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細胞分化・相互作用

About me & COI 〜笹川 洋平〜

専門: 実験技術開発

1細胞RNA-seq法Quartz-Seq2法 (2018)
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1細胞RNA-seq法Quartz-Seq法 (2013)
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生命科学ーゲノム科学分野で使われる次世代シーケンサー
〜セントラルドグマのほとんどを計測することができる〜

同機器で読み取れる形に、変換すれば、様々な生命現象を見ることができる汎用型の検出器
生命現象の1過程をDNAシーケンサーで読み取れる形に変換する、実験技術が必須になる

KES47 CC BY 3.0
https://commons.wikimedia
.org/wiki/File:Chromosome-
es.svg https://jp.illumina.com/systems/sequencing-platforms/novaseq.html

https://jp.illumina.com/systems/sequencing-platforms/novaseq.html


1細胞RNA-seqによる細胞型の決定とHuman Cell Atlas計画
〜ヒト疾患の理解、再生医療・創薬などにつながる〜

The images (Human, organs, cells) are from
© 2016 DBCLS TogoTV

増殖

分化成熟
老化

ヒト個体

臓器・組織

細胞型 (Cell type)

細胞状態 (Cell state)

細胞型と細胞状態からのヒトの理解

ヒト個体の疾患や健康の理解に、1細胞RNA-seqが非常に有効である。

>臓器や組織の振る舞いは、
多様な細胞型や細胞状態の平均値

>細胞型や細胞状態の
単離・培養は困難

少なくとも
数百種類以上

~1細胞生物学によるヒト疾患の理解と制御~

https://arxiv.org/abs/1810.05192

https://www.humancellatlas.org/

人体に含まれる全ての細胞型を調べる
国際プロジェクト Human Cell Atlas計画

1細胞RNA-seqにより
網羅的に

調べられるように



1細胞RNA-seq法の概要
〜実験過程からデータ解析まで〜

1細胞RNA-seq技術により、事前知識なく細胞型を決められ、細胞機能を推定できる

分子の種類：DNA
Copy: 109-1010 (10-100億)
DNA量: 2-10 ng

分子の種類：poly-A RNA
Copy: 104-106 (1-100万)
RNA量: 0.01 pg-1pg

10万 copy 100億 copy

実験過程

データ解析

入力: fastq

Images (pippet/tubes) are from
© 2016 DBCLS TogoTV
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遺伝子発現行列

サンプル数が多い 細胞型の決定 細胞機能

変換

塩基配列: 4-20億種類
行列: 〜数万遺伝子 x 〜10万個1細胞



1細胞トランスクリプトーム年表
〜近年、沢山の1細胞RNA-seq法が報告・提案されている〜

最初の1細胞RNA-seq

最初の1細胞マイクロアレイ

黎明期

基礎反応の確立

細胞バーコード
が使われ始める

分子バーコード
が使われ始める

Droplet技術

成熟期

高出力化
高感度化
簡便性・安価
商業化

posted on 06.06.2018, 10:02 by Yohei Sasagawa
https://doi.org/10.6084/m9.figshare.6374132.v4

Altmetric
score



1細胞RNA-seq性能比較のベンチマーク計画の必要性と参加
〜各1細胞RNA-seq法の特徴を比較する研究が必要だった〜

https://www.riken.jp/press/2020/20200407_1/index.html
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HCAでは、ヒト全身の臓器から
様々な1細胞RNA-seq法でデータを取得

各データを統合して解釈するには
各1細胞RNA-seq法の特徴の比較が必要

黄色：
1細胞RNA-seq法

Images (Human, organs) are from © 2016 DBCLS TogoTV

Dr. Holger Heyn
CNAG in Spain

https://www.cnag.crg.eu/teams/genome-

research-unit/single-cell-genomics-team June 2020

1細胞RNA-seq法の公平・正確な比較
同じ細胞サンプル・同じデータ解析手法



ベンチマーク論文
様々な指標で公平に比較され
各方法の特徴が詳細に明らかになった

計画の結論と波及効果
〜今後の方法間をまたぐ解釈に貢献〜

https://www.riken.jp/press/2020/20200407_1/index.html

新しいデータ解析手法シーケンスデータ (GEO)

当初の目標を達成
方法間をまたぐ解析に貢献

手法に関するTipsなど

既存の方法の精緻化
新しい技術開発への貢献

データ解析Code (Github)

