
3.2  検証データ
　本検証では大規模シーケンシングデータとして、NCBI Sequence 

Read Archive（以後、SRA）[８]で公開されているヒト全ゲノムシー

ケンシングデータを利用する。表１に検証データの詳細を示す。

3.1  検証概要
　本検証では Heng Li 氏らの研究 [７] を参考に NGS 解析シ

ステムを用いた場合の解析時間と解析処理コストの評価検証

を行った。Li 氏らは PSMC という解析アルゴリズムを考案し、

ヒト全ゲノムシーケンシングデータから過去の人口増加の歴史

を推定した（図４）。今回は、アライメント処理とコンセンサス配

列の抽出処理について、NGS 解析システムを用いて同様の解

析処理を実行し、評価検証を行った。

図４  Heng Li 氏らの研究概要
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分散処理フレームワークHadoopを用いた
クラウド型大規模ゲノムデータ解析サービス

1.  はじめに

個別論文

概要
　近年の次世代シーケンサー（1）の飛躍的進歩により、短時間で膨大なシーケンシングデータが得られるように

なった。しかし、膨大なシーケンシングデータを網羅的に解析するには大量のコンピュータリソースを必要とする

ため、PCサーバで実行することは困難である。そこで、当社では分散処理フレームワークApache Hadoop（以後、

Hadoop）をシーケンシング解析に適用し、Amazon Web Services（以後、AWS）などのクラウド環境で実行可

能なプラットフォーム、次世代シーケンシングデータ解析システムを開発し、サービス化を実現した。当システムは

解析フローのカスタマイズ性を考慮した設計・実装を行っているため、任意の解析ツールを容易に組み込める

仕組みを搭載している。本稿では、次世代シーケンシングデータ解析システムの特徴や主要コンポーネントを解説

するとともに、サービス化に先立って実施した「ヒト全ゲノムシーケンシングデータの解析検証実験」について

紹介する。

　昨今、「ビッグデータ」という言葉がビジネス分野全般で盛ん

に用いられるようになってきたが、ライフサイエンス分野では、

２００３年のヒト全ゲノム配列の解読完了 [1] 以降、ゲノム配列と

いう「ビッグデータ」を活用する研究が精力的に行われてきた。

その結果、ゲノム情報に基づいた医療や遺伝子（２）の発現解析と
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4. おわりに
　本稿では、クラウド環境で実行可能な次世代シーケンシング

データ解析システムについて、システム概要や主要コンポーネ

ントを紹介し、次世代シーケンサーから得られたヒト全ゲノム

シーケンシングデータを対象とした検証実験について紹介し

た。大規模ゲノムデータ解析を高頻度で行う企業や研究所にお

いては、シーケンシングデータ解析を実行する計算サーバをオ

ンプレミスで保有するほうが費用対効果は高いと考える。しか

し、大規模ゲノムデータ解析の解析頻度が低い研究者において

は、費用対効果を高める上で本システムのような仕組みを採用

することも選択肢の一つであると考える。

　今後の展開として、本システムの特徴の一つである並列分散

処理のノウハウを活用して、当社製品「EXAGE」[９] のスケール

アウト型分散ストレージである EXAGE/Storage と連携し

たデータ解析の技術開発を予定している。

　そのため、今日では研究室レベルにおいてもシーケンサーを

利用した研究が活発に行われるようになり、２００３年当時とは

比較にならないほどの膨大なシーケンシングデータが得られ

るようになった。しかし、大量のコンピュータリソースを保有、利

用できない研究室や部門では膨大なデータを網羅的に解析す

ることができないため、シーケンシングデータが未解析のまま

蓄積される場合もある。そこで上記課題に対応するために、当

社ではクラウド環境で実行可能な次世代シーケンシングデー

タ解析システム（以後、NGS 解析システム）を開発し、サービス

2.2  特徴
　NGS 解析システムの主な特徴は以下のとおりである。

(１)並列分散処理が可能

分散処理フレームワーク Hadoop を解析処理基盤として

利用し、シーケンシング解析を並列分散処理する仕組みを

2.3  利用技術の紹介
　NGS解析システムで利用する主な技術は以下のとおりである。

(１)Apache Hadoop[３]

Hadoop は Apache Software Foundation のもとで開

発されている分散処理フレームワークであり、Apache ２.０

ライセンス下で利用可能なオープンソースソフトウェアで

ある。Hadoop は Google の MapReduce[４] および

Google File System[５] の論文をもとにDoug Cutting

氏が開発した技術であり、以下の二つの主要コンポーネン

トから構成される。

● 分散フレームワーク「MapReduce」

「MapReduce」は情報の分解/抽出を行うMapperフェー

ズ、情報の集約を行うShuffleフェーズ、集約した情報

を用いて計算する Reducer フェーズで構成される。

3.  検証実験 3.3  検証環境
　本検証では表２に示すとおり、３種類の AWS 計算環境を用い

た検証を行う。制御ノード・計算ノードが利用するインスタンスタ

イプのスペックを表３に示す。

3.4  結果
　SJKとYRI の大規模シーケンシングデータに対する、３種

類の AWS 計算環境による NGS 解析システムの実行結果を

表４に示す。表４の結果から、SJKとYRI の大規模シーケンシ

ングデータに対して解析結果が算出可能であることを確認し

た。また、検証 No.２の結果において、AWSが提供する仮想マ

シン（CPU：２コア、メモリ：１７.１ GB）６０台で構成する

Hadoopクラスタを用いて解析を実行した結果、１６時間５７分

3.5  考察
　約７２GB（レコード数：約８.８億）および約２６０GB（レコード

数：約２７億）の入力データに対して、AWS上に構築したNGS

解析システムを用いて、解析処理が実行可能であることを示し

た。加えて、計算ノード数を増加することにより、全体の処理時間

が大幅に短縮可能であることを示した。以上の結果より、大規模

シーケンシングデータの解析処理に対して本システムが有効

であると考える。また、クラウド利用において、処理時間と処理

コストの間にはある程度のトレードオフが成り立つため、研究

者は研究状況や解析スタイルに合った計算環境を選択する必

要があると考える。
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2.1  概要
　NGS 解析システムは大量のコンピュータリソースを保有、

利用できない研究者を対象とした、大規模シーケンシングデー

タの解析支援を目的としたシステムである。図２に大規模シー

ケンシングデータ解析における NGS 解析システムの利用シー

ンを示す。NGS 解析システムは、次世代シーケンサーから得ら

れた膨大なシーケンシングデータを高速に解析処理し、研究者

に解析結果の迅速なフィードバックを可能にしたシステムであ

る。また、NGS 解析システムは任意の解析ツールや最新のアル

ゴリズムを解析フローにカスタム組み込みできる仕組みを搭

載しているため、研究者の目的に合った解析を実行することが

可能である。研究者は NGS 解析システムから得られた解析結

果をもとに薬効の個人差などのゲノム情報に基づいた医療や

研究に役立てることができる。

2. 次世代シーケンシングデータ解析システム

表1 検証実験で用いた大規模シーケンシングデータ

名称                      SJK                            YRI
Accession

説明

ファイル数

データサイズ
（bzip2 圧縮）

配列データ数

SRA008175 SRA000271
first Korean individual
genome sequence
 (SJK)

the genome of an African
male individual to
a sequence (YRI)

121×2

72.28GB

876,070,157

291×2

258.53GB

2,735,918,394

検証No.　　　　　　  1　　　　　　   2　　　　         3

フロントエンドサーバ
インスタンスタイプ

スモール

60

2

スモール

対象データ

制御ノード・計算ノード
インスタンスタイプ

計算ノード台数
（制御ノード除く）

計算ノード1台当たりの
プロセス数

SJK SJK YRI

ラージ

9

1

ハイメモリ
エクストララージ

ラージ

ハイメモリ
エクストララージ

16

2

表２ Amazon Web Servicesでの計算環境構成

表３ Amazon Web Servicesインスタンスタイプの仕様
インスタンス
タイプ スモール ラージ

ハイメモリ
エクストララージ

CPU
メモリ
HDD
I/O 性能

アーキテクチャ

1ECU×1仮想コア
1.7GB
160GB
標準

32ビット

2ECU×2 仮想コア
7.5GB
420GB×2
高速

64ビット

3.25ECU×2仮想コア
17.1GB
420GB
高速
64ビット

表４ 検証結果

検証No.                   1                  2                  3

対象データ

処理時間

クラウド利用料金

Average of Read depth

Coverage(≧5 depth)

SNP 個数

InDel 個数

SJK

3日19:19:09

$327

20.2

92.1%

3,190,933

344,060

SJK

16:57:13

$529

20.2

92.1%

3,190,933

344,060

YRI

6日0:28:02

$1,535

72.2

92.4%

4,238,239

588,232

シーケンサー NGS解析システム 研究者

一次解析 二次解析 高次解析

 ・アラインメント

 ・アセンブリ

・Indel/SNP
  解析 研究目的に

あった解析

シーケンサーによって、大
規模シーケンシングデー
タが出力される

NGS 解析システムでは、一次解析、二次解析、高次解析を順
次実行する。また、各解析においては、研究者の解析目的に
あったツールを利用することが可能である

研究者は解析結果をもと
に、ゲノム情報に基づいた
医療に適用する

・mRNA 解析

[NGS解析システムの解析実行から終了までのシナリオ]

# 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　解析手順

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

利用者はフロントエンドサーバにシーケンシングデータをアップロードする

利用者が解析処理を実行すると、フロントエンドサーバはクラウド上に計算サーバ起動指示を行い、計算サーバが動的に起動する

フロントエンドサーバから計算サーバにシーケンシングデータを転送する

計算サーバでシーケンシング解析を並列分散処理する

計算サーバからフロントエンドサーバに解析結果データを転送する

フロントエンドサーバがクラウド上の計算サーバ停止指示を行い、計算サーバを破棄する

利用者はフロントエンドサーバから解析結果データをダウンロードする

図３  次世代シーケンシングデータ解析システムのシステム概要
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図１  1台のシーケンサーが1日に解読可能な塩基数
　　（文献[２] p.２２６の図２を参考に作成）

図２  大規模シーケンシングデータ解析におけるNGS解析システムの利用シーン

AGCCCTGATGA

GAAGCCCTGAT

ATCGAATCGCG

CCGAAGATGCT

CTCCGAAGATG

GCCCTGATGAA

（1）次世代シーケンサー：ゲノムを構成するDNA分子の配列情報を文字列として読み出す装置
（2）遺伝子：タンパク質に翻訳される情報。ゲノム全体の約 1%が遺伝子

　次に、NGS 解析システムのシステム概要を図３に示す。NGS

解析システムはフロントエンドサーバと計算サーバから構成さ

れる。フロントエンドサーバは Web インターフェースを提供し、

利用者の要求に応じて、シーケンシングデータのアップロード、

解析処理の実行、解析結果のダウンロードを実行する。計算

サーバは複数台の計算ノードで構成され、Hadoop を分散処理

基盤として利用することでシーケンシング解析を並列分散処

理する。計算サーバの動作環境はパブリッククラウドを想定す

る。パブリッククラウドの利用には盗聴、改ざん、不正な情報ア

クセス、データの紛失などの脅威が存在する。今回当社で採用

いった新たな解析技術が誕生し、ライフサイエンス分野の発展

に大きく貢献してきた。

　また、それと並行して、シーケンシング技術が革新的な進歩

を遂げた。図１に１台のシーケンサーが１日に解読可能な塩基

数の推移を示すが、ヒト全ゲノム配列の解読完了から５年後の

２００８年には１００倍以上のシーケンシング処理性能の向上を実

現し、解析処理コストの劇的な低減を可能にした。

化を実現した。

　本稿では、NGS 解析システムの特徴と主要コンポーネント

について解説し、次世代シーケンサーから得られたヒト全ゲノ

ムシーケンシングデータを NGS 解析システムで解析した場合

の解析処理時間やクラウド利用料金を評価するための検証実

験について紹介する。

　大規模シーケンシングデータを NGS 解析システムで解析し

た場合の処理時間やクラウド利用料金を評価するために、ヒト

全ゲノムシーケンシングデータを用いた検証実験を行った。

１３秒で解析処理が完了することを確認した。検証 No.１の仮想

マシン（CPU：２コア、メモリ：７.５ GB）９台で構成した

Hadoopクラスタの結果と比較して、１.６倍の処理コストを要

したが、約８１.５%も処理時間が短縮されることを確認した。

（３）InDel/SNP 解析：遺伝子の多型を検出する解析である。薬効の個人差などは多型により生じる。
（４）mRNA 解析：遺伝子とタンパク質の橋渡しをするmRNA分子の機構を解析する手法である。

