System Specification Sheet: Sequencing

MiniSeq ™システム
イルミナの実績あるシーケンスパワーが、これまでになく身近に。

特長

• 身近になったイルミナ次世代シーケンサー
手の届きやすい価格と、少ないサンプル数でもランが可
能な高いコスト効率性

• タッチパネル操作と容易なデータ解析
装置上のデータ解析が搭載した、ライブラリーから結果
まで途中の操作を要さないソリューション

• 研究ニーズに柔軟に対応
DNA および RNA シーケンスのアプリケーションを幅広く
サポートし、単一遺伝子からパスウェイ全体までの考察が
可能
• 一貫したサポートを提供
アッセイデザインからデータ解析まで、イルミナのサイ
エンティストとエンジニアが装置の設置、トレーニングの
サポートを実施

はじめに
これまでで最も手が届きやすいベンチトップ型シーケンサーの
MiniSeq システムに、イルミナの次世代シーケンサー（NGS ）
テクノロジーの品質と信頼性を込めました（図 1）。これにより、
研究者は、最新技術を享受しながら、シーケンスプロジェクトを
実施できます。このコンパクトで頑健なシステムにより、さまざ
まな NGS 手法が身近で日常的な研究ツールとなりました。少な
いサンプル数でもコスト効率の良い運用ができるため、高スルー
プットのシステムのようにサンプルをバッチ処理でシーケンスする
ために待つ必要はありません。 MiniSeq システムなら、必要な時
にシーケンスが行えます。サンガーシーケンス法や qPCR 法の
ように、手間と時間を要する繰り返し実験を行うことなく、遺伝
子全体をカバーしながら単一遺伝子からパスウェイ全体までを探
索することができます。規模を問わず、あらゆるラボでさまざま
な手法のシーケンスが行えるようになり、求める結果を得ながら
研究を推し進めることができます。

図 1：MiniSeq システム 最新の SBS ケミストリーと効率化されたシンプルなワー
クフローにより、MiniSeq システムは、これまでで最も手が届きやすいライブラ
リーから結果までのソリューションをお届けします。

最適化されたシーケンスワークフロー
MiniSeq システムは、その直感的なユーザーインターフェースと
ライブラリーをロードしてすぐにランが開始できる操作性により、
簡単で使いやすい装置です。クラスター形成、シーケンス、さら
にデータ解析までをシステム１台で行うため、専用の周辺機器を
購入して操作する必要がありません。シンプルで最適化されたイ
ルミナライブラリー調製キットを用いて調製したライブラリーを
MiniSeq システムにロードすれば、自動的にランがスタートしま
す。MiniSeq システムでは、
ライブラリーのロードおよびランのセッ
トアップに必要な時間は 10 分未満です。多くのランは１日以内に
完了し、データ解析はシステム上またはイルミナゲノミクスコン
ピューティング環境である BaseSpace® プラットフォーム上で行
えます。さまざまなデータ解析ツールに加えて、幅広く取り揃え
ら れ た サ ード パ ー ティ ー 提 供 の BaseSpace Applications
（Apps）が、バイオインフォマティクス解析をお客様ご自身で容
易に行うためのサポートを強力にします。
MiniSeq システムにおいても、業界標準のイルミナ 1 塩基合成
反応（SBS）ケミストリーおよびファイルフォーマット変換を採用
しているので、確立されたプロトコール、ワークフロー、データセッ
ト、およびデータ解析ツールも、これまでのシステムと同様に幅
広く体系的にご利用いただけます。

シンプルでありながらパワフルなシーケンサー
MiniSeq シーケンス

シンプルで統合されたライブラリーから結果までのワークフロー
を特長とする MiniSeq システムでは、DNA および RNA シーケン
スを最小限のハンズオン時間で実施します（図 2）。がんシーケン
スや遺伝子発現プロファイリングなど、ターゲットを絞ったアプリ
ケーションに理想的なシステムです。直感的で操作しやすいユー
ザーインターフェースのタッチパネルを操作してデータ解析を装
置内で行うため、解析専用の機器やバイオインフォマティクスの
専門知識は必要ありません。イルミナのあらゆるシーケンスシス
テムの中で最もコンパクトな MiniSeq システムは、ラボのベンチ
にぴったりと収まります（図 3）。イルミナのサイエンティストが、
必要なサポートとガイダンスを随時行うため、次なる革新的な発
見に向けた研究に費やす時間が増やせます。

