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「飛ばない機体」

エンタープ ライズ号を見てきた。
スタートレックの方で はなく、スペースシャトル である。

伊野隆之

もう旧聞 にはなるけれど、今年の 夏に気になったニュースの 一つが、三十年に及んだ
スペースシャトルの 退役だった。ずいぶんと前 から決まっていたことらし いが、本当に

やめち ゃうの？ というのが正直 な感想だった。
シャトルの運用が 終わっても、宇宙開発が終 わるわけではないし、火星 への有人飛行

計画 も検討されている。それな のに、宇宙が遠くなってし まったかのような感じを覚 え
た。

８ 月、ワシントンＤＣに仕事 で行くついでに、スミソニ アン協会の航空宇宙博物館 別
館であるウドバ ーヘイジーセンターに立寄 ろうと思ったのは、そん なことがきっかけだ
った。

シャトルの現 物を見たいのであれば、ケ ネディ宇宙センターに行 って、退役したアト
ランティスを見るのが王道 なのだろうが、無理があ る。それに比べるとウドバ ーヘイジ
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ーセンターに展示されてい るエンタープライズは、つ いでに見るのにちょうど いい。エ

ンタープライ ズ自体は滑空実験のため に作られた 、
宇宙に行けない機体ではあ るけれど 、
外観は他のスペースシャ トルと同じだから、シャト ルの実物を見るのと変わ らないだろ
う。
僕はそう考えたのだ。

ワシントンＤＣの空 の玄関の一つであるダレス 国際空港には、日本からの 直行便が飛

んでい る。エンタープライズが展 示されているウドバーヘイ ジーセンターは、まさに そ

のダレス 空港の隣に 位置してい るので、到 着後に寄る のにちょう どいい。 GoogleEarth
で見 るとよくわかるが、ダレス 空港の滑走路とウドバーヘ イジーセンターは直接つな が
っているのだ。

幸 いなことに、夏の間は開館 時間が延長されているので 、午後四時頃に到着するフ ラ
イトでも、十分 に間にあう。八月のある日 曜日、同僚とワシントン ＤＣに飛んだ僕は、
長い入国検査の列にも、さ ほど焦らずにすんだ。

ダレス空港の 空はアメリカらしい青空だ った。日本のように湿度 が高くない分、快適
である。ウドバーヘイジー センターへはバスも出て いるらしいが、僕たちはま っすぐに
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タクシー乗り場に向かった 。

ダレス空港 に着けているタクシーは 、
ワシントンフ ライヤーという会社のタク シーで 、
信頼が置 ける。すぐ 近くのウド バーヘイジ ーだけどい いか、と聞 くと 、
「ノープ ロブレ

ム」という 返事だった。タクシーに 乗ってから意外に時間がか かったのは、ウドバーヘ
イジーセンターが、広 い空港をほぼ半周する位置 にあるからだった。

十分ほど 走って博物館に到着する 。広い駐車場には、たくさ んの車が止まっていた。
日曜日だけあって、 家族連れが多い。入館時の セキュリティー検査でキャ リーバックを

開けら れ、きっちりと畳んだワイ シャツの下までチェックさ れたのはちょっと何だけ れ
ど、９・１１以降 の保安上の配慮となれば仕 方がない。

入場 は、ワシントンＤＣ市内の モールにある航空宇宙博物 館の本館と同様に、無料 で
ある。そのあたり は、さすがスミソニアンと いうところだろう。僕た ちは、荷物を何と

か したかったので、インフォ メーションでコインロッカ ーの場所を教えてもらった 。
僕のキャリーバ ックはコインロッカーの中 に簡単に収まったけれど 、残念ながら僕の
同僚はスーツケースで、ロ ッカーの幅が微妙に足りな かった。クロークもないの で預け

るのは断念し 、同僚の方は荷物を引っ張 っての博物館見物となった 。もっとも車いすで
全館回れるようになってい る館内は、大きなスーツ ケースを引いていても十分 に回るこ
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とができる。広々した館内 で、見学者で混み合ってい るわけでもないから、そ んなに不

便だったわけ ではないと思う。
入り口のあるフロアと展 示品が収載されているフロ アには一階分の段差があ って、入

ってまっす ぐに行ったところで 、
広い館内全体を 見渡すことができるように なっていた 。
すぐに目に入ってくる のは、正面にあるブラック バードだ。第一世代のス テルス機で

あるブラ ックバードは文句なしにカ ッコいい。ある種の凶悪さ を持った精悍なデザイン
につい見ほれてしま う。

エンタ ープライズが展示してある ホールはブラックバードの 向こう側にあった。ホー
ルの中に小さく見 えているシャトルの機体に 、どうしたって期待感が高 まる。

長い スロープを下って下のフロ アに降りると 、
ブラックバードがすぐ 目の前に現れる 。
上から全体像を俯 瞰するのと比べると、近す ぎてよく形がよくわから ない。僕たちは、

