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情報システム解析学科ワークショップ

1.研究集会の名称：国際ワークショップ“International Workshop on Discrete Mathematics and its Applications”
2.後援：茨城大学工学部
3.開催期間：平成18年8月1日（火）から8月4日（金）までの4日間
4.開催場所：茨城大学工学部
5.組織代表：斎藤　明（日本大学文理学部），加納幹雄（茨城大学工学部）
6.参加者数：95名
7.ワークショップの趣旨：

離散数学は近年の計算機の発達とともに大きく発展を続ける分野である。本ワークショップでは離散数学の中で
も特にグラフ理論と離散幾何に焦点を当て，これらの分野で一線級の研究を続ける研究者を招聘し，彼らの最新
の研究成果や手法に関する情報交換を行った。また彼らを交えた参加者の議論を通して研究の発展を目指した。最
近のグラフ理論，離散幾何の研究の流れを考え，グラフ理論ではサイクル理論と辺彩色の構造理論，離散幾何では
rigidityといったテーマを中心に招待講演を企画した。
開催形式に関してはワークショップの雰囲気の維持に努めた。各講演を時間的なゆとりをもって配置し，講演後

に講演者と参加者が自由に討論できる時間を設け，また講演会場とは別に自由に議論できる部屋を用意し，単なる
研究情報の交換に終らず，その場で討論や研究を行うことを可能にした。最終日には会期中に得られた知見を報告
するセッションを用意した。また若手研究者，大学院生に広く告知し，若い研究者の参加を促した。

8.プログラム
●8月1日（火）

13:15～13:55 （招待講演）太田克弘（慶応義塾大学），Toughness of Ka,t-minor-free graphs

13:55～14:20 森　隆一（慶應義塾大学），（4, 4）-Linked graphs on closed surface
14:40～15:30 （招待講演） Xueliang Li （Nankai Univ., China），Monochromatic and heterochromatic subgraphs in edge-

colored graphs

15:50～16:15 安藤　清（電気通信大学），Subgraphs in a contraction critically 5-connected graph
16:15～16:40 中川　周（横浜国立大学），5-Critical graphs on surfaces
17:00～17:50 （招待講演）Linda Lesniak（Drew Univ., USA），Distinguishing vertices in a graph

●8月2日（水）　

9:00～ 9:50 （招待講演）Ronald Gould（Emory Univ., USA），A look at cycles containing specified elements

10:10～10:35 斎藤　明（日本大学），Edge-dominating cycles in graphs
10:35～11:00 小関健太（慶応義塾大学），The cycles passing through specied edges
11:20～11:45 根上生也（横浜国立大学），3- Connected planar graphs are 2-distinguishable with few exceptions

11:45～12:10 向江頼士（横浜国立大学），K6-Minors in triangulations and complete quadrangulations

14:10～15:00 （招待講演）鈴木一弘（茨城大学），Alternating trees in edge colored graphs
15:20～15:45 小田光貴生（茨城大学），The number of monochromatic spanning trees in a colored complete graph I
15:45～16:10 宇野美由紀（茨城大学），Visual cryptography schemes with dihedral group access structure for many
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16:30～16:55 佐藤　巌（小山高専），Bartholdi zeta functions of group coverings of digraphs

●8月3日（木）

9:00～ 9:50 （招待講演）Ralph J. Faudree（Univ. of Memphis, USA），Linear forest, k-ordered, and pancyclic graphs

10:10～10:35 松田晴英（東海大学），A degree condition for hamiltonian k-factors

10:35～11:00 水飼　巌（横浜国立大学），Interpolation theorem on degree-factors with or without specified edges

11:20～11:45 中本敦浩（横浜国立大学），Geometric realization of 5-connected triangulations on the Möbius band
11:45～12:10 鈴木有祐（鶴岡高専），N-Flips in even triangulations on surfaces

14:10～15:00 （招待講演）山下登茂紀（朝日大学），Degree sum conditions for the existence of cycles

15:20～15:45 藤沢　潤（日本大学），2-Factors in K1, n-free graphs

15:45～16:10 善本　潔（日本大学），On the number of components in 2-factors of claw-free graphs
16:30～16:55 杉山武史（慶応義塾大学），Forbidden subgraphs and existence of cycles passing through specied

vertices

16:55～17:20 潮　和彦（近畿大学），Balanced quatrefoil designs

●8月4日（金）

9:00～ 9:50 （招待講演）Sergey Bereg（Univ. of Texas, USA），Rigid graphs and pseudo-triangulations
10:10～10:35 篠原雅史（九州大学），On 3-distance sets in the 3-dimensional Euclidean space
10:35～11:00 中上川友樹（湘南工科大学），Point sets in the line with a common distance sequence
11:20～11:45 河野智治（茨城大学），Semi-rectangular bisection of two sets of points in the plane lattice
11:45～12:10 加納幹雄（茨城大学），The number of monochromatic spanning trees in a colored complete graph II
14:10～17:00 ワークショップ期間中に得られた知見の報告
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総合文化研究室シンポジウム