MapReduce 処理は PC の台数を増加させるとその分パ

フォーマンスが向上するというスケールアウト性を持つ。

● 分散ファイルシステム

　「Hadoop Distributed FileSystem（以後、HDFS）」

「HDFS」はデータをブロック単位に分割し、データの複

製を複数のノードに分散して格納することで高信頼性

を確保している。また HDFS は、MapReduce の実行

を想定して設計されているため、MapReduceプログ

ラムの実行環境として最も適したファイルシステムで

ある。

(２) Amazon Web Services (AWS)

AWS は米国 Amazon.com が提供するパブリッククラウ

ドサービスである。AWS の特徴を以下に示す。

● 従量課金

AWSでは、仮想マシンを利用した時間や保存したファイ

ルの容量に応じて料金を支払う、従量課金制を採用して

いる。例えば、仮想マシン（スモール）の利用料金について

は、東京リージョンで1時間当たり$０.１０ である。

● 俊敏性と瞬間的弾力性

AWS では、必要なときに必要な分の仮想マシンを短時

間で用意し、利用することができる。また、仮想マシンの

負荷が増大したときには、仮想マシン自体のスケールアッ

プ、または仮想マシンの台数の増加を容易に行うことが可

能である。

● オープンで柔軟

AWS のプラットフォームは言語やオペレーティングシス

テムに依存しない。用途にあったオペレーティングシステ

ムや言語を選択することが可能である。

● 安全 [６]

AWS は、PCI DSS レベル 1、ISO ２７００１、FISMA 

Moderate、HIPAA、SAS ７０Type II といった、業界が

認める資格と監査に合格した、安全で耐久性ある技術プ

ラットフォームである。

AWSを利用することにより、ハードウェアの購入費用など先

行投資を抑えたスモールスタートが可能であり、サービスの

規模の拡大に合わせてシステムの規模を拡大できるメリット

がある。また、API(Application Program Interface) を

利用することにより環境を即座に用意することができるこ

とから、ビジネス展開のスピードアップに繋げることも可能

である。

した AWSは物理的なセキュリティやサービスのセキュリティ、

データプライバシーにおいて高いレベルで対応が講じられてお

り、それらの脅威からセンシティブ情報であるゲノム情報を保

護することが可能である。

搭載する。これより、例えば３０億塩基長のヒトゲノムに対

し、１千万塩基ごとに領域を区切って、領域毎に

InDel/SNP 解析（３）や mRNA 解析（４）といったシーケンシ

ング解析を並列分散処理することにより、解析処理時間を

短縮することが可能である。

(２) 解析目的に合ったツールやアルゴリズムを適用可能

NGS 解析システムは解析フローのカスタマイズ性を考慮

した設計・実装を行っているため、任意の解析ツールや最

新のアルゴリズムを容易に組み込める仕組みを搭載する。

これにより、研究者が解析目的に合ったツールやアルゴリ

ズムを適用して、解析処理することが可能である。

(３)クラウド環境で実行可能

NGS 解析システムは、データの規模に応じて必要なコン

ピュータリソースをクラウド環境から調達し、解析環境を

構築する仕組みを搭載する。これにより、PC サーバでは処

理できない大規模なシーケンシングデータを数時間で解

析処理することが可能である。また、クラウドは従量課金

制を採用しているため、解析実行開始時に解析環境を構築

し、解析終了時に解析環境を破棄する操作を自動化する仕

組みを搭載し、コンピュータリソースにかかる解析コスト

の低減を図った。ゲノム解析の運用に関する特性として、解

析を実行する回数が数回程度と限られるため、この仕組み

を搭載することにより、研究者に計算環境の構築・廃棄を

意識させることなく低価格で解析処理を実行することが可

能である。
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3.2  検証データ
　本検証では大規模シーケンシングデータとして、NCBI Sequence 

Read Archive（以後、SRA）[８]で公開されているヒト全ゲノムシー

ケンシングデータを利用する。表１に検証データの詳細を示す。

3.1  検証概要
　本検証では Heng Li 氏らの研究 [７] を参考に NGS 解析シ

ステムを用いた場合の解析時間と解析処理コストの評価検証

を行った。Li 氏らは PSMC という解析アルゴリズムを考案し、

ヒト全ゲノムシーケンシングデータから過去の人口増加の歴史

を推定した（図４）。今回は、アライメント処理とコンセンサス配

列の抽出処理について、NGS 解析システムを用いて同様の解

析処理を実行し、評価検証を行った。

図４  Heng Li 氏らの研究概要
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分散処理フレームワークHadoopを用いた
クラウド型大規模ゲノムデータ解析サービス

1.  はじめに

個別論文

概要
　近年の次世代シーケンサー（1）の飛躍的進歩により、短時間で膨大なシーケンシングデータが得られるように

なった。しかし、膨大なシーケンシングデータを網羅的に解析するには大量のコンピュータリソースを必要とする

ため、PCサーバで実行することは困難である。そこで、当社では分散処理フレームワークApache Hadoop（以後、

Hadoop）をシーケンシング解析に適用し、Amazon Web Services（以後、AWS）などのクラウド環境で実行可

能なプラットフォーム、次世代シーケンシングデータ解析システムを開発し、サービス化を実現した。当システムは

解析フローのカスタマイズ性を考慮した設計・実装を行っているため、任意の解析ツールを容易に組み込める

仕組みを搭載している。本稿では、次世代シーケンシングデータ解析システムの特徴や主要コンポーネントを解説

するとともに、サービス化に先立って実施した「ヒト全ゲノムシーケンシングデータの解析検証実験」について

紹介する。

　昨今、「ビッグデータ」という言葉がビジネス分野全般で盛ん

に用いられるようになってきたが、ライフサイエンス分野では、

２００３年のヒト全ゲノム配列の解読完了 [1] 以降、ゲノム配列と

いう「ビッグデータ」を活用する研究が精力的に行われてきた。

その結果、ゲノム情報に基づいた医療や遺伝子（２）の発現解析と

沖田　弘明　　　　北橋　竜雄　　　　深川　浩志

4. おわりに
　本稿では、クラウド環境で実行可能な次世代シーケンシング

データ解析システムについて、システム概要や主要コンポーネ

ントを紹介し、次世代シーケンサーから得られたヒト全ゲノム

シーケンシングデータを対象とした検証実験について紹介し

た。大規模ゲノムデータ解析を高頻度で行う企業や研究所にお

いては、シーケンシングデータ解析を実行する計算サーバをオ

ンプレミスで保有するほうが費用対効果は高いと考える。しか

し、大規模ゲノムデータ解析の解析頻度が低い研究者において

は、費用対効果を高める上で本システムのような仕組みを採用

することも選択肢の一つであると考える。

　今後の展開として、本システムの特徴の一つである並列分散

処理のノウハウを活用して、当社製品「EXAGE」[９] のスケール

アウト型分散ストレージである EXAGE/Storage と連携し

たデータ解析の技術開発を予定している。

　そのため、今日では研究室レベルにおいてもシーケンサーを

利用した研究が活発に行われるようになり、２００３年当時とは

比較にならないほどの膨大なシーケンシングデータが得られ

るようになった。しかし、大量のコンピュータリソースを保有、利

用できない研究室や部門では膨大なデータを網羅的に解析す

ることができないため、シーケンシングデータが未解析のまま

蓄積される場合もある。そこで上記課題に対応するために、当

社ではクラウド環境で実行可能な次世代シーケンシングデー

タ解析システム（以後、NGS 解析システム）を開発し、サービス

2.2  特徴
　NGS 解析システムの主な特徴は以下のとおりである。

(１)並列分散処理が可能

分散処理フレームワーク Hadoop を解析処理基盤として

利用し、シーケンシング解析を並列分散処理する仕組みを

2.3  利用技術の紹介
　NGS解析システムで利用する主な技術は以下のとおりである。

(１)Apache Hadoop[３]

Hadoop は Apache Software Foundation のもとで開

発されている分散処理フレームワークであり、Apache ２.０

ライセンス下で利用可能なオープンソースソフトウェアで

ある。Hadoop は Google の MapReduce[４] および

Google File System[５] の論文をもとにDoug Cutting

氏が開発した技術であり、以下の二つの主要コンポーネン

トから構成される。

● 分散フレームワーク「MapReduce」

「MapReduce」は情報の分解/抽出を行うMapperフェー

ズ、情報の集約を行うShuffleフェーズ、集約した情報

を用いて計算する Reducer フェーズで構成される。

3.  検証実験 3.3  検証環境
　本検証では表２に示すとおり、３種類の AWS 計算環境を用い

た検証を行う。制御ノード・計算ノードが利用するインスタンスタ

イプのスペックを表３に示す。

3.4  結果
　SJKとYRI の大規模シーケンシングデータに対する、３種

類の AWS 計算環境による NGS 解析システムの実行結果を

表４に示す。表４の結果から、SJKとYRI の大規模シーケンシ

ングデータに対して解析結果が算出可能であることを確認し

た。また、検証 No.２の結果において、AWSが提供する仮想マ

シン（CPU：２コア、メモリ：１７.１ GB）６０台で構成する

Hadoopクラスタを用いて解析を実行した結果、１６時間５７分

3.5  考察
　約７２GB（レコード数：約８.８億）および約２６０GB（レコード

数：約２７億）の入力データに対して、AWS上に構築したNGS

解析システムを用いて、解析処理が実行可能であることを示し

た。加えて、計算ノード数を増加することにより、全体の処理時間

が大幅に短縮可能であることを示した。以上の結果より、大規模

シーケンシングデータの解析処理に対して本システムが有効

であると考える。また、クラウド利用において、処理時間と処理

コストの間にはある程度のトレードオフが成り立つため、研究

者は研究状況や解析スタイルに合った計算環境を選択する必

要があると考える。
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2.1  概要
　NGS 解析システムは大量のコンピュータリソースを保有、

利用できない研究者を対象とした、大規模シーケンシングデー

タの解析支援を目的としたシステムである。図２に大規模シー

ケンシングデータ解析における NGS 解析システムの利用シー

ンを示す。NGS 解析システムは、次世代シーケンサーから得ら

れた膨大なシーケンシングデータを高速に解析処理し、研究者

に解析結果の迅速なフィードバックを可能にしたシステムであ

る。また、NGS 解析システムは任意の解析ツールや最新のアル

ゴリズムを解析フローにカスタム組み込みできる仕組みを搭

載しているため、研究者の目的に合った解析を実行することが

可能である。研究者は NGS 解析システムから得られた解析結

果をもとに薬効の個人差などのゲノム情報に基づいた医療や

研究に役立てることができる。

2. 次世代シーケンシングデータ解析システム

表1 検証実験で用いた大規模シーケンシングデータ

名称                      SJK                            YRI
Accession

説明

ファイル数

データサイズ
（bzip2 圧縮）

配列データ数

SRA008175 SRA000271
first Korean individual
genome sequence
 (SJK)

the genome of an African
male individual to
a sequence (YRI)

121×2

72.28GB

876,070,157

291×2

258.53GB

2,735,918,394

検証No.　　　　　　  1　　　　　　   2　　　　         3

フロントエンドサーバ
インスタンスタイプ

スモール

60

2

スモール

対象データ

制御ノード・計算ノード
インスタンスタイプ

計算ノード台数
（制御ノード除く）

計算ノード1台当たりの
プロセス数

SJK SJK YRI

ラージ

9

1

ハイメモリ
エクストララージ

ラージ

ハイメモリ
エクストララージ

16

2

表２ Amazon Web Servicesでの計算環境構成

表３ Amazon Web Servicesインスタンスタイプの仕様
インスタンス
タイプ スモール ラージ

ハイメモリ
エクストララージ

CPU
メモリ
HDD
I/O 性能

アーキテクチャ

1ECU×1仮想コア
1.7GB
160GB
標準

32ビット

2ECU×2 仮想コア
7.5GB
420GB×2
高速

64ビット

3.25ECU×2仮想コア
17.1GB
420GB
高速
64ビット

表４ 検証結果

検証No.                   1                  2                  3

対象データ

処理時間

クラウド利用料金

Average of Read depth

Coverage(≧5 depth)

