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数学とは？

世界観の提示

Newton的世界観 フラクタル的世界観

部分を拡大すると

微分可能

 
vs 微分不可能



カリフラワー（ロマネスコ） これは写真？

自己相似性：拡大しても元と同じ
部分と全体が入れ子構造
自己と非自己：自分を見ている自分は誰？

身の周りはフラクタルでいっぱい



自然はどのように作られつつあるのか？
 ー

 
動的世界観

 
ー

神 （人）vs 自然発生

(Top-down  vs Bottom-up)

VS

作り手の存在

 
VS   角は勝手に出てくる!?



金平糖の製作現場

慶応年間から金平糖を作り続けている緑寿庵清水の仕事場には、
ザザーッ、ザザーッと、釜の中で金平糖が転がり落ちる音が満ちている。
釜をあぶるバーナーの炎のため、室温が三十度を下がることはない。
猛暑だった今年の夏は六月頃から五十度前後で一定し、最高で五十四度になった。

「砂糖を結晶させなきゃならないから、扇風機やクーラーは使えないんです」

 半袖シャツ姿で釜をかき回しながら、四代目の清水誠一は言う。

 「釜の温度が何度なら、釜の角度を何度にするか、回転数をどうするかなんて、
マニュアルやレシピがあるわけじゃありませんから、体で覚えるんです。
このザーッという音を聞けば、離れたところにいても結晶の具合がわかるし、
金平糖を手前に引き寄せた時の感触で、結晶の具合がいいか悪いかわかりますね。
ですが、一度失敗してしまうと再生ができるお菓子ではないのです。
この道40年の私ですが、最高の金平糖が作れるように常にベストは

尽くしておりますが、自分でこれが最高だと言えるかは、
一日一日が課題でもあります」



自己組織化とは何か？
（勝手にできるというけれど…）



蚊柱の足らぬ所や三ケ月
（ 一茶）

蚊柱
(mosquito swarm)

個々の蚊（ミクロ）はバラバラに飛んでいるのに、なぜ「柱」

 というマクロなものが形成されるのか？



見えざる手

• アダムスミス「国富論」
– 実際（個々人は）一般的にいって公共の利益を促進させ

 ようという意図ももたないし。自分がそれをどのくらい促進
 しているかも知らない。…..彼は単に自分の利益のみを意
 図しながら、見えざる手に導かれることによって、彼の意

 図とは関係ない（公共の）目的の促進をはかっていること
 になるのである。

– 「見えざる手」：市場における価格の需給調整作用

• 不均衡動学(disequilibrium dynamics)
（岩井克人）



寺田寅彦随筆集



寺田寅彦

• 明治11年（1878）誕生、昭和10年（1935）没。享年58歳。

• 大正12年（1923）45才の時、関東大震災に遭遇し、火災旋風などの調査

 に従事する。

 
随筆集「冬彦集」を出版した年である。

• 学校

 
・・・・・・・・・

 
高知と東京の小学校、高知の中学校、熊本の第五高

 等学校、東京帝国大学

 肩書き ・・・・・・・・

 
東京帝国大学教授、随筆家

 専門

 
・・・・・・・・・

 
実験物理学、地球物理学

 所属

 
・・・・・・・・・

 
航空研究所、理化学研究所、地震研究所など

 趣味

 
・・・・・・・・・

 
俳句・連句、油絵、バァイオリン演奏、写真撮影、映

 画鑑賞

 嗜好品

 
・・・・・・・

 
コーヒー、タバコ

 外国語会話

 
・・・

 
英語、ドイツ語、フランス語



中谷宇吉郎博士

雪結晶の写真を調べる若き日の中谷宇吉郎

 （北大理学部N123教授室）



自己組織化とは？

蚊柱と経済学の「見えざる手」に共通するもの



自己組織化の定義？

• 個々の要素が相互作用やフィードバックによ
 り、大域的なレベルでの秩序が自発的に形成
 されるプロセス（創発）をいう．

– 非線形性が重要

– ゆらぎ

– フィードバック

– 階層を越える



自己組織化ではないもの

• Alternatives to self-organization
– 青写真（Blueprints） 建築物

– レセピー
 

(recipe )      料理、くもの巣

– 型 (Templates)    DNA
– 指導者 (Leaders) 雁行

Cf: “Self-organization in biological systems”
S.Camazine et al., Princeton Univ.Press 2001.

