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野尻　よろしくお願いします。
山崎さんは今年4月5日から宇
宙に16日間滞在＊1されてきた
わけですが、何から伺おうかし
ら、、、宇宙は楽しいですか？
山崎　楽しいです。無重力の世
界って、思っていた以上に楽し
　　　　　いんです。上も下も
　　　　　もちろん、右も左も
　　　　　ない世界で、常識が
　　　　通じないのですよね。
　　例えば、天井を足につけて
逆立ちの状態になっても、すぐ
そこが、自分の立っているとこ
ろが床だって思えるんです。ぱ
っぱって、切り替わるんですよ。
野尻　でも、いろいろな器具は、
どっかが上でどっかが下みたい
に配置されているわけですよ
ね。
山崎　そうですね、一応、灯り
は天井の方にあって、機器の配
置は上下がわかるようになって
いますが、感覚は、空間の上下

とは関係なくなるんですね。だ
から不思議だなあと思います。
野尻　星はどんな風に見えま
す。
山崎　オリオン座とか、星座の
形は同じように見えました。で
も、ちらちらしない、瞬かない
ですね。もう、澄んだ点のよう
な光で。天の川も、ちゃんと天
の川のように見えましたね。星
が集まっているところは。
野尻　で、あとは全部真っ暗の
はずですよね。
山崎　そうです。なんていうか
……本当、光のない黒、真っ
暗、吸い込まれそうな黒なんで
す。プラネタリウムではないで
すが、そんな感じの人工的な光
に見えます。
野尻　太陽は？
山崎　太陽は、凄い強烈な光な
んです。直視できないくらいの
白い光。
野尻　白ですか。大気の吸収が
ないからですね。
山崎　真っ白な光で、その強烈
な熱が、宇宙船の壁を通してで
も来るんです。
野尻　熱くなりますよね、そっ
ち側は。
山崎　体も熱くなりますね。た
だ、太陽が出ている昼間でも、
宇宙空間は真っ黒なんですね。
それが私にはびっくり。言われ
てみれば当然なんですけれど、
空がないので。
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山崎直子宇宙飛行士に聞く
聞き手：野尻美保子

思っていた以上に楽しかった無重
力の世界

山崎直子さんは1999年にISSに搭乗
する宇宙飛行士候補者として選定
され、2001年に宇宙飛行士として
正式に認定されました。2004年に
ロシアのソユーズ宇宙船フライト
エンジニアの資格取得、2006年に
NASAからミッションスペシャリス
ト（MS:搭乗運用技術者）として認
定され、2010年4月5日にスペース
シャトル・ディスカバリーに搭乗し
てISSに滞在し、4月20日に帰還し
ました。1996年に東京大学大学院
工学系研究科航空宇宙工学専攻修士
課程修了、同年宇宙開発事業団（現
JAXA）入社。

＊1 インタビューは2010年11月12日に
行われました。
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かという視点でやっていきたい
と思っています。
野尻　一方で宇宙飛行士の訓練
も続けられるのですね。
山崎　はい、そうなんです。
野尻　大変ですね。
山崎　宇宙飛行士の訓練自体
は、かなり系統立っているんで
す。実際にミッションにアサイ
ンされると、約2年半かけてISS

に関する訓練課程がきっちりと
カリキュラムされます。
しかし、宇宙飛行に実際
にアサインされるまでの
間というのは、きっちりと
した訓練課程というより、
いかに今までのスキルを
維持し、向上させるか、
復習という形が多いの
です。具体的には語学
をしたり、体力の維
持をしたり、定期的
にロボットアームだと
か、運用の技術的なス
キルを復習したりすると
いうことです。
野尻　それはつくばでするので
すか。
山崎　日本では主に筑波宇宙セ
ンターです。
野尻　そのための環境があるん
ですね。
山崎　はい。筑波宇宙センター
には日本の実験棟、「きぼう」
の実物大模型があって様々なシ
ミュレーション訓練ができるよ
うになっています。
野尻　この間、真っ黒に焦げた
「はやぶさ」のカプセルを展示
していて、見に行きました。大
きな体育館みたいなところもあ
りました。
山崎　まさにあの敷地内で私た
ちも訓練をしています。

