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｢非可逆な多体系-の統計物理及びその周辺分野からのアプローチ｣

内部 測 定 としての検知過程 :物 理 と生物 との接点

長 岡技 術科学大学 生物系

松 野孝 一郎

内部測定､ それ に検知過 程 とい う表題 はいずれ もこの ままでは未 定義 では あ り

ますが､ 今 日ここでお話を させ てい ただ きたいと思 ってお りますの は､ 生物 とは

一体如何 なる物･理現象 なの か､ どの様な物理過程 に従 う現象なのか､ についてで

あ ります｡ もちろん､ この 種 の間適 は生物物理学 に とってな じみ となってい るも

ので あ り､ 日本のみな らず 各 国での生物物理学会 にお いて大 きな関心の対象 とな

っています｡ この関心 の向 け方 は､ 簡単 に分類す るな らば､ 大 きく二つ に分 け ら

れ ます｡ 一つ は生 物由来の 分 子 または分子現象を物理学､ 特 に物性物理学 にお い

て開発 された手法 を用 いて分析 して行 くとす るもので あ ります｡ も う一 つは､ 生

物 由来の分子現象 は確 か に物質 現象ではあ りますが従 来 のの物性物理学 の枠 内で

は重要ではな いと無祝 され て来 たものが たまたま主役 とな る物質現象で はな いの

か､ とす るもので あ ります｡ この二つの流儀 の内､ 今 現在 支配的なのは物性 物理

学が重要 と判断 した分析方 法 を その まま生物 由来 の分 子現象の分析 にとって も重

要で ある と見なす ものであ ります｡ たとえば分子 間相 互作用 と して認め られ て来

たフ アンデル ワー スカ､ 水 素結 合､ 共有結合 は確 か に生 物 由来の分子現 象､ 特 に

DNAに基づ く蛋 白合成過 程 にお いて重要な役割 を果 たす ことが既 に確 認 されて

来 ています｡ そ うではあ りますが､ 今 日話題 にさせ てい ただ きたいのは､ 物 性物

理学 での主役が生 物 由来の分 子現象で も主役 を演 じる とす る物性 ･生物 主役 続投

で はな く､ これ までの物性 物理 学では舞 台に出るチ ャ ンスが殆 ど与 えられて いな

か った端役が生物 では主役 を演ず ることにな るので はな いか とす る主役 交替 説の

方で あ ります 【1】｡ 表題 に あ ります 内部測定､ それ に検知過程 は実 は物 性物理学

とい うチームの メ ンバ ー と して既 に登録 され ては いるのですが､ これ までの試合

には殆 ど出場のチ ャンスが 与 え られ ていなか った､ しか し試合 の舞 台が 生物 由来

の分子現象 とな ります と常 時 出場す る主要な メンバ ー にな るの ではないか とす る

のが ここで申 し上 げ たい こ とで あ ります｡ それで は､ も う少 し具体 的に話を進 め

させ てい ただ きます｡

物性物理学 の特 徴を最 も端 的 に表 しているのは力学過程 であ りますの で､ それ

に関連 した所 か ら始め ます｡ 今､ 独立変数t によって定 め られ る従属変 数Ⅹ(t)の

チ- ラ-展開を考 えてみ ます｡

Ⅹ(t'h)≡Ⅹ(t)+土 Ⅹ′(t).- x′′(t)..･..l nxM(t). C1hれ･･)
h2

1! 2! n!
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この級数展開 は高等学 校での解析学でな じみの ものであ り､ 従属変数Xが独立変

数tの解析関数で あるな らば､ このhの値が 収束 半径 内にある限 り､ 右辺 は最初

の有限項 の和 でもって十分 に収束が得 られ ることは高校生 にとって も周知で あ り

ます｡ こ こで は同 じ級 数展開を別の観点か ら見 ることに します｡ あ らか じめⅩ(t)

の関数形 は判 明 していない とします｡ 今独立変数 t を時刻t と読み替 え るこ とと

します と､ テーラー展 開を示す右辺 は全 て時刻 t でのデー タx(t),x′(t),x一′(t)､
-で記述 され てい ます｡ テーラー展 開が収束 す る限 り､ この展開に関す る等 式は

変数Ⅹの時刻 tに関す るデータが判明す るな らば､ それ に基 づいて変数 Ⅹの時刻

七十hで の億 を確定す ることが 出来 るこ とを言い表 してい ます｡ 現在でのデータ

が完備 してい るな一らば､ 未来を確定 することが 出来 る､ とす るのが この テー ラー

展開の言 い分 であ ります｡ この言い分だ けを取 り上げてみ ます と実 に奇妙で あ り

ます｡ 現 在のデー タで もって何故未来を確定 す ることが 出来 るかを問答無用 とし

たままで､ 未来を確定 す るのが この テー ラー展開であ ります｡ 経験事 実 に照 らし

合わせ ま して､ 現在 のデー タで もって未来を確定 す る とす るテーラー展 開はそれ

自体不思議な 内容 を備 えていることにな りますが､ 力学はその不思議 さを更 に先

鋭な もの に化 してい ます｡

力学の基本 は､ 対象 を環境か ら分離 し､ 環境か ら影響が ない とす る時､ 上のテ

ーラー展 開において変数の 2階微分が 0､ す なわちx一一(t)=Oを要請す ることにあ

ります｡ 慣性 の法則が これであ ります｡ しか も､ 対象 は時 々刻 々のデー タ x(t),

x'(t),で もって指 定 され､ このデー タの組で もって対象の状態が指定 され る とす

るのが力学の前提 とな っています｡ この前提 と対 にな っているのは､ 環境 に状態

は付与 されていな い とする観点であ ります｡ 環境 を指定す るデータは元来 あ り得

な く､ 環境 と対象 との関係 は新 たに定義 した力 によって指定 される他な く､ その

力は対象 を指定す る状態 に依存 して定 まるとす る力学第 2法則を持 ち込 むな らば､

上のテー ラー展開 は

h h2
x(t+h):x(t) + - x'(t) +- F (x(t),xJ (t))

1! 2!

