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奨 励 賞 オーキシン生合成に関わるフラビン酵素 YUCCA の機能解明…………………………………………………………………………15
増口 潔 (理研・環境資源科学研究センター)
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○田中慧太1,2,3、林謙一郎4、夏目雅裕1、神谷勇治2、榊原 均2、川出 洋1、笠原博幸2,5
(1農工大院・連合農学、2理研 CSRS、3日本学術振興会特別研究員 DC、4岡山理大・生物化学、5JST さきがけ)
2. イネにおけるオーキシン生合成阻害剤の探索 ……………………………………………………………………………………………………17
○山本光洋、筧 雄介、石田遥介、山崎千秋、佐藤明子、奈良 (成川) 恵、中村郁子、嶋田幸久
(横浜市大・木原生研)
3. TAA1 および YUCCA を標的としない新規オーキシン生合成阻害剤 …………………………………………………………………………18
○添野和雄1、山崎千秋2、喜久里貢2、成川 恵2、佐藤明子2、高橋宏幸2、國土祐未子1、石井貴広1、浅見忠男3、
中村郁子2、嶋田幸久2
(1農研機構・近中四農研、2横浜市大・木原生研、3東大院・農生科・応生化)
4. 新型オーキシン生合成阻害剤、YUCCA 阻害剤の発見 …………………………………………………………………………………………19
山崎千秋1、石井貴広2、國土祐未子2、添野和雄2、佐藤明子1、鈴木優志1、○嶋田幸久1
(1横浜市大・木原生研、2農研機構・近中四農研)
5. シロイヌナズナのオーキシンホメオスタシスには YUCCA のフィードバック制御が重要である …………………………………………20
○鈴木優志1,2、山崎千秋1、三井麻利江1、三谷由佳1,2、中村郁子1、添野和雄3、嶋田幸久1,2
(1横浜市大・木原生研、2理研・植物センター、3農研機構・近中四農研)
6. 阻害剤を利用したシロイヌナズナ新規オーキシン応答性遺伝子の探索 ………………………………………………………………………21
○石田遥介1、筧 雄介1、三井麻利江1、林謙一郎2、浅見忠男3、嶋田幸久1
(1横浜市大・木原生研、2岡山理大・生物化学、3東京大院・農生科)
7. シロイヌナズナの根の光屈性におけるオーキシンの機能と作用機序の解析 …………………………………………………………………22
○木村太郎1、芳賀 健1、林謙一郎2、Yunde Zhao3、竹林裕美子4、笠原博幸4、酒井達也1
(1新潟大・院・自然科学、2岡山理科大・生物化学、3UCSD、4理化学研究所・環境資源科学研究センター)
8. イネ幼根の水分屈性の発現に及ぼすオーキシン関連阻害剤処理の影響 ………………………………………………………………………23
○中島佑介1、藤井伸治1、宮沢 豊1,2、小林啓恵1、高橋秀幸1
(1東北大・院・生命科学、2山形大学・理学部)
9. シロイヌナズナ根におけるグルタミン酸による水分屈性の発現制御 …………………………………………………………………………24
○岩田 悟、藤井伸治、小林啓恵、高橋秀幸
(東北大・院・生命)
10. 青色光に対するヒメツリガネゴケ原糸体の忌避反応はジベレリン様新奇成長制御物質の制御を受ける …………………………………25
○豊島 輝1、宮崎 翔1,2、夏目雅裕1、中嶋正敏3、川出 洋1
(1東京農工大院・農、2日本学術振興会特別研究員 PD、3東大院・農生科・応生化)
11. ジベレリン様活性を示す合成化合物；探索と活性発現機構 ……………………………………………………………………………………26
○下高原宏明1、大谷征史1、羅
明1、中野雄司2、浅見忠男1,3
(1東大院・農生科・応生化、2理研基幹研究所、3JST/CREST)

6

12. ジベレリン代謝制御剤 CBTC の構造展開と活性評価 ……………………………………………………………………………………………27
○大谷征史、下高原宏明、Yoon Jung-min、Park Seung-Hyun、中村英光、中嶋正敏、浅見忠男
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14. ジベレリン生合成・代謝酵素 CYP714 ファミリーのリガンド認識機構 ………………………………………………………………………29
○新間優子1、久保尻由貴1、大西利幸1,2、真籠 洋3、山口信次郎4、水谷正治5、轟 泰司1,2
(1静大院農、2静大グリーン研、3理研・環境資源科学研究センター、4東北大院生命科学、5神戸大院農)
15. 作用部位特異性が付与されたジベレリン受容体機能阻害剤 ……………………………………………………………………………………30
○尹 禎敏、安藤卓也、福井康祐、大谷征史、Park Seung-Hyun、中嶋正敏、浅見忠男
(東大院・農生科・応生化)
16. 重イオンビームで誘発されたイネ矮性変異体集団を用いた DNA 変異の解析 ………………………………………………………………31
○小暮祥子1、森田竜平1、林 依子1、一瀬勝紀1、若菜妙子1、山田美恵子1、東海林英夫1、石井公太郎1、佐藤雅志2,3、
阿部知子1,2
(1理研・仁科センター、2理研・イノベーションセンター、3東北大・院生命科学)
