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生命の変容―芸術の突然変異

Life Transformation̶Art Mutation

私はこの20年間、人間と動物とロボットの
境界を模索してきた註1。ゆえに、その延長線
上で「遺

ト ラ ン ス ジ ェ ニ ッ ク ・ ア ー ト

伝子組み換え芸術」を手掛けること
は、ごく自然な成り行きだった。1986年に
発表した「遠

テ レ プ レ ゼ ン ス ・ ア ー ト

隔操作の芸術」訳1では、人間は
遠
テ レ ロ ボ テ ィ ッ ク ボ デ ィ

隔ロボットとしての身体を介して、人間およ
び人間以外の動物と共存している。私は1994

年からは「生
バ イ オ テ レ マ テ ィ ッ ク・ア ー ト

体遠隔操作の芸術」訳2にも着手し
ているが、ここでは、生物学とネットワーキング
はもはや、共存というより結合して、生物と遠隔
操作ロボットのハイブリッドを生み出している。
そして1998年から始めた「遺伝子組み換え芸
術」について言えば、生命あるものと技術的な
ものを区別することは、もはや無意味なことに
なった。この「遺伝子組み換え芸術」という現
在進行中の作品は、社会の隅 ま々で浸透し、さ
まざまな分野を横断して、議論や反響を巻き起
こすだろう。
かつては産業装置や軍事兵器だったコン

ピュータが、時代とともに、コミュニケーショ
ンと娯楽と教育のためのツールへと変化して
いったように、バイオテクノロジーの影

プ レ ゼ ン ス

響力も
また、農業や製薬などの産業にとどまらず、広
く一般の文化において、より大きな役割を果
たすようになるだろう。以前は技術用語だっ
た「メガバイト」や「RAM」という言葉が、今で
は日常語になっているように、「マーカー」訳3や
「タ

プ ロ テ イ ン

ンパク質」といった、現在は非日常的な専
門用語も、やがてはごく自然に、毎日の会話に
登場する普通の言葉となるだろう。事実、米国
の高校生たちは学校の実験室で、お手軽なキッ
トを利用して遺伝子組み換えバクテリアを培養
しているのだ。もっとも、専門家の言説が広く
一般に普及するようになると、還元主義的訳4で
道具主義的訳5な世界観が蔓延するおそれもあ
る。芸術は、形式的な実験や主観に基づいた
創作を放棄しなくても、支配的なイデオロギー
に抵抗する新たな世界観を発現させることが

できるのだ。モホリ＝ナジやティンゲリーなど、
ユートピア的であるとともに反ユートピア的で
もあるアーティストたちがこれまで行ってきた
ように、私も自分の作品では、現代のテクノロ
ジーを利用したり破壊したりしている。その目
的は、社会的な変化について客観的にコメント
することではなく、批評的に見解を〈示す〉こと
であり、現実世界で発明された新しい生

エンティティ

命体
（つまり遺

トランスジェニック・オーガニズム

伝形質を転換した生物訳6などを含む芸術作

品）をつくることで、新たな世界を切り開き、人々
に感動的で知的な美的体験をしてもらうことだ。
私は1997年以降、自分の作品を説明するの

に「バイオアート」という言葉を使うようになっ
た。それらの作品が内包しているのは、（生体
の客体性に対する対立概念としての）生体の主体
性訳7―たとえば、1997年に発表した《Time 

Capsule》註2や《A-positive》註3―である。生
体の主体性と客体性の違いは、生体の主体性
には能動的な原理が含まれるのに対して、生体
の客体性は物質的な自己完結性を意味するこ
とにある。また、1998年には『遺伝子組み換え
芸術』と題した声明文註4で、この概念を世に紹
介して、緑色蛍光を発するタンパク質を発現す
るイヌを生み出すこと（さらには、このイヌを社会
に溶け込ませること）を提案した。このタンパク質
は、遺伝子研究では生

バ イ オ マ ー カ ー

物指標化合物訳8として
用いられているが、私の主な目的は、象徴的な
表
ジ ェ ス チ ャ ー

示行為、つまり社会的なマーカーとして、その
視覚的な特性を利用することだった。当初、こ
の声明文に対する世間の反応は、疑い半分、好
奇心半分だった。私の提案そのものは、当時も
今も大いに現実性のあるものだが、この《GFP 

K-9》と命名したプロジェクトを実行できると思
う人はほとんどいなかった訳9。もっとも、プロ
ジェクト実現のための足掛かりを求めて奮闘す
る間に、緑色蛍光を発するタンパク質を発現す
るイヌを生み出すことは、当時の繁殖技術では
不可能なことがわかったのだった註5。そうこう

するうちに、私は《ジェネシス》という「遺伝子
組み換え芸術」の新たな作品に着手して、これ
を1999年にアルス・エレクトロニカで公開する
ことになった註6。

1. 《ジェネシス（創世記）》

《ジェネシス》図1は、生物学、信
ビリーフシステム

仰体系、情報
技術、対話的な相互作用、倫理、インターネッ
トなどの間に存在する、複雑な関係を模索する
「遺伝子組み換え芸術」の作品である。この作
品の要は、「アーティストの遺伝子」と名付けた
合成遺伝子である。この合成遺伝子は、聖書の
創
ジェネ シ ス

世記の一節をモールス信号に変換し、それを
さらに私がこのプロジェクトのために開発した
変換原理に従って、DNA塩基対へと変換したも
のである。取り上げたのは、「海の魚と、空の鳥
と、地に動くすべての生き物とを治めよ」訳10と
いう文章である。この文章を選んだ理由は、自
然に対する人間の支配権という―神によっ
て与えられたとされてはいるが―眉唾もの
の概念が示唆されているからだ。また、モール
ス信号を採用したのは、それが無線電信を活
用した最初の事例であり、情報時代の先駆け
―つまり、グローバル・コミュニケーションの
起
ジェネシス

源―となったからである。《ジェネシス》の
遺伝子はバクテリアに組み込んで、会場に展示
した。会場にいた人やウェブを介してパフォー
マンスに参加した人は、バクテリアに紫外線を
照射して、生物学的な突然変異を実際に引き起
こすことができた。その結果、バクテリアに組
み込まれた聖書の文章も変化する。パフォーマ
ンスの後、バクテリアのDNAはモールス信号
に、さらには英語に変換し直された。DNAに生
じた突然変異が、聖書の元の文章を変えるの
である。変化した文章は、《ジェネシス》のウェ
ブサイトに掲載された。この作品の趣旨に照ら
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せば、文章を変える能力は象徴的な行
ジェスチャー

為であ
る。《ジェネシス》が示しているのは、聖書の文
意を伝統的な形式で受け入れることはできず、
むしろ元の形式を変えようとすることで、新しい
意味が明らかになってくる、ということなのだ。
《ジェネシス》のプレゼンテーションと並行し
て、私はアルス・エレクトロニカ’99のテーマで
ある「生

ライフサイエンス

命科学」に沿って、《GFP K-9》に焦点を
絞った講演も行った。《GFP K-9》を説明するた
めに、まず、人間がイヌを家畜化してパートナー
シップを築いてきた長い歴史を振り返り、今日
に至るまで、人間がイヌの進化に対して直接的
に強い影響力を及ぼしてきたことを指摘した。
野生のプードルやチワワの群れは存在しない
こと、つい忘れがちな事実ではあるが、オオカ
ミからイヌを創出したのはテクノロジーである
ことを強調したうえで、人間とイヌはその長い
共生の歴史  ―考古学的な記録によれば、少
なくとも1万4000年前まで遡る―を通じて複
雑な関係を築いてきたことについて述べた。聴
衆の中には、私の作品への支持と評価を表明
してくれる人もいれば、《GFP K-9》のプロジェ
クトに反対する意見を述べる人もいた。こうし
て講演は極めて生産的な対話の場となったが、
それも私が元々意図したことだった。討論とは、
官僚的な政策決定やアカデミックな研究を超
越して、アーティストを含めて広く一般大衆を巻
き込んだものでなければならない、というのが
私の考えだ。《GFP K-9》は、芸術や科学関連の
雑誌や書籍で議論された。日刊紙や総合雑誌
も、この《GFP K-9》という進行中の作品を取り
上げた。専門誌が《GFP K-9》を高く評価したの
に対して、総合メディアの反応は、全面的に拒
絶するものから、《GFP K-9》が及ぼす影響を考
察したり、はっきりと賛同を示したりするものま
で、千差万別だった。ある評論家は《GFP K-9》
にショックを受けて、「芸術の終焉」を宣言した註7

―新しい芸術の始まりを何かの終わりと見な
すなど、理にかなわないことだと思うのだが。

2. 《GFPウサギ》

同様の反応が、文字通り世界的な規模で再
び起きたのは、私が2000年に第2の「遺伝子組
み換え芸術」の作品の実現を発表したときだっ
た。《GFPウサギ》図2と題した、この作品を構成
する要素は、緑の蛍光色のウサギ（アルバ）、こ

のプロジェクトによって喚起された世論、そし
てアルバを社会へ溶け込ませることである。こ
の作品は、ルイ・ベックとルイ＝マリー・ウーデ
ビーヌの助力を得て実現された。ルイ・ベック
は、フランスでの活動をコーディネートしてくれ
たプロデューサーだ。ベックと私はアルス・エ
レクトロニカ（1999年9月）で知り合い、その直
後にベックは私のためにウーデビーヌと初めて
連絡を取って、プロジェクトを提案した。その数
カ月後の2000年に、健康でおとなしいウサギ、
アルバが誕生した。私が文書で発表したように、
《GFPウサギ》註8と命名した「遺伝子組み換え
芸術」は、ユニークな生物を創造するために遺
伝子工学を用いる新たな芸術形式である。こ
れは細心の注意をもって、複雑な問題が生じる
ことを覚悟したうえで行うべきことであり、そし
て何よりも愛と敬意をもって、創造された命を
育てなければならない。
《GFPウサギ》がフランス南部の地方メディア
の関心をひくようになったのは、アルバを誕生
させたフランスの研究機関の元管理職だった
人物が、プロジェクトに携わった科学者たちに
圧力をかけて、アルバをアビニョンに行かせる
こと、さらにはシカゴの私の家に連れてくるこ
とを拒否したからだ。これは一個人が行った、
独断専行だった。拒否の理由は語られることな
く、今日に至るまで不明である。ベックと私はイ
ンターネットや新聞とのインタビューを通じて、
こうした検閲行為を非難した註9。拒否の目的が
メディアを黙らせることだとしたら、それは逆
効果だった。《GFPウサギ》が2000年のオリン
ピックや米国大統領候補者討論会と並んで、ボ
ストン・グローブ紙の1面に掲載されると註10、世
界的なスキャンダルとなった。アルバに関する
記事はあらゆる主要国で報じられ、さらに通信
社によって世界中に広まった註11。中でもル・モ
ンド紙、サンフランシスコ・クロニクル紙、レス
プレッソ紙は、1面でアルバを取り上げた。シュ
ピーゲル紙とシカゴ・トリビューン紙は、《GFP

