


■ インテック富山ビル



■ インテック東京ビル



■ 富山センター　マシンルーム



■ JAPAN TSS SHOW ‘76に出展



　「光陰矢の如し」、昭和39年1月11日、起舟の日に創立された当社は、いつしか15年の歳月を経てしまっ

た。コンピュータが呱々の声をあげてからほぼ30年、また、情報処理産業が形成されてから20年が流れ

た。これらとともに歩んだ当社15年の歴史は、創造の歓びをかみしめつつも、未踏の苦難な道にあえい

だ日々であった。創業当時17名でスタートした社員も1千名を超え、10周年事業としての富山コンピュータ・

ビル建設にひき続き、15周年事業のひとつとしての東京コンピュータビルの完成も間近く、全国サービス

網もほぼ完備した今日、その歩みをふり返る機会を与えられ、感慨ひとしお深いものがある。

　当社創立の頃には、コンピュータ利用による企業の受託計算事業は、もの珍しいものであった。設立

地であった富山地区には、この種の事業は皆無であり、「計算センター」ということばも人々に知られては

いなかった。設立当時を顧みると、確実な将来見通しがあったわけではない。ただ、「情報処理産業は、

米国の例からみて成立し発展するだろうし、また、地域社会のためにも設立育成しなければならない」と

いう気負いだけで、困難な環境を克服してきたように思う。

　その後15年、歩んできた事業の基本的な目標は、「コンピュータ・ユーティリティ」の追求であり、「ネッ

トワーク情報サービス」の形成であり、「総合情報システム業」への道を模索することであった。当社はこ

の15年、ひたすらこれらの事業目標を時代と社会の要請に応えて展開し、年率平均20％をこえる高い成

長を達成したのである。もちろん、当社が目標としたこれらの事業概念は、当社の設立の条件として与え

られたものではなく、企業実践の中で学び、形成し、展開してきたものであった。それは、また、常に流

動し、生生発展するものであった。他面、この15年の大部分の期間は日本の高度成長期と一致し、しか

も省力化・情報化という大きな社会の潮流の中にあったことも忘れてはならないことである。

　今日、激動の時代、また不透明の時代といわれるとき、超集積回路製造の成功と通信技術の飛躍的

発展を核とした技術革新期に入っている。当社は新たな対応に迫られている。一つの技術の開花、新規

事業の開発は、それなりの科学技術の歴史と社会的需要の上に立っているものである。当社は、満15年

の日を迎えるに当り、古人が言う温故知新に習い、コンピュータ・テクノロジー関連産業30年の展開を心

に温め、胎動する技術革新に対処し、この困難な時代を乗り越えなければならない。

　多くの先輩、同学同業の方々に、わが社15年の歩みを見ていただき、ご叱責、ご指導を賜わりたい。

15年史を刊行する目的はここにあり、発刊を契機として全役員・社員は決意を新たにする次第である。

序

　　　　　　　　昭和54年1月11日

代表取締役社長　金　岡　幸　二
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

概　要
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

　当社15年の歩みを展望すると、3つの時期にわけることができる。それぞれの期における事業目標内

容規模の概要についてのベる。

　第1期は、昭和39年より昭和42年にいたる創立期の4カ年である。この期において当社は、創設地で

ある富山県の中堅企業と地元自治体の共同計算センターとして地域経済に貢献しつつ企業としての基礎

をきずいた。この間資本金1,000万円、従業員17名で創立した会社は42年度に資本金2,000万円、売上

高1億3,500万円、従業員116名をかぞえるにいたり、創業期赤字も一掃し、会社基盤を固めることがで

きた。しかしながら未だ、設備能力と技術の未成熟により、ローカル事業会社の個別事務計算の省力化

に寄与するにとどまった。

　第2期は、昭和43年より昭和49年にいたる7カ年の全国展開期である。この間第一次（昭和43～44

年）、第二次（昭和45～47年）、第三次（昭和48～50年）の3回にわたる3カ年計画を消化することにより、

北は札幌より、南は福岡にいたる全国主要都市にコンピュータ・センターを配置する計画をほぼ達成した。

また一部には通信回線利用によるサービスも開始し、この部分では線で、他は点により全国をカバーでき

る情報処理サービス態勢を整えることができた。また設備の大型化、技術の進歩により、ユーザーに対

し総合的計算サービスが可能になった。

　こうして昭和49年度には、資本金2億3,000万円、売上高28億2,700万円、税引前利益7,100万円、従

業員数682名を数え、全国有数の規模となった。

　なお、昭和45年10月1日社名を変更して、株式会社インテックとし、ローカルからナショナルへ、ナショ

ナルからインターナショナル・ビジネスへとの宣言を行なった。

　第3期は、昭和50年より本年昭和53年までの4カ年であり技術転換期とし通信型情報処理確立期で

ある。インテック専用データ通信網TecAce Netは未だ完成されていないが、第四次3カ年計画（昭和51

年～53年）にひきつづく第五次3カ年計画（昭和54年～56年）の遂行によって完成される予定である。

　この計画は、TecAce Net通信回線網に、当社ホスト・コンピュータおよびユーザーの社内処理用端末

機を結び、情報処理ならびに情報提供しようとするものである。この完成により、創立以来の目標であっ

たコンピュータ・ユーティリティが達成され、面による総合的な情報処理サービスが確立されることにな

る。昭和53年度末の会社規模は資本金3億2,000万円、売上高65億円、税引前利益1億6,800万円、従

業員1,000人を予定している。　

15年のあゆみ
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

創　立　期
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

創立の背景

　当社創立期のバックグラウンドを考えてみる。昭和20年、ノイマン（John von Neuman）によるプログ

ラム内蔵方式の自動演算機が提唱され、これが現代コンピュータの理論的基礎となり、昭和21年には、

エッカート（J.Presper Eckert）がモークリー（John W. Mauchly）と協力して、世界最初のコンピュータ

ENIACを完成させた。当時のわれわれは、そのような米国の事情は知らず、戦後の荒廃の中で食と衣を

求め、また1日も早い復興を夢みていた。

　UNIVAC60/120は昭和26年にその原型が開発され、昭和30年には東京証券取引所と野村証券がこ

れを輸入した。昭和29年には、IBM650が完成し、昭和33年に日本原子力研究所がこれを輸入している。

そして、世界中に知られ、爆発的に普及した最初の商業ベース・トランジスター・コンピュータである

IBM-400シリーズは昭和35年に開発され、ただちに日本にも輸入された。この頃、日本のコンピュータも

黎明期を迎え、東芝、日立、日電によりそれぞれ、TOSBAC2100、HIPAC101、NEAC2201等固体回路

コンピュータも開発され始めた。

　一方、昭和35年には、日本国有鉄道が座席予約システムMARS-1に着手し、昭和39年4月にはみどり

の窓口が開設された。こうしてコンピュータ・システムは、逐次社会に広がる兆しをみせた。昭和37年、株

式会社日本ビジネスコンサルタントは、HIPAC101を導入し、ユーザ・サポートとともに受託計算サービス

を広く開始した。これは、日本における情報処理サービス業の先達であろう。こうして、1960年代に入り、

日本のコンピュータ産業と情報処理産業が成立した。

　情報処理サービス業は、米国においてサービスビューロ・コーポレーションがIBMの子会社として成立

したのと同様、コンピュータ産業が、ユーザ・サポートのためのバックアップ・センターを開設したことによ

り始まった。当時、コンピュータはきわめて高価であり、また、運用技術が一般的ではなかった。従って、

中堅企業や地方自治体はコンピュータ処理の需要がありながら自営は困難であった。このような事情から

独立の「計算センター」と称する情報処理サービス業が各地に成立した。当社は、このようなコンピュータ

関連事業の胎動と、バックグラウンドの中で、昭和38年を準備期とし、同年11月15日の発起人会の議を

経て、翌昭和39年1月11日、株式会社富山計算センターとして設立された。

設立の経緯

　昭和38年11月15日14時、富山電気ビルディング4階会議室において、発起人7名全員出席のもと発起

人会が開催されたのが当社の第一歩である。発起人は、西泰蔵を代表として金岡又左衛門、舟木信成、

横山四郎右衛門、新田嗣治朗、塩井幸次郎、金岡幸二の7名であった。

　発起人会は、会社設立を決定し、商号、目的、本店の所在地を次のとおり定めた。

　商号　株式会社　富山計算センター

　目的　経営上の諸計算・統計並びに諸企画・調査の受託代行業務、および、それに付帯する業務

　本店の所在場所　富山市

　設立に際し発行する株式の総数は20,000株とし、発起人は1,400株を引受け、残株18,600株を募集す

ることとなった。株式は、記名式額面普通株とし、1株の額面及び発行株価を500円とした。

　定款上の事業目的はつぎのとおりであった。

　⑴ 経営上の諸計算ならびに諸統計の受託代行業務
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　⑵ 経営上の諸企画ならびに諸調査の受託代行業務

　⑶ 技術上の諸計算ならびに諸調査の受託代行業務

　⑷ 経営改善に関する各種設備機器の導入業務および販売

　⑸ 事務活動および生産活動に関する自動化設備機器の導入業務および販売

　⑹ その他上記に附帯する業務

　明けて昭和39年1月11日11時、富山電気ビルディング4階会議室において、出席株式引受人18名、出

席株式数20,000株をもって、創立総会が開催され、当社は呱々の声をあげた。株式引受人はつぎのとお

りであった。

　創立総会およびその直後の取締役会において、

　代表取締役社長　　西　泰蔵

　代表取締役専務　　金岡幸二

　取締役　金岡又左衛門、舟木信成、森丘正唯、新田嗣治朗、塩井幸次郎、綿貫民輔、横山四郎右衛門

　監査役　品川忠蔵、細川永太郎

　の各氏が選任され、直ちに就任した。本店は富山市入船町31番地、旧北日本放送局社屋内におくこと

にした。

　社屋は、鉄筋平屋建て59坪と木造平屋建中の一室4.5坪を賃借したものであった。

　設備はUNIVAC60/120電子計算機1台を中心としたパンチ・カード・システムと定め、3月10日据付完

了、ただちに調整に入った。これに先だち、会社設立と同時に、要員を日本レミントンユニバック株式会

社および株式会社東京計算センターに派遣、実地訓練を行わせた。3月末日の社員数は男子7名、女子10

名であった。その氏名はつぎのとおりである。

　　島小豊次、岩田三郎、松野　勲、河田利勝、砂溜和司、本波正一、小森　猛、井田悦子、山口玲子、

片桐美智江、菊地順子、青山美枝子、砂溜米子、黒田タ希子、高畠千鶴江、中田鈴枝、橋本洋子

　かくして、社屋、設備、要員が整い、3月24日、開所式を挙行し、4月1日、営業を開始するにいたった。

営業開始

　創業年は不況時であり、また、昭和30年代後半より次第に雇用対策が問題になりつつあった。したがっ

て、当社の創立時の営業開発の重点は、当時の産業界の問題点を考究し、その解決策としての電子計算

機組織による経営上の計算委託を提案することとした。この間の事情につき当時の営業リーフレットに次

のようにのべられている。

◇産業界の問題点を考究して、何故電子計算機組織等の高度経営手法に依らなければならないかを考

察してみましょう。

　　　　氏　　　　名　 株  数
株式会社　富山相互銀行 5,800
富山地方鉄道株式会社 4,000
日本海瓦斯株式会社 1,800
株式会社　北日本新聞 2,000
細川機業株式会社 1,000
日本レミントンユニバック株式会社 1,000
トナミ運輸株式会社 1,000
株式会社　広貫堂 800
北日本放送株式会社 600
富山トヨタ自動車株式会社 500
富山交通株式会社 500

　氏　　　名　 株  数
西　　　泰　蔵 200
金　岡　幸　二 200
金岡　又左衛門 200
新　田　嗣治朗 200
塩　井　幸次郎 200
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☆産業停滞対策

　第一ラウンドの不況対策は「過剰設備にもとずく供給過剰」の根因を除く為、生産抑制・輸出振興・市

中過剰品の一掃等による在庫調整の推進と市況の底固めにありました。然し、これ等の対策をもってし

ても、減産によるコスト高や、不況の永続による市場環境の悪化などで、企業経営実態は依然として回

復しませんでした。不況対策の第二ラウンドは、「コスト高と市況の横ばい」の現状において、経営実態

改善の為の体質刷新に取り組むことであります。その主なものは、

　⑴ 経費の削減

　⑵ 会社機構の合理化

　⑶ 不採算部門のカット

　⑷ 関連会社の強化または整理統合

　等であると言われて居ります。

☆雇用対策

　出生自然増加は昭和23・24年の170万人台でピークをつくり、昭和31年以降は100万人台を割るにい

たって居ります。この出生ピーク年代の生児が労働力として産業界に寄与する時期は、昭和38・39年は中

学校を卒業し、41・42年に高校を卒業し、45・46年に卒業する時点であります。従って、中学卒就業者は

既に38年に、高校卒就業者は41年に峠を越すことになります。そして労働力人口は、昭和45年以降絶

対数を減少することになり、産業界として極めて重大な事態に入るわけであります。これらの反映と致し

まして、中・高校卒者に対する求人充足率は約30％であり、又34年以降の平均給与上昇は年間2,000～

3,000円を示しております。現在、この様な環境におかれた産業界として、生産性を向上させる事は急務

中の急務であります。

☆業務増加とそのスピード化対策

　経営合理化の要求と事業量拡大は、大量な精密・迅速な経営資料を必然的に要求されることになりま

した。この要求を満たそうとしますと、

　⑴ その様な仕事の出来る人が集まるかどうか？

　⑵ その様な人をどこに収容するか？

　⑶ その様な人をどう管理したらよいか？

等の問題が生じてきます。

　これらの事項を解決するためには、相当の対策と費用が必要であるのは勿論、充分にこの要求を満た

すことはなかなか困難であります。然し、経営管理態勢の近代化を推進しない以上、到底この競争社会

にはたえられないのが常識であります。

◇以上の問題点解決策の一つとして提案されて居りますのが、電子計算機組織の導入であり、計算セン

ターの御利用であります。産業停滞対策・雇用対策・業務増加とスピード化対策も、次の様にすべて電

子計算機は、その一面を解決致します。

　⑴ 記録・計算従業者を減員し得る。

　⑵ 減員に伴う機構単純化とスペースの削減が可能。

　⑶ 経営資料が正確・スピード化される上、立体的資料が得られる。

　⑷ 社外計算センターを利用すれば、組織縮少による合理化が可能。

　この様に電子計算機組織は結構ずくめでありますが各企業にすぐに導入が可能でありましょうか。第

一は相当な設備投下と経費が必要であり、上手に導入しないと合理化のつもりで不採算となるおそれが
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あります。第二は専門職を養成し配置しないと能率よく働かないおそれがあります。従って、先ず、共同

の計算センターを利用し、充分合理化の実をあげ、企業規模によりましては、自社の計算センターをも造

られるのが、得策でありましょう。

　こうして、業務内容を、次の3項にしぼり具体的営業を開始した。

　　（計算受託）

 原票を計算センターに出して頂き、各種計算事務を代行し整理された形で必要な帳票（販売統

計、在庫管理資料、給与明細表等）を迅速・正確・経済的に提供いたします。内容の秘密厳守は勿

論の事、すべての品名、氏名等をコード化して提出して頂き秘密を守る事も可能であります。また

厳秘資料の処理には機械室を時間決めにて使用して頂く事も出来ます。

　　（経営相談業務）

 事務合理化の過程で発生する経営上の問題（能率的事務機械の導入斡旋、在庫管理上の科学

的手法、需要予測のOR等）についても御助力いたします。

　　（その他事務の代行）

 各種調査、宣伝、ダイレクトメール等の実務を受託、代行いたします。

地方自治体業務受託

　昭和41年1月には、当社の提案にもとずき、町村会事務局長福田義雄氏の尽力により財団法人富山県

市町村会館に付設し、市町村電子計算センターが設置され、その運営委託を当社が受けることになった。

これにもとずき同所を丸の内事業所とし、USSC Tape型電子計算機（UNIVAC Solid State Computer 

Tape Base System）を1月15日に設置した。

　こうして、2月1日より地方自治体業務を開始することとなった。この業務を開始するにあたっては、その

データが膨大であるとともに、計算方式が複雑であるため、パンチ・カード・システムでは困難であり、テー

プ・ベース・システムを利用せざるを得なかった。こうして設備の新設と技術のレベルアップが必要となった。

　設備の購入については、その資金8,000万円調達のため払込期日を昭和41年10月1日とし、2万株の増

資を行い、資本金を2,000万円とした。また技術修習については、財団法人日本能率協会チーフ・プログ

ラマー下条武男氏ならびに小黒節子氏の指導によって、2ヵ月でこれらの技術を修得するといった困難を

突破した。

　昭和41年度初めて行った主たる自治体業務名と参加市町村名はつぎのとおりである。

　業 務 名：固定資産税、住民税、国保税

　市町村名：富山市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、舟橋村、上市町、立山町、八尾町、婦中町、

小杉町、大門町、大島村、城端町、庄川町、井波町、福光町、入善町、下村

業　績

　創業期は、昭和38年度の創業準備、39年、40年度2カ年間の富山県内中堅企業のPCSによる単純事

務計算による営業開始期、41年、42年度2カ年間の富山県内地方自治体業務の受託をあわせ営業態勢

の整備期にわけられる。この間テープ・ベース・コンピュータの導入による複雑な事務計算の遂行を可能

としながら、創立期の基礎固めを終了した。その間の業績は第1表のとおり、また、導入したコンピュー

タ設備は第2表のとおりである。
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第1表
期　　間 売上高

0

6

10

14

19

41

41

62

76

11

24

28

41

67

83

111

128

183

10

10

10

10

10

10

20

20

20

17

19

21

26

33

65

75

97

114

39.11

40. 1

41. 2

41. 10

42. 1

42. 2

設立総会

新潟開設

増資

本社移転

東京開設

市町村センター開設

△1　 

△2　 

0.2 

1　 

2　 

0.01

0.03

0.1  

1　 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

自　39. 1
至　39. 3
自　39. 4
至　39. 9
自　39. 10
至　40. 3
自　40. 4
至　40. 9
自　40. 10
至　41. 3
自　41. 4
至　41. 9
自　41. 10
至　42. 3
自　42. 4
至　42. 9
自　42. 10
至　43. 3

損　益 総資産 資本金 記　　事従業員
（期末）

（百万円）

第2表

年 月

計

入船事業所 地鉄ビル事業所 丸ノ内事業所

創立期マシン導入情況（小型機）

39. 3

40. 4

41. 1

42. 1

43. 1

43. 10

ＵＮＩＶＡＣ60/120 一式

ＵＮＩＶAＣ60/120 一式

ＵＮＩＶAＣ60/120 二式移設

ＵＳＳＣ Ｃard Ｓystem 一式

ＵＮＩＶAＣ60/120 二式

ＵＳＳＣ Ｃard Ｓystem 一式

ＵＳＳＣ Ｔape Ｓystem 一式

ＵＳＳＣ Ｔape Ｓystem 一式

ＵＳＳＣ Ｔape Ｓystem 二式

}



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

全国展開期
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

全国展開の背景

　当社の全国展開期（昭和43～49年）は、二つの異った経済的基調の期より成り立っている。すなわち、

一つは高度成長の期間であり、これは昭和45年頃を境に終了し、以後は「知識集約型産業構造への転

換」をはかり「活力ある福祉社会の実現」を期する時代に入ったといわれている。

　敗戦による惨憺たる日本経済は、国民10年の努力が実り「もはや戦後ではない」と昭和31年の経済

白書にうたわれた。昭和30年代には俗称神武景気（昭和30～31年）につづき、岩戸景気（昭和33～36年）

といわれる大型好況を迎え、日本経済の基盤が固まり、過剰労働力を解消させた。とくに岩戸景気は「投

資が投資を呼ぶ、」（昭和35年経済白書）ブームとなった。この投資ブームは技術革新と消費革命の進展

に主として支えられたものである。しかし、30年代に入ってから百万人をこえる雇用増は、労働力過剰経

済から完全雇用経済へ変換し経済・社会・道徳の上でも決定的影響をもたらした。

　昭和40年代に入ってからも、いざなぎ景気（昭和40～45年）と名づけられた超高度成長期に支えられ、

その年平均経済成長率は11.6％（名目16.7％）に達した。この息の長い高度成長の結果、日本は「経済

大国」としての地位を確立した。

　当社が社名をINTECと変更しローカルからナショナル、ナショナルからインターナショナルへを標榜し

た昭和45年には、世界経済の中で最強の国となっていた。

　日本経済の高度成長の原動力は、技術革新であり、大衆消費社会の実現であった。技術革新は、鉄

鋼業を近代化させ、石油化学、合成繊維、電子工業等の新産業を定着させ、新製品開発を多様化させた。

また、消費革命はこれらの新製品により、ラジオからカラーテレビへ、自転車から乗用車へ、扇風機から

ルーム・クーラーへと絶えまない生活構造の高度化を遂げさせ、また同時にわが国の輸出構造は大きく

変っていった。

　以上のような経済諸条件は、当社事業に次の点で好影響を与えた。

　⑴ この経済成長を支える技術としての自動制御・機械化・無人化・品質管理等にコンピュータの利用は

欠くことができなかった。

　⑵ 大量生産・大量販売のための工程管理・在庫管理・物流管理・販売管理等はとうてい人力のよくする

ところではなく、コンピュータの援用が必要となった。

　⑶ 日本経済は完全雇用の状態となり、たとえば、昭和45年の高校卒求人倍率は、7.06という異常とも

いうべき数字を示していることから解るように、省力化のためにコンピュータを利用せざるをえなく

なっていた。

　これらの要因は、当社を急速に成長させ全国展開を可能にした重要な背景の一つである。

　昭和40年から昭和45年は、わが国の歴史のなかで、最も経済の発達したときであったが、1970年代

になり様相は一転した。昭和45年の経済白書は、「日本経済は、かつての労働力過剰、外貨不足時代の

条件がまったく一変した」といっている。わが国は、このような認識の上にたって対応措置を講じようとし

ていたとき、ニクソンショックと石油ショックという二つの大きな困難に遭遇した。当社全国展開期後半

は、このような時に出発した。

　昭和46年8月16日には、ニクソン米大統領は緊急経済政策をうち出し、それをきっかけにして戦後未

曽有の国際通貨危機がいっきに表面化した。同年12月のスミソニアン（ワシントン）の多角的通貨調整も
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不調に終り、昭和48年2月から完全な変動相場制へと移動し今日にいたっている。この世界的通貨政策

の混乱は、世界的規模でのインフレーションを発生させ、わが国においても国内に散布された円が狂乱

物価につながる過剰流動性の源となった。

　昭和48年10月6日には第4次中東戦争が勃発し、アラブ産油国は、対イスラエル紛争解決の戦略とし、

石油資源を利用した。このため石油価格は翌年には4倍に達した。この影響により、わが国経済は混乱

した。アラブ諸国は、さらに先、中進工業国の急成長とインフレの影響に対し、経済自立のための具体的

措置として、ドル減価への資源価格のスライド、外国資本企業の国有化等資源ナショナリズムを発動した。

　こうして、世界的な通貨不安、資源問題をかかえ、先進国の物価は、昭和48年に上昇テンポを急激に

高め“2ケ夕”インフレが表面化した。わが国においても昭和48年末より、「狂乱物価」と呼ばれる状況

を呈した。その後政策よろしきを得、昭和50年になり、急速にインフレは鎮静し、国際収支も黒字に好

転し、安定成長の道に入った。

　これまでのわが国経済は、内外環境に恵まれて、供給面の制約をほとんど意識することなく高度成長

を遂げてきた。しかし、石油危機を契機に資源、エネルギー供給の制約問題が一挙に顕在化し、また国

土資源の制約にもいぜんきびしいものがある等、供給面からの制約が深刻化してきた。他方、国民意識

の多様化、人口構造の老齢化等に対応して、わが国経済の体質についても、従来の民間設備投資中心

のものから、社会的消費を重視した福祉型の構造へと変化してきており、これらの状況のもとでは、今後

のわが国経済の成長率低下は不可避的であることが認識された。

　当社は、このような困難な期間にもかかわらず売上高は、昭和46年度140％、47年度136％、48年度

139％、49年度119％と前年度比において高い成長を示すことができた。この成長は後にのベる当社の諸

施策によるところ大であったが、また、つぎのような社会的条件が45年以後今日まで当社を支えていたか

らである。

　⑴ 当社の営業基盤が国内のみにあり、国際商品・国際的資源とのかかわりが少なく、国際的影響が

少なかった。

　⑵ 当社の取引先は、官公庁および多業種な企業にわたり、産業構造変換をせまられた時機にもかか

わらず、好・不況業種が混在し平均化されていた。

　⑶ 各企業は、きびしい合理化をせまられた期間であったが、不況業種においても省力化のためコン

ピュータリゼーションを進めるものが多かった。

　⑷ 情報産業は、知識集約型・省エネルギー型・無公害型産業の中核として要請される特質を有するも

のとして一般に認識され、石油危機以降、育成措置がとられた。

　以上のように、日本経済が超高度成長を遂げた昭和45年以前も、それ以後の一時の混乱と停滞期に

も、当社は、広い視野で考えると、一貫してよい企業環境にあったということができる。

　昭和43年1月20日発行当社広報は、これらの事情と当社の基本的視点を次のようにのべている。

　「わが社は、きわめてユニークな企業であるが、大局的にいうと、一般経済状勢と国際経済社会に支

配されることは言をまたない。しかしながら、一般状勢と情報産業の特異性、特に新産業としての成長率

を勘案して、わが社の行く手を探す必要がある。一言でこれに答えると、現在経済発展が抑制される種々

の一般要因はあるが、わが社は直ちにそれに規制されることはないと考えてよい。積極的に思考すれば、

われわれの仕事は、経済発展の抑制要因の1～2にチャレンジし、これを除去することが使命であるとさ

え考えるべきであろう。すなわち、この産業は、わが国の経済環境に適応する省資源・省エネルギー・無

公害型の中核産業である。また、労働力の相対的減少による経済停滞をカバーする仕事は、情報処理サー
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ビス業に与えられた重要な使命である。一方、わが国経済社会発展のための効率化にトップ・ダウン

（Top Down）の経営政策、ボトム・アップ（Bottom Up）の情報収集を迅速確実に行うのも、コンピーュ

タに期待される重要な仕事である」。

　このように、激動の時代・変革の時代といわれる環境下にあっても、情報処理産業としての計算センター

は、種々の困難はあろうが、本質的に、成長産業であり、この発展が経済社会に寄与するところは大である。

規模拡大

　既述のように、当社創立期は、昭和42年にいたる4カ年であり、この期において、創設地である富山

県内で基礎をきずいた。昭和43年2月3日、東京事業所の開所式を行い全国展開戦略を開幕させ、10年

を出でずして北海道から、九州にいたる主要都市にセンターを展開した。

　もちろん、創立の富山県内での基礎固めの期間と、次に来る全国展開期が、水と油のように分離して

いたわけではない。当社は、創立早々にしてこの業態における規模の利を強く意識していた。

　昭和41年1月日本通運株式会社新潟支店は、店内事務合理化のために電子計算組織を導入することと

した。しかしながら、同社は、要員配置と経済性を勘案し、電子計算機の導入ならびにその運用を包括

して、日本ユニバック株式会社に発注することになった。日本ユニバック株式会社はコンピュータ販売が

主たる業務であり、計算機組織運営はその業でないとして、当社に再発注した。このため、当社は、41

年1月18日新潟事業所を組織し日通新潟事業所内に開設し、UNIVAC-1004 MODEL-Ⅱを中心とした電

子計算組織の運営管理を受託することとなった（この契約は昭和45年3月解消した）。これが、当社の富

山県外進出の第一歩である。しかしながらその時点で全国展開の具体的スケジュールがたっていたわけ

ではない。

　当時、当社は創立期の赤字を脱し、第9期（昭和42年下期）に初めて5％の配当を行ったが、規模が

小さいことによる経営不安を強く感じていた。この原因は3点あると考えていた。

　⑴ 第一は、売上面についてである。例えば、昭和43年下期の売上高は、約7,600万円、営業利益は、

100万円であり、平均月売上高は、1,300万円に達していなかった。この売上は、平均1顧客1業務、

約30万円の仕事が約400件ということである。したがって、もし、1件の脱落でもあれば、半期180

万円の売上減により一挙に赤字決算に転落する危険な状態であったといえる。

　　 売上高利益率を向上させれば、その不安は解消できるが、それにも限度がある。顧客を増加させ、

業務件数を伸長させ、サービスの万全を期せば、脱落件数は少いとともに、もし、数件の発注中止

が生じても安定経営は可能である。このように、規模拡大は当社の性格上必要条件であった。

　⑵ 43年度末に従業員は、男子65人、女子117人であった。当時業界においては、他業界に比べ、シス

テム・エシジニア或いはプログラマーの流動が激しかった。もし、わずか3人のシステム・エンジニア

の退職があったとしても、総数約30名のシステム・エンジニアとすれば10％を一時に失うことにな

り、社としてたえられないものとなる。したがって、これを100名とし300名とすれば、その影響は

ほとんどなくなる。すなわち、規模が大きいことが労務管理面での安定経営の因子となった。

　⑶ 当時、地域内企業からの受託計算を中心に行なっていた。しかしながら受託企業の中には他地域

に支店のあるものがあらわれ、1企業の計算受託をするにも、広域で対処しなければならなくなって

きた。とくに、中堅以上の企業においては、少くとも、東京・大阪に本、支店をもつものが多い。相

当規模の企業においては、北海道・東北・関東・北陸・中部・近畿・中国・四国・九州の少くとも9ブロック

の中枢都市に支店配置をするのが常道である。したがって、当社は顧客サービスの完壁を期し、社

業の発展のためには、各ブロックに逐次事業所をおくことが必要条件であると考えるようになった。
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　こうして、当社は規模拡大を第一の目標とし、それを達成するためにも広域展開を早急に行う方針を決