1.研究集会の名称：昆虫研究の最前線 ―擬態・変態・休眠と休眠覚醒・体色発現―
2.後援：世田谷区教育委員会
3.開催場所：日本大学文理学部百周年記念館国際会議場
4.開催期間：平成18年6月10日（土）
5.組織代表者：飯野熙彦（日本大学文理学部）
6.参加者数：120名　本学部，他学部，他大学および独立法人研究機関
7.シンポジウムの趣旨：

「昆虫研究の最前線　―擬態・変態・休眠と休眠覚醒・体色発現―」と題したシンポジウムを催した。このシン
ポジウムでは，我が国の昆虫研究の第一線で活躍する6名の研究者，泉　進氏（首都大院・生命），藤原晴彦氏（東
大院・新領域），新美輝幸氏（名大院・生命農学），鈴木幸一氏（岩手大・農），園部治之氏（甲南大・理工），澤田
博司氏（日大・文理）により，講演時間各1時間のまとまった話を，かみ砕いて解説して頂いた。講演毎に学生を
含めた活発な討論が行われ，現在の昆虫学の最先端の興味がどこにあるのか，得られた成果が，ヒトに対してどの
ように貢献するのか等が議論され，本シンポジウムの趣旨である，今後の昆虫研究の方向性を見いだす布石となっ
た。

8.プログラム
9:45～10:00 開会の辞 自然科学研究所所長　若槻康雄（日本大学）

10:00～11:00 『昆虫外皮（クチクラ）の構造と機能』 泉　進（首都大院）

11:00～12:00 『鱗翅目昆虫の紋様にみる擬態の不思議』 藤原晴彦（東大院）

―　昼食　―
13:00～14:00 『テントウムシの斑紋と擬態―体色発現の解析から―』 新美輝幸（名大院）

14:00～15:00 『昆虫休眠の分子機構とバイオテクノロジー』 鈴木幸一（岩手大農）

―　休憩　―
15:30～16:30 『脱皮ホルモン（エクジステロイド）のリン酸化と脱リン酸化による活性調節』

園部治之（甲南大理工）

16:30～17:30 『カイコの休眠と休眠覚醒の分子機構―胚子活性化に関与する分子の解析から―』
澤田博司（日大文理）

9.講演概要
昆虫外皮（クチクラ）の構造と機能　　首都大学東京　生命科学　泉　進

昆虫の皮膚は外骨格と呼ばれ，外皮，真皮，基底膜に分けられる。外皮はさらに外表皮と原表皮の二つに大きく
分けられる。外表皮は長鎖炭化水素と脂肪酸とアルコールおよび，脂肪酸，アルコールのエステルとから構成され，
水分の蒸散を防いでいる。原表皮は200μm以上の厚さをもち，タンパク質とキチンがその全有機化合物の90％を
占めている．
一般に表皮タンパク質と呼ばれているものは，タンパク質とキチンが非共有結合的に結合している。昆虫は脱皮

することにより成長するが，脱皮直後から，短時間で外皮の硬化並びに褐色化が進むが，それはラッカーゼ型フェ
ノール酸化酵素によって進行する。
鱗翅目昆虫の文様に見る擬態の不思議　　東京大学新領域創製科学　藤原晴彦
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擬態は非常に複雑な現象であるので，我々は，生物の体表の紋様に着目して，研究を行っている。例えば，アゲ
ハの幼虫は4令時までは，黒と白の特徴的な紋様によって鳥のフンに擬態しているが，最後の脱皮（次の皮膚紋様
を作る）で背景の葉に溶け込む緑色の紋様に切り替わる（写真1）。これはホルモンによって皮膚の紋様パターンが
切り替わることを意味する。事実，私たちはエクジステロイドや幼若ホルモン（JH）の人為的処理によって，「紋
様の運命」を切り替えることに成功した。ホルモンによってどのような遺伝子が稼動するか？紋様位置を決定して
いる遺伝子は何なのか？黒，赤，緑など色を形成する遺伝子がどのように発現制御されているのか？などについて，
研究を進めているので，その成果を紹介する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　写真1： アゲハ幼虫の擬態紋様。鳥の糞に擬態した4齢幼虫（左）。4回目の脱皮時に紋様を切り替え，
5齢幼虫は柑橘系の葉にカモフラージュするようになる（右）。

