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験結果をあげてきた [9, 45, 51]。KPZ クラスの顕著
な特徴の１つは、円形界面と平面界面で異なる普遍
法則に従うことである。そこで我々は、レーザーホ
ログラフィ技術を応用し、所与の半径の円環から液
晶乱流を成長させて、ゆらぎの計測を行った。その
結果、平面界面の普遍法則から円形界面の普遍法則
へのクロスオーバーを見出し、その普遍スケーリン
グ関数を実験的に決定することに成功した。さらに
我々は、厳密解研究で使われている変分公式の数値
的評価方法を提案し、それにより本クロスオーバー
現象が定量的に再現できることを示した（図 6.8.1）
[7, 22, 23, 47]。本成果は、変分公式が、厳密解研究
だけでなく、任意形状の成長界面ゆらぎの予言や説
明にも使える実用性があることを示すものであり、
KPZ に関する様々な実験研究に有用だろうと期待さ
れる。
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ン, “Simons Observatory 実験における CMB 偏光
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況,” 日本物理学会第 75 回年次大会, 2020 年 3 月, 名
古屋大学.
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キャンパス.

6.8

竹内研究室

自然界には、本質的に非平衡な現象が数多く存在
する。日常的な現象をとってみても、気象を司る気
流や海流のダイナミクス、空や大地を彩る様々な自
己組織構造の形成、生物の存在や、それを支える種々
の生命活動など、非平衡状態の理解が本質的に求め
られる例が散見される。このような非平衡状態を記
述する物理学法則の確立は、現代科学に課された重
要な未解決問題の一つである。近年は、非平衡系で
も成り立つ「ゆらぎの定理」の発見と応用、自己組織
構造と機能の関わりなど、様々な発展が興っている
が、非平衡系を支配する一般的な物理法則や原理の
探求は十分でなく、実験に根差して、多彩な非平衡
現象を統合的に理解していく試みの重要性が高まっ
ている。
竹内研究室では、大自由度の非平衡現象を支配す
る物理法則の理解を目指し、液晶・粉体などのソフト
マターや、バクテリアなどの微生物を用いた様々な実
験課題を展開している。個別の現象の理解はもとよ
り、現象に依らない共通の物理法則を抽出すること、
そのような俯瞰的な視点から物事を捉えることを目
指し、研究室単位では比較的多彩な問題を扱ってい
る。2019 年度は、以下のような課題に取り組んだ。

6.8.1

ソフトマター系の非平衡実験

液晶乱流界面成長
ランダム界面成長などの非平衡ゆらぎを記述する
Kardar-Parisi-Zhang (KPZ) 普遍クラスは、非線形
非平衡な多体問題であるにも拘らず数多くの厳密な
結果が導かれ、注目されている。我々は、液晶に電
圧をかけて乱流状態を生成し、その成長過程を調べ
て、KPZ クラスに関する厳密解と直接比較可能な実
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図 6.8.1: 円環状の界面成長 (a) と普遍ゆらぎ (b)[7]

液晶乱流の電流計測による発熱ゆらぎの統計解析
液晶電気対流の乱流状態には、動的散乱モード (dynamic scattering mode, DSM) 1,2 と呼ばれる二種
類の相があり、吸収状態転移という種別の非平衡相
転移を示す実験系として注目されている。吸収状態
は、ひとたび入れば他の状態には移れない、すなわち
逆過程が起こらない、特別な状態のことを指す。一
方で、非平衡統計力学で重要な「ゆらぎの定理」で
は、エントロピー生成に相当する量として順過程と
逆過程の遷移確率の比が扱われるが、吸収状態が関
わるプロセスで同様の量を評価すると発散してしま
う。実験的には発熱の発散はあり得ないため、我々
は電気対流系の電圧電流同時計測により Joule 熱を
調べることで、この相違の理解と解決を目指してい
る。特に、吸収状態転移である DSM1-DSM2 転移の
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際にも発熱量の異常性は一切認められないこと、転
移点近傍において DSM1・DSM2 が共存する場合は、
発熱量ゆらぎの非 Gauss 性が顕著となることを見出
した。

液晶トポロジカル欠陥の 3 次元動力学を可視化
トポロジカル欠陥は様々な物理分野で重要な役割
を果たす、普遍的な概念である。欠陥研究において、
液晶は、光学観察のし易さなどの理由から重要な役
割を果たしてきたが、その 3 次元構造を時間発展も含
めて観察することは困難だった。そこで我々は、蛍
光色素が欠陥に吸着するという最近の報告を応用し
て、高速の共焦点観察法によって、液晶の線欠陥の
直接観察に取り組んでいる。乱流からの緩和過程を
本手法で観察し、再結合など、欠陥の特徴的な 3 次
元動力学を、十分な時空間分解能で捉えることに成
功した（図 6.8.2）[26, 27, 28, 33, 40, 47]。

