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1 ニューメディアの 5つの原理

メディア理論家・批評家で、米カリフォルニア大学サンディエゴ校視覚芸術学科教授のレフ・マノ
ヴィッチは、2001年に出版した『The Language of New Media (ニューメディアの言語)』[1]の
中で、ニューメディアの原理として以下の 5つの項目を挙げた。

1. Numerical representation(数値的表現)

2. Modularity(モジュール性)

3. Automation(自動化)

4. Variability(可変性)

5. Transcoding (変換性)

マノヴィッチにおいて「ニューメディア」とは、19世紀以来のコンピュータ・テクノロジと、写真
や映画、レコードなどのさまざまなメディア・テクノロジーの二つの歴史が交錯・収斂する場であ
る。そこでは、各種メディアの情報が素材的に、数値 (デジタルデータ)として表現され、数学的
関数で記述されたりアルゴリズミックに操作可能なもの、すなわちプログラム可能なものとなる。

モジュール性とは、数値的表現によるニューメディアにおいては、画像がピクセル、音響がサンプ
ル、映像がフレーム、文字がキャラクターといった交換可能な離散的構成部分から構成されると同
時に、さらにそれらをオーディオビジュアル (AV)やウェブ (HTML)のように組み合わせていく
ことができることを指している。マノヴィッチはそうした階層的で分散的なモジュール性のこと
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を、メタフォリカルに「ニューメディアのフラクタル構造」と呼んでいる。

数値的表現とモジュール性という 2つの特徴から、メディアの生成や操作の「自動化」が可能にな
る。メディアのフラクタル性によって、自動化には低レベルのものから高レベルのものまで可能で
ある。自動化によって、創造のプロセスにおける人間のインタラクティヴィティの寄与は現象する
と同時に、シミュレーションや人工生命的手法による生成的な側面が重要になってくる。

数値的表現とモジュール性から、自動化と共に導かれるのが「可変性」である。それはいいかえれ
ば、常にメディアが固着化されずに、アップデートや拡張可能なかたちでさまざまなバージョンや
エディションが並列に存在することである。具体的には、各モジュールがデータベースに保存さ
れ、それがメニュー型 (枝分かれ型)などの複数のインターフェイスによって自動的にカスタマイ
ズされたり、相互リンクで構成されるハイパーメディアの形式をとる。

最後の「変換性」はニューメディアにとって最も本質的な特徴である。数値データはそれだけで、
映像や音響、テキストといったさまざまな形式に変換することが可能である。さらにニューメディ
アによる表現は一般的に、「文化」と「技術」の 2 つの異なる層からなる。「文化」の層には、例
えば対象のデータが百科事典なのか物語なのか、喜劇なのか悲劇なのか、といった文脈や意味のカ
テゴリーがあり、「技術」の層にはデータ構造や、アルゴリズム、プログラム言語といった、コン
ピュータ上のカテゴリーがある。ニューメディアの変換性とは、数値データが画像や音などさまざ
まな表彰に変換可能であるということだけでなく、こうした「文化」と「技術」の層の各インター
フェイスとそこから生まれる相互作用も含まれる。

2 リメディエイション

米ジョージア工科大学でコンピュータ文化を研究しているジェイ・デイヴィッド・ボルターらは、
1999年に出版された『Remediation: Understanding New Media (再メディア化：ニューメディ
アの理解)』[2]という本で、メディアは技術によってその形態や表現がかたちづくられてしまうの
ではなく、まずは既存のさまざまなメディアの表現形式を模倣しつつ取り入れ、そこから変容、発
展していくという論を展開した*1。例えば、コンピュータ・グラフィックス、バーチャル・リアリ
ティ、ウェブといったニューメディアによる表現は、まずは、それ以前の絵画や写真、本や雑誌、
テレビや映画の形態を借りるところから出発した。

さらに彼らは、そうしたリメディエイションの過程においては、何かを指し示すもの (表現)と示
されるもの (内容、シニフィエ) のギャップをなくし一体化させていこうとする「Immediacy(即

*1 「リメディエーション」は通常、病気の治療や汚染土壌の修復などを指すが、ここでは「再メディア化」という彼ら
独自の意味で用いている。
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時性、透明性)」と、メディアを見ることや見る者そのものを第三者的な視点から思い起させる
「Hypermediacy(超越性)」の 2つの指向性が同時に働いているとする*2。

