
次世代シーケンスデータ解析サーバ

アメリエフ株式会社

Powering Bio-Research by Informatics Technology 

デスクサイドで始める
本格派ゲノミクス解析 !

TM

世界標準のオープンソースソフトウェアを搭載！
実行しているコマンドは全てご覧いただけますので、
解析をブラックボックス化しません。

準備するのは FASTQ ファイルだけ！
ソフトウェアやゲノムなどがセットアップされた
 オールインワンで提供します。

データ解析にプラスアルファの価値を提供！
「報告書を出力したい」「精度検証してパイプラインを最適化したい」
「解析スキルを身につけたい」など、導入後の支援をいたします。

BioReT



NGS データ解析を始めたいけれども、何から手を付けて良いかわからない方

利用しているNGS データ解析ソフト以外のソフトでも解析結果を検証したい方

サンプル数が増えてきたので、データ解析処理を自動化したい方

Resequence / Exome 解析パイプライン
（Whole Exome Sequence, Whole Genome Sequence 対応）

RNA-seq 解析パイプライン

ChIP-seq 解析パイプライン

ご提案事例　私立大学　医学部

・さまざまな生物種に対応します。 
・サンプルやグループなど複数の組み合わせで、発現変動遺伝子の検出を行います。 
・作図、GO（Gene Ontology）解析、GSEA（Gene Set Enrichment Analysis）を行います。

・さまざまな生物種に対応します。
・マッピング結果から統計モデルに基づいて、タンパク質結合部位やヒストン修飾部位のピークを検出します。 
・近傍遺伝子やリピート領域などのアノテーションを行います。

・さまざまな生物種に対応します。
・サンプル間比較や遺伝統計解析を行います。
・公開されているデータベースのアノテーションを付与することで、変異の評価や絞り込みに必要な情報を提供します。

研究に合わせて BioReT  に搭載するパイプラインをお選びいただけます。

アメリエフでは、NGS解析のスタートアップからはじまり
研究のステージに合わせたご提案・カスタマイズで、

お客様の研究をトータルサポート！

東京大学　京都大学　大阪大学　北海道大学　九州大学　東北大学　慶應義塾大学
成育医療研究センター　がん研究センター　国際医療研究センター　
精神・神経医療研究センター　循環器病研究センター
長寿医療研究センター 　放射線医学総合研究所　理化学研究所　他（順不同、敬称略）

基礎研究における解析支援
こんな方にオススメです

以上

50台
導入実績

次世代シーケンサ（NGS:Next-Generation Sequencing）による RNA-seq の結果から、発現量推定、
新規の転写産物の推定、遺伝子構造の予測を行います。

次世代シーケンサ（NGS:Next-Generation Sequencing）によるゲノムシーケンス結果からゲノム
上の変異を検出します。

次世代シーケンサ（NGS:Next-Generation Sequencing）による ChIP-seq の結果から、ピークの
検出、タンパク質結合部位、ヒストン修飾部位などの検出を行います。

　初めに、研究目的やデータ解析方法についてヒヤリングを行い、データ解析環境の構築から運用までのご提案
をさせていただき、「サーバ本体」「トレーニング」「データ解析」を一括でご注文いただきました。
　サーバ設置時には「Resequence 解析」「RNA-seq 解析」についてチュートリアルを実施し、後日 Linux の操
作をスムーズに行う目的でトレーニング基礎科目「Linux 基礎」を受講していただきました。
　お客様のデータの一部（3サンプル）をお預かりし、データ解析（サンプル特異的な変異、複数サンプルに共
通する変異の抽出）を行い、解析の結果の解釈、変異の絞込み方法についてポイントをお伝えし、残りのデータ
解析はトレーニングでの知識を元に先生ご自身で行っていただきました。

TM



臨床研究における解析支援

クリニカルシーケンスパイプライン

次世代シーケンス（NGS:Next-Generation Sequencing）用クリニカルシーケンスパイプラインは、
シーケンスデータから SNV / Indel を検出し、最新のアノテーションを付与して、 研究目的に合った
クリニカルレポートを作成するパイプラインです。