ライブラリー調製

シーケンス

データ解析

共有

6 時間

24 時間

サンプルあたり1時間以内

瞬時

ハンズオンは4時間以内

ハンズオンは10分

ハンズオンは5分、オンサイトあるい
はクラウドで実施

安全で制限のあるストレージ

図 2：MiniSeq システムのシーケンスワークフロー MiniSeq システムは、ラ
イブラリーから装置内で行うデータ解析までのシンプルで統合されたワークフ
ローを提供しています。ワークフローの所要時間は、実験やアッセイのタイプ
により異なります。表示されたデータは、TruSeq® カスタムアンプリコンをリー
ド長 150 bp x 2 でのシーケンスを想定しています。
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表 1：さまざまなアプリケーションに対応する柔軟性
アプリケーション

高出力フローセル設定

中出力フローセル設定

サンプル数

ランタイム

サンプル数

ランタイム

28

24 時間

9

17 時間

384

7 時間

123

6 時間

23

13 時間

7

12 時間

miRNA シーケンス
5M リード・サンプル
1 x 36 bp

5

4 時間

2

4 時間

小さい全ゲノムシーケンス
5Mb ゲノム
30x カバレッジ

50

24 時間

16

17 時間

ターゲットアンプリコンシーケンス
750 アンプリコン
1000x カバレッジ

2 x 150 bp
ターゲット発現プロファイリング
65 ターゲット

1 x 50 bp
濃縮パネル
1Mb 領域
100x カバレッジ

2 x 75 bp

最新の SBS ケミストリーが実現する高精度
MiniSeq システムの根幹をなしているのは、世界中で最も幅広く
利用される NGS テクノロジーである業界屈指のイルミナ SBS
ケミストリーです *。この可逆的ターミネーター法をベースとした
独自のケミストリーは、何百万にも及ぶ大量の DNA 断片のシー
ケンスを並列的に行って、伸長する DNA 鎖に取り込まれる塩基
を 1 塩基単位で検出します。この手法により、反復ヌクレオチド
配列（ホモポリマー）のに起因するエラーやミスコールが大幅に
低減されます。 1 塩基あたりのコストを抑えて、さらに高精度な
ディープシーケンスを可能にしています。

幅広いアプリケーションに対応した多用途性
MiniSeq システムは、業界屈指のイルミナ NGS テクノロジーと、

幅広い種類のライブラリー調製とデータ解析までの幅広いソ
リューションを兼ね備えたことにより、頑健な NGS ツールが直感
的で使いやすくなりました。DNA シーケンスおよび RNA シーケン
スの手法を問わず、プロジェクト間のフレキシブルな行き来が容
易に行えます。 検証され最適化されたワークフローで、small
RNA の検出、ターゲットリシーケンス、ターゲット RNA シーケン
ス、固形がんおよび血液がんのプロファイリングが行えます。

タッチパネル操作のデータ解析と統合化された
バイオインフォマティクス
MiniSeq システムは、直感的なユーザーインターフェースで行う
データ解析機能を備えています。ランの実行中に、装置内蔵の
コンピューターがベースコールを行い、クオリティスコアを算出し
ます。また、データ解析には複数のオプションを用意しています。
Local Run Manager ソフトウェアは、装置に内蔵された多機能
な統合ソリューションです。Local Run Manager は、
ランの設定、
稼働状況のモニタリング、そして結果の表示だけでなく、データ
解析まで行います。また、ウェブブラウザーからの容易なアクセ
スを可能にすると同時に、装置を制御するソフトウェアも連動して
います。シーケンスを行ったサンプル情報と解析用入力ファイル
を保存しておくと、ランが完了すると、自動的に装置内でデータ
解析を行います。
これにより、アライメント情報、構造多型、発現解析、small
RNA 解析に関するデータが出力され、その他にもユーザー指定
の解析ワークフローに基づいて各サンプルの解析データが出力
されます。

