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Biosynthesis of plant specialized metabolites is strictly regulated as it is often limited in the specific organs or
tissues, or induced in response to external or internal stimuli. However regulatory mechanism of triterpenoid
biosynthesis is largely unknown. Glycyrrhizin is a triterpenoid saponin produced only in roots and stolons of
Glycyrrhiza species (licorice) in the legume family. It is widely used as medicines and natural sweetener. Glycyrrhizin is
biosynthesized through, cyclization of 2,3-oxidosqualene by β-amyrin synthase (bAS) and oxidations at C-11 and C-30
positions of β-amyrin by two cytochrome P450 monooxygenases, CYP88D6 and CYP72A154, and subsequent
glycosylations. Besides glycyrrhizin, licorice also produces soyasaponins. Soyasaponins are also derived from β-amyrin,
and CYP93E3 catalyzes hydroxylation at C-24 position of β-amyrin, leading to soyasaponin biosynthesis. The objective
of this research is to identify TF(s) regulating the expression of glycyrrhizin and soyasaponin biosynthesis in licorice. In
this study, we obtained eight candidate TFs from licorice transcriptome database and analyzed their activity to activate
transcription from the promoter of triterpenoid biosynthetic genes (bAS, CYP88D6 and CYP93E3) by transient
transactivation assays using tobacco BY-2 protoplasts. As a result, two candidate TFs were able to activate transcription
from bAS and CYP93E3 gene promoters.
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