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バイオ事業ビジョンVersion 1.0
「5つの戦略ストリーム」

Vision Statement of Our Biobusiness - Version 1.0: The Five Strategy Streams
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1. はじめに

4. おわりに

2. インテックグループにおける
　 これまでのバイオIT事業

 

特集2 インテックグループにおける研究開発

概要
　株式会社インテックシステム研究所では、過去約10年間に渡って蓄積してきたバイオIT事業のビジネスノウハウ

とスキルの結集として、このたび「バイオ事業ビジョンVersion 1.0」を策定した。その内容は、（1）「5つの戦略スト

リーム」からなるポートフォリオを構成し、（2）シナジー効果を活かしながらそれらを成長させ、（3）最終ゴールとして

「バイオ・健康産業イノベータ」を目指すというものである。この事業ビジョンの策定プロセスにおいては、事業に

関わる者の総意が反映されるようにした。また、事業ビジョンに版番号が付けられているのは、この後もビジョン内

容の更新を繰り返し、陳腐化しないよう維持し続けるという意思の表れである。
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　今後も当社は研究対象分野や市場動向を見極め、本事業ビ

ジョンの内容を半年に1回の頻度で見直していく。

　さらに本事業ビジョン策定の大きな目的のひとつは、バイオ

事業部全体で方向性と目標を明確にし、それを全員で共有す

ることであった。バイオ事業ビジョンという大きな目標を共有

することにより、個人同士やチーム間のコミュニケーション

が活発になり、これまで以上の連帯感が生まれてきた。これ

からも全員が一体となり、「バイオ･健康産業イノベータ」と

なることを目指す。

参考文献

[1] 日経産業新聞：石綿の飛散量　1時間で計測，p.1，（2008.10.8）

3. インテックシステム研究所における
　 バイオ事業ビジョン

　インテックグループがバイオ IT事業への取り組みを始めて

から、約１０年が経過した。１９９７年に株式会社インテックの一

部門として立ち上がったバイオIT事業は、２０００年に株式会社

インテック・ウェブ・アンド・ゲノム・インフォマティクス（以

下、W&G）の一角となった。生物の遺伝情報全体を指す概念

である「ゲノム」という用語が社名に含まれていることも、そ

れを表している。さらにW&Gは同年、東証マザーズへの上場

も果たした。その後W&Gは、２００６年にインテックグループの

ホールディングス体制への移行に伴い上場こそ廃止したものの、

２００８年３月までその業態を維持した。

　この間、バイオIT事業を取り巻く環境も目まぐるしく変化した。

そのなかで、W&GのバイオIT事業は、大学や各種研究機関と

の共同研究や委託研究を通じて技術力を磨き、IT分野の高度な

要素技術を保有するW&Gの先端 IT事業部とも連携しながら研

究支援サービスを提供してきた（図1）。W&Gの技術の適用

分野には、いわゆるバイオ関連分野だけではなく、オーダーメ

イド医療やヘルスケア、環境や農業なども広く含まれる。

　情報処理技術は、バイオテクノロジーの発展にも大きく貢

献している。なかでも、生物の遺伝に関連した分野は、コンピュー

タ処理との親和性が高い。生物の遺伝に関する情報が、細胞

核内のデオキシリボ核酸（DNA: Deoxyribonucleic acid）

を構成する4種類の塩基（アデニン、グアニン、シトシン、チ

ミン）の配列として、いわばデジタルな形で記録されている

からである。例えば、DNA情報を解読するプロセスは、生物