ウサギ》を報道するのに数ページを割いた。ア
ルバはニューヨーク・タイムズ紙の美術欄の1

ページ目にも登場した。ABCテレビ、BBCラジ
オ、ラジオ・フランスの番組は、アルバに関する
物語を世界中に発信した。こうして2000年以
降、《GFPウサギ》に対する忌憚のない反応に、
私は圧倒されながらも喜びを感じた。そして賛
否両論ながらも、実りある議論が巻き起こった。
2000年から2004年の間に、Web上に開設した

1a

1b

1c

エドワルド・カッツ《ジェネシス》1999年

Eduardo Kac, Genesis, 1999

a 《ジェネシス》の遺伝暗号。

The Genesis code. 

b 「トランスジェニック・ネット」の展示の概観、サイズ可変。

Transgenic Net Installation, general view, 

dimensions variable.

c 《ジェネシス》ウェブ・インターフェース。

Genesis Web interface.
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で直接会話を交わした。最終的に、ほぼ150万
人（パリの人口の約半分に相当する）の人々とコ
ンタクトを取ることができた。パリの市民に直
接呼びかけることができたのだから、これは重
要なステップだった。2001年には「アルバ・フ
ラッグ」と名付けた、白地に緑色のウサギのシ
ルエットを染め抜いた旗を、シカゴの自宅前に
掲げた。この旗は、ここが緑のウサギの家であ
ることを公然と示すためのものだけではなかっ
た。最も重要なことは、ウサギの不在を訴える
狼
の ろ し

煙となり、社会的な旗
マーカー

印となることだった。
アルバの苦境を世に知らせ、解放を勝ち取

るための努力を続けながら、私は「フリー・ア
ルバ！（Free Alba!）」註14と題した個展をシカゴ
のジュリア・フリードマン・ギャラリーで開催した
（2002年5月3日－6月15日）。「フリー・アルバ！」
では、大判のカラー写真、絵画、版画、アルバ
の旗、アルバＴシャツなどの多くの新しい作品
を発表した。私がパリで問題提起したときの
ポスター（2000年）、会場の外に掲げたアルバ
の旗（2001年）、世界のメディアが伝えた緑の
ウサギの物語を再度訴えかける写真、（2001－

2002年）、我々人間と〈他の動物〉との親密な関
係を省察する絵画（2001－2002年）、そしてア
ルバの訴えを会場の外へと広めるアルバTシャ
ツ（2002年）を同時に展示するのは初の試み
だった。緑のウサギというテーマを通じて、この
展示会は生命と進化の詩を詠いあげたのだっ
た。《GFPウサギ》の物語は、世界中の報道機
関によって脚色されたり、都合よく改変された
りして、さらに新しい物語を作り上げた。これ
により、意識的にであれ無意識的にであれ、事
実は再確認されて俯瞰されることになった。「フ
リー・アルバ！」で展示した写真を通じて、私は
このさまざまな報道を再び取り上げて説明し直

「アルバ・ゲストブック」には、私の作品に対す
る世間一般の見解や、アルバを私の家に連れ
ていくための支援を表明する意見が寄せられ
た註12。講演会、シンポジウム、インターネットの
掲示板、電子メールなどを通じて、議論は私が
意図したとおり活発で、実り豊かで、多種多様
なものとなっていった。《GFPウサギ》に対する
反応は極めて豊かな素材であり、近い将来、改
めてこの反応を検証したいと思う。
アルバの解放を勝ち取るための闘いをヨー
ロッパでも展開するために、私は2000年12月5

日から13日まで、パリでキャンペーンを張った。
講演、メディアへの出演、公的あるいは私的な
ミーティングを行い、7枚1組のポスターを公共
の場に張り出した。また、ル・マレ、カルチェ・ラ
タン、サンジェルマン、シャン・ド・マルス、バス
チーユ、モンパルナス、モンマルトルなどの地
区にも、《GFPウサギ》という問題に対する〈視
点〉を提起するポスターを貼り出した。それら
のポスターには、私とアルバを一緒に写した
写真とともに、〈アート〉〈メディア〉〈科学〉〈倫
理〉〈宗教〉〈自然〉〈家族〉などの視点を示すフ
ランス語を掲載した註13。これと同時並行して、
2000年12月3日から13日の間に、ラジオ局（ラ
ジオ・フランス、ラジオ・フランス・インターナショナ

ル）、出版媒体（ル・モンド、リベラシオン、トランス
フェール、サ・マンテレス、ノヴァ）、テレビ局（キャ
ナル・プリュス、パリ・プルミエール）とインタビュー
や討論を行い、ポスターを街頭に貼り出すこと
によって、私はフランスの世論に訴えて、アル
バを私の家に連れていくための支援を得よう
とした。また、次々に講演を（ソルボンヌ大学、パ
リ高等師範学校、パリ国立高等美術学校、映画館の

フォーラム・デ・イマージュで）行うことで、聴衆に
直接働きかけ、興味を持ってくれた人 と々路上

2a 2b 2c

エドワルド・カッツ《GFPウサギ》2000年

Eduardo Kac, GFP Bunny, 2000. 

a 蛍光ウサギのアルバ。

Alba, the fluorescent bunny.

b エドワルド・カッツとアルバ。

Eduardo Kac and Alba. 

c 《フリー・アルバ！》（ボストン・グローブ）、2001年、

アルミマウントされたカラー写真、アクリルフレー

ムマウント、H118×W91.5 cm、エディション5

“Free Alba!” (Boston Globe), 2001. Color 

photograph mounted on aluminum with 

Plexiglas, H118×W91.5 cm, edition of 5. 

2

そうとした。また、これらの写真は、現代アート
が日常のニュースの領域に入るときに生じる、
生産的な緊張感をはらんだものだった。一連の
写真が劇的に示したのは、《GFPウサギ》の受
容は、文化と地域を横断して生じた、複雑な問
題であるという事実だった。私は今後も新たな
戦略を練って、アルバの問題を世間に訴えて、
その解放を追求し続けるだろう訳11。
こうした努力と並行して、「遺伝子組み換え
芸術」は進化している。ひとつの新しい方向性
として、アミノ酸を素材とするナノスケールの
3次元構造を創造することが挙げられる。この
「タ

プロテイック・アート

ンパク質の芸術」もしくは「プロテイン・アー
ト」は、さまざまな形式で、生体の内外で鑑賞
できるものであり、高

ラピッドプロトタイプ

速試作訳12モデルやオン
ライン・ナビゲーション・スペースといった別の
設定にも拡張することが可能だ。これらすべて
の形式、さらに、その他多くの形式は、新しい
生

バイオ・インターフェイス

物情報転換技術訳13を通じて結合することが
できる。こうした手法の大きな特徴は、これら
の3次元構造は組み合わせの原理に従って組
み立てられる訳14という事実である。この組み合
わせの原理も、厳密な生物学的原理に従った
ものだ（そうしなければ3次元構造を創造すること

は不可能である）―たとえ、新しいタ
プロテイン

ンパク質
を発明して合成するにしても。この制約によっ
て課せられる生

バイオモルフォロジー

物形態学は、新しい魅力的で
独創的な課題を提供する。第2の新しい方向と
しては、複数の有機体と生体ロボット訳15を有す
る、複雑で双方向的な遺伝子工学の環境を上
げることができる。生体ロボットとは、体内の遺
伝子組み換え微生物によって部分的に制御さ
れる、生物学的ロボットのことである。こうした
技術的な成果に関して、以下で論じたい。いず
れも、私が2001年に試みたことだ。
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３. 新しいタンパク質を彫刻する
  

《ジェネシス》の第1段階は、合成遺伝子の
創造とウェブ参加による突然変異に焦点を合
わせていたが、2000年から2001年にかけて
実施した第2段階の焦点となったのは、合成遺
伝子訳16によって生み出されたタンパク質である
「ジェネシス・プロテイン」註15と、拝

フェティシズム

物的な崇敬
の対象としてタンパク質が発する文化的な影響
力を検証する、新しい作品だった。「ジェネシス・
プロテイン」は、聖書のオリジナルの文章を変換
する、もうひとつのステップである。この第2段
階では、「ジェネシス遺伝子」（英語の文章をコー
ド化したもの）から、バラバラに分かれた（アミノ
酸の）パーツからなる3次元の形を作り上げた。
言葉による文章を彫刻的な形に変容させるとい
う行為は、異なる記号体系間の共鳴で満たされ
ている。言語とイメージと空間的な形態との間
に存在する、歴史的に豊かな間テクスト性は、
この異なる記号体系間の共鳴によって拡張され
る。そして生物学的な突然変異の過程は、この
間テクスト性を、時間へと拡張するのである。
遺伝子とタンパク質を製造して視覚化する
際に、科学的に正確な手法に従うことによって、
《ジェネシス》プロジェクトの全体を通じて批
評的な立場を明らかにした。それらの遺伝子と
タンパク質は私が発明したものであり、生物学
的に機能するものでも価値あるものでもない。
《ジェネシス》プロジェクトは科学原理を解説
したり例示したりするものではない。標準的な
分子生物学では、生命現象を説明する際に極
端な単純化と省略を行うが、《ジェネシス》プロ
ジェクトでは、そうした単純さをわざわざ複雑
にわかりづらくして、社会的で歴史的な文脈化
を論争の中心に復帰させた。私はバイオテクノ
ロジーを使って、科学独特の言葉遣いやイデオ
ロギーを批判するとともに、個人的な表現のた
めの代替手段として、「遺伝子組み換え芸術」を
開拓したのである。《ジェネシス》プロジェクト
は、遺伝学的かつプロテオミクス訳17的な表現
を通じて、新しい意味付けと可能性を示し続け
ている。
タンパク質の生成は、生命の基本的な様相
である。現在、世界中のさまざまな研究所が戦
略的に、バクテリアのような単純なものから人
間のような複雑なものまで、有機体のゲノムの
塩基配列を決定し、その組成判定と分析を行っ
ている。遺伝子とその機能を研究するゲノム

研究のあとに続くのが、タンパク質とその機能
を研究するプロテオミクスだ。ポストゲノム世
界における分子生物学の有力な研究課題であ
るプロテオミクスは、配列決定された遺伝子に
よって生み出されたタンパク質を3次元構造に
視覚化することに焦点を合わせている註16。ま
た、プロテオミクスはこれらのタンパク質の構
造と機能を研究し、中でも特に、異なるさまざま
な有機体のタンパク質にどのような類似性があ
るかに注目している。《ジェネシス》の第2段階
では、プロテオミクスの理論と手法、その象徴
的な意味について批判的に検証するとともに、
芸術を創造するための領域としての潜在力も
探っている。
「ジェネシス・プロテイン」の視覚化を実現する
ために、私はまず、その2次元構造を調べた註17。
その次のステップは、「ジェネシス・プロテイン」
の予測される折りたたみ訳18のパターンを、よ
く似た他の既知のタンパク質―すなわち絨
毛膜―と比較することだった。「ジェネシス・
プロテイン」のナノ構造を形状化するために、
私は構造バイオインフォマティクス研究共同体
（RCSB）が運営する、「蛋白質構造データバン
ク（the Protein Data Bank、略称PDB）」訳19を活用
して、「ジェネシス・プロテイン」と折りたたみが
一致するタンパク質を探した。次いで、「ジェネ
シス・プロテイン」の3次元構造をデジタル画
像で視覚化することにした註18。この3次元デー
タ一式を用いて、タンパク質のデジタル画像と
物理的な模型を作った。デジタル画像はWeb

