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フランス語: D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? 

作者
ポール・ゴーギャン

制作年
1897年 - 1898年

素材
油彩、カンヴァス

寸法
139.1 cm × 374.6 cm (54.8 in × 147.5 in) 

所蔵
ボストン美術館（ボストン）

『我々はどこから来たのか我々は何者か我々はどこへ行くのか』（われわれはどこからきたのかわれ
われはなにものかわれわれはどこへいくのか、仏: D‘où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-
nous ?）は、フランスの画家ポール・ゴーギャンが1897年から1898年にかけて描いた絵画。ゴーギャンの
作品のうち、最も有名な絵画の一つである。絵画の左上にはフランス語で D’où Venons Nous Que 
Sommes Nous Où Allons Nous とある。

「我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか」

はじめに： 生命と意識の関心
出典：ｳｲｷﾍﾟﾃﾞｨｱ



生命の謎・意識の謎
１．生命（生物）はどのように誕生したのか
２．生命はどのような仕組みで生きながらえるのか
３．人間にはなぜ意識があるのか

書評：「量子力学で生命の謎を解く」
（LIFE ON THE EDGE）

科学はこの謎に対し何処まで迫っているか
・古典物理学の視点
・量子力学の視点
・量子生物学の視点

生物（生命）は作ることができるのか？

「作ることができないものは理解したことにならない」
R.ファイマン

そもそもの関心

探求のきっかけ

生命の謎：見通し



「生命とは何か」
E.シュレジンガー
1944

「二重らせん」
J.ワトソン
1968

「量子力学で
生命の謎を解く」

J.ｶﾘｰﾘ、J.ﾏｸﾌｧﾃﾞﾝ
2014

遺伝子の予見

１９４４

DNA構造の発見
１９５３

生命の謎
量子生物学

意識の謎
統合情報理論

「意識はいつ
生まれるのか」
J.ﾄﾘｰﾉ
2015

生命と意識の系譜
（遺伝子を中心とした）

細胞
核の中にある染色体はＤＮＡ＋ヒストン

ＤＮＡは核の中の酸性を示す物質
（ディオキシリボ核酸）

遺伝子はＤＮＡの一部（遺伝情報）
ゲノム： ある生物が持っている遺伝情報の全て



予備的知識の学習 別紙スライド

・ 分子生物学
蛋白質研究の時代背景
X線構造回析
細胞から遺伝子
酵素、ATP
光合成
生命のライフサイクル

・ 量子力学
量子飛躍、エネルギー順位
水素結合

量子仮説・法則
量子波動関数
量子スピン

重ね合わせ、量子トンネル、量子もつれ
量子のうなり、量子ウオーク

コーヒレンス/デコーヒレンス



生命とは何か―物理的にみた生細胞 (岩波文庫) 文庫 – 1951（原著1944）
シュレディンガー（著）

量子力学を創造し、原子物理学の基礎をつくった著者が追究した生命の本質
―分子生物学の生みの親となった20世紀の名著。生物の現象、ことに遺伝

のしくみと染色体行動における物質の構造と法則を物理学と化学で説明し、
生物におけるその意義を究明する。負のエントロピー論など今も熱い議論の
渦中にある科学者の本懐を示す古典。

生命とは何か

生命の謎



生きている生物体の境界の
内部で起こる時間・空間的
事象は、物理学と化学とに
よってどのよう説明されるか
（生命の謎）

主張 シュレディンガーの予想

遺伝子とは何か？

生命を担っている物質、それは染色
体繊維が非周期性結晶でできている
事による
ー遺伝子の永続性
ー秩序性
信じられないほど少数の原子からなる
集団、統計的法則ではなく極めて秩序
のある仕組みで成り立っている

思考の展開

人体の形成

分子レベル/熱運動の無秩序→膨大
な細胞の個数→天文学的な原子の
数→秩序を保つ（√N）

非周期性の固体

秩序から秩序

複雑さの度合い
数個の原子

主題

生物体とは何か？

量子力学の神の手になる
最も精巧な技術作品

「生命とは何か WHAT IS LIFE ?」の要約 Erwin Schrodinger, 1944

なぜ原子はそんなに
小さいのか

無秩序から秩序

分子の平方根の法則

生きている細胞の最も本質
的な部分、染色体は非周期性
結晶と呼ぶ遺伝子が 生命を
担っている

確信



主題に対する哲学的な見解

・私ー最も広い意味での私、すなわち
今までに「私」であるといいまたは「私」
である感じたあらゆる意識的な心はー
とにかく「原子の運動」を自然法則に
従って制御する人間である