図 6.8.3: 周期的せん断下の光弾性粉体系
周期的に駆動される自走コロイドのダイナミクス
環境からエネルギーを取り込み運動に転化する、
自己駆動粒子系は、近年アクティブマター分野で活
発に研究されている。我々は、導電液体中の誘電体
コロイド粒子に電場を印加することで粒子が自走す
る Quincke 現象に注目し、交流電場を使うことで時
間依存の自己駆動力をもつ Quincke 粒子系を観察し
て、運動と相関の解析を行った。その結果、外場の
周期変動より長い時間スケールの非自明な運動が出
現すること、それに伴って平均二乗変位が異常な挙
動を示すことや、複数粒子がクラスターを形成する
ことなどを発見した [10, 20, 44]。

6.8.2

微生物系の非平衡実験

広域マイクロ灌流系の開発

図 6.8.2: 液晶トポロジカル欠陥の再結合の様子

周期的せん断下の高密度粉体系の可逆不可逆転移
近年、周期的なせん断をかけた分散系において、せ
ん断振幅によって粒子の運動が可逆的な運動から不
可逆的な運動に変化する、可逆不可逆転移と呼ばれ
る非平衡相転移が報告されている。低密度系では相
転移の性質が比較的よく理解されているが、高密度
系については理論的理解がほぼなく、一方で降伏転
移などレオロジーとの関連が指摘されるなど、大変
興味深い現象である。我々は、光弾性材料で構成し
た粉体系（図 6.8.3）に周期的せん断をかけることで、
運動と相互作用を同時観察し、高密度系の可逆不可逆
転移の理解を目指している。これまでの研究で、可
逆相と不可逆相では、相互作用ネットワークの時間
変化に質的な違いが生じることを見出しており、運
動の可逆性変化との関連を調べている [12, 21, 32]。
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近年、微小流体デバイスを用いた微生物観察実験
が広く行われているが、高密度のバクテリア集団を
一様な環境下で長時間計測することは困難だった。
そこで我々は、多孔質メンブレンを介して液体培地
を系全体に一様に供給することで、高密度バクテリ
ア集団を長時間、制御した環境下で計測することが
可能な新しい微小流体デバイス、
「広域マイクロ灌流
系」を開発した [1, 2, 17, 35, 36]。図 6.8.4 に示すよ
うに、メンブレンを多孔性 PET 膜で補強すること
で、従来のメンブレン型デバイスより遥かに広い領
域でバクテリア集団を空間一様な条件下で培養・観
察でき、送液切替により環境変化も扱うことができ
る。我々は広域マイクロ灌流系を用いて、バクテリ
ア集団の様々な集団的現象を計測し、バクテリア集
団の統計力学実験を精力的に推進している。

細胞サイズゆらぎのスケール不変性
一定の条件下で単一の細胞種を観察しても、細胞
の大きさはまちまちだ。では、細胞サイズのゆらぎ
にはどのような統計的性質があるだろうか。単細胞
の真核生物の場合、種ごとに細胞の体積分布は違う
し、平均値も異なる。しかし、細胞体積を、その種の
平均体積で規格化して分布を測ると、結果は種に依
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Medium outlet

運動性バクテリア集団の混み合い

Medium inlet
Medium outlet

PDMS pad

Bubble trap

広域マイクロ灌流系を用いると、閉鎖空間でバク
テリアを培養し続けることができ、従来の系では到
達不可能な密度までバクテリア懸濁液の活性を維持
し、タイムラプス観察が可能である。我々は、運動
性大腸菌をこのような高密度条件下で観察すること
により、混み合い現象の計測を行っている。増殖に
よる高密度化によって自発的に混雑相への転移が起
こり、転移点近傍では不均一な運動状態が自発的に
形成される。我々は、菌の蛍光標識と画像解析、蛍
光ビーズのトラッキング等により、その運動状態の
定量的解析を進めている [3, 31, 38, 39]。

Biotin-decorated
coverslip

Frame seal

Medium inlet

Medium outlet

PDMS pad
Frame
seal

Biotin-decorated PET membrane
Streptavidin-decorated cellulose membrane

バクテリア乱流の渦秩序形成
Observation area

Biotin-decorated coverslip
Stage

図 6.8.4: 広域マイクロ灌流系の構成概略
らないという報告があった。これはスケール不変性
と呼ばれ、ある種のバクテリアでも、異なる培養条
件に対してスケール不変性が報告されている。我々
は、定常環境において知られていたスケール不変性
が、変動する環境下でも頑健に成り立つのかを問い、
検証を行った。大腸菌は、成長条件から飢餓条件に
移り変わる際に、細胞サイズが小さくなることが知
られている。我々は、広域マイクロ灌流系で培地切
替をし、時間依存する体積分布を定量的に計測、解
析したところ、各時刻の平均体積で規格化すればス
ケール不変性が成立することを発見した。さらに、細
胞周期モデルの数値計算や、従来研究における他種
細胞データとの比較から、細胞内の自己複製プロセ
スが細胞サイズ分布に決定的な影響を与えている可
能性を指摘した [1, 2, 17, 19, 30, 34, 35, 36]。

