
いま現代美術の分野で，生命科学・医学の展開を
意識した新たな表現が活発に模索され，話題作が
発表されている．今号特集の合成生物学に関して
も，「創りながら理解・表現するアプローチ」とし
ての親和性，デザインという観点の類似性から，
現代美術との接近を見せ始めている．生命を扱う
アートとしてのバイオメディア・アートの経緯と
現状について紹介する．

＊　　＊

合成生物学（構成生物学，synthetic biology）は，
従来の生物学に比べて，とりわけ「設計」「デザ
イン」という側面を強調している．場合によって
は，「デザイン生物学」と呼ばれてもよいのでは
ないかと思うほどである．アートやデザインの分
野から捉えなおせば，このような先端科学・技術
は新たな表現媒体として捉えなおすことが可能で
ある．同時に，先端テクノロジーに対する思想・
倫理・社会的含意を先鋭的に表現し，その可能性
について問いかけることは，アートやデザインの
重要な社会的機能と考えられている．合成生物学
をめぐる議論を触媒するものとしても，「合成生
物学の美学」の可能性は小さくない．ここでは，
まず生命科学とアート（とくに視覚芸術）の関係性
について簡単にまとめ，さらに合成生物学をめぐ

るアート・デザインの動向について紹介したい．

生命科学と芸術

生命科学は，その時代・社会・文化における生
命観の影響を受けつつ，問を立て直し，技術を提
供することで，生命観の維持と変化に大きな役割
を果たしてきた．「生命とは何か」という問は，
生命科学・医学の専売特許ではなく，古来，哲学，
文学，芸術の最も深遠かつ身近なテーマだ．とり
わけ，「客体（作品）と主観（鑑賞者）の関係性の中
に見出される様相」という点で，アートと生命の
感得様式にはある種の強い類似性・親和性がある
ように思える．したがって，本来は学術用語に留
まらない「生命」という漠然とした概念に関する
複雑な様相・豊かさを，美学・芸術の見地から議
論することはあながち的外れなアプローチではな
いはずだ．とりわけ，現代のアートシーンには，
きわめて厳密かつ科学的なものもあれば，徹底し
てとらえどころのない漠然としたものまで，実に
さまざまな生命像が散見される．少なくとも「生
命を人々がどのように捉えてきたのか」というこ
とを把握するために，「アートにおいて生命がど
のように捉えられてきたのか」を検証することは
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有効に違いない．
さて，生命科学と芸術の関連という時に，多く
の方々がまず思い浮かべるのはレオナルド・ダ=
ヴィンチではないだろうか．彼が絵画と医学（解
剖学）の両面に先鋭的な足跡を残したことはつと
に知られる．解剖学の知識は有機的に絵画表現に
昇華されているし，絵画自身が生物学的・解剖学
的観測の一種独特の確認作業になっているところ
もあり，両者の関係はとても有機的だ（1）．もっと
も，レオナルドが活躍したルネサンス期において
は，自然科学あるいは芸術と言われる領域は制度
的にはまだその輪郭を確立していないから，レオ
ナルド自身が科学者あるいは芸術家の役割を兼任
していると自認していたわけではなさそうだ．と
はいえ，芸術家が先端テクノロジーや科学の知
見・技術を貪欲に吸収し，科学的内容のみならず
その文化的・歴史的・思想的含意をも表現する伝
統は，今なお連綿と続いている．たとえば，19

世紀末の写真や映画の登場は，それまでの伝統的
な絵画・彫刻とは異なるニューメディア・アート
（あるいは単にメディア・アート）と呼ばれる新た
な表現領域を切り開いたし，1950年代以降はコ
ンピュータの登場を得て今日の CGやゲームソフ
ト，電子楽器などにつながるさまざまな映像表
現・聴覚表現，情報デザイン分野にさらに大きく
展開してきた．近年では，ナノテクノロジーに取
材した先鋭的な美術作品も多く観られるようにな
っている（たとえば，先鋭的な絵画論で現代美術
に大きな影響を与えてきたゲルハルト・リヒター
（Gerhardt Richter）の一連の近作）．そこでは科学
的な成果のみならず，科学の発表現場，媒体，科
学者の活動，社会への影響をも見据えた冷徹な視
線を見てとれる（2）．芸術の展開に，科学・技術の
進展は重要な契機であり，そこでは科学・技術に
ついてのメタファー・考察・批評・議論が展開さ
れているのだ．
では，生物学的な概念，技術に関してはどうだ
ろう？ シュールレアリズム絵画で有名なダリに
は，“Butterfly Landscape（The Great Masturbator 

in a Surrealist Landscape with D. N. A.）”という

魅力的なタイトルの作品がある．そこには見事な
DNAの二重らせんモデルが描かれているが，描
かれたのは 1956年，モデルの提唱からわずか数
年後のことである．今なら，さしずめ iPS細胞を
モチーフにしているような手早さだ．ダリは 60

