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あの有名なピタゴラス（紀元前５００年前）は 

「万物の根源は数である」と言って、 

全ての物事と現象を「数学」という言葉へ 

置きかえることができる。 

映画「マトリックス」 



Ⅱ. コンピューターの世界 

1. 「０」と「１」 
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反磁性体（氷） 

レビトロン 

双対多面体 

反磁性体 
（グラファイト、ビスマス） 

磁性流体 高速回転 

展開図 

YOSHIMOTO キューブ 

世界一シンプルな電車 

Ⅰ.私達の世界 

1. 再現性と規則性 



・ スマホとiPad、それとコンピューターゲームは楽しい。 

・ 最近の映画の３Ｄグラフィックも進歩して、リアル感がある。 

・ 地球上、７０億人の人口がいる。 
そして、同じ種類の物質が周囲にあること。 

・ ルービックキューブの不思議。 

・ トランプのマジック 

Ⅰ.私達の世界 

・ マクロな電子顕微鏡は、電気だけで原子が見える。 

・ 人工衛星の太陽パネルの仕組みと折り紙。 

・ 燃料だけで車と飛行機が動く。 

1. 再現性と規則性 



Ⅰ.私達の世界 

1. 再現性と規則性 



Ⅰ.私達の世界 

1. 再現性と規則性 



Ⅰ.私達の世界 

2. 宇宙の大きさと数の大きさ 

無限大の空間にある全ての点は、 
１ｃｍの空間にある全ての点と同じ数。 
そして、この無限より大きい無限が無限個がある。 

Mozilla/the-scale-of-the-universe2/the-scale-of-the-universe2.html


Ⅰ.私達の世界 

2. 宇宙の大きさと数の大きさ 

宇宙がどうして存在できるか、また宇宙時間はどうしてそんなに長いのかを考え、 
惑星、恒星など、遠い宇宙に他の存在がある事を念頭に入れながら、 
私達の存在と人生の時間についてよく考え直すことが重要である。 
そして、宇宙の時間に比べ、私達が出会う確率はほぼ０であるから、 
お互いに尊重し合い、貴重な人生の時間を大切にしましょう！！ 



Ⅰ.私達の世界 

2. 宇宙の大きさと数の大きさ 



Ⅰ.私達の世界 

2. 宇宙の大きさと数の大きさ 

微細構造定数 

①電磁気力と重力の大きさの比は１０の４０乗である。 
②宇宙の大きさと電子の大きさの比は１０の４０乗である。 
③宇宙に存在する核子の数は１０の４０乗個である。 

宇宙の年齢は137億年 
 
360/黄金比(1.618)^2＝137 
 
最大原子の番号は137 
 
137はフィボナッチ素数 
 
1の3乗＋3の3乗＋7の3乗＝371 



Ⅰ.私達の世界 

3. 物質の世界 

eDrawings/eDrawings 2006.lnk


Ⅰ.私達の世界 

3. 物質の世界 

MFC/NaClc1H2Oc3_500dissolution.mn5


Ⅰ.私達の世界 

3. 物質の世界 

氷が水になるまで 

水が氷になるまで 



Ⅱ. コンピューターの世界 

1. 「０」 と  「１」 単なる金属とシリコンの組み合わせにすぎない半導体で、 
「電気信号で動くスイッチ機能」を作ることが出来て、そのスイッチを 
組み合わせることでANDやORやNOTという論理機能を実現できます。 
いわば、コンピューターの計算は、スイッチの動作から生まれた現象である。 



Ⅱ. コンピューターの世界 

2. セルオートマトン 

Mozilla/cellular_automaton/cellular_automaton.html
Mozilla/cellular/cellular.html


