
Agrigenomics Genotyping Solutions

Easy, flexible, automated solutions to accelerate your  

genomic selection and breeding programs

アグリゲノミクスのジェノタイピングソリューション



アグリゲノミクスのジェノタイピングソリューション 
研究のあらゆる局面に対応する単一のプラットフォーム

 
 

アフィメトリクスの遺伝子解析ツールは以下の実現にパワーを発揮します

発見
 遺伝子解析テクノロジーによりde novoな遺伝的多様性を把握
 集団構造を分析

関連付け
 望ましい形質に関連する遺伝子マーカーを同定
 マーカーと形質の関連を確認
 環境に対する遺伝的適応の理解

管理・運用
 望ましい結果を出すための、遺伝子情報の活用
 望ましい形質について動植物をスクリーニング
 高精度で遺伝的進歩を促進

アレイによるジェノタイピングの利点

手頃な価格
 費用対効果の高いジェノタイピングを可能に

簡便化されたジェノタイピングツール
 単一のテクノロジープラットフォームで複数のジェノタイピングアプリケーションに対応
 使いやすくシンプルなワークフロー  
 迅速に精度の高いジェノタイピング結果を獲得

高い柔軟性
 高密度かつハイスループットなツール

 必要なマーカー数に柔軟に対応できるので、関心あるマーカーの取捨選択が不要 

 少量のサンプルで解析可能

アフィメトリクスのアグリゲノミクス製品の詳細は以下のページでご確認ください。
http://www.affymetrix.com/jp/products_services/arrays/specific/axiom_custom_agrigenomics.affx
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アフィメトリクスがお届けするアグリゲノミクスのジェノタイピングソリューションは、育種や研究に携わる皆様にに強力

かつ柔軟なジェノタイピングツールを提供し、動植物における複雑な遺伝形質について、費用対効果の高い同定、検証、

スクリーニングを可能にします。

アフィメトリクスのアレイベースのジェノタイピング製品は、高い精度と再現性、シンプルな

ワークフローと経済性を備え、ゲノムワイド解析からルーティンのスクリーニングまで、幅広

いアプリケーションに完璧なソリューションを提供しています。



Axiom® Genotyping Solutionは、Axiom® Genomic Databaseから選択したマーカーや、お客様が指定する
マーカーを搭載したアレイをお届けします。

 

遺伝子型検証済み
または新たに
発見されたSNP 

カスタムデザインの
コンサルテーション

Axiom®プレデザイン
アレイおよび
カスタムアレイ

 

1サンプルあたり
1,500～260万個の
バリアントの解析

Axiom®ターゲット
調製ソリューション 

手動オプションと
自動化オプション

Axiom®  

Reagent Kit

ロバストで信頼性の
高いアッセイ

GeneTitan® 

Instrument

ハンズフリーな
アレイプロセッシン
グとイメージング

 

Genotyping 

Console™

Software および 
Affymetrix®  

Power Tools

ジェノタイピング
解析用ソフトウェア

 

Axiom® Genotyping Solution  
ロバストなテクノロジーで、表現型と形質の関連付けおよび選抜を加速します。 

パワフル
 あらゆる種、ゲノムサイズ、様々な多倍体のジェノタイピングに対応 
 Axiom® は、挿入／欠失（インデル）の検出も可能であり、また20 bp以内の距離にある隣接

SNPと共にすべての候補SNPを確実にアレイに搭載できるため、より効果的なQTL解析が可能

 
 

 

.

CGATCGGCG(C/G )AT TCGCGATCGCGAGAGT TG(A/T )TATCGAGCGCGA

Axiom®では、
いずれのSNPも
ジェノタイピング

可能です

 

ロバスト
 さまざまな種類の検体から抽出された、わずか100 ngのDNAサンプルからジェノタイピングが可能  

 遺伝子型のコール率は99％以上
 

高い拡張性
 1台のGeneTitan® MCシステムで、1週間あたり最大8枚のプレートを処理することが可能

 
 1プレートに96アレイまたは384アレイ搭載の2種のフォーマットの選択が可能

候補 SNP 隣接SNP
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アフィメトリクスのアグリゲノミクス製品の詳細は以下のページでご確認ください。
http://www.affymetrix.com/jp/products_services/arrays/specific/axiom_custom_agrigenomics.affx
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Aquaculture genotyping

