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ノート

綿毛を取り扱うアート作品を通じた生命の表現について
仲居 玲美1，朴 炫貞2

Expression of Life through Art Works Dealing with Dandelion Fluff
NAKAI Remi1, PARK Hyunjung2
要旨
科学技術コミュニケーションにアートを取り入れる実践や分析は，多角的な視点から研究されて
いる．アートを通じた科学技術コミュニケーションは，科学技術に対して非言語的に問題提起する
ことや，感性に訴えかける効果があり，科学を伝えるだけでなく，科学技術との関わりや見方を伝
えるために有効であると考えられる．本稿では，アートがどのように自然のモチーフを表現し，鑑
賞者が自主的に分析できるかを探るため，たんぽぽの綿毛をテーマとした⚔つのアート作品の鑑賞
を行った．この鑑賞を通して，アーティストの「生命」の表現に注目する．それぞれの作品は，綿
毛を題材にしていながらも，異なる素材や手法を用いて表現されている．科学的な生命の定義につ
いては，個体のエネルギーと物質の因果的な法則や，“生気”と表現されるような形而上的な考え方
などが知られているが，アートの鑑賞経験を言葉で表すことで，生命に対する自分の感じ方や考え
方を明らかにすることができた．自分がどのような価値観を持っているかをメタ的に知ることは，
異なる立場のひとが科学技術に関連する事柄を自分ごととして想像し，意見を共有する，科学技術
コミュニケーションの土台になることが分かった．それぞれの作品の分析を通して，科学技術コ
ミュニケーションにおけるアートの役割を探る．
キーワード：アート，芸術，生命観，科学技術コミュニケーション，鑑賞
ABSTRACT
The practice and analysis of incorporating art into scientific communication are being studied from
various perspectives. Science communication through art has the effect of raising non-linguistic
issues and appealing to sensibility in science and technology, and is considered to be effective not
only for conveying science, but also for conveying the relationship and perspective with science.
In order to explore how art expresses natural motifs and how the audience can analyze them on
their own, this paper presents four pieces of art on the theme of dandelion fluff. Through this
appreciation, we pay attention to the expression of the artistʼs “life”. Although each work is based on
dandelion fluff, it is expressed using different materials and techniques. Scientific definitions of life
include causal laws of individual energy and matter, and metaphysical concepts such as those
described as “vitality”. On the other hand, by expressing my appreciation of art in words, I was able
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to clarify my feelings and way of thinking about life. It turns out that knowing what kind of values
you have is the basis of scientific and technological communication in which people from different
positions imagine things related to science and technology as their own and share their opinions.
Through the analysis of each work, we explore the role of art in science and technology
communication.
Keywords: art, a feeling of vitality, science communication, appreciation