野尻　やっぱり地球が大きいか
ら、地球の方を見てそういう感
じを受けるんでしょうか。
山崎　地球は真っ暗な背景に、
薄い大気の層が青く輝いて、奇
跡のようにきれいです。
野尻　若田さんが乗ってられた
ときに、よく国際宇宙ステーシ
ョン（ISS）見ました。夕方に
見たんですが、すーっと動く光
の点です。軌道が良いときだと
最初から最後まで見えるんです
けど、普通は空の途中の所で突
然見えなくなる。
山崎　雲がないのに、ですね？
野尻　なんで消えたんだろうと
しばらく考えて。あ、地球の陰
に入ったのだから、それは消え
るはずだよねって、結構興奮し
て見てました。あれはいいもの
ですね。ところで、12月から
大学に戻られるっていうことを
数日前に新聞記事で拝見しまし
た。具体的にどういう研究をさ
れる予定ですか。

山崎　いずれは博士課程に入学
したいと思っています。今は、
学術支援専門職員として、テー
マをあまり絞らずに幅広く。
野尻　博士課程に入学される前
段階としてですか。
山崎　大学を離れてから14年
くらいになりますので、まずは
研究員としてリハビリもしつ
つ、感覚を取り戻したいと思い
ます。特に、今度行く研究室が
超小型衛星をやっていて、人工
衛星を使ってもっと宇宙を身近
なものにしていく教育と、実際
の人工衛星から取ったデータを
幅広く活用しようということを
しているので、博士課程に入る
までの間は研究と言うよりも、
むしろ宇宙機のシステムをどう
いう形で教育分野に利用できる

野尻美保子さんはIPMUの主任研究
員の一人で、また高エネルギー加速
器研究機構素粒子原子核研究所の教
授を務めています。

宇宙飛行士の訓練を続けつつ、
東大で研究員に
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緒にですか。
山崎　そうなんです。付きあっ
てみると、私たちが思っている
以上にロシアでは日本のことを
知っていて、びっくりしました
ね。逆に私たちがいかにロシア
のことを知らないか思い知らさ
れたような気がしました。

野尻　それからNASAに行って
訓練されたわけですね。実は、
インタビューするので、山崎さ
んの本＊2を買って読んできまし
た。私、今まで報道でしか見て
いませんでしたが、そこでは本
に書かれてるようなことは出て
きませんでした。子供を保育園
に送っていったりとか、子供が
病気になったときの話とか、、、
大変ですよね。私も主人が単身
赴任してるものですから、あー、
そうそう、私もそうだったと。
大学院入試の面接をするという
日に子供がうわーっと吐いて、
ああ、どうしようどうしようと
おろおろしたことを思い出しま
した。
山崎　そうですよね。本当に、
毎日なにがあるかわからない
ので、一日が終わると、「ああ、
今日も一日無事に過ごせて」と、
それだけでありがとうございま
したって感じになりますね。
野尻　訓練の時に、サポートす
る方がいらっしゃるわけですよ
ね。子供のいるお母さんには、
必要なアレンジをしてくれるの
ですか？
山崎　サポートというのは業務
のサポートで、生活のサポート
ではありません。スペースシャ
トルの場合は、訓練は米国の
NASAでやるんですけれど、適

野尻　どんなところが違うので
すか。
山崎　まず言葉が違います。星
の街はモスクワから車で1時間
弱くらいの場所ですが、街中で
は英語は全く通じません。
野尻　それは、スペースミッシ
ョンのための街ですか。
山崎　もともと軍の施設だった
街なんですね。その街は結構閉
ざされた空間で、中にはちょっ
としたお店もあるし銀行もある
し郵便局もあるし、だからそこ
で一通りは生活できるようにな
っていて、いわば封鎖されたよ
うな、隔離されたような街だっ
たんです。その分、中での人付
き合いはとても深くて、特に冬
の寒い時はお互いの家を行き来
して、それこそ夜更けまで飲み
明かすような、そういう、人間
関係は濃い場所でした。
野尻　日本人の宇宙飛行士も一

