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論文要旨
本論では、都市生活者が微生物を日常生活の中に位置付けることを助ける一
手法としての「儀式」の可能性を、複数の実践を通じて探索する。
近年、高速度・大規模なゲノム解析の発展によって環境中の微生物群集の様
相が可視化され始めているといった技術的要因、あるいは新型コロナウイルス
の世界規模での蔓延といった社会的要因から、都市空間における微生物の存在
感が急速に増している。
しかし同時にわれわれは現状、微生物群集を制御しきるような技術的発展
や、微生物を捉えるための共通的な表象を打ち立てるには至っていない。
こうした曖昧かつ部分的にしか把握できない「不安定なアクター」として微
生物を扱わなければならない現代においては、＜人ー微生物＞間の関係性を人
間が受容可能なかたちにパッケージすることが必要である。この点において、
「儀式」という手法が有効であると仮定し、複数の実践を通じて＜人ー微生物
＞間の儀式の様態を探索した。
具体的には、実践1. 儀式によって微生物が制御される未来世界を描いたSFシ
ナリオの執筆、実践2. 地鎮祭になぞらえた建築空間の環境微生物に働きかける
儀式のデザインとその個人規模での実施、実践3. 巡礼になぞらえた微生物を
伴った移動を捉え直すための架空の儀式のデザインとその複数人を対象とした
実施、の三種を行なった。
以上の実践を省察した結果として、現状のわれわれの微生物に対する認識の
パターンをマッピングし、その新たな形式としての儀式を位置付けた「CULTCULTURE-CULTIVATION」モデルを提唱する。
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Abstract of Master’s Thesis Academic Year 2021
Ritual Design for Bio Shaman—Exploring construction of relationships with
"unknowable actors" in the city—
Summary
This paper explores the potential of "rituals" as a method to help urban dwellers situate
microorganisms in their daily lives through multiple practices.
In recent years, the presence of microorganisms in urban spaces has been increasing
rapidly due to technological factors, such as the development of high-speed, large-scale
genome analysis that has begun to visualize the aspects of microbial communities in the
environment, and social factors, such as the global spread of COVID-19.
At the same time, however, we have yet to develop technologies to control microbial
communities or to develop common representations to capture them.
In the present age where we have to deal with microorganisms as "unstable actors" that
can only be ambiguously and partially grasped, it is necessary to package the
relationships between "human and microbe" in a form that can be accepted by humans.
In this respect, I hypothesized that the method of "ritual" would be effective, and
explored the state of ritual between "human and microbe" through multiple practices.
Specifically, the following three types of practices were conducted. Practice1. I wrote a
science fiction scenario depicting a future world in which microorganisms are controlled
by rituals, Practice2. I designed a ritual that works on environmental microorganisms in
architectural spaces, analogous to a ground-breaking ceremony, and implemented it on
an individual scale, and Practice3. I designed a fictional ritual to reconsider the
experience of moving with microorganisms, analogous to a pilgrimage, and
implemented it on a group scale.
As a result of the above, I propose the "CULT-CULTURE-CULTIVATION" model,
which maps the current pattern of our perception of microorganisms and positions
rituals as a new form of it.

Keywords
1. Ritual, 2. Urban Microbiome, 3. Speculative Design, 4. Design Research, 5.
COVID-19
Keio University
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 こでは本論文中に頻出する語について、本論文内における定義と、特にその語を用いる
こ
ことの意図を述べる。 

微生物 
人間の肉眼では認知不可能な生物の総称。 
本論文では微生物に関して、生物学的に定義しうる物理的実体に加え、それをベースにあ
るいはそれとは無関係に生起され流布する人間の認知上のイメージもその対象領域とする。
ゆえに本論文における「微生物」の概念的なコアは「物質とイメージ双方の領域にまたがっ
て自己複製と進化、伝播を行うもの」となる。そのため、自己複製能力を持ち、一般的なイ
メージ上で細菌などと混同して語られる傾向のある「ウイルス」に関しても、本論文では微
生物の定義内において取り扱う。 
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アクター 
自然的・社会的世界のあらゆるもの。行為者。 
本論文ではアクターネットワーク理論の考え方を参照しつつ特に、ある時空間的な現象の
ネットワークを構成する非人間的な要素を行為者として位置付けることによる、「人間とい
う絶対的中心の相対化」を意図して用いられる。これは人間の認知を基準として定義づけら
れてきた微生物を再度受容し直すことを目的とする本研究において、重要な概念的操作であ
る。 

オブジェクト 
自然的・社会的世界を構成するあらゆるもの。 
本論文では原則的にアクターと同一の定義として扱うが、アクターがその主体性に焦点を
当てた呼称であるのに対し、オブジェクトはあくまでも「特定の系を構成する操作可能な要
素」として対象に言及する際に用いる。具体的にはデザイン実践を概説する上で、デザイン
の構成要素がいかなる働きをなしたのかを整理する際などに用いる。 

儀式 
その実行を通じて特定の物理的および認知的変化の達成が企図された、形式化された一連
の動作の組み合わせ。宗教儀式に加え、ある社会集団で共有されている慣習や個人的な習慣
なども含む。 
儀礼との差異については様々な論があるが、ここでは一条（2016）1 の説明を援用しつ
つ、人間に特有の精神的営為の総体を儀礼、その行為的側面に焦点を当てるものを特に儀式
として両者を峻別する。 
またこれらの定義から本論文における儀式はプロトコルと極めて類似した意味を持つ。た
だし、プロトコルが原則的にそこに含まれる各行為の持つ意味を一意に決定可能であるのに
対し、儀式は本質的にこれが決定不可能である場合が多く、形式が先行する性質を持つ。 

インタラクション 
ふたつ以上の存在が互いに影響を及ぼしあうこと。相互作用。 
本研究では、この「インタラクション」という概念では包括しきれない関係性に言及する
ためのボキャブラリーとして、ティム・インゴルドが『ライフ・オブ・ラインズ』で触れた
「あいだのもの」や、ダナ・ハラウェイが提唱する「堆肥体」や「伴侶種」といった概念を
位置付け、その系譜の延長線上に存在するものとして「儀式」という語を位置付ける。すな
わち、インタラクションという言葉が一般的に想定する、固定された複数間での信号の交換
ではなく、互いが互いを規定し直しながら深く浸透してゆくような関係性に訴求するものと
1

一条真也（

）『儀式論』弘 文堂 

     2016 
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して「儀式」は位置づけられる。このため、本研究では儀式に言及する際には「インタラク
ション」「相互作用」ではなく「関係性構築」の語を一般に用いる。 

スペキュラティヴデザイン 
アンソニー・ダンとフィオナ・レイビーによって提唱された2 新興のデザイン概念で、人
工物の創出を通じて「ありうる未来世界」を探索し、これを社会へと問いかけることで議論
の創出を企図するものとして理解される。ただし、ダンは一貫してスペキュラティヴデザイ
ンの定義の明文化を避けており、類似概念として同じくダンが提唱したクリティカルデザイ
ン3やコスキネンらによるShowroom型のRtD（ResearchthroughDesign）4 などが挙げら
れる。 
本論文ではマルパスによる分類5 を参照しつつ、「新興の技術やそれに付随する概念を対
象として、それらが社会に及ぼしうる影響を人工物の創出を通じて探索する」ことをその特
性とする。また特に「新たな技術・概念の受容のありうるかたち」の探索と議論を行うこと
にその焦点を置く。 


構成 

 論の構成は以下の通りである。 
本
まず序章において、本研究の根底をなすリサーチクエスチョンを3つに大別し、本研究が
日常生活に密接しているにも関わらずその存在を無視／隠匿されている種々のアクターをい
かに再包摂できるのか、という広範な問いに対して「都市の微生物」という範囲で探索を行
うことが示される。 
続く一章では、都市における微生物の存在が、様々な領域における今日的な関心であるこ
とを既往事例から確認し、こうした現状における微生物の「ありうる受容のかたち」を探索
することが研究主題として提示される。その上で4つの実践を通じて日常生活における微生
物との関係性を探索し、「儀式」という概念が日常生活における微生物の物理的・認知的伝
播を素描する上で効果的な介入点になるのではないか、という仮説を提起する。その後、こ
の仮説を補強するかたちでその背景となる既往事例について概観する。 
2

Dunne,A.,andRaby,F.(2014).SpeculativeEverything:Design,Fiction,andSocialDreaming.
Cambridge.TheMITPress. 

3
Dunne,A.(1999).HertzianTales:ElectronicProducts,Aesthetic,Experience,andCriticalDesign.
London:RoyalCollegeofArtComputerRelatedDesignResearchPublications. 

4
Koskinen,I.etal,DesignResearchThroughPractice:FromtheLab,Fieldandthe
Showroom,1sted.,USA,MorganKaufmann,2012. 

5
Malpass,M.(2017).CriticalDesigninContext:History,Theory,andPractices.BloomsburyUSA
Academic. 
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 の後の二章、三章、四章ではそれぞれ、提起された仮説を探索するための実践1、実践
そ
2、実践3について述べる。 
まず実践1においては、SFシナリオの制作という物語世界の構築を通じた仮説の探索が行
われる。その結果として、社会や技術の発展を自身の解釈へと援用することで新陳代謝する
儀式の性質が洞察される。同時に、意味内容が交換可能であるとき儀式の同一性はいかに担
保されるのか、という問いが提出される。 
次に実践2においては、地鎮祭を題材とした架空の儀式をデザインし、個人規模で実施す
る。これによって、現実空間における仮説の探索を行う。その結果として、既存の儀式を読
み替えることであらたな儀式をデザインするという手法が得られ、これが伝達と批評の両面
において有効な機能を持つことが洞察される。 
最後に実践3においては、巡礼を題材とした架空の儀式をデザインし、複数人を対象とし
て実施する。これによって儀式は意味と形式を誤読されながら最終的に形骸化し、意味と形
式のリンクが断たれることで安定化する、という儀式の発生モデルが導かれる。同時に、多
層のレイヤーを包括することで参加とデザイン成果が分かち難く結びついたオープンエンド
の参加型デザインプロセス、としての儀式の可能性が提起される。 
これらをふまえた五章のディスカッションでは、本研究が今後の儀式デザインのための下
地をなす種々の整理を行ってきたことを確認する。そしてそれらを総括する目的で、現状の
社会におけるわたしたちの微生物との関係性の取り結び方をマッピングした「
CULT-CULTURE-CULTIVATION」モデルを提示し、儀式によって微生物と関係性を取り結
ぶことの有効性を再確認する。またここから、従来のインタラクションやコミュニケーショ
ンといった語彙では捉えきれない複雑な関係性へのひとつのパースペクティブとしての儀式
の可能性を敷衍する。同時に、本研究が成し得なかった自律的に伝播を繰り返す儀式のデザ
インはいかにして可能なのかを問う。
これらの総括として、本研究の相対的な位置付けをマッピングし結語を得る。 
なお参照文献、引用元、図像出典などに関してはすべて脚注の形で付した。 


序章（リサーチクエスチョン） 

 研究は、儀式という形式を援用することによって、微生物という捉えがたい対象を日常
本
生活の中に受容するためのフレームワークを提供する可能性を探索する、デザイン実践を通
じた研究である。 

以上の概略に対しては、微生物という対象を選定した理由、微生物との相互作用を問い直
す必要がある理由、そして儀式という形式がこの点において効果的であると判断した理由、
などを詳述する必要があるだろう。 
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 れに先立って本章では、本研究の根幹を成す以下のリサーチクエスチョン3つについて
そ
概説する。 
a. 日常生活に密接しながらも現状ではその存在を無視／隠匿されているアクターたち
をいかにして包含し直すことが可能なのか。 
b. 近代以降の都市デザインにおいて暗黙的に納得されている、殺菌と隠匿を中心とし
た衛生管理の次なるパラダイムをいかに素描できるか。 
c. 現代における極めて不安定なアクターとしての微生物を、恣意的に歪めることなく
受容するためにはいかなる相互作用のボキャブラリーが必要なのか。 






＜fig.1＞リサーチクエスチョン構造図 

 図の通り、a〜cのリサーチクエスチョンは互いに包含関係を成していることがわか
上
る。どういうことだろうか。a.で言及した「現状その存在を無視／隠匿されているアクター
をいかに再包摂できるのか」という広範な問いに答えるためには以下の2点が必要になる。
（ア）そのアクターが適切に包摂されていないことによって生じる矛盾をもとに、そのアク
ターが再包摂されることによって実現される世界の様態を素描すること、 （ イ）無視／隠匿
されるに至ったアクターとわたしたちの間に存在しているディスコミュニケーションの様相
を明らかにし、それに応答できる新たな相互作用の形式を提案すること。 これらは双方とも
10 

a.の「いかに」の異なる側面に対して応答しており、（ア）は「再包摂した結果、わたした
ちの生活空間はどのようになるのか」という「いかに」の結果の側面に、（イ）は「どのよ
うな方法で再包摂されうるのか」という「いかに」の手法的な側面にそれぞれ焦点を当てて
いる。そしてこの（ア）／（イ）はそれぞれ先のリサーチクエスチョンのb.／c.に対応して
いることがわかる。すなわち、都 市における微生物という領域でa.を考えるにあたり、それ
がもたらす結果を思索するのがb.であり、その手法を探索するのがc.であると 整理できる。 
以下ではそれぞれのリサーチクエスチョンごとに、その背景や問いの射程について詳述し
てゆく。 

a.日常生活に密接しながらも現状ではその存在を無視／隠匿されているアクターたちをい
かにして包含し直すことが可能なのか。 

参加型デザインに代表されるボトムアップ型のデザインの勃興は、「人新世」「人間中心
主義からの脱却」といったタームとの接触を経て、近年では「非人間的アクターとの協働」
ともいうべき様相を見せている。微生物からAIに至る多様な生物／無生物を単なる素材や
道具としてではなく、コミュニケーション可能なアクターとみなしてデザインプロセスを実
行すること。あるいは、そうした自然言語的な対話が不可能な対象をアクターとして取り扱
うためのコミュニケーション手法としての「デザイン」が注目を集め始めている。 
ここで、こうした「非人間的アクター」との共生空間としてわれわれの日常生活空間を眺
めてみると、人 間と極めて密接な共生関係にあるにも関わらず、その存在を無視あるいは隠
匿されているアクターたち──虫、下水、微生物、放射線といった──が多数存在すること
が感得されるだろう。た とえば海野（2019）は、原始時代には集落近くの河川に設けられ
ていたトイレが住居内に組み込まれたことによって「不浄かつ身近」というアンビバレント
な存在としてのトイレが立ち上がった経緯を「パンドラの箱とは便器のことだったのではな
いか」との印象的な表現で評している6 。あるいは林（2012）は、高気密住宅の整備やノミ
やシラミのような衛生害虫の激減によって相対的な都市空間での存在感を強めたゴキブリが
害虫としてのイメージを付与されていった歴史を指摘した7 。こうした例からは、現在わた
したちが日常において存在しないかのように振る舞っているアクターたちとの関係性が、時
代や社会といった外力によって恣意的に形づくられたものであることがわかる。 
あるいは、日常生活に密接しているにも関わらずその存在を隠匿されたアクターに焦点を
当て、その関係性を議論の俎上へと引き上げるためのデザイン実践としてのスペキュラティ
ヴデザインの貢献を指摘することもできる。たとえばクリティカルデザインなる語の初出と
なったアンソニー・ダン『HertzianTales:ElectronicProducts,Aesthetic,Experience,
6
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andCriticalDesign』8 は、電子機器の浸透によって日常生活に登場した「電磁波」という
不可視のアクターを取り上げ、人間と電磁波の関係性を把握し直すためのインターフェース
としてデザインがいかなる貢献をなし得るかを検討した。こうした「テクノロジーの発展に
伴って物理的・認知的両面で日常生活へと進出しつつある新たなアクターを対象に、われわ
れがいかなる関係性を築きうるのかをいち早く素描してみせる」という関心は現在に至るま
でスペキュラティヴデザインの実践に通底していたと言える9 。 
以上の議論からは、わたしたちが日常生活において無視・隠匿しているアクターには大き
く二つの種類があることがわかる。一つは社会通念や既存の都市デザインのセオリー上その
存在を暗黙化されているアクター、もう一つは新興のテクノロジーによって急速に日常生活
における存在感を強めたがゆえに、人々がいまだ適切な──直感的に受容可能な、と言い換
えても良い──関係性を築くに至っていないアクターである。本論ではこれらを指してひと
まず「不可知化されたアクター」と総称してみる。 
以上で概観してきたように、われわれの日常生活と緊密な共生関係にあるにもかかわら
ず、現状の都市デザインにおいてその存在を無視・隠匿されているアクターが多数存在し、
その数と種類はテクノロジーの進展に伴って急激に増加している。そして、それらアクター
との間にいかなる関係性を築きうるのかを探索するためのデザインアプローチとして、クリ
ティカルデザインからスペキュラティヴデザインに至るデザインの潮流を位置づけることが
できる。本研究はこうした視座から、日常生活において「不可知化された」アクターを再び
受容し直すための手法としてのデザイン実践の可能性に焦点を当てることを試みる。 


b.近代以降の都市デザインにおいて暗黙的に納得されている、殺菌と隠匿を中心とした衛
生管理の次なるパラダイムをいかに素描できるのか。 

a.で述べた広範な問題意識に対し、本研究では特に「都市における微生物の受容」を中心
的なテーマとすることで具体的実践・探求へと接続する。 
国連の発表によれば、2018年時点で世界の人口のうち55%が都市部に暮らしているとさ
れる10
 。そしてこの都市という場所は、疫病の発生と深く関わりながら発展してきた。やや
8

Dunne,A.(1999).HertzianTales:ElectronicProducts,Aesthetic,Experience,andCriticalDesign.
London:RoyalCollegeofArtComputerRelatedDesignResearchPublications. 

9
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スペキュラティヴデザインにおける関心領域はバイオテクノロジー以外にも や量子力学、仮想
通貨など時代の変遷にともなって広がっている。こうした現在進行形の対象領域の変遷を本論文で詳
述することはその主目的ではないため割愛するが、一部の変遷を捉える上で参考となる文献を以下に
紹介する。
国際農研（

）「国際連合「世界都市人口予測・

12 

年改訂版」
（閲覧日：

年 月 日）

乱暴に総括すれば、都市の過密性が疫病を発生させ、その疫病から身を守るためのシェル
ターとして都市が一層の発展を遂げて再構成される、という共犯関係によってそれは形成さ
れてきたと言える。都市における微生物の受容のされ方はそれだけで個別に検討すべき重要
なテーマであるが、ひとまずジョルジュ・オスマンによる19世紀のパリ改造が近代都市デ
ザイン誕生の契機であったと同時に、都市規模での衛生管理のデザインであったことは指摘
しておくべきであろう。人口過密と廃棄物処理サイクルの未熟さからパリに蔓延したコレラ
への対策として、オスマンは上下水道の完備と計画的な広い街路を提案した。あるいは、そ
の後の20世紀に成立するモダニズムのデザインは、結核やインフルエンザの治療と予防の
ための物質的・空間的工夫と密接に結びつきながら発展していった11
 。日光と新鮮な空気に
満たされた広い空間、装飾を削ぎ落とし清掃を容易にした平滑な表面、金属やプラスティッ
クといった繰り返し洗浄可能な素材の台頭といった要素によって、「衛生的な」近代都市空
間が成立した。より正確に言うならば「近代的な都市空間とは衛生的なものである」という
不文律が成立した。 
しかし、ここで前提化され今なお引き継がれている「衛生的」なる概念が非常に曖昧なも
のである点に注意しなければならない。なぜならばわたしたちは認知上の浄／不浄と、現実
空間上の微生物の在／不在を正確に対応づけることができていない。加えて現代の科学にお
いては、微生物の在／不在とそれによる影響を因果関係によって捉えきることもまたできて
いない。病原微生物が存在していたとしてもそれが実害を及ぼさない場合もあれば、環境中
の微生物群集を排除したことが結果的に病原微生物の増加に結びついてしまう場合もある。
このように前提となる「衛生的」なる状態を定義できない以上、都市の衛生管理はあくまで
も時代ごとのパラダイムとならざるをえない。そして近代以降の都市において支配的となっ
た衛生管理とは、病原性のいかんを問わず微生物を包括的に殺菌するという物理的側面、お
よび微生物の存在を徹底的に不可知化するという認知的側面によって成立しているとまとめ
られるだろう。 
ここにおいて現代とは、この物理的・認知的両面においてパラダイムの転換を求められて
いる時代であると位置づけることができる。なぜだろうか。第一に現代では、抗菌剤の発明
以降加速した殺菌による衛生管理の結果、薬剤に耐性を持った微生物が増加しており、この
ままでは2050年までには毎年1000万人規模の薬剤耐性菌による死者が出るようになると予
測されている12
 。現代の生活空間における薬剤耐性菌の影響と研究に関しては続く一章で詳
述するが、このように、微生物をひたすらに殺菌することが衛生管理につながるという言説
11

この点に関しては多数の言及が存在するが、たとえば以下を参照。

                  
        
Campbell,M.(2005).What
TuberculosisdidforModernism:TheInfluenceofaCurativeEnvironmentonModernistDesignand
Architecture.M
 edicalHistory,Volume49,Issue4,01,pp.463-488. 

12
WorldHealthOrganization.(2019).Newreportcallsforurgentactiontoavertantimicrobial
resistancecrisis.RetrievedJune19,2021,from
https://www.who.int/news/item/29-04-2019-new-report-calls-for-urgent-action-to-avert-antimicrobial-re
sistance-crisis 
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はその長期的な影響を加味した場合、成立するとは言い難い。第二に、微生物に対する人々
の認知が技術的・社会的要因によって変わりつつある点に着目したい。技術的側面において
は、大規模・高速度のDNAシークエンシング技術が発達したことによって、環境中の微生
物群集の組成やそれらが発揮する機能をタイムラグ少なく確認することができるようになっ
た。こうした技術の浸透によって近い将来、人々が微生物を「知覚可能な」存在として認知
するようになることは十分に考えられる。また社会的側面においては、世界規模での新たな
感染症の蔓延13
 が挙げられる。これによって都市空間における微生物への意識が拡大し、そ
の存在感が日常を圧迫するほどに増大する可能性については、2021年現在の新型コロナウ
イルス蔓延に対する反応を見れば納得されるだろう。このように今後、技術発展によって微
生物を知覚できるようになった状態で感染症の危機にさらされる人々にとっては、微生物を
不可知の存在として扱う現行の都市デザインが適切な対応ではなくなることが予測される。 
以上、日常生活において不可知化されたアクターのうち「都市生活における微生物」を対
象とする事で照らし出される、多様かつ現代性を帯びた問題を確認した。その上で本研究
は、現状の微生物に関する都市衛生管理パラダイムの物理的・認知的な限界を鑑み、これか
らの都市における「衛生的」なる状態とはいかなるものなのかを「都市生活における微生物
の受容」を探索することを通じて明らかにしていこうと試みる。 


c.現代における極めて不安定なアクターとしての微生物を受容するためには、いかなる相
互作用のボキャブラリーを発明することが必要なのか。 

b.で述べたように、現在のわたしたちにとって微生物というアクター、そしてそれに紐づ
いた衛生なる概念は非常に曖昧で捉えどころのないものとして存在している。そしてその存
在はバイオテクノロジーの発展によって「一面的には」知覚可能に近づいているように見え
るが、これは同時に別の問題を孕んでいるとも指摘できる。それというのも、現在の科学技
術は環境中の複雑な微生物間の相互作用を把握し、それらを制御したり再構築したりするに
はまだ至っていない。すなわち、バイオテクノロジーの発展の過渡期に置かれたわたしたち
は、微生物の存在や振る舞いを認識できるもののそれを操作することはできない、という非
常に不能感を掻き立てられる状態にあると言える。存在はわかっているのに適切に働きかけ
ることができない「不安定なアクター」として現在の微生物の特性を置いてみた場合、その
人間の移動や環境開発が活発化したことによって人間と動物の行動範囲の重なりが大きくなった結
果、あらたな人獣共通感染症が増加していることに関しては様々な指摘が存在する。たとえば以下を
参照。 
13

UNEPandILRI.(2020).Preventingthenextpandemic-Zoonoticdiseasesandhowtobreakthe
chainoftransmission.RetrievedJuly05,2021,from
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nment-animals-and 
     2021 
         
 2021 .
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000747958.pdf
   2021 7 5


厚生労働省（

）「動物由来感染症ハンドブック

14 

」
（閲覧日：

年 月 日）

受容のためには＜人ー微生物＞間の新たな相互作用のボキャブラリーを模索する必要がある
のではないか。 

以上述べてきた3つのリサーチクエスチョンからわかるように、本研究は種々の要因から
「不可知」の存在へと貶められた都市の微生物を対象に、それらを再び人々の生活と認知の
中に配置し直すための手法と、その結果として生まれうる世界の可能性を探索するものであ
る。 


一章 導入:都市における微生物の今日的状況と
そこに内在する可能性 


 こでは、既往研究および実践を概観することで、序章で整理されたリサーチクエスチョ
こ
ンからさらに問いを精緻化し、本研究が具体的にアプローチする領域とその新規性を明確に
する。その過程において本研究の研究主題が明らかになる。次いでいくつかの実践を通じ
て、研究主題に応答する仮説が形成される。その後、仮説を補強しその背景を説明するため
に役立ついくつかの既往事例を概観する。 


1-1.背景・先行事例 

 こでは本研究の学術的・技術的・社会的背景について先行事例を通じて概観する。具体
こ
的には、疫学が予測する薬剤耐性菌危機の到来、デザイン領域におけるバイオテクノロジー
への関心の高まり、微生物学領域における都市環境への関心の高まり、について見ていく。
その後、追加的な視点として、人々の微生物に対する認知がどのように展開してきたのかを
概説する。結果として、本研究が「微生物と都市」というテーマに対する複数の領域からの
関心の結節点を描き出そうとするものであることが示され、特にデザイン実践を通じた探索
である点、および人々の認知的側面の変革に寄与しようとする点において独自性を持つこと
が示される。 


1-1-1.疫学における薬剤耐性菌危機到来の予測 

 サーチクエスチョンb.で述べた薬剤耐性菌の増加による医療崩壊の危機の予測は、疫学
リ
領域からの「都市における微生物」への関心へと繋がっている。特に、病院内での感染や集
15 

中治療室などでの感染爆発が喫緊の問題として存在していることは指摘しておくべきだろ
う14。 
こうした病院内での感染は、抵抗力の衰えた患者に特徴的なものとされてきたが、
JessicaGreenをはじめとした屋内微生物環境の大規模な解析の結果、自然換気と機械換気
のバランスが屋内の微生物群集の多様性と相関関係にあることが示された15
 。すなわち、ダ
クトを介した機械換気は屋外の微生物群集を取り込むことが難しく、微生物多様性が減少す
る傾向が示唆された。ここから著者らは、屋外の微生物との接触を避けることが必ずしも病
原菌の管理につながるとは限らないとの見解を示し、将来的には屋内の微生物環境を設計す
ることによって居住者の健康を管理しうる可能性に触れている。 
これら既往研究は薬剤耐性菌危機というありうる未来を前提としつつ、微生物学的見地か
らそこへのアプローチ方法を模索しているとまとめられる。その結果として、屋外の微生物
との接触を盲目的に遮断すべきではない、という従来の衛生管理の概念に一石を投じるよう
な示唆も登場しつつある。しかしこうした機運は、あくまでも状況に対する解析という純粋
科学的なアプローチの内部にとどまっており、他領域からこうしたパラダイムが「いかにし
て実現されうるのか」を実践を通じて思索するような例は存在しない。 


1-1-2.デザイン領域におけるバイオテクノロジーへの関心の高まり 

 年顕著なデザイン領域の生物学への接近は、主にスペキュラティヴデザインにおける
近
2000年代から2010年代にかけてのバイオテクノロジーに対する興味の過熱に端を発してい
ると言える。たとえばダン&レイビーは2004年にロンドンのサイエンスミュージアムで開
催された「IsThisYourFuture?」において、バイオテクノロジーによるエネルギー問題へ
のオルタナティヴなアプローチを提示した16
 。また、2010年にはアーティスト・合成生物学
者各6名ずつによるコラボレーションプロジェクト「SyntheticAesthetics17」が開催される
など、わたしたちの生物としての前提を揺るがしうるテクノロジーに対する積極的な応答が
勃興した。しかし、これら先例を見ても分かる通り、デザイン領域における生物学への興味
は、遺伝子編集に代表される合成生物学のテクノロジーが中心であり、日常的な微生物との
14

臨床リファレンスセンター（ ）「日本の薬剤耐性菌の状況：医療現場での耐性菌増加」
（閲覧日： 年 月 日）

AMR   
     
 n.d. 
                     

https://amr.ncgm.go.jp/general/1-3-1.html
   2021 7 5
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Kembel,S.,Jones,E.,Kline,J.etal.Architecturaldesigninfluencesthediversityandstructureof
thebuiltenvironmentmicrobiome.ISMEJ 6,1469–1479(2012).doi:
https://doi.org/10.1038/ismej.2011.211 

16
Dunne,A.,andRaby,F.(2004).ISTHISYOURFUTURE?.RetrievedJune29,2021.from
http://dunneandraby.co.uk/content/projects/68/0 

17
    
                    
Ginsberg,D,A.etal.(2014).
SyntheticAesthetics;InvestigatingSyntheticBiology'sDesignsonNature.TheMITPress. 