とい う形 にまで変換 され ます｡ これ はと りも直 さず､ 古典 力学 に しろ量子力学 に

しろ力学 に固有な運動方程式そのものであ りますが､ 現在 のデータで もって未来

を確定す るとするテー ラー展開の基本特性が その まま温存 されてい ます｡ それ に

加 えて､ 時々刻 々対象 に関するデー タ(x(t),x'(t))､ すなわち対象 に関す る状態

を確定 し得 るこ とが併せ て要請 され てい ます｡

この力学模型が 多大の成功を納め て来 たの はその通 りで あ り､ それ に異論 をは

さむ余地 はな いの ですが､ 力学 を成功 に導 い た基本要請が正 当であ る と証明 され

ている訳 では あ りませ ん｡ この基本要請 は三点あ ります｡ すなわち､ 対象 に対 し
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て状態を指定 し得 るこ と､ 環境の状態は指定 し得ないこと､ それに対象 に働 く力

は対象の状態のみ に依存 して定 まること､ の三点であ ります｡ この内､ 二番 目の

環境 の状愚を指定 し得 ない とす るこ とは､ 環境 と対象 との分離が任意であること

に留意す るな らぽこ かつての環境 の一部を新 たに対象 の中に組 み入れ ることによ

って状態を指定 し得なか ったものの状態が指定 され るこ とにな るという自己矛盾

を導 き出 します｡ また三番 目の環境 か ら対象 に働 く力は対象の状態 にのみ依存 し

て定 まるとす るな らば､ 対象 は環境 か らの力を受動的 に受 けるだけの対象 とな り､

能動 的に働 きかけることは除外 され ます｡ ここに示 した環境 と対象の分離の任意

さに基づ く状態の不安定 さ､ それ に対象 に働 く力を受動力 に限定す ることの二点

は確 か に力学模型 の国有な欠点をつ いているのですが､ 問題領域を適度 に分離す

るこ とによりこの 内部矛盾 に由来す る後遺症 を た くみ に避 けて来 たとい う実績が

物理 の分野では蓄積 されて来 ま した｡ 端 的に言 うな らば素粒 子論 と物性論を分離

して扱 うとするのがそれであ ります｡ だか らと言って力学模型 に固有な内部矛盾

が霧 散霧消 した訳 ではあ りませ ん｡

力学模型の核心 にあるのは状態 な るものが定義 され るとする要請であ ります｡

一端､ 状態な るものは定義 され得 る として､ 実験 的あるいは理論的 に扱 い得 る状

態 に何かがあるか との問題を たてるな らば､ この間題 の建 て方 は極 めて生産的で

あ り得 た､ かつ今後 もそうであ り得 る､ とす るのは まこ とにその通 りであ ります｡

この状況下で一度立ち止 まって果 して状態な るものは定義 され得 るのか と問 うな

らば､ 見掛上生産 的な問題解決 の流儀 とは一線を画す ことにな り､ 問題 として果

して考慮 に値するのか､ あるいは､ 問題 にはな り得 ても墳末な もので しかあ り得

ないのではないか､ とす る疑問が 出て来 る可能性が十分 にあ ります｡ この状態の

定義 可能性の是非 に関す る問題 その ものは私が先 き程 申 し上げ た意味 において物

理の 内に許容 され る問題であっても､ 脚 光を浴び るこ とのない端役の問題で しか

なか ったのは経験上事 実であ ります｡ しか し生物 にまで物 理現象を拡げ た時 も､

この状態定義可能性是非の問題が つ まらない墳末な問題で しかないのか､ 否かは

まだ不明です｡ うまく行 けば､ 重要な問題 に化す る､ とい う好運 も期待 されな く

もあ りません｡ この楽観的見通 しの背後 にあ るのは､ 生物現象 に力学模型をあて

はめ ようとした時 に多 くの関係者が経験 し､ かつ表明す る失望感､ それ に不満感

であ ります｡ 他の人の失望､ 不満 を 当方の楽 観の種 にす るのは穏 当を欠 く言い回

しで はあ りますが､ ここでは倫理上のこ とは一切関係致 してお りませ んので気 に

せず､ 当分の間楽観路線を とることと致 します｡

力学で定義 され る状態 はハ ミル トン形 式の表現か らも明 らか にな る様 に､ 状態

に加 えて状態変化速度 も併せ て定義可能 として しまい ます｡ この状態 と状態変化

速度 とを結びっ けるのが力学で い う運動方程 式で あ りますが､ 力学 は一つの大 き
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な ｢トリック､ 手 品の様なことを してい ます｡ 状態およびそれ に付 随す るす る状