宜、私の所属機関である日本の
JAXAに報告しなければなりま
せん。従って、他のNASAの宇
宙飛行士よりも作業負荷が多く
なってしまうので、JAXAのサ
ポートの人が報告書をまとめる
のを手伝ってくれたり、あるい
は一緒に訓練に立ち会って、彼
自身も色々な技術的蓄積をした
りする、というような形で行わ
れます。
野尻　では、保育園を見つける
とか、そういうことは？
山崎　家庭のことは誰が肩代わ
りしてくれるわけでもないもの
ですから、それはもう私自身が
家庭内でやらなければいけな
いことでした。とはいっても、
NASAの中にはファミリーサポ
ートオフィスという所がありま
して、なにか困ったことがあっ
て相談しに行くと、それこそ学
校のことでもいいんですけれ
ど、こういう学校があるよとか、
病院はと聞くと、こういう病院
があるよとか、色々な情報を教
えてくれたりしました。あとは
JAXAの中でも、ヒューストン
に赴任している宇宙飛行士の仲
間もいますし、それ以外にも海
外駐在員として来られている方
も居るので、その小さな組織の
中で自分たちでサポートし合い
ながら、ということも多かった
ですね。あるいは、1986年に
スペースシャトルのチャレンジ
ャー号の事故でなくなられたエ
リソン・オニヅカ飛行士の奥様
が日系人の方なんですが、ヒュ
ーストンのJAXAの事務所で働
いていて、宇宙飛行士の母とし
て私たちの色々なことをアドバ
イスしてくれました。全く一人
で未知の所に行って、一から生
活を立ち上げてというと、やは
りとても大変で、特に国をまた
ぐとどうしても本人だけで出来
ないことも多いので、そういう

野尻　そこに外国人も来ていら
っしゃるのでしょうか。
山崎　ISSは15カ国が協力して
います。他の国の宇宙飛行士も
日本の実験棟、「きぼう」の訓
練を受けにつくばに来ます。1

週間、2週間の単位で出張とい
う短期のケースが多いので、日
本で生活するということではあ
りませんが。
野尻　今後は、ロシアにも訓練
に行くのですか。NASAでする
のと、すごく環境も変わってく
るのではないですか?
山崎　そうですね。今まででも
ISSにはアメリカのスペースシ
ャトルかロシアのソユーズのど
ちらかで行くので、ロシアでも
訓練しました。私も合計7ヶ月、
ロシアの星の街で訓練しました
が、やはり文化も、訓練の仕方
も、生活の仕方も、全然違いま
したね。

子供を育てながら－マルチタスクの
日常

＊2 『何とかなるさ! 　ママは宇宙へ行
ってきます』（サンマーク出版、2010
年）。

「デスティニー」（米国実験棟）内で観測用ラックの作業を行う山崎宇宙飛行士。
2010年4月10日（飛行6日目）撮影。（提供：JAXA、出典：NASA)。
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時何分と決められた時間に、次、
ここに行ってと、もう、何があ
っても行かないといけないって
ことが多いんです。ですから、
そういう意味だと、それこそ子
供がいると……　あるいは、自
分自身が風邪を引いてどうしよ
うっていうとき。とにかく、何
時何分にどこにいかなきゃいけ
ないってのを守るということに
は気を遣います。極力、家族や
知人で支えあうのですが、家族
が事故にあったとか、本当にど
うしようもないときは……
野尻　休むんですか？
山崎　訓練スケジュールは、そ
ういう状況に対応できるように
予めマージンを設けてあって、
スケジュールを組み替えてくれ
るんです。
野尻　なるほど、じゃあ本当に
困ったときは変えてくれる。
山崎　もうそれは、どうしよう
もないときはお互い様というこ
とで支えあっています。