学的な実験だけではなく「ゲノムアセンブリ」と呼ばれるコ

ンピュータ処理が組み込まれたものとなっている。また、解

読済みの膨大なDNA情報を高速に検索するには、「BLAST」

と呼ばれる塩基配列比較専用の特殊なアルゴリズムを用いる

ことが必須となっている。現在、さまざまな生物のDNA情報

がデータベース化されてインターネットで公開され、学術的な

生物学の研究だけでなく医療研究や医薬品開発においても利用

されている。このように情報処理技術と生物学とが結びついた

新しい技術領域は、「バイオインフォマティクス（生命情報科

学）」と呼ばれている。

　バイオインフォマティクスは、学術研究の世界においては上

述のとおり一定の成果を挙げているが、産業的な応用の姿はま

だ明確には見えていない。

　とはいえ、バイオ関連産業を構造的に変革する可能性を持っ

ていることは確かであり、また、未開拓であるがゆえに、我々

が先駆者として業界をリードする絶好の機会が残されている領

域でもある。日本の IT業界の競争激化が進むなか、情報技術

を基盤にしたこの新分野での取り組みは、極めて重要な意味を

持っている。

図１  W&G時代のバイオ IT事業の事業モデル

3.1 バイオ事業ビジョン策定のプロセス
　２００８年４月、W&Gは株式会社インテックシステム研究所

（INTEC Systems Institute, Inc.、以下、ISI）として新た

に生まれ変わり、バイオ IT事業は「バイオ事業部」として再

出発した。また、ITホールディングスグループにおけるISIの

役割は、研究開発会社としてイノベーションを創出すること

である。ISIのバイオ事業部のミッションも、バイオ関連分野

におけるイノベーションの担い手になることである。

　そこで、バイオ事業部では、今後進むべき方向と目標を明

確にするために新たなバイオ事業ビジョンを２００８年９月に策

定した。策定の過程では、リーダークラスによる検討を重ね、

さらにバイオ ITの現場業務に日々携わっている事業部メンバー

全員を対象としたヒアリングも実施し、事業に関わる者の総

意が反映されるようにした。また、事業ビジョンに「Version 

１.０」という版番号を付けている。これは、この後も事業ビジョン

の見直しを継続的に行って版を更新し、陳腐化しないように

維持し続けるという意思の表れである。

3.2 バイオ事業ビジョンが示す最終ゴールと方向性
　今回、策定したバイオ事業ビジョンでは、「バイオ・健康

産業イノベータ」になることを最終ゴールとして掲げた。こ

れは、バイオテクノロジーや健康・医療などの分野に関わる

産業において、ITをベースとし、産業自体を変革する役割を果

たすプレイヤーになることを目指している。

　さらに現状から最終ゴールにいたる道筋を示すために、「５

つの戦略ストリーム」と名付けた戦略ポートフォリオを構成

することとした。これは、これまでの実績をベースとして、

現在の取り組みのシナジー効果を活かしながら成長させると

いう方向性を示すものである。現時点において実施している

あらゆる取り組みがこの「５つの戦略ストリーム」のいずれ

かに位置付けられた。

3.3 第1の戦略ストリーム
      「バイオ産業イノベーティング」
　第1の戦略ストリーム「バイオ産業イノベーティング」は、

これまでの経験から培った自社の技術を発展させ、イノベーション

を創出するというものである。

　この戦略ストリームは、当社のバイオIT事業において最もウェ

イトを高めていきたい戦略ストリームである。多くのバイオ

関連企業の研究フェーズや商品開発フェーズにおける情報科

学の活用を促進することで、医薬品、検査薬、検査装置など

のバイオ関連製品の開発に貢献する。

　この戦略ストリーム上の取り組みの一例として、大学発

ベンチャーと共同で開発した「蛍光法によるアスベスト検出

試薬及び自動計測システム」を２００８年１０月に発表した[1]。こ

