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次世代シーケンサを用いたゲノム情報解析
のためのITインフラ

上田　宏生

概要
　近年の技術の発展により、次世代シーケンサを用いてがんのゲノムを網羅的に解析し、がんの原因を特定する
研究が進んでいる。これまでの生物学 /医学の研究と異なり大量のデータ処理が問題になっており、この問題
を解決することで医療の進展に大きく貢献できる。当社の顧客先の東京大学先端科学技術研究センター油谷
研究室では、次世代シーケンサから産出されるテラバイトオーダーのデータに対して、大規模計算システムを
用いて処理するための基盤技術を開発して運用しており、これまでに約 3,600 検体のがんゲノムの解析に使用
されている。その成果の一部を紹介する。

  1.  はじめに
  当社では１９９０年代からバイオ分野向けに IT に取り組んでき

た歴史があり、Hadoop[1] を用いてゲノムデータを解析する

システムの開発も行ってきた [２]。著者は、東京大学先端科

学技術センター油谷研究室で協力研究員としてがん研究のた

めのシステム開発に従事している。がんは日本人の２人に 1人

が罹患する疾患であるが、一つの病気ではなく１００種類以上

のタイプのがんが分類されている。ゲノム上に様々な変異が蓄

積されて発がんに至ることから、患者ごとに変異のプロファイ

ルを作成することで、分子標的薬などを用いた個別化医療を

行い、これまでより有効な治療法が確立されるものと期待さ

れている。今日、次世代シーケンサ［脚注 1］の技術進展は目

覚ましく、がん細胞のゲノムに生じた体細胞変異を網羅的に検

出することが可能になってきた。様々ながん種ごとに、原因遺

伝子を特定するための大規模な研究［脚注２］がなされてお

り、がんの変異についての全容が明らかにされつつある。また、

シーケンス解析結果を医療現場に迅速にフィードバックする取

り組みが先進各国で開始されている状況である。がん治療や

医学研究に、情報企業の立場で貢献したいと考えている。

  2.  次世代シーケンサについて
　２０００年にヒトゲノム計画が最初のヒトゲノムドラフト［脚注３］

を発表したが、その国際プロジェクトに投じられた費用はおよ

そ２７００億円であった。２１世紀に入り、次世代シーケンサが登

場し、２０１４年現在、ヒトゲノム約３０億塩基対を解析するコスト

は１５万円程度まで安価になった。単純に比較できない部分も

あるが、同様の配列データが１００万分の1以下のコストと1週間

程度の時間で解析できるようになった訳である。また、次世代

シーケンサの特徴として、実験的なアプリケーションを変更す

ることにより幅広い解析対象に対して応用が可能な点が挙げ

られる。アプリケーションの例として、DNA を解読するゲノム

解析、遺伝子の発現状態をプロファイルする RNA 解析（トラ

ンスクリプトーム）、DNA の塩基情報を変えることなく遺伝

子の働きを調整する、いわゆる、エピゲノムの解析などがある。

（図１）この内、DNAのゲノム解読は研究で使われるのみでなく、

臨床現場での使用（クリニカルシーケンス）も拡がりつつある。

それに対して、遺伝子発現、エピゲノムの解析は研究現場での

使用が多い。研究室ではこれら複数のアプリケーションに柔軟

に対応できるシステムの構築が求められる。



83

第15号

2015個別論文

個
別
論
文

幅広い次世代シーケンサのアプリケーション

がんゲノム解析 エピゲノム解析

体細胞変異 トランスクリプトーム解析 細胞分化／疾患関連
エピゲノム変化

ゲノム構造異常 核内構造解析

解析対象

点突然変異
コピー数変異

ホモ欠失
遺伝子増幅

挿入／欠失／逆位
転座

融合遺伝子
異常転写物

スプライスバリアント
lincRNA
新規転写物

メチル化解析
転写因子解析
クロマチン解析

解析手法

Whole genome seq.
Exome-seq

Amplicon-seq
RNA-seq, RIP-seq

ChIP-seq, FAIRE-seq
MeDIP-seq

Whole genome bisulfite seq
ChIA-PET, HiC-seq, 3c-seq

図１  幅広い次世代シーケンサの応用範囲

  3.  システム開発の目的
　次世代シーケンサデータ解析の問題点として、産出される

データ量が膨大で解析に非常に時間がかかることが挙げられる。

先端研ゲノムサイエンス研究室には４台のイルミナ社 Hiseq シー

ケンサが導入されている。これらは、週当たりおよそ１テラ塩基

