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DDBJ (http://www.ddbj.nig.ac.jp/)

http://www.ddbj.nig.ac.jp


•全世界で解読された塩基配列情報を 
•査定して受入れ 
•データベースに蓄積し 
•公開して共有する

塩基配列データバンクとはこのような事業

データベース



国際塩基配列データベースの一員
International Nucleotide Sequence 
Databank Collaboration



DDBJが運営しているデータベース
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DRA: DDBJ Sequence Read Archive 

JGA: Japanese Genotype-phenotype Archive



スーパーコンピュータ

• プロセッサ、メモリ、ストレージ、ネットワーク
等のハードウェアと、その上で動作する OS やア
プリケーションなどのソフトウェアから構成され
る点では一般的なコンピュータと同じ 

• ただし、本来画像処理のために開発された
Graphics Processing Unit (GPU) を汎用的な計
算に利用する General Purpose computing on 
GPU (GPGPU) などのコプロセッサによって浮動
小数点演算性能を稼ぐ構成も多い 

• 遺伝研スパコンは CPU 重視構成（でも GPU, 
Xeon Phi も一部に入ってますよ）

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/GPGPU
http://ja.wikipedia.org/wiki/Xeon_Phi


遺伝研スーパーコンピュータ
http://sc.ddbj.nig.ac.jp/

http://sc.ddbj.nig.ac.jp/
http://sc.ddbj.nig.ac.jp/


遺伝研スーパーコンピュータ（全容）



遺伝研スーパーコンピュータ（概要）

5.5 PB 
MAID 

大容量省電力HDD

7 PB 
Lustre 
高速HDD

“medium” 
2TB memory 

x 10 台

“thin” 
64GB memory 

x 554 台

“fat” 
10TB memory 
(SGI UV) 1 台

CC-PD  from OpenClipart



UNIX Operating System のはじまり

Bell 研の Ken Thompson, 
Dennis Ritchieらが “Space 
Travel” で遊ぶために（の目的だ
けってわけでもないけど）高価で
買ってもらえなかった DEC-10 の
かわりに部屋のスミに転がってい
た借り物の PDP-7 で「えいやっ」
と作ってみた「小さくて」「軽い」
オペレーティングシステム (1968)
Life with UNIX  (アスキー出版局; 1990）より引用／改変



ところがどっこい

iOS の基礎部分は Darwin で
あり、NeXTSTEP を先祖に
持つ由緒正しき Berkeley 
Software Distribution (BSD) 
UNIX の系譜に連なります。 

要するに組み込み系の UNIX 
(POSIX 準拠) で動作。 

MacOS X も勿論 UNIX。

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:IPhone_5.png

http://ja.wikipedia.org/wiki/IOS_(%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%AB)
http://ja.wikipedia.org/wiki/Darwin_(%E3%82%AA%E3%83%9A%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0)
http://ja.wikipedia.org/wiki/NEXTSTEP
http://ja.wikipedia.org/wiki/BSD
http://ja.wikipedia.org/wiki/POSIX
http://ja.wikipedia.org/wiki/OS_X
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:IPhone_5.png


スパコンの OS だって

• 遺伝研スパコン 
• Red Hat Enterprise Linux 6  
• C、C++、Objective-C、Fortran、Java、Ada

Operating systems used on top 500 supercomputers

Top 500 で 

使われている 
OS の推移

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF#mediaviewer/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Operating_systems_used_on_top_500_supercomputers.svg


Linux とは

•Linuxは、狭義ではLinuxカーネルを意味し、広義
ではそれをカーネルとして用いたオペレーティン
グシステム (OS) を意味する。Linuxカーネルを用
いたオペレーティングシステムは、Unix に類似し
た振る舞いをするので、Unix系のオペレーティン
グシステムの一種に分類される。

http://ja.wikipedia.org/wiki/Linux

http://ja.wikipedia.org/wiki/Linux
http://ja.wikipedia.org/wiki/Linux


UNIX の構成

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kernel_Layout.svg

カーネルは 
人間と機械の媒

Linux
Mach

GNU

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kernel_Layout.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/Linux
http://ja.wikipedia.org/wiki/Mach
http://www.gnu.org/home.ja.html