～70年代にかけてさらに多くの DNAや量子力学
などに取材した作品を手掛けており，科学への興
味は衰えることがなかった（3）．美術に限らず，文
学，映画まで範囲を広げれば，手塚治虫『火の
鳥』のように，人間と機械の関係性，遺伝子工学
や生殖医療の萌芽的なアイデアや課題などが盛り
込まれている作品は枚挙にいとまがない．しかし，
ここでは実際の生物・細胞・生体高分子などを用
いる，いわば実験の素材を取り込んだアートの現
状に限って紹介するとともに，合成生物学との関
わりについても触れてみたい．

バイオメディア・アート

生命を扱う（主として現代的な）アートの呼称と
しては，バイオアート（4），バイオマテリアル・ア
ート，バイオロジカル・アート（5）などがあるが，
必ずしも見解の一致を見ていない．そこで，ここ
ではあくまで生物自体，あるいは生体高分子を直
接素材として扱うアートをバイオメディア・アー
ト（biomedia art）という言葉で定義して取り上げ
よう（6）．なお，ここで言うメディアとは，アート
の媒体（たとえば古典的な絵画におけるキャンバ
スや絵の具など）のことだ．
このように定義すると，バイオメディア・アー
トは決して新しい芸術様式ではない．生け花，園
芸，造園，観賞植物・観賞魚の栽培・育種などは
古典的・伝統的なバイオメディア・アートと言え
よう．さらに，美容整形なども広義の範疇に入り
うる．実際，現代美術においても，フランスのオ
ルラン（Orlan）は自らに整形手術を繰り返し，自
己の容貌を変容させることで自他の物理的境界線
を不安定化させるというユニークなボディ・アー
トを展開し，大きな反響を呼んでいる（7）．
1950年代以降，前述のようにコンピュータや
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電子回路を芸術表現に取りこもうとする作家たち
が現れた．バイオメディア・アートとの関連にお
いては，この動きはまずはサイバネティック・ア
ートという形で展開を見せた．サイバネティクス
は，ウィーナー（N. Wiener）が制御工学・通信工
学をベースに身体（とくに神経系）をシステム工学
的に記述しようと試みた学問の総称である（8）．こ
の考え方は，人間とコンピュータの対比，接続
（サイボーグ化，現在のブレイン-マシン・インタ
ーフェース），人工知能，システム生物学などを
育む源流の一つとなった．ここではこの系列から，
オーストラリアを拠点にしているアーティスト，
ステラーク（Stelarc）のサイボーグ・アートを紹
介しておこう．Stelarcは，Orlanと同じく自ら
の身体をメディアとする作家だが，身体のテクノ
ロジーによる拡張，あるいは身体と機械の相互浸
透を重要なテーマとしている．2000年に行われ
たパフォーマンス「拡張された腕」（9）では，左腕
に電極が埋め込まれ，外部からコンピュータプロ
グラムによって電気信号が入力されることで自ら
の意識と関係なく不随意に腕が運動させられる．
その一方で，右腕にはチンパンジーの腕の長さに
相当する義手が着けられている．こちらは，左腕
とは違って自身の右腕の電気信号を拾い，義手の
動きを空気圧で制御できるようになっている．
「機械を電気的に操るという意味での拡張性（右
腕）」と，「外部から制御される受動性（左腕）」が
同時に成立してしまっている．まるで，一つの身
体に自己と他者が同居しているかのようだ．SF

ではなく現実に行われたこのパフォーマンスは 4

時間に及び，その奇矯さに驚くだけでなく，サイ
ボーグ化とは何か，人間の身体はどこまで拡張で
きるのか，そもそも身体とは何か，自己とは何か，
といった根源的な問を改めて考えずにはいられな
くなる．さらに，より最近のプロジェクト「腕に
ある耳」（図 1）は，後述する組織培養工学の技術
を援用し，生分解性樹脂で創られた自らの耳型を
左腕に移植し，さらに無線 LANに接続可能なマ
イクを埋め込むというものだ．「左腕の耳の聴く
音」が，電波に乗って世界に配信されることにな