（１０～１２人分のゲノム解析能力）のシーケンスリード［脚注４］

を産出し、今日、ビックデータとよばれるサイズのデータ解析

が必要になる。 次世代シーケンサのデータサイズの急激な膨

張はムーアの法則［脚注５］を超えており、現実には CPU，ハー

ドディスクいずれと比較しても数倍の伸びを見せている。また、

近年 CPU のクロック数はあまり上昇がみられないが、その

一方でマルチコア化が進み、合わせて大規模な計算環境が比

較的手近に使用できるようになった。そこで、使用できる大規

模な計算環境（東京大学医科学研究所のスーパコンピュータ

Shirokane２,１５,８０８core）を用いて処理を分散させるととも

に自動化し、かつ、幅広いアプリケーションにも柔軟に対応で

きるシステムの構築を行い、次世代シーケンサのデータを迅

速かつ正確に解析することを目的とした。

  4.  分散処理の方針
　次世代シーケンサデータの解析を分散処理するために、

Hadoop の導入をまず検討した。Hadoop を使うと、プログラミ

ングの簡素化やスケーラビリティといった MapReduce［脚注６］

フレームワークの利点を活かすことができるからである。また、

処理の分散や同期といった操作がフレームワークによって自動

化されている点もメリットである。実際に Hadoop に対応した

次世代シーケンサのデータ解析ソフト [３] も登場している。

　しかし、次世代シーケンサのデータ処理フローは一般に極

めて複雑となり、Hadoopで想定されている分散処理の方法

(MapReduce) に対応させにくい。加えて、次世代シーケンサ

の解析に使われるソフトは、数年前から安定して使われてきたも

ので、Hadoopでの使用を想定しておらず、かつ大規模な分散

処理を前提としていないものがほとんどである。実際に、ゲノム

サイエンス研究室で使用する様々なアプリケーションに対応さ

せるには、多大なソフトウェア開発が必要となることも予想さ

れた。そこでゲノムサイエンス研究室の解析システムの構築にお

いては、Hadoop の導入を見送った。代わりに、分散コンピュー

ティング/ コンピュータ・クラスター環境におけるジョブ管理シ

ステムである Grid Engine[４] および資源管理 API、分散ファ

イルシステム、既存の Linux 上で動作するソフトウェアを用い

て解析パイプラインシステムを構築することにした。この組み合

わせであれば、既存のソフトウェア資源を用いてパイプライン

が構築できるからである。Grid Engine が主に行うことは処理

のワークノードへの振り分け、あるいはジョブの監視のみであり、

フレームワークとしての利便性とスケーラビリティは Hadoop に

は劣るが、スパコン環境を用いたゲノム解析処理では、ほぼ決

まったスケールの分散をさせられれば十分なので、Hadoop を

使用しない構成とした。
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  5.  システム開発の概要
　Hadoop の代替として、Grid Engine とジョブを振り分け

る資源管理 API には、幅広い分散環境での分散環境での処

理に対応している、オープングリッドフォーラムによる標準規

格 の Distributed Resource Management Application 

API (DRMMA) を採用した。また、処理を実行する分散環

境では GlasterFS などの分散ファイルシステムの仕様を想

定しているが、その種類は問わない構成として開発を行った。

Hadoop の持つソートおよびシャッフルの機能に対応する機

能を実現する必要があったので、その部分に該当する処理は

Grid Engine を制御する DRMMA API を呼び出し、各処理

とファイルの同期を行うことで、実装した。システムの分散処

理を行う単位として、シーケンスリードのマッピング［脚注７］プ

ロセスにおいてはリード数単位での分散を行い、それ以降の処

理は染色体とゲノム位置により、ゲノムの領域ごとの bin［脚注

８］に振り分けることでジョブを分割する方式とした。分割リー

ド単位数と bin のサイズはユーザーが指定することができるの

で、分散環境に最適な粒度でジョブを分散させることができ

る。各処理のフローは分散処理されかつジョブの監視と実行

は自動化される設計とした。( 図２) さらに、分散処理で計算

した後には結果の統合を行う。必要な結果自体は体細胞変異

インプット

framework アウトプット
ワークフローxml

ファイル

配列ファイル
(fastq)

