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Abstract: 

Specialization is indispensable for a development of science, but at the same time, highly segmentalized structure 

of science prevents non-experts to getting interested in science. Conveying fun of science to general people is 

therefore important in sound development of science. In this paper, we have proposed an educational tool for 

outreach activities of one of emerging research field called “DNA nanotechnology”, and examined its effectiveness 

by conducting experimental classes at junior high school. The results of quiz and questionnaire conducted in the 

class shows that proposed tool is effective to improve the level of “subjective understanding” of DNA 

nanotechnology. 
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糸魚川ジオパーク認知度アンケートの結果を活用した
普及活動の提案
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QuestionnairesurveyontheltoigawaGlobalGeoparkandits
applicationstooutreachactivities

HarukaOHKOUCHI,AtsushiMATSUOKA

NiigataUniversity,Niigata950-2181,Japan

Abstract:TheltoigawaGlobalGeoparkwasestablishedin2009.Questionnairesurvev

onthegeoparkhasbeencarriedoutataclassroominNiigataUniversitysince2009.

Resultsofthequestionnairerevealedthatabout80%studentsbelongingtoeight

facultiesdonotrecognizetheexistenceoftheltoigawaGlobalGeoparkinspiteof

continuouseffortsofthepeopleconcerned.Thequestionnaireincludesaquestion

toaskwordsandphrasesassociatedwithltoigawa・Thewordsandphrasesaregrouped

geology'',intothreecategories:"geology","impression"and"misunderstanding.''

Applicationsof"misunderstanding"phrasestooutreachactivitiesareproposed.

Keywords:ItoigawaGlobalGeopark,questionnaire,image,outreachactivities

1．はじめに

2013年10月時点で、日本国内には33のジオパークがある（図1）。そのうち洞爺湖有

珠山、糸魚川、山陰海岸、隠岐、室戸、島原半島の6つは世界ジオパークでもある。糸魚

川ジオパークは、2009年8月に日本初の世界ジオパークに認定された。糸魚川市は、24

あるジオサイトを活用し、フォッサマグナミュージアムを拠点施設に位置づけて、積極的

な普及活動を展開している。このように、ジオパークの活動は全国的に広まってきている

が、一般の人にどれほど認知されているのだろうか。筆者らは、糸魚川ジオパークの認知

度を調べるために、2009年度から大学生を対象にアンケート調査を行っている[1]・本報告

ではその結果をもとに、「糸魚川」という言葉から連想される語句について整理した。また、

それらの語句の出現数と関連性を図示することを試みた。さらに、アンケートの結果をど

のように活用しうるのかについて検討した。ここでは、普及活動への利用方法について事

例をあげながら提案する。

／

▲
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2糸魚川ジオパーク認知度アンケート

新潟大学で開講している教養教育科目「地学概論B」の受講者を対象に、「糸魚川ジオパ

ークを知っていますか？」というアンケートを、2009年度から継続して行っている。アン

ケートは講義の1回目に実施され、その時期は毎年10月初旬である。この科目の受講者約

200人は、1年生が主体で、全国各地から集まった文系理系あわせた8学部の学生から構

成されている。
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図2に2009年度から2012年度までのアンケート結果を示す。棒グラフの中の数字は人

数である。アンケートの結果、糸魚川ジオパークについて、全く知らないという人が約8

～9割を占め、認知度はまだまだ低いといえる[2}。この傾向には4年間を通じて大きな変

化はない。2011年度は、知っている人が約15％と前後の年度に比べて多くなっている。こ

の年度には、2011年7月9日(士）～8月31日(水)に新潟大学駅南キャンパス「ときめい

と」において企画展「糸魚川ジオパークの化石展」が開催され、学内で広報活動が行われ

た。

3．「糸魚川｣という言葉から連想される語句

アンケートでは、ジオパークの認知度と合わせて、「糸魚川と聞いて思いつくことがあれ

ば記入してください」という質問も行っている。その結果、糸魚川から連想されるいろい

ろな語句が浮かびあがった（図3)。想起される語句としては「フオッサマグナ」がもっと

も多く、「ヒスイ｣、「糸魚川一静岡構造線」が続く。糸魚川を河川名だとする記述が5位に

入っている。後述するように、糸魚川という河川は実在しない。
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糸魚川から想起される語句を、分布図として表現した（図4)。アンケートでの回答数が

多かった語句を大きな文字で、回答数が少なかった語句は小さな文字で表している。また、

意味や内容にかかわりをもつ語句を近くに配置し、それらの関連性がとらえやすいように
工夫した。

糸魚川から想起される語句は、3つのイメージ群に分類することができる（図5)。（1）

地学系、（2）印象系、（3）誤解系の3つである。それぞれの特徴を以下に述べる。

（1）地学系：「フォッサマグナ」「ヒスイ」「糸魚川一静岡構造線」「化石」のような、地

学に関連した用語。糸魚川ジオパークの地学的要素の特徴に直接かかわるイメージであ
る。

（2）印象系：「お米がおいしい」「自然が豊か」「新潟市から遠い」といった糸魚川の印象

を表すもの。糸魚川出身者との関わりから生まれたイメージ（｢親切だった」「高校の先

生が糸魚川の出身だった」など）や、実際に糸魚川を訪れた体験の記述（｢小さい頃に

行ったことがある」「スキーに行った」など）もある。また、「フオッサマグナミュージ

アムに行ったことがある」「フオッサマグナミュージアムを知っている」という記述も

多かった。これらは、地学系と印象系の両方の要素を含んでいる。

（3）誤解系：「糸魚川という川がある」「ほくほく線が通っている」「恐竜がでる」など、

間違った認識、他地域との混同、根拠のない推測によるもの。糸魚川には主要な河川と

して、姫川、早川、青海川などがあるが、糸魚川という川は実在しない。ほくほく線は、

越後湯沢と上越市犀潟を結ぶ北越急行の愛称であるが、糸魚川までは延びていない。恐

竜化石については、現在までのところ、糸魚川からの産出報告はない。ジオパーク関係

者には、思いつかない「想定外」の語句・文章が飛び出すのが、誤解系の特徴といえる。

4．イメージの起源

アンケート回答者の糸魚川に関するイメージは、いったい何を起源としているのだろう

か。アンケート回答者のほとんどが大学1年生であるということも考慮して、イメージの

起源について考察する。

地学系としたものは、地学的な観点からの糸魚川のイメージである。これらは、糸魚川

を広報する冊子、チラシ、ウェブページなどに紹介されている。「フオッサマグナ」「ヒス

イ」「糸魚川一静岡構造線」は、いずれも上記のメディアで大きく取り上げられている用語

である。「フォッサマグナ」という一見風変わりな響きをもつ用語が突出して多く出現する

要因は何だろうか。「フオッサマグナ」は、高等学校の地理で学習する内容となっている。

確かにコメントのなかには、地理で習ったという記述がある。地学系は、ジオパークの広

報メデイアのほかに、学校教育からの影響が大きいと考えられる。

印象系は、「行ったことがある、見たことがある、会ったことがある」という記述からわ

かるように、過去の経験によっている。アンケート回答者に大学1年生が多いことから、

そのような経験を与えているのは、大学入学以前の家庭での活動を通してであると推測さ

れる。地学系が学校教育の影響が大きいのに対して、印象系は家庭教育からの影響が大き
いと考えられる。

ケー

―101―

shimizu
長方形



誤解系は、その起源がはっきりしない。おそらく、アンケート回答者本人の誤った理解
や思い違いに由来すると考えられる。誤りの程度や質は、語句によりさまざまである。ア

ンケートの対象者は、全国各地から集まった若者たちであり、今まで糸魚川と関わりのな

かった人も多いと予想される。糸魚川あるいは糸魚川ジオパークが身近ではない人の素朴
なイメージを含んでいるといえる。

5・アンケートの結果をどのように普及活動につなげていくのか？－誤解系こそヒントの宝庫

従来の普及活動では、地学系や印象系の語句を用いてジオパークは紹介されてきた。こ

こでは、誤解系に注目する。地学系と印象系が、外から与えられた知識や経験がもとにな

っていることに対して、誤解系はアンケート回答者本人の内発的な創造に起源をもつとい

える。すなわち、ある種の創造活動の産物という見方ができる。そこには斬新な切り口を

含むものがある。この「誤解」を積極的に普及活動に活用する方法を考えてみる。

（1）事例1「糸魚川という川がある」という誤解

「糸魚川という川がある」という表記は、誤解系の中でもっとも多く出現する。その理

由は、川の名称と同名の自治体がいくつもあるという事実からの自然な類推がもとになっ
ているからであろう。

誤解系の語句・文章は間違ったものなので、故意に使われることはなかったと考えられ

る。にもかかわらず、一般の人の自然な類推から生まれるため、力強い定着力をもつ。ま

た、意外性も誤解系の特徴である。これらはキヤッチコピーに適した特性であるといえる。
この特性を生かしたキャッチコヒ．－の一例を示す。

｢糸魚川は川じやない！？糸魚川はジオパークです！」

（2）事例2「糸魚川産の恐竜がある」という誤解

現在のところ、糸魚川からは恐竜化石は発見されておらず、「恐竜がある」というのは誤

解である。糸魚川ジオパークは地質のデパートといわれるように、さまざまな年代の地層
があり、各種の化石が産出する。アンモナイトや三葉虫などの化石も産出していることか

ら、恐竜も見つかっているはずだと発想するのは自然である。

糸魚川には、来馬層群や手取層群のような中生代の地層が分布しており、将来的には恐

竜化石がみつかる可能性がある。長野県に分布する来馬層群からは、恐竜の足跡化石が発

見されている[3][4]。手取層群は、福井県、石川県、岐阜県、富山県、新潟県に分布するが、

これまでに新潟県以外のすべての県から恐竜化石が発見されている。

恐竜化石が将来発見されれば、「糸魚川産の恐竜がある」は誤解系ではなく地学系となる。

未発見のものを見つけようというのは、わかりやすい目標である。誤解系を参考に目標を
端的に示す標語をつくることができる。標語の一例を示す。

｢糸魚川から恐竜を！」

ろ
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6．おわりに

大学の授業で行っている糸魚川ジオパーク認知度アンケートは、毎年同じ時期に似たよ

うな年齢構成の受講者を対象に実施していることから、“定点観測”としての意義がある。

ジオパークの認知度の推移に注視しつつ、今後も継続して実施していきたい。糸魚川から

想起される語句についての考察から、学校教育の重要性が浮かびあがった。2010年度から

中学の教科書で、ジオパークが取り上げられるようになった。この教科書を使った世代が

2015年度には大学に入学してくる。ジオパーク認知度ならびに語句の分布図にどのような

変化があるのかに注目したい。

謝辞：フォッサマグナミュージアム（糸魚川市教育委員会）の竹之内耕博士と新潟大学教
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講座医用画像処理の発展史

その2-CTの登場と3次元デジタル画像への挑戦のはじまり
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ofresearches

概要医用画像処理を語る上で今や計算機断層撮影、いわゆるCTは欠かせない話題であ

る。そこで、本論文では、筆者らが胸部X線写真に続いて手掛けたCT画像の画像処理に

関する研究の記憶と今参照できる資料を基に､CTの登場と共にCADの対象が2次元から3

次元へと移り変わる時代を振り返ってみることにする。

lまえがき

本稿は筆者が先に発表した［烏脇11,12a,b,13a]を形の科学会誌向けに書き直したもの

の第2編である。第1編でも述べたように上記4点は歴史的発展を具体的原資料に準拠し

つつできるだけ正確に記録しようとしたため、そして情報工学分野の技術者を想定して書

いたため、そこから離れた分野の読者にはいささか読みづらいと言うコメントを頂いてい

た。そこで、本論文では資料類は前稿4編を適宜参照するに止め、主に出来事の流れを簡

単に述べることにする。時代区分で云えば本論文は前論文の［烏脇12a]に対応する。すな

わち、いわゆるCT(具体的には次の2章で説明する）が登場した時期である。

講座 形の科学会誌　第29巻　第2号 (2014)
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2 C T のあら まし

本論文の主要な話題であるCTのあらましをごく簡単に紹介しておこう。CTと言う言

葉はcomputedtomographyの略で医用画像関連分野と言うよりは医学の全分野において

常用されている。邦訳では計算機断層撮影法であるがCTの方がよく使われるくらいにな

っている。以下本論文でもCTを用いる。まず図1は通常のX線撮影（本論文では以下従

来方式と呼ぶ）の例で、人体に背中側（図のS)からx線を照射して腹側においたフイル

ム（図のF)で人体を透過してくるx線を受け、このフイルム面上に強度分布を記録する。

すなわち2次元の濃淡画像を得る。これが学童検診や職場の健康診断でお馴染みのx線写

真である（厳密に言えば直接撮影胸部x線正面像と呼んでいる)。

一一や
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一

一一一一一
一

一一
一

一
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図Z従表型のX線享真の振影の綴念図(図ば亦薙一郎餡古屋大学医学甑ノによるノ

これに対してCTでは直線状に並べたX線発生装置で人体にX線を照射し、反対側におい

た線状のセンサ配列で人体を透過してくるx線を受ける。いわばスリット光を照射すると

思えば良い。これをx線発生装置とセンサを同期して両者を含む平面上で回転して方向を

変えて照射する（実際には1度間隔で180回くらい)。この結果照射した回数分の直線状

の濃淡分布が得られる。この分野ではそれを“投影(projections)"と呼んでいる。これか

ら複雑な計算を経て、X線発生装置列とセンサ列の2本の直線で定まる平面(図の灰色の面）

上の濃淡画像が求められる。すなわち、これが図2の灰色を施した断面に対応する画像で

ある。この処理を“投影からの断面再構成(reconstructionfromprOjections)"と呼ぶ。
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図2"，振影の鰯念図左は撮影次態の擬念理ﾒZ央ば左を真皇とから見た理振影位置を

績次fずらせばﾉ(鉱の全承豫が熊れろ佑図ノ。図の佑彦fは亦潅一郎倦苛屋大学医学部ソ

による。

この方法の理論的根拠は、2変数関数のある方向の直線に沿っての線積分を多数知れば、

それから元の2変数関数を知ることができる、と言う断面定理と呼ばれる重要な定理にあ

る。しかし、これに関連する数理の詳細を説明することは本講座の目標からはやや外れる

ので省略する。もちろん、実際の診療においては、目的に応じて、あるいは診断対象に応

じてこれらの配置には様々の変形が用いられている。それらの詳細も関連專門書に譲る［石

田12a､b]･

筆者が直観的に分かりやすいと思う説明は､断面の画像の各画素の濃淡値を未知数とし

て、計測された投影を拘束条件として与えて、一種の連立方程式を数値的に解くと言う見

方ではないかと思う。ただし、この時の未知数は断面と言う2次元画像の画素の数だけあ

り、時に500×500個にもなるから実行上は色々の工夫がいる。この解法は断面再構成の代

数的反復法と呼ばれ、膨大な数の論文が発表されているが、詳細は本文では省く。

このようにCTは原理的にも装置化の点からもそれ以前の（いわば従来型の)X線撮影と

は全く異なるものであり、当然そこから得られる画像も従来には無かったものであった。

文献［烏脇12a]にはCT撮影装置を最初に販売した英国EMI社のパンフレットの写真を

載せた。そこには撮影の状態や最初のCT像も載せた。

CT装置が日本に入ってきたのは1975年、東京女子医大に入ったのが最初であるが、初

の国産機は1975年藤田保健衛生大学に入ったものである[CT装置02](図3)。その後、

それは急速に診療に取り入れられ、今や日常の診療から医学研究に至るまで不可欠のツー

ルになっている［石田12,b]･当初はEMI社（英）の一手販売であったが、間もなくアメ

リカを始めいくつかのメーカーが販売し始め、数社の国内メーカーも続いた。

以後医療機器関連のメーカーの参入が相次ぎ、性能改善にしのぎを削る事となった［＊エ

ピソード1，2，3］
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図3国産CZ7裳置によるごく勿靭のCT像の〃画豫はCT裳萱の犀花にいち早く成

功した日立翼"Zｸ裳置による頭蔀CT像の鉦撮影のβ"はZ9m製となっている。図ば

山衣真司さん（当時(銑ﾉ日立翼"ミ髪に』Z哀大学鐵授ノに鋸傑頂いた。

2CT画像処理の研究の開始

CT画像がいつ頃から筆者らの研究対象として登場したかは明らかでないが、［烏脇12a]

に書いたように筆者の研究室からの学会年次大会の口頭発表の標題にCT画像(CT像）と

言う言葉が最初に現れるのは1978年からである。具体的な演題は[烏脇12a]にゆずるが、

ここでは頭部CT画像を扱っていた。これは単にそれしか利用できる画像が手元になかった

からであろう。

ところで筆者がCT画像の実例に始めて触れたのは1978年であったと思われる。これは

上記の通り筆者の学会発表の記録でCT画像を扱ったものが始めて現れるのがこの年であ

ることからの推測である。もちろん、これらに該当する論文は実際に見ることができる。

具体的には［烏脇12a]に詳しく書いておいた。ただ当時のCT像がどこからどう言う経緯

で筆者の手元に来たかは今となってはよく分からない。

具体的に1978年の論文では同一被験者の8枚の頭部CT像、次の1979年の論文では頭

部CT像96枚に対して、頭骨、脳室、病巣（腫瘍、血腫）の自動抽出の実験を行なった。

ここで使った画像処理の手順は、しきい値処理による2値化、連結成分の特徴抽出、分類

と言う今見ればごく初等的、常識的なものである。

これらの研究が臨床応用として何を意図していたかに関しては、当時の講演原稿によれ

ば、将来の大量画像情報の時代に向けて定量計測の可能性を検討しておく事となっている。

実際最近では撮影装置の進歩と普及によって医師が見るべき画像が途方もなく増えている

ことが大きな問題になっていることは事実である。しかし、恐らく筆者にとって当時興味

があったのは、そもそもCT画像はどのようなデジタル信号なのか、そこからどのような情

報を取り出せそうか、に関するある種の“勘”を持ちたいということであったと記憶する。
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それでは医学者や臨床系の医師らは何を期待していただろうか。CT画像はそれより前に

は誰も見たことのない種類の画像だったからそれが臨床にどう役立つか、あるいはどう役

立て得るかと言うこと自体が問題であって、CTに基づくGcX線診断学”に相当するものを

これから作り上げていかなくてはならない状況にあったのである。ここでとりわけ筆者が

興味を持ったのはCT画像のもつ“三次元陸'であった。すなわち人体の体軸に垂直な断面

を多数作ることができれば、ある視点から見たときの奥行き方向に存在する複数の対象物

の像が影絵のように重なった像が生じてこの重なりの解釈に悩まされることは無さそうに

思われたことである。

この時期､すなわち筆者の研究室でCT像を研究対象として始めて取り上げた頃の研究発

表については［烏脇12a]参照。現在現物が手元に無いので直接に確認はできていないが、

用いたCT像はおそらく東芝製CT装置で撮ったスライス間隔10mm、スライス厚10mm

の頭部CT像10数スライスであり、取りあえず行ったことは、そこから頭蓋骨、脳腫瘍、

脳室の3種類の部位を自動抽出して簡易3次元表示し、さらに、手入力領域と比較して

両者の一致度評価をしたものだったと記憶する。その結果を記憶している範囲であげてお

けばおおよそ次のようであったと思う。

i)成分図形（と言っても頭蓋骨､脳腫瘍（あるいは脳出血の血腫)、脳室程度であったが)、

は単純なしきい値処理でかなりよく抽出できた。それは元々の画像が少なくともそれらを

視認出来る程度には描出されていたことによる。実例を［烏脇12a]に示した。濃淡値のヒ

ストグラムは明瞭な三～四つの山に分かれる。それらは頭骨、血腫、および、主な組織の

白質、灰白質にほぼ対応する。（＊用語説明)。しかし、一致度はラインプリンタと呼ばれ

た当時多用されていた紙に出力された図の上に医師が手耆きで記入した“正解”と比較す

る程度しか出来ず、その精度には限界があった。そもそもこれらの組織を区別して観察で

きるような画像がそれまでなかったと言う状況を考えれば極めて当然である。

n)腫瘍や血腫の領域の抽出は症例に限りがあり、従来の集団検診のような大量の症例に

基づく統計的処理はできなかった｡そもそも利用できるCT画像そのものが専門医でも限り

があった。従ってコンピュータ処理の結果の詳しい評価は実質的に殆ど不可能であった。

Ⅲ）紙に出力された処理結果に基づいて印刷された2次元画像から3次元的状態を評価す

［＊用語説明脳室、白質、灰白質］脳の内部の部位の解剖学上の名称。脳室は脳の内部

の空洞で脳脊髄液がつくられる部位。ヒトでは互いに連結する4個に分かれる。また、大

まかに言えば主に神経細胞の細胞体が存在する部位を灰白質（かいはくしつ)、神経繊維ば

かりからなる部位を白質（はくしつ）と言う。脳は頭骨（頭蓋骨）で囲まれ、灰白質など

はさらにその周辺の組織に囲まれているから従来方式のX線写真ではこれらの部位をX線

像の上で区別してはっきり認める事はできない。断面を記録できるCTによって始めて認

められる。さらに脳腫瘍や脳内出血の状態もCTによって断面をみて始めて観察できるよ

うになった。
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ることは所詮無理であった。少なくとも紙面に現れた断面とその上下の断面の図形間の関

係を見ることは著しく困難であった。

ところで、筆者がCTに最初に出会ったのは、確かな記録はないが、恐らく下記の論文

［烏脇75］を発表した国際会議の席上ではなかったかと思う。この会議はclosedの日米二

国間の会議で、それほど大きなものではなく、論文集も無い［＊エピソード4]・

続いて［長谷川78］では同一被験者の8枚の頭部CT像、［加藤79]では頭部CT像96

枚に対して、頭骨、脳室、病巣（腫瘍血腫）（＊用語説明次ページ脚注参照）の自動抽

出の実験を行ったようである。画像処理の手順はしきい値処理による2値化、連結成分の

特徴抽出、分類とその前の実験と同様である。

図1，2から知られるように、CTによって我々は人体をそれ以前とは全く異なる視点

から見られるようになった。それは確かに1800年代末のX線の発見にも相当する大革新で

あった。

4 C T の意義

CTの登場当時はともかく、今から振りかえればCT画像とその出現の意義としては次の

事柄があげられよう。

（1）3次元画豫の出現対象物を含む3次元（部分）空間をデジタル画像として記録する

事ができるようになった。このことは、人体内部を外科的侵襄無しに見られる手段ができ

た事を意味し、医用応用においてとりわけ重要である。もちろん××カメラ（胃カメラ、

眼底写真など)、××内視鏡（気管支内視鏡、大腸内視鏡など）のように限られた対象、位

置を見る手段はそれまでにも存在した。また従来方式のx線像も投影像とはいうものの、

任意の空間位置の微小体積素分の特性を直接に記録することは出来なかった［＊エピソー

ド4]・結果的にこれは後に3次元デジタル画像という新しいデータ構造を作り出す［烏脇

02]。もちろん、実際にこのような画像が実用化されるのはCT装置が大幅に発展する90

年代以後である。しかし、それは筆者には必然の方向に思えたから（実際は勝手にそう信

じ込んでいただけかも知れないが)、迷うこと無くデジタル幾何学の3次元への拡張の研究

に進んだ。確かにこの研究課題はCT画像の登場なしにはあり得なかった。

(2)X線計測の高蕊γ2fCTに関する発明者Hounsheldの論文は、人体内部の画像化の成果

が余りに鮮やかであり、こちらが強調されがちであるが、実は微小体積素分のX線減弱係

数を極めて精度良く計測できる手法の提案である［舘野01]。それ故それに基づいて複雑な

計算を経て周知のような断面の画像を作ることが可能になったとも言える。これは是非CT

装置の発明者Hounsheldの論文を見て理解しておいて欲しいと筆者は考える［舘野01]。

(3)鰯面定理の意菱の立証と,応巧の拡大・1次元の直線的投影データの多数の組からその投

影直線を含む2次元平面（断面）上の2変数関数の値の組（断面）を求めるRadonの断面

定理はおよそ一世紀も前に電波天文学の分野で知られていたと云われる。筆者は直感的に

なかなかその原理が理解できなかったが、投影直線を含む2変数関数の各点の値を未知数
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としてこの直線に沿った投影値（これは実測できる）を拘束条件として連立方程式を解く

というのが最もわかりやすいと感じている（再構成では反復代数法(iterativearithmetic

reconstruction)とよばれているものに対応する)。もっともより高度の数学的操作になれ

ている者にとっては"2変数関数のある方向への投影の1次元フーリエ変換はもとの2変数

関数の2次元フーリエ変換の対応する方向の1次元断面に等しい”と言う関係に基づく説

明の方がより明解に見えるかも知れない。再構成ではフィルタ処理付き逆投影法(filtered

backprOjection)と呼ばれている。

X線CTの成功はイメージングにおける断面定理を基盤とする画像生成の実用的有効性を

明確に立証したかたちとなり、2次元再構成は断面定理に依存する度合いは様々であったが

磁気共鳴映像(MRI)、核医学画像（ポジトロンエミッションCT:PET)などの多くの画

像に広がる。

(4)仮憩化人歓の釜想人体の3次元画像は当該人体あるいはその一部のコンピュータ内

への再現とみなすことが出来る。それは明確な実人体の具体例に対応し、同時にデータと

言う仮想的（バーチャル）な存在でもある。ここから人体の仮想化（仮想化された人体）

とその診療への応用の考え方に至る。この後、仮想化内視鏡（バーチャル・エンドスコピ

-(virtualendoscopy)は広く普及し、筆者らはナビゲーション診断によってCADに新し

い側面を提示することが出来た［烏脇77］。

(5)デジタノz画豫処理の有勤佳の鋸示今では意外に思われるかもしれないが、CTの登場

当時は画像処理におけるデジタル処理の有用性は、数値計算やデータ処理ほどには認知さ

れてはいなかった。その理由は色々あったが、例えば次のようなものであった。

①従来の紙メディアに記録された画像は簡単にはコンピュータに入れられなかった。今で

言う扱いやすい安価なスキャナの類いはまだ無かった。また扱いやすいディスプレイもな

かった。画素単位で濃淡画像が出せるビットマップディスプレイは出たばかりで、著しく

使いにくかった｡

②デジタル画像の記憶には大量のメモリーを要し、当時の超大型コンピュータが必要であ

った。それは大学ごとに一台しかない計算機センターのようなところでしか扱えなかった。

③画像処理のアルゴリズムが幼稚で、大抵の処理は受け入れ難い時間を要した。当時デジ

タル画像処理で意義を認められていたのは衛星画像と核物理における泡箱写真の処理くら

いであった。そこにCTが出現した。明らかにそれはコンピュータ処理を介して始めて実現

されるものであり、しかもそれまでの放射線診断学を一変させてしまうような潜在的可能

性を秘めていた｡衛星画像とCTは確かにデジタル画像処理の意義を確立したと言ってよl/､c

最後に当時のCT像の一例を図4に、CT像の威力の一端を示す例を図5にあげておこう。
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図裂最初に筆音の〃鐙室で晨勿の頃実撰仁涜いた頭蔀CT嬢の勿匁〃の円は装置の一

