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BioReality をめぐる
生命美学的遍歴

Hideo Iwasaki 岩崎　秀雄
早稲田大学理工学術院，生命美学プラットフォーム metaPhorest

1 ．はじめに
　特集のタイトルは「Bio-inspired Reality ─VR から BR
へ─」である．Bio-inspired Reality とは何を指すのだろ
う？専門外の私が直観的に想像するのは，生命のなんら
かの模倣（biomimetics）を介し，必ずしも生命的あるい
はリアルと思われていなかったような存在（たとえばロ
ボットや機械や視覚体験など）に，従来感じることのな
かったリアリティや生命性を感得することだ．だとする
と，それはヴォーカンソンや，からくり儀右衛門（田中
久重）の古典的なオートマタ（自動人形）や，近年の
ヒューマノイドロボットやアンドロイドのような試みが，
少なくとも関連する対象として論じられるべき分野なの
だろう．そして，そうした分野については，私よりもVR
学会に所属しておられる方々のほうがお詳しいだろう．
　そこで，とりあえず原点に戻って愚直に考えてみた．
Bio-inspired Reality が仮に上に述べたようなことを指すと
したら，そこにはいくつかの前提が必要だ．まず，Reality
という以上，それを感得する何らかの主体を要請するだ
ろう．それは，通常「私たち人間の主観的体験」を指す
と思われる．そしてそこで感得される Reality は，その
認識主体の外部もしくは内部にある Bio の何らかの要素
と相関を持ちうることが想定される．こう考えると，こ
の構図は「そもそも生命性というリアリティ（BioReal-
ity）をどう獲得するのか」という，より根源的な問いに
関係するように思われてくる．

2 ．生命美学
　生命は複合的な概念であり，非常に大雑把に言って二
つの観方がある．一つは「人間がいようがいまいが，生
物なる対象に宿る特性」であり，もう一つは「感得者と
の間主観的な関係性に宿る特性」である．前者を存在論
的，自然科学的対象，後者を認識論的，人文学的対象と
しての生命と大まかに分別することはできる．しかし実

際にはそれらは直交しつつ，ループを形成していて，非
常に込み入った境界線が不断に生成されているようなと
ころがある．むしろその入り組んだ構造そのものを生命
的と見なすほうがよいかも知れない．そしてこの構造は，
アートそのものの見取り図にもなりうる［1-3］．芸術は「作
品自体に宿る価値」と「鑑賞者との間主観的な関係性・
体験に宿る芸術的価値」の両面が常に意識され，混淆す
る営みだからだ．こうした，直交し，かつループする二
つの観方の綱引きは，少なくとも近代化以降，生命，芸
術，さらには人間を巡って自覚的に行われてきたと言っ
てよいし，さらに源流を辿れば古代に萌芽が見出される
ことだろう．しかし，その都度それが「新たに」問われ
続けてきたように見えるのは，文脈依存的な視点の更新
が，時代背景や技術革新と連動して再帰的に起こってき
たからである．
　生命に関して言えば，次のような例が思いつく．たと
えば，進化論（総合説）により生命の進化と連続性・多
様性が解釈されるようになったこと，生化学的な視点か
ら「結局人間や生物も物質の集合体に過ぎない」と見な
されるようになったこと，分子生物学の登場に伴って

「生命はデジタルな情報に制御された物質系」と認識され
たこと，非平衡系・非線形科学の展開により「エネル
ギーと物質のたえざるやり取りを通じた非平衡系」と捉
え直されたこと，免疫学のほうからは「神経系とは異な
る，免疫系を介した自他弁別のロジック」が提唱された
こと，人工生命研究や数理生物学の展開からは「物質で
はなく，ある種の数学的な構造こそが生命の本質である」
と看破されたりしたこと．こうした知見は，その都度生
命に関するイメジャリーの更新をもたらすだけでなく，
常に人間観の見直しを促し，ひいては芸術観の更新にも
度々波及してきた．
　美学者の秋庭史典は，その著書『あたらしい美学をつ
くる』の中で，こうした状況を考える上で重要なヒント
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を与えてくれている［4］．その導入で背景として語られる
のは，近代美学を構想したカントの意図だ．秋庭の解釈
では，カントは（現在自然科学と呼ばれるところの）自
然哲学によって明らかにされてきた世界像（機械論的世
界観）と，宗教や精神活動を含む人文的世界像（目的論
的世界観）のギャップをどのように調停するのかを考え
させるものとして，「美・美学」を措定したという．むろ
ん，当時の状況が，現代にそのまま当てはまるわけでは
ないし，カントのプログラムが十全に機能したという保
証もない．しかしその解釈は，上に書いたような「生命
に関する多様な観方が織りなす複雑な境界」を読み解き
つつ，その一部であり続けるような姿勢を「生命美学」
と呼びたいという私の欲望に，一つのアリバイを与えて
くれる．
　秋庭は，そのカントの美学の射程を現代風にアレンジ
することで，現代の「あたらしい美学」の役割を，「科学
によって解明され，技術によって改変されていく自然の
中でどのように生きるべきか？この問いを喚起するもの
を美と捉え直し，それを世界の中に位置づけること」で
あると主張した．それは，科学・技術の持つ社会的・歴
史的・思想的背景だけでなく，政治的な機能も含めた人
間のありようを，美学の名のもとに統合的に捉え直そう
とする試みでもある．言うまでもなく，生命はそうした
アプローチの典型的な対象でありうる．
　次節では，以上のような問題意識や関心を抱えつつ，
筆者が関与してきたことをいくつか簡単に紹介しておく．

