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課  題

•  全ゲノム分析によるパーソナル医療の実現

•  大容量ファイルの高頻度アクセスへの対応

ソリューション

•  インテル® Xeon® プロセッサー E5 ファミリーを搭載したスーパーコンピューター

•  高速分散ファイルシステム「Lustre」

導入効果

•  システム生物学とがん病理学を融合した「システムがん」研究の活性化

•  次世代シークエンサーとスパコンを融合した大規模ゲノムシークエンス研究の実現

東京大学 医科学研究所 
ヒトゲノム解析センター

所在地：東京都港区白金台 4-6-1

設立：1991年
事業内容：

医学・生物学研究の研究拠点として設立。
DNA情報解析分野、 

機能解析イン・シリコ分野、 
シークエンスデータ情報処理分野、 
シークエンス技術開発分野などで 

先端的な基礎研究を実施。 
日本の研究者に対する研究資材の提供、 

技術指導、研究者の育成、 
データベース構築にも取り組んでいる。

http://www.hgc.jp/

遺伝子情報のシミュレーション分析で 
「がん」のメカニズムを解明し 
パーソナルゲノム医療の実践へ
ライフサイエンス分野で国内最高性能のスーパーコンピューターを導入

生命設計図となるゲノム情報を分析し 
個々の患者に合った 
パーソナル医療の実現へ

日本人の半分が罹患し、3人に 1人の割合で
命を落としている「がん」。国民の生命に重大
な影響を及ぼす病気の克服に今、新しい光が
差し込もうとしています。それは、スーパーコン
ピューター（以下、スパコン）を用いて、がんの
黒幕となる遺伝子を暴き出すビッグデータ戦
略です。東京大学医科学研究所ヒトゲノム解
析センター（以下、ヒトゲノム解析センター）に
おいて、システム生物学とがん病理学を融合
した「システムがん」の研究に取り組む DNA
情報解析分野では、インテル® Xeon® プロセッ
サー E5 ファミリーを搭載したスパコンを使っ
て患者から取得した膨大な遺伝情報（ゲノム
情報）をシミュレーション分析し、がんのメカニ
ズムを徹底解明する取り組みを進めています。

ゲノムとは生物の生命設計図で、親から子へ
と伝えられる遺伝情報の総体を表します。そ
の本体は、DNAと呼ばれる物質からなり、A、
G、T、Cの 4種類の塩基（文字）の組み合わ
せによって構成されるものです。30億個の文
字で形成される人間のゲノム（ヒトゲノム）が、
どのような DNA配列で構成され、どういった
働き方をしているかについては、1990年から

国際的な協力関係のもとで進められてきた「ヒ
トゲノム解析計画」で解明されました。近年は、
ヒトゲノムを分析し、個々の患者にフィットした
医療を提供するパーソナル医療が進んでいま
す。「高齢化が進む日本では、健康寿命を延
ばし、お互いが支え合って生きていく社会を作
ることが重要な課題です。個別化ゲノム医療・
予防の実現は、これらの課題を解決に導くも
のです」と、東京大学医科学研究所ヒトゲノム
解析センター教授の宮野悟氏は語ります。

ゲノム医療で記憶に新しいのが、ハリウッド
女優のアンジェリーナ・ジョリーです。彼女は
2013年 5月、乳がん予防のために、両乳房
切除・再建手術を受けたことを公表しました。
遺伝子検査を受けた結果、乳がんと卵巣がん
の発生が高くなるとされる遺伝子（BRCA1）
に変異があることがわかり、乳がんにかかるリ
スクが 87％と診断されたことがきっかけです。

このように、がんに関連性の高い遺伝子を検
査することでリスクが把握でき、早期治療が可
能になります。がんを発病した時でも、抗がん
剤の副作用を予測したり、効き目の高い抗
がん剤を使って治療を進めたりすることも可
能です。その結果、「あなたの異常遺伝子に
は抗がん剤の XとYが有効ですが、Xは副作
用の可能性が高いのでYを使いましょう」とい