Ⅱ. コンピューターの世界 

2. セルオートマトン 

Safari/lifegame.webarchive


Ⅱ. コンピューターの世界 

2. セルオートマトン 

golly-2.6-win/Golly.exe


Ⅲ. 数学と生物の関連 

1. 植物は数学者である 
 



Ⅲ. 数学と生物の関連 

1. 植物は数学者である 
 



Ⅲ. 数学と生物の関連 

1. 植物は数学者である 



Ⅲ. 数学と生物の関連 

2. 遺伝子とアミノ酸 

遺伝子の暗号を解こう！ 
 
ＡＴＡＣＴＡＡＴＡＡＡＧＧＡＧＡＴＧＧＣＡＡＣＡＣＡＣＧＡＧＡＴＧＧＣＡＡＣＡＡＴＡＴＧＧＡＧＴ 

答え Ｉ LIKE MATHEMATICS 



Ⅲ. 数学と生物の関連 

2. 遺伝子とアミノ酸 
セントラルドグマ 



Ⅲ. 数学と生物の関連 

2. 遺伝子とアミノ酸 アメリカ スクリプス研究所のFloyd Romesberg博士の研究 



Ⅲ. 数学と生物の関連 

3. 自己組織化 



Ⅲ. 数学と生物の関連 

4. 生物の進化 

Mozilla/bicycle/01.htm


Ⅳ. フラクタルの話 

1. 風船と水滴の流れの不思議 

ランダムで混雑な現象の中から、 
規則性を見つけることはできるか？ 



Ⅳ. フラクタルの話 

複雑な繰り返し構造の規則性  
雲の形、海岸線、乾燥した土地のひび割れなど、 

様々物にどこか似ている部分がある。 

これらの形には何か共通な性質があるのだろうか。 

  

 

2. 自然の造形 



四角の部分の拡大を続けていくと、周囲の様子は変わるものの、 
海岸線の形はあまり変わらない。 

Ⅳ. フラクタルの話 

フラクタル 

2. 自然の造形 



Ⅳ. フラクタルの話 

2. 自然の造形 

Mozilla/many-hand/many-hands.htm


Ⅳ. フラクタルの話 

海岸線の距離をどう測るか 
手順 

1.適当な長さＡの定規を用意し、海岸線の点と 

  定規が重なるように、定規を合わせて直線 

  を書いて１区間とする。 

2.測定後、定規の終点が次の始点になるように、 

  再び海岸線上に定規を合わせて書く。 

3. 次の式で海岸線の長さの近似値を出す。 

  海岸線の長さ＝[１区間の長さ]×[区間の個数] 

4.定規の長さＡを変えて繰り返す。 
 

長さＡが短くなるほど、区間の個数が増えるが、海岸線の長さについて、 
測れる部分がどんどん現れて来て、もし長さＡが無限小な定規を使った場合、 
それ以上の無限大の区間個数を得て、海岸線の長さは無限大になる。 

2. 自然の造形 



Ⅳ. フラクタルの話 

コッホ曲線 

シェルピンスキーのカーペット 

2. 自然の造形 



Ⅳ. フラクタルの話 

3. 次元との関係 

r

N
D

Nr

T

DT

/1log

log

1





この整数  を位相次元という。 TD

一般に1/rの部分N個に分けられたとき 

の長さの線分が      できるので  nr
3
1 nN 4

26.1
3log

4log
HD

コッホ曲線 

koch/kaifractal.exe


Ⅳ. フラクタルの話 

3. 次元との関係 


の長さの三角形が      できるので  nr
2
1 nN 3

58.1
2log

3log
HD

２で割った余りを色分けすると 



Ⅳ. フラクタルの話 

3. 次元との関係 



Ⅳ. フラクタルの話 

3. 次元との関係 

カントール集合 
非可算の要素をもち測度（長さ）ゼロの集合 

の長さの線分が      できるので  nr
3
1

nN 2

63.0
3log

2log
HD



Ⅳ. フラクタルの話 

3. 次元との関係 

ジュリア集合 

CczZnczz nn   ,,,2

1

Ｃ = -1に固定し、発散する初期値集合と収束する初期値集合で 
Ｚ空間を塗り分けたもの 

複素差分力学系のフラクタル 

 

初期値Ｚ=0からスタートした解が発散するか（黒）、 
収束するかでＣ平面を色分けしたもの 

CczZnczz nn   ,,,2

1

koch/kaifractal.exe
koch/kaifractal.exe


Ⅳ. フラクタルの話 

3. 次元との関係 
実際のフラクタル次元 

• 海岸線、川    … 1.1～1.5 

• 川の水位    … 1.1 

• 肺の血管    … 2.17 

• 脳のしわ    … 2.73～2.79 

• 銀河の分布       … 1.2 

• 月のクレータの分布 … 2.0 

• 雲     … 1.33 

• 金属結晶      … 1.66  

・ ランダムで不規則な現象を予測する（株価の変動を予測など） 
・ 簡単な式で、早く自然に近い形を再現する。 
・ ３Ｄのリアルな画像を作製 
・ 暗号と画像解析 など 