3. 1．「細胞を創る」研究会の立ち上げ（2006～）
　詳細は拙著［1］ に記述したので参照していただきたいが，
この研究会は最先端の科学・技術を結集して「細胞を創
る」研究に関する議論を行うための超学際的なコミュニ
ティである［5］．主要な構成員は，生命機能の試験管内再
構成系を基本として，人工的に細胞（あるいは「生きた
物質の複合体」）を創ろうと試みる研究者たちである．ま
た，大規模な遺伝子改変を伴って既存の生物を人工的に
改造しようとするゲノム工学も重要な柱として含まれて
いる．これらは，「生物学的な生命の定義」あるいは「生
命の誕生する瞬間」を実験的に再構成する科学的な挑戦
であるとともに，それを通じて医薬・環境エネルギー分
野への応用が注目される領域でもある．しかし同時に，

「生命を造ろう」とする人類の欲望に根差した行動であ
り，文化的にも倫理的にも思想史的にも多くの論点を孕
む．それだけに科学者や技術者に特化する研究会であっ
てはならない．そこで，二つのことを提案した．一つは
会の名称を「細胞を創る」研究会としてカッコ付きにし，

「細胞を創ろう研究会」ではなく，飽くまで「細胞を創
る」ことを巡って批判的な検討も含めた学際的な議論の
場とするという意志を示そうとした．二つ目は，いま書

いたように研究会の批評性を踏まえ，人文社会系の研究
者・ジャーナリストも重要な構成員とすることを宣言し
た．この研究会は，いわゆる合成生物学の国内随一の学
会となっているが，いまでもシンポジウムの 4 分の 1 は
人文社会系に充てられている．これは，既存の生命科学
の研究会においてはかなり斬新なものだったと思う．

3. 2．生命美学プラットフォーム metaPhorest の立ち
上げ（2007～）

　筆者は微生物学研究者兼造形作家であり，生命科学の
研究室を早稲田大学で主宰しているが，上述の関心に伴
い，研究室・実験設備を生命やバイオテクノロジーに関
心を持つ作家や研究者に開放し，創作の場を提供したり，
生命美学・バイオアートに関わる議論を活性化するため
のプラットフォームを2007年に立ち上げた．今までおよ
そ20名の作家が滞在し，プラットフォームを活用してい
ただいており，2018年現在，約10名ほどが籍を置いてい
る．その特徴は，昨今流行りのワークショップやハッカ
ソンと異なり，年単位に及ぶ長期的な付き合いを伴う点
にある．腰を据えた学際的な活動は，一度きりのお祭り
ではなく，むしろお互いの意見の軋轢や議論の膠着など
を含む継続性の上に成り立つからだ．アートと科学の安
易な融合を避けるためにも，それは必要な時間であり，
それを通じて多くの気付きが双方にある．その活動につ
いては，最近『美術手帖』誌に特集していただいている
ので，ご参照いただきたい［6］．

3. 3．“Biogenic Timestamp”（2010～）
　密閉された培養槽の中で，作者が使っていたパソコン
のマザーボードが腐食しながら，ミネラル分を培地中に
放出している．それをゆっくりと吸収しながら，身近な
環境から作者が分離したシアノバクテリア（酸素を発生
する光合成微生物）が育っている．それは，一面では PC
を栄養源として増殖する微生物に他ならない．そして，
微生物に蓄えられたミネラルは，微生物による生物堆積
によって石灰化され，マザーボードの表面構造は変化し
て行く（図 1 ）．このように，一旦は人間によって形を変
えられた物質が，時間の蓄積の中で，再び新たな形に

