
ゲノム解析向け
インテル® Select ソリューション

ゲノムに関するインサイトと発見を促進する
優れたパフォーマンス、拡張性、容易な導入への足がかり

ゲノミクスの進歩はヒトの疾患を理解するための新たな扉を開き、今後はますます革新的な精密
治療のプランに役立つ情報を提供するようになります。 こうした発見は、増え続けるゲノム配列
決定データの処理、保存、解析に左右されます。 2015年には、全世界の配列決定データのストレー
ジ容量が年間1ペタバイトに達し、以来、7カ月ごとに倍増し続けています。1,2 このペースでいくと、
ゲノム配列決定によって生成されるデータ量は、今後 5 年間で年間数百ペタバイトに達すること
になり、2025 年までに年間約 1 ゼタバイトのストレージが必要になると予想されます。 1,2

MIT とハーバード大学のブロード研究所（broadinstitute.org） は、 ヒトゲノムデータの世界最
大の作成者の 1 つであり、1 日当たり約 24TB の新しいデータが作成されています。 現在、ブロー
ド研究所では、50PB 以上のデータを管理しています。

研究者は、疾患や可能な治療法に関するインサイトを得るために、これらの膨大な量のデータを
タイムリーに解析するツールを必要としています。 ブロード研究所によって開発され、 世界の大
多数のゲノミクスセンターから信頼されている一連の主要ソフトウェア手法である、 Genome 
Analysis Toolkit（GATK） のようなツールが必要です。

ブロード研究所では、商用目的も含め、あらゆるユーザーを対象とするオープンソース・ライセン
スで、GATK 4.0を次期メジャーバージョンとしてリリースする予定です。 オープンソース・ライセン
スにより、 より多くの科学者や研究者が GATK を利用できるようになり、 世界中でゲノム解析の
加速と進歩が促進されます。

インテル・ブロード・ゲノム・データ・エンジニアリング・センター
インテルとブロード研究所は、長年にわたってコンピューティング・インフラストラクチャーとソ
フトウェアの最適化に共同で取り組んできました。 2017 年には、両者は新たな取り組みを開始
しました。 それがインテル・ブロード・ゲノム・データ・エンジニアリング・センターであり、GATK、
Burrow-Wheeler Aligner（BWA）、 Cromwell、 インテル® ゲノミクス・カーネル・ライブラリー
（インテル® GKL）、 GenomicsDB などのツールや技術を使用して、 ゲノミクス・ワークフローの
実行を簡素化し、高速化することを目的とした 5 年間のコラボレーションです。 ブロード研究所と
インテルの専門家が協力し、科学者がゲノムデータを統合して処理する際に役立つツールとイン
フラストラクチャーを構築し、最適化し、広く共有します。 これにより、インテル® アーキテクチャー ・
ベースのプラットフォーム上でのゲノム解析用のハードウェアとソフトウェアの最適化されたベ
スト・プラクティスの蓄積が促進されます。 こうしたベスト・プラクティスは、プライベート・データ
センターに保存されている研究データセットに適用することができ、プライベート / パブリック /
ハイブリッド・クラウドにも適用されるようになります。

ソリューション概要
インテル® スケーラブル・システム・フレームワーク
ハイパフォーマンス・コンピューティング

ゲノム解析向けインテル® Select ソリュー
ションは、BIGstack 2.0 リファレンス・アー
キテクチャーを採用しています。

https://www.broadinstitute.org
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ゲノミクスデータの爆発的な増加を受けて、このコラボレーションでは、
テクノロジーの利用による大規模なゲノム解析を可能にします。 こうし
たコラボレーションの成果として、ゲノム解析向けインテル® Select ソ
リューションがすでに開発されています。 これは、 GATK パイプライン、
Cromwell、 GenomicsDB に適したゲノム解析を実行するためのすぐ
に使える構成、 セットアップ、 導入のためのリファレンス・アーキテク
チャーと、最適化されたソフトウェア・スイートから成るソリューション
です。

