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国際宇宙ステーションから撮影された太陽と地球（NASA）
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アポロ17 号が撮影した地球（NASA）

できるだろう。
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宇宙航空研究開発機構（JAXA）に
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は宇宙教育センターという組織があ

の人々に瞬時に共有され、この地球

り、宇宙科学の成果そのものを伝え
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さまざまに見える地球
しかし、地球を離れることは常に
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図 2 は宇宙飛行士の山崎直子氏が
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スペースシャトルに搭乗して国際宇
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を調査しているが、それによると、

上で人間が争うことの空しさや、地

価値観や精神の変容をもたらすのだ

宙ステーション（ISS）へ行った際の

宇宙飛行の前後では「権力」
「普遍主

るだけでなく、宇宙を学ぶことを通

球環境の脆さとかけがえのなさを、
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れている。
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成功した。
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12

ンによる初飛行から

を行っている。

外から見る視点の功罪
宇宙について学ぶ意義は、単に科

宇宙への滞在が人のこころへ及ぼ
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ある研究会の席で山崎宇宙飛行士に
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な体験が含まれることは、宇宙飛行
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インタビューした際に、宇宙から見
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差異を意識する視点の両方が混在し

個体差はあれど（これも重要なこと

ていることがうかがえる。

だ）、ダンゴムシはある時点でこの

これに対し、地球からずっと離れ
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ISSから撮影された東京湾周辺（NASA）

終わりの見えない単調作業に「キレ

てしまえばどうだろうか。歴史上、

て」
、続けて同じ方向に曲がったり、

地球からもっとも離れた人間はアポ

壁をよじのぼろうとしたりと、特異

ロ計画で月へ行った宇宙飛行士たち

な行動をとりはじめるというのであ

である。地球から月面の模様がはっ

る。人間の経験を使って表現するな

きり見えるように、月からも丸い地

らば「未知の状況に狼狽した」よう

球とその美しい模様を肉眼でもはっ

に見えるこのダンゴムシの「こころ

きり見ることができる。図 4 は米欧

の動き」は、自然の中で観察してい

による探査機カッシーニが土星近傍

ても決して気づくことはできない、

から撮った写真である。美しい輪の

ダンゴムシの未知なる性質の発現で

下に矢印で指し示された青い点が地

ある。

球である。地球から14億 km 以上離れ

人間にとっての宇宙は、ダンゴムシ

た土星からは、望遠鏡を使わないか

にとっての迷路と同じではないか。宇

ぎり地球は他の夜空の星々と同じ点

宙という人間にとって未知の、地球

にしか見えない。注意して見なけれ

とは極端に異なる環境は、われわれ

ばどこに地球があるのかすらわから

自身がまだ知らない人間の未知なる

なくなるだろう。

性質を暴きだすだろう。さらには、

ある。人類学という学問が、世界の

地球が広大な宇宙空間にたたずむ

異なる環境へ適応しようとする人間

さまざまな民族を調べることで、人

1 つの点にしか見えないというのは、

は、生命工学などを駆使して能動的

類の文化や社会がいかに多様であり

人類がいまだ経験したことのない状

に自らの心身の変容を促進させるか

うるかを示してきたように、宇宙科

況である。この視点から見れば地球

もしれない。宇宙視点から見ればこ

学はわれわれを取り巻く物理的世界
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土星探査機カッシーニが撮影した土星の環と地球（白い矢印で指し示してある）
（NASA）

