
HudsonAlpha、命を救う研究を
支える堅牢なプラットフォームを
実装
著名なバイオテクノロジー研究機関における
HPE Synergyによるワークロードの最適化

目的

研究データを最大限に活用するため効率

的なプラットフォームを実装する

アプローチ

信頼できるアドバイザーであるヒューレッ

ト・パッカード エンタープライズと継続的
に連携する

ITでの成果
• リソースの再プロビジョニングに要する
時間を4日から2時間に短縮

• ワークロードのニーズに合わせて ITイン
フラストラクチャを迅速に調整可能

• ストレージ容量を増大し、テラバイトあた
りのコストを削減

ビジネスでの成果

• HPE Synergy: 全ヒトゲノム解析ワーク
ロードのためのリソース（ストレージ、コン

ピューティング、ファブリック）調整が数

秒で完了

• より多くの研究対象データをより迅速に
処理することで、命を救う研究を合理化

• HudsonAlphaの教育アウトリーチプロ
グラムをサポート

米国を代表するゲノム研究機関

の1つであるHudsonAlphaで
は、データを多用する研究が

行われており、これらのデータ

を管理および分析するための

堅牢かつ汎用性の高いプラット

フォームが欠かせません。

HudsonAlphaはこのニーズを
満たすためにHPE Synergyの
試験環境を構築し、単一プラッ

トフォームとして提供される

コンピューティング、ネットワー

ク、およびストレージインフラ

ストラクチャならびに統合され

た管理機能の利用を開始しま

した。

課題

データを多用する研究

アラバマ州ハンツビルにある 155エー
カーの広大なキャンパスを拠点とする

HudsonAlpha Institute for Biotechnology
は、米国を代表するゲノム研究センターの 1
つです。マイクロバイオロジーの分野にお

ける同機関の研究は、疾病の診断と治療

に役立つ発見により人々の命を救っている

だけでなく、農業研究の発展にも貢献して

います。

「HudsonAlphaのビジネスモデルは非常
にユニークで、学術研究者とその研究成果

を商品化する企業を集結させることに重点

が置かれています」と共同創設者兼会長で

あるJim Hudson氏は説明します。「さらに
HudsonAlphaは、アラバマ州のための教
育アウトリーチプログラムを展開しており、

年間10万人もの子供たちにゲノムや遺伝子
に関する知識を提供しています。」
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非営利サイドで 200人、営利サイドで
600人が働く HudsonAlphaのキャンパ
ス内には、16のゲノミクス研究室と 34
のライフサイエンス企業が存在してお

り、一部の企業は同機関の研究から誕生

したものです。HudsonAlphaの主な使命
の 1つが、ヒトゲノムの研究と希少疾患
治療への応用です。先頃 HudsonAlpha
は、他の手段では診断がつかない患者

を救うためのゲノム診療所を開設しまし

た。ゲノミクスはこうしたケースの多く

で効果を発揮し、さらに HudsonAlpha
の研究室では、同じ技術をガンや糖尿病

などの疾病治療にも活用するための取り

組みが行われています。

同機関の研究は科学的な配列決定を中核と

して、DNA配列決定、RNA配列決定、プ
ロテオミクス、メタボロミクスなどの多様

な専門分野に分かれていますが、すべての

分野に共通する課題として、膨大なデータ

が生成されることが挙げられます。

「ゲノミクスはデータを多用する科学であ

り、膨大なデータの管理は私たちにとって

最大の課題です。HudsonAlphaでは、保
管、操作、計算などを必要とするデータ

が、毎月1PB以上生成されています」と
Hudson氏は述べています。「私たちはこれ
らのデータを管理し、クエリ可能な状態に

維持しなければなりません。データ解析に

は大型コンピューターが使用されますが、

私たちはより統合された環境を構築して保

有するリソースをより効率的に活用するべ

く、新たなプラットフォームを模索していま

した。」

解決方法

コンポーザブル・インフラストラクチャ

HudsonAlphaは、増大するデータに費
用効率よく対処できる、堅牢なインフラス

トラクチャを必要としていました。そのた

め以前から取引関係のあるヒューレット・

パッカード エンタープライズは、緊密な
パートナーシップアプローチを通じてHPE 
Synergyを導入することをHudsonAlpha
に提案しました。

HudsonAlphaは、この新たな環境を現
在ベータモードで運用していますが、HPE 
Synergyフレーム（Synergyコンピュー
ティングモジュール× 3、HPE D3940ス
トレージモジュール× 1、HPE Hyper 
Converged 380システム× 3で構成され
る）を含む新しいインフラストラクチャ上

で、HPE OneViewシステム管理機能を
使用して、本稼働レベルのワークロードを

既に運用開始しています。HudsonAlpha
の ITチームは、HPE Synergyのインス
トールが容易であることを確認するため

に、HPEサポートチームの到着に先立って
Synergyハードウェアのセットアップに着手
し、インストールプロセスを独力で極めて

迅速に完了できました。

インテル ®プロセッサーを搭載するHPE 
Synergyは、コンピューティング、ネット
ワーク、およびストレージインフラストラク

チャを単一プラットフォームに統合するとと

もに、統合管理機能を備えており、ユーザー

は提供される統合 AP（アプリケーション
プログラミングインターフェイス）を使用し

て、インフラストラクチャ全体を高度に自

動化された形でプログラミングできます。

 「HudsonAlphaはヒューレット・パッカード エンタープライズのソリュー
ションを活用することで、既に多くの命を救っていると言っても過言では

なく、今後もこの取り組みを継続してまいります。」

- HudsonAlpha Institute for Biotechnology、最高情報責任者、Peyton McNully氏
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HPE Synergyは完全なソフトウェア・デファ
インド・システムであり、ユーザーは多様な