○高精度の SNV / Indel 検出

○アノテーション付与

○疾患特異的変異の検出

ステップ１．　FASTQファイルをサーバに投入

ステップ２．　「クリニカルレポート」が出力されます

事例１　がんゲノム解析用パイプライン導入
　　　    国立大学病院 腫瘍・病理学分野

事例２　遺伝性疾患ゲノム解析用パイプライン導入
　　　　国立病院付属研究所

投入後は自動的に下記の解析を実行いたします。

【報告書】

サンプル名 MDS-09
シーケンスデータ DRR001288_1.fastq.gz    DRR001288_2.fastq.gz
解析開始日

判定結果 データの品質と解析に問題はありませんでした。 リファレンスゲノム UCSC human genome 19

Major Mutationは1個検出されました。
■ データの品質と解析
リード数：79,185,904
クオリティ・フィルタリングをパスしたリードの割合（％） ：98.06

■ 変異の検出方法 クオリティ・フィルタリングをパスした塩基の割合（％） ：95.88
BWAでマッピングし、GATKで変異を検出します。 マッピングされたリードの割合（％）：99.99

10以上シーケンスされたターゲット領域の平均カバレージ：12.3
■ 変異検出対象遺伝子 10以上シーケンスされたターゲット領域の割合：10.9
シーケンシングのターゲット領域となる遺伝子名です。

■ Major Mutation
ClinVarに登録のある変異。 ■ 検出された変異数

Major Mutation：1
■ Sub-major Mutation Sub-major Mutation：１
Major Mutationに該当せず、HGVDに未登録または頻度が5%未満。 Minor Mutation：０
かつ、SnpEffが付与する変異の影響が、「HIGH」または Other Mutation：15
「MODERATE」となる変異。

■ Minor mutation
Major、Sub-Major Mutationに該当しない変異のうち、

SnpEffが付与する変異の影響が、「HIGH」または「MODERATE」

となる変異。

■ Other Mutation
Major、Sub-major、Minor mutationに該当しない変異。

■ Major Mutationの一覧

2015/3/1

変異検出対象遺伝子

ABL1, EGFR, GNAS, MLH1, RET, AKT1,
ERBB2, HNF1A, MPL, SMAD4, ALK, ERBB4,
HRAS, NOTCH1, SMARCB1, APC, FBXW7,
IDH1, NPM1, SMO, ATM, FGFR1, JAK2, NRAS,
SRC, BRAF, FGFR2, JAK3, PDGFRA, STK11,
CDH1, FGFR3, KDR, PIK3CA, TP53, CDKN2A,
FLT3, KIT, PTEN, VHL, CSF1R, GNA11, KRAS,
PTPN11, CTNNB1, GNAQ, MET, RB1

MISSENSE7 MODERATE .TP53

#Gene_Name Amino_Acid_Change
p.Arg248Trp/c.742C>T

Functional_Class HGVD_RefAlleleFreqExon_Rank Effect_Impact

総合的な判定結果を一目で確認できます

データの品質と解析結果の
サマリーの詳細がわかります

注目している変異のみを
ピックアップして表示します

ある診療科に特化した疾患関連遺伝子データベースを構築しアノテーション
を付け、変異の重要度を付けた報告書を作成しました。

こんな方にオススメです

正常細胞と腫瘍細胞の結果を比較し、腫瘍細胞に特異的な変異を検出。
がんゲノムデータベースから変異の重み付けを行い報告書を作成しました。

1000 Genomes プロジェクトやUK10K などの国際プロジェクトで実績のある
ソフトウェアを組み合わせたパイプラインで本格的な解析

正常と疾患で共通する変異を除外し、疾患特異的変異を検出
疾患サンプルのみにも対応

最新の公開データベースを統合したUniDB（ユニバーサル データベース） によるアノテーション　

クリニカルレポートはここが便利

カスタマイズした分類基準をもとに、変異が
<1>Major、<2>Sub-major、<3>Minor、<4>Other
の４つのシートに振り分けられて出力され、研究
目的に合ったレポートが自動的に作成されます！