定した。

東京進出

　わが社は、昭和43年度から、3カ年計画を策定し、その積み重ねにより事業を推進した。第一次3カ年

計画の基礎思想は、43年1月20日の当社広報によればつぎのようなものであり、計画の基幹となった。

「創立以来、満4カ年を経過し、一応の企業基盤が固まり、また、将来への展望が開けた時に当たり、本

年から昭和45年に至る3カ年計画を策定し、さらに積極的な経営を推進することに決定した。本3カ年

計画策定の基礎となる環境条件は、つぎのとおりである。

　⑴ 創立期の終結

 わが社の創立からの歴史的経過を考えるとつぎのとおりである。すなわち、昭和39年、40年のパン

チ・カード・システムによる中小企業向け計算センターを経過し、41、42年、地域産業に寄与する地

方計算センターとしての地位を確立したのである。この間4カ年の売上は年率100％の伸長率、すな

わち、毎年倍増し、今後もそれに近い趨勢にあると考えられる。現在、地方計算センター時代を脱

皮し、東京事業所を核とし、さらに全国規模の計算センターへ飛躍するチャンスに恵まれている。

　⑵ 情報処理産業の確立

 昭和45年は、政治的にも経済的にも、一つの転換期が来るといわれている。情報処理産業として

の計算センターの性格もまた若干の変質を見た上で、明確なものとなるであろう。そして、各計算セ

ンターの優劣・シェアも確立する可能性がある。したがって今日より、将来の業界における地位の想

定と企業戦略確立のために、計画的に体勢を整える必要がある。

　⑶ 国際化時代を迎える

 貿易の自由化・資本の自由化・経営の自由化が要請されている今日、情報処理産業もまた、国際化

時代を迎えざるを得ない。この業界は、米国に対し、7～8年の遅れという歴史的な遅れにとどまら

ず、開発力、資本力、国家保護等に起因する圧倒的格差がある。われわれは、それを知力・組織力

で迎えなければならない。早急に、強固な企業体質を整える必要がある。」

　以上のような基本認識にたって、昭和42年4月から東京進出準備を行ない、同年12月、

MELCOM3100-10T型電子計算機を導入据付ただちに稼動に入った。年を改め、昭和43年2月3日、東

京事業所（後東京センターと改称）の開所式を行い、念願の東京進出を果した。東京事業所の初代所長

は松本光一朗、であり、計算部長1名、総務課2名、業務課2名、システム係4名、計算係5名、穿孔係7

名の計22名編成であった。

　なお、この東京進出にはつぎのような契機があった。

　当社は営業開始後間もなく石場秀雄氏（現菱越電機社長）のご支援により、三菱電機系列の富山交

易株式会社の買掛業務を受託した。この関係から40年11月より三菱電機株式会社富山商品営業所の受

注・販売管理業務を受託、順次、在庫管理、諸統計業務へと受注も伸び、好評を得ていた。たまたま42年、

三菱電機株式会社本社は商品管理部門において、電算機業務の本社集中化に伴うシステムの大変更、

電算機部門の業務オーバーフロー等の問題が生じた。

　同社は、富山営業所における当社の評判を聞き、当社への委託を考慮することになった。当社は数度

の打合せ討議の結果、本社商品管理部門及び東京商品営業所の電算機システムを全面的に受託するこ

とができ、東京事業所を設立することとなった。

　日本の大企業が、地方の名も知られぬ小計算センターに業務を委託し、東京進出を勧奨するというこ
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とは、ふつうには考えられないことであるが、創業以来の当社の誠意ある努力が遂に世に認められる時

が来たというべきであろうか。この契機は、当社のその後の全国展開への記念すべき出発点となったの

である。

　昭和43年2月20日、当社発行の「広報　計算センター」は東京進出をつぎのように報じた。

さる2月3日午前11時より、東京の三菱世田谷ビル内で当社東京事業所の開所式を行った。当日はよい

天候に恵まれて、招待客の出足もよく、定刻には大半の参集をみる盛況ぶりであった。当社は、西社長を

はじめ、金岡専務、島業務、岩田計算両部長も富山より上京、在京の職員ともども、約100名のお客様の

接待に大童であった。主な参会者は、受託先関係各社および、今後の東京地区予定取引先並びに、機

器製造元である三菱電機本社、各営業所等目白押で盛況のうちに午後2時無事終了した。

　なお、一般招待先、関係各社、報道関係者等に対する披露は、4月以降に予定されている。

　東京事業所の実質上の責任者として、全員の牽引の重責を負っている岩田計算部長は、開所の喜びを

つぎのように語っている。「東京進出という大きな目標達成には、全社をあげて、歯をくいしばってここまで

来た。諸設備、環境のまだ整わない東京事業所で、連日の残業徹夜に耐えて努力して下さった担当社員

には心から感謝している。今日の皆さんの喜びも一しおであると思う。これからもなお一層、社業の進展

に努力したい」。

業務提携

　全国展開するにあたり、最大の注意をはらったのは、それぞれの地元企業ならびに、地元計算センター

との関係であった。企業はその地域に奉仕して、地域とともに繁栄すべきものである。本社よりの一片の

命令により、地元の動向とかかわりなく行動するような支店があれば、社会はこれを許さないであろう。

当社は、このような考えの下に、顧客の要請に応えながら、つねに、地元計算センターとの業務提携によ

り拠点の展開をはかった。その経過を以下にのベる。

　⑴ 昭和43年8月、株式会社中部産業近代化研究所（代表取締役社長　沖野永保）と提携し、株式会

社中部産業計算センター（代表取締役社長　沖野永保）を設立し、研究所のPCS部門をひきつぎ、

名古屋市場の受託計算業務を行う。この間、営業拡大の目安を得て、中型コンピュータを当社が導

入。昭和44年10月、名古屋事業所として受託計算業務を開始し、12月10日、開所披露を行った。

これに先だち当社は、㈱中部産業計算センターのPCS部門を電子計算機組織に吸収し、爾後、中

部産業計算センターは、穿孔業務、要員派遣業務に特化することとなった。

　⑵ 株式会社関西コンピュートセンターは、昭和42年10月28日、公認会計士数名により資本金3,300万

円で大阪市東区今橋に誕生した会社である。昭和45年、同社代表取締役吉村光春氏より、技術指

導を要請され、同年11月2日より当社は、システム課長松野勲を派遣し、指導にあたるとともに、業

務提携を行い、相互に株式を取得した。一方、当社は、大阪計算センターを開設、活発な営業活動

を展開し、大ユーザを確保し、相当の設備投資が必要となった。この時両者は、無用な二重投資を

避け、㈱関西コンピュートと㈱インテックは、昭和47年8月末日をもって、前者の営業権を後者に譲

渡することとし、設備の近代化をはかることができた。こうして当社は、㈱関西コンピュートの営業

を引継ぐ形で、インテック大阪センターを独立発展させた。

　⑶ 株式会社札幌電子計算センター（代表取締役社長　水川敏男）は当社と設立年も同一であり、また、

設立当時使用機械も同一であり、相互連絡がとられていた。たまたま、同一顧客の本・支店業務を、

それぞれの地域で分担することとなり、ますます密接な関係となった。㈱札幌電子計算センターは、
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PCSから電子計算機への切換えが遅れたこともあり、技術面で若干の遅れが目立っていた。顧客と

同社社長からの要請により、当社は昭和47年6月、システム課長古川武を派遣し、同社の技術指導

を行ったが経営成績は思わしくなかった。48年12月12日、当社は㈱札幌電子計算センターの株式

を一部取得、業務提携を行ない、人事・技術・営業面で援助することとなり、当社社長金岡幸二が

その代表取締役に就任した。さらに、52年2月当社は、㈱札幌電子計算センターの株式をほぼ

100%取得し、53年4月1日より全社員を当社に移籍し、主要業務のすべててを当社が吸収すること

となった。㈱札幌電子計算センターは、爾後、穿孔業務を中心とした地域型計算センターとして堅実

な経営を行なうこととなった。

　⑷ 九州地区への進出は、福岡流通コンピュータ株式会社の設立によって果された。福岡流通コンピュー

タ株式会社（代表取締役社長　牧瀬忠倶、代表取締役　金岡幸二）は、51年2月4日、㈱インテック、

福岡流通センター㈱、㈱西日本新聞社の3社共同出資により、地元の絶大なる支援のもとに設立さ

れた。同社は、福岡流通団地の中枢管理組織としての役割を果すと同時に、福岡市ならびに周辺の

各企業の経営合理化、事務能率化の推進に貢献することを目標とした。また、同社事務所所在地に

ある福岡流通センターとは、流通の合理化、物価、交通政策への寄与を目的に、九州の政治、経済、

文化の中心である福岡市に流通、物流の内陸基地として建設されたものである。同センターは、約

120社におよぶ卸売業・倉庫・運輸業者がそれぞれ協同組合を結成し、同一団地内に立地するとい

うユニークな流通センターである。当社は、福岡流通コンピュータ㈱に併設し、同年2月1日に、九州

センターを発足させた。同センターは福岡流通コンピュータ㈱に技術と要員を提供し、その業務を一

手に引き受け、コンピュータ処理を行なうこととなった。また、当社全国ネットワークの九州地区の

拠点にもなっている。

資金調達

　政府は、「情報処理振興事業協会等に関する法律」を昭和45年5月22日に公布し、同年7月1日より施

行した。この法律に基づいて情報処理の振興を図る国家的機関として、同年10月1日、情報処理振興事

業協会が、特別認可法人として設立された。

　協会の業務は大きく分けると次の三つの柱からなっている。

　　信用保証業務

　　プログラムの開発、買上げ及び普及業務

　　プログラムに関する調査業務

　上記の業務中信用保証とは、情報処理サービス業、ソフトウェア業ならびに一般企業が「情報処理振

興金融措置」に基づき長期信用銀行3行から資金を借りる場合に、協会が保証人となってその借入に協

力するものである。

　すなわち、情報処理産業は、担保力が非常に弱く、また収益力も十分でないため、金融機関から、コマー

シャルベースで融資をうけることが、きわめて困難であった。そこで、長期信用銀行3行からの融資にた

いし、情報処理振興事業協会の債務保証は、当事業の拡大のために絶対的条件であった。

　当社は、この協会信用保証業務にたすけられ、急速な規模拡大と全国展開が可能になったといっても

過言ではない。

　中型事業所の進出・展開のためには、最低約1億円の資金は必要である。主な使途はつぎのようなもの

である。
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　⑴ スペースと造作および施設

 　150坪とし約5,000万円

　⑵ 売掛金相当額

 　売上の2カ月分とし約2,000万円

　⑶ 電子計算機レンタル費および諸掛

 　月レンタル費の2倍とし約1,000万円

　⑷ アプリケーション開発費

 　5人6カ月とし約1,000万円

　⑸ その他開業のための諸費

 　約1,000万円

　したがって、これらの調達には苦心するところであったが、政府の情報振興事業にたすけられるところ

がきわめて大きかった。

　当社が今日まで、協会の債務保証を受けた経過は第3表のとおりである。　　　

業績｠

　第一次3カ年計画（昭和43年）以来の夢は、全国主要都市に計算センターを展開することであった。

幸い、第4表に示したように、東京進出にはじまり、49年までに名古屋、仙台、大阪、50年以降、福岡、札幌、

四国とセンターを設置し全国支店網を完成させることができた。なお、支店配置について余すところは、

中国地区であるが、この地区の顧客にたいしてはすでに通信回線によるサービスを実施中である。

　各センターに配置したバッチ処理用導入コンピュータは、第6表に示した。

　大型通信型情報処理用コンピュータについては、一括して別に第9表に記載した。

　全国展開期の業績は第5表のとおりである。

第3表
年 度 期中保証額 期末保証残高 資 　 金 　 使 　 途

（百万円）

45

46

47

48

49

50

51

52

53

全国拠点高度化他

同　上

電算機導入他

ＴＳＳ、オンライン基本ソフト開発他

同　上

オンライン用電算機導入他

プログラム・シェネレータ開発他

商社向汎用プログラム開発他

輸送管理システム開発他

69

103

238

232

140

288

319

283

348

69.0

141.3

308.1

400.5

344.8

410.6

521.0

560.0

607.0
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第4表
年 月 開設事業所 初代所長 記 　 事

41. 1
43. 2
44. 3
44. 11
44. 4
45. 10
45. 6
46. 10
45. 10
48. 4
48. 5
49. 10
51. 2
53. 4

後、高岡支所
港区、49年廃止

社名変更、事業所をセンターと改称

魚津市、後新川支所

後東京第二センターと改称

福岡市
高松市

島　　　小豊次
松　本　光一朗
立　浪　安　一
伊　藤　寿　郎
前　田　正　彦

片　岡　　　宏
吉　野　　　昇
松　野　　　勲
小　峯　芳　平
立　浪　安　一
古　川　　　武
古　川　　　武
松　野　　　勲

新 潟 事 業 所
東 京 事 業 所
高 岡 事 業 所
日本橋事業所
名古屋事業所

仙台センター
新川センター
大 阪センター
赤 坂センター
金 沢センター
札幌センター
九州センター
四国センター

第5表 （百万円）

期　　間 売上高

134

161

236

300

413

481

600

652

781

924

1,156

1,212

1,386

1,440

231

275

286

369

424

539

671

757

935

1,210

1,321

1,534

1,563

2,233

40

40

60

60

100

100

100

150

150

150

150

150

150

230

165

182

264

292

424

428

526

489

617

547

619

661

741

682

43. 2
43. 5
43. 11

東京開設
増資
初配5％

45. 6
45. 8
45. 10

仙台開設
増資
大阪開設

46. 10 増資

49. 10 増資

48. 5 金沢開設

44. 4

44. 6

名古屋開設

増資

4

5

7

11

16

19

22

22

19

25

34

25

33

37

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

自　43. 4
至　43. 9
自　43. 10
至　44. 3
自　44. 4
至　44. 9
自　44. 10
至　45. 3
自　45. 4
至　45. 9
自　45. 10
至　46. 3
自　46. 4
至　46. 9
自　46. 10
至　47. 3
自　47. 4
至　47. 9
自　47. 10
至　48. 3
自　48. 4
至　48. 9
自　48. 10
至　49. 3
自　49. 4
至　49. 9
自　49. 10
至　50. 3

損　益 総資産 資本金 記　　事従業員
（期末）



第6表 全国展開期のマシン導入状況（中型機）

富  山

42. 12

43. 10

44. 2

44. 10

45. 2

45. 8

45. 11

46. 3

46. 9

47. 1

47. 3

47. 4

47. 10

48. 4

48. 9

49. 1

49. 10

50. 1

50. 10

52. 1

52. 2

52. 3

52. 7

53. 4

53. 8

ＭＥＬＣＯＭ
3100-10Ｔ

ＭＥＬＣＯＭ
3100-10Ｔ

ＭＥＬＣＯＭ
3100-10Ｔ

ＭＥＬＣＯＭ
3100-10Ｔ

ＭＥＬＣＯＭ
3100-10Ｔ

ＭＥＬＣＯＭ
3100-10Ｔ

ＭＥＬＣＯＭ
3100-10Ｔ

ＭＥＬＣＯＭ
3100-10Ｔ
2set

ＭＥＬＣＯＭ
3100-10Ｔ

ＭＥＬＣＯＭ
3100-10Ｔ

中型機
現在数

ＭＥＬＣＯＭ
ＣＯＳＭＯ500

ＭＥＬＣＯＭ
ＣＯＳＭＯ500

ＭＥＬＣＯＭ
ＣＯＳＭＯ500

ＭＥＬＣＯＭ
ＣＯＳＭＯ500

ＭＥＬＣＯＭ
ＣＯＳＭＯ500

ＭＥＬＣＯＭ
ＣＯＳＭＯ500

ＭＥＬＣＯＭ
3100-10Ｔ

ＭＥＬＣＯＭ
3100-10Ｔ

ＭＥＬＣＯＭ
3100-10Ｔ

ＭＥＬＣＯＭ
3100-20Ｔ

ＦＡＣＯＭ
230-25

ＦＡＣＯＭ
230-25

ＦＡＣＯＭ
230-25

ＦＡＣＯＭ
230-25

ＦＡＣＯＭ
230-25

ＦＡＣＯＭ
230-38

ＦＡＣＯＭ
230-38S

ＦＡＣＯＭ
230-38S

ＦＡＣＯＭ
230-28

ＦＡＣＯＭ
230-25

ＭＥＬＣＯＭ
3100-10Ｔ

ＭＥＬＣＯＭ
3100-40D

ＭＥＬＣＯＭ
3100-40D

ＭＥＬＣＯＭ
3100-40D

ＭＥＬＣＯＭ
3100-40D

ＭＥＬＣＯＭ
3100-40D

東  京 新  潟 仙  台 大  阪 札  幌 金  沢 九  州 四  国名古屋
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

技術転換期（通信型情報処理確立期）
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

TecAce Netの背景

　当社は、コンピュータ・センターを全国に展開することを昭和40年代の方針として進んできた。全国展

開期（昭和43～49年）末期より、わが社のサービス様態は逐次、通信回線とコンピュータを結合した通

信回線型のサービスに移行してきた。その背景は創立期にさかのぼる。

　昭和42年、コンピュータと結合しての通信回線利用が法的に困難な時代に、当社は、2月20日の広報

で、つぎのように「コンピュータ・ユーティリティ」のキャンペーンを行なった。

　

　　　「コンピュータ・ユーティリティ」は計算センター存立の基礎思想であるばかりでなく、計算センター

と同義語であるとさえいってもよい。

　　　「コンピュート」Computeは計算・情報処理であり、「ユーティリティ」Utilityは、有用・公益の義で

ある。「コンピュータ・ユーティリティ」は「情報処理のための組織を、共同投資・共同運営する」こと

を基本形とした情報処理装置の運営である。この組織者である共同計算センターは、「大型電子計

算機ならびにその運営者と必要に応じてデータ通信網と、それに結ばれた端末群」より構成され「広

く諸企業・諸団体のために、最も経済的に情報処理装置の利用を公開する」ことを目的とするもので

ある。

　　　富山計算センターはまだ微力であるが、このような「コンピュータ・ユーティリティ」を満足するよう

な、共同計算センター建設の核となることに努力している。このために全努力を傾注することは、コ

ンピュータ界に働く者としての誇りである。また、「コンピュータ・ユーティリティ」を満足する組織を

作ることは、情報処理業者として社会のためにこれにまさる貢献はなかろう。

　　　コマーシャルベースの計算センターを建設しようと考えた昭和38年には、まだ「コンピュータ・ユー

ティリティ」としての思想は結実していなかったが、その企業目的意識は同一であった。

　　　すなわち、電子計算機とその組織を、地域の中堅企業で共同投資して建設すればつぎのような利

点が生ずると考えたのである。

　１ 計算機を導入するとすれば、小型より大型の方が能力ならびに能率がよい。後者の導入のため

に数社でその負担を分つことが得策である。

　２ 個別企業で計算機を導入しても100％これを使用することは不可能である。数社で共同利用

すれば、業務種類、ピーク共に若干異なり、全体的にみると、日々の利用度はフラットとなり、

100％近い利用率となりやすい。

　３ 情報処理の専門家を各社でもつことは、不経済であり、また、個別事業体とは労働条件が異

なり運営がむずかしい。

　　　要は、経済的な電子計算機の利用法は、共同利用の他なしとの考えに達したのであった。

　　　昭和39年、電子計算機産みの親エッカート氏が訪日され、その講演会で初めて「コンピュータ・ユー

ティリティ」という言葉を使用され、その概念を技術的裏付のもとに明らかにされた。

　　　「「ユーティリティ」という言葉は電気・ガス企業に適用されていたものです。もし、各電力会社が

相互に電力を融通しあい、ピーク時に負荷のかかることをさけ、また、割高になる小型発電所を回避

しなかったら、全体としておそらく電力会社の発電規模はさらに6～7倍となり、電力料金は10倍に
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もなっていたでありましょう。このようなユーティリティの考え方をコンピュータに適用しようというの

です」

 さらにその適用のための技術手段について、詳細説明がなされたのであった。エッカート氏の提案し

た組織は、超大型電子計算機とデータ伝送線によって結ばれた周辺端末機器よりなるものであった。

 　種 な々議論はさておき、社会は、電子計算機そのものがほしいのではない。それによって生まれる

効果、それによって処理される情報・計算結果がほしいのである。その達成のための経済性こそ追

求されなければならない。その追求に耐えるのは「コンピュータ・ユーティリティ」の思想と、組織で

あろう。われわれは、電子計算機ユーザーの実情を明らかにし、日本経済のために電子計算機の経

済的利用法をアピールした。「コンピュータ・ユーティリティ」は、その一つの指標としてのキャンペー

ンである。ちょうど時を同じくし、日本原子力産業会議（会長 菅礼之助氏）が、「コンピュータ・エコ

ノマイゼーション」というキャンペーンをはじめたことが報ぜられた。原子力産業界のみでなく、各産

業の電子計算機共同利用をよびかけられていると聞く。われわれの考えと、基本思想を一にしてい

ることをよろこぶものである。

　わが社は、創立期まもない昭和39年来日されたエッカート氏の「コンピュータ・ユーティリティ」の思想

に深く感銘し、これが社業の指針となったといっても過言でない。当社は、「コンピュータ・ユーティリティ」

の思想を基幹とし、これを社会的・経済的・技術的要因の変化に適合させながら今日にいたっている。昭

和50年以降の当社第3期において情報処理通信網TecAceNetを建設しようとするのも、この一連の流

れの一つである。

　以下、エッカートの所説を記録する。

 　電子計算機の同時併行操作ということは実際にはタイム・シェアリング、つまり時間を分けて使用

する時分割ということで現実に可能になってまいりました。

 　現在たとえばトロント市においてはユニバック1107コンピュータが全く同時に市のもっているさま

ざまなデータ処理と1,000個の交通信号のコントロールを行っております。このようなことはひとつの

企業体の中における同時併行操作と同じだということができるのではないでしょうか。

 　現在MITにおいては“マック”といわれる計画が進められております。これは非常に大型な電子

計算機を1台または数台中央にもっていきまして、大学の各部における研究室の間をデータ伝送回

線で接続するような計画です。このような使い方をすると大学の各部におけるピーク・ロードつまり最

繁時の仕事と各々の大学の電子計算機に対する需要の相異といったようなものをたくみに結合する

ことができるので、最終的には非常に経済的なシステムができあがるであろうと思われます。

 　そのような共同利用による経済性というものは2つのポイントからあらわれてきます。ひとつは各々

のデパートメントが必要とする計算処理能力というものは常に最大のものを要求するということでは

なく、それぞれに違った要求をもっているから、それを組合わせて利用すればよいということです。

それとハイスピードの計算機を開発し、経済的に利用しようということです。

 　電子計算機の特徴といたしまして小型機から中型機そして大型機へとだんだんその電子計算機

の規模が大きくなりますとパフォーマンスというものはどんどん向上してくるということがいえるわけ

です。したがって逆にいいまして非常に小さい電子計算機をたくさんつくろうというふうな考えに走り

ますと、その単価あたりのパフォーマンスが非常に下ってくるわけです。
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 　MITにおけるマックとかスタンフォード大学に同じようなプロジェクトがありますが、このようなプ

ロジェクトにより電話回線を通じて大型電子計算機を皆でシェアするという考え方にたちますと、1

人1人の払うコストは下がり、かつ1ドル単価あたりのパフォーマンスは大型機なみに保つということ

が考えられるからです。

 　このような考え方をコンピュータ・ユーティリティというような考え方と呼んでおります。ユーティリ

ティという言葉は電気とガスの企業に適用されるものですが、もしアメリカにおいて大きな電力会社

が相互に電力を融通しあい、ピーク時の負荷のかかることをさけかつ小型の発電所が割り高になる

というようなことをそういった電力の連けいで防いでいなかったならば全体の規模としておそらく電

力会社の発電規模は更に6倍から7倍の規模をもたなければいけなかったであろうと思われますし、

電気料金そのものにしても10倍くらい高くなったんじゃないかということがいわれています。

 　このようなユーティリティの考え方をコンピュータへも適用しようということです。このようなコン

ピュータを皆で共同使用するということになりますとおそらく中程度の、あるいはかなり大きなユー

ザーは低速度、あるいは中速度のプリンター、それからOCRのリーダーだとかあるいはカード・リー

ダーとかそういったものをお持ちになることになるでしょう。それから小さなユーザーの各位はテレタ

イプとそれからインディケーターをお持ちになるというふうな状況になるだろうと思います。

 　さらにもっと小さなユーザー、つまりずっと小さいご利用者の各位は、アメリカで現在そろそろ設

置がはじまっておりますテレタッチと呼ばれるもので相手を呼びだすダイヤルの代わりにプッシュ・ボ

タンをもっている電話器、これを使ってディジタル・インプットとして電子計算機にインプットし、アウ

トプットとしては私たちがタイアップしたユニテルというふうなものから声で答を受けるというふうなシ

ステムができあがるだろうと思われます。

 　このようなコンピュータ・ユーティリティについて付け加えておかねばならぬこととして、実はマス・

ストーレッジが絶対に必要であるということです。もし50件のユーザーの各自が数台の磁気テープ

装置を必要だとおっしゃった場合には、おそらくセンターには300から400台の磁気テープ装置が並

んでしまい、数人の人間がその磁気テープの間をおそろしくかけずりまわっているというような、ひど

い事態になるだろうと思われます。そこでマス・ストーレッジ超大容量記憶装置をもち、そして数台

の磁気テープをそのバック・アップとしてもっているというふうな電子計算機でなければならないと思

われます。

 　私はこれらの考え方が一夜にして、実現するということは申上げたくないのでして、非常に多くの

技術的問題を解決しなければいけませんし、それから、そういったものを利用する組織の上におけ

る問題を解決する、あるいは経済的な問題を解決するということ、あるいはデータ伝送の問題を解

決するといったような時間が必要であると思うわけであります。

 　ところがそのお互いに競争関係にある人々の間で電子計算機を共同利用するということが実は非

常に問題になりはしないかとお考えだろうと思われますが、実はその問題はすでに解けてしまってい

る。すなわち私どもが今日利用しております電話交換器は非常に多くのお互いに競争関係にある人

間が利用しているわけであります、このようなことでコンピュータも将来利用できるようになるという

ことを申しあげたいと思います。
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通信政策の変化

　電子計算機を通信回線に接続して行なう遠隔情報処理は、昭和39年頃から始まった。その後次第に

計算センター、情報センター等は大型電子計算機を設置して、オンラインで計算業務や検索業務を行な

おうとする動きが強くなった。

　しかし当時の公衆電気通信法では専用線の共同利用や他人使用は厳しく制限されており、また、加入

電話回線の端末に電子計算機を接続すること（いわゆる公衆通信網の開放）は認められていなかった。

　回線の利用制限反対へのきっかけは、①電々公社10年後のビジョンが示したデータ通信に関するビ

ジョンへの反発②訪米情報産業特別調査団（団長・北川一栄住友電工会長）が政府に示した提言③三

井～平和相互両銀行の専用回線オンライン化問題等であった。

　第1の公社10年後のビジョンとは、42年4月に公社経営調査室の試論として明らかにされたものであり、

全体的に情報産業は公社が一手に引き受けるような印象を与えた。第2の北川調査団の提言は、44年1

月に明らかにされたもので、これまでもやもやしていた通信回線公社独占への不満をはっきり「通信回線

を自由かつ効率的に利用できるよう法律、制度を再検討せよ」と政府へ質したものである。第3の三井～

平和両行の専用回線オンライン化問題が前記2点の具体的な問題点として指摘されたのであった。

　この時にあたり、44年9月5日、郵政省は「データ通信のためのいわゆる通信回線開放に対する基本方

針」を発表し、同10月9日、「データ通信のための通信回線の利用制度」に関し、郵政審議会に諮問し、

同審議会は、データ通信特別委員会（委員長　藤井丙午新日鉄副社長）を設け審議し、10月13日、本件

に関し答申している。

　① 電子計算機とこれを利用する端末との間にのみ終始するデータ伝送に利用するため「データ通信

サービス」を行う。

　② 一定の企業グループ等において、電子計算機を設置して行なう各種事務処理等に要するデータ伝

送の利用に供するため「データ通信回線網サービス」を行なう。

　③ 加入電話網をデータ通信に利用することについては、今ただちに認められないが、早期に実現する

ように検討する。

　④ データ通信技術、料金ならびに経営等の問題に関しては、積極的な施策を講じる。

　以上の施策は、今までの電々公社のデータ通信に関するかたくなな態度より一歩前進したものであり、

評価されてよい。しかしながら、情報産業にたずさわる者は、米国の先進的現状をよく調査し、コンピュー

タの利用が遠隔地よりの共同利用が本命であり、回線の完全な自由化を要望すると同時に、自己のオン

ライン処理に関する技術の向上を図り、万全を期する必要があるとした。

　郵政省はこれに対して、電子計算機に接続するデータ通信回線の利用制度を現実的、段階的に整備し

ていく方針を固め、郵政審議会データ通信特別委員会の上記答申を受けて①企業グループ等のために

データ通信回線が共同利用できる制度と②計算業務や検索業務のために不特定多数者にデータ通信回

線の利用を可能とする制度を新設する方針をたてた。

　昭和45年、わが国ではコンピュータとの関連における通信に関し議論が沸騰した。本問題について産

業構造審議会をはじめ、経済団体連合会、日本経営情報開発協会等は多くの提言を行った。これらの基

本となっている考えは、通信回線を独占している電々公社が

　⑴ 「通信に関する役務提供」するのでなく、「回線を貸す」という考え方へ解釈を改め

　⑵ 異主体間のネットワーク、情報産業のネットワークの形成、公衆交換回線網の利用等を自由化し、

　⑶ 通信回線の量と質の整備と料金の低廉化を行なう。
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　ことであった。さらに、電々公社を米国における自由競争の原則が貫かれている通信会社に近いもの

にする必要があり、その結果、コンピュータと通信回線が、渾然一体となり情報化に寄与することを要求

したのである。

　昭和45年12月9日、コンピュータの受託計算会社約100社で組織する日本情報センター協会（稲葉秀

三会長）は井出郵政相に対し、「公衆電気通信法一部改正に対する要望書」を提出した。同要望書の主

な内容はつぎのとおりであった。

　１ 電電公社のデータ通信サービスは民間の情報処理サービス業、情報提供サービス業の経営を著し

く圧迫するものであり、今回の法律改正に当っては、電電公社が実施するデータ通信サービス業務

を①公共的システム②先導的な技術開発システム－の範囲に限定し、法律にそれを明文化すべきで

ある。

　２ 通信回線の開放に関して、一般民間企業と情報処理、サービス業者、情報提供サービス業者とに異

なった制限を設けないようにしてほしい。

　３ 民間企業が行なうデータ通信業務のための通信回線利用に関しては原則は自由とし、制限は最少

限にとどめるべきである。

　４ 電電公社と民間企業がデータ通信業務の実施に関し、疑義または紛争を生じた場合の調整のため

に、中立的な第三者による裁定機関を設けてほしい。

　このような紆余曲折の後、昭和46年9月1日、公衆電気通信法の一部が改正された。この改正にあたっ

て、民間情報処理サービス業者の要望は、あまりとりあげられなかった。しかしながら、種々の制約はあっ

たが民間業者がデータ通信回線にコンピュータを結合して使用できるようになった。

　その後昭和51年7月の制限緩和によって、複数の電子計算機と複数の端末を含むシステムが条件づき

で容認された。

　現在、当社をはじめ、多くのNIS（ネットワーク情報サービス）をめざして情報処理サービスを行なおう

と志している業者は、「内容を変更することのない、情報の伝達、すなわち、電信・電話は独占的キャリア

が、その他の広義の情報処理をともなう通信は、民間のバイタリティーと創意にまかされるべきである」

と考えている。

　米国をはじめとする先進国にみられないような、明治以来の旧態然たる通信政策と、それを守り独占

の上に安眠しようとする電々公社をはじめとする一部の人々は、わが国の情報処理産業の育成をさまたげ、

対外的な競争力をも低下させているといわざるを得ない。米国においては、FCC（連邦通信委員会）は、

コンピュータと通信の結合によるサービスについて、「メッセージ交換サービス」（伝文を変更することなく

送受交換するサービス）と「遠隔データ処理サービス」、さらにこれらの複合したものとしての「混合サー

ビス」とに区別し、メッセージ交換サービス及び混合サービスを中心とするものについては通信事業者が

行うべきサービスとし、その他は自由参入を認めることとした。

　当社は、日本の通信政策も、自由経済社会を指向している国際的社会の一員として、近い将来米国な

みになることを期待し、それを前提として事業計画を立案し、推進している。

通信回線の利用

　当社の第3期技術転換期すなわちTecAceNet構築期は、昭和50年に始まり今日に至るものとした。こ

れは、昭和50年に、オンライン用富山ビルが竣工し、FACOM‐45Sデュープレックス・システムにより、銀

行オンライン・システムの稼動に入った記念すべき年であったからである。これに先だって、通信回線が

開放された昭和46年から、ポイント・ツウ・ポイント・データ伝送に始まり、単純なTSS（時分割システム）
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のサービス等、多くの試行の上にたって、50年に至ったのである。当社がデータの伝送を初めて行なった