Linux カーネル

•1991年、ヘルシンキ大学の学生であったリーナス・
トーバルズはオペレーティングシステムに好奇心を
抱き Intel 80386 CPU を搭載した PC に UNIX 
互換の独自のカーネルを開発した。最終的にこれ
が現在の Linux カーネルへと成長した。

http://ja.wikipedia.org/wiki/Linux

リーナス・ベネディクト・トーバルズ（Linus Benedict Torvalds; 1969-）

フィンランド、ヘルシンキ出身のプログラマ。Linuxカーネルを開発し、1991年に一般に公開した

http://ja.wikipedia.org/wiki/Linux
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%AB%E3%82%BA


見えてるのは実は Linux でなくて GNU

•GNU's Not Unix 
•GNU は典型的には Linux と呼ばれるカーネルと
ともに使われます。この組み合わせが GNU/Linux
オペレーティング・システムです。GNU/Linux は
何百万人もの人に使われています。間違って
“Linux”と呼ばれていますけれども。

http://www.gnu.org/home.ja.html

http://www.gnu.org/home.ja.html
http://www.gnu.org/home.ja.html


Operating System のご利益

•計算機とダイレクトにお話するのは大変に辛い 

•「デバイスの何番地から何番地のデータを別のデバイ
スに書き移して跡地を空けよう。でも移す先に他のデー
タがあったらまずいので移すデータの空きがあるか調
べて、連続でとれなかったらデータを分割して書きこ
んで、分割してあることがわかるように印つけて…」 

•みたいなことを逐一指示出すのはご勘弁願いたい

Von Neumann architecture CC BY-SA 3.0

http://en.wikipedia.org/wiki/Von_Neumann_architecture#mediaviewer/File:Von_Neumann_architecture.svg


$ mv /hoge/huga /piyo

呪文みたいだけど、事細か
に全部機械にお伝えするよ
りは、呪文のほうが楽な訳



オペレーティング・システム (OS)

僕らが対話するのは「アプリ（シェルを含む）」の層

だいたいC言語と 
下手すりゃ機械語

ちょっとした呪文と 
スクリプトでok

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kernel_Layout.svg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kernel_Layout.svg


遺伝研スーパーコンピュータの場合
http://sc.ddbj.nig.ac.jp/

http://sc.ddbj.nig.ac.jp/
http://sc.ddbj.nig.ac.jp/


遺伝研スーパーコンピュータ上で使える開発環境

• 「プログラミング環境について」 

• 「科学技術計算ライブラリについて」 

… まあ、普通に使うぶんにはとくに用はないか

http://sc.ddbj.nig.ac.jp/index.php/system-software-config

http://sc.ddbj.nig.ac.jp/index.php/system-software-config


シェル

• 「シェル環境について」 
• システムへのログインシェルは、bash, 
tcsh, zsh が利用可能です。

UNIX にコマンドを出すためのプログラムである
「シェル」は複数のなかから選べます。お好きな
ものをどうぞ。 

「シェルスクリプト」が書けるようになると、ぐっ
と大量の解析作業が捗るようになりますよ。

http://sc.ddbj.nig.ac.jp/index.php/system-software-config

http://ja.wikipedia.org/wiki/Bash
http://ja.wikipedia.org/wiki/Tcsh
http://ja.wikipedia.org/wiki/Z_Shell
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%83%AB
http://sc.ddbj.nig.ac.jp/index.php/system-software-config


スクリプト言語

• 「一般ユーザが利用可能なスクリプト言語」 
• ログインノード、計算ノードで一般ユーザが
利用可能なスクリプト言語環境は以下の通
りです。

さらに「スクリプト言語」が使えるようになると、
一連の解析を効率的に繋いで高度化できますよ！

http://sc.ddbj.nig.ac.jp/index.php/system-software-config

http://sc.ddbj.nig.ac.jp/index.php/system-software-config


http://trace.ddbj.nig.ac.jp/dra/

解析パイプライン

解析パイプラインも提供してます
http://trace.ddbj.nig.ac.jp/dra/

http://trace.ddbj.nig.ac.jp/dra/index.shtml
http://trace.ddbj.nig.ac.jp/dra/index.shtml