フラクタルの用途について 



Ⅳ. フラクタルの話 

3. 次元との関係 

クォークから宇宙までの階層構造はフラクタルに似てる。 



Ⅳ. フラクタルの話 

4. ブラウン運動と乱数 

非規則性にどんな定義が言えるの？ 

規則性がないことを数学的に、式で証明は可能か？ 

いかなる規則にも周期性にも拘束されないような性質をいう。 

まだ数学的に分かっていない。 

※ πの小数点以下の五兆桁までの各数字の登場回数 
 
 0：4999億9897万6328回   1：4999億9996万6055回 
 2：5000億0070万5108回   3：5000億0015万1332回 
 4：5000億0026万8680回   5：4999億9949万4448回 
 6：4999億9893万6471回   7：5000億0000万4756回 
 8：5000億0121万8003回   9：5000億0027万8819回 

randam-motion/brown_motion.exe


Ⅳ. フラクタルの話 

4. ブラウン運動と乱数 

乱数は、どんなことに利用できるの？ 

統計計算、暗号化に使用されたり、確率計算（πの計算）などに利用できる。 

デジタルをアナログに変換する際に乱数を用いて、より自然な印刷ができる。 

原子核内部の現象を計算するには、高速に乱数を生成する必要がある。 

randam-number/RANPO.exe


Ⅴ. 数学の面白い問題 

1. ピタゴラスの証明法 



Ⅴ. 数学の面白い問題 

1. ピタゴラスの証明法 

pitagorasu-rule/02.pdf
pitagorasu-rule/03.pdf
pitagorasu-rule/05.pdf
pitagorasu-rule/06.pdf
pitagorasu-rule/07.pdf
pitagorasu-rule/08.pdf
pitagorasu-rule/09.pdf
pitagorasu-rule/10.pdf
pitagorasu-rule/11.pdf
pitagorasu-rule/12.pdf
pitagorasu-rule/13.pdf
pitagorasu-rule/14.pdf
pitagorasu-rule/15.pdf


Ⅴ. 数学の面白い問題 

2.   の面白い式 
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Ⅴ. 数学の面白い問題 

2.   の面白い式 



Ⅴ. 数学の面白い問題 

2.   の面白い式 



Ⅴ. 数学の面白い問題 

2.   の面白い式 

Buffonの針の実験による 
円周率π  

Mozilla/pi/pi-shimirestion.htm


Ⅴ. 数学の面白い問題 

2.   の面白い式 

『ギネス世界記録』によれば、円周率暗唱の世界記録は 
2005年11月20日に6万7890桁を暗唱した中国人、 
呂超（西北農林科技大学大学院生）が記録したものである。 
 
2004年9月25日、原口證が8時間45分かけて 
円周率5万4000桁の暗唱に成功し、従来の世界記録を更新した。 
しかしながら、実際はより多くの桁を覚えていたため、 
2005年7月1日～7月2日に再挑戦し、8万3431桁までの暗唱に成功した。 
2006年10月3日午前9時～10月4日午前1時30分（16時間30分）の挑戦で 
円周率10万桁の暗唱に成功した。ギネス世界記録に申請中である。 
 
2014年10月8日の時点で、円周率は小数点以下13.3兆桁まで計算されている。 
 

未解決問題 

は超越数か? 

は正規数か? 



Ⅴ. 数学の面白い問題 

3. 素数の話 

31←素数  
331←素数  

3331←素数  
33331←素数  

333331←素数  
3333331←素数  

33333331←素数  
333333331←素数じゃない  

素数定理 

素数は数学の「原子」とも呼ばれ、重要な数である。 

prime-soft/CKPrime.exe


Ⅴ. 数学の面白い問題 

3. 素数の話 

ウラムの螺旋 



Ⅴ. 数学の面白い問題 ウラムの螺旋 

3. 素数の話 

Mozilla/hani/hamikamu-spring.htm


Ⅴ. 数学の面白い問題 
ウラムの螺旋 

3. 素数の話 



Ⅴ. 数学の面白い問題 

3. 素数の話 

・ メルセンヌ素数: 2n − 1 (n = 2, 3, 5, 7, …) 
 
・ フェルマー素数: 22n + 1 
 
・ オイラー素数: n2 + n + 41 
 
・ 階乗素数: n! + 1 (n = 1, 2, 3, 11, 27, 37, 41, 73, 77, 116, 154, …) 
 
・ 階乗素数 n! − 1 (n = 3, 4, 6, 7, 12, 14, 30, 32, 33, 38, 94, 166, …) 
 
・  素数階乗素数: n# ± 1（n# は n の素数階乗） 
 
・ レピュニット R2, R19, R23, …（Rn は 1 が n 個続く数、通常は基数を 10 にとる） 
 
・ 双子素数（差が 2 である2つの素数） 
 
・ いとこ素数（差が 4 である2つの素数） 
 
・ セクシー素数（差が 6 である2つの素数） 
 
・ ソフィー・ジェルマン素数・安全素数: n と 2n + 1 がともに素数であるとき、 
  n をソフィー・ジェルマン素数、2n + 1 を安全素数という。 

特殊な形をした素数 



Ⅴ. 数学の面白い問題 

3. 素数の話 

・ 双子素数の予想: 双子素数は無数に存在する? 
 
