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研究成果の概要（和文）：多岐にわたる複雑系に共通して見られる構造、統計とダイナミクスに

ついて主として三つの課題を研究した。１．各種バクテリアのコロニーの特徴的な構造と成長

ダイナミクスについて詳しい実験的考察を行った。２．複雑系では対数正規分布が基本的な分

布関数であることを基礎付けし、多くの例を示すとともにその社会科学的意味を明らかにした。

３．宇宙背景放射温度揺らぎのＷＭＡＰデータについて、温度揺らぎを地形の高低とみなし、

そのフラクタル性を見出した。 

 
研究成果の概要（英文）：We have mainly studied three topics on structural, statistical 
and dynamical properties commonly seen in various complex systems in nature and our 
society.  1. We have studied characteristic structure and growth dynamics of colonies 
of various bacterial species.  2. We have elucidated that in complex systems in general, 
fundamental distribution is log-normal.  We have shown many examples of lognormal 
distributions in various sociological phenomena and tried to explain their sociological 
meaning.  3. Concerning the WMAP data on cosmic microwave background (CMB), we have 
first considered the temperature fluctuations as topographical variation and found the 
fractal properties. 
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１．研究開始当初の背景 

(1) バクテリアコロニーの環境条件による
パターン変化については、私たちの枯草菌や
プロテウス菌の場合の詳細な研究があり、セ
ラチア菌や大腸菌、緑膿菌にも拡張し、それ

ぞれの場合のモルフォロジーダイヤグラム
を確立してきた。フラクタルなコロニーの形
成機構はこれまでの研究で分かっていたが、
周期的な成長でできる同心円状コロニーな
どの成長機構は未解決であった。 
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(2) ゲル中の結晶成長は、伝統的には成長界
面のフラットなファセット成長を目的に行
われてきた。 
 
(3) 自然科学、社会科学を問わず、複雑な系
の統計性は注目する統計量の分布の裾だけ
に限定し、それをべき乗分布で特徴付けるこ
とがほとんどであった。 
 
(4) 宇宙背景放射の温度揺らぎデータは
WMAPにより非常に精密になってきた。その解
析には伝統的に素粒子論的宇宙論を基礎に
なされているが、統計物理学的考察はほとん
どなされていない。 
 
 
２．研究の目的 

(1) 枯草菌、大腸菌と緑膿菌について、周期
的に成長してできる同心円状コロニーに対
する菌密度の時間空間的変化を測定して、そ
の成長機構を探る。 
 
(2) ゲル内結晶成長に関して、ゲルの固さ柔
らかさを制御すると結晶成長の拡散長を大
幅に変えられることに注目して、通常の水溶
液などの液体溶媒では得られない結晶モル
フォロジーを実現し、その成長機構を探究す
る。 
 
(3) 複雑系を構成するメンバーに共通する
特性が相互作用しながら継時的に変化して
行くその歴史性にあることに注目し、その場
合の特徴的な統計性を考察する。 
 
(4) 宇宙背景放射の温度揺らぎについての
WMAPデータを、統計物理学を基礎にして解析
し、新しい知見を追求する。 
 
 
３．研究の方法 

(1) 成長パターンのマクロ及びセミマクロ
な観察と定量的解析： 
① あらかじめ指定された濃度の栄養分と寒
天を仕込んで用意された寒天培地上に試料
バクテリアを接種し、培養する。グローバル
なコロニーパターンの成長や変化を記録・解
析する。特に、同心円状コロニー成長の周期、
遊走期、停止期の栄養濃度と寒天濃度（培地
の固さ）依存性を詳しく測定する。 
② 寒天ゲルやゼラチンゲルなどを媒質とし
て、炭酸カルシウム（CaCO3）などの溶質に対
して、溶質濃度とゲル濃度（ゲルの固さ）を
パラメータとして成長するマクロな結晶パ
ターンのモルフォロジーダイヤグラムを確
立する。この結晶成長の実験によってゲル中
で成長する結晶モルフォロジーの多彩さを

チェックするとともに、この方法の有用さを
確かめる。 
③ セミマクロな観察はパターン形成におい
て、中間的なスケールで何が起こっているの
かを知る上で重要であり、現象のモデル化に
必須である。実験的には、適当な基準からの
成長パターンの高さの空間的時間的変化を
共焦点レーザー顕微鏡で測定・記録する。ま
た、アスコルビン酸やバクテリアがパターン
を形成する詳細な様子を、焦点深度の大きい
デジタルマイクロスコープに低倍率のズー
ムレンズをつけて観察・記録する。 
 