エクセルファイルで出力され、結果を検討する
際にも取り扱いが簡単です。

臨床的にアクショナブルな変異を報告書のような分かりやすい形でみたい方

特定の遺伝子や、疾患に関連する既知の変異を中心に解析したい方

様々な人種のアリル頻度や変異影響予測ソフトの情報など、複数のデータベースを用いて
統合的にアノテーションを付けたい方

分類基準のカスタマイズ例：がん研究
がんゲノムデータベース（ICGC）に登録のある変異のうち、
1000 Genomesプロジェクトでアリル頻度が5%未満、かつ、
日本人のアリル頻度が 5%未満の変異
項目１以外で、がんゲノムデータベース（ICGC）に登録のある変異

項目１～２以外で、1000 Genomesプロジェクトでアリル頻度
が5%未満、かつ、日本人のアリル頻度が5%未満の変異

項目 1～４に該当しない変異

<1>

<2>
<3>

<4>



筐体サイズ

OS CentOS 6.4  64bit　（日本語版）

設置・導入

同梱物

設置サービス
初回導入チュートリアル（デモデータ利用）

23インチディスプレイ /キーボード /マウス / 本体マニュアル /クイックスタートマニュアル /
インストールメディア

対象

スタンダード エンタープライズ ハイエンドモデル

解析パイプライン

CPU

メモリ

   ストレージ

リファレンスゲノム

UPS

納期 約 4週間 約 4週間 約 8週間

価格

微生物などゲノムサイズの
小さい生物種の解析に

1,100,000 円 1,800,000 円 4,600,000 円

ヒトやマウスなどの Exome/
RNA-seq/ChIP-seq 解析に

全ゲノム解析や
大量サンプルの解析に

サービス 内容

データ解析サポート（１年間） 解析パイプラインとサーバの基本操作について、電話またはメールでの技術サポートを行います。
(￥360,000 / 1 年間 )

オンサイトによる各種トレーニングプログラムがございます。
（科目：Linux 入門、Perl 入門、R入門、Reseq 解析、RNA-seq 解析、がん体細胞変異解析など）
詳細はチラシまたはHPをご覧ください。

既存ソフトウェアでは対応していない解析について、お客様のご要望に応じたパイプラインを
開発します。

発注時にお手持ちのデータをお預かりし、納品時に解析結果を用いたチュートリアルを実施します。
(￥100,000  / 最大 3サンプルまで )

バイオインフォマティクス
トレーニング

パイプラインの開発

チュートリアル（実データ利用）

アメリエフ株式会社

Tel (03)5577-6408　Fax (03)5577-6407
東京都千代田区内神田 1-12-12　美土代ビル 2階

http://amelieff.jp

〒101-0047

■オプション（有償）

■製品一覧

W220mm×H465mm×D505mm W178mm x H437mm x D648mm

下記から 1つご選択ください 下記から最大 2つご選択ください

Resequence 解析パイプライン (Whole Exome  / Whole Genome Sequence 対応 )
RNA-seq 解析パイプライン  
ChIP-seq 解析パイプライン
Clinical-seq 解析パイプライン（Resequence パイプラインが必須となります） 

Intel  Core  i7-4770K
[3.5GHz/4Core]

Xeon  E5-2667v2 
[3.3GHz/8Core]　×　2基

32GB (8GB×4本 ) 256GB (16GB×16 本 )ECC 付

SSD：80GB(OS 用 )
HDD：2TB×1台
( データ用 )

SSD：160GB(OS 用 )
HDD：3TB×8台

(RAID 構成、データ用 )

下記から 2つご選択ください 下記から最大 3つご選択ください

hg19 / GRCm38(mm10)/ rn4 / rn5 / TAIR10 / MEDAKA1

なし あり あり

Intel  Core  i7-4930K
[3.4GHz/6Core]

64GB (8GB×8本 )

SSD：120GB(OS 用 )
HDD：2TB×4台

(RAID 構成、データ用 )

W220mm×H465mm×D505mm

2015.06

※製品の仕様は、予告なく変更することがあります。

※価格に消費税は含まれておりません。
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