る予定だという．一度は手術に伴う感染症でマイ
クを外すことになってしまったが，近々再開する
そうである．なお，埋め込まれた耳には，まだ耳
たぶができておらず，これは幹細胞を移植するこ
とで形状も改良していくらしい．彼は常に自らの
拡張された身体を他者に解き放ち，自らの境界設
定を問い続けているように思う．この点について
は，哲学者の高橋透の論考がさらに参考になる（10）．

バイオテクノロジーとバイオメディア・アート

電気工学的な技術に対し，遺伝子工学や細胞工
学がアートに展開されるようになったのは 1980

年代後半からである．1986年ころ，進化学者の
大野乾

すすむ

が遺伝子配列を音符に変換する遺伝子音楽
を提唱したが，これは自然に見られる遺伝子情報
を，既存のアートの媒体に投影するものであった．
これに対し，米国のジョー・デービス（Joe Da-

vis）は，1989年に遺伝子コードを用いたビットマ
ップ画像変換アルゴリズムを提案し，アルファベ
ットの Yと Iを組み合わせた簡単な図像（ルーン
文字では豊穣，女性を表す）を実際に大腸菌のプ
ラスミド中に構築している（“Microvenus”）．こ
こではアートを目的として人為的な図像が遺伝子
配列としてデザインされ，バイオメディア（大腸
菌）に実装されている．ここには後述の合成生物
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図 1 ――Stelarc “Ear on Arm”
（London, Los Angeles, Melbourne）

Photographer- Nina Sellars



学的アートの萌芽すら見ることができるだろう．
この流れは，エドゥアルド・カッツ（Eduardo 

Kac）による『創世記』プロジェクト（2000年）に
展開する．まず聖書の一節をモールス信号に変換
したのち，独自のアルゴリズムで塩基配列に変換
させた合成遺伝子断片を大腸菌に組み込んでおく．
ここに，鑑賞者がインターネットを介して UVラ
ンプを照射することで遺伝子配列に変異を導入し
た結果として，聖書のテキストが変更された，と
彼は主張する．この展示は，聖書の教義的解釈の
相対化，人間と微生物の共生関係としての遺伝子
工学の立ち位置といった観点から，欧米で物議を
醸したようである．遺伝学的には手法自体の斬新
さはほとんど何もないのだが，インタラクティブ
性の導入，遺伝学と宗教の関係性など，巧妙に仕
掛けられた展示であった．

Kacが 2000年に発表した GFPウサギ（Alba）は，
さらに大きな社会的反響を呼び，たびたびトラン
スジェニック・アート，バイオアートの代表作品
として喧伝されている（4）．これは全細胞に発現す
るアクチン遺伝子のプロモーターに GFP遺伝子
を連結した形質転換ウサギを展示しようとしたも
のだった．一度は公開されたものの，遺伝子組換
え規制のため，その後の展示は基本的には映像・
写真に限られている（昨年の森美術館（東京・六本
木）での展示もそうだった）が，緑色に光るウサギ
の姿は，世間に「このような生命を生み出す権利
が人間にあるのか」「従来の愛玩動物と同じか違
うか」といった生命倫理的な議論をダイレクトに
喚起した．Kac自身は人間による家畜化の延長線
上に遺伝子工学による生物の改変を肯定的に捉え
る主張が強い（11）．このように，しばしばアート
やデザインは現在において「テクノロジーが人間
の未来にどのように関与するのか」について問い
かけ，議論する場を提供する．それは，現代にお
けるアートの社会的機能の一つであろう．ただし，
個人的には，筆者はこの展示が若干過大評価され
ているようにも思う．たとえば，遺伝子工学の社
会的・倫理的側面についての議論は 1974年のア
シロマ会議以来，既に広く論じられてきており，

本当の意味で新たな問いかけがなされたのか精査
する必要がある．また，このウサギはフランスの
研究機関で別の研究者が作製したものを Kacが
借り受けたものだった．これを，新たなタイプの
レディ・メード・アートとする評価もありうるが，
企画当初の Kacの主張は「先端テクノロジーを
利用して自らが意図して作製したハイテクアー
ト」であったし，作製した研究者には知らせずに
緑色が鮮やかに見えるように蛍光塗料を塗ってい
たという話もあり（12），一定の注意が必要だ．と
はいえ，Kacの類まれなプレゼンテーション能力
と相まって，この展示が遺伝子工学時代のアート
の象徴となり，実際に多くの議論や想像力を刺激
したことは歴然たる事実である．以降，批判的で
あれ肯定的であれ，遺伝子工学を取り入れたアー
トを語るうえで，言及せずには済まない存在とな
った．
いっぽう，オーストラリアで活躍するオロン・
カ ッ ツ（Oron Catts）と イ オ ナ・ズ ー ル（Ionat 

