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事業概要（１） 生命システム情報研究所

生命システム情報研究所概要 （2007年7月30日現在）

13名
（博士４名を含む研究員12名、秘書兼事務員1名）

：従業員

：事業

小岩 弘之 （学術博士）：所長

岩手県盛岡市大通3-3-10：所在地

平成15年7月1日：開設

▶ 当社のバイオ系営業活動支援

▶ 当社の営業員への技術･知識の習得支援

▶ 当社販売代理店への学術・技術サービス提供

▶ 当社顧客への技術セミナー等を通じた情報提供

▶ 遺伝子発現データ解析、テキストマイニングなどを通じて研究支援をし、
学術基礎研究･医学医療技術研究開発を加速させ社会貢献を目指す
（バイオITビジネス）

▶ バイオ系学術情報収集、先端バイオ学術セミナー企画、新規アイディア等の提言

▶ 産学連携バイオ共同研究等における対応と推進

当社営業部門への業務支援当社営業部門への業務支援

研究所としての事業展開研究所としての事業展開
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当社研究所設立のねらい事業概要（２）
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バイオインフォマティクス（生物情報科学）による高度な
遺伝子発現データ解析。ユーザとのコンサルティングに
より問題発見とそれらの解決への糸口を提供する、

北東北発の受託バイオITビジネス。

バイオインフォマティクスバイオインフォマティクス（生物情報科学）（生物情報科学）による高度なによる高度な
遺伝子発現データ解析。ユーザとのコンサルティングに遺伝子発現データ解析。ユーザとのコンサルティングに
よよりり問題発見とそれらの解決への糸口を提供する、問題発見とそれらの解決への糸口を提供する、

北北東東北発の受託バイオ北発の受託バイオITITビジネス。ビジネス。

東北化学薬品（株）生命システム情報研究所東北化学薬品（株）生命システム情報研究所
「北東北から全国に向けて先端バイオＩＴビジネスを発信」「北東北から全国に向けて先端バイオＩＴビジネスを発信」

研究者が直面している「研究梗塞」状況を、
高度な遺伝子発現データ解析技術支援により改善打開し、

「研究高速」化と「円滑な研究循環」を促進する。

研究者が直面している研究者が直面している「研究梗塞」「研究梗塞」状況を状況を、、
高度な遺伝子発現データ解析高度な遺伝子発現データ解析技術支援により改善打開し、技術支援により改善打開し、

「「研究高速研究高速」」化化とと「「円滑な円滑な研究研究循環」循環」を促進を促進するする。。



高利益を狙うバイオＩＴビジネスで差別化

1. データ解析・遺伝子情報に熟知した研究員による、質の高いデータ受託解析を提供。

2. 高利益率商品MOGERA®シリーズ「遺伝子発現データ解析・テキストマイニング等」を

展開（解析データはアレイメーカーや種類を問わないバイオITビジネスの推進）。

3. マイクロアレイデータ解析、テキストマイニングビジネス推進。バイオITサービスを当

社が手がけることで、当社営業担当者は専門的顧客と対話する能力が高まり、その

信頼関係が構築される。

4. 遺伝子発現データ解析に特化したバイオが分かるバイオインフォマティクス専門集団。

優れたバイオIT企業からは協業を望まれる対象。彼らの技術やツールを有利有効に

活用化できる。顧客の希望に対応できる優れた解析メニューのラインナップ化推進と

他社との差別化の集中が可能となる。

当研究所の特長と強み事業概要（３）
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業界動向・当社の状況