郡らその索"j顕蔀の断面竿Z央左よりの白い罰分溌悩出血の趨血蕊それ"<_f言の繊の議細

棒造は画質が悪く見えなしら頭骨筋面もよく見えない緩影年はZ977年となっている。上

端に見える斜線ば恐らく薙蔑アーチフアクメと言っていた。この頃ばこの程度言の画賛の

もの"j珍しくなかった。
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図5 " T像と従表型X線嬢左は従表方式の胸郡X線の”右はC T嬢の一忽左図の

矢印の先端に見えるぼi/f/やりしたほぼ河形の影ばかな〃進行した〃かX/と,思われる。享湾

医ならともかく霊通の人には到底意味のある影は見出せなし)であろう。右図ば”じ綾擬青

の鰯蔀CT像の一〃である。左の影のある位置/銃近の一勘面を示丈この図のやや左寄り上

蔀に見える大きな厩形次の簾は誰にでも蘆ぐに月につくであろう。票真ぼやばり図3と同

じ山教冥司さんから提洪頂いた。CT~'像の威力を如美に示す"として篝舂の講演や鷺論文で

何回か河豚して′》ろものである。
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5 むすび

本論文ではCTが登場した頃の状況について書いた、医用画像技術、あるいはより大き

く人体内部の可視化に関しては、1893年のレントゲンのX線発見にも匹敵する大革新と言

える出来事である。1972年の発表以来その普及は目覚ましく、今や診療には不可欠の装置

となった。その間唯一の問題としてX線を使うことからX線被爆の増加の怖れが指摘され

ていた。従来方式の撮影と比べれば確かに被曝量は多かったが、現在では通常の診断に使

われる程度なら問題はないとされている［＊エピソード8]。

ここに至って筆者とその研究室における研究テーマも再検討を迫られることになった。

そもそも筆者らのCADも研究は､医学的には確立されたX線診断学を前提としてそれに基

づいて医師のみによる診断の欠陥と限界を補い、一層有効、かつ、強力にしようとしたと

ころから出発している。CTと言う全く新しい人体内部の可視化の装置が現れるに及んでこ

の前提が全く無意味になったのである。同時にこの新たな種類の画像に対して対処できる

新しい方法論、ソフトウェア、それらを実際に使えるツールの必要性を実感していた。そ

こで具体的に次の二つの方向に研究を向けた。

(1)3次元デジタル図形を扱うための3次元デジタル幾何学

(2)コンピュータフラフイックスを利用したCTを対象とする3次元形状の可視化の方法

この頃（1980年代）はコンピュータ・グラフィックス(CG)、バーチャル・リアリティ(VR)

などの映像処理に関する新しい分野が登場し、急速に発展して筆者の研究室も一気に賑や

かになった。これらの具体的内容については本講座の次回以後で順次述べる。

謝辞本論文は中京大学工学部テクニカルレポート［烏脇11］に基づく。同レポートの使

用を許可頂いた同テクニカルレポート委員会に深謝する。また本文執筆にご支援を頂いた

中京大学長谷川純一教授、名古屋大学林雄一郎准教授に深謝する。また前論文同様に詳細

な査読を頂いた編集委員に深謝する。
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［石田12b]石田隆行、桂川茂、藤田広志彦監修：実践医用画像解析ハンドブック、オー

ム社、2012
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［米長12］米長邦雄（著)：われ敗れたり一コンピュータ棋戦のすべてを語る、中央公論

新社,2012

［羽生13］羽生善治ほか著：ドキュメント電王戦、徳間書店、2013

[CT装置02]http://www.weblio.jp/content/コンピュータ
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エピソード集録

［エピソード1]CT装置は当初はEMI社（英）が一手に販売していた。国内の取り扱い

は東芝だったと思うが定かではない。［烏脇12a]には当時のパンフレットからの一部の図

を紹介した。ただこのパンフレットそのものが何時のものかはやはり不明である。そこに

は5枚の頭部断面が載せてある。具体的な断面の各画素の濃淡値(CT値（と呼ばれていた）

も出ている。CT値は人体の各位置におけるX線の減弱係数を水を1.0として表す。正確な

仕様は手元に無いが、画素の大きさは1cm程度、画素数は64×64程度｡断面（スライス

(slice)と言う）の厚さは1cm程度、スライスの間隔は数cmかと記憶する。これら（いわ

ば画像の解像度）は瞬く間に大幅に改良されていく。もっともそれ以前は頭部のこういう

断面画像は記録する手段が無かったから、専門医でも始めて目にする驚異的画像であった。

CTの歴史に関しては専門書や資料に譲る［石田12a,b]。

［＊エピソード2]発明者Hounsfieldの原著論文の邦訳を[舘野01]で読むことができる。

また断面定理を提案したRadonの論文(1917)は原著はドイツ語であるがその英訳も関連

専門書で読める。ただしこの結果は電波天文学の分野に関するものであったから、発表当

時は人体のX線撮影の領域では注目されることはなかったようである。
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［＊エピソード3］当時は日本は高度経済成長の最中にあり東京オリンピック（1964)、大

阪万博（1970）などもあった時代である、一台何億円もしたCT装置もいくつもはいった

ようである。当時経済的には苦境にあったイギリスの輸出には少なからぬ貢献をしたとき

いたことがある。

［＊エピソード4］会議の席上においてCTに関しては日米の出席者からは色々な率直な

意見が出たと記憶する。この頃はCTの将来性を積極的に評価するものとこの程度の画質で

は多くを期待できないと言う二派に分かれたように記憶する。実際、当時は像再構成の計

算時間が一枚1時間超と言うこともあったから、どちらかと言えば積極派には不利であっ

た。筆者自身は、実は恥ずかしながら前記の断面像再構成アルゴリズムが（つまりはCTの

原理が）よく分からなかったから、その将来性に関する議論など出来ようはずがない。大

きなショックを受け、世界という広い舞台の厳しさをいやと言うほど知らされた。その代

わり、画像処理アルゴリズムの表現法に関する筆者の発表の方は非常にclearな説明だと意

外に好評で、密かに少しだけは溜飲を下げた。その内容は大分後になって以下の国内学会

誌にも纒めておいた［烏脇80]。やはり、世界で勝負するにはオリジナリティが無いと駄目

であるということも痛感した。

［エヒ．ソード5］従来方式のX線像もイメージングの原理から言えば確かにX線の通過経

路に沿うX線減弱係数という3次元情報を持っていた。しかし、それを復元するための処

理を想定してそれに使えるだけの精度で測定されてはいない。CTはそれを可能にするため

に同一点(同一箇所）を多数の異なる方向からX線を通過させることでそれに耐える情報

を記録する。この点で両者は大きく違う。それはデジタルコンピュータが使えることを前

提とした方法であり、一見X線透過係数を計っている点で似ているように見えるが本質的

に違う。最近、アメリカのフイルムメーカーKodak社の破綻が報道された［朝日、烏脇12

付録］・コダック社と言えば写真フィルムでは世界的なトップ企業で、それは医用X線写

真の分野でも例外ではなかった。筆者も昔の光学カメラを使った時代にはコダック社のコ

ダクロームとかエクタクロームの商品名で知られたフィルムの鮮やかな色に感激したもの

である。いつかアメリカ、ロチェスター市を訪れたこともあるがここはまさしく同社の企

業城下町そのものであったことを思い出す｡同社のボーナスの出る日は祝日扱いであった。

デジカメの隆盛と共にその天下は終わる。成功体験が災いしたか、身軽に変わるには巨大

過ぎたか、技術の本質的な発展の方向をとらえ損なうと怖い。

［＊エピソード6］当時この“3次元性”をより積極的に評価し、注目していたのは放射線

系よりもむしろ外科系の先生方であったように記憶する。放射線系の専門家は重なり合っ

た微妙な濃淡パターンからそれらの前後関係を頭の中で判断して三次元構造を自身の頭の

中に作り上げていた。この作業は非常に高度なものでコンピュータでは殆ど不可能であり、
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経験とヒューリスティックス、あるいは“名人芸”がものを言う部分も多かった。一方、

当時のCT画像は画素が大きく(5mm以上）スライス間隔も大きかった(5cm以上も珍しく

なかった）から非常に粗い画像であり、あの程度の3次元情報なら従来方式のX線像から

容易に頭の中で再構築できると言う声はしばしば耳にしたものである（図3)。

一方、外科系の人たちは手術などで処理の対象となる人体部位の3次元的形態を頭で作り

上げると言う面倒な手続きを経なくても直接に視覚化して見せてくれることに（たとえそ

の画質は多少悪くても）より積極的な意義を見出していたと思われた。なお、当時として

は一枚の画像のデータ量は極めて大きく、また、画像は撮影した病院から磁気テープで持

ち込むより他なかったから、この画像データがうまく研究室のコンピュータに読み込まれ

るかどうかが最初に直面する難問であった。筆者は当時は名古屋大学の大型計算機センタ

ーの職員も兼任していたから、その方面に強い院生や職員が自然に周りに多数居た事が非

常に幸いした。

［＊エピソード7］ヒューリスティックスをコンピュータで扱う方法に関しては、最近のコ

ンピュータ将棋が米長元名人を破ったことが話題になった折には、コンピュータには出来

ないと言われていた“大局観”を“学習”出来るようになったと言われた。これに関して

は、筆者の1998年の著書には、当時コンピュータチェスが時の世界チャンピオンのカスパ

ロフを破って話題になったと書いた記憶がある［烏脇98]。さらに最近ではプロ棋士5人対

将棋ソフト5組の団体戦で人間側の1勝3敗1引き分けという結果になったと言うニュー

スがある。いずれも人工知能分野の重要研究テーマであるヒューリスティックスと言われ

る知的機能のコンピュータ化に属する問題である。さらにテレビ番組のクイズでやはり人

間のチャンピオンをコンピュータが破ったと言うニュースもあった［ベイカー12]。これら

を見ると今ではヒューリスティックスの扱いも筆者の知らないところで遙かに進んでいる。

従来型の<GX線像の影絵”から真の3次元構造を復元することがどこまでコンピュータで

できるかがは現実味を帯びてきた問題になってきたように思う。［羽生13、米長12］

［エヒ．ソード8］一頃日本のCT使用量が多すぎるのではないかという指摘がイギリスのX

線医学の著名な学会誌ランセットに出たことがあって話題になった。しかし、それにも関

わらず日本人の平均寿命が世界的に見てもトップクラスであり続けるのは何故かと言う日

本からの反論もあって今はさたやみになっているようにみえる。昨今は放射線被曝の問題

は原発がらみで再びクローズアップしている。今後とも留意しなくてはならならい点であ

ろう。
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第 78 回形の科学シンポジウム「こころのかたち・こころのゆらぎ」 

【会期】 2014 年 11 月 22 日（土）～24 日（月，祝）   
【会場】 佐賀大学（鍋島キャンパス）〒849-8501 佐賀市鍋島 5-1-1 
     看護学科棟 1 階講義室（5101） 
【主催】 形の科学会   
【問合せ先 代表世話人】 宮崎修次 〒606-8501 京都府京都市左京区吉田本町  

京都大学 情報学研究科 Tel: 075-753-3388   FAX: 075-753-3391  
E-mail: syuji@acs.i.kyoto-u.ac.jp  

【世話人】 富永広貴（佐賀大学）、石崎龍二（福岡県立大学） 
【世話人補助】 植松広一郎（京都大学） 
【参加費】 会員・非会員ともに一般 3000 円，大学院生・大学生 1000 円 
 

プログラム 
 

11 月 22 日（土） 
（参加費不徴収の公開行事として実施します）  

 

10：50－11：00 

代表世話人 開会の辞  

 

招待講演（こころのかたち・こころのゆらぎ） 

 

11：00－11：50 

堀川 悦夫 

佐賀大学・医学部 

形あるものはいつか・・・  

 

11：50－12：40 

中村 亨 

東京大学・教育学研究科 

精神疾患における行動制御系の破綻原理の機

序解明に向けて  

 

12：40－14：00 

昼休み・運営指導委員会（弁当は各自でご手配

願います）  

招待講演（形の科学一般） 

 

14：00－14：50 

田中 右紀 

佐賀大学・文化教育学部 

肥前陶磁のかたち  

 

招待講演（非線形非平衡物理学） 

 

14：50－15：40 

庄司 多津男（共同研究者：下岡 祐介，秦 浩

起） 

名古屋大学・工学研究科 

平行平板放電に現れるプラズマの様々な構造  

 

15：40－16：30 

秦 浩起 

鹿児島大学・理工学研究科 

滴る水の形と動き  

 

高校生セッション（高校生の発表） 

 

16：30－16：55 

小寺 星来，木下 真由美，阪口 友深（以上 3

名が発表者），伊東 陽菜，國澤 昂平，友野 稜

太 

兵庫県立加古川東高等学校 

粉体時計の実現及びメカニズムの追求 
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16：55－17：20 

松本 拓哉，赤島 しおり 

福岡県立香住丘高等学校 

非対称物体の変則回転運動に関する研究  

 

17：20－17：55 

石川 竜一郎，蒲原 凛太郎 

福岡県立香住丘高等学校 

水平軸回転物体の形と飛行距離に関する研究  

 

18：00－ 

懇親会・ワークショップ（高校生セッション）  

 

11 月 23 日（日） 
 

一般講演（こころのかたち・こころのゆらぎ） 

 

9：00－9：25 

昌子 浩登，花井 一光 

京都府立大学・医・物理学教室 

薬剤効果の指標化のためのマウスの歩行運動

解析 

 

9：25－9：50 

宮崎 修次 

京都大学情報学研究科 

こころのかたち・こころのゆらぎ  

 

9：50－10：15 

沓名 健一郎，平田 隆幸 

福井大学大学院工学研究科 

プロポーショナルなフォントの布字構成 

 

高校生セッション（高校生の発表） 

 

10：20－10：40 

田中 湧朔，中山 雄斗，丸内 あみる，森﨑 仁

紀，中島 靖章，中澤 悠樹 

佐賀県立致遠館高等学校 

船の安定化には何が必要か 

（講演概要は会誌第 3 号に掲載予定）  

10：40－11：00 

江島 廉，濱江 勇希，菖蒲 健介，酒見 真也，

坂口 友哉 

佐賀県立致遠館高等学校 

電流が流れる導体の磁場中での運動 

（講演概要は会誌第 3 号に掲載予定）  

 

11：00－11：20 

原田 純季，杉谷 良太，山田 伸之 

佐賀県立致遠館高等学校 

触媒とエステルの生成量の関係 

（講演概要は会誌第 3 号に掲載予定）  

 

11：20－11：40 

森 皓平，清水 利玖，小宮 淑，平原 雅史，松

林 陽太 

佐賀県立致遠館高等学校 

Allelopathy 

（講演概要は会誌第 3 号に掲載予定）  

 

11：40－12：00 

池田 尚輝，梅﨑 一彰，安武 郁也，石動丸 靖

迪，久保 諒太 

佐賀県立致遠館高等学校 

ハノイの塔 

（講演概要は会誌第 3 号に掲載予定）  

 

12：00－14：00 

昼休み 

 

一般講演（形の知）  

 

14：00－14：25 

久保 光徳，奥村 恵美佳，田内 隆利，植田 憲 

千葉大学 

装飾に見られる力学性について－虹梁と黒薩

摩に施された唐草文様を事例として  
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14：25－14：50 

神嶋 凌介，松浦 執 

東京学芸大学基礎自然科学講座 

小学生のつくる正方格子上の迷路のかたちの

変化  

 

一般講演（形の科学一般） 

 

14：50－15：15 

渡邉 尚彦 

岐阜工業高等専門学校 

剛体折紙の畳込み経路における特異状態  

 

15：15－15：40 

小川 直久, 金子 文俊* 

北海道科学大学，*大阪大学 理学研究科 

拡散方程式による開口端補正の計算  

 

15：40－16：05 

渡辺 泰成、池上 祐司*、手嶋 吉法**、山澤 建

二* 

科学芸術学際研究所 ISTA，*理化学研究所，

**千葉工業大学機械サイエンス学科 

2 次元結晶学を理解する為の触覚用結晶点群

の開発  

 

16：05－16：20 

休憩  

 

一般講演（非線形非平衡物理学） 

 

16：20－16：55 

鳴海 孝之 

九州産業大学工学部 

走性と増殖の競合で生成する 3 次元パターン  

16：55－17：20 

日高 芳樹，前田 和也，永岡 賢一*，吉村 信

次*，寺坂 健一郎**，岡部 弘高，原 一広 

九大工，*核融合研，**九大総理工 

液晶対流を用いた乱流の輸送現象についての

実験研究  

 
11 月 24 日（月，祝） 
 

一般講演（形の科学一般） 

 

9：00－9：25 

蜷川 繁 

金沢工業大学 

6 角形セルオートマトンにおける非対称性解

析  

 

9：25－9：50 

根岸 利一郎，関口 久美子，内田 正哉 

埼玉工業大学 

フーリエ変換を利用して連なりらせん数を決

める  

 

9：50－10：15 

古屋 健、岡本 佳子、佐藤 諭佳*、佐藤 太裕*、

島 弘幸 

山梨大学生命環境学部，*北海道大学工学部 

竹はなぜ節をもつのか？ ～剛と柔が共存する

竹形態の妙～  

 

10：15－10：40 

金築 裕 

島根県立東部高等技術校 

星形空間充填立体、およびその表面のフラクタ

ル次元について  

 

10：40－10：50 

休憩  
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10：50－11：15 

礒島 隆史 

理化学研究所 

有機アモルファス真空蒸着膜における非中心

対称分子配向～分子の形がつくる自発的秩序

構造  

 

11：15－11：40 

種村 正美 

統計数理研究所・名誉教授 

面積ランダム充填―新しいランダム逐次充填

問題の提起―  

 

11：40－12：05 

伊藤 圭汰，手嶋 吉法 

千葉工業大学 機械サイエンス学科 

正多面体の面連結から生成される螺旋構造に

ついて  

 

12：05－12：30 

内山 茂，礒島 隆史，中村 振一郎 

理化学研究所 

寒天培地の表面形状による微生物の増殖制御  

 

12：30－12：55 

松本 崧生 

金沢大学名誉教授 

江戸鍋島焼（皿）の対称模様―数個の例  

 

12：55－14：30 

昼休み  

 

一般講演（非線形非平衡物理学） 

 

14：30－14：55 

高木 隆司 

東京農工大学 

非一様温度分布における臨界現象について  

14：55－15：20 

山口 喜博 

帝京平成大学 

周期倍分岐で生じた周期軌道の記号化  

 

15：20－15：45 

植松 広一郎，宮崎 修次 

京都大学大学院情報学研究科 

カオス結合系の視点から見たコラッツ問題  

 

15：45－16：10 

石崎 龍二，*秦 浩起，**庄司 多津男，**濱岡 

翔太 

福岡県立大学人間社会学部，*鹿児島大学大学

院理工学研究科，**名古屋大学大学院工学研究

科 

ACトラップ中の少数帯電微粒子群の平衡配置

とゆらぎの統計的性質  

 

16：10－16：35 

富永 広貴, 宮崎 修次* 

佐賀大学医学部，*京都大学情報学研究科 

加振されたボルト上のナットの運動とその現

象論的モデル系  

 

 

特別展示 

 

川村 みゆき 

ユニット折り紙作家（形の科学会会員） 

多面体の折紙  

 

展示 

 

渡辺 泰成，池上 祐司*，手嶋 吉法**，山澤 建

二* 

科学芸術学際研究所 ISTA，*理化学研究所，

**千葉工業大学機械サイエンス学科 

3 次元結晶学を理解する為の触覚用立体模型

の開発 
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形あるものはいつか・・・ 

堀川悦夫 

佐賀大学医学部 認知神経心理学分野、〒849-8501 佐賀市鍋島５−１−１ 

ethori@㏄.saga-u.ac.jp 

Shape Perception and Information Processing 

Etsuo Horikawa Ph.D. 

Division of Cognitive Neuropsychology, Graduate School of Medicine,  

Saga University, 5-1-1 Nabeshima, Saga, 849-8501 Japan 

 

Abstract: 人間の形態知覚の過程について、刺激—反応関係の変化と捉え、情

報処理過程としての特性の例を示し、形態知覚におけるいわば積極的解釈過程

と言うべき特性があることを示す。 

Keywords: Visual Information Processing, Shape Perception, Illusion, Eye/ 

Head/Body movements, Neuropsychological test 

 

 人間が環境に適応して生活していくには、環境と自己について適切に認識することが

必要となる。その過程は、人間の情報処理過程の基礎となる部分で、刺激が感覚器官に

受容された時に生じる単純な反応は感覚であり、更に具体的に認識する過程が知覚であ

る。刺激が処理されて、感覚、知覚、そして環境を認識する過程では、刺激が単に複

写・伝達されるのではなく、人間の認識過程特有の処理が施される。  

（1) 環境の認知  

 環境を考える際に、物理的特性からみた環境を物理的（地理的）環境、われわれが

認識している環境を心理的（行動的）環境として分けることができる。たとえば、久し

ぶりにみた故郷の生家が物理的には変わっていないのに以前より小さく見えたり、見慣

れたはずのある光景が違った印象を与えることがある。この場合、物理的環境に変化は

なくても心理的環境には変化が生じたことになる。 

（２）知覚過程における基本的特性 

 刺激を受容し認識に至る過程における人間固有の特性の例を形態知覚において考

えてみる。視覚刺激を見る場合に、そこに何かまとまりのある形態を認識しようとす

る特性を持つ。その場合、背景となる部分を地、ひとまとまりの形態を構成する部分

を図というが、ある見かたで図として知覚された刺激が、他の見かたでは地となると

いうように、図と地が入替わる図地反転図形、そして同一の視覚刺激でも複数の形態

に見える多義図形などが複数報告されている。更に物理的には刺激の変化が全く存在

しないのに明瞭な輪郭が見える主観的輪郭など多くの例が示されている。これらの例は、

刺激がなくても知覚が生じたり、刺激には何ら変化がないのに知覚が変化し得ること、

つまり、刺激とその知覚には必ずしも 1 対 1 の対応関係がないことを示している。また、

人間の知覚システムには、与えられた刺激を も効率よく処理するための巧妙な機能
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がある。例として、環境照度の変化に合わせて視覚系の感度が変化する明・暗順応、

そして同一刺激が持続して与えられるとその刺激に対する感覚は次第に減弱（衣服に

対する皮膚感覚等）するような「順応」の過程は情報処理の効率化に貢献している。

一方、刺激の変化を強調し、微細な差異を検出しやすくする「対比」には、異なる空間

的位置に同一時点で提示される同時対比と、時間的に異なって提示される継時対比があ

る。また、刺激の物理的特性が変化しても、刺激を比較的安定して知覚しようとする

恒常性があり、明るさ、大きさ、形、音の大きさ、重さなどが報告されている。 

（３）錯覚と幻覚  

 地平線近くの月が、天頂付近にあるときに比べて非常に大きく見えるという現象は

古来より報告があるものの、未だ科学的説明には至っていない。また、同じ長さの線分

でも異なる長さに見える等の各種視覚的錯覚が数多く紹介され、錯視という。錯覚は

他の感覚様相においてもみられ、錯聴、錯触等と称される。また、刺激となるものが存

在しないのに知覚体験が生じる場合は幻覚と呼ばれる。幻覚も、幻視、幻聴、幻味、幻

嗅、幻触等が報告されている。幻覚の原因として、薬物中毒、精神疾患、心理的な原因

などが指摘されているほか、人間に適切な刺激水準が維持されない環境（例、感覚遮

断実験、長期宇宙旅行、ICU 入院）などで、意識水準低下と幻覚が報告されている。 

（４）データ駆動型処理と概念駆動型処理 

 初めて見たある図形で意味のあるものが描かれているのに気づかないが、ある程度見

続けると、見慣れた内容が描いてあるとわかるという体験が生じる図形がある。ここ

での処理は、刺激をもとに処理する、データ駆動型処理といえる。また、一度その反

応に至ると、次から容易にその反応が生じる場合、いわば答が先にあって、そこから

刺激を評価していくような過程と考えられ概念駆動型処理と呼ばれる。 

（５）知覚における学習の過程 

 形態知覚においては、認識がより困難で、訓練や習熟の過程の後に、初めて認識で

きる刺激がある。その過程は、言語や文章などで伝達することが困難であり、刺激と

知覚内容の対応を繰り返して経験することによって、必要となる形態を知覚すること

が短時間で且つ正確にできるようになる（例、MRI による頭部断層映像の読影など）。 

（６）眼球・頭部・身体運動による環境の認識と自己 

 人間には、眼球、頭部、そして身体運動にも関わらず空間が安定して知覚される視

空間の安定性の機能が存在する。動物にも同様な機構が備わっていると考えられるが、

その脳内機構は、いまだ充分にわかってはいない。  

 （７）まとめ 

 人間の情報処理特性は、認知心理学のみならず、情報処理理論やコンピュータサイエ

ンスの関心からも研究が進められている。また、脳機能解明の観点からも関心が持た

れ、基礎研究と共に診断補助や神経心理学検査として利用されている。 

 文献 （１）Coren S, Seeing is Deceiving: The Psychology of Visual Illusions. 

