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レーザー ヒ生命租象

§E. (3じd)ド

取大･理 額田農司

生きTこ生体朋 的 … こ敢身性を示し.しいも且の致存l沌 桝 師 もg)tこヒどよらず､吟

唱的秩序や機能和 3枚序と含む高良Tき及落である｡そして生命の太射 手､この秩序性を台

う作り払して行くヒtlう珂(:あると男と,られる｡このようT3ニヒが可能で5)もTこ0)t二は､

動 き非率衛系で5)bことが滋客である｡さうに秩序形成にl言非線形性もJ大きT与殺到色覚1こ

していちと弟んち小石か う､生体の埠教 は物理的L=朋 巨線形非辛衝開放条として汲んも 1

とができち｡-れ レーザ'-(絹 製的T挿 車乗開放各で5'')､非線形棒針 こJ,て殊序性

が自発抑 こ形戴き小も点で生体ヒ大安似かよってLl を ｡ Lや､も レーザーの堵J& lこは､此奴

的各射 こ雇での貴族五行T3うことができ､打二年の鯖泉も優子 か 号1=鼻7'LL･丁こ鼠射ふ理槍

と払政するユとがで2もので､非線形非車衝鯛紋系の助即 やモデルとして大変 ､二項小てい

ろ｡牲二でレーザ '- 1こ於げろ款存斬勘 二つt-て男i,､写れ音波汲する鼠息かう生命鬼象を

眺U)てみろこい こする｡卜4)

与2. レーザー L=抑 丁も耗存性 ヒ熟が蔓的黄泉

レーザ一や､う放出される如 才､ポンピングが しきい値と感 i,ちと､ス 0̂7トJL,痛が聴く

塘向性の優れTこものヒTきる｡この件宵 13通席 コヒーレンスが億小てIlると泉嵐さ小るが､

ユニで I言放浄 性の艶如 ､う工ント｡ピーと聞直すLTて男い みる｡

いき､亀3･d 'スlニボース絶封と亀岡すると､亀 lこ才フて盈 Lf小るげ 7-ヒエントLjピー

佗.-卑小花̀れ

p=Jyt如 dT
dS=丁==二二_.:=J

･ d* 可 ‡(M･,)伽 LH･')- 仙 MH T

ヒ衷心すユとがで2も｡ここでMは自由夜あT二')の患音数であリ.頚骨13畢T3も自由夜に

hTこって行T3う｡つき')､偏 っTこ一つのビ-ム五男い こ場J&､その断面積互A,立体角と

dfLJ振動数痛をdL'として d7:=Aジユdt)dfL/Clである｡ ここで､教ケrJll自 由度 の

か こつLlて 粘 い とlこし､簡単のTこ0,､社の自l摘 輔 で車均をと,7 JdT- 4℃ .

Mう抗と星亨か'Lもヒ

-㌻若F

dS
d* ′ 戸-巨石十l)山 -n十l)/nJe/nl./塞

ヒ書くニヒができも｡レーザ｣の発撮もL才スペ フト'L,噛みJud立休角か'.J､さ Ilや､う､如 才

鮮卑 lこ大きく､杜の場各戸(3(Ann一十L)/六ヒ丘似できて､下は十か こ小IくTさもニヒが

わいも｡つまり､務取 のhoワ一之致すTい･モードLこ集中しTニ堵J町 々のfL.3殆 t:'ェントロ

ピーを鼠ばていt｡巧の適格として､亀倉 lこコヒーレントfJ缶でI‡ェントロピーは客tこT3も
｡ニ小 l才橡拭和 郎t孝T3ビg)最も高取T3エれ レギーLこ胡 当する｡

偉貴の房とも･?ビームt二つl･て 拓ニ〔似 P(･AL,/ATB)- IrJヒして輝度温度
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TBa虹義すると､ユ小lH の机 あてろこい二才,)瑚官の温度とビ二才で上すtbニt甘