生命研シンボルマーク

5



6

今日、ゲノム網羅的な発現プロファイル解析は、強力な解析
ツールである。

プローブの数が膨大なため、網羅的な遺伝子発現解析が可
能となる（マイクロアレイ遺伝子発現解析）。

DNAマイクロアレイとは業界動向（１）



マイクロアレイの日本市場（1）

DNAマイクロアレイは疾患関連遺伝子の解明、薬効薬理、毒性の遺伝

子レベルでの解明、将来のバイオ医療診断を導く。

DNAチップ日本市場規模（大学や公的研究機関中心に）は、 2005年

55億円。2010年には130億円（ 2005年度比236%）程度まで増加予想。

DNAチップ受託解析は2015年には約50億円へと拡大予想。（2006年

4月 シード・プランニング社）。

DNAマイクロアレイは疾患関連遺伝子の解明、薬効薬理、毒性の遺伝

子レベルでの解明、将来のバイオ医療診断を導く。

DNAチップ日本市場規模（大学や公的研究機関中心に）は、 2005年

55億円。2010年には130億円（ 2005年度比236%）程度まで増加予想。

DNAチップ受託解析は2015年には約50億円へと拡大予想。（2006年

4月 シード・プランニング社）。
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業界動向（２）



マイクロアレイの日本市場（2）

2015年には研究分野と診断分野をあわせた全体市場でおよそ300億

円程度（製薬企業を中心とした研究分野150億円、がんを中心とした

疾病診断分野150億円）の市場になると予測。今後、市場規模は減る

ことなく、拡大予想（2006年4月 シード・プランニング社）。

多数のバイオ研究者は、アレイ実験から得られた数理統計学的遺伝

子発現データ解析に戸惑っており、このような状況のため当社のよう

なスタイルの特化したバイオIT解析サービス需要が生まれ始めている。

2015年には研究分野と診断分野をあわせた全体市場でおよそ300億

円程度（製薬企業を中心とした研究分野150億円、がんを中心とした

疾病診断分野150億円）の市場になると予測。今後、市場規模は減る

ことなく、拡大予想（2006年4月 シード・プランニング社）。

多数のバイオ研究者は、アレイ実験から得られた数理統計学的遺伝

子発現データ解析に戸惑っており、このような状況のため当社のよう

なスタイルの特化したバイオIT解析サービス需要が生まれ始めている。
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業界動向（３）



ゲノム配列関連のデータ数の急増
ゲノム情報関連のデータベースの拡大

YearBase Pairs Sequences

1982 680,338 606

1990               49,179,285                    39,533

1995             384,939,485                  555,694

2000          11,101,066,288            10,106,023

2005          56,037,734,462            52,016,762

データの急増

今後も続く！

9

業界動向（４）



遺伝子ビジネスを支援するバイオIT関連技術革新

遺伝子情報解析技術
バイオと情報科学が融合した新しい分野のバイオインフォマティクスが生ま
れ、急発展しています。

データマイニング技術
膨大な数の遺伝子発現データをコンピュータ上にて専用解析ソフトを駆使し
て、遺伝子間の複雑な関係性を見出し、的確且つ効率的に該当遺伝子を絞
り込んでゆく高度な特殊解析技術です。

ライフサイエンス分野のテキストマイニング技術
これまでの膨大な文献情報から、コンピュータを駆使して研究目的に関連す
る可能性の高い文献を効果的に抽出する先端技術です。

バイオビジネスの動向
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業界動向（５）



前期の事業実績
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【目的】

マイクロアレイ実験解析の理解を深めさせ、顧
客を発掘する

受注件数は大幅に増加し、１件当たりの受注金
額が大きくなっている（質的変化）。

データ解析受注事例（次頁参照）

高利益率商品である

受託遺伝子発現データ解析数の増加

名古屋大学医学部遺伝子実験施設セミ
ナー（06年１２月）

日本医科大学医学部での学内セミナー
（07年2月）

（独）農業生物資源研究所セミナー

（07年2月）

当社の顧客・潜在顧客に対する
アカデミア向けセミナー開催

当研究所の状況（１） 当研究所のデータ解析受注状況

各決算期における受注実績数の推移と07/9月期予想
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【目的】 マイクロアレイの生物統計学的解析技術の

理解推進

弘前大学医学部脳研合同セミナー
（07年5月）

【目的】 マイクロアレイの生物統計学的解析技術の
理解とパスウエイ解析について



北海道大学創成科学研究機構・獣医学部
弘前大学医学部
北里大学獣医畜産学部
岩手大学農学部・寒冷バイオセンター
岩手医科大学医学部・歯学部・薬学部
山形大学医学部
東北大学医学部・薬学部
東北大学先進医工連携
東北大学附属病院
秋田大学医学部
東京大学医科学研究所・医学部・附属病院
浜松医科大学医学部
名古屋大学医学部
名古屋市立大学医学部
名古屋市立大学動物実験施設
新潟大学脳研究所
新潟大学医学部
金沢医科大学医学部
信州大学農学部・医学部
筑波大学先端領域学際研究センター
三重大学医学部
大分大学医学部
富山大学医学部
愛媛大学医学部
徳島大学医学部
高知大学医学部
大分大学医学部
山梨大学医学部
熊本大学医学部