上でVRML（仮想現実モデリング言語）訳20として
もPDBファイルとしても書き出せるので、その
複雑な内部構造を拡大して、くまなく見ることが
できる。物理的な模型は高

ラピッドプロトタイピング

速試作で作った小
さなもので、この分子的な物体の脆そうな形状
を実体化した註19。この立体を鋳型としてタンパ
ク質の最終形を作り、それを基にして《トランス
クリプション・ジュエル（転写宝石）》を創作した。
《トランスクリプション・ジュエル》図3は2つの
宝石を組み合わせたもので、オーダーメードの
丸い木の箱に納められている。「トランスクリ
プション＝転写」とは、遺伝子情報がDNAから
RNAに〈転写される〉過程を意味する生物学用
語である註20。〈宝石〉のひとつは、魔法のランプ
の精霊でも入っていそうな、金の装飾を施した
2インチほどの透明なガラス瓶で、その中には
65ミリグラムの精製された「ジェネシス・プロテ
イン」のDNAが入っている。〈精製されたDNA〉

が意味するのは、バクテリアの中で生成されて
蓄積されたDNAの無数のコピーが取り出され
て、ろ過されてガラス瓶に入れられている、とい
うことである。〈身体〉の文脈から取り出されて
鑑賞されることになった遺伝子は、意図的にそ
の重要性を奪われて、形式的な物体へと成り下
がっている。そして明らかになるのは、生命体
や環境が果たしている必要不可欠な役割を認
めなければ、〈貴重な〉遺伝子も〈無価値〉にな
る、ということなのだ。もうひとつの〈宝石〉は、
ガラス瓶と同じくらい小さな、「ジェネシス・プロ
テイン」の3次元構造をかたどった金色の鋳造
物である。生物工学の革命を象徴する要素（遺
伝子とタンパク質）を垂涎の的となる貴重品とし
て展示することで、《トランスクリプション・ジュ
エル》は、生命の最も微小な側面を商品化する
過程を皮肉っているのである。ガラス瓶の中に
入っているのは〈精

ジーニー

霊〉ではなく、新しい万能薬
である遺

ジ ー ン

伝子なのだ。抽出されて不活性化さ
れた挙句、ガラス瓶に封印された遺伝子は、不
死や美や知恵を求める願望をかなえることは
決してない。生物学は、遺伝子という〈高価な
商
コモディティ

品〉を何も現実的には実用化していないとい
う事実を、《トランスクリプション・ジュエル》は
ひねりを利かせたユーモアで皮肉っぽく論評し
ているのだ。
以上、詳述してきたことは、生きているバクテ

リアを使ったインターネット展示を含めて、私の
個展「ジェネシス」（2001年5月4日から6月2日ま

で、シカゴのジュリア・フリードマン・ギャラリーにて

開催）で総括的に発表した。バクテリアを通じて
生物学的に、あるいは展示会を構成する映像、
文章、システムを通じて視覚的に、突然変異を
体験することで、いわゆるマスター分子訳21が行
使するとされる支配権に対して疑問を呈するべ
きである、ということが明らかとなる。「ジェネシ
ス」シリーズ（《トランスクリプション・ジュエル》そ
の他の作品を含めた展示）は、遺伝子に関するウ
ソに異議を申し立てて、世間を支配している生
物学的決定論訳22に基づいた解釈に反対する。
我々は信仰体系、経済原理、各種法令、政治主
導、科学法則、文化的構成概念が交錯する十
字路に立つとき、生命とは複雑なシステムであ
ることに思いをはせ続けなければならない̶
それが、「ジェネシス」シリーズの主張である。
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4. 《第八日目》

《第八日目》図4は、全世界的に開発が進ん
でいる蛍光生物についての新しい生態学を検
証する「遺伝子組み換え芸術」の作品である。
2001年10月25日から11月2日まで、アリゾナ
州立大学の芸術学研究所（アリゾナ州テンピ）で
展示した註21。蛍光生物の群れは研究所で隔離
状態に置かれて開発されているが、この作品で
初めて、新たな合成生物の発光生態系の核とし
て登場した。生きている遺伝子組み換え体と生
物型ロボット（生体ロボット）を、透明なアクリル
のドームで覆った環境に置いて、実際にこうし
た生物たちが広い世界でも共存する可能性が
あることを目の当たりにできるようにした。
会場に入ってきた鑑賞者がまず目にするの

は、暗闇の中で青く輝く半球体だ。直径約1メー
トルの高さのドーム状の半球体の内部が、青く
光っている。岸辺を洗う水音も、繰り返し聞こ
えてくる。宇宙から見た地球を彷彿とさせるイ
メージだ。水音は、地球上の生命の隠喩であ
り（それを強調するのが、青い半球状のドーム
だ）、床面に映されている流れる水の映像と共
鳴している。《第八日目》を鑑賞するためには、
鑑賞者は〈水の上を歩く〉訳23ことを求められる
のだ。
会場にいる鑑賞者は、遺伝子組み換え生物

が入ったテラリウム訳24を、そのドームの内から
も外からも見ることができる。ドームの外に立っ
て中を覗き込む人がいる一方で、オンライン上
では、外を見ている生体ロボットの視点から空
間を眺める̶つまり、遺伝子組み換え生物が
いる環境だけでなく、鑑賞者の表情や姿勢も認
識できる̶人もいる。会場に置かれたオンラ

イン・コンピュータを利用すれば、その場にいる
鑑賞者でも、インターネット上の離れた場所に
いる感覚を正確に感じ取れるのだ。
会場の鑑賞者たちは一時的に、自分はドー

ム内の生命体について考えている、唯一の人
間だと思うことだろう。しかし、ウェブのインター
フェースを操ってみると、離れた場所から見て
いる人たちでも、ドームの上に取り付けられた
カメラを通した鳥瞰的な視点から、ドーム内の
環境を見下ろして体感できることがわかるだろ
う。人間、マウス、植物、魚、生体ロボットを詳
細に見ながら、カメラをパンしたり、傾けたり、
ズームできるのだ。このようにオンライン参加
者の視点に立ったとき、会場にいる鑑賞者たち
は、まるでウェブ領域に封じ込められたような
気分になって、この作品の特徴となっている生
物たちの生態環境の一部となる。
《第八日目》が提示しているのは、自然界の
生命体を超えた、生物多様性の広がりである。
《第八日目》は自己完結型の人工生態系であ
り、その題名は、ユダヤ教とキリスト教の聖書
で語られている天地創造の7日間に1日を付け
加えたことを意味している。《第八日目》の遺
伝子組み換え生物はすべて、以前に《GFPウ
サギ》のアルバを生み出すのに用いたのと同
じ遺伝子―すべての生物を無害な青い光源
の下で緑に輝かせることができる遺伝子―
を使って創造されている。《第八日目》の遺伝
子組み換え生物は、GFP植物、GFPアメーバ、
GFP魚とGFPマウスである。選択交配訳25と突
然変異は、進化の重要な推進力である。《第八
日目》は文字通り、遺伝子工学における進化の
問題を提起している。なぜなら、作品に使われ
ているすべての生命体は、自然界におけるそれ

エドワルド・カッツ《トランスクリプション・ジュエル》

（「ジェネシス・シリーズ」より）2001年

ガラス瓶、精製されたジェネシスDNA、金、木材、各約5 cm

Eduardo Kac, Transcription Jewels 

(from the Genesis series), 2001.

Grass, purified Genesis DNA, gold, wood, 

approximately 5 cm each.

エドワルド・カッツ《第八日目》2001年

次元が変化する遺伝子組み換え芸術の作品。

Eduardo Kac, The Eighth Day, 2001. 

Transgenic work, dimensions variable. 

a この作品では、生きている遺伝子組み換え生命体と生物

型ロボット（生体ロボット）をひとまとめにして、もし、これ

らの生物が現実世界でも共存するとしたら、どのような

状況になるかを可視化した。

The piece brings together living transgenic life forms 

and a biological robot (biobot), thus making visible 

what it would be like if these creatures would in fact 

coexist in the world at large. 

b アメーバ、魚、植物、マウスはそれぞれ形
トランスジェニック

質転換されてお

り、青い光を当てると緑色に輝く。

The transgenic amoebae, fish, plants, and mice glow 

green when illuminated with blue light.

３

4
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ぞれの種の変異体であり、GFP変異のために
選択されて交配されたからである。
また、《第八日目》では生物のようなロボット、
すなわち生体ロボットも展示されている。生
体ロボットとはその内部に行動の動因となりう
る能動的な生元素訳26を備えたロボットである。
《第八日目》のために作った生体ロボットは、
キイロタマホコリカビ訳27由来のGFPアメーバの
コロニーを、その〈脳細胞〉としている。これら
の〈脳細胞〉は、バイオリアクター訳28内でネット
ワークを形成して、生体ロボットの〈脳組織〉を
構成する。アメーバが分裂するとき、生体ロボッ
トは閉ざされたドームの内部で活発な動きを
見せる。生体ロボットの〈脳細胞〉であるアメー
バのコロニーの変化は、生体ロボットによって
監視されて、ドーム内部で生体ロボットを縦横
に動き回らせる動因となっている。生体ロボット
はまた、ドーム内部でウェブ参加者のアバター
としても機能する。生体ロボットの上下動とは
関係なく、ウェブ参加者はカメラを回転させた
り傾けたりする装置を使って、視聴覚システム
を制御することができる。生体ロボットは自律
的に動くので、頻繁にさまざまな方向に傾くこと
になるが、そのおかげでウェブ参加者は新たな
視点から環境を眺めることができるのだ。
生体ロボットの〈アメーバ状の脳〉は、バイオ

リアクターの透明な本体を通して見ることがで
きる。会場にいる鑑賞者は、遺伝子組み換え生
物が入っているテラリウムを、そのドームの内
側からも外側からも観察することができる。な
ぜなら、会場に設置されたコンピュータを使っ
て、その体験がどのようなものかをインターネッ
ト上で正確に感じ取ることができるからだ。鑑
賞者に生体ロボットの視点からドーム内の環境
を体験してもらうことで、《第八日目》という作品
は、鑑賞者が当事者の視点から遺伝子組み換
え生態系の意味を考える機会を提供している。

５. 《M
ム ー ヴ

ove ３６》

《M
ム ー ヴ

ove 36（36番目の指し手）》註22、図5は、1997

年にディープブルーというコンピュータがチェス
世界チャンピオンのガルリ・カスパロフ訳29を相
手に指した、劇的な指し手に触発された作品だ。
この対戦は、生物のチェスプレーヤーと無生物
のチェスプレーヤーの、それぞれ史上最強の者
同士の闘いと言われている。《Move 36》が光を