 

  

アフィメトリクスはアカデミックな研究機関や種子販売会社の研究者と協力し、ジャガイモ、大豆、イチゴ、小麦、

トウモロコシ、観葉植物など、多様な植物のアレイをデザインしました。

Axiom®のワークフローでは、煩雑なマニュアル操作を省き、自動で遺伝子型をコールするソフトウェアを提供しています。

 


 
 
 
 
 
 
 

 



   
   
 

 

Dr. Sigbjørn Lien 
Professor and Assistant Director
Norwegian University of Life Sciences (UMB) 
and Centre for Integrative Genetics (CIGENE) 

Plant genotyping 
関心のある種に対し優れたアレイデザインをお届けします
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Genotype cluster
plot for wheat

Contrast

Si
ze

Clusters for polyploids are compressed
and shifted off-center due to allele 
dosage contributions from the alternate 
sub-genomes.

Axiom®のソフトウェアは、二倍

体および多倍体の遺伝子型を

正確にコールするためのアル

ゴリズムを備え、適用性の高い

クラスタリングをお届けします。

アフィメトリクスは、Aqua Gen, Center of Integrative Genomics (CIGENE), 米国農

務省、Landcatch等において、ナマズやコイ、マスなどの複雑な形質の研究や育種

改良のためのゲノムセレクションを行っている多くの水産養殖研究者とパートナー

シップを組んでいます。

 Axiom®myDesign カスタムジェノタイピングで、サケなどのような複雑なモザイ

クをもったゲノムのSNPジェノタイピングが可能に

 水産養殖の対象となる様々な種に対応できるツールを備えたデータ解析用ソフ

トウェア

“同質四倍体のゲノムをもつ大西洋サケのSNPアレイと自動で遺伝子型を同定するソフトウェアを開発す

ることは容易なことではありませんでした….　 アフィメトリクスの、他に例をみないアレイデザインの

サポートとバイオインフォマティクスの専門家が、この難関

に立ち向かうにあたり非常に大きな力となってくれました。”

アフィメトリクスのアグリゲノミクス製品の詳細は以下のページでご確認ください。
http://www.affymetrix.com/jp/products_services/arrays/specific/axiom_custom_agrigenomics.affx
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Axiom myDesign™ カスタム

ジェノタイピングアレイは、

シーケンシングデータの評価

試験、全ゲノム解析や育種のた

めのルーティンなジェノタイピ

ングなどを経済的に実施でき

ます。



Animal genotyping  
高密度な既製パネルをご用意しています

Axiom® Genome-Wide BOS 1 Bovine Genotyping Array

  

 


 

 

Bovine image courtesy of Select Sires and Frank Robinson

Axiom®  Buffalo Genotyping Array

 

 

 

Axiom® Genome-Wide Chicken Genotyping Array
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 Professor Dave Burt 
The Roslin Institute
University of Edinburgh, UK

最高密度のニワトリアレイで、ブロイラー、白色卵産卵鶏、茶色卵産卵鶏、非近

交系非市販品種における、ニワトリ品種内および品種間の変異検出を可能に

BBSRCが資金を提供しRoslin Institute、Aviagen Ltd、Hy-Line International、ア

フィメトリクスの間で行われているLINKプロジェクトを含む、BMBFが資金を提

供するドイツのSynbreedプロジェクトによって、官民連携の一環としてアレイ

をデザイン

”FTAカード上の血液から得られた結果はきわめて優れ

ており、コール率は99％以上でした”

ウシ（Bos taurus）、コブウシ（Bos indicus）、その他のウシ品種に対する最高の

ゲノムカバー率実現し、お客様のアプリケーションにさらに有用なSNPを搭載

先進的なウシ研究者10名と、アフィメトリクスの300万個の遺伝子型検証済み

ウシSNP情報データベースとのコラボレーションにより開発

ハプロタイプブロックに基づくSNP選択ストラテジーを用いたインテリジェント

なアレイ

複雑な形質の研究と育種から、種の多様性の研究と保全まで、幅広い目的に

対応できるようにデザイン

スイギュウ（B. Bubalis bubalis）の高頻度マーカーと低頻度マーカーを搭載

複数の品種をカバー（Mediterranean, Murrah, Jaffarabadi, Nili-Ravi） 

アフィメトリクスのアグリゲノミクス製品の詳細は以下のページでご確認ください。
http://www.affymetrix.com/jp/products_services/arrays/specific/axiom_custom_agrigenomics.affx
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Axiom® myDesign™ Genotyping Arrays