・自我の意識というものは常に単数の形
でのみ経験される
（意識は単一の存在）

・「私」とは一体何者か？

自分自身の経験と記憶との総和は一つ
のまとまったものをなしており他の誰の
ものとも画然と区別がつくということを、
疑う余地のないほど感じています
（我考う、故に我あり）

主題

生きている生物体の境界の
内部で起こる時間・空間的
事象は、物理学と化学とに
よってどのよう説明されるか

その生物の心の働きや自覚
的な活動に対応するもので
あってもとにかく
統計的＝決定論的である

物理化学とその統計的説明

主張



古典物理学者のアプローチ
・統計物理学からみて、生物と無生物とは
構造が根本的に異なる

・原子はなぜそんなに小さいか
・生物体の働きには正確な物理法則が要る
・物理法則は原子に関する統計に基くもので
あり、 近似的なものに過ぎない

・法則の精度は多数の原子の参与している
ことが元になっている（常磁性）
第二の例、ブラウン運動、拡散
第三の例、測定の精度の限界

・分子数の平方根の法則（√N法則）

分子の仕組み
・古典物理学の予想は誤っている
・遺伝の暗号文（染色体）
・生物体は細胞分裂で成長する
・染色体は全て染色体がそれぞれ二つになる
・減数分裂と受精
・一倍体の固体
・減数分裂はとりわけ重要である
・遺伝物質は染色体の局部的な場所に座を
占めている

主張の展開

・遺伝子の大きさの限界
・遺伝子の永続性

突然変異
・不連続な突然変異、自然淘汰
・突然変異は育種可能、完全に遺伝する
・遺伝子の座、劣勢と優性
・・・

量子力学によりはじめて明らかにされること
・遺伝子の永続性は古典物理学では説明できない
・量子論によれば説明できる
・量子論ー飛び飛びの状態ー量子飛躍
・分子の安定度は温度に比例する
・数学的な説明の導入

デルブリュックの模型の検討と吟味
・遺伝物質の一般的な描像
・非周期性の固体
・自然淘汰により安全な遺伝子が選ばれる
・突然変異は元に戻せる



秩序、無秩序、エントロピー

・模型から出てくる注目すべき一般的な結論
・秩序性を土台にした秩序性
・生命を持っているものは崩壊して平衡状態に
なることを免れている

・生物体は「負エントロピー」を食べて生きている
・エントロピーとは何か
・エントロピーの統計的な意味
・生物体は環境から「秩序」を引き出すことにより
維持されている

生物は物理学の法則に支配されているか

・生物体ではどんな新法則が期待されるか
・生物学的、物理学的事情の総括
・両者は著しい対照をなしている
・秩序性を生み出す二つの道

決定論と自由意志について



ハイトラーロンドンの理論 【ハイトラー=ロンドンの理論 Heitler-London’s theory】

水素分子における化学結合の量子力学的な説明として，W.ハイトラーとF.ロンドンが1927年に提出した
理論。この理論によって初めて水素分子の化学結合の本質が明らかにされた。これが，多原子分子につ
いての原子価結合法と呼ばれる量子化学的方法の基礎となっている。水素分子の2個の水素原子にa,b
と符号をつけ，それぞれの1s軌道をφa，φbと表し，さらに2個の電子に1,2と符号をつけて区別するとき，
水素分子の波動関数がφa(1)･φb(2)とφa(2)･φb(1)の二つの波動関数の1次結合 Ψ±＝N｛φa(1)･
φb(2)±φa(2)･φb(1)｝で表されると考える。出典：世界大百科事典 第２版の解説