・ ゴールドバッハの予想: 6 以上の全ての偶数は 2 つの奇素数の和で表すことができる? 
 
・ 弱いゴールドバッハ予想：7 以上の全ての奇数は 3 つの素数の和で表すことができる? 
 
・ メルセンヌ素数は無数に存在するか？ 
 
・ ソフィー・ジェルマン素数は無数に存在するか？ 
 
・ フィボナッチ数列の項には素数が無数に出現するか？ 
 
・ n＾2 + 1 の形の素数は無数に存在するか？ 
 
・ 全ての n に対し、n ＾ 2 と (n + 1) ＾ 2 の間に素数が存在するか？ 
 
・ 
・ 
・ 
 
 

未解決問題 



Ⅴ. 数学の面白い問題 

3. 素数の話 



Ⅴ. 数学の面白い問題 

3. 素数の話 ガウス素数 



Ⅴ. 数学の面白い問題 

4. フェルマーの最終定理 

⇒フェルマーの言葉 
この命題について、 
真に驚くべき証明方法を私は発見した。
だが、それを書くには、この余白は 
狭すぎる。 

⇒証明を書き残さない 
彼には、「証明を書き残さない」悪い癖があった。
たとえば、フェルマーの定理の 
ひとつ（素数の定理）は、1700年代最大の 
数学者であるオイラーが、なんと7年もの歳月を
かけて、証明をやっと見つけたほどである。 
（フェルマーの死後、100年後のことである） 

⇒人物 
フェルマーはプロの数学者ではなく、1600年頃のフ
ランスの法律家であった。数学はただの趣味にすぎず、
アマチュアの数学者だったのだ 

⇒確率論の創設 
フェルマーは、人付き合いが嫌いだった。 
だが、そんな彼が特別に懇意にしていたのが、 
あの天才パスカルである。 
パスカルは「確率論の父」と呼ばれ、 
数学における確率論を作ったと言われるが、 
じつは、それらはすべてフェルマーとの文通で 
作られたものであった。つまり、確率論の 
半分は、フェルマーの功績なのである。 

⇒微分の発見 
数学の微分・積分は、ニュートンが 
発明したとされているが、実は、 
そのアイデアに近いものは、すでに 
フェルマーによって考えられていた。 
ニュートンが、「フェルマー氏から 
アイデアを得た」と 
はっきり書き残している。 



Ⅴ. 数学の面白い問題 

4. フェルマーの最終定理 
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Ⅴ. 数学の面白い問題 

5. 有理数と無理数 



Ⅴ. 数学の面白い問題 

5. 有理数と無理数 

異なる任意な長さの紐を２本を用意し、両方の紐を整数回で測れる定規の長さを 
うまく選べる場合と選べない場合がある。 



Ⅴ. 数学の面白い問題 

5. 有理数と無理数 

無限に広い平面があり、その平面には正方形の格子模様が 
書かれている、その正方形の格頂点には垂直に、太さがない棒が 
立てられている。今、1つの頂点から、ある方向へ光線を発射する。 
この光線は、いずれかの棒にぶつかるだろうか？ 
また、光線も太さのないものとする。 

a 

b 
Tanθ＝b／a 
このとき、傾きTanθが有理数で 
あれば、格子点を通ることになるが、 
Tanθが無理数の時、格子点を通ら 
なくなる。無理数が有理数よりずっと数が多いので、そのため、
格子点を通る確率はほぼ「０」と考えられる。 

