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決定木モデルによる植物抽出物の蚊よけ作用予測 ……………………………………………………………………………………………67
○藪内弘昭、大楠剛司、橋爪 崇、石原理恵、宮井一行 (和歌山県工業技術センター)

45.

オウトウの花芽および葉芽の成熟に伴う代謝物変動 …………………………………………………………………………………………68
○佐藤紗野1、佐々木亮介2、及川 彰1,2 (1山形大院・農、2理研 CSRS)

46.

質量分析計を用いたタンパク質量の検出法 ……………………………………………………………………………………………………69
○森 仁志、佐藤良介 (名古屋大・生命農)

47.

陸棲藍藻 Nostoc sp. HK-01 の植物ホルモン生産機能と休眠細胞の発芽制御の関係 ………………………………………………………70
○木村駿太1,2、中嶋正敏1、湯本絵美3、宮本皓司4、横谷香織5、浅見忠男1 (1東大院・農生科、2学振 PD、
3
帝京大・先端機器セ、4帝京大・理工、5筑波大・生命環境)

48.

異なる休眠性と発芽性を持つイネ種子における植物ホルモン量 ……………………………………………………………………………71
○瀬尾光範1、鬼原早苗1、菅野裕理1、大平陽一2、下野裕之3 (1理研・環境資源科学研究センター、
2
農研機構・中央農業研究センター、3岩手大・農)

49.

ペプチドホルモン受容体に対する非ペプチド性アンタゴニストの創成 ……………………………………………………………………72
○篠原秀文1、安江奈緖子2、大貫哲男3、近藤恭光3、吉田 稔3、松林嘉克1 (1名古屋大・院理、2基礎生物学研究所、
3
理研・環境資源科学研究センター)

50.

AirID を用いた in vivo 植物ホルモン依存的相互作用タンパク質探索システムの開発 ……………………………………………………73
○篠原颯太1、城戸康希1、根本圭一郎2、西原昌宏2、野澤 彰1、澤崎達也1 (1愛媛大・PROS、2岩手生物工学研究センター)
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11 月 15 日 (金)

16 : 10～17 : 12

51.

低窒素濃度条件下でのアブシジン酸によるキュウリ葉のクロロフィル保持における一酸化窒素の機能 ………………………………74
○好住 海1、鈴木もと2、唐桶清美2、藤田香菜2、岡真理子2 (1鳥取大・院・持続性社会、2鳥取大・農)

52.

シロイヌナズナにおけるアブシシン酸不活性化鍵酵素の機能解析 …………………………………………………………………………75
○宮田百華1、妻鹿良亮2、金 俊植3、瀬尾光範3、南原英司4、岡本昌憲1 (1宇都宮大・バイオ、2鳥取大・乾燥地研、
3
理研・CSRS、4トロント大学)

53.

ゲノム編集を利用したアブシシン酸受容体サブファミリータイプ別多重変異株の作成 …………………………………………………76
○岡本昌憲、嶋﨑太一 (宇都宮大・バイオ)

54.

コムギのアブシシン酸受容体過剰発現による光合成速度の促進 ……………………………………………………………………………77
○妻鹿良亮1、安倍史高2、金 俊植3、田中啓介4、小林久人4、坂田洋一5、辻本 壽1、岡本昌憲6 (1鳥取大・乾燥地研、
2
農研機構・次世代作物開発研究センター、3理研・環境資源科学研究センター、4東農大・生物資源ゲノム解析センター、
5
東農大・応用生物科学、6宇都宮大・バイオ)

55.

アブシシン酸受容体がもたらすコムギ病害抵抗性機構の解析 ………………………………………………………………………………78
○嶋崎太一1、金 俊植2、妻鹿良亮3、安倍史高4、山根久和5、吉田健太郎6、岡本昌憲1 (1宇都宮大・バイオ、2理研・CSRS、
3
鳥取大・乾燥地研、4農研機構・次世代作物開発、5帝京大・バイオ、6神戸大・院農)

56.

寄生植物ストライガのアブシシン酸シグナル伝達因子の機能解析 …………………………………………………………………………79
○福原大晶1、藤岡 聖2、杉本幸裕2、岡本昌憲1 (1宇都宮大・バイオ、2神戸大・院農)

57.

