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Abstract

100を超える多サンプルのゲノムリシーケンスデータから得られる多型情報やGenome 
Wide Association Study (GWAS)の解析結果を幅広い解像度で情報量豊かに表示する
ウェブブラウザを開発した。近年のシーケンシング技術の進展により多量のゲノムデータ
が得られるようになり、同時に遺伝的多型と表現型との関連を解析するGWAS研究も盛ん
に行われている。これらの情報を誰もが簡単な操作で閲覧することを可能にし、また一般
に向けて公開することでデータの利活用を促進することを目的としている。TASUKE+は
数百サンプルのリシーケンスデータを参照ゲノムへマッピングして得られた一塩基多型や
挿入欠失といった多型情報およびそれらの遺伝子への効果情報、デプス情報、遺伝子アノ
テーション情報、GWASのマンハッタンプロット等を並列的に表示し、1bpの解像度から
最大20Mbまでの広い範囲の情報をスムーズに閲覧することが可能である。これにより、
各サンプル間の関係を遺伝子から広域なゲノム領域のレベルで理解することができ、また
GWAS結果から表現型多型の原因遺伝子の候補を探索することが容易になる。さらにゲノ
ムデータの閲覧から得られた情報を実験で活用するため、任意の多型サイトや領域に対し
て、多型情報を考慮したプライマーの設計や系統樹作成等の様々な機能が実装されている。
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https://tasuke.dna.affrc.go.jp/info_new/
http://tasuke2.dna.affrc.go.jp/

Acknowledgements and Funding

Pheno

GWAS result

optional

TASUKE DB

php

LocalStorage

Installation

Visualize
via Web
browser

Menu bar for 
various functions. 

Chromosomal 
position

Annotation tracks

Sample names 
and related info.

Main panel 
variant frequencies of 
block regions.

SNP density

block information

GWAS 
manhattan plot

Click and Jump

Effect of variants
By SnpEFF

Exploring GWAS data
Variants can be shown by absolute 
position with effect information

Variants are shown by per block frequency or absolute position 

Phenotype data

qqman

Phenotype data

The effects of variants which is 
added to VCF file by using snpEff
(Cingolani 2012) can be displayed.  
Colors indicates effect classes as 
shown in table.

By position

By transcripts

Effect level

Phylogenetic analysis

Amino acid sequences

Homozygous 
is boxed

Deletion

Reference sequence

Selecting a region by 
Gene ID or position.
Results can be 
downloaded by newic, 
png and SVG.

Primer design (Primer3)

Primer can be designed 
with considering variant 
sites. ePCR and Blast option 
is available.

Changing reference
Variants are recalculated 
based on the accession 
selected as a new 
reference

Select an accession
Recalculated variant frequency

Yano et al. 2016s data was reanalyzed 

Licensed under a Creative Commons表示4.0国際ライセンス

Licensed under a Creative Commons表示4.0国際ライセンス
(c)2018 熊谷真彦（農研機構・高度解析センター）