3 バイオメディアの 4つの特徴

1996年のクローン羊ドリーの誕生、2003年のヒトゲノム解読*3、さらには 2007年のヒト iPS細
胞 (人工多能性幹細胞) の作成などに代表されるように、20 世紀終盤から生命科学や生命工学が、
社会の中に急速に発展、浸透し始めた。そのことが、従来の身体観や人間観が変容・再考させ、さ
らには生命そのものに対する認識の変革を新たに促し始めた。

古くから、人為的な選択、交雑、突然変異を発生させる手法、あるいは組織培養の技術などを用い
て、より人間に有用な栽培植物や家畜などを作りだす品種改良が行われてきた。品種改良、あるい
は金魚や変化朝顔のような観賞魚や鑑賞植物の生産など、これらは生物学をベースにした技術とい
う意味では、広く生命に関するテクノロジーの利用の一例ということができる。

しかしながら、21世紀の生命に関するテクノロジーの一番の特徴は、品種改良や栽培技術といっ
た細胞レベル以上のマクロな生物学だけでなく、遺伝子や蛋白質といった分子レベルのミクロな生
物学が含まれるようになり、それが 20世紀後半に発展したコンピュータ科学や情報工学といった、
デジタル・テクノロジーと深く結びついているところにある。

情報分野と生物学の接近は、まずは電気信号機械としての生命を捉え直したノーバート・ウィー
ナーのサイバネティクスにその先駆を認めることができる。ウィーナーのサイバネティクスは、
1948年にその初版が出版されたが、それから 20年程を経て、バイオフィードバックなどのサイバ
ネティック・アートが生まれ、生体の電気信号を芸術表現に活用するためのさまざまな試みが行わ
れた [4]。

その後 80年代に入り、デジタル・コンピュータの普及と発展と共に、デジタル情報技術と分子生
物学が交錯する場から「バイオメディア」という概念が生まれてきた [5]。バイオメディアという
概念の背景には、サイバネティクス同様に、情報やシステムという視点による、生物学的概念の再
定義と再構築の思想がある。

1990 年代から本格化したゲノム DNA(デオキシリボ核酸) 解読プロジェクトに象徴される巨大情
報の取り扱いの必要性と情報科学，コンピュータの性能の飛躍的向上から，生命科学と情報科学
はそれまでになく接近し，融合分野としてのバイオインフォマティクスの需要が急速に高まった。

*2 この考え方はのちに、ボルターらの次著 [3]の中で、インターフェイスにおける「透明性 (窓)」と「反映性 (鏡)」の
議論へと発展していく。

*3 特定の生物の持っている遺伝子 1セットをまとめて Genome(ゲノム)と呼ぶ。
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DNAに記述された生物の遺伝情報が、AGCT(アデニン、グアニン、シトシン、チミン)という 4

つの塩基で表現されていることから、DNAはまさにデジタル・メディアであり、そこから細胞は、
蛋白質という物質 (ハードウェア)と DNAという情報 (ソフトウェア)が融合した、ハイブリッド
なメディア (ウェットウェア)であるとみなすことができる。その基本的な特徴は、大きく以下の
4つにまとめられるだろう。

1. アトム (物質)とビット (情報)のハイブリッド
2. プロセス、あるいはシステムという概念の重要性
3. 成長や生死、組織化などの生成性
4. 不確実性、揺らぎなどの熱力学的な諸性質

4 システム生物学

バイオメディアの 4つの特徴の内、2番目にあげた「システム」という概念は、ポスト・ニューメ
ディアとしてのバイオメディアを考える上で、特に重要な特徴である。

生命をシステム的に把握することは、19世紀末のハンス・ドリーシュらの有機体論、ルートヴィ
ヒ・フォン・ベルタランフィの一般システム理論、前述のウィーナーのサイバネティクスなど、こ
れまでにも度々構想されてきたが、分子生物学の展開を受けて急速に生命科学内で支持を拡大して
きたのが、北野宏明やウリ・アロンらの「システム生物学 (Systems Biology)」構想である [6]。

