シングルセル
遺伝子発現実験を
はじめよう
実験計画ガイド

サンプルの
種類と調製

10xgenomics.com/jp/

ライブラリー調製

シーケンス

データ解析

シングルセル遺伝子発現
実験の準備
従来の遺伝子発現解析を超えて、細胞の集団、種類、状況などを個々の細胞ごとにより詳
細に特徴づけると何がわかるのでしょうか？
生物や組織、病気の進行による遺伝子発現の違いは、これまではin situハイブリダイゼーション（ISH）やマイクロアレイ法、バ
ルクRNAシーケンシング（RNA-seq）などといった手法によって定量化されてきました。しかしこれらの手法は、細胞集団全体
の平均値の測定であり、またISHについてはスループットが高くありません。Chromiumシングルセル遺伝子発現をはじめとし
たシングルセルのトランスクリプトミクス技術によって、細胞1個単位での遺伝子発現を直接測定することが可能になり、細胞
集団内の不均一性を定量化し、細胞種や状態、動的な細胞分化の遷移などを個々の細胞について特徴づけることができます。
本書は、シングルセル遺伝子発現実験を始めるにあたってのガイドをまとめています。実験のデザイン、実験パラメータの最適化、
シングルセル遺伝子発現データを解析する適切な計算／解析ツールの特定を行うための参考にして下さい。
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細胞と酵素

シングルセル実験を開始する前に、まず実験デザインを定めて、研究課題に対し最良の答えを得る方法を決定づけるため、以下
の5つのステップを一通り検討することをお勧めします。

01 解決したい科学的な問題は何か？
02 実験に使うサンプルの調製や処理について最良の方法は何か？
03 この実験に必要とされる細胞数とリプリケートの数はいくつが適当か？
04 シーケンスはどれくらい読めば十分か？
05 データを解析し視覚化するにはどうしたら良いか？
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01 解決したい科学的な問題は何か？
シングルセル遺伝子発現の解析からは、さまざまな種類の研究課題に対する答えが得られます。これら課題の例を以下に示します。

細胞集団の不均一性はどの程度か？ こちらの論文を参照: 3, 4, 7, 10, 12
どのような新しい種類および状態の細胞が組織中に存在するか？ こちらの論文を参照: 1, 2, 8
細胞の状態や分化を促進する少量の転写産物が存在するか？ こちらの論文を参照: 7, 14
細胞は治療によってどのように反応するか？あるいは、病態の層別化にどのように寄与するか？ こちらの論文を参照: 5, 11, 13

02 実験に使うサンプルの調製や処理について最良の方法は何か？
サンプルの種類と調製
まず最も重要なのは、細胞片を含まず、凝集塊が最小限で、生細胞率が高い（70%超）、きれいな細胞懸濁
液を得ることです。また、実験対象の細胞の大きさがどの程度かを知っておくことも重要です。細胞の大
きさは通常、細胞内で発現している転写産物の数と相関します。ChromiumシングルセルNext GEMチッ
プは様々な細胞サイズ（最大30 μm）に対応しています。一般に、細胞懸濁液の調製プロトコールは、研究
対象となる組織の起源および細胞種によって異なります。組織の種類はそれぞれ特徴があるため、シング
ルセル実験の開始前にサンプル調製方法を最適化する必要があります。はじめに細胞調製ガイドを参照く
ださい。サンプル調製に関する一般的な質問については「サンプル調製についてのよくある質問」のページ
を参照ください。また、サンプル調製をテーマとしたオンラインセミナーもあります。ビデオライブラリー
からご覧ください。

サンプルの採取と保管
サンプルをすぐに処理できる場合は、新鮮な組織を用いて細胞を単離することをお勧めします。採取から
処理までに時間がかかるときは、凍結の方が適している場合があります。どちらの場合も、サンプルの生
物学的な状態を維持するために、迅速な処理と保存が極めて重要です。サンプルを他の施設に輸送する必
要がある場合は、細胞を凍結保存しドライアイス上で輸送することが最善の方法です。組織解離に関する
ガイダンスは、こちらのプロトコールの解説を参照ください。

細胞の濃縮
希少な細胞集団や生存率の低いサンプルの特性解析を行う際は、シングルセル分画を作成する前に目的の
生細胞を濃縮すると、適切な数の目的細胞を確保しやすくなります。Chromiumシステムは、FACS、お
よびビーズまたはカラムベースの細胞濃縮法に対応しています。細胞の濃縮に関する詳細なガイダンスは、
当社のプロトコールの解説を参照ください。

細胞と核
細胞と核のどちらを材料として使用するかは、サンプルの種類やサンプルの取り扱い方法など、いくつか
の要因によって決まります。新鮮組織を入手できる場合は、細胞を単離して用いることをお勧めします。
凍結組織または保存サンプルの場合は、プロトコールの解説のガイダンスにしたがって核を直接単離する
必要があります。あるいは、組織を分離した後はプロトコールの解説を用いてただちに凍結保存すると、
細胞の長期保存が可能です。