態変化速度は理論家 による極めて思弁的な思考の産物であるにも拘 らず､ 対象そ

のものに固有 な属性であるとして話をす りか えて しまいます｡ 思弁的な産物で し

かない状態を それを産み出 した理論家､ 観察 者か ら切 り離 し､ 対象 その もの には

りつけて しまうこ と強 引に行 って しまします｡ そのため､ 思弁的で あることか ら

の副産物がはか らす も対象 に無理矢理つ けられて しまう羽 目に至 ります｡ これは

観測､ あるいは測定 に由来する難問であ ります｡

理論家は本来､ 外部か ら対象を観察す る観 察者の役を担 っています｡ ある時刻

での対象の状態を指定することはその時刻の状態を観察す ること､ あるいはその

時刻での状態 を観察す ることが出来 るとす る ことまで含む ことにな ります｡ 状態

を指定す ることは外部観察者 による時々刻 々での状態確定 までも含 むこ とにな り

ます｡ これを端的 に示す例は理論家 による思 考実験でありあます｡ たとえば､ 初

期時刻t=0 における三ケの粒子それぞれの位置 と速度がカクカクシカジカである

とせ よ､ との言明 はこの三粒子系の初期状態 を指定することと同時 に時亥町=0 に

おいて瞬時にこの三粒子系の状態を確定 す る観察を為 し得 ることまでも併せ て表

明 したことにな ります｡ 瞬時に全体を観察す る､ 瞬時に全体を観察 し･得 るとす る

ことが結果 と して含 まれていることにな ります｡ もちろん､ この瞬時 に全体を観

察 し得る としたの は思弁的であるとされ る理 論家ではあるのですが､ 力学は理論

家が現場で実際に見ていな くとも理論家 の構成 した力学模型の通 りに従 って物質

その ものの運動が進行する､ すなわち理論家 が 目を閉 じていても力学運動は進行

するのを要請することによって､ 対象それ 自体 に思弁 による副産物 をはか らす も

一方的には りつ けることにな ります｡ この意 図 していなか った副産物 とは､ 本来

は理論家 にのみに固有であった､ 瞬時の 内に全体の状態を観察､ 検知す るという

過程であ ります｡

力学模型に従 い ます と､ 時々刻 々での状態 を指定 し得るとす るこ とによって､

その状態を構成す る空間内部で無限大の速度 で進行す る検知の過程､ あ るいは測

定過程を是認 したの と等価 になって しまいます｡ もう少 し具体的に言い換 えてみ

ます｡ 先 き程の三粒子系でそれぞれの粒子の任意時刻tでの位置､ 速度を (Xl,Vl)

(x2,V2),(Ⅹ3,V3)と してみます｡ この時豹 t での三粒子系の状態 はそれぞ れ粒子の

位置､ 速度を指定 することによって確定 しますが､ この状態 と状態変化速度を結

び付 ける力学運動方程式を参照 します と､ 粒 子 1は粒子 2､3が それぞれ (x2,V2)

(Ⅹ3,V3)の位置､ 速度を占めていると.の拘束 下で(xl,Vl)を経､持 してい ることに

な ります｡ 個 々の粒子はその道動座標を瞬時瞬時 に他の全 ての粒子の運動座標 と

一意 に関係す る仕 方で定めています｡ これを保証 しているのが運動方程 式である

のですが､ この運動方程式は､ はか らす も､ 個々の粒子が他の全ての粒子の運動
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座標を瞬時に検知するとの等価な内容を含む こどにな ります｡ 運動方程 式中の個

