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オープンバイオの波にのる



• ラボで KEGG, GenBank などを処理する自作スクリプトを Perl で書いていた
• 中尾さんとライブラリ化を進めた → すでに BioPerl があった
• BioPerl を使ってみた → ややこしかった
• 複雑なオブジェクトの表現で苦労した → Ruby を勧められた
• BioRuby を作ろう！

BioPerlの後を追う

2000年冬のことだった

2000



• コペンハーゲンで ISMB/BOSC 2001 が開催された
• 奥地さんが BioRuby プロジェクトの１年目の成果を発表した
• すでにゲノムブラウザが作れる程度には成熟していた
• 他の Open Bio* の開発者たちと出会い、多くの刺激を受けた
• EBI に寄って Ensembl とオープンバイオのコンセプトを議論した

BOSC - Bioinformatics Open Source Conference

BioRuby what?!%$@

2001



BioHackathon の誕生
• EBI 訪問をきっかけに、2002, 2003 年の Open Bio* BioHackathon に招待
• OBDA - Open Bio* Database Access

• Open Bio* 共通の DB アクセスプロトコルの合意
• Bio::Registry, Bio::Flat, Bio::Fetch, Bio::SQL

2002-2003



ライブラリの整備ということ
• 汎用的なライブラリを整備するためには自分が使わない部分まで作りきる

• 主要なデータベースを網羅
• データベースのエントリの全要素を扱えるように
• GenBank の location 行の奇々怪々
• 潰しても潰しても出てくる汚いバイオデータの例外処理
• 実用的な速度で動くアルゴリズム
• メモリ効率のよい遅延評価の実装

• 周りからはそんなもの作ってる暇があったら研究しろ的な…白い目
• 誰のために？

2002-2005



オープンバイオ研究会
• 日本でも Open Bio* の情報交換を行って、ソフト開発や情報発信をしよう！

• 二階堂さんたちと無所属の研究会として始動
• KGB - KNOB, G-language, BioRuby - などの暗躍で各種学会を荒らす

• 書籍「オープンソースで学ぶバイオインフォマティクス」を刊行

2004-2011

http://open-bio.jp/book

BioRubyを扱った書籍も



次のステージへ



IPA未踏ソフトウェアで再起をはかる
• Ruby言語による生物化学情報基盤ライブラリの開発

• 2005～2006年 未踏に採択された

• 成果物
• BioRuby 1.0 / ChemRuby 1.0 リリース
• 様々な新規機能の追加と網羅性を追求
• インタラクティブなシェルを搭載
• ユニットテストの実装
• チュートリアルの作成
• 遺伝子音楽や化合物着メロなどのイースターエッグ

2005-2006

他の Open Bio* がヒトゲノムプロジェクトの完了後、
なんとなく喪失感をかもし出している中、
ケモインフォとの融合やパスウェイ対応など、
ポストゲノムに踏み出すことでモチベーションを
生み出すきっかけに！



DBCLS BioHackathon で国際連携を強化
• しばらく開催されていなかった BioHackathon を統合DBで主催

• Web Service によるリソース統合、相互運用性の向上を Open Bio* の課題に
• 海外の Open Bio* (含 BioRuby) 開発者との緊密な関係を構築
• 新しい方向性を追求 → たとえば Semantic Web / RDF / SPARQL

2008-2010



ついに BioRuby も論文になった
• 国内だけでなく海外の開発者とも頻繁に直接やり取りするようになった成果

• 隔週くらいで Skype 会議

• 2010/10 BioRuby 1.4.1 リリース

2010



オープンであること



Open Bioinformatics Foundation

• O|B|F は BioPerl, BioPython, BioJava, BioRuby などをホスティング
• 企業からの寄付などをもとに

• CVS/SVNレポジトリ
• メーリングリスト
• ウェブサイトなどを維持

• BOSC や BioHackathon などを開催

• ゲノムプロジェクトの進展に伴い開発されたライブラリをオープンソースで公開
• BioPerl などをフリー（自由・無償）で提供
• ソースコードをフリーに「入手」・「改変」できる権利の「オープン」さ



参入障壁
• BioRuby も他の Open Bio* に習い、O|B|F でのホスティングを受けてきたが

• 開発に参入するには
• 開発コミュニティで信頼され
• open-bio.org のアカウントを取得し
• CVS/SVN のレポジトリにコミットする権利を獲得
• もしくは、パッチをコアメンバーに提供し取り込んでもらう

