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「宇宙教育」誌発刊にあたって 

 

発刊趣旨 

ジュール・ヴェルヌの「月世界へ行く」から 150 年，人類はほんとうに宇宙にとびだして今や常に

誰かが宇宙に滞在する時代となりました。今後，益々宇宙への進出は進み，生活の様々の諸相で宇宙が

活かされていくことでしょう。「宇宙活動」が世界のあらゆるところに浸透してゆき，科学の進展や技

術革新にとどまらず，経済や政治活動，文化活動など我々の文明社会全体に影響が及んでいくことで

しょう。人類の意識も変化し，必然的に教育活動も変容していくことが求められていくことになると

容易に想像されます。 

教育について考えるとき，このように人類が宇宙に進出していこうとする時代にどのような教育が

求められるのか，宇宙に進出していく人類の活動や文化を支えていく教育とは何であるのか，その概

念化から具体的な教育手法まで，さまざまの視点から検討していくことが必要です。 

そこで，人類が宇宙に広がっていこうとしているこの宇宙時代の教育について考える場，宇宙と教

育についての考察の場，宇宙教育の実践研究報告の場，を提供するために本誌を発行することとしま

した。 

 

すなわち本誌の掲げる「宇宙教育」とは，宇宙の視点から構築する教育や，宇宙を利用して教育や学

習を豊かにする活動など，宇宙関係の科学者や技術者を育成する教育という狭い意味を超えて，宇宙

と教育とが交差する観点からみえてくる新しい世界を俯瞰できるように宇宙教育を広く捉えて良いも

のとしたいと思います。 

 

したがって本誌は，小・中学生、高校生，あるいは大学生などを対象に宇宙教育活動の実践を行って

いる指導者に宇宙教育の理念の共有，実践活動事例の紹介，教材紹介などを通して，宇宙教育実践者の

情報共有や意識とレベルの向上を図り，宇宙教育の敷衍・向上・発展に貢献することをめざすととも

に，人類が宇宙に広がりつつあることが我々人類にどのような意味を持つのか，宇宙の視点が我々の

文化，活動，教育にどのような影響を与えるのか，我々は宇宙の視点で教育をどのように構築してゆけ

ば良いのか，について研究考察検討する場となることをもめざします。 

 

 まずは，「宇宙教育」誌を立ち上げるための創刊号（第 1 号）として，宇宙と教育の分野で活躍され

ている方々に「宇宙教育」あるいは「宇宙と教育」というお題でそれぞれの視点から語っていただき，

本誌が船出する海原の広さや深さを認識したいと考えました。読者の皆様には，「宇宙」と「教育」の

交差する視界には知的刺激に満ちた豊かな空間が広がっていることがおわかりになるかと思います。

このような茫漠たる依頼にお応えいただきご寄稿いただきました皆様に心より感謝と御礼を申し上げ

ます。 

 

「宇宙教育」誌編集人代表 高橋徹 

                             

              編集：「宇宙教育」誌編集委員会 

              発行：（公財）日本宇宙少年団 
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「はやぶさ 2」の帰還──『宇宙教育誌』発刊によせて 

的川 泰宣 

 

 高橋徹さんの努力と奔走のおかげで、このたび『宇宙教育』がスタートします。彼を中心として協力

を惜しまれなかった方々に対し、心からの敬意を表します。さて、こんなロートルが亡霊のように出る

幕ではありませんが、その他ならぬ高橋さんからも強く依頼され、過去の経緯からお断りできなくな

りました。最近の問題意識の一端を記します。 

 最近の私は、横浜・洋光台にある科学館を拠点として、宇宙と子どもたち、科学と子どもたちのつな

がりのあり方を考えていくというスタイルが基本的な姿勢になっています。日本の宇宙教育の立ち上

げの際に、「好奇心・冒険心・匠の心」という３つの大きな動機付けを置いたことは、旗印としては重

要な意味をもち、その後数年間の全国のみなさまのさまざまな活動を通じてその内実が豊かに蓄積さ

れ、具現化されてきたことは、力強いことでした。その柱立てが正しかったのかどうかについては、そ

の後評価の俎上にきちんと載せられたことがないので、私にもよくは分からないのですが、あれから

20 年以上を経た現在の時点から見ると、はっきりとしたこともいくつかあります。 

 ここ数年間に限って言えば、宇宙教育との関連で大きな事件がいくつもありましたが、私の心に大

きな位置を占め続けた代表としては、①２機の「はやぶさ」、②新型コロナ、そして③トランプという

現象でしょうか。いずれも私たちの宇宙教育と強い関係があると思いますが、後者 2 つは、日本のみ

ならず世界の宇宙教育のこれからと深いつながりがありますが、私自身もまだ思索中で、いっぱいお

話ししたいことがありながら、みなさんともっと議論しなければならない論点が多過ぎて、ここでは

披瀝できません。とりあえず「はやぶさ 2」についてだけ、エッセンスを随想風に述べ、記念すべき『宇

宙教育』への餞にします。 

 

1 初代「はやぶさ」の帰還 

 

2010 年６月 13 日。それは、南十字星の輝くオーストラリアの砂漠の静寂を劈くような鮮烈な光の

筋となって、地球の大気圏に突入してきました。7 年間 60 億㌔の長旅を闘いぬいて、どこか誇らしげ

に見える光の帯。近寄ってみれば、「はやぶさ」の本体が大気の高温と高圧を受けてバラバラに砕け散

っている壮絶な姿なのだと分かっていました。断末魔の只中にあって勝利の雄たけびを発しているこ

の「人工の流れ星」の向こうには、「はやぶさ」チームのインテリジェンスとスキル、そしてコラボレ

ーションが輝いて見えました。 

たった数分間の映像で多くの人を感動の涙に引きずり込んだ「はやぶさ」に、せめて懐かしい地球の

姿を見せてやりたいと、管制室のスタッフは強い願いを持ちました。ところが、「はやぶさ」の最も性

能のいいカメラは、本体の下面についており、しかも姿勢制御に 

かかわる装置はほとんど壊れています。 

そこでスタッフは果敢にも「手動」で「はやぶさ」の体を横に回すことにチャレンジしながら、側面

に装備したカメラで地球の撮影を 8 回にわたって試みました。1 枚目──真っ黒、2 枚目──真っ黒、

3 枚目──真っ黒、……絶望的なタイムリミットが迫っていました。そしてその執念は 7 枚目に実りま

した。「涙で霞んだ」地球の画像が届いたのです。「はやぶさ」が目にした最後の故郷の姿です。これを
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地上局に向けて送信してくれた直後、「はやぶさ」は追跡アンテナのある鹿児島・内之浦の地平線の下

に消え、8 枚目を送ることができませんでした。この写真は、科学がロマンと好奇心を満身創痍で追求

する活動であることを象徴的に語りかけています。 

その年の秋、プラハ（チェコ）で世界最大の国際宇宙会議（IAC）が開催されました。冒頭に IAC 会

長の基調報告があります。彼は、この 1 年間の世界の宇宙活動を総括し、トップのニュースを 10 個ほ

ど挙げていきます。人々が固唾をのむ中で、トップ・ニュースに掲げられたのが「はやぶさの地球帰

還」でした。そして 2 番目に挙げられたアメリカの火星探査を挟んで、3 番目には、同じ年に宇宙開発

史上初の見事な成功を遂げた日本のソーラーセイル「イカロス」が告げられました。会長は、日本の宇

宙技術力の高さを称え、満場は大きな拍手に包まれたのでした。 

日本は翌 2011 年、東日本大震災と「ふくしま」原発事故という惨禍に襲われました。「はやぶさ」

の帰還は、その後成し遂げられた女子ワールドカップ・サッカーの「なでしこ」チームの初優勝と並ん

で、苦しみと闘う日本列島の人々を励ましつづける力強いできごととして語り継がれていきました。1） 

 初代「はやぶさ」の傷だらけの凱旋をめぐっては、さまざまな評価が流れています。その中で最もそ

の本質を射当てているのは、プロジェクト・マネジャーの川口さんが帰還後に評した「宇宙往還時代の

到来」だったと思います。そのトリガーを 2 代目の「はやぶさ 2」が太陽系無人探査の揺るぎない技術

としてしっかりと確立してくれました。しかし、「はやぶさ 2」の実現に至る道は決して滑らかではな

かったのです。 

 

２ 圧巻だった「のぞみ」キャンペーン 

 

人類史上初めての小惑星サンプルリターン計画「はやぶさ」の成果を、次の世代にバトンタッチする

ミッションを実現したいという想いは、初代「はやぶさ」の帰還前から、日本の惑星科学の大切なテー

マでした。しかし宇宙科学研究所が提案した「次世代小惑星探査機」は、2007 年度予算で 5000 万円

がつけられたものの、要求していた 5 億円には程遠い数字でした。これでは部品の先行発注すら難し

いと感じていた矢先、日本の科学の歴史にあまり起きたことのない現象を耳にするようになりました。 

国民の大きな共感を呼んだ「はやぶさ」の激闘が後押しをしてくれたらしいのです。「後継機」を熱

望する数多くのメッセージが、政府機関（財務省・文部科学省）に直接届くようになったのでした。 

宇宙活動自体は、共感を目的とするものではありません。しかし、予算を配分する役目にある政府機

関が「国民の目と声」を意識することは、考えてみれば当たり前のことです。とは言っても、1955 年

4 月に東京・国分寺で水平に発射されて日本の宇宙開発の発端となった「ペンシルロケット」から始ま

って、1970 年の日本初の衛星「おおすみ」の誕生、1980 年代半ばの「ハレー彗星探査」など節目節目

の大きな事件やそれらに対する人々の反応が、政府機関の決断を目に見えて変えるほど力になったこ

とは、私の記憶の中にはあまりありません。 

ただ一つだけ例外があります。それは初代「はやぶさ」打ち上げ（2003 年）の 5 年前にあった出来

事です。日本の宇宙開発と人々を直接につないだ、その思い出深い事件を足早に披露しておきましょ

う。 

 

1998 年 7 月 4 日午前 3 時 26 分、日本初の火星探査機「プラネット B」を乗せたミューV ロケット

が、鹿児島・内之浦の発射場から発射されました。真夜中の打ち上げだったにもかかわらず、見学席に

はたくさんの人々が陣取り、カウント「ゼロ」とともに星空を目指して上昇するロケットの勇姿に、大
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きなどよめきと感動が湧き起こりました。 

