ただし、発音に抑揚はなく、ドイツ語

の発音もうまくいかなかった xvii。

 では、「話す機械」の音声とは実際にはどのようなものだったのであろうか。彼と親交のあっ

たカール・ゴットリーブ・ヴィンディッシュは自身の体験談として、機械の「声」を次のよう

に記述している。

それ〔＝「話す機械」〕は個別の問いに対して、十分にはっきりと明瞭に返答する。そ

の声はやわらかく好ましいが、「r」の発音だけは不明瞭でガラガラと鳴る。返答が明瞭

に理解されない場合には、より慎重にくり返してくれるし、もういちど求められる場合

には、求めに応じて再びくり返してくれる。ただし、不快感といらだちを露わにした声

音で。xviii

この文章でヴィンディッシュは、「話す機械」が「r」の発音を苦手とするものの、基本的には

はっきりとした発音で言語を模倣したことを報告している。しかも、この機械は単に言語を模

倣するのではなく、「不快感」や「いらだち」といった感情さえも感じさせるような「声」で

それをおこなったというのである。ヴィンディッシュは「話す機械」から発せられる音が、あ

たかもほんものの人間の声のように聞こえることに感嘆しているようにみえる。ただし、彼は

同時にケンペレンの機械がまだ発展途上にあるとの感想も漏らしている。これに関連してヴィ

ンディッシュは、ケンペレンが自身の作品に幼児の外見を与えようとしていたという逸話を持

ちだして、次のように述べている。

自分の荷物を可能なかぎり小さく抑えるために、作者〔＝ケンペレン〕はパリに到着する

までそれ〔＝「話す機械」〕の外見を装うことを先延ばしにしたが、そのとき彼は６歳頃

の子どもの外見を与えるつもりだった。それの声は同じ年頃の子どもの声に似ているので

ある。加えて、その声は完璧に達するどころではない機械の現状にいささか似ている。い

くつかの単語の発音がたまたまうまくいかなくても、子どもの外見ならば、より簡単に大

目に見てもらえるだろう。それこそ、さしあたって機械が欲しているものなのである。xix

ヴィンディッシュはここでケンペレンのアイデアにふたつの目的を見出している。ひとつは聴

覚的な印象にふさわしい外見を機械に与えるという直接的な目的であり、もうひとつは聞き手
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からの非難を免れるという間接的な目的である。要するに、ケンペレンは技術的な未熟さを子

どもの未熟さと重ね合わせることで、完璧とは言いがたい機械の発音に弁明の余地を与えよう

としていたのではないかというのである。このように「話す機械」を実際に目の当たりにした

ヴィンディッシュの文章からは、発明者のケンペレン自身でさえも製作物の完成度に不満を覚

えていたことがうかがえる。とはいえ、ケンペレンの発明が音声を再現する試みにおいて画期

をなす仕事であったことはまちがいない。というのも、彼の試みは単に「話しているように見

える彫像」から、実際にそれ自体で言語的な音声を発音する「話す機械」への移行を代表する

ものであったからである。

ケンペレン自身は結局、第三の「話す機械」を製作して以降、あらたな改良を加えることを

断念してしまったようであるが、後世に何人かの追従者を生んだ。たとえば先に名前をあげた

ウィートストーンは、ケンペレンの「話す機械」を英国の科学界に紹介しただけでなく、著作

にしたがってみずから製作し、改良に取り組んだことでも知られる。ほかにも 19世紀の半ば

には、ケンペレンの作品を発展させようとするような人物も現れた。ドイツ出身のヨーゼフ・

ファーバー（Joseph Faber, 生没年不明）なる人物が、1840 年代に製作した「ユーフォニア

（Euphonia）」はケンペレンの研究の発展版としてつくられたと考えられている。先行研究にお

いて「ユーフォニア」は 1846 年 7月にロンドンのエジプシャン・ホールで上演されて人気を

博したことが知られているが、管見によれば、これは二台目の「ユーフォニア」であり、ファー

バーが最初に製作したものは 1844 年 1月のニューヨークにおいてはじめて公開されたようで

ある xx。1 月 23 日付の『マディソニアン』紙に掲載された「おしゃべりする機械（The 

Talking Machine）」という記事には、そのとき公開されたファーバーの仕事が紹介されている。

それによると、ファーバーの「おしゃべりする機械」は「ターバンを巻き、長い顎ひげを生や

したトルコ人の頭部」を備えており、その口から「鼻声がかったひとの声音」に似た、しかし

「なんらかの人工的な管楽器」によって生みだされたことが一聴して明らかな音を発したとい

う xxi。ケンペレンが二番目につくった「話す機械」のように、この人形は鍵盤型の操作卓によっ

て動かされ、16個の鍵がそれぞれ特定の音を発するために利用されたようである。ファーバー

がそれらをすばやく叩くと、「トルコ人はわたしたちに向かってアルファベットを読み上げ、

50を数え、ヨーロッパで君主を表すいくつかのラテン語の称号を発音し、非常にはっきりと

した、慇懃な言いまわしでわたしたちと天気について教訓めいた会話を交わし、ドイツ語の歌

を歌い、ご機嫌ようと言った」と、記事には書かれている xxii。そこではファーバーの作品の

仕組みはごく簡単に記述されているにすぎないが、その姿が「トルコ人」を模していたとある

ように、彼がケンペレンの仕事を意識していたことが窺い知れる。ただし、ファーバーは単に

彼の仕事を真似ただけではなく、なんらかの改良を加えた様子も窺い知れる。ケンペレンの「話
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す機械」の音声が抑揚を欠いていたのに対して、ファーバーは彼の作品を用いて、多様な言語