当てたのは、人間の頭脳の限界と、コンピュータ
やロボットといった無生物  ―その動作はしば
しば、人間の主観的な行動と比べても遜色がな
い ―のますます高度化する能力である。
カスパロフによると、第2局でディープブルー
が〈神髄〉を発揮した瞬間は、３６番目の指し手
だったという。ディープブルーが指したのは、
観戦者や解説者が期待するような即座に納得
のいく堅実な手ではなく、首をひねりたくなる
微妙な手だったが、後々効いてくる妙手だった。
機械がこんな鋭い一手を放つとは、カスパロフ
には信じられなかった。カスパロフは負けたと
思った。
《Move ３６》では、部屋の中央に土（黒っぽい
正方形）と白砂（白っぽい正方形）でできたチェス
盤を置いた。盤上に駒はない。ディープブルー
が36番目の手を指した、まさにその位置に、1

本の植物を植えた。その植物のゲノムには、私
がこの作品のために開発した新しい遺伝子が
組み込まれている。その遺伝子は、ASCII（スイッ
チのオン・オフによってローマ字を二進数で示す、世

界的なコンピュータコード）を用いて、デカルトの
「コギト・エル・スム（Cogito ergo sum、「我思う、

ゆえに我あり」）」という言葉を、遺伝子を形成す
る4種類の塩基の配列に変換したものだ。
遺伝子を変更することによって、この植物の
葉はカールした。自然界では、これらの葉は平
板な状態である。「デカルトの遺伝子」は植物
の形状を突然変異させる遺伝子と結びついて
いるので、葉がカールしてねじれている、まさに
その部分に「デカルトの遺伝子」が発現してい
るのを、鑑賞者は肉眼で見ることができる。
「デカルトの遺伝子」は、私がこの作品の
ために作ったコードに従ってつくられた。8

ビットのASCIIでは、たとえばCという文字は
01000011となる。つまり、遺伝子の塩基と二進
数を以下のように関連付けることによって、遺
伝子を創造するのである。

A=00 

C=01 

G=10 

T=11

出来上がったのは、次の52個の塩基を有する
遺伝子である。

CAATCATTCACTCAGCCCCACATTCACCCC

AGCACTCATTCCATCCCCCATC

5a

5b

エドワルド・カッツ《Move 36》2002年／ 2004年

ループ再生されるデジタル映像を併設した遺伝子組み換

え生物の展示、サイズ可変

Eduardo Kac, Move 36, 2002/2004. 

Transgenic installation with looped digital video, 

dimensions variable. 

a 展示の一部

Partial view.

b 植物のクローズアップ

Plant close–up.

５
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この遺伝子を作ったのは、皮肉を込めた批
判を示すためだ。なぜなら、デカルトは人間の
知性を「機械の中の幽霊」訳30と見なしたからだ
（デカルトにとって、人間の肉体は〈機械〉なのだ）。
デカルトの合理主義的哲学は、心身の分割（デ
カルト的二元論）と現在のコンピュータ技術の数
学的基礎にとって、新しい原動力となった。
人間が機械に敗北した、まさにその場所に植

えられた植物に「デカルトの遺伝子」を発現さ
せたことで、人間と、疑似生命的な特徴を与え
られた非生命体と、そしてデジタル情報をコー
ド化する生命体との境界が希薄になっているこ
とが明らかになった。一筋の光が、植物を包み
込むように繊細に輝いている。無音のビデオ映
像が、向かい合う2面の壁に照射されて、その
場には不在のチェス対戦者たちを連想させて
いる。2つのビデオ映像はともに、チェス盤に似
た正方形のグリッドで構成されている。各正方
形には、短い動画がそれぞれに異なる間隔で
繰り返し流されていて、慎重に演出された複雑
な連続運動を生み出している。鑑賞者は、壁に
映されたチェス盤のような映像を実際に見て、
それが示しているさまざまな視覚的な可能性に
気付くことで、あたかもチェス盤上で展開され
る数々の手筋をマッピングしているような気分
になるのだ。
この《Move 36》という作品は、想像上の幻の
チェスプレーヤーのためのゲームであり、植物が
語る哲学的な声明であり、現実の生命とその進
化が奏でる詩を探求するための過程を作品化
したものである。また、私はこの展示を通じて、
生物（人間と人間以外の生物）と非生物（機械と
ネットワーク）の間の境界に介入し続けている。
自然は従来の考え方を行

チェックメート

き詰まらせて、イデオ
ロギーの対立を生む舞台となり、自然科学は空
想科学を創作するための源

ローカス
訳31となったのだ。

6. 結論

遺伝子工学が、社会、医学、政治、経済ばか
りでなく、アートの領域においても重大な影響
力を持ち続けるだろうことは明白である。私は
アーティストとして、遺伝学が社会に与えるさま
ざまな影響̶遺伝学に対する容認しがたい
迫害、遺伝学の希望に満ちた将来性、遺伝暗
号という概念、遺伝子組み換えの問題、遺伝子
の合成、突然変異の過程、バイオテクノロジー

で使われる隠喩、遺伝子やタンパク質に対す
るやみくもな崇拝、環境に与える影響につい
ての単純で還元主義的な説明や複雑すぎる見
解̶に関心を持って、深く考えている。喫緊
の課題は、バイオテクノロジー革命の持つ潜在
的な意味を解明して、これまでにない新たな見
解を生み出すことに貢献し、遺伝学を極めて批
評性の高い新しい芸術の手

メディウム

段へと変化させる
ことである。
本稿で述べた作品において、人間的なもの

と遺伝子組み換え的なものを具体的かつ象徴
的に共存させることで、人間とその他の種が新
たな進化の道筋をたどっていることを示した。
また、私は作品を通じて、この変化を理解する
ための新しいモデルを早急に開発しなければ
ならないことを劇的なかたちで表現し、クロー
ンや遺

トランスジェニックス

伝子組み換え生物やキメラなどの相違
について問いを投げかけた。
すべての人間のゲノムには配列があって、そ

の配列は長い進化の歴史を通じて獲得された
ウイルス由来のものであることを、ヒトゲノム計
画は明らかにした註23。つまり、我々の体内には、
人間以外の生命体に由来するDNAが存在して
いるのである。このように、我々人間もまた、遺
伝子組み換え生物なのである。遺伝子組み換
え生物を〈怪物じみたもの〉と決めつける前に、
人間は自らを省みて、自身の〈怪物性〉―つ
まり、人間も遺伝子組み換え生物であるという
事実―を受け入れなければならない。
遺伝子組み換え生物は〈自然〉ではない、と
いう世間の認識は正しくない。遺伝子をある種
から別の種に移す過程は、（人間が介入しない）
自然の営みの一環なのだ。そのことを最も端
的に示すのが、「アグロバクテリウム」というバ
クテリアだ。アグロバクテリウムは植物の根に
入り込んで、その遺伝子を植物に感染させるこ
とができる。つまり、DNAを植物の細胞へ転送
して、植物の染色体に組み込む能力を持ってい
るのだ註24。
いわゆる〈自然〉なものに対するロマンチッ

クな考え方は疑問視されるべきであり、他の種
の進化の歴史で人間が果たした役割（逆もまた
しかりである）を認識すべきである、ということを
「遺伝子組み換え芸術」は提起している。同時
にまた、我々が〈生命〉と呼ぶ驚異的な現象に、
敬意と謙虚さをもって感嘆すべきだということ
も、それは示唆しているのである。

　　　　　　　　　　　　　　　　（訳：村上 彩）

Eduardo Kac, ed., Signs of Life: Bio Art and Beyond, 

pp.163–184, Eduardo Kac, “Life Transformation—Art Mu-

tation,” © 2007 Massachusetts Institute of Technology, by 

permission of The MIT Press.
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外受精技術を開発する研究は進行中である。《GFPイヌ》
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スト・ダイアグノスティクス社ニコルズ研 究 所（Nichols 

Institute/Quest Diagnostics）の生化学・分子遺伝学研究

室の医長である。《ジェネシス》のためのDNA音楽を作曲

したのは、ピーター・ゲナ（Peter Gena）である。

Charles Mudede, “The End of Art,” The Stranger, vol. 9, 

no. 15 (December 30, 1999). 

Eduardo Kac, “GFP Bunny,” in Eduardo Kac: Telepres-

ence, Biotelematics, and Transgenic Art, ed. Peter Tomaz 

Dobrila and Aleksandra Kostic (Maribor, Slovenia: KIBLA, 

2000), 101–131. 次も参照のこと。

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

私はアビニョンの宿泊先で1週間だけでもアルバと暮らし

たいと申し出た。アビニョンではルイ・ベックが芸術祭「ア

ビニョン・ヌーメリック」（「アビニョン・デジタル」の意）の

ディレクターを務めていたからだ。2000年6月16日、ベッ

クはヨーロッパで次のような内容のフランス語によるブ

ロードキャストメールを発信した。

「6月19日から25日にかけて行われるはずだった『遺伝子

組み換え芸術』に関するプログラムは、思いもかけず変更

されるという憂き目にあった。アヴィニョンの人 と々芸術

的な実践の進化に関心をもって集まった人々に、蛍光色を

発するよう遺伝子操作された「GFPうさぎ」を紹介する機

会が、不当にも奪われてしまったのだ。偽装されたこのよ

うな検閲にもかかわらず、このプロジェクトの発起人であ

るアーティストのエドワルド・カッツは、われわれとともに

あり、その取り組みと研究の成果を紹介していくはずであ

る。公の場での討論により、遺伝子を組み換えることで生

物を形質転換させることについて、倫理や経済の領域と

同様に芸術や法律の領域でも、幅広く考えられるようにな

るだろう。かくも直接自分に関わりのある科学や文化の

発展について市民が何も知らされていないということに、

われわれは間違いなく反対なのだ。」（訳：川守慶之／

金沢21世紀美術館）

Gareth Cook, “Cross Hare: Hop and Glow,” Boston 

Globe (September 17, 2000): A01.

「遺伝子組み換えの芸術」についての参考資料としては次

を参照。www.ekac.org/transartbiblio.html

http://www.ekac.org/bunnybook.2000_2004.html

ポスターは以下の展覧会でも掲示された：Dystopia + 

Identity in the Age of Global Communications, curated 

by Cristine Wang, Tribes Gallery, New York, 2000; 

Under the Skin, curated by Söke Dinkla, Renate Heidt 

Heller, and Cornelia Brueninghaus-Knubel, Wilhelm 

Lehmbruck Museum, Duisburg, 2001; International 

Container Art Festival, Kaohsiung Museum of Fine 
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Portão 2, Galeria Nara Roesler, São Paulo, Brazil 

(March 21–April 27, 2002); Free Alba, Julia Friedman 
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また、以下のカタログも参照されたい：Under the Skin 

(Ostfilden-Ruit, Germany: Hatje Cantz Verlag, 2001), 

60–63; Eurovision: I Biennale d’Arte: DNArt: Transiti: 

Metamorfosi: Permanenze (Milano: Rizzoli, 2002), 104–

105; International Container Art Festival (Kaohsiung: 
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Rabbit,” Chicago Tribune (May 10, 2002): 21.