SNP 個数

InDel 個数

SJK

3日19:19:09

$327

20.2

92.1%

3,190,933

344,060

SJK

16:57:13

$529

20.2

92.1%

3,190,933

344,060

YRI

6日0:28:02

$1,535

72.2

92.4%

4,238,239

588,232

シーケンサー NGS解析システム 研究者

一次解析 二次解析 高次解析

 ・アラインメント

 ・アセンブリ

・Indel/SNP
  解析 研究目的に

あった解析

シーケンサーによって、大
規模シーケンシングデー
タが出力される

NGS 解析システムでは、一次解析、二次解析、高次解析を順
次実行する。また、各解析においては、研究者の解析目的に
あったツールを利用することが可能である

研究者は解析結果をもと
に、ゲノム情報に基づいた
医療に適用する

・mRNA 解析

[NGS解析システムの解析実行から終了までのシナリオ]

# 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　解析手順

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

利用者はフロントエンドサーバにシーケンシングデータをアップロードする

利用者が解析処理を実行すると、フロントエンドサーバはクラウド上に計算サーバ起動指示を行い、計算サーバが動的に起動する

フロントエンドサーバから計算サーバにシーケンシングデータを転送する

計算サーバでシーケンシング解析を並列分散処理する

計算サーバからフロントエンドサーバに解析結果データを転送する

フロントエンドサーバがクラウド上の計算サーバ停止指示を行い、計算サーバを破棄する

利用者はフロントエンドサーバから解析結果データをダウンロードする

図３  次世代シーケンシングデータ解析システムのシステム概要
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図１  1台のシーケンサーが1日に解読可能な塩基数
　　（文献[２] p.２２６の図２を参考に作成）

図２  大規模シーケンシングデータ解析におけるNGS解析システムの利用シーン

AGCCCTGATGA

GAAGCCCTGAT

ATCGAATCGCG

CCGAAGATGCT

CTCCGAAGATG

GCCCTGATGAA

（1）次世代シーケンサー：ゲノムを構成するDNA分子の配列情報を文字列として読み出す装置
（2）遺伝子：タンパク質に翻訳される情報。ゲノム全体の約 1%が遺伝子

　次に、NGS 解析システムのシステム概要を図３に示す。NGS

解析システムはフロントエンドサーバと計算サーバから構成さ

れる。フロントエンドサーバは Web インターフェースを提供し、

利用者の要求に応じて、シーケンシングデータのアップロード、

解析処理の実行、解析結果のダウンロードを実行する。計算

サーバは複数台の計算ノードで構成され、Hadoop を分散処理

基盤として利用することでシーケンシング解析を並列分散処

理する。計算サーバの動作環境はパブリッククラウドを想定す

る。パブリッククラウドの利用には盗聴、改ざん、不正な情報ア

クセス、データの紛失などの脅威が存在する。今回当社で採用

いった新たな解析技術が誕生し、ライフサイエンス分野の発展

に大きく貢献してきた。

　また、それと並行して、シーケンシング技術が革新的な進歩

を遂げた。図１に１台のシーケンサーが１日に解読可能な塩基

数の推移を示すが、ヒト全ゲノム配列の解読完了から５年後の

２００８年には１００倍以上のシーケンシング処理性能の向上を実

現し、解析処理コストの劇的な低減を可能にした。

化を実現した。

　本稿では、NGS 解析システムの特徴と主要コンポーネント

について解説し、次世代シーケンサーから得られたヒト全ゲノ

ムシーケンシングデータを NGS 解析システムで解析した場合

の解析処理時間やクラウド利用料金を評価するための検証実

験について紹介する。

　大規模シーケンシングデータを NGS 解析システムで解析し

た場合の処理時間やクラウド利用料金を評価するために、ヒト

全ゲノムシーケンシングデータを用いた検証実験を行った。

１３秒で解析処理が完了することを確認した。検証 No.１の仮想

マシン（CPU：２コア、メモリ：７.５ GB）９台で構成した

Hadoopクラスタの結果と比較して、１.６倍の処理コストを要

したが、約８１.５%も処理時間が短縮されることを確認した。

（３）InDel/SNP 解析：遺伝子の多型を検出する解析である。薬効の個人差などは多型により生じる。
（４）mRNA 解析：遺伝子とタンパク質の橋渡しをするmRNA分子の機構を解析する手法である。

MapReduce 処理は PC の台数を増加させるとその分パ

フォーマンスが向上するというスケールアウト性を持つ。

● 分散ファイルシステム

　「Hadoop Distributed FileSystem（以後、HDFS）」

「HDFS」はデータをブロック単位に分割し、データの複

製を複数のノードに分散して格納することで高信頼性

を確保している。また HDFS は、MapReduce の実行

を想定して設計されているため、MapReduceプログ

ラムの実行環境として最も適したファイルシステムで

ある。

(２) Amazon Web Services (AWS)

AWS は米国 Amazon.com が提供するパブリッククラウ

ドサービスである。AWS の特徴を以下に示す。

● 従量課金

AWSでは、仮想マシンを利用した時間や保存したファイ

ルの容量に応じて料金を支払う、従量課金制を採用して

いる。例えば、仮想マシン（スモール）の利用料金について

は、東京リージョンで1時間当たり$０.１０ である。

● 俊敏性と瞬間的弾力性

AWS では、必要なときに必要な分の仮想マシンを短時

間で用意し、利用することができる。また、仮想マシンの

負荷が増大したときには、仮想マシン自体のスケールアッ

プ、または仮想マシンの台数の増加を容易に行うことが可

能である。

● オープンで柔軟

AWS のプラットフォームは言語やオペレーティングシス

テムに依存しない。用途にあったオペレーティングシステ

ムや言語を選択することが可能である。

● 安全 [６]

AWS は、PCI DSS レベル 1、ISO ２７００１、FISMA 

Moderate、HIPAA、SAS ７０Type II といった、業界が

認める資格と監査に合格した、安全で耐久性ある技術プ

ラットフォームである。

AWSを利用することにより、ハードウェアの購入費用など先

行投資を抑えたスモールスタートが可能であり、サービスの

規模の拡大に合わせてシステムの規模を拡大できるメリット

がある。また、API(Application Program Interface) を

利用することにより環境を即座に用意することができるこ

とから、ビジネス展開のスピードアップに繋げることも可能

である。

した AWSは物理的なセキュリティやサービスのセキュリティ、

データプライバシーにおいて高いレベルで対応が講じられてお

り、それらの脅威からセンシティブ情報であるゲノム情報を保

護することが可能である。

搭載する。これより、例えば３０億塩基長のヒトゲノムに対

し、１千万塩基ごとに領域を区切って、領域毎に

InDel/SNP 解析（３）や mRNA 解析（４）といったシーケンシ

ング解析を並列分散処理することにより、解析処理時間を

短縮することが可能である。

(２) 解析目的に合ったツールやアルゴリズムを適用可能

NGS 解析システムは解析フローのカスタマイズ性を考慮

した設計・実装を行っているため、任意の解析ツールや最

新のアルゴリズムを容易に組み込める仕組みを搭載する。

これにより、研究者が解析目的に合ったツールやアルゴリ

ズムを適用して、解析処理することが可能である。

(３)クラウド環境で実行可能

NGS 解析システムは、データの規模に応じて必要なコン

ピュータリソースをクラウド環境から調達し、解析環境を

構築する仕組みを搭載する。これにより、PC サーバでは処

理できない大規模なシーケンシングデータを数時間で解

析処理することが可能である。また、クラウドは従量課金

制を採用しているため、解析実行開始時に解析環境を構築

し、解析終了時に解析環境を破棄する操作を自動化する仕

組みを搭載し、コンピュータリソースにかかる解析コスト

の低減を図った。ゲノム解析の運用に関する特性として、解

析を実行する回数が数回程度と限られるため、この仕組み

を搭載することにより、研究者に計算環境の構築・廃棄を

意識させることなく低価格で解析処理を実行することが可

能である。
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3.2  検証データ
　本検証では大規模シーケンシングデータとして、NCBI Sequence 

Read Archive（以後、SRA）[８]で公開されているヒト全ゲノムシー

ケンシングデータを利用する。表１に検証データの詳細を示す。

3.1  検証概要
　本検証では Heng Li 氏らの研究 [７] を参考に NGS 解析シ

ステムを用いた場合の解析時間と解析処理コストの評価検証

を行った。Li 氏らは PSMC という解析アルゴリズムを考案し、

ヒト全ゲノムシーケンシングデータから過去の人口増加の歴史

を推定した（図４）。今回は、アライメント処理とコンセンサス配

列の抽出処理について、NGS 解析システムを用いて同様の解

析処理を実行し、評価検証を行った。

図４  Heng Li 氏らの研究概要
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分散処理フレームワークHadoopを用いた
クラウド型大規模ゲノムデータ解析サービス

1.  はじめに

個別論文

概要
　近年の次世代シーケンサー（1）の飛躍的進歩により、短時間で膨大なシーケンシングデータが得られるように

なった。しかし、膨大なシーケンシングデータを網羅的に解析するには大量のコンピュータリソースを必要とする

ため、PCサーバで実行することは困難である。そこで、当社では分散処理フレームワークApache Hadoop（以後、

Hadoop）をシーケンシング解析に適用し、Amazon Web Services（以後、AWS）などのクラウド環境で実行可

能なプラットフォーム、次世代シーケンシングデータ解析システムを開発し、サービス化を実現した。当システムは

解析フローのカスタマイズ性を考慮した設計・実装を行っているため、任意の解析ツールを容易に組み込める

仕組みを搭載している。本稿では、次世代シーケンシングデータ解析システムの特徴や主要コンポーネントを解説

するとともに、サービス化に先立って実施した「ヒト全ゲノムシーケンシングデータの解析検証実験」について

紹介する。

　昨今、「ビッグデータ」という言葉がビジネス分野全般で盛ん

に用いられるようになってきたが、ライフサイエンス分野では、

２００３年のヒト全ゲノム配列の解読完了 [1] 以降、ゲノム配列と

いう「ビッグデータ」を活用する研究が精力的に行われてきた。

その結果、ゲノム情報に基づいた医療や遺伝子（２）の発現解析と

沖田　弘明　　　　北橋　竜雄　　　　深川　浩志

4. おわりに
　本稿では、クラウド環境で実行可能な次世代シーケンシング

データ解析システムについて、システム概要や主要コンポーネ

ントを紹介し、次世代シーケンサーから得られたヒト全ゲノム

シーケンシングデータを対象とした検証実験について紹介し

た。大規模ゲノムデータ解析を高頻度で行う企業や研究所にお

いては、シーケンシングデータ解析を実行する計算サーバをオ

ンプレミスで保有するほうが費用対効果は高いと考える。しか

し、大規模ゲノムデータ解析の解析頻度が低い研究者において

は、費用対効果を高める上で本システムのような仕組みを採用

することも選択肢の一つであると考える。

　今後の展開として、本システムの特徴の一つである並列分散

処理のノウハウを活用して、当社製品「EXAGE」[９] のスケール

アウト型分散ストレージである EXAGE/Storage と連携し

たデータ解析の技術開発を予定している。

　そのため、今日では研究室レベルにおいてもシーケンサーを

利用した研究が活発に行われるようになり、２００３年当時とは

比較にならないほどの膨大なシーケンシングデータが得られ

るようになった。しかし、大量のコンピュータリソースを保有、利

用できない研究室や部門では膨大なデータを網羅的に解析す

ることができないため、シーケンシングデータが未解析のまま

蓄積される場合もある。そこで上記課題に対応するために、当

社ではクラウド環境で実行可能な次世代シーケンシングデー

タ解析システム（以後、NGS 解析システム）を開発し、サービス

2.2  特徴
　NGS 解析システムの主な特徴は以下のとおりである。

(１)並列分散処理が可能

分散処理フレームワーク Hadoop を解析処理基盤として

利用し、シーケンシング解析を並列分散処理する仕組みを

2.3  利用技術の紹介
　NGS解析システムで利用する主な技術は以下のとおりである。

(１)Apache Hadoop[３]