ハイトラーとロンドンの理論： 形を保持する原子

デルビュリックの模型

このファージに注目したのは，ドイツ生まれの物理学者デルブリュックである。彼は もともと化学結合の
量子理論や原子核理論を専攻していた。その後，遺伝子に興味を 持ち，放射線生物学の実験にもと
づいた遺伝子のモデルを提案した。カリフォルニア工科大学でファージの研究を始め，その増殖実験を
手がけた。また，イタリア生まれで米国で研究していたルリアと共に，1940年代からファージの実験的な
研究を始めた。ハーシーも彼らのグループで研究した一人である。1969年にデルブリュック，ルリア，
ハーシーの3人はノーベル医学生理学賞を受賞している。どうして物理学者デルブリュックがファージに
注目したのだろうか。彼は，ファージが増殖する系を最も簡単な増殖モデルとしてとらえ，その解析に当
たった。一般に，物理学者はより単純な系を出発点として，できるだけ普遍的に拡張できる理論の構築を
目指す。
例えば，実在しない理想気体を仮定して理論を構築する。そして，実際の気体に適用するには補正を
加えていくやり方などがその典型であろう。この物理学者魂からすれば，複雑な構造を持つ多細胞生物
よりも単純なファージを選んだのは当然とも言えよう。
注：ファージとは、細菌ウイルスのこと。出典：ウイキペディア



生命とは何か エピローグ（１）

・生きている生物の身体の中で行われる時間・空間的現象は統計的＝決定論
的である。

・確信
直接の経験というものは、如何に多種多様であり互いに異なっているように
見えても、それ自体が互いに矛盾することは論理的に言ってありえません。

前提
１）私のからだは自然法則に従って、一つの純粋な機械仕掛けとして働き、

営んでいる
２）にもかかわらず、私は私がその運動の支配者であり、その運動の結果を

予見し、その結果が生命にかかわる重大なものである場合には、その
全責任を感ずると同時に実際全責任を負っている、ということを疑う余地
のない直接の経験によって知っている。

結論
“私ー最も広い意味での私、すなわち今までに「私」であると言いまたは「私」
であると感じたあらゆる意識的な心ーは、とにかく「原子の運動」を自然法
則に従って制御する人間である、ということだと思います。“



エピローグ（２）

・「私」とはなにか？

われわれは誰でも、自分自身の経験と記憶の総和は一つの纏ったものをなして
おり、他の誰とも画然と区別がつくということを疑う余地のないほどはっきり感じて
います。そしてこれを「私」と呼ぶわけです。

・では、この「私」とは一体なんでしょう？

「私」という言葉で呼んでいるものの本当の内容は、それらの経験や記憶を集めて
絵を描く土台の生地だということがわかるでしょう。



遺伝子の構造について

・ DNAの構造、オリジナル論文 別紙参照

・ 蛋白質の構造解析と時代背景 別スライド

・ DNA B型 X線構造解析 別スライド

・ 「二重らせん」の発見ストーリ

二重らせん TIME LIFE BOOK – 1968 （原著：1968)
ジェームス・D・ワトソン (著)

生命の鍵をにぎるDNAモデルはどのように発見されたのか?遺伝の基本的
物質であるDNAの構造の解明は今世紀の科学界における最大のできごとで
あった。この業績によってのちにノーベル賞を受賞したワトソン博士が、DNA
の構造解明に成功するまでの過程をリアルに語った感動のドキュメント。

注：復刻版（左記）
二重らせん (講談社文庫) – 1986/3/10 

二重らせん ー 遺伝子の謎の解明



構造は核酸蛋白質か

遺伝子の構造決定過程

結合は

E.シュレジンガー
非周期性結晶

R.フランクリン
DNX X線回析写真
A型 構造が不鮮明
B型 らせん構造が鮮明

シュレジンガー
遺伝子の複製

シャルガフ
塩基量は等量

蛋白質 三重螺旋

二重螺旋

同一塩基

塩基対

シャルガフ
DNA螺旋構造

相補性

螺旋塩基対

説明要件

遺伝子の構造？

二重らせん （発見ストーリー ） ジェームス・D・ワトソン (著)

仮説1 仮説2 仮説3



仮説の選択
１．遺伝子はたんぱく質か核酸か

分子模型（L.ポーリング） VS 結晶（R.フランクリン）、
分子模型（ワトソン、クリック）

２．構造：二重らせん VS 三重らせん
ペプチド結合（蛋白質）、ヌレオチド結合（核酸）

DNA B型X線回析写真
３．塩基結合の形

同じ塩基 VS 塩基対｛プリン塩基（A,G）とビリジン塩基（T,C）｝
水素結合の組合わせの気付き

D.ワトソン、J.クリックの分子モデル： 論理の決定的証拠
事実
・ DNA B型 X線写真
・ 二重らせん構造（糖とリン酸からなる二本の骨格）
・ ヌクレオチドの塩基結合、水素結合
・ 塩基対：AーT、GーC ｛アデニン（Ａ）、チミン（Ｔ）、グアニン（Ｇ）、シトシン（Ｃ）｝