MiniSeq システムのワークフローは、多くのシーケンス手法にお
いて 1 日以内に完了します。 MiniSeq システムでは、1 回のラン

でさまざまな種類のサンプルを一度にシーケンスしてデータを得
ることができます：

• ターゲットパネルの場合は1〜96サンプル
• 遺伝子発現プロファイリングの場合は1〜384サンプル
プロファイリングの場合は1〜12サンプル
• small RNA（miRNA）
MiniSeq システムは、イルミナが提供する全てのライブラリー調

製キットが利用できます。原則的に調製済みのライブラリーはイ
ルミナのどのシーケンサ ーでも使用できます。 これにより、
NextSeq® システムシリーズのより高いスループットへと容易に
研究を拡張したり、MiSeq® システムシリーズでフォローアップ研
究を行うこともできます（図 3）。
* 社内資料。 Illumina, Inc. 2015.

MiniSeq システム

MiSeq シリーズ

NextSeq シリーズ

ターゲットリシーケンスのための
パワーと使いやすさ

小さいゲノムの
ターゲットシーケンスのための
パワーと使いやすさ

日常的に行う
ゲノム解析のための
パワーと使いやすさ

図 3：イルミナのデスクトップ型次世代シーケンサー イルミナの NGS システム
は、あらゆるアプリケーション、サンプルタイプ、シーケンススケールに対応し
たさまざまなソリューションを提供しています。どのシステムをお使いいただい
ても、柔軟に調整可能なスループットと効率化された簡潔なワークフローにより、
高品質で高精度なデータが得られます。得られたデータは、
BaseSpace でスムー
ズに比較、共有、解析できます。
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表 2：MiniSeq システムの性能パラメーター

MiniSeq システムのシーケンス性能 a
フローセル構成

高出力キット
最大 2,500 万シングルリード
最大 5,000 万ペアエンドリード

中出力キット
最大 800 万シングルリード
最大 1,600 万ペアエンドリード

リード長
（サイクル数）

データ出力（Gb）

ラン時間 b

データ品質 c

300

~ 7.5

~ 24 時間

Q30 以上の塩基が
80% 以上

150

~4

~ 13 時間

Q30 以上の塩基が
85% 以上

75

~2

~ 7 時間

Q30 以上の塩基が
85% 以上

300

~ 2.5

~ 24 時間

Q30 以上の塩基が
80% 以上

必要インプット量

1 ng 〜 1 µg
（イルミナライブラリー調製キット
使用）

a. 実際の性能パラメーターは、サンプルの種類、クオリティ、そしてパスフィルタークラスターに依存します。
b. ラン時間は、MiniSeq システムでのクラスター形成、シーケンス、およびベースコールとクオリティスコアの測定を含みます。
c. Q30 以上の塩基の割合は、そのラン全体の平均値です。

さらに、
シーケンスデータは、
イルミナデータ用に開発されたオープン
ソースまたは市販のさまざまなパイプラインを使って解析したり、安
全な BaseSpace 環境
（クラウドまたはオンサイト）
に瞬時に転送して、
解析、保管、そして共有することもできます。BaseSpace のプラッ
ト
フォームを使った下流のデータ解析では、アライメントおよびバリアン
トの検出、アノテーション、可視化、そして解 釈を行います。BaseSpace 環境では、イルミナが開発および最適化したデータ解析
用アプリや、サードパーティーのアプリケーションプロバイダーが提供
するさらに幅広く体系化された解析用アプリがご利用いただけます。
これらのアプリを使うことで、DNA アンプリコン、ターゲット RNA、
small RNA、体細胞変異コールなど、イルミナの装置で産出される
データの汎用的な解析法をカバーしています。BaseSpace アプリ
は、お客様ご自身でバイオインフォマティクスを行う場合に強力に支
援します。

