1

2

「インド人の金玉翁さんが 、我が家に来てくれない」

林譲治

私はいまの 家に越してからかれこれ 五年になるのだが、この間 、インド人の金玉翁さ
んが我が家を訪ねてく れたことは一度もない 。
そ う 、ただの一度も 。
どうし てだろうか？

理由は幾 つか考えられると思う。 まずインドから我が家への 道程を考えれば、距離と
いう問題がある。イ ンド・日本間は飛行機で移 動するとしても、我が家は 関空からは遠

いし、 金玉翁さんだって、インド の自宅から空港に行くま簡 単には移動できないかも 知
れない。

また 世の中には飛行機はどうし ても駄目という人もいて、 そうなると陸路で幾つか の
国境を越え、最後 は船で日本へ移動となろう 。

他 にも海路という方法もある が、インド人である金玉翁 さんがインドのどこに住ん で
いるかによって 、海路のメリット・デメリ ットは決まってくる。
物理的な交通機関の問題は 解決可能としても、経済的 な問題がある。多くの場合 、こ

の両者は不可 分だ。だから遠くて旅費が かかるからいけない。それ が我が家に来てくれ
ない理由として考えられる 。
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インド人の金玉翁さんは持 病があり、長距離の旅行 は健康が許さない可能性も 考えら

れる。
あるいはインド人の金玉 翁さんは、僕のことを嫌っ ていて、我が家の敷居を またぎた

くないのか も知れない。
別の観点での理由を考 えると、インド人の金玉翁 さんが私の存在も我が家 の位置も知

らない可 能性も小さくない。私も作 家業をしているから、イン ド人でも知っている人が
いる可能性はゼロで はないとしても、自宅の位 置までは普通はわからない 。

あるい はインド人の金玉翁さんは 密かに我が家を訪ねている が、私も妻も猫さえも気
がついていない可 能性も考えられるが、閑静 な住宅地でインド人が出歩 けば、誰にも気

づか れないということはないだ ろう。
さらに根本的な 理由。それはインド人の金 玉翁さんなる人物はこの世 に存在しない可

能 性だ。これの判断はなかな か難しい。
だってそうでし ょう。インドには一〇億以 上の国民がいるわけです から、金玉翁さん
がいないとも限らない。こ の辺の事実関係を私が確認 することはさすがにできな い。金

玉翁さんの実 在について私が言えるのは 、我が家の近所にそんな人 がいないということ
だけだ。
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しかし、これはインドに金 玉翁さんが存在しないこ とを証明するものではない 。はて

さて、インド に金玉翁なる人物は実在 するのかしないのか……。

さて、この インド人の金玉翁さんの 話は頭の良い方ならすぐに おわかりのことと思う
が、
「金玉翁さん 」を 「宇宙人 」に置き換えれば 、そのまま 「フェルミのパラドック ス 」

で知られ る命題である。
フェルミ のパラド ックスを一 言で述べる なら 、
「宇宙人が 存在するの であれば、 なぜ

地球に やって来ないのか？」とい う謎である。
これに関してはＳ Ｆはもとより、科学解説だ けでも数多くの書籍が出さ れている。も

ちろ ん肯定派・否定派の両方の 立場があり、その結論はで ていない。
もっともフェル ミのパラドックスに関して 言えば、科学解説書の体裁 をしていても、

内 容は著者の願望投影である ことが多く、科学的論考よ りも願望の吐露が目的なら 、も
とより議論にな るはずもない。
科学的論考であれ、願望投 影であれ、フェルミのパラ ドックスを論じる人達は、 みな

さん真面目に この命題に向かっている。
しかし、ものの本による と、パラドックスを唱えた 天才エンリコ・フェルミ博 士は、
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外野の人達ほど真面目にこ の命題を唱えたわけではな さそうだ。

１９５０年 、アメリカでゴミ箱が消え る怪事件が頻発。それと同 じ頃空飛ぶ円盤の目
撃例も増加していて、あ る新聞漫画家が「宇宙人が 人間には理解不能な理由 でゴミ箱を