この日、天候は曇り、地上の風は南南東から 1.4 ㍍、めざす火星の色を象徴するように、名機と謳

われたミューロケットは自ら吐き出す炎に照らされて、真っ赤な残照を送ってきました。この赤い光

に導かれて、日本の宇宙科学は、惑星探査時代という新たな海に漕ぎ出たのです。 

その旅立ちの半年あまり前、1997 年 12 月 15 日、鹿児島市のパレス・ホテルで開かれた記者会見の

席上で、宇宙科学研究所（以下、宇宙研）は、「あなたの名前を火星へ」というキャンペーンを発表し

ました。 

1998 年の 1 月と 2 月の 2 ヵ月間に、2 ㌢×6 ㌢の四角に自分の名前を書いて宇宙研へ送ってくれれ

ば、その自筆の名前を日本初の火星探査機「プラネット B」に載せて火星に届けます、というもの。翌

日一斉に新聞やテレビで、このキャンペーンについての報道が流されました。 

「一体どれくらいの数の人が応募してくるのだろうか…………？」 

宇宙研のスタッフは、キャンペーンの反響を不気味な期待を持って待ち受けました。神奈川県相模

原市にある宇宙研の本部。かつて米軍淵野辺キャンプの通信基地があったところ。日本の宇宙科学の

牙城です。 

キャンペーンを発表した翌日。宇宙研の本館 2 階にある庶務課の電話が朝からけたたましい呼び出

し音を響かせ始めました。そしてこの部屋にある 24 個の電話は、終業時までひっきりなしに鳴り続け

たのです。これが年明けに始まる嵐のような毎日の序幕となりました。このささやかなキャンペーン

は、考えもしなかったほど多数の人々を火星探査に「参加」させ、宇宙研のわずか 300 人の職員に、

てんてこ舞いの大騒動を巻き起こしました。 

ほとんどの人がハガキで応募してきました。その名前の記載されている 2 ㌢×6 ㌢の四角をハサミ

やカッターで切り取る作業は、結構手間がかかります。そしてそれを 1 枚 1 枚大きな台紙に貼り付け

ていきます。その台紙をさらにコピーしてから、写真に撮って金属に焼き付けて搭載するのです。した

がって焼き付けた名前は非常に小さくなってしまうのですが、顕微鏡ルーペという機械を使えば、拡

大して見ることができます。 

「こんな消耗な仕事を誰が考えついたんだ」……それでなくても忙しい仕事を抱えている宇宙研の

面々は、最初は不満たらたらでした。キャンペーンの言い出しっぺだった私は申し訳ない気持ちでい

っぱいでした。ところが数日すると状況が変わってきました。みんなの整理作業への協力に積極性が

見られるようになってきたのです。事情を探ってみると、その秘密は名前のそばに「ついでに」書いて

ある一人一人の応募者のメッセージにありました。これらの無数のメッセージには、日本の科学が遙

かな惑星たちに探査の足を伸ばすことへの祝福と、より野心的で夢のあるプログラムへの渇望が渦巻

いていました。 

ところでハガキの名前を切り抜きながら、このメッセージを読む宇宙研の職員たちが感じたのは、

一人一人の国民の生活の何気ない側面に、「宇宙」とのつながりがいっぱい存在しているという事実で

す。今回のキャンペーンは、卒業記念とか闘病生活とか追悼心とか家族への愛情とか、一見火星探査と

全く関係のない動機と宇宙科学を結びつけた点において、まさに画期的なトリガーとなりました。 

終わってみれば、このキャンペーンに応募した人の数は、27 万人にも達しました。私たちの予想は

せいぜい 5000 人か 1 万人くらいだったので、その数の多さに仰天してしまいました。 

寄せられたハガキに添えられているコメントを読んでいくうち、日本の人々がこんなに宇宙への憧

れを持ち、自身の生活と宇宙が「きっかけさえあれば」素直に結びつくものなのだということが分かっ

てきました。 
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これらのコメントに記された想いの中には、ハガキを整理した研究所の人たちが涙なしには読めな

かったものがたくさん含まれています。このキャンペーンを通じて、火星探査機を宇宙空間に送り出

す宇宙研のスタッフと、それにさまざまな期待を託したみなさんとは、一筋の赤い糸でつながれたと

信じています。みなさんの感動は翻って職員の感動となりました。この 27 万人の人々の名前は、アル

ミ板に焼き付けられ、火星探査機の下面に取り付けられました。 

あまり明るくないニュースばかりが報じられる昨今にあって、日本や世界全体から見ればささやか

なキャンペーンの中に、21 世紀を明るく夢見ようとする多くの健全な人たちの気持ちがこもっている

ことを、できるだけ大勢の人々に知ってほしいと願っています。27 万人のみなさんのメッセージをと

ても全部は掲載できませんが、代表的なものだけでも読んでいただきたいと考え、それらを私なりに 7

つのカテゴリーに分類して、次節 3 に紹介します。汲めども尽きぬ日本人のエネルギーを発見して、

新しい日本の建設の歩みへの大いなる力にしていただきたいものです。 

後日譚──人々の「のぞみ」と科学者が新たな惑星探査新時代にかける「のぞみ」を満載した火星探

査機「プラネット B」は、軌道投入後、関係者の投票を基礎にして「のぞみ」と命名されました。残念

ながら「のぞみ」は火星周回軌道に投入できず、現在も人工惑星となって太陽周回軌道にあります。こ

うしている今も太陽系を悠々と飛びつづけているのです。 

そしてこれを引き継いだミッション「はやぶさ」（初代）も、「星の王子さまに会いに行きませんか」

キャンペーンで再び人々の名前をつのり、驚くなかれ 88 万人の名前が 129 ヵ国から寄せられ、「はや

ぶさ」のターゲットマーカーの内側に貼られました。そしてさらに「はやぶさ 2」にも 18 万人。「のぞ

み」で作り出された宇宙ミッションをめぐる熱気はこうして「はやぶさ」計画に引き継がれ、国民の政

府機関へのメッセージ、提言の形で具現化していったのです。 

以下の抜粋は、みなさんの考察のデータとして活用してください。 

 

3  「あなたの名前を火星へ」──27 万人のメッセージから 

 

【激励 1】 

★厳しい条件のあるある人工衛星で、なぜこのようなことをしていただけるのか不思議ですが、ボイ

ジャーのレコード盤に一筆入れさせてもらうようなもので本当に信じられません。ものすごく素晴ら

しい企画だと思います。 

★自分の名前が半永久的に宇宙に存在するなんて考えただけでも幸せです。こんな企画をもっといっ

ぱい作ってくれたら、もっと嬉しいです。 

★皆さんの税金等を使っているので、このようなサービスは大変よいことだと思います。今後もこの

ような機会があればどんどんと行ってほしいです。葬式がなんだか不要な気がします。 

★非常に素晴らしい企画で大変嬉しく思います。「プラネット B」の打ち上げ、観測の成功をお祈りし

ています。 

★タイムカプセルの宇宙バージョンのようでとても楽しい企画だと思う。宇宙探査は前から興味があ

ったので送らせてもらいました。アメリカ等に負けないように日本ももっと探査機を打ち上げましょ

う。 

★宇宙空間に自分の名前を見られるなんて夢のようです。日本の宇宙科学技術を誇りに思うと同時に、

これからも期待して見守っていきます。 

★日本でももっと宇宙に対する積極的な企画ができたらうれしいです。 
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★研究所の方々へ一言。「宇宙科学研究所」などという、私たちの生活とはほとんど無関係と考えると

ころへお手紙する機会に一言。私はかねがね宇宙についての情報に興味があり、最近も火星の生命体

存在の可能性や NASA の地表映像などを見て想像力をかきたてられておりました。けれど、もっと日

本にも活躍してほしいところへこのお話。空を見上げると輝く火星に私の名前が回っているかと思う

と、それだけで嬉しくなってしまうでしょう。宇宙関連は、ばかみたいに金を喰うので、ムダだなどと

いう声を聞きますが、私個人としては、一人 1 万円ずつ税金を捻出してもよいと思っています。現実、

それだけとれたら政府は泣いて年金などに回すでしょうが、宇宙を知ることは、歴史を知ることと同

じことなので、それを知りたいはずだと思います。将来的に日本機による日本人操縦が目標ですね。 

★わたしは 10 さい。しょうらい、うちゅうで仕事したいけど、かなうかわかりません。でもがんばる

ので、みなさんもがんばってください。 

 

【願い・夢・ロマン 1】 

★新聞を見てさっそく応募しました。応募者全員の名前を載せてもらえるんですか？ 私はまだ高校

生ですが、とても宇宙に興味を持っています。宇宙に行くことはきっと無理だけど、自分の名前が宇宙

に残るなんてすごいことですね。来年の夏が待ち遠しいです。 

★日本人宇宙飛行士が TV 等で放送されると、大変興味をもって、かじりついて見ています。宇宙へ行

けるような能力のない私にとってたいへんうれしい企画です。またこんな風に一般の人たちが参加で

きるような企画を是非、考案してください。 

★宇宙船に乗りたい夢を持っています。名前だけでも先にかなえてください。感謝の気持ちでいっぱ

いです。 

★新聞で自分の名前が宇宙に行くというのを見て大変驚きました。僕は宇宙に大変興味があり、宇宙

に行くのが夢でした。このような機会に巡り会えたことを大変うれしく思っています。自分は行けな

くてもせめて名前だけでも宇宙に行くのが大変嬉しく、その名前に自分の夢を乗せ宇宙に飛び立つ日

が来るのを心待ちにしています。僕の夢をかなえてください。よろしくお願いします。 

★社会人になってからは、“夢を見る”こともめっきりなくなってしまいましたが、やっぱり夢は必要で

すよネ。私の名前、宇宙へ連れて行ってやってください。 

★自分の名前が宇宙に残るということはとても夢のあることだと思うし、生きていくことに勇気が湧

いてくるような気がします。 

★12 月 29 日の新聞にて知り、“ワー、すごい！”と思わず心の中でさけび、ぜひ実現してほしいと思い

ました。 

★連日、人類の夢に向けての研究ご苦労さまです。人類の希望とロマンの 1 ページに参加させていた

だきたく、応募させていただきます。 

★こんなにうれしいことはありません。宇宙旅行が私の夢でしたから……。「プラネット B」打ち上げ

の成功をお祈りいたします。 

★最近目にした記事の中では日本としては珍しく夢のある話です。 

 