Zurr）は，身体から採取され，試験管内で培養さ
れる細胞に新たな表現メディアとしての可能性を
見出し，1996年から組織培養工学を芸術に取り
入れる活動を模索してきた．“Semi-living worry 

doll”という作品（図 2左）では，ウルグアイの伝
統的な人形をかたどった樹脂をフラスコ内でマウ
スの培養細胞と共存させることで，皮膚細胞で覆
われた人形を提示した．この人形を生かし続ける
ためには，培地を交換しなければいけない．いわ
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図 2 ――Oron  Catts  “Semi-living  worry  doll”（左）と
“Victimless Leather”（右，昨年の森美術館での展示風景）．



ば「リアルたまごっち」のようなこの人形は，
「生きているのか，死んでいるのか」「人形なのか
ペットなのか」という問を鑑賞者に誘発し，「中
身は偽物だが，表層が本物」という状態の提示と
しても面白い．この作品は，他にも詩的な意味合
いがあるのだが，遺伝子工学を扱うアートで常に
議論が集中しがちな生命倫理問題の議論ではなく，
もっと純粋に哲学的・思想的命題を提示している
点できわめて興味深い作品だと思う．昨年，森美
術館で開催された「医学と芸術」展では，彼らの
“Victimless Leather”と題された作品が展示され
た（図 2右）．これは，生分解性プラスチックで創
られたジャケットをフラスコの中でヒトおよびマ
ウスの培養細胞と共培養することで，いわば「動
物を殺戮することなく革ジャケットを創れる未
来」を提示するようでいて，実際には培養液中に
はウシ胎児から採取された血清が使われている，
というアイロニカルな作品だ．

バイオメディア・アートの「場」

このようなバイオを取り上げた大規模な展覧会
は，1998年ミシガン大学での “ART＋BIO”展を
皮切りに，リンツでのテクノロジーアートの国際
的祭典アルス・エレクトロニカでは 1999年に
“Life Science”，2000年には “Next sex project”と
いう大規模な展示で開催されて以降，近年ますま
す広がりを見せつつある．国内でも NTTインタ
ーコミュニケーションセンター（東京・初台）での
「メタファーとしての医学」（2002年），「Open Na-

ture」展（2005年），前述の「医学と芸術」展
（2009～2010年）など，少しずつではあるが紹介
の機会が増えている．
さて，ナマモノを扱うアートの展開には，先端
的な研究施設の活用，科学者の協力が不可欠だ．
アーティストは基本的に協力してくれる相手を探
し，制作を行う．前述の Cattsと Zurrは 2000年
にバイオロジカル・アートを専門とする初のアー
トラボ SymbioticAを西オーストラリア大学人類
学・解剖学部内に設置した（5）．制作対象も，現在

では組織培養のみならず，分子生物学から生態学
レベルまで，さまざまな生命科学と芸術の可能性
が模索されており，解剖学部内の高度な生命科学
研究施設を利用できるほか，自らの専門の実験室
も備えている．制作のみならず，生命科学を取り
巻くさまざまな社会・倫理・文化的課題に関する
研究機関ともなっており，2008年には Center of 

Excellenceに格上げされた．大学院のコースも
設置され，博士号も授与できる．筆者も最近訪ね
たが，そこでの議論・制作のレベルは高く，国内
外から多くのデザイナー，アーティスト，科学論
研究者，科学者が集い，生命科学をめぐる実践的
な科学技術社会論研究の梁山泊のようになってい
る印象すら受けた．
現在，アーティストと科学者のバイオ系の共同
作業（それも科学の理解増進支援事業としてでは
なく，アート・デザインを主軸に据えた研究・制
作）を支援する機関は，まだ SymbioticAや，オ
ランダのライデン大学の The Arts & Genomics 

Centre（TAGC）などごくわずかである．そこで，
筆者らの研究室では 2008年からアーティストを
長期滞在させ，実験ベンチ，セミナーなどを共有
しつつ，各自の観点で自由に制作・研究を行える
プログラムをスタートさせた（6）（図 3）．現在では，
美大・芸大でメディアアート，日本画，ファイン