当該プロジェクトに関しては以下の書籍にまとめられている。
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関係性や衛生観念について再考しようとする関心は薄かったと言える。加えて運動の中心と
なったスペキュラティヴデザインがプロダクトデザインを出自とすることもあり、こうした
提案の多くが製品のかたちを借りることが前提となっていた。結果、その背景をなす建築や
都市といったものが世界観構築以上の存在として浮かび上がることは少なかったと言える。 


1-1-3.微生物学領域における都市環境への関心の高まり 

 れも先述の通り、大規模かつ迅速なDNAシークエンシングが可能になったことで、わ
こ
たしたちをとりまく微生物環境を包括的に理解しようとする機運が微生物学において高まっ
た。 
このうち都市を対象とするものは特に都市の微生物群集研究とも呼ばれ、特徴的な例とし
てChristopherE.Masonらによって始まったプロジェクト「MetaSUB18」を挙げられる。
これはもともと、ニューヨークの地下鉄を対象としてサンプル採取とゲノム解析を行い、現
代社会の移動の中心ともいうべきこの車内でいかなる微生物交換がなされているのかを分析
するものであった19
 。その後運動が世界規模に広がり、現在では、年に一度世界各地で参加
者が自分の街からサンプルを採取する「GlobalCitySumplingDay20」にはじまる種々のプ
ロジェクトによって「都市の微生物環境の可視化」が目指されている。実際にこうしたサン
プルの解析の結果として、世界60都市の微生物環境が比較検討されまとめられている21
 。こ
れによれば、都市ごとに微生物バランスの特徴が存在し、どの都市のサンプルかを90%近い
精度で判定できるとされる。このように、一種の微生物による風景とでもいうべきものが認
識されつつある。 
こうした動きは都市の様々な領域を対象に発展しており、住宅室内の微生物や化合物の粒
子による汚染を測定するプロジェクト「IndoorChem22」、ボストンの下水道の汚物から微
生物を測定するプロジェクト「Underworld23」など多くの実践を見ることができる。これ
らは都市における監視の文脈、もしくはその反転としてのシチズンセンシングの実践例とし
て語られることが多い。 
18

MetaSUB.(2021).MetaSUB:Homepage.RetrievedJune29,2021.fromh
 ttp://metasub.org 



19

Afshinnekoo,E.etal.(2015).GeospatialResolutionofHumanandBacterialDiversitywith
City-ScaleMetagenomics.C
 ellSyst.2015Jul29;1(1):72-87 

20
MetaSUB.(2021).GLOBALCITYSAMPLINGDAY.RetrievedJune29,2021.from 
http://metasub.org/projects/gcsd/ 
21
Danko,D.etal.(2021).Aglobalmetagenomicmapofurbanmicrobiomesandantimicrobial
resistance.C
 ell.Vol.184,Issue13,pp.3376-3393.e17. 

22
IndoorChem.(2018).IndoorChem.RetrievedJune29,2021.fromh
 ttps://indoorchem.org/ 

23 Underworld.(n.d.).Underworld.RetrievedJune29,2021.fromh
 ttp://underworlds.mit.edu/ 
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 た、都市において微生物が果たす積極的な役割についても理解が深まりつつあり、その
ま
可能性が指摘されている。たとえばフィンランドの研究では、一般的な保育園と自然志向の
保育園の園児を比較し、微生物多様性が高い環境で育った子供の方が免疫力が高まっている
ことが示唆された24
 。こうした研究からは、これまで衛生仮説として知られてきた微生物多
様性と免疫力の関係性が高い精度で明らかにされる可能性があり、微生物の除去は長期的な
衛生を保つことには繋がらない、という見解の妥当性を補強しつつある。 
ここまで紹介したような様々な都市の微生物環境の理解から、その知見を積極的に思索へ
と活かしていこうとする動きも見られる。この関心は本研究とその一部において強い共鳴関
係を持つだろう。 
第一に、1-1-1.でも紹介したJessicaGreenの取り組みが挙げられる。彼女は建築空間の
微生物環境の解析を踏まえて、微生物が居住者の健康に寄与するような建築の設計条件を探
索しようとしている25
 。KevinSlavinらは微細な彫刻を施した木製パネルを都市に設置する
ことで微生物の住処をつくり出すプロジェクト「Subculture26」を手がけている。あるいは
さらにスペキュラティヴな例として、すべての生物がゲノムシーケンサを通じてインター
ネットに接続された世界「IoLT（InternetofLivingThings）27
 」なる発想も存在し、この
28
具体的なヴィジョンをMinION を用いて素描した「METRICHOR29」なるサービス提案も
存在する。 
以上のように、微生物が日常生活へと進出することでより豊かな関係性が築かれるとする
思索が、都市微生物研究の成果を足がかりとして一部で勃興していることが確認できた。し
かし、これらもまた人間の認知がいかにして更新され、それを受容するのかに関しては探索
を行なっているとはいえない。さらに都市微生物学研究の知見から敷衍されるがゆえに、通
底する思想として「微生物に対する十分な技術があれば、それを制御しデザインの素材とし
て扱える」という技術主義的傾向が見られると総括できる。 

24

Roslund,M.(2020).Biodiversityinterventionenhancesimmuneregulationandhealth-associated
commensalmicrobiotaamongdaycarechildren.S
 cienceAdvances,Vol.6,No.42. 

25
KembelSW,MeadowJF,O’ConnorTK,MhuireachG,NorthcuttD,etal.(2014)Architectural
DesignDrivestheBiogeographyofIndoorBacterialCommunities.PLOSONE9(1):e87093.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0087093 

26
Slavin,K.(2020).Subculture.RetrievedJune29,2021.from
https://medium.com/@slavin/subculture-c8eb0238c11c 

27
        
Pauwels,E.(2017).TheInternetofLivingThings.RetrievedJune29,2021.
fromh
 ttps://blogs.scientificamerican.com/observations/the-internet-of-living-things/ 

28
Oxfordnanopore     USB    
      
  

<https://nanoporetech.com/products/minion> 

たとえば以下を参照。

が開発した

サイズのポータブルゲノムシーケンサー。



29

OxfordNanoporeTechnologies.(2021).METRICHOR.Retrieved June29,2021.from
https://metrichor.com/ 
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 こまで、疫学・急進的デザイン・都市微生物学の三つの観点から先行事例を概観した。
こ
結果として、都市における微生物が多様な領域の今日的な関心を集めていることが理解でき
た。一方で、それらの多くが現状の都市環境の解析に留まっており、いくつかの思索的実践
においても、人間の認知的な位相が無視された技術主導的な提案、もしくは都市や建築より
も小さなプロダクトスケールでの提案がその多くを占めていることがわかった。 
以下では追加的なリサーチとして、人々の微生物に対する認知的側面がどのように形成さ
れ発展したのかを簡単に述べる。 


1-1-4.微生物に対する認知の発展について 

 生物が初めて人間の目に触れたのは、アントニ・ファン・レーウェンフックの顕微鏡に
微
よるものだったとされ、その後1800年代後半にルイ・パスツールやロベルト・コッホらに
よって立て続けにその性質が明らかにされたことで、存在が認知されるようになったと言わ
れる。この点においてエド・ヨンはルネ・デュポスの発言を引きつつ興味深い考察を行なっ
ている30
 。これら微生物学の最初期の発見が、1859年にチャールズ・ダーウィンが『種の起
源』を発表した直後に起こったために、人と微生物の関係性は共生ではなくダーウィニズム
的な闘争のフレームで捉えられるようになった、というのである。このように微生物はその
登場と同時に時代のパラダイムを背負わされ、人を侵す病原菌としての側面が拡大されて
いった。 
村岡（2017）は、こうしたバイアスが現状支配的な特定病因論の考え方においても引き
継がれていると指摘する31
 。特定病因論とは病気の根本原因を一つとみなし、純粋な因果関
係によって病気を捉えるものである。つまり微生物とそれが引き起こす病気を一対一で対応
させ、その防止のために微生物を取り除くというわけである。実際には微生物の存在が即時
的に病気に繋がるわけではなく、また病原菌の排除が唯一の治療手段であるわけでもない。
それにもかかわらず特定病因論が長年にわたって支持され、その結果としてハンセン病の迫
害などが起こった理由について村岡は、神学的な認知のフレームが強力に働いていたためだ
と指摘する。つまり、微生物という人類の敵によって汚染され病気になった者は、その汚染
原因の浄化によってしか救われ得ない、という宗教的な浄／不浄の判断が、微生物に対する
認知に入り込んでいるのである。 
このように見ていくと、微生物に対する無意識の認知がいかに歪められてきたかが確認で
きる。そもそもにおいて、微生物なる語の一般的な定義は「（人間の）肉眼で認識できない
エド・ヨン（2017）『世界は細菌にあふれ、人は細菌によって生かされる』安部惠子（訳）、柏
書房 

村岡潔（2017）「相関と因果(3)汚染と浄化をめぐって」佛教大学保健医療技術学部論集、第11号 
30

31
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生物」という人間中心的かつ認知的なものである32
 。しかし同時に、微生物にまつわる歴史
的事象の多くがこうした認知的な要素に起因しているとするならば、そこにアプローチする
ことによって、純粋科学的な微生物の探索とは異なる、デザインならではの知の貢献があり
うるであろう。 


1-1-5.小括 

 上の先行事例から本研究の立ち位置と新規性が導出できる。すなわち、本研究は「都市
以
における微生物」という対象に寄せられる多領域からの関心の結節点をデザイン実践によっ
て思索・描出するものであり、特に微生物に対する物理的側面のみならず認知的側面にまで
その探索範囲を広げるところにその新規性がある、といえる。 


1-2.研究主題:都市における微生物の「ありうる受容のかた
ち」の探索 

 節で概観してきた先行事例とそこから導出された本研究の新規性から、本節では本研究
前
の主題を提起する。 
先述した研究の立ち位置と新規性に鑑み、主題を「都市における微生物の「ありうる受容
のかたち」の探索」とした。ここにおける「受容」とは、物理的・認知的両面におけるもの
であり、その思索を行うゆえに「ありうる」、デザインを通じた具体的な実践によって探索
をおこなうゆえに「かたち」という表現を付与した。 


1-3.実践を通じた仮説形成 

 節では、研究主題を探索してゆく上で指針となる仮説を形成することを目指す。本研究
本
は実践的デザインリサーチ（DesignResearchThroughPractice33）に準ずる立場を取る
ため、仮説形成には先述の先行事例群から帰納的にアプローチする以外にも、実践を通じた
推論的なアプローチが効果的であると判断する。以下では仮説を探索するために行ったいく
つかの実践を概説する。実践はいずれも異なる角度から「現状の生活空間でいかなる微生物
微生物の一般的な定義に関してはたとえば以下を参照。日本微生物生態学会（2013）「びせいぶ
つってなに？」.h ttp://www.microbial-ecology.jp/or/microbial.html（ 閲覧日：2021年6月29日） 
32



33

Koskinen,I.etal,DesignResearchThroughPractice:FromtheLab,Fieldandthe 
Showroom,1sted.,USA,MorganKaufmann,2012. 
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交換が行われている（と考えられる）のか」を探索する意図で行われている。その後の省察
において実践から得られた洞察に触れ、続く仮説提唱へと繋げる。 


1-3-1.建築内における意識的／無意識的な接触の記録と分析<定点カメ
ラによる自宅の撮影> 

 実践は映像を通じて、普段無意識化されている日常生活内のインタラクションによる微
本
生物交換の可能性を議論の俎上に上げる目的で行われた。具体的には、筆者自宅の天井に定
点カメラを設置し、食事を中心とした日常生活の模様を撮影した。その後、撮影した映像を
見返して「誰が」「何と」「身体のどの箇所で」接触を行ったかをリストアップした。 



＜fig.2＞定点カメラによる記録映像の一部 
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＜table.1＞映像から確認された接触箇所と回数の合計を示した表。列においては、A列が接
触を行なった対象物を表す。行においては、1行目が接触者（筆者／筆者母親）、2行目が
接触に用いた身体部位（左手／右手）、3~51行目が各対象物との接触回数（回）、53行目
が合計の接触回数（回）を表す。 


1-3-2.現状の建築空間の把握とそれに対する微生物学者を交えたディス
カッション<自宅のスケールモデルの製作とディスカッション> 

 実践は模型を通じて、わたしたちの生活空間を構成する様々なエレメントのレベルにお
本
いてその微生物交換の可能性を議論する目的で行われた。具体的には、筆者自宅の1/15ス
ケールの模型を制作し、これを介して微生物研究を専門とする協力者2名とともにディス
カッションを行った。模型は日常生活において微生物交換と関連性がありそうと思われるオ
22 

ブジェクトを中心に、建築スケールからプロダクトスケールまでの様々なエレメント──
壁、柱、家具、換気扇、ドアノブ、テレビリモコンなど──が作りこまれた。これによっ
て、普段無意識化されている日常生活でのインタラクションを適宜想起させながらの議論を
企図した。さらにディスカッション中に得られた洞察やコメント、キーワードなどを逐次ポ
ストイットに書き込み、模型の対応する箇所に貼り付けていくことで、生活空間全体に及ぶ
議論をゾーニングしながらアーカイブすることが企図された。 


＜fig.3＞1/15自宅模型とポストイットによるコメントの記録 



＜fig.4＞ディスカッションに際してポストイットに書き留められた洞察やコメント、キー
ワードなど 
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特定の場所・マテリアル 室外機→土壌細菌の入口 
に関するもの 
エアコ ン→土壌細菌の入口 
玄関→土壌細菌の入口 
スイッチ／コンセント→菌交換のプラットフォームになる？ 
床→他の場所のバクテリアも多くが沈殿してしまう（ので菌が多い） 
床→マテリアル同一、広く面積を取れる 
1F倉庫→設計よりも床高が低い
1F倉庫→湿気多、隅にカビ 
風の通り道／半屋外空間→実際に土壌バクテリアとの生態系交換シス
テムとして設計する？ 
キッチン周り→食べ残し／床への食物落下 
キッチン周り→DNA出そう 
砂壁+壁紙→マテリアルの階層構造について 
砂壁→日本独特のマテリアル、既往実験なし？ 
壁→DNA採取量少 
トイレ→（菌が）少 
バイオフィルム→排水溝・トイレ・配管 
部屋の四隅など→特にバクテリアが溜まる 
空気・水が一番大量に通る場所は？ 
階段→（菌が）多 
ゴミの管理場所 
手すり→（菌が）少 
特定の行動・接触に関す みんなでお風呂 
るもの 
家族の椅子→日替わりでローテーションして菌交換？ 
ゴミの動線 
バクテリアの多様性を取り込む→空調管理された快適な状態との兼ね
合いは？ 
年齢による行動範囲の違い 
食物など消費物のフローを可視化（できるとよい） 
触れる部位の違い→細菌叢の違い 
家の大きさに対してインタラクションの規模が小さい 
調査・分析に関するもの 意図的に清掃を控えてからセンシング？ 
メタゲノム（解析）かマーカー法か？ 
各室同一のエレメントから（サンプル採取をしたほうがよい） 
（サンプルの）抽出法→綿棒（によるスワブ）が最適ではないかも？ 
床→DNA採取（の）メイン（の対象領域となりそう） 
人数少→バクテリア分類、量の多寡の議論は難しい 
バクテリアの多様性の観点からの議論 
既存の薬剤耐性菌を様々なマテリアル上で培養？ 
（個人の住宅の話なので、被験者の）人数稼げない問題 
カメラ導入による行動変化（へ）の影響 
部屋ごとの用途・使用者が限定的→条件を固定しやすい・各室の差異
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既往事例などの知見 

キーワード（単語） 

が顕著に 
住人が限定的→表皮常在菌／腸内細菌を見て行動と絡めて評価でき
る？ 
券売機→（菌が）多 
バイオフィルム→中の菌が守られるため擬似的な薬剤耐性を持つ 
機械学習でバクテリア制御（を試みるスタートアップが存在する） 
ウェアラブル測定器をつけてラボで（日常生活）行動シミュレーショ
ン 
ビジネスや社会活動への応用例の少なさ 
JessicaGreen→部屋の機能とバクテリア組成の相関関係（を）示（し
た） 
駅→薬剤耐性菌病原因子が散見→問題となるほどの量ではない 
キーボードから（採取されたサンプルから）持ち主とパートナーまで
特定可 
建築物のマイクロバイオームのファクター→人数／多様性／外界との
交換 
ヒトのバクテリア放出→1hに100万パーティクル 
5~24hでヒトのバクテリアが建築の細菌叢にうつる
少ないサンプルで多くの仮説を検証できるようにパラメータを選ぶ＜
採取者／表面の種類／時間帯／階層／材質etc…＞ 
着目するパラメータの設定→換気システム／インタラクションが起こ
る部位のマテリアル 
サンプリング→いくつかの家から採って比較？ 
家屋内害虫をセンサーに？ 
模型によるミニチュアシミュレーション 
Phylagen 
日本家屋、同一条件での既往データ収集 
メタゲノム（解析）→薬剤耐性など広く（機能を）見られるがDNAが
大量に必要／マーカ法→特定の耐性機能しか見られないが少量のDNA
でも可 
湿度 
日照 
水回り 
フローリング 
薬剤耐性菌 
畳 
気温 
ビニルシート 

＜table.2＞ポストイットの内容を5項目に分類した。テキストは原則ポストイットのままだ
が、明らかな誤字・脱字は修正し、文脈が読み取りづらいものに関しては（）内に補足を行
なった。 
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＜fig.5＞生活空間の状況を想起させるために、実際の自宅の各場所から表面を採取して提
示した 



＜fig.6＞日常生活において接触や空気の交換などに関連し、微生物の伝播に影響を与えて
いる可能性があると筆者が判断したエレメントに焦点を当てて作り込んだ 
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＜fig.7＞インタラクションの種類別にシールを作成し、模型に対する提案やコメントを簡便
に行えるようにした 


1-3-3.自宅における微生物多様性の測定<家族の表皮常在菌叢の16S
rRNA菌叢解析> 

 実践は細菌群集の16SrRNA遺伝子配列の解析データを通じて、同一空間内に生活する
本
人々の共生細菌の多様性を可視化するとともに、その可視化自体が与える生活者への心理的
影響を探る目的で行われた。具体的には、筆者自宅で生活する3名（筆者を含む）を対象
に、各々の表皮常在菌叢の16SrRNA菌叢解析を行った。16SrRNA菌叢解析は、細菌の種
類を超えて幅広く保存されている領域である16SrRNA遺伝子を対象に解析を行うことで、
検体中の細菌の種類や分布を網羅的に解析する手法である。本実践では表皮常在菌の解析を
27 

専門に行うサービスを利用した34
 。またそれによって得られた表皮常在菌叢の解析結果につ
いて家族間で対話を行うことによって、筆者自身を含む生活者の心理にいかなる変化が現れ
るかを観察した。 


＜fig.8＞家族3人の表皮常在菌叢の16SrRNA菌叢解析結果のうち種レベルのものを棒グラ
フで表示した（S-KINpro作成）。W19114-U／W19115-U／W19116-Uがそれぞれ、筆者
母／筆者祖父／筆者から採取されたサンプルに対応する。いずれのサンプルでも、皮膚常在
菌であるP ropionibacteriumacnesの 存在比が最も大きいことがわかる。 


1-3-4.微生物共生住宅のエレメントデザインの提案 

 実践は微生物多様性に寄与する可能性のある建築エレメントデザインの提案を通じて、
本
微生物を対象とする提案と相性の良いデザイン言語を探る目的で行われた。具体的には、筆
者自宅のリビングを対象に1/15スケールの模型を制作し、ここに建築エレメントのレベル
でのデザイン提案を付与していく形式を取った。なお先述の通り、ここでの関心はあくまで
も微生物を住宅デザインにおいて取り扱うことを前提とした場合に考えうる操作のボキャブ
ラリーにあり、各提案の実現性や現実の影響はその範囲ではない。実際に提案されたデザイ
ンは以下の3種である。

ここでは株式会社ワールドフュージョンが提供する表皮常在菌叢解析サービスである「S-KINpro
」を利用した。<h ttps://www.s-kin.jp/skinpro> 
34
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＜fig.9＞自宅リビングを対象とした建築エレメントデザイン模型 



（ア）細かな起伏パターンを付与した床面： 
生活空間において微生物の多くが埃として存在している点、それらの大半が
床のような水平面に堆積する点に着目し、埃のたまり方を操作するような起
伏を床面に付与する提案。 
（イ）高さを抑えた出入り口： 
這い歩きを行う幼児期は床面近くの微生物を大人に比べて多く摂取する点に
着目し、強制的に這い歩きの姿勢を取らせるような高さを抑えた出入り口を
設ける提案。 
（ウ）部屋の隅に設けられた開口部：
埃（≒微生物）の多くが現状の住宅では部屋の四隅に多く堆積する点、自然
換気による屋外との微生物交換が室内微生物の多様性に寄与している可能性
がある点に着目し、あえて隙間風が吹き込むような開口部を設ける提案。 

1-3-5.実践の省察 

 節では以上4つの実践を省察する。1-3-1.では動画を通じた日常行為の客観視によっ
本
て、無意識的に行なっているインタラクションを確認することができた。結果として、多く
のインタラクションが習慣づけられた動作と関連しているとの洞察を得た。誰が空間内のど
こに位置取るか、手持ち無沙汰になった時にどこに触るか、食事や料理をどの順序で行う
29 

か、といった事柄は生活内で蓄積された習慣と不可分に存在しており、この次元を読み込む
ことで単なるインタラクションの羅列からより高度な洞察を行うことができた。ただし、こ
うした習慣は明文化が難しく、自宅のような文脈理解が行き届いた空間でなくては十分な読
み取りができないであろうことが推察された。 
このことが露呈するのが1-3-2.である。1-3-2.では詳細な模型のつくり込みによって自宅
環境を第三者に表現するという点では一定の成功を見たと思われるが、先述した各家庭独自
の習慣といった生活の文脈を共有する視点が欠けていたために得られた多くのコメントが
「一般的な空間への印象」に対するものになってしまった、との洞察を得た。 
1-3-3.では得られた解析結果自体はとりたてた学術的意味を持たないものの、家族間での
対話を介することで、データを日常生活の行為に紐づけて読み解こうとしてしまう心性が確
認できた。たとえば、朝食後に顔からサンプル採取を行なった家族それぞれの解析結果に一
般的な表皮常在菌以外の種（R hodococcusErythropolis） が見られ、それが一般的に土壌
に存在する細菌であることがわかったことから、これらは顔に飛び散った朝食の食べカスや
調理過程での食材との接触に由来するのではないか、といった推測が家族との対話の中で行
われた。このように、科学的な解析結果が存在することによってかえって推論的な因果関係
の思索が加速する可能性がある、との洞察を得た。 
1-3-4.で提案されたデザインを振り返ると、いずれも日本の伝統的な建築的特徴のイメー
ジを借りていることがわかる。（ア）は枯山水に代表される幾何学パターンを付された庭
園、（イ）は茶室に見られる躙り口、（ウ）は木造建築特有の間隙の多い構成、もしくは地
窓のような意匠がそれぞれデザイン言語的な先行例として挙げられる。無論、筆者のデザイ
ン上の嗜好が影響していることは否めないが、微生物とのあらたなインタラクションを日常
生活に持ち込む上で、過去の建築デザインのボキャブラリーを微生物学の観点から再解釈し
て利用することは、デザイン文脈への理解と受容に寄与するとの洞察を得た。 
以上の省察を総括するに、微生物との共生においてはプロダクトや建築といったオブジェ
クトのデザイン以上に、それらのあいだで行われる習 慣的行為のデザインが必要であるこ と
がわかる。一方でこうした習 慣的行為の単位で分節することによって、通常不可知である微
生物との関わり合いの実感をもたらせる可 能性が示唆された。 


1-4.仮説:微生物の物理的・認知的両面の伝播における儀式の
可能性 

1 -3.で最終的に得られた2点の洞察はいずれも、「習慣化」された「行為」に着目するこ
とで＜人ー微生物＞間の関わり合いにアプローチできるのではないか、と換言できる。特
に、物理的な微生物の交換と認知的な微生物の受容を並行して行える可能性がある点は特筆
に値する。これはいわば微生物のゲノムをミームを介して交換するということであり、物理
30 

的な次元での微生物と認知的な次元での微生物──それはすなわち衛生観念と同義であるが
──を連鎖的に媒介するものとしての「習慣化された行為」の可能性が浮かび上がる。 
ここで、「習慣化された行為」なる概念をより広範な文脈で捉えてみるとどうなるだろう
か。「形 式化された一連の動作の組み合わせを実行すること、そしてその実行を通じて特定
の心理的変容を経験すること」──このように習慣的行為の物理的、認知的側面を明文化す
るとするならば、それは「儀式」と呼ぶことができるだろう。事 実、儀式研究においては宗
教的な祭りや式典・社会集団で共有された慣習・個人の習慣化された動作までを含む広範な
概念として「儀式」を取り扱っている35
 。こ の儀式なる概念が日常生活における微生物の物
理的・認知的伝播を素描する上で効果的な介入点になるのではないか、というのが本研究の
ひとまずの仮説となる。 


1-5.儀式の役割とその利用の事例、および微生物との関係につ
いて 
 研究のキータームとなる「儀式」については、既往研究と実践の両面から研究主題を検
本
討した結果として推 論的に現れたものであり、ここまで述べてきた内容から一意に導かれる
ものではなく、 同時に本論の現時点で十分に説明がなされているとも言えない。そこで本節
では、儀式にまつわる既往研究や儀式と微生物の関係性について概観する。その結果とし
て、微生物の物理的・認知的伝播を儀式の観点から検討すること、およびあらたな相互作用
のボキャブラリーとして儀式をデザインすることが筆者の恣意的な思いつきではなく、一定
程度の文脈性を持った関心であることが導かれる。 