マッピングされた
配列ファイル

（bam）

解析結果
(SNP,

somatic SNV,
遺伝子発現、etc)

DRMAA API

資源管理API
Grid Engine

大規模計算環境

jobの大規模分散化 既存の次世代シーケンサ解析
プログラムを用いた
分散化、自動化

ワークフロー解析エンジン

結果の集約
(Reduce)

Job 分散システム (Map)

各フローの実行

● ワークフロー xml を解釈することにより各フロー
 （マッピング、ソート、リアライン、パイルアップ等）
　を実行していく。　　　   

● DARMMA API を呼び出し、jobの分割、投入、
  セッション管理、失敗jobの再投入を行う。

● 集約
● 情報の意味付け

部位の情報や、各遺伝子の発現値であるが、これら結果のみ

のデータサイズはシーケンスリードそれ自体に比べて極めて小

さいので、結果の統合は一プロセスで行っても極めて短時間（数

分から３０分前後）で行うことができる。また、各解析フロー

の記述を xml で定義できるようにして、マッピング処理や、ソー

ト、変異検出処理などブロック単位でアルゴリズムを入れ替え

ることが極めて容易になった。各処理の詳細については後述

する。

図２  汎用次世代シーケンサ解析分散処理フレームワーク

  6.  様々なアプリケーションに対応した解析フロー
　前述したように、次世代シーケンサには様々なアプリケー

ションが存在するので、それぞれに対応した解析フローが必要

となる。各フローで解析が必要な項目は異なるが、主に、シー

ケンスリードをリファレンスゲノムにマッピングするプロセス

と、ゲノムとの差異の抽出や、特定の領域に張り付いたリード

の数を数えるプロセスから構成される。実際には、シーケン

スクオリティの補正や、細かい再マッピングなど解析ごとに必

要な処理は異なり、多岐に亘る。シーケンサを用いたがんの

研究を遂行するに当たり、３種類のパイプラインを作成し ( 図

３)、主要なすべてのプロセスを分散処理させることに成功し

た。順に説明する。
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図３  作成済み次世代シーケンサデータ解析ワークフロー

6.1  エクソームシーケンスパイプライン
　エクソームとは全ゲノムの約１～２% に相当するタンパクを

コードするエクソン部分のみ対象とする方法である。全ゲノム

シーケンスに比較してエクソン領域の変異のみしか解析でき

ないという欠点はあるものの、効率良くがんにおける体細胞

変異を探索できることから、国際プロジェクトを中心にがんゲ

ノムの解析に広く用いられている。エクソームの解析に当たっ

ては、マッピング精度を向上させるためにアラインメントソ

フト２種（novoalign、BWA）[５] を用いて、最適ヒット（リ

ファレンスとの差異が少ないもの）を選択している。その後、

PCR 反応による重複リードを取り除いた後、マッピング処理

の局所的なやり直しを行い、研究室内で開発されたアルゴリ

ズムを用いて変異解析を行う。がんのサンプルはいつも同じ

品質で回収されるわけではなく、シーケンサのエラー頻度も

実験によってばらつく。そこで、エラーを有効に取り除くため

の技術開発を行っている [６] 。これにより精度よくがんの原

因遺伝子の特定ができるようになった。

6.2  エクソームシーケンスゼノグラフトパイプライン
　上記のエクソームシーケンスパイプラインと同様であるが、

ゼノグラフトと呼ばれるマウス上に移植された腫瘍の解析に

使用される。がんの種類によっては腫瘍の割合が少なく、解

析が困難なものが存在する。ゼノグラフトモデルを用いること

でこれらのがんのゲノム変異の解析も可能であるが、ゼノグラ

フトの解析では、ヒト由来のシーケンスに加えて、マウス由来

のシーケンスも観測されるため、正確な変異解析難しいとい

う問題があった。そこで、まず、ヒトとマウス両方のリファレ

ンスゲノムにシーケンスリードをマッピングさせ、最適ヒット

を選択することでマウス由来のシーケンスリードの大部分を

除外して、変異解析を行うことに成功している。

 