サンプル調製の最良の方法
• 最初にサンプル調製法を最適化する
• シングルセルの生存率を70%超で維持
する

シングルセル遺伝子発現実験をはじめよう

• 細胞または核の懸濁液が清浄で、細胞の破片を含まないこ
とを確認する

• 細胞の洗浄、ソーティング、濃縮に関するすべてのステッ
プが完了した後に細胞数をカウントする
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03 この実験に必要とされる細胞数とリプリケートの数はいくつが適当か？

細胞数
必要な細胞数の決定は、サンプルの細胞において予想される不均一性、利用できる細胞の数、希望する亜集団について予想され
る最小の出現頻度、データ解析をしたい各細胞種の最小数に依存します（オンラインツールを参照ください）。サンプルの多様性
が不明の場合は、細胞集団の代表的な割合や生物学的に意味のある情報を得るために、浅いシーケンシング深度で細胞数を多く
することがもっとも適切な方法です。多くの場合、シーケンス深度を深くすることよりも細胞数を多くすることの方が細胞分類
能が高まります（Ding et al. 2020）。不均一性の高いサンプルの場合、細胞を各亜集団に完全に分けるためには数千個の細胞が
必要になる場合があります。

リプリケートの数
リプリケートの数の決定は、研究プロジェクトの内容、サンプルの種類、実験に必要な細胞数に大きく依存します。生物学的リ
プリケートについては、この分野でも未解決な問題の1つです。各細胞が生物学的リプリケートを示しており、別々の個体から
得られた異なるサンプルが特定の生物学的プロセスのばらつきを説明しているような場合、実験によっては、1つのサンプルだ
けで十分であるようにみえるかもしれません。また別の実験では、小さな細胞集団において時間とともに生じる生物学的なばら
つきを小さくするために、異なるサンプルから得られた細胞をプールして、実験対象となる細胞集団のすべての側面をカバーす
ることが有利な場合もあります。あるいは、1つのサンプルから複数のリプリケートを得て、実験における総細胞数を増やす必
要もあります。

バッチ効果
ワークフローのあらゆる段階においてバッチ効果が生じる可能性はありますが、そのほとんどはサンプルの調製時間、実験者、
および取り扱いプロトコールの違いをもたらすような技術的な制限によるものです。10x GenomicsのChromiumシステムは、
さまざまな技術上のリプリケートについて、技術的変動を最小に抑えることが実証されています。Seuratやscran、scroneといっ
た数々の計算ツールによってバッチ効果を補正することが可能です。Cell Rangerも、複数のバージョンの当社シングルセル3'
遺伝子発現ケミストリーを用いて作製したライブラリーについてのバッチ補正を行うことができます。

実験に適したシングルセル遺伝子発現製品の選択
シングルセル遺伝子発現LTキット

シングルセル遺伝子発現キット

• ターゲットは1サンプルあたり100～1,000細胞

• ターゲットは1サンプルあたり500～10,000細胞

• パイロット実験や助成金申請のための予備的データの

• 複雑な細胞集団および組織の特性解析

取得

• 実験デザインまたはサンプル調製の最適化
• 低い細胞スループットが求められる試験の実施

• 希少な細胞種の発見
• 細胞数が限られている貴重なサンプルの分析
• シングルセルCRISPRスクリーニングの実施
• ほとんどの研究上の疑問に対応
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04 シーケンスはどれくらい読めば十分か？
遺伝子発現ライブラリーに関する1つの実験あたりのシーケンス深度は、個々の細胞に含まれる総mRNA量と、細胞内mRNA分
子の多様性に依存します。一般的に、転写産物の多様性が同じであれば、発現mRNA量が少ない細胞の方が、発現mRNA量が
多い細胞よりも浅いシーケンス深度で十分です。シーケンシングのコストまたは能力に制限がある場合、幅と深度はトレードオ
フの関係となることがしばしばあります。すなわち、多数の細胞についての浅いシーケンス深度（幅）と、少数の細胞についての
より多くのリード（深度）のトレードオフです。

10x Genomicsのシングルセル遺伝子発現ライブラリーはショートリードシーケンサーに対応しており、デュアルインデックス
構成で利用できます。当社のシングルセル遺伝子発現ワークフローでは、増幅の前に独自の分子識別子（UMI）を各転写産物分子
にバーコードとして付与するため、PCR増幅による影響を最小限に抑えながらデジタルの遺伝子発現プロファイルが得られます。