1-5-1.儀式とデザインにまつわる既往研究：デザインリサーチ／インタ
ラクションデザイン 

 式にまつわる研究は宗教学、神学、文化親類学、民俗学といった幅広い分野において行
儀
われており、それらを網羅的に解説することは本論の目的から外れるため省略する。 
ここでは、デザイン的な関心から儀式について考察する事例、および儀式をデザインする
ことを試みる事例について特に紹介する。 
「儀式のデザイン」すなわち「RitualDesign」の先行事例は主に2種類存在する。 
第一に、KursatOzencとMargaretHaganによるデザインリサーチプロジェクトである「
RitualDesignLab」が挙げられる。ここでは儀式のフレームワークをデザインに活用する
35



たとえば以下を参照。一条真也（2016）『儀式論』弘 文堂 
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方法が模索されており、Stanfordd.schoolでのワークショップを通じて以下のような儀式
の制作方法を提案している36
 。 

1. 日常生活内の儀式のリストアップとマッピング 

2. 特定のコンテクストを想定して、即興的に儀式を創作する 

3. これを元に行動と感情をグラフ化する

4. グラフを元に儀式を構造化する 

5. ビデオを撮影しながらプロトタイピングを行う。 



<fig.10>RitualDesignの流れ(https://www.ritualdesignlab.org) 



 二に、インペリアル・カレッジ・ロンドンのInteractionFoundryが制作した「The
第
RitualDesignToolkit37」が挙げられる。ここではPDF資料を通じたデスクトップでのプロ
トタイピングによって儀式を制作する手順が重視されており、ワークシートやアイデアカー
ドなどがデザインされてる。具体的な手順は以下である。 

1. ContextCluster 
誰が、どこで、何を...といった儀式が実行される文脈を整理し、儀式が最終
的に何を達成するのかを明確化する。

36

RitualDesignLab.(n.d.).RitualDesignLab.RetrievedJune28,2021.from
https://www.ritualdesignlab.org 

37
Baxter,W.etal.(2020).RITUALDESIGNTOOLKIT.InteractionFoundry. 
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2. RitualCluster 
儀式を構成するもの（音、匂い、光、行為者、参加者etc...）を列挙し、儀式
の結果としていかなる感情や物質が出力されるのかを明確化する。 

3. RitualIdeationCards 
RitualClusterにおける儀式の構成要素を創発するためにアイデアカードを用
いる。 

4. RitualStoryBoad 
儀式の具体的な進行手順をパネルを並び替えながら検討する。 

 のように、デザインリサーチやインタラクションデザインの文脈において、儀式をデザ
こ
インすることへの関心が存在していることがわかる。ただ、これらはあくまで日常生活にお
ける新たな儀式の創出を前提としているため、本研究が前提とするような特異かつ思弁的な
状況下における動作や感情を十分に想起させることが可能な構成をとっていない、と評価で
きる。 


1-5-2.儀式と微生物の関係性にまつわる既往研究 

 節では、微生物の伝播を儀式という視点から考察・実践する事例について概観する。 
本
第一に、本研究の関心に多大な影響を与えた仮説としてPanchinらの「Midichlorians-
thebiomemehypothesis:isthereamicrobialcomponenttoreligiousrituals?38」に触
れておこう。この仮説では、世界の宗教的儀式の多くが「微生物を伝播させるのに適した構
造」を持っていると指摘される。たとえばあえて身体を傷つける苦行や、聖遺物やイコンと
いった象徴的なオブジェクトに不特定多数が接触する儀式、腸内微生物環境を変化させると
考えられる断食、そして多くの祭りが不特定多数の密集と接触を前提としている。この仮説
ではこうした奇妙なリンクを起点に、微生物が自身を伝播させるために宿主を操っている、
すなわち宗教や儀式は微生物による産物である、という非常に推論的な考えを提出してい
る39。 

38

Panchin,A.Y.,Tuzhikov,A.I.&Panchin,Y.V.Midichlorians-thebiomemehypothesis:istherea
microbialcomponenttoreligiousrituals?.B
 iolDirect9,14(2014).doi:
https://doi.org/10.1186/1745-6150-9-14 

39
                  
Starokadomskyy,P.MicrobesontheedgeofOccam’s
razor.B
 iolDirect10,25(2015).doi:h
 ttps://doi.org/10.1186/s13062-014-0025-6 

実際に以下のような反論が提出されている。
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 二に、こうした関心に近い例としてSherwinらによる「Microbiotaandthesocial
第
brain40」について述べる。ここでは、動物の社会的行動の発達がその共生微生物群集に
よって促進されている可能性が指摘され、微生物とその宿主の相互作用の蓄積によって社会
行動が進化していることが示唆される。 
以上のように、宗教にせよ社会にせよ、あるコミュニティ内で行われるその紐帯を担う行
為が微生物に影響されているとする説が存在する。これは本研究の仮説と大いに共鳴し、相
互に補強し合うこととなるだろう。 
また、個別の儀式に着目し、その微生物学的影響を測る研究も存在する。 
たとえばガンジス川の薬剤耐性菌の濃度変化の周期が沐浴の周期と相関関係にあることを
示すもの41
 や、日本のような湯船に浸かる習慣のある文化圏においては湯船を共有する集団
内で腸内微生物群集の交換が行われていることを示すもの42
 などが存在する。すなわち、宗
教的儀式から個人的な習慣まで、儀式と微生物の伝播にリンクが存在することが見て取れ
る43。 
あるいは、日常的な習慣を微生物の伝播へと利用するデザインの事例も存在する。 
「MotherDirt44」の製品である「AO+Mist」は、MIT出身の化学技術者であるDave
Whitlockによって開発された。これは過剰な身体の洗浄が表皮常在微生物群集のバランス
を破壊しているとの観点から、アンモニア酸化細菌を含んだミストを肌に噴射することで表
皮環境を弱酸性に保ち、身体を洗わずに過ごそうと主張するものである。こうした観点にお
40

SherwinE,BordensteinSR,QuinnJL,DinanTG,CryanJF.Microbiotaandthesocialbrain.
Science.2019Nov1;366(6465):eaar2016.doi:10.1126/science.aar2016. 

41
AhammadZS,SreekrishnanTR,HandsCL,KnappCW,GrahamDW.Increasedwaterborne
blaNDM-1resistancegeneabundancesassociatedwithseasonalhumanpilgrimagestotheupper
gangesriver.E
 nvironSciTechnol.2014;48(5):3014-20.doi:10.1021/es405348h. 

42
Odamaki,T.,Bottacini,F.,Mitsuyama,E.etal.Impactofabathingtraditiononsharedgutmicrobes
amongJapanesefamilies.S
 ciRep9,4380(2019).doi:https://doi.org/10.1038/s41598-019-40938-3 
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MotherDirt.(n.d.).MotherDirt.RetrievedJuly5,2021.fromh
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年、モスクワでは露土戦争からの帰還者が持ち込んだペストによる災禍が発生していた。こ
れを受けてエカチェリーナ二世は都市の墓地や排水路を整備し、果たしてモスクワは再建を遂げる。
少々本筋から逸脱するが、本研究の関心と共鳴関係にある象徴的な事例と判断し、このモスクワ混迷
の中におけるあるエピソードを引用紹介する。
パニックの中で、あるイコン（聖像画）がペストから守ってくれるという噂が広まった。そのイコ
ンは、モスクワの門の一つに掲げられていたので、人々は梯子を上ってイコンに接吻しようと群が
り、大群衆となった。こうして疫病はいよいよ山火事のように広がった。 ゲオルギー・マナエ
フ
ロシアにおける疫病と騒乱の歴史
このエピソードでは「不特定多数が密集しながら共通のオブジェクトに粘膜接触を行う」という現代
の常識から鑑みれば感染拡大に寄与しそうな行為が「イコンが病気から人々を守ってくれる」という
ストーリーの下、人々に伝播していった事例だと言える。すなわち、ここでは科学的清潔と宗教的清
浄が混濁し、人々の認知上での禊と物理空間上での微生物の伝播がイコンへの接吻という儀式的行為
を通じて接続されているのである。
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いてもっとも市場への進出が著しいのが、美容の領域であろう。たとえばサンプルをゲノム
解析し、個人ごとの表皮常在微生物群集のバランスに合わせてオーダーメイドのスキンケア
セットを作成するサービス45
 などが見られる。2019年には化粧品大手のランコムが表皮常
在微生物群集に対するプレ／プロバイオティクスを目的とした美容液「ジェニフィックア
ドバンストN46
 」を発売した。なお、こうした製品の効果の是非はここでは問わない。本研
究の視点において重要なのは、こうした日常の習慣的行為に姿を借りることで、微生物の伝
播を製品のレベルにおいてデザインできるということである。 
以上、微生物と儀式の関係性を示唆する先行事例を概観した。一方では微生物と儀式のき
わめてラディカルな関係性が示唆され、一方では習慣的行為の姿を借りることで微生物の伝
播を製品レベルで成立させる可能性が示唆された。本研究ではこれら事例を参照しつつ、こ
うした関係性を都市の中において構築することの効果とその手法を探索してゆく。 


1-6.小括 

 節では一章の振り返りを行うことで、続く二章以降の実践の背景を改めて共有する。 
本
1-1.背景・既往事例では、まず複数の領域において「都市と微生物」の関係性が喫緊の
関心事になっていることを確認し、その上で都市デザイン、スペキュラティヴデザイン、都
市微生物学それぞれの領域における先行事例を整理し、さらに微生物の認知の歴史に触れ
た。その結果として、本研究が今日的な都市における微生物の受容のされ方をデザイン実践
を通じて物理的・認知的両面から探索しようとする点において独自性を持つことを明らかに
した。ここから、都市における微生物の「ありうる受容のかたち」を探索する、という本研
究の主題を1-2.研究主題にて述べた。続く1-3.実践を通じた仮説形成では、4つの実践を通
じて研究主題を探索する上での足がかりとなる仮説を探索した。この結果、微生物を物理
的・認知的両面で伝播させうるメディアとしての「習慣的行為」の可能性が示唆された。こ
れを踏まえ1-3.仮説提唱ではこの習慣的行為を「儀式」という概念へと敷衍させ、儀式を
通じて微生物の物理的・認知的伝播を素描することを仮説として導いた。この仮説を補強す
る意図で1-5.儀式に関する既往事例が設けられ、筆者の仮説の背景をなす文脈性を確認し
た。 
次章以降では、この仮説をもとに実施された複数のデザイン実践を報告するとともに、そ
れらを省察するかたちで仮説の検討と発展を行う。 

45
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（閲覧日：

二章 実践１「SymbioticMysophobia」：微生
物・都市・儀式をテーマとしたSFシナリオの執筆
と省察 

 章以降では、一章で示された仮説にもとづくデザイン実践を報告する。特に本章では、
二
SFシナリオの制作実践を取り扱う。これによって、物語空間上での仮説の具体化、儀式を
媒介として微生物が伝播するという「ありうる都市像」の描出、それらの物語を介した伝達
について検討を行う。 


2-1.実践1の概要 

 践1では、＜微生物-都市-儀式＞の関係性を探索するためにSF小説を執筆する。 
実
具体的には原稿用紙10枚程度の短編「SymbioticMysophobia」を制作し、その制作プ
ロセスの省察と物語世界の探索による洞察を得る。 
ここで、本実践がフィクションの創作という手法を用いるねらいについて触れておきた
い。これはひとえに、本研究の仮説をより取り扱いやすく／探索しやすくする目的である。
本研究における仮説──儀式なる概念が日常生活における微生物の物理的・認知的伝播を素
描する上で効果的な介入点になるのではないか──は前章の通り、部分的に近い関心を持つ
研究や実践はあるものの、総じてこれまで詳しく検討されてこなかった種類の発想であると
言って差し支えない。ゆえに、この仮説は「いかにして儀式はデザイン可能なのか」「儀式
が微生物の物理的・認知的伝播をどのように変えうるのか」「その結果としていかなる社会
的変化がもたらされうるのか」などといったさまざまな視点からの検討を必要とする。そこ
で、そうした包括的な検討を許す場の創出、すなわちフィクショナルな物語世界の創出（
worldbuilding）こそが仮説探索の足がかりとして適当であると判断した。ここにおける物
語はいわば、仮説を敷衍していった無限遠方であると同時に、仮説を探索するための仮想環
境でもあると言える。 


2-2.実践1の背景 

 作では「不潔恐怖」と呼ばれる強迫神経症をそのテーマに設定した。以下ではその理由
本
を簡潔に述べる。 
第一に現在、不潔恐怖（一般的には潔癖症として知られる）と呼ばれている症状は、日常
生活における微生物共生が前提化した社会では今日とは違った様相を呈するであろう、との
36 

筆者の予測による。不潔恐怖は一説には自己の内部に他者が侵入することに対する強い不安
感に起因すると分析されており47
 、すなわち他者との交感によって再帰的になされるはずの
自己同一性の形成の不調として捉えることができる。こう考えると、絶えず身体の内外を出
入りする微生物群集にまで自己が延長された世界48
 においては自己同一性の解釈も現在とは
異なるはずであろう。本作はこうした「微生物共生時代の潔癖症」を思索することを通じ
て、その背景となる世界のありようを想起させることを企図する。 
同時に、不潔恐怖は汚れ（のイメージ）を払拭するために洗浄などの行為を繰り返す特徴
を持つ。ここで重要なのは、不潔恐怖を患った本人は実際に汚れているかどうかに関係な
く、一連の行為を実行しない限り一度取り憑いた汚れを拭い去ることができない、と強く認
識してしまう点にある。一連の形式化された動作と心理的変容が分かち難く結びつくこの性
質は、本研究が仮定した儀式の定義によって捉えられるものであろう。実際に、強迫行
為49を指して「儀式」と呼称する場合は多く存在する。本作は、こうした不潔恐怖における
儀式としての強迫行為に着目した。 
またこうした関心は、20世紀後半に発達した精神分析を援用して近代都市を語る手法50
 を
継承することで、都市とそこに暮らす人々の心理の共鳴関係を思索する試みである、ともま
とめられる。 

続いて本作の概要を述べたのち、登場する各要素がいかにして選択・創造され、それが何
を企図したものであるのかを順に解説していく。これによって本作の部分と全体の関係性が
明示される。なお作品に関しては全文を付録に収め、ウェブ上にも公開51
 されているが、適
52
宜本論での参照箇所を脚注に引用する 。 


たとえば以下を参照。塚本嘉壽,濱田淳（2005）「対人恐怖者の身体性」、埼
 玉大学紀要、教養
学部、40巻、2号、pp.49-61. 

こうした考え方は、人間を微生物群集を纏った「超個体」とみなそうとする昨今の風潮として一
般化され、理解されるだろう。 

強迫神経症において強迫観念を振り払うために繰り返される特定の行為。 

この観点においてはアンソニー・ヴィドラーによる研究が卓抜している。たとえば以下を参照。ア
ンソニー・ヴィドラー（2006）『歪んだ建築空間―現代文化と不安の表象』、中村敏男（訳）、青 
土社. 

以下リンクを参照。<
47

48

49
50

51

https://kakuyomu.jp/works/1177354054893311146/episodes/1177354054893370587> 

52
            
  
              SymbioticMysophobia 
   
                    
   


以下本章における脚注のうち、イタリック表記のものは特記ない限り「
からの引用。なおルビは以下の形式で書き下されている：【ルビ｜本文】。
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」

2-3.作品概要

2 040年代後半、住環境の微生物群集を自由に制御可能な「微生物共生住宅」が浸透した
世界。M氏は、自分の身体や住環境の微生物群集の変動を逐一チェックせずにはいられない
衝動に駆られていた。ある日、自分の表皮常在菌のバランスが崩れたことを知ったM氏は、
自身がデザインした理想的な微生物群集を自宅の壁に再生し、それを舐め取ることで「理想
の自分」に変身しようと企む。後日、M氏は医師から潔癖症の疑いを指摘されるものの、そ
れを一笑に伏す。自分ほど微生物との共生関係に腐心する市民もいないだろう、と。 


2-4.背景世界設定 

 作では、早い時期から住環境の微生物バランスに注目が集まった結果、それらを維持管
本
理するための技術が進展し、大規模な薬剤耐性菌危機が回避された、という歴史を設定し
た53。こうした歴史の分岐の根拠として、いわゆるバイオハッカーと呼称される、バイオテ
クノロジーを個人規模で駆使しようとする在野の研究者／実践者たちの活動の激化を設定し
た54。一方で、こうした技術が薬剤耐性菌を含む新規の感染症の抑止に完全に寄与している
わけではない例も描写した55
  56
 。これらの設定によって、社会が衛生管理のためのテクノロ
ジーとともにその衛生観を変化させている過渡期にあることを表現した。以上の企図から、
時代設定は先述の2050年に訪れる薬剤耐性菌危機の予測を参照し、その直前となる2040年
代後半を選定した57
 。 


“ 微生物共生住宅の浸透によって【ABRBC｜薬剤耐性菌危機】の到来は遅れたものの完全に食い止
められることはなく、徐々にその脅威は強まっている。” 

“ 共生住宅の歴史は、バイオハッカーたちが自宅環境の実験室化の延長として住宅を改造し、実際
の居住データを公開したことに端を発する” 

“ 抗生物質の利用は長期的に見れば非難されるにせよ、感染症への恐怖は払拭されず、人々の中に
は有事の際の抗生物質確保に奔走する者が現れた。耐性獲得が困難な抗生物質が土壌細菌から生成可
能であることは従来から示唆されており、これら細菌の【invitro｜人工環境下】での培養困難性か
ら、有機土壌は金にも優る資源として国内外で争奪戦が繰り広げられている。野山田畑の多くが国家
管理区域となり、ネット上では出所不明の有機土壌が無数に取引されていた。” 

“ しかしこの機能を悪用し、有名人をはじめとした個人の流出メタゲノム解析結果を同期させるこ
とでその身体環境を擬似的に再現しようとする輩が現れ、問題視されている。” 

“ 2040年代も半ばを過ぎ” 
53

54

55

56

57
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2-5.デザインオブジェクト設定 



＜fig.11＞微生物共生住宅のサブスクリプションサービスの関係性を示す図 

こうした世界観が結実する作中のデザインオブジェクト（diegeticprototypes58）として
「微生物共生住宅」を設定した。これは居住者や空間内の微生物群集を解析し、適宜そのバ
ランスを調節する機能を有した住宅設備である59
 。このデザインオブジェクトによって、個
人が主体的に認識し管理することが可能な範囲が居住空間にまで拡張された世界が表現され
た60。一方でこれら微生物群集の制御が浸透した結果、ほぼ自動化されている状況を設定し
た61。これはこの世界に住む大多数の人間にとってもはや周辺環境の微生物（とその制御シ
ステム）が自己の一部であることは自明であり、自律神経のような不随意の身体機構として
捉えられている表現を企図した。以上の設定から「微生物共生住宅」というデザインオブ
ジェクトは、周辺環境の微生物を操作可能な対象として顕在化させる機能を有する一方で、
それらを自己に統合し潜在化させる機能をも有しているという二面性を表現した。 

58

Bosch,T.(2012).Sci-FiWriterBruceSterlingExplainstheIntriguingNewConceptofDesign
Fiction.RetrievedJune25,2021.from
https://slate.com/technology/2012/03/bruce-sterling-on-design-fictions.html 
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なお通常、「物語世界内の人工物」といった訳が当てられる。
低コスト・短時間のメタゲノム解析およびゲノム編集サービスのサブスクリプションを兼ね備え
た有機情報網住宅
常に変動する微生物が自己の構成要素として浮かび上がってきた現代
加えて第 世代住宅では定期的なメタゲノム解析を用いることで、居住者の表皮や腸内細菌叢、周
囲の微生物雲の組成変動が明示・記録される。このデータと壁面は同期可能であるため、常に最新の
身体環境に合わせて住空間の微生物バランスはアップデートされる。同様に居住者の接触箇所・頻度
の変化に応じて適宜、基礎壁と免疫壁の配置マップは変更される。
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2-6.キャラクター設定 

 人公の「M氏」は、真摯に生活空間における微生物と向き合おうとする極めて真面目な
主
人物として設定された62
 。これはM氏を、周辺環境の微生物を無意識的に自己へと統合する
ことが不可能な人格として位置付ける意図によって行われた。この性格設定の結果、M氏は
周辺環境を常にセンシングし調節しなければ自己同一性が保てない人物となった63
 。加えて
M氏には、データからは明示されない自己と微生物の相関関係をも明らかにしたいと望む、
偏執病的な性質が付与された64
 。その結果、住宅の微生物を摂取することで自分自身を変化
させるという、「微生物共生住宅」ほんらいの設計意図から逸脱した用途へと到達した65
 。
以上のように、M氏はその真面目さゆえに微生物を自己の構成要素として包摂することに失
敗した人物として設定された。その結果M氏というキャラクターは、この物語世界における
以下の二つの可能性を示唆する役割を負うこととなった。一つは、人々が微生物という媒体
を通して自己を自由に編集可能だと思い込む可能性、もう一つは自分と微生物の主客が転倒
する可能性である。 


2-7.省察 

 上、物語の背景設定・登場するデザインオブジェクト・登場するキャラクターといった
以
要素において、その制作プロセスと逐次的な意図を省察した。ここではそれらの総体として
の物語がいかなる探索を達成したのか／しなかったのかを振り返る。 
先に述べたとおり、本作は「微生物共生時代の潔癖症」を思索することを通じて、その背
景となる世界のありようを想起させることを企図したものだった。結果、本作を通じて思索
された「微生物共生時代の潔癖症」とは「周辺環境の微生物を含む自己の同一性を無意識的
に規定できない状態」とまとめられる。そしてこれを補う（＝意識的に規定する）ための儀
“ M氏は第3世代共生住宅に住んでいる。元来真面目な性格であり、住宅の購入にあたっても遠隔教
育サービスを受講し、基本的なゲノム解析データの取り扱いおよびバイオデザインツールのスキルを
身につけていた。M氏 は受講者向けの拡張サービスとして免疫壁の手動制御やフローラデザインツー
ルの導入を行なった。M氏 は自動制御に頼り切った一般居住者の杜撰な微生物管理に我慢がならなく
なっていた。” 

“ M氏はゲノムを総覧することなく自己同一性を発散させずにいられる人間が信じられなかった。
［...中略...］日々変動する微生物組成は自己の変化を証明すると同時に自己認識の礎となっていっ
た。” 

“ M氏はゲノム解析データの変遷を極めて合理的に分析する一方で、各項目の増減を日常の出来事
や対人関係にこじつけ、データと自己のオカルトじみた関連付けをでっちあげていた。彼にとって自
分に起こる出来事は何かしらの形で微生物変動と関わっていると信じられていた。” 

“ 住宅が自己の延長であるならば、そこに自分の自己を反映させるだけではなく、住宅上に構築し
た理想的な【マイクロバイオーム｜自己】を摂取して上書きすることも可能なはずだ。M氏 はそうし
た信念の元、壁を舐め続けた。” 
62

63

64

65
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式として、解析データの執拗な「確認66
 」や自身の身体の微生物群集による「上書き67
 」が
提起された。さらにそれがエスカレートした結果として、「壁を舐める」儀式を通じて自己
を変化させる、といった自己と微生物の主客の瓦解が描かれた。つまり微 生物を制御するた
めのテクノロジーが儀式の背景をなすストーリーへと援用されているの である。一部の呪術
研究で言及されるように68
 、テクノロジーによる合理化・明確化は非合理的な事物を駆逐す
るわけではなく、むしろ非合理的に見える事物の中に織り込まれていた合理性を発掘する。
本作においては、微生物学が加速させた人々の認知的問題を調停する儀式もまた微生物学に
よって創出される。ここから、時 代やテクノロジーによって儀式の表面的な意味が読み換え
られるとするならば、その本質とはなんなのか、という問いが提起される。  
一方で、作中の大多数の人々が行なっているとされる「周辺環境の微生物の無意識的な自
己同一化」もまた儀式的なものである点に注意しなければならない。すなわち、微生物共生
住宅に住み続け周辺環境と同期されることが習慣化した結果として、彼らの意識は変容を遂
げたのである。反 復的な微生物のセンシングという行為によって無意識のうちに微生物が自
己の延長として扱われているというのは、まさに「一連の手順を実行することで無意識的に
プログラムが達成される」という儀式（≒プロトコル）の特性にほかならない。 
このように本作は儀 式による認知の変容を、M氏の強迫行為のような「意識化」の側面
と、作中の一般市民のような「無意識化」の側面の双方から思索していたと 言える。そして
それは「微生物共生住宅」というデザインオブジェクトを介して実行されており、微 生物を
可知化し制御するためのテクノロジーがいかにして儀式の中に組み込まれ、人々の意識変容
に寄与していくかを思索した、 とまとめられる69
 。 

通常週 ～月 で行うメタゲノム解析を 氏はほぼ毎日申請していた。” 
“ 食事を摂る際にもM氏
 は食器を一度滅菌処理した上で、最新の口内細菌叢データを再現した粘膜
を丁寧に塗布した。” 

たとえば以下を参照。川田牧人、白川千尋、飯田卓（編）（2020）『現代世界の呪術――文化人
類学的探究』、春風社 

この作品が「暗く過激な未来をシニカルな修辞によって表現する」という、スペキュラティヴデザ
インに特徴的な表現傾向を持っている点に注意をしておかなくてはならない。すなわち作品のテーマ
や企図する問題提起を際立たせるために、あえて逆説的なシナリオを構成するという特徴である。 
本作においては主に三点の修辞的（rhetorical）な工夫を挙げることができるだろう。第一に「微生
物共生時代」の「潔癖症」という相反する語句による一見成立し得ないように思えるテーマを経由し
て、「新たな時代の自己同一性」という普遍的な問題へと接続している点。第二に、微生物に対して
無頓着な人間よりも微生物に対して真摯に向き合っている人間のほうが時代に適応しかねる、という
皮肉を設定している点。第三に、薬剤耐性菌危機へのひとつの回答として思索されたポジティヴな未
来としての微生物共生住宅が、別種の問題を孕んでいたという皮肉を設定している点。これらの修辞
によって物語の前提条件に対する読者の価値判断は宙づりにされ、結果的に微生物と共生する都市の
存在やそこにおける儀式のありようといった本作の中心的な関心へのフラットな反応を引き出すこと
が期待される。なお、スペキュラティヴデザインを含む急進的なデザインにいかなる表現傾向が存在
しているのかに関しては、たとえば以下を参照。Malpass,M.(2017).CriticalDesigninContext:
66
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67

68

69

History,Theory,andPractices.BloomsburyUSAAcademic. 
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2-8.小括 

 上、二章では実践1「＜微生物-都市-儀式＞の関係性を探索するためのSF小説を執筆
以
し、制作プロセスの省察と物語世界の探索を通じた洞察を行なった。 
まず冒頭では、実践1がフィクション上での物語世界構築を通じて仮説を探索するもので
あることが示された。 
2-1.では実践1の概要を述べ、推論的手法によって導出された本研究の仮説を物語世界と
いう形で把握・分析可能にするというねらいが示された。 
2-2.では実践1の物語設定がいかなる背景的関心から導出されたのかを概観した。結果と
して、微生物共生の認知の一般化によって不潔恐怖という強迫観念がいかなる変化を見せる
のかという関心、これに伴う強迫行為という広義の儀式に対する関心、都市の変化と人々の
精神変容の関係性を分析する建築の伝統的関心が示された。 
2-3.では実践1のあらすじを述べた。 
2-4.では実践1の物語上の世界の設定について、その意図を述べた。 
2-5.では実践1の物語内に登場するデザインオブジェクトについて、その設定意図を述べ
た。 
2-6.では実践1の物語内に登場するキャラクターについて、その設定意図を述べた。 
以上の制作プロセスごとの振り返りの総括として、実践1の省察を行なった。その結果と
して、科学的合理化のためのテクノロジーがいかにして儀式の非合理的解釈へと援用されう
るのか、という省察が得られた。 
続く三章では、実際に筆者が実施するための儀式のデザイン実践を行うことで、現実空間
での仮説探索を行う。 