【世相】 

★世知辛い世の中、宇宙の神秘へロマンを求めて。 

★世界中の人々が宇宙にポツンと浮かぶ地球を眺め、もう一度考え直して……。 

★最近、あまり明るいニュースの無い中での素晴らしい企画を用意していただき、本当に感謝してお
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ります。必ず打ち上げが成功することを心よりお祈り申し上げますとともに、どうか今後もロマンあ

る企画をお願いします。 

★朝 3 時に新聞配達をしております。星空のきれいな時は思わず足を止めて空を見上げます。これか

らはもっと楽しくなります。 

 

【闘病・追悼】 

★新聞を読んだとき、びっくりしてすごく興奮しました。手術をしたり、弱い体でも一日一日を前向き

に、一瞬を充実して生きることが希望に満ちた人生と思っていますので、名前だけでも火星まで連れ

て行ってください。 

★父が今年の 5 月に他界しました。父は、いま宇宙の星になったんだねって、家族みんなそう思って

います。家族全員の願いと想いを託して、名前を宇宙に残してください。 

★この名前は先日亡くなった父の名前です。父は若い頃、飛行機が好きでしまいには航空自衛隊に入

隊し、その当時の最新のジェット機を操縦したことがあると話をしてくれました。生前に一生の中で

この頃が一番よかったと言っていました。今度は、広大な宇宙に飛ばせてあげたいのです。わが日本の

宇宙科学も着々と技術も進歩し、いよいよ他の惑星を探査するまでになったこと、新年とともに嬉し

く思います。益々の発展をお祈り申し上げます。 

★とても素晴らしい企画に大喜び。星の大好きだった息子の名前をぜひお願いします。19 歳で交通事

故で星になってしまいました。息子の名前が火星の周りをまわっているなんて、胸が躍ります。 

★昨年亡くなった主人は、今も空から私たちを見守ってくれていると思います。夜空を見上げるたび、

月に星に主人のことを寂しがらせないでと頼んでいましたが、主人の名前が宇宙にあると考えると、

私たちも心強くなれそうです。 

★「火星を巡る」とてもスバラシイ企画に胸がときめいています。星になってしまった息子の名前をお

願いします。 

★小学 2 年生の息子が腎臓の病気で急に入院することになりました。少しでも励みになると思い、応

募しました。 

 

【激励 2】 

★新聞でこの企画を知り、ハガキを出してみました。宇宙科学研究所のやっている研究は世界でも評

価が高いそうですね。「プラネット B」も火星の秘密を解き明かすために素晴らしい働きをしてくれる

ものと期待しています。ミッションの成功をお祈りします。 

★平和ほどありがたいことはありません。半世紀ほど前までは、私たちのまわりを取り巻く暗い権力

が強すぎて、秘密と防諜思想の下で人権を縛りつけられた時代でした。今はすべてがオープンになっ

て、自由と平和を求めまた建設していくと思います。地球上の人類もより一層の平和を求めてお互い

に努力を行って宇宙への出発です。実に楽しい時代に入ったように思います。さらなるご研究の発展

をお祈りしています。 

★火星に自分の名前が残るとはとても素晴らしいことだと思います。たくさんのご応募があると思い

ますが、すべてを載せるというファイトに感動しました。これからも火星はもとより、いろいろな惑星

に目を向けてそして研究し、疑問を解明していってください。私たち一家はとても宇宙に興味があり

ます。応援しています。頑張ってください！ 

★文部省いけてるね。 
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★今回の企画、非常に良いアイディアだと思います。当方現在 19 歳の大学生です。ちょっと宇宙開発

にたずさわるには出来が悪いですが、今学んでいる工学を選んだのは間違いなく宇宙への憧れからで

す。生きているうちに自分が火星へというのは難しいとしても、こうして名前が探査機に乗るだけで

も幸せだなと思います。そしていつか誰かがもう一度プレートを見られる日が来るまでに宇宙への人

間の進出が進むことを願ってやみません。 

★地球の重力から解き放たれて「宇宙」へ出る物体に自分自身の痕跡を残すことができるなんて──

大変感激です。それに納税者に対するサービスとしてはなかなかよいと思います。火星上空に到着し

てからの観測についても詳細な発表をよろしくお願いします。こちらの方が本当の意味でのサービス

（奉仕）です。頑張れ、宇宙科学研究所！ 

 

【願い・夢・ロマン 2】 

★私の生命より大切な者たちです。心臓が悪い私は長くはいきられないのですが、せめて残るこの者

たちが、いつまでも幸せで穏やかな日々を過ごすことができますように。 

★私はいま 17 歳で、一般で言う青春時代を送っている学生です。毎日いろんなことがあります。色ん

なことに敏感な頃なので、特にそう感じるのかもしれません。自分の名前を刻み今のこの心・気持ちを

大人になっても思い出せるよう刻んでとどめておきたいのです。 

★受験が終わって、大人になって月旅行や火星旅行ができるようになるまで回っていますように。 

★私自身が宇宙へ行くかわりにせめて名前だけでも連れて行ってください。でも何年かしたら必ず私

も宇宙へ行きたい。宇宙って大きな空だよね。宇宙へいつか飛べるはず。 

★私の字が、名前が火星へ行くなんてわくわくします。「プラネット B」の動向、ずっと気をつけてい

ますね。皆の名前を焼き付けたアルミ板ができたら、もし公開してくれたら見に行きます。楽しい企画

をありがとうございます。 

★将来人類の居住地の可能性をもつ火星に自分の名前が届けられ、残されていくなんてとても素敵な

ことだと思います。こんな夢のようなことが実現できるのだと思うと、気持ちが明るくなるし、宇宙に

ついてもっと知りたいと思うようになりました。 

 

4 「はやぶさ２」の復活とその旅 

 

初代「はやぶさ」が 6 月に内之浦から発射された 2003 年の秋、日本の宇宙 3 機関（宇宙開発事業

団、宇宙科学研究所、航空宇宙技術研究所）が統合されて単一の宇宙機関 JAXA（宇宙航空研究開発機

構）が設立されました。 

この統合に伴って宇宙開発の主導権が内閣府に移ったことが、日本の宇宙開発の進め方に大きな影

響を持つようになりました。その込み入った事情を乗り切って「次世代小惑星探査機」が「はやぶさ 2」

プロジェクトとして復活し、力強い鼓動を取り戻しました。 

その復活までの屈折したプロセスをここでたどることはしませんが、大いに力となったのが、要求

予算の数分の 1 の予算で始まった初代「はやぶさ」チームの死闘、それを心から後押ししてくれた官

僚の方々、全力を挙げて応援してくれたジャーナリズム、そして何よりも初代「はやぶさ」の旅路を忙

しい日々の生活の中で喜びと悲しみを共有しながら応援し続けた無数の人々の声であったことを、私

自身は肌身に感じています。この共感を呼び起こそうと努力する姿勢が、活動の主体にある限り、未来

にも「宇宙」は人々とともにあるでしょう。 
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もちろん初代「はやぶさ」がなしとげた世界初の小惑星サンプルリターンとその死闘の 7 年間は、

同じ時代に生きた多くの人々の記憶に残る事件となりました。しかし何よりも大事なことは、その目

撃者である国民のみなさんが、後継機である「はやぶさ２」の復活に大きな声援を送ってくれたことで

す。「はやぶさ２」のチームはそのことを心の底から感じながらミッションを遂行してきました。国民

の心と結びながらミッションを遂行する──これまで日本の歴史にはなかった現象が出現しました。

ティーム・メンバーは、終始情報発信に努めてきました。彼らのプロジェクト・サイトを覗いたことの

ある人は、そのことに深い感銘を受けるに違いありません。どこか、「広報」という言葉だけで表現で

きない雰囲気がお分かりになるのではないでしょうか。 

すでに人口に膾炙し、メディアで詳細に報じられてきた「はやぶさ 2」ミッションの詳細を繰り返す

ことはやめにしましょう。2014 年 12 月 3 日に H-ⅡA に搭載されて種子島を旅立った「はやぶさ 2」

は、2018 年 6 月に小惑星に到着、表面の厳しさに直面した結果、その年の 11 月に予定した 1 回目タ

ッチダウンを翌年に延期し、じっくりと戦略を練り直しました。新しい年が明け、2019 年 2 月の 1 回

目タッチダウン（表面のサンプル採取）、4 月の人工クレーター形成、そして 7 月の 2 回目タッチダウ

ン（クレーター形成で湧き上がった内部物質の採取）、2019 年 11 月の「リュウグウさよなら」を経て、

勇躍帰途に就いた「はやぶさ 2」でした。 

 

5 「はやぶさ 2」の帰還 

 

往路・復路あわせて 52 億㌔の旅路を翔破した「はやぶさ 2」は、2020 年 12 月 5 日午後 14 時 30 分

（日本時間）、小惑星のサンプル入りカプセルを分離しました。分離の際に駆動したバッテリーとヘリ

カル・スプリングとマルマンバンドによる分離のメカニズムは、6 年間 1 度も動かしていない状況での

一発勝負だったにもかかわらず、見事に働き、「はやぶさ 2」本体から放出されたカプセルに、毎分 18

回転（18 rpm、3 秒ちょっとで 1 回の回転）というスピンを与えてくれました。横浜の小さな町工場

の技術が、初号機につづいて再び見事に花を咲かせました。 

分離の瞬間、地球までの距離は 22 万数千㌔。カプセルが離れるときの「はやぶさ 2」の体の角度（姿

勢）がわずかに狂うと、カプセルは地球大気の上端で跳ね返されるか、深く入りすぎて燃え尽きてしま

う──厳しい制御が要求され、分離でスピンがかからなければ、カプセルはタンブリング（ぐるぐる回

転）を起こして、やはり大気圏で燃え尽きる運命になるでしょう。しかしこの軌道制御も姿勢制御も完

璧に遂行され、その 22 万㌔余の道程を安定して耐え、秒速約 12 ㌔の猛スピードで厚い大気圏に突入

しました。 

その後の大気との壮絶な闘いは、美しい一筋の光条となって、オーストラリア・ウーメラの頭上を駆

け抜けていきました。その様子は、見つめる人びとの目を圧倒する光跡として展開されました。1 個の

火球となって観測される頃になると、その姿は遠く日本の神奈川・相模原にある「はやぶさ 2」管制室

のメンバーにも届きました。プロジェクト・マネジャーの津田雄一さんは、12 月 6 日午前 2 時 29 分

頃に目に飛びこんだ火球に「体中がゾクゾクした」そうです。この鮮やかな光の帯の背景には、北半球

に住む私たちにとっては、憧れでしかない星ぼしが燦めいています。 

高度 10 ㌔──パラシュート開傘。藤倉航装は、長年にわたって宇宙科学研究所の大気球を作り上げ

てくれている会社です。あの福島の地で、職人さんたちが腕によりをかけて作り上げた「傘」が、この

たびもウーメラの空に美しく開きました。 

前後のシールドが離れ、ビーコン電波を放ちながら、カプセルは 12 月 6 日午前 3 時前にオーストラ
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リアのウーメラ砂漠に緩降下しました。 