のは昭和46年、高岡と、福井・金沢・富山間であり、きわめて幼稚なものであったが、他人使用か否かで

回線開通に手間どっている。当社広報（6月20日）は、当時の事情を次のように述べている。

　「高岡計算センターは、46年2月15日、データ・ラインセットを使用したポイント・ツウ・ポイントのデー

タ伝送回線の使用を、電報電話局北陸通信局へ申請していたが、6月10日許可が下り、使用を開始した。

　データ伝送は高岡計算センターと福井・金沢・高岡・富山の北陸3県の分室を結ぶもので、各分室で受

託した業務について、リコータイパーを使って原始伝票よりペーパー・テープを作成し、ラインセットを通

して高岡計算センターのラインセットに同様のペーパー・テープをパンチ・アウトして以降の機械処理を行

うのである。

　データ伝送の目的は、今後処理サイクルをますます短くしたいとのユーザーの要望が強くなってきたた

めと、遠隔地のマーケット確保のため、適当な地区にそれぞれ出先機関を設け、サービス体制に万全を

期すためである。また、今後高速データ伝送が可能になる準備段階としてとりあえず200B低速データ通

信回線を利用することになっている」

　次いで46年11月、東京－富山、富山分岐－新潟に、47年6月、富山－魚津については1200B特定回線

によりデータ伝送を試行した。こうして、データ伝送を試行し、通信技術とその法規等について研究しつ

つ、本格的ネットワーク情報処理サービス（NIS）の開幕に備えた。

　わが社の第3期技術転換期に入る昭和50年にさきだち、商用TSSの第1号は、昭和48年に行われた。

すなわち、MELCOM7700とUTSオペレーティング・システムによって、TSSを始めたのは昭和48年6月

20日であった。当時のもようは、当社広報昭和48年7月31日号につぎのようにのべられている。

　「昭和48年6月20日、臨海土木株式会社と当社東京計算センターとの間を結ぶタイムシェアリング用持

定通信回線（200B）が開通した。

　この間、INTEC TSSにのせるための社内テストを4月までに完了し、バッチ処理に加えてタイムシェア

リング・システムの本格的サービスの開始に備えてきた。臨海土木株式会社に対するTSSサービスはその

第一歩である。

　同社に対するTSSサービスに関しては4月からシステム設計に着手、その後担当者教育、端末機テスト、

社内PRと予定通り作業を完了し、6月末の第1回本番実行を無事終了した。

　このシステムは、すべて会話的処理を中心に設計されており、現在、ファイル作成、システム操作方法、

あるいはトラブル処理などについても非常に順調に行なわれている。

　稼動中の損料システム、その他、数システムは会話的に処理されており、最終段階で多量のデータが出

力されるような場合にはセンターで、バッチ処理される形態をとっている。

　今後は当初のTSSの特長の一つでもあるデータ・ベースを中心とし、ファイル・システムを利用した処理

システムを行う予定である。

　また、技術計算部門では“円孤すべり計算”などの土木計算システム、測量計算システムなどが計画さ

れており、一部はすでに完成し、実行に移されている」
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　第7表は昭和50年に先だつ通信回線利用による情報処理ならびに伝送サービスを示す。

銀行オンライン・サービスの開始

　当社は株式会社富山相互銀行の委託により、昭和48年7月から同行と共同プロジェクト・チームを結成

し、オンライン・システムの開発を進めていたが、50年10月13日からサービスを開始した。当初は富山市

内2支店のオンラインから実施に移ったが、51年度下期には全国51の本・支店を結ぶ総合オンライン（預

金、融資、為替の各業務を有機的に結合させ、連動処理するシステム）が稼動した。その核となる当社富

山ビル内には、オンライン用の大型コンピュータ（FACOM230-45S）2セットが設置され、その運営が進

められた。

　銀行オンライン・システム開発は、昭和48年7月23日付をもって本社組織に「オンライン開発本部」が

新設され、開始された。新設されたオンライン開発本部は、総務部、建設部、システム部の3部門により

構成された。組織人事はつぎのとおりであった。

［総務部］

　開発本部内の庶務・経理を担当し、特に要員の確保、管理に関する人事厚生部の分権業務も行なう。

［建設部］

　コンピュータ・ビル用地の取得、建築関連諸設備に関する事項。導入電算機、周辺機器の購入設置に

関する事項。

［システム部］

　オンライン・システムの開発、オンラインの運営ならびに導入電算機、周辺機器の技術に関する事項。

　この組織にみられるように、銀行オンライン・サービスを提供するには、高度な安全施設が必要であり、

新たな建物を含み設備の充実、建設が必要となった。銀行オンライン・システムの開発にあたっては、2年

数ヵ月を必要とし、高性能なシステムとなるよう種 な々配慮が払われた。

　プロジェクトの推進にあたり、40名余の当社技術者が、ユーザー、メーカー、各担当者と同室に集まっ

て作業を開始し、一丸となって終始チーム・ワークに徹し、総合バンキング・システムに取組んだ。当初、

基本設計書作成の段階では、ユーザー側の協力が重要なポイントを占め、詳細書完成まで現場の意見

が充分吸収できるように配慮された。また、既存のものを鵜飲みにしないように、3者とも「餅は餅屋」と

本部付（システム担当） 草　島　誠　実
 （機械施設担当） 田　守　　　毅
総務部長兼建設部長 青　山　啓　七
 建設部長代理 春　田　健　吉
システム部長 高　柳　　　登
 プロジェクト・リーダー 深　川　孝　征
  盛　田　繁　雄

本部長　金　岡　幸　二

高岡　　福井・金沢・富山

東京　　富山（分岐）　新潟

富山　　魚津

東京　　東京都内

東京　　公衆回線

第7表
年 月 データ伝送地点 方 　 　 　 　 式

46. 6

46. 11

47. 6

48. 3

49. 12

ラインセットによるポイント・ツウ・ポイント伝送（200B）

オフラインデータ伝送（1200B）

オフラインデータ伝送（1200B）

特定回線使用TSSサービス（200B）

公衆回線使用TSSサービス
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しての意見を出し合い、設計書の検討改良を重ねた。職場を離れてのコミュニケーションも、互いの意思

の疎通に欠かせないものであった。

　全工程がスケジュール表によって綿密に管理され、作業がプログラミング、テストへと進行するにつれ、

当社の技術者は適宜増員された。そして、各担当者がよく使命と責任を全うし、ハード・スケジュールが

無事消化され、運営の日を迎えることができた。

　このオンライン・バンキング・システムは時代の要求を先取りし、低コストで総合オンラインを可能にし、

また、独特のモジュール構成によってどの金融機関にも適用できるよう配慮された。その高性能と柔軟な

適用性が評価され、昭和53年度情報化週間において優秀情報システムとして表彰され、国内はもとより

海外に輸出され活躍している。なお、この運用のための自動スケジューリング、自動セットアップのシステ

ムも次 と々開発されその運用効率が一段と高められた。

リモート・バッチ・サービスの開始

　当社がリモート・バッチ・サービスを初めて行なったのは、昭和50年12月、富山・魚津間である。当社

広報（昭和51年3月1日）は、当時の事情をつぎのようにのべている。

　「昨年12月、電子計算機の使用方法の一つであるリモート・バッチ・システム（RBS）が、富山センター

と新川センター間に開通した。

　このシステムは、富山市奥田本町のインテック富山ビル内に設置してある大型コンピュータを、電々公

社の通信回線を利用して、魚津市農業協同組合ビル2階に設置してあるミニコンピュータで、自由に利用

する方法である。

　富山センターに設置されているホスト・コンピュータであるFACOM 230-45Sと、新川センターに設置し

第1図 F230-58 DUPLEX SYSTEM（昭和54年3月現在）
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たサテライト・コンピュータであるFACOM U-200システムを4800Bの通信回線で結ぶことにより、あた

かも新川センターに大型コンピュータがあるかのごとく、自由に富山センターのコンピュータが利用できる

ようになったわけである。サテライト・コンピュータの操作方法もホスト・コンピュータの操作方法とほと

んど変らないので、特別な訓練を行わないで稼動させることが可能である。新川地区で発生した入力デー

タは、新川センターですぐコンピュータに入力され、通信回線を利用し、富山センターに自動的に送られ、

富山センターの大型コンピュータでサテライト・コンピュータから与えられた指令どおり、自動的に処理さ

れ、その結果が自動的に新川センターへ送られることになる。

　今後、このような通信回線利用型のコンピュータ使用方法が普及することによって、データ処理時間や

距離感の一層の短縮がはかれるであろう。」

TSSサービスの開始

　当社東京センターに、昭和47年4月導入された大型コンピュータ・システムMELCOM 7700によるタイ

ムシェアリング・サービス（TSS）は、48年1月より開始された。当時のTSSは当社の有する特定通信回

線を用いて科学技術計算やOR、シミュレーション等のサービスを行うものであった。このようなサービス

では、回線料金が高くつき普及が困難であった。

　昭和47年11月12日、電々公社は「公衆通信回線」のサービスを開始し、加入電話網や加入電信網を

利用したデータ通信サービスが可能となった。すなわち、特定通信回線の共同使用、他人使用の制限が

緩和され、公衆通信回線の開放（網開放）により、データ通信時代の幕あけがなされた。この「網開放」

には画期的な意義が認められているが、特に従量制料金のメリットが活かされるところに大きな意義があ

る。したがって現在では、通信量の多い幹線区間は特定通信回線で、通信量の少ない支線区間は網利

用というシステム形態が多くなった。

　このような回線制度の改善により、東京計算センターに49年8月、まず、MA型網制御装置2台を導入

し、ユーザーに従来の特定通信回線サービスに加えて公衆通信回線を利用したTSSサービスを行うこと

となった。これによりユーザーは電話器さえあれば、どこからでも東京計算センターのMELCOM 7700

第2図
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を利用できることとなった。昭和52年には計算機を、COSMO 700にレベルアップし、また、昭和53年

には当社各センターに高速特定通信回線と網制御装置を配置した。こうして、全国いずれの地において

も最寄り当社センターを公衆回線で呼ぶことにより、TSSサービスを受けることができるようになった。

　TSSサービスの普及には音響カップリング技術が必要となった。この技術は、通信回線と通信機器の

結合を、電話器の送受話器と入出力機構とを音響カプラによってカップリングすることによって行なう。

音響カプラによるデータ通信は、通信回線とデータ通信用の機器を音波または漏洩磁束で結合して行な

う形態のものである。したがって、音響カプラによるデータ通信は、電話器のあるところであればどこで

も行うことができる。例えばセールスマンなどが出先からデータ通信をするような場合最適である。しか

し、音響カプラによる結合は、電気的な接続でなく空間利用の接続なので、どうしても振動、雑音などに

よる障害を受けやすく、留意する必要がある。このシステムは第3図のとおりである。

　当社のTSS処理形態は会話形処理、ターミナル・バッチ処理が用意され豊富な会話形言語、ファイル

操作のための各種コマンド、センター・バッチ・ジョブとのコミュニケーション、端末と端末、あるいはセン

ター・オペレータとのメッセージ交換など豊富な機能を有しTSSユーザーに対し高パフォーマンスを提供

するよう配慮されている。

　現在、当社のTSSは土木、電気関係の技術計算を、公衆回線を主に使用して約10社に対してサービス

している。また、異色のものとして特定回線を利用したM社の在庫管理システムのTSS処理があり、こ

の種のTSSによる業務処理は他に例をみない。その他、眼鏡店におけるカルテ管理、人材管理のための

システム等注目すべきものがある。

　また、ネットワークの幹線となる札幌、仙台、東京、大阪、名古屋、福岡、富山を専用高速回線で結び

将来に備えている。

TSセンターの設置

　当社は、東京地区を中心として昭和48年1月よりTSSを、富山地区を中心として昭和50年10月よりオ

ンライン・サービスを実施してきた。

　これらリモート・コンピューティング・サービス（RCS－遠隔情報処理サービス）をより充実し、整備し

向上させるため、51年4月TSセンターを発足させた。同センターの業務は、インテック・ネットワークを通

してTecAce（当社のRCS総合システムの愛称）のサービスを全国に提供することである。TecAceはつ

ぎのような構成をもっている。
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　TSセンターの名称は、TSS（Time-Sharing-System Service）Centerの 略であると同時に、

Techno-Science（科学技術）Centerの略でもある。試行錯誤を必至とする科学技術計算は、TSS端末

を通して実行するのが最も能率的であるが、また、TSSの価値は、そのプログラム・ライブラリーによって

決まるといっても過言ではない。そのためTSセンターでは技術計算プログラムをはじめ使いやすい

TecAce Libraryの開発を行っている。

　TSセンターの最終目標は、TecAce Networkを管理し、TecAce Libraryを完備し、TecAce Service

を行うことである。昭和54年3月末のTecAce Networkは第4図のとおりである。

TSS（タイムシェアリング・システム）　 技術計算、情報検索等
RTS（リアルタイム・システム） 在庫管理、銀行システム等
RBS（リモートバッチ・システム） 入出力量の多い事務計算等
DOS（ディレード・オンライン・システム） 処理量が多く、時間的余裕のあるもの、事務計算

TecAce

第4図 TecAce  Net
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リモート・バッチ・ステーション

FACOM U200
リモート・バッチ・ステーション
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機器開発

　TecAce Netの拡充にともない、これに接続される各種のハードウェア、ソフトウェア、アプリケーショ

ンが総合的に機能することが要求され、これに応えることが情報処理サービスの必須条件と予見された。

　また、端末機などに対する顧客ニーズは、画一的、汎用的なものでは必ずしも満足しなくなり、同様に

社内設備においても当社の業務に最適の独自なハードウェアが必要になってきた。

　当社の過去にはハードウェア開発の実績は皆無であったが、将来の情報処理業への戦略として討議さ

れた結果、ハード技術の習得が必須とされ、ハードウェアの開発に着手することになった。

　その第一歩として、小型端末機から出発することになったが、幸いにも集積回路の進歩は高速、安価、

高信頼という点だけでなく、プログラマブルな方式により部品点数の減少を招いた。このことは、当社が

すでに持っていたソフトウェア能力とシステム能力を駆使できるという恵まれた技術環境であった。

　このようにして生まれた最初の商品は、昭和53年に「エースメイト-4」として完成した。これはキーボー

ド、ディスプレイ、プリンター、カセットを主体としたPOS端末機であり、データ入力の簡便性を特徴とし

たものであった。また、伝送、OCR入力等のハードウェア・オプション、およびチェック、集計出力等のソ

フトウェア・オプションが追加され、富山ヤクルト販売株式会社、新日本ガス株式会社、糸魚川市役所な

どに納入された。

　また、CRTディスプレイを基本とする小型コンピュータの開発が行なわれ、オンライン端末機として

「エースメイト-8」がTSセンターへ納入された。これは子端末制御、メッセージ・モード、画面編集、暗唱

機能、バッテリー・バックアップ機能、などを持つ高級端末機となった。

　これらの他にも、応用製品として飲食業向けのオーダ・エントリーから精算までのトータル・システム

（エースメイト-12）や、データ集配信システム（エースメイト-13）など順次開発中である。

　このように、当社のハードウェア開発はその緒についたばかりであり、事業への貢献度は微々たるもの

であるが、来たるべき総合情報サービス業の時代には、重要な一翼を担うものと期待されている。

安全対策施設

　通信回線網を利用した情報処理の条件において、安全対策ほど大きなものはない。したがって、情報

処理通信回線網建設期におけるきわめて重要な事項である。

　情報化の急速な進展、コンピュータおよび通信回線利用の高度化にともない、データの漏洩、火災・地

震等によるデータの破損による経済社会活動の停滞、プライバシーの侵害等のおそれが強まってきた。こ

のため通産省では、52年4月、「電子計算機システム安全対策基準」の策定・公表を行なった。今後さら

に安全対策の推進を図るための検討、調査を行なうとともに、情報サービス業者のコンピュータ・システ

ム安全対策を強力に推進するため、開発銀行、中小金融公庫にこのための特別貸付制度を創設した。

　また、これに先だち、昭和47年7月、通産省は、共同利用のオンライン・システムを導入する企業に対し、

「オンライン促進に係る、日本開発銀行融資制度」を創設し、開発銀行融資の道をひらき、オンラインの

共同利用設備の建設を推進した。

　当社は後者の制度融資により昭和50年1月、10周年事業として、安全設備を完備した、インテック富

山ビルを完成した。

　秀峰立山連山を仰ぎみる富山平野の中心地、富山市奥田本町に建設された当社コンピュータ・ビルは

地上3階、地下1階の鉄筋コンクリート建築で、総敷地面積は、1,440坪、床面積は1,080坪、建物はユニー

クな3円筒形となっている。

　1階は総ガラス張りで、ユーザーの窓口である営業、業務、総務室関係や応接室等が設置され、明るく
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開放的な設計となっている。2階、3階には、このビルの主要目的であるコンピュータ室が設置され、計算

業務に伴うパンチ室、システム、オンライン室等が設けてあり地下は電気室となっている。

　このようなコンピュータ・ビルを独自に建設することは商用計算センターとしては当社がはじめてのこと

であり、業界の注目を集めた。

　このビル建設にあたって、とくに、秘密保護、防災対策に意を用いた。

　円筒形ビルへの出入口は、外来者専用の表口とビル内従業員専用の裏口の2箇所のみであり、それぞ

れの監視員が厳重なチェックを行う。さらに外来者は、佩用を義務づけられたバッヂの色によって訪問

先が明示されることになっている。

　各室はビル中心部により区切られた扇形のブロックとなっており、その唯一の出入口は、室内のどの位

置からでも見通せる“扇の要”に当たる。コンピュータ室にいたっては、遠方監視装置やVIPカード装置

なども使用して、一層厳重な入室者チェックが行われている。

　また、各従業員には、データやドキュメントの施錠管理を義務づけ、秘密保護の実践を徹底して行なっ

ている。

　ビル内電気装置は無停電電源装置となっている。別々の変電所から配電引き込みが行なわれ、これら

の切替は自動的に行なわれる。この間もバッテリーによって停電することはない。また、変電所からの送

電がすべて停止した場所でも、1回の給油で14時間稼動する自家発電装置が作動して、オンライン・サー

ビスは中断されない。

　ビルの火災に対しては、ビル全体を防火区画で区切る延焼防止装置となっている。さらに、早期発見の

ために、所定の場所以外での喫煙や湯わかしを禁止しており、また煙探知器、温度探知器、漏電警報器

も完備している。重要なデータやドキュメント等は二重化管理を行ない、とくに磁気テープ類は金庫タイ

プの保管室に納め、火災や震災に備えている。

　昭和53年、当社が満15年をむかえるにあたり、その記念行事の一つとして、インテック東京ビルの建

設を行うこととした。本ビルは、さきに述べた通産省の安全対策特別貸付制度の適用第1号として建設し

たことに意義がある。このビルは、建物というより、コンピュータ・システムの安全施設といった方が適切

であり、昭和54年4月稼動する。

業績

　第3期は技術転換期としてその事業は未完である。インテック情報通信網TecAce Netは、第四次3カ

年計画（昭和51年～53年）にひき続く第五次3カ年計画（昭和54年～56年）の遂行によって完成される

予定である。

　すでに東京におけるTSSサービスは昭和48年に開始し、富山におけるオンライン・リアルタイムは昭和

50年より実行されている。これらのサービスの上にたって真のネットワーク情報処理サービスを行なおう

とするのが本計画である。この完成により、真のコンピュータ・ユーティリティが達成され、創立以来の一

つの目標が達成され、面による総合的情報処理サービスが可能になる。

　これらのサービスを行うには、コンピュータ・セキュリティ問題が重要となり、当社は昭和50年インテッ

ク富山ビル、昭和54年インテック東京ビルを各々完成し、安全設備の完備に留意してきた。同時に、ネッ

トワークを支えるためには、ソフトウェア開発能力が最も重要な因子であることに注目し、ソフトウェア・

ハウスとしても一流であることが要請され、そのための努力も行なってきた。また、情報通信網運用のた

め、TecAce Net用各種ハードウェアの製作能力についても着々その力を加え、すでに一部試用するにい

たっている。今年度末社員数1,000名、資本金3億2,000万円、売上高65億円を予定しており、情報処理
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網完成のための企業基礎固めは完成したと考えている。

　当社第3期技術転換期における業績は第8表、また、この期に導入されたオンライン用大型コンピュー

タは第9表に示した。

　 第8表 （百万円）

期　　間 売上高
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4,055
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6,500

8
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160
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

経　営　諸　実　績
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

　前章では、当社15年の歩みを①創立期、②全国展開期、③技術転換期に分けて展望したが、ここでは、

第一次から第四次にわたる3カ年計画とその実績を記録にとどめたい。

第一次3カ年計画（昭和43年度～44年度）

　同計画は、創立満4年が経過した昭和43年1月23日の第25回取締役会において決定されている。

当時、計画策定の背景とされた事項は、つぎのとおりであった。

　　 創業4年間で、地域センターとしての基盤は確立された。東京事業所を核として、全国規模の計算セ

ンターへ飛躍するチャンスである。

　　 昭和45年頃には、情報処理産業としての計算センターの性格が明確になり、各センターの優劣、シェ

アがほぼ固まってくる可能性がある。したがって、計画的に将来の業界における地位を確立するため

の戦略が必要である。

　　 業界は国際化時代を迎えて、アメリカ業界との交流が始まっている。このような環境の下で企業体質

の強化が急がれねばならない。

　　このように、すでに第一次3カ年計画において、全国展開の構想が打ち出されていたことは興味深い。

　同計画の基本的な方向はつぎのとおりであった。

　1. 売上高の年伸張率を50％とし、最終年度の昭和45年度の売上高を4億5,000万円とする。

　2. シェア確保のため、年に1事業所を新設する。

　3. 社員の能力開発と人材の発掘に努め、45年には社員数を250名とする。

　4. 45年度までに資本金を7,500万円とし、10％安定配当とする。

　5. 企業体質強化のため、計画的に財務状況をバランスのとれたものにする。

　　また、この3カ年計画達成のための社内体制として、つぎの目標があげられている。

　1. 積極的な開発

　　営業、研究、技術の各分野において、積極的な開発を図り、社内体制全体を積極的な気風とする。

　2. ZD、業務合理化運動の推進

　　エラーの絶滅と1人100分／月の時間を生み出し、1,000円／月の節約を図る。

　3. 人間的向上

　　社員全員が精神的、身体的ともに健全な人間であることがすべての基礎である。そのため、作業密

　度と能率をあげ、労働時間の短縮を図る。

　第一次3カ年計画は、売上高が2年目にはすでに5億3,700万円（対前年比182％）となり、最終年度の

目標を達成してしまったこと、1年1事業所の目標も、43年度（初年度）に名古屋、高岡、44年に開発事

業部が新設されるなど順調に推移した。45年に250名を予定していた社員数も、1年早く44年度末には、

294名と大幅に増加した。

　このことから、第一次3カ年計画は2年間で終了、45年からは第二次3カ年計画が始まるのである。

（イ）

（ロ）

（ハ）

成長の軌跡
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第二次3カ年計画（昭和45年度～47年度）

　「事業計画書」として策定された同計画の目的とすると

ころは、「コンピュータ・パワーを特定並びに不特定多数

のユーザーに安価にかつ容易に高度利用を可能にするこ

と」であり、いわゆる『コンピュータ・ユーティリティの確

立』が経営理念とされている。そして、この目標達成の

ために、年度別に、つぎのような具体的方針が定めら

れた。

【第1年度（昭和45年度）】3年計画の一環として、まず、

東京、大阪、名古屋、仙台、新潟、富山、高岡の各都市

を拠点とし、各拠点の強化を図り、ユーザー用アプリケーションを開発する。

【第2年度（昭和46年度）】前年度作業を継続し、各拠点の整備、新設とともに、ネットワークの確立を行

ない、各拠点間データ通信を確立する。また、一部ユーザーに対しでも通信型情報処理サービスを開始

する。

【第3年度（昭和47年度）】各拠点からユーザーに対して、リモート・バッチ・システムによるオンライン・サー

ビスを行なう。同時に、TSSの準備を完了する。

　また、これらのソフトウェアを開発し、全国的なネットワークとするため、新たに事業所を設けて全国10

事業所とする。

【収支計画】は第10表のとおりである。これによると、売上高は第1年度8億9,400万円、第2年度11億

9,200万円、最終年度15億3,700万円とそれぞれ対前年比66％、33％、29％増の計画がたてられている。

　このように第二次3カ年計画で通信型情報処理サービス提供への方向が明確に打ち出され、そのため

の拠点整備が第1年度の目標とされた。

第6図
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45

489

1,706

1,477

229

126

△59

44

547

100.0

100.0

100.0

98.5

110.5

97.2

％
105.1

107.2

93.4

104.5

139.1

64.3

％
111.0

114.1

94.6

123.5

210.7

39.3

％

経　
　
　
　
　
　
　

  

費

外 注 費

労 務 費

操 業 経 費

設備経費設備費

事・管 理 費

売 上 原 価

事 業 所 損 益

一 般 管 理 費

営 業 外 損 益

損 益

人 員

設備経費レンタル料



第11表 「情報処理振興金融」プロジェクト別借入高 （千円）

年　度
プロジェクト 昭45 46 47 48 49

全国ネットワーク拠点高度化

全国商品流通システムの開発

換 地 シ ス テ ム の 開 発

住民管理トータルシステムの開発

電　算　機　導　入

生産管理システムの開発

銀行オンラインシステムの開発

当 金 融 借 入 残 高

35,700

15,600

8,500

9,200

69,000

5,200

30,000

8,000

13,000

141,300

142,000

26,000

30,000

40,000

308,100

46,000

100,000

86,000

400,500

140,000

344,800

ＴＳＳとオンラインを混合処理する
ための基本ソフトウエアの開発
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　そして、この期間、昭和45年、仙台、46年、大阪、47年、札幌とソフトウェア部の新設によって、計画

の「10事業所」は達成されたのであった。

　以上のとおり、拠点整備は計画どおりに実現されていったが、第2年目～第3年目に予定されていた「拠

点間データ通信の確立」や「オンライン・サービスの開始」は、わが国における市場の未成熟、通信回線

の法的制約等もあって達成されなかった。

　しかしながら、全国ネットワークを通じてオンライン・サービスを提供することによって、コンピュータ・

ユーティリティを確立するという経営理念は、深く社内に浸透し、具体的経営計画として認識されるに至っ

たとみるべきであろう。

　最終年度の昭和47年5月には、オンライン・マシンMELCOM 7700が東京に導入され、社内端末機と

専用回線で結び、TSSサービスの準備は着実にすすめられていった。そして、記念すべき第1号ユーザー

臨海土木株式会社に対して、48年6月にサービスを開始するのである。

　経営計画に若干のそごをきたしたものの、売上高については、表のとおり各年度とも目標を達成、最終

年度は17億円を超え、順調に規模の拡大をつづけていった。しかし、利益面では年ごとに計画と乖離し、

47年には達成率39.3％になっている。これは、全国拠点整備のための投資拡大による借入金増、支払金

利負担増によるものであり、以後、成長過程での資金調達と金利負担の問題は当社の経営上大きな課題

となっていった。

【資金調達】この期間の借入金残高（各年度末）は、長短合わせて初年度2億8,700万円、2年目4億

3,300万円、そして、第二次3カ年計画終了時点では9億3,600万円に達している。当社は、この期間の所

要資金を主として、「情報処理振興金融措置」に依存した。この融資制度は、昭和45年10月に、信用保証、

プログラム開発、買上げ普及など情報処理の振興を図るために設立された「情報処理振興事業協会」

（IPA）が、通産省の推せんに基づいて保証をなし、長期信用銀行3行を窓口として貸出するものであった。

当社は、制度開始と同時に日本興業銀行富山支店を通じてこれを利用している。

　これによる長期資金の導入は、年々増加、昭和45年度末残高は　6,900万円（長期借入残高の24.1％）、

46年度末には　1億4,100万円（同32.7％）、47年度末3億800万円（同36.8％）となっている。

　IPA借入対象プロジェクトも、計画に掲げた「アプリケーションの開発」の推進のために、商品流通シ
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ステム、地方自治体換地システム、住民管理トータルシステム、銀行オンライン・システムの開発など幅広

く手がけられている。

第三次3カ年計画（昭和48年度～50年度）

【売上高】社長が、昭和48年4月1日の入社式において、「……本日から、第20期に入りますが、新たに第

三次3カ年計画を策定いたしました。この計画は、現在の事業規模を2倍以上にすることが基本でありま

す。通信型情報処理サービスを指向し、真のコンピュータ・ユーティリティを確立し、また、ソフトウェア業

界においても確固たる地位を確立することとしております。……」と述べているように、第三次3カ年計画

の骨子はつぎのとおりであった。

　1. 通信型情報処理サービスを中心とするコンピュータ・ユーティリィテの確立

　2. ソフトウェア業界における確固たる地位の確立

　3. 売上目標、最終年度（50年度）45億4,700万円

　しかしながら、この期間（48年～50年）のわが国経済は、48年秋のオイルショックに端を発した買い

占め騒ぎ、モノ不足現象等によって異常な物価高騰に見舞われた。そして、引きつづきインフレ抑制のた

めにとられた総需要抑制策が浸透するにつれて、インフレを伴った景気後退、いわゆるスタグプレーショ

ンの状況を呈し、以後、長期間の不況につながっていった。

　このような異常な経済環境のなかで、大手ユーザーの合理化等による受注減と原価高騰にさいなまれ、

とくに50年上期は大幅な利益減決算を余儀なくされたのであった。

　計画策定時が高度成長期であったこと、第一次、第二次の計画が比較的順調に達成されたことなどか

ら、高い目標がたてられたが、初年度以外はこれに達することはできず、また、売上高の伸び率も20％

を初めて割ることとなった。

【拠点整備と通信型情報処理サービス】ローカルからナショナルをめざし、一貫して拠点拡大をつづけて

きた当社は、この期間、まず48年3月、赤坂センター（後の東京第二センター）を開設した。同時に北陸

地区の地盤強化のために、金沢営業所が開設されている。

第12表 第三次3カ年計画と実績 （百万円）

年　度

項　目

昭45

売上高　対前年比 売上高　対前年比 売上高　対前年比

49 50

％ ％ ％

総 売 上 高

（ 修 正 計 画 ）

内 訳

既 設 セ ン タ ー

新 規 プ ロジェクト

新 設 セ ン タ ー

T S S

（ T  S  S  修 正 ）

実 績

達成率（対修正計画）

2,495

（2,230）

1,768

217

240

270

（5）

2,368

（106.2）

3,368

（2,918）

1,959

569

300

540

（90）

2,827

（96.9）

4,547

（3,647）

2,170

877

420

1,080

（180）

3,360

（92.1）

162％

（145）

138.8

135％

（131）

119.4

135％

（125）

118.8

（注）ＴＳＳ売上計画の下方修正により、当初目標は修正された。
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　　また、50年9月には、当社では最南端の福岡に九州センター開設準備室が設置され、この3カ年計