(Lawrence Erlbaum Associates, 1978). (2)堀川悦夫、人間の認識過程、看護のため

の心理学 第 2 章、金子書房、1996 
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精神疾患における行動制御系の破綻原理の機序解明に向けて 

中村 亨 1,2 

1 東京大学大学院教育学研究科、2 独立行政法人科学技術振興機構さきがけ、 

〒113-0033 東京都文京区本郷 7-3-1 

nakamura@p.u-tokyo.ac.jp 

Towards the mechanism of breakdown of behavioral organization 
in psychiatric disorders 

Toru Nakamura1,2 

1Graduate School of Education, The University of Tokyo, 2JST, PRESTO, 7-3-1 

Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033 

 

Abstract: Recently, statistical laws of behavioral organization, specifically those 

describing the statistical properties of durations of resting and active periods 

derived from spontaneous physical activity in daily life, have been shown to be 

identical between healthy humans and wild-type mice (specifically, power-law 

distributions for resting period durations and stretched exponential distributions 

for active period durations). Furthermore, the alteration in statistical law of 

resting period distributions among humans with psychiatric disorders (major 

depressive disorder and schizophrenia), and mice with deficiency in a circadian clock 

gene (Period 2) has been confirmed. These findings indicate that alterations in 

intermittent behavioral dynamics characterized are useful for describing behavioral 

abnormalities observed in psychiatric disorders. Based on these studies, we recently 

started intensive longitudinal continuous recordings of physical activity in bipolar 

patients to capture transitions of pathological states (i.e. switching processes 

between depressive and manic/hypomanic phases). In this presentation, we briefly 

introduce these studies and then show the possibility for objectively and 

continuously evaluating day-by-day pathological states, including such transitions, 

by monitoring physical activities. We also discuss the possibility to capture an early 

warning sign before the pathological transitions. 

Keywords: Behavioral Organization, Locomotor activity, Psychiatric disorders 

 

うつ病をはじめとする精神疾患は重要な健康問題・社会問題であり，精神疾患の早期検

知・診断，適切な対処・治療の重要性が強く認識されつつある．しかしながら，疾患に伴

う気分の変調や病態を客観的に記述するバイオマーカの欠如が，それらの大きな障壁とな

っている．近年，我々は多くの精神疾患で行動異常（精神性行動異常）が見られることか

ら［1］，日常生活における自発的身体活動の質的変化の定量化が精神疾患の客観的評価へ

繋がると考え，精神行動異常の客観的かつ定量的臨床評価指標の開発を行った［2］．それ

により，ヒトの自発行動の制御則とも言える“行動組織化則”（自発的身体活動における「休

息」と「活動」の持続時間に関する頑健な統計則）の存在を報告するとともに［2］，日常
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生活下の身体活動時系列データから様々な精神疾患（大うつ病性障害［2,3］，双極性障害

［4］，不安障害［5］，統合失調症［6］）における行動異常の特徴を抽出することに成功し

た（図１）．また，野生型マウスの自発活動もヒトと同一の統計則に従うことから，行動制

御に関わる統計則が種を超えて保存されていることを示すとともに，報酬系機能異常との

関連が指摘されている時計遺伝子変異マウス（Period 2 変異マウス）ではヒト大うつ病性

障害患者と同様な寡動性の行動異常が見られることを報告した［3］．これにより，精神疾

患における自発行動の変調と報酬系が寄与する行動選択性の異常との関連を示唆した。さ

らに，この仮説に基づき，行動選択に関わる意思決定過程を想定した現象論的数理モデル

により，行動組織化則とその変化を再現し，精神行動異常の機能的生成機序について考察

した［7］．  

本講演では，自発的身体活動に基づく精神行動異常の定量化に関するこれら一連の研究

を概説する．また，双極性障害は，その劇的な病態変化から疾患の発症や病態の悪化・軽

快といった精神疾患の動的側面を解明するのに有用な疾患であるが，最近，我々が行って

いる双極性障害患者の超長期（＞1 年）にわたる連続身体活動量計測データの予備的解析

結果に基づき，双極性障害におけるうつ病相から躁病相への急激な病態変化といった疾患

の「病相転移」の数理学的機序および，その予測可能性［4］についても議論する。 

 

［1］American Psychiatric Association, Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders. 4th ed. 1994, Washington D.C.: American Psychiatric Association. 

［2］Nakamura T, et al. Phys Rev Lett., 99(13): 138103, 2007. 

［3］Nakamura T, et al. PLoS One, 3(4): e2050, 2008. 

［4］Nakamura T, et al. Proceedings of ICNF 2013 (DOI: 10.1109/ICNF.2013.6578924). 

［5］中村亨, 他. 精神科, 18(5): 554-559, 2011. 

［6］Sano W, et al. PLoS One, 7(8): e43539, 2012. 

［7］Nakamura T, et al. PLoS One, 8(3): e58884, 2013. 

 
 

図１：自発的身体活動における休息・活動期間の分布（行動組織化則）．  
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肥前陶磁のかたち 
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Formative arts of Hizen area-specific ceramics 

Yuhki TANAKA 

Faculty of Culture and Education, Saga University, 1 Honjo, Saga 

Abstract: Formative arts of ceramics in the Hizen area (Saga and Nagasaki  

prefectures) are described and illustrated, where special attention is devoted to 

the pottery foot (Kodai). Aesthetical thoughts and techniques are also discussed.  

Keywords: Arita ware, Karatsu ware,Hizen ceramics,Pottery foot(Kodai) 

器の形状 

日本の暮らしの中における器との接点は，和室と椅子掛けの洋室，いずれの場合も卓上が

大方であろう。一人で座る，あるいは二人以上のグループで，横並び・はすかい・向かい

合わせにテーブルを囲む。たいていの場合，30～80 度程の角度をもって卓上の器を見下ろ

すことになる。つまり，器は斜め上から見られることが多い。よって器の形状を考えると

き，三角図法による真上・真横からの，いわゆる図面でイメージされる形状とは異なった

斜め上からの視点による像を常に想定しておかなくてはならない。更に手にとって大きく

傾ける動作を伴うアイテムなどは，動きによる角度の変化から，その形状が見せる像は多

様である。それを視覚的に示す為には，パソコン上で３D データに求める形状を落とし込

み，ディスプレイの中に現れる三次元映像を自由に傾けてやれ

ばよいが，視覚意外の器の大切な要素である，サイズ感・質感・

重さ・触感・使用感・温度・音・使われるシチュエーション・

他の什器との相性など，多くのことを複合的にイメージするこ

とはほとんど困難である。器作りは，小ロットの個人制作や，

デザインから生産ラインに落とし込む大量生産などの規模の違

いにかかわらず，この様々な要素を考え合わせなければならず，

使用者の(多くの場合明確でない)多様な要求に対し，これがあ

なたの求める器ではないですか？と問いかけ，答えていく必要

がある。【求める側と提供する側のイメージの合致】が，器作り

のための重要なポイントである。 

器の形状について考えるとき一般に着目される要素は，①「サ

イズ」②「口作り」③「胴」④「腰」⑤「高台脇」⑥「高台」

⑦「見込み」辺りであろう(図 1)。  

 

①「サイズ」についてはアイテムや用途ごとに，容量・高さ・直径等が適正であるかを徹

底的に探る必要がある。購入時に数あるなかから選択される唯一の器になる為に重要なの

は，使用者の生活シーンにぴったりと合致し，使っている様子がはっきりとイメージされ

ることである。購入者は【使っている自分の様子がイメージできる器を選ぶ】。日本のよう
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にある程度豊かな社会では，多用途で最大公約数的なサイズの器は，逆にどのようなシチ

ュエーションにも合致しない使えないもの，使わない器に繋がる。日本の暮らしでは，適

正サイズかそれより少し小振りあたりが使える器と考えられる。 

②「口作り」については，器の使い手として唇を実際に口縁部に当て使用してきた触覚的

経験の蓄積が，どのような形状が口当たりを良いと感じるか，冷たいものを冷たく飲むた

めに切れが良いと感じるか，温かいものに向いているか，などをイメージさせる。また，

毎日食器洗いをする人は，薄く尖ったカッコ良い器を日常使いのアイテムには求めたがら

ない。物理的にも口縁部の土の厚みは，器の強度を保つ重要な要素であることを経験的に

知っているから，薄く鋭利な口縁は破損の心配に繋がってしまう。生活の器は心配されて

はいけない。少しばかりの豊かさを提供するほうが良い。 

③「胴」や④「腰」は，一般に張っていることが良いと言われる。張ることで見込が広が

り容量が大きくなる。器の起源的な用途の 1 つ，穀物を蓄える機能は，蓄えが大きい＝豊

かという連想を産む。また，⑦「見込」の広さは「見込みがある」という言い回しにある

ように，その容量の大きさは賞賛の言葉となった。ともあれ器を選択する際，器の使用者

にとって見込みの広さ(容量)は，料理を盛るにあたり深さと相まってもっとも重要な要素

である。 

⑤「高台脇」は，削りという作業の潔さを見せる絶好の場所である。ここに余分な土を残

さず，適切で滞りの無い動作で削り痕を残すことで，例えば床屋さんで襟足を刈り上げて

もらった時のように，器全体の印象が清々しく明快になる。他の部位とのバランスから様々

な形状の削りを想像して器の個性を演出できる。 

⑥「高台」は，「器は高台を見なさい」と言われるほど雄弁である。近現代的な意味では，

高台裏に銘款(めいかん)が明記してある場合が多く，出所を示す働きがあるが，それ以上

に成形プロセスにおいては，やわらかい粘土でロクロを使って重力や遠心力と折り合いを

つけながら形作る水挽きロクロ成形に対し，高台には「高台脇」と共に，器の底部を直接

的・人為的に形状を削り加工する「作為」が見られる。ここの作為を読み取ることで，作

り手の趣味嗜好に共感することも行われてきた。また，土もの(陶器)では，釉薬を掛けな

い部分を「土見せ」として残し，「土味」としてその質素な質感や土の素性を愛でる。 

これらの器の形状にまつわる様々な要素は，造形性に西洋の価値観を多く含みながらも，

中華圏を中心とした東洋が育んだ技術と文化，それに加え日本的な思考や視点，さらには

市場原理の中で選択された生産性をここかしこに含んでいるように思われる。 

そこで器の形状にまつわる多くの要素の中から，普段あまり取り上げられない，器の姿に

対する高台の径についての考察と，高台削りに表出する個性について話を進める。 

 

参考文献 

佐賀県立九州陶磁文化館編集「柴田コレクション展(Ⅲ)」同館発行 1993 

佐賀県立九州陶磁文化館編集「土の美 古唐津」同館発行 2008 

田中右紀，瀬戸口朗子編集 「古唐津図案集」佐賀大学「ひと・もの作り唐津」プロジェ

クト発行 2013 

荒川正明監修「焼き物の楽しみ方完全ガイド」池田 豊発行 2009 
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平行平板放電に現れるプラズマの様々な構造  
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S t ruc tures  o f  p lasm as  in  para l le l  p la te  d i s charges  
Nagoya Univ. Furou, Nagoya464-8601, Japan 

AKagoshima Univ. Koorimoto Kagoshima890-8580 Japan 

	 

Abstract:	 The AC dielectric barrier discharge (DBD) with frequencies up to few tens kHz in 
a small gap between metal and glass plates produces various patterns of discharge current 
filaments in a range of atmospheric pressure.  

  
	 Keywords: dielectric barrier discharge, pattern formation, nonlinear, dissipative structure  
	 

1. はじめに	 
非平衡開放系に時空間的な秩序構造が形成されることがあり、このような現象は散

逸構造と呼ばれており，自然，社会現象を問わず数多く研究されている。対流が散逸

構造を作るベナールセルや動物の皮膚の縞模様の分岐など様々な例がある。ここでは

電気的に制御が容易な変わった例として平行平板電極中の AC放電に生じるプラズマの

様々な構造形成について紹介する。	 

ここで紹介する放電とは、大気圧に近い領域で起こる誘電体バリヤ放電（DBD，

Dielectric	 Barrier	 Discharge）と呼ばれている。DBD は平行平板電極のどちらか一方

に誘電体が挿入されている系であり，電圧や圧力等の領域によっては多数のフィラメ

ント状の放電群の構造が出現する[1,2]。これらフィラメント中の電子は電極間のガス

を発光させ、放電電圧や圧力などの領域によって、様々な静的、動的な秩序パターン

を呈することが最近の研究で分かって来た。	 

	 

２、DBD 放電装置	 

図１(a)に放電装置の概略図を示す。下部電極にステンレス製電極（直径 D=20～60mm）、

上部電極には ITO(Indium-Tin-Oxide)で被覆されたガラスを用いた（放電面にガラスを

配置）。ガラスと下部電極間 d は 2～5mm で、電極間に電圧 Vac=～12kVpp、周波数

fac=10kHz-30kHz の AC 電場を印加し、放電の様子を上部から CCD カメラによって観測

している。ガスは窒素、アルゴンなど用い、圧力 P の領域は 10‐760Torr。圧力̃100torr

の時に見られる三角格子状のフィラメント状の放電構造を図１(b),(c)(Air)に示す。	 

	 

３、放電特性と放電の発光パターン	 

放電の電圧、電流波形(図２)を見ると,ある電圧閾値を超えるとパルス状(	 

~100nsec)の放電電流が生成消滅している様子が分かる。このような周期的な多数の

パルス状のストリーマ放電の集団の構造がガスを光らせて様々なパターンを構成する。	 
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放電のパターンは主にガス圧と電

圧によって図 3(a)(b)(c)（ Ar ガ

ス,15kHz）のように様々に変わる。P

＞３00torr（N2）、Vac>4kV の⑨の領

域では規則的な格子構造が現れてい

る。またこの状態から圧力を上げる

とフィラメントの数が減り、フィラ

メントの位置のカオティックな揺ら

ぎが大きくなり、乱れた構造になる。

一方圧力を下げると放電フィラメン

トの数が増し、その集団の構造は複

雑になってくる⑦⑥②。誘電体(ガラ

ス)上の電子と電極間のイオン放電

による生成、拡散を取り入れた理論

[2,3]で規則的な構造（拡散反応系の

周期的な散逸構造）を再現すること

が出来るが[3,4]、実験で示されたよ

うな圧力、電圧領域での様々なフィ

ラメントの構造や定量的な説明が成

功していないがこれからの研究の進

展が期待される。	 

	 	 

参考文献	 

[1] Ch. Radehaus et al. Phys. Letts. A125(1987)92 
[2] 庄司多津男、プラズマ・核融合学会誌、88(2012)374 

[3] T. Shirafuji, et. al., Appl. Phys. Lett. 83(2003)2309 

[4] 秦  浩起  物理学会年会 . 近畿大学（2008）23aF-4	  

図 2	 放電の電流 -電圧特性 . 
AC 周波数 30kHz 
 図１	 (a)	 誘電体バリヤ放電装置概要、(b)上部

電極斜め上から見た放電構造	 (c)横から見た放電
構造	 

(a) 

(b) (c) 

図 3	 気圧 -電圧空間における放電
構造の相図。D=20mm, d=2mm, Ar プ
ラズマ , fac=15kHz。  
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滴る水の形と動き
秦　浩起1

鹿児島大学 理工学研究科 物理 ·宇宙専攻（理学部物理科学科）
〒 890-0065 鹿児島市郡元 1-21-35

hata@sci.kagoshima-u.ac.jp

Shapes and Dynamics of Water-Drops
Department of Physics and Astronomy, Kagoshima University，1-21-35 Korimoto,

Kagoshima 890-0065, Japan

Abstract : We study the nonlinear dynamics of the dripping faucet[1]. We show our

portable experiment system and report the various shapes and behaviors (limit cycle,

chaos, jet, . . . ). Furthermore, we want to discuss the relation between the low dimen-

sional dynamics and the high dimensional dynamics in the dripping system.

Keywords : nonlinear dynamics, chaos, bifurcation, dripping faucet, portable experi-

ment

1 はじめに

図 1: 三種の水滴

本招待講演には次の２つの背景・意味を持たせたいが，形

の科学シンポジウムの性格に合わせ，主に後者の視点から

装置と現象を紹介し，参加者の顔ぶれに応じて前者の割合

を調整する予定である。

1. 非線形力学系は 20世紀後半より盛んに研究されている。特に 1980年前後に低次元

カオスが広く存在することが理論・実験の両面から明らかにされたことを契機に，

種々多様な現象を力学系の視点から明らかにする研究がなされている [3]。その代表

例である熱対流系では，上下の温度差が増えるに従い熱平衡→熱伝導→対流ロール

形成とリミットサイクル→低次元カオス→…といった遷移が出現するが，それは低

次元ダイナミクスの視点からよく理解されている。だが，対象である流体は自由度

無限大で，低次元ダイナミクスは巨視的側面に見えるものである。この二重構造（巨

視的低次元ダイナミクスと微視的高次元ダイナミクス）は，よく解明されていると

は言えない。そこで，その構造・繋がりを研究する舞台として，理論系の研究者で

も扱える実験系として水滴系 [1]を研究している。

2. 最近，筆者は，高校生対象の講義などを行う機会が増えた [4]が，そこでは手で触る

ことを重視している。カオスをテーマに採る場合，(1)二重振子のカオス人形を触

り，簡単な決定論的力学系が長時間予測を不可能にすることの観察 (2)カオスを示

す 1次元写像の実習より，非周期運動と軌道不安定性が生まれる機構の確認（3)諸

分野に遍在するカオスの紹介 というような形式で進めている。ここでカオス人形と

1次元写像との間の繋がりが手触りできない点に弱さがある。そこを埋めるものが

あれば，カオスの初歩的理解のアウトラインを触ることができると考え，時間が許

す場合は本講演で紹介する小型の水滴系2を用いて実験を行っている。

1我々の研究室の末谷大道，西静佳，副島果林さんとの共同研究を含みます。
2講演終了後は展示会場に展示する予定です。注意して触って下さい。
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2 装置と現象，そして…

図 2: 実験装置の概略。レーザーで落下

の時間間隔 τnを測定する。水はタンク

から溢れ，水面は一定に保たれる。ま

た，タンクの上下でパイプ先端との高

低差 hを調整する。ポンプを止めると

水滴落下により水面が徐々に下がり，分

岐現象を見ることができる。研究では，

タンクは大きく，数千 fpsのカメラを用

いる。

図 3: 水滴落下間隔が示す 1次元写像

水滴落下の実験は図 2のような装置で行う。

タンクの水面とパイプ先端の高低差 hにより

水が流れ出すが，hが小さいとパイプ先端で

じわじわと水滴が成長し，表面張力で支えき

れなくなると落下する（この際の水滴の質量

をm∗と書く）。この繰り返しと考えると，リ

ミットサイクル（安定な周期運動）となるの

は明らかだろう。

だが，現実には水滴が落ちるとパイプに残っ

た水は変形し，振動を生む。この振動は，減衰

していくが，次の落下まで振動が続けば，m∗

とは少し異なる質量mnの水滴が落下する（n

は水滴の番号）。このmnが次の水滴成長の初

期条件を決めmn+1を決定する。すなわち，こ

の考えの下では 1次元写像mn+1 = f(mn)が

成立し，これよりリミットサイクルやカオス

が生じる。mnの測定は困難だが，mnが水滴

落下間隔 τnに反映するので

τn+1 = g(τn) (1)

のような写像の存在が予想される [1, 2]。この

関係を本講演と同様の小型装置で測定したも

のが図 3で，写像 (1)の存在が確認できる。

講演では水滴の動画観察に加え，実験も行

う予定である。また，分岐現象の測定結果や

数値実験なども紹介する。その上で，最初に述べた非線形力学系としての更なる関心であ

る二重構造 (写像 (1)は巨視的低次元ダイナミクスに当たる）についても議論したい。

参考文献

[1] Robert Shaw, “Dripping Faucet As a Model Chaotic System”, Aerial Pr (1984). 「水

滴系のカオス」岩波書店 (2006)として翻訳されている。

[2] H.Suetani, K.Soejima, R.Matsuoka, U.Parlitz and H.Hata, PRE86, 036209(2012).

清野 健，勝山 智男, 日本物理学会誌, 55,247(2000).

[3] 例えば，Morris W. Hirsch, Stephen Smale, Robert L. Devaney, “Differential Equations,

Dynamical Systems, and an Introduction to Chaos(3’rd edition)”, Academic Press;

(2012/3/26). 第 2版が「力学系入門―微分方程式からカオスまで」共立出版;(2007)と

して翻訳されている。

[4] 出前授業などは https://mapsengine.google.com/map/edit?hl=ja&authuser=0&

mid=zkbzBI7XQ8Fk.kb2p2tvRU7YQ にリストしている。
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粉体時計の実現及びメカニズムの追求 
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Investigation into the periodic nature of 

oscillation patterns in bead mixtures. 

 

Hyogo Prefectural Kakogawa Higashi High 

School 

232-2 Awazu, Kakogawachou, Kakogawashi, 

Hyogo, 675-0039 Japan 

S. Kotera, M. Kinoshita, Y. Sakaguchi,  

H. Ito, K. Kunisawa, R. Tomono, M. Inomata 

 

Keywords: granular clock, Maxwell’s demon 

 

Abstract: 

Two kinds of beads with different radii 

contained in a box, the bottom of which is 

partitioned into two compartments, on a shake 

table are considered. The application of  

Maxwell’s demon as a model to study. The 

mechanism behind granular oscillation 

patterns is studied.  

 

○キーワード説明 

・粉粒体 

…米や砂粒などの小さな粒子が多数個集ま

ったもの。 

・粉体のマクスウェルの悪魔 

…容器の中央に低い仕切りを立て、少量の粉

粒体を容器に入れて上下に振動させると、容

器に入れた粉粒体が集団をなし、その集団が

仕切で区切られた二つの部屋を往復する現象。 

・粉体時計 

…大小二種類の粒で「粉体のマクスウェルの

悪魔」の実験を行ったもの。それぞれの大き

さの粒子が時間差で周期的に部屋を往復する。 

 

1.動機および目的 

我々は、昨年度から砂時計の砂の落下など、

粉粒体について研究しており、他の興味深い粉

粒体現象を探している過程で、「粉体時計」とい

うものを見つけた。（キーワード参照）。 

そこで私たちは「粉体時計」の実験と、その

運動の基本となる「粉体のマクスウェルの悪魔」

の実験を行い、これらの運動のメカニズムを解

明しようと研究を始めた。 

 

2．仮説 

「粉体時計」の大小それぞれの粒は「マクス

ウェルの悪魔」の現象に則って移動していると

考える。大小の粒それぞれで「マクスウェルの

悪魔」を行った際の移動周期がもともと異なっ

ているために、２つを合わせて「粉体時計」を

行うと、移動周期に差が生まれるのではないか、

と仮説を立てた。（図 1） 

   

粉体のマクスウェルの悪魔  粉体のマクスウェルの悪魔 

（大粒）        （小粒） 

図 1 大粒と小粒の粉体の周期グラフ 

 

3．実験方法 

私たちの仮説を検証するには、「マクスウェル

の悪魔」の現象を引き起こす粉粒体の移動周期

グラフを大小二種類の粒で作成し、「粉体時計」

の現象の粒の移動周期グラフと重ね合わせて一

致するか確かめる必要がある。「マクスウェルの

悪魔」の現象よりも、「粉体時計」の現象のほう

が再現できる条件が限られているため、私たち

は初期実験として、「粉体時計」の現象の再現を

先に行おうと考え、その移動周期グラフを作成

しよう実験を行った。 

 実験装置には、高さ 25cm、底面 8×8cm の部

屋が 2 つできるように高さ 3.5cm の仕切りで区

切られたプラスチック製の箱を用いた。粉粒体

にはビーズを用い、部屋の片方に大小のビーズ

を混在させて入れ、底面の下からあんま機で振

動を与えた。(図 2) 

 

 

  図 2 自作の振動装置。両端はレンガで固定 
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予備実験として、粉体時計の実現に最適な粒

の大きさの比の組み合わせを探った。（表 1） 

 

粒の種類／振動 Low High 

大粒 小粒 

木製 

（5mm） 

黒色 ×  ○ 

ピンク × ◎ 

木製 

（4mm） 

黒色 ○ ○ 

ピンク × × 

白色 
黒色 × ×  

ピンク × × 

金色 
黒色 ×  × 

ピンク × ○ 

表1 粉粒体の組合せ予備実験の結果。Lowと High
は、振動装置の振動数を示す。 

 

その結果、大粒には直径 5mm の木製のビーズ

が、小粒にはピンク色の直径 3mm のプラスチッ

ク製のビーズが、粉体時計の再現に最も適して

いると判断し、本実験を行った。 

その際、振動を 10 秒ごとに止め、片部屋の粒

の数を計測し、これを 10 回繰り返して、合計

100 秒になるまで計測を続けた。 

 

 

4．実験結果 

 結果は以下（図 3）である。 

 
図 3 5 回の実験の平均値 

 

５回の実験の測定結果から、計算値より予測

した理想的な粉体時計の周期（図 4）を得るこ

とはできなかった。 

 

図 4 東京大学粉体班；五月祭資料より。粉

粒体の大粒（緑）と小粒（赤）の周期に差

が生じている。 

 

5．考察 

粉体時計の周期を得られなかった原因は、 

・装置に与えられた振動が不安定であった 

・周期の測定時間が参考文献よりも短かった。 

ことと考察した。また、予備実験から使う粒の

大きさを決定したが、実験後に先行研究と我々

が使った粒の比との相違があったことが判明し

た。このことも原因である可能性がある。 

  

6．今後の課題 

今回は粉体時計の特徴をもつ周期は得られな

かった。再度実験を行うためには今回の考察を

生かし、使用する粉粒体の大きさを変更したり、

振動装置を改良する必要がある。また、今回は

容器内のビーズの個数を目視で数えたが、今後

ビーズの個数を増やして実験を行う計画である

ため、より正確な測定方法を考える必要がある。 

 

7．参考文献 

東京大学五月祭資料：粉体班 

砂時計の七不思議（中公新書)： 田口義弘(1995) 

表 1 の表記 

◎： 

再現できた 

 

○： 

粒が移動した

 

×： 

再現できなか

った 
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  鉛直軸 反時計回り 時計回り 

 

 

 

 黄 

 赤  黒 
  

 

 黄 

 赤  黒 

水平軸も逆

回転 

③ 

② 

  

    

  

G 

P 

 
 
G 

P 

① 変則回転しない 

おもり 
↓ 

おもり 
↓ 

 

 

 

 

１ Abstract 

  When you rotate a handstand top, a boiled egg and rattleback, they rotate irregularly. We 

hypothesized this cloud be explained though three key concepts; asymmetry, horizontal rotation 

and dynamic friction. Through our experiments, we identified the common and differing 

characteristic of these irregular rotations. 

