Prime cicada in Universe like Magicicada cassini
Are we alone in the universe? Review the Drake equation taking prime semi into account
Is there an extraterrestrial intelligent life that can communicate with us? Look at the possibility
of contact with extraterrestrial life with the Drake equation. The equation is a probabilistic
argument used to arrive at an estimate of the number of active, communicative extraterrestrial
civilizations in the Milky Way galaxy. The number of such civilizations N, is assumed to be equal
to the mathematical product of.

N = R* x fp x ne x fl x fi x fc x L
R∗= the average rate of star formations, in our galaxy, 10 / year
fp = the fraction of formed stars that have planets, 0.5
ne = for stars that have planets, the average number of planets that can potentially support life 2
fl = the fraction of those planets that actually develop life,
fi = the fraction of planets bearing life on which intelligent, civilized life, has developed,
fc = the fraction of these civilizations that have developed communications, i.e., technologies
that release detectable signs into space, and
L = the length of time over which such civilizations release detectable signals, for a combined
expression of:
As many skeptics have pointed out, the Drake equation can give a very wide range of values,
depending on the assumptions, and the values used in portions of the Drake equation are not
well-established.
In particular, the result can be N 1, meaning we are likely alone in the galaxy, or N 1,
implying there are many civilizations we might contact. One of the few points of wide agreement
is that the presence of humanity implies a probability of intelligence arising of greater than zero.
As an example of a low estimate, combining NASA's star formation rates, the rare Earth
hypothesis value of fp · ne · fl = 10−5, Mayr's view on intelligence arising, Drake's view of
communication, and Shermer's estimate of lifetime:
R∗ = 1.5–3 yr−1, fp · ne · fl = 10−5, fi = 10−9, fc = 0.2, and L = 304 years.
gives:

N = 1.5 × 10−5 × 10−9 × 0.2 × 304 = 9.1 × 10−11
i.e., suggesting that we are probably alone in this galaxy, and possibly the observable universe.
On the other hand, with larger values for each of the parameters above, values of N can be
derived that are greater than 1. The following higher values that have been proposed for each of
the parameters:
R∗ = 1.5–3 yr−1, fp = 1, ne = 0.2, fl = 0.13, fi = 1, fc = 0.2 , and L = 109 years
Use of these parameters gives:

N = 3 × 1 × 0.2 × 0.13 × 1 × 0.2 × 109 = 156,000,000

Monte Carlo simulations of estimates of the Drake equation factors based on a stellar and
planetary model of the Milky Way have resulted in the number of civilizations varying by a factor
of 100.

Has intelligent life ever existed?
The Drake equation can be modified to determine just how unlikely intelligent life must be, to
give the result that Earth has the only intelligent life that has ever arisen, either in our galaxy or
the universe as a whole. This simplifies the calculation by removing the lifetime and
communication constraints. Since star and planets counts are known, this leaves the only
unknown as the odds that a habitable planet ever develops intelligent life. For Earth to have the
only civilization that has ever occurred in the universe, then the odds of any habitable planet
ever developing such a civilization must be less than 2.5×10−24. Similarly, for Earth to host the
only civilization in our galaxy for all time, the odds of a habitable zone planet ever hosting
intelligent life must be less than 1.7×10−11 (about 1 in 60 billion). The figure for the universe
implies that it is highly unlikely that Earth hosts the only intelligent life that has ever occurred.
The figure for our galaxy suggests that other civilizations may have occurred or will likely occur
in our galaxy.
The lifetime of intelligent, communicative civilizations is short, meaning the value of L is small.
Drake suggested that a large number of extraterrestrial civilizations would form, and he further
speculated that the lack of evidence of such civilizations may be because technological
civilizations tend to disappear rather quickly. Typical explanations include it is the nature of
intelligent life to destroy itself, it is the nature of intelligent life to destroy others, they tend to
experience a technological singularity, and others. These lines of reasoning lead to the Great
Filter hypothesis, which states that since there are no observed extraterrestrial civilizations,
despite the vast number of stars, then some step in the process must be acting as a filter to
reduce the final value. According to this view, either it is very hard for intelligent life to arise, or
the lifetime of such civilizations, or the period of time they reveal their existence, must be
relatively short.

Prime cicada in space
The period of intellectual life activities is too short, like 17-years prime cicadas.
If intellectual life arises in units of 65 million years, of which intelligence matures in
prime years such as 65, 537, the opportunity fc to contact each other is fc = 0.001
R* = 10/年、 ne · fl = 2, fi = 10−2, fc = 0.001, L = 10とすると、
N = 10 × 2 × 10-2 × 10-3 × 10 = 2 × 10−3

The time from the occurrence of the human race to the annihilation is shorter than the
time of the universe, and the time for intellectual work such as communication is too
short.