1. はじめに

科学技術コミュニケーションにおいてアートを活用する取り組みは，近年注目されており，国内

外問わず多くの事例が存在する（Amy et al. 2016, 657-660; 内田 2017）
．その中でも，アートを活用
することの効果について，奥本・岩瀬（2015）は，アート作品と従来の科学コミュニケーションで
用いられた視覚資料を比較し，印象と伝達効果における違いや傾向について調査した．また，加納
他（2013）は，アートとサイエンスの融合イベントが，サイエンスカフェと比較して，科学・技術
への潜在的関心層および低関心層を惹きつけていることを明らかにした．
このように，科学技術コミュニケーションにアートを取り入れる事例やその効果についてはいく
つかの研究が存在する一方で，アートを通じた科学技術コミュニケーション活動という試みもある
（奥本・朴 他 2018; 佐藤・標葉 2012）
．前者がアートを用いて科学を伝えることを目的とするのに
対し，後者はアートを通じて科学技術を考え，科学技術の見方を拡大する可能性を論じている．奥
本・朴 他（2018）では，ヨコハマトリエンナーレ 2017 の出展作品の鑑賞を通じて，高度で複雑な科
学技術に支えられる現代社会に対するアーティストの視点を，個人的文脈で解釈し言語化する取り
組みをしている．また，佐藤・標葉（2012）は，遺伝子組換えアートの先駆けであるエドワルド・カッ
ツの作品に言及するメディア上の議論を分析し，作品を通じて呼び起こされた思索を考察している．
これらの先行研究より，現代アートが持つ，批判性や問いや考えを促す効果を活用した科学技術
コミュニケーションの有効性が示唆されるが，未だ報告例が少ないため，事例を増やして検証をし
ていく必要がある．
そこで本稿では，たんぽぽの綿毛をテーマとした⚔つのアート作品の鑑賞を通じて，アーティス
トの「生命」の表現に注目する．2018 年末から 2019 年上期の同時期に，偶然にも異なるアーティス
トによって，
たんぽぽの綿毛を題材とした作品が複数展示されたのを目にした．それぞれの作品は，
綿毛をモチーフにしていながらも，異なる素材や手法を用いて表現されている．本稿では，まず，
作品の鑑賞の手法を紹介し，アート作品におけるモチーフが持つ意味を共有する．そして，綿毛を
テーマとした⚔つの作品の事例を通じて各作品のアーティストの思いや，作品から感じられる生命
の印象をそれぞれ比較して，アートが扱う「生命」を考察し，アートを通じた科学技術コミュニケー
ションの意義を共有したい．

2. 作品の鑑賞手法について

科学技術コミュニケーションの活性化を進めるうえで重要な取り組みとなる，科学と芸術の融合

展示には多様な可能性が認められる．すでに全国的に科学館・博物館で実施されており，こうした
展示は人気があることが分かっており（文部科学省 2017）
，近年では，“芸術/アートと科学/サイエ
ンス”というタイトルの企画展が博物館や美術館にて開催されている（美術手帖 2017; 美術手帖
－ 40 －
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2019）
．一方で，鑑賞者側がアート作品を異なる分野の切り口で解釈することもできる．つまり，
アート作品を「他の領域の活動の素材として鑑賞する」ことで，同じ展示作品であっても鑑賞者の
関わり方を変化させるのである（岡田 2016, 2-10）
．例えば，宮田・山内・岡田（2016, 189-207）は，
他者と語り合いながら哲学をする「哲学対話」の題材としてアート作品を用いており，対話を用い
た美術鑑賞法を取り入れることによって鑑賞者の主体的な解釈を促進している．対話型鑑賞法と
は，作品にまつわる知識や歴史を鑑賞者にむけて教えるのではなく，作品に対する自分の見方，感
じ方や考え方を鑑賞者同士の対話を通じて深めたり広げたりしながら，美術作品に新たな意味を付
与する活動が重視される（上野 2012）
．このことから対話型鑑賞法は，個人の知識を越え，多様な
他者との交流を通じて想像し，考え，意見を共有するという点で，科学技術コミュニケーションと
親和性が高い鑑賞方法だと考える．
対話型鑑賞法のような対面のプログラム以外にも，作品のキャプションや評論を他者が鑑賞した
結果として捉えるのであれば，これらも他者の視点を取り入れるという役割を果たしうるのではな
いか．こうした考えから，続く第⚓章では，綿毛をモチーフとすることの意味や背景，第⚔章では
多様な作品事例を共有する．