実際には、遺伝子はタンパク質を「生み出さない」。リ

チャード・レウォンティンは以下のように明確に説明してい

る：「DNA配列はタンパク質を特定するのではなく、アミ

ノ酸配列だけを特定する。アミノ酸鎖の最小限の自由エ

ネルギーをもつ折りたたみは数多くあり、タンパク質はそ

のひとつである。そして細胞環境は変換プロセスと共に、

これらの折りたたみのどれが発生するかに影響を与える」

（R. C. Lewontin, “In the Beginning Was the Word,” 

Science 291 (February 16, 2001): 1264.）

1985年、私は『ハイ・テクノロジー』という雑誌を購入し

た。そのトップ記事のタイトルは「タンパク質工学：産

業と医学のための分子の創出（Protein Engineering: 

Molecular Creations for Industry and Medicine）」だっ

た。明らかに、新しい分子の形状を〈設計〉したいという願

望は、ほぼ20年の間、進化し続けている。以下の資料を

参照されたい。 Jonathan B. Tucker, “Proteins to Order: 

Computer Graphics and Gene Splicing are Helping 

Researchers Create New Molecules for Industry and 

Medicine,” High Technology, vol. 5, no. 12 (December 

1985): 26–34.

特にマレイ・ロビンソン博士（当時はカルフォルニアのサ

ウザンドオークにあるアムジェン社癌プログラム長（Head 
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of Cancer Program, Amgen, Thousand Oaks, CA）、現

在はアヴェオ・ファーマシューティカルズ社副社長（Vice 

President of Oncology at Aveo Pharmaceuticals）に感

謝したい。

タンパク質の視覚化に際して協力してくれたのは、次の

人たちである：アリゾナ州立大学生体イメージング研究

室（BioImaging Laboratory, Arizona State University, 

Tempe, AZ.）のチャールズ・コジレック（Charles Kazilek）、

ローラ・エギング（Laura Eggink）

高速試作の作成に際して協力してくれたのは、次の人

たちである：アリゾナ州立大学プリズム研究所（Prism 

Lab, Arizona State University, Tempe, AZ.）のダン・コ

リンズ（Dan Collins）、ジェームズ・スチュワート（James 

Stewart）

「転写」、「コード」、「変換」など、分子生物学で一般に用

いられている用語は、言語学的な隠喩と生命体を合成す

るという、イデオロギー上の立場を露にしている。修辞的

に言えば、その目標は、生
プロセス・オブ・ライフ

命現象を手段として利用するこ

とである。リリー・E・ケイの言葉を借りると、こうした合成

は「遺伝子コードの概念を、モノとしてのDNAコードの概

念と関連付けて」統合する。リリー・E・ケイの次の著作を

参照されたい。Lily E. Kay, Who Wrote the Book of Life: 

A History of the Genetic Code (Stanford, CA: Stanford 

University Press, 2000), 309.　 分子生物学の修辞的な

戦略に対する徹底的な論評としては、次の文献を参照さ

れたい。Richard Doyle, On Beyond Living: Rhetorical 

Transformations of the Life Sciences (Stanford, CA: 

Stanford University Press, 1997).

《第八日目》のチームのメンバーは次の人々である。リ

チャード・ラブレス（Richard Loveless）、 ダン・コリンズ

（Dan Collins）、 シーラ・ブリットン（Sheilah Britton）、 

ジェフリー・（アラン・）ロールズ（Jeffery (Alan) Rawls）、 

ジャン・ウィルソン・ロールズ（Jean Wilson-Rawls）、 バー

バラ・エシュバッハ（Barbara Eschbach）、 ジュリア・フリー

ドマン（Julia Friedman）、 イザ・ゴードン（Isa Gordon）、

チャールズ・コジレック、オジー・キダネ（Ozzie Kidane）、

ジョージ・ポール（George Pawl）、ケリー・フィリップス

（Kelly Phillips）、デヴィッド・ロリグ（David Lorig）、フ

ランシス・サラス（Frances Salas）およびジェームズ・ス

チュワート。また、次の人々にも感謝申し上げたい。ト

ロントのサミュエル・ルネンフェルド研究所（Samuel 

Lunenfeld Research Institute, Toronto）のアンドラス・

ナジ（Andras Nagy）、カルフォルニア大学サンディエゴ

校（University of California, San Diego）のリチャード・

フィルテル（Richard Firtel）、 ソルトレイクシティのユタ大

学（University of Utah, Salt Lake City）のチビン・チェン

（Chi-Bin Chien）、およびノースカロライナ大学グリーン

ズボロ校（University of North Carolina at Greensboro）

のニール・スチュワート（Neal Stewart）。私は《第八日目》

を制作するにあたり、アリゾナ州立大学の芸術学研究所

に2年間滞在した。展示期間は2001年10月25日から11

月2日、展示場所は同州立大学のコンピュータ・コモンズ・

ギャラリー（Computer Commons Gallery）である（芸術

学研究所の援助による）。関連資料は次のサイトで見るこ

とができる。http://www.ekac.org/8thday.html.

《M
ムーヴ

ove 36》は、クリエイティブ・キャピタル財団（the Creative 

Capital Foundation、ニューヨーク）の支援を得て実現さ

れ、以下の会場と期間で開催された。The Exploratorium, 

San Francisco (February 26–May 31, 2004); Gwangju 

Biennale, Korea (September 10 –November 13 2004); 

Bienal de São Paulo, Brazil (September 25–December 

19, 2004); Centro Cultural Conde Duque, Madrid (Jan-

uary 18–February 20, 2005); Galerie Biche de Bere/Nu-

meriscausa, Paris (September 27–October 30, 2005).

次の文献を参照されたい。 T. A. Brown, Genomes 

(Oxford, UK: Bios Scientific Publishers, 1999), 138; 

David Baltimore, “Our Genome Unveiled,” Nature 

409 (February 15, 2001): 814–816. イェンス・ライヒ博

士（マックス・デルブリュックセンター遺伝情報部門、ベ

ルリン・ブーフ）は、電子メールによる私信（2002年1月

28日）の中で、以前にこの問題について交わした会話の

フォローアップとして、次のように述べた。「どのようにし

て、これらの巨大な［ウイルス］が我々のゲノムに挿入さ

れたか̶まるでゴミ箱に捨てるみたいに̶というと、約

1000万～ 4000万年前（我々がまだ原始的でサル並み

だったころ）に、ウイルスはレトロウイルス感染症によって

胚細胞に取り込まれて、次いでゲノム中にばらまかれた

のだ」。HGP（ヒトゲノム計画）も、人間がそのゲノムの中

に何百ものバクテリアの遺伝子を有していることを示唆し

ている。次の文献を参照されたい。International Human 

Genome Sequencing Consortium, “Initial Sequencing 

and Analysis of the Human Genome,” Nature 409, no. 

6822 (February, 15, 2001): 860–921. バクテリアと脊椎

動物の体内に存在する223個のタンパク質コード遺伝子

のうち、113個は確認済みとされている。前記資料の903

ページを参照されたい。ライヒ博士も先のメールの中で、

次のように結論付けている。「微生物から遺伝子を獲得し

たという意味では、人間だけでなく、すべての脊椎動物は

遺伝子組み換え生物だと言っていいだろう」。

この生来の能力ゆえに、遺伝子操作されたアグロバクテ

リウムは、分子生物学の格好のツールとなった。以下の

文献を参照されたい。L. Herrera-Estrella, “Transfer and 

Expression of Foreign Genes in Plants” (Ph.D. thesis, 

Laboratory of Genetics, Gent University, Belgium, 

1983); P. J. J. Hooykaas and R. A. Shilperoort, 

“Agrobacterium and Plant Genetic Engineering,” Plant 

Molecular Biology 19 (1992): 15-38; J. R. Zupan and P. 

C. Zambryski “Transfer of T-DNA from Agrobacterium 

to the Plant Cell,” Plant Physiology 107 (1995): 1041–

1047.

訳註＋編集註

カッツは自身の足に動物の追跡に使用されるマイクロチッ

プを埋め込み、ウェブを通じてその生体情報をライブ配信

する作品《Time Capsule》（1997）などを制作している。

カッツは《人間的な理解についての論考》（1994）におい

て、コンピュータを介した鳥と植物の対話を実験している。

この作品では、植物の微弱な生体電位の変化を電極で拾

いMAXやSKYPEを作動させたコンピュータでリアルタイ

ムで音に変換し、鳥に聞かせ、その鳥の応答をまた音に

変換して、植物に返すことで種を超えたコミュニケーショ

ンを実験している。

個体の性質が継承されているかどうか目印となるDNA配

列。

複雑な生命現象も要素に分解して調べることで全体を理

解できるとする科学的態度。

科学は現象を記述する道具にすぎないとする考え方。解

釈や理論の正しさではなく、人間に役立つかどうかを重視

する。

細胞に外部からDNAを導入し、遺伝的な性質を変える操

作を意味する。

カッツがここでいう「生体の主体性」とは、細菌などが侵

入してきた際に異物として排除する免疫応答などを指し

ている。

血圧や心拍数、たんぱく質の量などの生体由来のデータ

を使用して、特定の病気の有無や、進行状態を測る指標

のこと。

“K-9”はイヌを意味する“canine”をもじったもので、《GFP 

K-9》は「GFPイヌ」を意味する）。

『創世記』1章28節

2002年にアルバは死亡している。

http://wired.jp/2002/08/20/蛍光色ウサギは本物か上/

3Dプリンターなどを用いて即座に試作すること。

細胞の表層は、その内と外を隔てる界面として、外来物質

を感知したり選択的に取り込んだり、外部環境からの情

報伝達やエネルギー変換など多様な機能を持つ。例え

ば、生物由来材料と異種材料を用いて設計された細胞膜

やナノデバイスなど、これらの輸送、伝達、変換といった

機能が発現するように人工的にデザインされた生物界面

のこと。

タンパク質は4つの階層構造を持つ。1次構造はタンパク

質を構成するアミノ酸の配列。2次構造とは連結したアミ

ノ酸が部分的に折り畳まれた構造。3次構造は、2次構造

が鎖状に繋がれた構造。4次構造は3次構造を形成した

タンパク質分子が2分子以上集合したもの。ここでいうタ

ンパク質の3次元構造の組み合わせの原理とは、水素結

合、イオン結合、ジスルフィド結合などのことである。

生体組織と合成素材が融合したロボット。または、アー

サー・C・クラークが著した長篇SF小説「宇宙のランデ

ブー」に登場した有機体でありながら、消化器官も生殖器

も持たず、体内の電池をエネルギー源にして活動するロ

ボットの総称。

遺伝子の構成単位である４種類の塩基を、生物学的な機

能を持つように化学的に合成した遺伝子。

細胞や組織におけるタンパク質の構造・機能を総合的に

研究する学問分野。

タンパク質はアミノ酸の配列に応じて固有の立体構造に

折りたたまれている。

蛋白質構造データバンクは、タンパク質の3次元構造の

データを蓄積している国際的な公共データベース。世界

中の生物学者が構造のデータを登録しており、誰でも無

償でアクセスすることができる。

ウェブ上での利用を前提に設計された3次元の物体に関

する情報を記述するためのファイルフォーマット。

莫大な数の遺伝子の働きを制御するタンパク質。

遺伝子によって排他的に身体や行動の性質が決定される

という考え方。

マルコ福音書6章45–52節にある「イエス・キリストが荒ぶ

る湖の上を歩いた」という伝説にかけている。

植物や小動物を飼育・ 栽培するためのガラス容器などで

できた小型の人工環境。

新しい色や形をした植物や動物をつくる目的で選抜した

個体同士を掛け合わせること。

18

19

20

21

22

23

24

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

15

16

17

 