バクテリア集団の競合過程
複数種のバクテリア集団が増殖し、相互作用する
競合過程は、生態系のモデル系としての意義に加え、
マクロ非平衡系のパターン形成やスケーリング則の
観点からも興味深い。我々は、開放系における二種
バクテリア集団の競合過程の単純なモデルを提案し、
それが voter モデルの普遍的スケーリング則を示す
ことを数値的・理論的に発見した [5, 14, 16]。
我々はまた、広域マイクロ灌流系を用いて、二種
の大腸菌集団の競合過程を閉鎖系で実験的に実現し、
観察を行った。結果、各種の占める領域は競合過程
によってフラクタル化し、その形成にトポロジカル欠
陥が重要な役割を果たしていることを見出した [11]。
これは、active nematics 系の欠陥が担う新たな役割
を示唆する興味深い結果である。
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大腸菌や枯草菌などの遊泳する棒状バクテリアは、
高密度で乱流のような状態を示す。このような乱流
状態を、微細加工技術により作成した直径 20 µm 程
度の微小な柱の格子構造中に流し込むと、隣同士の
渦が逆回転する反強磁性渦格子秩序を自発的に形成
する。我々はこの微小な柱がバクテリアの速度場の
トポロジカル欠陥として振舞っていること、またそ
の欠陥の巻き数が柱の直径とともに増加することを
発見した。この性質を連続場記述において再現する
新たな境界条件を実験的に見出し、数値計算および
解析理論によりその妥当性を証明した。これにより、
バクテリア集団運動における渦秩序発現条件の統一
的理解を得ることができた。さらにこの理解に基づ
いて、適切な位置に周期的に柱を配置することで、例
えば図 6.8.5 のカゴメ格子中での渦秩序のように、ミ
ラー対称性が自発的に破れた渦秩序など新たな秩序状
態が実現可能であることを理論・数値的に予言した。
[4, 8, 24, 25, 37, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 52, 54, 55]。

髄膜炎菌の IV 型線毛ダイナミクス
多くのバクテリアが共通して持つ運動機構である
IV 型線毛は、宿主細胞への感染初期段階の接着など
に用いられる。モデル生物として髄膜炎菌 Neisseria
meningitidis を用いて、パスツール研究所の Duménil
研究室と共同研究を行なった。線毛が宿主細胞の細
胞膜に接着する過程を詳細に理解するため、我々は、
髄膜炎菌から精製した線毛を微小流路中で培養した
宿主細胞上に撒いた。結果、線毛の先端のみが最初
に細胞に付着し、その後、ある一定強度以上のせん断
流を加えると線毛全体が細胞表面に不可逆的に接着
することが明らかとなった。この実験結果を低レイ
ノルズ数での流体力学と確率過程理論を組み合わせ
ることで説明し、線毛の接着が先端から開始するこ
とを理論的に説明することにも成功した [6, 52, 55]。
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図 6.8.5: カゴメ格子での渦秩序形成（数値計算）[8]
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非線形動力学によるアプローチ
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大自由度カオス系の不安定性計測手法の開発
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カオスは摂動に対する不安定性から定義すること
が多く、不安定性の定量的な指標である Lyapunov 指
数は最も重要な特徴量の１つである。実験的に Lyapunov 指数を測定する代表的な方法は、時系列の再
帰解析であるが、大自由度系では十分な再帰頻度が
得られず、Lyapunov 指数の計測は困難だった。我々
は、対称性の高い大自由度系では、局所的な時間発
展が少数変数で記述できる事実に注目し、それに対
応する空間で再帰解析を行うことで、問題解決を目
指している。大域結合系に対しては実際にその手法
を実装し、写像系や微分方程式系の数値計算によっ
て時系列解析からすべての Lyapunov 指数を正しく
推定できることを実証した [15, 18, 29]。均一な隣接
相互作用系においても同様の手法を適用し、検証を
進めている。
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図 2: 周期的せん断下の光弾性粒子系で見られる相互作用ネットワークの様子。光弾性とは、物質が局所的な
応力に応じて複屈折を示す現象のことで、偏光観察によって応力分布を可視化できる。よく知られているよ
うに、多数の粒子が充填されていても、負荷は一部の粒子に集中し、それが鎖状のネットワークを構成して
いることがわかる。我々は、近年研究が進んでいる、周期的なせん断を受けた多粒子系における粒子運動の
可逆性相転移に対して、光弾性材料を用いることで運動と相互作用を同時に観察し、相転移の性質とレオロ
ジーの理解を目指している。（竹内研究室）

Force chain network of a photoelastic particle system under periodic shear. Photoelasticity refers to the
property of material that leads to birefringence depending on the local stress at each point. Therefore one
can visualize stress distribution by polarized light observation. The photograph shows a well-known fact
that, even in a densely packed system, stress concentrates on some of the particles and forms a chain-like
network. We apply this method to study a phase transition in reversibility of particle motion, in a densely
packed particle system under periodic shear, which has been a target of intense studies recently. (Takeuchi
Group)
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