
Genomics England社は、2013年、希少疾患や一般的な癌を患う膨大な数の患者の全ゲノ
ム・シーケンシングを実施する画期的な取り組みである「100,000 Genomesプロジェクト」の
支援を目的として、英国保健省によって設立されました。2018年、プロジェクトが大幅に拡大さ
れたため、Genomics England社はデータ・ストレージ・インフラストラクチャを拡張する必要
がありました。Quantum ActiveScale™オブジェクト・ストレージを単一の統合環境の一部と
して使用することで、数百ペタバイトのゲノム・データの保存、保護、アクセスの提供が可能に
なりました。

Genomics England社、 
Quantum ActiveScaleでペタバイト規模の 
ゲノム・データの保存、保護、アクセスを提供

”
“ActiveScaleシステムで私たちが気に入ってい
るのは、その固有のアーキテクチャが、RAID置
換技術というイレイジャー・コーディングされた
データのインテリジェントで動的な配置によって
支えられていることです。

David Ardley氏
Genomics England社テクニカル・デリバリー責任者
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Genomics England社は野心的な目標を掲
げています。同社は、膨大な数の人々のゲノム
をシーケンスし、治療の改善に役立つ新しい
インサイトを生み出すと同時に英国のゲノミク
ス産業の発展を加速するために設立されまし
た。

同社は発足から数年で10万件のゲノム・シー
ケンシングという当初の目標を達成できるこ
とを証明しました。また2018年には、5年間で
最大5百万件のゲノム・シーケンシングという
新たな目標が設定されました。

残念ながら、ゲノム・データの保存に使用さ
れていた既存のネットワーク接続ストレージ
（NAS）ソリューションではこの任務を全うで
きませんでした。21PBのデータを保存してい
たNASは、ノード拡張の限界に達していたた
め、それ以上拡張できませんでした。

NASの容量が限界に近づくと、パフォーマン
スが低下しました。また、すべてのゲノム情報
の復元力に確信を持てずにいました。データ
はテープにバックアップされていましたが、
Genomics England社には、災害などで大規
模な混乱が発生した場合にデータを迅速に復

元できる堅牢な災害復旧戦略がありませんで
した。

急増するデータ量を保存および保護できる
ソリューションが必要でした。「既存のNASソ
リューションよりもはるかにスケーラブルな
もの、つまり数百ペタバイトに拡張できるイン
フラストラクチャが必要でした」とGenomics 
England社テクニカル・デリバリー責任者
のDavid Ardley氏は語っています。新しいソ
リューションは、世界中の3千名以上の研究者
がデータにシンプルかつ柔軟にアクセスでき
るようにする必要もありました。

Quantum ActiveScaleオブジェクト・スト
レージの使用
Genomics England社は、新しいストレージ・
ソリューションの設計・実装について、英国
を拠点とする独立系データ・サービス企業の
Nephos Technologies社に相談しました。
NephosとGenomics England両社のチーム
が協力して、現在の要件を確認し、将来のニー
ズを予測してから、新しい多面的なソリュー
ションを設計し実装しました。

ソリューションの概要

• Quantum ActiveScaleオブジェクト・ 
ストレージ

• WekaIO分散ファイル・システム
• Mellanox高速ネットワーク

主なメリット

• 以前のストレージ・ソリューションの容量
の限界を克服し、急増する大量のゲノム・
データに対応するスケーラビリティを獲得

• COVID-19感染者のゲノム・シーケンシン
グの必要性など、新たな緊急課題に取り
組むための俊敏性を向上

• 3つのデータセンターに分散した地理分
散型環境で、最重要データの保護と復元
力を強化

• 使いやすい効率的な環境でデータ保存
のコストと複雑さを軽減

”“既存のNASソリューションよりもはるかにスケーラブルなもの、 
つまり数百ペタバイトに拡張できるインフラストラクチャが必要でした。

David Ardley氏 - Genomics England社テクニカル・デリバリー責任者
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ストレージ・ソリューションには、WekaIO高
性能ファイル・システム、Mellanox高速ネッ
トワーキング、Quantum ActiveScaleオ
ブジェクト・ストレージが組み込まれていま
す。これは、フラッシュ・ストレージと長期的
データ・レイク・リポジトリとして使用される
ActiveScaleオブジェクト・ストレージを組み
合わせた2層アーキテクチャになります。導入
当初は1.4PBのフラッシュと40PBのオブジェ
クト・ストレージを搭載していました。

それぞれを個別に拡張可能な2つのストレー
ジ層は、単一のハイブリッド・ストレージ環境
として存在します。その結果、研究者は高度に
ランダム化された方式でデータをクエリする
という柔軟性が得られます。

コロナ禍における新たな課題への取り組み
Genomics England社では、新しいストレー
ジ環境を導入してから数年で、再び拡張する
必要がありました。2020年初頭から始まった
COVID-19の感染拡大により世界中の医療
科学会に新たな緊急課題が生じ、Genomics 
England社はどのような人がウイルスに感染
しやすいかを特定するのに最適な立場にあ
りました。同社は、最大2万人のCOVID-19重
症患者および最大1万5千人の軽症患者のゲ
ノム・シーケンシングに取り組みました。さら