の発音を模倣したのみならず、歌声を模倣することもできたからである。同記事では、そうし

たファーバーの労作を目の当たりにして、彼の「不屈の忍耐と一体になった、偉大なる発明の

才」に惜しみない称賛が贈られている。ところが、観衆からの評判はあまり芳しくなく、ファー

バーは同年のうちにフィラデルフィアに移住したが、この地でも不評を買ったようである。パ

ターソン博士なる人物が報告したところによれば、彼はそうした評価が気に入らなかったのか、

すぐに一台目の作品を打ち壊してしまったという xxiii。しかし、科学者のあいだでは必ずしも

不評というわけではなく、たとえば先のパターソンは「その彫像が多様な文字と単語を明瞭に

発音できたことにおおいに感銘した」と評し、「彫像は特有のイントネーションで、しかし、

驚くべき明瞭さをもって『パッ・ター・ソンさん、お会いできて光栄です（Mr.Pat-ter-son, I 

am glad to see you）』と文章を発音したことや、『言葉とメロディを組み合わせて』英国や米

国の国歌を歌った」ことをアメリカ哲学学会に報告している xxiv。また、物理学者のジョセフ・

ヘンリー（Joseph Henry, 1797-1878）は 1846 年の年始にフィラデルフィアを訪れた際、ファー

バーが新たにつくり直した二台目の「話す彫像」を視察したことを知人宛の手紙に書いている。

一台目と二台目の「彫像」にどのような違いがあったのかは具体的に述べられていないが、や

はりトルコ風の姿をしており、鍵盤で操作するようになっていたようである。ヘンリーは「彫

像は驚くべき明瞭さをもって、操作者がみずから模倣することのできる単語ならどんな単語で

も話します」と記しており、その性能はウィートストーンが復元したケンペレンの「話す機械」

――ヘンリーはロンドンでそれを実際に目にしたという――よりもはるかに優れていると評し

ている xxv。というのも、ウィートストーンのそれが「数単語を発音する」にすぎなかったの

に対して、ファーバーの「彫像」は「いかなる単語で構成される文章でも完全に話すことがで

き」たからである xxvi。このように本格的な「話す機械」としてお墨付きを得た「ユーフォニア」

はその数ヶ月後に今度はロンドンへと渡り、科学界を超えてショーの世界において注目を集め

ることになるが、そこでの受容については第三章でより詳しく検討することにしたい。

さて、本章ではここまで古代の「話す彫像」からケンペレンの「話す機械」を経て、ファー

バーの「ユーフォニア」にいたる発展の歴史を概観してきた。ケンペレンの仕事はおよそ

1770 年代を境にして、人工的な手段で発話の行為を模倣する試みに根本的な変化が起きたこ

とを示している。くりかえしになるが、それは発話の〈外見〉をつくりだす試みから、発話の

〈音源〉をつくりだす試みへの変化であったと要約することができるだろう。ところで、その

ような試みはなぜケンペレンの時代になってようやく登場したのだろうか。先にみたように、

発話行為を模倣する試みの歴史は長く、古くは紀元前にまでさかのぼることができる。にもか

かわらず、発音源そのものをつくろうとする試みは、彼の時代まで存在しなかったのである。
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技術的にみて、それ以前の時代に同じような仕組みを組み立てることが不可能であったかとい

うと、おそらくそうではない。ケンペレンの「話す機械」に用いられている部品はそれほど複

雑ではなく、場合によっては楽器などの既製品の流用だったからである。アイデアさえ存在し

ていれば、もっと早くにつくられていても決しておかしくはなかっただろう。それでは、そう

したアイデアはなぜケンペレンの時代にまで存在しなかったのだろうか。この点に関して次章

では、「話す機械」の発明を可能ならしめた文化的な背景として、18世紀に発展した機械論的

な身体観について考えてみたい。よく言われるように、「話す機械」は人体を「機械」とみな

すような身体観から着想を得て、いわば人体の再現物としてつくられたのである。

2. 「話す機械」の思想――18世紀における機械論的な身体観の発展

ケンペレンが「話す機械」を製作した 18世紀後半は、解剖学や生理学といった人体の科学

に裏打ちされた近代医学が発展するにつれて、「人間」なるものをめぐる考え方が大きく変わ

りつつあるさなかにあった。端的にいえば、人間の身体を徹底的に物質として扱い、生命活動

の全体を力学的な因果関係によって作動する「機械」のアナロジーでとらえるような身体観が

形成されつつあったのである。しばしば指摘さ

れるように、ケンペレンの「話す機械」はそう

した身体観を背景にして、人体の再現物として

つくられたと考えられている。このように言う

と、奇妙な物言いに聞こえるかもしれない。ケ

ンペレンの機械はどう見ても、人体に似ている

ようには見えないからである。とはいえ、「話

す機械」を製作するにあたって、彼が人体の構

造に着目したことはまちがいない。ケンペレン

が描いた一枚の図版を見てみたい［図４］。こ

こにはアコーディオンを弾くように、左右一対

のふいごを両手で抱え、二股に分かれた管に空

気を送り込む様子が描かれている。一見しただ

けでは分からないが、この図は肺から喉頭にか

けての器官の仕組みを表している。つまり、一

対のふいごは肺を、そこから伸びる二股の管は

気管から気管支を含む気道を、最上部の空気が 図 4
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吹き出ている部分は声帯を含む喉頭をそれぞれ

表しているのである xxvii。こうした図版が示す

ように、ケンペレンは「話す機械」の雛形とし

て、発声にかかわる器官の仕組みを人工物に置

き換えて理解していた。肺がふいごと同じ働き

をするのであるとすれば、ふいごでそれを代替

することも可能であるというわけだ。別の箇所

で彼はこうした身体の観察をさらに推し進め、

言語の発音をも同様のやり方で描写している。

ある図版には異なるかたちをした箱と管を組み

合わせたような器具が四つ描かれている［図

５］。箱のなかには仕切りのような板があり、

それぞれ異なる角度で傾斜がつけられている。

見た目では分かりにくいが、これらの図はそれ

ぞれ気管から口腔にいたる器官を表している。

すなわち、直角に曲がった管は喉頭から咽頭

にいたる部分を、管につながる箱は口腔を、

箱のなかに見える板は舌を、箱の側面に見える上下に開閉する扉は唇を、それぞれ代理して

いるのである xxviii。これを踏まえて見ると、上ふたつの図はドイツ語の発音でアルファベット

の「b」（/beː/）を、下ふたつの図は「d」（/deː/）を発音する際の口腔と舌の動きを表してい

ることが分かる。「b」の図版は下顎に舌をつけたままにして、閉じた唇を小さく開放する様子

を、「d」の図版は反対に唇を開いたままにして、上顎につけた舌をわずかに離す様子を描写し

ているのである。このようにケンペレンは「話す機械」を製作する前提として、発声器官の形

態と動きを観察し、それらを人工物に置き換えて表現することを試みていたのである。結果的

につくられた「話す機械」は人体に似ているとは言いがたいものになっているが、その一部は

なるほど発声器官の構造を反映していると言えなくもない。たとえば「話す機械」の三つの

ヴァージョンに共通して用いられているふいごとリードは肺と声帯に対応し、三番目のヴァー

ジョンに用いられているふたつの穴（「m」と「n」の穴）は鼻孔に対応しているものと思われ

る。ケンペレンの機械には口腔、舌、歯、唇など、いわゆる調音にかかわる機構が備わってい

ないが、それは発声器官のなかでも最も柔軟に動くこれらの器官を人工物で再現することが難

しかったからかもしれない。彼はそれらを忠実に模造する代わりに、両手を巧みに用いて、器

官の代理を務めることを操作者に委ねたのである。このように、ケンペレンの機械は部分的で

図 5
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不完全なかたちではあれ、発声器官の模造品としてつくられていた。