18

 

19

20

21

22

23

24

25

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶



16 生命の変容―芸術の突然変異    Life Transformation̶Art Mutation

生体の維持・活動に不可欠な元素。炭素・水素・ 酸素・窒

素やナトリウムなど約20種ある。

粘菌の一種として知られるアメーバ状の微生物。食糧が

なくなると大勢が合体して1匹のナメクジのようになり、養

分を探して移動する性質を持つ。

微生物や細菌などの生体触媒を利用して、有機物を分解

したり発酵を促進したりするなどの生化学反応を行なう

ための装置の総称。

1963年生まれ。アゼルバイジャン出身の元チェス選手。

15年もの間チェスの世界チャンピオンのタイトルを保持し

続けた人物。

20世紀の哲学者ギルバート・ライルによるデカルトの心

身二元論の批判。我々の心は身体という機械の中に住む

幽霊という考え方。ここで出てくる「デカルトの遺伝子」

は、コンピュータというDNAを持たない存在が脈 と々継承

し、ラ・メトリーやアーサー・ケストラーを経て発展させて

きた生命機械論の源泉としての心身二元論を隠喩したも

のと思われる。

遺伝子座。染色体やゲノムにおける遺伝子の位置のこと。

ここでは「自然科学が人為的に操作可能となり、妄想の

転写領域となった」ことをローカスという語で表現してい

ると解釈できる。

（訳註：村上 彩　編集註：髙橋洋介）
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エドワルド・カッツ

1962年ブラジル生まれ。アメリカ合衆国在住。芸術家。80年

代の現代美術における遠隔コミュニケーションやロボットを

用いた先駆的存在で、90年代にインターネットや生物学を用

いた作風へと展開した。「バイオアート」や「遠
テレプ レ ゼ ン ス・ア ー ト

隔操作の芸術」

などの命名者としても知られる。作品は横浜トリエンナーレや

光州ビエンナーレなどの国際展でも展示され、ニューヨーク近

代美術館やリオデジャネイロ近代美術館に所蔵されている。

主な編著に『Signs of Life』(MIT Press、2007)、『Telepre-

sense and Bio art』（University of Michigan Press、2005）

など。http://www.ekac.org.
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村上 彩（むらかみ あや）

1960年生まれ。上智大学外国語学部ドイツ語学科卒、同大学院

国際関係論修士課程修了。日経マグロウヒル（現 日経ＢＰ社）に

経済誌編集記者として勤務した後、フリーランスの翻訳者となる。

大学の非常勤講師として「翻訳論」を担当したこともある。主な

訳書に『リーン・スタートアップを駆使する企業』（日経ＢＰ社）、『ク

ラウド化する世界』（翔泳社）、『不平等について』（みすず書房）な

どがある。
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For over two decades my work has explored 

the boundaries between humans, animals, 

and robots.*1 Thus, transgenic art can be 

seen as a natural development of my previ-

ous work. In my telepresence art, developed 

since 1986, humans coexist with other hu-

mans and non-human animals through tel-

erobotic bodies. In my biotelematic art, de-

veloped since 1994, biology and networking 

are no longer co-present but coupled so as to 

produce a hybrid of the living and the telem-

atic. With transgenic art, developed since 

1998, the animate and the technological can 

no longer be distinguished. The implications 

of this ongoing work have particular social 

ramifications, crossing several disciplines 

and providing material for further reflection 

and dialogue. 

The presence of biotechnology will in-

creasingly change from agricultural and phar-

maceutical practices to a larger role in popular 

culture, just as the perception of the com-

puter changed historically from an industrial 

device and military weapon to a communi-

cation, entertainment, and education tool. 

Terms formerly perceived as “technical,” 
such as megabytes and RAM, for example, 

have entered the vernacular. Likewise, jargon 

that today may seem out of place in ordinary 

discourse, such as marker and protein, for 

example, will simply be incorporated into 

the larger verbal landscape of everyday lan-

guage. This is supported by the fact that high 

school students in the United States already 

create transgenic bacteria routinely in school 

labs through affordable kits. The populariza-

tion of aspects of technical discourse inevi-

tably brings with it the risk of dissemination 

of a reductive and instrumental ideological 

view of the world. Without ever relinquishing 

its right to formal experimentation and sub-

jective inventiveness, art can, and should, 

contribute to the development of alternative 

views of the world that resist dominant ideol-

ogies. As both utopian and dystopian artists 

such as Moholy-Nagy and Tinguely have 

done before, in my work I appropriate and 

subvert contemporary technologies—not to 

make detached comments on social change, 

but to enact critical views, to make present in 

the physical world invented new entities (art-

works that include transgenic organisms) which 

seek to open a new space for both emotional 

and intellectual aesthetic experience.

I have been employing the phrase “bio art” 
since 1997, in reference to my own works 

that involved biological agency (as opposed 

to biological objecthood), such as “Time 

Capsule”*2 and “A-positive,”*3 both presented 

in 1997. The difference between biological 

agency and biological objecthood is that the 

first involves an active principle while the 

second implies material self-containment. 

In 1998 I introduced the phrase “transgenic 

art” in a paper-manifesto with the same title*4 

and proposed the creation (and social inte-

gration) of a dog expressing green fluores-

cent protein. This protein is commonly used 

as a biomarker in genetic research; however, 

my goal was to use it primarily for its visual 

properties as a symbolic gesture, a social 

marker. The initial public response to the pa-

per was curiosity laced with incredulity. The 

proposal was and is perfectly viable, but it 

seemed that few believed the project could 

or would be realized. While I struggled to 

find venues that could assist me in creating 

the aforementioned project, entitled “GFP 

K-9,” I too realized that canine reproductive 

technology was not developed enough at the 

time to enable me to create a dog expressing 

green fluorescent protein.*5 In the meantime, 

I started to develop a new transgenic art 

work, entitled “Genesis,” which premiered at 

Ars Electronica ’99.*6

      

1. Genesis

Genesis fig.1 is a transgenic artwork that ex-

plores the intricate relationship between 

biology, belief systems, information technol-

ogy, dialogical interaction, ethics, and the 

Internet. The key element of the work is an 

“artist’s gene,” a synthetic gene that was 

created by translating a sentence from the 

biblical Book of Genesis into Morse code, 

and converting the Morse code into DNA 

base pairs according to a conversion princi-

ple I specially developed for this work. The 

sentence reads: “Let man have dominion 

over the fish of the sea, and over the fowl of 

the air and over every living thing that moves 

upon the earth.” It was chosen for what it 

implies about the dubious notion—divinely 

sanctioned—of humanity’s supremacy over 

nature. Morse code was chosen because, as 

the first example of the use of radiotelegra-

phy, it represents the dawn of the information 

age—the genesis of global communication. 

The Genesis gene was incorporated into bac-

teria, which were shown in the gallery. Partic-

ipants on the Web could turn on an ultraviolet 

light in the gallery, causing real, biological 

mutations in the bacteria. This changed the 

biblical sentence in the bacteria. After the 

show, the DNA of the bacteria was translat-

ed back into Morse code, and then back into 

English. The mutation that took place in the 

DNA had changed the original sentence from 

the Bible. The mutated sentence was posted 

on the Genesis Web site. In the context of the 

work, the ability to change the sentence is a 

symbolic gesture: It means that we do not 

accept its meaning in the form we inherited 

it, and that new meanings emerge as we seek 

to change it.

While presenting Genesis, I also gave a 

public lecture in the context of the symposi-

um “Life Science,” presented by Ars Electron-

ica ’99. My lecture focused on the “GFP K-9” 

Life Transformation—Art Mutation
Eduardo KAC
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proposal. To contextualize my presentation, I 

reviewed the long history of human-dog do-

mestication and partnership, and pointed out 

the direct and strong human influence on the 

evolution of the dog up to the present day. 

Emphasizing that there are no packs of poo-

dles and Chihuahuas running in the wild, and 

that the creation of the dog out of the wolf 

was a technology—a fact that we seemed to 

have lost sight of—I proceeded to point out 

the complex relationship between dogs and 

humans throughout their long history togeth-

er, which goes back at least 14,000 years, 

according to archeological records. While 

some showed support and appreciation for 

the work, others reacted against the project 

and voiced their position. The stage was set 

for a very productive dialogue, which was 

one of my original intentions. As I see it, the 

debate must go beyond official policy-mak-

ing and academic research to encompass 

the general public, including artists. “GFP 

K-9.” was discussed in art magazines and 

books and science journals. Daily papers and 

general magazines also discussed the work 

in progress. While specialized publications 

showed greater appreciation for “GFP K-9,” 
the response in the general media covered 

the whole gamut, from forthright rejection 

to consideration of multiple implications to 

unmistakable support. The shock generated 

by the proposal curiously caused one critic to 

declare “the end of art.”*7 As I see it, there’s 

no reason to see the beginning of a new art 

as the end of anything.

2. GFP Bunny

This pattern of response repeated itself, at 

a truly global scale, when I announced in 

2000 the realization of my second transgenic 

work. Entitled GFP Bunny fig.2 the work com-

prises the creation of a green fluorescent 

rabbit (Alba), the public dialogue generated 

by the project, and the social integration of 

the rabbit. This work was realized with the 

assistance of Louis Bec and Louis-Marie 

Houdebine. Louis Bec worked as the pro-

ducer, coordinating the activities in France. 

Bec and I met at Ars Electronica (Septem-

ber 1999) and soon afterward he contacted 

Houdebine on my behalf, for the first time, 

to propose the project. Months later, in 2000, 

Alba was born, a gentle and healthy rabbit. 

As I stated in my paper entitled “GFP Bun-

ny,”*8 “transgenic art is a new art form based 

on the use of genetic engineering to create 

unique living beings. This must be done with 

great care, with acknowledgment of the 

complex issues thus raised and, above all, 

with a commitment to respect, nurture, and 

love the life thus created.”
GFP Bunny attracted local media in the 

south of France in June 2000 when the for-

mer director of the French institute where 

Alba was born used his authority to overrule 

the scientists who worked on the project and 

refused to let Alba go to Avignon and then 

come to my family in Chicago. This arbitrary 

decision was made privately by one individu-

al (the former director of the French institute 

where Alba was born). He never explained 

his reason for the refusal, so it remains un-

known to this day. Bec and I denounced the 

censorship through the Internet and through 

interviews to the press.*9 If the objective was 

to silence the media, the result backfired. 

“GFP Bunny” became a global media scandal 

after a front-page article appeared in the Bos-

ton Globe,*10 sharing headlines with articles 

about the 2000 Olympics and US presidential 

debates. Articles about Alba were published 

in all major countries, with wire services fur-

ther spreading the news worldwide.*11 Alba 

was also on the cover of Le Monde, the San 

Francisco Chronicle, and L’Espresso, among 

others. Der Spiegel and the Chicago Tribune 

dedicated full pages to GFP Bunny. She also 

appeared on the front page of the Arts sec-

tion of the New York Times. Broadcasts by 

ABC TV, BBC Radio, and Radio France also 

took the Alba story to the whole planet. 