のシステムは、大学発ベンチャーが有するシリコン結合タン

パク質の技術を応用したアスベスト検出試薬を用いて、蛍光顕

微鏡画像中のアスベスト繊維を、ISIの画像処理技術によって

短時間で計測する。このようにバイオテクノロジーと情報技

術の融合により新しい価値を生み出し、社会の変革を促すこ

とが狙いである。

3.4 第2の戦略ストリーム
　　  「オーダーメイドヘルスケア産業イノベーティング」
　第２の戦略ストリーム「オーダーメイドヘルスケア産業イノ

ベーティング」は、当社がこれまで培ってきた技術とノウハウ

（商品「マイきときとダイアリー」など）をベースに、現行の

ヘルスケア産業からオーダーメイドヘルスケア産業へのイノベー

ションを創出するというものである。

　急速に少子高齢化が進む我が国は、労働力人口の減少、単身

世帯・要支援世帯の増加、社会保障の危機、といった将来不安

を抱えている。安心できる社会の実現のために、健康寿命の延

伸や生活の質（QOL: Quality of Life）の向上が喫緊の課題の

ひとつである。その実現のためには、疾患の早期診断や適切な

治療法の提供によって個人ごとに対応する医療サービス「オー

ダーメイド医療」を提供していくだけでなく、予防医療による

健康維持・増進においても個別化を進めて「オーダーメイドヘ

ルスケア」を提供することが求められている。

　この戦略ストリームでは、健康に対する関心の高まりという

世の中の動きに合わせたシステムやサービスを提供し育てるこ

とにより、健康維持・増進による医療費削減という形で社会に

貢献する。第1の戦略ストリーム「バイオ産業イノベーティン

グ」に次いでウェイトを高めたい戦略ストリームである。

3.5 第3の戦略ストリーム
      「バイオ研究プロモーティング」
　第３の戦略ストリーム「バイオ研究プロモーティング」は、

当社のこれまでの実績を活かし、バイオ研究部門のパートナー

として、バイオ研究のお役に立つというものである。

　この戦略ストリームでは、お客さまの研究成果そのものに貢

献を果たしたと認められることを目指す。

　この分野に関連し当社では、バイオ系研究者のための試薬検索

ポータルサイト「バイオ百科（http://www.biohyakka.com/）」

を運営している。「バイオ百科」は、国内で流通する各社のバ

イオ研究用試薬約１７０万件（２００９年1月現在）の最新情報を

一括で検索できるサイトである。ISIオリジナルの検索エンジン

を用い、バイオ研究用試薬の複雑な品番、品名、同義語等にも

対応しており、医薬・バイオ分野の研究者の方々が分厚いカタ

ログ冊子や各社の個別で試薬を調べる手間を軽減する。今後、

さらにサービス機能強化も含めて研究者の方々との結び付きを

深めていく。

3.6 第4の戦略ストリーム
      「バイオ・医療・健康関連SI」
　第４の戦略ストリーム「バイオ・医療・健康関連SI」は、

当社の持つバイオ・医療・健康知識と ITスキルを活かした

システムインテグレーション（SI）サービスを提供するとい

うものである。

3.7 第5の戦略ストリーム
      「シーズ創出研究」
　第５の戦略ストリーム「シーズ創出研究」は、学術レベルの

研究、社会的意義がある研究、話題や注目を集める研究を実施

するというものである。

　例えば、社会的に意義がある特定のテーマについて、学術論

文として発表できるレベルまで深く追求する。そうする過程で、

他のストリームに応用可能な結果が派生してくる可能性がある。

あるいは、学術的に評価されないテーマであっても、突飛なこ

と、注目を集めること、話題づくりになること、など「面白い」

と思われる何かを実現する。
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確にするために新たなバイオ事業ビジョンを２００８年９月に策