説明
・ シャルガフ： プリン塩基とピリジン塩基は等量存在

容易な推論
・ 遺伝子情報はDNAの中にある
・ 4塩基の組合わせが遺伝情報を保持する
・ 相補的二重らせん構造が「DNAの複製」を可能にする

DNAの構造決定の分岐点



量子力学で生命の謎を解く – 2015/9/16 
Ｊ．カリーリ、Ｊ．マクファデン（著）

渡り鳥は、どのようにして目的地までの行き方を知るのか。サケはなぜ3年間

の航海を経て、生まれて場所にもどれるのか。我々の意識はどのように生ま
れるのか。そして、生命の起源とは。量子力学が明らかにする 生命現象の
畏れべき秘密。

量子力学と生命



第1章はしがき
第2章生命とは何か?
第3章生命のエンジン
第4章量子のうなり
第5章ニモの家を探せ

<訳者あとがき>より一部抜粋

本書は、近年になって著しい進歩を見せている量子生物学を紹介した本である。
量子生物学とはその名のとおり、生物の持つ量子力学的な性質を研究し、量子力学を
使って生命現象を解き明かす学問のことである。本書では、生物の持つさまざまな謎を
取り上げ、量子力学の不気味な世界について平たく解説しながら、その量子力学を使って
どのようにして生命の謎を解決できるかをひもといている。

量子生物学が対象としている生命現象は多岐にわたる。本書ではそのような生命現象の
例として、酵素作用、光合成や呼吸、嗅覚や磁気感覚、遺伝を取り上げている。
その多くは、生物が生きる上でどうしても欠かせない基本的な作用で、そこに量子力学が

決定的な役割を果たしていることがいまや明らかとなっている。さらに本書ではもっと踏み込
んで、人間の精神活動、生命の起源、そして生と死の違いもまた、量子力学に基づいて説
明できるのではないかと説いている。それらについては現段階では仮説にすぎないが、

最近になって実験的な傍証が得られはじめているものもあり、真剣に耳を傾ける価値はお
おいにある。

古典的なレベルで説明できないこれらの現象を、さらに基本的な量子力学のレベルで説明
しようというのは、現代科学として正しいアプローチと言えるだろう。

第6章チョウ、ショウジョウバエ、量子のコマドリ
第7章量子の遺伝子
第8章心
第9章生命の起源
第10章量子生物学:嵐の縁の生命

「量子力学で生命の謎を解く」



原子のボーア模型

量子の予備知識

出典：トランジスタ入門

電子（２個）
・上向きのスピン
・下向きのスピン

＋

（ ）

E・(-Q)=（-k・Q/Q0）÷（ｒ・ｒ）
Q0（＋）

（＋）

Q（－）



量子重ね合わせ

量子もつれ

量子コーヒレンス

量子のうなり

量子ウオーク

「生命の謎」 量子力学に係わる用語

同時に二つの状態をとることができる、波動と粒子、波束、干渉、
シュレ「猫」
空間を隔てて二個の粒子が瞬時に繫がる。一個の電子が同時に
両方向のスピンを持ち、重ね合わせの状態をとることができる。
「不気味な遠隔作用」
同時に二つの場所にあり、波のように振る舞い同時に二つ以上の
状態の重ね合わせの存在、反：デコーヒレンス
粒子が波動として運動していることを示す。周波数の違う二つ以
上の波が合わさった時、波は「うなり」を生じる。
光合成：分子が反応中心へ至る最速経路を見つける方策。