地上では現地の回収班が、光学観測はもちろん、カプセルが発するビーコン電波を地上のアンテナ

で追跡し、マリーンレーダーでパラシュートの影を探し、航空機・ドローンなどの手段を総動員して着

地位置の推定を行います。最も確かな推定位置が決まりました。その誤差 100 メートル程度。ヘリコ

プターで急ぎました。 

ヘリコプター班は、推定データを基にして砂と草地ばかりの荒漠とした場所を捜索し、6 日の明け

方、遂にカプセルを発見、続いて、パラシュート、カプセル前後の熱保護カバー（ヒートシールド）な

ど、あらゆるパーツを見つけて回収しました。 

津田雄一さんは、回収成功の記者会見の席で「玉手箱を舞い降ろすことができました」と報告しまし

たね。太陽系と生命の起源を解明するための貴重なサンプルがいっぱいつまったカプセルを「玉手箱」

と呼んだのです。 

回収物体は急遽ヘリコプターで現地の本部に輸送され、特にカプセルについては、内部の揮発性の

高いガス成分だけを７日に採取し、簡易分析を敢行しました。え？ なぜ真っ先にガスの分析をした

のかって？ 

だって、カプセルが神奈川・相模原の JAXA 宇宙科学研究所へ搬入された時、その蓋を開ける人がい

るでしょう。カプセル（玉手箱）の中からガス（煙）がモクモクと出てきて、それを浴びた人がヨボヨ

ボの浦島太郎爺さんになったら困ります。だから早めにオーストラリアでガスを抜いて…………とい

うのは、ちょっと早いエイプリル・フール。 

初号機「はやぶさ」が行ったイトカワは文字どおり岩石質ばかりの天体でしたが、「はやぶさ 2」が

訪れた小惑星リュウグウは、水や有機物を含んでいる岩石がかなりあるそうです。「はやぶさ 2」は 2014

年の打ち上げ後、カプセル内の容器の蓋を開けっぱなしで飛行しており、カプセル内は真空になって

いました。そして、2019 年にリュウグウへ着陸した後に容器の蓋を厳重に閉じました。だからそれ以

降に地上で回収するまで蓋が閉まった状態が保たれており、その中にガスがあれば、それは「リュウグ

ウ由来の気体」と考えられます。 

チームは、カプセル帰還翌日の 12 月 7 日にガスの採集に成功。蓋も密閉されていたことを確認しま

した。そのガスは地球の大気が入り込んだものではなく、リュウグウの物質から出た気体である可能

性が高まりました。 

簡易分析の後、現地でコンテナーに積み込まれたカプセルは、チャーター機で懐かしい故郷・日本

へ。オーストラリアに着陸した物体を日本に運ぶわけですから、これは「オーストラリアからの輸出」、

日本から見ると「輸入」なんです。「はやぶさ」初号機の時もそうでしたが、オーストラリア政府の粋

な計らいにより、税関の面倒な手続きなどすべて省略して、着陸したウーメラ砂漠から直接日本の羽

田空港まで飛行機で輸送されました。「カプセル」の乗せられた飛行機の名前が、偶然にも「ファルコ

ン 7Ｘ」──「隼（はやぶさ）」でした。何だか幸先がいいですね。 

 

6 開封──黒くまぶしい光を放つサンプルがどっさり！ 

 

羽田経由で運ばれた JAXA 宇宙科学研究所のある神奈川県相模原のキャンパスで、大勢の市民に迎

えられた後に、宇宙科学研究所のキュレーション・センターにおいて、12 月 8 日に、カプセル内のサ

ンプルコンテナの開封作業が行われました。地球の環境で穢れていないサンプルを採取してきたのに、

ここで地球の汚れと混じってしまっては、今後の分析が意味のないものになりますから、開封作業は、
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相模原の専用施設内で、地球の大気にさらされないよう真空環境下で、慎重に進められました。 

この 12 月 8 日も、まだ容器の中からガスが確認されています。前日にすべて抜き取ったのに、ガス

は発生し続けているのです。もしリュウグウのサンプルに有機物があればガスを発生する可能性があ

ります。どうやらカプセル内にはその種の砂が確かに存在していそう──期待はどんどん高まってき

ました。 

12 月 14 日、サンプルを格納している「サンプルキャッチャー」の入っているコンテナーを内視鏡で

観察し、コンテナーの底部に黒い砂粒状の粒子が多数あるのを確認しました。打ち上げ後の経過から

言って、この砂粒は小惑星リュウグウ由来と見て間違いないでしょう。どうやら、これから本格的に開

封するキャッチャーの中に、大きいサンプルがいっぱい入っていそうだ──ティーム・メンバーの胸

は一様にワクワクと盛り上がってきました。そして、ついに歴史的な開封の時を迎えました。 

10 年前の初号機の時は、初めのうちは目に見えるものが何もなかったので、みんな大変ショックを

受けたものです。12 月 15 日の朝。「はやぶさ 2」の「玉手箱」（サンプルキャッチャー）の蓋がゆっく

りと開かれました。キャッチャーは全部で 3 室あります。今回の 2 度のタッチダウンで使ったのは、

Ａ室とＣ室。この日まず開けたのはＡ室で、昨年 2 月 22 日（1 回目タッチダウン）で採取したサンプ

ルが入っている部屋。 

最初に目視で確認したのは、JAXA の澤田弘崇さんです。後の記者会見の席で彼は、 

──「数ミリサイズの試料がごろごろ、どっさり入っていて言葉を失うくらいでした。期待をはるかに

上回る量を採取できました」──と声を弾ませました。そこには、直径数ミリ程度の黒い石が多数、太

陽系の歴史を語る輝きをまぶしく放っていました。竜宮城から帰った玉手箱から出てきたのは、煙で

はなく、間違いなく宝物だったのです。「サンプルキャッチャー」の重量を、打ち上げ前と比較したと

ころ、5.4 グラム増えていました。当初の目標は 0.1 グラムだったので、50 倍以上の試料採取に成功し

たことになります。 

これでひとまず、新型コロナの蔓延の中で続けられた「はやぶさ 2」チームの奮闘は、大きな果実を

もたらしました。すでに岩石のかけらが取り出され、光学顕微鏡での観察や重量測定が開始されてい

ます。 

 

人工クレーターによって湧き出たリュウグウの地下物質のサンプルを納めたＣ室からサンプルを取

り出すのは、来年にする予定でしたが、作業が順調に進んだため、予定を早めて 12 月 21 日にＣ室と

（採取には使わなかった）Ｂ室を開封しました。先日開封したＡ室で見つけたのは直径数ミリ程度の

ものでしたが、Ｃ室には５ミリから１センチ近い小石がごろごろ見つかりました。いやあ、驚きました

ね。これらの砂や小石は予想よりも硬く、計量などのために拾い上げても崩れることはありませんで

した。Ｃ室にはアルミ箔とみられる人工物も入っていましたが、これは弾丸発射の際に突破したサン

プラーのアルミ。分析結果には影響しないそうです。 

そして使わなかったはずのＢ室からも、２度の着陸の間に実施した接近観測などの際に入ったとみ

られる黒い砂粒も見えます。着陸地点の岩盤が固かったので、弾丸で砕いてできた粒が大きくなりや

すかったのでしょうか。地下物質も相当数含まれていると推定されます。より詳細な分析が楽しみに

待たれます。 

  

さて、こうして「はやぶさ 2」の小惑星リュウグウとの闘いの第一幕が、大きな成果を残して、2020

年を終えました。その持ち帰ったサンプルとの新たな闘いが第二幕として開始されます。これから「は
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やぶさ 2」チームは、どのようなサンプルを採取できているのか、形状や重さなどを記録するカタログ

作りを進め、2021 年 6 月以降に「初期分析」と呼ばれるプロセスが開始されます。 

 

なお、「はやぶさ２」の本体は、カプセル分離後、エンジンを噴射して、地球重力圏を離脱する軌道

に乗りました。2031 年に別の小惑星 1998KY26 に到着することを目指す「拡張ミッション」に入りま

した。この原稿を書いている 12 月 27 日現在、「はやぶさ 2」はすでに、地球から 850 万キロメートル

まで飛び去っています。 

 

7 多様性の尊重が織りなす力強い一体感 

 