Hadoop は Apache Software Foundation のもとで開

発されている分散処理フレームワークであり、Apache ２.０

ライセンス下で利用可能なオープンソースソフトウェアで

ある。Hadoop は Google の MapReduce[４] および

Google File System[５] の論文をもとにDoug Cutting

氏が開発した技術であり、以下の二つの主要コンポーネン

トから構成される。

● 分散フレームワーク「MapReduce」

「MapReduce」は情報の分解/抽出を行うMapperフェー

ズ、情報の集約を行うShuffleフェーズ、集約した情報

を用いて計算する Reducer フェーズで構成される。

3.  検証実験 3.3  検証環境
　本検証では表２に示すとおり、３種類の AWS 計算環境を用い

た検証を行う。制御ノード・計算ノードが利用するインスタンスタ

イプのスペックを表３に示す。

3.4  結果
　SJKとYRI の大規模シーケンシングデータに対する、３種

類の AWS 計算環境による NGS 解析システムの実行結果を

表４に示す。表４の結果から、SJKとYRI の大規模シーケンシ

ングデータに対して解析結果が算出可能であることを確認し

た。また、検証 No.２の結果において、AWSが提供する仮想マ

シン（CPU：２コア、メモリ：１７.１ GB）６０台で構成する

Hadoopクラスタを用いて解析を実行した結果、１６時間５７分

3.5  考察
　約７２GB（レコード数：約８.８億）および約２６０GB（レコード

数：約２７億）の入力データに対して、AWS上に構築したNGS

解析システムを用いて、解析処理が実行可能であることを示し

た。加えて、計算ノード数を増加することにより、全体の処理時間

が大幅に短縮可能であることを示した。以上の結果より、大規模

シーケンシングデータの解析処理に対して本システムが有効

であると考える。また、クラウド利用において、処理時間と処理

コストの間にはある程度のトレードオフが成り立つため、研究

者は研究状況や解析スタイルに合った計算環境を選択する必

要があると考える。
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2.1  概要
　NGS 解析システムは大量のコンピュータリソースを保有、

利用できない研究者を対象とした、大規模シーケンシングデー

タの解析支援を目的としたシステムである。図２に大規模シー

ケンシングデータ解析における NGS 解析システムの利用シー

ンを示す。NGS 解析システムは、次世代シーケンサーから得ら

れた膨大なシーケンシングデータを高速に解析処理し、研究者

に解析結果の迅速なフィードバックを可能にしたシステムであ

る。また、NGS 解析システムは任意の解析ツールや最新のアル

ゴリズムを解析フローにカスタム組み込みできる仕組みを搭

載しているため、研究者の目的に合った解析を実行することが

可能である。研究者は NGS 解析システムから得られた解析結

果をもとに薬効の個人差などのゲノム情報に基づいた医療や

研究に役立てることができる。

2. 次世代シーケンシングデータ解析システム

表1 検証実験で用いた大規模シーケンシングデータ

名称                      SJK                            YRI
Accession

説明

ファイル数

データサイズ
（bzip2 圧縮）

配列データ数

SRA008175 SRA000271
first Korean individual
genome sequence
 (SJK)

the genome of an African
male individual to
a sequence (YRI)

121×2

72.28GB

876,070,157

291×2

258.53GB

2,735,918,394

検証No.　　　　　　  1　　　　　　   2　　　　         3

フロントエンドサーバ
インスタンスタイプ

スモール

60

2

スモール

対象データ

制御ノード・計算ノード
インスタンスタイプ

計算ノード台数
（制御ノード除く）

計算ノード1台当たりの
プロセス数

SJK SJK YRI

ラージ

9

1

ハイメモリ
エクストララージ

ラージ

ハイメモリ
エクストララージ

16

2

表２ Amazon Web Servicesでの計算環境構成

表３ Amazon Web Servicesインスタンスタイプの仕様
インスタンス
タイプ スモール ラージ

ハイメモリ
エクストララージ

CPU
メモリ
HDD
I/O 性能

アーキテクチャ

1ECU×1仮想コア
1.7GB
160GB
標準

32ビット

2ECU×2 仮想コア
7.5GB
420GB×2
高速

64ビット

3.25ECU×2仮想コア
17.1GB
420GB
高速
64ビット

表４ 検証結果

検証No.                   1                  2                  3

対象データ

処理時間

クラウド利用料金

Average of Read depth

Coverage(≧5 depth)

SNP 個数

InDel 個数

SJK

3日19:19:09

$327

20.2

92.1%

3,190,933

344,060

SJK

16:57:13

$529

20.2

92.1%

3,190,933

344,060

YRI

6日0:28:02

$1,535

72.2

92.4%

4,238,239

588,232

シーケンサー NGS解析システム 研究者

一次解析 二次解析 高次解析

 ・アラインメント

 ・アセンブリ

・Indel/SNP
  解析 研究目的に

あった解析

シーケンサーによって、大
規模シーケンシングデー
タが出力される

NGS 解析システムでは、一次解析、二次解析、高次解析を順
次実行する。また、各解析においては、研究者の解析目的に
あったツールを利用することが可能である

研究者は解析結果をもと
に、ゲノム情報に基づいた
医療に適用する

・mRNA 解析

[NGS解析システムの解析実行から終了までのシナリオ]

# 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　解析手順

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

利用者はフロントエンドサーバにシーケンシングデータをアップロードする

利用者が解析処理を実行すると、フロントエンドサーバはクラウド上に計算サーバ起動指示を行い、計算サーバが動的に起動する

フロントエンドサーバから計算サーバにシーケンシングデータを転送する

計算サーバでシーケンシング解析を並列分散処理する

計算サーバからフロントエンドサーバに解析結果データを転送する

フロントエンドサーバがクラウド上の計算サーバ停止指示を行い、計算サーバを破棄する

利用者はフロントエンドサーバから解析結果データをダウンロードする

図３  次世代シーケンシングデータ解析システムのシステム概要
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図１  1台のシーケンサーが1日に解読可能な塩基数
　　（文献[２] p.２２６の図２を参考に作成）

図２  大規模シーケンシングデータ解析におけるNGS解析システムの利用シーン

AGCCCTGATGA

GAAGCCCTGAT

ATCGAATCGCG

CCGAAGATGCT

CTCCGAAGATG

GCCCTGATGAA

（1）次世代シーケンサー：ゲノムを構成するDNA分子の配列情報を文字列として読み出す装置
（2）遺伝子：タンパク質に翻訳される情報。ゲノム全体の約 1%が遺伝子

　次に、NGS 解析システムのシステム概要を図３に示す。NGS

解析システムはフロントエンドサーバと計算サーバから構成さ

れる。フロントエンドサーバは Web インターフェースを提供し、

利用者の要求に応じて、シーケンシングデータのアップロード、

解析処理の実行、解析結果のダウンロードを実行する。計算

サーバは複数台の計算ノードで構成され、Hadoop を分散処理

基盤として利用することでシーケンシング解析を並列分散処

理する。計算サーバの動作環境はパブリッククラウドを想定す

る。パブリッククラウドの利用には盗聴、改ざん、不正な情報ア

クセス、データの紛失などの脅威が存在する。今回当社で採用

いった新たな解析技術が誕生し、ライフサイエンス分野の発展

に大きく貢献してきた。

　また、それと並行して、シーケンシング技術が革新的な進歩

を遂げた。図１に１台のシーケンサーが１日に解読可能な塩基

数の推移を示すが、ヒト全ゲノム配列の解読完了から５年後の

２００８年には１００倍以上のシーケンシング処理性能の向上を実

現し、解析処理コストの劇的な低減を可能にした。

化を実現した。

　本稿では、NGS 解析システムの特徴と主要コンポーネント

について解説し、次世代シーケンサーから得られたヒト全ゲノ

ムシーケンシングデータを NGS 解析システムで解析した場合

の解析処理時間やクラウド利用料金を評価するための検証実

験について紹介する。

　大規模シーケンシングデータを NGS 解析システムで解析し

た場合の処理時間やクラウド利用料金を評価するために、ヒト

全ゲノムシーケンシングデータを用いた検証実験を行った。

１３秒で解析処理が完了することを確認した。検証 No.１の仮想

マシン（CPU：２コア、メモリ：７.５ GB）９台で構成した

Hadoopクラスタの結果と比較して、１.６倍の処理コストを要

したが、約８１.５%も処理時間が短縮されることを確認した。

（３）InDel/SNP 解析：遺伝子の多型を検出する解析である。薬効の個人差などは多型により生じる。
（４）mRNA 解析：遺伝子とタンパク質の橋渡しをするmRNA分子の機構を解析する手法である。

MapReduce 処理は PC の台数を増加させるとその分パ

フォーマンスが向上するというスケールアウト性を持つ。

● 分散ファイルシステム

　「Hadoop Distributed FileSystem（以後、HDFS）」

「HDFS」はデータをブロック単位に分割し、データの複

製を複数のノードに分散して格納することで高信頼性

を確保している。また HDFS は、MapReduce の実行

を想定して設計されているため、MapReduceプログ

ラムの実行環境として最も適したファイルシステムで

ある。

(２) Amazon Web Services (AWS)

AWS は米国 Amazon.com が提供するパブリッククラウ

ドサービスである。AWS の特徴を以下に示す。

● 従量課金

AWSでは、仮想マシンを利用した時間や保存したファイ

ルの容量に応じて料金を支払う、従量課金制を採用して

いる。例えば、仮想マシン（スモール）の利用料金について

は、東京リージョンで1時間当たり$０.１０ である。

● 俊敏性と瞬間的弾力性

AWS では、必要なときに必要な分の仮想マシンを短時

間で用意し、利用することができる。また、仮想マシンの

負荷が増大したときには、仮想マシン自体のスケールアッ

プ、または仮想マシンの台数の増加を容易に行うことが可

能である。

● オープンで柔軟

AWS のプラットフォームは言語やオペレーティングシス

テムに依存しない。用途にあったオペレーティングシステ

ムや言語を選択することが可能である。

● 安全 [６]

AWS は、PCI DSS レベル 1、ISO ２７００１、FISMA 

Moderate、HIPAA、SAS ７０Type II といった、業界が

認める資格と監査に合格した、安全で耐久性ある技術プ

ラットフォームである。

AWSを利用することにより、ハードウェアの購入費用など先

行投資を抑えたスモールスタートが可能であり、サービスの

規模の拡大に合わせてシステムの規模を拡大できるメリット

がある。また、API(Application Program Interface) を

利用することにより環境を即座に用意することができるこ

とから、ビジネス展開のスピードアップに繋げることも可能

である。

した AWSは物理的なセキュリティやサービスのセキュリティ、

データプライバシーにおいて高いレベルで対応が講じられてお

り、それらの脅威からセンシティブ情報であるゲノム情報を保

護することが可能である。

搭載する。これより、例えば３０億塩基長のヒトゲノムに対

し、１千万塩基ごとに領域を区切って、領域毎に

InDel/SNP 解析（３）や mRNA 解析（４）といったシーケンシ

ング解析を並列分散処理することにより、解析処理時間を

短縮することが可能である。

(２) 解析目的に合ったツールやアルゴリズムを適用可能

NGS 解析システムは解析フローのカスタマイズ性を考慮

した設計・実装を行っているため、任意の解析ツールや最

新のアルゴリズムを容易に組み込める仕組みを搭載する。

これにより、研究者が解析目的に合ったツールやアルゴリ

ズムを適用して、解析処理することが可能である。

(３)クラウド環境で実行可能

NGS 解析システムは、データの規模に応じて必要なコン

ピュータリソースをクラウド環境から調達し、解析環境を

構築する仕組みを搭載する。これにより、PC サーバでは処

理できない大規模なシーケンシングデータを数時間で解

析処理することが可能である。また、クラウドは従量課金

制を採用しているため、解析実行開始時に解析環境を構築

し、解析終了時に解析環境を破棄する操作を自動化する仕

組みを搭載し、コンピュータリソースにかかる解析コスト

の低減を図った。ゲノム解析の運用に関する特性として、解

析を実行する回数が数回程度と限られるため、この仕組み

を搭載することにより、研究者に計算環境の構築・廃棄を

意識させることなく低価格で解析処理を実行することが可

能である。
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3.2  検証データ
　本検証では大規模シーケンシングデータとして、NCBI Sequence 