野尻　私の知ってる若い女性で
も、今は研究、研究だから子供
は無理で、結婚は無理だよって
いう人や、お母さんと仕事が両

人達のサポートを心強く受けつ
つ、日米を何度となく往復して
くれた夫に助けてもらいつつ、
自分たちで実際に走り回って、
生活を一つ一つ立てていったと
いう感じです。
野尻　他にも小さなお子さんが
いらっしゃる宇宙飛行士で、単
身赴任の形で来られる方はいら
っしゃいますか？
山崎　アメリカの中でも女性の
宇宙飛行士は30人くらい、そ
のうちの10人くらいは子供を
育てながらという人ですけれど
も、旦那さんがヒューストン、
テキサス州以外のところで働い
てという人はいるようでいま
せんね。NASAのケイディーさ
ん（Catherine Coleman）、 カ
ナダ人のジュリーさん（Julie 

Payette）が唯一境遇が近く、
彼女たちとはよく励まし合いな
がらやっていました。
野尻　家庭があり、これから大
学にも行って、訓練もして、大
変ですね。そういう時間を切り
分けていくのは、宇宙飛行士の
方は皆さん得意ですか？
山崎　得意というより、必要に
迫られてやらざるを得ないって
いうのが現実で、実際にはその
日暮らしですね。もう……
野尻　いや、わかります。私も
そうなので。
山崎　ただね、逆に日々そうい
う形でやりくりするのは私たち
の専門用語でマルチタスクと呼
んでいます。実際の宇宙船の中
の仕事でも一つのことに集中で
きないのです。数分単位で、こ
れをやったら、次この実験のこ
とをやって、次、ロボットアー
ムやって、次、写真撮影をして
とか、また、しばらく経つと前
にやっていた仕事に戻ってと
か、スケジュールがぱっぱっぱ
っと切り替わって、色々なこと
を同時並行でやらなければいけ

ません。そういう意味では良い
訓練になっているのかな、なん
て思いますね。
野尻　今日はこれを一日中やる
んだというわけではないのです
ね。
山崎　というのも、今、宇宙ス
テーションには大体6人が常に
滞在していますけれども、各国
の実験数十個がパラレルで走っ
ていて、しかも実験だけでなく、
たまにはロボットアームを操作
したり、宇宙ステーション自体
のメンテナンスをしないといけ
ないしというように、色々な作
業を6人で分担するので、結構
慌ただしい感じなんですね。
野尻　私はそんなこと出来るか
なぁ。私は子供が二人だけれど、
理論研究だから全部家に持ち込
んでもいいし、職場に行ってや
ってもいいし、人とチームを組
んでるわけでもない。宇宙飛行
士だとチームワークが大事なん
ですね。
山崎　そうなんです。大体、訓
練にしても一人でやる訓練って
ほとんどありません。必ず先生
がいて、設備を動かしてくれる
人がいて、少ないチームもあれ
ば百人くらいの大がかりなチー
ムもあるので、必ず、毎日、何

立できるか分からないからやっ
ぱり辞めてしまおうかって、す
ごく悩んでる人達がいます。こ
の本に書いてある、とにかくな
んとかしよう、で、やってたら
なんとかなるっていうのは、こ
れは私もとても共感します。も
っと女性の方に読んでもらいた
いと思いました。
　結構みんなに、職場の若い方
の子供が病気になったりしたと
きに、ベビーシッター頼めばい
いんじゃない、頼んでお金払っ
たら解決するじゃないって言う
んです。でも、母親はその壁が
越えられない時期があって、す
ごく悩むんですね。私自身も子
供が入院するまではベビーシッ
ター頼んだこと無かったんです
けど。
　あと、山崎さんの仕事とは違
って、私の場合ペースダウンす
るんです。こっちは諦めて、も
うこれとこれは、適当って言う
のかな、速度ダウンしてでもい
いから、ちょっとでも前に進ん
だらいいじゃないかって、気持
ちを切り替える時があって、そ
の繰り返しで、今までやってき
ました。
山崎　わかりますね。
野尻　読んでて、すてきな本だ