画最終年度をもって、ついに全国にサービス拠点網を形成することとなった。

　また、第三次3カ年計画の柱、通信型情報処理サービスを中心とするコンピュータ・ユーティリティの確

立については、当初目標とされていた「オンライン用マシンを毎年1台設置して50年度には、通信型情報

処理サービスおよびTSS関係売上を10億8,000万円（23.8％）とする」には、はるかに及ばなかったが、

東京センターにCOSMO 700を新規導入することにより、MELCOM 7700をTSS専用機とするなど、そ

の態勢を整えることができた。

　昭和48年7月には、オンライン開発本部が設置され、2年余にわたるバンキング・システム開発の結果、

50年10月、富山相互銀行の総合オンライン・サービスが本格的に稼動したことは、当社にとってまさに記

念すべきことであった。

　その他、日本カーバイド工業株式会社、佐々木スポーツ株式会社、魚津市農業協同組合のオンライン・

サービス開始など、当初の目標は徐々に達せられていった。

　第三次3カ年計画の第一の柱であった「TSS」および「オンライン・サービス」については満足な成果を

あげることができなかった。これには通信法制上の問題、戦後最大の経済的混乱、市場の未成熟などの

外的影響が大きかったが、予測の失敗、TSSの技術開発面のおくれ、営業開発の消極性、組織上の問

題など反省すべき事項は多かった。

【ソフトウェア開発】第三次3カ年計画の第2の柱は「ソフトウェア」であり、50年度の売上目標は8億円

（19.3％）であったが、数字の上では達成できなかった。

　しかし、48年、通産省の補助金事業である「事務処理ソフトウェア・モジュール研究組合」へ参加、3

年にわたる研究の結果、主として在庫管理についてのモジュール・システムを完成させることができた。ま

た、51年3月には、通産省のソフトウェア業界再編成の指導方針に

基づいて設立された新ソフト会社、「協同システム開発株式会社」へ

の出資企業として17社のうちに選ばれ、同時に中小ソフトウェア・ハ

ウス15社を糾合してそのリーダーとなりSDコープを結成するなど、

目標としていた「ソフトウェア・ハウスとしての地位の確立」は、どう

にか達成されたものとみてよい。

　この期間の大規模プロジェクトとしては、オンライン・バンキング・

システムの完成、日本鋼管扇島製鉄所のシステム、プログラム受注な

どがあげられる。以上の事業については、受注時における原価計算、

事務処理能力、要員確保、外注先管理など種々の面で多くのノウハ

ウを蓄積することができた。

【設備投資と資金調達】第三次3カ年計画は、一言でいえば「拡大」

の計画であり、この間の有形固定資産の取得は10億円を超えた。

　設備投資の主たるものは、富山コンピュータビル建設とそれに付

帯する投資6億8,200万円であり、そのための土地取得1億8,600万

円を合わせて8億6,800万円にのぼっている。

 また、この期間の敷金保証金は6,800万円増で、50年度末には合

計2億300万円となった。

 このような多額の投資は、固定比率を低下させ、資金固定化による

第13表
有形固定資産への投資（百万円）

年　　度 投　資　額

48

49

50

計

50
826
（149）
134
（ 37）
1,010
（186）

（注）（　）は土地

第7図 借入金残高の推移
15億円

長期

短期

10

5

年 47/3 48/3 49/3 50/3 51/3
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金利負担増となって経営を圧迫する要因となっているが、しかし、経営基盤

脆弱といわれる情報処理サービス業のなかにあって、自己の固定資産を取

得して信用力をつけることができた意味は大きい。

　設備投資のための資金調達は、主として長期借入金によったが、期間中

の長期借入金の増加額は7億円、最終年度末には15億3,600万円にのぼっ

ている。借入については、通産省の「共同情報処理システム化促進制度」融

資第1号の推せんをうけて、日本開発銀行から2億円の長期資金を導入し

たことが特筆される。また、一方、自己資本の充実のために49年10月、

8,000万円の増資を行ない、新資本金を2億3,000万円とした。その際、一

部は600円の公募を実施、社員株主も数多く誕生し、株主総数も180名を

超えることになったが、これによって当社の社会的責任は一層大きくなった

とみなければならない。

第四次3カ年計画（昭和51年度～53年度）

　第四次3カ年計画には、「総合情報システム業への道」のサブタイトルと

「EPOC H51」のニックネームがつけられた。日本経済が安定成長経済へと

転換しつつあること、業界もまた、自由化等によって転換期に直面している

こと、第三次3カ年計画期間にはじめて伸び率が鈍化したことなどから、第

四次3ヵ年計画では時を画して、新たな発展の方向を求めていきたいという

願望をこめて名付けられたものである。

　　新しく経営理念として掲げられたのは、

　1. 絶えざる革新、創造の経営

　2. 生きがいのもてる企業

　3. 自己資本充実による財務体質の改造

　であった。

 　計画書の序文を引用すると、「新しい時代を拓いていくわれわれは、過去の蓄積の上に、絶えざる改

革と創造を続けていかねばならない。それは経営の改革であり、社員ひとりひとりの自己改革でもある。

また、当社の資産は人であり、その全員がそれぞれ重要な役割をもって企業活動に参加しているという事

実を認識し合って、当社の経営が社会への奉仕を経て、究極的には社員の幸せをめざすものである、と

いう観点に立った、人間性豊かな企業へより一層高めていきたいものである。………」と力強く述べられ

ている。

【情報産業の将来予測】計画策定に際して検討された産業構造審議会情報産業部会の昭和60年を目標

とした「情報化及び情報産業の計量予測」の骨子はつぎのとおりであった。

　⑴60年度のソフト、ハードを合計した情報産業全体の生産額は、3兆7,952億円（年平均伸び率14.9％）

と、49年度の4.6倍となる。

　⑵60年度末の電算機の設置額は7兆4,700億円で、49年度の3.8倍、年平均伸び率は13％の高水準を

示す。

　⑶電算機の輸出は60年度で3,932億円に達し、輸出比率は49年度の3.7％から15.8％へ急増する。

などを主な柱としている。

　　計量予測によると、60年度時点での

第8図
億円

人
600

500

400

従業員

17
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昭47 48 49

売上高
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　（イ）電算機生産額は2兆4,882億円

　（ロ）情報処理サービス業、情報提供サービス業、ソフトウェア業の生産額は1兆3,070億円

となり、情報産業全体では、前述のとおり3兆7,952億円となるが、その間の年平均伸び率は、電算機生

産が14.1％、情報処理業・ソフトウェア業が16.4％となり、合計では14.9％の高成長を示すものと予測され

ている。

　また、情報処理業・ソフトウェア業の伸び率が高いことから、これらの情報産業全体に占める割合は、

49年度の29％から60年度には約34％に増加するものとみられている。

　一方、60年度末の電算機設置額は7兆4,674億円で、台数は10万7,000台と10万台乗せを実現する。

台数ベースでの年平均伸び率も12.2％の高水準で推移するであろう。

　このうち、オンライン用の端末装置の設置額は、60年度末で2兆2,362億円となり、年平均伸び率は、

23.2％と電算機全体の伸び率を大きく上回るものとみられ、そのため、電算機全体の設置額に占める割

合も現在の11.4％から29.9％と大幅に上昇することになろう。そして、今後、各分野で急速にオンライン

化が進展するとみられる。

　また、システム・エンジニア、オペレーターなど情報処理技術者の需要は、49年度の15万4,000人が、

60年度末には57万8,000人と3.8倍（年平均伸び率12.8％）の増加を示す。しかし、現在の供給体制を

前提として考えると、技術者の供給は39万9,000人しか見込めず、差引17万強の不足が予想される。こ

のため技術者の供給体制の拡充が今後の大きな課題になると指摘されている。

　以上のような予測をもとにして、当社の「ハードウェア、ソフトウェアを包含した総合情報システム業へ

の道を求める」という、いわば方向転換の経営方針を出すことになったのである。

【経営方針】

1． 商用ネットワーク形成の本格的開始

2. ソフトウェア開発力を高め、ソフトウェアハウスとしての地位を確立し、また、さらにシンクタンクを指向

する。

3. ソフトウェア、ハードウェアを包含した総合情報システム業への道を求める。

4. インターナショナル・インテックをめざす。

　1980年には、全情報処理の20～30％は、通信回線型によるものと予測されている。当社はその経営理

念として一貫してコンピュータ・ユーティリティの確立を掲げてきたが、第四次3カ年計画においては、具

体的にTSセンターを設置して本格的なサービスを開始、最終年度の通信型情報処理サービスの比率を

20％に高める。

　第2のソフトウェア開発についても第三次3カ年計画の柱であったが、再び経営方針としてあげたのは、

ソフトウェア業界の再編成の動きに呼応して、当社もソフトウェア・ハウスとしての地位を早急に確立する

必要があるからである。

　ソフトウェア生産比率を20.9%（最終年度8億4,000万円）とし、そのため、リサーチ部門に進出、開発

事業部を設置し、シンクタンクの方向をめざす。

　マイクロコンピュータ、端末機などのハードおよびそのソフトウェアを含めたトータル的なシステムを扱う

情報システム業への転換を第四次3カ年計画のなかで萠芽させ、第五次3カ年計画で結実させる。

　第3でいう情報システム業とは、ハード・ソフト・処理を総合的に扱い、情報産業のジェネラル・コンサル

テーション能力を保有するものをいう。

　また、年率23％で伸び、昭和60年には設置額2兆2,362億円になると予測されている端末装置のマー
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ケットに対し、何らかの係り合いをもっていこうというものである。

　第4の意味は、「ローカルからナショナル、ナショナルからインターナショナル」は当社の願望であり、

経営理念でもあるが、第四次3カ年計画ではその具体的なアクションをとっていくというものである。

【経営目標】

1．（営業面）利益確保に重点をおく

　初年度の経常利益を1億2,000万円、2年目1億3,800万円、そして最終年度に1億6,100万円を達成

する。

　そのため、売上高は最終年度57億8,000万円を目標とする。資本金は第28期期首に3億円とするが、

この期間の配当率は10％を目標とする。

2．（財務面）財務体質の改善に努め、設備投資は抑制する。

　総資本回転率を高め（設備投資を1億8,100万円に抑制して総資本の増加を防ぐ）、自己資本比率を

18.1％に高める。（51年3月 12.3％）

注）この期間の減価償却予定額は2億3,000万円。

3．（教育、労務面）教育を徹底して少数精鋭主義を採り、あわせて待遇の改善をはかる。大卒男子採用は、

年20名純増と退職補充分とし、また、当社の新しい方向、業界変化の動向に対応して新しい社内教育の

あり方を確立し、社員の質的向上をはかる。また人事管理システムを完備してマンパワーの有効活用をは

かり、管理部門は業務の電算化等により人員を削減する。以上により、毎年、最低14％程度の待遇改善

を実施する。

4．（経営面）トップマネージメント機能の充実をはかる

　きびしい経済環境のなかでトップの意思決定は、きわめて重要である。常勤役員を充実させトップマ

ネージメント機能を強化して、明確な意思決定を行ない、責任をもって創造的リーダーシップを発揮する。

【業績】この期間の売上高の仲び率は、再び年率20％台を回復し、3カ年計画の各年度の目標は十分に

達成された。ことに、最終年度の昭和53年度は、対前年比125％の65億円に達することになろう。

　このように、53年が計画を上回った理由は、昭和53年1月1日をもって、㈱札幌電子計算センターの受

託計算業務をインテックに吸収したこと、TCC大阪支社の業務を53年1月1日から大阪センターが継承

したこと、また、53年4月1日の四国センター開設などによるものである。

　この期間、方針として掲げた「商用ネットワークサービスの開始」については、TSセンターを新設してイ

ンテックの専用回線網（TecAce Net）を設置、本格的なサービスを開始することとなった。また、リモート・

バッチ・ステーションの設置によるオンライン・サービスもこの期間に実現した。

　シンクタンク指向の方針達成のために、インテック・リサーチ・センターを新設し、農林省の食糧需要予

測システテムの受注にも成功している。

　ハードウェアとソフトウェアを包含したシステム業を目ざすことを第四次3カ年計画の中心的課題とした

当社は、技術開発室が中心となって、端末機エースメイト‐4、エースメイト‐8を開発、富山、名古屋など

で販売に成功した。また、そのため情報機器部を新設、オフィスコンピュータの販売にも着手している。

　「ナショナルからインターナショナル」に向かう当社にとって、この期間、特筆されるべきは、当社開発

の銀行向オンライン・パッケージAPFSが富士通マシンとともに韓国へ輸出されたことであろう。当社から

は、51年5月システムエンジニアとして、深川孝征、盛田繁雄、赤井政治、紺谷孝、山水裕（のちに柴田信義、

米沢昌一郎）が家族をともなって韓国商業銀行、韓国第一銀行へ派遣された。

【トップマネージメントの充実】経営目標のひとつとして、内部役員の充実による「トップマネージメント機
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能の強化」があげられているが、昭和50年4月に前田正彦、松野勲がはじ

めて理事に選任され、常勤取締役会が制度化されている。

　51年6月の定時株主総会において、前田正彦、中尾哲雄が取締役に選任

され、社内常勤役員は金岡幸二はじめ6名となった。

【資金調達】設備投資を抑制して、財務体質の改善に努め、自己資本比率

を高めていくことを財務面での目標としたが、事業所拡張に伴う敷金等と

通信回線型サービスの開始による端末装置への投資が増えた。最終年度

の53年度には、通産省策定の「電子計算機システム安全対策基準」遵守

のための東京コンピュータビルの取得に15億円余を投下したこともあって、

借入金は著しく増加した。すなわち、52年3月末に18億円だった長期借入

金は、第四次3カ年計画の最終年度末（54年3月）には33億円に達してい

る。また、東京ビル取得に際しては、通産省推せんの「電子計算機システ

ム安全対策融資」の制度利用第1号として、日本開発銀行から5億円の借

入を行なった。この期間の「情報処理金融措置」による借入は、昭和51年

度3億1,900万円、52年度2億8,300万円、53年度3億4,800万円、53年度

末残高は6億700万円となった。
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

組 織 ・ 制 度 の 変 遷
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

　組織の効率化は、企業の存続と成長性を可能にするために不可欠の条件であり、激変する技術革新に

対応する内部事情と、外部環境に即応するような機能を失わない組織でなければならない。

　当社は今日まで時宜に即して、組織の改廃を行い、職制の整備を行ってきたが、その足跡は、積極的

な業務の拡大に伴う、事業所の設置と拡充、日進月歩するコンピュータ技術に対処するための職能の分

化、統合の変遷であった。

　これらの変遷を当社の発展過程に照し、3期に分けて記述することができる。

創立期における組織の確立と充実

　当社が創立された昭和39年は必らずしも日本経済は恵まれた時期でなく、昭和38年の金融引締めの

強化により、企業倒産が激増、株式市場は低迷し続け、長期にわたる不況に見舞われていた。また国際

的にはIMF8条国に移行し、OECDへの加盟へと開放経済は現実化し、企業は質的に効率化の経営が

せまられている時期であった。

　当社は創立と同時に積極的に営業を開始すべく、昭和39年1月17日に早くも営業を中心とした組織体制

を確立、営業促進に努めた。組織は管理（秘書・労務・経理・資材）と営業（企画1・企画2・企画3・穿孔）に

分けられ、特に企画グループは、営業と業務処理を一貫して行ない機動的に行動する体制がとられていた。

　その後、当社の営業努力が結実し、営業の増大につれ、営業と業務処理を分離独立させる必要があり、

昭和40年4月に次のように組織改定された。

　当社が創立された昭和39年から昭和42年頃、情報処理業界は黎明期にあり、データ処理を行うため

の作業工程について、縦割り方式、横割り方式のいずれを採用すべきか、論議が盛んに行なわれた時期

でもあった。

（注）データ処理作業工程はおおむね、システム分析̶プログラミング̶原始データ・チェック̶穿孔̶オペレーショ
ン̶アウトプット資料のチェック̶と行なわれるが、この作業工程を穿孔を除き1人の技術者が一貫して作業を
行うのを縦割り方式と呼び、これらの工程を数名が分業化して処理を行う方式を横割り方式と呼んでいた。

　当社は創業以来、一貫して横割り方式を採用しようと逐次組織改定を行ない準備を進めてきたが、昭

和41年2月および同年12月の組織改定によってシステム課、データ課（後に業務課と改称）、計算課、穿

孔課に完全に分離し、情報処理業界に先鞭をつけた。現在では、「横割り方式」は業界の常識であるが、

当時としては画期的なデータ処理方式であった。

　昭和41年2月の組織改定では、

　① 社長室を新設、経営全般にわたり、取締役会を補佐し、財務・人事・勤労・購買・渉外・企画開発の各

職務を分掌し、

　② 計算部に計算課とデータ課をおいた。

　③ また地方自治体業務の電算化のため、財団法人富山県市町村会舘が富山市丸の内の同舘に市町村

電子計算センターを設立したが、その施設の管理・運営については、当社に全面的に委託されること

計算センター

総 務 課

業 務 課

企 画 課

工 程 係

計 算 係

穿 孔 係
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となった。そのため、当社は「丸の内事業所」を新設し、従来の組織を入船事業所と呼称した。

　昭和41年12月、本社を富山市桜町富山地鉄ビルディングに移転したのを契機に計算処理部門も移転

し、入船事業所を本社事業所と改称した。これを機につぎの組織改定が行なわれた。

　① 社長室に営業開発部を新設し、営業部門の強化をはかる一方、業務上の調整、計算業務受注の契

約事務などを分掌することとした。

　② 計算課から分離独立してシステム課が新設された。このシステム課の新設により、完全にシステム分

析̶プログラミング̶原始データ・チェック̶穿孔̶オペレーション̶アウトプット資料チェックの

データ処理工程が組織的にも確立され、この処理体制は現在まで変更されることなく続いている。

　昭和42年8月、東京事務所を東京都世田谷区池尻3丁目三菱世田谷ビルに設置、受注が決定したシス

テム開発のため5名の社員が派遣された。同年10月、東京事業所新設に伴いつぎのように組織の改定を

行った。

　① 社長室に研究開発課を新設、コンピュータ技術の飛躍的進歩に対処するための調査研究と優秀な

技術者育成のための教育訓練を分掌することとした。

　② 社長室内の営業開発部を独立させ業務部とし、その下に業務課とデータ課をおき、営業と業務処

理の責任の明確化をはかった。

　③ 昭和41年2月の組織の改定時に計算課に係制を敷き、以後穿孔課、データ課に係制をつくったが、

東京事業所の開設に即応するため、システム課に係制をおいた。

　これら一連の組織改定と前後して、昭和41年4月、ZD運動準備委員会が設けられ、富山県下の企業

に先がけZD運動導入のための準備に入り、同年8月「わたしもあなたもZD」のキャッチフレーズの下、

ZD運動を展開した。

　42年8月、以後毎年8月の1ヵ月間をZD強調月間とすることと定め、爾後、毎年多彩な行事を行なって

いる。

　また昭和42年10月、業務合理化のため業務合理化委員会が誕生「時間を生みだせ100分」、「浪費を

なくそう1人1000円」運動を開始、増大する経費の節減に対処し、さきに発足した広報委員会（昭和42

年1月）とこれら三つの委員会を常設の委員会とし、社長室が総括した。業務合理化委員会はその後廃

止されたが、名称こそ違え、その後、ZD運動と共に当社の基本方針の根幹となった注目すべき運動で

ある。

　昭和42年12月、業務上の方針の決定、新企画の検討のため「役職者会議」が制度化されたが、さらに

その範囲を拡大し役員会の決定、代表取締役の業務執行に対するスタッフ機能を果すための「経営会議」

が新設され「役職者会議」は廃止された。これらの機能は組織の拡大に伴い「経営スタッフ会議」、「常

勤役員会」と現在にひき継がれている。
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全国展開期の事業所の新設と拡充

　深刻な不況に悩んだ日本経済も昭和41年にはようやく立直り、以後昭和45年に至るまで60ヵ月間に

わたる好況が持続し、実質経済成長率も平均10％以上の高度成長が続いた。この期間、当社は東京、高

岡、日本橋、名古屋、仙台、新川、大阪、赤坂、金沢、九州、札幌、四国の各事業所を順次開設、外に向

け一貫して業務拡大を続けたが、同時にこれに対応すべく、内部の諸体制の整備、改善が強力に推進さ

れた。

　昭和44年8月および昭和45年4月に行われた組織の抜本的改定は、その後、当社の業務の発展に大

きく寄与し、重要な役割りを果すことになった。

　この組織改定は、本社直轄の組織体制から事業所分権組織を指向した組織の改定であった。

昭和44年8月の組織改定の主眼点は、当時次のようなものである。

1．各事業所の作業事務を事業所長の組織下におき、統一的指揮と合理的運営をはかる。

　⑴ 各事業所の計算・データ・穿孔部門を各事業所長の直接的指揮下に入れて、業務の統一推進と合

理的運営をはかる。

　⑵ 各事業所に若干のシステム要員を配置し、現受託業務のシステム維持、修正に当らせるとともに、受

注拡大と客先に対するサービスに万全を期す。

　⑶ 社長室に新たに管理担当課を設け、主として、各事業所間の計算、穿孔などの業務推進と管理調整

を図る。

2．開発事業部を新設し、最近停滞がちな営業活動を推進して営業成績の画期的向上をはかる。

　⑴ 現在の業務課・システム課が渾然一体となって、営業活動を推進するため、業務課・システム課が主

体となり、「プロジェクト・チーム」をつくる。

　⑵ 各プロジェクトチームは開発事業部の直轄とし、チーム編成など必要に応じ、伸縮し、開発業務の

促進をはかる。

第10図 昭和42年10月改訂の組織図
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　⑶ 各チームのリーダーは責任をもって営業活動を推進し、受注の拡大をはかる。

　⑷ 開発事業部内に業務管理課をおき、各プロジェクトチームの管理、調整を行う。

3．社長室の事務分掌を「庶務・資材担当」、「人事・経理担当」、「管理担当」、に分け運営する。

　すなわち各事業所には営業部門および新規システム開発のためのシステム部門を配置せず、開発事業

部にこの部門をゆだねる。事業所は新規に受託された業務の維持・管理を行うための職能しかなった。

当時の組織は第11図のとおりであった。

　さらに昭和45年10月の組織改定は、各地区に配属の開発事業部のプロジェクトチーム（営業部門・シ

ステム部門）は各事業所長の指揮下におかれることになり、会社損益は完全に事業所単位に把握するこ

とになり、徹底した損益管理を行なうこととなった。この改組による事業所長への大幅な権限委譲は、

事業所の自主的運営とあいまって事業所の責任体制確立をもたらし売上・利益共に驚異的な伸びを示

した。

　従って従来の開発事業部は、ソフトウェアの開発能力の向上をはかるため、部内改組によりソフトウェ

ア工場として再発足することとなった。また、社長のスタッフとして営業推進部が新設され、営業計画と

推進を図ることになり、また、各事業所間あるいは数事業所間にまたがる営業の調整をもはかることに

なった。

　その後、各事業所には、総務課・係が新設され、社長室の業務の一部を移管し、事業所の自主運営を

一層促進するための権限強化がはかられた。また各事業所の営業の拡大は、内部の組織の改善を必要
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とし、必要に応じ、課の新設、課内に係制を採用していった。このような各事業所の増設、経営規模の

拡大により、経営活動の内容や管理も複雑になってくると、スタッフ部門を強化する必要があった。

　昭和47年4月、同年10月に行なわれた組織の改定は、主としてスタッフ部門の分化と強化をはかる目

的で実施された。4月の改定はつぎのとおりであった。

　①業務推進部は業務推進本部に昇格、調整権限が拡大され、全社的処理効率を高めるよう、整備充

実をはかった。

　②開発事業部は発展的解消し、技術開発部門を技術部、ソフトウェア開発部門をソフトウェア部としそ

れぞれスタッフ部門、ライン部門とした。

　③東京地区の穿孔部門を強化統合するため、東京穿孔部を設けた。

　昭和47年10月ひきつづきスタッフ部門について組織改定を行った。

　①社長室から人事、厚生部門を分離、人事厚生部とし、昭和47年2月、社員の教育訓練のために設置

された「インテック研修所」を人事厚生部に附属させることにした。

　②東京地区事業所を統轄する東京本社が設置され、支配人をおき、その組織下に東京本社総務課（東

京地区における社長室、人事厚生部の職務分掌を行う）、ソフトウェア部、東京計算センター、東京

穿孔部をおいた。

　翌昭和48年5月、社長室内に資料センターが置かれ、急増する国内外の資料の収集と社史の編纂の

準備作業を開始した。

　昭和48年10月、組織規程が制定された。規程の制定ならびに改定の目的は次のとおりである。

　①業務分掌、主管個所を明確にし、運用権限の確立をはかる。

　②組織の運用を体系化し、総組織の拡大と執行秩序の推進を図る。

　③部所間の連けいを強化し、会社業務の円滑化ならびに流動処理体制の強化を図る。

　改定された主な点は、

　①企画部門を強化し、経営の高度化と計画運営基盤の確立を図るため、本社スタッフとして新たに企

画調査室、関係行政機関や、経済団体等の連けい強化を志向するため、東京本社に東京企画室が

設置された。

　②要員の確保ならびに福利の向上を図り、整備するため、人事厚生部を労務部と改称、その充実をは

かった。

　③各センター組織の呼称の統一を図り、現業組織の統一化とセンター内業務の連けいを高めるよう

図った。

　昭和48年以降の日本経済の激変は、当社には少なからず、影響を与えた。

　財務面における資金調達と運営、関係会社の投融資等、長期的展望に立った施策が必要とされ、昭和

49年2月、企画調査室を、企画管理室に改称、これらに対処することとした。さらに同年3月、業務推進

本部が廃止され、業務推進部として、来るべき通信型情報サービスにそなえ、広域主要ユーザーの積極

的開発のため、営業を展開した。

　同時に当社は、昭和48年電子計算機等開発促進費補助金制度による「事務処理ソフトウェア・モジュー

ル技術研究組合に参加、生産・在庫システムのソフトウェア・モジュール技術開発を担当したため、社内に

時限組織として特別研究室を設置、事務・技術に関する特別研究が開始された。

　更に同年11月に、増大する業務量の適正、迅速な処理をはかり、部所相互の連繋けん制機能を強化す

るため、スタッフ部門を第12図の通り改組した。
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　会社業務は原則としてそれを分掌担当する室部所で執行されるべきである。しかし、業務の中には主

管部所が明確でなかったり、多数の部所に関連したり、さらには新規に特定の要員の衆知を必要とする

ものが実務上発生する。このような組織の補完機関として、当社では会議体を設けて対処している。現

在永続的に運営されている基幹会議体には次のようなものがある。

1．連絡調整を主体とするもの

　 ⑴所長会議

　 ⑵地域別幹部会議

2．立案・諮問を主体とするもの

　 ⑶情報安全委員会

　 ⑷能力開発委員会

　 ⑸技術開発委員会

　 ⑹技術標準委員会

　 ⑺営業促進委員会

　 ⑻ジュニアボード

　 ⑼ZD委員会

　なお会議体はさらに細部の研究調査のため下部に小委員会をもつことができることになっている。

技術転換期とスタッフ部門の強化

　この期の目標は通信回線型の情報処理サービスの確立、当社創立以来の大目標であったコンピュータ・

ユーテイリテイの実現である。

　当社は、タイムシェアリング・システム、オンライン・システムなど通信回線を用いた多数ユーザーへの

サービスをめざし、昭和48年2月東京地区を中心として通信回線委員会を設置すると共に、東京第一セン

ターにTSS課を新設、TSSの商用化の準備を開始した。昭和48年5月臨海土木株式会社と東京第一セ

ンターを結ぶ特定回線が開通、本格的商用TSSが開始された。

　同じく富山地区において、昭和48年7月時限組織として、社長を本部長とするオンライン開発本部が設

置された。その下に、総務部・建設部・システム部の3部を置き、コンピュータビル施設、導入コンピュータ、

周辺機器の技術に対する本格的研究に着手した。

　昭和48年12月、富山相互銀行との共同開発を中心とするオンライン・システムのため、取締役会で、コ

ンピュータビルの建設の具体的計画、オンライン収支計画、設備総額および資金調達などについて承認

され、コンピュータビルの建設、オンライン用コンピュータの選定導入などが行なわれた。昭和49年12月、

コンピュータ建設完了を契機にオンライン開発本部が解散され、オンラインシステム部を新設、システム開

発が続けられ、昭和50年10月、銀行オンラインシステムサービスが開始され、オンラインシステム部は廃

第12図

取　

締　

役　

会

社 長 室

管 理 室

経 理 部

企 画 部

労 務 部

総 務 部

資料センター

新設

東京企画室を改称

社員研修所

東京総務部を改称

社　長
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止されオンライン業務は富山センターに移管された。

　一方東京地区における、TSSシステム開発は順調に推移し、公衆回線を使用するTSSサービスを開始

するなど、科学技術計算の受託処理業務は次第に拡大されていった。昭和49年8月にはTSS課を昇格、

TSセンターとして独立分離した。

　昭和52年1月には東京に情報機器部を新設、情報処理関連各種機器および、そのソフトウェアの設計

販売などを行ない、総合情報システム業としての道を着 と々進むこととなった。

　技術転換期をむかえるとともに企業規模が拡大され、経営活動が複雑化されてくるとスタッフ機能を

強化しなければならない。この期においてもスタッフの強化・整備が行なわれた。昭和50年10月、技術

部を廃止、技術開発室を新設、新技術の研究開発、部所間の技術事項の調整指導、技術標準、情報資

料等の整備・活用、幅広い技術に関する事項を分掌することとした。昭和51年4月、スタッフ部門である

企画室を社長室に統合、社長室に企画専門部長をおき、東京駐在とした。

　昭和52年7月、業務推進部、管理室の廃止、新たに経営管理室を新設、経営計画の立案、社内予算

の作成管理、営業部所間の調整、営業関係情報の流通、関連会社管理などの業務を分掌、経営全般に

関するゼネラルスタッフとしての機能を高めることとした。また広域営業部を新設、広域営業の企画および

開拓などの業務をつかさどることとした。一方、ソフトウェア部に包含されていたリサーチ業務を独立組

織とし、リサーチセンターを設置した。

　昭和52年2月、通産省の策定した電算機システム安全対策基準が発表されコンピューター・セキュリ

ティー問題は、にわかにクローズアップされてきた。

　この基準発表を契機として社内に情報安全委員会を発足させ、まず昭和53年9月、安全対策基準完

全遵守をめざして東京地区にインテック東京ビルの建設を決め、同時に臨時建設部が設置された。
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第13図 組織図および分掌事項表（昭和53年4月1日改定）
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