（biogenic に）変換されていき，微生物の生の痕跡は新た
な造形物となる．100年後，1000年後には，どのようなラ
ンドスケープに転生するだろうか．
　このプロジェクトを開始した2010年頃，スペキュラ
ティブデザインの担い手たちは，数十年のスパンの未来
予測をもとに，新たなバイオアートのメディア・表現対
象として合成生物学に求めた．しかし，それはあまりに
短期的な未来予想図でしかない．この作品で共同作業を
行っている Oron の地元西オーストリアには 35億年前の
地層や，気の遠くなるような時間を経て生物たちが石灰
化やミネラルを沈降させて形成した地殻が多く分布して
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いる．生命が介在することで改変された地層から，私た
ちは鉱物やミネラルを切り出し，工業製品を作りだして
いるのだ．このプロジェクトは，地質学的な時間と生物
学的な時間を切り結び，生命が転生させてきた地殻を利
用する人間の欲望と営みを反転させてみる試みだ［7］．

3. 4．“Culturing〈Paper〉cut”（2013～）
　シアノバクテリアが，生物学の論文（paper）を切り
刻んだ切り絵を配した培地上で培養（culturing）され，
ゆっくりと成長・運動しながら複雑なパターンを描いて
いく作品である（図 2 ）．バクテリアがある程度成長した
ら，シルクスクリーンのように紙部分を新たな培地に移
植することで，パターンを不正確に複製すべく再利用で
きる．ここで素材となっている論文は，シアノバクテリ
アの形態形成や体内時計に関する私自身の研究成果の一
部である．
　客観性を旨とする科学論文には，実際には強度の主観
的見解，主体的観察の過程が刻印されている．この作品
では，そうした研究者の能動的行為を示す部分や一人称
的な記述が切り取られ，バクテリアがそれをハッキング
するかのように繁茂していくことで主客が転倒されてい
く．論文の図の部分は敢えて残してある．生物学の論文
において，図は重要な位置を占めており，論文のテキス

トは図の脚注といってもよい．このため，科学論文の図
は独特の視覚文化様式を備えている．つまり，ここには
科学的表象としての図，工芸的な造形としての切り絵，
ジェネラティブなバクテリアのパターンの三者の意匠が
共存しながら絡み合っている．そして，描き出されるシ
アノバクテリアのパターン形成は，表現メディアである
とともに更なる生物学研究の対象にも転化しうる．この
作品は，上記の生命美学の見取り図の，不確実な箱庭の
ようなものであり，一種の私のマニフェストでもある．

3. 5．人工細胞の慰霊（2016～）
　3. 1 で紹介した，人工細胞研究の最新の展開を踏まえ
つつ，実験動物慰霊祭や道具の供養などをヒントとして，

「人工細胞の慰霊」という設定を具体的に実装したプロ
ジェクト（茨城県北芸術祭2016）．主要な人工細胞の研究
者達から，人工細胞の「亡骸」や使用済みの実験機器を
提供してもらい（図 3 上），壺に納めて祭壇を構成して展
示したのち，それを恒久設置した石碑（人工生命・人工
細胞之塚，図 3 下）の下に埋めた．
　人工細胞たちは，私たちにとってどのような「いのち」
でありうるのか．慰霊や葬儀を含む形で涵養されている
日常的・情動的な生命観とどのように関連するのかを探
究するため，敢えて「人工細胞は慰霊されるべき存在な
のか」「人工細胞における死とは何か」といった問いを設
定し，研究者たちや関係者たちにぶつける．すると，「反
応の停止が死である」という見解や，「再現性がある（何
度でも作りなおせる）ので，人工細胞には死はない」と
いった意見が出てきた．後者は，「生命はつくれるが，死
はつくれない」という発想であり，そもそも死の概念が
無効化し，慰霊を根本的に相対化する可能性すら孕む．
　儚く一過的な生命を表象し記憶するための慰霊碑が，
しばしば一見非生命的な「石」を使うのは興味深い習慣
であり，皮肉でもある．だが，このことが同時に，「生
命」が一面では私たちの心に宿る概念であることを強烈
に物語ってもいる．それは，それこそ「BioReality の生
成」のメカニズムの一端を指し示すエピソードでもある
かもしれない．もしかすると，石碑を前に故人を思い描
く脳内にこそ，究極の VR が宿っているのでは，という
見立ては非専門家の戯言に過ぎないのだろうか？
　同時に，地質学的なスケールでは，いま見る石の姿も
一過的なものであり，もともと動的に生じたものだ（3.  
3 のプロジェクトともそこで通じる）．そして，人工細
胞・人工生命の創造とは「物質に生命性を見出す科学で
あり技術であり，文化」だ．生命性に関わる石碑も，物
質の生命性を問う人工細胞研究も，その意味で文化誌的
好対照を見せる．