々の粒子は瞬時瞬時の内に自らを拘束す る運動方程式が何であるかを検知 してい

ます｡ 運動方程式中に現れ る個 々の粒子 は全体の状態を瞬時 に検知 することにな

りますがー これは実は何も取 り立てて新 しいことを言 ったことにな っている訳で

はあ りません｡ 粒子系 に対す る運動方程式が確定 しているとす るこ との単な る言

い換 えに過 ぎません｡

しか しこの言い換 えに個 々のの粒子が他の粒子の運動座標を検知 する という検

知過程を持ち込み ます と､ 力学運動方程式中 に現れる粒子 ははか らす も無限大の

速度 で伝播す る検知の過程を備 えることにな ります｡ これは力学模型 に固有なこ

とであって､ 実際 に空間内で運動す る粒子が相互 に相手が何であるかを検知する

過程の速度が無限大であると言っている訳ではあ りません｡ 力学模型を採用する

と一度決めて しまいます と状態 と状態変化速度 とを一意 に関係づける仕組みを手

に入れるとい う得が たい利点を確保 しますが､ 無限大の速度で進行 する相手検知

過程 を容認 しなければな らない とす る羽 目におちい ります｡ 相手検知過程 という

相互作用を含め如何な る物理過程 も光速を越 えな いことに留意す るな らば､ 力学

模型 は一つの仮想極限での運動模型であ ります｡ その意味 にお いて力学模型はこ

れ までに多大の成功を納めて来 た代表な運動模型であるにも拘 らず､ 運動模型 と

しては特異な模型 とな っています｡ 相手を検知す るという運動を正 当にみ とめて

いなが ら､ その検知伝播速度を物理 としては容認 し難 い無限大 に留めお いていま

す｡ 言い換 えるな らば､ これ までの物性物理学に限定する限 り､ 力学運動模型は

極め て満足すべ き模型であって､ 検知伝播速度を無限大 と見な して も何 等不都合

は発生 しなか った､ 逆 に検知伝播速度の有限性に留意することは墳末な重箱のす

みを ほ じくることにな りかねな い､ とい うこ とにな ります｡ 本 当に墳末 なことな

のか否かを見定め るためにもう少 し検知過程の内容を見てみ ることに します｡

検知 とは別名測定の ことであ りますが､ 測定は物理 においていわ くつ きの難問

であ ります｡ その難問であることの所以 は問題そのものの素性を明確 に し得ない

とす るところにあ ります｡ その一例 は Einstein-Podolsky-Rosen非局所性､ 即ち

EPR非局所性 に見ることが 出来 ます｡ 測定 とは少な くとも測定器 での固有状態､

固有波動関数 に従 って対象を分節す ることで あるとす る点 に留意 します と､ 測定

器 にとっての固有波動関数が空間的な拡が りを伴 っていることにな るため､ 何が

湘定 され ようともこの固有波動関数の空間的な拡が りに応 じた非局所性が柳窪対

象物 に課 され るこ とにな ります｡ 測定器の素性に応 じて測定 され るものの内容が

変わ り得 る､ とす るのが この EPR非局所性 より判明する一点であ ります｡ 即ち､

潮定 とは何か､ を問 う時､ 潮定の結果は測定器を指定すれば判明 しますが､ それ

では一体如何な る測定器を用意 した ちょいか はこの問 いだけでは判 明 しませ ん｡
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この困難が測定過程 にいつ もつ きまとい ます｡

もう一つの例 は Wheelerによる遅延選択実験 というのが あ ります｡ これ もEP

R非局所性の場合 と同 じく､ 測定内容 は用意 す る測定器 によって支 配 され ること

を示 します｡ 同 じ現象を二つの相異 なる測定器で交互 に切 り替 えなが ら測定す る

時､ 同 じ現象 であ りなが ら用 い られ る測 定器 の固有状態 に応 じてそれぞ れ異な っ

た量子状態 にあるもの として測定 され る ことにな ります｡ しか もこの現象が生起

した直後 に測定器 の切 り替 えを行 ってもそれぞれの測定器 に応 じた異な った量子

状態が測定 され る ことにな り､ あたかも現象が生起 した後 に測定 され るべ き現象

の量子状態が選択 され､ 決定 されたかに見 えます｡ しか し､ これは あ くまで見掛

上の ことであって､ 測定対象物 その ものでは あ りませ ん｡ しか も測 定器 に固有な

分節 の仕方を定め る基準は何 もあ りませ ん｡ 任意であ ります｡

多体粒 子系で検 知過程の伝播速度が有 限で あるといたします と､ この測定 に固

有な難問が粒子そのもの にも付 きまとうことにな ります｡ ある粒子 が他 の粒子を

検 出する とは､ その相手 に発生 した変化 を相互作用を通 じて被験 し､ 自 らも変化

す ることの意 であ りますが､ 力学模型で はこの検知過程の伝播速度 を いつも無限

大 としていますので､ 検知､ 測定を新 た に問題 に しな ければな らな い必要性 はあ

りません｡ 金糸の状態 と状態変化速度を いつ も確定 出来 るとす る限 り､ 物質過程

としての検知､ 測定の出る葛 は強制的 に排除 されて しまい ます｡ しか し､ 物質過

程 と しての検知過程を否定去 り得な いこ とに留意す るな らば､ 全系 の状態 と状態

変化速度 を同時 に確定 し得 るとすることを断念 しな ければならない ことにな りま

す｡ 残 された道 は､ 状態か状態 変化速度 の内の一方 しか確定出来な いか､ あ るい

は､ 状態 も状態変 化速度のいず れも確定 出来ない､ の いず れか にな ります｡ これ

は､ 多体粒子系の 内部で進行す る測定過程､ 即 ち内部測定 としての検知過程 を是

認す るこ とに伴 うやむを得ない代償 であ ります｡

それでは､ 多粒 子系 内で進行 する検知過程 を どの様 に理解 した ちょいか との問

題が発生 して参 ります｡ その ためには､ 何か不動の基準 となるものが要用 にな り

ます｡ その候補 には経験則 として既 に確 立 されている保存則､ た とえばェネルギ

ー保存則が あ ります｡ このエネルギー保 存則 を力学模型の観点か ら眺めてみ ます

と､ 状態 と状態変 化速度が同時 に確定 出来､ かつ内部での検知過程 の伝播速度を

無限大 と したため､ エネルギー は運動の恒量 とな って しまい､ 測定 の有無 とは無

関係 にな って しまいます｡ これ は力学模型を採用 したことによる結 果であって､

経験則 と してのエ ネルギー保存 則 に矛盾 していない点 にお いては満 足すべ きもの

であ りますが､ 力学模型で言 う運動 の恒量 と してのエネルギーが経 験則 としての

エネルギー保存則の内容 と一致 している訳で は決 してあ りませ ん｡ エ ネルギー保

存則 の内容を力学模型 とは異な る流儀で表現 す る試み は既 に幾 つか為 されて来て
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いますが､ その代表例 に熱力学があ ります｡

