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To study the global regulation of cell morphology, a number of groups have recently reported

genome-wide screening data for yeast mutants with abnormal morphology. Despite the relatively

simple ellipsoidal shape of yeast cells, in the past, cell morphology researchers have processed

information on cells manually. These time-consuming, entirely subjective tasks motivated us to

develop image-processing software that automatically extracts yeast cells from micrographs and

processes them to measure key morphological characteristics such as cell size, roundness, bud

neck position angle, nuclear DNA localization and actin localization. We have completed to retrieve

1,899,247 cells from 91,271 micrographs of 4,718 non-lethal mutants using our software, and the

results are available in the Saccharomyces cerevisiae Morphological Database（SCMD, http://yeast.

gi.k.u-tokyo.ac.jp/ ）. Deletion of nearly half of the yeast genes not essential for growth affects

these morphological traits. Similar morphological phenotypes are caused by deletions of functionally

related genes, enabling a functional assignment of a locus to a specific cellular pathway. The high-

dimensional phenotypic analysis of defined yeast mutant strains provides another step toward

attributing gene function to all of the genes in the yeast genome.

1．はじめに

生物個体の最小単位である細胞の増殖は、数多くの遺伝子産物が、複雑に相互作用し、巧みに

連携することによって制御されていることが明らかにされつつある。幾つかのモデル生物種にお

いては、ゲノム配列の解読が完了し、ゲノムにコードされる遺伝子数が明らかにされている。ポ

ストゲノムの更なる展開としては、様々な生命現象の各事象に着目し、個々の事象に関与する新

規因子の同定を目指すことによってその分子メカニズムを明らかにしようとする方向性と、細胞

を一つのシステムとして捉え、その枠組みの中で個々の遺伝子産物がどのように機能しているの

かを網羅的に理解しようとする方向性の二つの局面が各々進展してきている。

後者の流れでは、個々の遺伝子発現や遺伝子産物間の相互作用、遺伝子産物の細胞内局在に関

する網羅的な情報収集が行われ、これらの情報をもとにした遺伝子機能予測の試みがさかんに行

われている。従来、個々の遺伝子機能を明らかにする手法としては、ある遺伝子を欠失させた細

胞が、正常に働いている細胞と比べて、どのような変化を示すのかという表現型を詳細に解析し、

その因果関係を追及するという方法が取られてきた。この手法を網羅的に行うことを本プロジェ

クトでは目指した。しかしプロジェクト開始当時の2001年の段階では、様々な困難があった。ま
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ず、一つ一つの遺伝子を欠損させた細胞が必要であり、さらに、各遺伝子の機能欠損を反映した

