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宇宙で感じた﹁生きている地球﹂

山崎直子
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やまざき なおこ

宇宙飛行士。1970年千葉県松戸市生まれ。東京大学大

国際 宇 宙ステーション
︵ＩＳＳ︶
に
したら︑
体がフワッと宙に浮いて︒

くなりました︒シートベルトを外

態になった瞬間︑いきなり体が軽

空気を吸ったとき︑草木の香りが

山崎 地球に帰ってきて地上の

をどのように感じましたか？

こその実感だと思います︒

いったん離れて戻ってきたから

て素晴らしいのだろう︒地球から

ているこの地球という星はなん
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滞在する宇宙飛行士候補に︑山崎

風に交じって運ばれてきたのが

なあ﹂
と思いました︒

この状態を心の底から
﹁懐かしい

る﹂
新鮮な気持ちでいっぱいにな

むしろ
﹁あらためて愛おしく感じ

経験をされたからでしょうか？

が︑宇宙では
﹁当たり前ではない﹂

︱︱ 地上では
﹁当たり前﹂のこと

地上で無重力訓練はしていまし

その間︑
２００３年に起きた︑
ス
ペースシャトル
﹁コロンビア号﹂
の

力状態を
﹁懐かしい﹂
と感じるなん

︱︱ 人生で初めて体験する無重

と︑そして優しい太陽の光︒そん

ること︑地に足が着いているこ

風が吹くこと︑ふつうに呼吸す

りにある当たり前の存在やあり

体験をしたことで︑普段︑身の回

という
込む・作るしか術がない﹂

空間で生活するためには︑
﹁持ち

山崎 そうですね︒何もない宇宙

て面白いですね︒

な当たり前の一つひとつが︑心の

がたさを身に染みて感じていま

りました︒

かし何が起きても最善を尽くせる

山崎 そ う で す ね︒小 学 生 の と

底から
﹁愛おしい﹂
︒私たちが生き

事故では︑山崎さんの搭乗計画も

よう厳しい訓練を重ね︑人知の限

き︑理科の先生から
﹁星は水素や

のなんだよ﹂
と教わって以来︑私

すべ

りを尽くした万全の準備への信頼

窒素︑酸素などからできていて︑

宇宙での仕事は危険が伴う︒し

があるからこそ︑クルーは力強く

宇宙から帰還した山崎さんは

は宇宙をとても身近に感じてき

それは人間の体の成分と同じも

﹁美しい地球の姿に感動しました︒

ました︒地球は宇宙の中では小さ

飛び立てるのだろう︒

そして︑地球に生まれたこと︑自

な星の一つ︒地球に住む人間は宇
宙の
﹁かけら﹂でできているんだ

然の尊さに感謝せずにはいられ
ません﹂
と語る︒

な︑そう考えると︑宇宙に行くこ
とは︑決して遠い冒険に出る気持

持ち﹂
に似ていると感じるのも自

ちではなく︑
﹁ふるさとに帰る気
︱︱ 宇宙空間に出て︑最も印象深

然なのかもしれません︒

2010年4月5日
2週間の宇宙生活が始まった

かったことは何でしょう？

︱︱ ２週間の宇宙滞在を終えて

山崎 やはり無重力になった瞬
間ですね︒地球を飛び立って８分

地球に戻ってきたときは︑
﹁地上﹂

輸送責任者として
ミッションを遂行す
る山崎さん

一時保留になった︒

いと

直子さんが選ばれたのは１９９９

へ。11年にJAXAを退職、
現在は内閣府宇宙政策委員会の

印象的でした︒本来ならこれこそ

る。10年、スペースシャトル「ディスカバリー号」に搭乗し宇宙

たが︑本物の無重力状態はもちろ

学院航空宇宙工学専攻修士課程修了。2001年、JAXA

年２月のこと︒しかし実際に宇宙

（宇宙航空研究開発機構）
で宇宙飛行士として認定を受け

ん初めて︒ですが︑私はこのとき︑ ﹁懐かしい﹂
のでしょうけど︑私は
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日本人女性 人目の宇宙飛行士として
2010年 月︑宇宙へ飛び立った山崎直子さん︒
日間のミッションを無事終えて地球に戻ってきたとき︑
強く感じた思いとは何だったのだろう︒
そして帰還から 年たった今︑
宇宙への思いはどのようにかたちを変え︑
山崎さんを動かしているのだろうか︒
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を体験できたのは︑
その 年後だ︒