三章 実践２「praytoatmosphere」:地鎮祭を
題材とした、建築空間の環境微生物に働きかける
架空の儀式のデザイン 

 章では、地鎮祭を題材とした、建築空間の環境微生物に働きかける架空の儀式のデザイ
本
ンとその個人規模における実施の実践について取り扱う。これによって実空間での試作を通
じた仮説の探索が行われる。これは実践1における物語空間上での仮説探索と対になる。 
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3-1.実践2の概要 

 践2では、微生物の伝播と調整を念頭に置いた儀式のデザインとその個人規模における
実
実施、映像メディアを通じた伝達を行う。 
具体的には、土木・建築工事に際して執り行われる儀式である「地鎮祭」を題材とし、建
築空間における環境微生物に働きかける架空の儀式をデザインする。そののちに実際に筆者
が儀式を実施し、その様子を映像作品としてまとめる。 
なお当該映像に関しては以下QRコードより閲覧が可能である70
 。 




3-2.実践2の背景:地鎮祭と微生物について 

 式をデザインするにあたって、1-5-1.で紹介したような儀式デザインの手法を一部参照
儀
しつつ、実践1で得られた洞察を反映させた。これは物語制作における儀式のデザイン手法
が現実に敷衍できるかを試みるものでもある。 
まず実践1における不潔恐怖のように、テクノロジーに伴って微生物に対する理解が変化
した際に認知的な変化を生ずるであろう事象を考える。本実践では地鎮祭をその題材として
選定した。この理由について以下で概説する。 


3-2-1.地鎮祭について 

 鎮祭は土木・建築工事に際して執り行われる儀式であり、神道式のものが一般的であ
地
る。工事を行う土地の守護神を祀って土地利用の許しを得ることが目的とされる。 
こうした地鎮祭の目的を「わ たしたちが暮らす土地土地にはそれぞれ固有の神が存在し、
それらと良好な関係を結ぶ事でわたしたちはその土地に受容され、円滑な生活が可能にな
る」とパラフレーズしてみよう。さて、この文中の「神」を「微生物」に置き換えれば、本
研究の関心と一致する世界観が立ち上がることが納得されるだろう。ここにおいて、土地の
神を微生物と解釈することで、微生物共生時代において「地鎮祭」として解釈可能な儀式を
構成できる可能性が浮かび上がった。
あるいはもう少し本来の地鎮祭について見てみるとどうだろうか。張（2013）による
と、地鎮祭に類似の儀式は韓国などにも見られ、土地を不用意に犯すことが土地の神の禁忌
70



以下リンクからもアクセス可能。<h ttps://www.youtube.com/watch?v=ITnm5swEjx8&t=161s> 
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に触れるという思想は東アジア全般に存在するとされる。そもそも、中世以前の地鎮の儀は
密教や陰陽道において行われており、現代のような神式の地鎮祭が誕生したのは江戸時代以
降であるという。こうした本来の地鎮の背景をなす一角として犯土思想が挙げられる。犯土
思想とは「土を掘ることで土神の災いを受ける」との思想であり、中国で信仰されてきた。
さらに犯土思想の発生について見てみると、一説には、もともとは農耕を行う時期の適不適
を定めるものが陰陽道によって神秘化され「不適の時期に土を犯すと災いを受ける」と読み
替えられていった、とされる71
  72
 。 
以上のように、地鎮にまつわる思想の原初的な関心事は農耕にあり、これはすなわち、植
物の生育を左右する諸々の環境要因への働きかけがそのコアをなしていた、と解釈できる。
そうだとするならば、環境中の微生物バランスも当然この一部であり、微生物を神と読み替
えて地鎮祭を再構成することは、地鎮の本来的な関心とも共鳴するであろうことがわかる。 


3-3.実践2の制作過程: 

 節では、地鎮祭を題材とした、建築空間の環境微生物に働きかける架空の儀式のデザイ
本
ンについて、その具体的な制作過程を概説する。これによって、デザインされた儀式の各要
素がいかなる意図のもとに選定・創造されたのかが明示される。 


3-3-1.儀式においてインタラクションを企図する対象の仮定 

 節では、この儀式を通じてどんな対象とインタラクションを目論むのかを検討する。 
本
本来の地鎮においては土のみがその対象だったが、これを生活環境における微生物と考え
るならば、その範囲は広がるはずであろう。本実践では、土以外に大気および居住者（の共
生微生物群集）をその対象として仮定した。 


3-3-2.地鎮祭の構成要素の抽出と読み換え 

 節では、本来の地鎮祭を構成する要素から何を抽出し、そこにいかなる微生物学的視点
本
を付与する事で読み換えるのかを概説する。なお、本実践の関心は地鎮祭という儀式の骨格
を転用することで「環境中の微生物への働きかけ」という馴染みのない行為を解釈可能にす
ることにあり、現行の地鎮祭の忠実なパロディを作成することにはない。そのため儀式の構
）「中国古代における土公信仰の由来について」 文化交渉
東アジア文化研究科院生論集 巻
張麗山（ ）「日本古代における呪術的宗教文化受容の一考察 土公信仰を手がかりとして
」東アジア文化交渉研究
巻
71

張麗山（

    2013 
                 
    :JournaloftheGraduate
SchoolofEastAsianCultures:             .1 .pp191-208. 

72
    2013 
                    ―            ―
          =JournalofEastAsianculturalinteractionstudies.6 .pp287-306. 
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成や手順には大きな変更を加えており、場合によっては地鎮祭以外の儀式行為からも要素を
援用している。 
まず、元となる地鎮祭は建築の開始前に執り行われるが、本儀式においては建築に付着し
た微生物群集も含めて「土地の微生物環境」とみなすため、すでに生活している建物の中に
おいても執り行えることとした。 
次に儀式の実行者であるが、これは実際の居住者が微生物との相互作用の実感を得なけれ
ば意味がないため、居住者とした。 

続いて以下に現行の地鎮祭の簡単な流れを示し、実践2において各要素をいかに取り扱う
かを検討した。 

1. 修跋の儀
神職が御祓詞を唱え、祭壇、土地、参列者を清める 
2. 降神の儀
神を迎える 
3. 献饌
神に供物を捧げる 
4. 祝詞奏上
神に祈りのことばを捧げる 
5. 切麻散米
神職が米を撒き、土地を清める 
6. 地鎮の儀
その土地に初めて手を入れる 
7. 玉串奉奠
玉串（榊にヌサをつけたもの）を納める 
8. 撤饌
供物を下げる 
9. 昇神の儀
神を帰す 
10.神酒拝戴
供物の神酒を飲む 

1.の修跋の儀に関しては、後述する4.祝詞奏上と一体化して回収する。 

2.の降神の儀に関しては、土、大気、居住者の三種に分けそれぞれを地之降神、空之降
神、人之降神と呼称し直す。またそれぞれについて適切な方法をデザインする。 

3.の献饌に関しては、微生物の栄養素となる有機物や微生物の活性に影響するとされる
pH値や電位を調節するものを選定し、後述する空之降神の一部として回収する。 

4.の祝詞奏上に関しては、唾液を通じて居住者の微生物を空間に拡散させる行為として解
釈する。この機能を高めるため、唾液の飛散範囲を広げると考えられる破裂音や摩擦音のみ
で構成された祝詞をデザインする。 

5.の切麻散米に関しては、米が有機物であることをふまえ、先述の3.献饌として解釈す
る。加えて、後述する空之降神のディティールの一部として回収する。 
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6 .の地鎮の儀に関しては、今回の儀式において対象とする空間に遍在する微生物たちの特
徴を鑑み、空鎮之儀として名称と内容をあらたにデザインする。 

7.の玉串奉奠に関しては、玉串というオブジェクトのみを取り出し、「その土地から採取
された植物の枝葉」と読み換えて利用する。以下にその理由を簡単に述べる。「その土地か
ら採取された植物の枝葉」とは、土地の様々な環境条件の結節点として生育したものであ
り、今回インタラクションの対象とする土、大気、居住者のいずれとも深い関係性を結んで
いる。ゆえに、それぞれの微生物と儀式の実行者を結びつけるタンジブルなインターフェー
スとして玉串を解釈する。 

8.の撤饌に関しては、供物を微生物の栄養源とする以上、これをすぐに取り除く必要はな
いため省略する。 

9.の昇神に関しては、一旦付与した微生物を取り除く必要はないため省略する。 

10.の神酒拝戴に関しては、供物を微生物の栄養源とするため省略する。 


3-3-3.あらたな構成要素のデザイン 

 節で構成要素の検討をする中で、あらたにデザインする必要のある要素がいくつか浮か
前
び上がってきた。ここではそれらのデザイン意図について概説する。 

3-3-3-1.地之 降 神 の デ ザ イ ン  

 こでは土の神に対応するものとして、土壌微生物群集を位置付けた。ゆえに地之降神で
こ
は、土壌微生物群集を生活空間へと招き入れるための行為がデザインされることとなる。 
具体的には、儀式の実行者が全身にその土地の泥を纏うこととした。これによって、居住
者や居住空間からは通常一定程度離れている土壌微生物群集を近づけることを意図した。同
時に、儀式実行者自身を土の神の化身に見立てる視覚的・体験的効果も意図した。 


3-3-3-2.空之 降 神 の デ ザ イ ン  

 こでは大気の神に対応するものとして、大気中に浮遊する微生物群集を位置付けた。ゆ
こ
えに空之降神では、大気中の微生物を集めるための行為がデザインされることとなる。 
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 体的には、白砂と米を混ぜたものを儀式空間に撒き、その表面にパターンを描くことと
具
した。これによって微地形がつくり出され、気流に乗った微生物を特定の密度でトラップす
ることを意図した。 


3-3-3-3.人之 降 神 の デ ザ イ ン  

 こでは人の神に対応するものとして、居住者の共生微生物群集を位置付けた。ゆえに人
こ
之降神では、居住者の共生微生物群集の多様性を増加させるための行為がデザインされるこ
ととなる。 
具体的には、儀式の列席者たちが儀式実行者の身体に触れ、その箇所に署名をすることと
した。これによって様々な人々の共生微生物群集が儀式実行者の身体表面に蓄積されること
を意図した。また、署名をすることによって、列席者の参加の実感を強化するとともに、儀
式実行者を無数の人間を身体に降ろしたシャーマンに見立てる視覚的効果も意図した。 


3-3-3-4.祝詞 の デ ザ イ ン  

 詞は先述のとおり、破裂音と摩擦音のみで構成することとした。 
祝
具体的には、一般的な神式の地鎮祭で用いられる祝詞のテキストを下敷きに、各子音を破
裂音と摩擦音を構成するようにランダムに置き換えた。そののちに発話のしやすさや耳触り
のよさを考慮して一部を修正した。以下に全文を記載する。 

▼元となる実際の祝詞のテキスト 
此れの所を厳（イツ）の磐境（イハサカ）と斎（イハヒ）定めて招（ヲキ）奉る、
掛けまくも畏き産土（ウブスナ）大神を始めて、大地主（オホトコヌシ）大神・埴
安姫（ハニヤスヒメ）大神、また屋船（ヤフネ）大神等の御前に恐み恐みも白（マ
ホ）さく7 3 

▼完成した祝詞のテキスト 
ポヴェド ジョヴォポド ギシュヴォ ピバザダジョ ジシャディ ヴァガペペ ゾ
ディ ヴァゲパシュシュ ザディシャドゥド ヴァシフォディ ウヴスナ ヴォフォ
ファディ ガディシェデ オヴォトコドゥシ ヴォフォヴァディ ヴァニヤスヒメ 
ヴォファヴァディ ダダ ヴァフネ ヴォフォヴァディ ギャソド ヴォンヴァエ
ディ ヴァシフォディ ヴァシフォディ ゴフォダヴ 

73

以下より引用。東進地所「建築諸祭儀の概要・その３」
（閲覧日：2021年6月29日） 

     
    
      
http://www.toshin.gr.jp/library/saigi/saigi3.html
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3-3-3-5.空鎮 之 儀 の デ ザ イ ン  

 れは元となる地鎮の儀の構成からは離れ、本儀式におけるクライマックスとして位置付
こ
けた。ここでは地之降神／空之降神／人之降神を通じて儀式実行者の身体やその周辺に集め
られた様々な環境微生物を列席者とともに建築に付与することとした。これによって儀式参
加者の意識上においては、建築空間が土地の微生物たちによって文字通り包み込まれること
となる。加えて列席者の参加の実感を強化する意図もある。 


3-4.儀式次第・実施・写真 

 こまで述べてきた制作プロセスによって構成された儀式を実際に執り行い、映像として
こ
まとめた。儀式実行者は筆者、列席者は筆者家族、実施場所は自宅ガレージである。 
以下では儀式次第とともに記録写真を紹介する。 


3-4-1.祝詞奏上 
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3-4-2.地之降神 
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3-4-3.空之降神 





51 





3-4-4.人之降神 
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3-4-5.空鎮之儀 







3-5.実践2の省察 

 上、地鎮祭を題材とした、建築空間の環境微生物に働きかける架空の儀式のデザインと
以
その個人規模での実施について、制作プロセスを概観してきた。ここではその結果として本
実践が仮説に対するいかなる探索を成し得たか／成し得なかったのかを省察する。 
まず、本実践を実施できたこと自体により「 既存の儀式を特定の視点から読み替えること
で表面的には別の意味を持った儀式として再構成できる」と いう仮説が導出できるだろう。
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すなわち、本実践はオ マージュによる儀式デザイン手法の実行可能性を示すも のだったと言
える。 
続いて、この手法を用いて儀式をデザインすることによって得られる効果が浮かび上がっ
た。第一に、アナロジーによるコンセプトの受容促進という伝 達的機能が 挙げられる。微生
物を伝播し受容する、という一般的には受け入れがたい本研究のコンセプトであっても、既
存の儀式のアナロジーを用いることでその把握が可能となる。これは実践1の省察で触れ
た、儀式は表面的な解釈を変えながら社会や技術の発展を自身へと援用していく、という性
質にも繋がるだろう。 
第二に、筆者自身が制作プロセスを体験する中において、こうした儀式の構成要素の読み
替え行為自体が既存の儀式に対する認識を不可逆的に変化させることが洞察された。どうい
うことだろうか。 ここで実践1の省察で提起された問題の一つでもある「表面的な意味の
交換可能性が儀式において持つ効果」について考えてみたい。「表面的な意味の交換可能
性」は芸術における制作者の意図とは異なる二次的な解釈、あるいはデザインにおける制作
者が意図しないユーザーの利用とも相似的なものであろうが、こと儀式においてはオリジナ
ルとなる「制作者」も「意図」も存在していない場合が多くある。ここにおいて、それが新
たな意味の付与なのか潜在していた（本来の）意味の発掘なのかは判断不能となる。具体的
に本実践について見るならば、様々な儀式から借用してきた要素を微生物学的視点から読み
替えることは筆者の意図的な誤読に過ぎないだろうが、究極的にはそれを本来儀式に内在し
ていた性質だとみなしても問題はないのである。ゆえに、儀式の制作と実行のプロセスを経
験する中で、読解の対象とした既存の儀式に対する認識が変化し、暗黙的に受容されていた
儀式の意味や由来といったものが宙吊りにされた。いわばオマージュとしての儀式の創作と
は、既存の儀式を相対化する批 評的機能を 持つと位置付けられる。 
こうした性質はマルパスが定義した批評的デザインの三類型の一つである「アソシエイ
ティブデザイン（AssosiativeDesign）」の関心にも近いように思われる。アソシエイティ
ブデザインは、既存のデザインプロダクトをパロディ的に援用したデザインを行うことに
よって、（ア ）伝統的なデザインにおいて暗黙化された方法、価値観などを再考する機会を
提供することを企図する。ま た、（イ ）その手法的特徴ゆえにクリティカルデザインやスペ
キュラティヴデザインに顕著な補足的説明を必要としない、 といった特徴を持つ。ここで
（ア）は先述の批評的機能に、（イ）は伝達的機能にそれぞれ対応すると言える。ただし、
オリジナルに対するオルタナティヴを提示することが前提である批評的デザインに対し、本
研究は儀式というオリジナルが消失した形式的行為を取り扱うがゆえに、オリジナル（と一
般的に思われているもの）とオルタナティヴの関係性が本質的に入れ替え可能になる、とい
う性質が先の洞察からわかる。ゆえに、より実存的な批評性があると指摘できる。 
これらの省察をまとめると、既 存の儀式の読み替えによるあらたな儀式デザインの手法の
可能性が示唆され、それは伝達的機能・批評的機能の両面においてその有効性を持つことが
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示唆された。最 後にこうした観点からは、たとえば本実践を以下のように解釈することも可
能であろう。 

どこかの未来。そこでは人と微生物のコミュニケーションはより潤沢なものになっ
ており、様々な共生の手法が試みられている。たとえば新たに引っ越してきた際、
あるいは身体の細胞や微生物環境が入れ替わるサイクルの節目において、居住環境
に存在する固有の微生物との調和を図るプロトコルが実行される。そこではもはや
形骸化した神道の雑多な要素──榊、祝詞、白砂、供物など──が微生物学的視点
から再解釈されてコラージュされている。自分たちの住まう環境を鎮めるこの儀式
を指して、人々はしだいに「地鎮祭」と呼ぶようになった。


3-6.小括 

 上、三章では実践2「地鎮祭を題材とした、建築空間の環境微生物に働きかける架空の
以
儀式のデザインとその個人規模での実施」について概観した。 
まず、実践2が実践1＝物語空間上での仮説探索実践と対になる現実空間での儀式デザイ
ンの実践であることが示された。 
3-1.では実践2が地鎮祭を題材とした架空の儀式をデザインすることが示された。 
続く3-2.では地鎮祭についての簡単な調査と洞察が行われ、「環境に固有の不可知の存在
と関係を取り結ぶことによって日常生活を円滑化する」という点において、地鎮祭は神との
インタラクションとしてだけではなく、環境中の微生物とのインタラクションとしても解釈
可能であることが示された。 
続く3-3.では儀式のデザインプロセスを概観した。まずは本実践における儀式がなにとイ
ンタラクションを行うのかを明確化した。第二に、既存の地鎮祭の構成要素を分解し、それ
ぞれを微生物学的視点から読み換えて再統合した。 
こうして構成された儀式を筆者自身が自宅で実施し、3-4.にてその記録写真とともに最終
的な儀式のプロセスを列挙した。 
以上の実践内容を3-5.で省察し、「既存の儀式のオマージュによるあらたな儀式デザイ
ン」の手法が実行可能であることが示された。またこのデザイン手法はアナロジーを通じた
強い伝達的機能を持つこと、およびこの制作プロセスの実行自体が儀式の形式性を際立た
せ、既存の儀式を相対化するという批評的機能を持つことを確認した。 
続く四章では、実践1,2での省察をふまえ、実践3として筆者以外の特定多数に実行して
もらうことを前提とした儀式のデザインを行う。 
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四章 実践３「PILGRIMAGE」：巡礼を題材とし
た、微生物を伴った移動を捉え直すための架空の
儀式のデザインとその集団規模での実施 

 章では、巡礼を題材とした、微生物を伴った移動を捉え直すための架空の儀式のデザイ
本
ンとその集団規模における実施の実践について取り扱う。これによって、実践1／実践2で
得られた省察が特定多数の実行者のうちにおいてどのように変化するのかを検討する。 


4-1.実践3の概要 

 践3では、微生物の伝播と調整を念頭に置いた儀式のデザインとその集団規模における
実
実施、映像メディアを通じた伝達を行う。 
具体的には、聖地への移動を通じた儀式である「巡礼」を題材とし、都市の微生物や人々
に働きかける架空の儀式をデザインする。そののちに実際に筆者が所属する研究室のメン
バーを対象として儀式を実施し、その様子を映像作品としてまとめる。 
なお当該映像に関しては以下QRコードより閲覧が可能である74
 。 


4-2.実践3の背景：外出自粛と巡礼 

 践3では実践2の手法を一部引き継ぎ、「巡礼」を題材として儀式のデザインを行なっ
実
た。以下ではこの背景について述べる。 


4-2-1.新型コロナウイルスの世界的蔓延に伴う社会変化について 

 践2の実施後75
実
 、2020年3月を過ぎた頃から世界規模での新型コロナウイルスの蔓延が
始まり、都市規模でのロックダウンや医療システムの崩壊といった大規模な影響が見られ
た。さらに日常生活においても、社会的距離の確保や手洗いうがい、マスク着用の励行と
74



75



以下リンクからも閲覧可能。<h ttps://vimeo.com/576704441> 
実践2は2019年11月〜12月にかけて制作され実施された。 
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いった生活習慣の根本的転換が起こった。日本においても複数回の緊急事態宣言の発出が見
られ、SFCのキャンパスへの入構も制限措置が取られた。特に実践3の制作期にあたる2021
年5月〜6月はレベル3の活動制限が実視され76
 、研究に関する止むを得ない理由以外での学
生の入構が禁止された。加えて、日本における緊急事態宣言は強制力のあるロックダウンと
は異なり、あくまでも各自の自粛という形式が取られ、明確な達成基準を持たない宣言は発
出と解除を繰り返していた。この影響でキャンパスへの入構も極めて不安定にその基準を変
化させており、学 生各位が登校の可否に対する判断基準を打ち立てられずにいたことは明白
である。特 に2020年度以降の入学生においては、キャンパスへの登校や同級生との対面で
の接触の経験がない場合すらあり、現 実空間での学校生活そのものが現実から乖離した事象
として存在していた。 
こうした状況をふまえ、実践3では「緊急事態宣言下におけるキャンパス登校のための儀
式」をデザインし、これを実際に筆者所属の研究室メンバー特定多数の登校時に実施しても
らうことを計画した77
 。 


4-2-2.巡礼について 

 うした移動を伴う儀式体験をデザインするにあたり、本実践では「巡礼」を題材として
こ
発想を行うことで、「心理的／社会的／疫学的に不安定な状態における登校」という行為の
持つ意味を探索しようと試みた。以下では巡礼について微生物学／儀式／移動の観点からそ
れぞれ考察を行い、本実践との共鳴点を述べてゆく。 


4-2-2-1.微生 物 学 的 視 点 か ら 見 た 巡 礼  

 礼の移動に伴って微生物が運ばれるであろうことは想像に難くない。実際に、巡礼──
巡
特にイスラム教におけるハッジ78
 ──によってどのような微生物群集の変化が生じるのかを
取り上げた研究はいくつか存在する79
 。しかしこうした研究は、ハッジのその密集性によっ
活動制限は2021年6月22日をもってレベル2に
 引き下げられ、一般的な事由での登校が可能となっ
た。 

筆者が所属する田中浩也研究室では研究室が所有する機材での制作が研究活動に不可欠であるメ
ンバーが多く、緊急事態宣言下においても人数を絞り、大学側のルールを遵守するかたちで登校が行
われていた。本実践はこうした不可避の研究活動に伴う登校に際してメンバーの協力を得たことをこ
こに明記しておく。 

ハッジはイスラム教における大規模な巡礼であり、諸外国から300万人以上のイスラム教徒がメッ
カを目指してサウジアラビアに集まる。 

たとえば以下など。Leangapichart,T.etal.(2016).AcquisitionofaHighDiversityofBacteria
76

77

78

79

duringtheHajjPilgrimage,IncludingAcinetobacterbaumanniiwithblaOXA-72andEscherichiacoli
withblaNDM-5CarbapenemaseGenes.A
 SMJournals,AntimicrobialAgentsandChemotherapy,
Vol.60,No.10.Pages5942-5948.doi:h
 ttps://doi.org/10.1128/AAC.00669-16 
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て様々な感染症菌が交換されあっているという点に着目するものがほとんどであり、非病原
性の微生物まで含めた、巡礼の微生物交換の実状そのものを描出するものはない。 
一方で、こうした「微生物交換の実状そのもの」を都市において追求してきたのが、これ
までも度々触れてきたMetaSUBであろう。MetaSUBは地下鉄をはじめとして、都市におけ
る活動とそれによる微生物の交換を解析し続けてきた。実際に、新型コロナウイルスの蔓延
による都市の移動量の変化80
 や、オリンピックの開催による外国からの人の流入が微生物環
境にいかなる影響を及ぼしているのかを探索する向き81
 もある。 
また、新型コロナウイルスの蔓延による移動の激減や生活習慣の変化が人間の腸内微生物
群集も含めた微生物環境に影響を与える可能性に言及したミニレビューも存在する82
 。ここ
では移動による微生物曝露の減少や、運動不足による腸内微生物環境の変化、およびストレ
スが脳ー腸ー微生物軸（microbiota-gut-brainaxis）を通じて腸内微生物群集に与える影響
などが概観され、最終的に衛生仮説を参照しつつ、長期的な都市と人間の微生物群集の多様
性の低下の可能性が示唆されている。
以上のように、日 常とは異なる人の移動が微生物環境に与える影響は、微生物学における
喫緊の関心事であり、同時にいまだ探索の渦中にあると言える。そ してこの「日常とは異な
る移動」の積極的読み替えとして巡礼をデザインしうる可能性が浮かび上がる。特に先述し
た新型コロナウイルス蔓延下における移動のストレスと微生物環境の相関の可能性について
考えてみよう。儀 式の特徴である「行為を通じた意識変容」に焦点を当てるならば、単なる
物理的な移動の変化のみならず、それを通じた心理的な変化をも期待することができる。す
なわち、巡礼をアナロジーとして物理的・心理的両面において「日常とは異なる移動」をデ
ザインしうるかもしれないと 考えた。 


4-2-2-2.伝統 的 儀 式 と し て の 巡 礼  

 礼は遠方の聖地へ赴くことを目的とした儀式であるが、本質的には日常生活という俗世
巡
界から聖なる空間に移動しそしてまた帰ってくる、という所属世界の切り替えの体験として
理解できる。そしてこの俗世界から聖なる空間へ移行する過程として「移動」を捉えるなら
ば、移動中の人間は聖俗どちらにも所属しない極めて不安定な存在として位置付けられる。
言い方を変えれば、移動を通じてそうした不安定な状態へと自身を変容させるがゆえに、俗
世界を脱出し聖なる空間へと到達できるのだ、とも言えるだろう。 
80

MetaSUB.(2021).METACoV:RNA/COVID-19ENVIRONMENTALSAMPLING.RetrievedJune25,
2021.fromh
 ttp://metasub.org/projects/ 

81
MetaSUB.(2021).OLYMPIOME:OLYMPICGAMESSAMPLING.RetrievedJune25,2021.from
http://metasub.org/projects/the-olympiome-project/ 