盗んでいる 」という漫画を掲載。
同年夏にロスアラモス でロバート・テラーなど錚 々たる科学者達と昼食を とっていた

フェ ルミ博士 は、この新 聞漫画を評 して 、
「円盤と ゴミ箱消失 という二つ の現象を説 明
している立派な説」 と述べたという。

こ こでしばら く円盤論 議が交わさ れ、唐突に フェルミ博 士はこう指摘 した 。
「みんな
どこにいるのだろ う」と。

こ ういう具 合であるか ら、フェル ミのパラド ックスに関 しては、み なさん「（フェル
ミの）ネタにマジ レス」しているきらいもな いではない。

もう少し丁寧に 言えばフェルミは「フェル ミのパラドックス」その ものを述べたので
はなく、彼なりに地球外文 明の数を計算し、その結果 と現実の数字（つまり宇宙 人が来

ていないこと ）の食い違いから「みんな どこにいるのだろう」と述 べたに過ぎない。
フェルミが行ったような 計算を「フェルミ推計 」と呼ぶらしい 。ここで 注意すべきは 、
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フェルミは 当時の科 学的知識と 幾つかの推 計により 、
「地球 外文明の数 とそれが地 球に

訪れる確率」 についてフェルミ推計を 行ったということだ。これ は地球外文明が存在す
るかどうかの推論とは似 ているが、内容はまるで違 う。

フェルミ 推計とは 、
「地 球上に生息 するオタク の総数」と か「東京都 でクリスマ スの

夜に一人 でケーキを食べる人の総数 」などを定量的に推測する 手法である。
他にも有名なところ では「シカゴにピアノ調律 師は何人いるか？ 」
という 問題がある 。

これは 噂によるとマイクロソフト 社の入社試験問題にも使わ れたという。
ただフェルミ推定 は「普段考えたことも無い ような対象物の量的推定」 を行うための

思考 法であり、その数字が現実 のそれと等しいことを保障 するものではない。
だから「東京都 の人口はこれこれで、近所 のケーキ屋の数とコンビニ の数から都内で

ケ ーキを売っている店の数は これこれと推定でき、そこ からクリスマスに売られる ケー
キの総数はこれ くらいになり、客の何パー セントは単独とすれば、 クリスマスの夜に一
人でケーキを食べる人の数 は幾ら幾ら」と某かの数字 は出ても、現実は「クリス マスで

一人でいるよ うな奴はそもそもケーキな んか買わねぇよっ！」など と言うことも起こり
える。
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それでは「 フェルミのパラドックス」 は「フェルミ推定」であろ うかというと、すで
に述べたようにそれは間 違い。ただ厄介なのはフェ ルミのパラドックスを論 じる仮定で

フェルミ推 定も行われていることだ ろう。しかし、両者は別物 だ。それ故に地球外文明
肯定派・否定派で「科 学的」に議論しても結論は でない。

何故かと 言えば、いわゆるフェル ミのパラドックスと言われ ているものは、問題の立
て方が間違っている からだ。間違った問題を幾 ら論じても、正しい結論は 出てこない。
ネタに マジレスすると往々にして こういうことが起こる。

さて、
「シカゴの ピアノ調律 師」がフェ ルミ推定で あるとして 、その変形 を考えて見
る。
「シカ ゴのピアノ 調律師の数 がしかじか だとして、 自分がシカ ゴでピアノ 調律師と

遭 遇する確率は？」これもフ ェルミ推定と言う事ができ る。
私事になるが２ ０００年にシカゴでワール ドコンが開催され、友人 知人が何人も参加
した。有名なティラノサウ ルスのスーなどを見学した 人も多いのだが、私の聞い た範囲

で、この大会 でピアノ調律師に出会った 人はいない。
計算してみれば確率的に 一人二人は遭遇しそうなも のだが、遭遇したという人 はいな
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い。これはどういうことだ ろう？

誰も遭遇しないな ら「シカゴにピアノ調律 師など存

そ

ご

在しない」の ではないか？ そうなの か？ どうなのか？
ここでシカゴでピアノ調 律師に遭遇しなかった理由 を幾つも論じることは出 来る。た

だこ こで注意 すべきは 、
「フェ ルミ推定」 と「推定の 結果と現実 の齟齬の解 釈」は異な
る命題であるというこ とだ。

フェルミ 推定そのものはピアノ調 律師の存在を論じていない 。ピアノ調律師の存在を
前提として、その数 を推定するに過ぎない。

現実に ピアノの調律師という職業 は存在し、シカゴにも何人 かはいるわけだから、存
在するはずのピア ノ調律師と遭遇しなかった 理由を考えることは出来る 。

それ はピアノ調律師の側の問題 かもしれないし、ワールド コン参加者の側の問題か も
知れない。

た とえばシカゴのピアノ調律 師はみんな日本人を恐れて いて、その姿を見かけたら 隠
れてしまったと したら遭遇は出来ないし、 ワールドコン参加者が大 都市シカゴで行き交
う人々の職業を瞬時で見抜 く能力を持っているわけで はないので、ピアノ調律師 と出会

