
索  

引

315索　引

記　号
(＋)‒α‒ピネン ……………… 295
(－)‒ヒヨスチアミン 
 ………………………………85, 293
(－)‒フムロン ………………… 295
(E)‒4,8‒ジメチル‒1,3,7‒ノナ
トリエン ……………………… 263
(E)‒4‒ヒドロキシ‒3‒メチル‒ 
2‒ブテニル二リン酸レダク
ターゼ ……………………………61
(E,E)‒4,8,12‒トリメチル‒ 
1,3,7,11‒トリデカテトラエ
ン ………………………………… 263
(E)‒β‒オシメン …………… 263
(E)‒β‒カリオフィレン … 263
(S)‒レティクリンオキシダー
ゼ ………………………………… 150

数　字
1,2‒ジチオラン誘導体 …… 112
1,2‒ジヒドロピリジン ………83
1,4‒ペンタジエン構造 …… 170
1‒アミノシクロプロパン‒1‒カ
ルボン酸 ……………………… 121
1‒プロペニルスルフェン酸 
 …………………………………… 112
2,3‒エポキシスクアレン …66
2,3‒オキシドスクアレン …72
2,4‒ジヒドロキシ‒7‒メトキシ
‒1,4‒ベンゾオキサジン‒3‒
オン ……………………………… 267
2‒C‒メチル‒D‒エリトリトー
ル 4‒リン酸 ……………………61
2mEPSPS ……………………… 308
2OG ……………………………… 167
2‒アセト乳酸 ……………………24
2‒オキシインドール‒3‒酢酸 
 …………………………………… 115
2‒オキシインドールアセチルグ
ルコース ……………………… 115
2‒オキソグルタル酸 
 …………………………22, 26, 166
2‒オキソグルタル酸依存性ジオ
キシゲナーゼ … 40, 115, 165
2‒ヒドロキシ‒3‒ブテニルイソ
チオシアネート …………… 110
2‒フェニルエタノール ………51
3,4‒ジヒドロキシフェニルアラ
ニン …………………………………88
3,4‒ジヒドロフェニルアラニ
ン ………………………………… 157
3,4‒メチレンジオキシケイ皮
酸 ………………………………… 267
3‒ケトブチリルACP …………27
3‒デヒドロキナ酸 ………… 211
3‒デヒドロシキミ酸 ……… 211
3‒ホスホグリセリン酸 ………31
4,4′‒ジヒドロキシ‒2′‒メキシ
カルコン ……………………… 264

4‒デオキシオロバンコール 
 …………………………………… 127
4‒ヒドロキシデリシン …… 258
4‒ヒドロキシフェニルアセトア
ルデヒド …………………………87
4‒フェノキシフェニルホウ酸 
 …………………………………… 115
5‒LOX …………………………… 171
5‒エノールピルビルシキミ酸
‒3‒リン酸シンターゼ … 308
5‒ジホスホメバロン酸 ………61
6‒ジンゲロール ……………… 288
6‒デオキソティファステロー
ル ………………………………… 122
7,4′‒ジヒドロキシフラボン 
 …………………………………… 264
8′‒ヒドロキシアブシシン酸 
 …………………………………… 121
9‒cis‒β‒カロテン ………… 127
9‒cis‒エポキシカロテノイドジ
オキシゲナーゼ …………… 119
9‒cis‒ビオラキサンチン 
 …………………………………… 119
9′‒cis‒ネオキサンチン 
 …………………………………… 119
9‒LOX …………………………… 170
12,13(S)‒エポキシリノレン酸 
 …………………………………… 125
12‒オキソ‒2‒(cis‒2′‒ペンテ
ニル)‒シクロペンタン‒1‒オ
クタン酸 ……………………… 125
12‒オキソ‒cis‒10,15‒フィト
ジエン酸 ……………………… 125
13(S)‒ヒドロペルオキシリノレ
ン酸 ……………………………… 123
22‒ヒドロキシ‒4‒エン‒3‒オ
ン ………………………………… 122
22‒ヒドロキシカンペステロー
ル ………………………………… 122