定した。策定の過程では、リーダークラスによる検討を重ね、

さらにバイオ ITの現場業務に日々携わっている事業部メンバー

全員を対象としたヒアリングも実施し、事業に関わる者の総

意が反映されるようにした。また、事業ビジョンに「Version 

１.０」という版番号を付けている。これは、この後も事業ビジョン

の見直しを継続的に行って版を更新し、陳腐化しないように

維持し続けるという意思の表れである。

3.2 バイオ事業ビジョンが示す最終ゴールと方向性
　今回、策定したバイオ事業ビジョンでは、「バイオ・健康

産業イノベータ」になることを最終ゴールとして掲げた。こ

れは、バイオテクノロジーや健康・医療などの分野に関わる

産業において、ITをベースとし、産業自体を変革する役割を果

たすプレイヤーになることを目指している。

　さらに現状から最終ゴールにいたる道筋を示すために、「５

つの戦略ストリーム」と名付けた戦略ポートフォリオを構成

することとした。これは、これまでの実績をベースとして、

現在の取り組みのシナジー効果を活かしながら成長させると

いう方向性を示すものである。現時点において実施している

あらゆる取り組みがこの「５つの戦略ストリーム」のいずれ

かに位置付けられた。

3.3 第1の戦略ストリーム
      「バイオ産業イノベーティング」
　第1の戦略ストリーム「バイオ産業イノベーティング」は、

これまでの経験から培った自社の技術を発展させ、イノベーション

を創出するというものである。

　この戦略ストリームは、当社のバイオIT事業において最もウェ

イトを高めていきたい戦略ストリームである。多くのバイオ

関連企業の研究フェーズや商品開発フェーズにおける情報科

学の活用を促進することで、医薬品、検査薬、検査装置など

のバイオ関連製品の開発に貢献する。

　この戦略ストリーム上の取り組みの一例として、大学発

ベンチャーと共同で開発した「蛍光法によるアスベスト検出

試薬及び自動計測システム」を２００８年１０月に発表した[1]。こ

のシステムは、大学発ベンチャーが有するシリコン結合タン

パク質の技術を応用したアスベスト検出試薬を用いて、蛍光顕

微鏡画像中のアスベスト繊維を、ISIの画像処理技術によって

短時間で計測する。このようにバイオテクノロジーと情報技

術の融合により新しい価値を生み出し、社会の変革を促すこ

とが狙いである。

3.4 第2の戦略ストリーム
　　  「オーダーメイドヘルスケア産業イノベーティング」
　第２の戦略ストリーム「オーダーメイドヘルスケア産業イノ

ベーティング」は、当社がこれまで培ってきた技術とノウハウ

（商品「マイきときとダイアリー」など）をベースに、現行の

ヘルスケア産業からオーダーメイドヘルスケア産業へのイノベー

ションを創出するというものである。

　急速に少子高齢化が進む我が国は、労働力人口の減少、単身

世帯・要支援世帯の増加、社会保障の危機、といった将来不安

を抱えている。安心できる社会の実現のために、健康寿命の延

伸や生活の質（QOL: Quality of Life）の向上が喫緊の課題の

ひとつである。その実現のためには、疾患の早期診断や適切な

治療法の提供によって個人ごとに対応する医療サービス「オー

ダーメイド医療」を提供していくだけでなく、予防医療による

健康維持・増進においても個別化を進めて「オーダーメイドヘ

ルスケア」を提供することが求められている。

　この戦略ストリームでは、健康に対する関心の高まりという

世の中の動きに合わせたシステムやサービスを提供し育てるこ

とにより、健康維持・増進による医療費削減という形で社会に

貢献する。第1の戦略ストリーム「バイオ産業イノベーティン

グ」に次いでウェイトを高めたい戦略ストリームである。

3.5 第3の戦略ストリーム
      「バイオ研究プロモーティング」
　第３の戦略ストリーム「バイオ研究プロモーティング」は、

当社のこれまでの実績を活かし、バイオ研究部門のパートナー

として、バイオ研究のお役に立つというものである。

　この戦略ストリームでは、お客さまの研究成果そのものに貢

献を果たしたと認められることを目指す。

　この分野に関連し当社では、バイオ系研究者のための試薬検索

ポータルサイト「バイオ百科（http://www.biohyakka.com/）」

を運営している。「バイオ百科」は、国内で流通する各社のバ

イオ研究用試薬約１７０万件（２００９年1月現在）の最新情報を

一括で検索できるサイトである。ISIオリジナルの検索エンジン

を用い、バイオ研究用試薬の複雑な品番、品名、同義語等にも

対応しており、医薬・バイオ分野の研究者の方々が分厚いカタ

ログ冊子や各社の個別で試薬を調べる手間を軽減する。今後、

さらにサービス機能強化も含めて研究者の方々との結び付きを

深めていく。

3.6 第4の戦略ストリーム
      「バイオ・医療・健康関連SI」
　第４の戦略ストリーム「バイオ・医療・健康関連SI」は、

当社の持つバイオ・医療・健康知識と ITスキルを活かした

システムインテグレーション（SI）サービスを提供するとい

うものである。

3.7 第5の戦略ストリーム
      「シーズ創出研究」
　第５の戦略ストリーム「シーズ創出研究」は、学術レベルの

研究、社会的意義がある研究、話題や注目を集める研究を実施

するというものである。

　例えば、社会的に意義がある特定のテーマについて、学術論

文として発表できるレベルまで深く追求する。そうする過程で、

他のストリームに応用可能な結果が派生してくる可能性がある。

あるいは、学術的に評価されないテーマであっても、突飛なこ

と、注目を集めること、話題づくりになること、など「面白い」

と思われる何かを実現する。
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「5つの戦略ストリーム」

Vision Statement of Our Biobusiness - Version 1.0: The Five Strategy Streams
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4. おわりに

2. インテックグループにおける
　 これまでのバイオIT事業

 