 

２ 仮説 

変則回転する物体と通常の独楽を比較し、変則

回転運動は、①「非対称性」②「摩擦力」③「水

平軸回転」の３つのキーワードで説明できる。 

 

 

 

 

３ 検証 

検証①｢非対称性｣:おもりをつけて重心を移動し、

回転状態を観察する。 

検証②｢動摩擦力｣:乾燥面と洗剤塗布面で、逆立ち

独楽の逆立ち達成率を比較する。 

検証③｢水平軸回転｣:卵型物体を赤･黄･黒に塗り

分けて回転させ、変化を観察する。 

４。結果 

重心と接地

点を通る鉛直

線が一致する

と、変則回転

は起こらない

（検証①）。ま

た、逆立ち達

成率は動摩擦

係数と関係が

あり（検証②）、

動摩擦力の向

きによって水

平軸回転が異

なる向きに生

じる（検証③）。 

 

５ 考察 

｢非対称性」は変則回転の必要条件であり、バラ

ンスを崩した物体には「動摩擦力」が作用して｢水

平軸回転｣が生じ、変則回転運動が始まる。 

（１）たまご型物体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
G 

N 

ωz 

ωy 

ω y，z 軸の二方向（鉛直と

水平）の回転が同時に起

こっているとき、静止して

いる位置を求める。 

yωz－zωy＝0 
ωz 

z＝ ωy y 

x 

y 

z 

（実際の回転軸の式） 

動摩擦力が作用して、

水平軸方向の回転がお

こる 

G 

長軸回転の加速によっ

て、実際の回転軸は更に

傾く。 

物体は滑って倒れそうに

なるが、静止摩擦力が滑

りを防止する。 

 

ズレ!! 

接地点 

 

動摩擦力の 

向きは「裏」 

回転軸 

  

 
N 

ωz 

ωy 

 

 
 

拡大図 

G 
  短軸 

長軸  

たまごの形状 

静止させたとき長軸は

水平ではない。 
ラトルバック 逆立ち独楽 

 

G 

N 

ωz 

ω’ 

  

 
ω 

静止摩擦力 
動摩擦力 

 

N 

G 

非対称物体の変則回転運動に関する研究 
2年 松本拓哉 赤島しおり 

福岡県立香住丘高等学校 物理部 
Research on the irregular rotation of asymmetric object 

Takuya Matsumoto  Shiori akashima 
Fukuoka Prefectural Kasumigaoka High School Physics Club 
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（２）逆立ち独楽 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）ラトルバック 

 

 

 

 

ラトルバックの形状 

①底面にＳ字状の稜線がある。 

②短軸方向・長軸方向いずれも、対象性がない。 

③上面は水平にならず、２方向に傾いて静止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 結論 

  ｢非対称性｣・｢摩擦力｣・｢水平軸回転｣は変則

回転運動と深く関係していることを実験によっ

て検証した。その結果、変則回転運動の原因を統

一的に説明し、比較することができた。（表１） 

７ 参考文献 

H.K.Moffatt,Y.Shimomura Spinning eggs - a 

paradox resolved  (2002 NATURE VOL 416) 

戸田盛和「コマの科学」(1980岩波新書) 

 

（表１）通常の独楽と変則回転運動の比較 

 

 回転運動の比較 
通常の独楽 ゆで卵 逆立ち独楽 ラトルバック 比較 
通常の回転 変則回転運動が起こる 

変則回転の 
共通点 

重心と接地点の関係 同一鉛直線上 回転時に同一鉛直線上にない（非対称性による） 

水平軸回転の原因 なし 動摩擦力によるモーメント 

立ち上がり 
有・無 

起きない 
立ち上がりが起こる 振動が起こる 

変則回転の 
相違点 

角度 最大 90° 最大 180° 形状的に 20°程度が限界 
減衰 回転が徐々に減衰 一方のみ逆回転して減衰 

 Ｇ 

動摩擦力 

 
 

 
 

ω 
長軸の傾きが大きくなると、

実際の回転軸は鉛直方向

に戻る。 

  
 

O 
G 

逆立ち独楽の形状 

①本体は楕円体であり、横軸

は縦軸より長い。 

②重心Ｇは、中心Ｏより低い

位置にある。 

③下端に突起がなく、やや窪

んでいる。下端に突起を付

けると、通常の独楽と同じ

回転運動になる。 

90°水平軸回転すると、横

に長い楕円体なので重心

が上昇する。 

この状態で、たまご型物体

の変則回転の開始と同じ

状態。 

ラトルバックで起こる現象 

時計回りに回転させると、振動が生じた後、

逆回転が起こるが、反時計回りに回転させる

と、振動や逆回転は起こらない。 

時計回りで回転させた場合 

反時計回りで回転させた場合 

動摩擦力が逆方向に作用し、接地点が重心側

に移動するため反時計回りに回転させても振動

や逆回転は起こらない。 

 
Ｇ 

動摩擦力 
  

 

 

接地点に作用する静止摩擦力 

上面 

Ｇ 

P 

 

下端のくぼみによって、接地

点が回転軸からずれる。 

水平軸回転が生じる。 

 Ｇ 

長軸方向の形状 

底面 

側面 

Ｇ 

接地点は稜線に沿って移動する 

 

 

N 

O G 

 
 

 

N 

O G 

 
 

O 
G 

N 

  

 
Ｇ 

短軸方向の形状 

 Ｇ 
動摩擦力 

 

 Ｇ 

動摩擦力 

回転 

 
   

P 
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水平軸回転物体の形と飛行距離に関する研究 

福岡県立香住丘高等学校 物理部 2 年 石川竜一郎、 蒲原 凛太郎 

A research on stable flight of a horizontal axis rotation object 

Isikawa Ryuichiro Kamohara Rintaro 

Kasumigaoka high school 

 

 

 

 

Abstract: When you throw X-zylo, the fright distance can be changed by changing its 

shape. We studied the relationship between the distance and the shape. 

 

Keywords: Wind lends ，X-zylo , Diameter Ratio , air resistance  

 

１ 仮説 

市販されている X ジャイロは直径比が 1.00 であるが、Ⅹジャイロに風レンズの原理を応用し、

前方と後方の直径比をと調整することで空気抵抗力を低減し、飛行距離を伸ばすことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※風レンズとは 

筒状の物体に、小さい口から大きい口の方へ空気を流すこ

とで、空気の入り口と出口に気圧差が生じる。すると、その

気圧差をなくそうと、より多くの空気を入り口から取り入れ

ようとする。その結果、より空気が流れ、空気が効率よく流

れるというものである。（図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ダイソンの扇風機と本体の断面 

 

進行方向 

 
 

  
 

  
 

 

d₁ 

後
方
直
径 

九州大学 流体力学研究室より 

 空気抵抗 
大

大 
 

小 

ｓｙ

し

ょ

う

小

小 

大

大 

前
方
直
径 

 
小 

ｓｙ

し

ょ

う

小

小 

大

大 
風レンズ後方の空気圧 

d₂ 

内部の圧力 

小 大 
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２ 検証 

（１）実験の材料 

ビニルテープ、500ml ペットボトル（円筒状のもの）  

（２）測定方法 

ペットボトルを適当な長さに切断し、円筒状にする。これの一端にビニルテープを数回巻く。

また、ペットボトルの切断面の半径やビニルテープの巻き数を変えたものをつくる。これらを

手で投射して飛行距離を測定し、比較する。 

 

３ 結果 

ペットボトルのテープを巻いた方の内円の直径をｄ₁、巻いてない方の内円の直径をｄ₂とし、

直径比と飛行距離の関係をグラフ化する。飛行距離は、各物体をそれぞれ 10 回投射してベスト５

の記録を採用し、近似曲線を用いて比較する。 

その結果、下記のグラフに示すとおり、直径比が 1.0４付近で飛行距離が最も長く、その前後で

は低下傾向が見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 考察 

直径比 1.04 を超えると、飛行物体に作用する空気抵抗力が大きくなって飛行を妨げる。直径比

1.00 と 1.0４の飛行物体を比較すると、風力発電機の風レンズやダイソン型扇風機と同様の効果

が発生している可能性が高い。 

 

５ 結論と今後の課題 

直径比が大きくなりすぎると飛行物体は空気抵抗力が大きく、逆に直径比が小さすぎると風レ

ンズの効果が失われてしまうことから、この飛行物体の飛行には、最も最適な直径比が存在する。 

今後の課題として次のことが挙げられる。今回の測定は人力によって行った。そのため、飛行

物体を投射する装置を作成し、測定時の条件が同じになるようにして、測定をする必要がある。

さらに、試行回数を増やし、より正確なデータを得る必要がある。 

 

６ 参考文献 

 風レンズ‐九州大学流体力学研究所ホームページ 
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こころのかたち・
こころのゆらぎ

宮崎修次
〒 606-8501 京都府京都市左京区吉田本町，

京都大学大学院情報学研究科

syuji@acs.i.kyoto-u.ac.jp

Science on Form and Nonlinear

Dynamics Applied to Psychiatry,

Psychology and KOKORO

Syuji Miyazaki
Graduate School of Informatics,

Kyoto University, Yoshida-Honmachi, Sakyo-ku,

Kyoto, 606-8501, Japan

Abstract: Large deviation analysis and nonlinear

dynamics are applied to psychiatry and clinical

psychology.

Keywords: random number generated by hu-

man, large deviation, chaos, nonlinear dynamics

「こころ」というのは，他の言語で表現す
るのが難しい言葉のように思える．英辞郎
[1]で「こころ」を検索すると，center core，
heart（自分でコントロールできない感情的
な），the inner man，manas《ヒンドゥー
教・仏教》，mind（思考・感情・記憶など
をつかさどる），raspberry tart　という検
索結果が表示され，小泉八雲の著書「心‐
‐日本の内面生活の暗示と影響」 (Kokoro:

Hints and Echoes of Japanese Inner Life)

という著書名も表示される．「こころ」が精
神医学の「精神」とも，臨床心理学の「心
理」とも異なる響きを持つことを感じさせ
る著書名が検索結果に表示されることが興
味深い．
２００８年１０月３１日から１１月３日
にかけて，京都にて開催した「形の科学シ
ンポジウム―非平衡統計力学・非線形物理
学と形の科学―」の代表世話人を務めた折
には，「ことばのかたち・ことばのゆらぎ」
という一般講演 [2] を行ったが，そのとき
の研究動機の一つは，静的な（時間変動を
追わない）統計量を主として用いる計量文

献学にカオス解析や時間揺動を捉える大偏
差統計解析を持ち込むと新しいことが見え
てくるのかという点であった．そのころか
ら，漠然とは考えていたことであるが，精
神医学・臨床心理学に上記の解析を持ち込
むとどうなるのかという動機から，今回の
「形の科学シンポジウム―こころのかたち・
こころのゆらぎ―」を代表世話人として，
佐賀大学鍋島キャンパスにて開催すること
になった．
人間が生成する疑似乱数は人間乱数とも
呼ばれ，精神障害者の症状の程度との関連
を調べた先行研究は上記の動機に対して，
少なからぬ示唆を与える．また，乱数では
なく，周期的な間隔で指をならすという課
題を健常者とパーキンソン病患者に実行さ
せると，後者は周期的な間隔で指をならす
動作ができないことを示す先行研究があり，
日立製作所がこの研究をもとに指タップ計
測装置を実用化している．このように，可
能な限りランダムな，あるいは，可能な限
り周期的な信号を生成してもらう課題を実
行してもらい，そのデータを非線形科学の
カオス解析や時系列解析などの手法を駆使
して，被験者の個体差を識別することは可
能であろうか．先行研究の人間乱数生成で
は，テンキーにランダムだと思う順にキー
を打ち込んでもらう課題がよく用いられた
が，手指の形とテンキーの配置の相対的関
係という人間工学的な制約があることから，
例えば，口頭で０（ゼロ）または１（イチ）
と発音してもらったものを音声認識ソフト
を介してパソコンの二進データとして取り
込んだ上で，データ解析した方がよいので
はなかろうか．また，例えば，ケニス社の
サイエンスキューブという小中高の理科実
験用の安価なデータロガーとフォトゲート
センサーを組み合わせると，フォトゲート
の測定部分でできるだけ周期的に指で小さ
な往復運動させることで，指タップ装置を
用いない場合に，指タップ課題に対応する
データをパソコンに取り込める．可能な限
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り，安価な測定方法を模索したい．最近の
スマートフォンは生体信号を解析する機能
を持つようになった．これも有望な測定方
法となるのであろう．
双極性障害，統合失調症，大うつ病など
精神疾患の鑑別診断は精神医学の研究分野
の大きな課題であり，バイオマーカーや光
トポグラフィーを用いた鑑別診断補助など
が盛んに研究されている．人間乱数の初期
の研究にあった精神疾患の病状の程度の把
握や健常者の心理状態の把握が安価な装置
を用いて可能となれば，患者のみならず，
その家族の生活の質（ＱＯＬ）を具体的に
向上させる方策を提案することが可能と
なるのではあるまいか．これを長期的な目
的とした上で，本講演では，健常者を対象
に，被験者の個体差，被験者の置かれた状
況（安静時，ストレスをかけた場合など）
による差を，人間乱数課題や指タップ課題
から得られるデータに対して，カオス解析
や時系列解析を施すことでとらえる手法を
確立することを目指した結果を報告する．
「こころ」，「ことば」，「かたち」に他
の言語では表現できないニュアンスを感じ
る「形の科学会」会員も多いのではあるま
いか．分野横断的な「形の科学会」定例会
合の「形の科学シンポジウム―こころのか
たち・こころのゆらぎ―」において活発な
議論が交わされることを願うとともに，主
セッション「こころのかたち・こころのゆ
らぎ」の招待講演をお引き受け頂いた，佐
賀大学の堀川悦夫先生と東京大学の中村亨
先生に心よりの感謝を申し上げる．

参考文献
[1] http://eow.alc.co.jp/

[2] http://wwwfs.acs.i.kyoto-u.ac.jp/

~syuji/20081101/abstract/

miyazaki_syuji.pdf
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装飾に見られる力学性について 
—虹梁と黒薩摩に施された唐草文様を事例として 

久保光徳，奥村恵美佳，田内隆利，植田憲 

千葉大学工学研究科、千葉市稲毛区弥生町 1-33 

mkubo@faculty.chiba-u.jp 

Mechanical rationalities of arabesque patterns decorated on 
arched beams in shrine and temple and on a black-Satsuma 

porcelain  

Kubo Mitsunori, Okumura Emika, Tauchi Takatoshi, Ueda Akira 

Chiba University, 1-33 Yayoi-cho, Inage-ku, Chiba, Japan 

Abstract: Arabesque patterns decorated on arched beams in Shinto shrines and Buddhist 

temples and on a black-Satsuma porcelain were investigated in order to elucidate the 

latent mechanical rationalities. As a result, it was suggested that there was a 

relationship being to the tangential direction of the arabesque pattern of an 

ornamental beam and the tangential direction of the main stresses in the beam and 

the other arabesque pattern of the porcelain seemed to have an effect of strengthening 

the surface of the porcelain.   

Keywords: Arabesque pattern, Ornamental beam, Black-Satsuma porcelain, Mechanical 

rationality 

 

1. はじめに 

多様な形態をもつ装飾の中でも，唐草文様は建築、陶器、生活用具などに幅広く施され

てきている。その形状の“柔軟性”に着目した E.H.ゴンブリッチは「装飾芸術論 1」」にお

いて『その利点は、柔軟性にあり、空いている面ならどこにでも当てはめられる』と波状

線（唐草文様）の特徴を定義している。また，立田洋司氏はその著「唐草文様 2)」におい

て，『空間恐怖からの脱出の鍵は，人間がみずからの知恵で造形的な中心を定めることに存

在した。』としている。つまり，唐草文様は単なる“装飾”という意味以上の本質的な何か

を含んでいるようである。ここでは唐草文様２例に対して，そこに潜在する装飾の意味を

構造力学的視点に従って探ってみた。 

2. 唐草文様の基本的なパターン 

 唐草文様には多様な形態が見られるが，

その連続性（文様上の点と点のつながり

方），周期性（減衰も含む）には何らかの

規則性，共通性が存在しているようであ

る。特に，それぞれの唐草文様を平面的

に見る時にその局所的な渦巻きの回転方

向が常に時計回りと反時計回りのセット

として描かれ，局所的な視点運動に角運

動量的な変量を定義できるものとするな
図 1 虹梁と黒薩摩に描かれた唐草文様 

(a) 中山法華寺山門（千葉県）  

(b) 黒薩摩と CAD モデル（佐太郎釜所蔵，鹿児島県）
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ら，それらをお互いに打ち消し合お

うとしているようにも見える。 

3. 虹梁に施された唐草文様 

 13 件の虹梁の写真データから，典

型的な形態であり，かつトレースし

やすい虹梁の一つである千葉県中山

法華寺山門の虹梁に描かれた唐草文

様を一例として，その梁に掛けられ

ることが想定される力学的および幾

何学的境界条件のもとでこの梁の外

形のみの三次元ソリッドモデル内部

に生じる応力分布を有限要素法に従

って推測した。各応力評価点におい

て得られた主応力（引張応力，圧縮

応力）の方向と大きさとその評価点

における唐草文様の外形線の接線方向との関係において主応力と唐草文様との傾向を定量

的に表現する D 値を定義し，大まかであるが，両者になんらかの関係性があることを示唆

している。図２中の数値は D 値を示すものである。 

4. 黒薩摩に施された唐草文様 

 唐草文様が明確に施された黒薩摩の鉢の形状データを三次元デジタイザ（コニカミノル

タ製 VIVID700）で測定し，その CADデータを用いた有限要素法による構造解析を実施した。

外力としては自重のみを扱い，底面のみを拘束した。図３の左図は黒薩摩そのものである

が，その右図は，CAD 上にて唐草文様の部分を削り落としたものである。両図を比較する

と，高い応力の分布を示す図下半分の黒点のような暗い箇所が右側の方に大きく見られ，

相対的ではあるが，唐草模様のある方が無いものに比べて下部の応力集中を緩和する傾向

にあることが読み取れる。言い換えると，唐草文様が下部に集中する傾向にある応力を上

部に引き上げ，唐草文様に沿うようにその応力を分散させてい

るようにも見える。 

5. おわりに 

 装飾が示す力学的意味の有無を探るために唐草文様２例に対

して実施した構造力学的形態解析からは，解析対象が限定され

てはいるものの，「装飾の力学的意味の存在」の可能性の一端を

示唆することができたと考えてはいる。しかしながら，その結

果の一般性，再現性を確認するためには，図４に示すような国

外の人工物も含め，様々な装飾形態の一つひとつを丁寧に分析

し，その力学性の存在を確認していかなければならないと考え

ている。この研究は基盤研究(C)（24603003）「民具の形に見

る力学性の解明とデザインへの展開」の一環として実施させていただいている。 

参考文献 

1) Gombrich Ernst Hans Josef，白石和也訳：装飾芸術論，岩崎美術社, pp351, 1989 

2) 立田洋司：唐草文様 世界を駆け巡る意匠，講談社, pp12, 1997 

図 2. 虹梁に分布する主応力と D 値 

図 3. 黒薩摩の応力分布における唐草文様の効果 

図 4.街灯を支える唐草文様
（ミュンヘン郊外） 
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小学生のつくる正方格子上の迷路のかたちの変化	 

神嶋凌介、松浦執	 

東京学芸大学基礎自然科学講座	 

東京都小金井市貫井北町 4-1-1	 
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Change	 of	 the	 Shapes	 of	 Simple	 Square	 Lattice	 Mazes	 Created	 by	 

Primary	 School	 Kids.	 

Shohei	 Tsuchida,	 Shu	 Matsuura	 

Tokyo	 Gakugei	 University,	 Faculty	 of	 Education	 

4-1-1	 Nukuikita,	 Koganei,	 Tokyo	 184-8501	 

Abstract:	 Simple	 square	 lattice	 mazes	 were	 made	 by	 elementary	 school	 kids	 and	 analyzed	 

in	 terms	 of	 Horton’s	 law	 and	 Gini	 coefficient.	 A	 converging	 tendency	 of	 branch	 patterns	 

was	 implied	 through	 the	 analyses.	 

Keywords:	 Square	 Lattice	 Maze,	 Horton’s	 Law,	 Gini	 coefficient	 

	 

1. はじめに	 
	 第 77 回形の科学会シンポジウムで著者らは、小学校５年生を参加者とした正方格子上の

迷路づくりの実践を報告した。参加者は 3,	 4 名の班に分かれ、合計 2 回迷路を作り、各回

で他の班が作成した迷路を班員全員で解く活動をした。１回目と 2 回目の間に、難しい迷

路にするヒントとして、分岐点の近傍に分岐路の行き止まりが見つかってしまうと迷いに

くいことを確認した。実践の結果、１回目の平均枝長の小さい班はこれを増加しようとし、

逆に平均枝長の大きい班はこれを減少させて枝数を増やす傾向がみられた。実践時には各

班の枝分かれの特徴を分析してみせたのではなく、他の班の迷路を解答して、直観的に再

制作しただけである。ヒントは平均枝長を増加する内容だが、児童は必ずしもそれに従っ

たとはいえず、自らの前作の体験に基づいて調整したと考えられる。本発表では得られた

分岐の特徴をより詳しく分析し、こどもの直観的認識の展開を考える手がかりを得たい。	 

	 

2. 枝長と枝数のバランス	 
	 図 1,2 はそれぞれ 1 回目から 2 回目の制作時の枝数と平均枝長の変化のプロットに、近似
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直線を付加したもの

である（プロットは

再掲）。このプロット

から変化ゼロとなる

枝数と平均枝長を見

積り、この値を児童

の直観にもとづく適

切な迷路を構成する

収束枝数・枝長と考

え、この Horton 則プ

ロットをしたものが

それぞれ図 3,	 4であ

る。単に様々な迷路

の平均パターンが

Horton 則に適合しているのかも知れないが、再制作で修正しようとしたことに基づく収束

パターンが存在するのかもしれず、興味が持たれる。	 

	 

3.	 枝長の不均一性	 

	 今回の試行では、同等な長さの道が秩序正しく並ぶ、といった統制されたデザインは現

れなかった。正解の径路をデザインしてから、様々な支流を分岐させるような作成手順が

目立っていた。不均一性を特徴づける指標としてジニ係数がある。枝長のジニ係数を考え

ると、最小値の 0 のとき全ての枝長が等しい低エントロピーの状態にあり、係数が最大値

の 1 に近いほど小数の長い枝だけの偏った構成を表す。	 

	 図 5 に、各班の第１回目と 2 回目の迷路の枝長に関するジニ係数を示す。全般的に 0.25

前後の同様な値をとっており、特異な構成は避けられていることが示唆される。これは数

名での共作であり、また迷路解決を経ることは、さらに特異なタイプの出現が抑制する効

果として働いたかもしれない。	 

	 １〜5 班は再制作でジニ係数が減少し、均一性が増加した。6 班から 8 班までは逆にジニ

係数があまり変化せず、やや上がる傾向だった。特に 6,7 班は比較的に脱出時間が長くな

る迷路であり、班員全員で同時に互いに書いた径路をランダムに書き直す手法をとってい

た。書き直しを変換と考える

と、混合性の高い変換により、

何らかのバランス状態に接近

したのかもしれない。	 

	 正方格子上の迷路の難しさ

の特徴付けは検討中であるが、

分岐数、および各分岐の長さ

とコーナーの数とともに増加

する量として特徴づけること

も可能ではないか。	 
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剛体折紙の畳込み経路における特異状態 
 

渡邉尚彦 

岐阜工業高等専門学校 〒501-0495 岐阜県本巣市上真桑 2236-2 

watanabe@gifu-nct.ac.jp 

Singular State in Folding Process of Rigid Origami 

Naohiko Watanabe 

Gifu National College of Technology 2236-2, Kamimakuwa, Motosu-city, Gifu 

Abstract:  In folding analysis of rigid origami model, a flat state is considered to be singular 

state. This paper compares the singular state of rigid origami model with that of inextensional 

truss model from the view of the property of deformability and the deformation gradient on the 

folding path analysis.  