熱力学の特徴は力学の場合 と異な り､ 状態 ではな く状態関数 に着 目 します｡ 何

故状態関数な るものが可能 になるのか､ との問いはそれ自体解明されな ければな

らない問題である､ことはその通 りであ りますが､ 熱力学を前提 とします と状態関

数の存在を自明 と します｡ 力学が状態の存在 を自明 とするの と状況 は似 てい ます｡

熱力学が明 らかに しているのは､ 幾つかの熱 力学状態関数を定義 し､ かつその熱

力学状態関数 は全 て独立t てはいない とする事柄であ ります｡ すなわち､ 熱力学

が明 らか にす る特徴は全て熱力学状態関数で張 られた空間内でのある限 られ た曲

面の性質 に帰せ られることにな り､ 熱力学 は一つの曲面幾何学 にまで蒸留 され､

高め られ てい ます｡ 熱力学第一法則はこの曲面を定める幾何学条件 その ものであ

ります｡ ちなみにこの曲面の曲率が熱力学安定性 に関連 して来 ます｡ 熱 力学第一

法則は熱 と仕事 との間のエネルギー としての交換性を保障するとい う具体的な内

容を含んでい ますが､ これは熱力学 と名 づけ られ た曲面幾何学の基本構成要素で

あって､ 観測､ 測定操作 とは直接の係 わ りを持 っていません｡ 幾何学は力学 とは

異な り､ 観潮 とは無関係 に成立 します｡ 熱力学状態関数の間の一つの不変拘束関

係 としての熱 力学第一法則 は歴史的には観潮､ 測定 に基づいて導 き出されて きた

と′はいえ､ 完備 した熱力学の枠 内ではその熱 力学をい可能 とす る曲面の幾何学的

性質を明示 しているだけであ り､ 測定操作の介入を排除 しています｡

力学 に しろ熱力学 に しろ､ そこでのエ ネルギー保存則の意味する所は理論的､

思弁的で しかない ことにな ります｡ しか も､ 熱力学での状態関数を定め るために

は先ずもうて状態 を定める必要があ ります｡ が､ そ うな ります と力学 に再び戻 っ

て しまい ます｡ 状態か ら熱力学状態関数 に移行す る途中段階 に状態 の密度関数を

取 り上げ るという統計 力学の段階があ りますがt 熱力学か ら統計力学､ 統計 力学

か ら力学へ とい う逆戻 りを認め ましても状態が定義 されるとす る枠 内に留 まり続

けることにな ります｡ しか し､ 力学で定義す る状態 と操作､ 過程 としての測定 と

は両立 し難いこと-はこの両者間の関係を見れ ば容 易にうかがい知ることが出来 ま

す｡ ある時刻での金糸の状態が定義出来 るとします と､ 測定そのものは不要 にな

ります｡ 測定 は測定す る以前 に何かが潮定 されるかを確定することは出来な いと

する非可逆性 を固有な もの としています｡ ここにおいて経験則 としてのエネルギ

ー保存則が測定 に固有な ことであるとす るな らば､ 測定を不要 として しまう状態､

あるいは状態の存 在を前程 とす る力学 に立脚 す る限 り､ よくてエネルギー保存則

の一側面 にしか触 れていないことにな ります｡

状態 と測定 は両立 しないとします と､ 確か に論理 的 には明解であ りますが､ そ

の言い分 ははなはだ否定的であ ります｡ それ に基 づいて何かポジテ ィブ な言い分

を導 き出すこ とが 出来ないとすれば､ まさに重箱 の スミをほ じくり返す ことに し
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かな らないことにな ります｡ その非難 を避けるための一工夫 は､ 状態は事後 にお

いてほ測定す るこ とによって定 まるのを認め る､ とす るものであ ります｡ 事後 に

確定する状態 は状態変化速度を何等規定 することはあ りませ ん｡ すなわち､ 事後

に確定 した状､態 にのみ基づ いて如何な る状態が実現 され るかを事前 に確定す るこ

とは出来ないことを認めることにな ります｡ これ は､ 系の 内部で進行す る検 知過

程の伝播速度 を無 限大 とす る力学模型 の場合 とは異な って､ 現在のデータで もっ

て未来の状態を確定 し得な い場合 に対応 します｡ 状態 の確定を事後 にのみ是認す

る内部測定 にあっては､ 事前 に可能 とな る多様な状態 の中か らその過程の進行 と

共 に事後 に状態 を.確定 し､ 固定 して行 くとい う 1対多型写像の運動が実現 される

ことにな ります｡ この 1対 多型写像の運動は事後 にエ ネル ギー保存則を満足 させ

るとするのをその特徴 としてい ます｡ それに引き換 え､ 現在のデー タで もって未

来の状態を確定す るとする力学模型では 1対 1型写像 の運動 とな り､ エネルギー

保存則の意味す る所はこの 1対 1型写傷 を特徴づ ける運動の恒量を指定する.に留

まり､ 測定 とは無縁 とな ります｡ 内部測定に固有 な 1対多型写傷 はそれだけで既

に非可逆性を示 してい ますが､ これの意 味す る所 はせ ん じつめ ます と､ 測定 とい

う操作､ 過程を認 め る限 り､ 謝定す る以前に何が測定 され るかを確定 し得な いと

す る~非可逆性 その ものであ ります｡

測定が参照すべ き基準 にこれ までエ ネルギー保存則 に着 目 して来 ましたが､ そ

れ と同等 と位置づ けられるの もの に力学第三法則が あ ります｡ これ は元来力学 に

お いて認め られ たものであ り､ 作用力 と反作用力 との間の閉鎖関係､ すなわち作

用 力 とそれに由来す る反作用 力 とを合成 するならば力 として零 とな ることを表明

しています｡ ここにおいて内部で進行す る検 知過程の伝播速度が無 限大であ ると

します と､ 作用力 を及ぼす作用体 は反作用体 か らの反作用 力を瞬時 に検知 し､ し

か も検知 した内容 は当然第 三法則を満足 しています｡ しか し､ この 内部測定 とし

ての検知過程の伝播速度が有限 に留 まることに留意す るな らば､ 作用体の変化を

検知 した後 にそれ に従 って反作用体か らの反 作用 力が変化 す ることにな りますが､

これは時間の経過 を要す る過程 とな ります｡ この過程 の特徴 は力学第三法則 を成

立 させ る とす る点 に認め られ ます｡ エ ネルギー保存則 を結果 において成 り立 たせ

るとする運動過程 の場合 と同 じく､ 力学第三法則を成 り立 たせ るとする運動過程

も 1対多型写像 に従 うことにな ります｡ 本質的に非可逆 とな ります｡ 事後 に状態

を確定す ると して も､ それか ら事前 に力､ あるいは力 に対応す る状憩変化速度を

定め るこ とを可能 としてい ませ ん｡ 事後 に確 定す る力､ あ るい､は状態変化速度は

事前 に可能 とな るものの内の一つで しかない ことにな ります｡

以上 ま とめ ます と次 の様 にな ります｡ 物性物理 学を は じめ他 の多 くの物理 にお

いて圧倒的 に支配的 にな ってい る運動模型は力学模型 として知 られ ているもので
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あ ります｡ この模 型 の最 大 の特 徴 は観測､ 測 定 を運 動 過程 か ら分離 独立 させ て し