同じように発声器官の構造を発声のメカニズムに応用するという試みは、ケンペレンから影

響を受けていたと思われるファーバーにもみられる。というより、ファーバーの「ユーフォニ

ア」においては、そうした試みはもとの発案者よりも徹底的に追求されていたと言えるかもし

れない。先にあげたジョセフ・ヘンリーの手紙には、「機械の設計は人間の発声器官のそれと

同じですが、いくつかの部品は腱と筋肉の代わりに弦とレバーによって動かされます。さまざ

まな音が人工的な舌の動き、口の閉じ方、鼻によってつくられるのです。これにインドゴムで

つくられた声門の状態の変化が伴います」とあり、ケンペレンの「話す機械」にはみられなかっ

た舌、唇、口蓋などの器官が「ユーフォニア」には加えられていたことが報告されている 。

こうした記述からは、ファーバーがケンペレンの仕事を引き継ぎつつ、音声をより精密に模倣

するために、発声器官の全体を忠実に再現しようとしていたことが窺い知れる。

ところで、ケンペレンほど後世に影響を与えなかったとはいえ、彼と同じ時代に、同様の試

みに着手していた人物は実のところほかにもいた。たとえば、フランスではミカル神父（l’

abbé Mical, 1730-1789）なる人物が 1778 年にいくつかの語句を発音できる陶器製の頭部模型を

発明し、続いて 1783 年にはこれに改良を加えて、互いに言葉を交わす一対の青銅製の頭部模

型を製作したことが知られている。ケンペレンの「話す機械」は手動式であったが、ミカル神

父のそれはオルゴールのようにピンのついたシリンダーで発音の動作を制御するようになって

おり、自動的に言葉を発音したという。この頭部模型の仕組みはよく分かっていないが、ミカ

ル神父もまたケンペレンと同じく、人体の発声原理にもとづいてそれを製作したと考えられて

いる 。また、デンマークでは物理学者・医学者のクリスティアン・ゴットリープ・クラッツェ

ンスタイン（Christian Gottlieb Kratzenstein, 1723-1795）が、1780 年に母音のような音を発す

る器具を発表した。この器具はパイプオルガンに似ており、音源部のリードから出た音をそれ

ぞれ形状や長さが異なる五本の管で変化させることで五つの母音を発音したという。これも人

体には似ていないが、クラッツェンスタインは楽器と発声器官の働きを比較することで、その

原理を着想したようである xxxi。興味深いことに、これらの製作物はある時期を境にして、ヨー

ロッパ各地で同じような試みが同時多発的におこなわれていたことを示している。彼らがなん

らかのかたちで情報を共有していたという形跡はなく、おそらくは互いに無関係に、にもかか

わらず同じ方向をめざしていたと考えられるのである。しばしば指摘されるように、こうした

試みがおこなわれるようになった背景には解剖学や生理学といった科学の発展が深くかかわっ

ている。音響再生産技術の技術史と文化史をたどった『音響メディア史』によれば、「話す機械」

のような実践が登場するには、身体の働きを力学的なメカニズムとしてとらえるような科学が

発展していくなかで、人間の「声」が脱神秘化される必要があった。聖書において声が世界創
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造の端緒として――「はじめに言葉ありき」――記されているように、西洋のキリスト教社会

ではそれは長らく神との関係においてとらえられ、神秘的な力を持つものとして認知されてい

た。ところが、解剖学の発展によって人体が一個の物体として切り開かれ、その内奥に隠され

た神秘が暴かれるにつれて、声という現象はほかの生命活動と同じく、身体の力学的な構造の

所産としてとらえられるようになっていったのである xxxii。そのようにして蓄積された知見を

工学的に応用することで生まれたのが、「話す機械」にほかならなかった。ただし、人体の科

学が発展していったからといって、その知識がただちに「話す機械」に応用されたと考えるの

は性急に過ぎるかもしれない。そのような応用が可能になった背景を考えるには、同時代にお

いて「機械」という形象に与えられた特別な役割についてもうすこし詳しく考えておく必要が

あるだろう。

トーマス・ハンキンスとロバート・シルヴァーマンによれば、「話す機械」は、単に解剖学

や生理学の応用としてつくられたわけではなく、反対に理論を検証するための実験モデルとし

ての役割を与えられてもいたという xxxiii。そのような伝統の例として、彼らは哲学者のデカル

トが晩年の著作『人間論』（1648）において、ウィリアム・ハーヴェイ（William Harvey, 1578-

1657）の血液循環説を裏付けるために熱機関のモデルを用いたことをはじめ、フランスの医師

クロード＝ニコラ・ル・カ（Claude-Nicolas Le Cat, 1700-1768）が同じく血液の循環を説明す

るためにポンプ式の心臓のモデルを 1744 年に実作したことや、より後世の例として生理学者

エティエンヌ＝ジュール・マレー（Etienne-Jules Marey, 1830-1904）が心臓その他の器官の生

理学的なモデルを製作したことに触れている xxxiv。生体の内部を直接的に観察するすべがない

以上、解剖によって得られた仮説の真偽を検証することは困難を極めたにちがいないが、そう

したなかにあってこれらの人体模型は理論を実証するための試金石として用いられたのであ

る。同様の側面は、ふたりの論者によれば、ケンペレンが「話す機械」を製作した背景にも認

められる。彼が「話す機械」を製作した 18世紀は、フランスの医師ドニ・ドダール（Denis 

Dodart,1634-1707）や解剖学者のアントワーヌ・フェラン（Antoine Ferrein,1693-1769）により、

発声のメカニズムが徐々に特定されつつあるような時代であった xxxv。そうした研究が蓄積さ

れていくなか、ケンペレンは発声の原理を検証するためのモデルとして「話す機械」を活用し、

最終的には聾唖者や発音障害者の発音矯正に役立てることをも視野に入れていたという xxxvi。

ところで、解剖学や生理学といった科学の発展は、「話す機械」やその他の人体のモデルを

生んだだけではなかった。人体を徹底して物質とみなすそれらの科学は、人間の本質をめぐる

哲学的な探求にも影響を与えたのである。「話す機械」の製作には直接関係しないかもしれな

いが、その実践と並行して発展した思想として、ここで人間機械論をあげておきたい。人間機

械論といえば、フランスの医師ジュリアン・オフレ・ド・ラ・メトリ（Julien Off ray de La 
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Mettrie, 1709-1751）の著作によって知られるが、その思想の発端はよく言われるようにデカル