っても主観的 には遭遇していないことに なる。
ただ前者のピアノ調律師 の意図に関しては、幾ら議 論しても当事者ではないの だから
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結論など出るはずがない。 議論して意味のある結論が 出せるのは、後者、つま りワール
ドコン参加者 の能力なり状況について の議論だけだ。

ここ でフェル ミのパラド ックスに話 をもどすと 、
「宇 宙人が存在 するのであ れば、な
ぜ地球にやって来ない のか？」と言う命題の問題 点が見えてくる。問題点は 二つある。

シカゴの ピアノ調律師の場合 、
少なくともピア ノ調律師は存在する事はわ かっている 。
な にが し
その前提でならフェ ルミ推定も 某 かの意味を 持とう。

しかし 、フェルミ推定は対象物の 存在の可否を判定するもの ではない。すでに述べた
ようにそこで言え るのは存在の期待値でしか ない。それは「存在するの かしないのか」

とは 別の命題だ。
だがいわゆるフ ェルミのパラドックと呼ば れる物の一番の問題点。そ れは必要条件・

十 分条件の混乱だ。
「地球に宇宙人 がやってきた」ならば「宇 宙人は存在する」とはい える。また「宇宙人
など存在しない」ならば「 地球に宇宙人はやってこな い」も妥当な結論と言えよ う。

しかし 、
「地球に宇宙人が 来ていない」は「宇宙人は 存在しない」を意味しな い。
そして混乱はここから生 じる。命題はなぜか「宇宙 人が存在する」なら「なぜ 地球に
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来ないのか」へと変質して しまう。

これに関し ては、物理的に遠すぎるか ら、金がかかりすぎる、電 波通信の方が効率が
良いから、宇宙を旅する というモチベーションがな い、地球人が怖いからな ど、種々雑

多な仮説が 存在している。
が、それらは共通の欠 点をもっている。何かと言 えば「地球人が宇宙人の 意図を議論

しても結 論は出ない」と言う事実で ある。しかもそれが「宇宙 人の存在の可否」と不可
ふ くそ う
分の関係にあるため 、議論はなおさら輻輳して しまう。

いわゆ るフェルミのパラドックが 途中にフェルミ推定を挟ん だとしても 、
最終的に「宇
宙人の意図」の議 論に終始する限り、人類が 幾ら議論してもまともな結 論は出ない。ま
して 存在の可否をそこから証明 することは不可能だ。

そ れではフェルミのパラドッ クスに関して正しい命題と は何であろうか。それは実 に
単純な話だ 。
「なぜ地球に来 ない」という意図の詮索部 分は捨て去ること。
そして人類が議論して明確 な結論が出る形に修正する 。具体的にはこうなるだろ う、

「宇宙人が存 在するとして、地球人類の 能力では、どこまでの領域 ならその存在を認識
出来るのか？」と。
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例えば今現在の地球の技術 力と既存の施設能力であ れば、地球と同程度の文明 なら半

径一〇光年の 範囲で存在が探知できる とする。
しかし、それでも人類が いまだ地球外文明の証拠を 発見できないなら、太陽 系から半

径一〇光年 以内に地球外文明は存在 しないと結論できる。
宇宙人の意図を人類が 議論したところで結論は出 ない。しかし、人類が人 類の能力を

議論する ならば、定量的な答えが得 られるだろう。宇宙人の存 在の可否については、そ
の定量的な能力を基 礎として論じることになる 。

それは 宇宙人の意図についての派 手な論議と比較すると、あ まりにも地味な議論に見
えるかもしれない 。しかし、宇宙人の存在の 本当に科学的に考察するの であれば、こう

した 地味な積み重ねを続けるし かない。
天才エンリコ・ フェルミ自身がいわゆるフ ェルミのパラドックに深入 りしなかったの

も 、それが科学的考察とは相 容れなかったためであろう 。
そう言うわけで 、インド人の金玉翁さんが 、我が家に来てくれない 理由はいまだわか
らない。わかるのは近所に そんな人がいないことだけ だ。私にできるのは、少し ずつ近

所の範囲を広 げて行くことだろう。それ がインドにまで到達した時 、事の真相は明らか
になるはずだ。憶測ではな く事実として。
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