3. 綿毛というモチーフについて

芸術作品におけるモチーフとは，表現に用いられている題材や素材を示している（横地・岡田

2006）
．それが具象的なものでも，抽象的なものであっても，モチーフを選定する作家にとっては，
意識的/無意識的に惹かれ，興味を持つ固有の存在として考えられる（清水 2018; 牛山 2019）
．また，
モチーフはアナロジー的効果を表している場合もある．例えば，
ドイツ人の芸術家のパウル・クレー
（1879-1940）は植物をモチーフとした作品群を制作しているが，彼は，芸術作品は自律的な有機体
として機能しなければいけないと考え，自身の芸術の創造過程と植物が成長し形態変化する過程を
重ね合わせて制作に取り組んでいた（野田 2013）
．
一方で，鑑賞者にとってのモチーフは，鑑賞の手がかりになる存在である．本稿で取り上げる作
品のモチーフであるたんぽぽの綿毛もその存在を多角的に考えることができる．芸術学・美学にお
ける自然の捉え方から大別すると，自然信仰と自然科学の⚒つの視点で考えることができるだろう
（木幡 1986）
．自然信仰的な文脈では，綿毛を使った占いや古くから伝わる俗信が英米で多く存在
することが挙げられる（小泉 2018）
．また，自然科学的な視点では，風を利用して綿毛の付いた種
子を頒布し，生息地を広げる多年草としての生態的特徴が挙げられる．加えて，日本においてはセ
イヨウタンポポをはじめとする外来種が増えており，その理由として都市化に伴う，在来種の生息
環境の減少が示されている（小川・本谷 2001）
．その他にも，形式的な特徴として，放射線状に種子
が並ぶ幾何学的な美しさや，儚さや可愛げといったイメージが持たれている．
以上の綿毛の意味的・構造的な特徴に基づくと，繊細であり凡庸な綿毛と，アンバランスで画一
化された都市のアナロジーを感じることができたり（4.2）
，綿毛と鑑賞者の素朴なインタラクショ
ンが，科学技術の発展と私たちの意識のギャップを示していたり（4.1）すると解釈できる作品を次
項では紹介する．
タンポポの生息環境に限らず，広義の地球環境問題については，科学技術の発展に伴う国民の懸
念事項でありながら，科学技術にて解決が期待されているという両義性を含むテーマである（内閣
府 2017）
．身近な植物である綿毛をモチーフとした作品が，テクノロジーの発展や都市化という
テーマを表象し，鑑賞者の興味を惹きつけることは，こうした意識を反映しているのではないかと
推察される．
－ 41 －
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4. 綿毛を取り扱う⚔つのアート作品事例

4.1 第 22 回文化庁メディア芸術祭 アート部門新人賞《watage》
，
（euglena）
第 22 回文化庁メディア芸術祭の会場は，日本科学
未来館（以下，未来館）であった．2008 年以降は例年，
新国立美術館で開催されていたのだが，2018 年は ICC
（インターメディアセンター）
，そして 2019 年は未来
館を中心とする臨海地区で⚖月⚑日（土）
～16 日（日）
まで開催された．開催場所が美術館から科学館に移っ
たことには，何か意図があるのかと考えながら，会場
に向かった．目当てにしていたアート部門の大賞・優
秀賞・新人賞を受賞した⚘作品のうち，私の心を捉え
たのは，
（euglena）の《watage》という作品だ．
（図
⚑，⚒）
《watage》の展示空間には，入れる人数を制限
しており，鑑賞者としての“私”と作品としての“綿毛”
図⚑ 展示風景より，
（euglena）
《watage》
（2019）

が対峙する空間が守られている．展示光は抑えられて
いるため，案内者に足元を懐中電灯で照らしてもらい
ながら，その暗い空間に入ると，スポットライトにあ
てられた⚕つの作品が展示されていることが見えてく
る．暗い展示室の中に，微かなスポットライトに照ら
されている⚕つの作品は，近付かないと見えないほど
のサイズである．意図しない自分の体の揺れや呼吸に
よって激しく揺れる作品を見て，ガラスケースには入
れられてないことを知り，より一層気をつけながら鑑
賞することになる．とても繊細な作品であることか
ら，展示の開始・閉館の時に，作品が捨てられる事件
があるほどだった．
儚げに揺れ動くこれらの作品は，自分の存在を視覚

図⚒ 作者（
（euglena）氏）よりご提供，
（euglena）
《watage》
（2019）

的に認識させてくれる．そのことを（euglena）は，
「テ
クノロジーを通さず視覚化された周囲への影響は，無
垢に鑑賞者自身の存在を再確認させる．
」と言う．機
械は人間の身体の拡張する道具として捉えられるが，