柔軟かつ費用効果の高いカスタムジェノタイピングアレイ

常に一貫したSNPコンテンツ

  

 常に同一のマーカーセットで一貫したジェノタイピングが可能

柔軟なフォーマット
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アレイコンテンツを最終決定後、

わずか6週間で納品

in-silicoデザインスコアを用いて、
お客様の目的とする種のジェノタイピング
を行うマーカー数を最大化 

Affymetrix®Expert Design Program
により、お客様のコンソーシアムに
適したアレイを開発

-

 
  

 

アフィメトリクスは、個人の研究者または研究コンソーシアムに手頃な価格のジェノタイピングアレイを提供します。ディスカバ

リーからスクリーニングまで多彩なアプリケーションに必要な関連コンテンツを含むアレイのデザインを、アフィメトリクスのバ

イオインフォマティクスチームがサポートします。

製造ロットごとのSNPのドロップアウトがないため、一旦デザインが決定されたアレイは、その後すべてのご注文に対し100%

同一のコンテンツでのお届けを保証

シークエンシングで発見されたSNPを、まずはスクリーニングアレイで検証することで、より有益な

SNPを選択し、その後のルーティンテストなどで使用するアレイのデザインが可能

同一のアレイ上に複数の種のマーカーの搭載が可能

目的にあわせ、1アレイあたり1,500～67万5,000個のSNPを搭載でき、経済的な価格設定で高い費用

対効果を提供

必要に応じて
SNPリストの変更

アフィメトリクスへご連絡 マーカーの選択と
SNPリストの提出

Axiom® Bioinformatics Service
によるデザイン案の作成

（約3～5日）

デザイン案の検討
最終デザインの決定

アレイの製造と納品
（初回のご注文：約6週間　
次回以降：約4週間）

お客様のマーカーに合わせたアレイをデザイン

アフィメトリクスのアグリゲノミクス製品の詳細は以下のページでご確認ください。
http://www.affymetrix.com/jp/products_services/arrays/specific/axiom_custom_agrigenomics.affx
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2倍体や多倍体の自動的なジェノタイピング  
専門家によるバイオインフォマティクスのサポートと

ユーザーフレンドリーなソフトウェアによりワークフローを合理化

 

パワフルな統計処理

 Axiom®ソフトウェアは、正確な遺伝子型の同定に必要なSNPクラスターパターンの自動的な確定のために、

FitAllo cluster prediction toolを用いた統計処理を採用

 

 

既存のシステムとの統合

 自動化にフレンドリーなオプション：コマンドラインを用いたAffymetrix® Power Tools（APT）

 

 

複数のツール

 柔軟なSNPフィルタリングおよびPLINKフォーマットへのエクスポートツール
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Si
ze

Polymorphic 
high-resolution clusters

Good cluster resolution with at least 2 
examples of the minor allele.

Contrast

No minor homozygous
high-resolution clusters

2 clusters with no examples of the 
minor allele.

Contrast

Si
ze

Off-target 
variant cluster

Reproducible yet uncharacterized variants 
caused by double deletion, sequence non-
homology, or DNA secondary structure.

Contrast

Si
ze

クラスタリングとジェノタイピングのアルゴリズムであるAxiomGT1を用いた、適応性の高いダイナミックな

クラスタリングで2倍体および多倍体の正確な遺伝子型の同定

他社のソフトウェアパッケージとシームレスに統合

32 および64ビットWindows® 7およびWindows Server 2008オペレーティングシステムと互換性あり

スキャタープロット、折れ線グラフ、ヒートマップグラフなどの可視化ツール

SNPolisher によるSNPのクラスタリングで、遺伝子型の精度の検証が可能（下図参照）

アフィメトリクスのアグリゲノミクス製品の詳細は以下のページでご確認ください。
http://www.affymetrix.com/jp/products_services/arrays/specific/axiom_custom_agrigenomics.affx
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