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(1農研機構・生物機能利用研究部門、2東理大・理工、3東大・生物生産工学研究センター)
38. イネのジテルペン型ファイトアレキシン生産制御因子 DPF のジャスモン酸シグナル下流での働き ……………………………………52
○田渕雄夢1、堤
涼1、根本圭一郎2、澤崎達也2、森 昌樹3、宮本皓司4、山根久和4、光田展隆5、野尻秀昭1、
岡田憲典1
1
2
3
( 東大・生物生産工学研究センター、 愛媛大・プロテオサイエンスセンター、 農研機構・生物機能利用研究部門、
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○高岡洋輔1、岩橋万奈1、斎藤大明2、江越脩祐1、加藤信樹1、石丸泰寛1、上田 実1
(1東北大院理、2理研生命システム研究センター)

8
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○山下紗季1、手林慎一1、上田真二1、及川 彰2,3、佐々木亮介3、斉藤和季3,4、上手麻希5、間世田英明5、石原 亨6
(1高知大農、2山形大農、3理研 PSC、4千葉大院薬、5徳島大 STS 研究所、6鳥取大農)
45. イネのトレハロース誘導抵抗性に関与する新たな ERF 転写因子の機能解析 ………………………………………………………………59
○手塚大介1,4、川又 彩2、加藤英樹3、佐分利亘1、森 春英1、今井亮三4
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大会実行委員会による特別招待
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