APIを必要とすることなく、インフラストラ
クチャをコードとしてプログラミングでき

ます。そのためHudsonAlphaは、サーバー
ベースのテンプレートを使用してハードウェ

アを迅速にプロビジョニングできるだけで

なく、ソフトウェアもほぼ即座にプロビジョ

ニング可能です。ワークロードに合わせて

インフラストラクチャを迅速に構築できる

このプラットフォームは、汎用性に非常に

優れています。コンピューティング、ストレー

ジ、およびネットワークファブリックは、需

要に応じて分割および再分割でき、複数

のサーバーラックだけでなく複数のデータ

センターにまたがるファブリックも構成可

能です。

HPE Synergyのキーワードは、コンポー
ザブル・インフラストラクチャです。この

ハードウェアレベルの APIフレームワーク
では、物理的なコンピューティング、スト

レージ、およびネットワークファブリックリ

ソースが、サービスとして取り扱われます。

リソースは論理的にプールされており、特

定のアプリケーションをサポートするため

に、管理者がハードウェアを物理的に構成

する必要はありません。その代わりにソフ

トウェアの開発者が、ポリシーとサービス

プロファイルを使用して、アプリケーション

の物理インフラストラクチャ要件を定義し

ます。こうすることでソフトウェアの実行に

必要なインフラストラクチャが、ソフトウェ

アからのAPIコールを通じて、仮想マシン
またはコンテナーとしてベアメタル上に構

築されます。このようにHPE Synergyは
DevOpsプラクティスの最適化にも貢献し
ます。

メリット

コストと時間を削減

「HPE Synergyの使用を開始してすぐ
にスピードの向上を実感できました」

と Hudson 氏は 振り返ります。「HPE 
Synergyを導入したことで、HudsonAlpha
は 34の関連会社と 200人の研究員のあ
らゆるニーズを集約し、リソースを非常に

効率的に活用できるようになりました。」

HudsonAlphaで最高情報責任者を務め
る Peyton McNully氏は、次のように付
け加えます。「以前は、C7000シャーシを
別の目的に再利用するには数時間が必要

で、実行すべき再プロビジョニングの量に

よっては数日を要する場合もありました。

一例として、ある16ブレードシャーシをア
クティブからパッシブに切り替えた際は 4
日を要しましたが、今ではまったく同じ作

業を約 2～ 4時間で完了できます。HPE 
Synergyを導入したことで、全ヒトゲノム
解析ワークロードのためのリソース調整に

要する時間が数秒に短縮されました。」

「私たちは HPE Synergyを配送された当
日に、独力で簡単にセットアップできまし

た。導入から 3～ 4ヶ月が経過した現在、
確かな ITメリットによるワークロードの最
適化を実感しています。」
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お客様の概要

ソフトウェア

• HPE Synergy 「HudsonAlphaでは、保管、操作、計算などを必要とす
るデータが、毎月1PB以上生成されています。対策として
HPE Synergyを導入したことで、HudsonAlphaは 34の
関連会社と 200人の研究員のニーズを集約し、リソースを
非常に効率的に活用できるようになりました。」

- HudsonAlpha Institute for Biotechnology、共同創設者兼会長、Jim Hudson氏

HPE Synergyは、HudsonAlphaがゲノム
研究を促進し、その結果として人々の命を

救ううえで大きな効果を発揮しています。

戦略的なコスト削減効果に加えて、このタ

イプのハイブリッド環境は、毎月1PBのス
ピードで増え続けるHudsonAlphaのデー
タ需要を容易に満たすことが可能です。

HPE Synergyはストレージ容量を増加し、
テラバイトあたりのコストを削減するだけで

なく、ワークロードのニーズに合わせた IT
インフラストラクチャの調整も容易にしま

す。HudsonAlphaでは容量の増大により、
より多くのデータ分析が可能になり、また

研究施設間のコミュニケーションも強化さ

れました。

「私たちはHPE Synergyの試験運用を通じ
て研究員に最高のソリューションを提供し、

その結果として医師の活動を支援し、さら

には患者のクオリティオブライフを改善す

ることを目指しています」とMcNully氏は
述べています。「ソフトウェア・デファインド・

インフラストラクチャの実装は、ビジネス

ニーズに合わせた環境の反復的な変更を可

能にし、インフラストラクチャを決定する作

業のために研究の進展が阻害されることが

なくなります。」

「HudsonAlphaは HPEのソリューション
を活用することで、既に多くの命を救って

いると言っても過言ではなく、今後もこの

取り組みを継続してまいります。」

実際に HudsonAlphaでは、現在も新た
な HPE製品の検証作業が続けられてい
ます。またHPE VerticaをHPE IDOLお
よび HPE Healthcare Analyticsとそれぞ
れ組み合わせた 2つの概念実証を完了し
ており、後者はいったん棚上げされていま

すが、前者は本稼働への移行が進められ

ています。HPE VerticaとHPE IDOLの
組み合わせは 8週間のテスト期間にわた
り、数百万の DNAデータストリームから
正確な分析結果を迅速に引き出すことに成

功しました。これは非構造化データと構造

化データの取り扱いに関するHPE Vertica
の有効性と、HPEソリューション間の緊密
な連携を実証するものです。

「こうしたリソースのオーケストレーション

を拡大して、より多くのメリットを開発者や

研究者に提供することが、HudsonAlpha
にとって重要なマイルストーンの 1つである
と私は考えます。」とMcNully氏は締めく
くります。

詳細はこちら
hpe.com/info/synergy（英語）

http://hpe.com/contact/getconnectedjp
http://hpe.com/info/synergy
http://hpe.com/info/hyperconverged