探査機を設計し作り上げ、その動かせ方を工夫し、飛び始めたらそれを追い、交信し、着陸させて帰

還させたエンジニアのグループにとって、これからの分析過程を見守る態度は、落語ではないけれど

「あとは親戚の方がやってくださる」ということなのです。ただし、「はやぶさ 2」のここまでの展開

を見つめていて、宇宙教育の視点から見逃せないポイントがあります。それはチームのメンバーの「力

の協せ方（あわせ方）」です。 

 「はやぶさ 2」チームには、初代「はやぶさ」チームで働き続けたメンバーも含まれていますが、多

くは「はやぶさ 2」で新たに加わってきた人たちです。そこで問題になったのが、「失敗経験のない人

たちが初号機と同じような困難に遭遇したら、同じ苦労をまた繰り返すのか」ということです。プロジ

ェクト・マネジャーの津田さんを中心に議論をした結果、「深刻な失敗を、シミュレーションによって

経験できるのではないか」ということになったということです。これは素晴らしい試みであり、さまざ

まなチャレンジに適用できると思います。 

プロジェクトの過程で出会う可能性のあるさまざまな難題を、シミュレーションで作り上げるグル

ープ（これは運命を操る「神様グループ」ですね）と、その難題を乗り越えるために必死で取り組む試

されるグループ（現実の「人間たちグループ」ですね）が別々の部屋に陣取って、コンピューターを使

いこなしながら壮絶な闘いが無数に実施されました。あまりに真剣になりすぎて険悪な雰囲気にある

こともあったと聞きました。 

この「死闘」を通して、現実の失敗経験に近い豊富な実践が積み上げられて行ったのです。「はやぶ

さ 2」の作業は、その詳細を承知しているチームにしかできないものではありますが、テーマを取り替

えれば工夫の仕方がいろいろあるでしょう。どうでしょう。宇宙教育の現場でも再現できそうな気が

しませんか。 

さまざまな性格、多様な長所・欠点、得意・不得意を持つ人びとが、高い目標意識を共有していると

き、お互いに未経験な初めての挑戦をする場面では、準備の過程でそのように細心で真剣な備えをす

ることで、お互いの不十分な部分を、力を合わせて問題にぶつかって、苦い失敗も繰り返しながら強い

チーム力に仕上げて行けるかも知れませんね。それ自体が大きなチャレンジです。勇気をもって実行

してみたらいかがでしょうか。 

 

8 コロナ後の社会と宇宙教育の役割 

 

新型コロナウイルスの感染が、世界的な拡大を見せています。2020 年に起きたこの恐るべき現象は、

近年のグローバル化・インターネット・SNS、そしてポピュリズムの蔓延とも、固く結びついたできご
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とでした。 

 強まるナショナリズムが、各国の政治家を、自分の利益や権力維持に都合のいい政権運営に走らせ、

それに薄弱な根拠で踊らされる膨大な数の人びとを生み出しつつあります。科学的なものの見方・考

え方が、単に科学を前進させるためではなく、世界の人びとの幸せにするために活用されるべき時代

が、急激に押し寄せていることを感じます。人類の活動領域を宇宙へ拡大する方向を、国家同士の競争

と闘いのためでなく、人びとを結びつけるためにこそ大胆に設定したいものです。 

 宇宙教育は、いまや一人ひとりの子どもたちが、これからの（与えられた）世界で生き抜くと同時

に、（自らの世代が作る）世界を力強く展望するためのものであってほしい時代となっています。 

 「はやぶさ 2」カプセルが帰還して、2020 年が暮れていきます。そしてここから新たに始まるいく

つもの物語があります。カプセルの中身が世界に配られ、中国の「嫦娥 5 号」の月面サンプルの分析、

やがて「オサイリス・レックス」のサンプルの分析も加わって、オイラリア族というご先祖さまを中心

とする壮大な歴史が開かれていくのでしょうか。小惑星の探査からは、人類絶滅の危機につながる巨

大衝突の未来の話も紡がれていくでしょう。初代「はやぶさ」が幕を上げた宇宙往還時代はどのように

展開するのでしょう。コロナ後の世界を各地の子どもたちはどのように生きるのでしょう。そして身

近には「はやぶさ 2」チームに参加した一人ひとりのメンバーの人生、「はやぶさ 2」を見守った人び

との人生──何一つとして、宇宙教育の射程距離に入っていないものはありません。 

『宇宙教育』誌の発展を心から期待しています。 

 

(2020年 12月 27日) 

 

  



宇宙教育 Vol.1 No.1 (2020) 15  

 

 
小さな衛星と宇宙教育 

 
東京大学 中須賀真一 

 

10 ㎝立方で 1 ㎏の、とっても小さな衛星があることを知っていますか？ 

 

今、日本、いや、世界の大学やベンチャー会社では、このサイズのブロックをいくつか組み合わせた

衛星「CubeSat」の開発がものすごい勢いで進んでいます。10 ㎝立方が１U サイズで、これを 3 個組

み合わせると 10 ㎝ x10 ㎝ x30 ㎝になりますが、これが３U サイズです。もともとは、大学における学

生の教育や宇宙での実験が目的で開発が始まったのですが、いろんな機器がどんどん小さくなって、

このサイズの衛星でも相当のことができるようになってきたこともあり、宇宙科学や地球観測、通信、

エンターテインメントをはじめ、さまざまな実用やビジネスに使われています。このような衛星の大

きな特徴は、通常の衛星が数百㎏～数トンであるのに対し、とっても小さく部品数も少ない、また単純

な設計であることから、開発費も３桁くらい安く、また 1，2 年という短期に作れることです。その特

徴から、中大型の衛星がこれまでやってきた宇宙ミッションを超小型衛星で実施しようという動きが

起こっています。たとえば、NASA では火星探査にもこの６個分（６U）のサイズの衛星（重さは 10

㎏くらい）を使っていたり、地上の３ｍのものが見分けられる写真を撮れる衛星を３U（5 ㎏程度）で

実現し、200 機以上打ち上げてその画像を売ったりと、すでに実利用やビジネスに使われています。東

京大学が 2003 年に打ち上げた世界初の 1 ㎏衛星（１U サイズ、図１）が、この世界のきっかけになり

ましたが、東大でも少しずつ機能も高めつつ、すでに 12 機の衛星を打ち上げており、2014 年に打ち

上げた衛星（60 ㎏サイズ、図２）では地面の詳細な写真（図３）を撮るのにも成功し、深宇宙探査機

も打ち上げるなど、世界の第一線で研究を行っています。 

 

図 1 世界初の 1 ㎏衛星 XI-IV（サイ・フォー、2003 年） 
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図 2 分解能高い地球写真を撮ったほどよし４号（2014 年） 

 

図３ ほどよし 4 号の 6m 分解能の写真（千葉） 

 

このような小さな衛星は実際の宇宙ミッションを実現するのに使いますが、それだけではなく「宇

宙教育」を進めるのにとても素晴らしい教材なのです。さて、教育の話の前に、宇宙で動く衛星はどん

な点で難しいでしょうか？ いくつかあげて見ましょう。 

 

・宇宙にある放射線が、特に半導体に障害を与える 

・真空環境はいろんなものを蒸発させ、部品と部品がくっついてしまう現象を起こす。 

・温度が太陽にあたるときは高温になり、地球の裏に入ると低温になるなど、広い温度範囲になる 

・打ち上げ時にはロケットからはげしい振動や衝撃、加速度を受ける 

・非常に遠くにあるので、通信も長距離に対応できないといけない 

 

 以上のような環境の違いは、地上で宇宙環境試験というやり方で放射線試験装置、熱真空槽、真空

槽、恒温槽、振動試験機、衝撃試験機、電波暗室などなど、たくさんの試験を地上で実施することで、

宇宙で正しく動作することを確認することで対処します。しかし、最も難しい点は、「壊れても修理に

行けない」という点で、これを「非修理系」と言います。地上のほとんどすべての機械は壊れると修理

でき、壊れなくても何年かに 1 回はメインテナンスします。それが衛星ではできないのです。まさに

一発勝負であり、故障が起こったときに「こうしておけばよかった」と後悔してももう遅いというケー

スがたくさんあるのです。 

 

 このように、衛星は人里離れた過酷な環境で必要な期間（長いものは 20 年以上！）、動き続けない

といけないのですが、そのようなマシンをどう作ればよいでしょうか？ それこそが衛星のみならず、
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探査機、ロケットなど含めた宇宙のシステムの最大の技術的課題です。地上で使っているもので、数年

から長いものは数十年、何も手を加えないで使う機械はありますか？ 宇宙のシステムにはそれが要

求されるのです。これはとても難しい課題なのですが、難しいからこそ、これを解く過程は非常に重要

な教育の題材を与えてくれるのです。以下ではそれを衛星開発のプロセス順に説明しましょう。 

 

 まず、「ミッションを作り出すこと」です。宇宙に衛星を打ち上げるのはお金も労力もロケットも含

め、たくさんのことが必要で時間もかかります。それにもかかわらず打ち上げるのは、宇宙には地球に

ない特徴があるからです。高いところから 3 次元的に地球を見られることは、地球観測だけでなく、

広い範囲に電波を降らせる必要のある通信・放送衛星や GPS 衛星などに最適です。すごいスピードで

地球を観測できる特徴は地球観測に向いており、大気よりも上にあるので、大気に邪魔されないです

べての波長で星の観測ができます。また重力と遠心力が釣り合う衛星の中では見かけ上無重力状態と

なるので、長い時間の無重力実験ができます。宇宙の粒子や磁場の観測、あるいは惑星からのサンプル

の取得はそこに行かないとできないわけで、それも衛星（探査機）を作る理由です。そのような宇宙の

特徴を使って、どんなミッションを実現するか、それを考えることはたいへん大事な作業です。今世界

が抱えている温暖化や食糧不足、エネルギー問題などの解決に向けて衛星がどう社会貢献できるか、

また宇宙探査機によってこれまで知らなかった何を明らかにするのか、それを考えるプロセス自体が

大事な教育なのです。 

 

 衛星開発の初期段階では「システム設計」が重要です。衛星は様々な分野の寄せ集め。電子回路、コ

ンピュータ、通信機、姿勢制御装置、太陽電池やバッテリ、カメラなどなど、多くの装置をまとめて、

かつ宇宙の厳しい環境の下で生きるシステムに仕上げないといけません。このような作業を「システ

ムインテグレーション」といいますが、たとえば、カメラが高分解能で地球の写真を撮ることを目指す

と、姿勢制御装置が高い機能を目指さないといけないこととなり、コンピュータは計算負荷が増大、電

力もたくさん必要になります。しかし、衛星トータルの予算や打ち上げのロケットから、そんなに大き

な太陽電池パドルを載せられない、コンピュータ能力も十分にはできない、というようなことがよく

起こり、その場合にはカメラの分解能を多少あきらめないと衛星は実現できません。このように、系ご

とにばらばらに設計することはできず、全体のバランスを考えた設計をしていかないといけないので

す。こういう作業を「トレードオフ」といいます。 

 