産業化に伴い，人の生活は生産性という軸によって画一化され，その恩恵を享受できる人間とそう
でない人間に格差を産んだ．科学技術の進歩は特に急速であり，
例えば，
携帯電話からスマートフォ
ンへの変化のように，10 年や 20 年前には最先端であったことの多くが，すでに廃物になっている．
そんな加速度的に進化する今日の社会においても，毎年変わらず，芽吹く綿毛に安心感を求め，風
を動力にするシンプルで知的な生存戦略に着想を得た作者は，自然のしなやかさを生かした，ダイ
ナミックなインタラクションを綿毛で表現している．そしてこの作品が朽ちたときには，土に還る
ことを作者は夢見ている．その言葉は，種としての生命の情報の流れが連綿と続いていく様子を想
起させる．
（euglena）の⚕つの作品はそれぞれを自然界に存在する綿毛とは，異なる形で表現されており，
その揺れ方も様々だ．作品ごとに異なる綿毛の存在を確かめながら，私と綿毛の特別な空間を集中
して楽しむことができた．
－ 42 －
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4.2 東京ミッドタウンアワード 2018 グランプリ《息を建てる/都市を植える》
，青沼優介
東京ミッドタウンアワードは，
「世の
中へ新しい視点を投げかけるアート」を
コンセプトとして，東京ミッドタウンと
いう場所を活かしたサイトスペシフィッ
クな作品を募集するアートコンペであ
る．2018 年 10 月 19 日（金）
～11 月 11
日（日）まで，六本木の東京ミッドタウ
ンの多くの人が行きかう地下⚑階のアベ
ニューに展示されていた．
東京ミッドタウンアワード 2018 のグ
ランプリを受賞した《息を建てる/都市
図⚓ TOKYO MIDTOWN AWARD ホームページより，青
沼優介 〈息を建てる/都市を植える〉（2019）

を植える》
（青沼優介）は，息をテーマに
たんぽぽの綿毛を建築物に見立てた作品
である．
（図⚓）これは息をテーマにし

て，綿毛と建築の対比性を見立てている．この作品は，アクリル板を綿毛が支えるようにして階層
的な構造になっている．こちらも繊細なバランス構造の作品であるため，会期中に何らかの理由で
作品が倒壊してしまったそうだ．しかしながら，数週間後に綿毛の都市は新たな形で復旧された．
予期せぬアクシデントではあるが，作品崩壊後のプロセスと再生の過程が，都市の新陳代謝という
テーマをより一層強く感じさせる出来事であったと感じる．作者である青沼優介は，作品コンセプ
トを次のように述べている．
都市は新陳代謝をしている．時間とともに景観は変化し，私たちの過ごす時間や場に変化を与え
てきた．しかし，最初から都市と位置付けられた土地はない．建築を建て，壊しを繰り返しながら，
膨張した結果である．私は蒲公英の綿毛を植え，その新陳代謝を表現した．儚くも懸命に建つ最小
の建築たち．ひいては都市である．壊れても，誰かが植えれば生まれ変わる．都市は誰のものでも
なく，時間とともに更新され続けていくものなのだ．
（青沼 2018）
このように，社会の変化や人口の増加に合わせて有機的に成長する都市や建築の考え方は，新陳
代謝を意味する生物学用語と重ねて，メタボリズムと呼ばれている．種としての生命が周囲の環境
に適用して進化するように，最初から完璧でなくとも変化していける設計や，個体を構成する細胞
が内に閉じながらも外に開くことで代謝を行うような，絶妙なバランスで平衡を保っている様子な
ど生命と建築を重ねて鑑賞することができる．また，ガラスの囲いの中で階層的に組み立てられて
いることから，同じ綿毛を素材として作った造形でありながらもエネルギーが集約されているよう
な力強さや固体性が感じられる．さらに綿毛で作られた街のモデルを提示することで，ミクロな素
材からマクロな視点の風景を想像させている．綿毛は繊細かつ儚げな美しさやふわふわと広がるイ
メージを持つ一方で，自然界での綿毛の役割は後世に遺伝子を残すための生存戦略である．生き物
をメディアに制作されるこれらの作品は，種の本来の機能を失った，不自由な自然の姿として映る
かもしれない．しかしながら当作品は，最終的には朽ち果てた後に自然に還るところまでをコンセ
プトとして考えられており，種の世代交代と都市の変化のアナロジーを想起させる．

