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はじめに 

 

 本稿は KYOTO STEAM－世界文化交流祭－「アート×サイエンス IN 京都市動物園 ア

ートで感じる？チンパンジーの気持ち」にかんするレポートです。本プロジェクトは第 1 期

2018 年度、第 2 期 2019 年度、第 3 期 2020 年度および 2021 年度の 3 期にわたって実施さ

れましたが、このレポートでは主に第 2 期と第 3 期に焦点を合わせています。アーティス

トと研究者たちがインタラクティヴアートなど用いて、6 個体のチンパンジーのための環境

エンリッチメント1に取り組んだ期間です。 

 

京都市動物園を舞台に、2018 年度にスタートした「アート×サイエンス IN 京都市

動物園 アートで感じる？チンパンジーの気持ち」は、アーティストと京都市動物園

「生き物・学び・研究センター」のサイエンティスト双方にとって意義があるだけで

なく動物ファーストであることにこだわり、チンパンジーの幸せのために協働でプロ

グラム作りに取り組んで来ました。(坂本英房園長「アート×サイエンス IN 京都市

動物園 アートで感じる？チンパンジーの気持ち」2021 年度パンフレットより) 

  

ホモ・サピエンス（知恵ある人）、ホモ・ファーブル（工作する人）、ホモ・ルーデンス

（遊戯する人）。一方で、人間とそれ以外の生命との差異を際立たせようとするこうした分

類はなかなかうまくいかないという印象を与える。チンパンジーは知的で、社会的な動物

で、道具を作り、笑いながら遊ぶ。他方で、「実際、人間の意図を読み取ることにかけては、

［イヌの方が］人間に最も近い親戚であるチンパンジーやゴリラよりもよほど上手だ」（フ

ランシス 2015, 12）と言われることには一理ある。人間と遺伝的に最も近いとされるチン

パンジーとの距離はいざ対面してみると思っていた以上に遠く感じる。このプロジェクト

を通じて初めてチンパンジーと向き合い、彼ら／彼女らについて多少なりとも学んだ人々

はこのような印象を抱いたのではないかと想像します。 

  京都には芸術大学も多く、京都市動物園内でもスケッチの授業などが実施されたりして

いるようです。スケッチに限らず、古くからアーティストはそれぞれの技法を通じて動物に

アプローチしてきました。しかし今回のプロジェクトでは、アーティストはサイエンティス

トを媒介として動物にアプローチしました。動物園をある種の培地として、これまではあま

りなかった人間と人間、人間と動物の連関が生まれました。 

 
1 「環境エンリッチメント（environmental enrichment）とは、動物福祉の立場から、飼育

動物の「幸福な暮らし」を実現するための方策のこと。本プロジェクトでは、チンパンジー

の飼育環境が、野生のチンパンジーに比べると狭く、変化の少ないものになりがちであるこ

とから、飼育環境にアートを取り入れることで、豊かな環境を生み出す試みを行なっていま

す」（「アート×サイエンス IN 京都市動物園 アートで感じる？チンパンジーの気持ち」

2020 年度パンフレットより） 
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  他方で、アーティストの側からするとこのプロジェクトの難しさのひとつはまさにその

点にあったように思います。たしかに、バイオアートやスペースアートをはじめとして、昨

今、アート×サイエンスとみなすことができるような試みは数多くあります。ただほとんど

の場合に、そうしたプロジェクトのなかで問いを立てる主体はアーティストであったので

はないでしょうか。ここでの経験を活かして、各々のアーティストが独自の問いを立て、自

らの主戦場であるアートワールドにフィードバックするのはもっと後になってからのこと

かもしれませんし、そのようなことは生じないかもしれません。しかし、それを差し引いて

も、今回のプロジェクトが参加者に新しい経験をもたらし、ポジティヴに作用した側面があ

ることは疑いを得ないのではないかと思います。 

このレポートは、本来、2022 年 2 月 5 日に予定されていた発表会第 2 部のトークセッシ

ョンの結果をまとめる予定のものでした。予定されていたトークセッションの論題は「動物

園におけるアート×サイエンス・テクノロジーのこれからを考える」で、登壇予定者は青木

陵子さんと伊藤存さん（アーティスト）、山梨裕美さん（京都市動物園主席研究員）、𠮷田

信明さん（公益財団法人京都高度技術研究所主任研究員）、一方井祐子さん（金沢大学人間

社会研究域人間科学系准教授）、坂本英房京都市動物園園長（KYOTO STEAM—世界文化交

流祭—実行委員会チーフディレクター）の皆さんでした。またその後の総評として、齋藤亜

矢さん（京都芸術大学文明哲学研究所准教授）が登壇されることが予定されていました。山

梨さんと青木さん+伊藤さんの研究発表は YouTube で公開されています。またその他のメ

ンバーも報告書にそれぞれの活動内容を記しています。プロジェクトの経緯や成果につい

ては、そちらをご覧になっていただければと思います2。 

以下では、過去を振り返るというよりは、未来に向けて、つまり、今後のプロジェクトの

展開に多少なりとも寄与することができればという考えのもとにこのレポートをまとめま

した3。第１章ではごく簡単にプロジェクト始動の経緯に触れています。第 2 章では「アー

ト×サイエンス IN 京都市動物園 アートで感じる？チンパンジーの気持ち」で言われる

「気持ち」がどのように推し測られるのかについて、「情動」と「感情」という補助線を引

きながら報告しています。この章は主にアーティスト、デザイナーをはじめ動物研究の専門

家でない方々に読んでいただくことを想定しています。次に第 3 章では、「アートで感じ

る？」の「アート」について報告しています。この章は主にサイエンティストや飼育員の

方々、普段アートの世界の慣習にそれほど馴染みのない方々に読んでいただくことを想定

しています。2 章と 3 章でおこなおうとしているのは、いわゆるコンテキストのすり合わせ

です。最後に第 4 章では、デジタルエンリッチメントという世界の動向と今回のプロジェ

 
2 このレポートの末尾に関連リンクがまとめてあります。 
3 報告者の現在の所属は近畿大学文芸学部文化デザイン学科感性学系ですが、このプロジェ

クトに参加した非専門家の立場から見えてきたことを手がかりにレポートを執筆していま

す。多くの方々の知見に刺激を受けて執筆していますが、文責は岩城にあります。 
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クトを接続して、今後の展開に多少なりとも寄与できればと考えています。このレポートを

準備するにあたって、アニマルコンピュータインタラクション（Animal-Computer 

Interaction, ACI）という新しい研究分野の動向や、動物中心デザイン（animal-centered 

design）、動物との Co-Design といった発想を窺い知ることができました。動物もデザイ

ンプロセスへの参加者として捉え、動物の〈ために〉、動物と〈共に〉デザインする（designing 

for animals and with animals）という考え方は、まだまだ研究や議論が必要であるものの、

今後の展開の着想源になる可能性があるのではないでしょうか。 

KYOTO STEAM のプロジェクトとしての「アート×サイエンス IN 京都市動物園 アー

トで感じる？チンパンジーの気持ち」は 2022 年 3 月でいったん終了することになります

が、アニマルウェルフェア4の向上を目指した環境エンリッチメントの取り組みは動物園が

存続するかぎり続きます。デジタルエンリッチメントは数ある可能性のなかのひとつとし

て、世界でもその有用性が徐々に認識されているようです。もしかするとプロジェクトを通

じて、わたしたちは新しい動物園文化5の萌芽に立ち会うことができたのかもしれません。

今後も長期的なヴィジョンのもとで、研究と実践が円滑に継続されることを願っています。 

  

 
4 農林水産省 HP には国際獣疫事務局（OIE）の「アニマルウェルフェアとは、動物の生活

とその死に関わる環境と関連する動物の身体的・心理的状態」であるという定義が掲載さ

れ、「5 つの自由」（①飢え、渇き及び栄養不良からの自由、②恐怖および苦悩からの自由、

③物理的、熱の不快からの自由、④苦痛、傷害、疾病からの自由、⑤通常の行動様式を発現

する自由）が国際的なアニマルウェルフェアの中心的な概念として各資料に掲載されてい

ます。https://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/animal_welfare.html 最終アクセス日 

2022 年 3 月 18 日 日本で「アニマルウェルフェア」や「動物福祉」といった表現が混在し

て揺らいでいることの背景については、以下を参照。小倉他 2011. 
5 文化の形成過程についてはチンパンジー研究の記述が参考になりそうです。「文化は社会

的に学習された行動だ。時が経つにつれ、学習された行動は地域の慣習に織り込まれてい

く。こうした慣習は、コミュニィティ全体に伝播し、それを見たわたしたちは、あるチンパ

ンジーのコミュニティの特徴として、石器使用やシロアリ釣りを記述する。グループの仲間

グルーミングする際の姿勢や、アリ釣り棒の持ち方といった慣習は、独自のスタイル（様式）

へと発展する。（中略）スタイルは、長く続くことも、短期間で廃れることもある。はるか

遠くまで伝播する場合もあれば、ひとつのコミュニティや、ひとつの家系にとどまることも

ある」（スタンフォード 2019, 238-239）。動物園という文化については、たとえば以下を参

照。 田中 2013; 溝井 2021. 

https://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/animal_welfare.html
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第 1 章 STEAM プロジェクトの始動 

 

KYOTO STEAM 「アート×サイエンス IN 京都市動物園 アートで感じる？チンパンジ

ーの気持ち」では、科学、技術、工学、アートのコラボレーションを通じて、インタラクテ

ィヴな映像などを用いた環境エンリッチメントの可能性が示されました。それは今後、さま

ざまな分野での実践、研究、教育へとつながっていく成果であったと報告者は考えていま

す。 

とはいえ、このプロジェクトは決して最初からひとつの目標に向かって直線的に進んだ

わけではありません。動物園とアート、さらに対象を絞ってチンパンジーとアートという枠

組でプロジェクトを進めると決まった後でも、コンセプトは柔軟に変更されました。特にプ

ロローグとなる第 1 期と、本編となる第 2 期以降ではプロジェクトの中心となる問いが大

きく変わったように思います。問うべき問いがなんであるのかを柔軟に問い直しながらも、

最終的には一定のアウトプットにつなげる。こうしたプロセス自体、STEAM の考え方に呼

応すると言うことができるのかもしれません6。 

「アート×サイエンス IN 京都市動物園」は京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化

芸術企画課藤田訓仁子担当課長が KYOTO STEAM 事務局長に就任し、2017 年度中に京都

市動物園に参加を呼びかけ、同じく KYOTO STEAM 実行委員会チーフディレクターに就任

した坂本英房副園長（現園長）らとアイデアを練るところから始まりました。KYOTO 

STEAM の目的には、ネットワークの構築と人材育成もあったということです。同年に実行

委員会アートコーディネーターの山本恵子さん、京都市動物園主席研究員の山梨裕美さん

がプロジェクトのメンバーとなり、山本さん、山梨さんのネットワークを軸としてプロジェ

クトチームが形成されていきました。 

第 1 期にあたる 2018 年度には研究者として霊長類研究者の狩野文浩さん（当時熊本サ

ンクチュアリ・京都大学高等研究員特定准教授）、佐藤侑太郎さん（当時京都大学野生動物

センター）が招聘され、アーティストとして伊東宣明さん（美術家）、人長果月さん（美術

家）、水江未来さん（アニメーション作家）、笹岡由梨子さん（現代美術家）×川嶋渉さん

（日本画家）が参加することになりました。この年は「チンパンジーに訴える映像とは何か」

という問いに取り組んだということです（わたしもたまたまですが関心があり成果発表会

を見学していました）。 

第 2 期にあたる 2019 年度にはアーティストとしては人長さんが参加し、新たに研究者

として、𠮷田さん（公益財団法人京都高度技術研究所主任研究員）、一方井さん（当時東京

大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構特任研究員）、岩城（近畿大学文芸学部文

 
6 STEAM（Science; Technology; Engineering; Arts; Mathematics）は教育学の概念ですが、

その概念形成の経緯については、たとえば、以下を参照のこと。胸組 2019. 
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化デザイン学科）が加わります。この年から山梨さんの専門でもある「環境エンリッチメン

ト」というキーワードがプロジェクトの軸になってきます。山梨さんの説明から短く引用し

ておきましょう。 

  

 京都市動物園では動物種本来の性質が発揮できるように、また動物たちが自ら選択で

きることを増やして楽しく暮らせるように、飼育環境に様々な工夫（環境エンリッチ

メント）を行なっています。（中略）ただし、同じことを続けるだけではチンパンジ

ーも飽きてしまうので時に変化が必要です。また、器用で力の強いチンパンジーには

常に壊される可能性があるのでそこも知恵を絞る必要があります。（2019 年度パン

フレットより）  

  

 より詳しい説明については、たとえば、京都市動物園行生き物・学び・研究センター編『い

のちをつなぐ動物園』 （2020, 50-100）や『動物園学』（Hosey 2011, 262-294）などがお

勧めです。「アート×サイエンス IN 京都市動物園 アートで感じる？チンパンジーの気持

ち」は「感覚エンリッチメント」7を軸とした試みですが、報酬（餌など）なしで取り組ま

れたのが特徴的です。ちなみに全体として京都市動物園の動物福祉にかんする取り組みは

高い評価を受けています8。 

そして、第 3 期にあたる 2020 年度、2021 年度にはアーティストとしては青木さんと伊

藤さんが参加し、アートコーディネーターには上村絵梨子さん、水野慎子さん（2021 年 10

月から）が順次着任することになります。KYOTO STEAM—世界文化交流祭—実行委員会

事務局からは、中尾奈央さん、草川晶太郎さん（2021 年度から）がそれぞれプロジェクト

を担当することになります。 

このような人々にさらに多くの方々がかかわって、コイコ（2020 年 3 月の展示の時点で

推定 43 歳）、タカシ（当時 31 歳）、ローラ（当時 29 歳）、ジェームス（当時 26 歳）、

ニイニ（当時 7 歳）、ロジャー（当時 1 歳）の個性豊かなチンパンジーたちと共にプロジェ

 
7 エンリッチメントは以下の 5 タイプに分類できるということです。「1. 採食エンリッチ

メント：食べ物に重きを置いたエンリッチメント。餌を新しい方法で与える、新しい種類の

餌を与える、など。2. 空間エンリッチメント：飼育環境の構築的な変化。長持ちするもの

や一時的なもの（パーチやジャングルジムなど）、動物が自由に操作できるもの（床材や遊

具など）の提供。3. 感覚エンリッチメント：視覚、聴覚、嗅覚、など、動物の感覚を刺激す

るもの（ガラスの反射光、おもちゃのガラガラ、血痕など）。4. 社会的エンリッチメント：

他の動物や人との関わりに着目したもの（中略）5. 認知エンリッチメント：動物の知性を

刺激する、異なった複雑さの問題解決が必要とされているものを環境に追加する（後略）」

（Hosey 2011, 271-272） 
8  たとえば、以下を参照。 市 民 zoo ネットワーク  エンリッチメント大賞 2021 

http://www.zoo-net.org/enrichment/award/2021/ 最終アクセス日 2022 年 3 月 25 日 

http://www.zoo-net.org/enrichment/award/2021/
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クトは進められました。2019 年度の成果発表は 2020 年 3 月 21 日から 29 日でしたが、そ