数学で計算することによって、 
人間の直感はいかに不正確か分かる。 



Ⅴ. 数学の面白い問題 

5. 有理数と無理数 
数学で計算することによって、 
人間の直感はいかに不正確か分かる。 

左下の図の長方形を4つの断片に分けて裁ち合わせると、
右下の正方形になり、よく見ると、左下の長方形の面積は 
13×5＝65 

ところが、右下の図の正方形は8×8＝64で 
面積が１だけ少なくなっています。 
どこへ消えたのでしょう？ 

地球を一回りする長さのリボンに1mだけ長さを足したら隙間はどの何ｍ出来るか？ 

球が小さかろうが大きかろうが、 
出来る隙間は共通して約１６ｃｍなのだ！ 



Ⅴ. 数学の面白い問題 

6. 無限の話 

Ｌ／３ 

２Ｌ 
Ｘ１＝Ｌ  、  Ｘ２＝４Ｌ/３ 

Ｘ（ｎ＋１）＝（ｎ＊Ｘ（ｎ）＋Ｘ（ｎ）＋２Ｌ／３）/（ｎ＋１）  

Ｘ（ｎ＋１）＝Ｘ（ｎ）＋２Ｌ/３（ｎ＋１） 

Ｘ（ｎ＋１）＝Ｘ１＋２Ｌ/３＊（１/２＋１/３＋１/４＋１/５＋・・・・・・・・） 

       ≈ ∞ 
 



Ⅴ. 数学の面白い問題 

7. チューリングの仮想マシン 

定義： 
・無限に長いテープ 
・その中に格納された情報を読み書きするヘッド 
・機械の内部状態を記憶するメモリ 
で構成され、内部状態とヘッドから読み出した情報の組み合わせに応じて、 
次の動作を実行する。 
 
・ヘッド位置のテープに情報を書き込む 
・機械の内部状態を変える 
・ヘッドを右か左に一つ移動する 
上の動作を、機械は内部状態が停止状態になるまで反復して実行し続ける。 

turing-machine/turing.exe


Ⅴ. 数学の面白い問題 

8. 面白い数学図形と問題 

５歳少女： 
       どうしたら、大人になれるの？ 

先生： 
    う～ん、２０歳ぐらいになってからかなぁ、、、 

５歳少年： 
       子どもだったらと思ったときじゃない？ 



Ⅴ. 数学の面白い問題 

8. 面白い数学図形と問題 



Ⅴ. 数学の面白い問題 

8. 面白い数学図形と問題 



Ⅴ. 数学の面白い問題 

8. 面白い数学図形と問題 



Ⅴ. 数学の面白い問題 

8. 面白い数学図形と問題 

オイラーの多面体定理 

ほかにも、たくさん面白い数学のテーマがあります。 
重要なことは、数学は定理も重要ながら、その数式より概念の方を理解して下さい。 

複素数の世界 

「無限」の種類は無限個があり、「濃度」という概念がある 

無限次元の話 

４次元以上の多面体と、その展開図の面白い話 

パズルの世界 

ゲーテルの不完全性定理 ラッセルのパラドックス 

四色定理 



Ⅴ. 数学の面白い問題 

8. 面白い数学図形と問題 



Ⅴ. 数学の面白い問題 

9. まだ解かれていない問題 

2  エルデシュ・シュトラウス予想 



Ⅴ. 数学の面白い問題 

9. まだ解かれていない問題 



Ⅴ. 数学の面白い問題 

9. まだ解かれていない問題 



Ⅴ. 数学の面白い問題 

9. まだ解かれていない問題 



Ⅴ. 数学の面白い問題 

9. まだ解かれていない問題 



Ⅴ. 数学の面白い問題 

9. まだ解かれていない問題 



Ⅴ. 数学の面白い問題 

9. まだ解かれていない問題 

巡回セールスマン問題 

Safari/sellsman-question.webarchive


人工知能ってなに？ 
• 自己学習能力 
• 人間の脳と同等以上の知能を持ち、人間と会話できる 
• 自我や人格（を持っているように振る舞える） 

知的生物に学んで • 地球上で、すでに７０億以上の知能生物(人類）がいることを 

開発の歴史 

• 1950年 、 J.von Neumannは，自己再生可能な機械を，29種の 
 セルを用いて自己増殖オートマトンを示しました。 
• 1956年、J.McCarthyらは、”ダートマス会議”で、初めて人工 
 知能という言葉を使った。 
• 1997年、チェスプログラムDeepBlueがチェスチャンピオン 
 G.Kasparovに勝利する。 
• 2000年、本格的な二足歩行ロボットASIMOを、世界初めて 
 本田技研工業が開発した。 
 
 人間の可能性と 

存在価値を知る 

• 危険な作業や単調で精神的にきつい仕事もやってくれる。 
• 人工知能は、どんな夢を見るのか？ 
• なぜ人間は自我意識を持つかについて、答えが見つかるかも？ 

Ⅵ. 未来の数学 

1. 人工知能 



定義： ウィキペディア百科事典の定義によれば、マイクロマシンとは、超小型機械のこと。 
     大きさの定義はまちまちであるが、mmオーダーからμ mオーダーの機械構造をいう。 

• 簡単な細菌でも、自立して生活できる。 

• 生物はいわゆるマイクロマシンの集合体である。 

• 種子のように、空気と太陽と水だけで勝手に成長し、樹木のように構造物を作り成長する。 

生物と機械の融合 

マイクロマシンの実例 

キヤノン電子 立命館大学 ナノスクライブ 岡山県産業振興財団 

マイクロマシン作製技術 
• バッチプロセス： 
 リソグラフィとレーザー微細加工などの半導体集積回路作製技術を用いて、従来の機械部品 
 のような組み立て工程を必要とせず、大量に一括してデバイスを作製できる。 