宇宙素数セミ
我々と通信することができる地球外の知的生命は存在するのか？地球外生命との接触の可能性を、ドレ
イク方程式 Drake’s equationで考える。ドレイク方程式は銀河系内の活動的でコミュニケートな地球外文
明の数の推定値に到達する確率論的な議論で、文明Nの数はそれぞれの確率の積と等しいと仮定する。
N = R* x fp x ne x fl x fi x fc x L
N = 私たちの銀河のコミュニケーション可能な文明数 (現在の過去の光円錐上にある文明)
R* =銀河における星形成の平均速度： 10/年
fp =惑星を持つ星の比率： 0.5
ne =惑星を持つ星1個あたりの生命を潜在的に支えることができる惑星の平均数： 2
fl =実際にある時点で生命を成長させる生命を支えることができる惑星の比率： 1 (100%)
fi =知的生命(文明)を発展させるために実際に生きる生命を持つ惑星の比率： 0.01 (1%)
fc =宇宙への存在の検出可能な兆候を解放する技術を開発する文明の比率： 0.01 (1%)
L =そのような文明が検出可能な信号を宇宙に放出する時間の長さ： 10年
NASAの星形成率とレアアース仮説仮説値 fp・ ne・ fl = 10−5、知性に関するメイラー視点、コミュニケー
ションについてのドレイク視点、シャーマーの寿命見積もりを組み合わせた低い推定値の例として、
R* = 1.5/年、 ne · fl = 10−5, fi = 10−9, fc = 0.2, L = 304 とすると、
N = 1.5 × 10−5× 10-9 × 0.2 × 304 = 9.1 × 10−11
すなわち、我々がおそらくこの銀河、そしておそらく観測可能な宇宙では孤独であることを示唆してい
る。
一方、上記の各パラメータの値が大きいほど、1より大きいNの値を導き出すことができる。
各パラメータについて提案されている次の高い値：
R* = 3 / 年、 fp = 1、 ne = 0.2 · fl = 0.13、 fi = 1、 fc = 0.2、L = 109 年

とすると、

N = 3 ×1 × 0.2× 0.13 × 1 × 0.2 × 109 = 156,000,000
天の川銀河の恒星数(1000億個)と惑星のモデルに基づくドレイク方程式の推定値のモンテカルロシミュ
レーションでは、文明の数が100倍変化する。
ドレイク方程式は、地球が宇宙全体で宇宙全体の銀河や宇宙の中で今までに生まれた唯一の知的な生命
を持っているという結果を与えるために、知的生命がいかにありそうにないかを決定するために変更す
ることができる。生命と通信の項の制約を除くと計算が簡単になる。地球が今までに宇宙で起こった唯
一の文明を持つためには、そのような文明を開発したハビタブルな惑星の確率は、2.5×10−24未満でなけ
ればならない。同様に、地球が常に私たちの銀河で唯一の文明を持つと主張するためには、知的な生活
を営んでいるハビタブルゾーン惑星の確率が1.7×10−11 (600億分の1)以下でなければならない。宇宙生命

は、地球がこれまでに起こった唯一の知生命を主張することは非常にあり得ないことを意味する。つま
り、私たちの銀河の姿は、他の文明が存在するか、起こっている可能性があることを示唆している。
SETI討論において悲観論者の主張は、理論や予想からではなく、実際の観測から生まれたものであろう。
何千万年もの間続く文明は、私たち自身の種類の技術で予見可能な低速でさえ、銀河のどこにでも移動
することができる。さらに、私たちの銀河でも、2兆個の銀河の観測可能な宇宙でも、他の場所での知性
の確認された兆候はそのように認識されていない。この考え方によれば、利用可能なすべての領域を埋
める傾向は生き物の普遍的な特性であるように見えるので、地球はすでに植民地化されているか、少な
くとも訪問されていたはずだが、これが存在するという証拠は見当たらない。
この接触の欠如を説明するために多数の説明が提案されている。 2015年に出版された本はの異なる説明
を詳述した。ドレーク方程式の観点から、説明は3つのクラスに分けることができる。
①インテリジェントな文明はほとんど発生しない。これは最初のいくつかの項の少なくとも1つ、R*・
fp・ne・fl・fi が低い値であるという議論である。最も一般的な容疑者は、fi だが、レアアース仮説仮説の
ような説明は、neは小規模であると主張する。
②インテリジェントな文明は存在するが、fcが小さいという意味の証拠はない。典型的な議論には、文明
があまりにも離れていること、銀河全体に拡張するには高価すぎること、文明は短期間だけ信号を伝え
ること、通信することは危険であることなどである。
③知的でコミュニケーションができる文明の寿命は短く、Lの値が小さいことを意味する。ドレイクは、
多くの地球外文明が形成されることを示唆し、彼は、そのような文明の証拠の欠如は、技術文明がむし
ろ急速に消滅する傾向があるためであるとさらに推測した。典型的な説明には、それ自体を破壊する知
的生命の性質、他者を破壊する知的生命の性質、技術的特異性を経験する傾向があることなどが含まれ
る。
これらの推論は、膨大な数の星にもかかわらず、地球外文明が観察されないため、プロセスのいくつかの
ステップが最終値を減らすためのフィルタとして機能しているに違いない、つまりGreat Filter仮説につな
がる。この見解によれば、インテリジェントな生命が生まれるのは非常に困難であり、そうした文明の
長さと存在を明らかにする時間は比較的短くなければならない。(Drake equation, wikupedia English)
知的生命活動ができるの期間は、17年セミのようにあまりにも短い。知的生命が6,500万年単位で生じ、
そのうち65,537年などの素数年で知能の成熟が現われるとするとお互いが接触する機会 fc は、 fc = 0.001
R* = 10/年、 ne · fl = 2, fi = 10−2, fc = 0.001, L = 10とすると、
N = 10 × 2 × 10-2 × 10-3 × 10 = 2 × 10−3
人類の発生から消滅までの時間が、宇宙の時間に比べ短く、さらに通信など知的作業ができる時間があ
まりにも短いからだ。

