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宇宙人類学研究会
私たちは 2011年から「宇宙人類学研究会」というグループ
を組織し、活動を続けている。本研究プロジェクトはその活
動の一環として企画されたものである。
「宇宙人類学」とは何か。まずこのことについて簡単に説明
しておきたい。メンバーの全員に共有されている志向性とは、
閉塞感の感じられる人類学の現状を、宇宙というフィールド
を設定することによって打開しよう、というものである。し
かしたんに「宇宙をフィールドにする」といっても、そこで
考えられるテーマにはさまざまなものがある。たとえば、人
類史の中で宇宙進出とはどのような意味を持つのか、宇宙に
居住する人間の社会関係はどのように変容するのか、宇宙に
おいて環境認知はどのような変化をこうむるのか、といった
問題が考えられる。これらに対する我々の取り組みの成果は
すでに『宇宙人類学の挑戦』（岡田・木村・大村編 2014）で
出版し、また宇宙人類学研究会ホームページ（http://www.

cspace.sakura.ne.jp/firstsite/）も整備しているので、詳しくは
そちらを参照いただきたい。また最近では、科学の現場を人
類学的な視点から研究する「科学技術社会論 （STS）」的な展
開として、JAXA（宇宙航空研究開発機構）の技術者の方々に
インタビューをおこない、オーラルヒストリーを記録すると
いう活動をおこなっている。「宇宙人類学」と聞くと多くの人
は「でも宇宙でのフィールドワークはできないでしょう」と
いう反応を返すのだが、地上においても宇宙人類学はさまざ
まな形で展開しえているのである。

ファースト・コンタクトの人類学
そういった活動の中で、私が携わっているのは「宇宙人と
の出会い」の研究である。実際にはいまだ出会ってもないし、
いるかいないかさえわからない宇宙人を人類学的に研究する
とは、ますます足が地についてないと言われそうである。し
かしじつはこういった研究は、世界的に見てもかなり以前か
ら熱心におこなわれてきている。2015年の末に、研究会メ
ンバーの佐藤知久氏（京都文教大）が次のようなメールをく
れた。「非常に興味深い本を発見しましたので情報を共有し
ます。今年 NASAから出た本のようですが、特に木村さんの
研究にはもろに関連するのではないかと。無料で電子版が入
手できます。」紹介されたのは『考古学、人類学、星間コミュ
ニケーション』（Archaeology， Anthropology， and Interstellar 

Communication）（Vakoch ed. 2014）と題された論文集であっ
た（以下「NASA本」と略称）。以下、この本の内容を中心
に、海外の動向を紹介してみたい。
なお注記しておくと、海外における「宇宙人類学」と呼び
うる研究は、この本に書いてあるような、宇宙の知的生命と
のコミュニケーションに関する話ばかりではもちろんない。
たとえば Astrosociology Research Instituteという団体がある
が、そこでは、宇宙人類学研究会の私以外のメンバーがやって
いることに近い研究がなされているようである。

NASA 本
NASA本の内容に移ろう。Webに上げられているチラシ 

（NASA 2014） には次のように書かれていた（木村訳）。

もしもいつの日か、1960年にフランク・ドレイクによっ
て開始された地球外知的生命探査 （Search for Extraterrestrial 

Intelligence; SETI） が地球の外の文明から送られてきた豊富
な情報を含んだ信号を検知することに成功したなら、人類
はそれを送ったものたちとの間にどのようにして意味のあ
るコミュニケーションを確立することができるだろうか。
この論集の寄稿者たちは、考古学や人類学といった分野で
使われている、失われた文化を断片的な証拠から再構築す
るための原理や方法を用いて、自然科学ではなく社会科学
の視点からこの問題を扱っている。これらの学者たちはそ
のプロセスにおいていくつかの課題に取り組んでいるのだ
が、それらの課題は、やがて来る日に 人類に直面するであ
ろう深遠な課題に対して、SETIの研究者たちがよりよく準
備することに役立つかもしれない。

私は、これは読んでみる他はない、と思いさだめ、宇宙人
類学研究会と京都大学宇宙ユニット（京都大学内の宇宙に関
連した研究者の連携組織） のメンバーから有志を募って読書
会を始めたのである。以下に目次の一部を示すが（木村訳）、
これを見ると内容の概略がつかめるだろう。『宇宙人類学の挑戦』表紙。
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第 3章 : SETIにおける人類学の役割―歴史的展望
第 4章 : 2つの類似物の物語―古代ギリシャとマヤからの
「距離を隔てての学び」と、地球外の電波通信解読の問題
第 5章 : 線文字 Bを越えて―地球外知性とのコミュニケー
ションへのメタ記号論的挑戦
第 6章 : 読むことを学習する―考古学と人類学の視点から
の恒星間メッセージ解読
第 8章 : 彼方からの人類学―SETIと地球外の他者との出会
いにおける知識生成
第 9章 : コンタクトにおける配慮―通文化的展望
第 10章 : 文化と地球外知性とのコミュニケーション
第 11章 : 地球を代弁する―はるかな空間と時間をまたぐ
文化的価値の投影
第 14章 : 行動学、民族学、そして地球外知性とのコミュニ
ケーション

