苔類ゼニゴケの油体から解き明かす新規オルガネラ獲得機構
Mechanism of organelle acquisition unraveled by studies of the oil body
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Eukaryotic cells comprise various membrane-bounded organelles with diverse and specific functions, which are
connected one another by the membrane trafficking system. Diversification and evolution of the membrane trafficking
system should be tightly related to acquisition and/or neofunctionalization of organelles, whose mechanisms, however,
are remained elusive. A long-term goal of our research is to unravel how membrane trafficking pathways have been
diversified and how new organelles have been acquired during evolution. During comparative analysis of membrane
trafficking systems in Arabidopsis thaliana and the liverwort, Marchantia polymorpha, we found that the oil body,
which is a liverwort-specific organelle, is formed by the similar mechanism to the cell plate, which is formed by
reorientation of the secretory pathway to accomplish cytokinesis in land plants. Furthermore, we discovered a master
transcriptional regulator of oil body formation in M. polymorpha, which allowed us to modulate oil body formation in
this plant. Using the knock-out mutant and overexpressor plants of this master transcriptional regulator, we performed
RNA-seq analysis and succeeded in identification of many genes, which should be involved in oil body formation and
synthesis of catabolites stored in the oil body.
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