できろ七､と､lう到息温良4'罷牙も与Lも二とlこT3も｡£) レーザー0)発振亀でL3輝度温如

高く､花のT:d)に綱 吉凝d)て鳥､l過度l司 もニヒが できろ｡ 二 のJうlこい 1･･-13非嘩

i:高温の摘 I二匹嵐すらが､これ摘 免するL:(3頁通夜凍寒を咋う英草があ ,)､ この離

L3･無視大の温良よ')も島/姐の尭態 とh-TJされろ｡も取直と机 ちと､前且のり lここ等

舷奈でl沌 源の輝夜過良書でしか過度L3上昇 し-い tかう､串温良就籍を作らこい 言できTJ･

ll｡ 鞍山t=対 して､三季イ立奈T3tlLl招 山uL上の今季権も左岸 も小ば､ボンピン7"'こよ･)

貫通魚水籍を作ら ことが可能 ド T3･)､これが貴簡 に レーザーlニイ更… It､lも｡ ヒこうで､

考のJうTjことが虹 帝和 こ行Tかh小もT二g)l二は､#L,源かう--,ステム音程て熟浴へtエネ'L,

ギーが散亀=爪地 番があも｡LT二がフて､磯ネ如勺仕事に正直する高級13工か L･+"一毛作

I)銅 レ ー ザ｣ L3､熱力学抑 こ13､高過の泉源や､ち工か レ千､-ともちtl､ 椎の一軍吾1(_凋

の熱源 t:捨てT細 -ナ作手招 も敦後閑とみりすユヒができも｡二の堵企､もらうエントロ

ピーと捨てろエントロピーとでt掩 属の方が大!く､差し引きすらと勇のエントロピ-を

も17つていろlいニT3')､ニ小が栗存形釦 3uLは仕草の卸 こ73 7ていも｡ 二の才うlこ､

一級 t:外申 ヒ紡企 し､エか しで-やエントロピーの免れの申lこ畳か小 てこ非辛衝簡紋もでL才

､歎序の形鉛 自ヾ発的に行Tかわれ 1も魚力尊い 言矛盾せず､ 椎の塙食 l二 は糸車衝状韓Q'血

債でl欄 碕 つれTい ､SうT3卑L,t噸 存水箆の定規が可能である｡生命線象も考o)TうT手数

息構息の一つの刺で3)もt為i,ち小も,

皇3. レーザ-ド抑†る兼序8-///環のメカニズム

し-ザーもまず草.+,凄鞠 で月i5｡そらtこ放射動 こつL･ては た叔箆の一つのもーrQ)み

互発Lて､埠の工か レft一毎度とPとすら｡l･さ.レーサ'-盈琴Q)上畢他 と下草他の分布

をNl.N/とすると.dNl/d七′dN,/at LIP Lこ廠各 し､きrこdB/dtlまくNl- dI)I:承存す

る｡LT二がフて､1小ちの祷鼻 tIl才非線形t,T3もが､ レきl･億 いう倉 ')歯れてIITい傾 城

では牌腎か 言放射場の麦化 tこ疎開的ドiB施 すもヒマも断熱血似 盲使 うゝとがで芝､d悔 亡

-o′ drJ/dt-0 ヒ置くこい こSリ､3㌧-3TQ([十P/Fs)-' 壬埠も｡ ここでFsl才物骨定番で

決まも鹿和げラメータ であリ､br≡Vp)dF/d言 は増感剤瑠璃数で､(也-〟′)Iニ虹QLする

｡L机を使うと､私嵐もC.輯撮盟の肇棟 確敦 乏しとして､,/Zの耳も得b.よ)

意 -(rc-し)p (I)

再 ､ポ ンピング'が碍く roくL･/cd)藤倉E:E3F ftOである叶 tft.ンビング'圭強くして

ro)L/CLT377ことすらと･自然敏弘で生L･7-滝 は上か 絶 って増大する｡しか㌧押
大きくT3もと飽和効果Q)T二g)tこrl才一卜‡くT3')､3㌧ L'/C.C)轡で丸0滴 幅草ヒ損失率勺でL(l