Read Archive（以後、SRA）[８]で公開されているヒト全ゲノムシー

ケンシングデータを利用する。表１に検証データの詳細を示す。

3.1  検証概要
　本検証では Heng Li 氏らの研究 [７] を参考に NGS 解析シ

ステムを用いた場合の解析時間と解析処理コストの評価検証

を行った。Li 氏らは PSMC という解析アルゴリズムを考案し、

ヒト全ゲノムシーケンシングデータから過去の人口増加の歴史

を推定した（図４）。今回は、アライメント処理とコンセンサス配

列の抽出処理について、NGS 解析システムを用いて同様の解

析処理を実行し、評価検証を行った。

図４  Heng Li 氏らの研究概要
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分散処理フレームワークHadoopを用いた
クラウド型大規模ゲノムデータ解析サービス

1.  はじめに

個別論文

概要
　近年の次世代シーケンサー（1）の飛躍的進歩により、短時間で膨大なシーケンシングデータが得られるように

なった。しかし、膨大なシーケンシングデータを網羅的に解析するには大量のコンピュータリソースを必要とする

ため、PCサーバで実行することは困難である。そこで、当社では分散処理フレームワークApache Hadoop（以後、

Hadoop）をシーケンシング解析に適用し、Amazon Web Services（以後、AWS）などのクラウド環境で実行可

能なプラットフォーム、次世代シーケンシングデータ解析システムを開発し、サービス化を実現した。当システムは

解析フローのカスタマイズ性を考慮した設計・実装を行っているため、任意の解析ツールを容易に組み込める

仕組みを搭載している。本稿では、次世代シーケンシングデータ解析システムの特徴や主要コンポーネントを解説

するとともに、サービス化に先立って実施した「ヒト全ゲノムシーケンシングデータの解析検証実験」について

紹介する。

　昨今、「ビッグデータ」という言葉がビジネス分野全般で盛ん

に用いられるようになってきたが、ライフサイエンス分野では、

２００３年のヒト全ゲノム配列の解読完了 [1] 以降、ゲノム配列と

いう「ビッグデータ」を活用する研究が精力的に行われてきた。

その結果、ゲノム情報に基づいた医療や遺伝子（２）の発現解析と

沖田　弘明　　　　北橋　竜雄　　　　深川　浩志

4. おわりに
　本稿では、クラウド環境で実行可能な次世代シーケンシング

データ解析システムについて、システム概要や主要コンポーネ

ントを紹介し、次世代シーケンサーから得られたヒト全ゲノム

シーケンシングデータを対象とした検証実験について紹介し

た。大規模ゲノムデータ解析を高頻度で行う企業や研究所にお

いては、シーケンシングデータ解析を実行する計算サーバをオ

ンプレミスで保有するほうが費用対効果は高いと考える。しか

し、大規模ゲノムデータ解析の解析頻度が低い研究者において

は、費用対効果を高める上で本システムのような仕組みを採用

することも選択肢の一つであると考える。

　今後の展開として、本システムの特徴の一つである並列分散

処理のノウハウを活用して、当社製品「EXAGE」[９] のスケール

アウト型分散ストレージである EXAGE/Storage と連携し

たデータ解析の技術開発を予定している。

　そのため、今日では研究室レベルにおいてもシーケンサーを

利用した研究が活発に行われるようになり、２００３年当時とは

比較にならないほどの膨大なシーケンシングデータが得られ

るようになった。しかし、大量のコンピュータリソースを保有、利

用できない研究室や部門では膨大なデータを網羅的に解析す

ることができないため、シーケンシングデータが未解析のまま

蓄積される場合もある。そこで上記課題に対応するために、当

社ではクラウド環境で実行可能な次世代シーケンシングデー

タ解析システム（以後、NGS 解析システム）を開発し、サービス

2.2  特徴
　NGS 解析システムの主な特徴は以下のとおりである。

(１)並列分散処理が可能

分散処理フレームワーク Hadoop を解析処理基盤として

利用し、シーケンシング解析を並列分散処理する仕組みを

2.3  利用技術の紹介
　NGS解析システムで利用する主な技術は以下のとおりである。

(１)Apache Hadoop[３]

Hadoop は Apache Software Foundation のもとで開

発されている分散処理フレームワークであり、Apache ２.０

ライセンス下で利用可能なオープンソースソフトウェアで

ある。Hadoop は Google の MapReduce[４] および

Google File System[５] の論文をもとにDoug Cutting

氏が開発した技術であり、以下の二つの主要コンポーネン

トから構成される。

● 分散フレームワーク「MapReduce」

「MapReduce」は情報の分解/抽出を行うMapperフェー

ズ、情報の集約を行うShuffleフェーズ、集約した情報

を用いて計算する Reducer フェーズで構成される。

3.  検証実験 3.3  検証環境
　本検証では表２に示すとおり、３種類の AWS 計算環境を用い

た検証を行う。制御ノード・計算ノードが利用するインスタンスタ

イプのスペックを表３に示す。

3.4  結果
　SJKとYRI の大規模シーケンシングデータに対する、３種

類の AWS 計算環境による NGS 解析システムの実行結果を

表４に示す。表４の結果から、SJKとYRI の大規模シーケンシ

ングデータに対して解析結果が算出可能であることを確認し

た。また、検証 No.２の結果において、AWSが提供する仮想マ

シン（CPU：２コア、メモリ：１７.１ GB）６０台で構成する

Hadoopクラスタを用いて解析を実行した結果、１６時間５７分

3.5  考察
　約７２GB（レコード数：約８.８億）および約２６０GB（レコード

数：約２７億）の入力データに対して、AWS上に構築したNGS

解析システムを用いて、解析処理が実行可能であることを示し

た。加えて、計算ノード数を増加することにより、全体の処理時間

が大幅に短縮可能であることを示した。以上の結果より、大規模

シーケンシングデータの解析処理に対して本システムが有効

であると考える。また、クラウド利用において、処理時間と処理

コストの間にはある程度のトレードオフが成り立つため、研究

者は研究状況や解析スタイルに合った計算環境を選択する必

要があると考える。
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2.1  概要
　NGS 解析システムは大量のコンピュータリソースを保有、

利用できない研究者を対象とした、大規模シーケンシングデー

タの解析支援を目的としたシステムである。図２に大規模シー

ケンシングデータ解析における NGS 解析システムの利用シー

ンを示す。NGS 解析システムは、次世代シーケンサーから得ら

れた膨大なシーケンシングデータを高速に解析処理し、研究者

に解析結果の迅速なフィードバックを可能にしたシステムであ

る。また、NGS 解析システムは任意の解析ツールや最新のアル

ゴリズムを解析フローにカスタム組み込みできる仕組みを搭

載しているため、研究者の目的に合った解析を実行することが

可能である。研究者は NGS 解析システムから得られた解析結

果をもとに薬効の個人差などのゲノム情報に基づいた医療や

研究に役立てることができる。

2. 次世代シーケンシングデータ解析システム

表1 検証実験で用いた大規模シーケンシングデータ

名称                      SJK                            YRI
Accession

説明

ファイル数

データサイズ
（bzip2 圧縮）

配列データ数

SRA008175 SRA000271
first Korean individual
genome sequence
 (SJK)

the genome of an African
male individual to
a sequence (YRI)

121×2

72.28GB

876,070,157

291×2

258.53GB

2,735,918,394

検証No.　　　　　　  1　　　　　　   2　　　　         3

フロントエンドサーバ
インスタンスタイプ

スモール

60

2

スモール

対象データ

制御ノード・計算ノード
インスタンスタイプ

計算ノード台数
（制御ノード除く）

計算ノード1台当たりの
プロセス数

SJK SJK YRI

ラージ

9

1

ハイメモリ
エクストララージ

ラージ

ハイメモリ
エクストララージ

16

2

表２ Amazon Web Servicesでの計算環境構成

表３ Amazon Web Servicesインスタンスタイプの仕様
インスタンス
タイプ スモール ラージ

ハイメモリ
エクストララージ

CPU
メモリ
HDD
I/O 性能

アーキテクチャ

1ECU×1仮想コア
1.7GB
160GB
標準

32ビット

2ECU×2 仮想コア
7.5GB
420GB×2
高速

64ビット

3.25ECU×2仮想コア
17.1GB
420GB
高速
64ビット

表４ 検証結果

検証No.                   1                  2                  3

対象データ

処理時間

クラウド利用料金

Average of Read depth

Coverage(≧5 depth)

SNP 個数

InDel 個数

SJK

3日19:19:09

$327

20.2

92.1%

3,190,933

344,060

SJK

16:57:13

$529

20.2

92.1%

3,190,933

344,060

YRI

6日0:28:02

$1,535
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92.4%

4,238,239

588,232

シーケンサー NGS解析システム 研究者

一次解析 二次解析 高次解析

 ・アラインメント

 ・アセンブリ

・Indel/SNP
  解析 研究目的に

あった解析

シーケンサーによって、大
規模シーケンシングデー
タが出力される

NGS 解析システムでは、一次解析、二次解析、高次解析を順
次実行する。また、各解析においては、研究者の解析目的に
あったツールを利用することが可能である

研究者は解析結果をもと
に、ゲノム情報に基づいた
医療に適用する

・mRNA 解析

[NGS解析システムの解析実行から終了までのシナリオ]

# 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　解析手順

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

利用者はフロントエンドサーバにシーケンシングデータをアップロードする

利用者が解析処理を実行すると、フロントエンドサーバはクラウド上に計算サーバ起動指示を行い、計算サーバが動的に起動する

フロントエンドサーバから計算サーバにシーケンシングデータを転送する

計算サーバでシーケンシング解析を並列分散処理する

計算サーバからフロントエンドサーバに解析結果データを転送する

フロントエンドサーバがクラウド上の計算サーバ停止指示を行い、計算サーバを破棄する

利用者はフロントエンドサーバから解析結果データをダウンロードする

図３  次世代シーケンシングデータ解析システムのシステム概要
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図１  1台のシーケンサーが1日に解読可能な塩基数
　　（文献[２] p.２２６の図２を参考に作成）

図２  大規模シーケンシングデータ解析におけるNGS解析システムの利用シーン

AGCCCTGATGA

GAAGCCCTGAT

ATCGAATCGCG

CCGAAGATGCT

CTCCGAAGATG

GCCCTGATGAA

（1）次世代シーケンサー：ゲノムを構成するDNA分子の配列情報を文字列として読み出す装置
（2）遺伝子：タンパク質に翻訳される情報。ゲノム全体の約 1%が遺伝子

　次に、NGS 解析システムのシステム概要を図３に示す。NGS

解析システムはフロントエンドサーバと計算サーバから構成さ

れる。フロントエンドサーバは Web インターフェースを提供し、

利用者の要求に応じて、シーケンシングデータのアップロード、

解析処理の実行、解析結果のダウンロードを実行する。計算

サーバは複数台の計算ノードで構成され、Hadoop を分散処理

基盤として利用することでシーケンシング解析を並列分散処

理する。計算サーバの動作環境はパブリッククラウドを想定す

る。パブリッククラウドの利用には盗聴、改ざん、不正な情報ア

クセス、データの紛失などの脅威が存在する。今回当社で採用

いった新たな解析技術が誕生し、ライフサイエンス分野の発展

に大きく貢献してきた。

　また、それと並行して、シーケンシング技術が革新的な進歩

を遂げた。図１に１台のシーケンサーが１日に解読可能な塩基

数の推移を示すが、ヒト全ゲノム配列の解読完了から５年後の

２００８年には１００倍以上のシーケンシング処理性能の向上を実

現し、解析処理コストの劇的な低減を可能にした。

化を実現した。

　本稿では、NGS 解析システムの特徴と主要コンポーネント

について解説し、次世代シーケンサーから得られたヒト全ゲノ

ムシーケンシングデータを NGS 解析システムで解析した場合

の解析処理時間やクラウド利用料金を評価するための検証実

験について紹介する。

　大規模シーケンシングデータを NGS 解析システムで解析し

た場合の処理時間やクラウド利用料金を評価するために、ヒト

全ゲノムシーケンシングデータを用いた検証実験を行った。

１３秒で解析処理が完了することを確認した。検証 No.１の仮想

マシン（CPU：２コア、メモリ：７.５ GB）９台で構成した

Hadoopクラスタの結果と比較して、１.６倍の処理コストを要

したが、約８１.５%も処理時間が短縮されることを確認した。

（３）InDel/SNP 解析：遺伝子の多型を検出する解析である。薬効の個人差などは多型により生じる。
（４）mRNA 解析：遺伝子とタンパク質の橋渡しをするmRNA分子の機構を解析する手法である。