ギリシャ文字
α‒D‒グルコース 1‒リン酸 
 ………………………………………98

α‒solanine ………………………75
α‒アミノイソ酪酸 ………… 122
α‒アミノオキシ酢酸 ……… 122
α‒アミノ酸 …………………… 131
α‒グリコシド結合 … 174, 201
α‒ケト酸 ……………………………22
α‒ソラニン ………………………75
α‒ピネン ………………………… 251
αヘリックス …………………… 134
α‒リノレン酸 …… 28, 123, 169
β-carotene ………………………76
β-sitosterol ………………………74
β‒オシメン ………………………67
β‒カロテン ……… 76, 284, 291
β‒グリコシド結合 … 174, 201
β‒クリプトキサンチン 
 …………………………… 284, 291

β酸化 …………………………………29
βシート ………………………… 134
β‒シトステロール ……………74
Δ1‒ピペリデイン ………………86
Δ9‒テトラヒドロカンナビ 
ノール酸 …………………………79

γ‒アミノ酪酸 ……………………25

欧　文
A

AAE ………………………………… 222
ABA ………………………………… 118
ABAO …………………………… 121
ABC signature ……………… 238
ABC輸送体 …………………… 236
abietic acid ………………………70
abscisic acid ………………… 118
ACC ……………………………… 121
ACCオキシダーゼ ………… 121
ACCシンターゼ …………… 121
ACO ……………………………… 121
aconitine ………………… 71, 95
ACP ……………………………………27
ACS ………………………………… 121
actinidine …………………………95
ADP‒グルコース ………………20
Aglaophyton major …… 265
AIBA ……………………………… 122
ajmaline ……………………………92
AKR ………………………………… 149
Ala ……………………………………24
all‒trans‒β‒カロテン …… 127
AMO1618 …………………… 118
amygdalin ……………………… 107
AN1 ……………………………… 228
AN2 ……………………… 227, 233
AN11 ……………………………… 229
anethole ……………………………45
angelicin ……………………………43
Anthocyanin 2 ……………… 227
AOA ……………………………… 122
AOC ……………………………… 125
AOS………………………………… 125
APX ………………………………… 160
arctigenin …………………………49
arctiin ………………………………49
Arg ……………………………………22
artemisinin ………………………70
AS1 ………………………………… 271
Asn ……………………………………23
Asp ……………………………………23
asparagusic acid ………… 112
asparaptine…………………… 112
AT …………………………………… 181
ATP …………………… 18, 136, 222
atractylone ………………………70
auraptene …………………………43
AUX1/LAX …………………… 246
auxin ……………………………… 114
AVG ……………………………… 122

B
BAHD型AT …………………… 181
baicalein …………………………54
baicalin ……………………………54

BBE ………………………………… 151
BBE様酵素 ……………………… 149
benzaldehyde …………………50
benzyl acetate …………………50
berberine …………………………88
bergamottin ……………………43
bHLH転写因子 ……………… 228
bi-allelic ………………………… 312
BIL …………………………………… 278
Biotin ……………………………… 136
BIS1 ………………………………… 232
BIS型転写因子 ……………… 232
BL …………………………………… 122
Booster ………………………… 228
brassinolide ………………… 122
brassinosteroid …………… 122
Brz ………………………………… 122