の少し前から日本でも新型コロナウィルスの感染拡大の影響が出始め、世界の様子が一変

してしまいました。こうした時期のプロジェクトであったことは（未来の読者の環境ではす

でに過去のことになっていることを期待しつつ）付言しておこうと思います。 
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図 1（前ページ）人長果月《Actant－チンパンジーの森》（2020 年／インタラクティブビデオ

インスタレーション）撮影・編集：Tomas Svab 

 

 

図 2 展示の様子（2019 年度） 

撮影：人長果月 

 

図 3 インタラクティヴアートに触れてみる来場者（2019 年度） 

撮影 : KYOTO STEAM—世界文化交流祭—実行委員会 
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第 2 章 チンパンジーの「気持ち」？ 

 

2.1. 情動（emotion）と感情（feeling） 

 

この章ではプロジェクトのタイトル、「アートで感じる？チンパンジーの気持ち」のう

ちの「気持ち」に焦点を合わせます。プロジェクトの内容の詳細については山梨さんや青木

さん+伊藤さんの報告を見ていただくとして、ここではアーティストやデザイナーがこうし

たテーマに取り組む上で前提となる問題について少し考えます。 

「チンパンジーの気持ち」。動物園での展示に遭遇した人々の多くはこのタイトルにそれ

ほど疑問を感じなかったかもしれません。一方井さんが実施したアンケート調査の結果か

らもそのことは窺い知ることができます。しかしたとえば 17 世紀から 18 世紀前半にかけ

てのデカルト派の知識人ならこのタイトルを見て、怪訝な顔をしたかもしれません。動物機

械論の信奉者たちは、動物に心はもちろんのこと、感覚があることさえ認めなかったからで

す。（金森 2012） 

では、改めて考えてみると、動物に心はあるのでしょうか？魚類や昆虫はどうでしょう

か？植物は？微生物は？物質は？わたしたち自身は？  

ちょうどプロジェクトの期間中である 2020 年に翻訳が出版された次のような本があり

ます。『ママ、最後の抱擁 : わたしたちに動物の情動がわかるのか』（原著 Mama’s Last 

Hug: Animal Emotions and What They Tell Us about Ourselves, 2019）。著者であるフラ

ンス・ドゥ・ヴァール博士は「霊長類の社会的知能研究における第一人者」と言われるオラ

ンダの研究者ですが、日本の研究者とも親交が深く（cf.ドゥ・ヴァール 2002「訳者あとが

き」）、もちろん同書でも日本での研究も参照されています。ドゥ・ヴァール博士によれば、

1970 年代でも科学界では、情動に焦点を合わせることは評判がよくなかったそうです。

1872 年に発表されたダーウィンの先駆的な著作『人及び動物の表情について』は当時好評

を博したもののすぐに忘れ去られて、動物の「気持ち」は 1 世紀にわたって科学の研究対象

とはみなされませんでした。最近では少しずつ情動をターゲットとした科学研究も蓄積が

進んでいるのかもしれません。 

さて、ドゥ・ヴァール博士は、先の本のなかで、「情動（emotion）」と「感情（feeling）」

を次のように区別しています。日本語の「気持ち」はこの両方の言葉を含んで、さらにもっ

と広い言葉なのかもしれません。プロジェクト内で検証されたのはここで言われる「情動」

なので、まずは確認してみましょう。 

 

情動と感情は別物だから厄介だ。私たちは情動と感情をいっしょくたにしがちだが、

感情は内面の主観的状況であり、厳密に言えば本人しか知りようがない。私には自分

の感情はわかるが、あなたの感情はわからない——あなたがそれについて語ってくれ

たことを除いては。わたしたちは自分の感情について、言葉で伝え合う。一方、怒り
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や恐れから性的欲望や愛情、権力欲に至るまで、情動は身体的・心的状態であり、行

動を促す。情動は特定の刺激で引き起こされ、行動面の変化を伴うので、表情や肌の

色、音声、仕草、体臭などによって、外側からでも感知できる。こうした変化を経験

している人がその変化を自覚したときにだけ、それは感情になる。感情は意識的な経

験なのだ。だから私たちは、情動を示すが、感情については語る（10-11） 

 

ドゥ・ヴァール博士は決して研究者には動物の「感情」（内面の主観的状況）を捉えるこ

とができると主張するわけでありません。むしろ慎重に次のようにも述べています。「動物

が何かを感じているのかがわかると主張する人は誰であれ、科学的ではない」（11）。他方

で「情動」は、「当該の生き物にとって意味のある外的刺激によって生じる一時的な状態」

（115）であり、身体的反応や行動によって表出／表現（expression）されるので検出する

ことができるとされます。たとえば「恐れ」は、身体の震え、心拍数や呼吸数の上昇、筋肉

の緊張、アドレナリンの放出などを引き起こし、逃げる、後ずさる、戦うといった行動を生

み出すといった具合です。情動についてのこうした捉え方は、脳神経科学者のアントニオ・

ダマシオ博士らの考え方と連動するところがあり、ドゥ・ヴァール博士も著作内でダマシオ

博士の研究に言及しています。他方でドゥ・ヴァール博士は構築主義（社会構成主義）的な

情動理解、とりわけ言語による分節が情動の分節に先立つとする理解には疑問を呈してい

ます（169-171）9。 

本プロジェクトの研究者たちもここで言われる情動（emotion）にかかわる研究成果を発

表しています。山梨さんや狩野さんも執筆している日本語で読めるとても便利な論集『人間

とは何か：チンパンジー研究から見えてきたこと』（松沢 2010）に目を通したり、「京都

大学野生動物研究所センター」のサイトで「情動」ないし「emotion」で検索したりすれば、

ヴィデオカメラ、視線計測装置、赤外線サーモグラフィー、脳波計、あるいはまた研究者自

身の五感を用いて、情動の表出を捉え、解釈しようとする研究の紹介が見つかります。ド

ゥ・ヴァール博士は「情動の科学が動物行動研究の次の最先端になると私は予想している」

（366）と述べていますが、プロジェクトの研究者たちの研究もこうした未来につながって

いくのかもしれません。 

以上はあくまで一例ですが、特定のテキストなどを利用して、基本概念のニュアンスを

共有することは学際的な研究では重要ではないかと思います。とりわけ非専門家にとって

は、何が問題になっているのかを正確に理解する上でも（同じ言葉で異なる意味内容を思い

描いて、議論が噛み合わないことは同じ領域の研究者間でもよくあることです）。「情動」

や「感情」はその意味も、外国語との対応関係も揺れている言葉です。たとえば、最近注目

を集めている「感情史」の英語は history of emotion です。 

 

 
9  情動は文化によって構築されるとする社会構築主義の議論と神経科学に代表される本質

主義、普遍主義の議論を比較検討したものとして、たとえば以下を参照。プランパー, 2020. 
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2.2. 「気持ち」はどのように推し測られるのか 

 

それでは、「アート×サイエンス IN 京都市動物園 アートで感じる？チンパンジーの気

持ち」では、どのような仕方で「チンパンジーの気持ち」は捉えられたのでしょうか。ここ

では、日常的にはわたしたちが「直感的に」捉えていると思っている（思い込んでいるだけ

かもしれませんが）他者の気持ちが、それとは少し違う方法で捉えられているということを

大枠で確認します。2019 年度の検証結果などをめぐるトークセッション（2020 年 8 月 9 日

開催）での山梨さんの報告の一部のみを例として取り上げますが、正確な説明や全体像につ

いては記録映像やその後発表された論文（Yamanashi et al. 2021）をぜひご覧ください。 

2020 年 3 月 21 日から 29 日にかけて、人長さんが多くの人々と協力して制作したインタ

ラクティヴアートが展示されました（図 1）。それを「チンパンジーが楽しんだかどうか」。

このことを知るために山梨さんが事前に立てた次のような仮説が、2019 年度の一般向けの

トークセッションでは紹介されました（（1）から（4）の数字は便宜上報告者が加えました）

10。 

 

(1)「チンパンジーが好んでいるとしたら、屋内展示場の使用率が展示条件で増加するは

ず」 

(2)「チンパンジーが飽きるとすれば、インタラクションの頻度は単純減少するはず」 

(3)「チンパンジーが映像を楽しんでいるとしたら、それに伴う情動表現がでるはず」 

(4)「装置だけではなく、映像の内容自体に意味があるとしたら、映像によって行動が変

化するはず」 

 

実施後の分析を通じたトークセッション時点での暫定的な結論は、［6 個体のチンパンジ

ー間で］個体差はあるものの、チンパンジーはインタラクティヴアートを楽しんでいてくれ

たのではないか、というものでした。また後に発表される学術論文でも、インタラクティヴ

アートがチンパンジーの行動にネガティヴに作用することはなく、何個体かのチンパンジ

ーは作品に対してポジティヴな反応を示したといったことが報告されています。 

まず、（3）の「情動表現」については、プレイフェイス（play face）と呼ばれる表情が

展示中もニイニとロジャーという若い個体に見られたということです。プレイフェイスは

本当に楽しんで、リラックスしているときに見ることができるということなので11、上述の

 
10 「アート×サイエンス IN 京都市動物園 アートで感じる？チンパンジーの気持ち」ト

ークセッション（2019 年度の検証結果等）

https://www.youtube.com/watch?v=9rOqJGF6_l8 最終アクセス日 2022 年 3 月 18 日 
11 「ニイニの 2 歳を振り返る（その 3）」  

https://www5.city.kyoto.jp/zoo/enjoy/blog/crew-blog/20160206-17957.html 最終アク

セス日 2022 年 3 月 18 日 

https://www.youtube.com/watch?v=9rOqJGF6_l8
https://www5.city.kyoto.jp/zoo/enjoy/blog/crew-blog/20160206-17957.html
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問いに対して、ポジティヴな結果を示唆します。（1）、（2）、（4）については、直接観

察されているのはチンパンジーの「行動」であることが分かります。このときは、3 月 21

日から 29 日（23 日は撮影のみ）の 10 時から 15 時にかけて、3 分ごと（！）にチンパンジ

ーたちが屋内を利用しているかどうかの記録がとられたということです。比較のための対

照実験の期間（何もない期間）を合わせるとさらに長時間になりますが、これほどの時間を

かけて粘り強く観察した結果ようやく「気持ち」が推察されるということになるでしょう

か。分析結果がどのようなものであったのかは、山梨さんによって多角的な観点から鮮やか

に解説されているので、ぜひ動画をご覧ください。 

さて、以下は STEM と諸々のアート（Arts）に対して、一般の人々が抱いているとされ

るイメージです。 

 

表 1 一般人は STEM と芸術が相反する性格を持っていると見ることが多い 

STEM 芸術 

客観的 主観的 

論理的 直感的 

分析的 感覚的 

再現可能 独特 

有用 取るに足りない 

スーザ他  2017 kindle 版より 

 

最後の項目はさておき、興味深いのは通俗的な意味での理性対感性ないし感情のイメー

ジが左：STEM 対右：ARTS として振り分けられているところです。科学は追試験可能なデ

ータ（反復性）を、アートは有一無二の体験（一回性）を大事にするといったところはたし

かにそうかもしれません。 

そして、一般的に「気持ち」は右辺の性質をもつものであり、わたしたちは他人の気持ち

を、そのつど一回きりのものとして、主観的、直感的、感覚的に把握しているといったイメ

ージがあるかもしれません。実際、ドゥ・ヴァール博士も参照している有名なポール・エク

マン博士の実証的な研究では、世界の国々で文化の相違にもかかわらず基本的な情動は同

じように理解される（たとえば同じ 3 枚の顔写真を見せられて、どの写真が「悲しさ」、

「怒り」、「嫌悪」を表しているかと質問されるとほぼ同じ回答になるなど）、つまり、情

動は直感的に理解されるといったことが報告されています12。ところが、難しいのは動物の

 
12  実験の概要と指摘されている問題点については、たとえば以下を参照。プランパー 2020, 

206-227. 
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気持ちを同じように直感的に理解しようとすると、間違ってしまうことが少なくないとい