表現型をどのように効率よく見つけ出せるかという点を解決しなければならなかった。そのため

網羅的な遺伝子欠損株の表現型解析は遅れており、表現型情報の不足は遺伝子機能の体系的な理

解を困難にしていた。

そこで、我々は遺伝学的解析手法が強力に発揮できる出芽酵母の系を用い、既に構築されてい

る網羅的な遺伝子破壊株を実験材料として、個々の遺伝子破壊株が示す細胞形態の異常性に着目

した解析を行うことにした。細胞形態の異常性を表現型として解析する理由は、その制御機構が

生育環境や増殖過程と密接に連携しており、非常に多くの遺伝子産物の協調的な働きによって維

持されていると考えられることから、これを解析することで、より多くの遺伝子機能に関する知

見が得られると考えられたためである。各組織や諸器官を形成する細胞種特有の多様な形態形成

メカニズムを解明することは生物学の大きなテーマの一つであるが、そのメカニズムの全貌を明

らかにするためにも、単一細胞である出芽酵母の形態形成メカニズムを理解することが必須であ

ると考えられる。従って、網羅的に作製された遺伝子破壊株の形態的特徴を表現型の一つとして

客観的かつ定量的な情報で表し、迅速に抽出して比較分類することにより、形態制御に関わる新

たな因子を同定し、各遺伝子産物の機能予測を行うための情報基盤を確立することを目標とし

た。

2．研究開発の成果

2.1 出芽酵母細胞の形態パラメータを定量化するソフトウエアの研究開発

出芽酵母遺伝子破壊株の細胞形態及び細胞内構造の状態を細胞の写真から自動認識するため

に、まず、細胞の外郭、アクチン細胞骨格、および核をそれぞれFITC-ConA、Rh-ph、及びDAPI

蛍光試薬を用いて三重染色し、各々の染色画像を撮影した。つづいてFITC-ConA像から、細胞の

大きさ、細長さ、芽の位置などの細胞形態情報を定量的データとして取得するソフトウエアを研

究開発した[1]。3次元の構造をしている細胞を2次元画像として取得するため、小さな芽細胞に焦

点を合わせることが困難な場合が多く、芽細胞の認識率を上げる特殊なアルゴリズムの研究に力

を注ぎ、エラー率を1%未満に抑えることに成功した[1][5]。次に、Rh-ph像からアクチン細胞骨

格の細胞内局在に関する情報を、DAPI像からは核の位置に関する情報を抽出することができ

（図1）、細胞外郭の情報と組み合わせて分類することにより、細胞極性や細胞周期の進行につい

ての情報も得ることが可能になった（図2）。4,718株の非必須遺伝子破壊株の形態パラメータを

定量化し、WWWから公開中である[3][4]。さらに画像処理プログラムも無料で WWWサーバー

SCMDから公開している。
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2.2 非必須遺伝子破壊株の形態異常の判定

野生株に比べて、形態が異常

に変化する破壊株はいくつぐら

い存在するか？　この疑問に答

えるためには、対象とする形態

パラメータを選択する必要があ

り、我々は生物学的に意味があ

ると考える形態パラメータを

501個選択し、ソフトウエアに

より定量的に計測することを試

みた（図3）。

つづいて、野生株を基準に破

壊株の異常性を検出する目的に

叶うように、野生株における形態パラメータの分布を調査した。野生株から200個以上の細胞を

抽出する作業を独立に126回繰りかえし、各形態パラメータについて126個の値を収集し解析した

ところ様々な分布をもつことがわかった。理由として、画像解析プログラムの出力に誤差が含ま

れること、野生株の実験条件の微妙な差が生みだす揺らぎなどが考えられる。このように野生株

から得られた126個の分布は様々な形をしているため同じ基準で異常性の判定を行うことが困難

である。そこで各形態パラメータの分布を power transformation により変換して正規分布に近似

し、標準化することを試みた。近似後の分布と正規分布との適合度をShapiro-Wilk検定で調べ、

p値が閾値0.5より小さい形態パラメータは、正規分布への近似が難しいと判断し除外した結果、

254個が信頼性の高い形態パラメータとして選択された。これらの中には互いに相関しているパ

ラメータも多く相関係数0.9以上を示したものを除くと175個が独立した形態パラメータが得られ

た。

一方、4,718の破壊株ごとに200個以上の細胞を抽出する作業を1回だけおこなった（予算と時

間に余裕があれば複数回試行して形態パラメータの分散を調査することも興味深いが、これは将
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図3 主要な形態パラメータ