C
C1 …………………………………… 227
C4植物 ………………………………33
C6‒C1化合物 ……………50, 250
C6‒C2化合物 ……………………50
C6‒C3化合物 ………………… 250
caffeine ……………………………95
camalexin ……………………… 110
campesterl ………………………74
camphor …………………………68
camptothecin …………………92
cannabinoid ……………………77
capsaicin …………………………94
carthamin …………………………56
CAS ………………………………… 219
castasterone ………………… 122
catechin ……………………………56
CBD …………………………………79
CBDA ………………………………79
CCoAOMT …………………… 180
CCR ……………………………………39
cholesterol ………………………74
CHS ………………………………… 195
cinnamic acid …………………38
cis‒β‒アポ‒10′‒カロテナー
ル ………………………………… 127
cis-hinokiresinol ………………50
cis‒ジャスモン ……………… 103
cis‒ヒノキレジノール ………50
CKX ………………………………… 118
CoA ………………………… 136, 181
CoAチオエステル ……………28
cocaine ……………………………85
COI1 ……………………………… 234
colchicine …………………………91
Colorless 1 …………………… 227
COMT …………………………… 180
coniceine …………………………95
coniine ………………………………95
coumarin …………………………40
CP4 EPSPS …………………… 308
CPS ………………………………… 116
CRISPR/Cas9 ………………… 311
crRNA …………………………… 311
CS …………………………………… 122
CuAO …………………………… 152
CUS1 ……………………………… 197
CUS2 ……………………………… 197
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cyanogenic glycoside … 105
cycloartenol ……………………73
CYP ………………………………… 163
CYP74A ………………………… 125
CYP79B ………………………… 115
CYP85A1 ……………………… 122
CYP85A2 ……………………… 122
CYP88A ………………………… 117
CYP90A1 ……………………… 122
CYP90B1 ……………………… 122
CYP90C1 ……………………… 122
CYP90D1 ……………………… 122
CYP94B3 ……………………… 125
CYP94C1 ……………………… 125
CYP701A ……………………… 117
CYP711A ……………………… 127
CYP714 ………………………… 118
CYP734A ……………………… 122
CYP735A ……………………… 118
Cys ……………………………………23
cytokinin …………………77, 118
C‒配糖体 ………………………… 268
C‒プレニル化クマリン ……43
Cローブ ………………………… 241

D
daidzein ……………………………55
daidzin ………………………………55
DAO ……………………………… 115
DC ………………………………… 213
DEL ………………………………… 234
de novo合成 ……………………34
Desmodium uncinatum 
 …………………………………… 268
DET2 ……………………………… 122
DFR ………………………………… 148
dhurrin …………………………… 107
DIBOA …………………………… 267
digoxin ………………………………75
dihydroasparagusic acid 
 …………………………………… 112
DIMBOA ………………………… 267
DMAPP ……………………………59
DNAエンドヌクレアーゼ 309
DNAシークエンシング … 302
DNA修復 ……………………… 309
DNA二重鎖切断 …………… 309
DOPA ………………………………88
DOX ……………………………… 165
DPP ……………………………………63
DSB ………………………………… 309

E
E1cB反応 ……………………… 142
E1反応 …………………………… 142
E2反応 …………………………… 142
EC番号 …………………………… 136
EC1 ………………………………… 145
EC2 ………………………………… 173
EC3 ………………………………… 200
EC4 ………………………………… 210
EC5 ………………………………… 218
EGL3 ……………………………… 228
EGS ……………………………………45
ELONGATED UPPERMOST 
INTERNODE ……………… 118

emetine ……………………………91
Enhancer of Glabra 3 … 228
eNOS ……………………………… 290
enterodiol…………………………47
enterolactone …………………47
ent‒カウレン ………………… 117
ent‒カウレンオキシダーゼ 
 …………………………………… 117
ent‒カウレン酸 ……………… 117
ent‒カウレン酸オキシダーゼ 
 …………………………………… 117
ent‒カウレンシンターゼ 
 …………………………………… 116
ent‒コパニル二リン酸 …… 117
ent‒コパニル二リン酸シンター
ゼ ………………………………… 116
ephedrine …………………………94
epicatechin ………………………56
epigallocatechin ……………56
EPSPS ……………………………… 308
equal …………………………………55
ERF189 ………………………… 231
esculin ………………………………43
EST ………………………………… 303
ethylene ………………………… 121
eugenol ……………………………45
EUI ………………………………… 118

F
F6′H …………………………………40
FAD …………………… 21, 136, 149
FADH2 ………………………………21
FAD結合型オキシダーゼ 
 …………………………………… 149
FARM……………………………… 193
farnesene …………………………69
FAS ……………………………………27
Fd ………………………………………30
Fdox …………………………………26
Fdred…………………………………26
ferulic acid ………………………50
FMO ……………………………… 160
FNR ……………………………………30
FNSⅠ …………………………… 273
FNSⅡ …………………………… 273
FokⅠ …………………………… 310
FPP ……………………………………61

G
GA2ox …………………………… 118
GABA ………………………………25
gallocatechin……………………56
GAP ……………………………………61
geniposide ………………………69
genistein …………………………55
genistin ……………………………55
gentianose …………………… 102
gentiopicroside ………………69
geraniin ……………………………57
geraniol ……………………………67
GGPP …………………………61, 117
GH ………………………………… 201
GH1………………………………… 204
GH1型糖転移酵素 ………… 178
GH3………………………………… 115
gibberellin …………………… 116
ginsenoside ……………………74