うことです。 

「気持ち」を直感的に理解することはできない、無理に理解しようとすれば誤謬を犯すリ

スクが高まる。「アートで感じる？チンパンジーの気持ち」というタイトルのプロジェクト

で、（一般の人々のイメージにもとづけば）主観、直感、感覚の領域で仕事をするのを得意

とするアーティストは、最初から得意分野を封印される不思議な体験をしながら仕事を進

めることになります。今振り返ってみると、初期のわたしのノートにも「動物が動いて楽し

そうにしていれば来園者も喜ぶが、必ずしもそれで十分とは言えない。動物学的基準を設け

て評価しなければいけない」という図書館で読んだ本からの引用がメモしてありました。そ

の意味で、予備知識のないアーティストが霊長類研究者である山梨さん、狩野さん、坂本園

長、飼育員の高木直子さん（京都市動物園種の保存展示課係長）、田中正之京都市動物園生

き物・学び・研究センター長といった専門家たちの見解を聞きながら作業を進められた今回

のプロジェクトの環境は、アーティスト側からすれば、類い稀なものであったと言うことが

できるでしょう。アーティストとチンパンジーのあいだにメディウムとして研究者が挟ま

り、アーティストはそのメディウムを通じて、間接的に直感を行使するといったイメージで

しょうか。実際、第 4 章で見るアニマルコンピュータインタラクション研究においても、動

物のニーズを見誤るリスクが常にあることが指摘されています。 

先に少し言及したプレイフェイスひとつにしても——今やプロジェクトの参加者は教育

を受けたのでなんとなく読解できる気持ちになっていますが——おそらく人間の世界での

慣習を延長して、直感的に理解できるものではありません。チンパンジーのプレイフェイス

の場合、上の歯は上唇で隠されてあまり見えなくなるのが特徴ですが、上下の歯茎がむき出

しになった「泣きっ面」（grimace）とは明らかに違う表情であることを注意しなければな

らないそうです13。ドゥ・ヴァール博士も指摘しています。テレビ番組などでチンパンジー

が登場し歯を剥いた表情をする際、視聴者にはそれが面白おかしく思えるかもしれないが、

彼らは幸福とは正反対の気分でいると（ドゥ・ヴァール 2020, 83）。チンパンジーの顔に

は人間の顔とぴったり同じ数の顔面表情筋があるとはいえ（91）、人間の世界での慣習をも

とにチンパンジーの表情を「直感的に」理解しようとすると大きな間違いにつながる可能性

があるということです。またチンパンジーは社会的な動物なので、たとえば同じ「プレイフ

ェイス」にも、さまざまな社会的文脈があることが研究されています。「本気の攻撃でなく

て遊びである」ことを示したり、遊びの開始や再会を促したり、新たな個体の加入を誘った

りと、さまざまな機能があるそうです（松阪 2008）。つまり、研究の世界のなかでも知が

積み上げられていくにつれて多様な解釈が生まれていくので、研究者とてひとつの表情が

理解できると安心するわけにはいかないということです（その都度知の体系と照らし合わ

せながらある表情に対する解釈を更新し続ける必要がある）。 

 
13 同上 
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チンパンジーの気持ちを汲み取ることがいかに難しく鍛錬が必要であるか 10 年以上前に

山梨さんが書いた以下の文章からもうかがい知ることができます。ひっかいたり、こすった

りという「こまかい行動」の観察の必要性を示す原稿の最終部分です。「霊長類研究所に来

てまだ 1 年半のわたしには、チンパンジーが何を感じているかわからいことがよくある。

言葉だけではコミュニケーションができない分、このような小さなサインをじっくり観察

することが、チンパンジーを知るだいじな方法のひとつなのだろう」（松沢 2010, 181）。 

このように訓練を受けたプロの研究者でも苦労が絶えないことを考えると、今後もし同

様のプロジェクトが実施されるとしても、外部から参加するアーティストやデザイナーが

短期間で直接動物の気持ちを解釈できるようになるとは考えない方が良さそうです。もち

ろん、それぞれの感じ方を人間の世界にフィードバックすることはまったく問題はないの

ですが。第 4 章で見るような脱人間中心主義的な Co-Design の構想のなかに、いわゆる非

専門家のかかわり方を考えるうえでのヒントがあるかもしれません。 

 

2.3. 「気持ち」はどこまで広がっているのか——センシェンスの諸層 

  

 この章の最後にもう一度「アートで感じる？チンパンジーの気持ち」の「気持ち」に立ち

戻って、それが環境エンリッチメントの理念との関係でも、きわめて重要なことを示唆して

いるということを手短に確認しておこうと思います。 

 環境エンリッチメントという考え方の背景にはアニマルウェルフェア（動物福祉）の考え

方があり、今日的な「動物の福祉論」や「動物の権利論」の出発点になったのはピーター・

シンガー博士の『動物の解放』(1975)やトム・リーガンの『動物権の論拠』(1983) である

と言われています（cf. 金森 2012, 206-210）。シンガー博士が参照したことで繰り返し言

及されるようになるのは、「最大多数個人の最大幸福」で知られるジェレミー・ベンサム

（1748-1832）の功利主義の思想です。そこでは「平等」がもっとも重要な原則になり、意

識ある存在（sentient being 感受性のある生命存在／感覚性を有する存在）にとっての「幸

福」の中心は「苦痛・苦悩を弱め、喜びを増やすこと」にあるとみなされます。そして、「幸

福」に関する倫理対象を決める境界は苦痛・苦悩・喜びなどの情動の有無であり、人間であ

るか動物であるかではない、と言われます（佐藤 2005, 34）。ベンサムは次のように書いて

います。「問題となるのは、理性を働かせることができるかどうか、とか、話すことができ

るかどうか、ではなくて、苦しむことができるかどうかということである」（シンガー 1986,  

24）。動物の権利論でも「感覚性を有する動物（sentient animal）」は「道徳的地位」をも

っているということが主張されるように（ドゥグラツィア 2003, v）、動物の福祉や権利を

めぐる議論の根底には、動物は感じているのかどうかという広い意味ので「気持ち」の問題

がかかわっていることがわかります。それでは、「苦しむことができるかどうか」の境界は

どこにあるのでしょうか。専門家たちが長年にわたって議論してきた問題をここで解決す
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ることは到底できませんが、ドゥ・ヴァール博士の考え方を一例として確認しておきましょ

う。 

 ドゥ・ヴァール博士は広い意味での感覚性（感性）を表すセンシェンス（sentience）と

いう言葉を使って問題を整理し、センシェンスを次の 3 つのレベルに区別しています。 

  

 （1）広義のセンシェンス・・・自己保存のためのセンシェンス。自分自身の内部の状態

に対する広い意味での感受性で、ホメオスタシスを維持して自分の存在を守るため

のもの。無意識で自動的に働く可能性がある。 

 （2）狭義のセンシェンス・・・記憶されうるほどの、喜びや痛みやその他の感覚の経験。

脳を持つどんな動物にも、脳の大きさにかかわらず、備わっていると見るのが最善。 

 （3）意識的なセンシェンス・・・内面の状態と外部の状況は、単に思い出されるだけで

なく評価や判断もされ、論理的に結び付けられる。                                                                                                                       

 

（1）の最も広い意味での感受性はあらゆる生命で作動していると考えられるものですが

（カントの言う「感性」もこのレベルから作動していると考えることができそうです）、そ

こではまだ主観的な経験は発生していないと想定されています。いわゆる感情（feeling）、

主観的経験の萌芽は（2）のレベルからであると考えられています。ドゥ・ヴァール博士は

おそらくダマシオ博士の議論も参考にしているので、ここで引用しておきましょう。 

   

 ホメオスタシスによってもたらされる性質なくしては、生命は存在し得ないだろう。私

たちは、生命の誕生以来ホメオスタシスが作用してきたことを知っている。しかし感情

（feeling）、すなわち生体内の瞬間的なホメオスタシスの状態を主観的に経験すること

は、生命の誕生とともに出現したわけではない。私の考えでは、感情は生物が神経系を

備えるようになってから出現したのであって、その起源は、生命の誕生よりはるかに最

近の、およそ六億年前に求められるにすぎない。（ダマシオ 2018, 40-41） 

 

ダマシオ博士によれば、感情は「ホメオスタシスの代理」であり、「脳が単独で作り出した

ものではなく、体内を駆けめぐる化学物質と神経回路を介して相互作用する身体と脳の協

調の産物である」ということになりますが、ドゥ・ヴァール博士も神経系、特に脳の存在と

主観的経験の存在とをパラレルに捉えているようです。 

 ドゥ・ヴァール博士はこの立場から、〈環境の変化に反応する〉のと〈環境の変化を経験

する〉のは同じではなく、植物にはおそらく主観的経験はないという見解を示しています。

もし、そうであるならば、二枚貝にも主観的経験がある可能性は低いのではないかと。他方

で、この手の議論でよく引き合いに出される魚、節足動物、昆虫などには、（2）のレベル

の主観的経験があるという仮説、極端に言えば、もしそれらに主観的経験を認めないなら、

他の動物にも認められないとするべきであると解することができる立場をとっています。
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いずれにしてもドゥ・ヴァール博士が強調するのは、感情に流されず、首尾一貫した仮説を

構築することの重要性です。 

  以上は一例ですが、三人称的な視点で観察可能なものとして表現／表出される「情動」と

異なり、一人称的に経験される「感情」のあるなしについては、科学者も状況証拠から推論

を重ねるしかありません。しかしながら、こうした議論が重要なのは、それがアニマルウェ

ルフェアに関する意識と行動の広がりを支えるものであり、人間中心主義的な思考に反省

を迫るものでもあるからです。ドゥ・ヴァール博士は次のように章を締めくくっています。 

  

わたしたちの議論は、センシェンスの話から、私たちの保護下にある動物をどのように

扱うべきかに移ってきた。この移行は自然であり時期も良い。今や科学にも社会にも、

動物は機械であるという見方を捨て去る機が熟しているからだ。この見方をとっている

かぎり、誰も倫理を気にする必要がなかった。残念ながら、それもあって、この見方が

人気を集めてきたのかもしれない。これに対して、もし動物がセンシェンスを持つ生き

物であるなら、私たちには彼らの状況や苦しみを考慮する義務がある。（ドゥ・ヴァー

ル 2020, 361） 

 

 動物園でチンパンジーの気持ちを問うプロジェクトの背景には、このような思想的な転

換があったということができるでしょう。 

  報告者自身は感性学の立場から、動物はもちろん、植物のセンシェンスや微生物のセンシ

ェンスにも大きな関心があります。「アート×サイエンス IN 京都市動物園 アートで感じ

る？チンパンジーの気持ち」は、広く、技術的環境内での生やセンシェンスのあり方にわた

したちの目を向けさせるきっかけとなるものであったのかもしれません。 
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第 3 章 「アート」？で感じる 

 

3.1. アート作品？ 

 

 「アートは人に見せるものやから……」。意見交換の際に伊藤さんが何度かこんな旨のこ

とをおっしゃっていたのが印象に残っています。第 2 期（2019 年度）参加アーティストの

人長さんも、第三期（2020 年度〜21 年度）参加アーティストの青木さん+伊藤さんも、一

方では四六時中チンパンジーさんのことを考えるくらいこのプロジェクトに精力的に（生

気を奪われるくらい）取り組みながらも、他方では、自分たちは一体何に取り組んでいるの

か、最終的なアウトプットはアート作品と言えるのかどうかといったことを繊細に考えて

いたように思います。現代のアートワールドで活躍する経験豊富なプロフェッショナルな

アーティストが選ばれているからこその悩みであるともいうことができるかもしれません。 

穿った見方をすれば、サイエンスとアートとの協働はしばしばアートワールドを拡張し、

アートワールドを生きながらえさせるための道具として利用されてきたところがあるかも

しれません。サイエンス側からすれば、アートを利用してアウトリーチに使えるなら、とい

ったところもあるのかもしれませんし、それはそれでいいのでしょう。ただ、二組のアーテ

ィストはそんなことよりも、それぞれが動物園ワールドにおける新参者として、チンパンジ

ーのために何ができるのかということに意識を集中していたように思います。 

「サイエンス」にも「アート」にもその共同体のなかでは暗黙のうちに共有されているル

ールや文化がある（アートの世界ではメタな視点からルールの裏をかくということも評価

の対象になりますが、ルールが共有されていないと裏をかくこともできません）と考えられ

ます14。また、STEAM（Science; Technology; Engineering; Art (Arts)15; Mathematics）の

どの概念も、該当する世界の外から見る際には単純化して理解される傾向があるのではな

いでしょうか。「アート」は理解の落差が激しい概念のひとつではないかと思います。アー

トに対する科学的アプローチとされる研究のなかで定義される「アート」が、普段アートに

かかわる仕事をしている人々からすると今ひとつピンとこないということはしばしば生じ

ていることかもしれません。とはいえ、アートワールド内でもアートの定義の決定版が共有

されているわけではないというのが難しい点です。定義をめぐる議論自体がその世界の存

 
14 科学者に該当する “scientist” が初めて英語に登場するのが 1834 年で、ヨーロッパで自

然科学を専門とする学問領域が確立されるのは 19 世紀半ばであるそうです。「日本では明

治から今日までつねに技術、工学を重視し、科学と技術を隔てる壁が薄かったことが、ほか

の近大国家とはやや異なった歴史をたどり、プロトタイプの科学の本質について、理解され

にくい状況をつくったといえるでしょう」 （村田 2010, 26） 
15 STEAM にかんしては、A の捉え方が Art（芸術）であったり、Art+Design であったり、

Arts (リベラルアーツ)であったりします。その経緯についてはたとえば以下を参照。畑山他 

2020. 
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続に寄与している節もあります。そういう意味では、次の章で見るように、広義の「デザイ

ン」という方法をある種の接着剤として中心に据えた方が今後のプロジェクトにとっては

有益であるかもしれません。 

いずれにしても二組のアーティストはプロジェクトの趣旨を深く理解し、その目標に向

けて真摯に取り組んだということができます。青木さん+伊藤さんからも、「アート」とい

う言葉を使わなければもっとスムーズに取り組めたかもしれないという感想があったのは

印象的でした。（もしかすると、目標に向けて進めるということ自体、お二人のアート観に

はそぐわないものであったかもしれません。青木さんのドローイング作品を見ても、伊藤さ

んの刺繍作品を見ても、先に完成のイメージがあってそれに合わせて表現がなされていく

というよりは、一本の線、刺繍の一縫いにその都度敏感に反応することが蓄積されていき、

結果として作品と呼ばれるものが生まれるという印象を受けます。お二人はチンパンジー

に対しても同じようなアプローチをとっていたように思います） 

 以上を前提として、以下では必要最低限の補足説明を試みます。 

 

 

 

図 4 「アート思考のアプローチは広く知られているデザイン思考のアプローチとどのように

異なるか」Credit: Ars Electronica Futurelab 

サイエンスとアートは問いを創造する側に、エンジニアリングとデザインは解を創造する側

に、あくまで傾向としてですが、位置付けることができるのかもしれません（報告者） 

 

 

3.2. アートの多様性 
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 まずは「アート」の定義をめぐる問題とはどのような問題なのか。例として以下のアーサ

ー・C・ダントーのテキストを確認しておきましょう。 

 