ランスして楓癌わくlJa.d)池波o)碕免的故知が史鬼才も｡ ニ小が レーザーの直鹿波 (cw)
発最である｡

号号輪では､熟浴も合o'てこ金糸の∫＼ミルトニ了ンいう出席 し.穏和乱数 とゆり乏tlの頑を

尊大すらこい り L)､書す熟舟 の隻数を諸もする｡まうJこ､上川 橡 lこ纏 血似互イ史,{

物官C)変数 を魂もIgもと.fL,の電場の直動方確式 ヒして
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算-(cr一に)E -PEE十E 十下
(2)

音線 も ｡ b) TニT-1し.放射場 t,L/てlい つのもーrQ)み 互属 し 社Ol電偽Q)頻尊ををと(Y,t)

=E(亡)u(r)=(モeLwt十三十e-Lwt)u(lr) i,LTこ｡ここで′ 今ヒKは 3lQCヒLE-･対LiTu･し

､打こPL才飽和hOラメータ′FZ3ゆうぎのラ拍 手である｡ この塙合 も.葺〉FC川 もヒF
lこい て生し･てこ屠場に対して正味の増幅が経こらが､電場が強 くT3もヒ素 =項 q)飽和勧界

が利し.て幕臣化されもというニtで.発振に互も過軌 ま石塔翰 o)堵倉 ヒ変わZ)lまrJLl｡琵

私 レーザーlこ於.Tも放存#/鼓 しこし言､種を与んもゆりデ､の他に､第-頑で与L細 も本音

良化をblこうす知覚 ヒ素=頑で与もう八もを良化をもTこらす非線融/知覚が官尊1掩 軌をし

ている1/とがわかも.

ヒこうで､上Lih言がテンシャJL,

v(.E｡--(雪 当 tEIl十号LEI4 し3)

の平でo)粒与の盈動 とJfTJして産婦することもでき､ レーザ1-鹿撮lこ於いてL3.年がF(互
秘i)もニヒL二才')E=Dがポテンシャ】レ曲線の藤から矛を邑息 しこ宴もT:9)に兼泉考が起こ

ると射 てもよい｡b)すTJわ与､非中衛各を扱 って日石が一､1小を中衛各の兼転肇 ヒ企く

伺UtSうtこ叔うニtが可能であら｡

与4.生体もlこ於tT5裁存形露

熟力掌的男尊から､非中衛呑 lこみLTも攻落形針 こL絹 g)エンい,ど一o)戒給､っ､手t)､

確 工ント｡ピーdl熟77Rであるボンピン7''ヒエントLjピーq)捨て場 tTJを熟落とが心事 であ

るニヒがわかってこぶ､がンピン7--13式(l),(2)のお皿第-頑 五五 lこする1二g)C)もo)である｡

ニ小は生体Q)場舟.大領の亀Tい IL1吉相 を蕗 い こ域酌 'tか こTJI)､東得o膏 命現象o)場

で.‡通草ATPo)喝て化 学工か レギーt･して傭給 ‡小 も ｡ きて二二>トロピー.穣 あい tlユ

沸せっ物 としてまわ')tこ捨てち小も｡一方､覇帝で款存弔恥 骨蚤 T古根別も射 二号 ことが

知うわT-_非線砂性は.企て0)射 こ備 わっていちが､宅疎の堵か こ1才埼 lこ掛 .非線形推bヾl叶

う小もようlこ思われも｡膚化 ば.生命の単性である押掛 二掛 ,て有権の生命現象tこ非尊 lこ

官尊T3碩軌 を果lこしていち紳妃掛 こけL㍉ V/cM い ､っtて碗8)て高 ､･電 場が掛かってUも

｡ LT二がつて､礁色感戒する職官や牲ニ I二人 リム ん7ご蚤白質甘言TSt:'は強く分凝 L,て7't')