GL1 ………………………………… 230
GL3 ………………………………… 228
GLABRA1 ……………………… 230
Glabra 3 ………………………… 228
Gln ……………………………………22
Glu ……………………………………22
glucobrassicin ……………… 110
gluconasturtiin ……………… 110
glucoraphanin ……………… 109
glucosinolate………………… 107
GLV ………………………………… 103
Gly ……………………………………23
glyceollin …………………………77
glycyrrhetinic acid …………74
glycyrrhizic acid ………………74
GPP ……………………………………61
green leaf volatile ……… 103
gRNA ……………………………… 311
GSH ………………………………… 160
GSSG ……………………………… 160
GT…………………………………… 173
GT1 ………………………………… 176
GTファミリー ………………… 174
guaiacyl lignin …………………46
G‒ストロファンチン ……… 252
G‒リグニン ………………………46

H
heterodendrin ……………… 107
HexPP ………………………………63
HIPV ……………………………… 263
His ……………………………………22
HMG‒CoAレダクターゼ …61
HMGR ………………………………61
HPL ………………………………… 103
HPT ………………………………… 194
HR …………………………………… 309
HST ………………………………… 194
huperzine A ……………………87
HY5 ………………………………… 233
hyoscyamine ……………………83

I
IAA ………………… 114, 162, 189
IAA‒アミノ酸複合体シンセ
ターゼ ………………………… 115
IAOx ……………………………… 115
ICS ………………………………… 125
IGS ……………………………………45
IL  …………………………………… 278
Ile ………………………………………23
imperatorin ………………………43
iP  …………………………………… 118
IPA ………………………………… 115
IPP………………………………………59
IPT ………………………………… 118

J
JA …………………………………… 122
JA-Ile ……………………………… 125
JAR1 ……………………………… 125
jasmonic acid ……………… 122
JAZ ………………………………… 234
JA応答性転写因子 ………… 230

K
kadzurenone ……………………49
KAO ……………………………… 117
KO ………………………………… 117
KS …………………………………… 116
Kyn ………………………………… 115

L
lanosterol …………………………73
LAR ………………………………… 148
LATE EMBRYOGENESIS 
ABUNDANT ……………… 118
LB …………………………………… 306
L-DOPA ………………………… 157
LEA ………………………………… 118
Leu ……………………………………24
limonene …………………………68
linamarin ……………………… 107
lobeline ……………………………87
LOG ……………………………… 118
lotaustralin …………………… 107
LOX ………………………… 123, 169
lupanine ……………………………86
lupinine ……………………………86
lycopene …………………………75
lyfoline ………………………………87
Lys ……………………………………23
l‒メントール ………………… 286

M
magnolol …………………………49
MATE …………………………… 249
MATE輸送体 ………………… 240
matrine ……………………………86
MBW複合体 ………………… 229
MDR ……………………………… 148
MEP ……………………………61, 116
MEP経路 ……………………………60
mescaline …………………………89
Met ……………………………………23
mGWAS ………………………… 277
MIA ……………………………………91
MIA中間体……………………… 245
MIO ………………………………… 210
MIR ………………………………… 228
MKS1 ……………………………… 233
MMEJ …………………………… 309
momilactone ……………………70
morphine …………………………88
MPK3 ……………………………… 233
mQTL解析 ……………………… 278
MS ………………………………… 301
MVA ………………………… 60, 61
MVA-5-PP …………………………61
MYB11 …………………………… 228
MYB12 …………………………… 228
MYB75 …………………………… 227
MYB111 ………………………… 228
MYB123 ………………………… 227
MYBL2 …………………………… 230
MYB転写因子 ………………… 227
MYC2 …………………………… 233
myo‒イノシトール ………… 101
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N
NAD+ ……………………………… 146
NADH …………………19, 21, 146
NADP+ …………………………… 146
NADPH …………… 18, 136, 146
NADP+依存性デヒドロゲナー
ゼ ………………………………… 145
NADP‒リンゴ酸酵素 ………33
NBD ……………………………… 238
NBF ………………………………… 238
NCED …………………………… 119
neostigmine ……………………93
NF-κB ……………………………… 290
NGS ……………………………… 302
NHEJ ……………………………… 309
nickase ………………………… 313
nicotine ……………………………85
NIL ………………………………… 278
nitrate …………………………… 243
NMT ……………………………… 273
nod遺伝子 ……………………… 264
Nodファクター ……………… 264
NPF輸送体 …………………… 243
NPP ……………………………………65
NRT/NPF ……………………… 249
nyasol ………………………………50
N‒メチルトランスフェラーゼ 
 …………………………………… 273
N‒メチルピロリニウムカチオ
ン ……………………………………82
N‒メチルプトレシン …82, 152
Nローブ ………………………… 241