 (2) 複雑系の統計解析： 複雑系は自然界、
社会にわたって遍く存在する。あまりに多彩
であるために、その普遍的な特徴を調べるに
はまず統計性に焦点を絞るべきと考える。具
体的には、注目する複雑系のある特性量（例
えば市町村の人口など）がどのような統計則
に従い、どのように時間変化をするかを詳し
く調べ、その意味付けを試みる。 
 
(3) 宇宙背景放射の温度揺らぎの統計物理
学的考察：宇宙背景放射の WMAP データのフ
ラクタル性を詳しく解析し、統計物理学的な
意味付けを試みる。 
 
 
４．研究成果 
(1) バクテリアコロニーのモルフォロジー
ダイヤグラムの確立と個々のモルフォロジ
ーの成長の記録・解析は私たちの研究が世界
的に見ても独壇場である。数年前に私たちの
研究室で、セラチア菌、大腸菌、緑膿菌が、
それ以前から知られていたプロテウス菌、枯
草菌と同様、ある条件下で周期的な同心円状
コロニーを形成することを見出した。これは、
適当な条件下ではバクテリアは種の違いに
よらずかなり普遍的に、遊走期と停止期を周
期的に繰り返して同心円状のコロニーを形
成することを示唆している重要な結果であ
る。今後もこれを確認する実験・観察を続け
るべきである。 
① 枯草菌と緑膿菌について、それぞれの周
期的コロニー成長の際の時間空間的な菌密
度変化の測定を共焦点レーザー顕微鏡を用
いて詳しく行った。その結果は学会発表を済
まし、論文にまとめている。 
② 大腸菌ではコロニー形成に走化性が重要
だということが世界的に定説になっている。
しかし、私たちは走化性を持たない変異株を
使っても野生株と同じコロニーのモルフォ
ロジーダイヤグラムを得た。これはコロニー
形成に走化性が効かないことを示しており、
従来の定説を否定する重要な実験結果であ
り、国際会議で発表を行った。 
③ 枯草菌の細胞サイズの分布を詳しく調べ



たところ、ガウス分布ではなく、対数正規分
布であることを見出した。これは次項との関
連で興味深い発見であり、論文にまとめて発
表した。 
 
(2) 自然界や社会に見られるほとんどの系
は複雑系である。複雑系の統計性はべき乗分
布と対数正規分布で特徴づけられることが
多い。しかし、私たちはこれまでの研究で、
複雑系では対数正規分布がより基本的な分
布関数であることを基礎付けした上で、多く
の具体例を示してきた。たとえば、ガウス分
布の典型とされてきた私たちの身長分布で
さえ、成長期にある児童生徒の場合には対数
正規分布がよりよいことを見出した。さらに、
体重の場合にはガウス分布は問題外で
あり、対数正規分布がはるかによくフィ
ットすることを見出した。これらの結果
は学会発表だけでなく、個別の論文や和
文・欧文の総説で詳しく紹介した。複雑
系は多彩なので、今後もこの方向で研究
を続けなければならない。 
 
(3) 宇宙背景放射の温度揺らぎの WMAP デー
タについて、温度揺らぎの大小を地形の高低
とみなし、一定温度の水平面でこの地形を切
断すると、等高線ループの集まりのパターン
が得られる。このパターンのフラクタル性を
チェックし、水平面の高度を変えた時のパー
コレーション転移の性質を詳しく考察し、通
常の場合のパーコレーションとの違いを明
らかにした。これらの興味深い結果は学会発
表だけでなく、論文にも発表した。これを契
機に統計物理学的宇宙論ともいうべき分野
を作って行くべきであろう。 
 
(4) 結晶成長： 
① ゲル内結晶成長に関しては炭酸カル
シウム（ CaCO3）について実験を行い、
私たちの予想が正しいことを確認し、学
会発表を行った。ただし、さらに多くの
物質について確認実験をしなければな
らない。 
② アスコルビン酸（ビタミンＣ）の準
２次元的結晶成長の際に見られる同心
円状パターンについて、その成長ダイナ
ミクスの詳しい定量的観察を行って、成
長機構のモデル化を試み、学会発表を行
った。 
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