6.3  RNAシーケンス(RNA Seq) パイプライン
　ゲノム中の遺伝子はメッセンジャー RNA［脚注９］に転写さ

れメッセンジャー RNA はタンパク質に翻訳される。そのタン

パク質が細胞内で様々な機能を担うが、がんにおいては、転

写される RNA の量も通常の状態に比べて、特徴的な変化が

見られる。RNA を網羅的に解析する RNASeq により、遺伝

子発現の詳細なパターンが確認できる。メッセンジャー RNA

はスプライシングと呼ばれる機構を経て、エクソン部分のみ

が選択されるので、精度の高いマッピングを行う場合には、

エクソン部分の情報を考慮した処理が必要となる。そこで、

cDNA データベース（エクソン部位のみの配列）にもマッピング

を行い、その後コーディネートを変換［脚注１０］する。さらに、

より詳細なマッピングを行い。その後、遺伝子ごとの発現量

の算出をすることで、細胞のプロファイリングを正確に行うこ

とができるようになった。



86

第15号

2015

個
別
論
文

  7.  性能評価
　約４,５００万リード 配列（８７,４４５,６５２ ,１００塩基）のマッピン

グとマッピング後のファイルの後処理を、異なった条件で行う

ことで開発したシステムの性能評価を行った。

　図４はその結果で、CPU Core 数を変化させた際の実行

時間の変化を示したものである。使用したサーバは Intel 社

Xeon E５-２６７０（２.６GHz）１６cores の CPU と１２８GB のメ

モリからなるノードを３６個備えている。

　結果として５０コア並列程度までは、ほぼリニアな性能向上

が観測され、２００コア並列までは並列化に伴って処理時間の減

少が確認された。次に、実サンプルと実計算環境（東京大学医

科学研究所 Shirokane２）を用いて性能の評価を行った。３８

症例の肝癌のエクソームデータ（リード数の平均は７６,６０４,６８３

リード、１５.３ギガ塩基）に対して、先に示したエクソームシーケ

ンスパイプラインを適応した。その結果、全体の処理は約１８時

間で終了し、1症例ごとの処理時間の平均は２５,６９０秒（７時間

８分）であった。処理時間は３時間から１８時間の間に分布して

おり、データサイズへの依存は見られなかった。これは共用環境

を用いて計算しているため、計算が行われるまでの待ち時間が

律速になっているためで、実計算時間自体は共通して３時間程度

であることが分かった。

図４  CPU コア数を増加させた際の処理時間の短縮、縦軸が 
　　  50 の場合は 1コアの場合に比べて処理時間が 1/50 に
　　   なったことを示している。青線は理論上のリニアな実行
　　　速度の短縮。

  8.  実施例
　これらのワークフローを用いてこれまでおよそ３,６００サンプ

ル、シーケンスデータ量にしてのべ１６６TBのデータ解析を行っ

ている。学術論文として発表された成果が数例あり [７][８]、

今後も研究室から発表の予定である。一例として、東京医科

歯科大学・難治疾患研究所・ゲノム病理学分野（石川俊平教授）

と東京大学 先端科学技術センター ゲノムサイエンス部門（油谷

浩幸教授、垣内美和子大学院生）及び大学院医学系研究科 人

体病理学・病理診断学分野（深山正久教授）らの研究グループ

は、難治性がんであるスキルス胃がん（びまん性胃がん）のゲノ

ムシーケンシングを行い新規創薬の標的候補となる RHOA 遺

伝子の活性化変異を同定し、Nature Genetics　オンライン

版に発表した。

　プレスリリース (http://www.u-tokyo.ac.jp/public/public

０１_２６０５１２_j.html) の内容を引用する。

　「びまん性胃癌は胃癌の主要なサブタイプの一つであり、低

分化胃癌、スキルス胃癌とも呼ばれることがある極めて悪性

度の高い難治がんであるが、日本人のびまん性胃癌症例のエ

クソーム解析によって高頻度な RHOA 遺伝子変異を同定し

た。ROHA 遺伝子は細胞運動・増殖制御に関わる遺伝子で、

今回見つかった RHOA 変異は、解析の結果、がん化のドラ

イバーとなる活性化変異であることが判明した。びまん性胃

癌は現在有効な分子標的治療薬が存在せず、今回見つかった

RHOA の活性化遺伝子変異はびまん性胃癌に対する新規の

治療標的となる可能性がある。」この研究には、顧客先で開発

したゲノム解析のインフラとソフトウェアが活用された。次世

代シーケンサに対応したゲノム解析のソフトウェアを整備する

ことで、今後も同様の研究に貢献できると考えている。
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  9.  今後の課題
　がん種ごとのエクソーム解析は現在も急速に進行している

