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アウトライン

• 「International Minidisc Day」 2020年3月7日
：古いメディア技術の再召還？

音楽メディアの歴史の中にMini Discを再配置することを試みる

そのために、「フォーマット理論」の観点を用いる

（1）フォーマット理論
（2）MDフォーマットの技術



フォーマット理論：フォーマットとは

• ジョナサン・スターンによる「MP3」研究の中で提示
「フォーマット」という言葉はある媒体の外観、印象、経験、働きを左右するようなあらゆる種類の規定を
意味する。技術が作動するときに従う一連の規則を指すこともある。（Sterne 2012: 7-8）

パソコンのファイルフォーマット、レコードのLP・45回転・78回転、CD-DA・CD-MIDI・CD-MO、
ディスプレイ・スクリーンの縦横比率、もちろんZoomの画面サイズや音声チャンネル数

コミュニケーションに関するメディアのあり方は、フォーマットによって規定されている
＝フォーマットの作用は、そのメディアの技術・制度・使用の慣習などに表れる

• ちなみに『大辞林』（第三版）では

① 形式。書式。
② コンピューターで、データやその記録媒体に設定される一定の形式。あるいは、記憶媒体にデータを
記録できるようにするため、一定の形式で記録領域を区分し、管理領域を設けること。初期化。

③ ラジオ・テレビ番組などの構成・形式。



フォーマット理論：メディアリティー

私が「メディアリティー」（と形容詞の「メディアティック」）という言葉を使うのは、メディアに備わる性質また
はメディアに関わる性質のこと、さらに通信技術それぞれが別の技術を形式または内容というかたちで複雑
に参照することを、思いだしてもらいたいからだ。（Sterne 2012: 9）

• メディアはそれ自体が自律した存在として現実を媒介しているわけではない。他のメディアが持つ特色を
相互に参照し、引用し、組み替えることによって、その時点でのメディアの姿として立ち現れる。メディア
技術それぞれの固有性とされるものは、自明なものでも確固として自律しているものでもない。

- MP3ファイルのビットレート 128kbps：開発時のISDN回線の帯域幅の痕跡
- レコードの回転数 33 1/3rpm：無声映画1本分の時間に合わせた痕跡
- メディアの分類自体が歴史とともに変わる：Eメールは「パソコン」か「メール」か？



フォーマット理論：メディアリティーとフォーマット

• メディア同士の参照関係に関する議論

マーシャル・マクルーハン 「あらゆる媒体の『内容』はいつも別の媒体である」

ジェイ・ボルター＋リチャード・グルーシン 「リメディエーション」：新しいメディアは古いものを再媒介

メディアリティーとは、メディア同士の優劣は問題にせず、相互参照の様相を単に示す概念

• メディアの分類が固有のものではないとすると、別の尺度が必要となる
メディア間を横断してその働きを規定するもの：フォーマットの作用
その意味では、フォーマット理論はメディア理論を補完するものと考えることができる



フォーマット理論：フォーマットとは

• 技術的な取り決め（メカニズム、プロトコル）

• 制度的なルール（法的ルール、業界での標準）

• ユーザーの経験の方向付け（使用の慣習）

フォーマットの作用はメディア技術のあり方を幅広く規定している

• フォーマットに着目したメディア研究の射程は、

インフラストラクチャー、国際企業連合、技術システム全体のような巨大な領域と同じように
ソフトウェア、運用基準、コードのような小さな領域にも（Sterne 2012: 11）