に、COVID-19の調査で得たゲノム・データに
研究者や新薬開発者がアクセスして使用で
きるようにする、次世代のゲノム研究プラット
フォームを立ち上げました。

Genomics England社がCOVID-19の研
究への関与を深めていたのとほぼ同時に、
ActiveScaleソリューション・プラットフォーム
がクアンタムによって買収されました。弊社の
チームは、Genomics England社のスムーズ
な移行を補佐しました。

Genomics England社は、クアンタムと
ActiveScaleシステムを全面的に信頼し、
COVID-19の研究に対応するためのオブジェ
クト・ストレージ環境の拡張を進めました。
100PB以上の容量の拡張が行われました。

RAID（Redundant Array of Independent 
D isks）により拡張はシームレスでした。
「ActiveScaleシステムで私たちが気に入っ
ているのは、その固有のアーキテクチャが、
RAID置換技術というイレイジャー・コーディ
ングされたデータのインテリジェントで動的
な配置によって支えられていることです」と
Ardley氏は語っています。このデータ配置に
より、パフォーマンスと可用性を損なう可能
性のあるシステムのリバランスが不要になり
ます。

David Ardley氏 - Genomics England社テクニカル・デリバリー責任者

www.quantum.com/customerstories

「ActiveScaleシステムのシ
ンプルさ、使いやすさ、アー
キテクチャが気に入ってい
ます。これらのシステムは、
オンプレミスおよびハイブ
リッド・データ・ストレージ・
ソリューションのエクサバイ
ト規模の展開にシームレス
に拡張できるように設計さ
れています」

David Ardley氏
Genomics England社テク
ニカル・デリバリー責任者

Genomics Englandについて
Genomics England社は、希少
疾患の患者とその家族、および
一般的な癌の患者の10万件の
全ゲノム・シーケンシングを実施
する取り組みである「100,000 
Genomesプロジェクト」の支援
を目的として2013年に設立され
ました。

その後最大500万のゲノムに拡
大されたこのプロジェクトは、
英国の国立衛生研究所、N H S 
England（英国の国民保健サー
ビスの一部）、およびその他の組
織の資金提供を受けています。
保健省が所有するGenomics 
England社は、より速く、より深い
ゲノム研究を可能にし、それを必
要とするすべての人にゲノム医療
を提供することを目標としていま
す。

2020年、Genomics England
社は、COVID-19感染者の全ゲノ
ム・シーケンシングを実施するた
めに、医師・科学者団体との協力
を開始しました。その目的は、ウ
イルスに対する遺伝的感受性に
ついての理解を深めることです。
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C A S E  S T U D Y

重要なゲノム・データの保護
ActiveScaleオブジェクト・ストレージは
データを保護し、Genomics England
社が重要な研究成果に対して必要とす
るデータの復元力を提供します。同社は
ActiveScaleの地理分散機能を利用して
います。ActiveScaleにより、3つのデータ
センターにデータを分散し、サイトの損
失などの大規模な災害から完全にデー
タを保護しています。残りのサイトでは
引き続き読み取りと書き込みのために
データにアクセスでき、さらなるハード
ウェア障害の発生にも耐性があり、19x9
（99.99999999999999999%）のデータ
耐久性を提供します。

さらに、この技術は、自動データ・スクラ
ビング、検証、修復、最適化を通じた自己
修復プロセスを実現することにより、高い
データ整合性の確保に有効です。

コストと複雑さを抑えたスケーラビリティ
の獲得
A c t i v e S c a l eにより、G e n o m i c s 
England社は以前のNASソリューショ
ンの容量の限界に直面することがなく
なりました。同社は、ストレージの大規模
なオーバーホールを行うことなく、オブ
ジェクト・ストレージを拡張して、より多く
のゲノム解析をサポートし、COVID-19
の追加研究を行うことができました。
将来的に、Genomics England社は、
ActiveScaleオブジェクト・ストレージと
Amazon S3準拠のパブリック・クラウド
環境を容易に統合し、保護と拡張の柔軟
性を追加することができます。

このスケーラブルなストレージ環境は、コ
ストの削減にも役立ちます。Nephos社
によると、Genomics England社のチー
ムは、以前の環境と比較して、ゲノムあた
りのストレージ・コストを75%削減しまし
た。2023年までには96%のコスト削減が
期待されています。

 www.quantum.com 

同様に重要なこととして、Genomics 
England社のチームは、複雑さを増すこ
となくこれらのメリットを体感できまし
た。Ardley氏は次のように語っています。
「ActiveScaleシステムのシンプルさ、使
いやすさ、アーキテクチャが気に入ってい
ます。これらのシステムは、オンプレミス
およびハイブリッド・データ・ストレージ・
ソリューションのエクサバイト規模の展
開にシームレスに拡張できるように設計
されています。」
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