Keywords:  Rigid Origami, Generalized inverse, Singularity 

1. はじめに 

不伸長トラス変形を扱う手法の一つとして一般逆行列を適用できることが提案されて

いる[1][2][3]．そこでは節点変位速度と部材伸びの関係式𝐀�̇� = �̇� における同次解から剛体

変形モードを抽出，また制約条件付最適化問題の解探索としての畳込み経路の追跡といっ

た適用例が示されている．一方パネル－ヒンジのような面的構造物として剛体折紙モデル

があるが，これも不伸長トラス解析を対象とした解析手法を拡張した扱いが可能である

[4][5]．本報告では形状の特異状態に着目し，可変性，畳込み経路における変形の勾配指標

の観点から不伸長トラスと剛体折紙モデルとの比較を行う．  

2. 微小剛体可変と有限剛体可変 

微小変位範囲で剛体可変でありながら有限変位範囲で変形不可能なトラス構造の例と

して Fig.1 のような構造が[1]で挙げられている．部材の伸び �̇�と節点変位�̇�関係式の解の観

点から考えると，これは１階微分𝐀�̇� = �̇� = 𝟎まで考慮した枠組みでは剛体変位モードとして

破線のようなモードが得られるが，２階微分まで考慮すると(𝐀�̈� + �̇��̇� = �̈� = 𝟎)，�̈�の存在条

件から有限剛体変位が存在しないことを確認でき，Fig.1 のような直線状トラスモデルは

特異な状態であるといえる．同様にして剛体折紙における例を考える．頂点周りの折線に

関する平面角θと回転角ρの間に成立する関係式を微分して得られる式 (1)は微小範囲で可

能な二面角変化モードに関する拘束条件式であり（𝒏𝒊; 折線の方向余弦ベクトル，�̇�𝑖; 符号

付二面角変化速度）[4]，展開途中時には各折線方向𝒏𝒊から可能な二面角変化モード �̇�𝑖を得

られることが分かるが，頂点に接続する折線がすべて同一平面上にあるとき（展開時と完

全に折り畳まれた状態），式(1)は独立な方程式の数が１本減り，本式のみでは有限変位可

能な二面角変化モードが満たす拘束条件としては不十分となる．Fig.3 は(a)(b)とも式(1)

を満足する折図例だが折線モ―ド(b)は有限剛体変形できない．拘束条件の２次項を考慮す 

Σ(�̇�𝑖𝒏𝒊) = 𝟎 (1) 

  

 

 

 

 

  

Fig.1 特異なトラス構造  Fig.2 頂点周りの角度  Fig.3 条件式 (1)を満たす平坦時構造例  

形の科学会誌　第29巻　第2号 (2014)シンポジウム予稿

―144―



 

 

ることで平坦状態からの妥当な二面角変化モードを得られることが[5]で示されており，こ

のように微小剛体可変と扱われながら有限剛体可変でない特異な構造はトラス構造と同様

に剛体折紙モデルでも存在し，ともに変化量の二次項までを考慮することで変形可能性を

確認可能であることが分かる．  

3. 畳込み経路解析における勾配指標 

 不伸長トラスの畳込み経路解析は，各トラス長不変の拘束条件のもと畳込み計量を最小

化させるという制約条件付最適化問題として扱えることが示されている [2][3]．この解法と

して一般逆行列の特解を利用した増分解法を剛体折紙モデルに適用し，特異状態における

指標に着目する．ここで目的関数𝑆 = 𝑓(𝑥1,⋯ 𝑥𝑛) → 𝑚𝑖𝑛，制約条件𝑔𝑖 = 𝑓(𝑥1,⋯ 𝑥𝑛)=0 とした

とき，この最適形状探索手法は射影勾配に相当する[𝑰 − 𝑱+𝑱]𝛁S を 0 に近づけるものとなっ

ている（ただし𝐉 = (∇𝑔1,⋯∇𝑔𝑛)
𝑇）．これを剛体折紙モデルの畳込み問題への適用するにあ

たり，制約条件は折線長さ及び各頂点周りの平面角の和不変，また目的関数として二面角

の和の最小化を採用する．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4 制約条件と目的関数 Fig.5 畳込み経路解析例  

 制約条件付最適化問題として剛体折紙モデルの畳込み経路解析を行った例を Fig.5 に示

す．なお初期状態において頂点に不整を導入しており図左に示す節点拘束を行っている．

いずれも畳込み経路追跡が行えており，各ステップ射影勾配指標変化に着目すると解析終

了時とともに初期平坦時においても値が０となっていることが確認できる．これは特異状

態における変形経路勾配の特性としてとらえることができる．  

4. まとめ 

本報告では剛体折紙における特異状態を，不伸長トラスにおける有限範囲での変形不可

能性との比較において示した．また，剛体折紙モデルの畳込み経路解析を制約条件付最適

化問題として扱い，特異状態において射影勾配に相当する値が 0 となることを示した．  
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制約条件 

目的関数 

𝑆 =∑   𝜌 → 𝑚𝑖𝑛 

𝑔 =∑
 (     )

  
=   

𝑔 =
   

  
=   

[𝑰 − 𝑱+𝑱]𝛁S 

[𝑰 − 𝑱+𝑱]𝛁S 

[𝑰 − 𝑱+𝑱]𝛁S 
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The calculation of open end correction for a flanged tube  

by using the diffusion equation 

Naohisa Ogawa and Fumitoshi Kaneko 

Hokkaido University of Science, Teine-ku, Sapporo 006-8585 Japan 

Osaka University, Graduate School of Science, Department of Macromolecular 

Science, Osaka 560-0043, Japan 

Abstract: In the physics lessons on waves and resonance phenomena in high school and college, we 

usually consider sound waves in a tube with open or closed ends. However, it is well known that we 

need a tube with open end correction. The correction for a flanged circular tube was first given by 

Rayleigh and experimentally checked by several authors. In this manuscript, we show the different 

methods of obtaining the open end correction for a circular tube by using a diffusion process. 

Keywords: Open End Correction, Diffusion, Flanged Tube 

 

1. Introduction 
開口端補正は開口管の共鳴の際に腹の部分が開口端よりもわずかに外に出るという現

象であり、この大きさを∆𝐿と置くと、𝑎 を管半径として、長波長近似で∆𝐿 = 8𝑎/3𝜋となる。

（フリンジ付きの開口端）この現象は高校物理にも登場するが、その原因については示さ

れていない。大学で物理を専攻する学生でも開口端補正を計算せよと言われたら躊躇する

だろう。講演においては、（a）拡散方程式による開口端補正の対応物を計算し、（b）音響

場における輻射インピーダンスを求める方法で開口端補正の計算方法を解説し、（c）両者

が長波長近似において、計算過程を含めて、きれいな対応関係にあることを示す。本稿で

はメイン部分の（a）について解説する。この拡散方程式による方法は非常に直観的で、わ

かりやすいという利点がある。 

 

2. 井戸の内部での拡散場 

図 1 のような深さ L の円形井戸の底に密度  𝑛𝑠 の粒子浴がある 

とする。井戸内外の拡散場を定常解の形で求めることを考えよう。 

井戸内部では 1 次元の近似ができるものとすると、粒子の流れの 

密度(定数)を𝐽、拡散係数を𝐷として、 

𝑛(𝑧) = 𝑛𝑠 −  
𝐽
𝐷 (𝑧 + 𝐿) 

 

井戸の縁では密度が 0 になるものとする荒っぽい近似をすると       図１ 

粒子の流れの密度は、 

𝐽 =
𝑛𝑠 − 0
𝐿/𝐷                  (1) 

 

一方、縁の密度を𝑛𝑡とする、よりマシな近似では 
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𝐽 =
𝑛𝑠 − 𝑛𝑡
𝐿/𝐷                           (2) 

 

となる。今後(2)を用いて計算を行うが、比較のために後ほど(1)式も用いる。 

 

3. 井戸外部での拡散場 

定常場を仮定すれば拡散場はラプラス場であり、軸対称性を加えればその解は０次の

Bessel 関数で表される。一方、境界条件としては、 
 

𝑛(𝑧 = 0)     =  𝑛𝑡   (𝑟 < 𝑎),        (3)  

∂𝑛
∂𝑧

(𝑧 = 0) = −
𝐽
𝐷

(𝑟 < 𝑎),        (4) 

                      =   0   (𝑟 > 𝑎).        (5) 

を用いる。境界条件(4),(5)を満たす解は 
 

                       𝑛(𝑟, 𝑧) =
𝑎𝐽
𝐷 � (

dµ
µ )

∞ 

0
 J1(aµ) J0(µr)e−µ𝑧       (6) 

またこの式より、 

                                  𝑛(𝑟, 𝑧 = 0) = 𝑎𝐽
𝐷
𝑁 �𝑟

𝑎
�              (7)         図２ 

 

と書け、𝑁は超幾何関数を用いて表せる。（図２） 

𝑟 < 𝑎の領域で𝑛を平均化したものが𝑛𝑡 に等しいはずだと考えて、 
 

𝑛𝑡 =< 𝑛 >=
1
πa2 � 2πr 𝑛(r, z = 0)dr

a

0
=
𝑎𝑎
𝐷 𝐽.                (8) 

 

つまり、拡散場の外部解を求めてわかったことは(2)式で 𝐽 と𝑛𝑡  は比例していて、 
 

𝑛𝑡 = 𝑎𝑎
𝐷

 𝐽                  (9)           
 

但し 𝑎 = 8/3π である。（9）と(2)から、𝑛𝑡を消去すると、 
 

𝐽 = 𝑛𝑠−0
(𝐿+𝑎𝑎)/𝐷

            (10)  
 

これを(1)と見比べてみれば直ちにわかるように井戸の縁で密度が０になるのではなく、井

戸の縁から∆𝐿 = 𝑎𝑎  先で、密度が消失していることになる。この値は長波長近似で求めた

開口端補正に一致している。(8)式に注目すると、圧力場（音響場）を用いた開口端補正の

計算方法ときれいに対応していることが分かる。 
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Development of tactile models of point group for understanding 
two-dimensional crystallography 
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Abstract: A tactile crystallographic point group is developed for the visually handicapped person 
to be able to learn the concept of symmetry. Every point group has attachment of the symmetry 
elements such as rotation symmetry and plane symmetry. In order to deepen an understanding 
symmetry a family crest pattern is attached to every crystallographic point group. 
 
Keywords: Tactile Crystallographic point group, Symmetry 
 

はじめに 

 視覚障害者のために、結晶の対称性の概念を理解させるための触覚用結晶点群を開発し

た。平面(2Ｄ)の結晶点群は 10 種類あり、それぞれ国際的に対称記号が決められている。

視覚障害者は、線や記号を手でなぞって、その対称性を理解するが、線や記号は抽象化さ

れているので、直ちにこれだけで対称性が理解されるかどうかは疑問である。そこで、家

紋のようなパターンを結晶点群に対応させて、より具体的に結晶対称性を理解させる方法

を考えた。立体(3Ｄ)の場合はどうだろうか、結晶点群には 3Ｄ版もあるが、空間認識は 2

Ｄの場合に比べてはるかに理解が難しい。３Ｄ結晶点群の模型を作って触らせる場合も工

夫が必要である。今回は対称を多く含む立体に中で最も理解しやすい立方体を使って、視

覚障害者の空間認識度を測り、このデータを元に 3Ｄ結晶点群の表現を理解しやすいもの

にする工夫の糧にする。その他、空間を充填する多面体モデルを展示し多角的に触覚で空

間を理解する方策を考える。これらは講演で一部触れ、展示でその詳細を示す。 

 

平面群の対称(1) 

 壁紙の装飾として使われている周期模様には規則性があり、それらは１７種類の平面

群(plane group)に整理されることが、１９世紀後半にフェドロフ(Fedorov)、シェーンフ

リース（Schoenhlies）、バーロウ（Barlow）らによって導かれた。周期模様では周期の単

位となる図形、すなわち単位格子（単位胞）が２つの格子軸ベクトルa, b と平行に周期的

に並んで、平面格子を形成する。平面格子は単位格子の形によって平行四辺形、長方形、

正方形、鋭角が６０°のひし形がある。単位格子の形の対称は内部の模様の対称と矛盾し

ないようにつくられている。例えば平行四辺形は360度（なにもしない操作）または180
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度の回転操作によって図形は変わらないから１回回転（１）および２回回転（２）の対称

をもつ。平行四辺形の内部を２より高い対称で完全にうめつくすことはできない。単位格

子内部の模様の図形に現れる対称の集まりを結晶点群とよび、その要素には１，２、３、

４、６の回転および鏡にうつす鏡映（m））対称がある。平面群に現れる点群はこれらの要

素の組み合わせによって得られ、図１にしめすように１０種類できる。周期性のために単

位格子を格子軸a, b に沿って平行移動する操作を並進対称という。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 平面群に現れる結晶点群( ：対象物、実線：鏡、中心の多角形；回転対称軸) 

平面群はこの並進対称と結晶点群の対称を組み合わせた対称の集まりである。組み合わせ

の結果として、新たにすべり鏡映面が現れる。すべり鏡映とは図形を鏡に映してその像を

半周期だけ格子軸の方向に移動する操作である。 

 

触覚用結晶点群モデルと対応する触覚用家紋 

 結晶格子や格子の並進群の概念は視覚障害者に

とって比較的理解しやすいが、結晶点群の概念は 

触覚によって初めて具体的な配置の理解を助ける 

と考えた。実際に制作した結晶点群の触覚モデル 

を示す。モデルは半透明な光硬化 3Ｄプリンタで 

制作し、対象物を   記号で表し、円に中心に回転

対称に記号を記す。右の図は上段に触覚用結晶点

群、下段に上段の結晶点群に対応する触覚用家紋

模様を示す。黒い箇所が浮き上がって触れる部分である。 図２ 触覚用結晶点群と家紋 

 

参考文献: 

渡辺泰成「平面群」かたちの事典 716 ページ 高木隆司編 丸善(平成 15 年) 
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Three-dimensional pattern formation in a model of taxis and growth 

Takayuki Narumi 
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Abstract:  

We numerically study three-dimensional pattern in a model containing tactic and growth 

terms. Stable cubic-crystal patterns (i.e., face-centered crystal and body-centered crystal) were 

obtained near a bifurcation point. This result will be a key to a mathematical study for the stability 

of the cubic-crystal pattern. 

 

Keywords: taxis, growth, three-dimensional pattern formation, crystal-like pattern 

 

1. 緒論 

非平衡開放系では，各種エネルギー流による自己組織化により散逸構造が創発する．

散逸構造を研究する上で有用なモデルの１つが反応拡散系であり，これまでの研究で

様々なパターンの存在が実証されてきた．こうしたパターンの多くは環境と対象との

非線形相互作用に誘起されるものである．生物と環境との相互作用として走性が挙げ

られる．走性とは，環境場の方向性に応じて生物がとる生得的な行動である．走性を

有する生物のダイナミクスを理解するために，反応拡散走性モデルの数学的性質がこ

れまでに研究されてきた．走性を含むモデルで見られる様々なパターンについての研

究が進められてきたが，それらは１次元もしくは２次元空間についてのものである．

近年の微細技術や測定手法の発展によって３次元空間でのパターンが実験で観測でき

るようになったことも踏まえると，３次元空間に関する理論の整備は不可欠である．

このような背景のもと，３次元空間での反応拡散移流系のパターン形成に関する基礎

学理構築に向け，定常パターンの数理構造解明を目的とした研究を行った． 

 

2. モデル 

三村と辻川によって提案された走性と増殖を含むモデル[1]を研究した： 

 

ここで，u = u (x, t) は生物の密度，ρ = ρ (x, t) は化学物質の密度を表す．u の方程式に

は，走性の強度を表す係数 a と増殖の強度を表す係数 r が含まれている．このモデルで

は，走性による収縮効果と増殖による拡張効果の競合により，係数 a が閾値 ac より大

きいときにパターンが現れる．他の係数 D, f, g の値は階層性を反映して決めている． 

 ２次元空間に関しては，適切に設定した領域内で六角形パターンの解が一様解から

の分岐として存在することが知られている[2]．境界を反射壁とするとき，分岐点近傍
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では余弦関数の重ね合わせで六角形パターンが表現される．このことから，３次元結

晶パターンが余弦関数の重ね合わせにより現れることが期待される．そこで，上記モ

デルにおいて，立方体領域内に面心立方格子(FCC)パターンと体心立方格子(BCC)パタ

ーンが解として存在しうるのか，またその解が安定的に生じるのかを調べる． 

 

3. 結果 

分岐点 ac 近傍で, FCC パタ

ーンと BCC パターンが安定し

て存在するかどうかを数値計

算により調べた [3]．定常状態

で FCC パターンと BCC パター

ンが現れるように領域の大き

さを設定して実行した数値計

算の結果を，図１と図２に示

す．生物の密度が大きいとこ

ろに着目すると FCC パターン

と BCC パターンに対応するパ

ターンがそれぞれ実現してい

る．これらにより，FCC パタ

ーンと BCC パターンは安定し

て存在することが数値計算に

より確かめられた．  

 

4. まとめ 

走性と増殖を含むモデルについて，３次元立方晶パターンの代表例として FCC パタ

ーンおよび BCC パターンの安定性を数値計算により確かめた．なお，これらのパター

ンが分岐点近傍で存在することについては，局所分岐解析により厳密に証明されてい

る[3]ので，発表ではその結果についても議論したいと考えている． 

今後は，解の安定性についての理論研究が望まれる．２次元空間では中心多様体に

よる解析により六角形パターンの安定性が確認されている[4]ので，３次元結晶構造の

安定性を議論する上でも中心多様体による解析は有効だと考えられる．また，より興

味深いのは動的パターンの存在可否や安定性についてだが，本研究はそういった今後

の研究の基盤となるものと考えられる．  

 

 
[1] M. Mimura and T. Tsujikawa, Phys. A 230, 499 (1996). 
[2] K. Kuto, K. Osaki, T. Sakurai, and T. Tsjikawa, Phys. D 241, 1629 (2012). 
[3] T. Narumi and K. Osaki, RIMS Kôkyûroku 1917, 86 (2014). 
[4] T. Okuda and K. Osaki, Nonlinear Anal. Real World Appl. 12, 3294 (2011). 

 

図２ :BCC パターン．右と左の図は，領域表面での u の値の分布と

領域内断面での u の値の分布をそれぞれ濃淡で表している．

図１ :FCC パターン．右と左の図は，領域表面での u の値の分布と

領域内断面での u の値の分布をそれぞれ濃淡で表している．
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６角形セルオートマトンにおける非対称性解析 
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Asymmetry analysis in hexagonal cellular automata 
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Abstract: We propose a measure of complexity in configuration in two-dimensional 

cellular automata that estimates the degree of asymmetry of neighboring cells based 

on dihedral group. We apply this measure to the analysis of the behavior of hexagonal 

cellular automaton. 

Keywords: cellular automaton, reaction-diffusion system, complexity, asymmetry, 

dihedral group. 

 

１． はじめに 

n 次元の格子上に有限オートマトンを配置したものをセルオートマトン（cellular 

automaton, CA）とよぶ．格子点をセルとよび，各セルに状態を配置したもの様相とよ

ぶ．1次元 2状態 CAにおいて初期様相のパリティを求める問題をパリティ問題とよぶ．

単純(elementary)CA のルール６０とよばれるルールはセル数が 2n（n は正整数）の場

合にパリティ問題を解くことができるが，その際に LZ（Lempel-Ziv）複雑量が階段状

に減少することが知られている[1]．また単純 CA のルール１１０は計算万能なシステ

ムである cyclic tag system を模倣することができるが，この模倣過程においても LZ

複雑量が階段状に減少する[2]．LZ 複雑量は記号列の圧縮可能性に着目した複雑性の

指標であることから，一般に CA の計算過程においては様相の複雑性が減少することが

予想される．しかし，この予想を 2 次元 CA の場合について確認する場合，例えば 2 次

元の様相を 1 次元化して LZ 複雑量を用いることは，2 次元での情報が失われるため，

あまり有効な方法とは言えないであろう．本研究では 2 次元の様相の複雑性の指標と

して状態遷移によって生じる非対称性に着目した尺度を導入し，その有効性を検証す

る． 

２． 状態遷移の非対称度 

本研究では 2次元 CA として各セルが 6角形であ

るものを考える．例として近傍のセルがτステ

ップの間に図 1 のように遷移する場合を考える．

ここで a,b,c,d,d’はセルの状態を表し，a，b，

c はいずれも相異なる状態であるとする．正６

角形の対称性は位数 12 の 2 面体群 D6 で記述で

きる．D6 の要素のうち，図の遷移をもたらす変換は反時計周りの 5π/3 回転と鏡像変

換後の 4π/3 回転の 2 通りあることから，このセルのτステップの間の遷移の対称性

b  a          c  b 

c  d  b  →  c  d’  a 

c  c          c   b 

 

時刻 t       時刻 t +τ 

図 1. 近傍の状態遷移 
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の度合いは２であるといえる．ここで，周囲のセルの状態が一様である場合（a=b=c）

を考えると，その対称性の度合いは１２となることから，複雑性を表す指標として対

称性でない度合い，すなわち非対称性を考えることがふさわしいであろう．そこで，

中心のセル（座標を X とする）の時刻 t での非対称度 Aτ(X,t)を D6 の位数から遷移を

もたらす変換の数を差し引いたものと定義すると，図 1.の遷移において Aτ

(X,t)=12-2=10 となる． 

３． 反応拡散型６角形セルオートマトンにおける非対称度 

反応拡散系のモデルとして提案された 3 状態 6 角形 CA を取り上げる[2]．近傍に含ま

れる 7 つのセルのうち，状態が 1 および 2 のセル数を#1,#2，遷移後の状態を c とする

と状態遷移規則は f(#2,#1)=c と表すことができ，f は次式で定義される． 

 

f(0～7,0)=f(2 または 4～6,1)=0, f(0,1)=f(0～4,3)=1,それ以外の場合は 2 

 

このような遷移規則をもつ６角形 CA においてグライダーとよばれる移動物体やグラ

イダーを周期的に射出するグライダー銃が存在することが知られている． 

 セル数が１００×１００の６角形セルからなるセル平面においてランダムな様相か

ら開始した場合の各セルの非対称度 A1(X,t)の平均値をステップごとに求めた．初期様

相はランダムであることから，その平均非対称度は最大値の１２に近い値をとるが，

その後ステップが進むにつれ急激にその値は減少し，２００ステップ目でほぼ平衡値

の 2.2 近くの値をとるようになる．これは過渡状態が経て平衡状態になることによっ

てグライダーやグライダー銃といった安定なパターンだけが残ることで非対称性もほ

ぼ一定のものだけが保たれることによる． 

 また，セルの非対称度 A1(X,t)の分布を調べてみると，初期様相ではほぼすべてのセ

ルの非対称度が１２の値をとるが，ステップが進むにつれ，そのセル数は急激に減少

し非対称度が０であるようなセルが急激に増加する．これは状態がゼロのみからなる

領域が増えることによる．いっぽう，非対称度が１０または１１といったセルも存在

するが，これはグライダーやグライダー銃による．平衡状態においては非対称度がそ

れぞれ０，１０，１１，１２であるセル数の比率は 80，6.5，1，12.5 となる． 

４． おわりに 

図１においては中心のセルの周りの半径１のセルだけからなるセル領域において非対

称性を調べたが，半径を大きくすることでより広い領域における非対称性を調べるこ

とができる．また今後はライフゲームのような正方形セルの場合についても調べる予

定である． 

参考文献 

[1] S. Ninagawa, Solving the Parity Problem with Rule 60 in Array Size of the Power 

of Two. Journal of Cellular Automata, 8, 189 – 203, 2013. 

[2] S. Ninagawa，G. J. Martinez，Compression-Based Analysis of Cyclic Tag System 

Emulated by Rule 110， Journal of Cellular Automata，9，23-35，2014． 

[3] A. Adamatzky and A. Wuensche, Computing in Spiral Rule Reaction-Diffusion 

Hexagonal Cellular Automata, Complex Systems, 16, 277-297, 2006. 
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Abstract: In many sunflowers, the seeds spiral sequence accords with Fibonacci number.  When 
imitating the sequence, points sequence distributed with golden angles also agrees with Fibonacci 
number, yet t he po ints s equence deviated f rom golden angle does not s how F ibonacci sequence.  
To de termine the angle resulting in a  deviation f rom Fibonacci sequence, we have examined and 
compared 1 000 po ints di stributed with ei ther golden a ngles or others using F ourier transform.  
The paper reveals a very small angle, 0.1 degree, shift from the golden angle causes a shift in the 
points sequence from Fibonacci numbers. 
Keywords: Fibonacci spirals, Fourier transform, Golden angle, sunflower seeds 
 
はじめに  

よく知られているように，多くのヒマワリにおいては種がらせん状に連なり，その連な

り数はフィボナッチ数になることが観測される。この様子を真似るための，分割角を黄金

角としたフィボナッチらせんの方法 [1]による点の連なり数はこれもフィボナッチ数にな

る。この方法による連なり数は分割角が黄金角から僅かに違ってもフィボナッチ数になら

ない。その変化量を図の視認から確定することは困難であり，連なりらせん数の数量化が

必要である。ここでは分割角の違いによる連なりらせん数の変化をフーリエ変換を利用す

ることで数量化して検討した。  
 
充填図作成と連なり数決定の方法  
 点分布は種の連なりを真似る方法[1]で円形の充填図を作り，連なりらせん数は点間隔を

フーリエ変換することで求める。  
 点位置(r,θ)は分割角φと点数 n によって決まる( ，nφ)とする方法で分散させた。角

度φは黄金角近傍になるように として a を任意に選んだ。  
 連なりは間隔の近い点が繋がっているように見えて知覚されることから，次の手順で数

量化した。まず，充填図の周辺部

の一定個数を対象とする。任意の

点についてその点から前後数点ま

でのそれぞれの間隔を計る。次い

で，対象とした一定個数全体を任

意点としてこの間隔を計測し，前

後数点の順にその数の数列を作る。

図 3 の場合は前後合わせて 8 点で

作った。それぞれの数列について

Mathematica を使って離散フーリ

エ変換し，連なり数を調べた。  

図 1. 座標(r,θ)の取り方  図 2. ある領域での連なり  
              の様子。数値は連なりら  

せん数を示す。  
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結果と検討 

 点数は大きめのヒマワリと同程度の数を想定して 1000 とし，分割角を黄金角とその近傍

で比較する。図 3a)の充填図は 137.5…°（黄金角）の場合で，b)はそれよりも 0.1°小さい

137.4…°の場合である。それぞれの図の右側が周辺部での点間隔を充填図一周についてフ

ーリエ変換することによって得られた図であり，縦軸が頻度，横軸が波数で一周での連な

り数に相当する。  
 分割角が 137.5…°の場合，充填図周辺部の一周での目立つ連なり数は 55 と 89 が特定

でき，フーリエ変換によって求まった結果からも同じ数値のピークが求まる。フーリエ変

換した図ではそれ以外にも 21 や 34 のピークが求まるので，図 2 の充填図を注視するとそ

の連なりも確認できる。 
137.4…°の場合は充填図での一様性に乱れが認められる。変換によって求まる連なり数

は一方が 55 のフィボナッチ数であるが，他方は 76 のルカ数であり，それ以外は顕著なも

のはない。これらの数も充填図を数えて確認される。分割角がこれよりも黄金角に近い 137．
45..°の場合にはただ一つのフィボナッチ数が顕著になり，0.1°よりも大きく外れると他

の連なり数が現れる。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 充填図からの視覚による点の連なり数の特定は困難を伴うが，フーリエ変換を利用すれ

ば数量的に決定することができる。  
 実在のヒマワリの種の連なりらせん数は多くがフィボナッチ数になるが，ならない割合

が 20％程度あることが観測されている。他方，互生葉序のキャベツやセイタカアワダチソ

ウでは，その開度が黄金角に収斂している。この開度によって点を円周上に分布させるシ

ミュレーションでは黄金角の開度による点間隔の分散が最も小さくなる[2]が，これは理論

的にも証明されている[3]。上記方法によって連なりらせん数を特定する場合，その数がフ

ィボナッチ数になる分割角の範囲は狭い。これらの検討結果を報告する。  

文献  
1）R. Negishi et al.(2007): FORMA, 22, 207-215. 
2）根岸利一郎ほか(2013): 形の科学会誌，28, 32-33. 
3）恩田直登：私信. 

a) 137.5..° 

b) 137.4..° 

21 34 55 89 

55 76 

図 3．分割角に応じた充填図とフーリエ変換して現れた連なり数  
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竹はなぜ節をもつのか? ～剛と柔が共存する竹形態の妙～ 
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Why do bamboos create nodes? 