  プラトンがアートを模倣と定義したことは広く認められている。（中略）現在の状況と

はいかにかけ離れたことか！（中略）アートは何かという問いが、「あらゆる水準で、

あらゆるコンテキストで」生じてきたのも不思議ではない。それではアートとは何か。 

(中略) わたしの考えはこうである。すなわち、何らかのアートが模倣であり、また何

らかのアートがそうでないとすれば、どちらの言い方も、哲学的に理解される場合のア

ートの〈定義〉には属していない。ある一つの特性は、あらゆるアート作品に見られる

場合のみ、その定義を構成する。（中略）1915 年にマルセル・デュシャンは美を根絶

する一つの方法を見出し、1964 年にアンディ・ウォーホルは一つのアート作品が実物

とまったく瓜二つであることを発見した。もっとも、1960 年代の数々の大きなムーヴ

メント——フルクサス、ポップ・アート、ミニマリズム、そしてコンセプチャル・アー

ト——によって、アートは模倣とはまったく異なるものになっている。（中略）その後

はすべてが可能になった。アートの定義がなおも可能なのかどうかは定まらないまま

放置され、何でもありとなった。すなわち、いかなるものもアートではありえなくなる。

（中略）包括的な特徴など何も存在しないがゆえ、アートの定義は不可能であると、指

導的な美学者たちは基本的に定めてきた。そこにおいてアートとは、せいぜいのところ

一つの開かれた概念（an open concept）にとどまる。しかし、私見によれば、アート

とは一つの閉じられた概念（a closed concept）である必要がある。(ダントー2018, 5-

8) 

  

 ダントーがアートの定義を考えるうえで重要な作例としてたびたび取り上げるのがマル

セル・デュシャンの《泉》（1917 年）やアンディ・ウォーホルの《ブリロ・ボックス》（1964

年）などの作品です。《泉》は既製品の男性用便器に R. Mutt, 1917 と署名されただけでニ

ューヨーク・アンデパンダン展に出品され、《ブリロ・ボックス》は合板にシルクスリーン

でロゴを転写して本物そっくりに作成し、ニューヨークのステーブル・ギャラリーの個展に

出品されました（西村 1995, 2-）16。 

こうした作品を含む多種多様なアート作品に共有される特質など存在しない（アートを

定義することはできない）と考えた理論家は「眼に見える特質だけを見ていた」、しかし、

何物かをアートにするのは「眼に見えない特質なのである」とダントーは主張します（50）

 
16 ブリロ（Brillo）は皿洗いに使うスチールウールで、1930 年代からは最初からそこに洗剤

を染み込ませて販売されているそうです。ウォーホルは白地に赤と青の文字でデザインさ

れたその外箱にそっくりの作品をつくります。 
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17。ダントー自身の結論は「アート作品とは受肉化した意味である」（48）というものです

が、ここで上述の文章を引用したのにはいくつかの理由があります。 

 第一の理由は、ここで重視されている非芸術や反芸術、ダダ、ネオダダ、フルクサス、ポ

ップ・アート、ミニマリズム、そしてコンセプチャル・アートといった一連のアートの動向

はたとえばニューロエスティクスなどをはじめとしたサイエンス側からの「アート」へのア

プローチからは除外される傾向にあるということです。たとえば、ニューロエステティクス

の提唱者であるセミール・ゼキ博士は視覚脳研究の第一人者ですし、関心が「目に見える特

質」に向かうのは当然であるのかもしれませんが。実際、そうした弱点に言及した論文も書

かれているようです。 

 

  コンセプチャル・アートはニューロエステティクスにとっての重要な挑戦を示してい

る。こうしたアートは複雑な心理的イベントをシミュレートすることに寄与する——

それはニューロサイエンスによって通常研究される知覚反応を超えるものである。も

しサイエンスがアートと有意義なかかわりを持つつもりなら、さまざまな種類のアー

トをわたしたちが経験する際のコンセプチャルな内容にサイエンティストは目を向け

る必要がある（Minissale 2012, 43） 

 

第二に、デュシャンのレディメイドやウォーホルのボックスに象徴されるようなアート

とは何かと問いつつアートを実践する自己言及的なアートのあり方は、もはやアートの特

定のジャンルに結び付けられるわけではなく、現代アート全般の基盤に浸透しているもの

ではないかと考えられます。これもサイエンス側からのアート理解ではあまり扱われてい

ないのではないでしょうか。もしそうであればそうしたコンテキストを擦り合わせること

に一定の意義があるかもしれません。 

 
17 西洋の art に相当する語で現在わたしたちが思い描く「アート」や「芸術」に近い諸ジャ

ンルがまとめて指示されるようになるのはようやく 18 世紀半になってからで、フランスの

哲学者シャルル・バトゥの著作『同一原理に還元された美しい技術=芸術（les beaux arts）』

（1747 年）を通じてのことであると言われています。バトゥの著作がドイツ語に翻訳され

て、カントやドイツロマン派の作家たちの思想を通過しつつ、アートやアーティストの特性

は「天才」、「自己表現」といった概念と結びつけて論じられるようになります（西村 1995, 

21-25）。またそれは 19 世紀 20 年代のフランスでロマン派の詩人や画家に受け継がれ、「芸

術は生活に何ら役立たず、余計なものであり、逆説めくがそれ故にこそ人間にとって本当に

必要なもの」といった考え方、宗教にも道徳にも政治にも仕えるものではない「芸術のため

の芸術」（l’art pour l’art）といった主張にも結びついていきます（利光 1998, 19-23）。重要

なのは、「個性」「自己表現」「創造」「独創性」といったアートをめぐるイメージがこのよう

にして形成されるのはかなり最近（チンパンジーと人間が分岐したのが 600 万年ほど前で

あることと比べれば）になってからのことであり、ルネサンスの画家にとってさえ、そうし

た発想はなかったという指摘があることです（コール 1994）。 
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 第三に、実は人長さんと伊藤さんが出身者である京都市立芸術大学美術学部美術学科構

想設計専攻は先の引用でダントーが言及しているようなアートの系譜、つまりアートとは

何かを考えながらアートを実践する「メタアート」の歴史を意識的に引き継ぎつつ開設され

たおそらく日本国内でも珍しい専攻（青木さんの出身は同大学のヴュジュアルデザイン）で

あるということがあります。たとえば、構想設計専攻の web サイトで学生の受賞作品アー

カイヴを見れば、現代アートの多様さと定義の難しさが実感できそうです。 

 ただし、「アート」という言葉はもちろんのことダントーの定義には当てはまらない範囲

でも多く使われていると思います。アーティストと呼ばれる人々の来歴もさまざまで、全員

がダントーが思い描くようなアートの歴史と理論を背負って作品を制作しているわけでは

ないでしょう。例として、メディアアート、スペースアート、バイオアートといった領域で

はこうしたことがよく起こっているように思います。アウトサイダーアート、ホスピタルア

ート、コミッションアート、ソーシャルエンゲージドアートと言った仕方で使用されるアー

トとダントーの議論とのかかわりも希薄であるかもしれません。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3.3. 誰がアートの受容者なのか——アートの制度論 

 

 「アートは人に見せるものやから」。改めて伊藤さんのこの言葉に立ち戻って振り返って

みると、たしかにアートをめぐるさまざまな定義にも多くの場合に「人間」が制作者（構想

のみの場合もありますが）であり受容者であることが含まれていることがわかります。 

 ダントーは現物と見分けがつかないブリロ・ボックスを目の当たりにした 64 年の論文で

次のように主張します。「あるものをアートと見ることは、眼が見分けることのできないあ

るものを要求する——それは、アート理論のある雰囲気であり、アートの歴史ついての知識

であり、つまりは、アートワールドである」。つまり「特定の時代・民族・社会・文化に広

く共有されている」（西村編 2015, 412-413）アートの理論や歴史との関係のなかでこそア

ートはアートになるといったところでしょうか。《泉》と《ブリロボックス》がアートであ

るのは、明らかに西洋を中心として展開された特定のアートの理論と歴史に基づいてのこ

とですし、その共同体の外にいる人々がこれを学ぶ必然性や意義については疑問も生じる

かもしれません（選択科目ぐらいが妥当でしょうか）。このような観点に基づくなら、人間

以外の生物に「アート」を楽しめるかという問いは、人間以外の生物に「サイエンス」を楽

しめるかという問いと同程度の曖昧さと難しさを伴ってしまうようにも思います。 

 ダントーがモリス・ワイツの「開かれた概念」と並んで論文内で乗り越えるべきものとし

て言及しているのはジョージ・ディッキーの制度論です。ディッキーの方はアートワールド

という概念をダントーから借用しています。ディッキーのアートの制度論的定義の初出は

69 年で、71 年、74 年にも改訂版が発表されていますが、84 年に発表された「制度論後期

ヴァージョン」（Carroll ed. 2000, 93）の諸定義は次のようなものです。 
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（1）アーティストとはアート作品の制作に自覚的に参加している人である。（An artist 

is a person who participates with understanding in the making of a work of art） 

（2）アート作品とは、アートワールドの公衆に向けて提示するために制作される人工物

である。（A work of art is an artifact of a kind created to be presented to an 

artworld public） 

(3) 公衆とは提示される作品を何らかのかたちで理解する準備がある人々のことであ

る。（A public is a set of persons the members of which are prepared in some 

degree to understand an object which is presented to them）. 

（4）アートワールドとは、すべてのアートワールドシステムの総体である。（The 

artworld is the totality of all artworld systems） 

（5）アートワールドシステムとは、アーティストがアートワールドの公衆にアート作品

を提示するための枠組みである。（An artworld system is a framework for the 

presentation of a work of art by an artist to an artworld public） 

 

これはアート作品がアートであるのはその制度的な文脈にもとづくということを示すた

めに苦心して改訂が重ねられたものですが、いろいろと問題があるとも言われています。た

だ、今回のプロジェクトのケースでは、アーティストが普段どのような制度のなかで活動し

ているのか（文字通り制度論なので）をアートワールドにそれほど馴染みのないメンバーが

理解するうえで参照できるのではないかと思います。人長さん、青木さん+伊藤さんの二組

のアーティストはディッキーが想定している意味でのアートワールド内で十二分に活躍す

るプロフェッショナルなアーティストだからです（ディッキー自身の意図としてはアート

を包括的に定義しようとしているわけなので当然かもしれませんが）。 

さて、（2）と（3）に示されているように、アート作品の制作には、受容者である「公衆

（public）」の存在が前提とされています。ディッキーの説明によれば、「公衆とはたんに

特定の種類の状況をどのように扱うかを理解し、知っている人々の集合（a set of persons）

のこと」であり、アートワールドの公衆に名を連ねる者は、アートについての一般的な考え

方（general idea）と特定のアート形式のメディウムについてわずかながらでも理解してい

る人々であるとされます（Carroll ed. 2000, 100）。つまり、ここでもアーティストが意識

的ないし無意識的に前提としているのはアートにかんする教養を多少なりとも持った

persons であるということになります18。  

 
18 Person という単語だけに対して反応しておけば、1970 年代以降の動物の権利論の文脈

では person が人間という生物種以外にも適応される可能性が出てきます。展示の準備時に

何かを期待して盛り上がっていたようにも見える京都市動物園の 6 人のチンパンジーが（3）

の persons に相当するとして、人長さん、青木さん+伊藤さんとともに小さなアートワール

ドを形成していたとも言いたくなってきますが、ディッキー自身はまさか person に人間以

外を代入される可能性があるとは考えていなかったのではないかと思います（チンパンジ
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「アートは人に見せるものやから」という伊藤さんの何気ない言葉の背景には、ダントー

やディッキーが想定しているようなワートワールドの慣習を見てとることができます。（少

なくとも今回参加した）アーティストたちはそうした制度を深く身体化しています。アーテ

ィストにとっては、観者が人からチンパンジーに入れ替わるだけであるという程度では済

ますことのできない、身体レベルでの深い変換を迫られる作業であったということが今に

なるとよく理解できます。 

意見交換会の折にも、チンパンジーにアプローチをしてみて、普段あまり意識していない

けれど自分たちは不特定多数の人間が受け手であるということを前提に作品を制作してい

たんだということが改めて実感できたという感想がありました。逆に今回のプロジェクト

では、普段は決してしないほど具体的な受け手（チンパンジー）のことを意識しながら制作

をおこなったそうです。人長さんの場合は、6 個体のチンパンジーそれぞれのことを思い描

きながら制作したそうです。誤解がないように繰り返すと、人長さんも、青木さん+伊藤さ

んもチンパンジーのために何かを制作することには多大な関心を持って取り組みました。

ただその取り組みを「アート」と呼ぶのが適切なのか、その成果物を自分たちの「作品」と

呼べるのかどうかという問題に、それぞれが繊細な仕方で向き合っていたということです。 

 

3.4. 誰がアートを制作するのか——文化主義的アート理論から自然主義的アート理論のフ

レームへ 

  

人間以外の動物がアートの制作者になることがあるのか、という問いについては、ダント

ーやディッキーの言うところの「アート」を基準として考えるなら、否定的な回答になるよ

うです。早い時期のダントーの論文では、動物に限らず、「ラスコーの画家たち(painters)

にとって、自分たちがあれらの壁に〈芸術（art）〉を制作しているなどということは考え

もつかなかっただろう。新石器時代に美学者がいなかったとすれば、そんなことは起こりえ

ないのである」（西村編 2015, 25）と論じられています。ダントーが考えるアートの定義

上、ラスコーの壁画の製作者はペインターではあるかもしれないが、アーティストではない

ということなのでしょう。ディッキーも「制度論初期ヴァージョン」から動物の制作者につ

いて語っています。そこで引き合いに出されているのは「ボルティモア動物園のチンパンジ

ー、ベッツィ」です。ディッキーもやはり、ベッツィの手によって「絵」が描かれたことを

認めているようですが（「絵」についてもアート同様に何が「絵」で何が「絵」でないかと

いう議論はありうるかもしれませんがそういうことは問われていないようです）、その絵は

アート作品であるとは言えない、あるいは、それをアート作品にならしめるのはベッツィ自

身ではなく、アートワールド内でその絵を展示することを企図した人間であるという見解

を示しています。「ベッツィは（わたしが思うに）自分自身をアートワールドのメンバーで

 
ーが描いた絵については後に触れます）。 
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あるというようには考えることができないだろうし、それゆえ、アートワールドに関わる身