新たなアブシジン酸結合タンパク質の同定 ……………………………………………………………………………………………………80
○穴吹友亮1、大橋慧介1、高須賀太一1、松浦英幸1、高橋公咲2 (1北大院・農、2東農大・応生科)

58.

受容体特異的な 3′-alkyl ABA を用いたアブシジン酸受容体機能解析 ………………………………………………………………………81
○由田和津子1、近藤恭光1、岩橋福松2、中野雄司3,4、本田香織1、永野栄喜2、長田裕之1 (1理研 CSRS・ケミカルバイオロジー、
2
住友化学・健康農業研、3理研 CSRS・機能開発、4京大・生命科学)

59.

ABA シグナル伝達に関わる PP2C を阻害する低分子化合物 …………………………………………………………………………………82
○川崎佳名子1、竹内 純2、轟 泰司2,3 (1静大院・総科技・農、2静大・農、3静大・グリーン研)

60.

単子葉イネ科穀類の根に作用する ABA アナログ ……………………………………………………………………………………………83
○巢山友里恵1、樫尾葉子1、大西利幸2,3、竹内 純2、轟 泰司2,3 (1静大院・総科技・農、2静大・農、3静大・グリーン研)

61.

植物成長制御を目的とするカロテノイド酸化開裂酵素阻害剤の探索 ………………………………………………………………………84
○高橋郁夫、小石原暉、浅見忠男 (東大院・農生科)

62.

カロテノイド異性化酵素 AtD27-LIKE の機能解析 ……………………………………………………………………………………………85
○花田 暁1、川名 誠1、相馬史幸1、小竹英一2、都築和香子2、長尾昭彦2、川上直人3、久城哲夫1,3 (1明大院・農、
2
農研機構食品研究部門、3明治大学農学部)

63.

カーラクトンアナログ型新規ストリゴラクトン生合成阻害剤の開発 ………………………………………………………………………86
○川田紘次郎1、小野田聡志1、野村崇人2、佐々木康幸1、矢嶋俊介1、伊藤晋作1 (1東京農業大学・バイオサイエンス学科、
2
宇都宮大学・バイオサイエンス教育研究センター)

64.

ストリゴラクトン生合成酵素エンドウ MAX1 の機能解析 …………………………………………………………………………………87
○阿部友美1、秋山康紀2、依田彬義3、野村崇人3、Ramea Catherine4、米山香織1,5 (1愛媛大・農、2阪府大院・生命環境、
3
宇都宮大院・農、4INRA、5JST さきがけ)

65.

ソルガムにおける 5-deoxystrigol 生合成経路の解析 …………………………………………………………………………………………88
○依田彬義1、森 愛美2、謝 肖男1,3、米山香織4、三浦謙治5、山口信次郎6、秋山康紀2、米山弘一3、野村崇人1,3
(1東京農工大院・連合農、2大阪府大院・生命環境、3宇都宮大・バイオ、4愛媛大・農、
5
筑波大・生命環境 / つくば機能植物イノベ、6京大・化研)
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66.

カーラクトン酸をオロバンコールへ変換する新規オロバンコール合成酵素の同定 ………………………………………………………89
○若林孝俊1,2、濱名実咲1、森 采美1、刑部敬史3、刑部祐里子3、秋山遼太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、3徳島大・生物資源産業)

67.

ワタにおける 5-デオキシストリゴールおよびソルゴモール生合成酵素の探索 ……………………………………………………………90
○北野友里恵1、支田香澄1、若林孝俊1,2、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)

68.

ミヤコグサにおける 5-deoxystrigol 生合成経路の解明 ………………………………………………………………………………………91
○山下歩乃佳1、支田香澄1、若林孝俊1,2、水谷正治1、杉本幸裕1,2 (1神戸大院・農、2JST/JICA SATREPS)

69.

ミヤコグサの 5DS および lotuslactone 生合成における MAX1 下流遺伝子の同定 …………………………………………………………92
○森 愛美1、米山香織2、謝 肖男3、野村崇人3、米山弘一3、秋山康紀1 (1阪府大院・生命環境、2愛媛大・農、
3
宇都宮大・バイオ)

70.

トウモロコシの zealactone 生合成前駆体としての 3- オキソカーラクトン酸メチルの同定 ………………………………………………93
○谷口浩規、秋山康紀 (阪府大院・生命環境)

71.