まっ たこ とに認 め られ ます｡ 状 態 と状態 変化 速度 を同 時 に関係 づ け る仕組 み を要

請す るこ とによ り､ 観測､ 測定 を運動過程 か ら分離 独 立 させ る ことは実 は この運

動過 程の 内部 にお い て進行 す る内部測定､ あ るい は検 知過程が 無 限大の伝 播速 度

を伴 うこ とと等価 にな ります｡ この運動 模型 が圧 倒 的 に支配的 であ るの は我 々の

全 てが知 る所 で あ りますが､ こ こには検 知過 程 の伝播 速度 を無 限 大 とす る作 為が

いつ もつ きまとい ます｡ 状態 と状態変化 速度 を同 時 に関係 づけ る仕 組 み と しての

力学 運動方程 式を 是認 す ることは検知過 程 の伝播 速度 を無 限大 とす るこ と と対 に

な ります｡ しか し､ 物質 過程で ある検知 過程 の伝 播速 度を無限 大 とす るこ とは容

認 出来ず､ それが 有 限 に留 まる ことに留 意 す るな らば､ 瞬 時 に全系の状態 を指定､

確定 す ることと過 程 と しての測 定､ 検知 とは両立 し得 ませ ん｡ 有限速度 で進 行 す

る内部測 定､ 検 知 過 程 と両立す る状態を か りに認 め る として も､ それ はあ くまで

も事 後 に確定 した状 態､ 測 定 に よって確 定 され た状 態 で しかあ りませ ん｡ この時､

事後 に確 定 した状 態 を用 いて､ いかな る状態が今 後 実現 され るかを事前 に確 定 す

るこ とは出来 ませ ん｡ 内部測定 に基 づ く運 動過 程 は 1対多型写像 とな り､ 事 前 の

未決 と事後 の既決 の橋 渡 しをす る点 にお いて非可 逆 とな ります｡ この力学模 型 に

従 わない運動模型 と しての 内部測定､ 検 知過程 が ただ単 に重箱 の ス ミを ほ じ くる

ことに過 ぎな いの か､ あ るいは力学 模型 で は不 十分 と され る生物過 程 に とっ て主

要な役を担 うこ と にな るか は､ ひ とえに事 実 との対 比 にお いて判明す るもの と考

え られ ます｡

補遺

この報告 につ き､ 公 開､ 非公 開の場 での指摘 され た批判､ 質 問 とそれへ の 回答

を示 す｡

一力学は最 も精轍 な物 理理 論の典型 であ る｡ それ を生 物 に適用 した時､ 破綻 す る

とす るな らば､ そ の破 綻 の仕方 を も う少 し論理 的 に説 得力の あ る仕 方で 明瞭 に示

す こ とは出来 な い のか? -

､ヽ
力学系理論 に従 うな らば､ まず状態 と物理量 (あ る いは､ 観潮量 )が 定義 され

るこ とにな ります｡ 併 せ て状態 の遷 移法 則､ す な わち運動法則 も与 え られ ます｡

古典 力学 と量 子力 学 との違 いは相異 な る物理 量 が 可換 か､ 非可換 にな るか に認 め

られ ますが､ それ 以外 の点 にお いては理 論構成 は 同 じですので､ 取 り合 えず この
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二つを区別 しない ことに します｡ そ こで 力学系の核心 はどこにあるか と改め て見