システム生物学では、生物・細胞が兼ね備えている複雑な化学反応過程を、多数の分子の制御ネッ
トワークとして捉えなおし、従来の分子生物学のように特定の機能を持つ分子を探索するのではな
く、コンピュータを用いたシミュレーションと実験によるモデルの評価を通じて、それらの制御関
係を記述する方法論を定式化する。北野自身がそうであるように、システム生物学構想は制御工学
にその出自を持っている。バイオインフォマティクスが、一般的には大規模情報の解析手段として
捉えられる傾向にあるのに対して、システム生物学は数理科学・情報科学および生物学実験の複合
領域として捉えられる。そこでは，生命や細胞の振る舞いをコンピューティングとして捉える視座
が明確に意識され、そのプログラム (モデル)を逆問題的に明らかにすることが主要な目的のひと
つとなっている。
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5 ニューメディアのリメディエーション

これまで、生物や自然はしばしば、機械や人工と対比するもの、あるいは相反するものとみなされ
てきた。もちろん、生命に特別なものはなく物質現象として説明できるという、ウィーナーの生命
機械論やシステム生物学の考え方などもあるが、一般的には、人間の精神や身体は、例えばコン
ピュータのような機械より尊いものとして、あるいはそれらに先んじるものとして、お互いがお互
いの反面教師ようなものとして対置されてきた。

しかしながら、ここでは前述のバイオメディア (ウェットウェア)を、従来のように機械メディア
(ハードウェア)やニューメディア (ソフトウェア)との対比ではなく、むしろ既存のメディアの表
現形式を模倣しつつ取り入れ、そこから変容、発展していく、というリメディエイションの観点か
ら考えてみる。すなわち、ニューメディアが既存のハードウェアをリメディエイトしたように、バ
イオメディアはニューメディアをリメディエイトする。それはいいかえれば、20世紀のニューメ
ディアとしてのコンピュータやデジタル・メディアが生命工学と交錯・収斂する場としての、バイ
オメディアを考えるということでもある。

進化アルゴリズム、セル・オートマトン、人工生命、DNAコンピュータなど、今日のコンピュー
タ・サイエンスやプログラミングは、生物学の概念やモデルから強く影響を受けてきた。[7] ニュー
メディアのリメディエーションはそれとは逆に、今日のニューメディアの原理としての「数値的表
現」「モジュール性」「自動化」「可変性」「変換性」などの概念を、バイオメディアという生物のメ
ディア化に対して適用してみようということだ。具体的には「アルゴリズム」「インターフェイス」
「計算」といった視点からメディアとしての生物や生命を考える、ということになる [図 1][図 2]。

6 バイオアート

このようなメディア論的検討を行うまでもなく、近年になって、遺伝子工学や分子生物学に代表さ
れる、今日的な生命に関するテクノロジを援用した芸術表現が再び盛んになってきた。それらは一
般にバイオ (ロジカル/テクノロジ)・アートと呼ばれ、前衛的なファイン・アートや現代美術のあ
る種の延長として、あるいはアート&サイエンス、あるいはアート&テクノロジーの一形態として、
(ニュー)メディア・アートとも密接な関係を持ちながら発展してきた。

アートの世界でバイオ・アートがとりあげられるようになり始めたのは、1998年に中央ミシガン
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図 1 2007 年に dNA(doubleNegatives Architecture) によって設計制作され、多摩美術大学
情報芸術コースに設置された (デジタル・)アルゴリズミック・ウォール。構造結節点としての
ノードが空間内の主観的視点となることで、周囲のノードとの関係や変化する環境情報によって
自己複製と自己消滅を繰り返し、そこから全体の形態を自律的につくりあげていくソフトウェ
アによりデザインされた。http://doublenegatives.jp/production/aw/
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図 2 アサガオの茎や蔓、葉や花によってつくられた、バイオ・アルゴリズミック・ウォール。
アサガオの蔓は、それぞれが自律的に成長しながら、左へ左へと回り込むように先端を動かし
て、手探りのように巻きつくものを探り当てていく。そうした個々の蔓のアルゴリズミックな
動きと環境条件の総体として、植物構造全体の形態が生成される。
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大学で開催された ART + BIO*4 や、リンツで毎年開催されているアルス・エレクトロニカで、
1999年に「LIFE SCIENCE」が、2000年に「NEXT SEX」がテーマとして設定された*5頃であ
る。当時の代表的なバイオアート作品として、以下のような作品があげられる。

• George Gessert「Natural Selection」(1994-)*6：アヤメ (Iris) を他の植物と交雑させるこ
とによる新種の花の生成と、そこから生れる人間の美意識の進化を表現する。