分を授与することもできないだろう。芸術（art）は、必然的に人間の志向性が関わる概念

である」（西村編 2015, 55）。 

このようなダントーやディッキーの観点からすれば「アート」という概念は、人間の歴史

のなかでもある限定的な時期において、一定の文脈を共有したメンバー（それゆえ参加メン

バーは人間である可能性が高くなり、かつその一部である可能性も高くなる）の共同体のな

かでだけ意味をなす概念であるということになるのでしょう。 

ただし、後にディッキーはアート理論には「文化的活動（cultural-kind activities）」をベ

ースにするものと「自然的活動（natural-kind activities）」をベースにするものがあると論

じ、後者にも幾分寛容な態度を示しています(Dickie 1997)。ディッキーの言葉をもじって、

ダントーやディッキーに代表されるアート理論を「文化主義的アート理論」、その対極を

「自然主義的アート理論」と呼んでおくことにしようと思います。 

 

 ここで一足飛びにラディカルな「自然主義的アート理論」の立場に立てば、〈アート〉19

は人間だけの活動ではなくなり、広範な動物ワールド（ズ）に見られる表現行為を現す概念

に様変わりします。ヴィンフリート・メニングハウス『ダーウィン以後の美学』（メニング

ハウス 2020）、エリザベス・グロス『カオス・領土・芸術』（グロス 2020）といった本

の翻訳もちょうどプロジェクトの期間中である 2020 年に出版されていますが、ここではグ

ロス博士も参考にしているドゥルーズとガタリの『哲学とは何か』の一節だけ引用しておき

ましょう。 

 

芸術（l’art）は、おそらく動物とともに、少なくとも、テリトリーを裁断し家をつくる

動物とともに始まる（中略）〈テリトリー－家〉というシステムによって、性行動、生

殖、攻撃性、餌の獲得といった、多くの有機的機能が変化する。だが、領土と家の出

現を降り開く〔説明する〕のは、そうした変化ではない。むしろ、逆であろう。すなわ

ち、テリトリーが、純粋な感覚されうる質（qualités sensibles pures）の、つまりセン

シビリア(sensibilia)の発現を折り込んでいる〔含意している〕のであって、このセン

シビリアは、機能的でしかない状態をやめ、機能の変化を可能にする表現特性（des 

traits d’expression）へと生成するものなのである。(ドゥルーズ他 1997, 260-261) 

 

外界のマテリアルの処理に関しても、〔動物の〕身体の姿勢や色に関しても、また、

テリトリーを印づける鳴き声や叫び声に関しても、そのような〔質の〕発現こそが、

すでに芸術に属しているのである。それは、特性〔線〕、色、音の噴出であって、それ

 
19 以下、暫定的に自然主義的アート理論の立場から見たアートであることを表したい場合

は〈アート〉、文化主義的アート理論から見たアートであることを示したい場合は「アート」

と表記しています。 



岩城覚久「動物との Co-Design の可能性に向けたノート——新しい動物園文化の萌芽に立ち会う」「ア

ート×サイエンス IN 京都市動物園 アートで感じる？チンパンジーの気持ち」2021 年度レポート, 

KYOTO STEAM—世界文化交流祭—実行委員会, 2022: 1-54. 

 26 

らは、表現的なものに生成するかぎりにおいて互いに切り離しえないのである（哲学

的なテリトリー概念）。オーストラリアの多雨林に棲む鳥、スキノピーティス・デン

ティロストリス［引用者注：ハバシニワシドリ］は、毎朝あらかじめ切り取っておい

た木の葉を下に落とし、それを裏返すことによって、色の薄い裏側を地面と対照させ、

こうしていわば〔モダンアートにおける〕レディ・メイドのような情景をつくり、そ

して、その真上で、蔓や小枝にとまって、くちばしの下に生えている羽根毛の黄色い

付け根をむきだしにしながら、或る複雑な歌を、すなわちスキノピーティス自身の音

色と、スキノピーティスがその間、断続的に模倣する他の鳥の音色によって合成され

た歌を歌う——この鳥は完璧に芸術家である。一個の芸術作品全体の下描きをなすも

のは、肉のただ中における共感覚ではなく、テリトリーのなかの諸感覚のブロック、

すなわち、色、姿勢、そして音である。この音響ブロックはリルネロであるが、さら

に姿勢リトルネロと色彩リトルネロも存在する。（261） 

 

この章のこれ以前の話題は何であったのかということになりかねないですが、引用文中

に記述されているような視点にもとづけば、感覚エンリッチメントのアイデアが浮かんで

くるのではないかという幻想に囚われそうになります。日本では『ニワシドリのひみつ——

庭師鳥は芸術家』（鈴木 2014）という絵本も出版されていて、それを見るとここで描写れ

ている状況をよく理解できます20。 

「アート×サイエンス IN 京都市動物園 アートで感じる？チンパンジーの気持ち」と

いうプロジェクトのタイトルに含まれるアートという語は、文化主義的アート理論が定義

するところの「アート」ではなく、むしろここでドゥルーズとガタリが言うような意味での

〈アート〉、つまり、動物の世界にも人間の世界にもそれぞれ見られる（人間も動物なので

当然ですが）「感覚されうる質」の表現を意味すると理解するのがよいのかもしれません。

「感覚とは主体と対象のあいだの不確定のゾーンであり、一方と他方が互いに出会うこと

から噴出するブロックである」（グロス 2020, 126）。 

すでに確認したように文化主義的アート理論は、アートをアートならしめる条件として

のアートワールドへの参加者を限定しているので、そこで言われるアートを軸にして理解

するなら、プロジェクトのタイトルは矛盾したものになってしまいかねません（チンパンジ

ーはたとえばダントーがアートの成立条件とするアートの理論と歴史をおそらく知らない

し、知る必要もないため）。しかしながら、上述の引用で言われるような表現行為を〈アー

ト〉という概念で表すなら、問題は少し違って見えてきます。実際のところ、アートいう同

じ概念で表すのが不便であれば、今後のためにも生物に広く見られる感性的表現行為を何

か別の言葉で表してもいいのかもしれません。 

 
20 ちなみにディッキーも文化主義的アート理論の立場から「ニワシドリの創作物」に言及

しています。（西村他 2015, 55） 
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こうした表現行為が現在のアートワールドの「アート」につながっているかといえば、ほ

とんどつながっていないかもしれません。むしろ、机の上を整える、服を選ぶ、タトゥーを

入れる、花瓶に花を生ける、料理を盛り付ける、体を鍛える（？）といった日常的な〈アー

ト〉の行為との関連性の方がずっと高そうです。いずれにしても、人間の世界以外にも感性

的な表現行為が広がっているという事実そのものがおもしろく、それが人間の「アート」に

つながっているかどかはそれほど重要な問題ではないのかもしれません。 

人間が人間のためにつくった「アート」をチンパンジーに見てもらうのではなく、チンパ

ンジーに固有の感覚の論理（自然主義的アート理論の言うところの〈アート〉）をチンパン

ジーの世界の方に分入って探ってみる。チンパンジーが感覚しうる質の組み合わせによっ

てチンパンジーを誘惑してみる。山梨さんをはじめとする研究者の助言を受けながら、人長

さん、青木さん+伊藤さんが直感的におこなったのはそのような方向転換だったのではなな

いでしょうか21。 

最終的には、人長さんはチームでの成果物をたんにアートワールドだけでなく、サイエン

スワールド、動物園ワールド、動物ワールドといった何層にも重なる世界のいわば〈メタワ

ールズ作品〉として理解しようとしました。青木さんと伊藤さんは〈「アート」作品ではな

い何ものか〉として理解しようとしました。両者とも知らず知らずのうちに文化主義的アー

ト理論が言うところの「アート」の世界から、自然主義的アート理論が言うところの〈アー

ト〉の世界に引き摺り出され、そのなかで可能な表現行為とは何かということを手探りして

いたと言うことができるでしょうか。 

アーティストは具体的にどのような問いを立て、どのような解決策を試みたのか、今回は

詳細に論じることはできませんが、最終的な展示物や科学論文として発表される成果以外

にもいくつもの試みがありました。アーティスト自身が語る報告書や YouTube の動画など

に一部の報告があるので、ぜひご覧ください。 

 

 

  

 
21 「動物の個体発生においては遊戯と芸術ディスプレイが明確に分離している——遊戯行

動は性成熟の前に終わり、芸術ディスプレイは最も性的に活発な青年期に限定される——

のに対して、人間は遊戯も芸術制作／受容も老年に至るまで取り組み続ける」（メニングハ

ウス 2020, 183）。本プロジェクトでの制作物とよくインタラクションをしていたのが若い

個体であったこととこの見取り図は一致しているように思います。一般に自然主義的アー

ト理論が注目するのは性選択にかかわる「感覚されうる質」ですが、遊戯に特有の「感覚さ

れうる質」の作用があるとも考えられそうです。さらには、上記の二つのカテゴリー（遊戯

ないし性選択にかかわるディスプレイ）とは特にかかわりなく、チンパンジーがそれなりに

映像を眺めている雰囲気はありました。何がそれぞれの生物にとって「感覚されうる質」と

して作用し、またそれはどのような文脈で作用しているのか。まだまだ決めつけずに探求し

ていく価値がありそうです。 
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図 5 人長果月 2019.「夕日を眺める？チンパンジー」 

実際には使用されなかったアイデアのひとつ 

   ©️2019 Kazuki Hitoosa 

 

チンパンジーが夕日を鑑賞しているかのような報告がいくつかあり、動物に「美」意識ないし美

の感覚を認められるかどうか、美学的に興味深い難問にもつながっていると恩師である美学者

の加藤哲弘先生に教えていただきました。鈴木晃『夕陽を見つめるチンパンジー』（鈴木 1992）

や チ ン パ ン ジ ー サ ン ク チ ュ ア リ ノ ー ス ウ ェ ス ト の 次 の 記 事

https://chimpsnw.org/2014/10/watching-the-sunset/ （最終アクセス日 2022 年 3 月 18 日）

などに報告があります。その話から着想を得て人長さんが上記の動画のプロタイプを作成して

みてくれましたが、実演にはいたりませんでした。はっきりした色面は刺激が強すぎるのではな

いかということが懸念されたためです。宇宙でのアート実験と少し似ているところがあって、ま

ずは安全第一で進められることになります。実現しなかったものを含めて、アーティストはたく

さんのアイデアを出しました。チンパンジーと「美」については今回詳しく触れる余裕はありま

せんが、引き続き興味深い問題です。意見交換会では、チンパンジーに「美」意識があるかどう

かは、（少なくとも現時点では科学的観点からは）「分からない」ということを教えていただき

ました。情動として表出／表現されることがないからです。チンパンジーは夢を見ているのかと

いった記憶に関連する問題なども同様ですが、まだまだ解けない問いが多くあるようです（報告

者） 

 

https://chimpsnw.org/2014/10/watching-the-sunset/
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図 6 青木陵子+伊藤存 2020. 2021 年 3 月に展示されたアイデアのスケッチの一部 

撮影：谷村無生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 布を使った試行の様子（2020 年度） 

撮影：KYOTO STEAM—世界文化交流祭—実行委員会 
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図 8 影絵の試行の様子（2020 年度） 

撮影（記録動画より抜粋）：岩城覚久 

 

   

図 9 映像を使った試行の様子（2020 年度） 

撮影：KYOTO STEAM—世界文化交流祭—実行委員会 
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図 10 ブイに触れる様子（2021 年度） 

撮影：岡安いつ美 

 

図 11 映像に触れる様子（2021 年度） 

撮影：岡安いつ美 
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 第 4 章 アニマルコンピュータインタラクション（Animal Computer 

Interaction）とコ・デザイン（Co-Design） 

 

4.1. 世界で同時に生じたデジタルエンリッチメント(digital enrichment)の試み 

 

  KYOTO STEAM のアート×サイエンス IN 京都市動物園の構想が始まったのは 2017 年

度のことで、映像をめぐる研究がおこなわれたのが 2018 年度、アート×環境エンリッチメ

ントの構想が始まるのは 2019 年度です。わたしは 2019 年度の短い報告に次のように書き

ました。 

 

インタラクティヴアートが活性化するのはコンピュータが一般家庭にも普及した

1990 年代のことですが、動物園で環境エンリッチメントのような考え方が体系化され

るのが 1980 年代、日本の動物園でそうした取り組みが活発になるのは 2000 年代にな

ってからのことと聞きます。こうした比較的新しいふたつの分野の取り組みが、今回

のプロジェクトでは遭遇しました。見るために見るといった純化された知覚のモード

は、人間のアートの歴史のなかで培われてきたかなり特殊な知覚のモードですが、イ

ンタラクティヴアートがターゲットとする知覚-情動-行動の分節や連関はヒトと他の

動物との間で共有される部分があることが期待されます。アートとサイエンスの組み

合わせのなかでも類まれな可能性を感じさせる今回のような研究が、長期的に継続さ

れることを願ってやみません。（2019 年度報告書） 

 

補足しておけば、1970 年代半ばから「人工現実（Artificial Reality）」という言葉を「人

間と機械のインタラクションの究極の形式」の意味で用いていたマイロン・クルーガー

（Myron Kruger）博士は「非拘束型」で「環境型」の（座ってゴーグルで見るようなタイ

プではない、体を動かしながら体験するタイプの）インタラクティヴアートの先駆者です

が、今で言う STEAM を横断するような観点からの仕事を早い時期からおこなっていまし

た。体験者のシルエットをデジタル環境内に投影するインタラクション作品をはじめとし

て、クルーガー博士のアイデアのなかには動物園の環境エンリッチメントに寄与するもの

が多々あるのではないかと期待したくなります。クルーガー博士は、「我々は「人と機械が

インタラクトする方法にはどういったものがあり、最も望ましいのは、そのうちのどの方法

か」という問いを発することがほとんどない。この本では、その疑問を美学上の問題として

取り上げる」（クルーガー1991, 2）と著書『人工現実』の冒頭で述べていますが、近年で

は、「動物」と「機械がインタラクトする方法にはどういったものがあり、最も望ましいの

は、そのうちのどの方法か」という探求がおこなわれるようになってきました。 

 この報告を書くにあたって改めて確認してみると、京都市動物園でのプロジェクトとほ

ぼ同時期に世界の各所でいくつかの類似の試みが行われていたことがわかります。まず、オ
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ーストラリアのメルボルン動物園ではオランウータンを対象として Microsoft の Kinect を

などの技術を用いたエンリッチメントの可能性が探られています。これについてはもとも

とニュースなどでも噂を聞いていましたが、今では複数の論文やプロシーディングが発表

されています。 

 次に、やはりオランウータンを対象として Kinect を用いた環境エンリッチメント研究が

デザイナーのベッキー・シェール（Becky Scheel）氏のホームページに掲載されています

22。実演は、アトランタ動物園で 2016 年の 10 月から 12 月にかけておこなわれたようです

が、当該ホームページのコピーライトが 2021 年になっているので、これまで目に留まらな

かったのかもしれません。オランウータンの住居スペースの外側にスクリーンを設置する

システムで、オランウータンから見れば、格子の向こう側に見えるスクリーンに対してイン

タラクトすることになるようです。他にも、格子の外から住居スペース内に投影されたイメ

ージにインタラクトするパターンも研究されたようです (Scheel 2018)。 

  また最近では、Zoo-based Animal-Computer-Interaction System, ZACI （動物園用アニ

マルコンピュータインタラクションシステム）というものまで発表されているようです

（Schmitt 2018）。 

 ひとまずこうした動向を「デジタルエンリッチメント（digital enrichment）」と呼ぶこ

とができるようです。サーヴェイ論文（Kim-McCormack et al. 2016）によれば、映像を見

る、写真を見るといった「受動的参加型」と、身体的インタラクションが伴う「能動的参加

型」の２タイプにデジタルエンリッチメントを分けることができるそうですが、後者を端的

に言い表す言葉が欲しいところです。「インタラクティヴデジタルエンリッチメント

（Interactive digital enrichment）」とかがよいでしょうか。また、別の論文（Clark et al. 