また、衛星開発は大学の超小型衛星といえども開発は 1～2 年にわたり、またそれぞれの装置ごとに

チームができるので、各装置の開発メンバーの統制をとって衛星の完成に向けて同じ目標に向かって

進ませる「プロジェクトマネジメント」が非常に重要となります。打ち上げが決まっていれば、それま

でに仕上げるための時間の管理も必要です。予算管理やリスク管理も大事です。設計の中で「なぜこの

設計になったのか」を文書として残しておくことも重要です。文書がないと、あとになって「あれ、な

ぜこの設計だったんだっけ？ こっちの方がいいから変えよう」と判断して、設計の初期に問題があ

るので捨てた選択肢を選んでしまうこともあり、それは大変です。以上のようなことは、授業で教える

だけではだめで、実際のプロジェクトの中で、時には「痛い目にあって」勉強していくことが、本当に

身につくためには大事なのです。これらの教育は、宇宙をはじめとした様々な技術分野だけでなく、会

社の経営などにもつながる訓練になります。衛星プロジェクトを経験し、ここで述べたような「厳し
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さ」を経験した人で、他のいろんな分野で活躍している人や社長さんがたくさんいるのは、このような

プロジェクトマネジメントの鍛錬を経たからです。 

 

 この「システム設計」の中に、人里離れた宇宙空間で長い年月動作するための「信頼性」を入れこむ

作業が入ります。ここが衛星屋の腕の見せ所です。たとえば、地上でパソコンが動かなくなったらどう

しますか？ 電源をいったん切ってまた ON にする（リセットと言います）ことをしますよね。実は

衛星でもそれでもとに戻ることは多いのです。コンピュータの動作をずっと監視する装置をコンピュ

ータの外において、変な動作をしたりハングアップしたりしたらコンピュータのリセットをかける仕

掛けを作るのが効果的です。また、1 個の部品や機器が壊れると衛星全部が死んでしまうような設計は

だめで、別の装置や部品が壊れた部品の作業を肩代わりすることが必要です。これは「冗長系」と言い

ます。みなさん、どうしても朝起きないといけないときは、安全を見て 2 個以上の目覚まし時計をセ

ットしますよね。これが冗長系です。でも、どれもコンセントから電力を取っていたのでは、万が一停

電すると、どの目覚まし時計も役に立たなくなるので、そんな冗長系はよくないですね。そのようなこ

とを考えながら、特に超小型衛星ではサイズも電力も非常に限られている中で、どうやれば衛星が長

生きできるかを真剣に考えます。これはとても大事な教育なのです。 

 

 そのあとは「モノづくり」です。これまでたくさん衛星を作ってきましたが、設計図通り作っても最

初からきちんと動いた経験はほとんどありません。特に大学で作る衛星では、モノづくりを行うのも

ほとんどが学生ですから、プロの手によるモノづくりの品質は期待できず、最初はまずは動きません。

それを何度も何度も試験をして、動かない理由を見つけて作り直して、だんだん動くようにしていく、

これは技術的な鍛錬であると同時に、宇宙ではとても大事な「粘りの力」を鍛える大事な教育です。ま

た、ここで設計が甘かったことも明らかになります。「性能はいいけど、そんなの作れない」というよ

うなことも、モノづくりをして初めてわかります。「設計しました、はい、あとはだれか作ってくださ

い」ではだめなのです。モノづくりまで考えた設計をすることの重要性が、自分で設計したものを実際

に作ってみて、初めて分かるのです。 

 

 衛星の開発はこのように大事な工学教育を与えることができますが、これまでの宇宙開発では衛星

プロジェクトは莫大な費用と 4，5 年の開発期間がかかり、失敗もできませんので、「時には失敗も経

験しながら繰り返し鍛錬する」ということができませんでした。しかし、最初にお話しした超小型衛星

はコストもそれほど高くなく、開発期間も１～2 年ですので、大学で学生が一つの研究室にいる間（た

とえば大学 4 年から修士 2 年までの 3 年間）に最初から最後までの開発を 1 回ないし２回経験できる

ことになり、これは経験としてはすごいことです。私の研究室でも、学生さんには全員、衛星プロジェ

クトに入ってもらって、このような教育をしっかり受けてもらっています。 

 

 それでも、宇宙に打ち上げる衛星はやっぱり時間もお金もかかるので、もっと手軽に、早く、安い値

段で似たようなことができる方法はないか？ ということで、出てきたのが、ジュース缶サイズの衛

星 CanSat です。私の大学では、1999 年から CanSat を学生のチームに作らせて、それを気球やロケッ

トで高空にあげて放出し、パラシュートで落下する最中にさまざまな実験を行う教育をやってきまし

た（図４）。ジュース缶サイズといえども、それはミニ衛星であり、小さいサイズで如何にミッション
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を達成するかのシステム設計のとてもいい勉強になります。また小さいサイズでも現場で実験します

ので、「絶対成功したい」というモチベーションも高まります。さらには衛星のようにメンバーをいく

つかの装置の開発チームにわけて開発することになるので、プロジェクトマネジメントの鍛錬の場に

もなります。CanSat は宇宙開発で必要な様々な素養の訓練をぎゅっと圧縮した優れた教材なのです。 

 

この CanSat は、毎年、学生チームがアメリカのネバダ州の砂漠にもっていって、カリフォルニアの

アマチュアロケットグループ AEROPAC の提供するロケットに高度 4 ㎞まで打ち上げてもらい（図

５）、落下中に様々な実験をしています。このイベント（ARLISS と言います）は、私が 1999 年にスタ

ンフォード大学にいるときに、向こうの先生と AEROPAC にお願いして始まった国際共同実験で、

2019 年には 20 周年を迎え日本からも 10 大学以上、100 名以上の学生が参加しました。そこで力をつ

けた大学は次々に実際に宇宙に上がる衛星開発に乗り出しました。まさに宇宙への登竜門です。2001

年からは砂漠の上に目標地点を決めて、ロケットから落下後、目標点まで自分の力でもどってくる精

度を競う Comeback Competition（「戻ってこい競争」）を始めました。飛行しながら帰ってくるフライ

バックタイプ（図６）や着陸後にパラシュートを切って目標点を目指すローバータイプ（図７は 2017

年に目標点まで０ｍを達成した東大のローバー）など、さまざまな缶サットがしのぎを削っています。

さらに、最近、韓国のソウル大学はドローンで参加しました。鍵は、目標点に如何に近づくかのアイデ

アとそれを実現するモノづくり、プロジェクトマネジメント力です。まさに衛星開発と同じ鍛錬をす

ることができます。また、ミッションを果たした後、回収して不具合の原因を追究でき、また、宇宙ま

でいかないので、1 機のコストも一般には 10 万円以下と安く（それに加え 1 回の打ち上げ費用は 4 万

円程度）、開発も 4～6 か月ほどでできるので、衛星開発を始める学生の最初の訓練に使っています。

国土が狭い日本では、ロケット打ち上げもあまり高い高度まではできず、安全基準が厳しいので、ドロ

ーンや気球で高度 100m くらいからの落下実験が主流です。また、中高生に電子回路を使わない CanSat

を作ってもらい、たとえば「落下する時間を 10 秒に近づける」「着陸時に CanSat が直立する」などの

お題を与えてコンペを行うことも埼玉県や福井県ではやりました。身の回りにある工作素材を作って、

中高生がすごく工夫してくれました。図８は高校生が作った「着陸時に直立する CanSat」です。気球

から分離するときは小さいですが途中で足を広げるのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ GPS 受信の実験をした CanSat（2000 年） 
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図５ 砂漠での CanSat の打ち上げ 

 

図６ フライバックタイプの CanSat（2018 年） 

 

図７ 目標点に到達したローバータイプの CanSat（2017 年） 
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図８ 高校生の作った「着陸時に直立する」CanSat 

 

 このように衛星開発は教育の題材の宝庫ですが、一言でいうと「問題解決」の勉強ができる場だとい

えます。皆さんもわかるように、人生は問題解決の連続です。「あることを実現するにはどうしたらい

いか」、それを常に考えて人間は生きていきます。それは教科書に答えの乗っていない問題、答えがな

い問題かもしれません。そんな問題を解決する力を身に着けられれば、一生使える力になるでしょう。

衛星や CanSat の開発は、「ミッションを実現する」というまさに問題解決の鍛錬の場なのです。大事

なことは、その鍛錬が効果を持つのは、「真剣にそれを実現しようとして、ものすごく頑張った場合」

に限られます。宇宙や CanSat 実験で、自分の作ったマシンで自分の考えたミッションを実現したい、

宇宙はそんな強い思いを与える世界だといえます。だからいいのです。 

 

宇宙は決して遠い世界ではありません。CanSat から始め、一つずつ技術のステップを上がっていけ

ば、やがては皆さんも宇宙で何かミッションを実現できるようになるのです。そしてその過程で「問題

解決力」という、生きるための力を身に着けられます。まずは CanSat から挑戦してみてはどうでしょ

うか？ 

 

(2020年 10月 25日) 
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リベラルアーツとしての宇宙教育 

 

佐治 晴夫 （北海道・美宙（MISORA）天文台台長、理学博士） 

 