図 1 ．岩崎秀雄 +Oron Catts “Biogenic Timestamp”（2010-）
©Hideo Iwasaki

図 2 ．岩崎秀雄 “Culturing〈Paper〉cut”（2013-）©Hideo Iwasaki



10 JVRSJ Vol. 23 No. 3 Sep. 2018

日本バーチャルリアリティ学会誌第23巻 3 号2018年 9 月

4 ．人工知能芸術と芸術の数学的構造を巡って
　以上は，第 2 節で言及した「生命美学」に関する私な
りの実践のつもりだ．そこでは，自然科学的なアプロー
チに寄り添いつつも，批評性を孕んだ相対化・脱構築を
試みている．と同時に，素朴な人間中心主義の誘惑には
十分に警戒しなくてはならない．重要なことは絶えざる
反転から逃げないことだ．
　その意味で，人工知能の発達や計算概念の再検証を踏
まえながら，芸術の存立基盤の理論的な問い直そうとす
るいくつかの試みは注目に値する．たとえば，美術家中
ザワヒデキは2016年，「人工知能美学芸術宣言」を公表
し，人間が人工知能を使って創る芸術ではなく，「人工知
能が自ら行う美学と芸術」を志向ないし向き合う姿勢を
表明した［8］．ここでいう芸術には，「近代以降に定立され
たそれらの概念のみならず，宗教や呪術と不分明な原初
のそれらも射程に含める」とのことであるから，人間の

（いわゆる）精神活動全般に及ぶ射程を持つ．もちろん人
間の思惟や精神活動を，何らかの物質的あるいは生物学
的基底構造（たとえば神経細胞群）による計算過程と捉
え，それによってある種の人間中心主義を脱しようとす
る見取り図自体は，決して新しいものではない．異なる
のは，近年の著しい人工知能関係の技術的革新と，それ
を取り囲む言説空間の拡大の現状である．こうした認識
が，時に「感性」「主観」「内面」を重視するとされがち
な伝統的な芸術観，あるいはロマン主義に代表される近

代的人間像の脱構築を志向する活動を促す．
　中ザワは，「われわれは，人間の脳活動の所産として従
来行われてきた美学と芸術を，批判的に再検証すること
を辞さない．美学や芸術は，ヒトという生物種に固有の
属性なのか，それとも脳活動またはそれに類似の知能一
般に共通する属性なのか」と問う［8］．一種の超人願望的
な様相を見せつつも，同時に「人間」あるいは「人間の
ための人間による芸術」の存立基盤を問い直すことを要
請し，結局そこが焦点の一つとして逆照射されざるを得
ない構造になっている．
　メディアアーティストの久保田晃弘も，計算，アルゴ
リズム，コーディングなどの概念や姿勢を重視する立場
から，ヒト以外の存在（たとえば，地球外生命体や仮想
的な知性体：久保田はそれを「遥かなる他者」と呼ぶ）
に向けた芸術の可能性を探究すべきだ，としばしば論じ
てきた［9］．興味深いことに，久保田らは，最近抽象数学
の圏論を用いて，芸術活動自体の数学的構造を形式的に
記述する試みを開始している［10］．詳しくは引用文献を当
たっていただきたいが，そこでは，「鑑賞者」「芸術的対
象」「芸術概念」「芸術的状態」「芸術的対象の生成要因」

「芸術的状態の分析結果」といった要素が，時間発展を
伴って一種の数学的な関係の構造を生成していることが，
圏論独特の一種のチャート（図式）で整理されている．
この視座は，中ザワの人工知能美学芸術宣言とは違う形
で，芸術の存立様式・生成プロセスに関する有望な叩き
台となるだろう．たとえば，もし地球外生命体や未来の
人工知能が芸術的行為を行っているとして，それをどう
判定するのかという議論が起こると仮定しよう．その際，
対象となるいくつかの要素（知性体やそれが生み出す行
動パターンや被造物など）の間に，「芸術の数学的構造」
との類似性を見出せるのか，という思考実験が想定され
る．これはレヴィ＝ストロースの文化人類学的構造主義
の試みを思い起こさせる．
　その姿勢に共鳴しつつ，簡単に思いつく難題は，しか
しなにを「鑑賞者」あるいは「芸術的状態」と見なすか
だ．私は人工知能を用いた芸術の議論を聞いた時，最も
興味深い課題になると思ったのは，人工知能が作品をど
う自動生成するかということではなく，「人工知能がどの
ように鑑賞者になりうるのか」ということだった．それ
は，生命論に関する観測者，あるいは上述の「生命を見
出す視座」に対応する問題設定だからだ．メディアアー
ティストのやんツーは最近，動く装置（セグウェイ）を
鑑賞者に見立て，様々なオブジェや絵画を巡回しながら
鑑賞するインスタレーションを発表した（「現代の鑑賞
者」，図 4 ［11］）．作品の存立基盤そのものの構造を自己言
及的かつ批評的に表現する，優れたアプローチだと思う．