MapReduce 処理は PC の台数を増加させるとその分パ

フォーマンスが向上するというスケールアウト性を持つ。

● 分散ファイルシステム

　「Hadoop Distributed FileSystem（以後、HDFS）」

「HDFS」はデータをブロック単位に分割し、データの複

製を複数のノードに分散して格納することで高信頼性

を確保している。また HDFS は、MapReduce の実行

を想定して設計されているため、MapReduceプログ

ラムの実行環境として最も適したファイルシステムで

ある。

(２) Amazon Web Services (AWS)

AWS は米国 Amazon.com が提供するパブリッククラウ

ドサービスである。AWS の特徴を以下に示す。

● 従量課金

AWSでは、仮想マシンを利用した時間や保存したファイ

ルの容量に応じて料金を支払う、従量課金制を採用して

いる。例えば、仮想マシン（スモール）の利用料金について

は、東京リージョンで1時間当たり$０.１０ である。

● 俊敏性と瞬間的弾力性

AWS では、必要なときに必要な分の仮想マシンを短時

間で用意し、利用することができる。また、仮想マシンの

負荷が増大したときには、仮想マシン自体のスケールアッ

プ、または仮想マシンの台数の増加を容易に行うことが可

能である。

● オープンで柔軟

AWS のプラットフォームは言語やオペレーティングシス

テムに依存しない。用途にあったオペレーティングシステ

ムや言語を選択することが可能である。

● 安全 [６]

AWS は、PCI DSS レベル 1、ISO ２７００１、FISMA 

Moderate、HIPAA、SAS ７０Type II といった、業界が

認める資格と監査に合格した、安全で耐久性ある技術プ

ラットフォームである。

AWSを利用することにより、ハードウェアの購入費用など先

行投資を抑えたスモールスタートが可能であり、サービスの

規模の拡大に合わせてシステムの規模を拡大できるメリット

がある。また、API(Application Program Interface) を

利用することにより環境を即座に用意することができるこ

とから、ビジネス展開のスピードアップに繋げることも可能

である。

した AWSは物理的なセキュリティやサービスのセキュリティ、

データプライバシーにおいて高いレベルで対応が講じられてお

り、それらの脅威からセンシティブ情報であるゲノム情報を保

護することが可能である。

搭載する。これより、例えば３０億塩基長のヒトゲノムに対

し、１千万塩基ごとに領域を区切って、領域毎に

InDel/SNP 解析（３）や mRNA 解析（４）といったシーケンシ

ング解析を並列分散処理することにより、解析処理時間を

短縮することが可能である。

(２) 解析目的に合ったツールやアルゴリズムを適用可能

NGS 解析システムは解析フローのカスタマイズ性を考慮

した設計・実装を行っているため、任意の解析ツールや最

新のアルゴリズムを容易に組み込める仕組みを搭載する。

これにより、研究者が解析目的に合ったツールやアルゴリ

ズムを適用して、解析処理することが可能である。

(３)クラウド環境で実行可能

NGS 解析システムは、データの規模に応じて必要なコン

ピュータリソースをクラウド環境から調達し、解析環境を

構築する仕組みを搭載する。これにより、PC サーバでは処

理できない大規模なシーケンシングデータを数時間で解

析処理することが可能である。また、クラウドは従量課金

制を採用しているため、解析実行開始時に解析環境を構築

し、解析終了時に解析環境を破棄する操作を自動化する仕

組みを搭載し、コンピュータリソースにかかる解析コスト

の低減を図った。ゲノム解析の運用に関する特性として、解

析を実行する回数が数回程度と限られるため、この仕組み

を搭載することにより、研究者に計算環境の構築・廃棄を

意識させることなく低価格で解析処理を実行することが可

能である。
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3.2  検証データ
　本検証では大規模シーケンシングデータとして、NCBI Sequence 

Read Archive（以後、SRA）[８]で公開されているヒト全ゲノムシー

ケンシングデータを利用する。表１に検証データの詳細を示す。

3.1  検証概要
　本検証では Heng Li 氏らの研究 [７] を参考に NGS 解析シ

ステムを用いた場合の解析時間と解析処理コストの評価検証

を行った。Li 氏らは PSMC という解析アルゴリズムを考案し、

ヒト全ゲノムシーケンシングデータから過去の人口増加の歴史

を推定した（図４）。今回は、アライメント処理とコンセンサス配

列の抽出処理について、NGS 解析システムを用いて同様の解

析処理を実行し、評価検証を行った。

図４  Heng Li 氏らの研究概要
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分散処理フレームワークHadoopを用いた
クラウド型大規模ゲノムデータ解析サービス

1.  はじめに

個別論文

概要
　近年の次世代シーケンサー（1）の飛躍的進歩により、短時間で膨大なシーケンシングデータが得られるように

なった。しかし、膨大なシーケンシングデータを網羅的に解析するには大量のコンピュータリソースを必要とする

ため、PCサーバで実行することは困難である。そこで、当社では分散処理フレームワークApache Hadoop（以後、

Hadoop）をシーケンシング解析に適用し、Amazon Web Services（以後、AWS）などのクラウド環境で実行可

能なプラットフォーム、次世代シーケンシングデータ解析システムを開発し、サービス化を実現した。当システムは

解析フローのカスタマイズ性を考慮した設計・実装を行っているため、任意の解析ツールを容易に組み込める

仕組みを搭載している。本稿では、次世代シーケンシングデータ解析システムの特徴や主要コンポーネントを解説

するとともに、サービス化に先立って実施した「ヒト全ゲノムシーケンシングデータの解析検証実験」について

紹介する。

　昨今、「ビッグデータ」という言葉がビジネス分野全般で盛ん

に用いられるようになってきたが、ライフサイエンス分野では、

２００３年のヒト全ゲノム配列の解読完了 [1] 以降、ゲノム配列と

いう「ビッグデータ」を活用する研究が精力的に行われてきた。

その結果、ゲノム情報に基づいた医療や遺伝子（２）の発現解析と

沖田　弘明　　　　北橋　竜雄　　　　深川　浩志

4. おわりに
　本稿では、クラウド環境で実行可能な次世代シーケンシング

データ解析システムについて、システム概要や主要コンポーネ

ントを紹介し、次世代シーケンサーから得られたヒト全ゲノム

シーケンシングデータを対象とした検証実験について紹介し

た。大規模ゲノムデータ解析を高頻度で行う企業や研究所にお

いては、シーケンシングデータ解析を実行する計算サーバをオ

ンプレミスで保有するほうが費用対効果は高いと考える。しか

し、大規模ゲノムデータ解析の解析頻度が低い研究者において

は、費用対効果を高める上で本システムのような仕組みを採用

することも選択肢の一つであると考える。

　今後の展開として、本システムの特徴の一つである並列分散

処理のノウハウを活用して、当社製品「EXAGE」[９] のスケール

アウト型分散ストレージである EXAGE/Storage と連携し

たデータ解析の技術開発を予定している。

　そのため、今日では研究室レベルにおいてもシーケンサーを

利用した研究が活発に行われるようになり、２００３年当時とは

比較にならないほどの膨大なシーケンシングデータが得られ

るようになった。しかし、大量のコンピュータリソースを保有、利

用できない研究室や部門では膨大なデータを網羅的に解析す

ることができないため、シーケンシングデータが未解析のまま

蓄積される場合もある。そこで上記課題に対応するために、当

社ではクラウド環境で実行可能な次世代シーケンシングデー

タ解析システム（以後、NGS 解析システム）を開発し、サービス

2.2  特徴
　NGS 解析システムの主な特徴は以下のとおりである。

(１)並列分散処理が可能

分散処理フレームワーク Hadoop を解析処理基盤として

利用し、シーケンシング解析を並列分散処理する仕組みを

2.3  利用技術の紹介
　NGS解析システムで利用する主な技術は以下のとおりである。

(１)Apache Hadoop[３]

Hadoop は Apache Software Foundation のもとで開

発されている分散処理フレームワークであり、Apache ２.０

ライセンス下で利用可能なオープンソースソフトウェアで

ある。Hadoop は Google の MapReduce[４] および

Google File System[５] の論文をもとにDoug Cutting

氏が開発した技術であり、以下の二つの主要コンポーネン

トから構成される。

● 分散フレームワーク「MapReduce」

「MapReduce」は情報の分解/抽出を行うMapperフェー

ズ、情報の集約を行うShuffleフェーズ、集約した情報

を用いて計算する Reducer フェーズで構成される。

3.  検証実験 3.3  検証環境
　本検証では表２に示すとおり、３種類の AWS 計算環境を用い

た検証を行う。制御ノード・計算ノードが利用するインスタンスタ

イプのスペックを表３に示す。

3.4  結果
　SJKとYRI の大規模シーケンシングデータに対する、３種

類の AWS 計算環境による NGS 解析システムの実行結果を

表４に示す。表４の結果から、SJKとYRI の大規模シーケンシ

ングデータに対して解析結果が算出可能であることを確認し

た。また、検証 No.２の結果において、AWSが提供する仮想マ

シン（CPU：２コア、メモリ：１７.１ GB）６０台で構成する

Hadoopクラスタを用いて解析を実行した結果、１６時間５７分

3.5  考察
　約７２GB（レコード数：約８.８億）および約２６０GB（レコード

数：約２７億）の入力データに対して、AWS上に構築したNGS

解析システムを用いて、解析処理が実行可能であることを示し

た。加えて、計算ノード数を増加することにより、全体の処理時間

が大幅に短縮可能であることを示した。以上の結果より、大規模

シーケンシングデータの解析処理に対して本システムが有効

であると考える。また、クラウド利用において、処理時間と処理

コストの間にはある程度のトレードオフが成り立つため、研究

者は研究状況や解析スタイルに合った計算環境を選択する必

要があると考える。
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2.1  概要
　NGS 解析システムは大量のコンピュータリソースを保有、

利用できない研究者を対象とした、大規模シーケンシングデー

タの解析支援を目的としたシステムである。図２に大規模シー

ケンシングデータ解析における NGS 解析システムの利用シー

ンを示す。NGS 解析システムは、次世代シーケンサーから得ら

れた膨大なシーケンシングデータを高速に解析処理し、研究者

に解析結果の迅速なフィードバックを可能にしたシステムであ

る。また、NGS 解析システムは任意の解析ツールや最新のアル

ゴリズムを解析フローにカスタム組み込みできる仕組みを搭

載しているため、研究者の目的に合った解析を実行することが

可能である。研究者は NGS 解析システムから得られた解析結

果をもとに薬効の個人差などのゲノム情報に基づいた医療や

研究に役立てることができる。

2. 次世代シーケンシングデータ解析システム

表1 検証実験で用いた大規模シーケンシングデータ

名称                      SJK                            YRI
Accession

説明

ファイル数

データサイズ
（bzip2 圧縮）

配列データ数

SRA008175 SRA000271
first Korean individual
genome sequence
 (SJK)

the genome of an African
male individual to
a sequence (YRI)

121×2

72.28GB

876,070,157

291×2

258.53GB

2,735,918,394

検証No.　　　　　　  1　　　　　　   2　　　　         3

フロントエンドサーバ
インスタンスタイプ

スモール

60

2

スモール

対象データ

制御ノード・計算ノード
インスタンスタイプ

計算ノード台数
（制御ノード除く）

計算ノード1台当たりの
プロセス数

SJK SJK YRI

ラージ

9

1

ハイメモリ
エクストララージ

ラージ

ハイメモリ
エクストララージ

16

2

表２ Amazon Web Servicesでの計算環境構成

表３ Amazon Web Servicesインスタンスタイプの仕様
インスタンス
タイプ スモール ラージ

ハイメモリ
エクストララージ

CPU
メモリ
HDD
I/O 性能

アーキテクチャ

1ECU×1仮想コア
1.7GB
160GB
標準

32ビット

2ECU×2 仮想コア
7.5GB
420GB×2
高速

64ビット

3.25ECU×2仮想コア
17.1GB
420GB
高速
64ビット

表４ 検証結果

検証No.                   1                  2                  3

対象データ

処理時間

クラウド利用料金

Average of Read depth

Coverage(≧5 depth)