人 事 ・ 厚 生
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

　企業の人事・労務面におけるわが国の趨勢は、当社が創立された昭和39年頃を境として、質的転換が

せまられつつあった。すなわち、日増に顕著になってきた労働力の不足、賃金水準の高騰、技術革新、労

働者の意識の変化などは、人事・労務、給与・福利の労務管理面に大きな影響を与えた。

　当社は創業以来、一貫して生きがいのもてる人間尊重の企業をめざし、能力主義を指針として労務諸

施策を講じてきた。

　人事管理面では能力主義管理を合理的に推進するため、職務職階制度、職能給の採用、さらに改善さ

れた資格職階制度、資格能力給を導入、企業体質の改善に努めた。従業員の採用については、新規学卒

者は勿論、業務の多様化に対処するため、各種専門知識をもった有能な人材を確保するため中途採用も

積極的に行ない、中高年令者の採用をも推進してきた。

　また昇進昇格面においては年功序列を排除し、資格昇格試験を採用するなどの改善を行なった。

　教育面については、教育訓練の基礎をOJT（On the Job Training）におき、それを補完するための階

層別、職能別教育訓練を体系化した集合教育を全階層にわたり実施してきた。情報処理業界における能

力の向上はひとりひとりの能力開発にまつことが多く、現在自己啓発の推進に力を注いでいる。

　福祉面についても、住宅問題解決のための諸施策を講ずるとともに、計和会、健康保険組合を通じて

従業員の福利厚生の充実に努力している。

全員参加の経営

　当社の創立時は情報処理業界の黎明期であり、未踏の道をひらく旺盛な開拓精神と新しいものを創ろ

うとする創造と革新の精神が経営者層から従業員ひとりひとりに浸透していた。自分たちの夢をこの会社

の成長のなかで実現しようとして、この会社のなかで、生きがいのある立派な人間集団をつくり、全員が

経営参画することによる高度な労使関係を期待して集った同志的集団であった。現在もこの伝統的精神

が脈 と々ひき継がれ生きている。

　当社には労働組合はない。経営者と従業員の関係は協調の関係であると理解している。したがって両

者は会社の繁栄と会社の中に生きがいのある人間社会の実現という、共通の目的達成に努力している。

経営者と従業員の間は一体となりそこにおいて決定されたことは「われわれの決めたもの」であり、責任

は「われわれの責任」という認識の上に経営されている。

　当社は情報処理サービス業であり、地方自治体や企業の重要な情報を取り扱っているきわめて公共性・

社会性の強い企業である。したがって①情報の秘密を守る②情報の安全を確保する③納期を厳守する、

などのきびしい要請が課せられている。過去の例をみても、日本ソフトウエア株式会社、株式会社社会調

査研究所、株式会社岩井計算センターなどにおいて労使紛争が一つの動機となって、情報処理サービス

業としての機能がいちじるしく低下し、ユーザー離散によって社業の発展がいちじるしく阻害されたもの

や倒産に至ったものもある。

　このようなことから情報サービス業においては、労働組合のない企業が多く、当社の従業員も、「全員

参加の経営」の経営理念のもとで「全社一体」の意識を強くもって日頃の運営にあたっている。

　当社は経営者と従業員とのコミュニケーションを円滑に行ない理想の実現をめざして次の施策を講じて

いる。
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　⑴ジュニア・ボード

 　経営上の諸問題、諸施策の提案、業務運営に関する意見を具申することを目的とし、経営に反映

させる。

　⑵社員の持株制度

 　企業意識、愛社精神の高揚のため中堅社員らならびに管理職社員を中心に当社増資などに第三

者割当等を行ない持株を奨励している。

　⑶地域別幹部会議

 　全事業所を東京・大阪・富山の3地区に区分し、関係会社を含む課長以上の出席のもとに「一日内

閣」的運営により地域諸問題を含めて質疑応答を行ない、経営意思施策等の浸透を図る。

　⑷職場懇談会の開催

　　　各所属長は月1回程度職場懇談会を開催し、社員に意見を述べる機会を与えている。

　⑸会社の現況公開

　　　各所属長は随時売上、損益などにつき、実予算対比して説明理解させている。

　　　当社は人間尊重、生きがいのもてる企業という、経営理念のもとで、おのおのの職責の違いはあ

るが、与えられた職責のなかで全員が参画経営する集団の創造という高度な社会をめざしている。

資格職階制度と賃金

　労務管理は経営管理の一部門であり、これを有効に機能させるためには、その具体的内容となる個々

の管理を一定の原則にしたがって、合理的な体系に組織し、個々の管理はこの組織原則の上にたって総

合的に展開されなければならない。具体的には従業員の採用、配置、教育訓練などの管理、給与（初任

給の決定、昇給、賞与を含む）、役職の任命、昇進、昇格、考課など人事管理は一体のものとして、総合

的に管理されることが望ましい。

　当社は昭和40年4月、就業規則を整備し、前述の能力主義管理を合理的に推進するため、職種別職

階制度を採用した。

　当初採用した職種別職階制度は、従業員を7職種̶特殊作業職、事務職、キィパンチャー職、エンジ

ニア・オぺレーター職、システムエンジニア・プログラマー職、専門職、管理職̶に分類、さらに職務の重

要度に応じ各々に10職階の格付けをし、人事管理の基礎を形成することにした。また従業員は各職階に

満10年は留まることはできないこととし、人員および賃金を頭打ちすることにより、人員構成および賃金

分布の適正化をはかることとした。

　給与面においては職務的給与を職務給、職務遂行能力を能力給とし、職能給を採用した。職務給の

昇給は職種職階による職務に応じて行ない、職種職階が変更されない限り昇給は行なわない。能力給は

職務給に対応して支給し、年1回の能力査定により給与の改定を行なうことにした。

　創立当初は、生活給的要素である給与を無視することができず、就業規則には年令、勤続に応じ支給

する本人給を採用し基本給としたが、より能力給主義管理を強化するため43年、本人給を廃止した。そ

の後、時宜に応じ、職階制度、職能給に修正が加えられた。しかし総合的管理を意図した職階制度では

あったが、次の問題点が発生し、昭和49年4月、資格職階制度へ移行した。

　⑴給与管理機能として、当初意図した「同一能力＝同一賃金」は実際の基本給決定にあたり、職務、

能力はもちろんであるが、年令、経歴、勤続をも総合的に勘案されたものになり、多くの欠陥をもつ

にいたった。

　⑵各職階には明確な格付け基準がないため、個々の従業員の格付けのための根拠が確定できず、上
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級職階への合理的な昇進者の決定が難しい。

　⑶物価が急騰したため、昇給基準や昇給額についてはその都度基準をつくり行なったため、また労働

需給の不均衡による初任給の上昇のため各層において賃金のアンバランスが生じてきた。

　⑷職種別職階制度は給与管理機能のほか、採用、昇進、教育、考課などの関連を体系づけることにより、

総合人事管理を行なうものであったが体系化する以前にその機能を失った。

　当社の資格職階制度は従来の資格制度にみられる年功序列のための職位と能力との乖離を解決する

ためのものではなく、会社におけるスティタス・地位を明示することにより将来のスティタス・地位を予定

し、期待させることによる従業員の勤労意欲の維持と高揚をはかることを目的としている。

　会社内における相対的な能力序列、能力体系を明示することによって従業員の向上意識を刺激すると

ともに、従業員の配置・昇進などの対応関係を適正化しようとするものである。

　当社は現在資格職階制度をつぎのように定め、運用している。

　⑴資格の名称

 全従業員をつぎの資格職階に分類した。

　⑵昇格の基準

 　上位の資格職階に昇格する場合、人事考課と資格職階登用試験を勘案し、昇格候補者を決定し、

その後の成績により昇格させる。

　　①人事考課

 　単に業績といった顕在能力だけでなく、可能性を秘めている潜在能力を十分考慮し、原則とし

て過去3年間の考課を対象とする。

　　②資格職階登用試験

 筆記試験（一般常識、職能試験）

 論文

 面接試験

　⑶滞溜年数

 　勤続の長さに応じ、能力の蓄積と開発は助長されているという考えから、各資格職階に一定期間、

滞溜させる。

　⑷職位との関連

 　職位と資格は理念上全く別のものであるが、一定の職位には、一定の資質を有するものを選任す

ることとする。

　⑸専門職の育成

 　企業の性格上、職能知識の涵養を積極的に奨励し、資格面でも専門職の育成をはかる。

　⑹人事の合理化

 　資格職階制度を中核とし、今後、採用、配置、昇給、昇進、教育訓練、人事考課の合理的推進を

行なう。

　給与面では創立以来の職務給を資格給にあらため、資格給・能力給といった基本給の合理化を行なう

主　　事
（1級～3級）

一  般  職
（1級～4級）

副  参  事
（1級～3級）

参　　事
（1級～3級）

理　　事
技　　師

（1級～3級）
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一方、その他手当についても、基本給の果し得ない機能を補完する役割をもつものとして検討してきた。

　当社の主な手当について列挙すると次のとおりである。

　⑴技能給

 　昭和49年4月の給与改定において技能給を新設した。

 　昭和44年から実施された情報処理技術者試験の重要性を認識し、合格者に対して技能給を支給

し、有資格者を優遇している。技術者と同様、事務職などについても社会的資格取得者（公認会計士、

中小企業診断士、税理士、社会保険労務士など）に対しでも技能給を支給することにしている。

　⑵地域給

 　全国主要都市に事業所をつぎつぎと設置した当社は、各地区の労働市場の需給関係および地域

間の物価水準などを考慮、全国を7地区に分け基本給の3％～11％の範囲内で地域手当を支給して

いる。

 　昭和43年10月給与改定時に生活の本拠（基準地）から会社の指定する事業所に勤務した者に対

し職階別に待遇支給する「指定事業所在勤手当」を新設した。しかし基準地に対する定義が不明

確であったので多くの問題点を残した。その後検討を進めた結果、昭和47年6月改定時には基準地

内の者に対しても、名称を変え「地域生活給」として支給することとした。さらに昭和48年4月には、

「勤務地手当」と名称は変ったが意図したことは公平な「地域手当」の支給にあった。

 　昭和50年4月改定時には地域手当の支給率は人事院の調査した標準生計費を根拠に算出するこ

ととし、3年間で現地域手当を調整することとした。昭和53年、調整が完了し現在に至っている。

　⑶住宅手当

 　昭和47・48年頃から全国主要都市の住宅事情は逼迫しており家賃の高騰が生活を圧迫することに

なった。そこで昭和49年4月住宅補助的役割を果す住宅手当を3地区に分け、基準地から転勤者に

対して地域外住宅補助としての手当を支給することになった。

 　昭和50年4月には「住宅手当」と名称を変更し、基準地内の者に対しても支給することとした。さ

らに昭和52年4月改定時には、家賃の高低の度合により全国を3地区に分け支給することにし、新

たに住宅を取得した者に最高20,000円を限度として支給することになり現在にいたっている。

 　「地域給」および「住宅手当」の支給については住宅委員会を設立、従業員の意見も十分とりいれ

るよう配慮されている。

目的別人事考課の導入

　当社の人事考課制度は昭和43年4月から実施された。当時は急増する従業員の人事考課を科学的に

実施する必要にせまられていた。

　人事考課は以前から昇格、昇進、昇給、賞与など主として処遇決定の場合の優劣査定のための資料作

成であったが、近年管理の多様化につれ、人事考課も従来の処遇面指向から企業体質強化のための人員

配置、人材の有効利用および育成に役立てるものとして、重視する方向に変りつつある。

　当社は人事考課を3つの資料に基づいて実施している。

　⑴上司による部下の業績、成果、能力、勤務状態を評定する人事考課表

　⑵上司による部下の配置転換、昇進、部下の長所短所、性格を調査する個人調査表

　⑶従業員各自が担当職務、勤務地などに関する意見、一身上の問題や過去の勤務の自己評定など　　

　を行って提出する自己申告書

　人事考課は資格職階ごとにそれぞれ必要とする考課基準および考課要素に基づいて実施している。こ
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の人事考課はおのおのの目的（賞与、賃金改定、昇格、配置、教育など）に照らし相対評価し年2回実施

することにしている。

　今後は従業員の能力と経験をフルに活用し、人材の育成に努力し、当社の標榜する能力主義管理をさ

らに徹底させたいと考えている。

その他の制度の変遷

　社会のすう勢に応じ、また企業体質の改善を図るため、上記のほかに多くの重要な改定が行なわれた。

　⑴労働時間の短縮

 　昭和37年6月ILO総会で「労働時間に関する勧告」が採択され、わが国においても、労働時間の

短縮が論議されるようになった。

 　当社は創立当時から、労働時間の短縮は、世界的趨勢であり、仕事と生活が不規則になる情報

処理業界の現状を打破しようと、労働時間について試行錯誤を重ね現在に至っている。

 　創立時から終業時刻は18時ではあるが所属長の指示により、16時30分に短縮することができる

といった制度を採用していた。その後、始業時刻を業務の都合により変更する時差勤務制度、夜勤

作業に対する4班3交替制の実施など徐々ではあるが労働時間の改善が行なわれた。

 　昭和45年には「第2土曜日を休日」にしたのを皮切りに、労働生産性の向上をはかり「隔週土曜

日休日」労働時間4週163時間制を実現、現在に至っている。「隔週休日の土曜日は教養、奉仕の日

としよう」との金岡社長の呼びかけは現在も受け継がれ、自己啓発のための研修会などに利用され

ている。

　⑵育児休職制度の創設

 　最近婦人の職場進出はめざましく、当社においても例外ではない。当社の従業員の半数近くは女

子従業員であり各職場で活躍している。労働基準法上、女性保護の特別規定はあるが、育児に関す

る保護規定に充分な配慮はない。当社は創立当時から1年間育児のための休職制度を採用、現在に

至っている。この育児休職制度は、最近各企業で採用されつつあるが、昭和39年創立当時はほとん

どなく、この制度をいち早く採用した英断は、今も高く評価されている。

従業員教育と福利厚生の拡充

【教育訓練の変遷】企業内教育の目的は、問題解決能力をもつ従業員の育成とその活用であり、また企

業の社会的責任、社会的義務に対応する有為の社会人を育成することにある。しかし企業の目的に即応

して重点的にかつ能率的に行なわなければならず、全社的に統一され、調整されかつ体系的に遂行され

る必要がある。

　情報処理産業界における教育訓練は、新たな分野であり、当社の教育訓練も試行錯誤して現在に至っ

ている。管理職のMTPコース（Management Training Program）にはじまった当社の教育訓練は、新

入社員、中堅社員、管理者訓練の階層別訓練と、営業、業務、システム、計算、穿孔の職能別訓線を必

要に応じ、実施してきた。

　昭和42年以後、業務の拡大にともない、大量の新入社員を採

用することになり、これに対処するための教育訓練の必要性を

痛感し、約1ヵ月間にわたる教育訓練計画を立案実施した。この

新入社員教育は次第に整備統一化され現在の新入社員教育プロ

グラムが完成された。入社後は階層別、職能別教育が実施され

たとはいえ、多忙な業務の間に3日ないし4日の日程で行なわれ
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るため、その内容も断片的で統一性に欠けたものであった。

　また前述のように、情報処理業界における教育訓練は新たな分野の開拓であり、特にシステム・エンジ

ニア、プログラマーの教育体系の不備が痛感されていた。昭和46年10月、当社はNCC（The National 

Computing Center,Ltd．）と提携し、同社の研究成果である“システム・アナリスト基礎教育講座”の国

内普及権を得、情報処理業界における教育に寄与するとともに、社内のシステムエンジニア、プログラマー

講座の充実をはかった。

　昭和47年1月、富山市千歳町に宿泊設備を完備した、インテック研修所（鉄筋コンクリート2階建662

㎡）を建設、これを契機に各種教育が総合的に実施されることになった。

　一方事業所ではOJTを中心とした教育、コンピュータ・メーカーおよび各種団体の開催する社外講習会

に従業員を出席させるなど、活発な教育活動が展開された。

　また、政府においても、この新しい時代の要請に呼応するための教育諸施策が講じられてきた。昭和

44年にはプログラマー養成の促進を目的とした情報処理技術者試験が発足、当初第1種（シニア・プロ

グラマー対象）と第2種（ジュニア・プログラマー対象）の二つを対象として実施され、昭和46年には新

たに特種（システム・エンジニア対象）が設けられたが、当社は当初から積極的に資格取得を呼びかけ、

給与面でも技能給を創設するなどの優遇処置を講じ奨励した。現在では同業他社を断然引き離す合格者

を持っている。ちなみに54年2月現在の資格保持者は、特種13名、1種57名、2種206名である。

　情報化社会の進展にともなって、人事面においては能力主義が重視されるようになり、教育訓練は対

象と内容の両面において、従来にない変革をせまられている。

　これに対処するため、従来から実施されていた職種別職階制

度を改定し、昭和48年には資格職階制度を採用、資格職階の昇

格については資格登用試験の合格が条件となったため、従業員

は会社の実施する教育訓練とは別に有志による勉強会を自主的

に実施するなど、自己啓発の気運が高まりつつある。また、資格

職階制の採用により、この制度を中核として一連の人事諸政策をめざしている。

　能力開発委員会はその一環として、総合的教育体系の確立をめざし、1年にわたって研究した階層別、

職能別教育大綱をまとめ、昭和53年からこの大綱に基づいた教

育訓練が実施されている。さらに研究を重ね、第五次3カ年計画

の目標である「インテック・カレッヂ」の創設をめざしている。

　当社は広く海外の情報処理技術に注目し、年間数名の従業員

を、米国、欧州、中近東、東南アジアに派遣し調査、研究に努め

ている。

　また、当社の純技術的研究発表を主眼として昭和49年創刊された“研究紀要”は、第4号を数え、従

業員の日頃の研究の成果を発表し、自己啓発の一助ともなっている。今後は年2回発行することになり、

その研究の成果が期待される。

【福利厚生の充実】全国ネットワーク建設を目標とした当社は、昭

和42年東京地区に進出し、続いて名古屋、仙台、大阪、札幌、

福岡、高松と全国主要都市に事業所を設置していった。

　しかし主要都市周辺の住宅事情は日増しに　迫し、増大する

転勤者のための寮設備が必要であった。東京地区では世田谷区
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東北沢に寮を設置したのを皮切りに、各事業所設置と同時に寮が併設されることになった。現在、各事

業所に併設された寮は13棟で185名が利用している。

　また扶養家族を帯同赴任する従業員には社宅が必要であり、名古屋地区では高層分譲住宅を購入し、

社宅とした。しかし急増する転勤者のための社宅建設は困難であること、昨今の従業員の生活の多様化

は、画一化された社宅の入居を好まない傾向があり、昭和45年の給与改定時に、地域手当を新設、さら

に住宅委員会答申などを受けて、昭和48年には住宅補助手当を支給するなど、住宅問題の解決をはかっ

ている。それ以後、数回にわたり実情にあった給与改定が行なわれ現在に至っている。

　これら一連の住宅対策の他に、昭和46年制定された勤労者財産形成促進法による財産形成貯蓄制

度、さらには社内預金制度を採用、従業員の持ち家の奨励と貯蓄思想の高揚をはかっている。

　東京には社員クラブ（中野区鷺宮）をつくり出張従業員の便宜をはかるとともに従業員の娯楽施設に

供されている。またインテック富山ビルに併設して従業員食堂がつくられ、福利厚生面の充実がはかられ

てきた。インテック計和会は、従業員の教養娯楽および体育を通じ、従業員相互の親睦をはかる目的で

昭和41年4月に発足、各事業所の設置と同時に支部が誕生、生け花、茶道、謡曲、コーラス、カメラ、バ

スケット、テニス、野球と各地に同好会ができ、活躍している。また夏には従業員が一堂に集まって行な

われる全社キャンプ大会、秋には全事業所選抜による野球大会、ソフトボール大会を富山で開催、各事

業所では春秋の旅行、クリスマスパーティなど多彩な行事が行なわれている。昭和54年1月、インテック

を主事業所として関係会社8社加盟のインテック健康保険組合が設立された（被保険者数1,252名、被

扶養者数758名）、今後は健康保険組合の本来事業である疾病・負傷に対する療養給付、療養費など、

法定給付に加え附加給付の充実を図る一方、保健施設の充実をはかり、健全財政である健康保険組合

をめざしている。
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

技 術 の 変 遷
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

　当社の技術面でのあゆみを前章にあわせ、創立期、全国展開期、技術転換期として、それぞれの期に

おける当産業界の技術動向を背景としてふりかえってみよう。

創立期

【背景】この時代に使われたコンピュータ用素子は従来のトランジスターからIC（集積回路）へと変換され、

小型化、高速化、高信頼性が推進された。また昭和40年に出荷されたIBM‐360シリーズに代表されるよ

うに「ワン・マシン・コンセプト」と呼ばれるファミリー・シリーズが定着した。これは従来のように各機種

が個々バラバラではなく、小型機から超大型機まで一貫した設計思想で統一し、利用者に便宜を計ろう

とするものであった。

　ソフトウェアにおいてもCOBOL、PL/1等の高級言語の発達と同時に、オペレーティング・システムが飛

躍した時代であった。とくに、スループットの増大を目指した多重処理技術を中心として資源の効率的活

用、オンライン等の多次元的処理を可能とする高性能オペレーティング・システムが実現した。

　外部記憶装置の主体は、従来の磁気テープや磁気ドラムから次第に磁気ディスクへと移った。同時に、

高速メモリから低速メモリまでを調和よく配分した「メモリ・ハイアラーキ」が導入された。

【当社の設備】当社が設立された昭和39年はコンピュータが発明されてから18年、また国産商用機が利

用されてからわずか4～5年という幼年期であり、新技術が2～3年で陳腐化するという激しい技術革新

の最中であった。

　当社における最初のコンピュータは、UNIVAC‐120というPCS（パンチカードシステム）であった。プ

ログラムはパッチ・ボードで配線する外蔵方式であり、ファイルやトランザクションはカードで保持し、作

業もほとんど人手によるものであった。

　昭和41年に導入したUSSCは、磁気ドラムを主記憶装置にしたプログラム内蔵方式のものであり、磁

気テープ装置を外部記憶として持つ本格的なコンピュータであった。これにより、処理能力は一躍数十倍

となった。

　その後、国産機の性能が飛躍的に向上し、東京進出を契機として、昭和42年に三菱電機製

MELCOM3100/10Tを導入し、処理能力はさらに10倍となった。プログラム言語は従来の機械語から

Macro‐Coderへと転換し、プログラムの生産性が向上した。

全国展開期

【背景】ハードウェアはICに代って、LSI（大規模集積回路）が利用されるようになり、ますます高性能化、

低価格化に拍車がかかった。主記憶装置も従来の磁気コアに代ってLSIが用いられた。また昭和45年に

発表されたIBM‐370シリーズでは、VS（仮想記憶）という新概念が採用され、以後この思想が定着し、

利用者は物理的制約から解放された。

　ハードウェアの飛躍的な発展により、利用分野も社会活動のあらゆる方面に広がりをもつようになった。

とくに、企業体におけるコンピュータ利用の理想像としてMIS（マネージメント・インフォーメーション・シ

ステム）が脚光を浴びたが実現には至らなかった。

　処理形態として、従来のバッチ処理に加えて通信回線と結合したオンライン処理技術が発達し、金融

業を筆頭に数多くのシステムが稼動を始めた。また同様に、TSS（タイム・シェアリング・システム）サービ

スが電々公社、電通国際情報サービス、当社など数社から提供された。これらは即時処理、あるいは会
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話型問題解決として、時間と距離を超越した新しい効能をもたらし、コンピュータ・ユーティリティが一層

促進された。

【設備の拡大】当社が、富山計算センターからインテックへと社名を変更したのは昭和45年であるが、こ

の時期は名実ともに富山から全国規模に拡大した頃である。昭和44年頃から事業所の全国主要都市へ

の展開が始まり、それと同時に激しくコンピュータの増設とレベルアップを繰り返した。昭和45年～46年

に富山、名古屋、東京等に導入したMELCOM 3100-40D、FACOM 230-25は、外部記憶装置に磁気ディ

スクを採用した機種であり、アプリケーションシステムの作り方やオペレーションの方法に多くの影響を与

えた。また、昭和47年に東京で導入したMELCOM 7700は多次元処理を可能とした最新鋭の大型機で

あり、以後に展開される通信回線利用型サービスの基礎となった。

【標準化活動】当社設立当初からいち早くZD運動の導入など、内部の生産性向上のために数多くの施策

が行われてきたが、技術面では昭和45年からの技術標準化活動が大規模なものであった。これは一般、

システム設計、プログラミング、オペレーション、データ、穿孔の各部門の作業を詳細に分析し、手順と内

容を標準化したもので、合計64項目に及んだ。

　当時はまだソフトウェア危機という言葉はなかったが、高性能化するハードウェアに比して、それ以外

の立遅れをいち早く認識し、生産性の向上と品質向上に対応したことは特筆される。

　また、この標準化の設定と運用にほとんど全社員が参加したことで、専門業者としての生産性という思

想が個々の社員に植えつけられた意義は大きい。

　標準化の目次リストは次のとおりである。

　〔一般事項〕 

　標準設定要領 

　標準改訂要領 

　標準廃止要領 

　標準保管要領 

　情報処理用文字 

　情報処理用流れ図記号 

　事務処理用使用用紙 

　標準書の作成基準 

　事務分析用流れ図記号 

　情報処理用語 

　プログラムの登録廃止手続 

　プログラム登録簿の保管配布要領 

　プログラム登録簿記入基準 

　社内コードの設定 

　〔システム設計〕 

　仕様書作成手続 

　仕様書保管配布要領

　仕様変更書作成基準

　システム設計仕様書作成基準

　プログラム仕様書作成基準
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　プログラム仕様変更書作成基準

　作業報告書の作成基準

　RUN-NOの決め方

　内部ラベルの決め方

　外部ラベルの決め方

　プログラム処理略称

　システム設計の基本的な考え方

　インプット帳票設計基準

　アウトプット帳票設計基準

　言語選択の基準

　〔プログラミング〕

　プログラム・フローチャートの書き方

　プログラム説明書の書き方

　タイプイン・タイプアウト・メッセージ

　フローチャート・パターン集

　TABLEの処理 

　プリント・リカバーの処理 

　テスト・プリントの方法 

　M7000用コボルプログラム作成基準 

　〔オペレーション〕 

　オペレーショシマニュアル作成基準 

　ランチャート作成基準 

　インプット・データの管理法 

　MT管理法 

　DP管理法 

　用紙管理法 

　磁気テープの貸出し依頼手続 

　計算機操作基準（FACOM230-25） 

　　〃　（FACOM230-45S） 

　　〃　（M3100/10T-40D） 

　　〃　（M 7700） 

　デバック依頼の方法 

　作業報告書の記入基準

　事故処理法

　作業依頼票の記入基準

　プログラム管理法

　磁気テープ廃却基準

　〔データ〕

　インプット・データの受渡基準



57

　インプット・データの管理基準

　アウトプット・データの検査基準

　アウトプット・データの受渡基準

　業務別作業マニュアル作成基準

　〔穿孔〕

　作業依頼票、作業日報の記入基準

　作業報告書の記入基準

　得意先マスターの作成基準

　データの保管基準

　穿孔機、検孔機の操作基準

　穿孔機、検孔機のトラブル処理 

技術転換期

【背景】コンピュータを支える半導体の技術革新が目覚しく進歩し、情報システムに広く影響を与えた。そ

の一つは、ハードウェア・コストの低下であり、そのため相対的にシステム開発、メンテナンス等のソフト

ウェア費用の増加が著しく「ソフトウェア危機」が認識されるようになった。これまで経験的に作られてい

たプログラムについても、ボーム・ジャコピニ等の学者によって学問的に解明がなされたことを端緒として

IPT（Improved Programming Technology）、ISDOS（Information System Design and 

Optimization System）等、ソフトウェア工学の見地から数多くの手法や道具が開発され試行されるよう

になった。

　もう一つの影響は小型機、ミニコン、端末機価格と性能に影響を与えた。小型機では特にオフィス・コ

ンピュータが著しく進歩し、利用層の底辺を拡大した。さらにマイクロ・コンピュータが出現し、端末機の

性能向上と多様化に貢献したばかりでなく、家電製品に利用されたり、ホーム・コンピュータとして、一般

家庭に入り込むのも間近いとされている。また事務所においては複写機、ファクシミリ、ワード・プロセッ

サ等がシステム化され「オフィス・オートメーション」として活躍するのも近いと言われる。

　また、このような超小型機の進展は大型機との役割分担にも影響を与え、有名な「グロッシェの法則」

が否定された。これは各地区に分散されている数十のコンピュータをネットワーク化したARPA-NETの

成功を契機として、分散処理概念として確立されたからである。またこれはコンピュータの設計思想にも

影響を与えることになり、各メーカーは相次いでネットワーク・アーキテクチャを開発した。

　さらにARPA-NETで開発されたパケット通信技術は新しい通信技術として定着し、実用通信衛星の

発達と共に世界的規模で実用化されつつある。

【設備の転換とネットワーク化】全国主要都市への事業所展開に伴って次第にコンピュータ保有台数が増

加していったが、業界をとりまく環境、特にコンピュータの激しい技術革新は当社の設備と技術に量から

質への転換を求めた。昭和47、48年に、MELCOM 7700、FACOM230-45Sの大型機の導入を契機とし

てオンライン時代に入った。これらの設備は通信回線機能を持つばかりでなく、多重処理能力を持つ最

新鋭機であった。以後これは東京でのTSSサービス開始、富山でのオンラインサービス開始へと発展し

ていった。回線需要の増加と、法制度面における回線利用制限の緩和を背景に昭和52年に全国回線網

TecAce Netを完成した。これにより社内外に数セットのRBS（リモート・バッチ・システム）を設置したり、

また異機種間のCPUとCPUを結合し、ファイル転送を実現するなど、全国規模で多次元の回線利用型

サービスが可能になった。
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　一方コンピュータの周辺設備においても長年利用された紙カードに代り、昭和48年のキー・ツー・ディ