チャレンジングでもインポシブル
ではない

「きぼう」日本実験棟船内実験室でテレビ会議をするSTS-131クルー（中央上が山崎直子宇宙飛行士）。
飛行7日目撮影（提供：JAXA、 出典：NASA)。
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なって思いました。
山崎　チャレンジングだけど決
してインポシブルではないと。
野尻　そうそう、そう書いてあ
って。
山崎　そうですね、どこかで、
自分でここでよし、ここまでと
か制限をかけていることが多い
ものですが、本当に本当にそれ
をやりたいとか、やらなければ
いけないと思うときには、ベビ
ーシッターにしてもなんにして
も道は色々ありますね。
野尻　山崎さんみたいにすごい
ことされてる人と違って、私の
場合は日常的なことですけれ
ど。
山崎　でも同じです、日々の生
活は。本当に。お子様はおいく
つですか。
野尻　中学一年と高校一年で
す。ずいぶん楽になりました。
この間、初めて子供達を家に残
して、一晩、あんたがたで勝手
にしなさいと韓国に出張しまし
た。ご飯は全部作っておいたか
な。これで行って帰ってきて無
事だったから、この次からは一
泊の国内出張、たくさん行こう
と思ってます。（笑い）
山崎　私は、自分が中学生の時
に、父が北海道に単身赴任して
いたんです。で、母がよく北海
道に行っていました。そうする
と、その当時高校生だった兄と
中学生だった私でお留守番して

ることも多かったのです。まあ、
祖母がいたんですけれど。
野尻　一緒に北海道に住んでお
られたのではなかったのですか。
山崎　私が幼稚園から小学校低
学年の時は家族で行ってたんで
すが、中学に入った時は父が単
身赴任だったんですね。そのと
きは母が約1ヶ月交代で北海道
に行っていたので、最初は、母
がいなくて寂しいって泣いたこ
ともありましたけども、2回目
くらいになると、もう、「行っ
てきてねー」って感じでした。
野尻　最初は無理だと思ってい
ても、一回やって大丈夫だった
から、もう大丈夫みたいなこと
ですね。山崎さんは、お子さん
おいくつですか。
山崎　いま、娘は小学校二年な
ので、まだそういう意味では一
緒にいたがる年頃です。
野尻　しばらくは日本ですね。
山崎　はい。アメリカから日本
に戻るときも、環境が変わるか
ら、娘は娘でアメリカ離れたく
ないみたいな、友達のこととか
で寂しがっていました。主人は
主人で、行ったり来たりしつつ、
せっかく6年間アメリカで色々
な生活をしていたのが、また日
本に振り出しみたいな形で戻る
ことになりました。環境が変わ
るときは、本人もそうだし家族
にも色々とストレスになります
ね。

野尻　こちらに戻られてから
は、ちょっと早めに帰ってみた
いなことも？
山崎　そういう時もあります
が、国内ですが出張も多く、ま
だバタバタしています。社内で
一ヶ月間だけですが、週に一回
在宅勤務の試行が始まったの
で、それが制度化されるといい
なあって思います。
野尻　でも、家にいてもお仕事
してないといけないわけです
ね。
山崎　そうですね、でも在宅勤
務だと通勤時間を省け、勤務時
間もフレキシブルにできますの
で、制度化されるといいと期待
しています。

野尻　話題を変えて、私は高エ
ネルギー実験に割と近い理論の
分野ですが、高エネルギー実験
でも宇宙の実験でも、全体に時
間がかかって、研究者のライフ
サイクルと、実験のライフサイ
クルが同じオーダーになってき
ていますね。新しい学生が入っ
てきたときが実験の立ち上げの
時期でないと、本当に学ぶべき
スキルを身につけることができ
ない。すでに始まった実験に投
入してしまうと、極端な話、ソ
フトウェアをいじるだけにな
る。宇宙開発でも、全体にロン
グタームになってきているのが
問題ですね。
山崎　本当にロングタームです
ね。宇宙開発では一つのプロジ
ェクトが、例えば宇宙ステーシ
ョンに運んだ日本の実験棟「き
ぼう」であれば、構想、初期設
計から始まって、25年がかり
のプロジェクトでした。衛星に
してもやはり、5、6年、長い
ものは十年単位でかかります。
ですから、初期の頃に入っても、