－ 43 －
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4.3 東京大学制作展 EXTRA“enact onesʼs self”展示作品《たんぽぽの綿毛らしさたらしめるもの》
，
高田玲奈，谷口幸弥，船津武志
東京大学制作展は，東京大学大学院情報学環・学際情報学府の学生たちが自らの研究的な関心を
もとに表現活動に挑戦する創発的実践の場である．2019 年⚗月⚕日（金）
～⚘日（月）に開催され
た，EXTRA 展“enact onesʼs self”の会場である本郷キャンパス内の情報学環オープンスタジオに入
ると，遮光されて薄暗い会場内に同学生達の作品が 12 点展示されていた．
私たちのたんぽぽの綿毛に対する認知を問う作品が，高田玲奈，谷口幸弥，船津武志の《たんぽ
ぽの綿毛らしさたらしめるもの》
（図⚔，⚕）である．この作品は，“綿毛”の影を乳白色のオーガン
ジーのような布に投影し，下から風を当てて布をゆらしている．だが実際には，ドライバーや釘と
いった工具でたんぽぽや綿毛の形をつくった物体の影である．物体と影の様相の対比により，わた
したちが綿毛と認識している要素を問いかけ，我々の日常生活を「認知のスキーマ」が先入観や偏
見として支配していることを伝えたかったようだ．4.1 や 4.2 の綿毛を材料とする作品とは異なり，
綿毛らしさをたらしめる要素は何なのかと問うコンセプトによって作品が成立している．私にとっ
ては，春になると黄色い花を咲かせ，放射線状に並んだ白い綿毛を飛ばすという個人的な経験に基
づく記憶が，たんぽぽたらしめているものだと気づいた．

図⚔ 展示風景より，高田玲奈，谷口幸弥，船津武志 図⚕ 作者（高田玲奈氏）よりご提供，高田玲奈，谷
口幸弥，船津武志《たんぽぽの綿毛らしさた
《たんぽぽの綿毛らしさたらしめるもの》
（2019）
らしめるもの》
（2019）

4.4 2019 年 アートフェア東京（古美術鐘ヶ江ブース）
《綿毛蒲公英》
，鈴木祥太
2019 年⚓月⚗日（木）
～⚓月 10 日（日）⚔日間にかけて開催されたアートフェア東京 2019 では，
古美術・工芸から，日本画・近代美術・現代アートまで，幅広い作品のアートが展示されていた．
広い展示会場の⚑区画の工芸ブースの中で，掛け軸が下げられた展示パネルの底面から，ちょこん
と⚑本の綿毛が生えている．その違和感が目についた．この《綿毛蒲公英》という作品は茎から綿
毛ひとつひとつに至るまで，金属を素材に実寸大で作られている．
（図⚖，⚗）さらに細部の色まで
も本物の様である．色の付いた石の産出が少ない日本だからこそ，金属の色を変化させる独自の技
術を持っているそうだ．その技術を用いて，生き物の繊細な色の濃淡が表現されている．
素材が金属と知り，感嘆すると同時に，小さな命という崇拝対象から，展示対象に変わった．ま
た，これは工芸にカテゴライズされる作品である．工芸とアートとの違いや両者の包含関係にはい
ろいろな意見があるが，工芸と名の付くものは実用性も兼ね備えている．この作品は，生命の刹那
的な一瞬を切り取って，その形状を長らく継承できるという点に価値の一つを見出すことができる
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だろう．だとすると，⚓次元の複製技術の産物であり，もちろん非生命であるのだが，そう思いな
がらも，アスファルトに咲くたんぽぽを連想する自然の力強さと，風に吹かれ今にも一つの綿毛が
飛び立とうとしている様子に生命力を感じる．