2019）で、ひとつおもしろい指摘がありました。2016 年までのデジタルエンリッチメント

研究にかんするサーヴェイ論文（Perdue et al. 2012; Kim-McCormack et al. 2016）のなか

で、霊長類関連の論文は 9 本とりあげられていて、そのうち 6 本はオランウータンに関す

るもの、3 本がチンパンジーに関するもの（山梨さんたちの論文も入っています！）で、ボ

ノボとゴリラに関するものはゼロということです。そして、それらの論文のうちの 6 本は

動物行動学ほかの科学雑誌に掲載されていて、残りの 3 本は ACI（Animal-Computer-

Interaction）ないし HCI（Human-Computer-Interaction）のプロシーディングスなので、

動物園のコミュニティからすると、関連するテクノロジーの進展にかんする情報がつかみ

にくい状況にあるのではないかという指摘です。（英語圏の）動物園コミュニティ内でそう

であるというのなら、わたしのような門外漢や外から来たアーテイストやデザイナーから

すると絶望的な状況かもしれません。日本の場合はこれに加えて、使用言語の壁が立ちはだ

かります。 

 
22  Digital Enrichment for Orangutan http://www.beckyscheel.com/digital-enrichment-

for-orangutans-masters-project 最終アクセス日 2021 年 3 月 7 日 

http://www.beckyscheel.com/digital-enrichment-for-orangutans-masters-project
http://www.beckyscheel.com/digital-enrichment-for-orangutans-masters-project
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そういうわけで、ここではほんの入口しかわたしには示すことができませんが、このレポ

ートを準備するうえで知り得た世界の動向と京都市動物園のプロジェクトを接続して、今

後のプロジェクトの展開に少しだけでも寄与できればと思います。わたしが外部から見て

伝えたいことは、今回のプロジェクトは世界で同時に生じている動向に（少なくとも潜在的

に）連帯するものであり、またその先端をリードするものでもあるので、今後も継続的な取

り組みになることを期待したいということです。以下に見る animal-centered design や co-

design のような考え方は研究の基盤を整える上でも、もう少し探求してみる価値があるか

もしれません。 

 

4.2. 動物中心デザイン（animal-centered design） 

 

意見交換の際に𠮷田さんが次のような旨のコメントをされたことが印象に残っています。

〈これまでのインターフェイス研究は人間のインタラクションを念頭に行われてきたので、

今後は、動物のインタラクションにかんする知見を蓄積する必要がある〉。 

こうした対話の機会が貴重なのは、それが潜在的に記憶に残り、後にふと回路がつながる

ことがあるということです。このレポートの準備をするために行き当たりばったりで論文

などにあたっていると、アニマルコンピュータインタラクション（Animal-Computer 

Interaction, ACI）という新しい研究分野が目に入ってきました。𠮷田さんと同じような問

題意識を抱いていた人々が世界にはいたようです。プロジェクトの今後の展開にとって有

益な参照先になるのではないでしょうか。 

 

4.2.1. アニマルコンピュータインタラクション（Animal-Computer Interaction, ACI） 

  

 アニマルコンピュータインタラクション（以下 ACI）と呼ばれる学際的な研究分野が生ま

れ、2016 年からは国際会議 the International Conference on Animal-Computer Interaction 

も開催されています。ホームページで 2016 年以降のプログラムを確認でき23、YouTube チ

ャンネル Animal-Computer Interaction Conference ではヴィデオポスターも見ることが

できます24。KYOTO STEAM の開始が 2017 年なので、まさに同時期に展開しています。 

ACI を率先しているのはクララ・マンチーニ（Clara Mancini）博士で、彼女は 2011 年に

イギリスのオープン大学にアニマルコンピューターインタラクション研究室（Animal-

Computer Interaction Laboratory）を開設し、同年に「ACI マニュフェスト」（Mancini 2011）

 
23 Animal-Computer Interaction International Conference https://www.aciconf.org/ 最

終アクセス日 2022 年 3 月 18 日 
24 YouTube チャンネル Animal-Computer Interaction  

https://www.youtube.com/channel/UCz1Bknj6H7vRkUvPErNywOw/featured 最終ア

クセス日 2022 年 3 月 18 日 

https://www.aciconf.org/
https://www.youtube.com/channel/UCz1Bknj6H7vRkUvPErNywOw/featured
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を発表しています。散在していた研究を ACI というひとつの研究領域にまとめあげるべく

して研究目標がかかげられました。2017 年の論文「アニマルコンピュータインタラクショ

ン：学問領域の台頭（Animal-Computer Interaction: The emergence of a discipline）」で

はその要点が以下のように記されています（Mancini 2017） 

  

 (1) 自然な設定（natural setting）のなかでの動物とテクノロジーの関係を研究し、理論

化する 

 (2) アニマルウェルフェアを向上させるためのユーザー中心テクノロジー（ user-

centered technology ） を 開 発 し 、 動 物 の 活 動 を 支 援 し 、 異 種 間 で の 関 係

（interspecies relationships）を培う 

 (3) 動物のためのテクノロジーのデザインから知見を得て、ユーザー中心アプローチ

を開発し、動物が正規のステークホルダーかつ貢献者としてデザインプロセスに参

加できるようにする 

 

マンチーニ博士は、人間のニーズに応えるためのインタラクションデザインのフレーム、方

法、アプローチについては蓄積があるものの、動物とテクノロジーのインタラクションを理

解し、「動物の〈ために〉、動物と〈共に〉デザインする（designing for animals and with 

animals）」となると、多大な困難に直面するということを指摘しています。 

 

もっとも明白な問題は、動物のためにデザインし、テクノロジーを開発するのは人間

であるということである。そのため、提案者と意図された受容者との間に分断が生じ、

当該のテクノロジーはそもそも本当に動物の利益を代弁することができているのかと

いう疑念が生じてしまう。また人間と動物の間には重大な種間の差異とコミュニケー

ションの障壁があるためにますます問題は悪化し、動物の利益を理解したり、動物の

視点からデザインしたりすることはほぼ不可能ではないかと思えてしまう（unlikely 

possibility）。さらには、おそらく人間の利益と他の動物の利益はいつも歩調を合わせ

るわけではないし（たとえば、動物が使用されるような人間の実践において）、しば

しば直接的に競合する（たとえば、環境資源の奪い合いにおいて）。そうした場面で

は動物の利益を深刻に受け止めることは単純に望ましくないということになるかもし

れない。最後に、最大の注意を払っても、動物の利益に対する人間の解釈がどれほど

先入観から自由でありうるのか見極めるのは困難である。つまりそこには、他の動物

とは共有されていない人間自身の世界の諸々の物の見方や価値体系という先入観が入

り込んでしまう。（Mancini 2017, 130） 

 

こうした難しさを十分に自覚した上で、ACI 研究は他の領域の先行研究から学びつつ、動物

中心デザインのための枠組みや方法、倫理にかんする知見と実践の積み重ねを日々アップ
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デートしているようです。マンチーニ博士は 2017 年の論文を次のように締めくくっていま

す。「おそらく ACI の研究と実践にとってもっとも重要なのは研究者とデザイナーがいか

にプロセスに参加するかということであり、自分たちが達成しようと挑戦している事柄を

どれほど心に留めておくことができるかということである。 そしてその時おそらく異種間

の障壁や差異と折衝すること、モアザンヒューマン（more-than-human）のユーザーや参

加者の〈ために〉、彼ら／彼女らと〈共に〉何らかの価値を生み出すことはなお可能である」

（Mancini 2017, 133）。 

 

4.2.2. ACI 研究の広がり 

 

グラスゴー大学のイリエナ・ハースキー=ダグラス（Ilyena Hirskyj-Douglas）博士らは

「マニフェストから 7 年：アニマルコンピューターインタラクションのための文献レビュ

ーおよび研究の方向性」（Hirskyj-Douglas et.al. 2018）というタイトルで、マンチーニ博

士のマニフェスト（2011）以降に公にされた文献を調査したサーヴェイ論文を記していま

す（論文発表時のハースキー=ダグラス博士の所属はアールト大学）。人間と動物のあいだ

の遊戯的なインタラクション、動物のモニタリング、動物の訓練、人間を介助する動物のサ

ポートといった多岐にわたる研究領域から多くの事例が取り上げられていますが、ハース

キー=ダグラス博士らはそれらを（1）タンジブル&物理的オブジェクト（tangible & physical 

object）（2）ハプティック［触覚］&ウェアラブル［着用型］テクノロジー（haptic & wearable 

technology）（3）オルファクトリー［嗅覚］・インターフェイス（olfactory interface）（4）

スクリーン・インターフェイス（screen interface）（5）トラッキング機構（tracking 

mechanism）といった技術的アプローチに分類して整理しています（図 12）。 

 

 
 

図 12 ACI のテクノロジーのためのフレームワーク 

Adapted from Hirskyj-Douglas et.al. 2018, 5, Figure 2 (building from Jukan et al. 2017).  
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取り上げられる例は玉石混交で、すべてが動物のニーズに応えているとは言えない部分も

あるかもしれません。しかし少なくとも「探究されたテクノロジーの多くは ACI のさまざ

まな分野でポテンシャルを持っている」と言われている通り、今後の展開に向けたアイデア

の培地として、この論文は貴重な情報を提供してくれるのではないでしょうか。 

 

4.2.3. Co-Design: メルボルン動物園でのデザインプロセス 

  

 メルボルン動物園のオランウータンのためのデジタルエンリッチメントについては、イ

ンタラクションデザイン研究者のサラ・ウェバー（Sarah Webber）博士をはじめとする関

係者が精力的に成果の発表をおこなっています。ウェバー博士の所属はメルボルン大学工

学および情報技術学部コンピューティングおよび情報システム学科ヒューマンインタラク

ション専攻となっています。「デザイン」の発想は（日本で言ういわゆる）理系の研究領域

にも浸透しています。ウェバー博士は自らのことをデザイナーとは言わず、デザインリサー

チャー（研究者）と名乗っているようですが、まさにデザインの手法を使って、プロジェク

トを整合的に（という表現は自由な発想を妨げるようで語弊があるかもしれませんが）進め

ています。今後類似のプロジェクトを展開するうえで、こうした見取り図は有用な側面があ

るように思います。 

  メルボルン動物園のオランウータンのためのインタラクションデザインのために適用さ

れたデザイン・ジャーニー（Design Journey）は次のように説明することができるとされて

います。（Webber et al. 2020） 

 

コ・デザイン第 1 段階：利用状況を把握する 

Co-Design Phase1: Understanding Context of Use 

飼育員・エンリッチメントの専門家に対してインタヴューを実施する 

↓ 

コ・デザイン第 2 段階：オルタナティヴな課題解決方法を見定める 

Co-Design Phase2: Identify Alternative Solutions 

デザインワークショップの開催 

↓ 

コ・デザイン第 3 段階：プロトタイプを配備する 

Co-Design Phase3: Deploy Prototypes 

利用されるプロトタイプを観察する 

↓ 

コ・デザイン第 4 段階：要求事項に対する評価 

Co-Design Phase4: Evaluate Against Requirements 

アニマルウェルフェア評価 
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コ・デザイン（Co-Design） は文字通り共にデザインするという意味ですが、1970 年代

および 80 年代に北欧から広がった参加型デザイン（participatory design）などにルーツを

持つと言われています。「デザイナーとデザインの訓練を受けていない人々がデザインの開

発プロセスで共同作業する(working together)際の創造性（creativity）をわたしたちはコ・

デザインと呼ぶ」（Sanders et al. 2008, 6）。 

ACI 研究ではデザインプロセスに人間のステークホルダーだけでなく、動物にもコ・デザ

イナーとして加わってもらう方法が探られています。ただし、上述のコ・デザインにかんす

る考え方をそのまま採用することはできないとされます。人間以外の動物たちが（人間が言

うところの）創造的行為に自覚的に参加することがあるのか、動物たちがデザイナーと共同

作業をすると言うことができるかどうかも定かではないからです。動物が自らの意志で自

覚的にデザインに参加することは考えにくく、倫理や権力の問題についても議論を重ねて

いく必要があります。このような難点を踏まえた上でのコ・デザインないし動物中心デザイ

ン（animal-centered design）の目標は次のようなものになると言われます。 

   

  動物のニーズをターゲットとするコ・デザイン・プロジェクトのより広い意味での目標

は、動物を〈自らの経験についての専門家（an expert of their own experience）〉と

して[デザインプロセスに]内包することである。（Webber et al. 2020） 

 

〈自らの経験についての専門家〉については、ウェバー博士の論文には詳しい説明がない

ので、引用されている論文（正確には引用されている論文に引用されている論文）の説明を

確認しておくことにします。再び人間のデザインにかんする論文です。 

 

参加者は探求されている経験領域の専門家であると感じるように導かれる。そして、

ファシリテーター[デザイナーが担当]は、参加者が当該領域での経験の専門家である

のは本当であると信じなくてはならない。議論をリードするのはファシリテーターの

仕事であり、参加者の仕事は自らの考えや個人的な経験を表現することである。何も

言わないのは「間違え」であり、誰もが自分自身の経験を持っていて、誰もが他の参

加者の経験と意見を尊重するべきである。このように参加者は教えられる。（Sleeswjk 

Visser et al. 2005, 132） 

 

 動物についても同様にデザインの前提となる経験についての一番のエキスパートは当の

動物たちであり、彼ら・彼女らがデザインプロセスに参加してくれるなら理想的です。とは

いえ、動物が自らの経験やニーズを言葉で表明することはありませんから、まずは動物の

「代理人（proxies）」、つまり、動物園であれば研究者や飼育員といった専門家から学ぶ

ということが重要であるとされます（当然のことかもしれませんが）。次いで、動物の行動



岩城覚久「動物との Co-Design の可能性に向けたノート——新しい動物園文化の萌芽に立ち会う」「ア

ート×サイエンス IN 京都市動物園 アートで感じる？チンパンジーの気持ち」2021 年度レポート, 

KYOTO STEAM—世界文化交流祭—実行委員会, 2022: 1-54. 