地球上のほぼすべての生命活動と気

であることを思いだせば、ISS もスペ

上の国や文化の差異が粗視化される

れもまた人類の進歩であり、歓迎す

の多様性を見せてくれたし、宇宙に

象現象の源であり、われわれの生態

ースシャトルも地球のすぐそばをへ

だけでなく、地球への帰属意識すら

べき多様性の増大であり、地球上の

インスパイアされた文学や芸術作品

系は太陽のエネルギーなくして生き

ばりつくようにして回っていること

薄らいでゆくかもしれない。やがて

生命が生存圏を拡大してきた歴史の

たちは、生命や人間のあり方の多様

てゆくことはできない。しかし太陽

がわかる。そのような近距離からは

そこでは、グローバル化により画一

延長として捉えることもできるだろ

な可能性をわれわれに考えさせてく

は地球上の生命を育む光（可視光）

視野の中に地球全体を収めることは

化が進む地球とは別種の思想と文化

う。しかし、それが同時代に生きる

れた。将来、地球外生命の発見や人

のエネルギーだけでなく、生命には

できない。実際、ISS からはかなり地

が育まれることになるだろう。ここ

1 人 1 人の人間の安心と幸福につな

類の本格的な宇宙進出が実現したと

有害な X 線や紫外線、そして時折発

球の細かいところまで見ることがで

に来て、宇宙がもたらすものは、地

がるかといえば疑問である。もっと

き、後者の多様性は想像から現実の

生する太陽面爆発（太陽フレア）の

きる。図 3 は ISS から撮影された夜の

球を外から見ることによる普遍主義

もその時代に生きる人間にとっての

ものとなる。

影響で高エネルギー粒子（放射線）

東京湾周辺の写真である。主要河川

から、地球からの断絶がもたらす多

幸福が、今のわれわれが思う幸福と

も宇宙空間に放出している。これら

や幹線道路がはっきり見えており、

様性へと変化する。

同じかどうかもわからないが。

の生命に有害な放射線は地球の高層

住民であれば自分の住む身近な町の

大気で吸収されるため地球上の生命

場所まで指し示すこともできるだろ

に影響はないが、宇宙空間では宇宙

う。

迷路の中のダンゴムシ

人類の宇宙進出がもたらすもの

人類の宇宙進出は、科学技術に支
えられた人類の文化の発展拡大をど
こまで続けるのか、その時代に生き
る個々の人間の幸せとどう折り合い
をつけるのか、という問題をわれわ

飛行士の被ばくや衛星の故障の原因

上述のインタビューの際、山崎宇

動物行動学者の森山徹は、ダンゴ

梅棹忠夫は、宇宙開発に代表され

れに突きつける。これは狭義の科学

となる。地球大気の外に出れば、太

宙飛行士はこうも語っていた。
「最初

ムシを自然界ではありえない状況に

る「人間が意識的につくった文化」

技術や宇宙政策といった範囲に収ま

陽は生命に対して敵対的な、恐ろし

は『地球は 1 つ』と思う。しかし、地

置くことで、おそらくは当のダンゴム

について、「洋々とした可能性があ

る問題ではなく、文化や宗教、そし

い存在でもあるのだ。

球をずっと見ていると、都市や山、

シも知らなかったであろう、彼らの

るとともに、恐ろしい一面もある」

てこころの問題でもある。これから

話を戻そう。図 2 の写真には地球

火山などだんだん細かいところが見

知られざる「こころ」を暴きだすこ

と語っている。近年、この問題は生

の宇宙研究、そしてその成果に基づ

のごく一部しか含まれていない。実

えだす。宇宙飛行士が互いの生まれ

とに成功した。ダンゴムシには「右

命科学の急速な発展においてより鮮

いた宇宙教育には、これらの分野ま

は図 1 と同じ風景は、ISS から見るこ

たところをいっしょに見たりする。

に曲がった後は左に、左に曲がった

明に現れてきていると言えるだろ

で統合するようなアプローチが求め

とはできない。ISS だけでなく、月へ

その後また『 1 つの地球』を強く感

後は右に曲がる」という性質（交替

う。そして人類の宇宙進出は、宇宙

られるだろう。その意味で、「ここ

行ったアポロ計画をのぞくほぼすべ

じるときもくる。いろんなフェイズ

性転向反応）があるが、この性質ど

環境への受動的適応、あるいは生命

ろの未来」の特集において宇宙が取

ての有人宇宙ミッションは、高度数

があるのだろうか」
。ISS 程度の距離

おりだと延々同じ場所を行ったり来

工学を駆使した能動的な適応の可能

り上げられたことはまことに意義深

百 km 程度で地球を周回する軌道を

（高度）では、地球を 1 つとみる普遍

たりするような仕掛けになっている

性とも相まって、人間の身体やここ

い。

とっている。地球の半径が約6,500km

主義的な視点と、国や地域、文化的

迷路の中にダンゴムシを入れると、

ろに大きな変容をもたらす可能性が
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