ゲノム解析向けインテル® Select ソリューション
インテル・ブロード・ゲノム・データ・エンジニアリング・センターでは、
インテル® アーキテクチャーおよびテクノロジー上での GATK の最適
化と、 ゲノム解析のリファレンス・アーキテクチャーの定義に取り組ん
でいます。 その成果がゲノム解析向けインテル® Select ソリューション
です。 これは、 BIGstack 2.0 リファレンス・アーキテクチャーに基づい
てインテルとブロード研究所が開発したもので、 インテルのソリュー
ション・プロバイダーによって提供されます。 このソリューションでは、
以前のバージョンのゲノミクス・ソフトウェアに比べ、 GATK 4.0 の実
行時の全体的なパフォーマンスが 5 倍に向上し、ゲノミクス・ワークフ
ローを高速化するインフラストラクチャーを導入する際のセットアップ
時間も短縮されます。3 インテル® Solid-State Drive（インテル® SSD）
により、 BWA が 75% 高速化され、 インテル® Field-Programmable 
Gate Array（インテル® FPGA） により、 HaplotypeCaller が 2 倍に高
速化されるなど、パフォーマンスも向上しています。3 パフォーマンスと
品質の検証結果は、ブロード研究所によって認定されています。

図 1. ソリューション構成の概要
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インテル ® Select ソリューションとは
インテル ® Select ソリューションは、コンピューティング、スト
レージ、ネットワークの特定のソフトウェア・ワークロードに最
適化された検証済みのハードウェア / ソフトウェア・スタックで
す。 このソリューションは、世界の主要なデータセンター ・プロ
バイダーやサービス・プロバイダーとの幅広いコラボレーション
に加え、業界のソリューション・プロバイダーとのインテルの豊
富な経験を基に開発されています。

インテル ® Select ソリューションとして認定されるには、 ソ
リューション・プロバイダーは次の要件を満たす必要があります。

1.  インテルが基本的な枠組みを決めたソフトウェア / ハード
ウェア・スタックの要件に従う

2.  インテルの参照ベンチマーク性能のしきい値を再現するか、
もしくは上回る

3.  顧客による導入を容易にするための詳細な実装ガイドを公
開する

ソリューション・プロバイダーは、ソリューションの価値をさら
に高めるために独自の最適化を開発できます。
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写真提供：Len Rubenstein およびブロード研究所

表 1. ゲノム解析向けインテル® Select ソリューションの Base 構成と Plus 構成

構成要素 ゲノム解析向けインテル® Select ソリューション
Base 構成

ゲノム解析向けインテル® Select ソリューション
Plus 構成

ヘッドノード ヘッドノード x1

プラットフォーム インテル® サーバーボード S2600WFT

プロセッサー インテル® Xeon® Platinum 8180 プロセッサー（28 コア、2.50GHz）

メモリー 128GB DDR4-2666

ホストアダプター 100HFA016LS インテル ® Omni-Path ホスト・ファブリック・インター
フェイス・アダプター、PCIe*x16

アプリケーション・ノード アプリケーション・ノード x1（ゲートウェイ・ノードも同様） アプリケーション・ノード x1

プラットフォーム インテル® サーバーボード S2600WFT インテル® サーバーボード S2600WFT

プロセッサー インテル® Xeon® Platinum 8180 プロセッサー（28 コア、2.50GHz） インテル® Xeon® Platinum 8180 プロセッサー（28 コア、2.50GHz）

メモリー 128GB DDR4-2666 512GB DDR4-2666

ホストアダプター 100HFA016LS インテル® Omni-Path ホスト・ファブリック・インター
フェイス・アダプター、PCIe* x16

100HFA016LS インテル® Omni-Path ホスト・ファブリック・インター
フェイス・アダプター、PCIe* x16

コンピューティング・ 
フレキシブル・ノード

コンピューティング・フレキシブル・ノード x4 コンピューティング・フレキシブル・ノード x8

プラットフォーム インテル® サーバーボード S2600WFT インテル® サーバーボード S2600WFT

プロセッサー インテル® Xeon® Platinum 8180 プロセッサー（28 コア、2.50GHz） インテル® Xeon® Platinum 8180 プロセッサー（28 コア、2.50GHz）