特集2 インテックグループにおける研究開発

概要
　株式会社インテックシステム研究所では、過去約10年間に渡って蓄積してきたバイオIT事業のビジネスノウハウ

とスキルの結集として、このたび「バイオ事業ビジョンVersion 1.0」を策定した。その内容は、（1）「5つの戦略スト

リーム」からなるポートフォリオを構成し、（2）シナジー効果を活かしながらそれらを成長させ、（3）最終ゴールとして

「バイオ・健康産業イノベータ」を目指すというものである。この事業ビジョンの策定プロセスにおいては、事業に

関わる者の総意が反映されるようにした。また、事業ビジョンに版番号が付けられているのは、この後もビジョン内

容の更新を繰り返し、陳腐化しないよう維持し続けるという意思の表れである。

特
集
2

特
集
2

　今後も当社は研究対象分野や市場動向を見極め、本事業ビ

ジョンの内容を半年に1回の頻度で見直していく。

　さらに本事業ビジョン策定の大きな目的のひとつは、バイオ

事業部全体で方向性と目標を明確にし、それを全員で共有す

ることであった。バイオ事業ビジョンという大きな目標を共有

することにより、個人同士やチーム間のコミュニケーション

が活発になり、これまで以上の連帯感が生まれてきた。これ

からも全員が一体となり、「バイオ･健康産業イノベータ」と

なることを目指す。

参考文献

[1] 日経産業新聞：石綿の飛散量　1時間で計測，p.1，（2008.10.8）

3. インテックシステム研究所における
　 バイオ事業ビジョン

　インテックグループがバイオ IT事業への取り組みを始めて

から、約１０年が経過した。１９９７年に株式会社インテックの一

部門として立ち上がったバイオIT事業は、２０００年に株式会社

インテック・ウェブ・アンド・ゲノム・インフォマティクス（以

下、W&G）の一角となった。生物の遺伝情報全体を指す概念

である「ゲノム」という用語が社名に含まれていることも、そ

れを表している。さらにW&Gは同年、東証マザーズへの上場

も果たした。その後W&Gは、２００６年にインテックグループの

ホールディングス体制への移行に伴い上場こそ廃止したものの、

２００８年３月までその業態を維持した。

　この間、バイオIT事業を取り巻く環境も目まぐるしく変化した。

そのなかで、W&GのバイオIT事業は、大学や各種研究機関と

の共同研究や委託研究を通じて技術力を磨き、IT分野の高度な

要素技術を保有するW&Gの先端 IT事業部とも連携しながら研

究支援サービスを提供してきた（図1）。W&Gの技術の適用

分野には、いわゆるバイオ関連分野だけではなく、オーダーメ

イド医療やヘルスケア、環境や農業なども広く含まれる。

　情報処理技術は、バイオテクノロジーの発展にも大きく貢

献している。なかでも、生物の遺伝に関連した分野は、コンピュー

タ処理との親和性が高い。生物の遺伝に関する情報が、細胞

核内のデオキシリボ核酸（DNA: Deoxyribonucleic acid）

を構成する4種類の塩基（アデニン、グアニン、シトシン、チ

ミン）の配列として、いわばデジタルな形で記録されている

からである。例えば、DNA情報を解読するプロセスは、生物

学的な実験だけではなく「ゲノムアセンブリ」と呼ばれるコ

ンピュータ処理が組み込まれたものとなっている。また、解

読済みの膨大なDNA情報を高速に検索するには、「BLAST」

と呼ばれる塩基配列比較専用の特殊なアルゴリズムを用いる

ことが必須となっている。現在、さまざまな生物のDNA情報

がデータベース化されてインターネットで公開され、学術的な

生物学の研究だけでなく医療研究や医薬品開発においても利用

されている。このように情報処理技術と生物学とが結びついた

新しい技術領域は、「バイオインフォマティクス（生命情報科

学）」と呼ばれている。

　バイオインフォマティクスは、学術研究の世界においては上

述のとおり一定の成果を挙げているが、産業的な応用の姿はま

だ明確には見えていない。

　とはいえ、バイオ関連産業を構造的に変革する可能性を持っ

ていることは確かであり、また、未開拓であるがゆえに、我々

が先駆者として業界をリードする絶好の機会が残されている領

域でもある。日本の IT業界の競争激化が進むなか、情報技術

を基盤にしたこの新分野での取り組みは、極めて重要な意味を

持っている。

図１  W&G時代のバイオ IT事業の事業モデル

3.1 バイオ事業ビジョン策定のプロセス
　２００８年４月、W&Gは株式会社インテックシステム研究所
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に生まれ変わり、バイオ IT事業は「バイオ事業部」として再