• 従来の機械加工の延長： 
 超音波加工など、従来から用いられている加工技術でもnmオーダーの加工精度が得られる 
 ようになった。 微小かつ複雑な形状（能面やワイングラスなどが有名）の構造が作製できる。 
 

Ⅵ. 未来の数学 

2. マイクロマシン 



Ⅵ. 未来の数学 

3. トランセンデンス(Transcendence) 



出典：日本分析機器工業会 

Ⅶ. 電子顕微鏡の世界 1. 電子顕微鏡の構造 



出典：COMS-NANO 

Ⅶ. 電子顕微鏡の世界 1. 電子顕微鏡の構造 



電子銃 

EDX 検出器 

収束レンズ 

試料ホルダー 

対物レンズ 

結像レンズ 

HAADF 検出器 

観察窓 

カメラ室 

Ⅶ. 電子顕微鏡の世界 1. 電子顕微鏡の構造 



Ⅶ. 電子顕微鏡の世界 1. 電子顕微鏡の構造 



【観察と分析 マイデータコレクション】 

T4 ファージ 

Ⅶ. 電子顕微鏡の世界 2. 電子顕微鏡で観察しよう 



【観察と分析 マイデータコレクション】 

＜ハエ＞ 

Ⅶ. 電子顕微鏡の世界 2. 電子顕微鏡で観察しよう 



【観察と分析 マイデータコレクション】 

＜ヨーグルト菌＞ 

Ⅶ. 電子顕微鏡の世界 2. 電子顕微鏡で観察しよう 



【観察と分析 マイデータコレクション】 

＜ワムシの鞭毛構造＞ 

Ⅶ. 電子顕微鏡の世界 2. 電子顕微鏡で観察しよう 



【観察と分析 マイデータコレクション】 
＜酵母菌＞ 

Ⅶ. 電子顕微鏡の世界 2. 電子顕微鏡で観察しよう 



【観察と分析 マイデータコレクション】 
＜サルモネラ菌＞ 

Ⅶ. 電子顕微鏡の世界 2. 電子顕微鏡で観察しよう 



【観察と分析 マイデータコレクション】 

＜花粉＞ 

Ⅶ. 電子顕微鏡の世界 2. 電子顕微鏡で観察しよう 



【観察と分析 マイデータコレクション】 

＜深海バクテリア①＞ 

Ⅶ. 電子顕微鏡の世界 2. 電子顕微鏡で観察しよう 



【観察と分析 マイデータコレクション】 

＜深海バクテリア②＞ 

Ⅶ. 電子顕微鏡の世界 2. 電子顕微鏡で観察しよう 



【観察と分析 マイデータコレクション】 

＜ラットの筋肉＞ 

Ⅶ. 電子顕微鏡の世界 2. 電子顕微鏡で観察しよう 



【観察と分析 マイデータコレクション】 ＜マメ科クズ属のつる性の多年草（葛：クズ）＞ 

Ⅶ. 電子顕微鏡の世界 2. 電子顕微鏡で観察しよう 



【観察と分析 マイデータコレクション】 

＜電子回路＞ 

Ⅶ. 電子顕微鏡の世界 2. 電子顕微鏡で観察しよう 



【観察と分析 マイデータコレクション】 

酸化マグネシウム 
MgO 

Ⅶ. 電子顕微鏡の世界 2. 電子顕微鏡で観察しよう 



【観察と分析 マイデータコレクション】 

シリコン Si 

Ⅶ. 電子顕微鏡の世界 2. 電子顕微鏡で観察しよう 



【観察と分析 マイデータコレクション】 

Si(112）ダンベル構造 

0.078nm 

HOPG原子コラム  

0.142nm 

SiC結晶構造  

Ⅶ. 電子顕微鏡の世界 2. 電子顕微鏡で観察しよう 



【観察と分析 マイデータコレクション】 
＜その他＞ Ⅶ. 電子顕微鏡の世界 2. 電子顕微鏡で観察しよう 



【観察と分析 マイデータコレクション】 

Si (100）の収束ビームディフラクション（CBD） 

Ⅶ. 電子顕微鏡の世界 2. 電子顕微鏡で観察しよう 



【観察と分析 マイデータコレクション】 

Si (111）の収束ビームディフラクション（CBD） 

Ⅶ. 電子顕微鏡の世界 2. 電子顕微鏡で観察しよう 



Si (Diamond構造）菊池パターンマップ 
[433] 