メモリー 256GB DDR4-2666 256GB DDR4-2666

ハイパフォーマンスなデータ解析を行うコンピューティング・クラスター
とゲノム解析用に最適化されたワークフローは、複雑なハードウェア /
ソフトウェア・システムです。 ゲノム解析向けインテル® Select ソリュー
ションは、これらの複雑なゲノミクス・パイプラインのセットアップと構
成の検証済みのスタックを提供することによって、ゲノム解析（システム
とその上で実行されるソフトウェアの展開） を促進するように特別に設
計された、エンドツーエンドの最適化されたハードウェア / オープンソー
ス・ソフトウェア構成です。

ゲノム解析向けインテル® Select ソリューションは、小規模構成のクラ
スター化されたスーパーコンピューターをより大規模な構成へと拡張
することを目的として設計されています。 これにより、特定のニーズに合
うようにカスタマイズされたシステムを迅速かつ動的に構成できます。
組織は、ワークロードの増加に応じて拡大する可能性があります。 そして、
ゲノム解析向けインテル® Select ソリューションには、API ベースの最
新の強力なソフトウェアを使用してリソースを検出、構成、監視するツー
ルが含まれています。
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ローカルストレージ 4TB インテル® SSD DC P4600 シリーズ x7、PCIe* HHHL 4TB インテル® SSD DC P4600 シリーズ x7、PCIe* HHHL

ホストアダプター 100HFA016LS インテル® Omni-Path ホスト・ファブリック・インター
フェイス・アダプター、PCIe* x16

100HFA016LS インテル® Omni-Path ホスト・ファブリック・インター
フェイス・アダプター、PCIe* x16

アドインカード インテル® Arria® 10 FPGA x1 インテル® Arria® 10 FPGA x1

コンピューティング 
高密度ノード

コンピューティング高密度ノード x4 コンピューティング高密度ノード x16

プラットフォーム インテル® サーバーボード S2600BPB インテル® サーバーボード S2600BPB

プロセッサー インテル® Xeon® Platinum 8176 プロセッサー（28 コア、2.10GHz） インテル® Xeon® Platinum 8176 プロセッサー（28 コア、2.10GHz）

メモリー 256GB DDR4-2666 256GB DDR4-2666

ローカルストレージ 4TB インテル® SSD DC S4500 シリーズ、Serial ATA（SATA）
2TB インテル® SSD DC P4501 シリーズ、PCIe* M.2

4TB インテル® SSD DC S4500 シリーズ、SATA
2TB インテル® SSD DC P4501 シリーズ、PCIe* M.2

ホストアダプター 100HFA016LS インテル® Omni-Path ホスト・ファブリック・
インターフェイス・アダプター、PCIe* x16

100HFA016LS インテル® Omni-Path ホスト・ファブリック・ 
インターフェイス・アダプター、PCIe* x16

アドインカード インテル® Arria® 10 FPGA x1 インテル® Arria® 10 FPGA x1

ネットワーク・ 
インフラストラクチャー

データ・ネットワーク インテル® Omni-Path エッジスイッチ 100 シリーズ、24 ポート インテル® Omni-Path エッジスイッチ 100 シリーズ、48 ポート

管理ネットワーク 1 ギガバイト / 秒 (Gbps) ポートスイッチ x48 1Gbps ポートスイッチ x48

NFS ストレージ・ 
インフラストラクチャー

プラットフォーム インテル® サーバーボード S2600WFT

プロセッサー インテル® Xeon® Platinum 8180 プロセッサー（28 コア、2.50GHz）

メモリー 256GB DDR4-2666

ディスク 480GB インテル® SSD DC S3520 シリーズ x2（ミラー化 OS）

ホストアダプター 12Gbps インテル® RAID コントローラー RS3SC008、JBOD モード
100HFA016LS インテル ® Omni-Path ホスト・ファブリック・
インターフェイス・アダプター、PCIe* x16