05 データを解析し視覚化するにはどうしたら良いか？
シーケンスデータの処理と解析
10x Genomicsのシングルセル遺伝子発現には、データの解析および視覚化のための無料で使いやすいソフトウェアが附属して
います。Cell Rangerは、リードのアライメント、フィルタリング、バーコードおよびUMIのカウント、Feature Barcodeマ
トリックスの生成、およびクラスタリングと遺伝子発現解析を行います。この一連の解析パイプラインは、シーケンス生データ
を処理して結果を出力します。Cell Rangerでは、複数の実験結果の統合、同一のシーケンシング深度への平均化、結合データ
の再解析を実施可能です。Cell Rangerはまた、データに対して実行可能な品質管理指標も提示し、サンプルがどの程度きれい
であったか、結果がどの程度安定であるかを確認することができます。Cell Rangerの主な出力はカウントマトリックスで、各
列はすべての細胞バーコード、各行は測定されたすべての特性（トランスクリプトーム解析用の遺伝子など）
で構成されています。
それぞれの特性について、検出されたユニーク分子の数がデジタルな数値として示されます。Cell Rangerで処理されたデータ
は、他社の解析ツールにエクスポートしたり、10xの画像化ソフトウェアであるLoupe Browserでそのまま可視化したりするこ
とができます。Cell RangerはLinux環境でコマンドラインツールとして実行できます。

10x Genomics Cloud Analysis
• Cell Ranger解析パイプラインとCloud Analysisを
用いることで無料*でデータを処理

• シンプルなウェブインターフェイスを介した分析の開

• 高速でスケーラブルなクラウドプラットフォームによ

• 米国でのみ利用可能

始と管理

る迅速な結果入手

Cloud Analysisがお客様に適しているかどうかの確認はこちらから
*制限事項および詳細については、10x Genomics Cloudの利用規約を参照ください。

シングルセル解析結果のインタラクティブな探索
Loupe Browserは、シングルセル関連データの可視化をすばやくインタラクティブに実施できるようデザインされたデスクトッ
プアプリケーションです。データの探索を加速するように構築されたLoupe Browserを使えば、細胞種の特定、希少な細胞集
団の発見、生物学的なサブ構造の探索、新たなマーカー遺伝子の特定などが可能です（オンラインチュートリアルを参照くださ
い）。関連コミュニティで開発された多数の解析ツールを使用することで、データ解析をさらに拡張することができます。Cell
Rangerからデータをエクスポートして、SeuratやScanpy、Monocle、Bioconductorなどの一般的なツールにインポート
することができます。シングルセル解析の最良の方法に関する概説についてはLuecken and Theis (2019) を参照ください。

シングルセル遺伝子発現実験をはじめよう
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使用事例
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実験の概要
研究分野：神経変性疾患
生物種：ヒト
サンプルの種類：脳白質由来の核

研究分野：免疫生物学
生物種：ヒトおよびマウス
サンプルの種類：胎児から成人に
至る発達段階ごとの胸腺細胞、お
よび骨髄、脾臓

研究分野：標的療法
生物種：ヒト
サンプルの種類：異種移植腫瘍細
胞、および血液から単離された循
環腫瘍細胞

研究分野：がん生物学
生物種：ヒト
サンプルの種類：胃癌患者の腹腔
内悪性腹水

研究分野：免疫療法
生物種：マウス
サンプルの種類：脾臓

目的

影響

多 発 性 硬 化 症（MS）の
重症度におけるオリゴ
デンドロサイトの不均
一性の役割を検討する

対照のヒト白質におけるオリゴデンド
ログリアのサブクラスターが、MS組
織では発現量が減少または増加してい
ることが特定され、オリゴデンドログ
リアの不均一性の変化が疾患重症度に
影響を与える可能性が示唆されまし
た。

発達中および成人のヒ
ト胸腺に存在するすべ
ての細胞種および状態
を特定する

ヒト胸腺に存在する50以上の細胞状
態、細胞種ごとの存在量の変化、発達
過程における遺伝子発現プロファイル
の特徴を明らかにしました。シングル
セルRNA-seqおよびTCRシーケンス
で同定されたユニークなマーカー遺伝
子シグネチャーを用いて、新しい細胞
集団をin situでマッピングし、あわせ
て 擬 時 系 列 解 析 を 実 施 し た と こ ろ、
V(D)J使用率の偏りが発達段階と相関
していることが明らかになりました。

化学療法に対する分子
反応および細胞反応を
調べる

治療抵抗性を呈した後に腫瘍内の不均
一性が増加することが観察されました
が、シングルセルシーケンスによって
得られた分離能によって生物学的リプ
リケートや異種移植モデルの影響が排
除されました。患者血液から直接採取
した少数の循環腫瘍細胞を用いて所見
が再現されました。