82
Burchill,E.etal.(2021).TheUniqueImpactofCOVID-19onHumanGutMicrobiomeResearch.
RetrievedJune28,2021.fromh
 ttps://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2021.652464/full 
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 体的な例として、四国八十八ヶ所巡礼（お遍路）は示唆的である。四国八十八ヶ所巡礼
具
は現世利益ではなく来世の幸福を祈る性質から、かつては治癒の見込みのない病人や村八分
となった罪人が多く行なっていたとされ、それゆえに巡礼者はいつ行き倒れてもいいように
死装束を着て巡礼に赴いたとされる。ここから二点の巡礼の特徴に言及してみたい。（ア）
第一に、この儀式には病人や罪人といった既存の社会集団から排除された人々を、どこにも
所属せず流れてゆく「巡礼者」として世界に再包摂する機能が存在したといえる。（イ）第
二に、死装束を着た巡礼者は都市の風景を異化し、日常生活の中に儀式のミームを播種する
一種のメディアとして機能していたと言える。 
ここにおいて微生物学的視点からの読解を差し込むならば、ま ず都市から排除されている
微生物というアクターの移動そのものを巡礼に見立てることで（ア）のようにそれを社会に
再包摂しうる可能性が浮かび上がる。第二に、そうした不可視の巡礼者としての微生物を表
象し、日常生活において生活者にその移動を想起させるものとして、微生物の移動を媒介す
る「人間の巡礼者」を位置づけることができる。 
以上のように、微生物の移動それ自体を巡礼者というかたちで捉え直し83
 、かつそれを媒
介し表象するメディアとしての人間の巡礼者を重ね合わせるという構造が浮かび上がった。 
別の角度からの検討として、インドに代表される都市巡礼に着目してみる。インドでは都
市を決まったルートで巡行し、各聖地を巡る儀式が発達していた歴史がある。これは一説に
は、都市というその全体像を把握することが難しい存在を、巡礼という儀式を通じて模式的
に理解していたとされる84
 。すなわち巡礼には自らの生活空間を解釈し、コミュニティの紐
帯を保つことに寄与していた側面がある。 
この未知の（あるいは不可知の）場所を巡礼という儀式を通じて自身の中に位置づける、
という機能に着目するならば、活 動制限によって学生生活から乖離した場所となったキャン
パスを再度それぞれの中に位置付けるための認知的な手続きとして巡礼を企図するこ とも可
能であろう。 


4-2-2-3.移動 と し て の 巡 礼  

 節で触れたように、そもそもの巡礼は命がけの行為であり、それゆえに聖なる場所へと
前
漸近できるという、リスクが可能性に転換するダイナミズムを持った行為であった。しかし
時代を経るに従って移動は容易になりその範囲が拡大していった。その結果として、巡礼は
観光における付加価値の一つといった程度に捉えられるようになった。言うまでもなくこう
した変化は「移動」全般において指摘できることである。そしてこうしたグローバリズムが
ここには「まれびと」の思想と共鳴するものがあるように思われるが、十分な検討は行っていな
い。今後の議論の一つとする。 

ヤン・ピーパー（1996）迷宮―都
 市・巡礼・祝祭・洞窟迷宮的なるものの解読、和泉雅人（監
訳）、佐藤恵子、加藤健司（訳）、工作舍 
83

84
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極において反転したものとして、新型コロナウイルスを筆頭とした感染症の世界的流行が現
れ、都市からあらゆる移動が消え失せた──表面上は。度々指摘されるように、物流をはじ
めとした移動は感染症蔓延下においても変わらず都市に存在しており、むしろ人々の自粛に
よって加速しているとさえ言える。あるいは緊急事態宣言によってわたしたちは、自粛のさ
なかにいることが殊更に印象付けられているとも言える。すなわち、移動が不可視になって
いる、もしくは非ー移動の印象が増幅されている。より本研究の関心に近づけてパラフレー
ズすれば、「現在の都市において移動は無視／隠匿され、不可知のアクターと化している」
となるだろう。 
グローバリズム下における無制限の移動と、現在の新型コロナウイルス蔓延下における移
動の極端な制限は一見相反する状態に思えるが、移動の聖性の剥奪という点では一致してい
るようにも思える。どういうことだろうか。「無制限の移動」は移動の自由を強調するあま
りにそのリスクを隠匿し、「移動の制限」は移動の恐怖を強調するあまりにその可能性を隠
匿してしまった。（ウ）ほんらい移動にはリスクと可能性が共に内在しており、これらが移
動中という極めて不安定な状態において相互に転換しあうところに、移動のダイナミズム＝
聖性が宿っているのではなかったか。
すなわち巡 礼という形式を通じて、感染のリスクのみが拡大され日常から隠匿された移動
の可能性に再び焦点を当てることが、移動を表面上取り戻しつつあるわたしたちにとって重
要な「不可知のアクターと化した移動の再包摂」であると 言える。 

以上三つの観点から巡礼の意味について思索を広げた。結果として、巡礼をアナロジーに
物理的・心理的に「日常とは異なる移動」をデザインすることが示された。ここには 
a. 不可知のアクターとしての微生物を巡礼者として再包摂する可能性 
b. それを表象するシャーマニックな存在として人間の移動を位置付ける可能性 
c. 日常から乖離してしまった場所を再び自分の認知の中に配置し直す可能性 
d. リスクと可能性が共存する豊かな時空としての移動を取り戻す可能性 
が存在していることが示唆された。 
これらの洞察をもとに、具体的な巡礼のデザインに移ってゆく。 


4-3.実践3の制作過程 

 節では、巡礼を題材として微生物を伴った移動を捉え直すための儀式のデザインについ
本
て、その具体的な制作過程を概説する。これによって、デザインされた儀式の各要素がいか
なる意図のもとに選定・創造されたのかが明示される。 
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4-3-1.儀式の構成 

 ず、いかなる構成で巡礼を表現するのかを検討してゆく。 
ま
巡礼はさまざまな文化圏においてさまざまな手順で行われている儀式であり、ゆえに実践
2の地鎮祭のような構成要素の分解と再検討は困難であると判断した85
 。そこで、前節で導
出されたa.〜d.の「巡礼を用いることによる可能性」に着目し、これらをいかなる形で表現
してゆくか、といった視点から具体的なデザインへと移っていった。 
まず、d.の「リスクと可能性が共存する豊かな時空としての移動を取り戻す可能性」につ
いて検討してみよう。ここにおけるリスクとは、こと微生物学的視点あるいは2021年現在
の視点から見るに、都市における感染症の授受リスクであると言える。では一方の可能性と
はなんであろうか。これは前節で確認した都市の微生物多様性の減少に対する懸念をふま
え、土壌微生物への曝露とそれを都市内へと持ち込むこと、と解釈することとした。すなわ
ち、都市の中で土や水を探索・採取しながら移動してもらうことによって、日常とは異なる
経路による移動体験、土壌微生物との接触、その都市への持ち込みを企図する。 
ここから、c.の「日常から乖離してしまった場所を再び自分の認知の中に配置し直す可能
性」に関しては、最終的な目的地以外に、土や水を採取するために訪れる都市内外の自然環
境もその範囲に含めると解釈した。 
b.の「それ（微生物）を表象するシャーマニックな存在として人間の移動を位置付ける可
能性」に関しては、四国八十八ヶ所巡礼における死装束を直接的に参照した。特定の儀式装
束を用いることで、外部から巡礼の実行者であることが認識できるとともに、実行者の心理
的なモードの切り替えにも寄与することを意図した。 
a.の「不可知のアクターとしての微生物を巡礼者として再包摂する可能性」に関しては、
巡礼の実行そのものによって感得されることが期待されるが、こうしたコンセプチュアルな
位相を理解・伝達するための物語を作成することは、実行者の没入に寄与するだろう。本実
践では、巡礼の手順をガイドする音声メディアの形式を借りて、抽象的なコンセプトの伝達
を試みる。 
以上の検討から、本実践におけるおおまかな手順と、そこに登場するデザインオブジェク
トが浮かび上がってきた。続いてはこれらそれぞれの個別の検討に移る。 


4-3-2.巡礼の流れについて 

 節の検討から、本実践における巡礼の道程は「各自は自宅で巡礼服に着替え、音声の指
前
示に従いながら登校中に都市の内外で土と水を採取し、キャンパスへと到達する」と素描さ
れた。ここでキャンパス到着後の採取された土・水の取り扱いが問題になる。そこで、これ
むろん巡礼全般に共通する性質として「聖地への到達と帰還」があるが、これは今回「キャンパ
スへの登下校」として自明に対応づけられる。 
85
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らをキャンパス内の特定の場所に奉納することを計画した。これは巡礼が行われた証を目に
見える形で残すこととなる。キャンパス内における対面も限られる状況下において他の巡礼
者の痕跡を感じることは、この儀式が多様な時空間に広がりながら実行されていることを想
起させる、と意図した。 
この「他の巡礼者の痕跡」という概念が出てきたことによって、奉納する土・水に巡礼者
がサインを残せるようなしくみを考えた。具体的には、採取した土・水に指定した「こと
ば」を唱えることで、巡礼者の唾液というかたちでサインをほどこすこととした。なお、最
終的な奉納場所としては田中浩也研究室が所在する情報基盤研究センター前の切り株を選定
した。 


4-3-3.デザインオブジェクトについて 

本節では、巡礼に登場する個々のオブジェクトについて、その設計と意図を述べる。 

4-3-3-1.巡礼 服  

 礼服は先述の通り、四国八十八ヶ所巡礼における死装束を直接的なインスピレーション
巡
源として、白のシャツと白のパンツを選定した。これらは今回費用に鑑み、既製品を購入し
たのち、袖口を中心に通常ボタンによる開閉調整がなされる箇所のいくつかをリボン留めに
換装した。加えて装束全体のバランスを鑑み、数カ所にリボンを付与した。これは世界観に
干渉するプラスティックボタンの排除、移動時の巡礼者の印象を増幅させるようなリボンの
動きの付与、微生物との接触可能性の高い袖口まわりのボリュームの増大、といった意図に
よる。 

63 

＜fig.12＞巡礼服上下を着た筆者写真 

4-3-3-2.盃 

土・水を採取する器として陶器の盃を選定した。 
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4-3-3-3.音声  

 礼の手順を紙などで伝達し都度確認してもらうことは、煩雑かつ没入感を損ねると判断
巡
した。そこで本実践では音声によるガイドを作成し、クラウド型の音声共有サービスである
SoundCloud上にアップロード、聴取できるようにした。 
またこの音声は先述の通りコンセプトを伝達する物語としての役割も担うことが企図され
た。さらにここにおいては「儀式的な発話」を模倣することが企図された。どういうことだ
ろうか。儀式研究では、儀式において用いられることばには特徴が存在し、それによって儀
式の発話は特殊な力を持つ、との指摘が存在する。浅井はその特徴の一つとして「パラレリ
ズム（二つ以上の文を並置し、その間に形式的類似性を与えることで、テクスト全体に反復
的な性質を持たせること）」を挙げ、反復的なテクストのパターンが儀式の発話を象徴的・
暗示的・無文脈的なものにしていると分析した86
 。この分析を参考に、音声中に反復や文章
間の形式的類似を意図的に埋め込んだ。 
なお、具体的な音声の全文は「4-4.儀式次第と図版」の節に付す。 




＜fig.13＞SoundCloud上でプレイリスト化された誘導音声一覧87
 

浅井優一（2017）『儀礼のセミオティクス:メラネシア・フィジーにおける神話/詩
 的テクストの言
語人類学的研究』、三 元社 

SoundCloudのリンクは以下。
86

87

<https://soundcloud.com/user-262721039-439754041/sets/pilgrimage> 
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4-3-4.儀式セットについて 

 れらの巡礼のためのオブジェクトをまとめ、参加者に配布した。音声データはセット内
こ
のディスクリプションシートからQRコードでアクセスする形をとった。具体的な構成は以
下の通りである。 

● 巡礼服（上下）
1セット 
● 盃
1個 
● ディスクリプションシート
1枚 



＜fig.14＞梱包前の巡礼服上下とディスクリプションシート。盃は服の間に挟んで保護して
いる。 
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＜fig.15＞梱包後の儀式セットのようす 

4-4.儀式次第と図版 



 こまで述べてきた制作プロセスによって構成された儀式を実際に執り行い、映像として
こ
まとめた。儀式実行者は田中浩也研究室所属メンバーの学部2年生から修士2年生までの男
女6名である。 
以下では儀式次第とともに記録写真と音声ガイドの全文を紹介する。 
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4-4-1.開封〜準備 
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01.Pilgrimage 
あなたは私の声を聞いている 
あなたは私の声を聞いている 
わたしの声があなたに届いている 
時間と空間を超えてわたしはあなたと共にある 
わたしとあなたはつながっている 
あなたとだれかがつながっている 
見たこともない景色を懐かしいと思ったことはないか 
匂いと記憶はどちらが先にあったのか

街を歩くだれかの影が見える 
人影はふと街角で壁にもたれかかり 
そしてまた歩き始める 
壁に残されたわずかなぬくもりが風に運ばれ 
今、あなたの頬を撫でる 
街を行き交う人々の痕跡はあらゆる場所に残されている 
街を行き交う様々なモノたちがあらゆる場所を埋め尽くしている 
あなたはその中から自分が出会うべきものを見つけにゆく 
あなたはあなたにとっての聖地を見つけにゆく 
あなたは巡礼の旅へと出かける 
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はるか遠く見えるもの、過ぎ去った過去、未だ見ぬ未来 
あらゆるものがあなたと共にある 
鮮やかな光、むせかえるような香り、ほのかなぬくもり、誰かの叫び 
あらゆるものがあなたと共にある 
なにも恐れることはない 
扉を開けて彼らを迎えにゆこう 
服を着て盃を携えて、準備ができたらまた呼んでおくれ 


4-4-2.出発 

02.Departure 
服は着られただろうか、盃は左手でも右手でもしっくりくる方の手で握って、決して離して
はいけない 
それはあなたと世界のつながりを示す大切なものだから 
準備ができたあなたは扉を開けて、巡礼へとおもむく 
家を出て扉を閉めたら、また呼んでおくれ 
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4-4-3.巡礼開始点への移動 





71 

03.Dérive 
さて、あなたはあなただけの巡礼の開始地点を見つけなければならない 
あなたはあなただけの巡礼の開始地点を見つけなければならない 
ひとまず今日はちょっとした遊びで決めてみよう、今は何時だろうか？ 
時間が変われば方角の良し悪しも変わる 
あなたは時刻を示す4桁の数字を足し合わせる 
あなたは時刻を示す4桁の数字を足し合わせる 
たとえば今が13:15なら、1+3+1+5であなたの数字は10になる 
たとえば今が16:20なら、1+6+2+0であなたの数字は9になる 
計算できただろうか 
あなたは今からその数字の数だけ街角を曲がる 
まずは左に 
次は右に 
もう一度左に 
また右に 
水が滴るように 
深く潜るように 
街があなたに行き先を教えている 
左、右 
左、右 
しばらく街を泳いでみよう 
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時間も道も一見偶然のようで、そうではない 
あなたは街を放浪しながら、深い深い底を流れる大きなルールを感じるだろう 
角を曲がり終えたら立ち止まってわたしを呼んでおくれ 


4-4-4.ことばの詠唱〜土の採取場所への移動 

04.Spiration 
街を泳いだあなたはふだんとは違う場所にたどり着いていることだろう 
知っているようで知らない場所 
合理的な手続きでは訪れない場所 
偶然性のはざまでのみ辿り着く場所 
そんな場所から今回の巡礼の旅をはじめよう 
さて、あなたは巡礼に赴く前に盃を満たさなくてはならない
盃にあなたの息を満たさなくてはならない 
盃にあなたのことばを満たさなくてはならない 
あなたの呼吸にはあなたのたましいの一部が宿っている 
それを注ぐことであなたは世界と交わる準備をする 
あなたは盃を目の前に掲げる 
わたしに続いて、盃にことばを三度注いでほしい 
「ヴァシュフォディ、ヴァシュフォディ、ゴフォダヴ」 
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後に続けて 
「ヴァシュフォディ、ヴァシュフォディ、ゴフォダヴ」 
「ヴァシュフォディ、ヴァシュフォディ、ゴフォダヴ」 
「ヴァシュフォディ、ヴァシュフォディ、ゴフォダヴ」 
ことばは口にするだけで意味を持つ 
それはあなたの呼吸そのものに意味があるからにほかならない 

盃がことばで満たされたら、最初の聖地を目指そう 
まずあなたは土の聖地へとおもむく 
まずあなたは土の聖地へとおもむく 
土の匂いを思い出してみてほしい 
獣のような、よく練られた墨のような、とろみのある酒のようなあの香り 
土の手触りを思い出してみてほしい 
しっとりと重く指を抱きしめるようなあの手触り 
土はどんな音をしていただろうか 
土はどんな色をしていただろうか 
はじめて土に触ったときのことをあなたは覚えているだろうか 
さあ、あなたは深く深く土について想像する 
さあ、あなたにとって一番土の匂いの強い場所は街のどこにあるだろうか 
今あなたの頭に浮かんだ場所が土の聖地だ 
もしはっきりとした場所が浮かばなくても心配することはない 
もう少し街を放浪してみよう 
ふと思い浮かんだ場所、目についた場所、どこでも構わない 
電車やバスを乗り継いでもっと目的地に近づいてからでもかまわない 
あなたが土に思いを巡らせている間、あなたは無意識のうちにあなたにとっての聖地を心に
定めているはずなのだから。 
土の聖地にたどり着いたらもう一度呼んでおくれ 
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4-4-5.土の採取場所〜水の採取場所への移動 




05.Soil 
あなたは今、土の聖地にいる 
75 

あなたは今、あなたが思い描く街で一番土に近い場所にいる 
あなたはこれからここを訪れたあかしを残す 
あなたは盃に土の聖地のかけらをひとつまみ取る 
それは土でも、砂でも、埃でも、花でも、葉っぱでも、木の枝でもなんでもかまわない 
あなたがそこを訪れたあかしに、土地の記憶を盃に譲ってもらってほしい 
盃の中であなたのことばと土の記憶が混ざり合い、あなたはより深く街へと溶け込んでゆく 
さっきよりも色が鮮やかになったのを感じるだろう 
さっきよりも土の匂いが強くなったのを感じるだろう 
さっきよりも多くの声が聞こえていることに気づくだろう 
あなたはあなたの脚で、あなたの想像力でここにたどり着いた 
あなたはあなたの力で街と出会い直すことができた 
おめでとう 

では次の聖地へを目指そう 
次にあなたは水の聖地へとおもむく 
次にあなたは水の聖地へとおもむく 
水の色を思い出してみてほしい 
青と緑と黒の間で揺れるあの半透明の色 
水の音を思い出してみてほしい 
いくつもの響きが重なり合った、甘く、重く、柔らかなあの音 
水はどんな味をしていただろうか 
水はどんな匂いをしていただろうか 
はじめて水に触ったときのことをあなたは覚えているだろうか 
さあ、あなたは深く深く水について想像する 
さあ、あなたにとって一番水の匂いの強い場所は街のどこにあるだろうか 
今あなたの頭に浮かんだ場所が水の聖地だ 
もしはっきりとした場所が浮かばなくても心配することはない 
もう少し街を放浪してみよう 
ふと思い浮かんだ場所、目についた場所、どこでも構わない 
電車やバスを乗り継いでもっと目的地に近づいてからでもかまわない 
あなたが水に思いを巡らせている間、あなたは無意識のうちにあなたにとっての聖地を心に
定めているはずなのだから。 
水の聖地にたどり着いたらもう一度呼んでおくれ 
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4-4-6.水の採取場所〜キャンパスへの移動 

06.Water 
あなたは今、水の聖地にいる 
あなたは今、あなたが思い描く街で一番水に近い場所にいる 
あなたはこれからここを訪れたあかしを残す 
あなたは盃に水の聖地のかけらをひとつまみ取る 
それは水でも、泥でも、埃でもなんでもかまわない 
あなたがそこを訪れたあかしに、土地の記憶を盃に譲ってもらってほしい 
盃の中であなたのことばと水の記憶が混ざり合い、あなたはより深く街へと溶け込んでゆく 
さっきよりも光が強くなったのを感じるだろう 
さっきよりも水の匂いが強くなったのを感じるだろう 
さっきよりも多くの声が聞こえていることに気づくだろう 
あなたはあなたの脚で、あなたの想像力でここにたどり着いた 
あなたはあなたの力で街と出会い直すことができた 
おめでとう 
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さあ、あなたはいよいよ終点の地へと向かうだろう。 
盃に注いだことばを通じてあなたは土と水、すなわち人と街とその外側を行き来するものた
ちと深く結びついた 
巡礼とは生と死、この世とあの世の境界線上を旅することにほかならない 
あなたは人と人でないものの間の存在として街を歩く 
今回の巡礼の終点はまさに生と死のはざま、かつて台風に倒れながらまた再び芽吹き直そう
としているあの切り株の上 
そこであなたは真に世界と出会い直せるだろう 
終点にたどり着いたらまた呼んでおくれ 


4-4-7.土・水・ことばの奉納 
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07.Arrival 
あなたは今、終点にいる 
あなたは巡礼の旅路を終え、終点の場所にいる 
切り株の上にはもしかしたらいくつかの盃が置かれているかもしれない 
それはあなたとは異なる場所から異なる旅路をたどってやってきた、別の街の記憶 
いくつもの街のいくつもの記憶が、生と死の境界線の上に並んでいる 
あなたもそのひとつとして盃を納める
あなたは盃を切り株に置き、もういちどことばを唱える 
わたしに続いてもう一度盃にことばを注ぐ 
「ヴァシュフォディ、ヴァシュフォディ、ゴフォダヴ」 
「ヴァシュフォディ、ヴァシュフォディ、ゴフォダヴ」 
「ヴァシュフォディ、ヴァシュフォディ、ゴフォダヴ」 
あなたは巡礼の旅路を終える 
あなたは普段と異なる道、異なる場所を巡ることで、こころとからだを変容させてきた 
あなたはこの儀式を通じて、あなたのあらゆる行為が巡礼の旅路の中にあることを知っただ
ろう 
なぜならば、あなたを取り巻く土や水や空気はあなたのあらゆる行為によって、世界へと広
がってゆくのだから 
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あなたが生まれる前から、そしてあなたが死んだ後も、巡礼は続いてゆく 
これはその一端をあなたに見せるにすぎない 

あなたは歩いてゆく 
あなたの歩みはいつもとほんの少し変わってゆく 
その道中で、あなたはあらゆるものに出会う 
あなたの歩みはあらゆる場所へとつながっている 
あなたはあらゆるものたちと共に歩いてゆく 
あなたが生まれる前から、そしてあなたが死んだ後も、巡礼は続いてゆく 
生も死も留まることはない。ただ通り過ぎてゆくのみである 


4-5.実践3の省察 

 上、巡礼を題材とした微生物を伴った移動を捉え直すための架空の儀式のデザインとそ
以
の集団規模での実施について、制作プロセスを概観してきた。ここではその結果として本実
践が仮説に対するいかなる探索を成し得たか／成し得なかったのかを省察する。 
まず第一に、集団規模での実践が行われたことによって、実践1,2では達成できなかった
「筆者（＝オリジナル）以外によるプロセスの実行」がなされたことは注目に値しよう。本
実践は研究活動の一環として説明を行い了承を得た上で参加をしてもらったため、儀式の実
行に伴う物理的・認知的変化には多分にバイアスがかかっていると思われるが、それらを差
し引いても重要な洞察がいくつかなされた。 
一つには、プロセスの変容が挙げられる。本実践では参加者に対して事前にコンセプトを
完全に公開することなく、音声ガイドと別途いくつかの注意を指示するのみで儀式を実行し
てもらった。その結果として、参加者ごとに詠唱することばの間違いや手続きの省略といっ
たプロセスの変容が見られた。これを敷衍して思索するならば、変容したそれぞれの儀式に
対してまた別の意味づけが行われ、その影響によってさらなるプロセスの部分的変容が引き
起こされることが考えられる。つまり、実践2までで省察していたような表 面的な意味づけ
の変化だけではなく、偶発的な形式の変化も並走していることが確認できる。さ らに言え
ば、意味づけの変化が重なったことによる曖昧さが形式の実行のミスを誘発し、それがさら
に意味づけへと回収されていくサイクルが素描できる。そして、こうした意 味と形式が相互
に浮動的にふるまう中で儀式が変容し、いずれ調停点を見出すことで形骸化し、意味のサイ
クルと形式のサイクルが分離するという儀式の発生モデルが仮構できる。 
次に、参加者への聞き取りの結果、抽象的に説明される儀式中のそれぞれの行為に対して
都度恣意的な解釈が誘発されたとの洞察を得た。これは、実践1で省察したような時代や社
会ごとに表面的な意味づけが自然発生する、との仮説をミニマムなレベルで実証するものの
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ようにも思える。しかし、こうした「個人ごとの現実としての儀式」がどのように接続され
普遍化されるのかについてはさらなる検証が必要となるだろう。 
また別の視点からの省察として、筆者の制作〜表現に至るプロセス的な関心に引きつけて
見てみたい。ここにおいて、本実践はミームの伝達メディアとしての儀式を利用した物語世
界の構築と伝達の実験であったと振り返れるだろう。たとえば本研究が参照する一分野であ
るスペキュラティヴデザインにおいては、実践1のシナリオや実践2の映像といった一方向
的なメディアの限界を指摘する形で、双方向的な探索を許すゲームなどの形式が用いられて
いる88
 。しかしここでの儀式とは、ゲームのような体験性に加え、先述の意味内容の読み替
えや動作のミスといった形で物語世界そのものの編集に参加できるというゆるい創造性を帯
びており、しかもそれが現実世界の中において動作しているところに特異性がある。加えて
本実践に関して言えば、微生物という「不可知のアクター」を取り扱うがゆえに、このゆる
い創造行為が、微生物バランスの変化や伝播と地続きに存在している。すなわち、物 語世界
の伝達がそのまま再編集的な物語の創造に結びつき、さらにそれが現実空間で上演されるこ
とによって、微生物のレイヤーまでを含むイメージと物理を横断した現実の再構成＝物語化
として立ち上がってくる、 と言える。このように、物語＝ことばの伝達が直接的に現実世界
に影響を及ぼす、というきわめて魔術的なメディアとしての儀式の可能性を思索できる。 
以上の省察を総括するに、特 異な参加型デザインプロセスとしての儀式が 浮かび上がって
くる。どういうことだろうか。一つには、実行者たちによって意味を読み替えられ、動作を
間違えられ続けながら伝播していくことによって、オ ープンエンドに実行され続けるデザイ
ンプロセスとしての儀式が 仮定できる。もう一つに、このプロセスにおける人 間の参加には
不可避に微生物の参加が紐づいており、さらにそれら微生物の様態を変化させるという意味
において、デザイン＝創造行為にまで到達している、という多層性を帯びた性質が 指摘でき
る。 
一般的な参加型デザインはその参加者たちのデザイン的資質、あるいはファシリテーター
の手腕に大きく依存している。しかし儀 式とは、参加とデザインが分かち難く結びついた実
践であり、意味と形式／認知と物理／デザイナーと参加者と微生物といったきわめて多様な
レイヤーへと広がりながら実行され続けていく、という点において特異性があると 言える。 