JBOD インテル® ストレージ・システム JBOD2312S3SP x12 ドライブ JBOD

ドライブ Seagate* エンタープライズ x12 ～ 24、容量：6 ～ 10TB

RAID ZFS-on-RAID

Lustre* ストレージ・ 
インフラストラクチャー

Lustre* MDS メタデータサーバー x2

プラットフォーム インテル® サーバーボード S2600WFT

プロセッサー インテル® Xeon® Platinum 8180 プロセッサー（28 コア、2.50GHz）

メモリー 256GB DDR4-2666

ディスク 480GB インテル® SSD DC S3520 シリーズ x2（ミラー化 OS）

ホストアダプター 12Gbps インテル® RAID コントローラー RS3SC008、JBOD モード、
100HFA016LS インテル® Omni-Path ホスト・ファブリック・インター
フェイス・アダプター、PCIe* x16

Lustre* OSS オブジェクト・ストレージ・サーバー x2

プラットフォーム インテル® サーバーボード S2600WFT

プロセッサー インテル® Xeon® Platinum 8180 プロセッサー（28 コア、2.50GHz）

メモリー 256GB DDR4-2666

ディスク 480GB インテル® SSD DC S3520 シリーズ x2（ミラー化 OS）

ホストアダプター 12Gbps インテル® RAID コントローラー RS3SC008、JBOD モード、
100HFA016LS インテル ® Omni-Path ホスト・ファブリック・インター
フェイス・アダプター、PCIe* x16

Lustre* OST オブジェクト・ストレージ・ターゲット

JBOD Colfax CX4270-JBOD 44x ドライブ （デュアル・エクスパンダー内蔵）

ドライブ Seagate* エンタープライズ x44、容量：6 ～ 10TB

RAID ZFS-on-RAID

Lustre* MDT メタデータターゲット

JBOD インテル® ストレージ・システム JBOD2224S2DP、2U、デュアルポート

SAS SSDS HGST SAS 400GB x4
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ソフトウェア インテル® テクノロジーに最適化された GATK/BWA/GATK ワークフロー

最適化された Cromwell ワークフロー

開発者コードの高速化に最適化されたルーチンを含むインテル® GKL

大規模な変異解析に特化した GenomicsDB

クラスター化された解析ジョブを実行するための 
HTCondor ジョブ・スケジューラー

クラスターの分離されたコンテナーで複数のジョブを実行するための 
Docker*

ビッグデータ分析処理のための Apache Spark*

高性能ストレージ向けの Lustre*（オープンソースの並列ファイルシステム）

インテル® テクノロジーに最適化された GATK/BWA/GATK ワークフロー

最適化された Cromwell ワークフロー

開発者コードの高速化に最適化されたルーチンを含むインテル® GKL

大規模な変異解析に特化した GenomicsDB

クラスター化された解析ジョブを実行するための 
HTCondor ジョブ・スケジューラー

クラスターの分離されたコンテナーで複数のジョブを実行するための
Docker*

ビッグデータ分析処理のための Apache Spark*

高性能ストレージ向けの Lustre*（オープンソースの並列ファイルシステム）

ファームウェアと 
ソフトウェアの最適化

インテル® アドバンスト・ベクトル・エクステンション 512 
（インテル® AVX-512）

インテル® AVX-512

ゲノム解析向けインテル® Select ソリューション： 
ソフトウェア、ファームウェア、テクノロジーの構成
ゲノム解析向けインテル® Select ソリューションでは、 インテル® 
Xeon® スケーラブル・プロセッサー、 インテル® SSD データセンター ・
ファミリー、インテル® Omni-Path アーキテクチャー ・ハイパフォーマン
ス・ファブリック、インテル® FPGA など、インテル® アーキテクチャーに
よるハイパフォーマンスな機能を活用します。

表 1 は、 ゲノム解析向けインテル® Select ソリューションの 「Base」
構成と「Plus」構成のハードウェアとソフトウェアを示しています。 ある
ソリューションをインテル® Select ソリューションと呼ぶためには、サー
バーベンダーまたはデータセンター ・ソリューション・プロバイダーは、
これらの構成またはさらに優れた構成を使用する必要があります。

個々の環境のニーズを満たすために、2、4、16、24、36、48 個いずれか
の個数の指定されたコンピューティング・デバイスと、 ローカルおよび
共有ストレージデバイス （該当する場合） でこれらのソリューションを
カスタマイズできます。