5. 考察

これらの⚔つの作品を通して，綿毛というテーマを用いる表現から生命について考えることがで

きた．⚔作品とも，生命がメタファーとして，もしくはメディアとして表現されていた．
《watage》
は，綿毛が風で揺れるという自然現象を拡大しており，個体と環境のインタラクションを再現して
いる点に生命を感じることができた．一方，
《息を建てる/都市を植える》には小さく揺れ動くもの
の集合体として大きなものを作り出す点，有機的なつながりにも生命の根源を強く感じた．建物や
模型は，無機質な存在であるが，それを小さな綿毛で構成することで，ひとつの“生き物”のように感
じることができるかもしれない．
《綿毛蒲公英》は，生命とは対極の形態である固い金属を素材とし
ながらも，精巧な金属加工技術や伝統的な色出し技法によって柔らかな植物をリアルな質感で表現
している．⚓つの作品とは対照的に，
《たんぽぽの綿毛らしさたらしめるもの》には，釘の綿毛にも，
それを映した綿毛らしい影にも生き物らしさを感じることが難しかったことから，生命と感じるも
のの境界に考えを巡らすきっかけになった．
これらの小さな綿毛を用いた作品は，
「生命」とは何かという身近ながらも大きな問いを考える
きっかけを与えてくれた．自分がどのような価値観を持っているかをメタ的に知ることが，それぞ
れ違う立場のひとが科学技術に関連する事柄を自分ごととして，想像し，考え，意見を共有する，
科学技術コミュニケーションの土台になると考えられる．

図⚖ 展示風景より《綿毛蒲公英》
（2019）

図⚗ 鈴木祥太氏のホームページよ
り，鈴 木 祥 太《綿 毛 蒲 公 英》
（2019）
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6. おわりに

本稿では，たんぽぽの綿毛を題材にした⚔つのアート作品の鑑賞を通して，アーティストの取り

扱う「生命」について考察した．科学的な生命の定義については，個体のエネルギーと物質の因果
的な法則や，“生気”と表現されるような形而上的な考え方など歴史的に議論が重ねられている．今
回鑑賞したアート作品からは，小さなものの集合体や，周囲とのインタラクションで動いている様
子，柔らかな質感などに対して生命を感じた．また，その鑑賞経験を言葉で表すことで，自分の価
値観を明らかにすることができた．一方，作品の作り手である作者の思いは，作品のキャプション
ベースの情報であるため，十分に汲み取れていない部分があることは留意したい．
私自身が科学技術の専門知識とするバックグラウンドを持たないことから，非専門家が科学技術
に対して，
自分の意見を主張することは非常に勇気がいることだと感じている．しかしながら，
アー
ト鑑賞を介することで，アートが持つ多様な価値観を認める考えを持ち出すことができる．また，
アートの解釈には正解がないことも，勇気を出せるポイントだった．小川（2006）は，サイエンス
コミュニケーションからみた博物館の役割として，
「社会を構成する人々が博物館での体験を自分
なりに意味づけをすることを支援し，最終的には人々と科学との長期的な関係性の構築すること」
だと述べている．アート鑑賞を通じた科学技術コミュニケーションにおいても，個人的な文脈で考
えることを促すという利点があることが言えるだろう．社会と科学技術の関係においては，何が正
しいのか予め備えられているものではない．科学技術に対して個人的な文脈でそれぞれ考えるきっ
かけとして，アートの鑑賞を端緒とする活動を今後も広げていきたいと思う．
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