http://www.hgc.jp/


インテル® Xeon® プロセッサー・ファミリーが 
スーパーコンピューターの
整数演算と浮動小数点演算をバランスよく高速化

「DNA情報を取り出す 
シークエンサーシークエンサーの 
進化により、低コスト・短時間で 

全ゲノム情報の取得が 
可能になりました。 

未来のパーソナルゲノム医療を 
実現させていくためには、 
ハイパフォーマンスな 

インテル® Xeon® プロセッサー E5 
ファミリーを搭載した 

スーパーコンピューターが 
欠かせません」

東京大学
医科学研究所ヒトゲノム解析センター

教授 理学博士
宮野 悟 氏

うように、誰もが自分の DNA情報をもとに、
副作用を回避しながら適切な治療法が選択
できる未来が到来しようとしています。

数学とスパコンによるシステム生物学と 
がん病理学を融合した「システムがん」で 
革新的ながん医療を開拓

そもそもがんとは、正常な細胞が、その細胞内
のゲノムに生じた複数の遺伝子の異常の影響
で、悪性の細胞 (がん細胞 )に変ってしまう病
気です。発生したがん細胞は、自分自身で「増
殖せよ」という命令を発しながら「腫瘍」を形
成して臓器の機能を侵し始めます。さらに外
から送られてくる「増殖を停止せよ」という命
令をも無視して無限に細胞分裂を繰り返し、
正常な細胞の中や、隣接する組織に侵入した
り、転移したりしながら広がっていきます。

この異常化したがんシステムの中心にもある
のが「遺伝子ネットワーク」です。遺伝子ネット
ワークは生命現象の基本で、あらゆるところに
あるものですが、がんにおいても大きな影響を
及ぼします。がん細胞で起こる突然変異は、
親から受け継がれた遺伝的要因（DNA）、人
が歳を重ねるうちに細胞に蓄積した遺伝子変
異（がんゲノム）、環境要因などによるゲノム
修飾の変異（エピゲノム）などが、遺伝子ネッ
トワークを変異させることで起こります。宮野
氏は「がんの悪性度や治療応答性、副作用の
出やすさなどを規定しているシステムの異常
を解き明かすことが、がん研究のカギです。し
かし、がん細胞は複雑で、変幻自在に姿を変

えながら、周囲に浸潤、転移を繰り返していき
ます。さらにがん幹細胞や正常細胞、免疫炎
症細胞などと“つるみ”ながら、抗がん剤への
耐性を獲得していくため、非常にやっかいな
のです」と説明します。

そこでヒトゲノム解析センターでは、従来の
がん研究の中心であった「腫瘍学・がん病理
学・がん生物学」に対して、数学とスパコンに
よる「システム生物学、バイオインフォマティク
ス、遺伝統計学」を融合させたまったく新しい
「システムがん」を構想。2010年から「シス
テム生物学的なアプローチを駆使したがん病
態の解明」と「生命システムデータに基づく革
新的がん医療の開拓とその臨床展開」の 2つ
に関する研究を続けてきました。現在は、「ヒ
トゲノム解析センター（HGC）スーパーコン
ピュータシステム」と、理化学研究所に設置さ
れている共同利用型スパコン「京」（けい）を用
いて大規模遺伝子ネットワークを解析し、がん
をシステム的に読み解く試みを進めています。

スパコンでヒトゲノムを分析するためには、30
億文字からなるDNA情報を読み取る「シー
クエンサー」という装置が欠かせません。これ
までのシークエンサーは非常に高価で、しかも
シーケンス量に比例して高価な試薬が必要で
あるため、ヒトゲノムからDNA情報を取得す
るのに相当の時間とコストがかかりました。し
かし近年は半導体シークエンサーのような最
先端シークエンサー開発が進み、1人あたり
の DNA情報読み取りコストが下がり、数時
間 10万円程度で、自分の全 DNA情報が取
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得できるようになっています。今後は、ナノポ
アとCMOSチップの融合技術で、1時間 10
万円、さらには 1時間 1万円程度でシーク
エンスする技術も登場する見込みです。

現在、ヒトゲノム解析センターはこの次世代型
シークエンサーを用いて、がん患者の全ゲノ
ム情報を読み取り、「スパコンで親から受け継
いだゲノム」、「がんを発症する鍵遺伝子の変
化」、「環境因子による変化を受けたゲノム」を
分析しながら、がんに対するリスクを診断して
います。宮野氏は「全ゲノム情報の臨床的な
翻訳・解釈が現実化したことで、シークエンス
の目的は学術研究のレベルから、臨床レベル
の医療実践に移行し、今後はパーソナルゲノ
ムに基づく医療が進んでいくでしょう。従来は、
例えば大腸がんの患者さんなら大腸に特化し
た遺伝子の変異しか分析されず、肺がんなど
別の原因遺伝子は無視されてしまいました。
しかし、全ゲノム情報が分析できるようになれ
ば、がんの原因となっている遺伝子が複合的
に発見でき、トータルケアに向けた治療薬を選
択することが可能になります」と語ります。

