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ワ 二__̀~̀⊂｢=二.コ の 化 石

伊 達 宗 行

(阪 大 理)

は じ め をこ

気軽にお読みいただけれ ば幸いですQあるいは物性研究というまじめな機的

誌にこの ような話を. とおしか りをうけるか もしれ ませんo Lか し少し考え込

んでみると､ どうもこの種の議論が出来るめにはやは り物性研究者ではないか

という一気が してきためが ユつ. もう 1つはこれは物質を謁ぺ - その扱い方を世

間に知 らせるという任務をもっている我々の 目標d)王つというか.少 くとも茶

飲み話に1-度は論じてもよい問題alように思っています｡

ワニ の 免 石

工年弘 丁度阪大理学由が中之島か ら石橋へ移転すべ く､艶 しい建物の一部

が 出来上らて直後甲 ことですが.新校舎を伸ばすべ く切磨 した土の車か ら-徒

長 8m巷の見事なワニの化石が轟われました｡ニオイをかいで集ってきた阪大
こ三

と京大の地質屋 さんのお手柄だったわけですが.何せ現校舎からわずか 10m

程の凝離の所で (現在すでに工事が進み 10月頃には. ワニが居 た丁度零上約

5mや ところに我々の研究室ができることになつ七います) しか も約 40fY

50万年前の･ 日本でははじめての ワ千の免石 とあって･ち ょっ とtf･た革題に

なりました｡その後色々とわかったことは. しつばが無い以外は完全な北石で

ある こと.足を若い頃骨折 しているが､やがてゆ著 した跡がある卓かi聞いて

いて仲々面白く.赤堀阪大学 長が骨に残っているたんぱく質の誼査をするとか

志 学問的価値 も大分ありそ うです｡

しかしここで述べたいことは.別 にこのワニを物性論的にどうしようと言う

長けではあ りませんO その掘出しの様子をながめなが らあれ これ考えたことで
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ヮことしてはダVに償われるだけのこと｡甚で迷惑だと言つJて. ち(もくと動

きだすか もしれないO見ていてそう思えるほど鼻筋の通った立派な ワニでしたO

墓 標 を 残 す に は

ところでこの ワニはたまたまラブキ-な条件の下にあったが故に, 50万年

程度の自らの存在を明示して. ヤマ トの国にワニザメありきと大国主命D よろ

こびそうな証明をしてくれたことになるOいはば後世に対 して自らが無言の嘉

一 標となったと見てもよいQ これに対して科学なる利器をもった我々人間が未来

に.対してそa)存在証明をのこし.伝えるにはどういうことが可能であるか ?

たとえば 王億年後 ,人間は死滅しているとして､かつての地上の王者人間なる

も由が どれだけのかがやかしい証拠を残しうるか? いはは人類 としての基層

をどれだけ完全 なものとし̀て残せるか ? という質問に対 し答を試みてみよう

というわ けです｡

まず平凡に行きましょうO 物性的に見てもつとも安定な物質を大量に集めるO

た-i:えはダイアモンドで巨大な どルを搾るO これを人類のお墓とした年どうか

3 たしかにそれは存在する限 りに於いて無政的自然が偶然に作ったものをとり別

種の.人類が存在していたために地上に現れたものとみとみ られるでしょう

(実は ttだれ "がみとめるかについて問題が あるわけどすがまあここでは地球

･上にそ'あーときこつ然と現れた人間程度の生物が､ とし'ておきます)しかしこの

ような考えは､ ビラ､ミツ ドを作ったエi>プ ト王の考えと少しもかわらないO そ

れはたむかに ピラミッ ドの材料に くらぺたら最近iLZ)物性研究の成果か ら出てき
i

た材料の方が長いし.長く保存が効 くか もしれない｡しか し全 く50歩 王00

歩で何億年の月日をたえることは不可能でしょうO 大体大陸移動のお轟る程の

年月だか ら.日本列島など何蜜も海に沈んだり出たり､果しては引ちぎられた

りして･ダイヤモン ドビルも地殻蕗や埋没Ltダイヤができた同じ地下で溶け

てな(なってしまうかもしれず､そうでなくても如何なるものでもsolia

_diffusion で区別できな くなる恐れもあるでしょうQこのままでは極めて非

観的に見えます｡

無 親 的 再 生 産

苧てそれなら我々はt生あるもの必づ死ありといって東洋的諦観に戻 り.頭

を丸吟るかということになる｡しか しそれではあまりに科学がだらしがない0
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そこで少々考えを変えてみましょうO -つの生物が用い ている再生産によるく