意 外と背の低い漆黒のブラッ クバードの横を通って、奥 の方にあるシャトルの展示 室へ
と向かった。
展示室ではエンタープライ ズをほんの数メートルの距 離で見ることができる。実 物を

目にして、最 初に感じたのは、機体のボ リューム感だった。
全長に比べた胴体の太さ が際立っている。直前に見 た精悍なブラックバードと 比べる
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からなおさらなのかも知れ ないが、シャトルはずんぐ りとしていて、いかにも 内部に荷

物を載せて運 ぶための機体だという印 象がある。
ブラックバードがスポー ツカーだとしたら、シャト ルはバスやトラックのよ うな印象

なのだ。そ う思って改めて見てみる と、スペースシャトルの持 っていた特別な意味が感
じられる。

スペース シャトルは荷物を運ぶた めのもの、だったのだ。
スペースシャトルの 胴体は貨物室だ。そのスペ ースがあるからこそ、ハッ ブル望遠鏡

のよう な大きな荷物や、国際宇宙 ステーションの建築資材を 運ぶことができた。
スペースシャトル は宇宙のトラックだった。 トラックなら、スマートで はなくても仕

方が ない。そう考えると、ずん ぐりした体形が逆に好まし く思えてくる。この胴体が あ
ったからこそ、僕 たちは宇宙について多くの 事を知ることができたと も言えるだろう。

と ころで、トラックで運ばれ た荷物の一つであるハッブ ル望遠鏡は、当初の予定を 越
えて運用が続い ている 。では 、なぜシャト ルは運用を終わらなくて はならなかったのか 。
スペースシャトルの問題は 、機体の再利用による打ち 上げコストの削減効果が、 思っ

たほどでもな かったということなのだろ う 。三十年の運用で 、
悲惨 な事故が二回もある 。
歴史上もっとも複雑な機械 と言われたように、複雑 さが増せば増すほど整備は 難しくな
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るし、コストもかかる。そ んなことは最初からわかっ ていたはずだが、それで もなおス

ペースシャト ルというシステムが開発 されたのは、運用の実績を 積むことによって整備
も容易になり、コストダ ウンが進むはずだという目 論見もあったにちがいな い。これは

僕の確信で もあるのだが、シャトル の設計には 、
「宇宙に行くための乗り物 が欲しい 」
、
という希望のようなも のが反映されていたのでは ないのだろうか。

スペース シャトルができるまで、 ヒトが宇宙に行くためには 、ロケットに乗って行か
なければならなかっ た。帰ってくるときには、 巨大なロケットの姿は跡形 もなく、小さ

な降下 用のカプセルに乗って、空 から地表に落ちてくる。そ れが、スベースシャトル 以
前の宇宙への行き 方だった。カプセルの中に 入って、外の様子もわから ないまま地球に

落 ちてくるカ プセルは 、
「 乗り物」とい うにはい ささか不十分 なものだろ う。それに 比
べるとスペースシ ャトルは、個体ロケットや 燃料タンクという付属品 を捨てるだけで、

ほ ぼそのままの形で大気圏を 通過し、地上に帰ってくる ことができる。
もちろん、帰っ てくるときは飛行機のよう に飛んで帰ってくるわけ ではなく、滑空し
て帰ってくるし、着陸の時 の降下角度は飛行機に比べ て遙かに大きい。長い滑走 路が必

要で、巨大な パラシュートを使ってブレ ーキをかけなければならな い。離陸はロケット
のように垂直に離陸する。 それでも、オービターが 飛び立ったまま帰ってくる ことで、
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スペースシャトルは、ある 種の乗り物らしさという錯 覚をもたらしていたのだ と思う。

地球を離れ た時のままの形で帰ってく ること。スペースシャトル は、それまでの宇宙
への移動方法ではあり得 なかったことを実現した。 その意味で、宇宙をより 身近に感じ

させてくれ た。
普通の人が普通に行っ て帰ってこられるという意 味での、普通の乗り物で はないにし

ても、普 通に行って帰ってこられる ようになる日がすぐそこま で来ているような、幻想
をスペースシャトル はもたらしてくれたのでは なかったか。

そのス ペースシャトルの運用が終 わってしまった。機体自体 の運用が長くなったこと
に加え、事故を契 機として、安全確保のため の点検整備のコストが膨れ あがってしまっ
てい たのが要因なのだろう。
コロンビア。
チ ャレンジャー。
ディスカバリー 。
アトランティス。