[111] 

[211] 

[311] 

[411] 

[611] 

[100] 

[332] 

[321] 

[310] [210] [110] 

【観察と分析 マイデータコレクション】 

Ⅶ. 電子顕微鏡の世界 2. 電子顕微鏡で観察しよう 



【観察と分析 マイデータコレクション】 

金の単原子 

Ⅶ. 電子顕微鏡の世界 2. 電子顕微鏡で観察しよう 



【観察と分析 マイデータコレクション】 
＜氷表面＞ 

Ⅶ. 電子顕微鏡の世界 2. 電子顕微鏡で観察しよう 



【観察と分析 マイデータコレクション】 ＜謎の物質？＞ 

Ⅶ. 電子顕微鏡の世界 2. 電子顕微鏡で観察しよう 



【観察と分析 マイデータコレクション】 

金粒子 マイカー原子像 λDN
A 

DNA２重螺旋 マイカー原子像 

ワムシ鞭毛構造 サルモネラ菌 サルモネラ菌 

Ⅶ. 電子顕微鏡の世界 2. 電子顕微鏡で観察しよう 



カーボンナノチュープ Fe合金 界面構造 ダイヤモンド原子像 

金原子ブリッジ 

金原子その場観察 
DNA２重螺
旋 

鞭毛モーター 細胞内微細構造 

【観察と分析 マイデータコレクション】 

Ⅶ. 電子顕微鏡の世界 2. 電子顕微鏡で観察しよう 



発電バクテリア 菌体内磁石 
シナプス小胞体 

細胞内結晶構造体 細胞内結晶構造体 
ディフラクションマップ 

【観察と分析 マイデータコレクション】 

Ⅶ. 電子顕微鏡の世界 2. 電子顕微鏡で観察しよう 



この美しい地球上で、私達は自由に空気を吸い、美味しい食事もできる。 
しかし、一旦地球を離れると、とても生きられない。 

 

宇宙の中で、私はちっぽけな存在で、運よく生かされてるような気がする。 
そして、いつか、自分もこの世を去る。 

その前に、子供達と後世へ良い事をして残したい。 
全ての人に余裕のある生物らしい、人間らしい生活をして幸せになって欲しい。 

 

私達は若き天才なオリンピックスポーツ選手に憧れるけど、 
頭がいい天才を相容れない存在として考える固定概念を捨てて、 
謙虚な気持ちになり、いつか天才に救われることを期待しよう。 

 

・ 「スタートレック」のような２４世紀の理想世界を目指し、戦争と貧困、 
  飢餓と病気のない、平等で平和な世の中になって欲しい。 
 

・ 宇宙と生命の謎を完全に解き明かし、人間の存在と生きる意味を探りたい。 

3. 未来の展望 

web-site/index.html


2017年3月2日夜、自宅の水槽で飼ってあった病弱なお魚を見て、 
突然、人間が存在する理由をこう理解することができました。 

 
生命は常に進化し、生き物の種類をたくさん増やして、 

新しい生きる方法を探ってるように感じました。 
しかし、何１０億年もの間、生物はどうしても食物連鎖から脱出できないでいます。 

 
たまたま数百万年前、進化の中から人類が生まれ、 
人類だけが他の生物より特別に知能が高いのは、 

宇宙と生命を解明し、テクノロジーを開発し、 
生物を食物連鎖から離脱できるように、 

生命にとって、もっと質の良い生き方を探ることだと理解しました。 
つまり、全ての生物を愛し、生命の新しい生き方を創造することが、 

私達人類が存在する意味だと理解しました。 
 

せっかくの知能を、自己野心の為に、地球環境を汚染したり、 
戦争などしてお互いに傷つけ合うことをするべきではないと感じました。 

3. 未来の展望 



故カール･セーガン博士の著書でも有名になった「ペール･ブルー･ドット」（淡い青色の点）の 
ビデオを掲載しています。セーガン博士の提案にNASAが応じて、ボイジャー1号を太陽の方向
に振り返らせて撮影したものです。斜めに走る光の帯の中に見える白っぽい小さな点が地球で
す。光の帯は、あまりにも太陽に近いところを撮影したために生じた散乱光です。 
撮影した時、ボイジャー1号は地球から60億km離れていました。 
セーガン博士は次のように語っています。 

人類のすべての歴史はこのちっぽけなピクセルの上でおきたのだ。  
これが、われわれの唯一のふるさとなのだ。 

セーガン博士 

『ペイル・ブルー・ドット』 

3. 未来の展望 



数学オンライン学習教室
（MOLS）開催のお知らせ 
算数オリンピックと数学オリンピック問題を解いて、 

広大なる「数学の宇宙」を皆で旅しよう。 

日時 ：毎週１回３時間。 （入退室自由） 

場所 ：オンライン授業の為、 

       どこからでもアクセス可能。 

 