テントウムシの斑紋と擬態　　名古屋大学生命農学研究科　新美輝幸

ナミテントウの多様な斑紋は，主要な4種の斑紋の組み合わせである（図）。我々は，はじめに斑紋の色素同定を
行い，その後色素の発現過程で黒色領域と赤色領域は互いに重ならないように制御されること，メラニン合成に関
わる酵素遺伝子の発現が斑紋パターンと一致する可能性を明らかにした。さらにメラニン形成において必須の役割
を果たすことが判明した th，ddc，lac 2遺伝子について in situハイブリダイゼーション法を行い，いずれの遺伝子も
メラニン形成領域において発現が高く，斑紋パターンに従った発現制御を受ける可能性も明らかにした。

脱皮ホルモンのリン酸化と脱リン酸化による活性調節　　甲南大理工　園部治之

エクジソンや20－ヒドロキシエクジソン（20E）は昆虫の代表的な脱皮ホルモンである。しかし，卵巣－卵系に
は前胸腺では全く検出されないエクジステロイドリン酸抱合体（リン酸エステル）が大量に蓄積している。我々は，
卵巣－卵系でのエクジステロイドリン酸エステルの代謝と生理作用について，研究した結果，①卵巣でエクジステ
ロイドキナーゼにより合成された生理的に不活性なエクジステロイドリン酸エステルが，②卵黄顆粒中のビテリン
と結合して卵に移行し，③産卵後の特定の時期に酸性化した卵黄顆粒から放出され，さらに④エクジステロイドリ
ン酸ホスファターゼにより遊離型エクジステロイドに脱リン酸化され，最終的に⑤遊離型エクジステロイドは20E

へ変換され，胚発生を促進させるというモデルを明らかにした。

二紋型四紋型斑型紅型

図１. ナミテントウの主要な斑紋型

昆虫と自然（ニューサイエンス社）2005 年 10 月号より改変
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昆虫休眠の分子機構とバイオテクノロジー　　岩手大学農学部　鈴木幸一

センチュウの幼虫耐久型やショウジョウバエの成虫休眠は，普遍的な長寿メカニズムの解析に登場してくる。す
なわち，共通のインスリン様レセプターの突然変異体が野生タイプの寿命に比較して数倍延長するようになれば，
例え小型の動物でも長寿の分子モデルとして学術的ならびに社会的な価値を発揮できる。昆虫の休眠研究の一部
は，このような研究戦略で着目されている。ここでは，われわれが約20年間進めてきたヤママユ（通称，天蚕と呼
ばれている）と除草昆虫コガタルリハムシの休眠研究を紹介し，学術研究上何が新しい点であり，またその研究成
果がバイオテクノロジーとしての価値があるかどうか，そして将来は何を目指しているのかについて解説する。
カイコの休眠と休眠覚醒の分子機構　　日本大学文理学部総合文化　澤田博司

カイコは，完全変態を行う昆虫で卵で冬を越す。春に桑の葉がのびはじめる頃に孵化し，およそ25日ほど桑を
食べ幼虫期を過ごし繭をつくり蛹となる。蛹はおよそ12日ほどで成虫となり，まもなく交尾を行い，雌はおよそ
400粒ほど卵を産む。二化性のカイコの場合，この卵は非休眠卵となり，およそ２週間ほどで孵化して同様に幼虫期，
蛹期を経て成虫となり産卵する。この時は餌となる桑の葉は豊富にあるまだ夏の盛りであるが，産下された卵は濃
い紫色に色付き発生を停止させ冬を越す（休眠卵）（図1）。演者は，カイコの休眠と休眠覚醒の分子メカニズムの
解明を胚子発生に関与する分子の解析から迫る事を目的として研究を進めている。今回は，休眠・非休眠時にそれ
ぞれ特異的に発現する遺伝子の検索中発見した，カイコの胚子活性化に関与するRNAヘリケースに似た新規タン
パク質（RNA helicase like-protein = RHL）をコードするcDNAの構造，胚子発生初期での発現，RHLの卵内での分
布（図2）と細胞内局在性などに関するこれまでの成果について紹介する。

　　図1： 上段：非休眠卵　　　　　 図2： RHLの卵内での分布と局在
　　 　 下段：休眠卵　　　　　　 Ge;胚帯 , Yg;卵黄顆粒 , Yn;卵黄細胞の核
　　　　　　　　　　　　　　　　　 矢印は卵黄細胞の核周辺部に局在するRHLを
　　　　　　　　　　　　　　　　　 示している。スケール：50μm

10.刊行物：講演要旨集「昆虫研究の最前線」を刊行した。