幅広く目を向ける必要がある（＝STSの方法論との共鳴）

• フォーマット策定の具体的なプロセスを調査することで、その作用について明らかにすることができる



フォーマット理論：インタフェースとしてのフォーマット

• アクスル・フォルマーによる整理（Volmar 2017）

フォーマット：サイズや形状、図表などでの情報の配置や構造、情報や信号を制御するデータなど

- コンテンツの情報量とメディアの容量の比率を規定する機能

- メディア間の互換性や相互運用性を維持する機能

• フォーマットはメディア同士のインタフェースとして作用する
メディア技術の「標準化」プロセス：MP3の標準化（Sterne 2012: Chap. 4）



フォーマット理論：デジタルメディアのフォーマット

• レフ・マノヴィッチによる指摘（Manovich 2013）

従来的なメディウムごとの固有性はソフトウェアによるシミュレーションにより拡張
メタメディウムとしてのコンピュータ/ソフトウェアが包括的に実行する状況

• コンピューター上の特定のソフトウェアが実行する機能や表現は、プログラミング言語でコード化された特
定のデータのフォーマットに徹底的に依拠している。今日的なメディアリティーにおいては、物理的な装置
におけるフォーマットの問題以上に、それぞれのオペレーティング・システムでのフォーマットの区別と依存が
徹底されている
- 異なったファイルフォーマットを異なったソフトウェアで読み込むことはできない



フォーマット理論：フォーマットの研究へ

① メディアリティー：メディア同士の参照関係を前提とする

② 技術的なフォーマットの策定プロセスを明らかにする

③ メディアの分類を横断して作用するインタフェースとしての機能に着目する

④ （とくにデジタルメディアはフォーマットの作用を考察することが必須）

• フォーマット研究の広がり
- 1950年代アメリカのカラーテレビでの信号処理と解像度の関わり（Mulvin and Sterne 2016）
- 「フォーマット研究」のまとまった論集（Volmar, Jancovic and Schneider eds. 2020）



Mini Discのフォーマット研究に向けて

• 単なるカセットテープ代替の「消費者向けのデジタル録音技術」（谷口・中川・福田 2015: 214）、
またiPod＋音楽配信の広がりに敗れて消えた過渡期的なメディア技術

• しかし、フォーマットの水準に着目すると、より幅広いMDの姿が見えてくる
音楽メディアの歴史にMDを再配置し、周囲のメディア技術との布置連関について考察するためには、
MDに含まれるフォーマットの水準について明らかにしなければならない

• 本発表：
MDにはどのような「他のメディア技術との参照関係」を見出すことができるのか、
SONYのカタログ資料の分析を中心に、今後の研究に向けた方向性を示す



ソニーのカタログにおけるMD：MDの売り

「コンパクト」「記録可能」「扱い易い」「実用上充分な耐振性」等のようなコンパクトカセットの持つ長所と、
「高音質」「クイックランダムアクセス」「対劣化性」等のCDの持つ長所、両方を兼ね備え（前田 1993: 
p.841）たメディアとして、1992年にソニーから発売

• 「クイックランダムアクセス」CDと同じく曲の頭出しが可能

• 「デジタル録音・再生」 CDレベルの高品質録音をカセットテープと違って劣化することなく聞ける

• 「編集機能」 TOC(Table Of Contents)、曲名表示や曲ごとのデータ編集が可能

• 「コンパクトサイズ」 カセットテープの3分の1しかない体積による可搬性

• 「取り扱いが簡単」 テープと違い伸びたり絡んだりせずディスクがカートリッジに入っているため頑強

• 「音飛びに強い」 読み取りデータをメモリーにバッファする仕組みで衝撃による音飛びを無効化



ソニーのカタログにおけるMD：使用の空間

• 「街で、ミニディスク」

• 「部屋で、ミニディスク」

• 「クルマで、ミニディスク」

• 『ウォークマンの修辞学』（細川 1981）で整理された
利用の空間と同様
＝カセットテープ（ウォークマン）の使い方を踏襲している



ソニーのカタログにおけるMD：商品ソフトとして

• 「録音済の再生専用メディア」としての販売
リイシュー、新譜がMDソフトとして販売された

• 「MD選書」
レコードからCDへの移行と同様に取られたリイシュー戦略

• レコード製作者としてのソニーにとってのMDの位置づけ
＝CDソフトのあり方を踏襲している



ソニーのカタログにおけるMD：

• 産業による新しいメディア技術の位置づけ：
カセットテープやCDを引き継ぐものとしてのあり方が投影されていた

• メディアの分類を前提として論じるのであれば、カセットテープ・CDとの接続を指摘して十分？

• しかし、フォーマット理論の観点からすると、その技術的な特徴と、その策定プロセスを追求する必要がある



MDフォーマットの技術

• MDのフォーマット策定時における他のメディア技術との参照関係

① 「光磁気ディスク（Magneto Optical Disc）」

② 「ATRAC（Adaptive TRansform Acoustic Coding）」

③ 「SCMS（Serial Copy Management System）」



MDフォーマットの技術：光磁気ディスク

① 「光磁気ディスク（Magneto Optical Disc）」
レーザーの熱でディスク上の磁気を制御する「磁界変調光学方式」によって
情報を記録、再記録（上書き）が可能