インテル® Xeon® プロセッサーが 
ゲノム情報の高速計算に 
貢献するとともに、IO性能の 
高い分散ファイルシステムLustreが 
大容量データのアクセスを支援

宮野氏の研究室が「システムがん」の研究
を進めるうえで重要なシステム基盤となっ
ているのがヒトゲノム解析センターに設置
されているスパコン「SHIROKANE」です。
SHIROKANEの計算能力は 2014年 3月
現在 225Tlops（ピーク性能）、総コア数
は 2万 2000で、ライフサイエンス分野の専
用スパコンとしては、国内最大の演算性能を
誇ります。SHIROKANEは「Shirokane1」
（7 5 T F l o p s） と「S h i r o k a n e 2」
（150TFlops）の 2つのスパコンからなり、
それぞれ 2種類の分散メモリー型サーバーで
構成。Shirokane1の分散メモリー型サー
バーの 1種類にインテル Xeonプロセッサー
E5ファミリーを搭載しています。インテル ® 
Xeon® プロセッサー E5 ファミリーのメリット
について宮野氏は「シークエンサーから取得し
た情報を分析する整数演算と、遺伝子のネッ
トワークを解析する浮動小数点演算の性能バ
ランスがよく、いずれも高速に計算できるとこ
ろに優位性を感じています」と述べています。

ファイルを保存する共有ストレージには、分
散ファイルシステムの「Lustre」を採用。
S h i ro k a n e 1は 1 P B、S h i ro k a n e 2は
2PB、合計 3PBのディスク容量を確保し、数
100GBから数 10TBの大容量データへのア

クセスに対応しています。

SHIROKANEの利用対象者は、ゲノム研究
に携わるすべての研究者で、外部の学術機
関や民間企業からの利用も可能です。現在、
利用 ID数は約 600あり、ヒトゲノム解析セン
ターが約半数、それ以外の学術研究機関が
民間企業と合わせて約半数を占めています。
ゲノム研究用のツール類も整備され、遺伝子
発現データから静的・動的な遺伝子ネットワー
クを推定する「SiGN-BN」や「SiGN-SSM」、
生体内パスウェイを描く機能とシミュレー
ション機能を一体化した「Cell Illustrator 
Online」などが利用できます。

SHIROKANEの稼動状況について医科学
研究所 ヒトゲノム解析センター DNA情報解
析分野 技術専門職員の斉藤あゆむ氏は次の
ように語ります。

「稼動率は常に 80％以上あり、実行ジョブ量
は月間平均で約 200万に達しています。これ
は、国立 8大学の共同利用施設として利用さ
れている東大情報基盤センターの約 20倍に
相当するジョブ量です。ゲノム医療分野のスパ
コンはジョブの入出力ファイル数が多いことも
特徴で、1ジョブセットで数千、数万ファイルが
作成・参照されたり、1秒間に何万回ものファ
イルアクセスが発生したりすることも珍しくあり
ません。SHIROKANEは、十分な計算リソー
スとジョブのスケジューリングシステムにより、
膨大なジョブをスムーズに計算する性能を確
保しています」

また、「Lustre」を採用するメリットについて宮
野氏は大量のファイルアクセスに対する IO性
能の高さを挙げて次のように話します。

「IO性能が高い Lustreなら、1ジョブセット
で数万単位の大量なファイルが流れ込んでも
大幅に性能が低下する恐れはなく、同時並列

のシークエンス解析が可能です。Lustreを
初めて導入した 2009年当初は障害続きで
したが、現在は安定しており、結果としては
Lustreが大容量ファイルの高速アクセスに大
きな貢献を果たすことになりました」

骨髄異形成症候群（MDS）の原因となる 
遺伝子を世界に先駆けて解明

ヒトゲノム解析センターのスパコン「SHIRO 
KANE」は、がん研究の歴史に刻まれる数々
の発見に貢献してきました。その事例の 1つ
が「骨髄異形成症候群（MDS）の原因とな
る遺伝子の解明です。MDSとは、骨髄の中
で正常な血液が作れなくなってしまう「血液
がん」の一種で、急性骨髄性白血病などを引
き起こします。高齢の患者が多く、日本でも毎
年 5000人ほどが罹患していますが、その原
因は知られていませんでした。

ヒトゲノム解析センターでは、東大医学部附属
病院（当時）の小川誠司教授と共同で、大規
模次世代シークエンサーとスパコンを用いて
MDSの原因となる遺伝子を突き止める研究
に着手。わずか 1年たらず（2010年 7月～
2011年 9月）で特定し、論文をNature誌
で発表しています。