Takeshi Furuya1, Keiko Okamoto1, Yuka Sato2, Motohiro Sato2, Hiroyuki Shima1 
1Univ. of Yamanashi, 4-4-37, Takeda, Kofu, Yamanashi 400-8510 Japan 
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Abstract: In this project, we explore the mechanically optimized morphology realized 

in individual bamboo culms. Internode lengths, diameters, and thickness of natural 

Moso bamboos grown in Nagano prefecture were measured to find their quantitative 

correlations. The results allowed us to build a hypothesis that explains the optimal 

configuration of bamboos in views of structural mechanics and histomorphology.  

Keywords: morphogenesis, strength optimization, shell theory, stiffening effect 

 

 竹は、日本の東北以南および東南アジアに自生する熱帯

性の植物である。その成長速度は非常に速く、直径 15cm

足らずの竹でも、約一ヶ年で地表 10m 以上の高さに成長す

る[1]。さらに材質が軽くて丈夫なことから、土壁の保護骨

や天井材など、日本家屋の建築材料として広く用いられて

きた。特に東南アジアの国々では、現在でも建築用の足場

パイプなどの構造部材として日常的に活用されている。 

 力学的な観点でみると、竹は高い強度と柔軟性を併せ持

つ特異な植物といえる。まず竹の構造は、中空かつ円筒で

ある。一般に中空円筒状の構造物は、同じ断面積をもつ中

実円柱構造物に比べて柔軟性を示し、かつ数倍の強度を生

むことが知られている。さらにその中空性のため、竹は少ない養分で素早く成長し、他の

樹木との生存競争を有利に進めることができる。ただし中空構造の欠点は、強い外力が加

わると拉げて潰れることである。そこでこの欠点を補うべく、竹は各所に「節」を作る。

この節が横架材の役目を果たし、曲げ応力に対する竹全体の強度を高めるのである[2,3]。 

 上述の幾何学的特徴に加えて、竹の生物組織的な特徴も、その剛性機序を語るうえで重

要である。竹の長手方向を貫く維管束鞘(=繊維)は、弾性が高く且つ非常に丈夫で、その引

張り強度は鉄鋼材料に匹敵する。この維管束鞘の分布は、竹稈の内側から表皮に向かって

増加し、表皮近くでは組織密度の約 90%を占める。こうした高強度繊維の傾斜分布は、竹

全体のたわみに由来する力を効果的に分散すると言われている[4,5]。ただしこの傾斜分布

が原因となり、竹は横方向(繊維と垂直な方向)の力に弱く、裂けやすくなる。この欠点も、

おそらくは節の挿入により克服されているものと推察される。 

図1. 孟宗竹(モウソウチク)
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 以上の背景をうけ私たちは、自生する竹の形態を実地調査し、竹が生来的に獲得する最

適円筒構造の設計図(数理モデル)を見つけ出すとの着想に至った。具体的には、長野県中

野市で自生する様々な太さ・長さの孟宗竹について、根本から先端に至るまでの節間長

(L)・稈直径(D)・肉厚(T)の長手方向変化を調べた。さらに、胸高・根本における節間長と

稈直径を延べ 100 本以上の竹に対して測定し、各量間の相関有無を調べた。 

 解析の結果、節間長(=上下に隣り合う節と節の間隔)は竹の根本と先端で短く、中央部で

長いことがわかった。いっぽう肉厚と稈直径の比

(T/D)は、根本で最大値をとり、先端へ近づくに従い

一定値に収束した。さらに本解析では、節挿入で得

られる補剛効果を特徴づける指数Ω(Ω2=L2T/D3)に

注目した。構造力学理論[6]によれば、この値が一桁

程度以下の部位では曲げ変形に対する補剛効果が顕

著であり、中空円筒の断面変形が抑制される。つま

り断面が円形を保とうとするため、筒全体の曲げ剛

性が増加する。逆に指数Ωの値が二桁以上になる場

合は、節の効果が小さく、節間部位の断面は円から

楕円へ容易に偏平化する。解析の結果、竹の指数Ω

は根本付近で 2～5 程度、先端付近では 10 を大きく

上回り、長手方向に沿う単調変化が判明した。 

 以上の結果は、竹の剛性の物理的起源が、部位毎に異なることを示唆する。すなわち根

本付近では自重を支えるべく隣り合う節の間隔が狭くなる。中央部では節間隔を広くとり、

横風や雪の重みに対するしなやかな変形を許す。さらに先端付近では、節の効果は節から

伸びる枝の重みを支える役割を果たすのみであり、竹稈そのものの剛性は稈内部を構成す

る繊維の傾斜分布に起因すると解釈した。ただしこの仮説を定量的に検証するには、竹の

幾何形状と繊維傾斜分布の両者を考慮した独自の数理モデルを整備する必要がある。測定

条件と解析結果および構造力学的な理論背景の詳細は講演に譲る。 

 本研究を進めるにあたり、長野県中野市にお住まいの丸山久治様・扶美様ご夫妻には、

竹林での計測・伐採作業において大変有益な助言とご配慮を頂戴しました。山梨大学の岩

田智也准教授からは、植生調査に関する技術指導を頂きました。この他、山梨大学の堤裕

也氏、北海道大学の小池育代氏・丸山俊樹氏には、竹林現場作業のお手伝いをして頂きま

した。この場をお借りして厚くお礼を申し上げます。 
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図2. 竹の主要部位とその英語名称。
http://www.bamboobotanicals.ca/ 
index.html より抜粋。 
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有機アモルファス真空蒸着膜における非中心対称分子配向 
～分子の形がつくる自発的秩序構造～ 
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Noncentrosymmetry in Molecular Orientation  
in Vacuum-evaporated Amorphous Organic Thin Film:  

Spontaneous Order Emerging from Randomness through Molecular Form	

Takashi ISOSHIMA	


RIKEN      2-1 Hirosawa, Wako, Saitama 351-0199, Japan	
!
Abstract: Giant surface potential (gSP) as large as 50 V/µm is observed on a vacuum-evaporated 
amorphous thin film of an organic material Alq3 (tris-(8-hydroxyquinolinato)aluminum). gSP originates 
from spontaneous noncentrosymmetric (polar) molecular orientation in the film. This molecular orientation 
is not affected by interfacial or intermolecular interaction, but significantly modulated by ligand  (q = 8-
hydroxyquinolinato) modification. We have proposed a simple geometrical model “asymmetric dice 
model” to elucidate how the molecular form determines macroscopic noncentrosymmetry in the film.	


Keywords: organic thin film, vacuum evaporation, amorphous, polar molecular orientation, asymmetric 
dice model	
!
はじめに 
　 近年、有機低分子材料Alq3 (tris-(8-hydroxyquinolinato)aluminum)を暗条件下で真空蒸着す
ると非常に大きな正の表面電位が発生することが報告された[1]。この巨大表面電位は膜厚にほ
ぼ比例し、通常の有機薄膜(<1V)の10倍以上にもなることがある（>>10V、～50V/μm）。一次
電場変調分光法[2]や変位電流法[3]などによる評価から、アモルファス（非晶質）である膜内に
非中心対称分子配向が存在していることが明らかとなっているが、この非中心対称性の起源は明
らかになっていなかった。我々はこれまで、この自発的非中心対称分子配向の起源を探るため
に、さまざまな実験的理論的検討を行ってきた。 !
実験 
　 これまでに、基板依存性や製膜法ならびに製膜条件や製膜後の処理条件の影響を検討してき
た。このなかで、(1)巨大表面電位は基板にほとんど依存しない（すなわち界面相互作用は配向の
起源ではないとみられる）、 (2)光照射下の真空蒸着による配向度は暗所蒸着下よりも若干高く
なる、 (3)蒸着速度によって配向度は影響を受けない、 (4)斜め蒸着の場合でも配向度は変わらな
い、といった知見を得てきた。一方、Al(5-Clq)3 (tris-(5-chloro-8-hydroxyquinolinato) 
a luminum)はAlq3の約2倍の巨大表面電位を示し、Al(7-Prq)3 ( t r is - (7-n-propyl -8-
hydroxyquinolinato)aluminum)では負の巨大表面電位を示すこと[4]、一方で中心金属をGaにし
た化合物（Gaq3とGa(7-Prq)3）はAlの場合とほぼ同じ巨大表面電位を示すことから、中心金属で
はなくリガンドの構造が鍵を握ることが分かってきた。 !
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理論モデルとシミュレーション 
　これらの知見から、我々は分子の外形が非中心対称性を決めると考え、「非対称サイコロモデ
ル」を提唱している。分子を非対称多面体サイコロとみなし（図1）、それを机上（基板上）に
ランダムに転がすと、分子双極子（いわばサイコロに貼り付けた矢印）の平均は0にはならない
（図2）。モンテカルロ法によりシミュレーションを行って配向分布を求め、平均分子ダイポー
ルを計算したところ、Alq3の場合で配向秩序因子が+1.5%、Al(7-Prq)3の場合で-3.3%（配向秩
序因子の正負は、膜表面の電位の極性を表す）と実験とよく一致する結果を得た。一方ハロゲン
化誘導体Al(5-Clq)3の場合は極性は一致したものの配向秩序因子の大きさ(+1.3%)はAlq3より小
さく実験結果をあまりよく再現しなかった。従って、この非常に単純なモデルは、分子間の静電
的相互作用が強い場合は何らかの補正が必要となるものの、非中心対称性の起源を本質的には説
明できているものと考えている。 !
まとめ 
　 アモルファス材料はこれまで長距離秩序を持たず等方的であると考えられてきた。しかし本講
演で取り上げた例は、分子間力や表面相互作用といったものがなくとも、分子形状のみでランダ
ム性の中に非中心対称性というある種の秩序構造が生じうることを示しており、興味深い。また
応用面においても、単に真空蒸着するだけで膜内電場や2次非線型光学活性を示す薄膜が得られ
ることから、有機エレクトロニクスやフォトニクス分野でも活用できるものと期待される。 !
【参考文献】 
[1] Ito, E., et al, J. Appl. Phys., Vol.92, p.7306 (2002).   
[2] Isoshima, T., et al., Mol. Cryst. Liq. Cryst., Vol.505, p.59 (2009)   
[3] Noguchi, Y., et al., Appl. Phys. Lett., Vol.92, p.203306 (2008)   
[4] Isoshima, T., et al., Organic Electron., Vol.14, p.1988 (2013)	   
	 

図1 Al13分子の3つのリガンドが各1点で基
板表面に接地する姿勢。下の暗黄色の
直線が基板面、暗赤色の矢印は分子ダ
イポール、上の淡黄色の三角形はもう
一つの接地可能面を表す。これらの接
地可能面は平行ではないことに着目。

図2 非中心対称性発現の模式図。図1に示す
Alq3をここでは淡赤色の不等辺四角形
で表している。2つの接地面が平行では
ないために、分子ダイポール（細い赤
矢印）の基板法線成分（太い淡赤色矢
印）がキャンセルせず、残留成分（中
央部の太い暗赤色矢印）が生じる。モ
ンテカルロシミュレーションでは他の
あらゆる接地姿勢も含め、それぞれの
接地姿勢を取る確率を求めて、分子ダ
イポールの平均値を計算した。
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面積ランダム充填
— 新しいランダム逐次充填問題の提起 —

種村　正美
tanemura@ism.ac.jp

統計数理研究所・名誉教授，〒 190-8562 東京都立川市緑町 10-3

Areal Random Packing — Proposal of a Novel Random Packing —

Masaharu Tanemura

Prof.Emer. The Institute of Statistical Mathematics,

10-3 Midori-cho, Tachikawa, Tokyo 190-8562, Japan

概 要

We present a new class of random sequential packing, called an ”areal random packing” in the
plane. One-dimensional version of areal random packing is also presented. Their packing densities
are estimated through computer simulations.

Keywords

Car Parking Problem, Critical size, Packing Density, Stopping Rule, Voronoi Cell

1 はじめに

互いに重なり合わない対象のランダム充填は日常よく目にする。ランダム駐車問題はその典型であり、理

論的にも解明されている [1]。２次元の円板のランダム逐次充填について、われわれは以前、計算機実験に

よる結果を提出し [2]、生態学的応用も示した [3]。

今回の報告では、「重なり合わない」という条件の代わりに対象が占有する面積（２次元の場合）が臨界

値以上という条件でランダムに充填する新しい問題を提起する。以下、それを「面積ランダム充填」と呼

ぶ [4], [5]。

2 面積ランダム充填とそのアルゴリズム

充填される領域を正方形 A = L× L とし、N を領域 A にランダム充填される点の個数とする。領域 A

は配置された N 個の点でボロノイ分割され、各ボロノイ・セルの面積は臨界値 ac より大きいものとする。

われわれのランダム充填は次のアルゴリズムで生成される：

1. N ← 3 として，N 個の点を A の中で一様ランダムに生成する．

2. 点配置のボロノイ分割を計算する．もしもいずれかのボロノイ・セルの面積が ac より小

さければ Step 1 に行き，さもなければ Step 3 に行く．

3. テスト粒子 xt を A の中で生成し、点 xt のボロノイ・セル V (xt) を計算する．もしも

V (xt) および隣接するボロノイ・セルの面積がいずれも ac より小さくなければ Step 4 に

行く；さもなければ Step 3 に行く．
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Areal Random Packing: L = 10, N = 81; density = 0.81

図 1: 面積ランダム充填の一例 (L = 10, ac = 1.0;nt = 10000, N = 81).

4. N ← N + 1. もしも指定された Stopping Rule が満たされれば Stop，さもなければ

Step 3 に行く．

ここで、簡便な Stopping Rule はテスト粒子の総数 nt をあらかじめ与えることである；nt を大きく

すれば最終的な N は一般に大きくなるだろうが、無駄な計算時間を省くためには適切な nt の値の設定が

肝要である。図１に面積ランダム充填の一例を与えた (A = 10× 10;L = 10; ac = 1.0)．

3 充填密度の推定

ランダム充填問題では、どの程度詰まるかを示す「充填密度」を求めるのが通例である。われわれは異な

る L の値（L = 5, 7, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 70, 100, 200) に対して計算機実験をそれぞれ多数回行い、回帰分

析の結果、ρ∞ = 0.8335 を得た。ただし、ρA = N × ac/A である。

円のランダム充填密度との比較、そして１次元への拡張等については講演で発表する予定である。

参考文献
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正多面体の面連結から生成される螺旋構造について 

伊藤圭汰、手嶋吉法 
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Helices by face-connection of a regular polyhedron  

Keita ITO and Yoshinori TESHIMA* 

Chiba Institute of Technology, 2-17-1 Tsudanuma, Narashino, Chiba 275-0016, Japan 

*yoshinori.teshima@it-chiba.ac.jp 

Abstract: A regular tetrahedron has no pair of parallel faces. Linear stacking (face-connection) of a regular 

tetrahedron called the Boerdijk–Coxeter helix has no translational symmetry. Other regular polyhedra (cube, 

octahedron, dodecahedron, and icosahedron) have some pairs of parallel faces and their linear stacking 

structures have translational symmetry. In this study, we show that face-connected structures of the regular 

octahedron, the regular dodecahedron, and the regular icosahedron has no translational symmetry. 

Keywords: regular polyhedron, Boerdijk-Coxeter helix, 1D quasicrystal 

 

1. はじめに 
筆者らは,機械サイエンスの為の基礎研究として,多面体の転が

りについて研究している[1].また,多面体の転がりを考える上で,

正多面体の様々な構造に関して,深く理解をする必要があると考

えている.本研究は,正多面体の面同士を,ある条件の下で規則的

に連結した構造を作製し,評価を行うことで,将来の機械サイエンスに役立てる

ことを目的とする. 

多面体の面同士を連結し,直線的な棒状多面体を作製した.直線的な棒状多面

体の代表例として, 図 1(a)に示す Boerdijk-Coxeter helix(以下:B-C helix)が挙

げられる. 

B-C helix は,正 4 面体の面連結構造で,螺旋構造である.図 1(a)を正

面図と定義したとき,側面図は,図 1(b)となる.図

1(b)より,頂点は重ならず,並進対称性を持たない

構造である.B-C helix を構成する正 4 面体は,平

行平面を持たない唯一の正多面体であり,並進対

称性が現れることは無い. 

正 4 面体以外の正多面体において,平行な面で

連結した構造は,全て並進対称性を有している.図 2 に

示す,各正多面体の平行な面で連結を行うと,立方体(正

6 面体)は,正四角柱となり,構成する全ての立方体は,同

一方向となる.また,正 8 面体,正 12 面体,正 20 面体に関

して,隣り合う正多面体の方向は異なるが,偶数番と奇数番に存在する各々の向きは,同一方向を向いている. 

図 2 より,平行平面を持つ 4 種の正多面体は,1 次元的な結晶構造となる.平行な面を持つ正多面体において,

非平行面で連結を行い,直線的な棒状構造の構成が可能であるか調査を行う. 

図 1(a) B-C helix 正面図(正 4 面体：20 連結)

図 1(b) B-C helix 側面図(60 連結) 

立方体 正 8 面体 

正 12 面体 正 20 面体 

図 2  正多面体を平行面で連結した構造 
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2. 正多面体の螺旋構造 
 立方体は,周期的な螺旋構造を生成可能だが,B-C helix のように非周期

的な螺旋構造を生成することは不可能であり,平行な面で連結した場合

と同様の,立方体が平行移動した構造である.  

 図 3(a)に示すように,正 8 面体と正 20 面体は,直線的な棒状構造かつ

螺旋状の構造を生成可能であった.B-C helix と同様に,螺旋の向きが異

なる鏡像が存在する. 

 図 3(b)に示す正 12 面体の螺旋構造は,側面図より,4 重螺旋で構

成されている.他の正多面体の螺旋構造や,B-C helix と異な

ることが確認できた. 

 

3. B-C helix との関係性 
 図 4 に示すように,正 8 面体と正 20 面体の面から,正 4 面体と同じ向き

の面を 4 面選べる.図 3(a)における螺旋構造の連結面は,正 4 面体の面

連結と完全に対応している.したがって,正 8面体と正 20面体の螺旋構

造で隣り合う多面体は,B-C helix と同じ回転角度(約 131.8 度)となる

[2].よって,図 3(b)の螺旋構造は,B-C helix と同様に結晶構造ではなく,1 次

元的な準周期構造となる. 

B-C helix の側面図 [図 1(b)]は,連結数を増やす毎に円に漸近する.同様に,図 3(a)の螺旋構造の側面図も,連

結数を増やす毎に円に漸近する. 

 次に,正 12 面体と正 4 面体の関係性を考える.正 12 面体と正 20 面体は,双対関係である.よって,正 4 面体と

正 12 面体の関係性は,正 4 面体の面と正 12 面体の頂点が同一平面状に存在可能であることが挙げられる.し

たがって,図 3(b)に示す螺旋構造と B-C helix の螺旋構造は,異なった螺旋構造となる. 

 

4. まとめ 

 正多面体の面連結構造は,結晶構造のように直線状かつ周期的な構造が広く認識されている.また,B-C helix

も,結晶構造ではないが,直線状な構造である. 

正多面体の面連結構造による螺旋構造は,B-C helix の他に正 8 面体,正 20 面体,正 12 面体が螺旋構造を持

つ構造であることを確認した.正 8 面体と正 20 面体は,B-C helix と本質的に同じ螺旋構造である. 

正 12 面体に関して,螺旋構造は,確認可能であったが,正 4 面体の面との対応面が無いため,B-C helix と異な

る周期の螺旋であった.正 12 面体と正 20 面体は,双対関係である(面と頂点の位置が入れ替わる) 

ため,B-C helix の螺旋構造と異なると考えられる. 

 平行平面を持たない正 4面体は,正多面体の中で特殊であり,その特殊性がB-C helixのような準周期構造を

生成する.立方体は,周期的な螺旋構造を生成可能であったが,B-C helix のように非周期的な螺旋構造を生成

することは不可能である.これは,立方体の二面角が直角(90 度)であるため,平行な面で連結した場合と同様に,

立方体が上下左右に平行移動した構造となるためである. 

参考文献 

[1]伊藤,手嶋,「Boerdijk-Coxeter helix の転がりに関する研究」,第 77 回形の科学シンポジウム(青山学院大学,2013 年 11 月) 

[2] Boerdijk, A. H., "Some remarks concerning close-packing of equal spheres", Philips Res. Rep. 7 (1952) pp. 303-313. 

正 8 面体(10 連結) 

正 20 面体(10 連結) 

図 3(b)  正 12 多面体の螺旋構造(20 連結) 

正 8 面体 正 20 面体 

図 4  正 8 面体と正 20 面体の 

４つの面と正４面体との対応 

図 3(a) 正 8 および 2 面体の螺旋構造
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寒天培地の表面形状の違いによる微生物の増殖制御について  
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Growth control of microbe by microstructure on agar medium 

 Shigeru Uchiyama1, Takashi Isoshima2, Shinichiro Nakamura1
 

1 Nakamura Laboratory, RIKEN Innovation Center, 2 Nano Medical Engineering 

Laboratory,  RIKEN, 2-1 Hirosawa, Wako, Saitama 351-0198, Japan 

 

Abstract: We have investigated bacterial growth on various microstructured surfaces of agar 

medium. The microstructure was transfered from the surface of various materials  using silicone 

rubber. Bacterial colonies were clearly depressed on some microstructured surfaces including 

fractal surfaces and micro-pillared surfaces (such as sandpapers). On the other hand, the colonies 

on meshed surfaces spread more rapidly than on a smooth surface. 

Keywords: agar medium, bacterial colony, growth control, surface structure  

 

1. はじめに 

心筋細胞や神経細胞などの動物細胞の培養では、容器表面の構造パターニングにより培

養制御を行っている例が報告されている 1-3)。一方微生物の培養においては、松下らの寒天

濃度と栄養源濃度の組み合わせによる細菌のコロニー形状のパターニングの研究 4)がある

ものの、寒天培地の表面構造が微生物増殖へ及ぼす影響についてはこれまで検討されてこ

なかった。培地表面構造による増殖制御が実現できれば、新規微生物の探索やコロニー培

養試験といった基礎研究のみならず、抗菌剤などの化学的手段を用いない抗菌表面の実現

といった産業応用までも含めた幅広い展開が見込まれる。そこで我々は、寒天培地表面に

さまざまな構造を形成して微生物の増殖状況を検討した。  

 

2. 実験方法 

表面形状の素材として、ハス、サトイモやツワブキの葉など、また、目の粗さの異なる

数種類のサンドペーパーやメッシュクロス及びアルキルケテンダイマーによるフラクタル

表面などを供試した。これらを直径 9cm のプラスチック製のペトリ皿の底の片半面に、も

う半面にはアクリル薄板を貼り付け、その上に高精細転写用シリコーン印象材（SIM-240、

信越化学）を流し入れて脱気し、40℃で 2 時間硬化させた後に剥離して素材の表面形状を

転写したシリコーン型とした。  

直径 9cm のペトリ皿に滅菌後のトリプトソイ寒天培地（TSA）（寒天 3%）を 20ml 分注

し、直ちに上記シリコーン型を置き、培地が固化した後にシリコーン型を静かに剥がして

素材の表面形状を転写した。 

供試微生物は枯草菌 Bacillus subtilis、納豆菌 B.subutilis var. natto、大腸菌 Eschericia coli、

形の科学会誌　第29巻　第2号 (2014)シンポジウム予稿

―166―



 

 

光合成細菌 Rhodobacter capsulatus を用い、それぞれ 105CFU/ml に調整した懸濁液を 1μl 上

記寒天培地に点接種して 37℃または 28℃で 3～5 日間培養し、コロニーを形成させた。  

 

3. 結果・考察 

形成されたコロニーの形状は、寒天培地の表面構造によって、また供試微生物によって

明確に異なった。図 1 に納豆菌のコロニーを、図 2 に枯草菌のコロニーを示す（各ペトリ

皿の寒天培地の表面形状は下半分が平滑なコントロール、上半分が表面構造ありとなって

いる）。  

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

枯草菌と納豆菌では撥水性のあるハス葉、サトイモ葉、アルキルケテンダイマーの表面

構造を転写した寒天培地では平滑面に形成されたコントロールのコロニーと比べて明らか

に小さくなり、増殖が抑制されていた。一方、目開き 6 または 24μm のメッシュクロスを

転写した寒天培地ではコロニーが薄く広がる傾向が見られた。  

これらは結果の一部を示したもので、形成されるコロニーの形状やサイズは寒天培地の

表面構造の違いと細菌の種類によって異なっているが、表面構造により影響を受けている

ことは明らかである。今後は微生物の細胞サイズと寒天培地表面の微細構造の関係がどの

ように増殖に及ぼすのかなどを明らかにし、固体表面の微細構造による増殖制御の可能性

について検討する予定である。  
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図 2. TSA 培地（寒天 3%）、37℃、3 日間 

培養後の枯草菌のコロニー  

      a：アルキルケテンダイマー表面  

b：目開き 24μm メッシュ表面  

 

1 a b 2 a 

図 1. TSA 培地（寒天 3%）、37℃、3 日間

培養後の納豆菌のコロニー  

a：サトイモ葉表面  

b：目開き 6μm メッシュ表面  

 

b 
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江戸鍋島焼（皿）の対称模様―数個の例 

松 本 崧 生 

金沢大学名誉教授、自宅：金沢市土清水２－７７ matsumoto.ty@gmail.com 

Symmetrical aspect of the Nabeshima ware, several dishes in Edo period 

Takeo Matsumoto   Emeritus Professor Kanazawa Univ. 