図1 細胞壁（a）核（b）アクチン（c）を染色し、
個別の細胞を認識し、画像を処理する流れ

図2 芽細胞の大きさ、核の位置、アクチン分
布の情報から各細胞を細胞周期進行に分類



来の課題とした）。各形態パラメータの異常性を、

野生株から得られた126個の値の分布に照らし合わ

せて判定した。たとえば、細胞の外周長を126個の

野生株と4,718個の破壊株の各々について計測し、

その平均値をとり、区間に分けて頻度分布を表示し

たのが図4である。灰色の野生株の分布は正規分布

により近似することができる。片側検定の閾値を

10-4 として異常性を判定した結果、ピンク色の部分

が異常に長い外周長を持つ破壊株、緑が短い破壊株

を表示している。

254個の正規分布へ変換できた形態パラメータに

対して同様の検定を行った。少なくとも一つの形態

パラメータで異常を示す破壊株の数を、両側検定の閾値

を各々 2*10-4、2*10-5、2*10-6に分けて調べたのが図5であ

る。閾値をどの値に設定するかの目安であるが、126個

の野生株を「形態異常」と判定しない程度に閾値を緩く

決めることにより、破壊株の異常性を検出する能力を高

めることを考えた。その結果、閾値2*10-4のとき1個の破

壊株がある形態パラメータで形態異常となり、閾値2*10-5

のとき異常な破壊株は消失した。1つの遺伝子を破壊し

ただけで形態異常を示す破壊株は予想外に多く存在する

ことがわかった。これは従来過小評価されがちであった非必須遺伝子の破壊が、これほどまでに

形態に多くの変化をもたらすことを示す知見である[2]。

2.3 非必須遺伝子の機能予測

多くの遺伝子破壊株に形態変化が見られた。

そこで既に機能が知られている遺伝子をGene

Ontology にしたがって分類し、細胞形態と密

接な関係があるか否かを網羅的に調べた。た

とえば酵母の極性成長に関わるポラリソーム

を構成する遺伝子は5つあるが、4つは楕円形

を し た 芽 の 短 径 に 対 す る 長 径 の 比 率

（roundness）が異常に小さくなること、つま

り丸みが増すことが図6に示されている。黄色

い縦棒はポラリソームを構成する遺伝子を示すが、閾値10-4を下回る緑の領域に偏って存在する。

このように特定の形態パラメータが極端に増大もしくは減少するようなGO分類での遺伝子群が

数多く見出された（図7参照）。
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図4 野生株に比べ形態パラメータが
異常を示す破壊株の分布

図5 両側検定の閾値 2＊10-4、2＊10-5

2＊10-6で形態異常となる破壊株数

図6 ポラリソーム構成遺伝子の破壊株と芽の形態異常



酵母細胞の形態と遺伝子機能との間に強い関連があることが示されたため、我々は形態情報に

基づいて遺伝子の機能予測ができるのではないかと考えた。そこで、モデルケースとしてDNA損

傷の修復機構に着目し、予測を試みた。DNA損傷は紫外線や放射線、化学物質などの外的要因の

他、培養時間の経過や異常なDNA複製などの内的要因によっても発生する。DNA損傷は遺伝情

報に変化をもたらし、生物にとって有害なことが多いため、生物はその修復システムを複数持っ

ているが、修復システムに異常があるとヒドロキシ尿素やメチルメタンスルホン酸のようなDNA

損傷剤に対する感受性が上昇することが知られている。図8Aに各々の遺伝子群とその機能を示

し、図8Bに形態パラメータが異常に増大もしくは減少する場合を各々ピンクと緑色で表現した。

図8Aのリストの中で GO term がunknown である機能未知の遺伝子は、図8Bにおいては形態パラ

メータがDNA修復に関わる遺伝子群と同様に異常値を示しているが、これらはDNA損傷修復へ

の関与が知られていなかった遺伝子SAC3とDIA2である。この機能未知遺伝子を更に詳しく調べ

たところ、確かにその遺伝子破壊株がDNA損傷剤に対して感受性を示したことから、その遺伝子

がDNA損傷の修復に関与していることが示唆された。別のモデルケースとして、細胞壁合成に関

与する遺伝子群でも予測を行ったところ、予測された遺伝子の破壊株では、ほとんどすべてで細

胞壁に何らかの異常があることがわかり、予測の汎用性が示された[2]。
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図7 形態パラメータが異常になるGOグループの例（黄色の棒がGOに属する遺伝子破壊株の値を示す）