設計仕様書、マニュアルなしで教えてくれる人もない



自己組織化の代表例

生物の適応（あるいは環境への対応）



＊structure
-- frontal tip: porous and soft

network of AM filaments
(fragmented, random meshed)

-- rear tubes: channel and stiff
regular arrangement of AM
well-organized network

Microscopic structure 
of true slime mould 

plasmodium of
Physarum polycephalum



Cell behaviors crossing over repulsive area

penetration

splitting

rebound

: repulsive area
(quinine)

4 mM

8 mM

6 mM

0 mM

1 cm

◆three kinds of behavior, depending on the conc. of quinine.

(Takagi et al. Proc TACSN, to appear )



Tip trajectory 

◆strong contrast between vigorous locomotion and stopping

penetration splitting rebound



?To go or not to go, 
that is the question

Stop walking for a while to consider what they should do
Similar to contemplative (indecisive) behavior in human

to go
not to go



Local mechanism for tip formation

◆The tip can migrate further after detached from the main body.
◆Some activity to be a frontal tip is supported by a local process.
◆Note that shuttle streaming is necessary for movement of whole body. 

sp
ac

e



Possible biochemical process 
for front formation

Autocatalytic kinetics for front formation

u+nv ---> mv (0<n<m)   : high v ~ front matured
v --->, u --->, ---> u 

Solation factors:
Fragmin, other ABPs
Ca++, ATP, etc 

Network of 
actin filaments

Breakdown of 
Network
Highly osmotic

Swelling ---> tip extension
Gel cortex is softer.

Ca++ entry through membrane wound
or stretch activated channel

Positive feedback of 
swelling-softeningv

u
f0

f2

f1

Frontal tiprear



Parameters

Solation factors:
Fragmin, other ABPs
Ca++, ATP, etc 

Network of 
actin filaments

v

u
f0

f2

f1

rear

u+nv ---> mv (0<n<m) 
assumed n=2, m=3

v --->, u --->, ---> u
f1 < f2 (= f1 + k )
as u is more stable

f2 = f1 + k + ε
at the repulsive zone
as assumed it’s affected by poison

f1 = f0  

f0f1f2

Analogous to reaction scheme of Gray-Scott model



Mathematical model

◆Dynamics of tip activity obeys Gray-Scott kinetics.
◆Motion of frontal tip is expressed by traveling pulse in RD eqn.
◆The barrier is expressed by difference in the kinetic parameter.

Assumptions:

v : activity of frontal tip 

space

u

Traveling pulse of ‘tip’ activity
parameter : f2

Repulsive zone

f1+kf1+k+ε



Model equations

character 
of front

filament 
network

f1 >0, k>0, Du >0, Dv >0

u(x,t), v(x,t)

k0 >0, ε>0

ε



Pulse dynamics of Gray-Scott model 
in heterogeneous media 

with different bump heights 

penetration splitting rebound

k0 +ε
Bump height

0.000216614 0.000216618 0.000216619

(Takagi et al. Proc TACSN, to appear )



Schematic illustration for model behaviors

不安定集合のネットワークが鍵となる



Unstable state
山本知幸、国吉康夫、長久保晶彦

A global dynamics in human motion

input
output



Pachinko 
-very popular Japanese gambling-

Scattor?

Many saddles make a play more exciting!

Saddle points make our life enjoyable!



Noh (能) mask

The facial expressions depend on the context of 
noh drama as well as the angle of lighting.

なぜ能や文楽における面は無表情のか？



後半部分のまとめ

• 多様な適応は隠れた不安定性に宿る．

• 不安定（観察にはかからない）なところに視点
 を置くことで「動き」が見える。

不安定だから強い！
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