腫瘍内の不均一性の原
因と結果を判定する

シングルセルのデータをHuman Cell
Landscape（ヒト細胞全体像）と比較

することで、腫瘍細胞の系統や細胞状
態の構成の多様性が腫瘍内の不均一性
の重要な要因であることを発見しまし
た。腫瘍内の不均一性および腫瘍細胞
の起源と患者の生存率との相関関係に
関する結論を得ることができました。

慢 性 感 染 中 のCD8+ T リ ン パ 球 性 脈 絡 髄 膜 炎 ウ イ ル ス
細胞の分化および細胞 （LCMV）感染後のマウスCD8+ T細胞
状態に関与する分子機 を、対照、BACH2過剰発現、BACH2
構の特性を明らかにす 欠損の三者で比較し、BACH2が細胞
る
固有の方法で幹細胞様の転写プログラ
ムを確立して細胞分化を妨げているこ
とが示唆されるシングルセル遺伝子発
現シグネチャーを同定しました。
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サンプル調製

ライブラリーの調製

新鮮凍結した死後ヒト脳の白質か
ら単離された核

Chromium Single Cell 3’ kit
v2

合 計20サ ン プ ル（ 対 照 被 験 者5名
からそれぞれ1サンプル、および
MS患者4名のそれぞれ最大5部位
から採取）

ターゲット：1サンプルあた
り8,000個の核

マーカー遺伝子の発現に基づいて
細胞をソートし、間質細胞集団を
濃 縮 す る た め にCD45+お よ び
CD45-の細胞を同数ずつサンプリ
ングしました。

Chromium Single Cell 3’ kit v2

合計34サンプル（胚および胎児の
胸腺：15サンプル、新生児胸腺：
9サンプル、対応する骨髄または
脾臓：10サンプル）

ターゲット：1サンプルあた
り8,000個の細胞

シーケンス
核数合計：17,799
核1個あたりの遺伝子数の
平均：1,096

解析ツール

Seurat2：対照サンプルとMSサ
ンプル間の核クラスタリングお
よび正準相関分析

20ライブラリー

細胞数合計：255,901

Chromium Single Cell 5’ kit

Illumina HiSeq 4000

Chromium Single Cell V(D)J
Enrichment kit, Human T cell

最大8個のライブラリーを
多重化して配列決定し、4
レーンに配分

Cell Ranger：シングルセルデー
タのアライメントと定量化
Scanpy： 正 規 化、PCA、 ク ラ
スタリングなどのダウンスト
リーム解析

13個の3'遺伝子発現ライブラ
リー
17個の5'遺伝子発現ライブラ
リー

17個のTCRライブラリー
循環腫瘍細胞（CTC）由来異種移植
片および血液から単離したヒト細
胞
合計19サンプル（別々のマウスで
増 殖 さ せ たCTC由 来 異 種 移 植 片
（CDX）8サ ン プ ル を そ れ ぞ れ2つ
ずつリプリケート、および3つの
時 点 でSCLC患 者 か ら 採 取 し た
CTCサ ン プ ル ）リ プ リ ケ ー ト の
データはシーケンス後にプールし
ました。
胃癌患者から採取した癌性腹膜炎
（PC）細胞
合計15サンプル（短期生存群10名
および長期生存群10名から採取）
患者5名は腫瘍細胞の回収率が低
い（< 50%）ために除外しました。

LCMVを認識するTCRを発現する
遺伝子改変P14 CD8+ T細胞をマ
ウスに移植し、その後LCMVに感
染させました。感染7日後に脾臓
からP14細胞を選別しました。

Chroium Single Cell 3’ kit v2

1サンプルあたり12,200個の
細胞をロード
19ライブラリー

細 胞 数 合 計：36,353
（各
CDXモ デ ル の 細 胞 が 約
2,000～9,000個、および
CTC細胞712個）

Seurat： 細 胞 周 期 効 果 の 検 討、
PCA、クラスターの識別

HiSeq Illumina 4000
比較のため、最終データは
CDXモデル1件あたり2,000
個までダウンサンプリング

Chromium Single Cell 3’ kit v2

細胞数合計：45,048

15ライブラリー

Illumina NovaSeq6000
すべてのライブラリーを1
つ のS2フ ロ ー セ ル で 同 時
にシーケンス

Chromium Single Cell 3’ kit v2

細胞数合計：21,520

4ライブラリー

Illumina HiSeq 3000

Seurat：PCA、細胞クラスタリ
ング、細胞種アノテーション

Monocole 3：クラスター解析、

シングルセル分化経路の構築

inferCNV：染色体の腕（arm）レ
ベルのイベントに関するコピー
数変異体の推論、および系統樹
の構築

Cell Ranger、Seurat、
Monocle：シングルセルデータ
の解析

合計4サンプル（それぞれ3匹以上
のマウスからプールした4,000個
以上の細胞を含む）

シングルセル遺伝子発現実験をはじめよう
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