• BioRuby の場合
• 送られてきたパッチを評価するためのマンパワーが不足
• 英語でのコミュニケーション能力が不足

• 実質的に「クローズド」な「オープン」ソース開発体制だった
• なかなか取り込まれないフラストレーションが海外から



さらにオープンな世界へ



GitHub の開かれっぷり
• ソースコードへのアクセスが「オープン」なだけでなく

• 開発への参加も「オープン」に

• BioRuby は 2010 年からレポジトリを GitHub に移行

• 開発に参入するには
• GitHub のアカウントを勝手に取得
• GitHub で BioRuby のレポジトリを勝手に fork (分岐)

• ソースコードを勝手に改変し勝手に公開しっぱなし

• BioRuby 本家に取り込まれるためには
• コアメンバーに GitHub 上でパッチの取り込みを pull request



コード分岐の自由と普及のバランス問題
• GitHub でパッチを公開しても

• 自分の改良が本家に取り込まれないとユーザ全員が幸せにはならない

• GitHub でも結局コアメンバーの承認が必要
• 取り込みリクエストがあったパッチが何を意図しているか確認
• 互換性などの動作確認

• リリースマネージメントをしている後藤さんの負担は一向に減らず



プラグインシステムの開発へ
• BioHackathon での議論をもとに

• Raoul Bonnal らと BOSC 2010 でアイデアを発表

• Ruby のライブラリは RubyGems で作られている
• BioRuby のプラグインは BioGem として RubyGems パッケージに

• 2010/12/24 BioGem をリリース
• NGS プラグイン
• GFF3 プラグイン
• 可視化プラグイン etc.

プラグインを使う
gem install bioruby-hoge 

プラグインを作る
gem install bio-gem
biogem hoge
cd bioruby-hoge

(GitHub上で開発)

rake relase



BioHelpathon

*	 the	 EBI	 is	 offering	 "unofficial	 support",	 stating	 "we	 remain
positive	 and	 eager	 to	 help	 as	 long	 as	 requests	 remain	 within	 our
existing	 remit	 of	 work	 and	 capabilities."

*	 The	 Proteomics	 Servies	 at	 the	 EBI	 would	 consider	 having	 a	 visiting	 scientist.

*	 Rice	 university	 in	 Houston	 can	 offer	 Wet	 lab	 space,	 Freezer	 space,
High	 performance	 computing,	 Bench	 /	 desk	 space.

*	 bioclues.org	 can	 offer	 database	 and	 backup	 space

*	 www.museodata.com	 can	 offer	 Database,	 Web	 applications	 (services),
Backup	 space

*	 www.organizadatos.com	 can	 offer	 Database,	 Web	 applications
(services),	 Backup	 space

*	 the	 university	 of	 Oslo	 can	 offer	 to	 Japanese	 spaces	 "access	 to	 RHEL
5/6	 Linux	 servers	 with	 formatted	 EMBOSS/BLAST	 databases	 and	 a	 40
Gigabyte	 user	 area	 as	 required.	 Our	 services	 also	 extend	 to	 hosting
virtual	 systems,	 MySQL	 databases	 and	 R/Bioconductor	 datasets."

*	 the	 university	 of	 Malaga	 can	 host	 some	 people	 and	 offer	 High
performance	 computing,	 Bench	 /	 desk	 space

*	 the	 Gulbenkian	 Institute	 (Lisbon,	 Portugal)	 can	 host	 small	 meetings,
teaching,	 computing	 resources	 (i.e.	 groups	 might	 be	 able	 to	 come
there,	 they	 also	 have	 accommodation	 and	 Lisbon	 is	 very	 nice	 :))

*	 the	 university	 of	 Reading	 can	 offer	 server	 space

*	 in	 addition,	 a	 number	 of	 people	 have	 offered	 private	 accommodation
in	 Switzerland,	 the	 Netherlands	 and	 Bulgaria

If	 you	 can	 find	 out	 i)	 how	 we	 can	 best	 help	 ii)	 how	 to	 communicate	 the
availability	 of	 support	 to	 people	 in	 Japan	 that	 would	 be	 great.

• 震災直後から、BioHackathon の参加者たちを中心に支援の申し出が

http://biohelpathon.org/
http://groups.google.com/group/biohelpathon