製薬メーカー数社
調味料関連食品メーカー
アレイ受託サービス会社
バイオ試薬関連会社
大手タイヤメーカー研究所

大手化学工業薬品メーカー など

川崎医科大学医学部
東京理科大学基礎工学部
東京女子医科大学医学部
松本歯科大学歯学部
日本医科大学医学部
順天堂大学医学部
防衛医科大学医学部
岡山大学医歯薬総合研究所・医学部
藤田保健衛生大学医学部
自治医科大学医学部
九州東海大学農学部
東京女子医科大学医学部
国立がんセンター研究所
医薬基盤研究所
国立感染症研究所
(独）農業生物資源研究所
（独）作物研究所
埼玉県立癌センター
理化学研究所脳科学センター
（独）東北農業研究センター など

当研究所の状況（２） データ解析受注取引先事例 ２００７年５月末現在
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受託遺伝子発現解析などの
サービス提供

▶ 当社の商品である、
遺伝子発現データ解析サービス
「MOGERA-AS」、「MOGERA-GE」

▶ 高度文献マイニングサービス「MOGERA-GR」
及び 「MOGERA-ＴＤ」等を利用した顧客への
解析サービス提供。

▶ 未知遺伝子への推定アノテーション付加情報提

供サービス「MOGERA-BD」 。

▶ 近未来予測解析サービス「MOGERA-CHAOS」

▶ ＧＥサービスの特長：徹底した顧客とのコンサル
ティングによる解析サービス対応スタイルは、類
似業者の対応内容レベルを遥かに超えており、
高い評価を受けている。内容顧客満足度は非常
に高い。解析内容そのものに対する不満不備の
クレームは現在のところ生じて無い。顧客解析
データ情報の漏洩防止・守秘義務など情報管理
でも徹底した対応もおこなっている。

東北化学薬品グループへのサービス提供

▶ 先端バイオに関する知識習得

▶ 顧客であるバイオユーザーのニーズ把握
が可能となる

▶ 顧客の深堀り・新規開拓

＜セミナー風景写真＞
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当研究所の状況（３）

当社社員に対する研修の開催



商品紹介

生命研シンボルマーク
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遺伝子発現データ解析サービス
「MOGERA

®
-AS」 、「MOGERA

®
-GE」
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商品紹介（１）



遺伝子発現データ解析サービス「MOGERA
®
-GR」
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商品紹介（２）



未知遺伝子への推定アノテーション付
加情報提供サービス。ゲノム配列、ア
ミノ酸配列から蛋白質３次元構造機能
予測解析サービス対応
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商品紹介（３）
パスウエイ解析サービス「MOGERA®-ＰＡ」

タンパク質ドメイン検索サービス「MOGERA
®
-ＢＤ」
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商品紹介（４） カオス解析受託サービス「MOGERA®-CHAOS」



Dr.BAANs（BBKバイオ社）登場

商品紹介（５）

メタボリックシンドローム予防・改善を目指す人のために

Ｄｒ．ＢＡＡＮｓ 希望小売価格￥30,000： 5箱パックで30袋入り（1袋250g）
カフェオレ味、バナナオレ味、抹茶オレ味、ストロベリー味、ミルクティー味
1食160ｋcal
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Dr.BAANs（製造元：BBKバイオ社）



今後の戦略

生命研シンボルマーク
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バイオ事業、並びに医療現場への一層の普及を目指す。
臨床現場での実際の利用開始は、2010年頃が予想されている。

米国、欧州にてロッシュダイアグノスティックの臨床診断用アレイチップ
P450（アフィメトリクス製）承認発売。
日本も臨床試験が既に始まっている。

各社関連機器及びDNAチップの販売価格の著しい低下。
用途別DNAアレイチップの展開。

マイクロアレイ利用研究者の増加と裾野拡大。
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マイクロアレイの今後の展開（1）今後の戦略（１）



過去10年間、大手製薬会社のＲ＆Ｄコストが爆発的に増加。その一
方で実際の生産性が低下するという状況にある。

いかに新薬開 発プロセスを早め、生産性を改善、向上 させるかで
は、バイオチップ技術がその手段として多大な貢献をしてきた。また
アカデミック組織における基礎研究でもバイオチップの発展を支援し
ている。

医薬Ｒ＆Ｄの近代化・工業化の進展においてはゲノミクスとプロテオ
ミクスが推進されている。そしてバイオテクノロジー企業が提供する
バイオチップ技術を使うことが必要不可欠である。それが、急速な成
長の最大要因ともなっている。

22

マイクロアレイの今後の展開（2）今後の戦略（２）
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当社事業への横断的営業支援（１）今後の戦略（３）