• Eduardo Kac「Genesis」 (1999)*7：大腸菌の遺伝子に聖書『創世記』の一節を書き込んで、
それを紫外線によって変容させていく。

• Eduardo Kac「GFP Bunny」(2000)*8：蛍光遺伝子を組み込んだ実験用ウサギ。その真偽
や芸術作品としての妥当性をめぐってさまざまな議論が繰り広げられた。

• Joe Davis「Microvenus」(2000)*9 ：Y と I を重ねた女性を表わすシンボルをデジタル化
し、それをバクテリアの遺伝子の中に組み込んで急速に増殖させた。

• Joe Davis & Katie Egan「Audio Microscope」(2000)*10 ：生きている細胞が発する微細
な音響を増幅して可聴化する。

また同じく 2000年には、バイオアートに関する世界の中でも有数の制作研究機関である、西オー
ストラリア大学の SymbioticA*11が、細胞生物学者の Miranda Grounds、神経科学者の Stuart

Bunt、そしてアーティストの Oron Cattsによって設立されている。

その後 2006年には、Eduardo Kacが「バイテク文化」「生命倫理」「バイオ・アート」「生物学と美
術史」の 4つの章からなる、バイオアートのアンソロジー「Signs of Life: Bio Art and Beyond」
[8]を出版し、それまでのバイオアートをめぐる状況を総括すると同時に、今後の展望を示唆して
いる。

7 生命工学のパーソナル化

今日の生命工学は、クローン技術や遺伝子組み換えのように、倫理的な側面や自然環境との関係な
ど、まだまだ未解決の問題が多く、そのためにカルタヘナ法 (遺伝子組換え規制法)などで厳重に
管理されている。そうした生命工学の社会的側面は、遺伝子診断、人工妊娠中絶、脳死、臓器移植、

*4 http://www.leonardo.info/gallery/gallery314/artbio.html

*5 http://www.aec.at/festival history en.php

*6 http://www.viewingspace.com/genetics culture/pages genetics culture/gc w02/gc w02 gessert.htm

*7 http://www.ekac.org/geninfo2.html

*8 http://www.ekac.org/gfpbunny.html

*9 http://digitalarts.lcc.gatech.edu/unesco/biotech/artists/bio a jdavis.html

*10 http://www.viewingspace.com/genetics culture/pages genetics culture/gc w03/davis audio scope.htm

*11 http://www.symbiotica.uwa.edu.au/
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安楽死などの問題も含む「生命倫理」の一部として、芸術の側からも、さまざまな問題提起や批判
がなされている。

21世紀に入り、生命に関するさまざまなテクノロジとアートの交錯が進む中、それまで大学の研
究室や、専門の研究機関の中だけで行われていた生命工学がオープンになり、そのパーソナル化
が急速に進んでいった。例えば、家庭の台所や学校の教室で組織培養を行う「Kitchen Culture

Education Technologies」*12や「Kitchen Culture Kit」*13などの実験キット、バイオブリックと
いう DNA パーツの統一規格を用いて細胞をデバイス化することによる生物版ロボコンの iGEM

(international Genetically Engineered Machine competition)*14 など、その裾野も急速に拡がり
つつある。

こうした技術のパーソナル化で思い起されるのが、今からおおよそ 30 余年前、1970 年代の半ば
におこったマイクロコンピュータ革命である。個人はもちろん限られた企業や研究所でしか購入
できなかった、それまでの高価なコンピュータに代って、8ビットのマイクロプロセッサを用いる
ことで、MITS 社の Altair 8800 やアップルコンピュータの Apple I といった、個人向けのコン
ピュータが制作・販売されるようになった。だとすれば、コンピュータのパーソナル化によって、
コンピュータが数値計算やデータ処理といった当初の目的を超えて、コンピュータ・アートやコン
ピュータ音楽のために用られるようになったように [9]、生命工学のパーソナル化によって、それ
が生物学や医学のみならず、広く芸術やデザインのために用いられるようになるのも、至極当然の
ことといえる。

加えてここ数年、コンピュータや電子工作の世界において DIY (Do It Yourself) の文化とイン
ターネットによる分散コミュニティーの文化が交錯することで、DIYならぬ DIWO(Do It With