トまでさかのぼることができる。先にも少し触れたが、デカルトはハーヴェイらの医学者から

深く影響を受け、人体を力学的なメカニズムの集合として理解するような身体観を発展させた。

そのような思想の最たるものは、デカルトが『方法序説』（1637）において主張した動物機械

説にみることができる xxxvii。そこで彼は人間とその他の動物のあいだに横たわる決定的な差異

を、機械の概念を用いて説明しているのである。デカルトは動物を神のつくりし機械とみなし、

それゆえ人工物としての機械と同じく、固有の力学的法則にしたがって運動する物体とみなし

た。同じように、彼は人間の身体もそうした機械のなかに数えるわけだが、ある本質的な点に

おいて両者を根本的に区別した。すなわち、徹底的な懐疑をもって到達した「我思う、ゆえに

我あり」というよく知られた言葉に集約されるように、デカルトは非物質的な実体としての「理

性的魂」つまり思考する精神を有するという点で人間をその他の動物から弁別したのである。

このようなデカルトの主張は哲学的な心身二元論を代表するものとしてあまりにもよく知られ

ているが、純粋に思弁によってこの結論にいたったわけではなく、製作の実践を通して思考し

ていたことはあまり知られていない。人間機械論の思想史をまとめたレオノーラ・コーエン・

ローゼンフィールドによれば、彼は 1619 年から 1621 年のあいだにはすでに動物を機械と同一

視する考えを持っており、しかもその延長で、ハトの飛行や狩猟犬の行動を模造品によって再

現する計画を立てていたという。それだけではなく、この時点でのデカルトは、磁力で動く機

構を利用して、人間の行動をも再現するつもりだったようである xxxviii。生理学者とは異なり、

デカルトにとって人体を力学的にシミュレートすることは、単に人体の仕組みを検証するため

の手段ではなく、人間の本質をめぐる哲学的な探求――人間は物質に還元されるのか――の手

段でもあった。

このようなデカルトの思考方法は、『方法序説』のある箇所にもみられる。そこでデカルト

は思考実験をおこない、人間と機械を比較しているのである xxxix。その思考実験の内容を要約

するなら、次のようになる。実験の前提として、デカルトはまず「私たちの体と似たものを持

ち、実際生活のうえでできるかぎり私たちの行動をまねする機械」を用意し、そうした機械と

人間を区別することは可能だろうかと問う。当然ながら、デカルトは確実に区別することがで

きると答えるわけだが、その根拠として彼はふたつの手がかりをあげる。ひとつの手がかりは、

応答の能力である。たとえその機械がいくつかの言葉を話し、「どこかにさわれば、何を言い

たいのかと質問し、ほかの所にさわれば、痛いと叫ぶ」ような機能を有していたとしても、こ

ちらの問いかけに対し、いろいろと言葉を並び替えて答えることはできないだろうというので

ある。もうひとつの手がかりは、状況への適応である。人間は臨機応変に行動するが、機械は

状況に応じて行動することができない。たとえいろいろな動作をおこなうことができたとして



― 64 ― 声の機械化―オルタナティヴな音響再生産の理論と実践

も、機械はあらかじめ決められた動作をくりかえすことしかできないからだ。デカルトによれ

ば、これらふたつの点において、人間と機械は確実に区別されるだろうというのである。だが、

ほんとうに彼は両者を峻別することに成功したのだろうか。ブルース・マズリッシュが示唆す

るように、この思考実験の興味深いところは、彼が人間を機械から区別する基準を「行動」に

求めた点にある。つまり、デカルトは機械が人間と同じようにふるまうことができないことを

理由に、両者を区別したのである。では、もしもデカルトがあげた条件を満たすような機械―

―臨機応変に問いかけに答え、行動するような機械――が現われたとしたら、どうなるだろう

か。彼の論理に従うなら、そのときわたしたちには人間と機械を確実に区別するすべはないと

いうことになりはしないだろうか。そうとらえると、デカルトの思想は人間と機械あるいは精

神と物質を厳格に区別するようでいて、その実、両者を接近させるような側面をはらんでもい

たと言えるかもしれない xl。

興味深いことにその後ヨーロッパ各地では、まるで彼の思想に応じるかのように、オートマ

トン（自動人形）の製作が盛んになっていった。デカルトと同じフランスでは、ジャック・ヴォー

カンソン（Jacques Vaucanson, 1709-1782）が、人間やその他の動物のさまざまな行動を機械

仕掛けの人形によって再現し、宮廷で人気を集めたことで知られる。たとえば彼が 1737 年に

製作した等身大の「笛吹き」は、人工の唇から唄口に空気を送ったり、指を実際に動かした

りするなど、フルート奏者の動きを忠実に再現し、12 曲のレパートリーを自動演奏したとい

うし、翌年に製作した「アヒル」は、水鳥の摂食や排泄の行動をゼンマイ仕掛けで再現し、

内部には消化器官に似た働きをする構造物を持っていたという。結局、「アヒル」は実際に

消化をおこなうわけではないことが暴かれてしまうが、これらの作品はヴォーカンソンが人

間とその他の動物を分け隔てなく機械とみなし、実際に機械として再現しようとしていたこ

とを示している xli。また、スイスでは時計職人のピエール・ジャケ＝ドロー（Pierre Jaquet-

Droz, 1721-1790）が書字や描画、楽器の演奏などをおこなう、いくつかの精巧な自動人形を

1770 年前後に息子と共作したことで知られている。これらは現在もヌーシャテルの歴史博物

館に展示されており、二体は実際に稼働する様子も公開されている。そのうちの一体は鉛筆で

デッサンをおこない、ルイ 15世やジョージ３世の肖像を精緻に描くというし、もう一体はイ

ンク壺に万年筆をつけ、紙面に見事な筆致で文字を連ねるという。製作から二世紀以上が経過

した現在でも稼働すること自体が驚きだが、さらに驚くべきはそれらの人形のひとつが紙面に

書き記す文章が「我思う、ゆえに我あり」であるということだ xlii。この選択は哲学的な冗談と

もとれるし、ジャケ＝ドローの技術者としての自負――いつか本当に思考する機械をつくるこ

とも不可能ではない――によるものともとれるが、真相は明らかではない。だが、これがデカ

ルトの思想に対する挑発を含んでいる、あるいは少なくともそう受け取れることは確かである
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ように思われる。あたかもジャケ＝ドローは「どうだ、この人形は考えているように見えるだ