O
ocimene ……………………………67
off-target ……………………… 312
ome ……………………………… 301
OMT ……………………………… 179
OPDA …………………………… 125
OPDAシクラーゼ ………… 125
OPR ………………………………… 125
ORCA型転写因子 ………… 230
osthol ………………………………43
OxIAA …………………………… 115
oxylipin ………………………… 103
O‒グリコシド結合 ………… 201
o‒ドーパキノン ……………… 157

P
P1 …………………………………… 228
P680 …………………………………30
P700 …………………………………30
PA …………………………………… 226
PAC1 ……………………………… 229
paeoniflorin ……………………68
PAL ……………………………38, 210
Pale Aleurone Color 1 
 …………………………………… 229
PAM ……………………………… 311
PAO ……………………………… 152
PAP1 ……………………………… 227
PAP2/MYB90 ……………… 227
PBZ ………………………………… 118
p-coumaric acid ………………38
PCR ………………………………… 302
pelletierine ………………………87

Pericarp 1 ……………………… 228
PHD-Ca2+ ……………………… 118
Phe ……………………………………24
phenylacetaldehyde ………51
physostigmine …………………93
phytoestrogen …………………47
pilocarpine ………………………94
PIN ………………………………… 246
pinene ………………………………68
pinosylvin …………………………52
pKa ………………………………… 131
PL …………………………………… 227
planteose ……………………… 102
platycodin D ……………………74
PLP ………………………… 136, 186
PMP ………………………………… 186
podophyllotoxin ……………49
PPBo ……………………………… 115
PPi ………………………………………61
PPO ………………………………… 155
PPO酵素 ………………………… 157
PQ ……………………………………30
PQH2 …………………………………30
PQQ ……………………………… 136
Pro ……………………………………22
Production of Anthocyanin 1 
 …………………………………… 227
progoitrin ……………………… 110
prunasin ………………………… 106
PRX ………………………………… 157
PRタンパク質 ………………… 263
PSⅠ …………………………………30
PSⅡ …………………………………30
psoralen ……………………………43
PSPG ……………………………… 177
PT …………………………………… 190
PTAL …………………………………38
puerarin ……………………………55
PUP ………………………………… 245
Purple Leaf …………………… 227
pyrophosphatase ………… 256
p‒クマール酸 ……………………38
p‒ヒドロキシ安息香酸プレニル
化酵素 ………………………… 192
p‒ヒドロキシフェニルリグニ
ン ……………………………………46

Q
QTL解析 ………………………… 278
quercetin …………………………54
quinine ………………………………92

R
R2R3-MYB型 ………………… 227
raffinose ………………………… 101
RB …………………………………… 306
Red ………………………………… 228
reserpine …………………………92
resverartol ………………………52
RFO ………………………………… 101
RIL …………………………………… 278
ROS1 ……………………………… 234
RuBisCO ……………………31, 214
RVD ………………………………… 310