Others)とも呼ばれる、新たなものづくりの文化が生れてきた。その代表的のものが、電気で変な
ことをする人々の集まりである dorkbot*15や、DIYと Hackの精神をアート、サイエンス、ライ
フスタイルにまで拡げていく雑誌「Make」*16である。こうした文化の中で、パーソナル化した生
命工学が「ガレージ・バイオテック」*17や「バックヤード・バイオロジー」というタイトルで紹介
されたり [10]、DIYbio*18のようなパーソナル・バイオの情報交換のためのコミュニティーが、活
発に活動を行なっている。

*12 http://www.kitchencultureeducation.org/

*13 http://www.kitchenculturekit.com/

*14 http://www.igem.org/

*15 http://dorkbot.org/

*16 http://makezine.com/

*17 Appleや HP、Googleといったシリコンバレーのベンチャー企業の多くがガレージで起業した。
*18 http://diybio.org/
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8 バイオメディアと構成生物学

1910年代半ばにロシアで始まったロシア構成主義、あるいはバウハウスにおける教育とその後の
影響など、「構成」という概念は 20世紀の美術やデザインにおいて、非常に重要な役割を果してき
た。生命科学においても、前述のシステム生物学から推測されるモデルを用いて、特定の振る舞い
を細胞あるいは生物に実装しようとする「構成生物学 (合成生物学、Synthetic biology)」という学
問が、2000年ごろから台頭し始めた。

そのエポックメイキングな事例のひとつに、ネガティブ・フィードバック制御を利用した振動回路
を大腸菌の中に実装することで、蛍のように点滅する発光大腸菌を構成する研究がある [11]。この
ような研究は、いわば生命・細胞が行っている計算活動の人工設計および、その実装と具現化であ
る。ニューメディアの第一の特徴である「数値的表現」とはメディアの数式的表現と計算可能性で
あることから、これらの研究は，細胞というバイオメディアによる、ニューメディアのリメディ
エーションの、基本的な一例ということができる。

構成生物学的研究は、従来統合が望まれていた生命科学と情報科学・数理科学の融合のプラット
フォームになっただけでなく、「創りながら理解する生命科学」という領域を改めてクローズアッ
プさせることになった。もっとも、再構成系を用いた研究は、「酵素の精製*19」に代表される生化
学 (Biochemistry)という古典的な構成的アプローチに既に見られるものであり、全く新しいアプ
ローチとはいえない。細胞 1つをとっても、DNAの複製、mRNAの合成、蛋白質の合成、人工細
胞膜の合成、生物時計の試験管内再構成 [12]など、さまざまな機能が再構築され始めている。

こうした研究の展開を受けて、今日では試験管内での細胞 (生命)の再構築という大きな課題がク
ローズアップされるようになってきた。そこでは「何を創ったら細胞であると言えるのか」「生命と
は何か」という極めて重要な問題が構成論的に再考され、自然科学のみならず、人文科学・社会科
学、そして芸術/デザインにも思想的・文化的に大きなインパクトを与える可能性がある。このよ
うな意識から、2006年に著者の 1人の岩崎は他の研究者たちとともに「細胞を創る」研究会*20を
立ち上げ、自然科学のみならず、文系や美術系も含めた多面的・複合的な情報交換や議論を推進し
ようとしている。

さらに近年の構成生物学の広がりを見ていると、自然の理解・探究という理学的側面だけでなく、
人工物設計・デザインへの指向性が如実にうかがえる。たとえば、一種の遺伝子回路設計のロボコ
ンである iGEMは、バイオブリックと呼ばれる共有ツールの開発を含め、前述の DIYや Hackの

*19 生物の持つ特定の活性を取り出し，試験管内で再構成すること。
*20 http://www.jscsr.org
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文化と精神的に共鳴している。ここから生み出された代表的な成果として、シアノバクテリア (光
合成を行う細菌)の光受容体遺伝子および光情報伝達系遺伝子、さらに発色遺伝子を組み込んだ感
光性大腸菌を使った「大腸菌写真」がある [13]。これは自然科学で権威を持つ Nature誌に掲載さ
れたが、その論文の記述スタイルは最早自然の理解のためのツール開発というよりも「こういうこ
とをやったら大腸菌写真のような面白いものができた」という論旨で一貫しており、従来の自然科
学論文よりも、デザインに関するポップな報告といった印象が強い。一方で、演算回路を大腸菌に
実装するという細胞版計算機の研究も、盛んに行われるようになってきた。