国際協力で宇宙にできた施設︑
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委員を務めるほか、
宇宙開発のための教育事業に携わる。
ⒸNASA
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秒後︑大気圏を脱して無重力状
30

す︒
だが︑
宇宙には水も空気もない︒
した︒ただ︑この地球の浄化作用

にすごいなと︑あらためて感じま

だって︑決して当たり前でも永久

もちろん食べ物もない︒そのまま
では生きていけない人間が宇宙

︱︱ 地上では経験できないこと
がまだまだありそうですね︒宇宙
なものでもなく︑一度バランスが
崩れたら元に戻すことがいかに

空間で生きるには︑水や空気︑そ
して食料が不可欠だ︒

考えなくてはいけません︒

ＳＳ内では水や空気を大

難しいかということを︑私たちは

持ち運んだ資源が限りある
ことを常に意識して行動する
︱︱

から見た地球はどうでしたか？
山崎 地上４００㎞の上空に来て
いるのだから︑当然地球は足元に
見えると思っていたんです︒そう
したらいきなり頭の上に現れて︑
︱︱ 国際宇宙ステーション
︵ＩＳ

上下左右などなく︑自分の姿勢し
山崎 はい︒ＩＳＳの水や空気は

ているそうですね︒

Ｓ︶
では︑
水や空気をリサイクルし

こと︑できるだけ汚さないことで

山崎 とにかく無駄に使わない

つけていましたか？

切に使うため︑どんなことに気を

びっくり︒

だいで︑地球がいろんな方向に見
とても貴重なものです︒リサイク
すね︒

というのも︑無重力空間では︑

えるからなのです︒
ルして大切に使っています︒

覆う空気の層が瑠璃色に輝いて︑

ないほど美しかったです︒表面を

み水に変えます︒空気は︑呼吸で

エアコンで凝縮水として集め︑飲

尿はもちろん︑体から出る汗も

使うためにも︑顔や体はごく少量

やシャワーは使えません︒大切に

て球体になってしまうので︑蛇口

水は無重力空間では宙に浮い

その地球は︑言葉では表現でき

太陽の光が当たっているところ
出た二酸化炭素を吸着剤で吸い
の水でぬらしたタオルで拭く程

る り

は煌々と明るく︑反対に日の当た
取り︑加熱して化学反応させて酸
度︒また排水を出さないため︑歯

こうこう

らない部分は漆黒の暗さ︒そのコ
素を作ります︒

どころ茶や赤︑青みを帯びて色彩

が引き立て︑緑色の大地はところ

水の青さを︑そこに浮かぶ白い雲

人工的に作ったものですが︑この

うなリサイクルするシステムは

山崎 そうですね︒でも︑このよ

︱︱ すごい技術ですね︒

をすべて取り換える必要があり

空気は一度汚すと︑室内の空気

のですね
︵笑︶
︒

は抵抗がありましたが︑慣れるも

み込まなくてはいけません︒最初

人口が増えます︒国連は 年後に
は世界の人口が 億人を超えると

きりました︒これもゴミを出さな

予想していますが︑そうなれば人

ことから︑ＩＳＳは
﹁小さな地球﹂

ていく課題と重なります︒そんな

の環境作りは︑地球環境を維持し

さない︑
ゴミを出さない︒
ＩＳＳ内

︱︱ 水をリサイクルし︑空気を汚

てはいけないと思います︒

て住める地球を作っていかなく

合って自然や環境を考え︑安心し

う気持ちで︑世界の人と手を取り

宙船地球号〟
のクルーなんだとい

これからは︑一人ひとりが
〝宇

すます狭くなっていくでしょう︒

といわれています︒
山崎 加えて︑ＩＳＳの宇宙飛行

技術と技術の
士は︑さまざまな国の人が集まっ
﹁横の連携﹂を支える側に

起きたら全員で解決する︒多国籍

の文化を尊重しつつ︑何か問題が

をされるのでしょう︒

山崎さんは︑今後どのような活動

︱︱ そのために︑宇宙を体験した

ています︒みんなが個人とその国

の人が集まるところも
﹁小さな地