エンデバー。
五機のスペースシャトル による一三五回のミッショ ンは、宇宙開発の歴史にお いて多
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くを成し遂げたのだと思う 。残念なことに、途中でチ ャレンジャーとコロンビ アが失わ

れた。
ウドバーヘイジーセンタ ーには、かつての超音速旅 客機、コンコルドや日本 に原子爆

弾を落とし たエノラゲイも一緒に展 示されている。エンタープ ライズそのものはずいぶ
んと前から置かれてい たにも関わらず、スペース シャトルの運用が終わって しまった事

を思うと 、一つの時代が過去になっ たと感じてしまう。
スペースシャトルの 登場で、いったんは身近に なったように思えた宇宙が また遠くな

ってし まった。スペースシャトル の運用終了を知ったときに 感じた感慨のようなもの の
正体は、宇宙に行 って帰ってくることができ る「乗り物」が失われてし まったというこ

とな のだろう。
三十年の運用が 明らかにしたのは、僕たち が行くには、宇宙はまだ遠 い場所であると

い うことだ。 ＧＰＳや
のように宇 宙の利用は 確実に身近 になっている 。け
GoogleEarth
れど、 ＧＰＳや GoogleEarth
で、どれだ け宇宙を感 じられるだ ろう。僕たち の視点を広
げてはくれたけれど、宇宙 を体験する可能性はまだ遠 いままだ。

スペースシャ トルが現役を引退した今、 なにが宇宙を身近なもの として感じさせてく
れるのだろうか。民間に委 ねるとしたアメリカの判 断は、ＮＡＳＡ自身による 開発が困
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難になり、投げ出してしま ったのではないかと思えた こともあった。

湾岸戦争が あり、アフガン戦争があり 、イラク戦争があった。余 計な戦争をしなけれ
ば、その資金を使ってこ の三十年の間にスペースシ ャトルの後継機が開発さ れていても

おかしくは ない。軍事と宇宙開発は 一枚の硬貨の裏表だから、 戦争がなかったとしても
スペースシャトルの後 継機が早期に開発されてい たという保証はない。経済 的にもリー

マンショ ックがあり、アメリカが世 界唯一の超大国だった時代 は過去になっている。宇
宙開発のエンジン役 であるアメリカの調子がお かしい状況で、人を運ぶ「 乗り物」の開

発の道 筋ははっきりしていない。
もちろん、良きに つけ悪しきにつけ、いちど 実現可能だと判れば、必ず 実現してきた

のが 人類の性である 。宇宙への 想いというのも 、所詮はそ んなものではないかと思え ば 、
悲観することはな いのかも知れない。現に最 近になって、スペースシ ャトルに替わる民

間 の宇宙往還機の候補である ドリームチェイサーの試験 飛行が、来夏にも予定され てい
るとのニュース が飛び込んできた。
新聞の記事で見たドリーム チェイサーは、スペースシ ャトルよりも随分と小振り で、

バスやトラッ クという感じではなさそう だけれど、そのフォルムは スペースシャトルの
遺伝子を感じさせるものだ 。スペースシャトルが三 十年に渡って築いてきたも のが、次
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の世代に受け継がれている ようにも思える。それに、 ドリームチェイサーとい う名前が

いい。シャト ルの夢を継ぎ、宇宙への 夢を追いかけるための機体 として、これほどふさ
わしい名前はないと思う 。ネーミングだけでも応援 したくなるし、期待を持 たせてくれ
る。

シャトル のあるホールには、結局 お蔵入りになったジェミニ のパラグライダーなどが
あり、それからコン コルドやエノラゲイトいっ た大物や、第二次世界大戦 の時期の日本

やドイ ツの戦闘機、ヘリコプター やパラグライダーを駆け足 で見て、ミュージアムシ ョ
ップでお土産を物 色してから、閉館時間の三 十分ほど前に外に出た。

出入 り口の周辺にはバス停らし いものはなく、ウドバーヘ イジーセンターと空港の 間
のバスはよくわか らないままだった。僕たち は、少し暗くなりかかっ てきた空を見て焦

っ たけれど、念のために鞄の 中に入れておいたワシント ンフライヤーのパンフレッ トを
思い出し、何と かタクシーに迎えに来ても らうことができた。

ところで、ウ ドバーヘイジーセンターに 展示してあるエンタープ ライズは、ニューヨ
ークに移され、その代わり にディスカバリーがやっ てくることになっているら しい。
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飛行実験用の機体ではなく 、実際に宇宙に行った機 体だ。展示されていたエン タープ

ライズではき れいだったエンジンノズ ルは、ディスカバリーでは 違っているだろうし、
耐熱タイルも違って見え るはずだろう。次にＤＣに 行く機会があるかどうか わからない
けど、いつ かディスカバリーを見て みたいと思っている。