生命科学の世界ではポストゲノム時代を迎え、コンピュータ科学 (ソフトウェア/ドライウェアとの
融合の重視 (バイオインフォマティクスやシステム生物学)が謳われ、さらに「ものづくり」(ハー
ドウェア)との新たな融合が叫ばれるようになってきた。例えば、大腸菌を動力とする歯車の開発
や、培養細胞を三次元的に積み上げて自在に操る造形など、マイクロデバイス工学の生命科学との
接近は進展が著しい。これらは自然科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
トと共振するような取り組みが行われるようになってきたことを、如実に示している*21。

9 植物によるアルゴリズミック・デザイン

バイオメディアによるニューメディアのリメディエーションの一例として、まず植物を用いたアル
ゴリズミック・デザインから考えてみる。アルゴリズミック・デザインとは一般的に、何らかのア
ルゴリズム*22を用いて、それを実行することによって形態や色彩、構造などを生成することであ
り、コンピュータを用いたデザインの手法としては、最も基本的なものである。コンピュータとプ
ログラム言語を用いた場合、プログラムはテキスト等のデジタル・データとして記述され、それを
具体的なハードウェア上で実行する。バイオメディアにそのメタファーを適用すれば、プログラム
が各細胞の核 (DNA)の中に記述された遺伝情報であり、そのプログラムが遺伝情報の発現システ
ムであるセントラルドグマ*23によって実行されるとみなすことができる。そのプロセスにおいて、
光や温度、水分や養分 (化学物質)によって、最終的なプログラムの発現形が変化する。

江戸時代、突然変異や人為的交配によって生まれた珍しい花を栽培し鑑賞する、変化朝顔が流行し
た [14]。江戸時代には、まだ遺伝のメンデルの法則も、DNA の存在も知られてはいなかったが、
人々は人為選択ともいうべき試行錯誤を重ねることで、八重咲きや花弁が細かく切れたり、反り

*21 2009年 10月に開催された「細胞を創る」研究会 2.0においては，著者らが企画した「バイオメディアの新展開：交
錯する美と知の迷宮にようこそ」と題する公開シンポジウムがアーティスト，デバイス工学者らを交えて行われた。
http://www.jscsr.org/sympo2009/

*22 アルゴリズムとは、コンピュータを使ってある特定の目的を達成するための処理手順。アルゴリズムをプログラミン
グ言語を用いて具体的に記述したものをプログラムという。

*23 フランシス・クリックが 1958年に提唱した、遺伝情報が DNA→ (複製)→ DNA→ (転写)→ RNA→ (翻訳)→
タンパク質の順に伝達されるとする概念。
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返ったりと様々に花や葉の色やかたちが変化した朝顔を誕生させた [図 3]。今日では、こうした花
の形を背景には、遺伝子というプログラムが存在することが知られていて、朝顔の花の形に直接影
響を与える遺伝子も特定されている。遺伝子をプログラム、花がそこから生まれる表現だとすれ
ば、当時はそれと認識されていなかったが，上述の視点からみればまさにアルゴリズミック・デザ
インそのものである。

江戸時代の変化朝顔は、現在のような遺伝子を直接操作する内的/ミクロスケールの生命工学こそ
用いていなかったが、マクロな交配 (サンプリング)と人為選択によって朝顔のプログラムを変化
させていくその方法は、インターネット上にアップロードされている例 (サンプル)を組み合せて
つくっていく、今日のブリコラージュ的なプログラミング技法にも近い。

9.1 アルゴリズミック盆栽

植物を用いたアルゴリズミック・デザインの一例として、植物の外的/マクロスケールの環境をコ
ントロールすることによるアルゴリズミック・デザインを考える。もちろん今では前述のように、
システム生物学や遺伝子操作による構成生物学の知見や技術を用いることで、DNAという生物の
プログラムを直接操作することによるアルゴリズミック・デザインが可能ではあるが、まずは最初
のフィージビリティ・スタディとして、アルゴリズムとしての環境を操作することによる、植物の
配置や形態の操作実験を試みる。