出発した。また、ITホールディングスグループにおけるISIの

役割は、研究開発会社としてイノベーションを創出すること

である。ISIのバイオ事業部のミッションも、バイオ関連分野

におけるイノベーションの担い手になることである。

　そこで、バイオ事業部では、今後進むべき方向と目標を明

確にするために新たなバイオ事業ビジョンを２００８年９月に策

定した。策定の過程では、リーダークラスによる検討を重ね、

さらにバイオ ITの現場業務に日々携わっている事業部メンバー

全員を対象としたヒアリングも実施し、事業に関わる者の総

意が反映されるようにした。また、事業ビジョンに「Version 

１.０」という版番号を付けている。これは、この後も事業ビジョン

の見直しを継続的に行って版を更新し、陳腐化しないように

維持し続けるという意思の表れである。

3.2 バイオ事業ビジョンが示す最終ゴールと方向性
　今回、策定したバイオ事業ビジョンでは、「バイオ・健康

産業イノベータ」になることを最終ゴールとして掲げた。こ

れは、バイオテクノロジーや健康・医療などの分野に関わる

産業において、ITをベースとし、産業自体を変革する役割を果

たすプレイヤーになることを目指している。

　さらに現状から最終ゴールにいたる道筋を示すために、「５

つの戦略ストリーム」と名付けた戦略ポートフォリオを構成

することとした。これは、これまでの実績をベースとして、

現在の取り組みのシナジー効果を活かしながら成長させると

いう方向性を示すものである。現時点において実施している

あらゆる取り組みがこの「５つの戦略ストリーム」のいずれ

かに位置付けられた。

3.3 第1の戦略ストリーム
      「バイオ産業イノベーティング」
　第1の戦略ストリーム「バイオ産業イノベーティング」は、

これまでの経験から培った自社の技術を発展させ、イノベーション

を創出するというものである。

　この戦略ストリームは、当社のバイオIT事業において最もウェ

イトを高めていきたい戦略ストリームである。多くのバイオ

関連企業の研究フェーズや商品開発フェーズにおける情報科

学の活用を促進することで、医薬品、検査薬、検査装置など

のバイオ関連製品の開発に貢献する。

　この戦略ストリーム上の取り組みの一例として、大学発

ベンチャーと共同で開発した「蛍光法によるアスベスト検出

試薬及び自動計測システム」を２００８年１０月に発表した[1]。こ

のシステムは、大学発ベンチャーが有するシリコン結合タン

パク質の技術を応用したアスベスト検出試薬を用いて、蛍光顕

微鏡画像中のアスベスト繊維を、ISIの画像処理技術によって

短時間で計測する。このようにバイオテクノロジーと情報技

術の融合により新しい価値を生み出し、社会の変革を促すこ

とが狙いである。

3.4 第2の戦略ストリーム
　　  「オーダーメイドヘルスケア産業イノベーティング」
　第２の戦略ストリーム「オーダーメイドヘルスケア産業イノ

ベーティング」は、当社がこれまで培ってきた技術とノウハウ

（商品「マイきときとダイアリー」など）をベースに、現行の

ヘルスケア産業からオーダーメイドヘルスケア産業へのイノベー

ションを創出するというものである。

　急速に少子高齢化が進む我が国は、労働力人口の減少、単身

世帯・要支援世帯の増加、社会保障の危機、といった将来不安

を抱えている。安心できる社会の実現のために、健康寿命の延

伸や生活の質（QOL: Quality of Life）の向上が喫緊の課題の

ひとつである。その実現のためには、疾患の早期診断や適切な

治療法の提供によって個人ごとに対応する医療サービス「オー

ダーメイド医療」を提供していくだけでなく、予防医療による

健康維持・増進においても個別化を進めて「オーダーメイドヘ

ルスケア」を提供することが求められている。

　この戦略ストリームでは、健康に対する関心の高まりという

世の中の動きに合わせたシステムやサービスを提供し育てるこ

とにより、健康維持・増進による医療費削減という形で社会に

貢献する。第1の戦略ストリーム「バイオ産業イノベーティン

グ」に次いでウェイトを高めたい戦略ストリームである。

3.5 第3の戦略ストリーム
      「バイオ研究プロモーティング」
　第３の戦略ストリーム「バイオ研究プロモーティング」は、

当社のこれまでの実績を活かし、バイオ研究部門のパートナー

として、バイオ研究のお役に立つというものである。

　この戦略ストリームでは、お客さまの研究成果そのものに貢

献を果たしたと認められることを目指す。

　この分野に関連し当社では、バイオ系研究者のための試薬検索

ポータルサイト「バイオ百科（http://www.biohyakka.com/）」

を運営している。「バイオ百科」は、国内で流通する各社のバ

イオ研究用試薬約１７０万件（２００９年1月現在）の最新情報を

一括で検索できるサイトである。ISIオリジナルの検索エンジン

を用い、バイオ研究用試薬の複雑な品番、品名、同義語等にも

対応しており、医薬・バイオ分野の研究者の方々が分厚いカタ

ログ冊子や各社の個別で試薬を調べる手間を軽減する。今後、

さらにサービス機能強化も含めて研究者の方々との結び付きを

深めていく。

3.6 第4の戦略ストリーム
      「バイオ・医療・健康関連SI」
　第４の戦略ストリーム「バイオ・医療・健康関連SI」は、

当社の持つバイオ・医療・健康知識と ITスキルを活かした

システムインテグレーション（SI）サービスを提供するとい

うものである。

3.7 第5の戦略ストリーム
      「シーズ創出研究」
　第５の戦略ストリーム「シーズ創出研究」は、学術レベルの

研究、社会的意義がある研究、話題や注目を集める研究を実施

するというものである。

　例えば、社会的に意義がある特定のテーマについて、学術論

文として発表できるレベルまで深く追求する。そうする過程で、

他のストリームに応用可能な結果が派生してくる可能性がある。

あるいは、学術的に評価されないテーマであっても、突飛なこ

と、注目を集めること、話題づくりになること、など「面白い」

と思われる何かを実現する。
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バイオ事業ビジョンVersion 1.0
「5つの戦略ストリーム」

Vision Statement of Our Biobusiness - Version 1.0: The Five Strategy Streams
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1. はじめに

4. おわりに

2. インテックグループにおける
　 これまでのバイオIT事業

 