4-6.小括 

 上、四章では実践3「巡礼を題材とした微生物を伴った移動を捉え直すための架空の儀
以
式のデザインとその集団規模での実施」について概観した。 
88

たとえば以下を参照。

        
Coulton,P.,Burnelt,D.,andGradinar,A.(2016).GamesasSpeculative
Design:AllowingPlayerstoConsiderAlternatePresentsandPlausibleFutures.DRS2016.
doi:10.21606/drs.2016.15 
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 ず、4-1.で、実践3が巡礼を題材とした筆者所属の研究室メンバーを対象とした集団に
ま
おける儀式の実行の実践であることが述べられた。 
4-2.ではまず、実践3の背景としての新型コロナウイルスの世界的蔓延について述べら
れ、緊急事態宣言下におけるキャンパスへのやむをえない登校を対象として儀式を構成する
ことが明かされた。次いで巡礼について、微生物・（宗教的）儀式・移動という三点から検
討を行い、巡礼を通じて物理的・心理的に「日常と異なる移動」を行うことがそれぞれの視
座において意味を持つと示唆された。
4-3.では儀式のデザインプロセスを概観した。前節の巡礼の可能性に触れながら実践3.の
儀式に必要な条件を構成し、それらオブジェクトの一つ一つについてその設計意図を確認し
た。 
こうして構成された儀式を研究室メンバー6名に実施し、4-4.にてその記録写真と最終的
な儀式のプロセスを列挙した。また、プロセスの各段階における音声ガイドの全文を付し
た。 
以上の内容を4-5.で省察し、「意味と形式が誤読されながら最終的に形骸化し、意味と形
式のリンクが断たれることで安定化する」という儀式の発生モデルを提起した。加えて「参
加とデザインが分かち難く結びつき、意味と形式／認知と物理／デザイナーと参加者と微生
物といったきわめて多様なレイヤーへと広がりながらオープンエンドに実行されていく特異
な参加型デザインプロセス」としての儀式の可能性を確認した。 
続く五章では、実践1から実践3までの内容をふまえ、本研究が成し得た仮説に対する探
索について議論していく。 


五章 ディスカッション：「
CULT-CULTURE-CULTIVATION」モデルの提起 
 章では、二／三／四章における実践を通じた仮説の探索が総体としていかなる達成を成
本
したのか／成さなかったのかを議論する。具体的には、各章の省察を再度検討したのちに、
現代における微生物との関係性を捉える上で有効と思われる「
CULT-CULTURE-CULTIVATION」モデルを提起し、その可能性について議論を行うかたち
でいくつかの洞察と、今後に残された問いを確認する。 

本研究ではまず、儀式がそれを取り巻く社会や技術といった文脈の変化に対して靭性を持
つことを提起した。社会変化の加速の中にいるわたしたちは常に種々の関係性の更新に迫ら
れており、こうした中で取り残されたものたちが「不可知化」していくと推測できる。ゆえ
に、社会とのコネクタとして靭性に富む儀式は有効であると言える。 
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 に、儀式をデザインするための具体的な手法とそれが持つ価値を提起した。特に既存の
次
儀式をオマージュすることによって得られる効果を検討した点は注目に値する。加えて、儀
式を参加型デザインやスペキュラティヴデザインと比較した際の特異性を提起した。 
ここからさらに儀式の発生モデルを仮定し、意味と形式が儀式の中で果たす役割が推定さ
れた。 

これらを総括するに、本研究は都市と微生物という領域を試験場として、これから儀式を
デザインしていくために役立つ種々の整理を行なったと言える。 
以下ではそのまとめとしての見取り図「CULT-CULTURE-CULTIVATION」モデルについ
て検討していく。 
先述してきたように、意味と形式／認知と物質の間を渡り歩く存在として儀式を解釈する
ことができ、そしてこれは微生物が現状帯びている性質と極めて類似している。微生物は形
式化した習慣的な動作によって伝播するが、そこに意志や意味を読み込むことができる。微
生物は生物として物質的に存在するが、わたしたちはそれをイメージとして通常処理してい
る。こうした儀式と微生物の共鳴点から、微生物を儀式を通じて受容することの妥当性が推
測できるわけであるが、では翻って、儀式以外におけるわたしたちの微生物に対する働きか
け方にはいかなる種類が存在し、その中において儀式はどのように位置付けられるのであろ
うか。こうした現状の生活における微生物と私たちの関係性の取り結び方をマッピングした
ものが「CULT-CULTURE-CULTIVATION」モデルである。 



＜fig.16＞「CULT-CULTURE-CULTIVATION」モデル 
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 れは微生物を物理的な存在として捉えるか、形而上の存在として捉えるかという二分法
こ
を用いて、物理的に捉えるアプローチを「CULTIVATION」、イメージ的に捉えるアプロー
チを「CULT」と呼称した。それぞれ「CULTIVATION」は科学的な分析を、「CULT」は
人文的な物語化を指す。以下で詳しく見ていこう。 
科学的な分析としての「CULTIVATION」は、いわゆる微生物学的な研究、あるいはその
延長としての微 生物を種や機能、ゲノムといった単位で細かく分節化していくことによって
理解が可能であるとする立場で ある。この立場が実効性のあるものであることは即座に理解
できるだろうが、本論で検討してきたように、科学的な手法による部分的な解像度の上昇
──認識はできるが操作はできない、といった──が逆説的に人々の認知を混乱させる可能
性がある。CULTIVATIONがこうした認知的な位相にアクセスできない以上、こ のアプロー
チによって構築しうる微生物との関係性は「テクノロジーの発展による完全な微生物環境の
制御」以外にありえなくなる。 
人文学的な物語化としての「CULT」は、いわゆる神話や寓話、擬人化89
 といったものに
代表される、修 辞的な技法によって微生物をイメージの次元へと引き上げ、その内部でのみ
取り扱おうとする立場で ある。この立場を取ることによって、微生物がもたらす認知的な位
相の影響について取り扱いが可能となる。しかし、この立場はあくまでも形而上学的な検討
とその伝達を行うに留まるため、物理的実在としての微生物に対する実効的な戦略のボキャ
ブラリーに欠けると評価できる。CULTが物理的な位相にアクセスできない以上、こ のアプ
ローチによって構築しうる微生物との関係性は「人間が想像可能な形式においてシミュレー
トされた仮想的な微生物との共生」以外にありえなくなる。 
以上、二つのアプローチはい ずれも微生物を人間が理解可能な記号に変換することで解釈
可能なものとして扱おうとする戦略である。これはいわば高次元のものをその射影によって
理解するに近い行為であり、当然、物理的か認知的かのいずれか一面にしか焦点を当てるこ
とはできない。 


＜fig.17＞複数の位相にまたがる存在である微生物の射影としてのCULTとCULTIVATION 

たとえば新型コロナウイルスの蔓延に際して書かれた以下のテキストなどが好例だろう。
「ウィルスの独白」
（閲覧日： 年 月 日）
89

                                      

LUNDIMATIN.(2020).
    
https://hapaxxxx.blogspot.com/2020/03/blog-post_30.html
   2021 6 28
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こうした対立を調停し、認知と物理の位相を往来するアプローチこそが「CULTURE」、
すなわち儀式であると位置付けた。儀 式はその柔軟な意味づけを許す性質によって認知的な
位相における微生物の取り扱いを助けるが、それが具体的な現実空間での行為と結びついて
いる点に特異性がある。そしてこれによって、物理の位相における微生物に対しても実効性
を持ちうる。認 知的に構築されたあらたな微生物の受容法を現実において試行し、その
フィードバックが再び認知へと作用して意味づけが変化していく。この連鎖の結果として、
儀式が構築される。 
そして、こうした儀式の性質は、具 体的なモノの創出やその使用を行い、それを省察する
かたちで意味づけをおこなう実践的デザインリサーチのアプローチによってこそなされるも
のであり、デザイン的な知の貢献であると言える。 

以上、「CULT-CULTURE-CULTIVATION」モデルを通じて、現状のわたしたちの微生物
との関係性の取り結び方について検討を行なった。以下ではそこから敷衍できる儀式の可能
性と、本研究が達成し得なかった課題について指摘することで議論を開きたい。 

本研究は集団規模での儀式のデザイン実践にまでその歩を進めるに至ったが、その二次
的、三次的な伝播までは検証することができなかった。これは儀式＝CULTUREが長期的な
サイクルの中で定着するものであるからに他ならないのだが、近年の超高速のミームのサイ
クルを見るに、手段を適切に整えられればその加速は十分に可能であるように思える。自律
的に伝播を繰り返し、ミームとゲノムが連鎖的に交換される儀式のデザインは今後のもっと
も重要な達成目標になるだろう。 
これに対する暫定的な仮説として「神話」の形成が想定できる。神話とは儀式を説明する
ための広く流布した「意味」であり、いわば意味の次元における形式であるとも言える。実
際に先述した『儀式論』において一条は「神話なき儀礼は呪術にすぎない」とも言ってい
る。このように儀式の行為における形式と意味における形式が相互に触媒として作用するこ
とで儀式の定着が可能になると仮定できる。ここから今後、今回の儀式参加者を対象とした
「この儀式を他者に伝達するための神話を創出するワークショップ」などを企画するといっ
たデザイン的アプローチが考えうるだろう。 


終章 結語 

 章となる本章では、本論を振り返る形でその総括を行う。 
終
本研究は都市と微生物という領域を試験場として、これから儀式をデザインしていくため
に役立つ種々の整理を行なった。その結果として「CULT-CULTURE-CULTIVATION」モデ
85 

ルを提示し、本研究が従来の微生物に対する認知の相反する二類型（CULT /
CULTIVATION）に対してCULTUREという第三項を提唱し、それが儀式を通じて達成され
るであろうこと、およびそれがデザイン特有の知の貢献であることを考察した。 
この物理と認知を結びつけながら微生物を探索するものとしての本研究の性質に、1-1.で
確認したような本研究の先行事例に対する独自性を鑑み、以下のようなマッピングを作成し
た。 




＜fig.18＞微生物との関係性構築手法のマッピング 



 軸の＜metaphysicalーphysical＞は、微生物を形而上学的に捉えるか物理的実体を
横
持ったものとして捉えるかを表し、五章で定義したCULTとCULTIVATIONの軸とも換言で
きる。縦軸の＜microscaleーmacroscale＞は、微生物を捉える際の範囲を表す。奥行きの
＜constructiveーanalytical＞は実践を通じた生成的な探索か現状の分析的な解釈かを表
し、一般的なデザインと科学の関係性とも換言できる。 
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 のマッピングにおいて本研究は、macroscaleかつconstructiveなものであり、なおか
こ
つ、儀式という意味と物質を結びつける戦略を用いるがゆえにmetaphysicalからphysical
までの広範な領域を探索しうるという意味において、他の関係性構築手法群に対する独自性
と有用性を持つことが改めて示せるだろう。 
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す。さまざまな論文や実践に触れる中で、直感と論証のエッジを渡り歩くデザインリサーチ
なる分野の険しさを感じるとともに、いまだ誰もが暗中模索の中にいるのだとも思え、少し
勇気をもらいました。水野先生に指導いただいていた頃からはいささか研究のかたちが変
わってしまったものの、個人と研究と仕事が緩やかにつながる地点へと漕ぎ出せたように
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思っており、二年半ぶりとなりますがここに報告させていただきます。ありがとうございま
した。 

研究室生活を共に過ごした田中研のみなさんに謝意を表します。まず今学期唯一の修了予
定者となった私を気にかけ、惜しみない助力をくれた岡崎太祐さんに感謝を述べます。おか
げで随分と心強くこの半年を過ごせました。ありがとう。プロジェクトやコンペなどで協働
する機会がなかったのが心残りですが、いずれ関われるものと思っておりますのでその時は
よろしく。続いて同じ修士として苦楽を共有した方々、特に徳重早織さん、田岡菜さん、若
杉亮介さん、脇本智正さん、大日方伸さんに感謝を述べます。みなさんは特に印象深く、い
つも刺激的な作品や視点を提示してくれていました。いつかまた関われる時が来るまで、私
も精進したいと思います。ありがとう。 
BioSculptureプロジェクトのみなさんに謝意を表します。デジタルファブリケーション
の知見がない私をメンバーとして暖かく迎えてくださった名倉泰生さん、知念司泰さん、松
木南々花さん、大村まゆ記さん、河井萌さん、ありがとう。私の活動がどの程度Bio
Sculptureに貢献できたのかは正直確信のないところではありますが、田中研がバイオ方面
へと舵を切る瞬間に立ち会っていたことに少なからぬ意味があったのではないかと思ってい
ます。チームで泥だらけになりながら巨大な作品をつくり上げる経験は、ものづくりの楽し
さを改めて思い出させてくれるものでもありました。二度とやりたくないほど辛かったと思
う一方で、嫌いじゃなかったなとも思えるのは不思議ですね。今後はMETACITY経由で関
わることになるかもしれませんが、引き続きよろしくお願いします。 
巡礼の実践に協力してくれたみなさんに謝意を表します。酒井絵理さん、黄丁さん、有田
悠作さん、大村まゆ記さん、鳥居巧さん、賀下耀介さん、ありがとう。みなさん無くして私
の修士論文はありえなかったと断言できます。自分のつくった巡礼服を着たみなさんが研究
室に集まっている様子は非現実的で楽しかったです。みなさんが思い思いに巡礼を解釈して
実践してくださった様子に、今まで頭の中だけで考えていた儀式がようやく胎動しはじめた
感覚を覚え、ワクワクしました。ここから儀式の遺伝子がほんの少しでも田中研に残ってく
れれば、この研究は大成功となるはずですので、何卒よろしくお願いします。 

水野研所属時に関わった研究室メンバーのみなさんに謝意を表します。特に同じ修士学生
だった廣瀬花衣さん、金田ゆりあさんには、デザインリサーチの先達として多くの刺激をい
ただきました。しばらく会えていませんが、活躍を伝え聞いていますので楽しみに再開の時
を待ちたいと思います。ありがとう。学部生では、伴野綾さんには横須賀のプロジェクトで
ご一緒してより、学生生活の端々で関わらせていただいたように思います。先日聞いたとこ
ろによれば伴野さんも儀式デザインに目覚めたとのことで、ぜひこの未開の路を進む同士と
なることを願っています。お気をつけて。 

88 

 野研の同士でもあるSynfluxの川崎和也さん、佐野虎太郎さんに謝意を表します。お二
水
人をスペキュラティヴデザインやバイオ領域における先達として、事あるごとに参考とさせ
ていただいていておりました。ありがとうございます。スペキュラティヴデザインという言
葉自体が消費され尽くしてしまったかに思える昨今において、本研究がそこに内在していた
はずの価値を批判継承する一路になり得たならば、と思っております。 

GoSWABをきっかけに、都市と微生物という文脈で研究への示唆を与え続けてくださっ
た伊藤光平さんに謝意を表します。伊藤さんが私のデザインを通じた微生物へのアプローチ
に関心を持ってくださったことは、この先人少なき路をゆく上で励みになりました。ありが
とう。同時に伊藤さんが都市の微生物に対して、プロダクトやビジネスを通じた実践を繰り
広げられている様子にも刺激を受けました。この先、伊藤さんとともに本研究が示唆した科
学とデザインの補完関係を築いていけたならばこれに勝る達成はないでしょう。今後ともよ
ろしくお願いします。 

モバイルメソッドの授業をきっかけに知り合った石川研の兼信浩太さん、阿部雄生さんに
謝意を表します。思えば私たちのグループは常に肉体的負担の大きな実践ばかりに挑んでい
ましたね。青山スパイラルでの展示準備を懐かしく思い出します。人と犬の関係性を探索し
たあの経験がいつのまにか、この研究の底流へと繋がっているように思えるから不思議で
す。ありがとう。 

研究室外の良き友人であった脇田研の水野雄基さんに謝意を表します。水野さんとは気の
おけない間柄として随分と研究の息抜きをさせてもらいました。ありがとう。 

メディアプロジェクト「Rhetorica」のみなさんに謝意を表します。みなさんとの時間は
いつも本当に刺激的で同時に居心地がよく、私が修士生活で得たかけがえのないものの一つ
です。ありがとうございます。特に、太田知也さん、瀬下翔太さん、松本友也さん、小澤み
ゆきさんの四名との思い出は印象深く、私の研究生活に刻まれているように思っておりま
す。太田さんに水野先生の壮行会でお声がけいただいたのをきっかけに、Rhetoricaとの縁
が始まった、と私の歴史は物語化されてしまいましたが、それを抜きにしても、デザインと
フィクション、想像力の功罪に向き合い続けてきた太田さんの足跡には大いに感化——かぶ
れたと言ってもいいのですが——されました。SFやこの修士論文の執筆中に何度、太田さ
んの著作や研究を読み返したか。私の実践群がもしどこか一箇所でもそれらを更新し得たな
ら、これに勝る喜びはありません。ありがとうございます。瀬下さんにはRhetoricaでの対
話はもちろん、様々なプロジェクトに参加する機会をいただきました。ありがとうございま
す。瀬下さんのようなコミュニティオーガナイズは私には真似できませんが、そのオルタナ
ティヴなアプローチとしての「儀式」の可能性に本研究は触れ得たのではないかと自賛して
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みます。松本さんには研究への人文学的な視点を広げる上で多くのアドバイスをいただきま
した。リサーチの帰りに新宿で太田さんと一緒に研究へのコメントをいただいた時間を今で
も思い出します。ありがとうございます。小澤さんには、SFマガジンへの寄稿というまさに
契機というべきものを与えていただきました。このお声がけがなければSFを書くこともな
かったかもしれません。ありがとうございます。加えてSF作家であり、Rhetoricaのメン
バーでもある津久井五月さんに謝意を表します。津久井さんがSFを軸としてデザインフィク
ションやSFプロトタイピングの議論を咀嚼し再編成する様子は、すばらしく興奮するもの
でした。そんな津久井さんに度々あたたかくも芯を得たアドバイスやコメントをいただき、
研究においても執筆においても大変心強く思っておりました。ありがとうございます。デザ
インとフィクションの関係性を実践する後輩として、引き続きお世話になるかと思いますが
何卒よろしくお願いいたします。 

SF作家である樋口恭介さんに謝意を表します。樋口さんがSFマガジンの評論に目を止め
てお声がけをいただいた結果、錚々たる面々と共に作品を並べる機会を得られました。引き
続き文章を書いていきますので、ぜひまた紙面でもお目見えできればと思います。ありがと
うございます。 

社会彫刻家の青木竜太さんに謝意を表します。青木さんとはBioSculptureプロジェクト
をきっかけにインターンの機会をいただき、早くも一年以上となりました。様々なプロジェ
クトに関わる刺激的な日々を思い返すと共に、適材適所にアクターを配置しその関係性をと
り持つ青木さんの手腕に改めてリスペクトを抱いております。自然、社会、都市、芸術、テ
クノロジーといった様々な位相を股にかけながら一つの巨大な彫刻へと昇華させる。そんな
青木さんのヴィジョンへの一つの解釈として本研究が位置付けうるならば、少しは恩義に報
いることができたのではないかと思っております。ありがとうございます。そして今後とも
よろしくお願いいたします。 

そしてここに至るまでの奇妙な軌跡を見守り、支え続けてくれた家族に最大限の感謝を送
ります。ありがとう。 


補遺：SFマガジン掲載作二篇に関する概説と省察 
 章で詳述した実践1において行われたSFシナリオ制作の発展として、別途SF短編を二篇
二
制作し、これらを早川書房が隔月で刊行しているSF雑誌『SFマガジン』にて発表した。 
当初から仮説探索を目的として執筆された実践1に対し、これら二篇は世界観の一部を共
有するもののあくまでも文芸作品としての表現に重点が置かれている。すなわち、作品を構
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成する要素を漏れなく仮説と対応させることが難しい。しかし無論、これらの制作活動が本
研究における仮説の深化や重層化に大きく寄与したことは間違い無く、実際に作中に登場す
るアイデアのいくつかが先述の実践内に影響をおよぼしていることが見て取れるだろう。こ
こでは、こうしたいわば本研究の底流としての表現活動について概説と省察を行うことで、
先の本論に対するより豊かな視座を提供することが企図される。 
加えて、これら作品は本研究の中でもっとも「社会的訴求力のある」かたちで発表されて
いるといっていいだろう。そこで各作品に対して寄せられたSNSや個人ブログ上での言及を
付し、これら作品がどのように本研究のコミュニティ外で受容されたのかを傍証する。これ
ら作品が提示した世界観がどの程度の強度や魅力を示せたかを考察することは、本研究の論
としての強度を担保する上でも有効だろう。 
以下では作品二篇を順に概説していく。一作目は2020年4月から5月にかけて制作され同
年6月に発表された原稿用紙15枚程度の短編「Re:Re:Enchantment」、二作目は2020年8
月から2021年3月にかけて制作され同年4月に発表された原稿用紙30枚程度の短編「オルガ
ンのこと」である。 

1.作品ⅰ：「Re:Re:Enchantment」 

 作は儀式の反復性と形骸化をそのテーマに設定した。本作は『SFマガジン2020年8月
本
号』に評論として掲載された作品であるが、フィクションとしても読解可能な構成を取って
いる。作品全体は三部構成となっており、第三部が直接的なフィクションとして制作されて
いる。以下ではまず第一部、第二部の内容と作品全体における役割を概説し、そののちに
フィクション部分の制作プロセスに触れてゆく。なお作品に関しては商業出版物のため全文
を付すことは控えるが、適宜本論での参照箇所を脚注に引用する90
 。 


1-1.第一部：「アブラカダブラ」 

 一部では魔術というタームを経由して、ミームとゲノムが一致しながら反復され続ける
第
可能性について論じている。 
具体的に第一部は「ペスト」「アブラカダブラ」「水平伝播」の三種のキーワードによっ
て整理できる。第一に、17世紀ロンドンにおけるペスト菌の蔓延は都市における微生物の
ゲノムの大規模な複製反復のイベントとして捉えられる。一方でこの折に登場した疫病よけ

以下、「1.作
 品ⅰ：「Re:Re:Enchantment」」内における脚注のうち、イタリック表記のものは
特記ない限り「Re:Re:Enchantment」からの引用。なおルビは以下の形式で書き下されている：
【ルビ｜本文】。 
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のまじない「アブラカダブラ」は、現在では魔術全般の代名詞となりミームと化した91
 。こ
れらを、ペストの混迷において微生物のゲノムと魔術のミームが互いに連動しながら反復拡
散していったと解釈し、その上で生物の個体間で遺伝子が交換されあう水平伝播という現象
に着目した92
 。ヒトゲノムを成す一部の遺伝子はウイルスを介した水平伝播によって組み込
まれた可能性が高く93
 、すなわちわたしたちは人間という種を再生産する際に、細切れと
なってもはやほんらいの意味を失った種々のウイルスの遺伝子コードを呪文のように複製反
復しているのだと捉えられる94
 。この視点において、ゲノムの反復とミームの反復は区別不
能となり95
 、「ほんらいの意味が失われても形式的に反復され続けるものとはなにか」とい
う問いが提起される。 


1-2.第二部：「無貌の神96」 

 二部では、話者や文脈性が判別不能になったことによって逆説的に価値を帯びた事例を
第
列挙し、第一部で提起された「ほんらいの意味が失われても形式的に反復され続ける」こと
の意味に漸近していく。 

“ 諸説ある語源の一つにアラム語の"「、"אבדאכדברא我が言のごとく消え失せよ」を持つこのまじ
ないは、もともと熱病を治癒するものであったが、稀代の魔術師アレイスター・クロウリーが自身の
【カルト｜新興宗教】「セレマ」において中枢的な意味を与え、現在では魔法全般の代名詞となっ
た。信じる者も信じない者も、無関心の者さえもがこの言葉を知っている。” 

“ 中でもアナナスショウジョウバエと共生微生物ボルバキアの関係は、この水平伝播と呼ばれるの
DNA伝達のもっとも顕著な例であり、ボルバキアのゲノムは丸ごとアナナスショウジョウバエのゲノ
ムの中に【コンタミ｜混濁】している。すなわちこのハエは自らを記述する時、不可避的に他者を記
述することになる。” 

“ヒトゲノムの多くがウイルス由来であるように、生物の遺伝情報は親から子へ垂直に伝わってい
くことに加えて、【カットアップ｜細切れに】され、ランダムに個体間で交換され続ける。” 

“ ここで重要なのは、遺伝情報として存在することと、それが機能していることは直接的な関係を
持たず、したがってアナナスショウジョウバエはボルバキアを物質的に都度再現しているわけではな
いということだ。純粋に情報体としてのみ存在する生命。それは精霊や残留思念にも近い。あるい
は、セントラルドグマが司る輪廻の環から解脱した涅槃の位相にあるもの、と言ってもいい。” 

“ゲノムであると同時にミームでもありうるものたちによって、わたしたちは遥か昔から魔法にか
けられている。アブラカタブラ、その語源のもう一つは同じくアラム語の"、"אבראכדבראすなわち
「我が言のごとく事は成る」である。” 

無貌の神といえば、ロバート・ブロックによる同名の小説、というよりもそこに登場するクトゥル
フ神話の神格「ナイアルラトホテップ」自体を指す名称として知られるだろう。ただしここでは同時
に、ジョセフ・キャンベル『千の顔を持つ英雄』、マックス・エルンスト『百頭女』といった作品へ
の意識も存在している。 
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 体的には「聖アウグスティヌスの逸話97
具
 」、「ナサニエル・ホーソーン『牧師の黒の
98
ベール』 」、「クロード・レヴィ・ストロースによるクワキウトル・インディアンの報
告99」、「ダニエル・デフォー『ペスト』の執筆形式100
 」について言及している。 
これらのエピソードを総括すると、行為者・一回性・意味内容・文脈のいずれかが失われ
る、もしくは意図的に隠されることで、行為が時空間的な拡散性と受容者ごとの改変可能性
を帯びることが示唆される。 


1-3.第三部：「Re:Re:Re:Re:Re……」 

 こまで第一部と第二部で重ねてきた議論をまとめると「ほんらいの意味を失ったものは
こ
それゆえに高い拡散性と改変受容性を帯び、限りない反復を繰り返すため、結果として世界
に遍在しうる」という仮説として明文化できるだろう。 
第三部はフィクションの世界内においてこの仮説が「儀式」というかたちで実行されるよ
うすを思索することで、儀式の持つ反復性や形骸化といった特性を検討することを試みる。 
以下では第三部に関してその物語の概要を述べたのち、登場する各要素がいかにして選
択・創造され、それが何を企図したものであるのかを順に解説していく。これによって本作
の部分と全体の関係性が明示される。
“ 自身が帰依するマニ教の教えに懐疑を募らせたアウグスティヌスは、面壁し苦悩していた。する
とそこに神の声が響く──「手に取り、そして読め」。傍らの聖書を開いたアウグスティヌスは果た
してキリスト教へと回心を遂げる。アウグスティヌスを回心に導いた神の声とはその実、壁の向こう
で歌う子供達の声であったという。この逸話をもとに浅井優一が『儀礼のセミオティクス』で説明し
てみせたことをまとめると、儀礼の発話を司るのは【パラレリズム｜反復性】、【コンテクスト｜文
脈】なき【テクスト｜文章】、【persona｜人格】なき【parson｜説教者】である、とでもなるだろ
う。つまり、アウグスティヌスは韻律に乗せて反復される歌声に耳を奪われ、その歌の内容を聖書を
勧めるものと誤読し、壁の向こうに隠された子供達を神と幻視したがゆえに回心に至った、というわ
けだ。ここではないどこか、あなたではない誰か。無貌の神は繰り言を歌に乗せ人を誘う。” 

“ あるいは──顔を持たぬ者の語りこそ真実めく。ナサニエル・ホーソーン『牧師の黒のベール』に
おいて、ある日突然顔の前に真っ黒なベールを垂らしたフーパー牧師は、畏怖と尊敬を手にする。物
語は死してなおベールを暴かれなかった牧師の顔が墓石の下で朽ち果てていく様を想像し、幕を閉じ
る。ベールは表情を隠すと同時にその奥の人格をも隠した。すなわち、ベールが真に隠したものは、
牧師の【spiration｜息吹】である。神に吹き込まれたたましいは呼気として漏れ出るが、それはベー
ルを揺らすだけで誰にも見えない。死してなお牧師のベールは真っ暗な棺の中で、鼻口から漏れ出る
腐敗ガスに揺れている。” 

