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せまくて，短い経験ではあるが工学上の難問題とい
うものをみると窮極の処，問題は「時間」に帰着する
ように思われる。

へ

一定の目的を達するのに，無限の時間をかけてもよ
いとか，あるいは一瞬間だけその状態であってくれれ
ばよいというのなら，大ていの揚合解答は可能である。
それを有限の時間内に目的を達しようとするところに
難問題が生ずるようである。
結論はこれだけであるが，以下その理由とするとこ

b

食

まり最小の必要エネルギーで，無限時間を要してよい
のであれば問題は解決し，同じエネルギーで，しかも
短時問に行わせようとするときに難問題が生ずること
になる。

以上の例では必要エネルギーを一定におさえて，目
的物を短時間に得ようとするときの難問題であるが，
物質の構造が複雑であるために，短時間rc H Iを達し

難いことがある。たとえば食物ができる揚合がそれで
あると思う。食物の代表者炭水化物はもとをただせば，

そもそもf問題とは何か」が問題だが，ここでいう
問題とは，人間生活に関係のある，ある目的（特に人
間に結びついた）のために，物質をよせ集めて高度の

ある構造をもって結びついているので，人為的にこれ

からtw−一匹を作り出そうなどとの興味本位の問題もあ

って，この種の難問題も限bなく存在するわけだが今
は除外することにする。

を作ることは現在困難な問題である。周知の．ように，

光合成の問題として，湘当これに力を注いでいるグル
プがあり，微量なら水と炭酸ガスとから炭水化物が
できたとの報告もある。しかしいまのところ自然の力・
による農作物，海産物に頼っているわけである。天然
の力による以上これが生成には一定時間はどうしても
必要である。米なら半年はかかも。これを人類生存の

あまb抽象論では意味が通じない恐れがあるから，

必要上から，軍位時間にもっと多量得ようとしてみる。
食糧のとれる速度を，天然にせよ；人工的にせよ如何

少し具体的に考えてみるoたとえば亀山先生の提出さ
れた難問題「海水よbの製塩」にしても，塩1tonを

なる方法でもよv・から，これを10倍，100倍にしよ
うとしてみる。これができれば戦争もなくなるほど大

作るに何年かかってもよいというのであれば，一 竭閧ﾍ
解決し難問題ではなくなるのである。そのわけはこう

この理由は得ようとする物質の構造が複雑であるた

である。

め，生成のための時間短縮が困難なのであると思う。

海水よP塩1tonを作るには，いかなる方法をもっ
てするも，ある一砲定のエネルギーと時間を要すること

は明かである。そしてこのZネルギーがある値以上で
あったり，またそのエネルギPは小さくても，時間が
かかりすぎては意味をなさなくなること亀説明の必要
もないことである。ところが通常はエネルギーだけが
問題にされるようにみえる。この見地から，わが国の
状勢（地勢，工業経済のすべてを含めて）では，エネ

したものであるが，これがまたひどく難問題である。

このようにエネルギーと時間，構造と時問というふ
うに考えたが，エネルギPといい，構造というも一一er
にはこの二つは切り離すことができないものが多く，
これらが融合して必要エネルギーを最小ならしめんと
する問題を提供し，更に目的を達するための時間短縮
を行うとするところに難問題が生ずると考えられるに
至るのである。

費するエネルギーだけについていうのであるならば解

では何故時間短縮をせねばならぬか。時間を無視す
れば，エネルギー面では大体解決できるものであるか
ら，時間短縮せねばならぬ根源を除いてしまえば難問
の解決とな惹はずである。したがってジその根源をつ

ルギ・・一

Z｛乏しく高価であるため海水よりの製塩は困難

であると考えやすい。．しかし必要な時間を無視し，消

決されるのである。終戦直後行われた電気製塩では塩

きとめることがいまの揚合重要なことである。

1ton作るに5〜6万キロワヅト時を要したが，現在
試験中の蒸気圧縮法では2〜3千キロワット時とすく

ζの根源は何によるのであらう乏考えてみると，途
申の説明は略すが畢寛は前述のエネルギーと時間の問

なくなった。イオン交換樹脂を用いる試みもある。こ
れらの方法をもってして竜エネルギーの点で未だ解決

題が人間の生存とか意慾とかに結びついているためと

されないのであるが，熱力学的計算による必要な最小

工学の問題とはおよそ縁遠いようで，実は相当密接
な関係があり，素朴ながら根強い人間的慾求が問題の
根源ということになる。よって難澗題の解決には時間
を一つ飛びこえれば人間的慾求の解決にまつてもよい
ことになる。人圃的慾求の変革を要求する入間本質の
改造が南原前総長のいわゆる人間革命と解釈されこれ

エネルギnは塩1tonにつき約200キロワット時であ
る。もしこの値まで消費エネルギーが少くなればエネ
ルギー面では一応解決されたことになる。これは輩に
計算だけでなく，時間を無視すれば200キロワット時

で塩1ton作ることも実際に可能なことである。ただ
し現在の方法では，非常に時間がかかるのである。っ
N

弘

水と炭酸ガスなのであるが，この炭素，酸素，水素が

題に限定しようQ高度の構造吐機構といって竜，元素

，

崎

ろを述べてみる。

構造と機構を作b出そうとするか，またはできる限り
多量のエネルギーをその中に盛り込まんとするかの問

も

感

思える。

．

（29頁へ続く）
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必らず考慮しなければならなくなるであろう。特に，衝．

．び

たがいに境界を接して存在する2つの相の間にその領

撃的な力の働らく場合，すなわち，非常な短時聞内に作

域の急激な争奪が起る現象は，一種の破壊現象であると

用する大きな九．材料の高速度変形とそれに続く破壊と

同時に，また成長の現象でもあり，この2つは多くのi類

を定量的に追及することは，材料の破壊現象の研究分野一・t

似した特質を持つている。その一つは統計的な性格がい

において重要な課題となることが予想される。／

ちじるしく現われるということである。実際，上述の破．
断強度に関する問題は，金属材料のみならず34）・35），電
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をもってすれば戦争か平和かの難問題も解決されると
するのであろうが人間本質は変らなくとも，ある目的
を達するための時間的問題の工学的解決ができんば，
1われわれをとyまく問題は解決しそうである。
なほ前例はすべて時間の短縮だけを問題にしたが，
更に進んで時間の鐙詰のようなものができて時間が人
の意のままになるとする。このときは細よそ人問的慾
求に変革が生れ人間革命，社会革命は必至である。

べき竜のがあるが，その征脹では人間革命を起すまで
に至らないどころか，反って本来の動物の姿を呼び起
すに役立っているように思える。これに反し以上述べ
たも一つの問遮の時間またわこれと同等の効果を発揮
する何tsのかの物理的，土学的解決茄去rc成功すれ媒
．入間の本性をエネルギーによる効果とは反対方向への
変革をもたらし，世上いわゆる難問輝と称す筍亀のは
無くなるこ、と請合であると結論さPt

b。（1952・10・25）

二大問題の一つ，エネルギ陣についての征服は見事
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