また画像解析ソフトウエアを用いることで、我々は細胞壁合成をモニターする新規の細胞周期

チェックポイントを発見し、これまでチェックポイントと全く関係がないと思われていた因子群

をつなぐ新たなシグナル伝達経路の存在を提示することができた[6]。

2.4 必須遺伝子破壊株の形態情報の収集

出芽酵母は、真核生物として初めてゲノムの全塩基配列が解読され、約6,200の遺伝子が同定

されているが、そのうちの約1,200は必須遺伝子であることが明らかにされている。これらの必

須遺伝子は破壊すると増殖できないため、非必須遺伝子と同じようにして、一倍体遺伝子破壊株

の表現型解析を行うことは不可能である。従来、個々の必須遺伝子を解析する際にはその条件致

死株が用いられてきたが、条件致死株は作製に多大な時間と手間を要するため、多数の変異株を

短期間で作製するのが非常に困難であった。この理由により、必須遺伝子全体については、未だ

統一的な解析系が開発されておらず、遺伝子機能の網羅的解析が遅れているのが現状である。し

かし、生育に必要な必須遺伝子こそが細胞にとって重要な因子であると考えられるため、新たな

解析系の構築が望まれていた。我々は、非必須遺伝子破壊株と同様にイメージプロセシングプロ

グラムを用いた定量的な表現型解析を行うために、以下の二つのストラテジーを採用することと

した。

まず、必須遺伝子破壊株の解析方法の第一のストラテジーとして、必須遺伝子のヘテロ二倍体

破壊株を出発材料とし、これを栄養飢餓培地に移して減数分裂を誘導し、胞子形成させる。その

後、胞子を栄養培地に移して体細胞分裂へ導入し、この時50%の割合で形成される遺伝子破壊型

の一倍体を区別することにより、その最終形態の解析を行うという戦略を立てた。一倍体特異的

に発現する遺伝子のプロモーター下で核移行配列を付加した緑色蛍光タンパクを発現する変異遺

伝子を作成し、この変異遺伝子で必須遺伝子の破壊マーカー遺伝子を置き換えることで、胞子形
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図8 DNA修復に関わる遺伝子群で同時に異常を示す形態パラメータ