アルゴリズミック盆栽とは、コンピュータ・プログラムによって光や重力といった植物の環境をコ
ントロールすることにより、植物というバイオメディアを用いて造形することである。通常の盆栽
は針金掛けや剪定などの、主にメカニカルな手法によって植物の形状をコントロールするが、ここ
では LEDを用いて光の色や強さをコントロールしたり、サーボモータを用いて植物の向き (光や
重力の方向)をコントロールする。日照時間をコントロールすることで開花時期を制御し、年中菊
花を生産させることに成功した「電照ギク」のような手法を、より積極的に植物による造形に適用
していこうとするものである。

図 4は浮草の周囲に LEDを配置し、カメラでモニターされたウキクサの位置に応じて LEDの点
滅をコントロールする、いわばアルゴリズミック電子盆栽の実験の様子である*24。

図 5は、サーボモーター上でかいわれ大根やレッドキャベツのような育成の早いスプラウト植物を
垂直、あるいは水平に回転させながら栽培する*25。植物に均等に光や重力の影響が作用すること
で、植物は真っ直ぐ (直幹)に成長する。

*24 Max/MSP/Jitter(http://www.cycling74.com/)と Gainer(http://gainer.cc/)を用いて実装されている。
*25 Arduino(http://www.arduino.cc/)を用いてスタンドアローンで動作する。
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図 3 バイオ・アルゴリズミック・ウォールに咲いた変化アサガオの例
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図 4 LEDの光によるアルゴリズミック電子盆栽実験
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図 5 植物を回転させることによるアルゴリズミック電子盆栽実験
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9.2 バクテリアによるアルゴリズミック造形

観賞魚や変化朝顔は個体自体で複雑な形態を持つが、その基本は細胞集団の動的なパターン形成に
ある。つまり一つ一つの細胞が集まり、自律分散的に活動を行うことで協調効果を介して複雑なパ
ターンを生成する。その原初的形態はミクロなバクテリアにも見られ、エレメントがどのようにパ
ターンを生み出すのかを、よりシンプルかつ直感的に可視化することができる。シアノバクテリア
は、池や海洋でごく普通に繁殖している光合成を行うバクテリアで、一匹一匹の個体の形状は球状
だったり糸状だったりと単純だが、その集団行動は時として思いがけない複雑な形態を生成する。
生物学的手法を援用することで、そのミクロなパターン形成過程自体を可視化するとともに、アル
ゴリズミック盆栽同様に、環境 (培地組成や光条件など)をプログラムすることで、その形態をコ
ントロールすることも可能である。

図 6-Aは早稲田大学構内で採取し、単離培養した多細胞性シアノバクテリア Pseudoanabaena の、
寒天培地上でのパターン形成・運動性を連続的に顕微鏡撮影した映像からのスナップショットであ
る*26。このバクテリアは光に向かって運動する走光性があり、形状を複雑に変化させることがで
きる。下の黒地に白の画面は葉緑素 (クロロフィル)を蛍光顕微鏡撮影という手法を用いることで
撮影したものであり、バクテリアの光合成活性を可視化している。

図 6-Bは，同じく早稲田大学構内で分離培養した別のシアノバクテリア Geitlerinema の複雑なリ
ング構造の形成過程 (上図)と、得られたパターンの蛍光撮影像 (下図)である。これらは「自然そ
のもの」の形状ではなく、実験室でのコントロール環境下で生物がつくりだす造形である。たとえ
ばこのバクテリアは、液体培地中と寒天培地上で著しい形態の違いをもたらす [図 6-C*27 上図]。
寒天培地上では、シアノバクテリアを植菌した寒天でできた人形から、リング状のパターンを持っ
て周囲に模様が展開していくが (右下図)、液体培養中では、人形はやがてレースのようなバクテリ
アの膜に心地よく包まれ、人形同士もやがて柔らかに連帯していく (左下図)。

9.3 バイオ・データベース

植物のもうひとつのリメディエーションの例として、植物のデータベース化を考える。マノヴィッ
チはデジタルメディアの最も一般的な象徴形式が「データベース」と、そこにアクセスするための
「インターフェイス」であると述べているが、植物のデータベース化とは、植物を数値化、部品化、
自動化し、可変性を有する、冒頭に示したデジタルメディアの典型的な形式の中におく、というこ

*26 岩崎秀雄「Metamorphorest II, III」(2009)
*27 岩崎秀雄「Midori-Ningen Project」(2009)
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図 6 運動性シアノバクテリアの動的な造形
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とである。