17. 一細胞からの植物ホルモン定量分析法の確立 ……………………………………………………………………………………………………32
○清水崇史1、宮川慎也2、升島 努3、小柴共一2、瀬尾光範1
(1理研・CSRS、2首都大・理工・生命科学、3理研・QBiC)
18. ファゼイン酸還元酵素の阻害剤を指向したフッ素化基質アナログの合成 ……………………………………………………………………33
○宇佐美健太1、藤井佑典1、水谷正治2、近藤 悟3、轟 泰司4、平井伸博1
(1京都大院農、2神戸大院農、3千葉大院園芸、4静岡大院農)
19. Theobroxide 処理に対する植物応答機構の解明 …………………………………………………………………………………………………34
○山下雄大、犬飼 剛、高橋公咲、増田 税、松浦英幸
(北大院・農)
20. シロイヌナズナ NRT1/PTR ファミリーの植物ホルモン輸送活性 ………………………………………………………………………………35
○宮川慎也1,2、千葉康隆1,2、菅野裕理2、小柴共一1、神谷勇治2、瀬尾光範2
(1首都大学東京・理工学系・生命科学専攻、2理研・CSRC)
21. ケミカルスクリーニングによる ABA 受容体に対する新奇アゴニストの同定 ………………………………………………………………36
○岡本昌憲1、Peterson Francis2、Cutler Sean3
(1鳥取大学・乾燥地研究センター、2メディカルカレッジ・オブ・ウィスコンシン、3カリフォルニア大学リバーサイド校)
22. ABA 受容体 PYLs の負のアロステリック調節因子 AS6 の熱力学的および構造的基盤 ……………………………………………………37
○竹内 純1、岡本昌憲2、秋山智則3、矢嶋俊介3、須恵雅之3、平井伸博4、大西利幸5、Sean Cutler6、轟 泰司1,5,7
(1静大院創造、2鳥取大乾燥地研究センター、3東農大応用生科、4京大院農、5静大院農、6University of California, Riverside、
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23. 配座制限型 PYLs アンタゴニスト PAOn の生化学的機能解析 …………………………………………………………………………………38
○山梨達也1、竹内 純2、岡本昌憲3、大西利幸4、轟 泰司1,3,4
(1静岡大・農、2静大院創造、3鳥取大乾燥地研究センター、4静大院農、5静大グリーン研)
24. シロイヌナズナ PYR/PYL/RCAR 機能の解析 ……………………………………………………………………………………………………39
○姜
凱、徐 銀卿、中村英光、浅見忠男
(東京大学 農学生命科学研究科)
25. ゼニゴケにおけるアブシシン酸シグナル伝達と二次代謝産物の変化 …………………………………………………………………………40
○蔭山暁人1、石崎公庸2、河内孝之2、松浦英幸1、高橋公咲1
(1北大院・農、2京大院・生命)
26. 新規ブラシノステロイド生合成阻害剤の不斉合成と立体異性体の生物活性 …………………………………………………………………41
○王 敬銘、山田和弘、吉澤結子
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27. ブラシノステロイド生合成阻害剤 YCZ 蛍光プローブの合成と生物活性 ……………………………………………………………………42
○星 智樹、松本 直、山田和弘、吉澤結子、王 敬銘
(秋田県立大学・応用生物)
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28. ブラシノステロイド生合成阻害剤 YCZ-18 の生物活性と標的酵素の解析 ……………………………………………………………………43
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30. ブラシノステロイド受容体阻害剤の創出 …………………………………………………………………………………………………………45
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有用作物への形質導入の試行 ………………………………………………………………………………………………………………………46
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32. ブラシノステロイド情報伝達因子 BIL4 と BSS1 の相互作用因子の解析 ……………………………………………………………………47
○山上あゆみ1、嶋田勢津子2、齊藤知恵子3、中澤美紀2、松井 南2、作田正明4、中野明彦3、長田裕之1,2、浅見忠男5,6、
中野雄司1,2,6
(1理研・抗生物質研究室、2理研・CSRS、3東大院・理、4お茶大院・人間文化創成科学、5東大院・農生科、6JST・CREST)
33. ブラシノステロイド情報伝達因子 BIL7 の核移行条件と相互作用因子の解析 ………………………………………………………………48
○宮地朋子1,2、市川尚斉3、松井 南3、藤岡昭三1,3、長田裕之1,3、浅見忠男2,4、中野雄司1,3,4