“ あるいは──ケサリードと呼ばれるクワキウトル・インディアンが語るところによれば、本物の
シャーマンは笑わないのだそうだ。この話を聞くたびにわたしは想像する。誰も彼が笑っていること
に気づけないのだとしたら。別の言い方をすれば、目の前にいるあなたの向こうに隠されたものたち
に向けて彼は笑いかけており、それゆえに本物のシャーマンたり得たのだとしたら。ところで、一般
に知られるこのエピソードとは、ケサリードの語りを記録した人類学者フランツ・ボアズの報告を、
さらにクロード・レヴィ・ストロースが再び語り直したものである。” 

“ あるいは──デフォーの『ペスト』は、H.F.という馬具商人の観察記の体裁をとっている。H.F.と
はヘンリー・フォー、彼の叔父の名であるとも推測されるが、確かなことは何もない。ただ一つわか
るのは、デフォーはこの悪疫について自らの口を通じて語ることを選ばなかった、ということだけ
だ。これは、小説は事実より真なり、などといった警句ではない。だがしかしなぜわれわれは、存在
しもしない馬具商人の話を信じるのだろう？” 
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1-3-1.作品 概 要 101 

 所に設けられたゲノムシーケンサから得られる環境微生物の情報をもとに都市が発展し
各
た未来。そこでは病原微生物が増えづらく、強力な抗生物質の生成元にもなりうる「土」が
都市を覆い、乱気流を抑えるためにあらゆる建物が統合されていった。結果として都市は、
巨大な盛土にわずかな街路が塹壕のように掘り込まれた姿となっていた。そこでは空間が階
層化され、それぞれが古墳の室名で呼称される。「方違＜カタタガエ＞」や「物忌＜モノイ
ミ＞」と呼ばれる移動のルールが徹底され、定期的に「追儺＜オニヤライ＞」なる祭祀が執
り行われる。語り部はそんな太古の宗教になぞらえた都市の構成を微生物の観点から読み解
きつつ、街を放浪する。語り部は最後に、都市を管理する中枢機構がもはや不在となってい
る可能性をほのめかし、誰の意図も残っていない都市の中でひたすらに反復される儀式を眺
める。 

1-3-2.背景 設 定  

 三部は都市規模での微生物制御に重点が置かれた世界設定となっている。その結果とし
第
て、各所から収集された情報が「メインマシン102
 」と呼称される中枢的な処理系に集めら
れ意思が下達されるという、極めて中央集権的な都市構造が規定された。しかし物語の終盤
でほのめかされるように、作中の都市に本当にこのメインマシンが実在しているのかは定か
でない103
 。すなわち、本作の都市は「不在の中心」を戴くがゆえに逆説的に運動体として
成立している場所として設定されている。そしてこれは無論、「ほんらいの意味を失ったが
ゆえに残り続けるもの」の一例として作品内に位置付けられている。また時代設定として
は、微生物制御技術がそのピークを過ぎゆるやかに衰退していっている黄昏時に設定し
た104。これは無論、最盛期に確立された都市機構を人々が持て余し、過去の様々な規定が
形骸化していることを示すためである。 

客観的な作品紹介として、『 マガジン 年 月号』の本作冒頭に付された 編集部による
紹介文を以下に引用する。 疫病とそれにまつわる衛生観念は、時代とともに移り変わる。 世紀
ペストの時代 から現代、そして未来へと、 的想像力で微生物、人間、そして神のあいだの関わ
りを紡いでゆく。

この極めて抽象的かつ紋切り型の呼称は無論、後述する空虚なる「不在の中心」としての性質に
よるものである。 

“ かつて流行ったこんなくだらない話がある。都市の気流計算や有機情報の分析を行うメインマシ
ンは、街の中でも最深部に位置する。一方、密閉空間に近づくほど微生物群衆の変動はセンシティヴ
になるため、方違や物忌が多く発生する。ゆえに、これらメインマシンへと向かう人々は永久に都市
を放浪させられ、決してその最奥の玄室にはたどり着かないのだと。” 

“ ......有機情報の監視と分析による都市衛生管理が爛熟を極めた時代に考案されたものだが、もは
や形骸化して久しい。” 
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1-3-3.舞台 設 定  

 市の変遷そのものが主人公ともいうべき本作においては、都市の風景や機構を具体的に
都
描写する必要がある。本節ではこうした都市の風景がいかなる企図によって設定・創造され
たのかについて述べる。 
まず都市は「巨 大な盛土に掘られた塹壕にも似た形態」 として設定された。これは第一に
は作中でも述べられる「古墳のアナロジー105」を用いるためである。第二に、先述の
「「不在の中心」を戴く場所としての都市」を「主を失った墓所」に喩えて表現する意図も
ある。たとえば都市のメインマシンが位置する階層である「玄室＜クラキヤ＞」は、ほんら
いの古墳において王の遺体を安置する最奥の間として知られる。加えて第三に、本作を貫く
テキストでもあるデフォーの『ペスト』からエピグラフとして引用した「巨大な墓穴の底に
人が積み重なる光景106
 」をラストシーンに対してイメージ的に重ね合わせる効果も企図さ
れている。なお物語上の背景としては、土壌微生物の衛生管理における有用性107
 と都市の
気流計算の簡略化108
 といった社会的・技術的要請から古墳様の都市が誕生した、と設定し
た。 

1-3-4.儀式 デ ザ イ ン 設 定  

 作では架空の儀式のデザインを行った。実践1-0.では不潔恐怖というテーマを設定した
本
以上、物語を通じて微生物共生時代の不潔恐怖の在り方を探索する過程で、付随的に強迫行
為という儀式を導くことができた。一方、本作では儀式の反復性と形骸化がテーマとなって
いるため、それを探索するフィクション上の道具としてあらかじめ儀式をデザインする必要
“ わたしが歩き続けている街路は、一般的には【エンドウ｜羨道】と呼ばれる深度に属す。この街
は一見、土に埋もれた内部空間と外部空間たる街路に二分されているかに見えるが、実際にはその密
閉度に応じた、【ゼンテイ｜前庭】・羨道・【ゼンシツ｜前室】・【クラキヤ｜玄室】の4つの領域
から構成される。都市の入口や広場などは前庭、個々人の住居などであれば玄室の深度が一般的だ。
こうした、古墳になぞらえた呼称がいつから使われているのかは定かでない。” 

本作でエピグラフとして引用した箇所は以下のとおり。“ それはあまりに大きく、とても穴など
とはいえなかった。”─ ─ダニエル・デフォー（1973）『ペスト』著,平 井正穂（訳）、中公文庫、
p.111. 
これに続いて以下のように描写がなされる。”最初はこの深淵、つまり大穴を掘る時、人々は、この
くらいの大きさがあれば一ヵ月や二ヵ月は充分間に合うと考えていた。［...中略...］穴の出来上がっ
たのがたしか九月の四日だったと思うが、一日おいて六日にはもうどんどんこの中に死体を埋め始
め、ちょうど二週間後の二十日までには、死体一、一一四個を埋めたのであった。もうそれ以上死体
を入れると、地面から六フィートという規定に反することになった。人々は仕方なく土をかけねばな
らなかった。”─ ─同上.p.112. 

“ 都市と建築の変化は常に素材から始まる。2010年代から病原物質の残留時間が長いコンクリート
やガラスに代わる建築表面素材として、【傍点｜土】の可能性が指摘され始めた。多様な土壌微生物
群衆のエコシステムがつくる【ホメオスタシス｜恒常性】が病原微生物の増殖を抑制することに加
え、土壌細菌を用いることで、耐性獲得が困難な抗生物質を生成可能であることも相まって、都市表
面の有機土壌によるコーティングが進んでいった。” 

“ 個別のオブジェクトとして建築が立ち並ぶ景観は、それぞれの周辺に乱気流を発生させ、病原微
生物の滞留や気流予測の演算時間をいたずらに増加させる懸念へと繋がる。次第に都市建築は互いに
融合し、褶曲した巨大な土壁の群へと変貌していった。” 
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がある。なお作中でも言及されるが109
 、本作では既存の宗教的儀式の名称と構造からアナ
ロジカルに「微生物に働きかけるための儀式」を制作し設定した。これにはパロディによっ
て参照元の文脈性を活用し受容しやすくする意図もあるが、それ以上に過去の宗教的儀式が
廃れ、まったく異なる意味を付与されることで奇形化しながら蘇っている、という状況を設
定する意図が大きい。これによって「儀式の形骸化」という本作のテーマへと物語が接続さ
れる。以下では作中に登場させた二種類の儀式についてその概要を述べる。 
第一に「方違＜カタタガエ＞」、「物忌＜モノイミ＞」を1セットとする儀式を設定し
た。方違は目的地の方角に特定の方位神がいる場合に行われる陰陽道の儀式であり、具体的
には一度別の方角に出掛け、そこで駐留したのちに改めて目的地に向かうことで特定の方位
を犯さずに移動を可能とした。一方、物忌は神事の前などに不浄を避けるために移動や飲食
を慎むことを指す。本作ではこれら二つの儀式を「都市における移動ルートとタイミングを
調節することで災いを回避するプロトコル」として解釈し、センシングデータが示す感染症
リスクを回避するための移動補助として位置付けた110
 。 
第二に「追儺＜オニヤライ＞」を設定した。追儺は大陸から伝わった鬼を祓う儀式であ
り、平安時代に宮中で盛んに行われていた。方相氏と侲子、儺人と呼ばれる者たちが内裏か
ら都の外へと鬼を追い出してゆく形をとる。その後宮中行事としては衰退するものの、追儺
という名称自体は広く流布し、節分を含む鬼を追う儀式全般を指すようになった。本作では
この儀式を「都市空間を集団で移動することで災いを排除するプロトコル」として解釈し、
移動ルート管理によって生じる都市の微生物群集の偏りをリセットするために行われる集団
接触／移動のプログラムとして位置付けた。 


1-4.省察 

 上、本作の全体像に関してその制作プロセスや意図を明示しながら辿ってきた。まず、
以
第一部・第二部における議論とそこから提起された仮説を概説した。そしてその仮説を物語
を通じて探索するパートとして第三部を位置付けた。その上で第三部の背景設定・舞台設
定・登場する架空の儀式といった要素に関して、その制作プロセスと逐次的な意図を省察し
た。ここでは結果的にこの物語全体がいかなる探索を達成したのか／しなかったのかを振り
返る。 
“ しかし基本的に彼ら──都市管理者──は太古の宗教的設備や儀礼のメタファを採用したがる傾向
にあるし、システムの発想自体もアナロジーの多くをそこに求めているように見受けられた。” 

“「
 天一在西方」。今日何度目かの通知に苛立った声を返す。「大徳威徳功徳自在通王仏」。ルー
トが再構築され、わたしは横道へと入っていく。 
流体シミュレータと定点ゲノムシーケンサがリアルタイムで街路の空気状態を描出し、それをもと
に目的地までの経路が提案される。病原体が一定濃度以上で検出されるか、微生物多様性が一定以下
になった場合、一時駐留の勧告を表す【モノイミ｜物忌】、もしくは迂回路を再構築する【カタタガ
エ｜方違】が行われる。” 
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2 -2-3.の冒頭で触れたように、第三部は第一部・第二部を経て提起された「ほんらいの意
味を失ったものはそれゆえに高い拡散性と改変受容性を帯び、限りない反復を繰り返すた
め、結果として世界に遍在しうる」という仮説に対し、「儀式」という範囲において思考実
験を行うものとして位置付けられる。
結果的に本作では、既存の宗教儀式を微生物という観点から換骨奪胎したアイデアが複数
提示された。ここで特筆すべきは、本作における都市の「解説」はすべて語り部による推測
の域を出ないことである。すなわち、本作に登場する儀式はその姿形も意味も今現在わたし
たちが知っているものからは変わり果ててしまっているが、それが恣意的な意味づけなの
か、儀式の形式に内在していた真の意図の発掘なのかを判別することはできないのである。
これはまた「不在の中心」を戴く都市という舞台装置によってさらに補強された。 
ここから、儀式の形骸化とはその形式＝行為の保存であると言える。そして形式性が保た
れることに儀式の本質を見出すならば、形骸化とは形式性の定着と無意識的な実行の可能を
意味することとなり、むしろ儀式としては純化されているとも解釈できる。また反復性は行
為の形式性を洗練する一方で、意味内容の伝達ミスや解釈ミスを誘発させる要素だとも言え
る111。 


1-5.作品ⅰに対する社会的反応 

 研究の重要な達成に「儀式を通じて微生物と関係性をとり結ぶ」という世界観の提示そ
本
のものが存在することは間違いがないだろう。それゆえに、これらの作品において提示され
た世界がどの程度の強度や魅力を持っているのかを見ておくことは、本研究全体の論として
の強度を担保する上で有効である。すなわち、SFマガジンという比較的「社会訴求力の高
い」媒体によって本研究の世界観が頒布されたこと自体が、研究に対する一種の評価として
機能しうると言える。 
ここではSNSや個人のブログにおいて作品ⅰについて言及しているもののうち代表的なも
のを引用し、本作がどのように研究コミュニティ外で受容されたのかを検討する。 

ただ、今号でもっとも刺激を受けたのは別のページだった。青山新さんの「Re:Re:
Enchantment」。評論として掲載されているけれど、優れた創作でもある。青山さ
んとは一度だけ会って話したことがあり、どういうテーマについて考えているのか
は知っていた。でも、この作品には本当に度肝を抜かれた。 
本論から逸れるため脚注に付すが、本作の末尾に引用されたテキストについても触れておきた
い。これは"TheRoutledgeHandbookofMobilities"に収められたStephanieLavauによるテキスト”
Viruses”の一節を自動翻訳サービスであるDeepL<https://www.deepl.com/translator>で翻訳したもの
であり、原文は以下のとおりである。”Theyaresimultaneouslytransportedandtransporter,borne
andborn.”こ
 れを見てわかるように、DeepLによる訳は原文の一節が「過剰に反復される」バグを
「偶然」生じている。 
111
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内容は一見すると難解ながら、構成はすっきりとしていて文章も面白い。たった4
ページにぎっしりと論が詰まっている。デフォー『ペスト』の疫病のイメージを経
由してコロナ禍の現実から言語の世界に滑らかに移行し、そこで微生物、宗教、魔
術といったモチーフを互いに接続する。そして残り半分の分量を使って、古代と未
来が重なり合う巨大なSF的想像力を立ち上げている。 

僕が最近『WIREDVOL.37』に寄稿したSFプロトタイピング短編や、今進めている
長編『牛泥棒』（仮）にも一部で通じる内容ながら、その自由自在なイメージの連
関に圧倒された。 
──津久井五月（SF作家）112 

SFマガジン、批評もヤバイな。青山新「Re:Re:Enchantment」はあまりにもかっ
こいい。これはジャンルを問わずただひたすらかっこいい文章が読みたい人は必読
でしょう。 
──樋口恭介（SF作家）113 

青山新さんの「Re:Re:Re:Enchantment」は「アブラカダブラ」のおまじないをウ
イルスに準えるところから出発し、薬剤耐性菌危機がキリスト教的衛生管理パラダ
イムの終焉を告げたという認識を経由して、中未来の墳墓様都市を生々しく空想し
ていた。 
──飛浩隆（SF作家）114 

購、青山さんと木澤さんの評論めちゃおもろかった 
──@shshkn7001 15 

青山新「Re:Re:Enchantment」、リモート読書会で悶えながら読んだ。見開き
たったの2ページにぶん殴られて二人して呆然としてしまった。機能から独立した他
津久井五月（ ）「 マガジン 月号、読んでくれ」
月 日）
樋口恭介の より引用
： 年 月 日）
飛浩隆の より引用
： 年 月 日）
の より引用
（閲覧日： 年 月 日）
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113      Twitter    <h
 ttps://twitter.com/rrr_kgknk/status/1276153379954319360>
  
2021 7 20


114     Twitter    <h
 ttps://twitter.com/Anna_Kaski/status/1280130955319992320>
  
2021 7 20


115 @shshkn700 Twitter    <h
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（閲覧日：

年

（閲覧日

（閲覧日



者の内包、顔を持たぬ超越的な語り、人類の主観的には「意味」を失った儀礼、一
見バラバラに見える断片が全てパラレルに配置される構成は圧巻 

読みながら『利己的な遺伝子』を思い出す。人間の(近代的・科学的な?)知性の外側
にある存在として微生物・ウィルスが位置されて、その超越性が神と結び付けられ
る。いやコレどんな蓄積を経た人がこんな文章書けるんだ？と思ったら歳が同じで
二重に愕然としたわ… 

わずか見開き2ページにぶん殴られる読書体験を人と共有できたのはなかなかサイ
コーだった。まず小見出しが"アブラカダブラ"、"無貌の神"、"Re:Re:Re:Re:
Re…"なので、一体コレはどこにたどり着くんだ？？とか思いながら読み進めて、
「あるいはー」が出てくるたびにマジか…マジか…と頭抱えてた 
──@Justasec_tea1 16 

青山新「Re:Re:Enchantment」読みながら発狂してめちゃくちゃ消耗してしまっ
た(面白すぎるし密度が高すぎる) 

青山新「Re:Re:Enchantment」、Ⅰ・Ⅱの知識量どうなってるんですかね…… 
「アブラカタブラ」「遺伝子情報」「涅槃」……と繋がっていくとこでブチ上がっ
てしまった 

青山新「Re:Re:Enchantment」、Ⅰ、Ⅱで提示された内容をⅢで承けて未来を想
像していくの強烈で唸りました。 
「CultivateからCultへ」を警句じみた胡散臭さと評するあたり、「withコロナ」へ
の批評性もあるように感じられました。 
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年 月 日）

 上のように作品ⅰがSF作家をはじめ、雑誌購読層に読まれたことがわかる。その読解
以
の多くがおおよそ本作の企図したものと合致しており、情報伝達が比較的高精度で行われた
ことがわかる。 


小括

1-6.   

 上のように本作は、微生物という視点を導入することによって、儀式の形骸化や反復性
以
によって達成されるある種の洗練について、物質性と非物質性の両面から思索をおこなった
とまとめられる120
 。 


2.作品ⅱ：「オルガンのこと」 

 作は『SFマガジン2021年6月号』に短編として掲載され、のちに文庫版の『異常論
本
文』にも収められた作品である。本作は「脳腸相関（brain-gutinteraction）」をそのテー
マとしており、作品全体は冒頭の断章を含む六部構成となっている。 
以下では本作の概要を述べたのち、登場する各要素がいかにして選択・創造され、それが
何を企図したものであるのかを順に解説していく。これによって本作の部分と全体の関係性
が明示される。なお作品に関しては商業出版物のため全文を付すことは控えるが、適宜本論
での参照箇所を脚注に引用する121
 。 


2-1.作品概要122 

 つて先天的疾患によって腸を失った「ぼく」は、微生物群集制御技術の確立のための被
か
験者として「腑術＜アルソーム＞」なる人工臓器を移植され、一命をとりとめた。 
時が経ち、都市の微生物制御が一般化された時代。「ぼく」は腑術の深層学習のためにド
ナーの便を直腸に注入する。「ぼく」は自分の腸内と都市がデータベース上で接続される感
覚に自己と都市の境界線を見失い、街をさまよい歩く。その夜「ぼく」は夢の中で顔のない
“ わたしたちは儀礼に参加し、微生物たちを神として聖別する。しかしその行為は同時に彼らを受
肉させている。ゲノムは反復され、ミームは反復され、儀礼は反復される。” 
以下、「2.作
 品ⅱ：「オルガンのこと」」内の脚注のうち、イタリック表記のものは特記ない限
り「オルガンのこと」からの引用。なおルビは以下の形式で書き下されている：【ルビ｜本文】。 

客観的な作品紹介として、『SFマガジン2021年6月
 号』の本作扉に付された樋口恭介による紹介
文を以下に引用する。”サイバーパンク的なガジェットによって微生物が制御される世界の中で、本
作の語り手は、謎のロッドを肛門に突き剌しながら漢文を諳んじる。引用文献は多岐にわたり、話は
都市から直腸へ、細菌から建築へ、そして声と生命の本質（情報）へと縦横無尽に飛び回る。オルガ
ンとはむろん、楽器であり内臓のことであり、それは外から内に向かって響く音であり、内から外に
向かって蠢く細菌たちのことである（と読める）。おそらく本特集中で情報の振り幅が最も大きく難
解な作品だが、異常な字面のオンパレードに必ずや甘美なめまいを覚えることを約束する。” 
120
121

122
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「彼女」に出会い、脳と腸を巡るさまざまな神話的妄想を語られる。「彼女」がかつて失わ
れた自分の腸であると確信した「ぼく」は、腑術を通じて自分の腸内微生物群集のデータを
都市へとアプライし、街そのものを腸へと変えることで「彼女」を受肉させようと試みる。 
都市の壊乱と混迷ののち、「ぼく」は夢で見た覚えのある聖堂を訪れる。そこで「ぼく」
は脳と腸、イメージと物質、意味とかたちをつなぐものとしての「声」の存在に気づく。扉
の向こうから聞こえるオルガンの音色に合わせて「ぼく」は口を開く。 


2-2.背景設定 

 作はこれまでの二つの実践と比較すると、極めて抽象的かつ暗示的なかたちで本研究の
本
主題と関係している。作品ⅰ.は直接的に儀式の性質を、実践1も強迫行為という広義の儀式
を作品の主題に据えていた。では本作の主題である脳腸相関はいかなる形で「都市と微生物
と儀式」という系に関係してくるのだろうか。 
本節では、物語内部の背景設定とともに、物語自体の背景をなす主題の解釈やそこから展
開される物語の構造についても概説する。これによって、本作が身体を比喩的に用いて、都
市における人と微生物の儀式を介した交わりについての見取り図を提起しようとしているこ
とが理解されるだろう。 
そもそも脳腸相関とは、脳と腸が種々の情報伝達系（ホルモン、サイトカイン、自律神経
など）を介して双方向に影響を与えることを指す。近年では、腸内環境を構成する微生物群
集の働きもこれに深く関連していることが示唆されている123
 。また本論の1-5-2.で触れた
ように、動物の社会的行動の発達が消化管内の微生物群集と相関関係にあることが示されて
いる。こうした研究から敷衍するに、腸内の微生物環境の変動を通じて、わたしたちのイ
メージや社会行動、ひいてはそれらの総体として立ち上がる都市がゆらぎ続ける世界観が浮
かび上がる124
 。本作では、腸内微生物群集のゆらぎの視座から都市における人々の意識や
行動の移ろいを眺めることが意識される125
 。 
こうしたさまざまなレイヤーのゆらぎの同期を自律的な循環系として見るならば、以下の
ようなモデルが考えうるだろう。すなわち、腸内微生物群集の変化が意識変容へとつなが
123

たとえば以下を参照。

        
Willyard,C.Howgutmicrobescoulddrivebraindisorders.RetrievedJune
28, 2021.fromh
 ttps://www.nature.com/articles/d41586-021-00260-3 
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暗闇に包まれた都市をただ一人放浪する者たちにとって、自分と都市とを分かつ境界などは存在
し得ない。暗闇に研がれた彼らの知覚は都市へと溶け込み、誰もが都市とは自らのことを指すのだと
信じて疑わなかった。都市のあらゆる場所で、部分が全体の夢を見ている。遠く距離によって隔てら
れているはずの人々が、その認知において或る夢の層を共有している。遍在する知覚システムとして
の個が同期することで一つの都市の像が結ばれる。彼らは分かたれているがゆえに同じ夢を見る。た
だし暗闇の都市に暮らす者たちに目蓋はなく、睡眠と覚醒の別はないという。
そのため文章表現においてもある種のスキゾフレニア性が意図されている。本作ではあらゆる話
題から連想が広がり、その連想がいつの間にか行動原理へと転換されることで、客観的には極めて不
可解な物語展開がなされる。
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り、その結果社会行動のパターンが変わる、これによって移動や接触のパターンが変化し、
再び腸内微生物群集が変化する、という系である。ここにおいては、意識と物理世界を接続
する社会行動パターンの存在が鍵となる。そしてこれは本研究における儀式の概念に包括さ
れうるだろう。 
本作では意識の位相を司るものとして「脳」を、微生物群集の位相を司るものとして
「腸」を位置付け126
 、これら二つをバイパスする行為＝儀式の位相の在り処をその身体の
中に探索する。すなわち本作は、身体というモデルを通じて、わたしたちを取り巻く都市と
微生物と儀式の構造を相似的に提示することを目指す。 
結果的に本作では「喉」あるいはそこから発される「声」が行為＝儀式の位相として提起
される127
 。これは第一に、作中でも言及されるとおり、言語が脳の産物である一方、それ
を発話する声帯は腸と繋がった迷走神経によって支配されているという、物理的な合流点と
しての性質による128
 。第二に、発話は意味内容の伝播を担うが、それが声というメディア
による以上、不可避的に空気や唾液そしてそこに含まれる微生物を伝播する。すなわち実践
1-1.で述べたような、ミームとゲノムが相互に織り込まれた存在として声（ひいてはそれに
よるコミュニケーション）が位置付けられる。この性質はこう言い換えることもできるだろ
う。言語コミュニケーションには不可避的にゲノムの伝播という非言語コミュニケーション
が内在している、と129
 。
続いて、本作の物語内部における背景設定について触れる。実践1.と作品ⅰ.はともに住
宅建築や都市を舞台としていたため、これらに対してSF的想像力を機能させることで物語
が先鋭化されていった。しかし、本作では都市や建築の物質的なデザインに関してはほとん
ど明示していない。これは、本作が自分の身体内部へと探索を広げることでアナロジカルに
外界を理解する構成を取るためである。加えて、本作では具体的なSF操作によって実質的
に腸内環境と都市環境が接続される130
 。世界を入れ子状の構造とみなしてミクロの探索を
“ 人間は受精卵がふたつに分裂する瞬間にその運命も分岐する。片方の細胞は外胚葉として脳を含
む神経系へと変じ、もう片方は内胚葉として腸を含む消化器系へと変ずる。ぼくがぼくのはじまりに
手を離したもう一人はそのままどこかへと消えてしまった。ぼくは失われた片割れを、腸のみをもつ
片割れを探していまだにこの世界を放浪している。彼女はぼくが他人の糞便を取り込んだ時にのみ、
それを依代にして夢の中に像を結ぶ。” 

“ 頭と腸の間にあるもの、それは喉に他ならないじゃないか。” 

“ ヒトの発話を司る声帯の運動は、腸から繋がる迷走神経の支配下に置かれている。脳がつくりだ
した言語は、腸の助けを借りてはじめて声として受肉する。” 

“ 受肉、それは比喩ではない。ヒトが口から吐き出す空気と水と微生物の混合物こそが声であり、
そこではミームとゲノムが融け合っている。 
すなわち声とは複数の次元にまたがる情報体である。 
頭と腸、ヒトのはじまりに分かたれた二つの路がふたたび交差するとき、あなたはぼくの声を聞い
ている。” 

“ ぼくの【インナースペース｜腸内】のさざめきは【vivolioteca｜有機情報圏】を通り抜けて、
【アウタースペース｜外界】へと響き渡る。同時に、【アウタースペース｜外界】で取得されたあら
ゆる有機情報の学習成果が、ぼくの【インナースペース｜腸内】へと反映される。” 
126

127
128

129

130
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通じてマクロを相似的に理解することは古くから行われていたが、そこに実質的なリンクを
仮構することはSFならではのアプローチといえる。このように、身体内部と都市の間にリ
ンクが張り巡らされた環境を設定することで、体内環境のミクロな物語をアナロジーと現実
双方の位相においてマクロな物語へと敷衍させることが企図された。 