途中、部署替えがあったりして、
最後までいられるとは限らない
んです。研究者の人は一つの部
署で一つの研究をする人も多い
んですが、エンジニアとか、プ
ロジェクト系の人ですと、数年
ごとに部署を変わって色々経験
をするという方針もあるので、
そうすると大体、3、4年ですね。
最初の頃にいても途中で抜けた
り、逆に途中で入ってきたりし
ます。研究も大体数年がかりの
スパンになります。
野尻　高エネルギー実験だと十
年です。例えば、私が研究上近
いのはLHC実験というヨーロッ
パの実験ですが、最初に建設を
始めたのいつでしたか、、、もう
あんまり昔のことで忘れてし
まいました（笑い）。そうそう、
私が最初にLHCの物理をやろう
って思ったときは、2003年に
始まると言っていました。それ
が、1998年。なんでわかるか
と言うと子供が生まれた年で、
その前年に、私、高エネルギー
研から京都大学に移ったんで
す。それが2005年になり、そ
の後、始まる時期が2年ごとに
1年延びるような感じでした。
2008年にようやく始まったと
思ったら、ご存じかもしれない
ですが、割と大きい不具合が起
こって、1年かけて直さないと
いけないということになったん
ですね。ようやく、今年から順
調に動き出して、でも2005年
って言っていた時点から比べる
と、5年も遅れています。チャ
レンジングなことをやってる
と、なかなか順調にいかない。
山崎　私たちの実験棟「きぼう」
もそうでした、私は1996年に、
最初はエンジニアとしてJAXA

に入りました。宇宙飛行士にな
る前です。正に「きぼう」の開
発部隊に入ったのですが、その
頃はもう設計という意味では固

宇宙の実験も高エネルギー実験も
長期化が問題
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山崎　はい、あと10年くらい。
野尻　その間、半年くらいのサ
イクルですか？
山崎　はい、最初に若田飛行士
が4ヶ月半宇宙に滞在して、そ
の後野口飛行士が、私と同じ時
期だったんですが5ヶ月半滞在
しました。今後もロシアの宇宙
船ソユーズで行って戻る。現在、
古川飛行士、星出飛行士の長期
滞在が決まっていますが、一回
当たり半年の滞在というサイク
ルです。野尻さんはAMSの実
験に関わっていらっしゃるんで
すか。

野尻　直接関わってはいません
が、素粒子の研究は、結構宇宙
線物理とも関係があります。未
知の素粒子であるダークマター
が存在すると思われているので
すが、それが対消滅すると、エ
ネルギーの高い反陽子とか陽電
子とか出ます。宇宙線の中で、
陽電子成分は電子成分と比べて
少ないのですが、あるエネルギ
ーから急に立ち上がってくとこ
ろが見られると、ダークマター
のシグナルとして解釈できる部
分もあるんです。
　AMSの場合は大きい装置で
すから、エネルギーの高い方
を測るということで期待されて
います。超伝導マグネットを使
う予定だったのですが、直前に
設計を変えて、永久磁石を使う
ことになりました。AMSは大
きな測定器ですから色々難しく
て、スペースシャトル以外に上
げられるものがありません。早
く上がってデータが出てくるこ
とを期待しています。このほか
にも、科学衛星は私たち素粒子
の研究者にとっても大事なもの
で、パメラ、フェルミ、プラン
ク衛星などが上がるのを指折り