 39 

を観察し、デザインを改良し、動物にとってより適切なインタラクションのメカニズムを導

き出すことが重要であるとされ、このループは動物をコ・デザイナーとしたオープンエンド

なデザインプロセスにつながっていく可能性があるとされます。 

 ウェバー博士らのチームは具体的には以下のような設計目標（design objective）を設定

してプロジェクトを進めたそうです。 

 

設計目標 1: デジタル・インスタレーションを開発し、改善され、変化に富んだエンリ

ッチメントをオランウータンに提供する 

設計目標 2: オランウータンへの尊敬の念と関心を生み出し、来園者の動物とのかかわ

りを向上させる経験を来園者のために創造する。 

 

ちなみにメルボルン動物園でも京都市動物園のプロジェクトと同じく報酬（餌など）なし

のインタラクションデザインが実施されますが、これはデザイナー側からの提案であった

そうです。 

実際にメルボロン動物園で実施されたデザインの行程はデザイナーが主導したことを除

けば京都市動物園のプロジェクトで実施された行程とほぼパラレルでもあるので、ここで

は、結論に記されたまとめと今後に向けた改善の提案を確認しておきましょう。 

 

各段階のコ・デザイン活動 

第 1 段階：飼育員・エンリッチメントの専門家に対して、状況に関するインタヴュー

を実施する 

第 2 段階：デザインワークショップの開催 

第 3 段階：利用されるプロトタイプを観察する 

第 4 段階：アニマルウェルフェア評価 

 

第 1 に、動物に介入するデザイナーは、状況にかんするインタヴューと動物の行動の

ニーズにかんする専門家による優先順位付とを通じて、ニーズと状況を把握すること

ができる。このことをわたしたちは示した。第 2 に、どのようにデザインを通じてオ

ルタナティヴな課題解決を示すかということについては、デザインワークショップお

よびオズの魔法使い式のプロトタイプを使用することで決めることができる（後者は

構想されたデザインを動物と一緒に探求するための方法である）。第 3 に、デザイナ

ーはプロトタイプを配備する段階でそのプロトタイプの使用のされ方を観察したり、

プロトタイプを[要素に]分解したり（prototype decomposition）、嗜好テストやモチ

ベーションテスト（preference and motivation test）をおこなったりすることで、動

物の観点からのクリティカルな洞察を得ることができる。第 4 に、動物に対する介入

の評価のためには、量的なアニマルウェルフェア研究に加えて、動物の幸福（wellbeing）
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にかんする質的評価および単一被験者研究（single subject studies）をおこなうべき

である。 

ACI デザイナーはインタラクションデザインのみならず、動物の行動、福祉科学か

らの要求に耳を傾けることが有意義で、多様なタイプのデータと技法を組み合わせて

ニーズを理解し、介入を評価することができるということをわたしたちは論じた。本

論では、諸々の技法を拡張し、動物を自らの経験にかんする専門家として、人間を代

理人として、動物のためのデザイン[のプロセスに]内包する方法を示した（Webber et 

al. 2020） 

 

特に第 3 段階のプロトタイプの周辺が気になるところです。メルボルン動物園のプロジ

ェクトチームは、オランウータンのためのデジタルエンリッチメントに向けて、研究すべき

要素を 3 つに分けて整理しています。 

   

  1)行動（behaviours）： オランウータンにとって意味のあるインタラクションのメカ

ニズムとはどのようなものか。 

  2)帰結（consequences）：オランウータンが気に入る視覚イメージのコンテンツはど

のようなものか。 

    3)キュー（cues）：インタラクションを引き起こすキューはどのように作用するか。 

 

 この 3 つの要素を全て入れたプロトタイプでは（最終版にはすべてが入るわけですが）、

何を調整すべきなのかが見えにくく、また見えた場合も改良版を作り直す手間がかかって

しまいます25。これらをいったん分けてそれぞれ精査し、オズの魔法使い法、つまり、プロ

トタイプにインタラクションのプログラムをすべて組み込まずに手動で動かす方法を併用

するのが良いのではないかと提案されています。 

こうした分解の仕方は、今後、新たなプロジェクトを構想する際の参考になるかもしれま

せん。たとえば動物園と外部とのコラボレーションを考える場合、外部にどのレベルの依頼

をするのかということを明確化できそうです。インタラクションのオルタナティヴな可能

性の探究を期待したなら、おもしろい着想を持つインタラクティヴアーティスト（メディア

アーティスト）がいるかもしれません。デジタルメディアにおいてはインタラクションその

ものが重要であるということは日常生活のなかでは気がつき難いところですが（むしろ不

 
25 1)行動にかんしては、まずはターゲットとなる動物のモチベーションを知ることが重要

であり、モチベーションテスト（motivation test）が役立つのではないかと提案されていま

す。それにより、行動を引き起こすための 3)キュー研究の基盤ができる。また 2)の帰結に

かんしては嗜好テスト（preference test）が有効ではないかと提案されています。 
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具合などでリアルタイムのインタラクションがうまくいかなくなると意識化されます）、メ

ルボルンでもオランウータンのためのシステムづくりが重視されていたようですし、ACI 研

究の中心課題もやはりそこにあるようです。「［動物を対象としたインタラクションデザイ

ンでは］比較的最近までインタラクションそのものよりもインタラクションの帰結に関心

と注意が向けられていたように思える。実際、こうした領域の出版物がデザインプロセスや

特定のデザインの選択に言及することはほとんどないし、特定のデザインを通じた課題解

決の開発に動物がどれほど寄与する余地があったのかということに関する説明もほとんど

ない」（Mancini 2017, 129-130）。あるいは、インタラクションに接続される映像のコン

テンツの方を期待したいなら、インタラクションのシステムまでは確立させた上で映像作

家に依頼することなどもできるでしょう。エンリッチメントのオルタナティヴな可能性を

引き出すことを期待するなら、いったんすべてをとっぱらって、デジタルエンリッチメント

以外の可能性も含めて考えるところからはじめるということになりそうです。 

 

4.2.4. 各領域の共通のマップとしての Co-Design 

 

研究論文などによれば、co-design と類似の概念もさまざまで（図 13）、厳密に捉える

のは大変そうですが、今後のプロジェクトのためには、まずは大枠で、「コ・デザインでは

「誰もが」消費者やユーザである以上に参加者でありコ・クリエイターであり、リサーチと

デザインのプロセスに「自らの経験についての専門家」として貢献する」ということ、また

たとえば参加型デザインでは既知のメンバーとともに現存する課題の解決を目指すのに対

して、「コ・デザインでは一度も会ったことがないひとを招き入れることができ、新しいテ

クノロジーや推定される機会（何がありうるのか）に向けたアイデアからスタートすること

ができる」（Steen 2011）ということを捉えておけばよいのかもしれません。 

まだまだ議論の余地も改善の必要もありますが、動物を co-design の一員と考える発想

や、animal-centered design といった発想は、キーワードとして実践とともに鋳直してい

くことができるのではないでしょうか。これまでも京都市動物園でかかげられてきた動物

ファーストの理念とも重なり合う発想ではないかと思います。 

また実はすでに京都市動物園では環境エンリッチメントに関して、co-design に相当す

るような方法での実践がおこなわれていると言うことができるかもしれません。2018 年度

の取り組みではまずほとんどの職員が参加して動物園全体の評価をおこない、結果として

ツキノワグマとコウゴウインコがまず優先的にエンリッチメントを実施する対象として選

ばれ、動物園職員の方々からそれぞれ 60 個以上のアイデアが提案され、プロトタイプが実

装され、動物たちの行動の変化を確認しながら改善が図られました。（京都市動物園生き

物・学び・研究センター, 2020） 

メルボルン動物園の例で示されているようなデザインの行程はデザイナーやアーティス

トにも馴染みがあり理解がしやすく、また動物園内でもすでに類似の行程が実行されてい
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るので、動物、職員、研究者、アーティスト、デザイナーなどが「自分の経験についての専

門家」として参加するインターディシプリナリーなプロジェクトに取り組む際には、今一体

どの地点にいて何を考え実践するべきなのかを把握するためのマップとして有用な側面が

あるのではないでしょうか。 

 

 

図 13 さまざまな出発点と強調点があるさまざまな人間中心デザインのアプローチ  

Steen 2011, 48, Figure 1. 

 

「人間中心デザイン(Human-centered design, HCD）の実践者は自らの知識やアイデアをユー

ザーの知識やアイデアと組み合わせて、両者のあいだでバランスを取る必要がある。実践者はい

つ、どのように、どの程度まで〈人間中心（human-centered）〉であるべきか決めなくてはな

らなくなる。（中略）1 つ目のテンション——プロジェクトチームとユーザーのあいだのテンシ

ョン——は、研究者やデザイナーの世界とユーザの世界とのあいだの差異から、また両者のあい

だのギャップから生じる。（中略）HCD はこれらの世界を接合する試みである。HCD は研究者

やデザイナーがユーザーの方に歩み寄ることを助けたり[訳注：図 13 左 Move of researchers 

and designers toward users]、ユーザーが研究者やデザイナーに歩み寄ることを助けたりする

[訳注：図 13 右 Move of users towards researchers and designers]。2 つ目のテンション——

リサーチの方向とデザインの方向のあいだのテンション——は、HCD が現在を理解することと

未来のためにデザインすることの両方を目的としていることから生じる。この 2 つ目のテンシ

ョンは、現在の状況や過去の状況を研究し、記述することへの関心（リサーチに典型的な関心）

とオルタナティヴな状況もしくは未来の状況を探求し、可視化することへの関心（デザインに典

型的な関心）（中略）のあいだのテンションとしても説明される。（中略）つまり、このテンシ

ョンは、〈何であるのか（what is）〉ということへの関心［訳注：図 13 下 Concern for what 

is; a research orientation］VS〈何がありうるのか（what could be）〉ということへの関心［訳
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注：図 13 上 Concern for what could be; a design orientation］というふたつの関心のあいだ

のテンションとして理解されうる。（中略）2 つのテンションをさらに探求するために、以下の

ような HCD の 6 つのアプローチについて論じようと思う。つまり、（1）参加型デザイン

（participatory design）、（2）エスノグラフィー［民族誌］（ethnography）、（3）リードユ

ーザーアプローチ（lead user approach）、（4）コンテキスチャルデザイン（contextual design）、

（5） コ・デザイン（codesign）、（6）共感デザイン（empathic design）である。 （中略）図

1[本レポート図 13]には 6 つのアプローチが縦軸と横軸に沿って配置された見取り図がある。縦

軸と横軸は 2 つテンションを表している。つまり、横軸は研究者およびデザイナーの側とユー

ザーの側とのあいだのテンション、そして、両者が互いに相手の側へと歩み寄る試みを可視化し

ている。他方で縦軸は、現在の状況ないし過去の状況を記述するリサーチの方向とオルタナティ

ヴな状況ないし未来の状況を思い描くデザインの方向とのあいだのテンションを可視化してい

る」（Steen 2011, 47-49） 

  

 

4.3. アンビエントメディア 

 

  以上見てきたように、世界ではアニマルコンピュータインタラクションという研究分野

が確立されつつあり、デジタルテクノロジーとのインタラクションを通じて、動物のアニマ

ルフェルフェアを向上させようとする取り組みがおこなわれはじめています。 

 一点だけ付け加えておくと、インタラクションが問題になるとき、概ねそこでは、感覚=

運動系を軸としたインタラクションが想定されていて、わたしたちはアクションが起こる

ことを過度に期待してしまいがちです。しかしながら、京都市動物園のプロジェクトでは、

アクションが起らない時間も重要なものとして把握されていました。山梨さんの研究報告

をご覧ください。ネガティヴに作用しないということは大前提で、その前提がクリアできれ

ば、次のレベルではインタラクトする／しないの選択肢が増えること自体をアニマルウェ

ルフェアの観点から肯定的に捉えていくというイメージでしょうか。 

 またそれとの関係で、これはプロジェクト内の意見交換の際にも一度話題になったもの

ですが、デジタルエンリッチメントを考えるときに、必ずしも、動物の意識（すべての動物

に意識があるかどうかも議論が必要かもしれませんが）の前景のみに働きかける必要はな

く、意識の背景への作用を含んだアプローチも考えられます。これを仮にアンビエントメデ

ィアと呼んでおくことにします。人間の世界でも音や香りについてはこうした研究が進ん

でいます。サウンドスケープデザインやアロマ空間デザインによって、知らず知らずのうち

にわたしたちの住む環境がエンリッチメントされているということはありそうです。ここ

で詳しく論じる余裕はないので参考文献を一冊あげるにとどめますが（小松 2013）、今後

は、動物園のデジタルエンリッチメントにも、こうした観点を取り込んでいくことができる

かもしれません。 
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 青木さんと伊藤さんは映像を三層のレイヤー状にして提示しました（図 13, 14）26。チン

パンジー側から見ると、1)住居区と人間の見学者が通る通路の間を遮るガラス窓に貼り付

けられたスクリーン、2)その少し奥の通路の中ほどに設置されたスクリーン、3)さらに奥の

壁面を利用した巨大スクリーンの三層です。今回、科学的な分析の対象になっているのは 1)