ここではそのうち、（1） 人類学と
SETIの関係の歴史、（2） SETIに人類学
的知見を用いることの可能性と限界、
この 2点に絞って紹介しておきたい。
まず前者についてだが、NASA本
第 3章の内容に即して紹介しよう。人
類初の SETIとして知られる「オズマ
計画」が実施された翌年の 1961年
に、NASAの依頼を受けたブルッキン
グス研究所によって Proposed Studies 

on the Implications of Peaceful Space 

Activities for Human Affairs （通称「ブ
ルッキングス・レポート」）が書かれ
ている。その中には「地球外生命発
見の意義」と題されたセクションがあ
り、ファースト・コンタクトがなさ
れた後に地球文明にどのような影響が
およぶのかについて、詳細に論じら
れている。NASAが早くからこの問題
を真剣に考えていたことがうかがえ
る。その後 1971年にカール・セーガ
ンらの主導でソ連において開かれた
SETIの会議には、DNAの分子構造の発見者であるフランシ
ス・クリック、天文学者フリーマン・ダイソン、認知科学者
マーヴィン・ミンスキーといった著名な学者たちに交じって、
ブッシュマン研究で知られる人類学者リチャード・リーと、
マヤ研究の考古学・人類学者ケント・フラナリーが招待され
ている。また 1974年には、アメリカ人類学会（AAA）年次総
会で、「SETIにおける人類学の役割 : 歴史的展望」（The Role 

of Anthropology in SETI: A Historical View）と題されたシンポ
ジウムが開催されている。さらにその 30年後の 2004年から
3年間にわたって、ふたたび AAAで SETIに関するシンポジウ
ムが開かれた。NASA本に書かれた論文の多くは、このシンポ
ジウムでの発表を基礎にしているのである。

人類学と SETI
こういった流れの中で、SETIは人類学に何を求めてきたの
だろうか。それは NASA本の目次からもわかるように、想像

することの難しい宇宙人を、人類の歴史と異文化に関する知
見からなんとか想像してみよう、ということだっただろう。
たとえば、銀河系における文明の数を推定する「ドレイク方
程式」には「知的なレベルになった生命体が星間通信をおこ
なう割合」という項がある。こういった数値を推定するのは
社会科学、とりわけ人類学の領域だと考えられるのである。
しかし実際の推定は、人類学としても難しいだろう。ドレイ
ク方程式で問われているのは、たとえば知的生命体が 10例
あったとしてそのうち 3例が星間通信をおこなうようになっ
た、といった情報である。しかし我々が結論できるのは、地
球人類という1例においてそれは成功した、つまり「1分の1」
という割合のみなのである。当然だが、我々は他の例を知ら
ない。
もうひとつの難しさは、我々の想像はどうがんばっても人

間のやっていることしかモデルにでき
ないという、ある意味で仕方のない問
題である。NASA本にもしばしば、宇
宙人の通信をどうやって解読するか、
という話が出てくるが、そこに出され
る対比物は、ロゼッタ・ストーンとか
マヤ文字の解読の話である。これらの
古代文字は、我々と身体や文化の多く
を共有している「同じ人間」が作った
ものであり、共有物が想定できない宇
宙人との通信のモデルにあてはめるの
は、どうにも無理なように思われるの
である。
このようなさまざまなもどかしさを
孕みつつも、人類学は宇宙にコミット
し続けてきた。我々は宇宙人類学研究
会で、そういった先例に学びつつ新し
い展開を目指している。たとえば、先
に紹介した JAXA技術者のオーラルヒ
ストリーからは、技術文化の日本的展
開、あるいは日本的な宇宙観に関す
る新しい知見をもたらしてくれるだろ
う。また私自身は現在『ファースト・
コンタクトの相互行為論』と題する著

書を執筆中で、そこでは SFなどに現れる宇宙人の表象から、
コミュニケーションの基礎的な部分を問い直すという作業を試
みている。宇宙人類学研究の一環として、ご期待いただきたい。

【参考文献】
Vakoch, Douglas A. (ed.) 2014 Archaeology, Anthropology, and Interstellar 

Communication. NASA (National Aeronautics and Space Administration).
NASA (National Aeronautics and Space Administration) 2014. (Internet 20th 

December 2016 http://history.nasa.gov/AAIC%20Flyer%20E-flyer.pdf)
岡田浩樹・木村大治・大村敬一編 2014『宇宙人類学の挑戦―人類の未来を

問う』昭和堂。

きむら だいじ

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科教授。専門は人類学，
コミュニケーション論。著書に『共在感覚―アフリカの二つの社会にお
ける言語的相互行為から』（京都大学学術出版会 2003 年）、編著書とし
て、岡田浩樹・大村敬一・木村大治編『宇宙人類学の挑戦―人類の未来
を問う』（昭和堂 2014 年）などがある。

NASA刊 Archaeology, Anthropology, and Interstellar 
Communication の表紙。 
（https://www.nasa.gov/connect/ebooks/archaeology_
anthropology_and_interstellar_communication.htmlよ
り引用）