今回の実験では、植物の生体情報やその周辺の環境情報をインターネット上のデータとして、メ
ディアアーティストのウスマン・ハックらが進めている、パッチベイ (Pachube)*28というシステ
ムを用いる。このパッチベイを用いると、ウェブを通じて、位置情報を持ったローカルなリアルタ
イムデータを公開 (アップロード/ダウンロード)することができる。いいかえれば、モジュールと
してのローカルなデータを数多くアップロードすることで、その全体が可変性を持った巨大な数
値データベースになる、ということだ。多数の植物と接続された巨大な生きたデータベースと、そ
こにアクセスするためのアルゴリズミックなインターフェイスの組は、フィリップ・K・ディック
の有名な小説「VALIS」[15]すなわち「Vast Active Living Intelligence System」の名を思い起さ
せる。

図 7 および図 8 は、電磁波を吸収する性質を持つ「セレウス」というサボテンの周囲の環境情報
(温度、湿度、照度、水分、人体)と生体電位 (2箇所の電位とその差)をパッチベイを用いてイン
ターネット上で公開している例である*29。

10 21世紀のニューメディア・アート

多摩美術大学情報芸術コースにおけるバイオアートの試みは、まだ始まったばかりであるが、すで
に 2007 年から情報デザイン学科および八王子学園都市大学で「バイオアート」の講義を設置し、
2009年からは演習科目「ソフトウェア&バイオアート・ワークショップ」を開講している [図 9]。
さらに美術を専門とする多摩美術大学と、生物学と生命工学を専門とする早稲田大学の岩崎秀雄研
究室とのコラボレーションも始まった [図 10]。

情報の世紀と呼ばれた 20世紀が終る同時にデジタル革命も終焉を迎え、そこからすでに 10年が
経とうとしている。マノヴィッチは、ウェブや携帯電話の普及に連動して、90年代に急速に発展
したデジタルメディアを、1890～1910年代の (当時のニューメディアとしての)映画の黎明期と重
ね合せることで、その本質を顕在化しようとした。だとすれば、木材や金属、石材といったハード
ウェア、光や動き、情報というソフトウェア、そして細胞や生体というウェットウェアという大き
なメディアの流れの中で、今日急速にパーソナル化し始めたバイオメディアを、急速にパーソナル
化が進むことで、技術と芸術が交錯したリベラルな文化を生み出した、1970～80年代のマイクロ・
コンピュータやコンピュータ芸術の誕生と重ね合せて考えてみることで、そのアートにおける可能
性をより明確にすることができるのではないか。

*28 http://www.pachube.com/

*29 Arduinoと Ethernet Shieldを用いてスタンドアローンで動作する。
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図 7 植物のインターネット接続実験

それはおそらく、コンピュータと生物学の学際的協同という観点からは同じではあるが、明確な目
的の元に、ハイエンドの技術を用いて、効率や生産性を重視しながら行われるバイオインフォマ
ティックス*30とは、文化的、方法的にかなり異なったものとなるだろう。バイオメディアによる
芸術は、生命に関するテクノロジとデジタルメディアの思想が、相互に変換することで混交しなが
ら、バイオメディア・アートという新たな文化をつくり出していくという意味で、ニューメディア

*30 応用数学、情報学、統計学、計算機科学などの技術を活用して、遺伝子の発見や合成、タンパク質の構造の解読など
のさまざまな分子生物学の問題を解こうとする学問。
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図 8 パッチベイによる植物の環境情報と生体電位のメディア化 (http://www.pachube.com/feeds/2263)
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図 9 「ソフトウェア&バイオアート・ワークショップ」と連動した bioart@tamabi のブログ
サイト (http://dp.idd.tamabi.ac.jp/bioart/)
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図 10 Make: Tokyo Meeting 03 (http://jp.makezine.com/blog/2009/05/mtm03.html)

における多摩美術大学と早稲田大学の共同展示

の原理の 5つめの「トランスコーディング」的である。既存の諸メディアがコンピュータ化を経る
ことでニューメディアとなったように、ニューメディア (デジタルメディア)がバイオ化すること
から生まれるバイオメディアは、いわば 21世紀のニューメディアであり、そこにどのような芸術
の可能性が内包され、それをどうすれば具現化できるのかを、これからも継続的に探求していく予
定である。
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