ボーアの量子仮説（飛び飛びの光のスペクトルを説明するモデル）

原子、分子、原子核などのエネルギーの値、不連続な飛び飛びの値

角運動量、スピンは「上向き。下向き」があり、電子は同時に両方
向を持つ
遺伝コード（アミノ酸のコード化） 実例：塩基配列

十分なエネルギーがないと超えられない障壁(空間）を粒子が通り
抜ける、電子は波動によりすり抜ける確率が少しある
実証：放射性崩壊

量子仮説

エネルギー順位

量子スピン

量子コード

量子トンネル効果

量子の状態

概念



遷移状態理論 触媒がどのようにして反応を加速させるのかを説明する。

速度同位体効果 軽い同位体（元素)から重い同位体へ変えたときに化学
反応の様子がどれだけ大きく変化するかを測定する。

イオンチャネル 「細胞膜」の外部と内部の電位差で神経系や筋肉系を制御
する神経信号と考えられる。

その他の用語



生命の謎を解く： 要約

自然現象 生化学的考察 量子力学的説明 見通し

ヨーロッパ・
コマドリ：
どうやって行き先
を知るのか

化学コンパス
嗅覚・磁気感覚

光受容体と
鳥の磁気受容
実験検証
第2章（第6章）：有望

ティノサルウス：
生体繊維の分解

酵素は生命のｴﾝｼﾞﾝ
酵素反応・作用

「遷移状態理論」
電子移動

「量子トンネル効果」
「電子移動」「陽子移動」

速度同位体効果
の計測
第3章（第10章）：有望

ニュートンの木：
りんごへ変える
反応

光合成・呼吸 「量子のうなり」
励起子の振動
クロロフィル分子の
量子ウオーク

量子うなりの検出
第4章

「量子もつれ」
「遊離基」
高速三重項反応

「光が必要」
量子コンパス

魚と嗅覚 におい物質と嗅覚
受容体

可能性を秘めている
第5章

生態系の永続性：
南極大陸の地下湖

遺伝子
突然変異

非周期性結晶→DNA
量子ジャンプ、トンネル効果

ヒトゲノム：30億個の
遺伝文字
第７章

生体分子は電子の量子
トンネル効果を使って化
学結合の振動を感知



生命の謎を解く： 要約（続き）

自然現象 生化学的考察 量子力学的説明 現状の見通し

先史時代の絵画
観念の表現

意識という生命現象 妥当でない仮説

検討に値する仮説
第8章

生命の起源は
岩石のサンプル
炭素の存在

オパーリン＝ホールデン
仮説
初期の宇宙：有機化合物
の生成、原子の海、泥火
山、化合物の結合、自己
複製能力の分子、炭素化
合物の合成

宇宙探索
アミノ酸の検出→細胞

RNAワールド
リボザイム

R.ペンローズ
意識は量子力学的現象
（ゲーデル不完全性定理）

イオンチャネルに基く意識
の電磁場理論

人工的なアミノ酸の生成
細胞への道筋が見えない
第9章



ヨーロッパ・コマドリ：
スウェーデン、中央部

↓
北アフリカ、沿岸部

量子力学と生命の仕組みの事例（磁気受容）

オオカママダラ：
カナダ、トロント

↓
メキシコ、メキシコシティ

観察

生物学的知見
様々な感覚の利用
・視覚
・嗅覚
仮説
・渡り鳥は地磁気を使う
・日中は太陽コンパス
・体内時計で昼夜調整

クリプトクロム分子蛋白質
↓ （遺伝子）
青い光を吸収する色素分子

（FAD)

目

光→ 吸収 →FADの電子１個がはじき出される

抜けた後を埋めクリプトクロム蛋白質の中のトルプトファン
というアミノ酸が持っている量子もつれ状態の電子のペア
から電子1個が提供される（遊離基）。

もつれ状態の電子のペアは 、一重項と 三重項の重ね
合わせ状態をとる。この状態は地磁気の強さと角度の
影響を受けやすい。

鳥がどの方向に飛んでいるかによって地磁気による化学
反応で生成する最終生成物の組成が変わり、この違いに
よって信号が発生し脳に伝わる。近いほうの磁極がどの
方向にあるか知らせる（伏角コンパス）。

どうやって行き先
を知るのか

磁気受容の仕組

磁気受容

この重ね合わせは
磁場に影響を受ける

磁場を感知する
（量子コンパス）

量子力学との係わり

光

コマドリは地磁気を見ている



スピン
一重項状態 2個の電子のペアが上↑と下↓向きの組み合わせになっている

三重項状態 2個の電子が、上、下、横の向きを持つ

重ね合わせ 電子１個が同時に↑スピンと↓スピンの性質を内包する

もつれ 2個の電子はもともとペア→もつれ状態内包するも→一重項の状態

遊離基 2個の原子の結合→切り離す→これを遊離基状態の原子という

伏角 北極で垂直、赤道でｾﾞﾛの角度を持つ

補足説明



量子力学
秩序だった世界

熱力学
何兆個という原子や
分子がビリヤードの
様にぶつかり合う様
子を平均化した世界

ニュートン力学
我々の日常世界

生命は量子の世界と古典的な世
界との縁を航海している。細胞は
細長いキールを量子の層まで真っ
直ぐ突き刺した船のようなもので、

そのためにトンネル効果や量子も
つれなどの現象を利用することが
できる。量子の世界とのこの結び
つきを積極的に維持するには、熱
力学の嵐（分子ノイズ）を利用して、
量子コーヒレンスを壊すのではなく
維持しなければならない。