山崎 宇宙開発というと︑何か特

る﹂
ともいえる︒大きな宇宙船で︑

﹁地球は大きな一つの宇宙船であ

ＩＳＳが小さな地球なら︑逆に

いることなのです︒例えば持って

じ
﹁衣食住﹂のすべてに関わって

実際には宇宙の生活も地球と同

メージが強いかもしれませんが︑

ゆえん

球﹂
といわれる所以です︒

多くの人々が生きていくために

いく食料は︑ 年以上保存できる

別な人が未知の世界に挑むイ

は︑実際の宇宙開発技術が応用で

ことが条件で︑そのための加工技

︱︱ これからの地球環境につい

で人間が生きるための技術が︑地

生かされています︒これは︑宇宙

きるのではないだろうか︒

て︑
どのように考えますか？

球で生かされた一例です︒

術は地上でも災害時の保存食に

山崎 地球はこれからもまだまだ

シャトルの中で着用
するオレンジスーツ
無重力空間では、地球が上に見
えたり下に見えたり。仕事の合間
に宇宙の窓・キューポラで撮影

宇宙から見る地球は、
瑠璃色に輝いていた
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とを考えていきたいと思います︒

宙飛行の経験者としてできるこ

来るはず︒そんな日を夢見て︑宇

れば︑誰もが宇宙に行ける時代が

自の輸送手段を持てるようにな

行くことはできません︒日本が独

今はまだ日本から直接宇宙に

どもたちを育てたいですね︒

球や宇宙の未来を考えられる子

たくさんあります︒広い視野で地

あるし︑まだまだ不思議なことも

ます︒宇宙にはいろんな可能性が

でもらえるような活動をしてい

触れながらチームワークも学ん

地球の話をしたり︑身近な自然に

ザーとして︑子どもたちに宇宙や

﹁ 日 本 宇 宙 少 年 団 ﹂の ア ド バ イ

の先生に憧れていたんです︒今︑

山崎 実は小さいころから︑学校

すね︒

宙を語る機会もよく作られていま

︱︱ 山崎さんは︑子どもたちに宇

ちたいと考えています︒

の
﹁横の連携﹂
を取るために︑役立

私は︑いろんな分野の技術と技術

が宇宙で生かされる場合もある︒

場合もあるし︑地上の優れた技術

宇宙の技術が地上で発展する
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ントラストは息をのむほどでし

がとても豊か︒時折ピカッと雷が
浄化作用を地球は自然にやって
ます︒そのため︑実験は密閉空間

磨きで口をゆすいだら︑それを飲

光ったり︑緑色のオーロラがカー
くれているんです︒空気の汚れも
で行ったり︑薬品の梱包は厳重に

た︒地球の表面の約 ％を占める

テンのように動いていたり︒
﹁地
排水も浄化して︑きれいな状態を

こんぽう

球は確実に生きている﹂
︒私 は
したりしました︒

極力ゴミを出さないことも大

宇宙では一滴の水さえ、人間が
生きるための貴重な資源だ

やモノの行き来も増え︑世界はま

切︒宇宙食は︑汁まで残さず食べ
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いために必要なことです︒
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保とうと働いている地球は本当

Naoko Yama zak i

はっきりと感じました︒
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PRESENT ＊山崎直子さんの著書『宇宙飛行士になる勉強法』を抽選で10名様にプレゼント。詳しくは21ページをご覧ください。
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「水を大切に使い、
空気を汚さないようにする。
宇宙船内の環境作りは、
そのまま地球にも当てはまる」