特集2 インテックグループにおける研究開発

概要
　株式会社インテックシステム研究所では、過去約10年間に渡って蓄積してきたバイオIT事業のビジネスノウハウ

とスキルの結集として、このたび「バイオ事業ビジョンVersion 1.0」を策定した。その内容は、（1）「5つの戦略スト

リーム」からなるポートフォリオを構成し、（2）シナジー効果を活かしながらそれらを成長させ、（3）最終ゴールとして

「バイオ・健康産業イノベータ」を目指すというものである。この事業ビジョンの策定プロセスにおいては、事業に

関わる者の総意が反映されるようにした。また、事業ビジョンに版番号が付けられているのは、この後もビジョン内

容の更新を繰り返し、陳腐化しないよう維持し続けるという意思の表れである。

特
集
2

特
集
2

　今後も当社は研究対象分野や市場動向を見極め、本事業ビ

ジョンの内容を半年に1回の頻度で見直していく。

　さらに本事業ビジョン策定の大きな目的のひとつは、バイオ

事業部全体で方向性と目標を明確にし、それを全員で共有す

ることであった。バイオ事業ビジョンという大きな目標を共有

することにより、個人同士やチーム間のコミュニケーション

が活発になり、これまで以上の連帯感が生まれてきた。これ

からも全員が一体となり、「バイオ･健康産業イノベータ」と

なることを目指す。

参考文献

[1] 日経産業新聞：石綿の飛散量　1時間で計測，p.1，（2008.10.8）

3. インテックシステム研究所における
　 バイオ事業ビジョン

　インテックグループがバイオ IT事業への取り組みを始めて

から、約１０年が経過した。１９９７年に株式会社インテックの一

部門として立ち上がったバイオIT事業は、２０００年に株式会社

インテック・ウェブ・アンド・ゲノム・インフォマティクス（以

下、W&G）の一角となった。生物の遺伝情報全体を指す概念

である「ゲノム」という用語が社名に含まれていることも、そ

れを表している。さらにW&Gは同年、東証マザーズへの上場

も果たした。その後W&Gは、２００６年にインテックグループの

ホールディングス体制への移行に伴い上場こそ廃止したものの、

２００８年３月までその業態を維持した。

　この間、バイオIT事業を取り巻く環境も目まぐるしく変化した。

そのなかで、W&GのバイオIT事業は、大学や各種研究機関と

の共同研究や委託研究を通じて技術力を磨き、IT分野の高度な

要素技術を保有するW&Gの先端 IT事業部とも連携しながら研

究支援サービスを提供してきた（図1）。W&Gの技術の適用

分野には、いわゆるバイオ関連分野だけではなく、オーダーメ

イド医療やヘルスケア、環境や農業なども広く含まれる。

　情報処理技術は、バイオテクノロジーの発展にも大きく貢

献している。なかでも、生物の遺伝に関連した分野は、コンピュー

タ処理との親和性が高い。生物の遺伝に関する情報が、細胞

核内のデオキシリボ核酸（DNA: Deoxyribonucleic acid）

を構成する4種類の塩基（アデニン、グアニン、シトシン、チ

ミン）の配列として、いわばデジタルな形で記録されている

からである。例えば、DNA情報を解読するプロセスは、生物

学的な実験だけではなく「ゲノムアセンブリ」と呼ばれるコ

ンピュータ処理が組み込まれたものとなっている。また、解

読済みの膨大なDNA情報を高速に検索するには、「BLAST」

と呼ばれる塩基配列比較専用の特殊なアルゴリズムを用いる

ことが必須となっている。現在、さまざまな生物のDNA情報

がデータベース化されてインターネットで公開され、学術的な

生物学の研究だけでなく医療研究や医薬品開発においても利用

されている。このように情報処理技術と生物学とが結びついた

新しい技術領域は、「バイオインフォマティクス（生命情報科

学）」と呼ばれている。

　バイオインフォマティクスは、学術研究の世界においては上

述のとおり一定の成果を挙げているが、産業的な応用の姿はま

だ明確には見えていない。

　とはいえ、バイオ関連産業を構造的に変革する可能性を持っ

ていることは確かであり、また、未開拓であるがゆえに、我々

が先駆者として業界をリードする絶好の機会が残されている領

域でもある。日本の IT業界の競争激化が進むなか、情報技術