中国の古い文献「淮南子」によれば、宇宙の「宇」とは四方上下、すなわち“空間”、「宙」とは、

「往古来今」、すなわち“時間”であると記されている。いうまでもなく、我々人間は、身体という

物体で空間の一部を占有し、時間の経過とともに一生を送るのであるから、「淮南子」の定義から

すれば、宇宙そのものであると言っても差し支えないだろう。その一方で、自分という単語は、

“自然”と“分身”という二つの単語の最初の部分をとって接合し、作られた言葉であるとも言われ

ている。これらの考え方は、仏教における縁起の理法、すなわち、独立存在は存在せず、すべての

事象は、たがいに切り離すことができず、相互依存であるという視点において意味的には同一で

ある。具体的な仏教的表現をすれば、不一不異、一即一切、一切一即であり、自と他は、同一では

ないけれども、意味上、別異ではないということである。 

 このような東洋的な考え方を基本とした世界認識と、それらを学ぶという方向性は、西欧では

リベラルアーツという形で体系化され、ヨーロッパ中世の大学などで、基本的な教養科目として

規定されてきた。自分の思っていることを外に向けて発信するための修練として文法、修辞、論

理の三学科、それに加えて、自分をとりまく世界への理解を深める代数、幾何、音楽、天文の四学

科で、まとめて、リベラルアーツ基本７学科と呼ばれているものである。ここで注目すべきこと

は、これらの基本科目の中に、天文と音楽が入っていることである。おそらく、その背景には、た

とえば、カントの大著：「実践理性批判」における結語：要約すれば「・・新たな感嘆と畏敬の念

をもって我々の心を満たし続ける二つのものがある。我が上なる星空と、我が内なる道徳律であ

る。・・・この二つのものを自分の意識の外に求めるのではなく、現実の意識の中に結び付けるこ

とである・・」と述べられているように、人知を超えた天空の秩序と、音楽における音の世界の秩

序とを、並列的に認識できる能力こそが真の教養であると、とらえていたためであろう。すなわ

ち、リベラルアーツとは、既存の風俗、慣習などを超えて、心を自由に liberate（開放）して、俯

瞰的に物事の本質を見極めようとする思考パラダイムを意味する。 

 ところで、アインシュタインが述べたとされる有名な言葉：「この世界について最も理解できな

いことは、それが理解できることである」があるが、この言葉の真意は、たとえていえば、数学と

いう抽象的な言葉を使って、宇宙の秩序が理解できるということに対しての驚きを述べたもので

あって、一見すると複雑に見える世界の構造を俯瞰的、多角的に見ることで、より単純で明快な

自然法則で記述できることへの感嘆の表明であるとも解釈できる。 

こうして考えてみると、人間にとってもっとも根源的であるともいえる究極の命題、それは、

ポール・ゴーギャンの畢生の大作のタイトルにもなっているのだが、 

 

“我ら何処より来るや、我ら何ものなるや、我ら何処に向うや 

（D’où venons-Nous?  Que sommes-Nous?  Où allons-Nous?  ” 
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と向き合うための根源的なアプローチを目的とするのがリベラルアーツであり、その出発点とし

て位置づけられるのが、天文教育であるといってよい。なぜならば、宇宙とは、われわれを包括

し、それと同時に、我々の認識によって宇宙が認識されるという関係にあり、宇宙への正しい理

解は、そのまま、正しい人間理解と直結するからである。 

思い返せば、1961 年、ソビエト連邦の宇宙飛行士、ユーレイ・ガガーリンが、人類史上、初と

なる有人宇宙飛行としてボストーク１号に単独搭乗して以来、1969 年、アメリカ宇宙航空局 NASA

がアポロ 11 号で果たした初めての人類月面着陸など、人類の宇宙進出はめざましく、数々の成果

を挙げている。その結果、宇宙教育には、人類の宇宙進出を目的と掲げての教育が色濃く反映さ

れてきた時代があった。ある意味からすれば、それは、1865 年、ジュール・ヴェルヌの「月世界

旅行」、1898 年、Ｈ．Ｇ．ウェルズの「宇宙戦争」、1901 年の「月世界最初の人間」、などにはじ

まり、世界の映画、アニメの世界でも、冒険ものとしての宇宙進出をテーマにした作品に、多くの

子どもたちが触発された結果であったのかもしれない。 

 しかしながら、その一方で、カントの言葉にあるように、人類が生息する環境としての宇宙の

理解は、カント流の善なる人生を全うする上で不可欠となる世界観を構築するためには必須であ

り、そのための基礎教育のひとつとして、今後の宇宙教育のあり方を位置づけることも必要では

ないかと感じる。持続可能な地球文明、および地球上での生活を保証する環境問題、昨今の感染

症拡大問題、さらには、国内外における紛争の解決などに至るまで、リベラルアーツの立場から、

人間の存在意義、尊厳の確認などの習得を行う実践的基礎教育としての宇宙教育に期待したい。 

 たとえば、もっとも基本的な物理学の問題として、一例をあげれば、人間のサイズは何がきめ

たか、という命題がある。これは基礎物理学の初歩的知識があれば、おおまかな見当をつけるこ

とができる。太陽が発生しているエネルギー量と、地球と太陽間の距離、それに、地球の質量と半

径によって、現在のような形状とサイズがきまることが容易にたしかめられる。 

 さらに、それらを地球外知的生命体にまで広げて考えれば、宇宙における生命の神秘、ひいて

は、多少、おおげさではあるが、宇宙に対しての地球人としての責任にまで言及することも可能

だ。 

 具体的には、銀河系内に存在すると思われる地球外知的文明の数を推定する「ドレイク方程式」

がある。念のために書けば、 

 

       N ＝ R* × f p × n e × f l × f i × f c × Ｌ 

 

１）N：銀河系内で我々と交信可能な文明の数。     

２）R*：銀河系で毎年生まれる恒星の数。        

３）f p：その中で惑星をもつ恒星の比率。        

４）ｎe：その恒星系で生命に適した惑星の数。      

５）f l : その惑星の中で生命が発生する比率。       

６）f i：その生命が知的生物にまで進化する比率。     

７）f c その中で交信能力をもつ文明が存在する比率。   

８）Ｌ：そのような技術文明の持続年数。         
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この式の各項にどのような数値を入れるかについては、あらゆる分野の見識を統合しなければ、

決めることはできない。それは、天文学だけの領域にとどまらず、生物学、進化論、脳科学、文明

論、経済学、文化人類学など、あらゆる分野の知識が必要となる。まさにリベラルアーツの典型と

もいえる好例である。その意味で、リベラルアーツ的なアプローチなくしては、如何ようにもな

らない課題の代表例だともいえる。ここで、たとえば、であるが、かりに 

       

Ｒ＊~10,  fp～0.1,  ne~1,  fl～１、fi ×fc ～0.02   

 

とすれば、 

                 Ｎ＝0.02Ｌ 

 

がえられるが、そこで、もし、銀河系の中に、我々、地球文明しか存在しないとすれば、Ｎ＝１で

あるから、ここから、地球文明の持続年数Ｌは、５０年ということになる。この数値から、何が読

み取れるか、それは、いったい何を意味するのか、ここから議論が始まる。宇宙研究によってもた

らされる知見に加えて、人類が獲得したあらゆる知識を集積しなければ、地球人類の未来につい

ての知見を得ることはできないということである。その知見を広く獲得し、学ぶことこそが宇宙

教育の少なくとも一つの目的であってほしいと思う。ここで、思い出されるのが、宮澤賢治が、生

涯追い求めてきたことの集大成ともいえる最後の作品、「農民芸術学概論綱要」の一節である。本

稿を閉じるにあたり、その一部を記すが、ここで述べられている内容にこそ、宇宙教育が目指す

べきひとつの指標が語られているのではなかろうか、とそんな気がしている。 

 

 ・・・・・・・・・・ 

世界ぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない 

 自我の意識は個人から集団社会宇宙と次第に変化する 

 この方向は古い聖者の踏みまた教えた道ではないか 

新たな時代は世界が一の意識になり生物となる方向にある 

正しく強く生きるとは銀河系を自らの中に意識して、これに応じていくことである 

われらは世界のまことの幸福を索ねよう 

求道すでに道である。 

    （中略） 

おお朋だちよ 

いっしょに正しい力を併せ 

われらのすべての田園とわれらのすべての生活を 

一つの巨きな第四元の芸術に創りあげようではないか・・・   

 

 まずもろともにかがやく宇宙の微塵となりて 

 無方の空にちらばらう 
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 しかもわれらは各々感じ 

 各別各異に生きてゐる 

ここは銀河の空間の太陽日本 

   （中略） 

われらに要るものは銀河を包む透明な意志 

巨きな力と熱である。 

   ・・・・・・・・・ 

 

(2020年 10月 29日) 
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宇宙教育について思うこと 

 

麻生 茂 

 

   公益財団法人 日本宇宙少年団 理事、活動委員会委員長 

           日本宇宙少年団福岡分団分団長 

   久留米工業大学工学部交通機械工学科 

先端交通・航空宇宙コース 特別教授・九州大学名誉教授 

 

１．はじめに 

 日本宇宙少年団福岡分団は 1993 年 12 月 19 日に設立された。そしてこの 2020 年 12 月に 27 周年記

念を迎える。著者が日本宇宙少年団福岡分団を設立したきっかけは著者の母校の九州大学工学部航空

工学科の大先輩故桝谷利男氏の勧めによるものである。当時、桝谷氏は三菱重工業（株）でロケット開

発を推進する傍ら、財団法人日本宇宙少年団の監事をしており母校の在る福岡市に分団を作ることを

切望されていた。一方、その当時、九州大学工学部航空工学科助教授だった私は、新聞等で話題となっ

ていた子供たちの理科離れが進んでいることに対して何とかしなければならないと考えており、科学

技術立国日本を目指すには子供たちが幼い時から科学技術に触れることが必要だと感じており、それ

にはどのような方法があるだろうかと模索していたのである。この思いが日本宇宙少年団福岡分団の

設立へと実を結んだ。 

 これまで著者は、日本宇宙少年団福岡分団長として、多くの宇宙教育指導者の方に支えられて、子供

たちに宇宙教育を通して人材育成を行ってきた。つまるところ、「宇宙教育は、宇宙を軸とした人材育

成である」と思う。また、著者が日本宇宙少年団にかかわることから、新しい世界が開けてきた。それ

は大学の研究者の世界とは全く違う世界であった。宇宙教育には学校教育としての宇宙教育と社会教

育としての宇宙教育がある。日本宇宙少年団が行っているのは社会教育としての宇宙教育である。こ

のため、日本宇宙少年団の活動を通して全国で熱心に宇宙教育に携わる様々な人々に出会うことがで

きた。また、IAC（International Astronautical Congress 国際宇宙会議）の宇宙教育のセッションでも

宇宙教育に携わる熱心な関係者に出会うことができた。 

本稿では、宇宙教育について思うことを述べて、これからの宇宙教育に生かしたい。 

 

２．子供たちが求めているもの 

著者が行っているのは社会教育としての宇宙教育であるから、学校のカリキュラムに縛られる必要

はなく、また、社会教育としての利点として一人の子供の成長を異年齢集団の中で長い期間見続け育

てることができる。また、分団活動を通しての宇宙教育で心がけたことは、「学校の延長のような活動

ではなく、工作や体験、見学を通しての本物体験をしてもらう」ことである。子供たちは、ワクワクす

る体験や感動を求めているのである。 

宇宙教育の重要なポイントとして“子供の心に火をつける”という言葉がある。これは米国のアメリ

カの牧師・教育者であった William Arthur Ward 氏(1921～1994)の言葉 The mediocre teacher tells. 
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The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires.の最後の