Private address: Tsuchisimizu 2-77, Kanazawa 920-0955, Ishikawa, Japan 

Abstract: The Nabeshima ware was Japanese porcelain produced in Arita, Saga Prefecture, under the feudal 

lords of Nabeshima, in Edo period for some 200 years until 1871. The patterns of the Nabeshima dishes 

are investigated by symmetry, using point symmetry, plane group and color group. Some dishes show 

8mm point symmetry, p1, and p31m plane group symmetry. Moreover, some dishes show color plane 

group, including dicolor, tricolor group.  

Keywords: Nabeshima ware, Edo period, plane group. point group, color group                   

 

1. はじめに 

鍋島焼については多くの解説書がでており、かいつまんで要点を使わさせて頂く。 

鍋島焼とは、江戸時代、肥前鍋島藩において、現在の佐賀県有田伊万里市南部にあった藩直営

の窯で焼かれた高級磁器である。その製品は藩主所要品で、将軍家、大名らへの贈答品として使

われ、一般の市場へは出回ることが無かった。皿を中心に規格、技法，意匠ら、藩の管理統制を

受け、各種工程は分業、皿の器形は木盃形ﾓｸﾊｲｶﾞﾀ（高台付き）に統一され、径は１尺(30cm)、7

寸(21cm),5寸(15cm),3寸(15cm)と定められた。その中で技巧が追求され意匠の独創性がみられる。

1871 年（明治 4 年）廃藩置県で鍋島焼は途絶えた。「古伊万里」「柿右衛門」が国内外に出まわっ

たのに対し、「鍋島」はすべて国内向けであったので.前２者に比べあまり見られない。 

 

2. 対称性 

いにしえの陶工が結晶学の対称性を知る由もないのに,その磨かれた美意識の中で, 多くの対

称性のパタンが見られる作品を生み出したのは驚愕に値する. 二次元の対称模様として, 数種の

鍋島焼の皿模様の対称性を示す。カラーでなく、白黒写真で残念である。 

 

3. 点群 

固定点（不動点）を通り, N回回転軸が存在する. ほとんど皿の中心点が不動点となる. またN回

回転軸とそれを含む鏡面, Nm 対称のものもある. 

N         1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ......... 

Nm（N：奇数）  1m, 3m, 5m, 7m, 9m, 11m, ... 

Nmm（N：偶数）  2mm, 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm.... 

N, Nm, Nmm の回転軸は結晶の対称の要素と異なり,1, 2, 3, 4, 6 に制限されず, 一般的回転軸

である. すなわち,結晶学的制約に束縛されない. 領域は部分領域, またほかのもので覆うこと

もある. 鍋島焼きにはしばしば窓があり, 異なる世界が描かれ, 新たな対称図形が現れている。
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裏面には, 三方晶系の3, 3m 点群, 高台は高いN, Nm(m)の対称を示すことが多いようである. 

図 1 色絵 菊唐草文 皿 初期鍋島、17C 後半(経 D=15.6,高台 K=7.9,高さ H=3.8cm) 

八輪の菊花を唐草で繋げた文様で、対称性は 8mm 。皿の中心を８回回転軸が通り、軸を含んで

２種の鏡面が存在する。裏文様は切枝牡丹文(N=3),高台はハート形猪目繋ぎ文染付。 

 

4. 平面群、17 種の結晶平面群 

  ２方向の並進対称性（繰り返し模様）を持つ。格子種類は５種、平面群は 17 種。 

図 2 鍋島尺皿 染付桃花文 皿、17C 末-18C 初 (D=30.9, K=15.5, H=8.8cm) 

桃の実、花、葉を絡ませ、斜交格子上に配した文様。結晶平面群は p1 である。 

5. 色群 color group  

  二色群、黒白群 80 種の dichromatic group, black and white group 

   多色群     polychromatic group 

  図 3 鍋島色絵更紗文皿, 17C 後半五寸皿, (D=15.3, K=8.3, H=3.7cm) 

     花と更紗文の黄色、緑色を同一色と見做すと、文様の対称は、二次元結晶平面群の六方晶

系, p31m (a1,a2, γ=120 ̊, |a1|=|a2| ) となる。黄色、緑色を区別してみると、3 回対称は無くなり、

黄―黄と、これに直交する長めの黄―黄を 2 格子軸とする直交(斜方)晶系となり、底心方向に黄―

緑―黄の Anti-translation がみられる。実は反対称底心格子であり、p’c1m（A=a1, B=a1 + 2a2）の

2 色平面群で記される。 

 

6. おわりに 

 鍋島焼の皿の表裏の文様対称は、一般化した点群、平面群、さらに多色群などで表現される。

この要旨は、日本結晶学会誌 51,133-139(2009)に執筆したものを簡略化したもので、3 個の図はこ

れからの引用である。戸栗美術館学芸顧問の森由美博士には、ご教示賜りました。研究上多くの

方にお世話になりました。御礼申し上げます。 

 

文献 [1] 財団法人戸栗美術館蔵品選集 西暦 2000 年記念図録   

[2] 将軍家への献上 鍋島: 日本磁器の最高峰、佐賀県立九州陶磁文化館(2006)   

[3] Matsumoto, T., “Symmetrical aspect Nabeshima ware”, Symmetry: Art and Science, (2010)  pp. 180-183, 

 
図 1 色絵 菊唐草文 皿     図 2 鍋島尺皿 染付桃花文 皿  図 3 鍋島色絵更紗文皿 

  点群 8mm         結晶平面群  p1       結晶平面群 p31m または p’c1m 
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周期倍分岐で生じた周期軌道の記号化
山口喜博（帝京平成大学:290-0193 千葉県市原市うるいど南 4-1）

chaosfractal@icloud.com
Coding of periodic orbits appeared through period-doubling bifurcation

Y.Yamaguchi (Teikyo Heisei University, Ichihara, Chiba 290-0193, Japan)

キーワード 二次元面積保存写像, スメールの馬蹄, 周期倍分岐, 記号化, コード, 置き換え規則.

二次元面積保存写像としてエノン写像族の属する下記の写像 Ta (a ≥ 0)を考える.

Ta : yn+1 = yn + a(xn − x2
n), xn+1 = xn + yn+1.

写像 Taの不動点Q = (1, 0)は 0 < a < 4において楕円型である. Qは a = 4で周期倍分岐を起
こす. 生じた娘周期軌道も順次周期倍分岐を起こす. 周期倍分岐は詳しく調べられている [1-3].
写像 Taは a ≥ ac = 5.17660536904 · · ·において, スメールの馬蹄が存在する. スメールの馬蹄

に存在する軌道は 0と 1の記号を用いて記述される. 周期軌道は周期数分の記号の繰り返しとな
る. 周期数分の記号をコードという. Qのコードは 1で, Qより生じた娘周期軌道のコードは 01
である. コードと周期軌道は一対一対応している. Qが周期倍分岐して生じた娘周期軌道につい
ては, 母周期軌道のコードから娘周期軌道のコードを生成する置き換え規則が知られている [2].

置き換え規則 : 0 → 11, 1 → 01.

筆者がこの規則を理解する途中で導いた置き換え規則を幾何学的置き換え規則と名付ける.

幾何学的置き換え規則 : Pn = s1s2 · · · s2n (n ≥ 0, sk = {0, 1}, 1 ≤ k ≤ 2n)と書く. ただし,
P0 = 1, P1 = 01. P2以降は下記のようにして順次決定する.

Pn+1 = (1 − s1)s2 · · · s2ns1s2 · · · s2n .

Pn+1を決めるために PnPnを用意し, 最初の記号が 1 (0)なら 0 (1)に書き換えることになる.
下記のコードを見れば, ふたつの規則で生成されたコードが同じであることが確認できる. 下記
の表現の中点 ·は単なる区切れで意味は無い.

P0 = 1 → P1 = 01 → P2 = 11 · 01 → P3 = 0101 · 1101 → P4 = 11011101 · 01011101 → · · · .

幾何学的置き換え規則について, 簡単のために n = 1の場合で説明する. 娘周期軌道のコード
P2は母周期軌道のコード P1のほぼ繰り返しである. よって P1P1が得られる. しかし, 娘周期軌
道のコード P2 は母周期軌道のコードの繰り返しである P1P1 = 0101と異なる部分が必ずある.
図 1で, z1は領域 0にあり z2は領域 1にある. z1が周期倍分岐をして対称線上に ζ1と ζ3が生じ
る. z2が周期倍分岐をして対称線上に ζ1と ζ3が生じることはない. これが生じると矛盾である
ことが示せる. ζ3は z1の左に位置するので記号は 0である. ζ1は母軌道点 z1から右方向に対称
線上を移動し領域 1の領域に入る. もし入らなければ娘軌道点のコードは母周期軌道のコードの
繰り返し P1P1となり矛盾である. ζ2と ζ4は領域 1にある. 以上よりコード 1101が得られる.
正確に言うと, 母軌道点 z1と娘軌道点 ζ1の間に安定多様体の弧 (領域 0と領域 1の境界) が入

り込み両者を別の領域に分けるのである. 安定多様体の弧による母軌道点と娘軌道点の分離が順
次生じ, 結果として娘周期軌道のコードが順次決まっていく. これが周期倍分岐の特徴である.
楕円型不動点Qより回転数 p/q (既約分数)の周期軌道が生じる. 0 < p/q < 1/2の場合, 回転

分岐と呼ばれている. 回転分岐で生じた回転数 p/qの楕円型周期軌道も周期倍分岐を起こす. こ
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図 1: Wsはサドル型不動点 P = (0, 0)の安定多様体. Qが周期倍分岐して生じた娘軌道点が z1と z2. 娘
軌道点 z1が周期倍分岐して生じた軌道点が ζ1, ζ2, ζ3, ζ4. 領域 0に z1と ζ3があり, 領域 1に z2と ζ1,2,4が
ある. z1 と ζ1 の間をWs の弧が上から下へ (矢印の方向)と通過し, z1 と ζ1 を異なった領域に分離する.
対称線 Sg は y = −a/2(x − x2)で, もう一つの対称線 Sh は y = 0. 領域 0(1)に軌道が入ると記号は 0(1)
となる.

れらの周期倍分岐における置き換え規則も上記の幾何学的置き換え規則を導出した方法を利用す
ると得られる. 結果として置き換え規則も導ける. 簡単な p/q = 1/3の場合の規則を示す.

幾何学的置き換え規則 : Pn = s1s2 · · · s3×2n (n ≥ 0, sk = {0, 1}, 1 ≤ k ≤ 3 × 2n)と書く. ただ
し, P0 = 001, P1 = 111001. P2以降は下記のようにして順次決定する.

Pn+1 = (1 − s1)(1 − s2)s3 · · · s3×2ns1s2 · · · s3×2n .

置き換え規則 : 001 → 111001, 111 → 001001.

下記のコードをもとに二つの置き換え規則が同等であることを確認して欲しい.

P0 = 001 → P1 = 111 · 001 →

P2 = 001001 · 111001 → P3 = 111001111001 · 001001111001 → · · · .

さらに... ここで得た置き換え規則を漸化式形式にも書ける.

P0 :母周期軌道のコード. P1 :最初の娘周期軌道のコード. Pn+1 = Pn−1Pn−1Pn (n ≥ 1).

Pn+1 = Pn−1Pn−1Pnは, Pn−1を二つ続けて書いて次に Pnを書くと, Pn+1が得られるという意
味である. 周期倍分岐の母周期軌道としてどんな楕円点を選んでも, この漸化式が成立すると予
想している.

参考文献
[1] J.M.Greene, R.S.Mackay, F.Vivaldi and M.J.Feigenbaum, Universal behavior in families of
area-preserving maps, Physica 3D (1981), pp.468-486. 初期の論文の代表.
[2] H.R.Dullin, J.D.Meiss and D.G.Sterling, Symbolic codes for rotational orbits, SIAM J. Appl.
Dyn. Sys. 4 (2005), pp.515-562. 置き換え規則の紹介.
[3] Y.Yamaguchi and K.Tanikawa, New period-doubling and equiperiod bifurcations of the re-
versible area-preserving map, Prog. Theor. Phys. Vol.128 (2012), pp.845-871.
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カオス結合系の視点から見た
コラッツ問題
植松広一郎，宮崎修次

〒 606-8501 京都府京都市左京区吉田本町，
京都大学大学院情報学研究科
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Collatz Problem from the

Viewpoint of Coupled Chaos

Koichiro Uematsu and Syuji Miyazaki
Graduate School of Informatics,

Kyoto University, Yoshida-Honmachi, Sakyo-ku,

Kyoto, 606-8501, Japan

Abstract: Collatz conjecture is studied from the

viewpoint of coupled chaos. Collatz tree as a

complex network is characterized with an em-

phasis on the structure in the vicinity of fork.

The corresponding natural number at the fork

always leaves a remainder of 4 when divided by

6. Multibasin structure is also analyzed for a

generalized Collatz problem.

Keywords: Collatz problem, Collatz tree, com-

plete chaos synchronization, multibasin

コラッツの問題 [1]の概要は，「任意の０で
ない自然数 nをとり，nが偶数の場合，n

を２で割る．nが奇数の場合，nに３をか
けて１を足すという操作を繰り返すと，ど
うなるか」というものである．この操作に
より「どんな初期値から始めても，有限回
の繰り返しのうちに，１→４→２→１とい
うループに入る」という主張がコラッツの
予想である．
１より大きな値を掛けることと１より小さ
な値を掛けることを不規則に繰り返す操作
は，カオス結合系の一つの運動形態である
オンオフ間欠性（変調間欠性）[2]の写像モ
デルにも現れる [3]．この間欠性は完全カオ
ス同期状態がわずかに不安定化したときに
現れるが，初期値から完全カオス同期に到
達するまでの時間は，初期値に敏感に依存
する．コラッツ問題でも，任意の初期値の自
然数から１に到達するまでのステップ数は
初期値に複雑な形で依存する．コラッツ問

題を取り上げる文献では，初期値から１に
到達するまでの時間 (total stopping time)

の初期値の自然数に対する依存性のグラフ
がよく描かれる．コラッツの iterationを可
視化したものをCollatz tree というが，to-

tal stopping time の分布を求める場合は，
Collatz tree の同じ枝を何度も重複して数
えることになる．Collatz tree をある種の
複雑ネットワークとして捉え，その幾何学
的な特徴を，二股に分かれるところの近傍
の構造に着目して抽出する．Collatz treeは
６で割ると４余る自然数のところで必ず二
股に分かれる．
カオス結合系では，マルチベイスン，マル
チアトラクタとなることがあるが，コラッ
ツの問題の奇数のときの乗数を３から５に
変えると複数のループが現れ，マルチベイ
スン，マルチアトラクタとなる．そのベイ
スン構造の複雑さを議論する．

参考文献
[1] M. Chamberland, Una actualizacio del

problema 3x+1, Butlleti de la Societat

Catalana de Matematiques 18, 19–45

(2003); English translation An Update

on the 3x+1 Problem is available at

the author’s website

http://www.math.grinnell.edu

/~chamberl/papers.html;

J. C. Lagarias, The 3x + 1 Problem

and Its Generalizations, American

Mathematical Monthly, 92, 3–23

(1985).

[2] 藤坂博一, 山田知司, 堀田武彦, 大内克
哉，「散逸力学系カオスの統計力学」
培風館, (2009)．

[3] Syuji Miyazaki and Hiroki Hata, Uni-

versal scaling law of the power spec-

trum in the on-off intermittency, Phys-

ical Review E 58, 7172–7175 (1998).
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AC トラップ中の少数帯電微粒子群の平衡配置とゆらぎの統計的性質 
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Arrangements and statistical properties of fluctuation of 
charged fine particles in an AC trap 

Ryuji Ishizaki, Hiroki Hataa, Tatsuo Shojib, and Syota Hamaokab 

Faculty of Integrated Human Studies and Social Sciences, Fukuoka 

Prefectural University, Tagawa 825-8585, Japan 

Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima Universitya, 

Kagoshima 890-8580, Japan 

Graduate School of Engineering, Nagoya Universityb, Nagoya 464-8603, Japan 

 

Abstract: We have investigated the behavior of a small number of charged fine 

particles under Coulomb interactions in an AC trap. Stable forced oscillations with 

an angular frequency exist for the displacement vector of two charged fine particles 

described by a coupled Mathieu-Coulomb equation. Displacement vector motion becomes 

chaotic, depending on the control parameters in a coupled Mathieu-Coulomb equation. 

Stable solutions with a triangular configuration, and which oscillate with an angular 

frequency, exist for three particles. An irregular replacement of particles in the 

triangle configuration occurs, depending on the control parameters in a coupled 

Mathieu-Coulomb equation. 

Keywords: AC trap, Mathieu equation, parametric excitation, chaos 

 

帯電微粒子を交流電場によって閉じ込めると、電場の強さや周波数といったコントロー

ルパラメータの変化により、帯電微粒子の運動には、固定点、周期運動、不規則運動など

が観測される。交流電場による荷電粒子（１粒子）を閉じ込めるための条件は、次の Mathieu

方程式の固定点や周期運動の安定性により説明される[1]。 

 

交流電場によって閉じ込められた粒子が２個以上になると、粒子間にクーロン力が働き、

交流電場の有効ポテンシャルによる中心力とクーロン斥力との釣り合いで、安定な粒子配

置が実現する。 

次式は、交流電場によって閉じ込められた 2 つの帯電微粒子が、互いにクーロン斥力を

及ぼしながら運動する場合の相対座標の運動方程式である。 
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 第１項がクーロン斥力項、第２項がパラメータ励振項、第 3 項が散逸項である。 

 図 1 は、2 粒子の相対座標 z 成分のパワースペクトルである。コントロールパラメー

タ qz が大きくなるに従い、安定

な強制振動から、準周期運動、

カオス運動が発生することを示

している。 

帯電微粒子が 3 つの場合、帯

電粒子が三角形の配置を保ちな

がら、交流電場の周期で振動す

る解があらわれる。この配置は、

回転に対して中立安定である。

コントロールパラメータを動か

すと、粒子の平衡配置が不安定

化し、カオス的な運動が発生す

る[2]。 

今回の講演では、AC トラップ中の少数帯電微粒子群で発生する平衡配置とカオス的運動

の統計的な性質について報告する。 
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Motions of a nut attached to a vibrationally-stimulated bolt and a phenomenological model
Hirotaka TOMINAGA1,Syuji MIYAZAKI2

Faculty of Medicine, Saga University Nabeshima 5-1-1, Saga1,

Graduate School of Informatics, Kyoto University Yoshida-Honmachi, Sakyo-ku, Kyoto2

Abstract: A nut attached to a bolt in immediate contact with a vibrating body such as electric toothbrush shows

ballistic motion or chaotic diffusion along the axis of the bolt. A two-dimensional potential with a circular trench

and an external oscillating field are introduced to reproduce phenomenologically the above-mentioned motion of

the nut. The ballistic motion corresponds to a rotational motion in the circular trench. The way of contact between

the bolt and the vibrating body is simplified and expressed by a direction of the external field.

Keywords: bolt and nut, dynamical system, ballistic motion, chaotic diffusion
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Development of tactile models for understanding 
three-dimensional crystallography 

Y. Watanabe*, Y. Ikegami, Y. Teshima, and K. Yamazawa 
*wistajp@gmail.com 

Abstract: A proper polyhedron is developed for the visually handicapped person to be able to 
learn the concept of symmetry. Every regular polyhedron has attachment of the symmetry 
elements such as rotation symmetry and plane symmetry. As a simple model, we used a cube that 
has mirror plane, 2-fold, 3-fold and 4-fold rotation symmetry. By attaching rotation axis and 
mirror plane to a cube, visually handicapped high-school students could confirm the availability of 
the cube for understanding the symmetry by touching and operating the symmetry element of the 
cube. 
Keywords: Tactile, Cubic Symmetry, Rotation axis, Mirror, Packing polyhedron 

 

視覚障害者が立体の結晶構造を理解するためには、平面のときと同じように 3 次元の結晶点群
の理解が必要であるが、平面を十分マスターすることなしに 3D の理解はありえない。しかし、
システマティックな３D の対称性は無理でも、最も簡単で対称要素が多い、立方体を使って具
体的に理解することができる。また、菱形 12 面体、ケルビン 14 面体、立方体の 3 種類の多面
体は空間をすき間なく充填できる多面体である。これを手で触りながら組み立てることは、触
覚の訓練になると共に、その対称性および並進性の理解に役立つであろう。本展示では２D 触
覚用結晶点群、触覚用家紋（紙）、および３種類の空間充填多面体を展示し、実際に触っても
らって対称性を学んでもらう予定である。 

展示モデル 

(1) 触覚用 2D 結晶点群      (2) 積木教材（左:体心立方構造、右：面心立方構造） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）立方体の回転対称軸(左から３個目まで)および鏡映面（右の２個） 

 

形の科学会誌　第29巻　第2号 (2014)シンポジウム予稿
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○新 入 会 の皆 様 （敬 称 略 ）  

林	 七菜子   新宿区立落合第四小学校（ジュニア会員）  
菊入	 弘行   大和ライフネクスト株式会社  
菊池	 敏正   東京大学	 総合研究博物館  
松本	 崧生   金沢大学名誉教授  

 
 
○新 入 会 の皆 様 のご紹 介 （敬称略） 
このコーナーでは，交流の促進を目的として，新入会の皆様の「主要研究分野」（A と略記）と「形の興味」（B と略

記），もしくは，お寄せいただいたご自身によるプロフィール記事 (C と略記 )を掲載します．  

 

坂本	 悠莉（2013 年度入会ジュニア会員、新潟第一中学校）   

A: 微化石（珪藻）      B: 珪藻の形の変化など 

 坂本悠莉です。新潟市出身の中学２年生です。 

 私は小学校からの案内で「未来の科学者育成講座」を知りました。この講座は幅広い分野の科学につ

いて学習し体験できる講座です。いろいろな講座を受け、一番興味を持ったのが地学です。糸魚川ジ

オパークの化石採取に行った時、サンゴの化石を見ていろいろな化石を調べてみたいと思い、自由選

択研究を化石にしました。そこで微化石に出合い、中でも 0.1ｍｍ以下しかない丸い形の中に規則正し

く小さな丸が並んでいる珪藻を見て感動しました。可愛くてきれいな形だと思いました。この小さな珪藻

が化石として残っているのは、珪藻の中の小さい丸の規則性が関係しているのか、どのように進化して

形が変化してきているのか調べていきたいです。よろしくお願いします。 

 

林	 七菜子（2014 年度入会ジュニア会員、新宿区立落合第四小学校）  
B: 形が好き。知人の建築家の FB で学会を知った。 

 
菊入	 弘行（大和ライフネクスト株式会社）  
A: 不動産開発、不動産管理       B: 建築物（特に構造的な形）、魚、昆虫、樹木  
 

会告	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 形の科学会誌	 第 29 巻	 第 2 号	 (2014) 

上：珪藻  
左：サンゴの化石  
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菊池	 敏正（東京大学総合研究博物館） 

A: 文化財保存学、彫刻       B: 石膏製の数理模型のレ

プリカ制 作 に携 わった経 緯 もあり、幾 何 学 形 態 に興 味 がありま

す。 

 『Science』の世界は国境、言語、文化、宗教等にとらわれる事

の無 い、世 界 で最 も共 通 意 識 を持 つ事 が出 来 るものであり、

『形』もまた、それに準ずるものであると考えています。サイエンテ

ィフィックな形は最も横断的に様々な分野を網羅するものであり、

そこに縦断的な要素を持つ日本の古典彫刻技法を重ね合わせ

る事で、新しいアートに繋げる事が出来ると考えています。 

 

松本	 崧生（金沢大学名誉教授） 

A: 鉱物科学、結晶構造学、理論数理結晶学        

B: 1.結晶形態、対称性、2.空間群、内部構造、結晶軌道、3.形、

模様、対称と芸術文化  

  

 

○流 れの画 像 データベースのご案 内  

FORMA を出版している Scipress の web サイト（Forma が掲載されているサイト）上の次の URL に

e-Library が公開されています。 

http://www.scipress.org/e-library/index.html 

この中の、”Flow Visualization” 

http://www.scipress.org/e-library/fv/index.html 

は流れを可視化した高解像度の貴重な画像です。ぜひ一度ごらんください。 

 

 

○平成 25 年度をもって御退会の会員（追加）  
	 岩田	 和朗   奈良県立医科大学腫瘍放射線教室  
 
 
○ご逝去  
形の科学会より、謹んでお悔やみ申し上げます。  
	 木村	 淳  先生    
	 画像解析、粉体工学、多次元系など多方面のご研究に従事されていました。運営委員として

も大変お世話いただいておりました。2014 年 8 月にご逝去されました。  
 
 
○2014,15 年度運営委員（2014 年 6 月 14 日承認）  
石原	 正三  埼玉大学保健医療福祉学部  
岩田	 修一  事業構想大学院大学  
植田	 毅  東京慈恵会医科大学医学部物理学研究室  

菊池敏正  
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小川	 直久  北海道科学大学	 高等教育支援センター  
押田	 恵司  SCIPRESS 
海野	 啓明  仙台高等専門学校	 広瀬キャンパス  
岸本	 直子  摂南大学理工学部機械工学科  
沓名	 健一郎  静岡大学教育学部  
腰塚	 武志  南山大学情報理工学部情報システム数理学科  
塩澤	 友規  青山学院大学経営学部経営学科  
清水	 祐樹  愛知医科大学  医学部生理学第 2 講座  
高木	 隆司  神戸芸術工科大学	 芸術工学研究科  
高田	 宗樹  福井大学大学院工学研究科知能システム工学専攻知能基礎講座非線形科学研