直 してします と､ それが位相空 間での位相点であれ ヒルベル ト空間でのベ ク トル

であれ､ 状態が確 定す るとす る点 に認め られ ます｡ しか も､ 力学系の指定す る状

態遷移則が この状態の時間発展 を一意 に定め ます｡ 状態の時間発展が一意 に定 ま

るのが力学系の特徴であ りますが､ ここで この一意 に定 まるべ き状態を具体 的 に

実際 に定め よ うと します と､ 力学系 その ものだけでは不十分 となるのが判 ります｡

初期条件 を含む境 界条件が別途補完 され ない限 り､ 状態を確定 することが 出来 ま

せ ん｡ 境 界条件を指定 し､ それを力学系 に課 し､ かつ指定 され た通 りに境界条件

が課 され ているこ とを確認す ることが別 途求め られ ます｡

例 えば､ 初期時刻 において初期状態が指定 され ていない とします と､ 力学系は

それ 自体 として機能 しませ ん｡ 宝の持ち腐れ とな ります｡ 力学 系が機能す るため

には､ 力学系 その ものだけでは決め るこ との 出来ない初期状態 を前提 とせ ざ るを

得な くな ります｡ そのことによって､ 初期状態を指定 し､ それ をそれ として確認

す る操作が心な らず も力学系 に付 き まといます｡ 初期状態 を確 認す るという操作､

すな わち状憩同定 とい う操作が 力学系 に付随す ることにな りますが､ 同定 という

操作 は観測､ ~ぁるいは測定を前提 と します｡ 一方､ 力学系 は先 に示 しました様 に

状態 に加 えて物理量 も定義 します｡ 物理量 はそれ に固有な観測､ 測定を前提 とし

てい ます｡ ここに至って､ 一つの問題が 発生す ることにな ります｡ 状態同定 とい

う測定 と物理量の確定 とい う測定の二種 類の測定が力学系 に持 ち込 まれ ますが､

果 して二種類の測定は互い に干渉す るこ とな く進行す るか否か､ というのが それ

です｡ 力学系理論 その もの は状態同定 と物理量確定 という二種類の測定が互 いに

干渉することな く独立 に進行す るこ とを前提 としますが､ これ はあ くまで前提で

す｡ 保障 されている訳ではあ りませ ん｡

生物を対象 とす る時種 々の取 り組 み方があ ると思 い ますがー 私が ここで申 し上

げ たいのは､ 力学系理論を用 いて生物を扱 うことの是非 につ いてであ ります｡ も

し力学系理論が生物 に適用可能 であ る とするな らば､ 状態 同定 と物理量確定 の双

方が互いに干渉す ることはない ことにな りますが､ 果 してそ うであるか否かを今

一度検討 してみ よ う､ とい うのが私 の申 し分であ ります｡

但 し､ ここでお断 りしてお きたいこ とが あ ります｡ 力学系理 論を メタファー と

して生物現象 に適用す る限 り､ 何 も不都合は発生 しな いとす る点です｡ 状態 を定

める多数 の状態変数間の非線形運動 を通 じて出現 す る状態変数 間のある種のパタ

ー ンを物理量 (あ るいは､ 観測 量 )とす る時､ 非常 に多 くの部分生物現象 (例 え

ば反応拡散系でのパター ン形成 )が この種の力学系理論 によらて説明可能 となっ

て来 たのはその通 りです｡ しか し､ だか らといって､ これ らの現象が力学過程 に

従 うか即断す ることは出来 ませ ん｡ 応答の仕方が 同 じであ って も､ その ことか ら
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中味 も同 じだ､ とい うことにはな りませ ん｡ 力学系理論が生物 に適用可能で ある

か否かを見るため には､ 状態同定 と物理量確 定 という二種類の測定が互 いに干渉

す ることな く進行 す るか否かを調べ るこ とが先ず もって必要 とな って来 ます｡

-内部測定を もう少 し明確 に定義 出来ないか? -

内部測定 とは相互作用の別名 です｡ 但 し､ 条件があ ります｡ それ は相 互作用を

力学系理論の枠 内で認 め られ る相互作用 だけに限定 しない､ とするもの です｡ 力

学理論では極めて特殊 な相互作用が要請 され てい ます｡ 相手 に変化 を生 じさせ は

しますが､ 自らは変化 しな いとす る相互作用が持 ち込 まれ ます｡ 境界条件を可能

とす る相互作用が それです｡ 他 に変化を生 じさせ は しますが､ 自らは変化 しない

とす る相互作用が 境界条件 とい う名の下 に許容 されてい ます｡ しか し､ これ はあ

くまでも理論的作 為で しか あ りませ ん｡ 相互作用 を認 め る限 り変化 は両方向 に及

び ます｡ 例 えば､ 相互作用 する二個の分子A､ Bが与 えられていた とす る時､ A

に何等かの理 由で変化が生 じるな らば､ その変化 はいずれ Bに伝達 され､ それ に

応 じてBも変化す るこ とにな ります｡ 同 じこ とが Bか らAへの方向 にも起 こ りま

す｡ さらに､ A に生 じた変化が Bに伝達 され るには零 でない有限時間を′要 します0

Bか らAへのの伝達､ 伝播 につ いても同様で す｡ この相互作用の ことを 内部測定

と呼んで います｡

一内部測定は量子 論での観測理論 とどの様 に関連 す るのか? -

量子力学での観 測の理論 は諌脳明析な物理 学者が互 いに議論､ 論争 しなが らも､

今 だ一致点に到達 していない難問であ りますので､ ここで観潮理論 の何 であるか

を明 らか にしてか ら話 を進め るな どとい う大 それ たこ とをす る積 も りは毛頭 あ り

ませ ん｡ 非常 に弱 いこ とだけを申 し上げ ます｡ 先ず､ どの観測理論 であ って も測

定器を前溝 と して い ます｡ 測定器が どれ程マ クロであ るか､ ミクロであ るかは こ

こでは問 いません｡ しか も, 測定器 は一つの量子系で あるためそれ に固有な固有

量子状態 (固有関数 )を伴 ってい ます｡ すな わち､ 測 定器 は対象を測定器の固有

状態 に従 って分節 す ることにな ります｡ 観測理論 の中心課題は､ 測定器 とは無 関

係 に用意 され た対象が測定器を通す ことによって､ ど うして測定器 の固有状態 に

従 って分節 されて来 るのか､ に応 えるこ とにな りますが､ ここでは この結果を輯

呑み にす るこ とに します｡ 一方､ 相互作用 し合 う任意 の分子はそれ以外 の分子を
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測定す る測定器 と して機能す ることにな ります｡ 多数の分子が相互作用 すること