表 4：MiniSeq システム仕様
装置の構成
試薬消耗品トラッキング用の RFID 機能搭載
装置コントロールコンピューター（内蔵）a

CPU：Intel Core i7-4700EQ 2.4 GHz CPU
メモリ‐：16 Gb DDR3L RAM
ハードドライブ：1Tb

OS：Windows 7 embedded standard
動作環境
温度：19 〜 25 ℃ (22 ℃ ± 3 ℃ )
湿度：20 〜 80% の相対湿度、結露なきこと
高度：2,000m 以下
空気質：汚染度評価 2、ISO 規定の空気中の粒子状物質清浄度レベル 9 以上

まとめ
コンパクトで頑健なベンチトップ型シーケンサーである MiniSeq
システムにより、NGS は、世界中のラボで日常的に利用可能な
ツールになりました。最も新たに進化した SBS ケミストリーを採
用し、タッチパネルの操作性とライブラリー調製から結果までの
効率化されたワークフローを特長とするフレキシブルな MiniSeq
システムでは、最も定評のある NGS アプリケーションを行うこと
が可能です。手が届きやすい価格と、少ないサンプル数にも対
応した高いコスト効率性により、イルミナの実績あるシーケンス
パワーが、これまでになく身近なものになりました。

（通常の室内換気）
熱量：最大 2,048 BTU/ 時 @ 600W
室内で使用のこと
発光ダイオード（LED）

515 nm、650 nm
寸法
幅 x 奥行 x 高さ：45.6cm x 48cm x 51.8cm
重量：45kg
梱包重量：56.5kg
所要電源

100V AC 15A
無線自動識別装置（RFID）
周波数：13.56MHz
電源：供給電圧 3.3V DC ± 5%、供給電流 120mA, RF 出力 200 mW
製品安全性および準拠

NRTL 認証 IEC 61010-1
CE マーク
FCC/IC 認証
a. コンピューターの仕様は定期的に更新されます。
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製品情報
システム名

カタログ番号

イルミナの保守サービス、
トレーニン
グ、およびコンサルティングを活用し
て性能と生産性を最大化

MiniSeq System

SY-420-1001

試薬キット名

カタログ番号

MiniSeq High Output Kit (75 Cycles)

FC-420-1001

MiniSeq High Output Kit (150 Cycles)

FC-420-1002

場合も、
イルミナはお客様をサポートいたします。イルミナのサー

MiniSeq High Output Kit (300 Cycles)

FC-420-1003

ビスチームおよびサポートチームは、導入トレーニングから、装置

MiniSeq Mid Output Kit (300 Cycles)

FC-420-1004

詳細について
シーケンスの次なる革新についての詳細は、
jp.illumina.com/Miniseq をご覧ください。

ラン実行中にその場で支援が必要となった場合も、
ワークフロー
の性能を高めるために詳細なコンサルティングを必要としている

のサポート、
さらに進行中のNGSプロジェクトのコンサルティング
まで、
お客様のニーズに合わせた適切なフルサポートの数々を提
供しています。

プロフェッショナルサービス
プロダクトケアサービス

•
•
•

段階的な装置サービスプラン+アドオンサービス
装置コンプライアンスサービス
装置オンデマンドサービス

イルミナiSchool

•
•

ご希望の施設でのインストラクターによるトレーニング

•
•

オンラインコース

イルミナトレーニングラボでのインストラクターによるトレー
ニング
ウェビナー

コンサルティング

•
•

デザイン支援と製品の最適化を行うコンシェルジュサービス
時間単位でコンサルティングを行うITおよびバイオインフォマ
ティクスの個別支援サービス

イルミナが提供するサポートについての詳細は：

jp.illumina.com/services/instrument-services-training.htmlを
ご覧ください。

イルミナ株式会社
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