スクの導入によって作業能率の向上と環境改善に効果を発揮した。その後これはクリーン・データ入力や

漢字入力として質的な転換が行われた。このような人手ばかりでなく昭和46年のOCRジャーナル読取機

や、レーザーOCRなどの自動入力装置が導入された。また出力装置としてCOMや漢字プリンターの導入

が顧客の好評を得た。

　また将来の情報処理サービス業のあり方を予見し、ハードウェア技術の養成を行った。その第1弾とし

て昭和53年にエースメイト‐4を開発し発売した。この技術はやがて社内の生産技術に、あるいはユニー

クなシステム商品の創造に威力を発揮するであろう。

【生産性向上】ソフトウェアの自由化圧力やソフトウェア費用の増大がソフトウェア危機として広く認識さ

れるようになり、昭和49年に国策として設立された事務処理ソフトウェア・モジュール研究組合に当社も

参加し多くの技術成果をあげた。これは昭和51年のJSD設立と同時に出発したプログラム生産技術にも

参加することで引継がれ各種のツールの研究開発が行われている。社内的にも標準化から次第に自動化

ツールの開発と利用に重点が移り、ITL、PALS等のプログラム自動生成ツールや各種のクロス・ソフト

ウェアの利用が盛んになり、オペレーション関連での半自動化やメンテナンス・ツールへの発展も見られる

ようになった。

【ソフトウェア技術の拡充】アプリケーション・ソフトウェアは当社設立初期からすでに多様化していたが、

ベーシック・ソフトウェアなどの本格的ソフトウェアに着手したのは昭和46年のソフトウェア部設置の前後

であった。最も高度のソフトウェアと言われるオペレーティング・システムの開発を筆頭に言語プロセッサ

やユーティリティ等の開発の一翼をになった。

　このようにして培かわれた技術はやがて数多くのオンライン・システムの開発に力を発揮し、昭和53年

度の情報化週間で高性能銀行オンライン・システムは輸出実績も認められ表彰されるにいたった。

　また同時に大規模ソフトウェアのマネージメント技術が蓄積され、100名を超える技術者を動員した日

本鋼管、日本生命等のプロジェクトに発展した。

　昭和52年のリサーチセンター開設は従来の情報処理一辺倒から、さらに一歩進んで調査研究あるい

はコンサルテーションとしての質の高い道を開いた。これは農林省の「農業整備水準設定モデル」開発と

して実現し、多くの成果を残した。

【技術環境の整備】社内基幹会議体のひとつとして技術開発委員会が昭和50年に発足した。この委員会

で激しい技術革新の対応策が論じられ、その結果長期レベルの開発投資、全社プールでの重点投資、部

所間での二重投資の防止等を目的として研究開発制度が実施された。

この制度により実施された研究開発テーマはつぎのとおりである。

 1． ITL（プログラム・ジェネレータ）

 2． PALS（プログラム・ジェネレータ）

 3． 所内電算化

 4． クリーン・データ（入力品質高度化）

 5． TSSパッケージ（見積り積算）

 6． 入力端末機（エースメイト‐4）

 7． 事務処理記述言語（SDL）の基礎調査

 8． TSSパッケージ（在庫管理）

 9． MELCOM80/8用クロスソフト
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 10． マイクロプロセサーI8080用クロスソフト

 11． TSS用端末機（エースメイト‐8）

 12． 漢字入力方式の研究

 13． 手書漢字のパターン認識

 14． オンラインTSS営業資料の整備

 15． 行政情報処理のオンライン化の基本設計

 16． 大企業向人事管理システムのオンライン化の基本設計

 17． DB/DCの研究

 18． X社電算業務の現状調査

　これらは社内の合理化用として、あるいは新商品として次第にその成果が現われつつある。

　また、当社の内外環境を分析し、技術革新によって今後当社が受ける影響を予測した。これは答申書

としてまとめられたが、その評価は10年後を待たなければならない。

　技術的観点からの長期的施策の主要なものはつぎのとおりである。

 1． 既存のサービスに新分野を付加した新しいサービスの創出

　　　1.1　日本における付加価値ネットワーク（VAN）

　　　1.2　国際ネットワークの必要性

　　　1.3　データバンク

　　　1.4　システム事業（ハードウェア＋ソフトウェアによる事業）

 2． 拡大するオンライン需要に対処して処理方式の改革

　　　2.1　分散処理の具体化（NIS）

　　　2.2　ミニコン（オフィスコン）との融合

 3． 運用面において欠陥が憂慮され抜本的改善必要事項

　　　3.1　レディ・メイド製品の商品化

　　　3.2　専門技術の確立

　　　3.3　人件費増に対処できる内部効率化

　また、技術者集団としての職能センターの強化、および教育体系の整備、情報技術者試験への支援、

資格登用制度、研究紀要の発刊など技術者個人の資質向上のための諸施策が実施された結果、大量の

情報技術者試験合格者を得るなどの成果が現われた。
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第14図 当社導入コンピュータの性能向上
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ＦＡＣＯＭ M-160S

ＦＡＣＯＭ M160

ＦＡＣＯＭ M180ⅡAD

ＣＯＳＭＯ700Ⅱ ＣＯＳＭＯ700Ⅱ

ＣＯＳＭＯ500
ＣＯＳＭＯ500

ＣＯＳＭＯ700Ⅱ

ＣＯＳＭＯ700
ＣＯＳＭＯ700

ＭＥＬCＯＭ3100-40Ｄ

ＭＥＬCＯＭ3100-40Ｄ

ＭＥＬCＯＭ3100-40Ｄ

ＭＥＬCＯＭ3100-40Ｄ

ＭＥＬCＯＭ7700

ＣＯＳＭＯ500

仙台

東京

富山

新潟

新川

金沢

札幌

大阪

四国

高岡
名古屋

九
州

ＩＰＡ特定プロ（ＣＯＢＯＬコンバータ）

技術標準化活動の開始

「高性能銀行オンラインシステム」受賞
「エースメイト－4」完成
ＦＡＣＯＭ⇔ＣＯＳＭＯ、ＣＯＳＭＯ⇔ＣＯＳＭＯのＣＰＵ結合

全国規模回線網「ＴecＡce Ｎet」の開始
漢字入出力システム完成

大規模オンライン稼動
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

関 係 会 社 の あ ゆ み
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

はじめに

 　「コンピュータ・ユーティリティの確立」を経営の基本的な理念として「ローカルからナショナルへ」の

スローガンのもとに、全国ネットワーク形成を展開してきた当社の歩みは、関連会社との提携関係をぬき

にしては語れない。

　名古屋、大阪、札幌、九州、釧路への進出は、すべて同業企業への出資（または提携）や地元資本と

の提携という形ですすめられてきた。なかには当社のセンターに完全に吸収されたものもあるが、現在の

子会社は、株式会社札幌電子計算センター、株式会社中部計算センター、株式会社インフォメーション・

サンエンス・リサーチ、株式会社アドインテック、株式会社インテック興産、株式会社日本インテック技研、

第16図 関係会社の系列図
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福岡流通コンピュータ株式会社、ティ・シー・シー株式会社の8社を数え、その年間売上高（52年度）は、

25億6千万円に達している。

　当社は、これら関連会社と「緊密な連携のもとに、経営の健全化を図り、総合的に事業の成長と発展

を期する」ために、昭和49年2月、「関連会社管理規程」を策定した。当社と関係会社の関係は、支配・

被支配の関係ではなく、互いの独立性を尊重しつつも運命共同体として共に栄てえていこうとする明朗で

協調的な関係であり、それは「インテック・ファミリー」という表現に端的にあらわれている。

　第四次3カ年計画において、「総合情報システム業への指向」を標榜する当社にとって、今後とも関連

業種への経営参加と既存子会社の育成はきわめて重要な課題であるといえよう。

　ここに関係会社の概要を記録にとどめたい。

日本コンピュータダイナミクス 株式会社（NCD）

　同社は、昭和42年3月、「少数精鋭主義のもとに社員1人1人の個性を引き出し、技術レベルの高いソ

フトウェアマンの育成」を経営理念として設立されたソフトウェアハウスである。わが国に本格的なソフト

ウェアハウス、日本ソフトウェアが、日電、日立、富士通によって設立された前年の41年の設立であり、そ

の意味でNCDは、ソフトウェアハウスとして草分け的な存在である。

　同社は、下條武男氏により、資本金100万円をもって設立されたが、当社は設立時に20％を出資、金

岡幸二が取締役に就任している。

　NCDは、NHK視聴率システム、選挙予測システム、労働省産業関連分析システム等公共的なシステム

開発に参加し、着実にその技術力を高めてきており、45年には、アラビア石油の各種システムの受注に

成功している。

　また、49年には当社とともに、通産省の事務処理ソフトウェアモジュール研究組合に参加するなど中堅

ソフトウェアハウスとして成長をつづけてきた。

株式会社 中部産業計算センター

　同社は、昭和43年8月22日、資本金250万円をもって現在の所在地名古屋市中村区名螺ビルに設立さ

れた。中部産業近代化研究所代表　沖野永保氏（25％）と当社（75％）の出資によるものであるが、主

な業務は穿孔受託であった。代表取締役に沖野永保氏と当社金岡幸二が就任した。

　当社が中部産業計算センターを設立したもうひとつの目的は、インテックの名古屋進出の足がかりとす

ることであった。そのため、設立と同時に、同社内に「インテック名古屋事務所」が開設されている。

　同社は、以後、インテック名古屋センターの穿孔部門としての役割をも担いながら順調な発展をつづけ

今日に至っている。

　インテック派遣の代表取締役も、金岡、前田、藤間と代ってきたが、業務も穿孔受託のみならず、穿孔

社　長 下　条　武　男

取締役 小　黒　節　子

　〃 金　岡　幸　二

監査役 中　尾　哲　雄

　〃 吉　原　賢　治

資本金 1,000万円（当社出資率30％）

従業員 34名（53年12月末）

住　所 東京都港区南青山5－1－10
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要員、システム要員の派遣へと拡大しつつある。

株式会社 三協ビジネスセンター

　同社は、昭和41年7月、パンチセンターとして東京都に設立された。

　インテックは東京進出に際して、穿孔部門が必要となったので、昭和43年8月、同社に出資して子会社

とした。以後、昭和47年にいたるまで、同社はその目的を果たしてきたが、昭和48年3月には、資本金を

350万円に増加し、一段ときびしくなった都内でのキーパンチャー求人難解決のために新潟に進出するこ

ととなった。

　しかし、昭和48年秋のオイルショック後の景気後退によって、パンチ業界も影響を受け同社は大幅な

欠損計上を余儀なくされたのであった。

　昭和51年6月、子会社の整理統合方針によって、同社の業務は株式会社日本インテック技研に継承さ

れた。

　同社は、インテックの子会社管理体制、穿孔会社経営に多くの反省と教訓を残して、昭和53年3月末

日をもって実質的に解散することとなった。

株式会社 インフォーメーション・サイエンス・リサーチ（ISR）

　同社は、昭和45年10月、許斐正明氏、若宮達夫氏の若手コンビによって設立され、交換機の自動設計

プログラム、ミニコンの制御システムの開発など技術計算プログラム製作を主として手がけてきた。

　昭和48年4月に当社が株式50％を取得し、経営に参加、以来、当社ソフトウェア部のアシスタント的役

割を果たしてきたが、本来、技術者である許斐、若宮両取締役の意向もあって、昭和53年8月、当社が

100％の株式を取得し、完全子会社となった。当社は代表取締役に斉藤宏（ソフトウェア部部長）を派遺、

以後、当社ソフトウェア部との連携は一層強化され、今日にいたっている。

会　長　 沖　野　永　保

代表取締役社長 藤　間　嘉　文

取締役　 野々田　　　博

　〃　 前　田　正　彦

　〃　 高　津　忠　彦

監査役　 中　尾　哲　雄

　〃 滑　　　尚　真

資本金 500万円（当社出資比率75％）

従業員 83名（53年12月末）

住　所 名古屋市中村区椿町17－15

代表取締役 斉　藤　　　宏

取締役　 許　斐　正　明

　〃　 若　宮　達　夫

　〃　 伊　藤　　　孝

監査役　 中　尾　哲　雄

資本金　 800万円（当社出資比率100％）

従業員　 18名（53年12月末）

住　所　 東京都港区虎の門2－6－7
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株式会社 アドインテック

　同社は、昭和45年12月、坂東清種氏等により、「SP企画」の社名で創業された。広告企画、セールス

プロモーション、マーケットリサーチ、各種印刷を主要業務としたが、ことに同社の発刊する月刊誌「と

やま21世紀」は、タウン誌として長く市民に愛されてきた。

　しかしながら、昭和46年1月、資本金250万円をもって法人化をし、事業を拡張したため経営に破綻

をきたし、昭和48年8月、当社が全面的に経営に参画することとなった。

　まず、社長に金岡幸二、常務に中尾哲雄を当社から派遣し、社名をアドインテックに改称、750万円の

資本金を10分の1に減資、経営の立直しがはかられてきた。

　当社がアドインテックを傘下におさめたのは、印刷、調査、広告などを営む同社は広義の情報産業で

あり、総合的な情報産業を指向するインテックグループの裾野を形成していくものと期待されたからで

ある。

　以来、「インテック・ファミリー」、「けいわ」などの製作も担当、広告代理業として順調に発展、52年度

には2億円をこえる売上を達成するにいたっている。

ティ・シー・シー 株式会社（TCC）

　TCCは、昭和40年、高千穂交易株式会社のコンピュータ部門として発足、業容拡大に伴い、昭和46

年1月に独立した。

　東京、大阪にバロースB4700を配し、48年3月には北海道へ進出している。

　主要業務は、病院システム、漢字システムを利用した図書館業務、通信販売管理業務等であるが、とく

に同社のMEDI－PACK SYSTEMは広く利用されている。

　高千穂バロース㈱のバックアップセンターとして利用されたこともあって、売上は順調に伸び、49年には

15億円に達するが、高千穂交易㈱とバロース社の提携関係の解消、高千穂交易㈱の経営破綻があって、

TCCは昭和51年2月、当社の全面的な支配下に入ることとなった。同年1月24日の日経産業新聞は、つ

ぎのような解説を載せている。

　「情報処理業界が4月1日からの100％資本自由化を前に、早くも再編成機運を高めだした。業界大手の

インテックが、高千穂交易の100％出資会社で、有力情報処理業のTCC（鍵谷武雄社長）を買収、近く

吸収合併することが決まったためだ。1,000社以上もあって、過当競争気味の業界がそのままの状態で自

由化本番を迎えると、外資とたち打ちできないとみる通産省の意向も、今回の買収－合併劇に反映してい

るとみられるだけに、同業他社、とくに大手情報処理各社に波及するとみるむきも出きてきた。・…」

　この記事、「自由化を控え通産省が音頭」の見出しが付けられ、業界の大きな話題となった。

　当社は、社長に金岡幸二、取締役に中尾哲雄（総務財務担当）、松野勲（大阪支社担当）を派遣、以後、

代表取締役 中　尾　哲　雄

取締役　 金　岡　幸　二

　〃　 谷　沢　裕　平

　〃　 坂　東　清　種

監査役　 青　山　啓　七

資本金 800万円（当社出資比率100％）

従業員 11名（53年12月末）

住　所 富山市桜橋通り1－18
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遊休設備の整理、処理部門の一体化（B4700の廃棄）、人事の交流等を進めてきたが、いよいよ、54年1

月1日をもって穿孔部門を除く全社員73名がインテックに移籍することとなり、業務についても、大阪支

社は完全にインテック大阪センターに吸収されることとなった。

　今後、TCCはそのブランドを生かして、医事関係、大学教務、図書館関係業務等の専門センターとし

て存続させることとなっている。

株式会社 インテック興産

　昭和50年1月11日、同社は、インテック富山ビルの管理を目的として設立された。

　その後、損害保険代理業、ビル空調設備等の保守業務にも進出し、順調に発展、今日にいたっている。

社　長 田　中　文　作

取締役 金　岡　幸　二

　〃　 青　山　啓　七

取締役　 田　守　　　毅

監査役　 中　尾　哲　雄

資本金　 400万円（当社出資比率50％）

従業員　 15名（53年12月末）

住　所　 富山市奥田本町8－24

社　長　  金　岡　幸　二

取締役総務部長 中　尾　哲　雄

取締役営業部長　 矢　沢　三千穂

取締役大阪支社長　 松　野　　　勲

取締役業務部長　 秋　元　順　昭

監査役　  青　山　啓　七

資本金　  4,000万円（当社出資比率81％）

従業員　  80名（53年12月末）
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株式会社 日本インテック技研

　昭和48年5月、インテックへのオペレータ派遣を目的として設立された「日本情報技研」と当時インテッ

クの系列にあった「日本ジーイーエム」ならびに「三協ビジネスセンター」の三社を整理・統合する目的を

もって、日本インテック技研は設立された。

　創立総会は、50年10月7日、初代社長に金岡幸二、取締役に武井昭、田守毅、秋元順昭、斉藤宏が選

任されている。

　同社の主要業務は、情報処理技術者の養成と派遣、FMの受託、穿孔業務受託等であるが、当社の

必要とする要員の補完もその一つであった。

　その後、三菱電機と代理店契約を結び、ミニコンの販売部門にも進出、要員数も着実に増加している。

福岡流通コンピュータ 株式会社（FDC）

　同社は、福岡市の流通業務団地（運輸、卸、倉庫業が集団化）のなかに、資本金3,000万円をもって昭

和51年2月に設立された。

　出資比率は、インテック60％、福岡流通センターが30％、西日本新聞社が10％となっている。当社は、

この合併会社を足がかりとして、「インテック九州センター」を設置した。

　FDCは、51年、52年と創業の苦しみを経て、53年には流通団地内の受注も増え、軌道にのりはじめて

いる。

社　長 森　本　　　一

取締役部長 武　井　　　昭

取締役　 小　峯　芳　平

　〃　 下　條　武　男

監査役　 中　尾　哲　雄

資本金　 1,000万円（当社出資比率75％）

従業員　 93名（53年12月末）

住　所　 東京都港区虎の門2－6－7

代表取締役社長 牧　瀬　忠　倶

代表取締役 金　岡　幸　二

常務取締役 古　川　　　武

取締役 村　上　憲　隆

　〃　 山　木　清　一

　〃 松　平　直　寿

監査役 中　尾　哲　雄

　〃 木　道　順　一

資本金 3,000万円（当社出資比率60％）

従業員 12名（53年12月末）

住　所 福岡市東区多の津1－7－1
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

創立　昭和39年
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

　昭和39年1月、当社は、富山地区の代表的企業数社の共同計算センターとして発足した。当時使われ

ていたマシンはパンチカード・システム（PCS）であり、現在のマシンに比べると非常に単純なものであっ

たが、“電子計算機”という言葉自身がまだ耳新らしい時代であった。もちろん北陸地区においては初の

試みであり、西　泰蔵、金岡幸二らは昭和38年頃より早くもコンピュータ・ユーティリティの理想のもと、

発起企業らと語らい創設の準備を進めていた。発足当時の従業員は17名であった。いずれもコンピュー

タにたずさわるのは初めてという人々で、せいぜい今ほどに精緻ではない入門書の1～2冊を読んだてい

どの知識しか持っていなかった。

　1月から3月末は準備期間で、この間に交替で東京の日本ユニバックでの研修、キーパンチャーの採用・

訓練、システム・サベイ、プログラミング、マシン導入・調整、データのコードづけ、マスター作成、テスト

ラン、営業と、1人何役もこなさなければならないめまぐるしい日々が続いた。

　4月に本番開始となってからの忙しさは、現実に追われるという形でさらにきびしさが加わった。だれ

かが壁にぶつかると、皆で額を寄せ集めて解決の糸口を見つけながら一歩一歩手さぐりで進んでいたよ

うな感がある。

　当時を偲ぶ手掛りとして、ここに、北日本新聞に掲載された関係記事を2つと思い出の記、数葉の写真

を紹介する。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和39年1月13日

株式会社富山計算センター正式に発足す

　さきに設立が発表された株式会社富山計算センターは1月11日午前11時より電気ビルで創立総会が開

かれ、正式に富山県初の共同計算センターとして発足することになった。

　創立総会で、選任された役員は下記の通りである。

　代表取締役社長 西　　　泰　蔵 （TKA株式会社社長）

　代表取締役専務 金　岡　幸　二 （北陸製塩工業株式会社取締役）

　取締役 金　岡　又左衛門 （株式会社富山相互銀行社長）

　取締役 舟　木　信　成 （富山地方鉄道株式会社常務）

　取締役 森　丘　正　唯 （株式会社北日本新聞社社長）

　取締役 新　田　嗣治朗 （日本海ガス株式会社社長）

　取締役 塩　井　幸次郎 （株式会社広貫堂社長）

　取締役 綿　貫　民　輔 （砺波運輸株式会社社長）

　取締役 横　山　四郎右衛門 （北日本放送株式会社社長）

　監査役 品　川　忠　蔵 （富山交通株式会社社長）

　監査役 細　川　永太郎 （細川機業株式会社社長）

回　顧
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定款によるセンターの業務内容は

　⑴経営上の諸計算並びに諸統計の受託代行業務

　⑵経営上の諸企画並びに諸調査の受託代行業務

　⑶技術上の諸計算並びに諸調査の受託代行業務

　⑷経営改善に関する各種設備機器の導入業務及び販売

　⑸事務活動及び生産活動に関する自動化設備機器の導入業務及び販売

　⑹その他上記に附帯する業務

　で資本金4,000万円（当初払込1,000万円）とし、本社事務所は富山市入船町31番地（旧北日本放送

送信所）TEL（2）7770に決った。

　設置機械はユニバック120型電子計算機を中心として18台、従業員は女性キーパンチャー 10名をはじ

めとして、男子プランナー、オペレーターなど約20名の陣容である。

　計算受託業務は4月1日より開始する予定で、将来は高岡市にも支店を置く計画である。

　なお、計算センターのスタートに当って1月16日～17日の2日間、同センター主催で第1回の計算センター

活用法セミナーが電気ビル5階講堂で開催される事が同時に発表された。

　当日のプログラム（概要）は次の通り

　講　師 富山県商工労働部長 小　林　　　謙

 東京計算センター常務  経営士 奈　良　総一郎

 経営士 滝　沢　松太郎

 日本レミントンユニバック計算センター・計算課長 西　沢　萬　里

　講　題 経営近代化と電子計算機

 経営の機械化

 最近の事務機械化の傾向

 計算センターを活用して経営改善に成功した事例

 全国の計算センターの動向

 計算センター活用の目標

 計算センターを利用する場合の準備について

　申込方法 株式会社富山計算センターへ電話申込（②7770）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和39年3月24日

富山計算センター開所式

　既報の様に本年1月20日富山市入船町（電話2－7770）旧北日本放送社屋内に設立された㈱富山計算

センターは、本24日13時、社長西泰蔵氏を始め、各役員・創立関係者により開所式を挙行し、直ちに計

算業務を開始した。

　㈱富山計算センターは、富山相互銀行㈱、富山地方鉄道㈱、北日本新聞㈱等県内有力企業が出資し

た電子計算機を中心とする事務代行会社であり、国内で注目されている新規企業である。

　本日よりの計算センター営業開始により、日本海ガス㈱のガス料金計算を始めとし、県内有力企業の

計算業務はもとより、単能事務機械の導入さえ困難であった中小企業の諸事務をも一足とびに電子計算

機の利用を可能にし、各企業の合理化が促進されることとなった。

　また県民の目に直接、センターの電子計算機による給与明細書、諸請求書、ガス料金領収書等が入る
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こととなり、電子計算機も生活の一部となった。

　計算センターは、電子計算機による高級な計算、作表技術を縦横に使用するが、各企業のセンター利

用法は、極めて簡単であり必要な計算結果や帳表、経営資料の様式を示せば、それにいたる過程は、調

査をはじめ原始伝票様式にいたるまで、全部センター側で引受け、どの会社でも手軽にこれを利用でき

ることになっており、県内企業の福音である。

　私と金岡さんとのつながりは、金岡さんが北陸製塩工業株式会社の企画部長をしておられ、私は北陸

電力株式会社の副社長であり、また大谷製塩株式会社という会社をもっていたことから始まった。当時、

金岡さんは、海水の総合利用（食塩、マグネシアクリンカー、臭素等の抽出）という日本的プロジェクトを

大日本精糖㈱、日本鋼管㈱、北陸電力㈱等の共同出資により、新しい技術として手がけておられた。

　昭和38年、私はTKA、加越能鉄道株式会社、高岡文化ホテル株式会社の社長をしていた。

　その頃、金岡さんからコンピューターの地域的共同利用の重要性を聞き、新たに計算センターを設立し

てはどうかとの話があった。そして発起人の方 よ々り、社長をやってもらえないかとの話があった時、コン

ピュータのことはあまり分らないし、すでに3社の社長をやっているのでちゅうちょした。しかし、金岡さ

んの良いと思うことならまちがいないだろうし、資本金1,000万円の小さな会社ならなんとか責任がもてる

だろうと引受けることにした。

　ちょうどその頃、北日本放送株式会社が新しいビルを建て引越したばかりで、旧送信所が空いていた。

ここは、放送局であっただけに空調設備も容易であり、コンピュータを入れるのに特別な工事も必要とせ

ず、うってつけの場所だった。そこで計算センターを設立するからここを貸して欲しいと、当時北日本放

送株式会社の社長をしておられた横山四郎右衛門さんに頼んだ。当時、一般事務所は完全な空気調節な

どせず、まだ扇風機を使っている状態だったから、本当に良い場所が見つかったものだと喜んだことを記

憶している。また、1,000万円の資本金を集めるのに、富山相互銀行の金岡さんを中心とし、私の親しく

している地鉄の舟木さん、北日本新聞の森丘さん、日本海ガスの新田さん、広貫堂の塩井さん、トナミ運

輸の綿貫さん、北日本放送の横山さん、富山交通の品川さん、細川機業の細川さんらのところを回り、

1,000株から2,000株ずつ持ってもらい役員になって欲しいと頼んだ。50万円か100万円といえばそう大き

い金額でもないし、みなこころよく引受けてくれた。

　東京で日本ユニバック株式会社の長沢社長と逢い、初めは最小設備を1セット入れ、ユニバックも技術

支援し、様子をみながら、うまく行けば徐々に設備や規模を拡張する、という話合いをした。なにしろ、

海のものとも山のものとも分らない新しい事業であり、一抹の不安はあったが、金岡さんも一生けんめい

勉強するというし、何とか行けるのではないかと思った。それでもまあ1,000万円くらいの規模で10年くら

いは続けなければならないと思い、今日のような発展は予想できなかった。しかし3年もたたない昭和41

年にはコンピュータが3台になるし、新潟に支店をおき、倍額増資をするほどの成長であった。その後日

本ユニバックの機械が4台にもなったが、種々な事情から、富士通株式会社、三菱電機株式会社の新し

い機械を購入することになり、こちらもそれに応えてどんどん仕事を受注するという状態で、思いがけな

“創業当時を偲んで”

相談役元社長

西　　　泰　蔵
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い発展をとげた。これは、人並以上の努力や創意とともに、ちょうどうまく時代の波に乗ったということも

あろう。

　昭和43年5月、資本金4,000万円になった頃からは、もう金岡さんの努力で事業のはずみがついてきた。

資本の方も、新しい株主を集め6,000万円、2億3,000万円、3億2,000万円とつぎつぎに増資していった。

私は金岡さんにはもう十分社長の資格が備わったと思い、昭和45年にその席をゆずり会長になった。昨

年、もう80才ということで相談役にさせてもらったわけである。私がお手伝いして北陸の地に新しい企業

が生まれ、全国に大きく伸びている状態をみると、ほんとうにうれしく思う。今後も、金岡社長を中心とし、

役職員の皆様が、ますます努力され、世界に向ってはばたき、立派な企業にするよう、お祈りします。

　あらためて創立期を回想しようとしても、15年の長い年月を経た昔のことであり、当時のこともほとん

どが忘れ去られ、思い出すことができないのである。

　うろ覚えながらの記憶をたどってみると、やはり創立期ならではの、失敗談、苦労話が懐しい思い出と

して涙とともに浮び上ってくる。

　当時は、今日とちがい、コンピュータはわれわれの身辺からはほど遠い存在で、世間一般からあまりよ

く知られていない時代であり、したがって“計算センター”なる言葉も耳新しいものであった。

　創立期のメンバーの中にも、コンピュータの専門知識のある人は少なく、もちろん、私の当時のコン

ピュータ知識なども「ボタンさえ押せば何でも質問に答えてくれる魔法」ぐらいにしか思っていなかったの

である。今から考えるとまことにこっけいな話ではあるが当時は真剣なものであった。

　このていどの知識しかないものが、他社のコンピュータ化に取り組みはじめたわけであるから、それら

にまつわるエピソードも多い。

　当時、某社の機械化を検討するにあたって某課長に呼ばれた。“計算センターとは……”の説明から始

まって、機械化のメリット、システム設計内容等についてコンピュータの専門技術者、すなわち、今日でい

うSE（システム・エンジニア）のつもりで無我夢中、自分なりに説明したつもりであるが、課長の反応は

今一つピンと来ないようである。なおも私が説明しかけると、課長も堪忍袋の緒が切れたのか「君!!コン

ピュータとはボタンを押せば何でも出て来るのではないかねエ……。」と一喝されたのである。今から見れ

ば笑い話であるが、当時の私の心境たるや？……

　コンピュータがわからないと同様、入社当時私なりに描いていたコンピュータマンに対するイメージと、

現実との違いの大きさにも驚いたものである。未知のものに対する期待の中にも、一抹の不安が同居し、

何かバラ色の夢を与えてくれるのではないか？ぐらいの期待をもってこの世界に飛び込んだのではあるが、

現実はそんな甘いものではなかった。知らない者同志の小集団が、試行錯誤しながら、新しいものを築き

あげていこうというのであるからそれなりの苦労も多かった。特に当時のコンピュータは、カードを媒体と

したパンチカードシステムであり、今日のような磁気テープやディスク装置があるわけではなく、人がカー

ドの山と相撲をとりながらの肉体労働なのである。

　ただ、ここで困ったことは、忙しい時になると、1～2週間も会社に泊り込みで帰宅しないような事もた

“魔法とコンピュータ”

大阪センター所長

松　野　　　勲
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びたびで、一般のサラリーマンの勤務からは想像できない状況にあった。私などは、日頃から真面目人間