ろう？」とわたしたちに問いかけているかのようである。

こうした技術者たちの活躍を受けて、18世紀後半にはデカルトの思想をよりラディカルに

発展させた、人間機械論の思想が登場した。「人間は自らゼンマイを巻く機械であり、永久運

動の生きた見本である」という有名な言葉で知られるように、ラ・メトリは人間を一種の自動

機械とみなし、それゆえ、人工的に創造することも不可能ではないと考えた。解剖学者や生理

学者がそうとらえたように、人間が固有の力学的法則に従って運動する物体にすぎないとすれ

ば、人間の手でつくられた機械と本質的には何も変わらないというわけだ。こう考えるラ・メ

トリはヴォーカンソンらの仕事を引き合いに出しながら、次のように主張することもためらわ

なかった。

人間の猿に対する関係、そしてきわめて頭のいい諸動物に対する関係は、ホイヘンスの惑

星振子時計の、ジュリアン・ル・ロワの時計に対する関係のごときものである。惑星の運

行を模倣するには、時刻を記しないし打たせるのに較べたら、より多くの機械、より多く

の車仕掛け、より多くのゼンマイが必要であり、ヴォーカンソンにとって、かれの「笛吹

き」を作るには「アヒル」を作るよりも多くの技術が必要であったとすれば、「話す機械」

を作るためにはさらにそれ以上の技術を必要とすることだろう。だがそうした機械は今や、

なかんずく新しいプロメテウスの手にかかれば、不可能とみなすことはできない。xliii

ここでラ・メトリはデカルトの思想を逆なでするように、人間と動物と機械には本質的な差異

などないということをラディカルに主張する。彼によれば、人間と動物との差異は、時刻を示

す時計と惑星の運行を示す天文時計のあいだの差異と同じようなものである。つまり、機構の

多寡において違いはあれど、その差異は程度の問題にすぎないというのである。それと同じで、

人間と機械のあいだの差異もまた、ラ・メトリの考えではやはり程度の問題にすぎず、ヴォー

カンソンの「アヒル」と「笛吹き」の差異と何ら変わらないのである。とすれば、人間のよう

に言葉を話す機械をつくりだすことも、「新しいプロメテウス」たる技術者の手にかかれば、

決して不可能ではないだろう。このようにしてラ・メトリは、デカルトの思想を継承しながら

も、同時代に発展した自動人形の製作に後押しされるかたちで、人間と機械を同一視されるに

いたったのである。

さて、本章ではいささか遠回りをしながら、「話す機械」の製作がおこなわれた背景をみて

きたが、ここで機械が当時どのようにとらえられていたのかを簡単にまとめなおしておこう。

本章のはじめにみたように、18世紀後半に登場した「話す機械」はいずれも人体の構造、と
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りわけ発声器官の構造を参照してつくられていた。「話す機械」から視野を広げるなら、この

ように人体を模してつくられた機械は当時において少なくともふたつの役割を担っていたと言

うことができる。ひとつはさまざまな身体器官の働きを検証するための実験器具としての役割

である。先行する研究が指摘してきたように、これはケンペレンが「話す機械」を製作した際

の動機にも関わっている。彼の目的は「発音のメカニズム」を明らかにし、ゆくゆくは発音の

矯正に役立てることにあったからである。もうひとつは哲学的な探求の手段としての役割であ

る。デカルトからラ・メトリへと継承された機械論の思想において、自動人形は人間と機械の

あいだの境界を探り、人間とは何かを問うために参照された。興味深いのは、自動人形の製作

者たちがデカルトの思考実験をあたかも現実化するかのように、人間の〈内面〉ではなくもっ

ぱら〈外面〉へと注意を向けていったということである。ヴォーカンソンやジャケ＝ドローの

仕事は、芸術や哲学のような文化的な営為を題材としながら、それらの精神的な側面ではなく、

外見と動きというもっぱら物質的な側面において人間の行動を模倣するものであった。これと

同じような傾向は、「話す機械」にも見出すことができる。それらもまた人間の声を精神の表

象としてではなく、もっぱら器官の力学的なメカニズムによって生じる音響として扱うもの

だったからである。このように声という現象を純粋に物質的なプロセスにおいて表現したとい

う点で、「話す機械」は単に発声のメカニズムを知るための手段ではなく、人間を機械との関

連において再定義しようとする思想的な動向の一部であったと言えよう。

次章では、このような登場の背景を踏まえつつ、「話す機械」の受容に注目してみたい。「話

す機械」は解剖学や生理学のような人体の科学を背景にして登場したが、やがて科学の領域を

越えて大衆的な見世物として受容されるようになっていった。最後に、19世紀半ばのロンド

ンにおいて公開された「ユーフォニア」をめぐる当時の論評をとりあげながら、その機械仕掛

けの声が近代社会においてどのように体験されたのかを考えてみたい。

3. 機械仕掛けの分身――「ユーフォニア」の受容を手がかりに

前章では「話す機械」や自動人形のように人体の模造品がつくられた背景として、解剖学や

生理学といった科学の影響下で発展した機械論的な身体観をとりあげたが、ヴォーカンソンや

ジャケ＝ドローの作品は決して純粋に科学的な関心によってつくられたわけではなく、一種の

娯楽品として世に出されたことはよく知られている。ケンペレンやファーバーの作品も例外で

はなく、科学者や思想家のサークルを超えて、広く大衆的な見世物として公開された。本章で

は、とくにファーバーの「ユーフォニア」をめぐる受容の状況に注目し、それが電話や蓄音機

が登場する以前の近代の大衆社会において声をめぐる認識にどのような影響を与えたのかを考
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えてみたい。