Vol. 80 No. 7 バイオメディア・アート: 美学的見地から観た… 751

図 3 ――岩崎秀雄 “Metamorphorest II”（2009，左: 運動
性バクテリアの映像と抽象切り絵の複合作品，ハバナ・ビ
エンナーレでの展示）と “CyanoBonsai Project”（2009-，
右: 多細胞性シアノバクテリアを特殊な培養方法を開発し
て生じさせた細胞一層の薄膜バブルでかたどられた
Green Human）．



アート，洋画などの背景をもつ作家たちがそれぞ
れのプロジェクトを展開中である．なお，先述の
「医学と芸術」展での唯一のナマモノの展示品で
あった “Victimless Leather”の制作の際は，筆者
の研究室に Cattsが滞在して共同で作業・保守に
あたる，という貴重な経験を得た．いっぽう，多
摩美術大学ではメディア・アーティストの久保田
晃弘が国内初のバイオアートの講義を開講し，ア
トリエの一部実験室化を準備しつつある（6）．
バイオメディア・アートは，今後主として二つ
の作業形態をとると考えられる．一つは，より高
度な技術を求めていくアプローチである．この場
合，前記のように先端的な研究室・実験室をアト
リエとする，in labバイオメディア・アートがさ
らに求められていくだろう．逆に，アトリエを実
験室化する方向性もあるだろう．家庭で安全に取
り扱える，生物を扱った安価なバイオ実験キット
が，いまアメリカの通販業界を中心にかなり出回
りつつある．たとえば，植物の組織培養キットや，
DNAの精製キットといったものだ．これは，
DIY（do it yourself）やMAKE（デジタル製品の独
自改良ガジェットなどを用いて自由な電気工作を
する活動）などの草の根の工作文化と相まって静
かな広がりを見せている（13）．いずれの場合にお
いても，アーティストに対する基本的な安全教育
や生命倫理のプログラムが必要になってくると思
われる．

バイオメディア・アートと合成生物学

合成生物学は，コンピュータ・シミュレーショ
ンや人工生命としてシリコン・メディアで試みら
れてきた科学の，生体高分子・生細胞を媒体とし
た展開型という側面がある．1980年代に興隆し
た人工生命研究は，自然科学だけでなく，ニュ
ー・メディア・アートとしても飛躍的な展開を見
せた．それは，現在においても生命論と密接に展
開してきた複雑系科学の芸術的展開の萌芽でもあ
った（14）．逆に言えば，もし合成生物学が人工生
命研究の一端を継承・展開しているとすれば，自

然科学的側面のみならず，芸術的・美学的側面に
ついても継承・展開する可能性があることは，あ
る意味自然であろう．
合成生物学では，2004年から若手の幅を広げ
るプロジェクトとして， iGEMと呼ばれるロボコ
ンのようなコンペがMITで開催され，毎年各国
から大勢の学生が参加している．これは，遺伝子
回路を独自にデザインすることで，何か面白いモ
ノを創ろう，という物づくりイベントで，先述の
MAKEやオープンソースの精神が奨励されてい
る．デバイスを構成する人工遺伝子断片は，Bio-