現実の３つの層。一番上の層は落下するりんごや蒸気機関車や帆船がある目
に見える世界。それらの運動はニュートン力学で記述される。その層の下には
ほぼ完全にランダムに運動するビリヤードの球のような粒子からなる熱力学の

層がある。この層が蒸気機関などの物体の振る舞いを支配する「無秩序から秩
序へ」の法則を生み出している。そのさらに下には、秩序だった量子法則に支
配される素粒子の層。身の回りにあるほとんどの物体が持っている目に見える
性質はニュートン力学の層や熱力学の層に根ざしている様に見えるが、生物は
現実の量子の岩盤まで根を張っている。

デコーヒレンスの世界

コーヒレンスの世界

生命活動の全体的な構成： 量子生物学の縁



生命の謎の解明には難易度がある

難度の高い生命の謎

生命の誕生 原子の集まりがなぜ生命を持つか？
⇒ 生命が作れていない

生命の生と死 細胞とエネルギーの関係、総合的な生命体の条件
⇒ 解明への道半ば

意識、或いは心 仮説提案はあるが納得できるモデル至っていない
⇒ 解明の道筋が見えない

見通しの立っている謎（量子力学的観点）
生命体の構成
・遺伝、細胞
・単一構造と機能
生物のシステム的な仕組み
・なぜ渡り鳥は方向を間違えないか
・光合成の仕組み
・発酵の仕組み（酵母菌）
・・・

まとめと感想



量子状態と波動関数の関係、例：量子もつれ

細胞・分子の活動の制御・指揮は集中か分散か？そもそも誰がどう
やっているのか
・誰が細胞を制御しているのか？
・RNAポリメラーゼの機構は分かったが、そもそも誰がこれを動かすか
・酵素は誰の指示で動いているのか？例：細胞分裂

人間の活動エネルギーと化学反応
・熱源と細胞、体温の維持は自動的？例：誰が体温管理をしているのか

人間の細胞の死とは何か、何処がどうなるとその細胞は死と判断され
るのか、誰が判定するのか、自発的か？

更なる興味の深まり



感想: 「量子力学で生命の謎を解く」 レビュー・コメントより

「量子生物学」という科学の分野。シュレーディンガー「生命とは何か」の中の問い
(問題提起)に対しての回答を試みた意欲溢れる力作とおもう。
量子が持つ特異な性質に、何もイメージしにくい概念、次の二点がある
(1) 粒子と光の二重性
(2) 状態の「重ね合せ」「量子もつれ」という概念 (あのアインシュタインでさえ、「神は

サイコロを振らない」と言って否定していた)

「生命とは何か」に迫らず、鳥の渡り、魚や昆虫の帰巣本能等の例を用いて、如何に
「量子生物学」がこれらの現象を上手く説明出来るかについて論述している。量子力
学の波動方程式との関係において上述の(1)と(2)を一度に理解出来た気になった。そ
の意味においては、説得力のある解説である。「コヒーレンス(coherence)」が中心概
念である事も良く伝わってくる。コーヒレンス：同時に複数の状態を取る

しかし、肝心の「生命とは何か」、「意識とは何か」に関しては、「量子生物学」で説明
出来る“可能性がある”という所で留まっている。「生命の起源」についても、ある仮説
を採り上げているが、これも「量子生物学」で説明出来る“可能性がある”という所で留
まっている。現状の「量子生物学」の進捗度合(限界)を率直に語っているという意味で
好感が持てる。「量子計算機」に興味を持っていた(ビットの代りにキュビットを使えば、

真の並列計算が可能な事は頭では理解出来るが、どうやって実装するのか皆目不
明だった)。著者達も現状では「高性能の『量子計算機』の実現は難しい」と語っており、
この点でも納得したい。