ケンペレンとは異なり、在野の技術者であったファーバーはもともと興行収入を期待して

「ユーフォニア」を製作したと思われ、各地で協力者を得てショーをおこなった。ただし、理

由は定かではないが、先に述べたように、在米中の 1843 年から 1845 年のあいだにニューヨー

クとフィラデルフィアでおこなったショーはいずれも興行としては失敗に終わったとみられ

る xliv。とはいえ、在米中の活動はまったくの失敗というわけではなく、ファーバーの作品は

19世紀最大の興行師として知られるP.T. バーナム（本名フィニアス・テイラー・バーナム

Phineas Taylor Barnum, 1810-1891）の目に止まり、ロンドンのエジプシャンホールで 1846 年

7月からおよそ一年にわたって公開されることになった xlv。リチャード・オールティックが大

著『ロンドンの見世物』において生き生きと描いているように、ヨーロッパ諸国のなかでもい

ち早く産業革命を経験した大英帝国の首都ロンドンは、18世紀以来、自動人形のような機械

仕掛けの見世物がヨーロッパ各地から集められる娯楽の中心地であったわけだが xlvi、かの地

にあってもやはりファーバーの興行は必ずしも成功したとは言えなかったようである。興行主

のバーナムは自叙伝のなかで当時のことを回想しつつ、その興行が「なんらかの説明不可能な

理由で成功にはいたらなかった」としている xlvii。ただし、「ユーフォニア」は目の肥えたロン

ドンの観客を前にして、興行としては必ずしも成功しなかったものの、一個の発明品としては

認められたようである。内覧会に出席した『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』の記

者は、「ユーフォニア」を「最も非凡な発明品」であるとして次のように報じている。

月曜日〔1846 年 7月 20日〕、私たちはこれまで展示されてきたなかで最も非凡な機械

仕掛けの内覧会に出席した。その機械仕掛けの力は、なんらかの共謀の疑いを少しも挟む

ことなく、有名なチェスプレーヤーの自動人形に関して私たちが聞き及んでいたものに匹

敵する。私たちが言っているのは、英国に到着したばかりのウィーン出身のファーバー教

授の発明品のことである。 

その自動人形は上半身だけの等身大のトルコ人の姿をしており、いくつかの枕にもたれ

かかっている。しかしながら、機械のあらゆる部分は衆目にさらされており、その骨組み

は部屋中を引き回された。それには一列の鍵盤、もっと正確に言えば、ペダルがつながれ

ている。これらをさまざまに組み合わせて押さえることで、明瞭な言語音がつくられるの

である。機械の指揮者たるファーバー氏はドイツ人であるため、当然ながら人形は英語よ

りもドイツ語を話すときのほうが流暢だ。しかし、それはフランス語、英語、ラテン語、

ギリシア語も同様に話すばかりか、ささやき、笑い、歌う
0 0

ことさえできる。すべては鍵盤

を操作する指揮者の機敏さにかかっている。xlviii
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記者は「ユーフォニア」が多様な言語の音声のみならず、ありとあらゆる声の表現を模倣する

ことに率直な驚きを漏らしているが、まず注目すべきはこの書き手が「なんらかの共謀の疑い」

を否定しているということである。このように記者が注意を促しているのは、19世紀前半の

ロンドンにおいては、「トルコ人」をはじめとして「機械仕掛けの力」を偽装した見世物が横

行していたからだろう。そうした見世物の一例として、オールティックは 1840 年代初頭に展

示されていた「アンスロポグロッソス――または歌を歌う機械」という蝋製の頭部像をあげて

いる。これは見世物師がネジを巻くと、頭部像の口から突き出たじょうご状の部分から歌声が

聞こえるという代物であったが、実のところその声は鏡に隠れた腹話術師によって発せられて

いた xlix。また、これと似たような見世物としてオールティックは 1803 年から 1839 年にかけ

てたびたび上演された「姿なき少女」もあげている。これは枠から吊り下がったトランペット

型の口に向かって話しかけると、応答が返って来るというものであったが、実際には伝声管を

使い、隣室から声を送っていた l。同じように「機械仕掛けの声」を売り文句にしていたとは

いえ、これらの見世物は「話す機械」というよりはむしろ、第一章で触れた「話す彫像」に近

い代物であったと言うことができる。

上述の記事はそうした見世物と「ユーフォニア」が異なることに注意を促しているが、ファー

バー自身、発音の原理を詳らかにすることを見世物の目玉としていたようである。スティーヴ

ン・コナーが言うように、「姿なき少女」のような見世物が発音の仕組みを隠蔽することで「観

客の空想と投影の行為」を煽り、発音源を神秘化することに力点を置いていたとすれば、「ユー

フォニア」の体験は「グロテスクな可視性」によって特徴づけられたのである li。「グロテスク」

と言うと大げさに聞こえるが、発音源の由来を考慮に入れるなら、決して言い過ぎというわけ

でもなかったのかもしれない。コナーが引用しているように、当時 19歳でその場に居合わせ

たジョン・ホリングスウッド（John Hollingswood, 1827-1904）は自叙伝のなかでファーバーの

見世物を回想しながら、それがいかに不気味な作品であったかを描写している。彼はそこで

「ユーフォニア」が「人工の歯茎、歯、そしてありとあらゆる発声器官を曝け出していた」こ

とに言及しながら、それを「科学的なフランケンシュタインの怪物」と呼んでいる lii。死体を

継ぎ接ぎすることによってつくられた架空の人造人間のごとく、「ユーフォニア」は人工的な

器官の寄せ集めからなる醜悪な構築物として彼には体験されたのである。ただし、誰もが同じ

ように不気味な印象のみを抱いて帰ったわけではなかった。『モーニング・ポスト』紙の記事

には、ファーバーの見世物の評価すべき点として、「機械仕掛けの驚異」を「魔術」から救い

出したことをあげている。記事によれば、「魔術」とは元来、「科学的な手段によって驚きをも

たらす技」であるが、「秘伝を授かった者以外には秘匿されている」という点で純粋な「科学」
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とは異なっていた liii。記者はそ

うした「魔術」のなかに古代や

中世の「話す頭」をあげながら、

「ユーフォニア」がそれらの発

明品に「科学」の光を当てたこ

とを評価する。それらの発明品

が内部の機構を秘匿し、「機械

仕掛け」を神秘化したとすれば、

ファーバーは「機械仕掛けの力

と音響学の原理を説明し、実証

すること」を目的とし、そのよ

うな原理として「発声器官の模

造物」を提示したというのであ

る liv。『イラストレイティッド・

ロンドン・ニュース』の別の号には、そのような「科学的」なやり方で声にアプローチしたと

いう点で、「ユーフォニア」をヴォーカンソンの仕事に勝る労作として絶賛する記事もみられる。

いわく、「生命を模倣するために機械を適用する」ことにおいて最高の名工と言われたヴォー

カンソンでさえ、「今日のユーフォニアを前にしては、アヒルのように頭を垂れなければなら

ない」 lv。

これらの記述からは、ファーバーの公演においては、音声そのものというよりも、音声を生

みだす発音源としての人工的な器官に注目が集まっていたこと、また、彼自身も意図的にそう

仕向けていたらしいことが分かる。これに加えて指摘しておきたいのは、ファーバーが発音の

仕組みのみならず、その操作方法をも包み隠さず公開していた可能性が高いということである。

『イラストレイティッド・ロンドン・ニュース』に描かれた「ユーフォニア」の挿絵を見れば

分かるように、ファーバーは鍵盤やフットペダルを観客からもよく見えるところに配置し、鍵

盤を操って器官の動作を変えたり、ペダルを踏んで肺の代用となるふいごを動かす様子を提示

していた［図６］。のみならず、ファーバーはときに観客にも操作方法を伝授することさえあっ

たという。バーナムの自叙伝には次のような記述がみられる。

ウェリントン公爵は何度もそれを見物に訪れたが、はじめは「声」が見世物師から出てい

ると考えていた。彼はその見世物師を腕の立つ腹話術師だと思い込んでいたのである。彼

は自分の指で鍵盤に触れてみないかと勧められたが、操作方法をいくつか伝授されると、

図 6
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機械に英語だけでなくドイツ語でもしゃべらせることができた。公爵はこれらの言語に