Brickと呼ばれ，主催者から配布されるほか，参
加者が自由に改変することができ，それがさらに
共有化される仕組みになっている．ここでは，理
学的な問題を解く目的でさまざまな遺伝子回路が
提案されることもあるが，興味本位の物づくりも
多く見られる．たとえば，シアノバクテリアの光
受容体とその発色団を合成する遺伝子を組み込ん
だ感光性大腸菌は，光が当たらなければ黒い色素
が合成され，感光写真を大腸菌プレート上に「プ
リント」することができる（15）．合成生物学や
iGEMのある種のポップさを象徴する研究とも言
えようが，合成生物学を介した視覚表現として評
判になった．「細胞を創る」科学では合成生物学
と並んでその展開が渇望されているマイクロデバ
イス工学でも，同様の動きが見られる．とくに竹
内昌治らによる培養細胞を三次元的に積み上げて
自在に操る造形（16）は，アートやデザインのため
に創られたものではなかったが，2009年のアル
ス・エレクトロニカに招待された．これらの動向
は，自然科学・工学の分野においても（それと謳
わずに）バイオメディア・アートと共振する取り
組みが模索されていることを示している．こうし
た背景もあり，日本でも 2009年の「細胞を創
る」研究会でバイオメディア・アートをテーマと
する公開シンポジウムが開催され，バイオメディ
ア・アートの可能性や潜在的な危険性・倫理問題
などに関して活発な発表・討論がなされた（17）．
最近のベンター（C. Venter）らによる化学合成ゲ
ノムによる「人工細菌」創出の報告（18）も，美学
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的に検討されるに値するだろう（いずれ稿を改め
て論じたい）．
2009年の iGEMでは，アートを標榜するグル
ープが初めて本格的に登場した．インドのバンガ
ロールチームは主としてデザイン・アートを学ぶ
学生が合成生物学に挑戦し，随所に DIY的なア
プローチを取り入れつつ放線菌が合成する匂い物
質を大腸菌で合成させるプロジェクトを構想した．
ケンブリッジ大学は，環境条件によって異なる発
色をする大腸菌を作製し，それをもし体内に入れ
れば，便の発色によって胃や腸の健康状態がわか
るだろうという「E. chromyプロジェクト」を提
案した．むろん実際に実装したわけではない．代
わりに本物そっくりなカラフルな便の彫刻を持っ
てきて笑いを振りまいたようである．大阪大学の
チームは，2種類の蛍光蛋白質を発現させるサル
モネラ菌を幾何学的にシャーレに植菌することで，
そこからバクテリアが運動することで生じる蛍光
模様を作品として展示した．これらのプロジェク
トは，いずれもデザイン・アートを専攻するスタ
ッフ・学生がチームのメンバーとして入っている
点で従来とは異なっている．こうした動きをさら
に展開させるプロジェクトとして，今年，米国の
NSFと英国のブリティッシュ・カウンシルが合
同で合成美学（Synthetic Aesthetics）という大型予
算を計上した（19）．世界中から科学者・技術者 6

名，アーティスト・デザイナー 6名を選抜し，そ
れぞれがペアを創って共同で制作研究を行うこと
をサポートする，という画期的な企画である．筆
者も Oron Cattsと共同申請を行い，幸い採択さ
れた．年内に 2週間ずつお互いの研究室・アト
リエに滞在し，バイオメディア・アートの今後の
在り方，合成生物学の思想的背景や倫理的課題も
含め，さらに検討していくつもりである．

科学とアートの関係性

最後に，アートと科学の関連性について下記の
4点を指摘しておきたい．第一に「アートは科学
を必要とする」という観点である．これには，表

現媒体技術の進歩（画材・素材など），保存・修復
技術の開発，芸術作品の定量化・解釈，科学的成
果のモチーフ化，科学技術の社会的・思想的影響
のモチーフ化，などが含まれる．
第二に「科学はアート（ないしデザイン）を必要
とする」という点である．理解の促進媒体として，
可視化・図画化は不可欠だし，教科書・論文の図
表のレイアウトやプレゼンテーション，科学コミ
ュニケーションにおけるデザインの重要性はよく
認識されている．
しかし，第三の観点として，さらに突き詰めれ
ば「科学はアートの集合の一部」としてもとらえ
られることを指摘しておきたい．まず，科学的行
為自体がある種の美学が存在する．たとえば，
「オッカムの剃刀」に象徴される最小記述の美学，
普遍主義，真理主義，本質主義といった科学哲学
的要件は，いずれも一種の美学的態度としても機
能していると考えられる．また，（近代以降の話
ではあるが）芸術においても「理解」の重視，新
規性・独創性・面白さの重視，通常隠されている
ものの暴露（「通常」の相対化）の重視は，科学の
それと重なる．
ただし，「芸術＝科学」と言ってしまうと，そ
れもまた暴論になる．科学に回収されないアート
の特性ももちろん存在し，場合によっては鋭く対
立する場面はありうる．作者と鑑賞者の読解が必
ずしも一致しなくてもよいとする慣習，圧倒的な
オープンテキスト性，永続的な（答の出ない）問い
かけの許容（これは通常のコミュニケーションに
おいては無責任），知覚・感覚体験の重視，必ず
しも論理的整合性に拘泥しない立場，科学的知
見・手法・成果の相対化，とりわけ現代芸術にお
いて，そもそも「芸術でないもの」を定義しにく
いという現実（科学は非科学的なものを強度に分
別する）などは，やはり異なる文化的特性を反映
しているだろう．
このように，科学と芸術は一筋縄ではいかない
関係性があり，しかもそれは時代・社会・分野ご
とにさまざまに変容するような，もっと微妙でひ
どく入り組んだものだ．しかし，だからこそアー
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トは科学と人間の関係性を注視するための鏡にな
りえるし，それを論じるために公共に開かれたプ
ラットフォームにもなりうる．この分野への関心
が日本においてももっと高まることを期待したい．
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