成後に必須遺伝子が破壊された一倍体のみを識別する系を開発した。このようにして作製した必

須遺伝子破壊型細胞を三重染色した場合、細胞外形の情報抽出のために染色しているFITC-ConA

の蛍光波長が破壊型細胞を識別するために重要なEGFPのシグナル波長と重複するという問題が

あった。そこで、細胞外郭の情報は位相差像から抽出できるようにプログラムの改良を行った。

条件致死株で表現型が記述されているCDC遺伝子を例として破壊株を作製し、この改良したプロ

グラムを用いて、実際にこの実験系が有効に働き、必須遺伝子破壊株の核を特異的に標識できる

こと、最終形態を観察する時間を適切に決定することにより各遺伝子破壊株における典型的な細

胞形態を再構築できることが確認できた。

我々が開発した必須遺伝子破壊株の表現型解析法は、遺伝子破壊により細胞増殖が停止する時

の表現型を解析できる点で優れているが、株作成に二度の遺伝子操作を必要とする点、CDC遺伝

子を用いたfeasibilty studyの結果明らかになった、胞子発芽後に細胞増殖を停止するまでの時間

が各遺伝子破壊株で異なる点が網羅的表現型情報取得の際のボトルネックとなりうる。これらの

点についてのハイスループット化は今後の課題である。

必須遺伝子破壊株の解析方法の第二のストラテジーとして、必須遺伝子のヘテロ二倍体破壊株

の対数増殖期における形態情報を取得するという戦略を立てた。第一のストラテジーとは異なり、

正常遺伝子が存在している条件下での形態情報を取得するため、劣勢の表現型は観察できないと

いう問題点があるが、既に構築されている遺伝子破壊株が利用でき、既存の設備やプログラムで

対応可能なためハイスループット化が容易であることがメリットである。そこで必須遺伝子ヘテ

ロ二倍体破壊株を用いて網羅的かつ定量的な表現型解析を行った。非必須遺伝子破壊株が一倍体

を対象としていたのに対して、必須遺伝子のヘテロ二倍体破壊株を出発材料としているため、両

者を比較することに意味がない。そこで標準となる野生型二倍体の形態情報が必要になる。情報

を取得するため117回の独立した実験を試行した。うち初期の35回は実験技術が安定している以

前のデータのため棄却し、残りの82回を野生株の集団として、ヘテロ破壊株との比較を行った。

現時点（2006年9月末）では、ヘテロ二倍体破壊株すべての画像解析が終了していないため、完

了している219株について形態パラメータの性質を調査した結果を下記の表にまとめる。

二倍体の野生株について正規分布に変換できた形態パラメータは240個と一倍体の野生株の場

合と類似した分量の形態パラメータが利用可能であった。有意差を検出した形態パラメータ数は

75個と少ないが、これは破壊株の数が219個と少ないためであり、破壊株の数が増えるにしたが
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って、新しい破壊株が新たな形態パラメータで異常値を示す場合が増えるであろう。また少なく

とも一つの形態パラメータで有意差が検出された変異体の割合は、ヘテロ二倍体破壊株が76.7%

（168 / 219）と非必須遺伝子破壊株の 50.4%（2378 / 4718）に比べ非常に高かった。当初は二倍

体の一つの遺伝子コピーだけを破壊したのでは片方のコピーが残存するために形態に異常は出に

くいのではないかという予測もしていた。しかし予想以上に形態異常が観測されたため、形態変

化から遺伝子機能を予測する本アプローチは有効であることが期待できる。形態変化からの遺伝

子機能の予測は今後の課題である。

2.5 国外からの評価

フェノーム、すなわち表現型データの網羅的収集と解析という点では国際的にも広く評価され

ており、たとえば最近では以下のレビューで紹介されている。

Patrick Goymer: Shaping up the genome. Nature Review, Vol.7, Feb. 2006; 79

画像データとイメージ・マイニング結果は公開サーバー SCMD, http://yeast. gi.k.u-tokyo.ac.jp/ を

通じて2003年夏から公開している。2005年10月から2006年9月までの1年間の利用状況はヒット数

約775万、ユーザー数約246,000である。酵母研究のポータルサイト SGD とは相互リンクしてい

る。公開中のイメージ・マイニングソフトウエアも出芽酵母だけでなく分裂酵母や真菌の研究に

も利用されつつある。

3．まとめ

過去5年間に、遺伝子破壊株のイメージ解析ソフトウエアを完成させ、4,718の非必須遺伝子破

壊株中で2,000株以上が野生株に比べ形態が異常に変異していることを見出した。さらに形態の

特徴と、GOによる遺伝子機能グループの情報をあわせて、遺伝子の機能を予測（マイニング）

することに成功した。またヘテロ二倍体遺伝子破壊株を用いて必須遺伝子破壊株からも形態パラ

メータを取得する作業が順調に進んでいる。

遺伝子破壊株からのイメージ・マイニング技術の有用性は基礎研究にとどまるものではない。

例えば、このシステムで算出される、増殖中の細胞と増殖を停止した細胞の割合というパラメー

タに着目すれば、ビールやパンの発酵時の酵母の生育状態をモニターすることができる。一方、

我々はこのシステムを用いて出芽酵母の遺伝子破壊株の形態を多面的にとらえたカタログを作

り、遺伝子の機能をその破壊株の形態から予測することができることを示した。このカタログは

出芽酵母の全遺伝子の機能の解明に役立つだけでなく、発酵・醸造に有用な酵母の育種や、薬剤

の標的遺伝子の同定・作用機構の解明にも応用可能であると考えている。

4．研究開発実施体制

代表研究者　森下 真一（東京大学 大学院新領域創成科学研究科 情報生命科学専攻）

研究開発題目

（1）画像処理／データマイニング、ウエブサーバーの研究（情報グループ）

グループリーダー　森下 真一（東京大学大学院新領域創成科学研究科情報生命科学専攻）
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（2）出芽酵母遺伝子破壊株の顕微鏡画像取得と網羅的な分子遺伝学的研究（生物グループ）

グループリーダー　大矢 禎一（東京大学大学院新領域創成科学研究科先端生命科学専攻）
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