インテル® ゲノミクス・カーネル・ライブラリー（インテル® GKL） による 
コード開発の簡素化

インテル® GKL は、 インテル® アーキテクチャーに最適化された、 ゲノ
ミクスの分野で使用されるコードを提供します。 開発者はこれらのルー
チンを呼び出して、コードのパフォーマンスを向上させることができます。
このライブラリーにより、開発者は、インテル® アーキテクチャーが提供
する機能の使用はインテル® GKL にまかせて、自身は（特定の最適化で
はなく）コードの機能や動作に注力できます。

GenomicsDB によるスケーラビリティーの向上

GenomicsDB は、最大数十万のゲノム変異データをサポートできる独
自のバリアントストアです。 これは元々、インテルラボによって開発され、
ブロード研究所のユースケースに合わせてカスタマイズされました。

GenomicsDB は GATK 4.0 とともにパッケージ化され、 ワークフロー
の大幅な高速化に貢献します。 GenomicsDB は、 HaplotypeCaller 
Genomic VCF（GVCF）ワークフローに大規模なスケーリングのメリッ
トをもたらします。 例えば、ブロード研究所では、GenomicsDB を使用
していないときには、2,300 個の全ゲノムからデータベースを生成する

のに 6 週間かかっていました。 しかし、 GenomicsDB を使用した結果、
わずか 2 週間で 5 倍の情報量のデータベースを生成することができま
した。4 これにより、ブロード研究所がホストする、15,000 個の全ゲノム
を含む Genomics Aggregation Database（gnomAD）プロジェクト
（ゲノムデータを集約した世界最大のデータベースの 1 つ） を成功させ
ることができました。4

継続的な開発

世界規模の研究活動に大きなメリットをもたらす可能性を秘めた大
規模なゲノム・データベースが世界中にあります。 インテル・ブロード・
ゲノム・データ・エンジニアリング・センターでは、 これらのデータベー
スに効率的にアクセスして解析を行うことができるように、ゲノム解析
向けインテル® Select ソリューションの開発に継続的に取り組んでい
ます。 将来、組み込まれたテクノロジーによって、クラウド環境と共有環
境でのゲノミクスに必要な接続、パフォーマンス、プライバシー、セキュ
リティーが提供されるようになります。

インテルとブロード研究所のコラボレーションによるメリット

インテルとブロード研究所の取り組みは、ゲノミクス・コミュニティーと、
これを支援する技術者やビジネス・マネージャーに以下のような多くの
メリットをもたらします。

科学者にとってのメリット：

•  最適化された効率的なパイプラインのサポート

•  すぐに使える最適化されたソリューション

•  事前にパッケージ化されたワークフロー記述言語（WDL）スクリプト

•  ピア・アプリケーションのサポート

•  ロータッチによる IT サポート

•  組織内にあるより多くのゲノミクスデータへのアクセス

•  統計力の向上

•  オープンソース・ソフトウェア

•  柔軟なアプリケーション・アーキテクチャー
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IT 部門にとってのメリット：

•  実装の容易さ

•  拡張性

•  セットアップ時間の短縮

•  ライセンスコストがかからないオープンソース・ソフトウェア

•  既知のリファレンス・アーキテクチャー

•  ベンダーとソリューションのサポート

•  ワークロードに対するハードウェアの最適な使用（事前にパッケージ
化された WDL など）

経営者にとってのメリット：

•  予算に合わせてソリューションのスケーリングが可能

•  低価格（消費電力当たり）

•  事前構成されたソリューションによるセットアップ時間とサポートコ
ストの削減

•  組織内にあるゲノムデータの価値を最大化

•  ライセンス料が不要

•  オープンソース・アプリケーション・ソフトウェア

•  他のアプリケーションへの拡張性

OEM パートナー - ゲノム解析クラスター導入の簡素化

ゲノム解析向けインテル® Select ソリューションを導入すると、 ゲノミ
クス・ワークロードの実行が容易になります。 また、ゲノム解析用に設計
された予測可能なクラスターの迅速な導入も可能になります。 そのため、
ハイパフォーマンス・システムの多くのインテグレーターがインテルと
提携し、 ゲノミクス・コミュニティーの顧客のニーズを満たすソリュー
ションの設計と導入を行っています。