究室  
種村	 正美  統計数理研究所	 名誉教授  
手嶋	 吉法  千葉工業大学  工学部   機械サイエンス学科  
徳永	 英二  中央大学	 名誉教授  
西垣	 功一  埼玉大学  理工学研究科	 物理機能系専攻機能材料工学コース  
沼原	 利彦  医療法人社団	 ぬまはら皮ふ科  
原田	 新一郎  埼玉県立浦和東高等学校  
平田	 隆幸  福井大学  工学部  知能システム工学科  
平山	 修  法政大学理工学部  
福井	 義浩  徳島大学大学院  ヘルスバイオサイエンス研究部  発生発達医学講座機能解剖
学分野  
松浦	 執  東京学芸大学基礎自然科学講座理科教育学分野  
松浦	 康之  Prince of Songkla University, Pattani, Faculty of Humanities and Social 
Sciences, Department of Eastern Languages, Japanese Language Section 
松岡	 篤  新潟大学  理学部  地質科学教室  
宮坂	 寿郎  京都大学大学院  農学研究科  地域環境科学専攻  
宮本	 潔  獨協医科大学  医学総合研究所  
山岡	 久俊  株式会社富士通研究所  
山口	 喜博  帝京平成大学  情報学研究科  
 
 
○2014 年度第 1 回形の科学会運営委員会議事録  
日時：2014 年 6 月 14 日（土）12:40-14:00	 
場所：〒343-8540	 埼玉県越谷市三野宮 820 番地	 埼玉県立大学教育研修棟・研修ホール

305	 

出席者（敬称略）：石原正三、海野啓明、塩澤友規、高木隆司、高田宗樹、種村正美、手島

吉法、西垣功一、沼原利彦、原田新一郎、福井義浩、松浦執、松浦康之、松岡篤、宮坂寿

郎、宮本潔、山岡久俊、山口義博	 

議題：	 

(1) 会員関係報告：2014 年 6 月 11 日現在 404 名	 （2013 年 6 月 20 日 409 名）	 
(2) 2014,15 年度運営委員信任投票結果が報告された。	 
会員の信任投票で 107票の有効投票があり、29名の運営委員候補者全員が信任された。	 

(3) 2014,15 年度形の科学会会長が選出された。	 
会長候補者	 統計数理研究所・名誉教授	 種村	 正美	 氏	 

メールにより会長候補の信任投票をおこなった。運営委員 29 名中の 27 票の有効票が

あり、全票信任であった。以上により運営委員の 3/4 以上の信任が得られ、種村氏が

会長に選出された。	 
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(4) 2013 年度活動が報告された。	 
・形の科学シンポジウムを次のように開催した。	 

	 	 	 第 75 回：フォッサマグナ・ミュージアム 2013 年 6 月 21 日-23 日「ジオパークと形

の科学」（世話人：茨木洋介、松岡篤）。	 

	 	 	 第 76 回：青山学院大学会場検討中 2013 年 11 月 21 日-23 日「経済・経営にみる形」

（世話人：塩澤友規）	 

・会誌第 28 巻 1～3 号を刊行した。	 

・FORMA	 Vol.28 を刊行した。	 

・2013 年度形の科学談話会「かたちシューレ＠観音寺」2013 年 11 月 30 日-12 月 1 日

（香川県観音寺市	 琴弾荘、代表世話人：沼原利彦）を開催した。	 

・日本地球惑星科学連合「遠洋域の進化」セッションを開設した。（2013/5/19）	 招

待講演者	 手嶋吉法氏	 

・新潟大学旭町学術資料館企画展「微化石展」を後援した(2013/7/17-8/30)。	 

・国立科学博物館、自然と科学の情報誌「ミルシル」の連載記事「かたちと科学」へ

の協力を行った。	 

・第 15 回日本感性工学会大会を協賛した	 

(5) 2013 年度決算報告が行われ、平山修監査による監査報告が事務局の代理により行われ、
承認された。	 

(6) 2014 年度の活動計画について次のように報告された。	 
・シンポジウムを次のように開催する。	 

	 第 77 回：埼玉県立大学教育研修棟 2014 年 6 月 13 日-15 日「ひとを支える形」（副テ

ーマ：世界結晶年）（世話人：石原正三）。	 

	 第 78 回：	 2014 年 11 月 22 日（土）〜24 日（月祝）	 「こころのかたち・こころの

ゆらぎ」佐賀大学鍋島キャンパス看護学科棟１階講義室、代表世話人：京都大・宮崎

修次（佐賀大・富永広貴、福岡県立大・石崎龍二）。	 

・会誌第 29 巻 1～3 号を刊行する。	 

・FORMA	 Vol.29 を刊行する。	 

・2014 年度「かたちシューレ」は検討中である。	 

・日本地球惑星科学連合「遠洋域の進化」セッションを開設して、生形氏に招待講演

を依頼した。	 

・旭町学術資料展示館サテライトミュージアム企画展示「新潟のジオパーク展	 －糸

魚川と佐渡の魅力－」（2014 年 7 月 12 日（土）～8 月 29 日（金））を後援する。	 

・第 16 回日本感性工学会大会協賛。	 

(7) 2014 年度予算案が報告され、承認された。	 
(8) 2014 年度学会賞の選考結果報告が宮本潔学会賞選考委員長により報告され、承認され
た。2014 年度論文賞が山口喜博氏に授与されることになった。	 

(9) その他	 
・シンポジウムでのジュニア会員の発表した際には、発表者に発表証書を授与するこ

とになった。	 

・会誌に切り抜きページをつくり、委任状、投票用紙などに利用できないか。	 

・シンポジウム参加者に、ジュニア会員に贈呈できるお土産があれば、ぜひお持ちい

ただきたい。	 

・FORMA のアクセス増加の工夫が必要。	 

・朝倉書店『形の科学事典』の翻訳を進める。	 

（以上）  
○2014 年度形の科学会総会議事録	 

日時：2014 年 6 月 14 日（土）16:15-17:05 
場所：〒343-8540	 埼玉県越谷市三野宮 820 番地  埼玉県立大学教育研修棟・研修ホール 305 
議題：（定足数 404 名×1/15=27 名	 委任状 49 通、19 名出席）  
(1) 会員関係報告：2014 年 6 月 11 日現在 404 名	 （2013 年 6 月 20 日 409 名）  
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(2) 2014,15 年度運営委員信任投票結果が報告された。  
会員の信任投票で 107 票の有効投票があり、29 名の運営委員候補者全員が信任された。  

(3) 2014,15 年度形の科学会会長が選出された。  
会長候補者	 統計数理研究所・名誉教授	 種村	 正美  氏  
メールにより会長候補の信任投票をおこなった。運営委員 29 名中の 28 票の有効票があり、
全票信任であった。以上により運営委員の 3/4 以上の信任が得られ、種村氏が会長に選出
された。本総会にて種村氏を会長とすることが承認された。  

(4) 2013 年度活動が報告された。  
・形の科学シンポジウムを次のように開催した。  

	 	 	 第 75 回：フォッサマグナ・ミュージアム 2013 年 6 月 21 日 -23 日「ジオパークと形の
科学」（世話人：茨木洋介、松岡篤）。  
	 	 	 第 76 回：青山学院大学 2013 年 11 月 21 日 -23 日「経済・経営にみる形」（世話人：塩
澤友規）  
・会誌第 28 巻 1～3 号を刊行した。  
・FORMA Vol.28 を刊行した。  
・2013 年度形の科学談話会「かたちシューレ＠観音寺」2013 年 11 月 30 日 -12 月 1 日（香川
県観音寺市  琴弾荘、代表世話人：沼原利彦）を開催した。  
・日本地球惑星科学連合「遠洋域の進化」セッションを開設した。（2013/5/19）	 招待講演者	 
手嶋吉法氏  
・新潟大学旭町学術資料館企画展「微化石展」を後援した (2013/7/17-8/30)。  
・国立科学博物館、自然と科学の情報誌「ミルシル」の連載記事「かたちと科学」への協力を

行った。  
・第 15 回日本感性工学会大会を協賛した。  
(5) 2013 年度決算報告、ならびに監査報告が行われ、承認された。  
(6) 2014 年度活動計画が報告された。  
・シンポジウム開催  

	 第 77 回：埼玉県立大学教育研修棟 2014 年 6 月 13 日 -15 日「ひとを支える形」（副テーマ：
世界結晶年）（世話人：石原正三）。  
	 第 78 回： 2014 年 11 月 22 日（土）〜24 日（月祝） 「こころのかたち・こころのゆらぎ」
佐賀大学鍋島キャンパス看護学科棟１階講義室、代表世話人：京都大・宮崎修次（佐賀大・富

永広貴、福岡県立大・石崎龍二）。  
・会誌第 29 巻 1～3 号を刊行する。  
・FORMA Vol.29 を刊行する。  
・2014 年度「かたちシューレ」検討中。  
・日本地球惑星科学連合「遠洋域の進化」セッションを開設して、生形氏に招待講演を依頼し

た。  
・旭町学術資料展示館サテライトミュージアム企画展示「新潟のジオパーク展	 －糸魚川と佐

渡の魅力－」を後援する。  
・第 16 回日本感性工学会大会協賛。  
(7) 2014 年度予算が報告され、承認された。  
(8) 2014 年度学会賞の選考結果が宮本潔学会賞選考委員長により報告され、承認された。  

 
(9) その他  
・ジュニア会員の発表には発表証書を授与する。  

	 （以上）  
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平成 25 年度決算 平成 26 年度予算 
（平成 26 年 6 月 14 日総会）  

収入の部 

  平成 25 年度決算 平成 26 年度予算案 

前年度より繰越 2,022,073 2,035,795 

賛助金 300,000  0  

会費 2,067,000  2,000,000  

出版助成金 0 0  

雑 収 入 （ 合 本 等 販 売 ）

（銀行振込） 109,365 60,000  

受取利息 44 44  

シンポジウム参加費 594,500  600,000  

シンポジウム展示等 0  0  

懇親会費 258,100  300,000  

合計 5,351,082  4,995,839  

 

支出の部 

  平成 25 年度決算 平成 26 年度予算案 

出 版 ・ 校 正 費 （ 和 文

誌） 729,260  730,000  

人件費 214,840  220,000  

通信費 132,950  85,000  

交通費・宿泊費 268,534 200,000  

振込手数料 29,125  30,000  

諸雑費（事務用品等） 281,368 150,000  

会場費 74,865 50,000  

講演準備費 120,000  120,000  

会合費（懇親会） 334,345  330,000  

英文誌出版費 1,050,000  1,200,000  

内訳： 

学会分担金    

(1,050,000) 

学会分担金    

(1,200,000) 

  出版助成金  (0) 出版助成金  (0) 

学会賞賞金 80,000  20,000  

合計 3,315,287  3,135,000  

 
 平成 25 年度決算 平成 26 年度予算案 

収支差引残高 2,035,795 1,860,839 
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○ 2014 年度会計監査  

 
 
○ 2014 年度形の科学会賞選定報告  

形の科学会賞選定委員長	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 宮	 本	 	 潔	 

形の科学会賞規則により平成２６（２０１４）年度の学会賞選定委員会（学会長、幹事１名、

名誉会員１名、委員２名）が、種村正美（学会長）、渡辺泰成（名誉会員）、平田隆幸（委員）、

千場良司（委員）、宮本	 潔（幹事）をメンバーとして平成２６年４月に発足した。	 

今年度の学会賞に関する推薦は、論文賞１件であった。当推薦を受けて、学会賞選定委員会は

４月中旬から５月下旬にかけて審議した。その結果、当委員会は論文賞の候補者が下記のごと

く学会賞規則に沿うものと評価した。	 

選定委員会として、形の科学会学会賞候補者に下記の者を推薦したい。	 

記	 

論文賞	 山口喜博氏	 

対象論文：Yamaguchi,	 Y.	 Phase	 Transitions	 of	 Route	 Patterns	 in	 the	 Steiner’s	 Problem	 

with	 Four	 Cities.	 Forma,	 Vol.15,	 2000,	 415-428;	 Fluctuation	 of	 a	 Mountaineer’s	 Speed.	 

Forma	 Vol.19,	 2004,	 121-130.	 

選定理由：第一の論文は、最短経路問題の一つである	 Steiner	 問題を正方形の頂点に配置し

た３都市に対して第４の都市を任意の場所に配置し移動させたときの最短経路パターンを数

値計算によって定めた。パターンの変化が熱力学の相転移と捉えられることを示したことは興

味深い。	 

第二の論文は、山登りの速さをＧＰＳにより計測し、速さのゆらぎに着目、速さの時系列デ

ータから求めた自己相関関数の形からデータにフラクタル性があることを確認した。フラクタ

ル解析の結果、“登り”、“縦走”、“下り”の順にフラクタル次元が大きくなることを示した。	 

	 	 山口氏は、長年カオス・フラクタルの理論的研究に携わり、優れた成果あげてきており、

形の科学会論文賞に十分値する。	 
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事務局からのニュースメール	 

本記事は形の科学会ニュースメールの内容抜粋です。（問合せ：事務局松浦執	 shumats0@gmail.com）

2014 年 6 月 6 日	 

○日本感性工学会大会への協賛	 

形の科学会は、第 16 回日本感性工学会を協賛します。

第 16 回日本感性工学会	 

【期間】2014 年 9 月 4 日（木）～6日（土）【会場】

中央大学	 後楽園キャンパス（〒112-8551	 東京都文京

区春日 1-13-27）【テーマ】進化する感性【大会 HP】

http://www.jske.org/taikai/jske16/	 

形の科学会会員は日本感性工学会会員と同様の参加費

で参加することができます。	 

2014 年 6 月 8 日	 

○第 77 回形の科学シンポジウムプログラム	 

次の URL に最新のプログラムを掲載します。

http://katachi-jp.com/wp-content/uploads/77thSym

poProgram.pdf シンポジウムにご参加を予定されてい

る方は、学会 web サイトから参加登録をお願いします。

http://katachi-jp.com/moushikomi-sanka（講演登録

からの申し込み者以外）	 

○旭町学術資料展示館サテライトミュージアム企画展

示を後援します。	 

形の科学会は下記の企画展示を後援します。	 

旭町学術資料展示館サテライトミュージアム企画展示

「新潟のジオパーク展	 －糸魚川と佐渡の魅力－」	 

概要：新潟県内のジオパークとしては，糸魚川世界ジ

オパークと佐渡ジオパークの２つが認定されている．

この企画展では，新潟のジオパークの魅力ならびに新

潟大学が行っているさまざまな取組を紹介する．また，

子どもたちを対象にした体験イベントおよびふれあい

トークを行う．さらに，会期中に新潟－糸魚川－佐渡

をつなぐスタンプラリーを実施する．	 

期間：２０１４年７月１２日（土）～８月２９日（金）

会場：駅南キャンパス	 ときめいと	 

主催：新潟大学旭町学術資料展示館，理学部，大学院

自然科学研究科	 

共催：新潟大学コア・ステーション「形の科学研究セ

ンター」，「地球環境・地球物質研究センター」，佐

渡市教育委員会，糸魚川市教育委員会，協力：NPO	 ジ

オプロジェクト新潟，新潟県立自然科学館，フォッサ

マグナミュージアム	 

後援：新潟県教育委員会，新潟市教育委員会，報道機

関，日本地質学会，日本古生物学会，形の科学会，糸

魚川ジオパーク協議会，佐渡ジオパーク推進協議会，

日本ジオパークネットワークほか	 

2014 年 9 月 1 日	 

○第 78 回形の科学シンポジウム講演募集開始（締め切

り 10 月 1 日正午）	 

第 78 回形の科学シンポジウム「こころのかたち・ここ

ろのゆらぎ」の講演募集が始まりました。	 

（ご注意）各種申し込み締め切り日時以降は申し込み

ページが閉鎖され、申し込みおよび送信ができなくな

ります。必ず締め切り前に、お手続きくだください。

学会サイトでの案内 http://katachi-jp.com/sympo78

最新詳細情報	 

http://wwwfs.acs.i.kyoto-u.ac.jp/~syuji/20141122

/	 

【会期】2014 年 11 月 22 日（土）～24 日（月祝）【会

場】佐賀大学鍋島キャンパス	 〒849-8501	 佐賀市鍋島

5-1-1【主催】形の科学会【代表世話人】宮崎修次	 〒

606-8501	 京都府京都市左京区吉田本町	 京都大学	 情

報学研究科	 

Tel:	 075-753-3388	 	 	 FAX:	 075-753-3391	 E-mail:	 

syuji@acs.i.kyoto-u.ac.jp【世話人】富永広貴	 佐賀

大学、石崎龍二	 福岡県立大学【懇親会】11 月 22 日（土）

実施予定【各種申し込み開始】2014 年 9 月 1 日【申し

込みサイト】http://katachi-jp.com/sympo78	 

講演申し込み：2014 年 9 月 1 日～10 月 1 日（水）正午

予稿原稿・FORMA 原稿提出：2014 年 9 月 1 日～10 月 14

日（火）正午参加申込・懇親会申込：2014 年 9 月 1 日

～11 月 14 日（金）正午（懇親会参加への会場での申

込はできません）	 

2014 年 9 月 30 日	 

○明日 10 月 1 日（水）正午で、第 78 回形の科学シン

ポジウムの講演申込締切となります。	 

第 78 回形の科学シンポジウム「こころのかたち・ここ

ろのゆらぎ」	 

【会場】佐賀大学（鍋島キャンパス）〒849-8501	 佐賀

市鍋島 5-1-1【会期】2014 年 11 月 22 日（土）～24 日

（月祝）http://katachi-jp.com/sympo78	 

ご講演（展示）申込をお忘れなく！	 

○第 43 回横幹技術フォーラム開催のお知らせ	 

「経営高度化のための統合リスクマネジメント経営の

考察	 」日時：2014 年 10 月 10 日（金）13 時 30 分－17

時 00 分	 

会場：日本大学	 経済学部	 7 号館	 2 階	 講堂（最寄

り駅：JR 水道橋駅	 徒歩 3 分）	 

主催：横幹技術協議会、横幹連合	 

形の科学会が加盟する横幹連合のフォーラムです。下

記をご覧下さい

http://www.trasti.jp/forum/forum43_kyg.html	 
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形の科学会誌の原稿募集
　

本誌は、”かたち”に関連した研究を促進するため、high quality な論文の発表、及び、できるかぎり
自由に意見を発表できかつ討論できる場を提供することを目的として、原稿を募集しています。 　

原著論文 (original paper )、解説論文（review paper）、速報（rapid communications）、討論 (commen-

tary)、講座（単発および連載）、エッセイ、交流、ニュースなどを掲載し、形の科学会の会員は本誌に投
稿することができます。本誌に投稿された論文 (original paper, review paper) は、査読過程を経てから掲
載することを原則とします。また、速報、討論、講座、エッセイ、交流、ニュースなどに関しては、より
自由な発表場所を提供することを旨とし査読過程を経ずに掲載しますが、編集委員会で掲載が不適当であ
ると判断された場合は、改訂を求めること、あるいは掲載をお断りすることがあります。　

本誌の論文を論文中で引用される時は、日本語論文の場合は、形の科学会誌、11、(1997)、1-2. 欧文論
文の場合は、Bulletin of Society for Science on Form, 11, (1997), 1-2. というように引用してください。
　

本誌は、シンポジウムの予稿原稿も掲載しています。本誌のシンポジウム要旨を論文中で引用される時
は、形の科学会誌、12、(1997)、1-2（シンポジウム要旨）、欧文論文の場合は、 Bulletin of Society for

Science on Form, 12, (1997), 1-2 (Extended Abstract of 39th symposium). というように引用してくださ
い。
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『形の科学会誌』論文投稿の案内

1 Editorial Board

編集委員長（Chief Editor）　 平田隆幸　

副編集委員長　 (Sub-chief Editor) 清水祐樹　 　（物理学・地球惑星科学）　

編集委員　（Editor) 高木隆司　 　（物理・美術）　　

渡辺泰成　 　（数学・幾何学）　

種村正美　 　（数学・幾何学）　

本多久夫　 　（生物）　

鳥脇純一郎　 　（工学）　

宮本　潔　 　（医学）　

2 原稿投稿先
形の科学会誌への投稿論文（original paper, review paper, 講義ノートなど）の宛て先は、編集委員長・

副編集委員長・編集委員とする（宛先は下記参照）。

平田隆幸　 910-8507 福井市文京 3-9-1, 福井大学 工学部 知能システム工学科
Phone: 0776-27-8778, Fax: 0776-27-8420, Email: d970062@icpc00.icpc.fukui-u.ac.jp

清水祐樹　 480-1195 愛知県長久手市岩作雁又 1-1, 愛知医科大学 医学部 生理学講座
Phone: 0561-62-3311(内 2212), Fax: 0561-63-9809, Email: yuuki@aichi-med-u.ac.jp

高木隆司　 192-0371 八王子市南陽台 3-3-13

Phone: 042-675-0222, Fax: 042-675-0222, Email: jr.takaki@iris.ocn.ac.jp

渡辺泰成　 290-0171 市原市潤井戸字大谷 2289-23, 帝京平成大学 情報システム学科
Phone: 0436-74-5979, Fax: 0436-74-3659, Email: watanabe@cn.thu.ac.jp

種村正美　 233-0002 横浜市港南区上大岡西 3-5-3-307　

Phone: 03-3446-1501, Fax: 03-3446-1695, Email: tanemura@ism.ac.jp

本多久夫　 675-0101 加古川市平岡町新在家 2301, 兵庫大学 健康科学部　

Phone: 0794-24-0052, Fax: 0794-26-2365, Email: hihonda@hyogo-dai.ac.jp

鳥脇純一郎　 470-0393 豊田市貝津町床立 101, 中京大学 生命システム工学部　身体システム工学科

Phone: 0565-46-6633, Fax: 0565-46-1299, Email: jtoriwak@life.chukyo-u.ac.jp

宮本潔　 321-0207 栃木県下都賀郡壬生町北小林 880, 独協医科大学 総合研究施設　

Phone: 0282-87-2271, Fax: 0282-86-5678, Email: miyamoto@dokkyomed.ac.jp
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3 投稿論文の処理過程
１）編集委員は、投稿論文を受け取った時点で、論文の種類・受付日を付加してオリジナル原稿１部を

副編集委員長に送る。
２）編集委員は、original paper, review paper に関しては、査読者１名を決めて依頼し、修正等の過程

を経て受理決定をおこなう。受理原稿は、受理日をつけて副編集委員長に送る。
３）編集委員が却下 (reject) と判断した論文は、編集委員が、意義申立をする権利があることを付記し

て著者に返却する。再投稿された論文は、元の、あるいは新たな査読者に依頼し、同様に受理・却下を決
定する。その結果として却下の場合は、編集委員は書類一切を編集委員長、および（必要な部分をコピー
して）副編集委員長へ送る。編集委員長がその後の処理を決める。

４）編集委員に送られた論文が、自分の専門分野外と判断された場合は、副編集委員長に論文を転送す
る。副編集委員長は、もっとも適当な編集委員に論文を転送する。（しかし、形の科学の広い立場から、な
るべく査読を引き受けてください）

５）査読を必要としないもの（エッセイ、交流等）に関しては、別に査読者を決めず、編集委員の判断で
著者に修正を依頼したり、受理の決定をする。受理原稿は、副編集委員長に送る。なお、編集委員が、形
の科学会誌の原稿として不適当であると判断した場合は、original paper, review paper の処理に準じて、
編集委員長がその後の処理を決める。また、シンポジウム予稿原稿もこれに準じる。

６）副編集委員長は、各号の内容の編集をおこなう。
７）当面、受理原稿の掲載号は次のように決める。原稿が、次回の形の科学シンポジウム開催日の１ヶ

月前までに副編集委員長に届けば、会誌の次号に掲載する。なお、著者の特別な申し出がないかぎり、原
稿の著作権は形の科学会に帰属するものとする。
　

原稿作成要領

オリジナル原稿、およびコピー原稿２部の計３部を投稿してください。写真製版可能な原稿のみを受け
付けます。投稿された原稿はそのまま印刷されますので、以下の点に注意してください。

１）上下左右それぞれ約 2.5 cm のマージンを残す。
２）１頁４０ー４５行程度、１行４０字程度。原著論文、解説論文等は刷り上がり１０頁、速報は刷り

上がり４頁以内を原則とします。
３）図や表は、本文中に張り込み、図の下に必ずキャプションを付けてください。
４）最初の頁には、タイトル、氏名・所属（できれば電子メールアドレスも）・英文 Keywords (５個以

内) をお書きください。英文のタイトルおよび所属を併記してください。独立した英文の abstract をつけ
ることを歓迎します。

５）タイトル、氏名・所属と本文の間（英文 abstract がある場合は英文 abstract の前）には、受付日
と受理日を印刷するため、上下 2.0 cm のスペースを開けてください。

６）引用文献は、本文の最後に「文献」という見出しとともに出現順に記してください。
７）ページ番号は印刷せず、原稿の右上に鉛筆で１から通し番号をつけてください。
８）以上の作成要領と大きく異なる場合は、改訂をお願いすることがあります。
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複写権委託済み表示の変更(2009 年 11 月 20 日) 

 

形の科学会は、本誌掲載著作物の複写に関する権利を一般社団法人学術著作権協会に委託

しております。本誌に掲載された著作物の複写をご希望の方は、（社）学術著作権協会によ

り許諾を受けてください。但し、企業等法人による社内利用目的の複写については、当該

企業等法人が社団法人日本複写権センタ―（（社）学術著作権協会が社内利用目的複写に関

する権利を再委託している団体）と包括複写許諾契約を締結している場合にあっては、そ

の必要はございません（社外頒布目的の複写については、許諾が必要です）。 

 

権利委託先 一般社団法人学術著作権協会 

  〒107-0052 東京都港区赤坂 9-6-41 乃木坂ビル 3F 

  FAX : 03-3475-5619 E-mail : info@jaacc.jp 

 

複写以外の許諾（著作物の引用、転載、翻訳等）に関しては、（社）学術著作権協会に委託

致しておりません。直接、形の科学会へお問い合わせください。 
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