データの再解析の再現性
今後の比較方法のポジコン

公開データと波及効果

遺伝子検出数

Quartz-Seq2法が世界最高成績だったことも嬉しく思う
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論文とそれに伴う公開データ
〜1細胞RNA-seq法Quartz-Seq2論文を例に〜

https://github.com/rikenbit/correct_barcode

必須: 解析CodeのGithubでの公開

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE99866

必須: SequenceデータのGEOでの公開

Hiroki DannoYohei SasagawaItoshi Nikaido

論文投稿前に登録。Review時にSecret URLを提示。
少なくとも、論文掲載後、公開が必要。

少なくとも、論文掲載後、公開が必要。

https://doi.org/10.5281/zenodo.1118151

解析Codeの引用

引用できるよう
zenodoなどでdoiをつける

https://github.com/rikenbit/correct_barcode
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE99866
https://doi.org/10.5281/zenodo.1118151


技術開発の流れと動機など
時

間
経

過

技術

概念実証
POC論文

特許・ライセンス

応用論文 biology

応用論文 biology

応用論文 biology

応用論文 biology

応用論文 biology

応用論文 biology

Developer

Staffs

Users

facility

実働・技術移転

開発

出力

出力
収益化

社会への影響

次の開発

ひとつの基盤技術が
多くの謎（応用）を解き、
社会を動かすのが理想

でも技術はいつか
古くなる

次の開発と応用の
バランスが重要

また多くの応用をするためには
円滑な技術移転が常に必要

(次の)
開発 応用

徐々に移行

実働・技術移転

コスト

規模拡大



現場のプロトコルと論文プロトコル〜現場プロトコルの方が技術移転の効率が高い〜

実験プロトコル： 実際に実験で使うプロトコル 論文の `Material and Methods`

論文化で
プロトコルを
文章化

可読性
計算しやすさ
情報量

loss

論文
マテ・メソ

Re_現場
プロトコル
+調達物list

応用論文 biology

応用論文 biology

応用論文 biology

応用論文 biology

応用論文 biology

Staffs

Users

facility

効率が高い技術移転

現場
プロトコル
+調達物list

+調達物list

https://www.cell.com/star-methods

list化に優れる

情報量
が減る

正しく
復元？



最新のプロトコルをサポートする

https://bit.riken.jp/protocols/quartz-seq2/

論文に必須じゃない: プロトコルの公開 (web)

論文に記載しきれない分
・Protocolのversion管理

内容物の不具合への対応
改善点の追加
誤記の訂正
など

・実技の動画
言葉で伝えにくい手技
手技の複雑なもの
最も手順が伝わりやすい

・Tutorial
技術導入を段階に分けて
流れをしめし確度を上げる

・Frequently Asked Questions
ユーザーからもらった質問の
答えを共有して返答頻度を下げる

https://bit.riken.jp/protocols/quartz-seq2/


実験プロトコル：他の媒体

https://www.protocols.io/

引用できる

ブラウザ上でrunできる

check box
を押すと
進む

質問できる
FAQ蓄積可

Free plan: 5 protocols

$16/month: Unlimited

注釈をかける

一部変更して
実行できる

機械化による自動化
機械制御プログラム

実験技術

人間用のプロトコル

Document

Excel file

paper

機械用プロトコル

http://www.e-
mechatronics.com/product/robot/biomedical/index.html
https://rbi.co.jp/concept/

廉価分注ロボット

高性能汎用型ロボット

ロボットが身近になれば、
もっと機械化プロトコルとして
配布されるようになるだろう

Movie (video journal)

http://www.e-mechatronics.com/product/robot/biomedical/index.html
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実験技術開発におけるデータ公開のまとめ

義務
0．分野や投稿先の雑誌で異なる。

メリット
1．発信する人間に情報が集まる。
2．応用例を増やすための規模拡大で、技術移転を円滑にする。
3．方法が使われ、引用・評価が高まる。成果になる。

デメリット
4．特許などに影響がないように考慮。企業を通じた社会実装に影響の可能性。
5．プロトコルの文章化や映像化などにコストはかかる。
6．プロトコル形式のde facto standardは今決まってない。今後も模索必要。

→現場でワークしているフォーマットと
論文や外部発表するフォーマットの間に開きがないように
普段から、気をつければ、円滑
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