だった（？）せいか、いくら仕事だといっても家族から信用されず、10年以上たった今日にその後遺症が

残り、遅い帰宅には余り信用がないようである。

　以上のような厳しい職場環境にありながらも、新しいものをみずから築いていくのだという気迫が全員

に満ちていたことが、特に印象強く残っている。

　当時のコンピュータ利用の知識の低さは、一部企業を除いて前述の挿話からご想像いただけるような

ものであった。それがこの10数年の間に目ざましい技術革新とともに、時代の花形となり、我々の身辺か

ら切っても切れない存在となった。だから私にとってこの草分け時代がより一そう懐かしいのかもしれな

い。

　「井田さんにはキーパンチ・インストラクターをやってもらいたいと思います。」入船町旧北日本放送局の

一室で金岡専務からそう云われたのは38年12月頃であったかと思う。「とんでもない」私は心の中で手

を振った。指をすばやく動かすことなど、小学校のそろばん以来もっとも苦手とするところである。それを

人に教えるなんて！あたりを見回すと小さな電気ストーブを囲んでいる数人の未来の“富山計算センター

職員”はすべて男性。紅一点の私はどう考えても最適任者といわざるを得ない。「仕方がない」私は観念し

た。

　39年1月早 上々京、初めての経験である心細いアパート生活をしながらの1ヶ月間の研修が始まった。

　最初の1週間は日本ユニバック本社でのキーパンチ・インストラクターのための講習。次の1週間はPCS

全般のオリエンテーション。最後の2週間は東京計算センターにおいて、キーパンチの実習とスーパーパ

イザーの見習い、という研修内容であった。最初の予想通りミスパンチばかりしている私は、パンチ歴10

年という人達の中に混っていつもみじめな思いをしていた。あまりの下手さ加減に自分に愛想が尽きかけ

た時、私は“何がミスの原因なのだろう？”と開きなおって考えた。何枚ものミスカードをアパートへ持ち

帰り、それと伝票フォーム、カードフォームの関係を分析し、パンチ・マシンのキャリジ・リターン・ストッ

パー、ラッチのセット等の絡み合った関係から、“このような場合は、こういうミスが起りやすい”という

一応の関連づけが得られた。

　2月4日、夜行列車で富山へ着いたその日の午前中、新聞で、公募された幾人かのキーパンチャー志望

者の適性検査を行った。幸い優秀な方々を8名採用して頂けたので、すぐに猛訓練が始まった。私は習っ

て来たことをお伝えすると同時に自分自身で体験した“ミスを起しやすい場合”を特に強調して説明した。

　適性抜群の方々ばかりだったので、私の杞憂などすぐ吹き飛ばされ、日に日にスピードは上がり、間も

なく4月1日から開始される日本海ガス株式会社の料金調定業務のための大量のマスターカードの作成に

とりかかった。このデータはカナ文字の氏名が入っていたので、初心者にはなかなか大変で、毎日夜の10

時頃迄かかって氏名の読み合わせや修正などが繰り返された。当時は新規業務がつぎつぎに入って来る

ため、マスターの大量データ作成が相次ぎ、時には徹夜になることさえもあった。みんなよく頑張ったもの

だと思う。

“私のキーパンチ・インストラクター”

社長室主査

井　田　悦　子



　41年3月、新潟事業所開設に備え、キーパンチャー教育のため、新潟で過した10日間を最後に私のキー

パンチ・インストラクターとしての経験は終った。市町村業務受託と同時に、始めてプログラム内蔵方式の

テープベースUSSCが導入され、私はシステム要員の1人に加えられたからである。
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写真説明

①　39年、社員17名でスタートした入船町の北日本放送局跡の社屋。前庭に広い芝生があり、

休憩時間には女子社員等はここに座っておしゃべり、男子社員はキャッチボール等を楽し

んだ。

②　当初のパンチルーム。ユニバック90欄一斉穿孔方式のパンチマシンが8台。北陸地区に

は新しい職業であったためキイパンチャーは全員未経験者。2月に採用後、4月1日の本番

業務に備え猛訓練、マスターカード作りときびしい毎日が続いた。時には徹夜におよぶパ

ンチ作業もあった。

③　最初の作業着は明るいブルーグレイのラグラン袖のゆったりしたスモックで、えりとポケッ

トの縁に白のステッチをきかせてあった。

④　ソーター。90欄カードにパンチされたデータをソートする。右側のカードホッパーにカード

を積み上げ、キイのカラムをボタンで指定し、13個のスタッカーに分類する。これをキイの

桁数回繰り返してやっと分類ができあがる。途中のカードジャムには泣かされたものであ

るが熟練するに及んで神技を発揮する人もいた。

⑤　PCSの頭脳U－120。条件判定、四則演算等を左側に見えるパネルボードに配線でプログ

ラムする。このパネルをU－120の中にはめ込んで、データカードを流すと計算結果が、カー

ドの余白にパンチアウトされる。そのカードをラインプリンターに流して最終帳表がアウト

プットされるわけであるが、パネルの接触不良、真空管の過熱などでも計算ミスを起し、

苦労させられたものである。

⑥　40年春、社内旅行の千里浜で。この頃は人員も約30名に増え、日頃の悪戦苦闘から解放

され陽光の一日を楽しんだ。後列左から本波（現）、小森（現）、砂溜、井田（現）、片岡、

村田（現）、金岡（現）、川又（現）、武隈、田口、小又、砂溜、竜沢　前列左から松尾（現）、

岩田、宮崎、高柳（現）、中田、田中（現）、島
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

5周年　昭和44年
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

　昭和44年は当社創立5周年に当たる。この時すでに、当社は富山・東京・名古屋・新潟の4カ所に事業

所を広げており、この年の新年祝賀パーティには各地区事業所に散らばった250名の社員が一堂に会し、

創業期の困難を乗り切り全国規模計算センターを目指して着 と々発展している今日を喜び合った。

　この時の専務取締役、現金岡社長の年頭の挨拶は次のとおりで、全社員に対しコンピュータ・サービス

業の社会的使命の自覚と、パイオニアとしての目的意識の高揚をうながすものであった。それはその後の

10年間にみられるような発展を暗示する力強い呼びかけであった。

　昭和44年とともに、当社創立5周年のよき日を迎えましたことはまことに御同慶の至りであります。殊

に、250名におよぶ社員ならびに、4月新入予定社員の皆様と一堂に会し、祝賀の式を持ち得ましたのは

欣快にたえません。

　顧みますと、当社は、昭和39年1月11日、富山市入船町の一角に、17名の社員により業務を開始いた

しました。その後5年にしてかくも多数の社員を擁し、富山・東京・名古屋・新潟にわたる、全国規模計算

センターに急速に発展いたしましたことは、誰も予見し得なかったのであります。これ偏えに、必死に社

業に尽された社員諸君の努力と、これを温かくお見守り下さった多くの方々のお力添えによるものと、感

謝の他ないのであります。また、この成果を挙げられました先輩社員とともに勤務されようとする採用予

定社員の、今後のご健闘を期待するものであります。

　ここに、日頃考えております情報処理産業としての当社のあり方、それに奉職いたします心がまえの一

端につきお話申上げ、新年のことばとともに5周年を迎える決意といたしたいと存じます。

　情報処理産業とは何か。計算センターは何を為すべきか。現在、わが国におけるこの業界は未だ流動

的であり、模索の時代であります。しかしながら、この産業は情報価値の向上、情報量の過大、複雑化

により情報処理作業が個別企業内で能率的処理困難に陥り、産業として分科独立して成立したことは疑

う余地はありません。また、情報処理とは、情報の収集・ファイル・索引・加工・編集・伝達を中心とするこ

とも事実であります。これらの現代的課題は、コンピュータならびにデータ通信という武器の利用により、

過去の情報処理に比し、新しさと異質性を有したことにあります。したがって、情報処理産業はコンピュー

タ・サービスを中心として展開するものと考えられ、その外延はいちじるしく拡張し、内包は変質するに

至ったのであります。なお、コンピュータ・サービスとは、コンピュータ・マニュファクチュア（製造業）に

対比された言葉であります。

　さて、コンピュータ・サービスを業とする当社の現在までの成果は．主としてバッチ処理による事務用

データ・プロセッシングでありました。第一次3カ年計画として昭和44年度末までに、その部門で本邦最

高の水準に達する計画であり、現在着々その成果をあげ、社会的にも高く評価されているのであります。

しかしながら、それは本邦同業他社のレベルが低いことを意味し、国際的見地にたつと決して満足すべ

創立5周年を迎えるにあたって

専務取締役 金　岡　幸　二
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きものではないのであります。この仕事は、アメリカにおきましてはすでにオンライン・ネットワーク化の方

向に進んでおり、きわめて資本集約的産業に変質しつつあることに注目しなくてはなりません。また、デー

タ・プロセッシングの仕事はさきに述べたように、コンピュータ・サービスの多くの業務の中の一つの仕事

であることにも心しなければなりません。今後、われわれはコンピュータ・サービス全般にわたる高い知

識と、充分な準備が肝要であり、それらを複合的に遂行する必要に迫られていると存じます。ご存知のよ

うに、すでに本産業についても外資系巨大会社の進出が日程に上っており、地域的な安住の地は絶対に

ないことを自覚しなくてはなりません。

　コンピュータが開発されてから20年、わが国の企業活動に参加してから10年、共同利用計算センター

としてサービス活動が開始されてからわずか5年の日時しか経過しておりません。しかも、今世期に蓄え

られた技術が怒濤のごとくコンピュータ関連産業を開花させ、一瞬の停滞も許しておりません。このこと

はこれに従事する者が常にパイオニアとしての、新鮮な目的意識と、これを完遂する激しい意志を何より

も要求される所以であります。この精神がなければ、どんな新鋭のコンピュータを導入しても、最新の科

学技術情報を入手しても、なにもならないでありましょう。

　データ・プロセッシングが資本集約的な方向に向かい、設備装備率が高くなればなるほど優秀な社員を

擁していないと危険であります。一方、システム・サービス、ソフトウェア開発、コンピュータ・コンサルテー

ション等は、完全に労働集約的な仕事であり、人材によってのみ維持されることも明らかであります。こ

のような環境にあるわが社のさらに飛躍する要件は、一にも二にも人材の発掘であり、また養成であるこ

とは言をまちません。人材とは何か、また、それをどのように開発するかを真剣に考え研究してみる必要

があります。

　最近のトピックスのうち業務遂行の参考になると思われます事件に、ポジティブな例としてアポロ8号

の成功、ネガティブな例として東京大学紛争があります。

　アポロ8号によるボーマン船長以下3人の宇宙飛行士による月周遊旅行の成功は、300万点の部品と、

ヒューストン基地を始めとする35万人の人々のサポート、8兆6,000億円の費用と2万社におよぶ企業に

よっていると聞いております。アポロ8号計画をゼロ・デフェクト（無欠陥）に完遂するために、かくも多く

の人と物がたった一つのエラーも、1秒の狂いもなく整 と々行ない得たのは唯単に科学技術の成果のみで

はないはずであります。それはこの計画に対する高い目的意識とこれを完遂しようとする意志力に支えら

れていると思うのであります。そしてその上にたって、発射台の上でさえ1,500カ所について毎秒25,600の

データをとってチェックするというような綿密なシステムが計画され、運用されたがゆえに輝かしい成功を

収めたと考えてよいかと思われます。

　東京大学紛争は全くこれと反する現象であります。まず、曽っての大学の目的たる「学の蘊奥を極める」

ことは全学の目的としては死滅化し、大学の目標が明確でなかったことが第一の蹉跌であったといえま

しょう。つぎに、たとい目的が妥当なものとされ、明らかにされていたとしても、それを遂行する意志を理

事者以下多数の関係者に失われていたと想像されます。もし、大学人が大学人としての高い倫理観、決然

とした実行力を有していたら、たとい一部の紛争が生じても、あらゆる方法を講じて新しい大学への脱皮

をして行けたはずであります。

　われわれは整々たるアポロ計画の実施を範にとり、東京大学紛争を戒とし、先ず高い倫理観を自分自

身に要求することが、繁栄への道でありましょう。わが社は、幸いにして情報処理産業に積極的に参加し、

そのパイオニアたらんという方々のみの集りであり、一意事業完遂のための強固な意志をもたれ多くの成

果をあげてこられました。しかし、会社規模が急激に拡大し、また、社員数が急増いたしますと、全体の
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管理体制が追随できず一部に歪みが生じやすいのであります。高度成長中小企業の典型的倒産例に、管

理能力不足の挙っておりますことに注意せねばなりません。しかしながら、わが社に対する社会的要請は

極めて急速なテンポの拡張であります。この急成長に沿いうるためには高い目的意識をもった人材を集

め、また養成することが急務であり、一方、目的に沿い得ない因子は断固として排除する勇断をもたねば

ならないと存じます。

　この情報革命の嵐と、経済社会の国際化の渦の中に立ち、コンピュータ・サービスを業とする当社にと

り試練の年は続くものと存じます。

　創立5周年のよき年を迎えるにあたり、創立の初心にかえりコンピュータ・サービス業の社会的使命と、

企業目的遂行の強い意志を、さらに各位の心の中に定着させる意識革命を期待し、本日のご挨拶にさせ

ていただきます。

　また、1月23日には創立5周年記念講演会と記念パーティが開催された。

　講演会は、日本生産性本部理事長　郷司浩平、立教大学助教授　松平誠両氏の情報問題の権威者

を招き、富山県生産協議会と共催で、富山市第一生命ビル大ホールで行われた。情報処理に対する各企

業の関心はようやく深まり、聴講者は300名をこえる盛況であった。

　祝賀パーティは富山電気ビルディング大ホールで行われ、各官界、地元名士、日頃愛顧を賜わった御得

意先の方々約200名をお招きした。西社長の挨拶、小林富山県副知事の祝辞、日本生産性本部理事長

郷司浩平氏の祝杯主唱に始まったパーティは情報革命に対する話題で賑わった。

　次頁は当日の様子を示す写真である。
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

社名変更　昭和45年
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

　昭和45年10月、当社は地域計算センターとしてのイメージから脱皮、全国的規模、国際的規模の総合

情報処理業を目指し、「富山計算センター」から「インテック」へ社名変更した。同時に西社長が会長に、

金岡専務が社長に就任、インテックは新体制の下、さらに力強い前進を開始した。次に掲げる当時の金

岡社長の訓示中新社名「インテック」を説明する部分の抜粋と、新社名に対する社員の反響を表わす座

談会から、新生「インテック」への意気込みがうかがわれる。　　　

　10月1日、本期が始まるに当り社名を「インテック」とかえることになりました。

　「インテック」というのは、来たるべき情報産業を表わしています。それは、情報技術・システム工学・

国際サービス等々のサービスを行う知的集団を意味いたします造語であります。

また、「インテック」のカラーをスカイ・ブルーにしたいと思います。青空のように希望があり、無限の可

能性と拡がりを持つ、そんなイメージで会社を育てていきたいと思うからであります。この未来を開発す

るたいへん大きな明るい名称に今度は自分の体を合わせるように努力したいと存じます。今期は「富山計

算センター」から「インテック」に脱皮するのが事業方針でもあります。

　「インテック」はいろんな意味がこめられた造語であることは先に述べたとおりでありますが、この中に

三つの願いがこめられております。

　第一は、富山という地域性を脱して全国的な拡がりを持ち国際的に通用するような仕事にまでもってい

こうという願いであります。富山というローカルからナショナルへ、そしてナショナルからインターナショナ

ルへ移行しましょう。すなわち「インテック」のインはインターナショナルのインでもあるのであります。

　第二は、「計算センター」としての過去のイメージより脱することを願っての社名変更であります。「イン

テック」はインフォメーションであり、インテリジェンスであり、インテレクチュアルな集団なのであります。

　第三は、「富山計算センター」から「インテック」になるという大きな変化そのものの中に願いがこもっ

ているのであります。今まで築き上げた基礎に立って反省し、さらに跳躍するという心構えにわれわれ自

身がなるということ、これが最も大切なことなのです。

　そういう意味で、今月から来月にかけて「インテック」強調月間といたしたいと思います。今までマンネ

リ化し、惰性になっていたところを打ち破り、新しい会社を創っていくのだということを強調していきたい

と思うのです。そしてインテックマンはどうあるべきかということを卒直に考え直してみたいと存じます。

（45年11月1日、第15期を迎えるにあたって）

インテックへの新生

商 号 の 由 来

インテックの造語は次のような意味を含めて作られました。
●インフォメーション・テクノロジィ（情報工学）
  増大する情報から価値ある情報を創造し提供するサービスを
●インターナショナル・コンピューテーション（国際情報処理サービス）
  ナショナルからインターナショナルへ
　　　　　　　ダイナミックなネットワークサービスを
●インテグレーテッド・テクノロジィ（システム工学）
  未来を予見する情報技術をベースとした
　　　　　　　　　　ダイナミックな総合技術サービスを
などの略称であり、また、そうしたすべての分野に意欲的に取り組む
ものの集団として、インテレクチュアル・エシュロン（知的集団）を象
徴するものであります。

（創造的な知的集団）
ＩＮＴＥＬＬＥＣＴＵＡＬ ＥＣＨＥＬＯＮ

（情報工学）
ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ

（システム工学）
ＩＮＴＥＧＲＡＴＥＤ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ

（国際情報処理）
ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＣＯＭＰＵＴＡＴＩＯＮ

IN-TEC

IN-TEC

INT-EC

INTE-C



情報産業の象徴として

司会　本日は皆様おいそがしいところをお集り下さいましてありがとうございます。

　さて、本日の座談会のテーマは「インテックを語ろう」ということなのですが、それぞれ自由な発言の

中から「インテック」を語っていただきたいと思います。

　最初に名称のフィーリングはどうでしょうか。

秋元　自分の感じは別として、客先を回りますと2通りの意見があります。

　一つは馴染んでいるから「富山計算センター」の方がいい、「インテック」は馴染みにくいというのです。

言い方も「インテック」のインにアクセントをおかないでテックにアクセントをおくとどうしても「ス」をつ

けたくなり、おかしな語感になります。もう一つは、今までより飛躍したという感じでたいへんよいという

賛否両論です。しかし馴れてくれば「インテック」の方がいいんじゃないかと思います。地域的イメージ

を脱するという点では「インテック」は県外の方でよいのではないでしょうか。

金岡　やはり「インテック」の発音の仕方に問題があるようです。富山の方は語尾にアクセントをつける

くせがあります。イントネーションの置き方をPRして下さい。そうすると「インテック・東京」「仙台」等と

地名をあとにしてもおかしくありませんよ。

折谷　新潟の場合ですと社名変更しまして非常に営業がやりやすくなりました。以前は営業の方をあまり

していなかったため「富山計算センター」の知名度はあまり高くありませんでした。そのうえ、新潟は地域

性が強いので「富山」がどのくらいくい込めるかということもあり、名前を出すのが悪い場合もあったの

です。しかし、今度は、ぜんぜん富山という既成概念のないところへ新しい概念を売り込むのですから、

たいへんやりやすくなったわけです。私は「インテック」の意味はあまり説明しないで、前身が「富山計

算センター」であるということと、情報産業の中で「インテック」はどのような位置付けにあるかというこ

の2点を強調するようにしています。

司会　それは、わが社が情報産業界で大きな位置を占めているということの説明ですね。

（笑）

秋元　そういう面からすると語源の1つであるインターナショナル・コンピューティションがいいですね。

金岡　インフォメーションという言葉を知らなくてもインターナショナルでしたら知っていますからね。

池森　いま、この座談会に出る前に業務課の2～3人に反響はどうかと聞いたのですが、やはり運輸会社・

タクシーなどは商売ですからよく徹底されていますね。しかし、顧客の方にはまだまだPRする必要があり

ます。

秋元　「富山計算センター」というのはネーム・バリューがたいへん高いですよ。そういう面で県外の人が

言うのですが、ネーム・バリューが高くなってから名称変更するとネームに対する価値、金に代えられない

80

出席者 金　岡　専　務
 折　谷　悦　生 （新潟事業所長）
 秋　元　順　昭 （開発事業部P/L）
 池　森　武　宣 （業務課第一係長）
 米　屋　　　勉 （社長室）
 米　田　真知男 （開発事業部）
 船　木　恵　子 （穿孔課）
司　会 土　居　美　里 （広報編集局）

〈座談会〉インテックを語ろう！

・・ ・・・
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価値はどうなるか。かえるのならば変換を早くすることが一番重要であるということです。

　それから県内の方は、せっかく「富山」というのを売り出してもらってありがたいと思っていたのに困っ

たという意見も出ていました。

（笑）

折谷　やはり、地域によってずいぶん違いますね。富山ですとかえられるのが惜しいという点もあります

が、新潟ですとむしろ遅かったという感じですね。

金岡　ですから、会社の職制では「インテック」社の中に計算センターと開発事業部と社長室がある。

事業所という名前はやめようとういことにしました。従って富山は「インテック・富山計算センター」であり、

東京は「インテック・東京計算センター」であるということなのです。「インテック」の中にいろんなセンター

があるということです。

新たな気持でスタート

司会　ではここで社名変更になったいま、インテックマンとしての心境はいかがでしょうか。

金岡　金岡専務は妙な名前を会社につけてハリキッテいると、新聞に書かれましたが、まさにそのとおり、

ハリキッテいますよ。

（笑）

船木　私は入社したばかりなので「インテック」と変って、戸惑っていました。早くこの名前に慣れて意味

が解るようになりたい。

米田　私も本年入社ですし、最初この名前を聞いたとき当社とむすびつかなかった。しかし、今度10月1

日から開発事業部も一部組織が変り新たな気持で、受け取っています。

米屋　私は入社したばかりですので「富山計算センター」から「インテック」へ大きくふくらんだという感

じがします。希望をもったふくらみです。

金岡　ずいぶん惚れこんでつけたつもりなんですよ。まず、皆さん自分自身にPRして、それに惚れ込む

ことですね。それにはやはり、500遍も1000遍もくり返して唱えてみることですね。その中から語感、ニュ

アンスがわかってくる。それと業務内容において大きく飛躍しなければいけませんね。まず、「計算セン

ター」といういままでのイメージを脱して高度化し多様化するようにしたい方針です。

秋元　私は営業担当ですからやはりセールスの方法も違わせるようにしています。ナショナルからイン

ターナショナルへ名前だけでなく内容もそれに伴うように変換するということを訴えなければならないと

思います。

司会　皆さんが新たな気持で頑張ろうという意気込みがよく分りました。それでは「インテック」の未来

はどのように拡がっていくかということなんですが………。

米田　僕なんかありすぎて困っています。富山にこだわらないで、日本中あちこちに「インテック」があ

るのだということを信じています。

　具体的には、週5日制になり出勤は朝10時、退社は午後4時、そして仕事は「インテック」でなければ

出来ないという仕事がどんどん来て、別にPRしなくてもよい。給料も現在の4倍位になっているという具

合です。

米屋　私は、1日の情報処理量が磁気テープで地球を5周も10周もするぐらいになると思うのですが。

司会　ここにいらっしゃる男性の方は皆、どこかの国で、所長になっていらっしゃいますね。米屋さんは

アフリカ・センター所長とか。

米屋　なにか、政情不安定な所ばかりやらされて。
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（笑）

金岡　3年以内には海外との交流も本格的になってきます。しかし、それには社内で試験をやりますよ。

一同　試験なしにしましょうよ。

（笑）

司会　では時間もあまりございませんので、このへんで終りたいと思います。本日はどうもありがとうご

ざいました。

（45年11月広報「計算センター」より）

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

10周年　昭和49年
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

　昭和49年1月、当社は創立10周年記念を迎えた。高度経済成長期にあった10年前とはうって変ったき

びしい経済・社会環境の中に迎えた10周年の金岡社長の挨拶は物質中心主義の世相から今一度原点を

ふり返って、“人間の心”、“経営の理想”、“新しいヒューマンリレーションに基づく組織的な企業”を強調

するものであった。

　当社の技術的進歩もPCS時代に比べ隔世の感があり、オンライン・ネットワークが強く指向されていた。

　ここに掲げる10周年の金岡社長の挨拶とインテック各計算センター所長の年頭の抱負は、よく当時の

情勢を表わすものといえよう。

　明けましておめでとうございます。皆様とともに健康で新年を迎えることができましてご同慶の至りと存

じます。

　去年をふり返ってみますと政治的にも経済的にも激しい変化のあった年でしたが、当社は好調な足どり

を示すことができまして、ここに皆様のご協力に深く感謝申しあげる次第であります。

　さて、この11日には当社は創業満10周年を迎えます。来し方、風雪の十星霜に想いを致すとき、感慨

ひとしお胸に迫るものがございます。

非連続の時代

　昭和45年は万博の年、世界各国がこぞってその経済発展の姿を誇示し、日本もまたGNP世界第2位

の力をそこに高らかに謳いあげました。しかし、46年は公害元年と今いわれているように高度成長の反動

として公害が問題とされ、また年末には円が切上げられました。明けて47年は、田中内閣が誕生、保守党

をして“流れをかえる”必要性を強調させるほどに社会、経済のテンポははやく、きびしいものがありま

した。中国との国交回復など外交路線が転換したのは記憶に新しいところであります。そしてこの時田中

首相のうち出した日本列島改造論はもはや今、根本的に縮少ないしは撤回しなければならないほど環境

は激変しています。経済の変化はまさに連続的でなく非連続的であり、先を予測することはきわめて困

難な時代となって参りました。

代表取締役社長

情報化の黎明期を担う誇りと自覚をもって
̶創立満10周年の新年を迎えて̶

金　岡　幸　二
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　このようなきびしい変化に当社が対処していくには、われわれは多くの人々の意見に耳を傾け、自己啓

発していく必要があります。反企業の風潮が高まっていますが、当社はサービスの担い手として、クリエー

トの主体として社会のコンセンサスを得ていかなければなりません。

新たな出発

　当社は、この新たな年に満10歳となるわけですが、小人数で創立、出発し、急成長してきただけに小

規模時の考えから脱皮しえていない面が多く、また10年の垢もたまっています。何が垢であるかをよく把

握してこれを落とし、新しい出発をしなければなりません。

　売上げ25億円、700人規模の企業に成長したからには、その社会的影響力や使命を充分認識する必

要があります。10周年の記念事業を1つの契機として新しい節づくりをしていきたいと思います。

理想を掲げよう

　さて経済成長の結果として物質中心主義が一般的世相となっています。しかしデパートで購うことので

きない“心”は人間にとって最も重要であります。経営にとっても“理想”を掲げる必要があります。当社

は順調に成長をしてきましたが、不満も内在しています。経済的不満は売上げや経費節減によって解決さ

れます。問題は“そうでないもの”、当社の心、理想であります。すべての社員の歓心を呼ぶ、求心的な

理想を掲げることが重要であります。当社は第一次3カ年計画でローカリティを脱し、第二次3カ年計画

で全国的拠点展開を図り、そしてオンラインへの布石を準備しました。第三次ではオンラインの本格的稼

動、ソフトウェアハウスとして一流になることを目標としています。しかし、これは具体的とはいえ前述の企

業の理想と精神に結びついていない面もあります。この10年の歴史を節として“われわれの理想”をうち

たてる必要があると思うのであります。

業界の方向

　私は昨年、通産大臣の諮問機関、産業構造審議会の情報部会の専門委員に任命され、情報処理サー

ビス業の将来のビジョンを策定しておりますが、その中での私の主張はつまるところComputer Utilityの

担い手たることであります。それはあたかも電力会社がElectric Powerを電線により供給しているよう

に、Computer Powerを通信回線によって多数の企業や個人に供給していくことであります。電力会社が

今日に至るまでには、多くの紆余曲折がありました。われわれは、われわれの業界の明日の姿を今日の電

力会社に対比するものとして誇りをもたなければなりません。情報産業の黎明期を担うものとしての自覚、

誇り、それはまたインテックの理想につながるものでありましょう。

より組織的に

　このようにわれわれは重要な時にあります。これら社会のニーズに応えていくには、われわれのインテッ

クという組織体がしっかりしていることが大切であります。現状は、われわれの企業が技術指向型である

が故に、企業信用をもとにして仕事していること、おのおのの卓越した技術者も組織の一員として仕事を

しているとの認識を怠りがちであります。

　家族的な企業から組織的な企業に脱皮していく過程においては、人間関係は“お互いの理解”がより

必要となって参りましょう。攻撃的な人間関係から切磋琢磨へと、古い仲間意識、癒着から明朗な団結

へと、われわれの人間関係を改めてゆかねばなりません。新しいヒューマンリレーションのなかで、孤独

感に耐えることや、より大きな抱擁力のためのトレーニングもまた必要となって参りましょう。

　10年、激変の時代の流れの中での10年は重く長い年月でありました。この時を経てきたこと、その中

にインテックの力が示されています。多くの問題は確かに内在しています。それはまた当然なのです。私

はいま、この10年を皆さまと共に評価したいのであります。この節づくりを終えて新しい次なる時代に向っ

て今年も健康でがんばっていただきたいと存じます。
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　昭和49年の幕は開かれ今年は大阪センターを開設いたしましてから丸3年を迎えました。

　この3年間に若干の紆余曲折はありましたが、当初目標としてまいりました一人立ちできるセンター、す

なわち営業、設備、人容などの各部門にわたっての基盤を確立し、今後に飛躍する布石をなすことができ

たものと思っております。これらの一応拡充された各部門を背景に、今年の重点目標として次の事項の推

進を考えております。

第1　今後の情報処理サービスの多様化に対応すべき新規諸設備の拡充および今後の情報産業の動向

に従いソフトウェア開発部門の育成。

第2　営業およびユーザー・サービス部門の拡充。

　これらのことをよくふまえまして、今後1年間一そうきめ細かなサービスを提供することに努力いたした

いと思っています。

　オイルショックによる実質経済成長率の鈍化、物価上昇にともなう総需要抑制措置、金融の引締めの

長期化等々、日本景気の先行きはさらに深刻化の度を深めていくだろう。われわれの業界も原材料の異

常な高騰および不足と多大の影響を受けることは必至と思われる。

　この時こそインテックの全国ネットワークが蓄積した人材と技術をフルに駆使することによって、ユー

ザー・サービスの徹底を図り、シェアの拡大を図る絶好のチャンスであると思われる。

したがって一計算センターの利益にとらわれることなく、積極的に他計算センターと人材および技術の交

流をはかるため微力を尽したいと思う。

　名古屋センターは名螺ビルから丸元ビルに移設し、多年の念願であった集結化を終り、各部門のコミュ

ニケーションの徹底、さらにユーザー・サービス体制に万全を期することを確信している。

サービスの多様化に対処して設備を拡充

大阪計算センター　所長

松　野　　　勲

最良の年にネットワークを生かして

名古屋計算センター　所長

前　田　正　彦

ネットワークで結ぶ新年のごあいさつ
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　輝かしい新春のスタートにあたり、私達は何よりもまずサービス第一を念願し、より良い製品を提供し

てお客様の信頼を得なければなりません。

　また、うちにあってはオンライン・TSSサービスへの体制整備・ソフトウェアの基盤確立など第三次3カ

年計画の推進、営業力の強化、要員確保、明るい職場、温かい人間関係、組織的業務活動などに努力し

たいと存じます。

　今や日本の各業界は石油危機、物価高、原材料の需給逼迫などのため軌道修正を余儀なくされ、当社

も大きな影響をうけること必至でありましょう。私達はこの転換期突破のため一致協力してさらに豊かな

未来実現のため、お互いに最善の努力をしようではありませんか。

　昨年後半のわが国経済は、石油問題をはじめとしてまことに多難なものがありました。

　豊かさのなかに安座していたわれわれにとって“もの不足”のきびしい試練は、あるいは神の与えたも

のであるかもしれません。

　禍を転じて福となすの諺どおりこの試練の年を通じて、社員の忍耐力、きびしさの体験、不足のなかで

やりぬいていく思索、英知、そして気力を涵養していきたいと思います。寒さに身がひきしまるように、き

びしさの中に心を引きしめることができれば幸いでしょう。

　今年の目標は、まず“ゼロ・デェフェクッ”。完全無欠と秘密保持の徹底により、顧客の信頼を高めて

いきたい。そのためには、もちろん社員の技術、資質の向上が前提となります。

　また、第三次3カ年計画のオンラインの完成も重要な目標です。全力を投入していきたいと思っていま

す。

明るい職場に

東京計算センター　所長

小　峯　芳　平

厳しさのなかで心引締めて

富山計算センター　所長

田　守　　　毅
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　開設丸4年を迎え、今年こそ一人立ちをしなければならない年と思います。そのためには“問題解決を