ヒマワリにおける非典型的ストリゴラクトン生合成経路の解明 ……………………………………………………………………………94
○新出ひかる1、若林孝俊1,2、山本舜也3、滝川浩郷2,3、水谷正治1、杉本幸裕1,2 (1神戸大院・農・生命機能科学、
2
JST/JICA SATREPS、3東京大院・農生科・応用生命化学)

72.

イネにおける新規ストリゴラクトン生合成酵素の機能解析 …………………………………………………………………………………95
○小林峻大1、北岡直樹2,3、森 愛美4、橋田丈徳2、徳永浩樹2、経塚淳子2、秋山康紀4、増口 潔1,2、山口信次郎1,2
(1京都大・化研、2東北大院・生命科学、3富山県立大・工、4大阪府大院・生命環境)

73.

イネのストリゴラクトン生産・分泌制御メカニズム …………………………………………………………………………………………96
○米山香織1,2、謝 肖男3、米山弘一1,3、野村崇人3 (1愛媛大・農、2さきがけ、3宇都宮大・バイオ)

74.

苔類におけるストリゴラクトン合成と AM 菌共生への関与 …………………………………………………………………………………97
○島﨑翔太1、水野陽平1、小松愛乃1、Rich Melanie2、依田彬義3、謝 肖男3、野村崇人3、中川知己4、増口 潔5、
山口信次郎5、Delaux Pierre-Marc2、経塚淳子1 (1東北大院・生命科学、2Laboratoire de Recherche en Sciences Végétales,
Toulouse Univ.、3宇都宮大・バイオ、4基礎生物学研究所、5京都大・化研)

75.

シダ植物のストリゴラクトン ……………………………………………………………………………………………………………………98
○藤倉 優1、依田彬義2、謝 肖男3、米山香織4、秋山康紀5、経塚淳子6、米山弘一3、野村崇人3 (1宇都宮大・農、
2
東京農工大院・連合農、3宇都宮大・バイオ、4愛媛大・農、5大阪府大院・生命環境、6東北大院・生命科学)

11 月 17 日 (日)

9 : 15～10 : 47

76.

STH7 を介したストリゴラクトンとブラシノステロイドによる光形態形成制御における PIF の関与の解析 …………………………99
○岡本光紗1、Jutiporn Thussagunpanit2、永井優子1、中野雄司3、中村英光1、浅見忠男1 (1東大院・農・応生化、
2
Faculty of Agriculture, Kasetsart Univ.、3京大院生命)

77.

ストリゴラクトン受容体共有結合型アゴニストの活性評価とイネの成長への影響 …………………………………………………… 100
○大沼彩香、喜久里貢、胡 文倩、平林 佳、田之倉優、中村英光、浅見忠男 (東大院・応生化)

78.

根寄生植物 Striga hermonthica の多様な KAI2 ホモログの機能解析 ……………………………………………………………………… 101
○関真太郎1、今村優作1、高橋郁夫1、福井康祐1,2、徐 玉群1、宮川拓也1、中村英光1、田之倉優1、浅見忠男1
(1東大院・農生科・応生化、2岡山理科大・理)

79.

ストリゴラクトンによって制御される葉身屈曲の栄養欠乏応答性 ……………………………………………………………………… 102
○進藤真登1、山本 崇2、下村講一郎1、梅原三貴久1,2 (1東洋大・院・生命科学、2東洋大・生命科学・応用生物)

80.

ストリゴラクトン受容体の過剰発現による病害抵抗性誘導機構の解明 ………………………………………………………………… 103
伊藤瑛子1、○中村英光1、山野博之1、前田 哲2、神田恭和2、森 昌樹2、浅見忠男1 (1東大院・農生科・応生化、
2
農研機構・生物機能利用研究部門)
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81.

カリキンの受容体阻害剤探索とその応用に関する研究 …………………………………………………………………………………… 104
○酒井寿彦、姜
凱、喜久里貢、高橋郁夫、徐 玉群、宮川拓也、田之倉優、中村英光、浅見忠男
(東大院・農生科・応生化)

82.

カリキン様物質を検出する高感度バイオアッセイ系の確立 ……………………………………………………………………………… 105
○亀岡 啓、秋山康紀 (大阪府大・生命環境)

83.

ストリゴラクトンとアブシシン酸のシグナル伝達を制御するハイブリッド分子の創出 ……………………………………………… 106
○野村恭佑1、轟 泰司2,3、大西利幸2、竹内 純2 (1静大院・総科技・農、2静大・農、3静大・グリーン研)

84.