2-3.デザインオブジェクト設定 

 節では、作中に登場しその世界観を表象する種々のオブジェクトのうち、特に重要なも
本
のについて触れる。 
前節で述べた身体内部と都市をつなぐリンク構造のうち、物語内で実際にインタラクショ
ンが行われるオブジェクトとして「腑術＜アルソーム＞」がデザインされた。これは実践
1-0.でデザインされた微生物共生住宅の壁面のような、微生物群衆のバランスを調節可能な
機構を人工臓器へと敷衍し、身体内部の微生物環境にまでその範囲を拡大させるものであ
る。ただし物語上ではこの関係性は逆転しており、都市環境の微生物群集を制御するための
実験として、腸内環境の制御が行われたと設定した。これは無論、「ぼく」が都市のための
供儀としてその身体を提供したことを明示するためである131
 。これによって、「ぼく」が
都市に住まうと同時に、作中の都市は「ぼく」の腸内環境の落とし子であるという複雑な包
含関係が形成された。これは終盤における都市を腸へと書き換えようとする「ぼく」の行為
の布石となる。すなわち「ぼく」の行為はある種の先祖返りとして解釈される。 
また、この腑術とのインタラクションのために「家庭用内視鏡＜ロッド＞」をはじめとし
たいくつかのオブジェクトがデザインされた。とりわけこの家庭用内視鏡は、冒頭の糞便移
植による微生物群衆の「学習」のシーンを構成する中心的なオブジェクトである132
 。この
学習は、いわゆるベアバッキング133
 を直接的なインスピレーション源とし、破滅と隣り合
“ 膨大な微生物とその副産物を含む有機情報を取り扱い、流動的に変化する微生物組成の中で単位
環境ごとの自己認識を行う免疫系を運用する──いわずもがな腸内はこの難題のための最適な実験環
境であり、すなわちそれはぼくの【アルソーム｜腑術】治験のはじまりを意味した。精緻にその機能
を再現された人工消化管がまたたく間に開発され、その最内壁がメンブレンに覆われる。［...中
略...］生活環境に比較しても桁違いの多様性を持つ腸内微生物群集を維持・管理するための技術的達
成は必ずやあらたなる時代の公衆衛生の礎となるだろう、というわけで、要するにぼくはこの【アル
ソーム｜腑術】と引き換えに、あまねく世界に供物の如くこのはらわたを晒している。” 

“ 白鳥の首に似たなめらかなロッドが肛門を押し開き直腸を進む。十分な深さにロッドが到達した
ことを確認したぼくはカートリッジのパッキングを破り捨てる。MD-KOT-001、学習用の献便を示す
識別番号が刻印されたカートリッジを装着して一気にトリガーを引く。噴火。下腹部がじわりと熱く
なり、自分の臓腑が急速に実在感を帯びて立ち上がってゆく。腸壁が演算を開始する。［...中略...］
肛門からロッドを抜き去ると、学習データの廃液とともに幾欠片かの大便が便器にこぼれた。深く息
を吐くと全身がじっとりと汗ばんでいるのに気づき、続いて痙攣する両脚が目に入る。ほんの数分程
度の学習はいつも異様な陶酔を伴った神話的時間に引き伸ばされて感じられた。” 

意図的にコンドームなしで行われるゲイセックスの俗称。特にHIVの感染を企図して行われるも
のが有名。 
131

132

133
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わせの微生物を通じた他者とのコミュニケーションとそれに対するフェティシズム134
 を表
135
現した 。 


2-4.キャラクター設定 

 作ではまず、脳と腸を人格化するかたちでキャラクターを設定した。疾患によって腸を
本
失った「ぼく」を「脳」、夢に現れる「彼女」を「腸」にそれぞれ対応させた。これによっ
て、キャラクターの言動や行動の操作を通じて主題となる「脳と腸の関係性」を暗示的に語
ることが可能になる。 
繰り返しになるが本作は身体内部の探索が主となるため、上記以外の登場人物はほとんど
設定されていない。しかし例外的に二部の「放浪する装飾」では、作中の都市の状況を暗示
するために「授粉者＜ポリネータ＞」が登場する136
 。これによって、都市の微生物多様性
への市民の貢献がいかなる形で経済へと組み込まれているのか、といった社会的背景が明ら
かになる137
 。また同時に、授粉者の放浪や「ぼく」の学習がもはや形骸化していることを
指摘する形で、当初は「ぼく」や市民との直接的なインタラクションの中で育まれていた都
市がいつしか自律駆動していることを示した138
 。これによって「ぼく」や授粉者の行為が
単なる合目的的で明瞭なインタラクションではなく、不明瞭で祈りの実行に近い儀式として
昇華されていることが示される139
 。またこれによって読者は、「ぼく」の行為が本当に都
ベアバッキングに対する分析は様々な角度からなされているが、ここで着目した視座においては
たとえば以下を参照。レオ・ベルサーニ,ア ダム・フィリップス（2012）『親密性』檜垣立哉
（訳）、洛北出版 

“ しかし、【ロッド｜家庭用内視鏡】による直腸法がいまだに根強い人気を誇っているのもまた事
実だ。理由は今見せたとおり。顔も知らないドナーとの微生物を介したコミュニケーション──しか
もそれはぼくの腸内環境に不可逆的に変化を要請する。誰の手で何に変えられるのか、何もわからな
いままにトリガーを引く。恐怖と陶酔。学習後数日間は目に見えて体調が変化する。頭痛、躁鬱、あ
る種のアレルギー。それらとの間にどんな因果関係があるのかは知らないが、わからないでいた方が
ぼくにとって都合がいいであろうことは確かだった。” 

“ 街路の奥に人影が現れ、ぼくはその風貌にも既視感を覚える。いや、デジャブではない。つい
さっきすれ違った男だ。この時間帯はどの街路にもひとりふたり人影が見え、そのいずれもが呆けた
ように無目的な足取りをしている。【ポリネータ｜授粉者】だ。” 

“ 彼らは街路を往来することで自分の身体の有機情報を振りまき、建築表皮に学習データを提供す
る。そしてその見返りとしていくばくかの住環境制御コストの減免を受ける。誰しもが日常生活に付
随して受けている還元措置ではあるが、学習データが不足しがちなこうした隘路を中心に徘徊して高
利を得ようとする彼らのような存在は【傍点強調｜今でも】一定数いるらしかった。” 

“ 多様性安定度の高い常在微生物群集パタンがライブラリ化されるにつれて、都市の建築表皮はリ
アルタイムのパタン生成をやめ、適切なライブラリストックの引用・再現へと移行していった。計算
資源の節約を考えれば当然の進化であり、緊密な環境有機情報の収集と反映、もしくは【ガーデニン
グ｜微生物叢編集】ツールによる住環境の積極的なデザインが目指されていたのはもはや遠い昔のこ
とと言ってもよかった。” 

“ 【ポリネータ｜授粉者】たちの放浪にもぼくの【アルソーム｜腑術】にも、もう当初の意味など
残っていない。それでも彼らは日々街をさまよい、ぼくはロッドを肛門に突き立て続ける。” 
134
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市に影響を与えているのか／「ぼく」は都市から本当に影響を受けているのか、を信じるこ
とができなくなる。こうした物語世界のゆらぎ──言うなれば「不信の停止(suspend
disbelief)140」ではなく「不信の行使(dependdisbelief)」──によって、本作は読者に常に
イメージや思い込みとその実現に対して注意を向けさせることを企図した。 

2-5.省察 

 上、物語の背景設定・登場するデザインオブジェクト・登場するキャラクターといった
以
要素において、その制作プロセスと逐次的な意図を省察した。ここではそれらの総体として
の物語がいかなる探索を達成したのか／しなかったのかを振り返る。 
先に述べたとおり本作は「身体というモデルを通じて、わたしたちを取り巻く都市と微生
物と儀式の構造を相似的に提示すること」を目指したものだった。 
結果的に本作は＜脳ー声ー腸＞という三者の関係性を＜意識ー儀式ー微生物＞にそれぞれ
対応づけ、その構造を探索した。 


2-6.作品ⅱに対する社会的反応 

 品ⅰと同様に、SFマガジンへの掲載とそれを通じた世界観の拡散そのものが本研究の
作
評価として機能しうる。 
ここではSNSや個人のブログにおいて作品ⅱについて言及しているもののうち代表的なも
のを引用し、本作がどのように研究コミュニティ外で受容されたのかを検討する。 

青山新さんの「オルガンのこと」からはレム・コールハースの『錯乱のニューヨー
ク』を連想しました。あれもSFであり、異常論文では？ 
──田中純（批評家）141

青山新「オルガンのこと」腸と都市をトポロジーでつなぐSF詩という感じで、かな
り良かったな。 
──酉島伝法（SF作家）142 
140

Bosch,T.(2012).Sci-FiWriterBruceSterlingExplainstheIntriguingNewConceptofDesign
Fiction.RetrievedJune25,2021from 
https://slate.com/technology/2012/03/bruce-sterling-on-design-fictions.html 
        ”suspenddisbelief”       
                  ”
willingsuspensionofdisbelief”          
   
     


141     Twitter    <h
 ttps://twitter.com/tanajun009/status/1388819965097123842>
  
2021 7 20


142      Twitter    <h
 ttps://twitter.com/dempow/status/1388163784586371076>
  
2021 7 20


なお本論文ではこの

という言い回しを、演劇や小説において一般的に使用される
に準ずるものとみなし「不信の停止」の訳を当てた。
田中純の より引用
（閲覧日
： 年 月 日）
酉島伝法の より引用
（閲覧日
： 年 月 日）
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青山さんのは今読んでるところですか、「わだつみ」のルビでもうやられたという
感じ。 
若い人には敵わない。 
──飛浩隆（SF作家）143 

青山新という人は、若い書き手の中ではトップクラスに怪文書レベルが高い書き手
だなあ。これは本当にすさまじい。素面で『裸のランチ』やってる(お昼頃届いた異
常論文を再読しながら) 
──樋口恭介（SF作家）144 

木澤さんと青山さんのは、批評言語による詩だね。 
──倉数茂（作家）145 

青山新「オルガンのこと」、異様にエロいな……。論文というより小説調なのに
「この人これ本気で言うとるな」という圧があるので正しく異常論文なんだろうな
と納得してしまう。ちなみになんか読み覚え(読み覚え？)あるぞとおもったら「Re:
Re:Enchantment」のひとだった（あれもヤバかった） 
──@kamiushi1 46 

青山新「オルガンのこと」（『SFマガジン』2021-6）読了。腸と都市を往還し、自
他のあわいが薄れ行く、様々な幻想文学を想起させる作品。 
──@betweendice1 47 

「異常論文特集」第四作青山新「オルガンのこと」読了。格好いいなあ。 
飛浩隆のTwitterより引用<h
 ttps://twitter.com/Anna_Kaski/status/1387033539128954880>（閲覧日
：2021年7月20日） 

樋口恭介のTwitterより引用<h
 ttps://twitter.com/rrr_kgknk/status/1364587304908562438>（閲覧日
：2021年7月20日） 

倉数茂のTwitterより引用<h
 ttps://twitter.com/kurageru/status/1384799823593803776>（閲覧日：
2021年7月20日） 

@kamiushiのTwitterより引用<h
 ttps://twitter.com/kamiushi/status/1386050480057421825>（閲覧
日：2021年7月20日） 

@betweendiceのTwitterより引用<h
 ttps://twitter.com/betweendice/status/1386539387639398400>
（閲覧日：2021年7月20日） 
143

144

145

146
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──@tuorua98761 48 

sfマガジン異常論文特集、よい。。。 
青山新さんの「オルガンのこと」が美しすぎて吐きそう。 
──@XzxgtmHm1 49 

SFマガジン「異常論文特集」。まだ途中だけど、青山新「オルガンのこと」、著者
のことをちょっと心配するくらいキマりきった怪文章なんだけど、読後にわけのわ
からない法悦に包まれる。肛門に棒を突っ込む男の話がなんでこんなに神々しくな
るんだ。 

「オルガンのこと」のことをまだ考えている。「この世に偏在したい」という欲求
を描くフィクションは色々あるし、SNSでバズりたいというのもそういうミーム繁
殖欲みたいなものなのかもしれないが、まさか自身の腸内生物環境をそのまま都市
に転写して都市そのものを懐胎したいなんて発想を形にするとは 
──@iketa0911 50 151
 

異常論文特集のオルガンのこと、めちゃくちゃやばくないですか？ 腸内細菌サー
ガなんだが 
──@aze_michi1 52 

面白いと断言するには難解だったけれど『オルガンのこと』も印象に残った。多分
私はこういう文章が好きなんだと思う
──@shiokaze_rin1 53 

@tuorua9876のTwitterより引用<h
 ttps://twitter.com/tuorua9876/status/1386593104455602180>
（閲覧日：2021年7月20日） 

@XzxgtmHmのTwitterより引用<h
 ttps://twitter.com/tuorua9876/status/1386593104455602180>
（閲覧日：2021年7月20日） 

@iketa091のTwitterより引用<h
 ttps://twitter.com/iketa091/status/1387007436578385920>（閲覧日
：2021年7月20日） 

@iketa091のTwitterより引用<h
 ttps://twitter.com/iketa091/status/1387077005913382912>（閲覧日
：2021年7月20日） 

@aze_michiのTwitterより引用<h
 ttps://twitter.com/aze_michi/status/1387679754380218373>（閲
覧日：2021年7月20日） 

@shiokaze_rinのTwitterより引用<h
 ttps://twitter.com/shiokaze_rin/status/1388463996550803456>
（閲覧日：2021年7月20日） 
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やっと異常論文買えたんだけど、青山新「オルガンのこと」、やばくね？？？ 
直腸と都市が行き交い、細菌で他者とつながる。人が汚れと呼ぶものの美しさに
涙、でてくる。 
他の作品も読みたいです！ 
──@pndyk771 54

「オルガンのこと」という胃腸計劃。何が起こってるのか、さっぱりわからないの
に、強烈な絵面だけはイメージできる。「こいつ直接脳内に・・・！」的な異常論
文だった。漢字のパワーがつよい部分とか、酉島伝法っぽいかも。 
──@Bunluck06271 55 

青山新「オルガンのこと」はサイバーパンク詩って感じだが、その内臓感覚から広
がっていく目眩く言葉の海で溺れそうになりながら泳いだ。 
──@mebako5051 56 

架空論文SFテーマに期待していたような作品は柴田さん、陸さん、柞刈さんから出
てきて、感性が反応する「異常」は青山さん、木澤さん、いぬのせなか座さんの文
章でした。リアリティとホラーの周辺に秘訣がありそうですが謎。 
──@biotit1 57 

「オルガンのこと」はもはや小説だけど面白かった 
腸の話が壮大に広がっていく様に引き込まれる 
──@galaxyMM_hp1 58 

SFマガジン6月号の異常論文特集、面白い。特に青山新さんのオルガンのこと、ヤ
バすぎ！腹腔に広がる腸海(わだつみ)からバタイユのアセファル(無頭人)への展開、
常軌を逸してます。 
@pndyk77のTwitterより引用<h
 ttps://twitter.com/pndyk77/status/1388528418803785732>（閲覧日
：2021年7月20日） 

@Bunluck0627のTwitterより引用<h
 ttps://twitter.com/Bunluck0627/status/1392681939199401991>
（閲覧日：2021年7月20日） 

@mebako505のTwitterより引用<h
 ttps://twitter.com/mebako505/status/1397598422341885956>
（閲覧日：2021年7月20日） 

@biotitのTwitterより引用<h
 ttps://twitter.com/biotit/status/1398609138423255043>（閲覧日：2021
年7月 20日） 

@galaxyMM_hpのTwitterより引用
<https://twitter.com/galaxyMM_hp/status/1404100982464647171>（閲覧日：2021年7月20日） 
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──@gPq9HHR03dSZqzF1 59 

読んでいたら、異常論文内に拙論が傍論として紹介されていて吹いた。 
──中谷礼仁（建築史家）160 

 上のように作品ⅱではSF作家に加え、作品内で引用・言及した存命人物本人にも広く
以
読まれていたことがわかる。加えて作品ⅰに比べ作品ⅱでは（身体）感覚的（「エロい」
「格好いい」「美しすぎて吐きそう」「法悦に包まれる」など）な感想が多く見られた。こ
こから本作が高精度な情報伝達ではなく、イメージの相似性による直感的なテーマのインス
トールを達成していた可能性が示唆される。 


小括

2-6.   

 上のように本作は、＜脳ー声ー腸＞という三者の関係性を＜意識ー儀式ー微生物＞にそ
以
れぞれ対応づけ、その構造を探索することで、相似的に広がる人と微生物の関係性を表現し
たとまとめられる161
 。 


159

の

より引用

@gPq9HHR03dSZqzF Twitter    
<https://twitter.com/gPq9HHR03dSZqzF/status/1416076038811967492>
   2021 7 20


160      Twitter    <h
 ttps://twitter.com/rhenin/status/1405461099156103168>
   
2021 7 20


161               
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63 pp.193-209. 


（閲覧日：

年 月 日）
（閲覧日：

中谷礼仁の より引用
年 月 日）
本論から逸れるため脚注に付すが、本作の末尾に引用されたテキストについても触れておきた
い。これはジョルジュ・バタイユ『有罪者 無神学大全』所収の「ハレルヤ ディアヌスの教理問
答」の一節である。引用部は無論、物語本文の結末部分で口を開いた「ぼく」のその後の絶唱を想起
させるために配置されたテキストである。ここでは加えて、吉田（ ）における「ハレルヤ」へ
の指摘を見ておきたい。吉田は間主体性
という言葉を用いて、「私」と「君」が交
換され合いながら相互に相手の存在を成り立たせている関係性に言及している。そしてその特異な例
として「ハレルヤ」を挙げる。「ハレルヤ」において「私＝ディアヌス」は「君＝バタイユの妻ディ
アーヌを思わせる女性」に語りかけるが、同時にディアヌスとはディアーヌの異形であり、ここにお
いて「私」と「君」はどちらが「ディアヌス」でもありうるという、主客が振動し続ける関係性を成
していることがわかる。さらにこの「ディアヌス」とはローマ神話における森の王の名であり、先代
のディアヌスを殺した者がその名を受け継ぎ続けるきまりであったことを参照しながら、供儀におい
て執行者と犠牲が交換可能な重ね合わせ状態にあることを指摘する。そしてこれらの読解から、バタ
イユが著者と読者がともに執行者かつ犠牲でありうるような供儀へと誘うための仕掛けとして、これ
らの作品を書いていたことを明らかにする。なお文献は以下を参照。吉田隼人（ ）「著者と読
者の供儀 ジョルジュ・バタイユ『無神学大全』における 私 の位置 」早稲田大学大学院文学研究科
紀要、教養学部、 、
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付録 
a.)短編作品「SymbioticMysophobia」 









2 040年代も半ばを過ぎ、微生物共生住宅の浸透によって【ABRC｜薬剤耐性菌危
機】の到来は遅れたものの完全に食い止められることはなく、徐々にその脅威は強
まっている。 

抗生物質の利用は長期的に見れば非難されるにせよ、感染症への恐怖は払拭され
ず、人々の中には有事の際の抗生物質確保に奔走する者が現れた。耐性獲得が困難
な抗生物質が土壌細菌から生成可能であることは従来から示唆されており、これら
細菌の【invitro｜人工環境下】での培養困難性から、有機土壌は金にも優る資源と
して国内外で争奪戦が繰り広げられている。野山田畑の多くが国家管理区域とな
り、ネット上では出所不明の有機土壌が無数に取引されていた。 
 た同時に、感染症への恐怖から年々疾病恐怖症患者は増加を続け、近年では従
ま
来の不潔恐怖症との同時発症による、マイクロバイオーム可視化時代の潔癖症とも
いうべき精神病的傾向が散見されるようになった。自分が他者によって「汚染」さ
れることへの過剰な恐怖、自己同一性や【ホメオスタシス｜恒常性】への行き過ぎ
た執着は、常に変動する微生物が自己の構成要素として浮かび上がってきた現代に
おいてますます混迷をきわめていた。
 生住宅の歴史は、バイオハッカーたちが自宅環境の実験室化の延長として住宅
共
を改造し、実際の居住データを公開したことに端を発する第1世代から、本格的にハ
ウス・建材メーカーが微生物保持・培養を前提とした素材開発に乗り出した第2世代
を経由し、近年では低コスト・短時間のメタゲノム解析およびゲノム編集サービス
のサブスクリプションを兼ね備えた【IoLT｜有機情報網住宅】が第3世代として脚光
を浴びるに至った。 
 宅の壁面は主に4種──分解壁、培養壁、基礎壁、免疫壁──の組み合わせでつ
住
くられる。 
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 解壁および培養壁はメンガーのスポンジをベースとした擬似的なフラクタル構
分
造を持つ多孔質壁面である。分解壁は多孔質構造内に室内の微生物代謝物質をはじ
めとするダストやアレルゲンを吸着し、内在微生物によって固定する。 
 養壁は藻類細胞を混合したヒドロゲル素材を3Dプリントすることで構成され、
培
藻類の光合成による酸素生産により好気性生物を隙間なく培養可能になっている。 
 礎壁は屋内微生物多様性を高めるために設置される。その表面をpH7に調整す
基
ることで微生物多様性を最大化し、代謝促進を行う。 
 疫壁は居住者の手や粘膜が頻繁に接触する場所に設置される。この表面のマイ
免
クロバイオームは居住者の身体環境に近く設定され、粘膜を模した構造を有する。
基礎壁よりもpHが低く設定され、乳酸菌叢を多く保持することによって雑菌に対す
る堅牢な防御機能を持つ。また任意で居住者のゲノムデータを学習させることに
よって擬似的に各細菌叢の再現が可能となり、より確実な感染症菌の排除を行う。
さらに、免疫壁上の粘膜は医療機関に提供され詳細な解析がなされており、将来的
には最適化された細菌叢を居住者の身体に逆輸入的に定着させることが期待されて
いる。加えて第3世代住宅では定期的なメタゲノム解析を用いることで、居住者の表
皮や腸内細菌叢、周囲の微生物雲の組成変動が明示・記録される。このデータと壁
面は同期可能であるため、常に最新の身体環境に合わせて住空間の微生物バランス
はアップデートされる。同様に居住者の接触箇所・頻度の変化に応じて適宜、基礎
壁と免疫壁の配置マップは変更される。しかしこの機能を悪用し、有名人をはじめ
とした個人の流出メタゲノム解析結果を同期させることでその身体境を擬似的に再
現しようとする輩が現れ、問題視されている。 
M 氏は第3世代共生住宅に住んでいる。元来真面目な性格であり、住宅の購入にあ
たっても遠隔教育サービスを受講し、基本的なゲノム解析データの取り扱いおよび
バイオデザインツールのスキルを身につけていた。M氏は受講者向けの拡張サービ
スとして免疫壁の手動制御やフローラデザインツールの導入を行なった。M氏は自
動制御に頼り切った一般居住者の杜撰な微生物管理に我慢がならなくなっていた。 
 もそも、自己が単体としてのホモ・サピエンスから共生する微生物群を含む超
そ
個体へと拡張された現代においては、頻繁に接触し同一の微生物叢を育む生活環境
の諸要素──テーブル、椅子、食器、スイッチ、ドアノブ、端末機器──もまた自己
の延長であると捉えてしかるべきである。人体は100万【パーティクル｜片】/時で
微生物、すなわち自己を放出し続けており、それらは約5～24時間で室内へと定着
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する。自己は常に空間へ放射され、遺され、死滅している。M氏はゲノムを総覧す
ることなく自己同一性を発散させずにいられる人間が信じられなかった。通常週1～
月1で行うメタゲノム解析をM氏はほぼ毎日申請していた。日々変動する微生物組成
は自己の変化を証明すると同時に自己認識の礎となっていった。 
M 氏はタブレットを開くと今日のゲノム解析結果を食い入るように見つめた。こ
こ数日Bifidobacterium属の減少が激しい。M氏はこれがオリゴ糖摂取の不足に起因
するであろうことをすぐさま推測したが、一方で全く異なる想像が膨らむのを感じ
た。そうかBifidobacteriumが不足していたから得意先はあんな対応だったのか。
きっと表皮pHバランスの乱れを無意識的に感じたのだろう。彼には昨日の自分は先
月と全く異なる人間に見えたに違いない……M氏はゲノム解析データの変遷を極め
て合理的に分析する一方で、各項目の増減を日常の出来事や対人関係にこじつけ、
データと自己のオカルトじみた関連付けをでっちあげていた。彼にとって自分に起
こる出来事は何かしらの形で微生物変動と関わっていると信じられていた。 
 たM氏は刻々と変動する身体の微生物組成が即時的に生活空間に反映されない
ま
ことが苦痛でたまらなかった。夜寝ている間に自分を取り囲む壁や天井が見知らぬ
ものに変容していく夢を度々見た。朝起きてリビングに下りると、ゾッとするよう
な嫌悪感に襲われる。昨日までの自分の残滓が空間全体に未だ生きていることへの
違和感、疎外感が心に湧き上がった。住宅が常に同期されていることへの渇望と不
可避のタイムラグにM氏は自己が分裂するような感覚を覚えていた。 
 事を摂る際にもM氏は食器を一度滅菌処理した上で、最新の口内細菌叢データ
食
を再現した粘膜を丁寧に塗布した。献立は無論先程確認したゲノム解析データに基
づいて、微生物叢のバランスを回復させるよう調整している。 
 かしそれでも、M氏はデータが示したBifidobacterium属の減少が気にかかっ
し
た。粘膜のpHを低く保つ乳酸菌叢の欠損は、まさに自己の中に他者としてのおびた
だしい菌群の侵入を許すことへと繋がる。M氏は免疫壁の手動制御を有効化し、フ
ローラデザインソフトを立ち上げた。
 常、免疫壁は自動制御されており、最新のゲノム解析データが到着すれば、同
通
期の可否を選択するだけで壁面から各種クオルムセンシングの阻害/促進物質やプレ
バイオティクス、プロバイオティクスが供給され、微生物叢の擬似的再現が促され
る。仮に同期機能を用いない場合も、理想的なpHに保たれたフローラが生成され接
触箇所周辺の雑菌を退ける。しかしそこで供給されるのは理想的な身体の理想的な
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微生物叢、亡霊の自己に他ならない。M氏は自己の細菌叢の独自性を保持しつつ、
適正な形に「整形」することを望んでいた。M氏はソフトにゲノム解析データを読
み込ませ、情報空間内に再現された自分の常在菌叢を操作し、pHが最適化された堅
牢なフローラへと近づけていった。数十分後、M氏は完成したフローラデータを選
択し適用した。 
 れから数時間が経つと、免疫壁にM氏がデザインしたフローラを含有する粘膜
そ
が供給され始めた。M氏はすぐさま壁に飛びつき、体を擦り付け、一心不乱に舐め
まわした。住宅が自己の延長であるならば、そこに自分の自己を反映させるだけで
はなく、住宅上に構築した理想的な【マイクロバイオーム｜自己】を摂取して上書
きすることも可能なはずだ。M氏はそうした信念の元、壁を舐め続けた。脳裏には
胸を張り、明朗に喋り、快活に笑う理想的な自分の姿が浮かんでいた。ぬらぬらと
した壁面にはN氏の落ち窪んだ眼が映り込んでいた。 
M 氏は最近、データ提供を行なっている医療機関の担当医から潔癖症の疑いがあ
るため早急に受診をするように勧められた。しかし当人はなんと莫迦らしいことだ
と一蹴した。 


自分ほど微生物との共生関係に腐心する市民もいないだろう、と。 
【了】 
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