「私たちの目標は、従来よりも大規模な 
ゲノミクス・データセットからこれまで以上に 
有意義なインサイトを生み出せるように、 
研究者が直面する課題を軽減することです。 
ゲノム解析向けインテル® Select ソリューションの 
バージョン 1.0 で GATK 4 を実行することで、 
5 倍のパフォーマンス向上がすぐに実現されました。 
インテルと協力して、世界中のゲノム研究のために、 
GATK ベスト・プラクティスのパイプラインを 
簡単に導入し、さらに大規模に高速で実行できるよう 
取り組んでいます」

— ブロード研究所 
データ・サイエンス・プラットフォーム・グループ、 
アウトリーチ & コミュニケーション担当アソシエイト・ディレクター、 
Geraldine Van der Auwera 氏

写真提供：Len Rubenstein およびブロード研究所
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ゲノム解析向けの優れたパフォーマンス、拡張性、 
容易な導入への足がかり
ゲノム科学の研究は、 疾患の理解、 診断ツールの作成、 安全かつ効果
的な治療の構築に不可欠です。 研究者がテクノロジーを使用して大規
模なゲノミクス・データ・リポジトリーを構築し、そのデータの力を理解
するようになるにつれて、ゲノミクスデータとゲノム解析が急速に進歩
しつつあります。 ブロード研究所は、 ゲノミクスデータに対する世界最
大の貢献者の 1 つです。 同研究所の GATK ソフトウェアは、解析と変異
コールの研究のための世界有数のゲノム解析ツールです。 インテル・ブ
ロード・ゲノム・データ・エンジニアリング・センターでは、 科学とテク
ノロジーを融合してゲノム解析のコードとワークフローを最適化し、そ
れらのワークロードを実行するための最適化されたインフラストラク
チャー（ゲノム解析向けインテル® Select ソリューション） を定義して
います。 これにより、 解析の高速化と、 遺伝子解析用にカスタマイズさ
れたハードウェア・ソリューションの迅速な導入が可能になります。 複
数のシステム・インテグレーターが、遺伝的性質によるさらなる発見を
可能にするシステムの導入サービスをすでに提供しています。

インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー
インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーの特長は次の 
とおりです。

•  エンタープライズ・データセンターに高い拡張性を提供

•  前世代のプロセッサーに比べ、仮想化されたインフラストラ
クチャーのパフォーマンスが向上

•  優れたリソース使用率と俊敏性を実現

•  データセンター ・ソリューションのデータとワークロードの
整合性および法令遵守の向上を実現

このファミリーには、インテル® Xeon® Bronze プロセッサー、
インテル® Xeon® Silver プロセッサー、 インテル® Xeon® 
Gold プロセッサー、インテル® Xeon® Platinum プロセッサー
が含まれます。

詳細情報
インテル・ブロード・ゲノム・データ・エンジニアリング・センター：http://www.intel.co.jp/broadinstitute/

「Big Data Genomics and Optimized Genomics Code」： 
https://www.intel.com/content/www/us/en/healthcare-it/solutions/genomicscode.html（英語）

インテルとブロード研究所のホワイトペーパー、 「Infrastructure for Deploying GATK Best Practices Pipeline」： 
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/white-papers/deploying-gatk-best-practices-paper.
pdf（英語）

インテル® Select ソリューション： 
http://www.intel.co.jp/selectsolutions/

インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー： 
https://www.intel.co.jp/xeonscalable/

インテル® Select ソリューションは、Intel® Builders（http://builders.intel.com/（英語）） によってサポートされています。

http://www.intel.co.jp/broadinstitute/
https://www.intel.com/content/www/us/en/healthcare-it/solutions/genomicscode.html
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/white-papers/deploying-gatk-best-practices-paper.pdf
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/white-papers/deploying-gatk-best-practices-paper.pdf
http://www.intel.co.jp/selectsolutions/
https://www.intel.co.jp/xeonscalable/
http://builders.intel.com/
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