テキスト ：算数オリンピック問題集。 

       数学オリンピック問題集。 

対象者 ：小学生、中学生、高校生。 

 

参加費 ：月５０００円。 

申込 ：http://mathmathgood.com/ 

4. お知らせ 



2024年4月より開校を目指して設立準備財団を結成します。 
（設立費と運営費：1800万円募金中） 
みなさまの温かい応援とご支援を頂ければこの夢を実現できます。 
 

① ITや半導体技術、最先端の電子顕微鏡技術を修得でき、授業は日本語、英語で行う。 
② 通学はもちろんの事、日本と世界のどこからでもオンラインで授業を受けられる。 
③ スポンサーと支援者は大学設立メンバーとして登録され、特典も受けられる。 
④ 各水族館と共同研究し、サンゴや、海中生物、植物、バクテリアを研究する。 
⑤ 企業、病院、大学、研究所へ装置の貸出事業と試料分析事業を行う。  

「(学）国際ナノテクノロジー専門職大学」設立準備財団
を結成する為、スポンサー、支援者募集のご案内 

豊かな自然に生息する植物や、バクテリア、サンゴ、プランクトンなどを 
電子顕微鏡で観察し、ミクロ世界の仕組みを学習できる 

国際ナノテクノロジー専門職大学の設立をご提案致します。 
 

本学は「ITと半導体技術教育」 と「電子顕微鏡技術教育」と「依頼分析」からなる 
３つの事業を目的とします。 

 
これらの事業を通して、科学と世界の発展に貢献します。 

4. お知らせ 



ボランティア募集のお知らせ 

当法人の活動にご賛同し、ご一緒に活動を支えてくれる
ボランディアを募集しております。 
生徒達の教育に力を注いで行きましょう。 

・ 数学オンライン学習教室（MOLS）の指導補助 
・ 講演会支援スタッフ 
・ 各企業・財団と、団体と個人への宣伝・募金活動 

4. お知らせ 



琉球新報 
平成28年11月24日 

5. 法人の実績 



年  月 概  要 

・2013年 9月  8日 
社会福祉活動開始：沖縄あやなすの杜（老人ホーム）でピアノ演奏会。 

http://ayanasunomori.com/ 

・2013年10月21日 
宜野湾市主催の「一括交付金市民提案事業制度」に応募し、 

子供達のためのIT人材育成事業を提案し、宜野湾市から事業の実現を検討。 

・2013年12月22日 宜野湾市人材育成交流センター「めぶき」と市民図書館で数学研究会をスタート 

・2014年11月11日 特定非営利活動法人  数学・科学技術推進協会 MathMathGood を設立 

・2015年  5月 5日 沖縄県宜野湾市民図書館にて、「不思議な数学の国へようこそ！」講演会を開催 

・2015年  8月 4日 沖縄県立図書館にて、「不思議な数学の国へようこそ！」講演会を開催 

・2017年  4月13日 那覇市医師会にて、「不思議な数学の国へようこそ！」講演会を２度開催 

 ・2017年  4月30日 琉球放送RBC「ウチナー紀聞」の番組にて、数学研究会の活動について放送 

・2016、2017年 
・2018、2019年 

ボランティア・スピリット賞を４年連続受賞 
http://www.vspirit.jp/ 

・2019年7月 
当法人の数学研究会メンバーが算数オリンピックファイナリスト賞を受賞 

http://mathmathgood.com/japanese/gallery.html 

・2019年9月 
走査型電子顕微鏡S-3000Nを購入 

http://mathmathgood.com/sem01.jpg 
http://mathmathgood.com/sem02.jpg 

http://mathmathgood.com/japanese/gallery.html 

5. 法人の実績 



5. 法人の実績 



琉球新報掲載 

令和元年８月３０日（金） 
教育欄１３ページ 

当法人の数学研究会メンバーが 
算数オリンピックファイナリストに入賞 

5. 法人の実績 



ボランティアスピリット賞を４年連続受賞 
http://www.vspirit.jp/ 

2016 2017 

2018 2019 

5. 法人の実績 



ご清聴、有難うございました。 
 
今後とも、どうぞ、 
宜しくお願い申し上げます。 

• 特定非営利活動法人  

• 数学・科学技術推進協会 MathMathGood  

• 佐々木敏雄 

• 098-975-5818 

• http://mathmathgood.com/ 

• math@mathmathgood.com 