文章が翻訳されて“偉大な先生は、（子供の）心に火をつける”という文章として紹介されている。

“Inspire”を“（子供の）心に火をつける”と訳したのには素晴らしいと感嘆するしかないが、まさに我々

の宇宙教育はいかに子供の心に火をつけるかにかかっていると思う。 

 

３．子供たちに身につけてもらいたい資質とは 

 これまでの宇宙教育活動を通して、子供たちにどんな資質を身につけてもらいたいかを考えてきた。

そして最近、以下の 14 項目にまとめることができた。 

1) 基礎学力（教科に対する考え方が正しく身についているか） 

   2）基礎体力（これは絶対に必要！！） 

3) 自発性 

4) 明確な目的意識と強固な意志 

5) 精神・心理の安定性 

6) 意思伝達能力(コミュニケーション能力) 

7) 物理的なものの見方 

8）物事に対する真摯な態度 

  9）独創性（自分独自の考え方、視点を持つこと） 

  10）協調性（仲間と力を合わせて一つの目的を達成することができること） 

  11）リーダーシップ(leadership)とフォロアーシップ(followership) 

  12）どんな小さなことも見逃さない観察力 

  13）チームを組んで行動するときに必要なチーム全員から信頼される人間像 

  14）人の話を素直に聞く力。同時に、物事を批判的に見る力 

無論、ここに挙げた資質のほかに必要なものがあるかもしれないと考える。それについては、これから

も常に自問自答を繰り返していきたいと思っている。また、読者の中で何か気が付いたことがあれば

是非教えていただきたいと願っている。 

 この 14 項目では子供たちはとても覚えきれないと考えて「子ども宇宙博士になるための十ヶ条」を

作成した。参考になれば幸いである。 

 １．考えていることを、積極的に発言しよう。 

 ２．自分から積極的に工作（ものづくり）に取り組もう。 

 ３．失敗を恐れないで取り組もう。失敗からその原因を学んで改善すれば必ず成功する。 

 ４．どんなことも見逃さない観察力を持とう。  

 ５．どうしてだろう？なぜだろう？と疑問を持とう。すぐに答えが見つからなくても、  

   その疑問を持ち続ける心の強さを持とう。ネバーギブアップ！ 

 ６．思いついたこと、考えたことをすぐメモしよう。  

 ７．きちんと物事に取り組もう。いい加減な態度からは、いい加減な結果しか生まれな 

い。きちんと取り組む態度からは素晴らしい結果がついてくる。 

 ８．チームワークは大切。チーム全員から信頼される人間になろう。 

 ９．人の話を素直に聞く力と、また同時に、物事を批判的に見る力を身につけよう。 

 10. いつも世界から自分を見つめ直すとともに、世界の人と協力して物事を成し遂げる 

   ことができる人をめざそう。 
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４．これから求められる人材とは 

 世界の航空宇宙に関する動きは年を追うごとに益々速くなっていると感じる。その中でたくましく

生き抜く人材が求められていると考える。著者が考えるこれから求められる人材とは、以下のような

人材である。 

 ・グローバル人材 

・イノベーション人材 

・チャレンジする人材 

・コミュニケーション人材 

・ネバーギブアップ人材 

・ストレス耐性人材 

また、「火星の人」（原題：The Martian 著者：Andy Weir）に登場するマーク・ワトニー宇宙飛行

士は、SF の世界ではあるが、植物学者と機械工学者の二つの専門を持っており、そのおかげで一人取

り残された火星基地で長期間生き延びることができたことになっている。大学教育の中でも複数の専

門分野を学ぶことで広い視野や柔軟な発想を養うことが重要だと考えられており、こういった発想を

子供たちには持ってもらいたいと思う。 

 2000 年 10 月に国際宇宙ステーションに宇宙飛行士が宇宙滞在を初めてから、今年 2020 年 10 月に

20 周年を迎えた。いつも空を見上げると我々人類がいつも宇宙にいるという状態はこれからも続くで

あろうし、人類の宇宙における活動は月面探査、月面基地建設、火星探査、火星基地建設とますます広

がりを見せると考えられる。こういった状況の中において、宇宙空間での活動は基本的には閉鎖系で

あり、孤立系であるためいろいろなトラブルなどに直面した時には、宇宙空間での当事者はリモート

の情報提供を受けることができるだけであり、自らの力あるいはそこにいるグループの力で解決する

ことが求められる。そのような状況の中でいかに沈着冷静に、かつ柔軟な発想で解決策を見いだせる

かが宇宙で生き延びるための鍵であると考える。そのためには、日頃の生活の中でいかに自己を育て

ていくかにかかっていると考える。 

 

５．宇宙飛行士から学んだこと 

 1990 年 12 月 2 日に秋山豊寛氏が日本人初の宇宙飛行士として宇宙に飛び立ち、1992 年 9 月 12 日

に毛利衛氏が NASDA の宇宙飛行士として宇宙に出発した。それ以降毛利氏を含めて合計 11人の JAXA

の宇宙飛行士が誕生している。そのおかげで日本でも宇宙飛行士の講演を聞いたり、宇宙飛行士と話

す機会が増えてきた。彼らに共通していると感じるのは以下の点である。 

 ○リーダーシップとフォロアーシップ 

○危険に対する心構え 

○宇宙開発に対する情熱 

○日本の宇宙開発に対する期待 

○子供達の宇宙教育に対する熱意（子供の視点） 

そして、この人であれば、次に飛ぶときも、また一緒に飛びたい、というほかの宇宙飛行士が思うだろ

うなという好印象と爽やかさを感じる。さすが JAXA が選定しただけの宇宙飛行士だと思う。 

 そこで宇宙飛行士に求められる資質について米国とロシアについて自分なりに調べてみた。その結

果は以下のとおりである。 
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〇米国 

 経験の応用性、操縦能力、チームプレー(協調性）、経験の多様性(経験の応用性）、頑張る気質(強固

な意志)、謙虚と自己主張のバランス(協調性)、成熟、自発性、状況認識と判断、魅力、激しすぎない

(協調性)、柔軟性、経験と潜在能力、動機、チームメンバーとしての適合性(協調性)、意思疎通能力、

適合性 

〇ロシア 

健全な肉体、精神・心理の安定性、強固な意志、明確な目的意識、協調性、真摯さ 

 

米国とロシアで共通するところが多い。何よりも大事なことは、もし次のフライトがあるとしたら、

また一緒に飛びたい宇宙飛行士かということであり、それは、いかなる状況にも沈着で、冷静に判断

し、行動することができるか、いつも、チーム全体のことを考えて行動しているか、そして、全面的に

信頼できるか、という疑問に文句なく YES という人物であるということである。 

このような宇宙飛行士に求められる資質は、我々の地上の生活の中でも互いに信頼しながら気持ち

よく生きていくためには、大事な資質であると思う。子供たちには成長過程の中で少しずつこれらの

資質を身につけていってもらいたいと願っている。 

 

６．結び 

 これまで著者が携わってきた宇宙教育で気が付いたこと、学んだことを取りとめもなく書かせてい

ただいた。ご容赦いただきたい。 

 大学の研究者でしかなかった著者が 27 年間も宇宙教育に携わることができた。これは、ひとえに宇

宙教育に携わる多くの人々と、子供たちへの宇宙教育にかける熱意とエールの交換を繰り返ししてき

たことによるものであると思う。どうもありがとうございました。 

最後に、宇宙教育に携わる方々の献身的なご尽力に対して深く感謝申し上げてこの稿を閉じます。 

 

(2020年 12月 14日) 
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編集局より 

 

本誌は 2013 年より発行を計画してまいりました。今般状況が整いまして創刊号を発行できましたこ

とは編集局一同にとりましてもたいへんうれしく感謝しております。一方、この創刊号による船出後

にしっかりと軌道にのれるかどうかは次号を発行できるかどうかにかかっています。みなさまどうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

「宇宙教育」誌 投稿要領（暫定）・・次号にてお知らせします。 

＝＝＝ 

「宇宙教育」誌編集局では皆様の投稿をお待ちしています。「宇宙教育」活動の実践報告，教材や教案・

教育プログラムの提案のみならず，「宇宙」と「教育」の接点を視野に入れた考察や調査，宇宙時代の

教育や宇宙の視点で考える教育や文化についての検討，あるいは，宇宙開発や宇宙探査，宇宙研究に関

する解説や紹介も歓迎します。 

 

投稿要領の詳細は次号でお知らせする予定です。次号をご覧になっていただいて，原稿をご準備いた

だいても良いかと思います。 

 

投稿者は，宇宙と教育の接点で子供たちへの教育に興味があり，原稿に責任を持ってご対応いただけ

る方であればどなたでも結構です。連絡先（e-mail アドレス，電話および住所，氏名など）と，略歴

（所属など）をお知らせ下さいますようにお願いします。 

 

本誌は，オンラインジャーナルで一般に公開されます。著作権などに十分注意して投稿をお願いしま

す。他誌に掲載された原稿を無断で投稿することのないようにお願いします。 

 

投稿された原稿は，編集委員会にて本誌にふさわしい原稿であるかを確認させていただきます。その

上で原稿の変更をお願いする場合がありますのであらかじめご了承ください。 

 

投稿は，原則として Microsoft Word ファイルでお願いします。文字は原則 10～11 ポイントでお願い

します。投稿料は不要です。投稿原稿はお返ししません。  

 

原稿の著作権は著者に帰属しますが，本誌の著作権は本誌編集局に帰属します。本誌に掲載された原

稿を他所で発表される場合には，本誌を出典として明示いただき，あらかじめ編集局までご連絡くだ

さいますようにお願いいたします。 

 

投稿先のアドレスは次号でお知らせします。 

＝＝＝ 

今年は、コロナ禍のたいへんな年でした。宇宙関連ではブラックホールでノーベル賞が授与され、そ

してはやぶさ 2 の無事の帰着というたいへんうれしいニュースで年末をしめることができました。 

来年が良い年でありますようにお祈り申し上げます。 

(2020年 12月 28) 