を基盤にしたこの新分野での取り組みは、極めて重要な意味を

持っている。

図１  W&G時代のバイオ IT事業の事業モデル

3.1 バイオ事業ビジョン策定のプロセス
　２００８年４月、W&Gは株式会社インテックシステム研究所

（INTEC Systems Institute, Inc.、以下、ISI）として新た

に生まれ変わり、バイオ IT事業は「バイオ事業部」として再

出発した。また、ITホールディングスグループにおけるISIの

役割は、研究開発会社としてイノベーションを創出すること

である。ISIのバイオ事業部のミッションも、バイオ関連分野

におけるイノベーションの担い手になることである。

　そこで、バイオ事業部では、今後進むべき方向と目標を明

確にするために新たなバイオ事業ビジョンを２００８年９月に策

定した。策定の過程では、リーダークラスによる検討を重ね、

さらにバイオ ITの現場業務に日々携わっている事業部メンバー

全員を対象としたヒアリングも実施し、事業に関わる者の総

意が反映されるようにした。また、事業ビジョンに「Version 

１.０」という版番号を付けている。これは、この後も事業ビジョン

の見直しを継続的に行って版を更新し、陳腐化しないように

維持し続けるという意思の表れである。

3.2 バイオ事業ビジョンが示す最終ゴールと方向性
　今回、策定したバイオ事業ビジョンでは、「バイオ・健康

産業イノベータ」になることを最終ゴールとして掲げた。こ

れは、バイオテクノロジーや健康・医療などの分野に関わる

産業において、ITをベースとし、産業自体を変革する役割を果

たすプレイヤーになることを目指している。

　さらに現状から最終ゴールにいたる道筋を示すために、「５

つの戦略ストリーム」と名付けた戦略ポートフォリオを構成

することとした。これは、これまでの実績をベースとして、

現在の取り組みのシナジー効果を活かしながら成長させると

いう方向性を示すものである。現時点において実施している

あらゆる取り組みがこの「５つの戦略ストリーム」のいずれ

かに位置付けられた。

3.3 第1の戦略ストリーム
      「バイオ産業イノベーティング」
　第1の戦略ストリーム「バイオ産業イノベーティング」は、

これまでの経験から培った自社の技術を発展させ、イノベーション

を創出するというものである。

　この戦略ストリームは、当社のバイオIT事業において最もウェ

イトを高めていきたい戦略ストリームである。多くのバイオ
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　この戦略ストリーム上の取り組みの一例として、大学発
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微鏡画像中のアスベスト繊維を、ISIの画像処理技術によって

短時間で計測する。このようにバイオテクノロジーと情報技

術の融合により新しい価値を生み出し、社会の変革を促すこ

とが狙いである。

3.4 第2の戦略ストリーム
　　  「オーダーメイドヘルスケア産業イノベーティング」
　第２の戦略ストリーム「オーダーメイドヘルスケア産業イノ

ベーティング」は、当社がこれまで培ってきた技術とノウハウ

（商品「マイきときとダイアリー」など）をベースに、現行の

ヘルスケア産業からオーダーメイドヘルスケア産業へのイノベー

ションを創出するというものである。

　急速に少子高齢化が進む我が国は、労働力人口の減少、単身
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ログ冊子や各社の個別で試薬を調べる手間を軽減する。今後、
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文として発表できるレベルまで深く追求する。そうする過程で、

他のストリームに応用可能な結果が派生してくる可能性がある。

あるいは、学術的に評価されないテーマであっても、突飛なこ

と、注目を集めること、話題づくりになること、など「面白い」

と思われる何かを実現する。
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