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このメールジャーナルは今までは SABSNPO の内部向けのものでしたが、今回も、ひょっ

として、 少しでも興味を持っていただけるかも知れない方々にも配信を始めることにし

ました。 受信をしたくないと思われる方々は恐れ入りますが、その旨、下記 メールあ

て先にお知らせください。 
このメールは特に保存してくださらなくても、ジャーナルのバックナンバーとしてホームページ

（上記 URL）にありますのでいつでもごらんになれます。 

 
 

1）今日の話は昨日の続き、今日の続きはまた明日。 

1-1 球体の 最密充填構造（ Close-Packing of Sphere） 
1970 年ごろより液体クロマトグラフィに関連してカラムの評価をするための

客観的な方法を探してきました。(奥山典生 最新高速液体クロマトグラフィ

ー Vol.1 理論編 池川、南原編(広川書店)) 
外接する三つの同じ大きさの円で囲まれた領域内にあって、その三つの円に

外接する小円の半径を求める問題が、中学校での計算問題であったり、高等

学校の化学で原子の最密充填構造の話が出てきたりするので、球体を十分に

詰め合わせる数学的取り扱いというのは簡単な話だと思っていましたが、大

学の数学の先生たちに聞きまわった挙句、実は Kepler Conjecture という 17
世紀以来の、結構難しい幾何学の話であることにだんだん気がついてきまし

た。アメリカ(Bell 研究所)の R.L.Graham 教授がその権威者の一人というこ

とですが、日本には専門家が居ないということでした。そのあたりの問い合

わせで判ったことは、Graham 研究室で、Juggling とともに勉強してきた、

Peter Frankl さんとか、NHK 高校数学講座などをやっている秋山 仁 さ

ん(東海大学)(数学流生き方の再発見(中公新書)) などがその領域の人々であ

るらしいということであったのです。  

http://www.sabsnpo.org/
http://www.sabsnpo.org/


機会があれば話を聞いてみようと思いながらその機会を得ませんでした 
1-2 そこで、計算が難しければ実測で調べてみようと考え、パチンコの玉をい

ろいろの口径の円筒に充填して、計ってみようかと考えていました。 
私の興味は最密充填したクロマトグラフィー用カラムの嵩密度が計測できれ

ばそれでよいと言う事であったのですが、出来れば、さらに Darcy-Weissbach
の式と組み合わせることによっててカラムの渋滞状態が数字で示せればと考

えていたところです。 
1-3 2000 年代にはいって、コンピュータ－の進歩ともに Algorithm 法で、 記

のような困難な問題が処理できるようになって来ました。いろいろの論文が

出始めたので、これからはアマチュアでも何とか手を付けられるのではなか

ろうかと期待をしています。 
 

YouTube - Quasistatic expansion of a cylinder containing soft spheres.mht  
 

 
 
 
 



 

２）第 19 回定例会の報告 

2-1 出席者 9 名（会員 6 名） 送付先確認メール（240 名） 
2-2 “生命は物質か？”という話題でしたが、世の中の話は、その段階はとっ

くに通り過ぎて、生命の商品化の時代に入っています。 
 
＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊ 

ヒトの値段 
１）元素(原子)レベル 
２）(有機化合物)低分子レベル 
３）高分子レベル            天然高分子―合成高分子 
                    酵素モデル、プラスチック抗体 
４）細胞(オルガネラ)レベル       鬘 
５）臓器レベル             人工臓器 代用血液 人工血液 
                    血液バンク、精子バンク 
                    (臓器売買) 
６）排泄物レベル            人工涙液人工唾液 
７）人間  生殖革命          生命の商品化 

代用人間 
（動物  愛玩動物） 

 

人間の値段 
１）生命保険 
２）（奴隷  人身売買） 
３）知的排泄物   

２－１ 著作物 
２－２ 演技 
 

食用生物  
1) 動物 
2) 植物 
 
 

＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
 
 
 
 
 



 
 2-3 生殖革命 生命の商品化 

 

 



2-4 次の資料を配布しました。 
① 和田昭允著 "生命とは？物質か！“ Ohmsha(2009) 

  
 

３) 第 20 回定例会のお知らせ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

バイオオテクノロジー標準化支援協会 第 20 回 定例会 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
日時 2010 年 05 月 28 日(金) 午後１時 30 分―４時 0 分 
   参加費：無料 
＊ （定例会は会員でも会員でなくても自由に出席して、自由に発言も出来ます。） 
＊ 次回は 6 月 25 日(金)です。 
＊ ７月、8 月は定例会はお休みです。 
＊ 9 月は部屋の予約が出来ませんので確言出来ませんが 9 月 24 日(金)の予定です。 
＊  友人同士誘い合わせてご出席ください。出席するのが面倒な方はメールでご意見をお

寄せください。 
   
場所 八雲クラブ（ニュー渋谷コーポラス 10 階-1001 号）(首都大学東京同窓会）  
   前回の出席者の方から会場の場所が分かり難いというコメントがありました。 
   簡単な見付け方は、まず、“東急ハンズ”と パルコ III   を見つけてください。ハ

ンズの 正面から見て左の辻（つまりハンズとパルコ III との間の道）を入るとハン

ズの商品の搬入口があります。 その搬入口に向かって左側がニュー渋谷コーポラ

スの入り口です。）地図はホームページ ジャーナルの 10 号に載っています。 
   住所： 渋谷区宇田川町 12-3 
   電話番号： 03-3770-2214 
 

話題 財団法人化学技術戦略推進機構 
健康・医療専門部会 

 「先端的医療機器事業への挑戦の新企画」 

 

貴志弘さんの解説 



JCII（財団法人化学技術戦略推進機構）の健康・医療専門部会 

（前身は医療機器研究会）では、RNA 発現解析の診断機器への 

可能性について、関連メーカーが協力して、国家プロジェクトを立ち上げ 

るために研究会を作って検討してきました。 

途中で JCCLS の遺伝子診断部会との協どう作業により具体案を作成しまし

た。 

この案が、NEDO にて採用されることとなりましたので、研究会加入の各社は、

応募することが 

可能となりました。 この研究会は前年度で使命を終えましたので、JCII は新

たに未病技術 

の診断研究会を去る 4 月 7 日発足させました。これらの経緯について概説いた

します。  

 



 
                

４）ホームページに e-library のリストがあります。 会員の方はその中から

希望のものをご指摘ください。 
 