ストリゴラクトンのヤセウツボとハマウツボの種子発芽に対する構造要求性の違い ………………………………………………… 107
○日野尚輝1、石原 亨2、杉本幸裕3、上野琴巳2 (1鳥取大院・持続性社会創生科学、2鳥取大・農、3神戸大院・農)

85.

イソチオシアネートの根寄生雑草種子に対する発芽刺激活性 …………………………………………………………………………… 108
○三浦妃奈子1、越智良太1、山内 聡1、西脇 寿1、謝 肖男2、野村崇人2、米山弘一2、Pouvreau Jean-Bernard3、
Delavault Philippe3、Simier Philippe3、米山香織1,4 (1愛媛大・農、2宇都宮大・バイオ、3ナント大学、4PRESTO, JSPS)

86.

ヤセウツボ発芽種子のトランスクリプトーム解析 ………………………………………………………………………………………… 109
○岡澤敦司1,2,4、若林孝俊2,3,4、村中俊哉4、杉本幸裕2,3、太田大策1 (1阪府大院・生命環境、2JST・JICA、SATREPS、
3
神戸大院・農、4阪大院・工)

87.

シクロプロペン骨格を持った新規エチレン作用阻害剤の探索 …………………………………………………………………………… 110
○小山倫之、財前穂波、太田 鋼、浅見忠男 (東大院・農生科)

88.

中心子目植物での小胞輸送による組織間ベタニン移送の検証とエチレンアゴニストの影響 ………………………………………… 111
○薬師 葉1、浅野純一1、羽馬大輔1、橋床泰之2 (1北大院・農、2北大・農学研究院)

89.

光学活性なジシクロペンタジエノンを用いる OPDA および dinor-OPDA の合成 ……………………………………………………… 112
○伊藤優佑1、高嶋 械1、宮本皓司1、湯本絵美2、横田孝雄1、山根久和1,2、内田健一1,2 (1帝京大バイオ、
2
帝京大先端機器分析センター)

90.

イネのジャスモン酸受容体 COI1 ホモログの機能解析 …………………………………………………………………………………… 113
内田健一1,2,4、
○稲垣秀生1、伊藤 響2、福本有貴2、矢島彩花2、Xi Chen3、石塚祐伸1、酒澤智子2、湯本絵美4、朝比奈雅志1,2,4、
5
5
6
5
7
5,8
5,6
9
1,2,4
林 謙吾 、大浦早紀 、齊藤里菜 、加治拓哉 、石丸泰寛 、高岡洋輔 、上田 実 、岡田憲典 、山根久和 、宮本皓司1,2
(1帝京大院・理工、2帝京大・理工・バイオ、3ブレーメン大学、4帝京大学先端機器分析センター、5東北大院・理、
6
東北大院・生命科学、7東北大院・工、8JST- さきがけ、9東大・生物工学セ)

91.

JA-Ile-Lactone の活性本体は 12OH-JA-Ile か？ ……………………………………………………………………………………………… 114
○齊藤里菜1、山神壮平1、大浦早紀2、安部 洋3、加治拓哉2、高岡洋輔2,4、上田 実1,2 (1東北大院・生命科学、
2
東北大院・理、3理研 BRC、4JST さきがけ)

92.

ジャスモン酸メチル処理によるイチョウの葉の老化促進 : 内生植物ホルモン動態の観点から ……………………………………… 115
○宮本健助1,4、Michał Dziurka2、Kinga Dziurka2、Justyna Góraj-Koniarska3、上田純一4、Marian Saniewski3
(1大阪府立大・高等教育推進機構、2The Franciszek Górski Inst. Plant Physiol.・Polish Acad. Sci., Poland,
3
Res. Inst. Horticulture, Poland, 4大阪府立大・院・理学系)

93.

プロヒドロジャスモン処理したトマト上でのスワルスキーカブリダニの繁殖 ………………………………………………………… 116
○大矢武志1、腰山雅巳2、安部 洋3 (1神奈川農技セ、2日本ゼオン、3理研バイオリソースセンター)

94.

ジャスモン酸処理によるスイートピーにおけるハスモンヨトウに対する誘導抵抗性 ………………………………………………… 117
○森山瑠理1,2、手林慎一1、荒川 良1、佐藤正資3 (1高知大・農、2イノチオ H.D、3香川大 . 農)
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