SNP 個数

InDel 個数

SJK

3日19:19:09

$327

20.2

92.1%

3,190,933

344,060

SJK

16:57:13

$529

20.2

92.1%

3,190,933

344,060

YRI

6日0:28:02

$1,535

72.2

92.4%

4,238,239

588,232

シーケンサー NGS解析システム 研究者

一次解析 二次解析 高次解析

 ・アラインメント

 ・アセンブリ

・Indel/SNP
  解析 研究目的に

あった解析

シーケンサーによって、大
規模シーケンシングデー
タが出力される

NGS 解析システムでは、一次解析、二次解析、高次解析を順
次実行する。また、各解析においては、研究者の解析目的に
あったツールを利用することが可能である

研究者は解析結果をもと
に、ゲノム情報に基づいた
医療に適用する

・mRNA 解析

[NGS解析システムの解析実行から終了までのシナリオ]

# 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　解析手順

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

利用者はフロントエンドサーバにシーケンシングデータをアップロードする

利用者が解析処理を実行すると、フロントエンドサーバはクラウド上に計算サーバ起動指示を行い、計算サーバが動的に起動する

フロントエンドサーバから計算サーバにシーケンシングデータを転送する

計算サーバでシーケンシング解析を並列分散処理する

計算サーバからフロントエンドサーバに解析結果データを転送する

フロントエンドサーバがクラウド上の計算サーバ停止指示を行い、計算サーバを破棄する

利用者はフロントエンドサーバから解析結果データをダウンロードする

図３  次世代シーケンシングデータ解析システムのシステム概要
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図１  1台のシーケンサーが1日に解読可能な塩基数
　　（文献[２] p.２２６の図２を参考に作成）

図２  大規模シーケンシングデータ解析におけるNGS解析システムの利用シーン

AGCCCTGATGA

GAAGCCCTGAT

ATCGAATCGCG

CCGAAGATGCT

CTCCGAAGATG

GCCCTGATGAA

（1）次世代シーケンサー：ゲノムを構成するDNA分子の配列情報を文字列として読み出す装置
（2）遺伝子：タンパク質に翻訳される情報。ゲノム全体の約 1%が遺伝子

　次に、NGS 解析システムのシステム概要を図３に示す。NGS

解析システムはフロントエンドサーバと計算サーバから構成さ

れる。フロントエンドサーバは Web インターフェースを提供し、

利用者の要求に応じて、シーケンシングデータのアップロード、

解析処理の実行、解析結果のダウンロードを実行する。計算

サーバは複数台の計算ノードで構成され、Hadoop を分散処理

基盤として利用することでシーケンシング解析を並列分散処

理する。計算サーバの動作環境はパブリッククラウドを想定す

る。パブリッククラウドの利用には盗聴、改ざん、不正な情報ア

クセス、データの紛失などの脅威が存在する。今回当社で採用

いった新たな解析技術が誕生し、ライフサイエンス分野の発展

に大きく貢献してきた。

　また、それと並行して、シーケンシング技術が革新的な進歩

を遂げた。図１に１台のシーケンサーが１日に解読可能な塩基

数の推移を示すが、ヒト全ゲノム配列の解読完了から５年後の

２００８年には１００倍以上のシーケンシング処理性能の向上を実

現し、解析処理コストの劇的な低減を可能にした。

化を実現した。

　本稿では、NGS 解析システムの特徴と主要コンポーネント

について解説し、次世代シーケンサーから得られたヒト全ゲノ

ムシーケンシングデータを NGS 解析システムで解析した場合

の解析処理時間やクラウド利用料金を評価するための検証実

験について紹介する。

　大規模シーケンシングデータを NGS 解析システムで解析し

た場合の処理時間やクラウド利用料金を評価するために、ヒト

全ゲノムシーケンシングデータを用いた検証実験を行った。

１３秒で解析処理が完了することを確認した。検証 No.１の仮想

マシン（CPU：２コア、メモリ：７.５ GB）９台で構成した

Hadoopクラスタの結果と比較して、１.６倍の処理コストを要

したが、約８１.５%も処理時間が短縮されることを確認した。

（３）InDel/SNP 解析：遺伝子の多型を検出する解析である。薬効の個人差などは多型により生じる。
（４）mRNA 解析：遺伝子とタンパク質の橋渡しをするmRNA分子の機構を解析する手法である。

MapReduce 処理は PC の台数を増加させるとその分パ

フォーマンスが向上するというスケールアウト性を持つ。

● 分散ファイルシステム

　「Hadoop Distributed FileSystem（以後、HDFS）」

「HDFS」はデータをブロック単位に分割し、データの複

製を複数のノードに分散して格納することで高信頼性

を確保している。また HDFS は、MapReduce の実行

を想定して設計されているため、MapReduceプログ

ラムの実行環境として最も適したファイルシステムで

ある。

(２) Amazon Web Services (AWS)

AWS は米国 Amazon.com が提供するパブリッククラウ

ドサービスである。AWS の特徴を以下に示す。

● 従量課金

AWSでは、仮想マシンを利用した時間や保存したファイ

ルの容量に応じて料金を支払う、従量課金制を採用して

いる。例えば、仮想マシン（スモール）の利用料金について

は、東京リージョンで1時間当たり$０.１０ である。

● 俊敏性と瞬間的弾力性

AWS では、必要なときに必要な分の仮想マシンを短時

間で用意し、利用することができる。また、仮想マシンの

負荷が増大したときには、仮想マシン自体のスケールアッ

プ、または仮想マシンの台数の増加を容易に行うことが可

能である。

● オープンで柔軟

AWS のプラットフォームは言語やオペレーティングシス

テムに依存しない。用途にあったオペレーティングシステ

ムや言語を選択することが可能である。

● 安全 [６]

AWS は、PCI DSS レベル 1、ISO ２７００１、FISMA 

Moderate、HIPAA、SAS ７０Type II といった、業界が

認める資格と監査に合格した、安全で耐久性ある技術プ

ラットフォームである。

AWSを利用することにより、ハードウェアの購入費用など先

行投資を抑えたスモールスタートが可能であり、サービスの

規模の拡大に合わせてシステムの規模を拡大できるメリット

がある。また、API(Application Program Interface) を

利用することにより環境を即座に用意することができるこ

とから、ビジネス展開のスピードアップに繋げることも可能

である。

した AWSは物理的なセキュリティやサービスのセキュリティ、

データプライバシーにおいて高いレベルで対応が講じられてお

り、それらの脅威からセンシティブ情報であるゲノム情報を保

護することが可能である。

搭載する。これより、例えば３０億塩基長のヒトゲノムに対

し、１千万塩基ごとに領域を区切って、領域毎に

InDel/SNP 解析（３）や mRNA 解析（４）といったシーケンシ

ング解析を並列分散処理することにより、解析処理時間を

短縮することが可能である。

(２) 解析目的に合ったツールやアルゴリズムを適用可能

NGS 解析システムは解析フローのカスタマイズ性を考慮

した設計・実装を行っているため、任意の解析ツールや最

新のアルゴリズムを容易に組み込める仕組みを搭載する。

これにより、研究者が解析目的に合ったツールやアルゴリ

ズムを適用して、解析処理することが可能である。

(３)クラウド環境で実行可能

NGS 解析システムは、データの規模に応じて必要なコン

ピュータリソースをクラウド環境から調達し、解析環境を

構築する仕組みを搭載する。これにより、PC サーバでは処

理できない大規模なシーケンシングデータを数時間で解

析処理することが可能である。また、クラウドは従量課金

制を採用しているため、解析実行開始時に解析環境を構築

し、解析終了時に解析環境を破棄する操作を自動化する仕

組みを搭載し、コンピュータリソースにかかる解析コスト

の低減を図った。ゲノム解析の運用に関する特性として、解

析を実行する回数が数回程度と限られるため、この仕組み

を搭載することにより、研究者に計算環境の構築・廃棄を

意識させることなく低価格で解析処理を実行することが可

能である。
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3.2  検証データ
　本検証では大規模シーケンシングデータとして、NCBI Sequence 

Read Archive（以後、SRA）[８]で公開されているヒト全ゲノムシー

ケンシングデータを利用する。表１に検証データの詳細を示す。

3.1  検証概要
　本検証では Heng Li 氏らの研究 [７] を参考に NGS 解析シ

ステムを用いた場合の解析時間と解析処理コストの評価検証

を行った。Li 氏らは PSMC という解析アルゴリズムを考案し、

ヒト全ゲノムシーケンシングデータから過去の人口増加の歴史

を推定した（図４）。今回は、アライメント処理とコンセンサス配

列の抽出処理について、NGS 解析システムを用いて同様の解

析処理を実行し、評価検証を行った。

図４  Heng Li 氏らの研究概要
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分散処理フレームワークHadoopを用いた
クラウド型大規模ゲノムデータ解析サービス

1.  はじめに

個別論文

概要
　近年の次世代シーケンサー（1）の飛躍的進歩により、短時間で膨大なシーケンシングデータが得られるように

なった。しかし、膨大なシーケンシングデータを網羅的に解析するには大量のコンピュータリソースを必要とする

ため、PCサーバで実行することは困難である。そこで、当社では分散処理フレームワークApache Hadoop（以後、

Hadoop）をシーケンシング解析に適用し、Amazon Web Services（以後、AWS）などのクラウド環境で実行可

能なプラットフォーム、次世代シーケンシングデータ解析システムを開発し、サービス化を実現した。当システムは

解析フローのカスタマイズ性を考慮した設計・実装を行っているため、任意の解析ツールを容易に組み込める

仕組みを搭載している。本稿では、次世代シーケンシングデータ解析システムの特徴や主要コンポーネントを解説

するとともに、サービス化に先立って実施した「ヒト全ゲノムシーケンシングデータの解析検証実験」について

紹介する。

　昨今、「ビッグデータ」という言葉がビジネス分野全般で盛ん

に用いられるようになってきたが、ライフサイエンス分野では、

２００３年のヒト全ゲノム配列の解読完了 [1] 以降、ゲノム配列と

いう「ビッグデータ」を活用する研究が精力的に行われてきた。

その結果、ゲノム情報に基づいた医療や遺伝子（２）の発現解析と

沖田　弘明　　　　北橋　竜雄　　　　深川　浩志

4. おわりに
　本稿では、クラウド環境で実行可能な次世代シーケンシング

データ解析システムについて、システム概要や主要コンポーネ

ントを紹介し、次世代シーケンサーから得られたヒト全ゲノム

シーケンシングデータを対象とした検証実験について紹介し

た。大規模ゲノムデータ解析を高頻度で行う企業や研究所にお

いては、シーケンシングデータ解析を実行する計算サーバをオ

ンプレミスで保有するほうが費用対効果は高いと考える。しか

し、大規模ゲノムデータ解析の解析頻度が低い研究者において

は、費用対効果を高める上で本システムのような仕組みを採用

することも選択肢の一つであると考える。

　今後の展開として、本システムの特徴の一つである並列分散

処理のノウハウを活用して、当社製品「EXAGE」[９] のスケール

アウト型分散ストレージである EXAGE/Storage と連携し

たデータ解析の技術開発を予定している。

　そのため、今日では研究室レベルにおいてもシーケンサーを

利用した研究が活発に行われるようになり、２００３年当時とは

比較にならないほどの膨大なシーケンシングデータが得られ

るようになった。しかし、大量のコンピュータリソースを保有、利

用できない研究室や部門では膨大なデータを網羅的に解析す

ることができないため、シーケンシングデータが未解析のまま

蓄積される場合もある。そこで上記課題に対応するために、当

社ではクラウド環境で実行可能な次世代シーケンシングデー

タ解析システム（以後、NGS 解析システム）を開発し、サービス

2.2  特徴
　NGS 解析システムの主な特徴は以下のとおりである。

(１)並列分散処理が可能

分散処理フレームワーク Hadoop を解析処理基盤として

利用し、シーケンシング解析を並列分散処理する仕組みを

2.3  利用技術の紹介
　NGS解析システムで利用する主な技術は以下のとおりである。

(１)Apache Hadoop[３]