精通しているようであった。その後、彼はご自分の名前を見世物師の署名帳に書き入れ、

「自動人形の話し手」は機械の天才が生んだ類まれなる製作物であることを保証したので

ある。lvi

ここでバーナムはファーバーが当時のウェリントン公爵に「ユーフォニア」の操作方法を伝授

したことに触れている。おそらく彼は「腹話術」ではないことを明示するためにそうしたのだ

ろうが、興味深いのは公爵がすぐに操作に慣れ、「ユーフォニア」にしゃべらせることができ

たらしいということである。このような記述からは、ファーバーがひとりの演者として舞台に

立っていたとはいえ、「ユーフォニア」の操作を彼にだけ許された特別な技能としてではなく、

誰もが簡単に習得可能なものとして公開していたことが窺い知れる。ロンドンの見世物におい

て、ファーバーが操作方法をどれくらい詳しく説明したのかは分からないが、在米中の 1844

年１月に書かれた新聞評にも、「最も単純な単語でさえも発音するには多くの鍵盤をすばやく

正確に叩かなければならないが、鍵盤を用いるのに技能は少しも必要ではない」とあることか

ら、ファーバーは当時からなんらかのかたちで「ユーフォニア」を誰にでも操作可能なものと

して説明していた可能性が高いと考えられる lvii。

さて、以上みてきたことから分かるのは、「ユーフォニア」の人工的な器官が説明不可能な

力によって動く神秘的な見世物では決してなく、万人に開かれた「科学的」な見世物として聴

衆に体験されたということである。すなわち、「ユーフォニア」はファーバーのみならず、誰

もがその仕組みを理解し、自らの発声器官の代わりに利用することができるようなものとして

体験されたのである。この点で、ファーバーの功績は単にケンペレンの「話す機械」を技術的

に改良しただけではなく、見世物を通じて、その仕組みや成り立ちをなかば教育的に大衆に開

かれたものに変えたことにあったと言えるかもしれない。こうしたファーバーの見世物が後世

にもたらしたかもしれない可能性のひとつは、８月 22日発刊の『パンチ』に掲載された記事

にみることができる。それによれば、「ユーフォニア」をほかの発明品と組み合わせれば、「非

常にすばらしい結果」と「労働の大いなる節約（a great saving of labour）」をもたらすかもし

れないというのである。記事の一部を引用してみたい。

たとえば、昨年展示された、詩を生みだす機械がある。ユーフォニアと組み合わせれば、

英国の即興詩人スローマン氏も霞む即興詩人を生みだすことができるかもしれない。そし

て、名士や紳士の家々で、効果的に朗読するようにできるかもしれない。

バベッジ氏の計算機械と組み合わせれば、ユーフォニアは完璧な作法をもって、大蔵大
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臣や大学の数学教師に代わることができるかもしれない。あるいは、芸術協会で展示され

た印刷活字作文機械のような器具と組み合わせることを考えてみよう。活字の列を組み立

てる（compose）代わりに、それは同じものを分解する（decompose）、つまりは読み上

げることができる。複合機械の片方が各音節を読み取ると、音を出す部分がそれに発音を

与えるだろう。そして、ふいごに取り付けた簡単なグラインダーを用いて、長いスピーチ

を強勢法や雄弁術の利点を最大限に活かしつつ発音できるかもしれない。しかも、ブロア

ム伯爵のようなスコッチ訛りや、シール氏のような甲高い調子、ロバート卿のような鼻声

を混じえることなく、である。lviii

この寄稿者は「ユーフォニア」の発音があまり明瞭ではなく、あらかじめ説明がないと何を言っ

ているのか分からないなどと感想を漏らしているものの、「ユーフォニア」をチャールズ・バベッ

ジ（Charles Babbage, 1791-1871）の「計算機械」（おそらく「解析機関」を指している）や「作

文機械」と組み合わせた「複合機械」として利用することを提案している。興味深いのはその

結果として期待されているのが労働の「節約」であるということである。つまり、計算や言語

処理をおこなう装置と組み合わせるなら、「ユーフォニア」は詩人、数学者、演説家の仕事に

も匹敵するだろうというのである。続く箇所には、そうした「複合機械」を用いて、牧師の説

教や政治家の演説を代行させるアイデアも書かれている。同じ人物が書いたものかは分からな

いが、同様の発想は同じく『パンチ』の 10月 3日発行の号に掲載された記事にもみられる。

そこでは、当時めざましい成長を遂げていた鉄道会社に「話す自動人形」を設置し、電信と組

み合わせて利用するというアイデアが書かれている。ふたつを組み合わせれば、「駅から駅へ

の通信は、その解読に慣れたひとだけが容易に理解することができるような記号によって伝達

される代わりに、即座に音声に変えられるようになるかもしれない」というのである lix。つま

り、電信に「ユーフォニア」を応用すれば、モールス符号その他の文字コードを介さずに音声

で通信することができるかもしれないというわけである。また、同記事にはほかにも同じアイ

デアの応用例として、駅構内の案内放送や電話の応対、遠隔会議などに利用することが提案さ

れている lx。このようなアイデアはほかの新聞や雑誌にはみられないことから、ユーモラスな

風刺漫画や評論を得意とする『パンチ』ならではの機知に富んだ空想として読まれたものかも

しれないが、説明自体は決して荒唐無稽というわけではなく、見方によっては応用の可能性と

して現実味を帯びている。実際、そのようなアイデアは「ユーフォニア」の実用性としてまじ

めに考えられてもいた。先にみたジョセフ・ヘンリーは手紙のなかで、「鍵盤は電磁石を使っ

て動かせるのではないでしょうか。そうすれば、簡単に実行することができるわずかな工夫を

もって、電信線の末端で、別の末端から届いた言葉が話されるかもしれないのです」と書き記
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し lxi、「ユーフォニア」を電信に応用することを提案している。また、彼はそうしたアイデア