(1理研・抗生物質研究室、2東京大学大学院・農生科・応生化、3理研・CSRS、4JST-CREST)
34. ブラシノステロイド情報伝達因子 BIL3 産物の新規ペプチドホルモンとしての機能の可能性 ……………………………………………49
○吉澤江里子1、山上あゆみ1、中澤美紀3、松井 南3、作田正明2、長田裕之1,3、浅見忠男4,5、中野雄司1,3,5
(1理研・抗生物質研究室、2お茶大院・生命科学、3理研・CSRS、4東大院・農生科、5JST・CREST)
35. ブラシノステロイド情報伝達突然変異体 bil8 の細胞内相互作用因子の解析 …………………………………………………………………50
○中田元基1,2、山上あゆみ1、市川尚斉3、松井 南3、長田裕之1、久城哲夫2、浅見忠男1,4,5、中野雄司1,3,5
(1理研・抗生物質研究室、2明治大院・農芸化学、3理研・CSRS、4東大院・農化生、5JST CREST)
36. ブラシノステロイド情報伝達低緑化型変異体 bpg4 の FOX ラインからの単離と形態観察 …………………………………………………51
○阿部 晋1,2、山上あゆみ2、市川尚斉3、松井 南3、長田裕之2,3、久城哲夫1、浅見忠男4,5、中野雄司2,3,5
(1明治大院・農芸化学、2理研・抗生物質研究室、3理研・CSRS、4東大院・農化生、5JST CREST)
37. 球根植物におけるガム物質の形成制御およびその化学組成：ヒアシンス (Hyacinthus orientalis L.) を中心として ………………………52
○宮本健助1、Anna Jarecka Boncela2、Marian Saniewski2、上田純一3
(1大阪府立大・高等教育推進機構、2ポーランド国立園芸学研究所、3大阪府立大・院・理学系)
38. 傷害応答時における移動性シグナルとしてのジャスモン酸イソロイシンの機能 ……………………………………………………………53
○武石翔平、佐藤千鶴、増田 税、松浦英幸
(北大院・農)
39. シロイヌナズナ切断花茎の組織癒合におけるジャスモン酸と AP2 型転写因子の関与 ……………………………………………………54
○朝比奈雅志1、清水美甫2、Pitaksaringkarn Weerask2、湯本絵美1、山根久和1、横田孝雄1、佐藤 忍2
(1帝京大・理工・バイオ、2筑波大・生命環境)
40. イソプロチオランが植物の根の生育に及ぼす影響の解析 ………………………………………………………………………………………55
○草島美幸、宮嵜 樹、松本貴嗣、仲下英雄
(東農大・応生化)
41. アルキン型コロナチンの合成と in vivo ラマンイメージング ……………………………………………………………………………………56
○江越脩祐1、田下 諒1、山越博幸2、闐闐孝介3,4、石丸泰寛1、源治尚久1、袖岡幹子3,4、上田 実1
(1東北大学大学院理学研究科、2名古屋市立大学大学院薬学研究科、3理化学研究所・基幹研究所、4ERATO-JST)
42. オカボノクロアブラムシがハルニレに形成するゴールの性状解析 ……………………………………………………………………………57
○武井麻美、吉田彩夏、川合隆史、鈴木義人
(茨城大・農)
43. 新奇ストリゴラクトン 7β-hydroxy-5-deoxystrigol の同定 ………………………………………………………………………………………58
○来生貴也1、中谷成史2、謝 肖男1、米山香織1、秋山康紀2、林 英雄2、内田健一3、横田孝雄3、野村崇人1、米山弘一1
(1宇都宮大・雑草科学、2大阪府大院・生命環境・応用生命科学、3帝京大・バイオ)
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44. 根寄生植物ストライガが生産するストリゴラクトンの分析 ……………………………………………………………………………………59
○阿部聡子1、謝 肖男1、来生貴也1、米山香織1、吉田聡子2、白須 賢2、米山弘一1、野村崇人1
(1宇都宮大・雑草科学研究センター、2理研・環境資源科学研究センター)
45. ヒマワリが分泌する根寄生雑草発芽刺激物質の解析 ……………………………………………………………………………………………60
○梅田修平1、上野琴巳1、水谷正治1、杉本幸裕1,2
(1神戸大院・農・生命機能科学、2JST/JICA, SATREPS)
46. タルウマゴヤシの生産する新規ストリゴラクトン medicaol の同定と生合成経路解析 ………………………………………………………61
徳永珠美1、謝 肖男2、米山弘一2、○秋山康紀1
(1大阪府大院・生命環境・応用生命科学、2宇都宮大・雑草科学研究センター)
47. ストリゴラクトン生合成におけるカーラクトンの関与 …………………………………………………………………………………………62
○浅見 慶1、佐渡愛香2、花田篤志1、瀬戸義哉1、秋山康紀2、山口信次郎1
(1東北大学・院・生命科学、2大阪府大院・生命環境・応用生命科学)
48. ミヤコグサ根における 13C 標識 carlactone の 5-deoxystrigol への立体特異的変換 ……………………………………………………………63
○佐渡愛香1、謝 肖男2、米山弘一2、秋山康紀1
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