当社営業部門､日栄東海との連携による医薬医療･バイオ部門への販売強化

▶ 大学・研究機関への遺伝子発現データ解析（ＭＯＧＥＲＡ）サービスの継続

▶ 生活習慣病改善医療分野への進出支援強化

⇒“メタボリックシンドローム”予防・改善を目指す健康食品Ｄｒ．ＢＡＡＮｓ

（ＢＢＫバイオ社）販売開始。次の予防医療分野における新規商品開発取組み

顧客・取引先や当社社員への継続的なセミナー・勉強会の実施

▶ メーカーによるバイオ関連新商品の説明会開催

▶ 大学研究機関研究者による先端技術セミナーのコーディネート

▶ 当研究所による医薬・バイオ業界の最新情報紹介



24

当社事業への横断的営業支援（２）今後の戦略（４）

企業や研究機関との共同研究により当社営業部門を支援

▶ 岩手医科大学医学部、岩手大農学部、岩手県立大学ソフ
トウェア情報学部などと産学連携

▶ （独）東北農業研究センター、東京大学などとの新規ゲノ
ム解析ツール共同開発

▶ 蛋白質研究分野での新規解析商品の共同開発

▶ 遺伝子発現データ解析分野での新規ツールの開発と受
託サービスの商品化

▶ 新規顧客開拓と営業への情報提供



企業との連携･協業の推進

当社は東北地方における有力化学系総合商社なので、国内著名バ
イオ企業との連携により最新情報、技術協力や販売連携・展開で相
互協力できる。このことにより予想外の高い事業シナジーを生む可能
性を含む（例えば、日立ハイテクノロジーズ、和光純薬工業、コスモ
バイオ、インフォコム、日本IBM、トミーデジタルバイオロジー、ファル
マデザイン、東レ、ＤＮＡチップ研究所など多数）。

Web上での相互リンクが可能になりユーザや社会における信頼評価
も高まる。

IT分野企業との協業化を推進し、バイオとIT分野での融合の流れを
先取りできる。販売商社にメーカー的対応視点が生まれ、地方化学
系総合商社が新しいMOT（技術経営）の実践事例を生み出す。
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協業戦略（１）



事例１：日本IBM社と協業連携（2004～2006）
日本IBM東京基礎研究所のライフサイエンス分野における新規テキストマ
イニングシステムMedTakmiを利用した商品開発。当社生命研がバイオ
分野の遺伝子発現データ解析の延長上で全国規模での商品化を実現。
⇒MOGERA-GR,TDを開発

事例２：Infocom社と協業連携（2005～2007）
当社生命システム情報研究所の受託バイオIT解析ビジネス展開に注目
し、Infocom社自身の受託パスウエイサービスを、当社バイオITビジネス
の商流に乗せることで連携協力しMOGERA-PA商品を開発。
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事業連携事例（1）協業戦略（２）



事例３：共同研究開発の実績
１）岩手医科大医学部「岩手県･夢県土岩手プロジェクト」

（2004.10年～2006.3）
脳血管疾患個別化両方確立に向けたバイオチップの研究開発

２）岩手医科大医学部JSTプロジェクト（2006.１～）

脳血管疾患診断マーカーの同定と新規診断薬の研究開発
共同研究開発中

３）日本IBM東京基礎研究所

（2004～2006）
ライフサイエンス分野における新規テキストマイニングシステムの共同
研究開発
「ライフサイエンス分野向けテキストマイニング用辞書における不適切エ
ントリーの抽出」 （情報処理学会研究報告：37－44：2005－FI－81）
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協業戦略（３） 事業連携事例（2）



将来見通しに関する注意事項

本資料につきましては投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。

本資料における、将来予想に関する記述につきましては、目標や予測に基づいており、確約や保証を与えるものではありません。また、将来における当社
の業績が、現在の当社の将来予想と異なる結果になることがある点を認識された上で、ご利用ください。

また、業界等に関する記述につきましても、信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、当社はその正確性、完全性を保証するもの
ではありません。

本資料は、投資家の皆様がいかなる目的にご利用される場合においても、お客様ご自身のご判断と責任においてご利用されることを前提にご提示させて
いただくものであり、当社はいかなる場合においてもその責任は負いません。

IRに関するお問合せ先

東北化学薬品株式会社
経理部 部長 小寺 伸哉
電話： 0172-33-8101
e- mail:kodera@t-kagaku.co.jp

東北化学薬品ホームページ URL:  
//www.t-kagaku.co.jp

生命システム情報研究所ホームページURL:
//www.t-kagaku.co.jp/seimeiken/index.htm
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