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能性がある。たとえば、一定期間宇

はない。
「宇宙人類学」はあらためて

れている。つま
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ない。地上で活動するために必要な

他のさまざまな分野との対話と協同

人類学の対象である。

筋肉、さらには骨が無重力状況の中

作業によって、その問いに答えよう

根本的な問いを私たちは突きつけら
れるのである。
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雨林から極北の狩猟採集民、長い王

面で浮遊する、

朝、帝国の歴史をもつインドや中国

このような基本的なテーマだけで

で変化してしまっているのである。

という試みである。私たちの研究会

られていたひとりひとりの個人は、

ひとりぼっちの宇宙飛行士の孤独な

など、世界のさまざまな地域で長期
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ドとして考えた場合、多様なテーマ

への進出において乗り越えるべき大

り、意図的に「Cosmo Anthropology」

の前に、裸のまま露出することを可

た宇宙空間から見る地球は、もはや

を行い、人類の多様な社会・文化の

が考えられる。たとえば、
（ 1 ）高度

きな壁となっている。

あるいは「Astro-Anthropology」を用

能にしたとも言えよう。

自分がその中に抱かれて暮らす場所

あり方を明らかにしてきた。そのこ

知的生命体との出会いによって、私

ならば、身体そのものを改造して宇

いないのは、このためである（日本

このことを考える上で、月面上か

ではない。なにかよそよそしい、そ

とにより、近代以降に作られた私た

たち「人類」は人類全体の社会、文

宙空間に適応し、十分な活動ができ

語では、すべて宇宙人類学となって

ら地球を撮った有名な写真は、私た

れでいて、 1 つのまとまりを持った

ちの「あたりまえ」「自然らしさ」

化をどのように、その知的生命体に

るようにするのはどうであろうか？

しまう問題はあるが）
。宇宙（Space）

ちに現代の世界と人間の関係につい

完結した場所のようにも見える。そ

を、離れた場所から見る視点（相対

説明するのか、つまり自らの社会、

てさまざまに考えさせてくれる。い

の地球に帰ることはつまり、自分と

化）を示し、人間の社会・文化の可

文化をどのように対象化するのか、

バイオテクノロジー（生物工学）や

と、あるいは創造することが、人類

わゆる「Blue marble」
（青い大理石）

は無関係に成り立っている 1 つの場

能性を提起してきた。今日、このよ

（ 2 ）宇宙環境において、集団や社会

身体の一部の機械化を駆使し、身体

の文化、そして私たちにどのような

の地球の映像である（写真 1 ）
。

所、システムにぽつんと、たった 1

うな社会・文化の多様性とその可能

がいかに適応するのか、それによっ

そのものを変えることは現在の科学

変化をもたらすのかは、まさに現在

よく指摘されるのは、人類は初め

人で入り込むことである。これは広

性に着目することで、グローバル化

て、新しい規範、文化が生み出される

技術の水準でも十分可能な方策であ

起こりつつある社会・文化の問題で

て自分たちの住む星「地球」を外か

大な宇宙の中の孤独な人類というイ

の進展による世界の標準化、画一化

のか、
（ 3 ）宇宙空間に身体が適応す

る。しかし、この場合には、別の大

ある。そして、私たち人類は何者で

ら眺め、漆黒の暗闇の中に青く輝く

メージではなく、よそよそしい地球

を打破する 1 つの方向性となりうる。

るときにどのような問題が起こるの

きな文化的問題が発生する。

あるのか、どこから来て、どこへ行

地球に心細さを感じてしまった、地

の前に浮遊する孤独な人間というイ

球そして人類をひとつの運命共同体

メージである。
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過酷な宇宙空間に適応するために、

というフィールド（場）に関わるこ

宇宙人類学の課題

か、
（ 4 ）衣食住など基本的な生活文

現在のところ、宇宙飛行士は地球

くのか、という根本的な問いに答え

化が宇宙ではどのように変化するの

上に帰還することを前提としており、

るフィールドこそ「宇宙」である。

か、新しい生活文化が生み出される

宇宙空間に適応するために身体その

「宇宙人類学」はその根本的な問い

としてとらえ、
「宇宙船地球号」ある

むろん、このようなイメージは一

いは「地球村」という発想が生み出

般的ではないであろう。しかし、先

それでは、
「宇宙人類学」は具体的

のか、
（ 5 ）宇宙進出、宇宙への移住

ものを「改造」することは想定しに

に答えようという 1 つの「挑戦」な

される契機となったということであ

に述べたように、グローバル化が世

にどのようなテーマに取り組むこと

など冒険的な行動の根底にはどのよ

くい。しかし、宇宙空間に長期間滞

のである。その「挑戦」に関心のあ

る。地球の表面には「国境」など存

界を覆いつつある現代世界の中にお

ができるのであろう。まず、現在人

うな価値観、文化があるのか、
（6）

在することによる身体的変化が常態

る方は、ぜひとも『宇宙人類学の挑

在せず、
「当たり前のもの」として、

ける「人間の疎外」を、この写真は

類が長期間居住することが非常に困

宇宙空間では新しい「神」
、
「新しい

化する事態も含め、さらに地球に帰

戦』をお読みいただければ幸いであ

確かな存在としてとらえていた近代

きわめてリアルな形で示していると

難な宇宙空間において、はたして新

宗教」が生み出されるのか、
（ 7 ）宇

還しないことを前提とした「移住」

る。

国家が実はあやふやな存在であるこ

言えるのではないか。

しい文化が生成されるかどうかとい

宙ステーション、宇宙基地、コロニ

を想定し、生物工学による大幅な身

う問題がある。確かに現在の技術水

ー居住地でロカールな文化とアイデ

体改造を施し、「宇宙を生活空間と

準では、人間集団が一定期間以上、

ンティティが変化するのか、
（ 8 ）宇

する人類」＝「宇宙人」が登場する

宇宙空間に居住するような状況は、

宙空間が私たちの認識をいかに変え

というのは荒唐無稽な想像上の産物

とに気づかされたのである。
「母なる
星」地球というイメージが、その地
球を離れた宇宙飛行士が撮影した写
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宇宙は人類の根本的課題に
答えるフィールド

真によって生み出されたのは、ある

「宇宙人類学」研究会は、文化人

短期的には不可能であるかもしれな

るか……等、人間の社会と文化の諸

ではない。移動手段としての足を退

意味皮肉な状況と言えよう。そして

類学こそがさまざまな学問分野の中

い。しかし、タイムスパンを数十年

問題、さらには「人間とは何か」と

化させた、あるいは身体加工を施し

人類は母なる地球に抱かれた「子ど

で特権的な地位にあると主張したい

単位やそれ以上に設定した場合、そ

いう根源的問題にまで踏み込んでい

た、または機械による他の移動に取

も」のイメージとしてとらえられる。

のではない。さらに、「宇宙」につ

れは100％ありえないとは言い難い。

くようなテーマが無数に設定できる

り替えた人間を「人間」として受け

もう 1 枚の写真、宇宙遊泳をする

いての人文社会的なアプローチの中

これまでも、人類は長いスパンの歴

のである。

止めることができるであろうか？

宇宙飛行士の写真も、同じように

で人類学が最も重要であるというこ

史的プロセスでは、自分たちの居住

たとえば、
（ 3 ）のテーマ、「宇宙

ここで「人間はどこまでが人間か」
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