は､ 任意の測定器が絶 えず他の測定器によって測定され続 ける､ との意 であ りま

す｡ この時､ 個々の測定器 はその固有状態 に基づいて他を分節 し､ しか も当の測

定器は他の測定器 によって分節 され､ 測定 されるとい う連鎖の中に置かれて しま

います｡ 内部測定での中心課題 は､ 相互 に測定 し合 う測定器系 において､ 個 々の

測定器の固着状態､ あるいは被測定対象の分節の仕方が どの様 にして定 まって行

くのか､ と言い表 され るこ とにな ります [2】｡ 観潮理論 においては何故測定 とい

う操作､ 過程が可能 となるのか との問いが中心の課造 とな っていますが､ 内部測

定では測定器を測定す る測定器の連鎖か ら何が出て来 るかを問 いか けています｡

一生物現象 に統計力学で開発′されて来 た概念､ 技法が有効であることは既に知 ら

れている｡ スピングラスモデルはその代表例である｡ 生物への力学､ 統計力学の

通用を批判す るこ とはつ じつ まの合 わないこと､ 自縄 自縛 にな りはせぬか? -

確かにスピングラスモデルを用 いて自己複製す るRNAの出現､ 進化 を解析 し

た事例 は良 く知 られています｡ この例が何故成功 したかを考 えてみ ます と､ 種々

の好都合が背後 にあることが判明 して来 ます｡ このことを見るため に少 し一般的

に問題を眺めてみ ることに します｡

統計力学は力学 と同 じく物理量 (または､ 観測量 )に加 えて状態を定義可能 と

しますが､ ここで使われ る状態 は力学でのそれ とは意味合 いが少 し異な ります｡

統計力学では純粋状態 と混合状態の二種類の状態を区別 して用 い､ 統計 力学 で威

力を発揮 して来たのは混合状態 とそ こでの観測量 についてであ ります｡ 純粋状態

が個物であるのに対 して､ 混合状態 は個物の集団 とな ります｡ 一方､ 生物現象で

関心を引 くのは個物 にお ける現象です｡ 個物の集 団が関心の対象 となるのは限 ら

れ た場合で しかな く､ その限 られた数少ない中で代表的な ものが集団卑停学が対

象 とす る系であります｡ そのため､ 集団遺伝学の対象 とす る系 に混合状態を専 ら

とする統計力学を通用す ることはまことにもって理 に叶 うこととな ります｡ RN

A分子の集団 に統計力学でのスピングラスモデルが適用可能 となるのももっとも

な話 とな ります｡ しか し､ 個物の集団が 自明でな くな ります と､ 話 は全 く逆転 し

て来 ます｡･生物での発生であれ､ 行動であれ個物が関心の対象 とな って来 ます と､

混合状態を旨とす る統計力学では方法論の上か らも不適切 となーって来 ます｡ それ

な らば､ 純粋状態､一個物を扱 い得 る力学系に戻ればよい､ とい うことになるかも

知れ ませんが､ 力学系 には既 に見て来 ました様 に､ 状愚同定 と物理量確定 という

二種類の測定操作が入 り込むこ とにな ります｡ この二つが どの様に相互 干渉を引
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き起 こすかが判明する以前 に力学系 に頼 りきるとすることは竪明な選択 とは言え

ませ ん｡

一内部測定､ 検知過程を仮 に認め るとした時､ その物質基盤は何か? -

内部測定は相互作用 の別名 と申 し上げて釆 ましたが､ 相互作用一般 に共通する

仕方で しかこの物質基盤を明 らかにす ることが 出来ないことを先ずお断 りしてお

きます｡ 相互作用 一般 に共通す る事象 として良 く知 られているのは経験則 として

のエネルギー保存則です｡ 経験則 と敢 えて断わっているのは､ 測定 によって確立

した事後の事実 に限定 している､ とすることによ ります｡ すなわち､ 内部測定が

どの様な形で進行 しよ うとも､ 少な くとも事後 にエネルギー保存則を満足す る仕

方で進行する､ とするのが この内部測定の背後 にある一つの物質基盤であ ります｡

同 じエネルギー保存則を力学系の観点か ら眺めてみ ます と､ 内容は全 く異な って

来 ます｡ 力学系の状態を同定 した時､ それ と同時 に運動の恒量 としてのエネルギ

ーも一意 に定 まって しまい ます｡ しか もこの力学系が量子系である とします と､

物理量あるいは観測量 としての金糸のエネルギー は不確定性原理 に由来する不確

定 さを伴 うことにな ります｡ 状態同定 と同時 に定 まるエネルギーは運動 の恒量 と

して留 まるのに対 し､ 観測 され るべ き物理量 としてのエネルギーには不確定 さが

伴 うことにな ります｡ この ことは状態同定 と物理量確定 という二種類の測定操作

が同 じ対象 に対 して一 見異な る測定結果を出 しているか に見えますが､ 力学系の

枠内では状態同定 は実時間軸上で進行す る実際の測定ではない とす るこ とによっ

て皮相的なが ら矛盾を解消 しています

内部測定が事後 にもたらすエネルギー保存則は力学系で定義 され る状態､ 物理

量のいずれも前提 としてい ませ ん｡ 状態が定義 されな くとも事後 においてエ ネル

ギー保存則を満足 させ るのが 内部測定 とな ります｡ その ため､ 状態 に頼 らな いと

す ること､ あるいはそれを放棄 することは運動の議論 において力学系 に準拠 しな

いという意味 にお いて大きな退歩､ 後退を甘受 したか に見 えるか も知れ ませ んが､

この後退 によって状態 と物理量 を改めて再び見直すのを可能 とす る利点を確保す

ることが 出来 ます｡ 果 してそれが現実に利点 とな るか否かの判定は､ 目下の関心

の対象である生物 においてこの後退が どれ程有効 に作用す るか否かを調査す るま

で またな ければな らな い､ とするのはその通 りで あ ります｡
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