､‡うlここ小う伯東-L78- T二g)垂句も痩けて急L3尊邑化 了^て､･もと男Lら小も｡ この系

をiらド委形させtこ')振動させ Tこりすもと､巧如 才,於福 t:都̂/智も与L.卑して汚れが ヲ†こ

奄形や振動 こ影響する,-ヒ(:T3うう｡7レ-リ "/ヒl才､このJうT拍 確 と1(_tI郎支の弾性巌

蘭 の諦念吉男LもことL=∫')､h鹿 pの盈動を経机 で■(3)式ヒ伺L･･形 01IT.oテン:/ヤ 'L,07中で

の地与の畳敏 として頻解すろことができ､E'14)蹄聞手均がレ芝､レ値と蕗ももと､B 七0の水

禽か与敵 痕Q)親をってこ線鋸 玉亀へと東軍勺で行T3われらニヒ之示し1こ｡7･育) 掛 り T:､磯城

的振動 ヒ電如勺振動が帯食 Llこ柵 のBjくのモードl=ついて､モード脚の純食ヒポンピン

グ'も為Lもこい こJI)､Jtgンビングセ√レ三､,埴之賭せば一成 L:ポ､-ス漁細 い可成のことやヾ

路ニ')､コtl-レントT3撮別 宅篭､が東現 7 44も二とも示しト｡" ) LT二が ,-(､細胞互埴
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成句も均質の非線形 性と代謝 (-一言もホ oンピー/7'tを薦i小 ば ､レーザーと類似 の兇象も鳩 ニ

つても子息敢 1才T3い二tLこT3もtT上 乗酎 こ､イカの神経解督 L欄 する東験緯果･才､ 音さtこ

このようで才ものとして理静すらことができも.q) を1ニー7レ一 ･J"/とのJ:I-ス凝離 マTは

デlレもi椅耳目 うT3臭味奇石県もいくつか報告=小てLlも ｡'Jユ･7･す) 椎の他､粕転琴や時間

的撮軌 間波数の引き止みT3ビい ,ってミレーで一ヒ頼叫 の 諸 現象1才､紬抱の レベールに絡T,

ず､朝Lば酵漉サイフ･L/のようT3生化孝和 3瓦Fu,がう､形態形成ヒ小個体教委化 ヒ小､さ

うl二七きくl吉池 息 や進化 といってこ問題Lこ至るさで､生命線象の斉 町 L二見う小もものである

｡toJtt) LT二がって､宣命頭象を獅 紬舛E車衝錦放条の圃題として放 し､ レーサ.一之モデIL,

lこして男んもこい ‖こいL-･尭疎のあbニヒであるヒ患われる｡

§S.おわI)lこ

嫉上丘ベTliうに､ま命兎象亡二秒 丹 兼存和露の本軌 言､生か 雄 幸衝牌狂暴であリ､

熱中衝戒亀勺､う直<離小て凍聾 l二者虹 Lニ存在し､項o)工ントロE:-の戚給互象 LT7､tもFT

t=あうと薦i/j小も｡互ol且でも､打 こゆラブや非線形性が官尊†d-働 きと してし-る息 でも

珪路 はレーザーt凝8)て似かきヮてし.右｡埠のよう73線点勺､うす41ば､姥錦上t:ま命 が T}
乾しうち理由が､地軸 尽ヾ鴇い ､ラ高温 d)熟碑 ヒ堰過 の尊慮空相の榔 ニ5)7て､二束 ･L,ギ

ーヒエントロピーの乱れの中 二畳tr爪て澗 狂暴で5)もい ､う点 lこポd)う小もこい 3粥り小

であろう｡写してまr二枚の大もい1.年寓の穆級にあらい .うニt･がで芝も｡耳7才わう､

ニ小tニよ')専断 摘 L､隻間の単椎体頚あT二･)07エンLtjピ ーL音感ケしてか こ｡ レ勺､し､

桝宵条の温良の伯下 t3放射瑞の咋れド且従できず､高誼の竪ヒ3Kの放射堵 ヒが異存する

の折線rtの琴海o)客である｡ニ小が東女尊的13時間スナーlL,tニわr--も非車衝牌紋喬の存克

をもtこうし､生命の存rtを可能 t--Llこ級であら｡
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