Since 2000 the relentless response to GFP 

Bunny has been equally intense and fasci-

nating, with fruitful debate and both strong 

opposition and strong support. From 2000 to 

2004 the “Alba Guestbook.” collected gener-

al opinions about the work and expressions 

of support to bring Alba home.*12 Through 

lectures and symposia, Internet postings, 

and e-mail correspondence, the debate in-

tensified and became richer, more subtle and 

nuanced, as I had hoped. The response to 

GFP Bunny constitutes extremely rich mate-

rial, which I hope to revisit in the near future. 

As part of my intercontinental custody 

battle to obtain Alba’s release, between De-

cember 3 and December 13, 2000, I staged a 

public campaign in Paris, which included lec-

tures, broadcasts, public and private meet-

ings, and the public placement of a series of 

seven posters. I placed individual posters in 

several areas, including Le Marais, Quartier 

Latin, Saint Germain, Champs de Mars, Bas-

tille, Montparnasse, and Montmartre. The 

posters reflect some of the readings afforded 

by GFP Bunny. They show the same image 

of Alba and me together, each topped by a 

different French word: Art, Médias, Science, 

Éthique, Religion, Nature, Famille.*13 Between 

December 3 and December 13, 2000, con-

current with radio (Radio France and Radio 

France Internationale), print (Le Monde, Libéra-

tion, Transfert, Ça M’intéresse, Nova), and 

television (Canal+, Paris Première) interviews 

and debates, I posted these images on the 

streets in an effort to intervene in the context 

of French public opinion and gather support 

for my cause to bring Alba home. I also en-

gaged the public directly through a series of 

lectures (Sorbonne, École Normale Superior, 

École Superior des Beaux Arts, Forum des 

Images) and through face-to-face conversa-

tions on the street sparked by the public's 

interest. In total, I reached approximately 1.5 

million people (about half of the population 

of Paris). This was an important step, as it 

allowed me to address the Parisian public 

directly. In 2001 I created “The Alba Flag,” a 

white flag with the green rabbit silhouette, 

and started to fly it in front of my Chicago area 

house. The flag not only publically signals 

the green bunny home, but most importantly 
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stands as a social marker, a beacon of her 

absence. 

Continuing my efforts to raise awareness 

about Alba’s plight and to obtain her free-

dom, in 2002 I presented a solo exhibition 

entitled Free Alba!*14 at Julia Friedman Gallery 

in Chicago (May 3–June 15, 2002). Free Alba! 

included a large body of new work comprised 

of large-scale color photographs, drawings, 

prints, Alba flags, and Alba t-shirts. Seen 

together for the first time were the posters 

from my public interventions in Paris (2000), 

an Alba flag flying outside the gallery (2001), 

photographs that reclaim green bunny nar-

ratives circulated by global media (2001–

2002), drawings that reflect on our closeness 

to the “animal other” (2001–2002), and Alba 

t-shirts that extend Alba’s cause beyond 

gallery walls (2002). Through the leitmotif 

of the green bunny, this exhibition explored 

the poetics of life and evolution. The story of 

GFP Bunny was adapted and customized by 

news organizations worldwide, often gener-

ating new narratives that, both intentionally 

and unintentionally, reinstated or overlooked 

the facts. My Free Alba! exhibition featured 

photographs in which I reappropriated and 

recontextualized this vast coverage, exhibit-

ing the productive tension that is generated 

when contemporary art enters the realm of 

daily news. The photographs in this series 

dramatize the fact that the reception of GFP 

Bunny was complex, taking place across cul-

tures and in diverse locations. I will continue 

to develop new strategies to make Alba’s 

case public and to pursue her liberation. 

Parallel to this effort, transgenic art 

evolves. One new direction involves the cre-

ation of nanoscale three-dimensional struc-

tures built of amino acids. This “proteic art,” 
or “protein art,” can be experienced in many 

forms, including in vivo, in vitro, and expand-

ed into other settings, such as rapid-prototype 

models and online navigational spaces. All 

of these forms, and many others, can be 

combined through new bio-interfaces. A 

prominent aspect of this path is the fact 

that these three-dimensional structures are 

assembled according to combinatory rules 

that follow strict biological principles (other-

wise it is not possible to produce them), even 

if one invents and synthesizes a new protein. 

This constraint imposes a biomorphology 

that offers a new and fascinating creative 

challenge. A second new direction involves 

complex interactive transgenic environments 

with multiple organisms and biobots, bio-

logical robots partially regulated by internal 

transgenic microorganisms. In what follows 

I offer a discussion of these developments, 

both of which I explored in 2001.

3. Sculpting New Proteins

While the first phase of Genesis focused on 

the creation and the mutation of a synthetic 

gene through Web participation, the second 

phase, carried out in 2000–2001, focused on 

the protein produced by the synthetic gene, 

the Genesis protein,*15 and on new works 

that examine the cultural implications of pro-

teins as fetish objects. The Genesis protein is 

another step in the translation of the original 

Biblical text, this time from the Genesis gene 

(itself encoding the English sentence) to a 

three-dimensional form made up of discrete 

parts (amino acids). The transmogrification 

of a verbal text into a sculptural form is laden 

with intersemiotic resonances that contrib-

ute to expand the historically rich intertextu-

ality between word, image, and spatial form. 

The process of biological mutation extends 

it into time. 

A critical stance is manifested through-

out the Genesis project by following scientifi-

cally accurate methods in the real production 

and visualization of a gene and a protein that 

I have invented and which have absolutely 

no function or value in biology. Rather than 

explicating or illustrating scientific princi-

ples, the Genesis project complicates and 

obfuscates the extreme simplification and 

reduction of standard molecular biology de-

scriptions of life processes, reinstating social 

and historical contextualization at the core 

of the debate. I appropriate the techniques 

of biotechnology to critique the language 

of science and its inherent ideologies, while 

developing transgenic art as an alternative 

means for individual expression. In its genom-

ic and proteomic manifestations, the Genesis 

project continues to reveal new readings and 

possibilities. 

Protein production is a fundamental as-

pect of life. Multiple research centers around 

the world are currently focusing their initia-

tives on sequencing, organizing, and analyz-

ing the genomes of both simple and complex 

organisms, from bacteria to human beings. 

After genomics (the study of genes and their 

functions) comes proteomics (the study of 

proteins and their functions). Proteomics, 

the dominant research agenda in molecular 

biology in the post-genomic world, focuses 

on the visualization of the three-dimensional 

structure of proteins produced by sequenced 

genes.*16 It is also concerned with the study 

of the structure and functionality of these 

proteins, among many other important as-

pects, such as similarity among proteins 

found in different organisms. The second 

phase of Genesis critically investigates the 

logic, the methods, and the symbolism of 

proteomics, as well as its potential as a do-

main of artmaking. 

In order to arrive at the visualization of the 

Genesis protein, I first explored aspects of its 

two-dimensional structure.*17 The next step 

was to compare the predicted folding pat-

tern of the Genesis protein to another known 

protein to which it is similar: chorion. With 

the goal of producing a tangible rendition of 

the nanostructure of the Genesis protein, I 

researched protein fold homology using the 

Protein Data Bank, operated by the Research 

Collaboratory for Structural Bioinformatics 

(RCSB). I then produced a digital visualization 

of the Genesis protein’s three-dimensional 

structure*18. This three-dimensional dataset 

was used to produce both digital and physi-

cal versions of the protein. The digital version 

is a fully navigable Web object rendered 

both as VRML (Virtual Reality Modeling 
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Language) and PDB (Protein Data Bank) 

formats, to enable up-close inspection of its 

complex volumetric structure. The physical 

rendition is a small solid object produced via 

rapid prototyping, to convey in tangible form 

the fragility of this molecular object.*19 This 

object was used as a mold for casting the 

final form of the protein used in the creation 

of the Transcription Jewels. 

Transcription Jewels fig.3 is a set of two 

objects encased in a custom-made round 

wooden box. The word “transcription” is 

the term employed in biology to name the 

process during which the genetic informa-

tion is “transcribed” from DNA into RNA.*20 

One “jewel” is a two-inch genie bottle in clear 

glass with gold ornaments and 65 mg of pu-

rified Genesis DNA inside. “Purified DNA” 
means that countless copies of the DNA 

have been isolated from the bacteria in which 

they were produced and accumulated and 

filtrated in a vial. The gene is seen here out 

of the context of the body, its meaning inten-

tionally reduced to a formal entity to reveal 

that without acknowledgment of the vital 

roles played by organism and environment, 

the “priceless” gene can become “worth-

less” The other “jewel” is an equally small 

gold cast of the three-dimensional structure 

of the “Genesis” protein. By displaying the 

emblematic elements of the biotech revolu-

tion (the gene and the protein) as coveted 

valuables, “Transcription Jewels” makes an 

ironic commentary on the process of com-

modification of the most minute aspects of 

life. Neither the purified gene in Transcription 

Jewels nor its protein were derived from a 

natural organism, but rather were created 

specifically for the artwork Genesis. Instead 

of a “genie” inside the bottle, one finds the 

new panacea, the gene. No wishes of im-

mortality, beauty, or intelligence are granted 

by the inert and isolated gene sealed inside 

the miniature bottle. As a result, the irony 

gains a critical and humorous twist by the 

fact that the “precious commodity” is devoid 

of any real, practical application in biology.

All pieces described and discussed earlier, 

including the Internet installation with live 

bacteria, were presented together in my solo 

exhibition Genesis, realized at Julia Friedman 

Gallery in Chicago from May 4 to June 2, 

2001. The multiple mutations experienced 

biologically by the bacteria and graphically in 

the images, texts, and systems that compose 

the exhibition reveal that the alleged suprem-

acy of the so-called master molecule must be 

questioned. The Genesis series (including the 

installation, Transcription Jewels, and other 

works) challenges genetic hype and opposes 

the dominant biodeterministic interpretation 

in stating that we must continue to consider 

life to be a complex system at the crossroads 

between belief systems, economic princi-

ples, legal parameters, political directives, 

scientific laws, and cultural constructs.

4. The Eighth Day

The Eighth Day fig.4 is a transgenic artwork 

that investigates the new ecology of fluores-

cent creatures that is evolving worldwide. It 

was shown from October 25 to November 2, 

2001, at the Institute for Studies in the Arts, 

Arizona State University, Tempe.*21 While 

fluorescent creatures are being developed 

in isolation in laboratories, seen collectively 

in this work for the first time they form the 

nucleus of a new and emerging synthetic 

bioluminescent ecosystem. The piece brings 

together living transgenic life forms and a 

biological robot (biobot) in an environment 

enclosed under a clear Plexiglas dome, thus 

making visible what it would be like if these 

creatures would in fact coexist in the world 

at large. 