不思議なダークマター

まって、ものづくり、最終試験
の最後の方のフェイズだったん
です。その頃にはあと3年後く
らいで打ち上がると言われてい
ました。つくばエキスプレスと
同じくらいにできると。で、ど
っちが先にできるかと競争して
いて、最後はエキスプレスの方
が先にできてしまい、ようやく
昨年、「きぼう」が宇宙に打ち
上げられて完成したんです。特
に国際間でやっていることなの
で、一国でも遅れると、一緒に
他もずれてしまったりします。
野尻　だから、「きぼう」で実
験をやろうとしている研究者も
大変。
山崎　そうですね、打ち上げ時
期が遅れると実験もなかなか開
始できない……
野尻　ISS で実験する側が引き
ずったりすることも。というの
は、ISS に載るアルファ磁気分
光器（AMS）は重要な実験で
すが、設計が変わったりして、
スペースシャトルのオペレーシ
ョンを変えてしまったり。これ
も思ったより時間かかりました
ね。
山崎　そうですね。途中、ロシ
アの経済状況で遅れ、あるいは、
コロンビア号の事故があって、
3年近くスペースシャトルが飛
ばなかった時期があるので、そ
の間建設がストップしたりし
て、色々な要素で遅れましたね。
野尻　どういうミッションに参
加するかというところから変っ
てしまい、大変だったのでは？
山崎　元々 ISSができてから乗
り込む予定だったんです。
野尻　まだ、ここ（ISS）で実験
できる可能性はあるのですか？
山崎　ありますね。今後2015

年までは運用し、その後も
2020年ぐらいまで延長しよう
という方向ですので。
野尻　あと10年。

＊3 ここで言っている来年は2011年の
ことです。（脚注＊1参照。）

数えて待っていました。
山崎　来年＊3ですね。
野尻　楽しみにしています。早
くISSに据え付けられて観測が
始まるといいなと思います。
ISS では大きい装置が可能です
し、普通の衛星とは違う魅力が
あります。AMS は5年なんか
でやめないで10年続けて欲し
い。
山崎　ダークマターというのが
不思議ですね。宇宙空間は真っ
黒で、本当に吸い込まれそうな
黒だったんですけれども、でも、
何もないわけではなくて、色々
な、まだ、未知の物質があると
いうのが不思議だなって見てい
ました。ダークマターがぶつか
るというのが分からないのです
が、面白いなあ、ぶつかるもの
なんですか。
野尻　ダークマターは、ものに
あたっても、ほとんどの場合す
ーっとすり抜けます。太陽系は
毎秒230 kmの速度で銀河系と
ともに回転していますが、ダー
クマターも平均的にそのくらい
のスピードで私たちの体の中を
通り抜けています。でも、たま
に物質とダークマターや、ダー
クマター同士がぶつかって、私
たちの知っている粒子に変わる
ことがあるだろうと思われてい
ます。銀河の中心には、より多
くのダークマターがあるので、
銀河中心で対消滅した時にでき

る光のシグナルは有望です。反
陽子が出た場合は、銀河系の中
でも長いこと残っていますので、
銀河の中全体に溜まっているも
のを観測することになります。
山崎　すごく不思議ですね。私
たちが見ている世界って、宇宙
のほんの一部しか捉えていない
んですものね。
野尻　ダークマターはそのうち
見つかると思っています。LHC

実験もダークマターと関係して
います。粒子と粒子が当たる
と、たまたまダークマターが作
られるときもあるのです。私は、
LHC実験でダークマターが作ら
れたときに、どういう風なシグ
ナルが見えるかという理論研究
をやっています。また、IPMU

のプロジェクトの一つですが、
神岡鉱山の地下でダークマター
が原子核にぶつかるのを探そう
ということをやっています。す
ばる望遠鏡での遠方銀河の観測
も重要です。山崎さんは、今度
東大に戻られるのですから、同
じ東大の柏キャンパスにある
IPMUにもおいで下さい。今日
はどうもありがとうございまし
た。
山崎　是非行ってみたいと思い
ます。こちらこそありがとうご
ざいました。