図 3 ．岩崎秀雄＋metaPhorest メンバー（齋藤帆奈，切江志龍，飯
沢未央）“aPrayer：まだ見ぬ つくられしものたちの慰霊”

（2016-）©Hideo Iwasaki
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5 ．「ヒト以外に生命はあるのか？」
　先に書いたように，「生命を巡る構図」と「芸術を巡る
構図」に一種の類似性があるとすれば，鑑賞者に着目す
るこの議論は，「生命とは何か」（あるいは上述の生命美
学）を議論する上でも重要な示唆を与えるはずだ．たと
えば，久保田や中ザワの示唆する「人間以外の知能たる
人工知能や地球外知性体が芸術する可能性」あるいは

「地球外の知性体に対して芸術をすること」は，同時に
「人間以外に芸術は可能か？」という問いでもある．
　形式的に，これに相当する問いを生命に当てはめると，

「人間以外に生命はあるのか？」となる．一見奇妙かつ素
朴な問いだが，実は本質的だと思う．それはまさに「生
命を見出すもの＝鑑賞者・観測者は，人間以外にありう
るのか？」という問いに他ならない．確かにアリは同士
や敵，あるいは共生者と出会い，それぞれの環世界の中
で創発的な行動を行うだろう．そういう意味ではイエス
と言ってもよいかもしれない．だが，アリが生命と非生
命を人間が認識するように分別している保証はない．
　いっぽう，先述の人工細胞研究の現場では，主に物質
がどうなれば生命化するのか，という問いが表に出てい
る．だが，物質という価値中立的な概念は，よく考える
と今なお「現実離れ」したものだ．
　例えば水は H2O だが，それ以前に水と聞けばまず，私
たちは「生活環境にある水」をイメージするだろう．物
質は価値中立的ではなく，なんらかの価値（機能）や意
味が結び付けられている．そして生命という概念複合に
は，否応なく価値，機能あるいは意味が重層的に紐づけ
られている．自然哲学的転換によって「価値中立的な物
質概念で世界を再解釈する」という姿勢が普及する以前
の世界観では，「意味，機能，価値」がむしろ自明なもの
として存在した．確かに私たちは物質が生命化すること
に驚きを見出す．しかし，世界が物質の集合として捉え
直されるベースとなる「物質概念」が世界観を脱構築し
たからこそ，その感覚がある．

　これは，哲学者ハンス・ヨナスが既に指摘しているこ
とでもある．近代自然哲学以前の世界観においては，意
味や機能と紐づけされる生命はむしろ自明であり，それ
が紐づけられなくなる「死」こそが重大な問題として浮
かび上がる．つまり，「生きていること」よりも「死ぬこ
と（あるいは物質化すること）」のほうが不可思議なもの
として捉えられるはずだという［12］．ヨナスは，現代にお
いては物質文明が発達しているから，「生命とは何か」と
いう問いのほうが「死とは何か」よりもマジカルな問い
として提示されていると指摘するのだ．一方で，現在の
私たちの死生観は物質文明化されきってはいない．死の
不条理が，自然科学的に脱構築され，私たちの文化から
一掃されたという事実はないからだ．
　生命は，生きものとしての動植物・微生物たちに宿る．
と同時に，それを認識する人間の精神に宿る．それは完
全には重ならない．だからこそ，私たちは生物以外に生
命を感得することも，亡きものを偲ぶことも，石を儚い
命の証と見立てることもできるのだ．逆に言えば，生命
とは人間の精神（あるいは脳）が，人間らしき面影を，
どこまで人間以外の対象に見出せるのか，という果てし
ない欲求の産物である．とすれば，生命性の感得自体，
一種の Human-inspired Reality と言えるのではないか．
となれば，お題の Bio-inspired Reality とは“Human-
inspired Reality”-inspired Reality でもあるだろう．この
自己言及的な描像は，生命美学的に入り組んだ生命の

「数学的構造」の一端を示しているはずだ．
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