の実用例として、教会の説教壇に設置することをあげており、「中心〔となる教会〕に一式の

電信をつなげれば、同じ説教が同じ瞬間にあらゆるところに届けられるかもしれない」と書い

ている lxii。つまり、彼はいわば一種の放送メディアとして「ユーフォニア」を用いることを非

公式ながら提案しているのである。興味深いのは、そうしたアイデアを提案しているのがほか

ならぬジョセフ・ヘンリーであるということだ。ヘンリーはファラデーとほぼ同時期に電磁誘

導の原理を解明した電磁気学の専門家であり、電信の発明に貢献した人物としても知られる
lxiii。そうした経歴を踏まえるなら、先にみたような一連のアイデアは必ずしも荒唐無稽な空想

の産物ではなかったように思われるのである。

これらのアイデアは当時においても多く散見されるようなものではなかったし、結局はどれ

も実現にはいたらなかったが、興味深いのはいずれの場合においても後世の発明に驚くほど似

かよった発想が確認されるということである。たとえば「ユーフォニア」を「計算機械」や「作

文機械」と組み合わせるというアイデアは、現代のコンピュータに利用されている音声合成の

ソフトウェアの発想に通じるところがあるし、電信と組み合わせるアイデアは電話の発想とよ

く似ている。ただし、すでに何度も指摘してきたように、これらのアイデアは発声器官の模造

品を用いるという点で、後世における音響再生産技術の発想とは決定的に異なっている。上で

みたアイデアはいずれも、いたるところに発声器官の模造品が設置され、人工的な口や舌を動

かして言葉を吐き出しているという、現代のわたしたちからみればいささか不気味に感じられ

るかもしれないような状況を含んでいたからである。そうした状況を受け容れるような発想の

存在は、「ユーフォニア」の大衆化を通じて、声をめぐる理解にどのような変化が起きていた

のかをわたしたちに示唆している。すなわち、そこでは声を「精神」や「魂」の表象ではなく、

純粋に物質的なメカニズムの所産とみなし、しかもそのような所産として積極的に利用しよう

とするような理解のあり方が広がっていたように思われるのである。電話や蓄音機が実際にさ

まざまな場面で人間の発話行為を代理するようになる以前、「ユーフォニア」をめぐる受容は

それらとは異質な音響再生産の実践が社会に定着したかもしれないという可能性をわたしたち

に示唆している。「ユーフォニア」は誰もが自分の代わりに話すもうひとつの身体として、機

械仕掛けの分身を持つような社会をもたらしたかもしれないのである。

4.「話す機械」から電話と蓄音機へ

18世紀末に人間の本質をめぐる問いを背景にして登場し、19世紀半ばには見世物として大

衆的に受容された「話す機械」だが、1846 年に大々的に報じられた「ユーフォニア」の見世
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物を最後にその後は実用化されることもないまま、見世物の舞台からもひっそりと姿を消して

いった。非凡な発明品と謳われた「ユーフォニア」の評判にもかかわらず、「話す機械」の原

理が電話や蓄音機のように普及しなかった理由は定かではないが、その公演に不気味な雰囲気

を感じとったという先述のホリングスウッドの回想録は、衰退の理由を説明するのに役立つか

もしれない。彼によると、「ユーフォニア」は「あたかも墓穴の奥底から響いてくるような、しゃ

がれた陰気な声」を発したといい、あたかもファーバーの不吉な運命――興行が振るわず、

失意のなかで自ら命を絶った――を予兆しているかのようであったというのである lxiv。彼の

回想録は件の見世物から半世紀も後に書かれたものであり、多分に脚色が含まれていると推察

されるが、「ユーフォニア」の姿のみならずその声にグロテスクで不気味な印象を感じたのは

彼だけではなかったようである。当時の新聞には「その声音はあらゆる創意工夫にもかかわら

ず、人間の手によって作り出された、生命なき機械にすぎないことを聴き手にたいして即座に

確信」させることや、「発せられる音は耳障りで、耳がそれらに慣れることを要求する」こと

を報じたものもある lxv。つまり、当時の論評には「ユーフォニア」の声に人間と機械、生と死

のあわいで宙吊りにされたものを目の当たりにしたような気味の悪さ、あるいはフロイト流に

いえば「不気味なもの」の印象を描写したものが少なからず見受けられるのである――フロイ

トが「不気味なもの」のひとつに生きているか死んでいるか分からないものを数え、その典型

として自動人形を挙げたことはよく知られている。こうした記述は「ユーフォニア」が普及す

るにいたらなかった理由のひとつを暗に示しているように思われる。「ユーフォニア」は身体

の忠実な模造品として評価されたが、実際に聞こえる音声は人間の身体から発せられたそれと

はあまりにもかけ離れた質感を帯びていたのではないだろうか。人間と機械のあいだの身体

的（物質的）な差異をいやおうなく感じさせるそうした音の質感は、それを「人間の声」の

表象として受け容れることに抵抗するような印象を聴き手に植えつけたのかもしれない。

その結果としてなのかは断言できないが、「話す機械」の仕組みは実用化されることのない

まま、「ユーフォニア」とともに大衆社会の表舞台から姿を消していった。それと入れ替わる

ようにしておよそ 30年後に登場したのが、電話や蓄音機である。はじめに述べたように、そ

れらは発声器官ではなく聴覚器官を再現することで、音声を再生産するような仕組みを持って

いた。「話す機械」ではなく電話や蓄音機の音声が「声」の表象として社会に容認された理由は、

まさしくその発想の転換にあったのかもしれない。機械論的な身体観を継承しているとはいえ、

発話の動作ではなく発話の聞こえを再現するそれらの再生音は、身体を欠いている代わりに、

人間的な声という聴覚的な印象をもたらしたのである。だが、「話す機械」は単に電話や蓄音

機の登場によって駆逐された過去のオルタナティヴな技術の産物としてではなく、ある意味で

は人間の声を機械的に再生産するという営みが社会に容認されていく一契機として位置づけら
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れるかもしれない。人間を一種の機械とみなす思想とともに発展した「話す機械」は、発話の

主体を機械によって代理するという発想を近代社会にもたらすことで、電話や蓄音機が受け容

れられるための土壌を用意することに一役買ったとも言えるのではないだろうか。
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