• CD-MO規格（オレンジブックパートⅠ）の技術
商品化されなかったCDファミリーの技術を用いている

• 「3.5インチ フロッピーディスク」「MO」のシェル？
未調査だが、いずれもソニーが80年代に商品化した技術

• 光磁気記録技術へのこだわりはソニーのエンジニアの「哲学」（井橋 2018: 75）



MDフォーマットの技術： ATRAC

② 「ATRAC（Adaptive TRansform Acoustic Coding）」
マスキング効果などの聴覚心理現象を利用、人間には聞こえない音を効率的にカットすることで
音声データ量を削減する音声圧縮技術（MP3と同様の考え方）

• 目的：小さいディスク（64mm）の容量でCD（120mm）と同等の録音時間を確保

• MDフォーマットの改良のためにATRACも改良（ATRAC3実装のMDLPは録音時間が増加）
ATRAC3ファイル（.aa3）はソニーの音楽配信サービス「mora」などで使用されたファイルフォーマット

• フィジカルメディアというだけでなく、音楽配信の経済とも相互に参照し合っていたことになる



MDフォーマットの技術： SCMS

③ 「SCMS（Serial Copy Management System）」
MDは音質劣化せずCDからのデジタルコピーが可能、コピー回数を1回に制限する著作権管理システム

• DAT（Digital Audio Tape）規格の策定プロセスで、メーカーとレコード産業の折衝（DAT懇談
会）を通じて導入された技術

• ユーザーの使用を規定する制度的な面でも他のメディア技術との参照関係がある



まとめ

• MDフォーマットの技術的な規定の中に見出せる、他の音楽メディア技術との参照関係

• カセットテープやCDを「踏襲する」だけでなく、同時代的な他の技術と相互に関与し合っている

いろいろなメディアとつながっていること、だからおもしろい、と言いたいわけではなく、逆にいうとそうしたメディ
ア間の参照関係を記述することによってしかMDの当時のあり方を説明することはできない、と言いたい

現時点では、MDフォーマットに内包された他のメディア技術の痕跡を整理している段階
今後は、フォーマットの策定プロセスの精査、フォーマットがインタフェースとして作用した状況、
等について詳細な調査分析を行う必要がある



参考文献

ご清聴ありがとうございました！懇親会＠SpatialChatでも話しましょう！

Manovich, Lev Software Takes Command, Bloomsbury, 2013.
Mulvin, Dylan & Jonathan Sterne “Scenes from an Imaginary Country: Test Images and the American Color Television Standard, 

Television & New Media, vol.17, no.1, 2016,21-43.
Sterne, Jonathan MP3: The Meaning of a Format, Duke University Press, 2012.
Volmar, Axel "Formats as Media of Cooperation," Media in Action, vol.1, no.2, 2017, 9–28.
Volmar, Axel, Marek Jancovic and Alexandra Schneider (eds.) Format Matters: Standards, Practices, and Politics in Media Cultures.

Meson Press, 2020.
井橋孝夫「コンパクトディスク（CD）の開発、実用化技術系統化調査」『国立科学博物館技術の系統化調査報告』Vol.25、2018年。
谷口文和・中川克志・福田裕大『音響メディア史』ナカニシヤ出版、2015年。
細川周平『ウォークマンの修辞学』朝日出版社、1981年。
前田保旭「4．オーディオ機器における新技術 4-1 ミニディスク」『テレビジョン学会誌』47（6）、1993年。

『ミニディスクハード＆ソフトシリーズカタログ』SONY、1994年2月版。
『ポータブルミニディスクカタログ』SONY、1995年8月版。