が、数年以内にがんの体細胞変異についての変異遺伝子のカ

タログ作りは収束すると予想されている。同時にトランスクリ

プトームやエピゲノムデータなど他のオミックスデータ［脚注

１１］との統合解析による発がん過程の多角的な解明が課題と

なってきている。一方、個人のゲノムデータが医療現場にいて

も活用されるトランスレーショナル医療の時代が目前である。

電子カルテや他の医療情報とのゲノムデータの統合や最新の

研究内容を医療現場にフォードバックする仕組みの構築など

ITインフラ構築の必要性は極めて高い。今後、関連する IT 分

野と連携しての技術開発が必要である。

謝辞

　この技術開発は東京大学先端科学技術センターゲノムサイ

エンス分野油谷研究室においてなされたものであり、ご指導

いただいた油谷浩幸教授をはじめ、研究開発にご協力くださっ

た研究員 / 学生の皆様に深く感謝いたします。

［脚注 1 ］
次世代シーケンサ：次世代シーケンサ（Next Generation Sequencer）は高速に配列を解読
するマシンであり、従来のキャピラリ―型シーケンサに対して第 2 世代シーケンサとも呼ばれ
る。ランダムに切断された数千万の DNA 断片の塩基配列を同時並行的に決定できることが
特徴である。動作原理の異なる、第３世代、第４世代のシーケンサの研究開発も進んでおり、
今後更なる技術進展が期待される。

［脚注 2 ］
主要な国際プロジェクトとして、The Cancer Genome Atlas (TCGA)、International Cancer 
Genome Consortium (ICGC) の 2 つがある。がん原因となりうる変異が生じる遺伝子は癌
種ごとに異なっている部分と共通の部分があるが、がん原因遺伝子と呼ばれるがんを誘発する
遺伝子が活性化されるケースと、がん抑制遺伝子と呼ばれる細胞のがん化を抑えている遺伝
子の機能が失われることでがん化するケースがある。実際には複合的な変異で細胞ががん化
することが多いと考えれれている。

［脚注 3 ］
約 30 億塩基対のヒト DNA 配列を決定することと配列中の遺伝子を発見することを目的とし
たヒトゲノム計画では、従来型シーケンサ（サンガーシーケンサ）を用いて DNA の配列解析
が行われた。

［脚注 4 ］
数千万の 200 ～ 300 塩基の DNA 断片が次世代シーケンサにより配列解析されたもの。

［脚注 5 ］
コンピュータ性能の進化速度の指標としてよく用いられる。CPU 速度やハードディスク容量に
ついて、18 か月ごとに 2 倍になるとされる。

［脚注 6 ］
コンピュータ機器のクラスター上での巨大なデータセットに対する分散コンピューティングを支
援する目的で、Googleによって2004 年に導入されたプログラミングモデル。このモデルのオー
プンソース実装が Hadoopである。

［脚注 7 ］
次世代シーケンサではゲノム上の数百塩基の断片が多量に解読される。解読されたシーケンス
リードは、まずヒトゲノムプロジェクトにより発表されているリファレンスゲノム上で対応する位
置を特定する。この処理をマッピングとよんでいる。

［脚注 8 ］
約 3 ギガのゲノム領域を処理しやすいサイズの領域に分割する。その領域の一つの単位を
binとよんでいる。
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［脚注 9 ］
タンパク質合成過程で必要な，アミノ酸の配列に対応する塩基配列をもつリボヌクレオチド．
遺伝子である DNAを転写して作られる。転写後切断され、エクソンと言われる部分のみ結合
される（スプライシング）。

［脚注 10 ］
cDNA データベース以上の位置情報をゲノム上の位置に変換する。

［脚注 11 ］ 
生物の体の中にある分子全体を網羅的に調べる学問をオミックスという。この内、遺伝子の
網羅的な発現情報を調べる学問をトランスクリプトームと呼んでいる。