り返し法を利用するのはどうか ?たとえば何でもよいが.. 糾えぼ ここに一つあ

るパチンコ玉が永久に地上にあるようにするために適当な装置をこしらえてこ

の玉がさびたりこわれたりした ら新たにポロリと出てくるような機械を作れな

いものであろうか ? ところか科学の生んだオー トメーVヨy装置を考えてみ

ると,それがいくら椅密なものであっても極めて断片的なもので.たとえはベ

ル トコンベアがいかに能率を誇ろうともそれはベル トの端に原料がおいてある

ことで､意味が あるのたし.だいたい発電所がこわれたらアク トであるO もし

停電になればディーゼルエソi7ソがまわ りだすというようになっているという-

か もしれないが.それなら石油が切れたら自動的に船がアラビアか どこか に行

って石池を採って くるように自動放されているか といえばそうではないOか り

にそうされるようになっても.それではアラビアに石油が無 くなったらどうす

るか ? もう完全にお手あげとなる｡

1east selfconsistent regeneration

問題を整理する必要があ りそうなので. 次のように話を限 りますO少々 は(

ぜんとしてはいるけれ ども.太駿系が大体軍状を維持している間 と環境を指定

したときに

《どんなつまらぬ人工物でもよいから人手なしにそれを再生産するためEZ)節

じた系.つまりself consisten七な最少取の集合体を求む "

さてこんなものが可能か'どうか ?あるいは何が欠けているから出来ないか塾の

答を得る べ く努力をする前にこの種の集合体の様子を手さぐりしてみ ようとい

うわけですo少々数学的な見方をすれ ば､まづもっともかんたんなモF'JPrとtL

て別図の ようなA,B,Cの三要素を考えて.Aを作る~ためにCが要 り. Cを作る

ためにBが要 り.Bを作るためにAが要るとなっていて

かつそれが必要充分な条件ならこの年IBIC系は問題に

対する一･番簡単な解 となるoここで大切なことはA､た

㊨ - 与由 とえはパチンコの玉であったとするとこの系は単に玉の

_ 二

再生産のみではなくてそれの生産に必要なあらゆる要素

の再生産をともなうことにな りIAは別に特定の目的ではな くなってA,a,Cい

づ九 も全 く平等な目的物 と見 られることです｡
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I-i-_:=71-一三

それか ら左図のようにA,雲,C以外にDなる要素があり.

C!なるー′要素からAもできるがまずDを作ってそれからAを

作ることもできるというような場合は仮定によっ てleast

selfconBisもentregenerationではなく.いわば可

約であるか らこんな.もa)はreduceLで既約表現A,B,Cと取るべきである8

我々の求めるものにはこんなルールがあるわ好ですO

さ七現実に果 してこんな機械ができるか ? あれこれ考えてみたのですが､-

無論まーだ解けていませんC 2つの考え方の方向があるようです｡ 1つは生物

をお手本として現実の要素をあてはめて行 くやり方､もう王つは妙な方法です

が.今の世の中から生き物に直接関係している部分を捨てて.残った廃城等を

どうやって動かして行くかを考える句も実益あるか もし丸ません｡少し考え込>

むと色々面白いことに気がつ きますoたとえば不用品つまり無機的辞港物の処

理が如何E･C大切であるか.とかアキVデントがあって-つの完全系が全部こわ

れるのをさける最上の方法はいくつかの完全系を作っておいてホ無機的社会 "

を作らせるのが よいとか､ e七〇.です｡

最後に⊥言､由上へんな話で恐蘇ですが､ まあ実益もないではないOその一

つは現在のオ- トメ-L'写･'{よオー トメ-Vヨ ンaj問の断点をどうつないで行

桝まよいかの社会的要請に対する返事を作れる見込みがあること (再生産な ど

大それたこと以外に)O それか ら更に現実的な利益.それは日常甚だ多いつ

まらぬ会議の席でこんな事を考えるとendless にくるくると考えつづけるこ

とができて.たいくっな長い会議硬でもあまりいらいらとつかれず紅すむ事を

つけ加 えます｡
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