Hadoop は Apache Software Foundation のもとで開

発されている分散処理フレームワークであり、Apache ２.０

ライセンス下で利用可能なオープンソースソフトウェアで

ある。Hadoop は Google の MapReduce[４] および

Google File System[５] の論文をもとにDoug Cutting

氏が開発した技術であり、以下の二つの主要コンポーネン

トから構成される。

● 分散フレームワーク「MapReduce」

「MapReduce」は情報の分解/抽出を行うMapperフェー

ズ、情報の集約を行うShuffleフェーズ、集約した情報

を用いて計算する Reducer フェーズで構成される。

3.  検証実験 3.3  検証環境
　本検証では表２に示すとおり、３種類の AWS 計算環境を用い

た検証を行う。制御ノード・計算ノードが利用するインスタンスタ

イプのスペックを表３に示す。

3.4  結果
　SJKとYRI の大規模シーケンシングデータに対する、３種

類の AWS 計算環境による NGS 解析システムの実行結果を

表４に示す。表４の結果から、SJKとYRI の大規模シーケンシ

ングデータに対して解析結果が算出可能であることを確認し

た。また、検証 No.２の結果において、AWSが提供する仮想マ

シン（CPU：２コア、メモリ：１７.１ GB）６０台で構成する

Hadoopクラスタを用いて解析を実行した結果、１６時間５７分

3.5  考察
　約７２GB（レコード数：約８.８億）および約２６０GB（レコード

数：約２７億）の入力データに対して、AWS上に構築したNGS

解析システムを用いて、解析処理が実行可能であることを示し

た。加えて、計算ノード数を増加することにより、全体の処理時間

が大幅に短縮可能であることを示した。以上の結果より、大規模

シーケンシングデータの解析処理に対して本システムが有効

であると考える。また、クラウド利用において、処理時間と処理

コストの間にはある程度のトレードオフが成り立つため、研究

者は研究状況や解析スタイルに合った計算環境を選択する必

要があると考える。

FUKAGAWA Hiroshi

深川　浩志

● 先端技術研究所　研究開発部
● 大規模データ解析技術の研究開発に従事
● 日本分子生物学会、日本バイオインフォマティクス学会各会員

KITAHASHI Tatsuo

北橋　竜雄

● 先端技術研究所　研究開発部
● 大規模データ解析技術の研究開発に従事

OKIDA Hiroaki

沖田　弘明

● 先端技術研究所　研究開発部
● 大規模データ解析技術の研究開発に従事

2.1  概要
　NGS 解析システムは大量のコンピュータリソースを保有、

利用できない研究者を対象とした、大規模シーケンシングデー

タの解析支援を目的としたシステムである。図２に大規模シー

ケンシングデータ解析における NGS 解析システムの利用シー

ンを示す。NGS 解析システムは、次世代シーケンサーから得ら

れた膨大なシーケンシングデータを高速に解析処理し、研究者

に解析結果の迅速なフィードバックを可能にしたシステムであ

る。また、NGS 解析システムは任意の解析ツールや最新のアル

ゴリズムを解析フローにカスタム組み込みできる仕組みを搭

載しているため、研究者の目的に合った解析を実行することが

可能である。研究者は NGS 解析システムから得られた解析結

果をもとに薬効の個人差などのゲノム情報に基づいた医療や

研究に役立てることができる。

2. 次世代シーケンシングデータ解析システム

表1 検証実験で用いた大規模シーケンシングデータ

名称                      SJK                            YRI
Accession

説明

ファイル数

データサイズ
（bzip2 圧縮）

配列データ数

SRA008175 SRA000271
first Korean individual
genome sequence
 (SJK)

the genome of an African
male individual to
a sequence (YRI)

121×2

72.28GB

876,070,157

291×2

258.53GB

2,735,918,394

検証No.　　　　　　  1　　　　　　   2　　　　         3

フロントエンドサーバ
インスタンスタイプ

スモール

60

2

スモール

対象データ

制御ノード・計算ノード
インスタンスタイプ

計算ノード台数
（制御ノード除く）

計算ノード1台当たりの
プロセス数

SJK SJK YRI

ラージ

9

1

ハイメモリ
エクストララージ

ラージ

ハイメモリ
エクストララージ

16

2

表２ Amazon Web Servicesでの計算環境構成

表３ Amazon Web Servicesインスタンスタイプの仕様
インスタンス
タイプ スモール ラージ

ハイメモリ
エクストララージ

CPU
メモリ
HDD
I/O 性能

アーキテクチャ

1ECU×1仮想コア
1.7GB
160GB
標準

32ビット

2ECU×2 仮想コア
7.5GB
420GB×2
高速

64ビット

3.25ECU×2仮想コア
17.1GB
420GB
高速
64ビット

表４ 検証結果

検証No.                   1                  2                  3

対象データ

処理時間

クラウド利用料金

Average of Read depth

Coverage(≧5 depth)

SNP 個数

InDel 個数

SJK

3日19:19:09

$327

20.2

92.1%

3,190,933

344,060

SJK

16:57:13

$529

20.2

92.1%

3,190,933

344,060

YRI

6日0:28:02

$1,535

72.2

92.4%

4,238,239

588,232

シーケンサー NGS解析システム 研究者

一次解析 二次解析 高次解析

 ・アラインメント

 ・アセンブリ

・Indel/SNP
  解析 研究目的に

あった解析

シーケンサーによって、大
規模シーケンシングデー
タが出力される

NGS 解析システムでは、一次解析、二次解析、高次解析を順
次実行する。また、各解析においては、研究者の解析目的に
あったツールを利用することが可能である

研究者は解析結果をもと
に、ゲノム情報に基づいた
医療に適用する

・mRNA 解析

[NGS解析システムの解析実行から終了までのシナリオ]

# 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　解析手順

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

利用者はフロントエンドサーバにシーケンシングデータをアップロードする

利用者が解析処理を実行すると、フロントエンドサーバはクラウド上に計算サーバ起動指示を行い、計算サーバが動的に起動する

フロントエンドサーバから計算サーバにシーケンシングデータを転送する

計算サーバでシーケンシング解析を並列分散処理する

計算サーバからフロントエンドサーバに解析結果データを転送する

フロントエンドサーバがクラウド上の計算サーバ停止指示を行い、計算サーバを破棄する

利用者はフロントエンドサーバから解析結果データをダウンロードする

図３  次世代シーケンシングデータ解析システムのシステム概要
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図１  1台のシーケンサーが1日に解読可能な塩基数
　　（文献[２] p.２２６の図２を参考に作成）

図２  大規模シーケンシングデータ解析におけるNGS解析システムの利用シーン

AGCCCTGATGA

GAAGCCCTGAT

ATCGAATCGCG

CCGAAGATGCT

CTCCGAAGATG

GCCCTGATGAA

（1）次世代シーケンサー：ゲノムを構成するDNA分子の配列情報を文字列として読み出す装置
（2）遺伝子：タンパク質に翻訳される情報。ゲノム全体の約 1%が遺伝子

　次に、NGS 解析システムのシステム概要を図３に示す。NGS

解析システムはフロントエンドサーバと計算サーバから構成さ

れる。フロントエンドサーバは Web インターフェースを提供し、

利用者の要求に応じて、シーケンシングデータのアップロード、

解析処理の実行、解析結果のダウンロードを実行する。計算

サーバは複数台の計算ノードで構成され、Hadoop を分散処理

基盤として利用することでシーケンシング解析を並列分散処

理する。計算サーバの動作環境はパブリッククラウドを想定す

る。パブリッククラウドの利用には盗聴、改ざん、不正な情報ア

クセス、データの紛失などの脅威が存在する。今回当社で採用

いった新たな解析技術が誕生し、ライフサイエンス分野の発展

に大きく貢献してきた。

　また、それと並行して、シーケンシング技術が革新的な進歩

を遂げた。図１に１台のシーケンサーが１日に解読可能な塩基

数の推移を示すが、ヒト全ゲノム配列の解読完了から５年後の

２００８年には１００倍以上のシーケンシング処理性能の向上を実

現し、解析処理コストの劇的な低減を可能にした。

化を実現した。

　本稿では、NGS 解析システムの特徴と主要コンポーネント

について解説し、次世代シーケンサーから得られたヒト全ゲノ

ムシーケンシングデータを NGS 解析システムで解析した場合

の解析処理時間やクラウド利用料金を評価するための検証実

験について紹介する。

　大規模シーケンシングデータを NGS 解析システムで解析し

た場合の処理時間やクラウド利用料金を評価するために、ヒト

全ゲノムシーケンシングデータを用いた検証実験を行った。

１３秒で解析処理が完了することを確認した。検証 No.１の仮想

マシン（CPU：２コア、メモリ：７.５ GB）９台で構成した

Hadoopクラスタの結果と比較して、１.６倍の処理コストを要

したが、約８１.５%も処理時間が短縮されることを確認した。

（３）InDel/SNP 解析：遺伝子の多型を検出する解析である。薬効の個人差などは多型により生じる。
（４）mRNA 解析：遺伝子とタンパク質の橋渡しをするmRNA分子の機構を解析する手法である。

MapReduce 処理は PC の台数を増加させるとその分パ

フォーマンスが向上するというスケールアウト性を持つ。

● 分散ファイルシステム

　「Hadoop Distributed FileSystem（以後、HDFS）」

「HDFS」はデータをブロック単位に分割し、データの複

製を複数のノードに分散して格納することで高信頼性

を確保している。また HDFS は、MapReduce の実行

を想定して設計されているため、MapReduceプログ

ラムの実行環境として最も適したファイルシステムで

ある。

(２) Amazon Web Services (AWS)

AWS は米国 Amazon.com が提供するパブリッククラウ

ドサービスである。AWS の特徴を以下に示す。

● 従量課金

AWSでは、仮想マシンを利用した時間や保存したファイ

ルの容量に応じて料金を支払う、従量課金制を採用して

いる。例えば、仮想マシン（スモール）の利用料金について

は、東京リージョンで1時間当たり$０.１０ である。

● 俊敏性と瞬間的弾力性

AWS では、必要なときに必要な分の仮想マシンを短時

間で用意し、利用することができる。また、仮想マシンの

負荷が増大したときには、仮想マシン自体のスケールアッ

プ、または仮想マシンの台数の増加を容易に行うことが可

能である。

● オープンで柔軟

AWS のプラットフォームは言語やオペレーティングシス

テムに依存しない。用途にあったオペレーティングシステ

ムや言語を選択することが可能である。

● 安全 [６]

AWS は、PCI DSS レベル 1、ISO ２７００１、FISMA 

Moderate、HIPAA、SAS ７０Type II といった、業界が

認める資格と監査に合格した、安全で耐久性ある技術プ

ラットフォームである。

AWSを利用することにより、ハードウェアの購入費用など先

行投資を抑えたスモールスタートが可能であり、サービスの

規模の拡大に合わせてシステムの規模を拡大できるメリット

がある。また、API(Application Program Interface) を

利用することにより環境を即座に用意することができるこ

とから、ビジネス展開のスピードアップに繋げることも可能

である。

した AWSは物理的なセキュリティやサービスのセキュリティ、

データプライバシーにおいて高いレベルで対応が講じられてお

り、それらの脅威からセンシティブ情報であるゲノム情報を保

護することが可能である。

搭載する。これより、例えば３０億塩基長のヒトゲノムに対

し、１千万塩基ごとに領域を区切って、領域毎に

InDel/SNP 解析（３）や mRNA 解析（４）といったシーケンシ

ング解析を並列分散処理することにより、解析処理時間を

短縮することが可能である。

(２) 解析目的に合ったツールやアルゴリズムを適用可能

NGS 解析システムは解析フローのカスタマイズ性を考慮

した設計・実装を行っているため、任意の解析ツールや最

新のアルゴリズムを容易に組み込める仕組みを搭載する。

これにより、研究者が解析目的に合ったツールやアルゴリ

ズムを適用して、解析処理することが可能である。

(３)クラウド環境で実行可能

NGS 解析システムは、データの規模に応じて必要なコン

ピュータリソースをクラウド環境から調達し、解析環境を

構築する仕組みを搭載する。これにより、PC サーバでは処

理できない大規模なシーケンシングデータを数時間で解

析処理することが可能である。また、クラウドは従量課金

制を採用しているため、解析実行開始時に解析環境を構築

し、解析終了時に解析環境を破棄する操作を自動化する仕

組みを搭載し、コンピュータリソースにかかる解析コスト

の低減を図った。ゲノム解析の運用に関する特性として、解

析を実行する回数が数回程度と限られるため、この仕組み

を搭載することにより、研究者に計算環境の構築・廃棄を

意識させることなく低価格で解析処理を実行することが可

能である。
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