のスクリーンの映像だけですが、相対的に閉じられた住居区域を映像によって開いていこ

うという作家たちの意図が垣間見られました。こここから考えられるのは、環境エンリッチ

メントの可能性は、相対的に閉じられた住居区域の内部にとどまるものではないというこ

とです。というのも、五感にはそれぞれの特性があり、わたしたちの感覚世界は何層もの広

がりを持っているからです。たとえば、身体（触覚）や匂いや音が遮られるガラスでも、視

覚なら超えていくことができるといった具合です。 

実際、ヤーコプ・フォン・ユクスキュルが言うところの最遠平面（それぞれの生物が知覚

可能な世界のなかでの一番遠いところ）は視覚をモデルにして説明されていますが、視覚の

最遠平面は遮る物体があると簡単に狭まってしまうと言うこともできます。その場合も、他

の感覚でなら、視覚では遮られている世界を超えていくことができるかもしれません。 

 

4.4. 動物園のデザイン、教育、環境エンリッチメントワークショップ 

 

 最後に、STEAM の観点から、教育プログラムについて。 

今回のプロジェクトでは動物園の世界にアートの世界を接続することが主たる目的とな

っていました。参加してみてプロジェクトのメンバーが改めて認識したことは、動物園には

もともと、もっと注目されるべきデザインが存在するということです。このレポートのため

に改めて確認してみると、ちょうど 2020 年に『世界の夢の動物園』（ムーザー 2020）と

いう動物園の空間や建築のデザインに焦点を合わせた大きな本の翻訳が出ていました。動

物のための空間を設計するということはどのようなことなのか、改めて考える機会になり

そうです。 

環境エンリッチメントという視点から振り返れば、歴史上転換点となる重要なデザイン

は数々あるはずで、たとえば、『人間とは何か』のチンパンジーのためのタワーの発明と普

及にかんする記述はとても印象深いものになっています（松沢 2010, 104-105）。一般に芸

術大学や人文系の学科で習うデザインの歴史にはこうした動物のためのデザインは含まれ

ていません。いわゆる文理の棲み分けによって分断されたままになっているところがある

ので、デザイン史の教科書の一部にでも、まずは人間以外の生物のためのデザインも含んで

いくべきではないでしょうか。 

 
26 以下の動画もご参照ください。「アート×サイエンス IN 京都市動物園 アートで感じ

る？チンパンジーの気持ち_2021 年度ドキュメンタリー」 

https://www.youtube.com/watch?v=DS7jePOCXKI 最終アクセス日 2022 年 3 月 25 日 

https://www.youtube.com/watch?v=DS7jePOCXKI
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 今回の KYOTO STEAM プロジェクトに参加したアーティストは、動物の姿をよく見て表

現するといった伝統的なアートの技法とは異なる次元での動物へのアプローチを学びまし

た。チンパンジーの生活の全体を何とか頭にいれて、彼ら／彼女らが振り向いてくれそうな

アプローチを考え続けるというのが、人長さんや青木さん+伊藤さんがまずは取り組んだこ

とでした。伊藤さんがチンパンジーの住居空間にあるものと同じ消防ホースを自分でも編

んでみたように、まずは自らの体を動かして、他者の気持ちを理解するように努めるアプロ

ーチは教育プログラムとしても有効ではないかと思います。 

  実際にすでにこのような教育プログラムは実施されているようです。たとえば、2014 年

にスタンドフォード大学の医学部の 2 年生の学生が参加して、サンフランシスコ動物園で

環境エンリッチメントのワークショップを体験しています27。2 週間をかけた体験授業で、

アニマルウェルフェアと動物の行動について学び、ライオン、キリン、キンカジューのエン

リッチメントを「デザインする」という内容です。YouTube の動画も配信されていますが、

嗅覚などにはたらきかけるユニークなエンリッチメントが飼育員のフィードバックをうけ

ながら学生から提案され、プロトタイプの実験がおこなわれていました。動物園の動物はす

でに悪くないウェルフェアの状態にあるので、何かを改善するというよりは、少し変化を与

え、動物や飼育員を助けて、来場者の体験をよりよいものにすることを目指しているという

指導教員の言葉が印象的でした。 

 労力や資金面を含めて動物園で働く人々にメリットがあるかたちの設定をつくりだすの

はなかなか困難な道のりですが、芸術大学の学生やいわゆる文系の学生にとってもこのよ

うな体験をすることは、動物園で生活する動物の生を身体レベルで理解し、人間中心主義的

な世界観を相対化させ、みずからの発想を転回させるための貴重な経験になるはずです。ま

たもしかすると、学生たちが co-design の参加者として、専門家が思いつきもしなかった

突飛な発想でのエンリッチメントを着想する可能性もあるかもしれません。 

  

 
27 Ruthann Richter, “Stanford students design "enrichments" for lions, giraffe and 

kinkajou at the San Francisco Zoo” 

https://scopeblog.stanford.edu/2014/09/16/stanford-students-design-enrichments-

for-lions-giraffe-and-kinkajou-at-the-san-francisco-zoo/ 最終アクセス日 2022 年 3 月

8 日 

https://scopeblog.stanford.edu/2014/09/16/stanford-students-design-enrichments-for-lions-giraffe-and-kinkajou-at-the-san-francisco-zoo/
https://scopeblog.stanford.edu/2014/09/16/stanford-students-design-enrichments-for-lions-giraffe-and-kinkajou-at-the-san-francisco-zoo/
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 図 14 青木陵子＋伊藤存「タッチしたら映像が変化するインタラクティブな要素：彼らから

の働きかけではじめて作動し、それと連動して通路側の映像が変化する」 

3 層スクリーンの構想にかんする PDF 資料（2021 年度）©️2022 Ryoko Aoki+Zon Ito 

 

図 15 展示の様子（2021 年度） 

撮影：岡安いつ美 
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おわりに 

 

 以上、「アート×サイエンス IN 京都市動物園 アートで感じる？チンパンジーの気持

ち」のプロジェクトメンバーとの意見交換を通じて気がついたことを中心に、もし今後類

似のプロジェクトが展開されるなら、という想定のもとで、多少なりとも寄与できること

を目指してこのレポートを執筆しました。今回はメモをとりながらなんとかまとめていく

作業になりましたが、もし予定されていたトークセッションが実施されていたなら、ここ

で生じた疑問点を参加予定であった皆さんに聞いていたと思います。わたし自身もここで

の貴重な経験を自らの専門領域に持ち帰って新たなアイデアにつなげていくことができれ

ばと考えています。今回まったく触れることができなかった制作にまつわる具体的な分析

はそのときに取り込んでいくことができればと思います。 

 本文に入れられなかったのが心残りですが（未公開のアイデアもたくさんあったた

め）、一方井さんが実施した来園者に対するアンケート調査からもとても興味深い問題を

考えさせられました。当然と言えば当然の側面もあるかもしれませんが、まず動物園への

来園者は普段サイエンスカフェなどによく参加する人々の層とも、美術館によく行く人々

の層とも異なるそうです。動物園という施設が存続する限り来園者の存在は重要で、co-

design の発想のなかでも、「知識」ではなく、「共感（empathy）」をキーワードにして

来園者との関係を構築していく方法が練られているようです（Webber 2017）。意見交換

会のなかでも、アートやサイエンスが動物園の来園者とどのような関係を結ぶ可能性があ

るのか議論が重ねられましたが、今後の展開が楽しみな分野になりそうです。 

作り手の立場からしても、普段多くの人々は、たとえばアートワールド内ならアートワ

ールド内で専門的な（そうは言っても多様な）仕事をしているので、その世界の外との関

係は意識化しにくいところがあります。たんに専門分野が異なるだけでなく、その背景に

引きずっている世界も異なる人々が一堂に介して頻繁に意見交換ができ、自らの属する世

界を相対化できたのは、このプロジェクトの大きな利点のひとつでした。一時期注目を集

めたマルチディシプリナリー、インターディシプリナリー、トランスディシプリナリーと

いった超領域的な研究スタイルでは、前者から後者に向かうにつれて融合度合いが高ま

り、理想的であるようなことが言われることが多かったですが、今回のプロジェクトのよ

うに各自の研究領域とその背景にある世界の慣習を互いに尊重しつつ、成果をそれぞれの

世界にそれぞれのやり方でフィードバックするマルチディシプリナリーの方法も持続や組

み替えもしやすく、有益なのではないかと改めて考えさせられました。動物園という培地

がそのようなことを可能にするのかもしれません。 
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関連資料リンク集 

※web ページへの最終アクセス日は 2022 年 3 月 25 日 

 

アーカイブ KYOTO STEAM －世界文化交流祭－  

 ※各年度の「報告書」をダウンロードできます。 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUK

EwiU5Mmypcr2AhWGBt4KHXIuA-MQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fkyoto-

steam.com%2Farchive%2F&usg=AOvVaw1cyd4mBFUKHo7FRolDjsTB 

 

「アート×サイエンス IN 京都市動物園 アートで感じる？チンパンジーの気持ち」 

HP など： 

 

2018 年度 

https://kyoto-steam.com/2019prologue/program/event04/ 

2019 年度 

https://kyoto-steam.com/img/news/200117/05_proposal.pdf 

https://kyoto-steam.com/2020/program/event04/ 

2020 年度 

https://kyoto-steam.com/2022prologue/program/event06/ 

2021 年度 

https://kyoto-steam.com/program/event06/ 

 

「アート×サイエンス IN 京都市動物園 アートで感じる？チンパンジーの気持ち」 

動画一覧： 

 

2018 年度に提案された映像 

  伊東宣明《生きている/生きていない(2018.11/京都市動物園)ダイジェスト》

https://youtu.be/-rfI6h1xN14 

  笹岡由梨子×川嶋渉《あの子はちょっと変 No.1》 

https://youtu.be/TE-IVBr8sVs 

  水江未来《THE DAWN OF APE》 

https://youtu.be/czj3ZHQpHNg 

人長果月《Voyant-Chimpanzee》 

https://youtu.be/oTCbPUa5mHo 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiU5Mmypcr2AhWGBt4KHXIuA-MQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fkyoto-steam.com%2Farchive%2F&usg=AOvVaw1cyd4mBFUKHo7FRolDjsTB
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiU5Mmypcr2AhWGBt4KHXIuA-MQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fkyoto-steam.com%2Farchive%2F&usg=AOvVaw1cyd4mBFUKHo7FRolDjsTB
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiU5Mmypcr2AhWGBt4KHXIuA-MQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fkyoto-steam.com%2Farchive%2F&usg=AOvVaw1cyd4mBFUKHo7FRolDjsTB
https://kyoto-steam.com/2019prologue/program/event04/
https://kyoto-steam.com/img/news/200117/05_proposal.pdf
https://kyoto-steam.com/2020/program/event04/
https://kyoto-steam.com/2022prologue/program/event06/
https://kyoto-steam.com/program/event06/
https://youtu.be/-rfI6h1xN14
https://youtu.be/TE-IVBr8sVs
https://youtu.be/czj3ZHQpHNg
https://youtu.be/oTCbPUa5mHo
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2018 年度実験の様子 

https://www.youtube.com/watch?v=IreaJTrczvU&t=2s 

2018 年度ドキュメンタリー映像 

https://www.youtube.com/watch?v=eFa3Hdyk7V0 

2019 年度ドキュメンタリー映像 

https://www.youtube.com/watch?v=GAUQx5Eo68Q&t=110s 

2019 年度検証結果等トークセッション 

https://www.youtube.com/watch?v=9rOqJGF6_l8&t=257s 

2020 年度ドキュメンタリー映像 

https://www.youtube.com/watch?v=pXU2jBWOx04&t=3s 

2021 年度ドキュメンタリー映像 

https://www.youtube.com/watch?v=DS7jePOCXKI 

2021 年度報告会 

https://www.youtube.com/watch?v=MwH7xKR0_sc 

 

「アート×サイエンス IN 京都市動物園 アートで感じる？チンパンジーの気持ち」 

関連論文など： 

 

山梨裕美・人長果月・山本恵子「チンパンジーと映像の森」『科学』90（6）（2020）. 

（以下に転載 https://www.wrc.kyoto-

u.ac.jp/ja/publications/YumiYamanashi/kagaku222.html） 

狩野文浩・佐藤侑太郎・山梨裕美「チンパンジーはどのように動画をみるか : 京都市動物

園におけるアート×サイエンスの試み」『動物心理学研究』71(1) (2021) : 13-26. 

Yamanashi, Yumi, Kazuki Hitoosa, Nobuaki Yoshida, Fumihiro Kano, Yuko Ikkatai, and 

Hidefusa Sakamoto. “Do Chimpanzees Enjoy a Virtual Forest? A Pilot 

Investigation of the Use of Interactive Art as a Form of Environmental Enrichment 

for Zoo‐Housed Chimpanzees.” American Journal of Primatology, 2021. 

https://doi.org/10.1002/ajp.23343.  （日本語解説 https://www.wrc.kyoto-

u.ac.jp/ja/publications/YumiYamanashi/Yamanashi2021-ajp.html） 

𠮷田信明・山梨裕美・人長果月「赤外線測距センサデータに基づく飼育下チンパンジーの

局所的な行動の分類の試行」『情報処理学会研究報告. HCI, 研究報告ヒューマンコ

ンピュータインタラクション』2021-HCI-191 (19)（2021）：1-8. 

https://www.youtube.com/watch?v=IreaJTrczvU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=eFa3Hdyk7V0
https://www.youtube.com/watch?v=GAUQx5Eo68Q&t=110s
https://www.youtube.com/watch?v=9rOqJGF6_l8&t=257s
https://www.youtube.com/watch?v=pXU2jBWOx04&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=DS7jePOCXKI
https://www.youtube.com/watch?v=MwH7xKR0_sc
https://www.wrc.kyoto-u.ac.jp/ja/publications/YumiYamanashi/kagaku222.html
https://www.wrc.kyoto-u.ac.jp/ja/publications/YumiYamanashi/kagaku222.html
https://doi.org/10.1002/ajp.23343
https://www.wrc.kyoto-u.ac.jp/ja/publications/YumiYamanashi/Yamanashi2021-ajp.html
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