S
S‒1‒プロペニルシステインスル
フォキシド ………………… 288
SA …………………………………… 122
SAD ………………………………… 149
safrole ………………………………45
SAH ………………………………… 179
sakuranetin ………………………56
salicylic acid ………………… 122
SAM ……………… 121, 136, 179
santonin ……………………………70
SAOMT ………………………… 181
SARM ……………………………… 193
schisandrin ………………………49
scopolamine ……………………83
scopoletin ………………………43
SCPL ……………………………… 279
SCPL型AT ……………………… 183
SDR ………………………… 121, 148
secoisolariciresinol …………47
secologanin ……………………69
senecionine ……………………85
Ser ……………………………………23
sesamin ……………………………49
seselin ………………………………43
SGA ………………………………… 314
sinalbin ………………………… 110
sinigrin …………………………… 110
SL …………………………………… 125
SNPs ……………………………… 277
solanine ……………………………95
sparteine …………………………86
SPL9 ……………………………… 233
SS結合 …………………………… 133
stevioside …………………………71
strigolactone ………………… 125
strychnine …………………………92
STS ………………………………… 231
SWEET …………………………… 246
swertiamarin ……………………69
synephrine ………………………89
synthase ………………………… 221
synthetase …………………… 221
syringyl lignin …………………46
S‒アデノシルホモシステイン 
 …………………………………… 179
S‒アデノシルメチオニン 
 …………………………… 121, 179
S‒配糖体 ………………………… 107
S‒リグニン ………………………46

T
T6P ………………………………… 101
TAA ………………………………… 115
TALE ……………………………… 310
TALEN …………………………… 310
TAS4 ……………………………… 233
taxol …………………………………72
TDC………………………………… 231
T-DNA …………………………… 305
THC ……………………………………79
THCA …………………………………79
theaflavin …………………………57
theobromine ……………………95
theophylline ……………………95
THF ………………………………… 136

thiophene ……………………… 112
Thr ……………………………………23
Tiプラスミド ………………… 305
TMD ……………………………… 237
TNF-α …………………………… 290
tomatine …………………………95
TPP ………………………………… 136
TPQ ………………………………… 154
TPS ……………………………65, 216
tracrRNA ……………………… 311
trans-hinokiresinol …………50
Transparent Testa 2 …… 227
Transparent Testa Glabra 1 
 …………………………………… 229
trans‒ケイ皮酸 ……………… 125
trans‒ゼアチン ……………… 118
trans‒ゼアチンリボシド一リン
酸 ………………………………… 118
trans‒ゼアチンリボシド二リン
酸 ………………………………… 118
trans‒ゼアチンリボシド三リン
酸 ………………………………… 118
trans‒ヒノキレジノール …50
trehalose …………………………99
tricaffeoylquinic acid …… 290
tricin …………………………………46
Trp ……………………………………24
tru-gRNA ……………………… 313
TSAR1 …………………………… 232
TT2 ………………………………… 227
TT8 ………………………………… 228
TTG1 ……………………………… 229
tubocurarine ……………………88
Tyr ……………………………………24
tZ …………………………………… 118

U
UDP‒α‒D‒ガラクトース …98
UDP‒α‒D‒キシロース ……98
UDP‒α‒D‒グルクロン酸 …98
UDP‒α‒D‒グルコース ……98
UDP‒β‒L‒アラビノピラノー
ス ……………………………………99
UDP‒β‒L‒ラムノース ………98
UDP‒D‒アピオース …………98
UDPGT ………………………… 177
UDP-sugar ………………98, 136
UDP‒糖 ……………………98, 174
UDP‒糖依存性糖転移酵素 
 …………………………………… 176
UGT ……………………… 176, 281
UGT73C5 ……………………… 122
UGT命名委員会 …………… 177
umbelliferone …………………41
UTP ……………………………………98

V
Val ……………………………………24
vanillin ………………………………50
VAOファミリー …………… 149
vinblastine ………………………92
vincristine …………………………92
Vir遺伝子 ……………………… 306
Vir領域 …………………………… 305
VOC ……………………………… 103
V-type ATPase ……………… 256
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Walker A ……………………… 238
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WDRタンパク質 …………… 229
WER ……………………………… 230
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WRKY33 ………………………… 233

X， Y
xanthotoxin………………………43
YUC………………………………… 115
YUCCA ………………… 115, 160
YUCCA様遺伝子 …………… 162
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ZF …………………………………… 310
ZFN ………………………………… 310
Zスキーム …………………………30
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 …………………………… 125, 264
アーモンド ……………………… 287
青色色素シアノデルフィン 
 …………………………………… 250
アカキナノキ ……………………92
赤シソ …………………………… 285
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