As the viewer walks into the gallery, he 

or she first sees a blue-glowing semisphere 

against a dark background. This semisphere 

is the four-foot dome, aglow with its internal 

blue light. He or she also hears the recur-

ring sounds of water washing ashore. This 

evokes the image of the Earth as seen from 

space. The water sounds both function as a 

metaphor for life on Earth (reinforced by the 

spherical blue image) and resonate with the 

video of moving water projected on the floor. 

In order to see The Eighth Day, the viewer is 

invited to “walk on water.”
In the gallery, visitors are able to see the 

terrarium with transgenic creatures both 

from inside and outside the dome. As they 

stand outside the dome looking in, someone 

online sees the space from the perspective of 

the biobot looking out, perceiving the trans-

genic environment as well as faces or bodies 

of local viewers. An online computer in the 

gallery also gives local visitors an exact sense 

of what the experience is like remotely on the 

Internet. 

Local viewers may temporarily believe 

that their gaze is the only human gaze con-

templating the organisms in the dome. How-

ever, once they navigate the Web interface 

they realize that remote viewers can also ex-

perience the environment from a bird’s eye 

point of view, looking down through a cam-

era mounted above the dome. They can pan, 

tilt, and zoom, seeing humans, mice, plants, 

fish and the biobot up close. Thus, from the 

point of view of the online participant, local 

viewers become part of the ecology of living 

creatures featured in the work, as if enclosed 

in a websphere. 

The Eighth Day presents an expansion of 

biodiversity beyond wildtype life forms. As a 

self-contained artificial ecology it resonates 

with the words in the title, which add one 

day to the period of creation of the world as 

narrated in the Judeo-Christian Scriptures. 

All of the transgenic creatures in “The Eighth 

Day” are created with the same gene I used 

previously in “GFP Bunny” to create Alba, a 

gene that allows all creatures to glow green 

under harmless blue light. The transgenic 

creatures in The Eighth Day are GFP plants, 

GFP amoeba, GFP fish, and GFP mice. Se-

lective breeding and mutation are two key 

evolutionary forces. The Eighth Day literally 

raises the question of transgenic evolution, 

since all organisms in the piece are muta-

tions of their respective wildtype species 

and all were selected and bred for their GFP 
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mutations. 

The Eighth Day also includes a biologi-

cal robot, or biobot. A biobot is a robot with 

an active biological element within its body, 

which is responsible for aspects of its behav-

ior. The biobot created for The Eighth Day has 

a colony of GFP amoeba called Dyctiostelium 

discoideum as its “brain cells” These “brain 

cells” form a network within a bioreactor 

that constitutes the “brain structure” of the 

biobot. When amoebas divide, the biobot ex-

hibits dynamic behavior inside the enclosed 

environment. Changes in the amoebal colony 

(the “brain cells”) of the biobot are monitored 

by it, and cause it to move about through-

out the exhibition. The biobot also functions 

as the avatar of Web participants inside the 

environment. Independent of the ascent and 

descent of the biobot, Web participants are 

able to control its audiovisual system with a 

pan-tilt actuator. The autonomous motion, 

which often causes the biobot to lean for-

ward in different directions, provides Web 

participants with new perspectives of the 

environment. 

The biobot's “amoebal brain” is visible 

through the transparent bioreactor body. In 

the gallery, visitors are able to see the terrar-

ium with transgenic creatures from outside 

and inside the dome, as a computer in the 

gallery gives local visitors an exact sense of 

what the experience is like on the Internet. 

By enabling participants to experience the 

environment inside the dome from the point 

of view of the biobot, The Eighth Day creates 

a context in which participants can reflect on 

the meaning of a transgenic ecology from a 

first-person perspective.

5. Move 36

Move 36 *22 fig.5 makes reference to the dra-

matic move made by the computer called 

Deep Blue against chess world champion 

Gary Kasparov in 1997. This competition can 

be characterized as a match between the 

greatest chess player who ever lived and the 

greatest chess player who never lived. The 

installation sheds light on the limits of the hu-

man mind and the increasing capabilities de-

veloped by computers and robots, inanimate 

beings whose actions often acquire a force 

comparable to subjective human agency. 

According to Kasparov, Deep Blue’s quin-

tessential moment in game two came at 

move 36. Rather than making a move that 

was expected by viewers and commentators 

alike—a sound move that would have afford-

ed immediate gratification—it made a move 

that was subtle and conceptual and, in the 

long run, better. Kasparov could not believe 

that a machine had made such a keen move. 

The game, in his mind, was lost. 

The installation presents a chessboard 

made of earth (dark squares) and white sand 

(light squares) in the middle of the room. 

There are no chess pieces on the board. Po-

sitioned exactly where Deep Blue made its 

move 36 is a plant whose genome incorpo-

rates a new gene that I created specifically 

for this work. The gene uses ASCII (the uni-

versal computer code for representing binary 

numbers as roman characters, on- and off-

line) to translate to the four bases of genetics 

Descartes’ statement: “Cogito ergo sum” (I 

think therefore I am). 

Through genetic modification, the leaves 

of the plants curl. In the wild these leaves 

would be flat. The “Cartesian gene” was cou-

pled with a gene that causes this sculptural 

mutation in the plant, so that the public can 

see with the naked eye that the Cartesian 

gene is expressed precisely where the curls 

develop and twist. 

The Cartesian gene was produced ac-

cording to a new code I created especially for 

the work. In eight-bit ASCII, the letter C, for 

example, is 01000011. Thus, the gene is cre-

ated by the following association between 

genetic bases and binary digits:

A = 00 

C = 01 

G = 10 

T = 11

The result is the following gene with fif-

ty-two bases: 

CAATCATTCACTCAGCCCCACATCACCCCAG-

CACTCATTCCATCCCCCATC

The creation of this gene is a critical and 

ironic gesture, since Descartes considered 

the human mind a “ghost in the machine” 
(for him the body was a “machine.”). His ra-

tionalist philosophy gave new impetus both 

to the mind-body split (Cartesian dualism) 

and to the mathematical foundations of cur-

rent computer technology.

The presence of this Cartesian gene in 

the plant, rooted precisely where the human 

lost to the machine, reveals the tenuous 

border between humanity, inanimate objects 

endowed with lifelike qualities, and living 

organisms that encode digital information. 

A single parallel light beam shines delicately 

over the plant. Silent square video projec-

tions on two opposing walls contextualize 

the work, evoking two chess opponents in 

absentia. Each video projection is com-

posed of a grid of small squares, resembling 

a chessboard. Each square shows short 

animated loops cycling at different inter-

vals, thus creating a complex and carefully 

choreographed thread of movements. The 

cognitive engagement of the viewer with 

the multiple visual possibilities presented on 

both projected boards subtly emulates the 

mapping of multiple paths on the board in-

volved in a chess match.

A game for phantasmic players, a phil-

osophical statement uttered by a plant, and 

a sculptural process that explores the poet-

ics of real life and evolution, this installation 

gives continuity to my ongoing interventions 

at the boundaries between the living (hu-

man, non-human animals) and the nonliving 

(machines, networks). Checkmating tradition-

al notions, nature is revealed as an arena for 

the production of ideological conflict, and 

the physical sciences as a locus for the crea-

tion of science fictions.
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6. Conclusion

Quite clearly, genetic engineering will contin-

ue to have profound consequences in art as 

well as in the social, medical, political, and 

economic spheres of life. As an artist I am 

interested in reflecting on the multiple social 

implications of genetics, from unacceptable 

abuse to its hopeful promises, from the no-

tion of “code” to the question of translation, 

from the synthesis of genes to the process 

of mutation, from the metaphors employed 

by biotechnology to the fetishization of genes 

and proteins, from simple reductive narratives 

to complex views that account for environ-

mental influences. The urgent task is to un-

pack the implicit meanings of the biotechnol-

ogy revolution and contribute to the creation 

of alternative views, thus changing genetics 

into a critically aware new art medium. 

The tangible and symbolic coexistence 

of the human and the transgenic, which I 

developed in several of my aforementioned 

works, shows that humans and other species 

are evolving in new ways. It dramatizes the 

urgent need to develop new models with 

which to understand this change, and calls 

for the interrogation of difference taking into 

account clones, transgenics, and chimeras. 

The Human Genome Project (HGP) has 

made it clear that all humans have in their ge-

nome sequences that came from viruses,*23 

acquired through a long evolutionary history. 

This means that we have in our bodies DNA 

from organisms other than human. Thus we 

too are transgenic. Before deciding that all 

transgenics are “monstrous,” humans must 

look inside and come to terms with their own 

“monstrosity,” namely, with their own trans-

genic condition. 

The common perception that transgenics 

are not “natural” is incorrect. It is important 

to understand that the process of moving 

genes from one species to another is part of 

wild life (without human participation). The 

most common example is the bacterium 

called “agrobacterium,” which enters the 

root of plants and communicates its genes 

to it. Agrobacterium has the ability to transfer 

DNA into plant cells and integrate that DNA 

into the plant chromosome.*24 

Transgenic art suggests that roman-

tic notions of what is “natural” have to be 

questioned and that the human role in the 

evolutionary history of other species (and 

vice versa) has to be acknowledged, while 

at the same time respectfully and humbly 

marveling at this amazing phenomenon we 

call “life.”
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40 million years ago (as we still were early apes).” The 

HGP also suggests that humans have hundreds of bac-

terial genes in the genome. See International Human 

Genome Sequencing Consortium, “Initial Sequencing 

and Analysis of the Human Genome,” Nature 409, no. 

6822 (February, 15, 2001): 860–921. Of the 223 genes 

coding for proteins that are also present in bacteria and 

in vertebrates, 113 cases are believed to be confirmed. 

See p. 903 of the same issue. In the same private corre-

spondence mentioned earlier, Dr. Reich concluded: “It 

appears that it is not man, but all vertebrates who are 

transgenic in the sense that they acquired a gene from 

a microorganism.”

This natural ability has made a genetically engineered 

version of the agrobacterium a favorite tool of molec-

ular biology. See L. Herrera-Estrella, “Transfer and Ex-

pression of Foreign Genes in Plants” (Ph.D. thesis, Lab-

oratory of Genetics, Gent University, Belgium, 1983); P. 

J. J. Hooykaas and R. A. Shilperoort, “Agrobacterium 

and Plant Genetic Engineering,” Plant Molecular Biol-

ogy 19 (1992): 15–38; J. R. Zupan and P. C. Zambryski 

“Transfer of T-DNA from Agrobacterium to the Plant 

Cell,” Plant Physiology 107 (1995): 1041–1047.
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Eduardo Kac

Born in 1962. Kac is an Brazilian artist who lives and works 

in America. Kac pioneered telecommunications and ro-

botics in contemporary art in the eighties, and in nineties 

he extended his work to the Internet and into biology. To 

name his new area of investigation, he has coined several 

terms, including “telepresence art” and “bio art.” His work 

has been showcased in biennials such as Yokohama Trien-

nial, Japan; Gwanju Biennale, Korea. Kac’s work is part of 

the permanent collection of the Museum of Modern art, 

New York, and the Museum of Modern Art, Rio de Janeiro, 

among others. Selected book wrote and edited: Signs of 

Life (MIT Press, 2007), Telepresence and Bio art (University 

of Michigan Press, 2005), etc. http://www.ekac.org.