具体的には、シークエンサーを使って 29個
のがん検体からエクソン（DNA情報の中から
タンパク質に変換される情報のみを抽出した
もの）を取り出し、75TFlops（6000コア）
の「Shirokane1」を使って変異遺伝子を探
索。最終的に 268か所の変異があることを
確認し、MDSの原因が DNAからコピーされ
た RNAが成熟する経路（RNAスプライシン
グ）の遺伝子の異常に起因することを突き止
めました。さらに 582例の検体を用いた検証
を行っています。

「世界中の研究機関がMDSの解明に取り組
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む中、私たちのチームは世界に先んじて未解
決の問題を突き止めることに成功しました。こ
の背景にはスパコンが貢献していることは間
違いありません」（宮野氏）

また、日本人が罹るがんで死亡原因の 1位と
なっている肺がんの研究においても SHIRO 
KANEが利用されています。ヒトゲノム解析
センターでは、名古屋大学医学研究科の高
橋隆教授と共同で肺がんの再発を引き起こ
す遺伝子を、124人の肺腺がんの検体遺伝
子を用いて分析。5年経過時の再発率と遺
伝子の関連性をシミュレーションした結果、肺
腺がんの予後の再発・死亡に影響を与える
14個の小さな遺伝子ネットワークと、ハブと
なる遺伝子があることを同定しました。

スパコンの性能・機能の強化を通して 
世界が進める個別化医療の推進に貢献

ヒトゲノム解析センターでは今後も継続して
SHIROKANEの性能・機能の強化を続けて

いく方針です。その背景にあるのはシークエン
サーの急速な進歩と１人のヒトゲノムあたりの
低下価格化です。次の次世代シークエンサー
によって、ゲノムばかりでなく、エピゲノム（環
境変異）やトランスクリプトーム（mRNA）など
すべてをシークエンサーで取得するようになれ
ば、高性能なスパコンと大規模ストレージへ
の依存度はよりいっそう高まることは間違いあ
りません。

「今後、解析データ数が急速に増えていくこ
とを考慮すると、2015年には計算能力は
1PFlops、ストレージ容量は 128PBまで
強化すべきと考えています。そして 2020年
までには 1PFlopsの 1,000倍に相当する
1EXFlops、ストレージ容量は 2EXBまで進
化することが理想です。ゲノム分析が本格的
に臨床で利用されるようになれば、1000万
人、5000万人の単位のゲノムを取得するこ
とになるでしょう。そのためにも安価なディス
クを導入し、国内でデータを分散して保存する
などの対策も必要になります。また分析デー

タ量が爆発的に増えていく中で、データ解析・
情報系の人材育成も急務となっています」と
宮野氏は語ります。

ストレージの容量が増えるにつれて、管理の
簡便さ、可用性の確保も重要な課題です。斉
藤氏は「ファイルシステムの重要性はこれまで
以上に増してくるので、次世代のスパコンで
は、管理レベルの高いインテル® Enterprise 
Edition for Lustre*にも期待しています」
と述べています。

アメリカから始まった全ゲノム解析に基づく
臨床シークエンスは今や、全世界に広がりを
見せ、日本でも東京大学医科学研究所附属
病院、ヒトゲノム解析センター、東京大学医科
学研究所先端医療研究センターが連携しな
がらプロジェクトを進めています。ヒトゲノム解
析センターでは、今後もスパコンの性能・機能
の強化を通してゲノムシークエンス解析の体
制を整備しながら、パーソナル医療の推進に
貢献していきます。

インテル ® Xeon® プロセッサー E5 ファミリー
に関する詳しい情報は、下記のサイトをご覧く
ださい。 
http://www.intel.co.jp/xeonE5/
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パーソナルゲノムに基づく個別化医療の推進（これからの医科研５年間）
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2001年より遺伝子カウンセリングと
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医療介入の予測

パーソナルオミクス情報
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超並列シークエンサー
2013年ヒトゲノムは 10万円以下で解析

スパコンによるデータ解析
225 TFLOPS計算ノード

スパコン：国際がんゲノムコンソーシアムを初めとする
ゲノムシークエンスデータ解析の体制が整っている。

ヒトゲノム解析センター
血液がん：年間 400件以上の多様な

遺伝子検査と診療の実績
大腸がん：100症例以上の遺伝性大腸がんの

遺伝子診断と診療
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