速やかに”をモットーにします。例えていえば“三日坊主であっても、やらないよりはやった方が良い”と

いうことです。具体的には当センターとしては、懸案の計算機レベル・アップが決定し、1月に工事完了の

予定です。これによってユーザー・サービスの徹底が従来にも増して実行可能になります。営業の面では、

全国ネットワークの拠点としての強化、再整備を行うとともに、ソフトウェア開発にも力を入れたいと考え

ます。市町村業務に関しては各市町村との共同開発をと考えております。

　物不足、物価高と、予断を許さない年になると思いますが、先ずは“一人立ちを”と決意を新たにして

います。

　高岡計算センターは、44年4月1日に開設。35名でスタートし、本年で満5周年を迎えることになりまし

た。関係のみなさまのご支援によりまして、売上高は1期で1億円台に乗せることができましたことを深く

感謝いたします。

　ようやく当センターの環境整備も一段落し、本年はきびしい経済状況に対応しながら飛躍の年にした

いと考えております。具体的には、

　⑴ 金沢分室を独立させ、北陸地区ネットワークの一翼としての機能を果たすようにする。

　⑵ 49年2月、高岡商工ビルに営業部門を移設、高岡市および周辺地域のサービス強化に努める。

　⑶ 要員の質的向上を図るため、研修会および研究会を設け、とくにユーザーとの共同研究に重点を

おく。

　今後もユーザー各位のご支援をお願い申しあげます。

一人立ちを

仙台計算センター　所長

米　屋　　　勉

飛躍の年に金沢センターは独立へ

高岡計算センター　所長

立　浪　安　一

（注）紙面の都合により新潟計算センター、赤坂計算センター、行政事務センターの分は省略いたしました。
      （昭和49年1月広報「計算センター」より）
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

インテック富山ビル竣工　昭和50年
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

　待望のインテック富山ビルは、昭和49年5月に着工、50年4月に竣工した。三円筒結集型のビルは他

に類例をみない造形で、あたかもわれわれの目指す知識・科学・奉仕を象徴するかのようである。このビ

ルは奥田本町8－12に敷地面積1,444坪、建坪1,010坪、地下1階地上3階の鉄筋コンクリートで建てられ、

投資総額は8億6,800万円であった。

　新ビルには主としてオンライン・サービスを主体とした設備が設置され、秘密保護、災害防止には特別

な注意が払われた。

　この年9月、このビルに設置されたFACOM230-45Sによって、いよいよオンライン・バンキング・システ

ムが稼動した。このシステムは、48年7月に新設されたオンライン開発本部が2年2カ月にわたり数百　の

パワーを投入して開発したものであり、PCSで業務を開始してから10年、ついに時代の先端を行く通信

回線型サービスを本格的に提供することになった。これは技術革新に対するたゆまぬ企業努力の結果で

あり、これによって当社の指向するコンピュータ・ユーティリティへの確実な接近を果したものといえよう。

（ビル全景は巻頭グラビアに示した。内部の様子は次頁の写真に示す。）

　新ビルの竣工式ならびに披露パーティーは、6月24日、梅雨期には珍しい快晴のもとに挙行された。

　竣工式は同ビル食堂棟において、当社役員、幹部、建設施工関係代表者および地元町内会代表の方々

の出席のもと、修祓、玉串奉奠などが行われた。ひきつづいてビル完成に尽力された小林設計事務所を

はじめ、清水建設株式会社、北陸電気工事株式会社、三菱電機株式会社、富士通株式会社、高千穂交

易株式会社への感謝状贈呈が行われた。

　その後、新ビルの見学が行われ、午後4時からは電気ビル5階ホールに全国各地のユーザーをはじめ、

地元北陸の官公庁、経済団体ユーザーなど320名を招き披露パーティが行われた。金岡社長のお礼のあ

いさつに始まり、富山県知事代理八尾総務部次長、県議会議長代理倉田委員長、経済界を代表して金

井北経連会長から祝辞をいただき、なごやかな宴がくりひろげられた。

人月
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ショウルーム

イ ン テ ッ ク 富 山 ビ ル 内 部

マシンルーム

穿孔室 磁気テープ保管室

システム室 監視盤

食堂 非常用自家発電機
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

栄　　誉
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

　創業以来15年の間に、当社が果した情報化への貢献に対し、数々の賞、表彰、感謝状を賜わったこと

はこの上ない光栄であり、ここにその一端を紹介したい。

富山新聞文化賞

　昭和47年3月、金岡社長が「富山新聞文化賞」を受賞。これは、毎年富山県内各方面の功労者に授与

されるものであり、産業技術部門における金岡社長の情報化推進、情報産業基盤確立への貢献が高い

評価をうけたものである。

通産省個人表彰

　また、同年10月、通産省主催第1回情報化週間記念式典に

おいて、金岡社長に個人賞が授与された。この時の人選の対

象は、わが国の情報化の健全な発展を促進するために情報処

理技術の高度化、情報化の啓蒙、情報処理技術者の育成、情

報産業の発展などに貢献した人達で、関連二十数団体から推

薦された52人の中から9名が厳選された。金岡社長は、とく

に地方都市において計算センターを開設するとともに、各種委員として地域情報化の推進につとめ、また

日本情報センター協会理事として情報産業の育成に貢献した功績により他の8氏とともに栄えある個人表

彰を受けたわけである。ちなみにこの時の他の個人賞受彰者は次のとおりである。石原善太郎氏（三井

東圧取締役システム部長）、稲場秀三氏（日本経営情報開発協会理事長）、北川栄一氏（住友電工会長）、

小林宏治氏（日本電気社長）、斉藤有氏（日本電子工業振興協会専務理事）、服部正氏（構造計画研究

所所長）、山内二郎氏（青山学院大学教授）、山下英男氏（東洋大学教授）。

　受賞に際しての金岡社長の挨拶は、つぎのとおりである。

　菊薫る10月4日、通商産業省主催の情報化週間記念式典において、情報化促進の微力がたたえられ、

個人表彰を受けました。わたくし自身、大変光栄に思うと同時に、今までお世話になりましたみなさま方

のご協力のたまものであると深く感謝する次第であります。

　さて、情報化の貢献と一口にいってもいろいろの分野があり、また情報化の考え方も定説のあるもの

ではありません。したがって情報化と申しましても、われわれ自身がまだ模索しながら進んでいるという

状態なのであります。

　現代は転換の時代といわれているように、一定の国民所得をこえた国々は物的なものより、知的なもの、

あるいは人生そのものへと価値観が変ってまいり、脱工業化時代を迎えました。われわれはそれを情報

化ととらえ、学校のみならず生涯の教育をどう組立てていくかを重要問題と考えております。また、行政

中枢指向の現在、地方文化、産業のあり方を価値転換によりみなおす必要性を訴えてまいりました。

受賞ごあいさつ

社長 金　岡　幸　二



　一方、われわれは好むと好まざるとにかかわらず、知的要求と省力化への要請より膨大な情報処理の

必要性が生じ、その手段としてコンピュータと通信をより高度に利用する技術に着目し、この技術の進展

のために情報産業の育成に努力してまいりました。昭和39年、私は㈱インテックの前身である㈱富山計

算センターの創設に努力し他にさきがけて、全国ネットワークの完備に努めてまいったのであります。

　これらの努力の累積が今日の栄えある受賞につながったものと存じます。これを機会に皆さま方のご

期待にお応えし、情報化と国民文化、教育問題の解決とともに情報処理産業の育成に努力し、一層社会

に貢献いたしたいと存じます。今後ともよろしくご指導をお願いいたします。

社内報最優秀賞

　49年10月、社団法人　日本情報センター協会・広報委員会

（松平緑委員長）において、社内報コンクールが行なわれ、当

社“けいわ”が最優秀賞に選定された。この「社内報コンクー

ル」は、日本情報センターが情報化週間の行事と関連し、広

報委員会主催で、会員に出品を募ったものである。

　当社創立以来“広報計算センター”、“インテック・ニュース”

として長年内外で愛読されてきたが、48年10月号より、社内報“けいわ”として隔月刊、社外報“インテッ

ク・ファミリー”として月刊に改められ再出発していた。

　“けいわ”の最優秀賞受賞は長年の編集委員の努力に対する何よりのねぎらいでもあり、また、あすの

“けいわ”へのこの上もないはげましとなった。

バンキング・システム受賞

　昭和53年10月、第7回情報化週間には当社の開発したバンキング・システムが優秀情報処理システム

として情報化推進会議議長からの表彰を受けた。この受賞は上記システムが次のように評価されたもの

である。

　「本システムは、経済性に優れ、機能のモジュール化により柔軟性に富む高性能銀行業務総合オンライ

ンシステムであり、銀行業務の合理化及び我が国情報処理産業の海外活動の先鞭として寄与した。」

　また、システムの具体的成果としては、国内の銀行で安定運用3年の実績があり、今回、国外へも輸出

し、稼動している。

　技術的に優れている点では、

　〔高処理能力〕特殊なバンキング専用ファイルを設定し、独自のアクセス・メソードを開発した。

　〔アプリケーションの弾力性〕純粋な業務処理機能部分をユーザーズ・プログラム・レベルのアプリケー

ション・ライブラリとして提供する。

　〔技術的、社会的波及効果〕機能の徹底したモジュール化によりシステムの柔軟性が保たれ、システム

の規模やニーズが異っても（国外の銀行であっても）最適なシ

ステムの構築が可能となる。

　〔経済性〕一般に700　～1,000　を要する総合オンライン・

バンキング・システム開発工数を一挙に半分にすることを可能

とした。また、最小コストのシステム構成による運用を可能に

した。などがあげられる。
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感謝状

ユーザー各位からの感謝状には次のものがある。

年 月 日 ユ ー ザ ー 名 対　　象

47. 2 . 18 三菱電機株式会社 物流オンライン・システムへの協力

オンライン・ビジネス・システムへの協力

宇田川用水土地改良システム

計算機オペレーションの改善

大阪市営バス交通量調査ソフトウェア

東北地区業績向上への貢献

扇島製鉄所生産管理システム

オンライン・バンキング・システム

事務処理部門へのコンピュータ導入、
ならびにオンラインへの移行

〃

〃

三菱重工株式会社

三重県名張市

三菱製鋼株式会社

大阪市交通局

三菱電機株式会社
　　　東北営業所

日本鋼管株式会社

韓国商業銀行

ファコム・コーリア

韓国商業銀行

富山テレビ放送
　　　　株式会社

48. 1. 10

48 . 5 . 12

48 . 7. 2

51. 6 . 30

52 . 11. 5

51. 11. 12

53. 4 . 15

53. 7. 25

53. 7. 26

53. 9. 18
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　これらの栄誉はすべて当社の努力のみによるものではなく、ユーザー各位、その他多くのかたがたの

温かいご支援のたまものであることに深く感謝するとともに、明日への一層の前進のためのはげましの言

葉とわれわれは受取っている次第である。
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

日本経済のあゆみ
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

はじめに

　当社は、昭和38年に準備され、昭和39年1月11日に設立された。当社設立の経緯については、すでに

述べられているが、それは日本経済の趨勢と無縁ではない。当社の歴史を理解し、今後の方向を求める

に際し、同様に、日本経済のあゆみをふりかえり、その解明を試みることはきわめて重要である。

　さて、第二次世界大戦中には、すべての経済力が戦争遂行のために動員され、勝つためにあらゆる施

策が強行された。そして戦争は、経済力を消耗しつくして終った。人々は絶望的な深い谷間に落ちた。し

かし、荒廃のなかで再起不能といわれた日本経済も、昭和20年代には復興し、昭和30年代には、「もは

や戦後ではない」といわれるに至ったのである。

　昭和20年代は、まず経済、政治、社会の各分野にわたり古い日本から新生日本に移り変わっていく大

きな「制度改革の時代」であった。敗戦という厳粛な事実のきっかけによって、経済の民主化や専制政治

の廃止など諸改革がいっきょに実現され、そしてこの諸制度改革が昭和30年以降の経済発展に大きな影

響を及ぼす源泉となったのである。

　未曽有の悪性インフレーションを克服しつつ、どん底からはい上がった日本経済は、昭和30年代に入

ると、イノベーションを原動力として高い成長を遂げていった。新商品が相ついで出現し、都市から農村

へ、そして輸出へと進出していった。そして、大量生産のための機械化、自動化がすすみ、一方で技術導

入を背景とした技術革新投資が展開された。これら一連の技術革新によって、必然的に米国からのコン

ピュータの導入が必要となった。当社の設立が、この期にあるのは当然であり、また、昭和40年代の高

度成長期のなかで順調な発展をみたのも必然のなりゆきであった。

　昭和40年代は、大企業の技術水準や生産性が米国水準に近づき、経済の国際化がすすみ積極的に

海外進出がなされるなど、わが国の経済発展はめざましいものであった。同時にまた、変革の時代と呼

ばれるにふさわしく、経済、社会、人々の生活態様、ひいては価値感にも多くの変化をもたらした。そして、

昭和48年には石油ショックが起こり、これを契機として、わが国経済は低成長時代に突入することとなっ

たが、きびしい国際経済のなかで、先行きの見通しがきわめて不透明な、いわゆる「不確実性の時代」

を迎えたのである。

　このような環境のもとで「手本のない」総合的な情報システム業を指向するわれわれは混迷の時代に

対処し、それをきり開いていく宿命を負っているといえよう。

　この時にあたり、当社15年の歩みをふりかえり、また同時に、日本経済の進展を辿って次の時代への

方向を求める参考としたい。

昭和20年代の経済

【復興・安定・自立】太平洋戦争が終わったとき、日本経済は存亡の岐路に立ち、国民生活もどん底に近

参 考 資 料
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い状態に追い込まれていた。庶民にとっての深刻な経済危機を何よりもよく象徴したのは、「悪性インフレ」

の猛威であり、窮迫した「タケノコ生活」であり、そしてこれに輪をかけた「食糧危機」であった。

　昭和21年の経済状況をみると、鉱工業生産は戦前（昭和9年～11年の平均）の30％、農業生産は同じ

く60％の水準まで落ち込み、また実質賃金も約30％、1人当り実質消費水準は約60％という惨たんたる

姿であった。

　昭和20年代は、日本経済にとって、「復興」と「安定」と「自立」のための、まさに苦闘の歴史であっ

たといえよう。

【傾斜生産】終戦直後の破局的なインフレーションを打開するために、昭和21年2月、「経済危機緊急対

策」が発表され、「新円切り替え、預金封鎖、5百円生活」と後世に語り草となった金融非常措置が断行

された。

　さらに同年末には、石炭と鉄鋼増産を軸とした傾斜生産方式の導入が決定され、資金面においても傾

斜金融方式を進め、過少生産の打開に全力が注がれた。

【ドッジライン】米ソの対立が冷戦という形で激化していくなかで、米国の対日占領政策も占領初期のよう

に最少限「飢餓と疾病の防止のため」の援助政策から、より積極的に日本経済の復興に手を貸すという

考え方に重点が変っていった。このようなもとで、昭和24年4月、長く歴史に残った1ドル360円の単一為

替レートが設定され、また、ドッジ特命全権公使によってきびしい抑制的財政金融政策がとられた。いわ

ゆる「ドッジライン」は戦後インフレの整理に効果があがった。

　日銀券発行高はその1カ年に減少し、ヤミ物価は3分の1に下落してヤミ値とマル公の水準は接近し、

その結果、戦後の統制はつぎつぎに撤廃され、自由経済復活への道が開かれた。しかし、その反面、安

定恐慌現象が広まり、企業倒産や失業の増大がきびしく表面化した。そして、労働争議はひん発し、下

山事件、三鷹事件、松川事件というような、いまでもその真相が不明な社会的なできごとが相ついで起こっ

た。24年という年は、戦後34年を通じてもっとも世相の暗い時期であった。

【朝鮮動乱ブーム】昭和25年6月、朝鮮の38度線で戦争が起こった。大量の特需がわが国に発注され、

ドッジライン下で累増していた滞貨は一掃され、鉱工業生産はついに昭和25年10月、戦前の水準を突破

することとなった。これが朝鮮動乱ブームである。これによって各産業とも採算は著しく好転したが、特

需景気、輸出景気によって繊維、金属、機械関係の企業がとくに好調であったので、別名、糸へン景気、

金へン景気とも呼ばれた。物価も上昇に転じた。一部にはもの不足、売り惜しみ、買い占め傾向が生じ、

暴利取締対策が実施された。

　昭和26年6月末をもって、米国の対日援助が打ち切られ、日本経済は自立化への道を急ピッチで歩み

はじめた。

【国際社会への復帰】昭和26年9月、サンフランシスコ条約が調印された。わが国は講和条約を迎え、国

際社会へ復帰することとなった。

　この時期は、生産増強、輸入促進、船腹拡充などの供給力対策に重点が求められた。電力、海運、鉄鋼、

石炭を中心として民間設備投資は活発化し、消費景気ももりあがりをみせた。しかし、昭和28年から29

年にかけて、過大な輸入負担のために外貨危機が訪れ、金融、財政両面から緊縮政策がとられ、景気は

後退した。これは、日本経済が動乱ブーム以来の急拡大にひとくぎりをつけて、新たな発展をしていくた

めの地固めの時期であったといえよう。

　以上のようなプロセスを通じて、復興、自立、安定の経済的課題は達成されていったが、同時にまた、「戦

後経済」は終焉を迎えることとなるのである。
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昭和30年代の経済

　30年代は成長の時代であった。昭和32年の神武景気、36年の岩戸景気と経済はこの2つの景気の山

をかけ登り、かけおり、ダイナミックな波動を描いた。

　国民総生産（昭和45年価格）は、昭和30年には17兆円となり、このころ、ようやく戦時・戦後のおち

こみを回復して、戦前のピーク（昭和15年）をこすことができた。実質賃金、1人当り消費水準もおしな

べて戦前水準を突破する状態に達した。昭和30年代の平均年成長率は9.2％ときわめて高いもので

あった。

　政府の経済報告が、戦前復興の終了を認めたのは、昭和31年のことである。同年の経済白書は、「も

はや『戦後』ではない。われわれは異なった事態に直面しようとしている。回復を通じての成長は終った。

今後の成長は近代化̶技術革新によって支えられる」と述べている。

　そして、昭和30年代が終るときには、日本経済の姿は、10年前とは一変していたのである。

【神武景気】昭和30年代は数量景気ではじまった。今日のようにインフレーションが定着した時代には想

像はできないが、物価は上がらず、経済の実質規模だけが増大していった。そして間もなく、数量景気

は投資景気へと進み、民間設備投資は、昭和30年秋ごろから増え出し、31年には前年比40％近い実質

増を示した。これが神武景気と呼ばれた30年代の第1の山である。しかし、急激な経済活動の拡大のた

めに輸入が増大し、31年末14億ドルだった外貨準備高は急減し（32年夏には5億ドルを割る）、外貨危

機に直面することとなった。一転して強度の引き締めの政策がとられ、32年6月をピークにして景気は急

速に冷却した。神武景気の終末である。生産・物価は急落し、在庫調整がはじまった。

　昭和33年の経済白書は、その結語で「第1次世界大戦後11年にして世界経済は恐慌に突入した。いま

や第2次世界大戦13年にして、世界のいわゆる新しい資本主義は試練の年を迎えようとしている。……

ブームとその後の反動調整という景気循環の法則は、世界資本主義の全域にわたって、きびしくその論

理を貫き、景気沈滞局面がかなり長びく可能性をはらんでいる」と不況の長期化を予言した。

　一般経済界でも、かなり悲観的なムードが支配していた。「なベ底景気」はこの時に生まれたことばで

ある。

【岩戸景気】経済白書の予言は正しくなかった。なべ底からＶ字型に回復した日本経済はこれまでになく

息の長い好況をつづけた。景気上昇期間は、33年6月から36年12月までの42カ月に及び、実質国民総

生産は、この間、毎年10％をこえる成長を示した。この好況は、神武景気を上回るというので、岩戸景気

と俗称されている。高天原に集う八百万の神々の祭りが、ついに天の岩戸を押し開いたように、3年がか

りの大型好況は、ついに過剰労働力を解消に向かわせはじめ、日本経済の伝統的基盤が、大きくゆらい

だのであった。

　岩戸景気は「投資が投資を呼ぶ」（昭和35年経済白書）という空前のブームとなった。この投資ブーム

は技術革新と消費革命の進展に主として支えられたものであったが、まず、技術革新についてみると、第

1に鉄鋼業における高炉の大型化、ホットストリップミルの導入などによる規模の利益の追求である。第2

は、材料革命である。石油化学系を中心とする合成繊維、プラスチック、合成ゴムなど高分子化学の登

場は多くの方面で新しい需要を生み出した。

　第3に消費革命の進展をあげることができよう。昭和30年代は、それまでのラジオ、ミシン、自転車、

扇風機を中心とした生活構造から“三種の神器”（テレビ、冷蔵庫、洗濯機）をはじめとして、ラジオはト

ランジスタへ、自転車はスクータへと変容していくこととなった。そして“三種の神器”から３Ｃ（乗用車、

カラーテレビ、クーラー）へとさらに絶えまない生活構造の高度化を遂げていくのである。
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　第4は技術進歩の相乗効果である。鉄鋼業の圧延部門近代化は、造船業、自動車工業の進歩を促し、

石油化学の出現は前述のような材料産業を成長させた。技術革新は、ソニー、本田技研を育て、また多く

の中堅企業の群生を促し、ＧＮＰ規模を世界第3位に引き上げ、そして産業の国際競争力を強化して

いった。

【構造不況】岩戸景気もやはり国際収支の悪化と引きつづく金融引締政策によって反転した。昭和37年

の経済白書に使われた「転換期」ということばは流行語となったが、この景気下降局面は単なる景気変

動でなく構造的な変化を含んだものである、という点について、いわゆる転換期論争が生じた。

　高度成長の時代は終ったという不安を裏づけるように、40年の大きな不況が始まった。山陽特殊鋼の

会社更生法適用、山一証券の事実上の倒産などがあって、この不況はかなり長く停滞局面が続くものと

考えられ、そのため“構造不況”と呼ばれた。しかし、ふりかえってみると、構造不況と呼ばれたものは

高度成長の終点ではなく、つぎの発展を前にしての調整期にすぎなかったといえよう。

【成長の副作用】しかし、高い経済成長はさまざまな副作用をもっていたことも否定できない。その主なも

のは、物価上昇、港、用水、道路、生活環境施設等社会資本のおくれ、公害対策の欠如による環境の悪

化であり、これらは「成長のひずみ」と呼ばれた。ことに30年代に入ってからは100万人をこえる雇用増

を実現したが、日本経済は岩戸景気を契機に労働力過剰経済から完全雇用経済への曲り角をまがったと

いってよい。待望久しかった完全雇用の時代がやってきたのである。そしてそのことは、経済、社会、道

徳等の上に着実に、しかも決定的な影響をもたらすこととなったが、そのもっとも端的なあらわれは、消

費者物価の上昇開始である。消費者物価は30年代の前半には、年率1.5％と落ちついていたが、昭和36

年に5.3％と大幅に上昇し、その後今日まで騰勢を収めていない。

　高い経済成長には、このように光と影の両面があったため、成長政策について激しい論争が起こり、

39年末には、佐藤内閣が高度成長を批判し、安定成長論をかかげて登場してくるが、10年以内に実質国

民所得の倍増をめざした「国民所得倍増計画」（昭和35年）が日本経済の発展に大きく貢献したことは

否定できない。

昭和40年代前半の経済

　昭和37年から40年にかけて、暫時の足踏みをした日本経済も、40年代に入るやいなや再び活発で息

の長い投資ブームの過程に入ったのである。

　そして、大企業の技術水準や生産性が米国に近づき、産業が国際化し、積極的に海外へ進出する局面

となった。しかし、40年代後半には、ニクソンショック、石油ショックなど、まさに激動と呼ぶにふさわし

い局面が展開し、前半とは対照的な推移をみせた。

　昭和40年からの“いざなぎ景気”は、日本型高度成長の最終仕上げの過程であった。この過程で文字

どおり経済大国となった日本は円切り上げ、資源エネルギー不足などの諸問題に直面していくことになる

のである。

【いざなぎ景気】日本経済は、40年不況を脱したあと、57カ月（昭和40年11月～45年7月）におよぶ戦

後最長の好況がつづき、超高度成長ともいわれる時期に入った。この間の年平均経済成長率は11.6％（名

目で16.7％）と著しく高いものであった。

　この息の長い高成長の結果、日本はついに「経済大国」としての地位を確立する。40年にはＧＮＰ883

億ドルで世界第5位の規模であった日本経済は、明治改元百年にあたる昭和43年にＧＮＰ1,419億ドル

（45年価格にして59兆円）となり、ついに西独を抜いて米国に次ぐ世界第2位の地位を占めるにいたった。

主要物資の生産量においても、日本の国際的地位は高まった。粗鋼生産量は40年の4,120万トンから45
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年には9,330万トン（米国の78％、ソ連の81％）となり、同じく乗用車の生産台数も、40年の70万台から

45年にはその4.6倍の320万台へと急増している。

【消費ブーム】好況持続の理由の1つとして“新３Ｃブーム”と呼ばれる耐久消費財ブームがあげられよう。

昭和41年度から45年度までの年平均実質耐久消費財支出は、17.5％という高い伸びを示した。乗用車、

カラーテレビの生産が急増し、クーラー、電子レンジ、ステレオ、電子オルガンなどの普及率が急上昇して

いる。新規住宅建設も、40年の84万戸から45年には149万戸へ増加し、住宅関連の消費もブーム状態

を呈した。

【国際収支の黒字化】昭和40年代前半の日本経済における重要な変化のひとつとして国際収支の黒字基

調への転換をあげることができる。国際収支の赤字は、戦後の日本経済のアキレス腱であった。昭和32

年、36年のように経済が急成長すると輸入が増え、国際収支はたちまち赤字となり引き締め政策をとらざ

るをえず、その結果、景気が下降するというのが日本の景気循環の型であった。

　しかし、43年には引き締め政策下にもかかわらず、日本経済は不況局面に転換せず、成長をつづけ、

しかも好況の持続と国際収支の黒字化という２つの課題を同時に達成したのであった。日本の外貨準備

高は、昭和38年から42年まで20億ドル水準を上下していたが、43年度末には30億ドルを超え、46年度

末には166億ドルへと急増している。

　43年、44年の黒字増大は世界経済の好況も一因となっており、45年、46年の大幅黒字は国内不況で

輸出圧力が加わったことにもよるが、やはり日本経済の国際競争力の強化が根底にあったとみるべきで

あろう。重化学工業を中心とした長年の設備近代化努力による輸出競争力の強化と、さらに基本的には

１ドル360円の為替レートが実勢にくらべて非常に割安となり、価格競争力が断然強くなっていたことが

原因としてあげられる。

　昭和44年ごろから日本の国際収支の構造的黒字が内外で問題とされはじめ、黒字国責任論が次第に

強まっていった。しかしながら、ともかくも、明治以来の工業近代化と輸出立国政策によって、欧米に習

いこれに追いつくという国家的な目標は、100年にして達せられたのである。

【過剰米】農家と都市労働者の所得格差はみごとに解消した。だが、その主役は兼業所得や土地代金で

あって、農業所得ではなかった。自立経営農家の育成は目標に遠く及ばなかった。そして、農民の農業ば

なれが30年代後半の米不足の原因とも考えられた。36年から増えつづけた米の輸入は40年には500万

トンに達し、「増産運動」が展開されることとなった。その結果、42年の史上最高の豊作によって一挙に

米不足は解消し、消費量の滅少傾向と相まって、一転して米過剰時代を迎えるのである。45年10月末に

は、古米在庫は720万トンとなり生産調整が実施されると同時に食管制度に自主流通米がとり入れられた。

【過疎と過密】40年代前半における高度成長によって、地域社会の変動はさらに複雑な様相を加えた。

37年に策定された「旧全総」は拠点開発方式によって地方に大規模な工業拠点を育て、これにより人口・

産業の大都市集中を防止し、地方の振興を図ることとしたが、数年を経ずしてこの計画は願望にすぎな

いことがわかった。疲弊した地方の過疎問題が生じ、42年、政府は旧全総にかわる「新全総」（新全国

総合開発計画）の策定を決意、44年、戦後はじめての本格的な国土計画が誕生した。人間と自然の調和、

地域の特性に応じた国土整備、環境保全などの目標を掲げ、そのため、①交通通信ネットワーク形成、

②工業、農業、流通、観光基地の建設、③自然、国土、水資源等の保全のプロジェクトの推進が打ち出さ

れた。

　しかし、大規模開発への住民の反発、財源問題などがあって、「新全総」のアピールした期間は短く、

47年には「日本列島改造論」が登場し、この2つは二重写しの画像となって一般に印象づけられた。かく
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して国土政策の舞台は49年発足の国土庁による「三全総」の策定準備へと移るのである。

【くたばれＧＮＰ】40年代前半の経済の長期繁栄は、光とともに、30年代後半に引きつづき、さらに濃い

影を伴いながら進行した。完全雇用が達成され、労働力が不足すると、生産性を上まわる賃金の上昇傾

向があらわれ、経済諸部門間の生産性格差と相まって消費者物価の上昇基調がつづいた。45年のカラー

テレビの二重価格問題に端を発した不買運動に象徴されるように、いわゆるコンシューマリズムが台頭し

てくるのである。

　また一方、経済規模の拡大に対比して社会資本の蓄積が遅れ、大気汚染、水質汚濁などの公害現象

や過密によるさまざまな弊害が生じ、社会的緊張が高まっていった。昭和42年には、公害対策基本法が

成立、45年には「くたばれＧＮＰ」ということばが登場し、福祉指標の角度からＮＮＷ（Ｎet Ｎational 

Ｗelfare）が提唱されるに至った。

昭和40年代後半からの経済

　好調な40年代前半を終わり、文字どおり経済大国となった日本は、いよいよ「激動の1970年代」を迎

えるのである。まず最初に、「国際化」の影響についてみるべきであろう。

【産業の国際化】昭和30年代の終わりには、貿易の自由化率は93％に達したし、40年には完成車の自由

化も行なわれた。40年代後半の「第二次自由化」では、残存輸入制限品目の数も減少された。

　また、「資本の自由化」についても、42年7月の第一次から48年5月の第五次に至り、ほとんどの業種

が自由化され、電子計算機、医薬品など17業種についても、2～3年後に100％自由化することが決まった。

　以上の貿易、資本の自由化は外圧を通じて行なわれたが、同時に国内企業の実力の急角度の強化によ

り可能となったといえよう。

【円切り上げ】40年代後半の国際化現象として注目すべき第二の側面は、円の切り上げと変動相場制へ

の移行であろう。

　日本政府や企業は、長い間、国際収支赤字、外貨不足に悩まされてきたため、状況がまったく変ってい

ることに気がつかなかった。繊維問題をはじめとして、日米経済関係に緊迫感が強まり、対日批判の世

論が強まった。

　国内では依然として、黒字不均衡の基本的原因である円レートの割安を改めることに対し反対論が圧

倒的に強かった。

　そして、しびれをきらした米国は、ついに、46年（1971年）8月15日、突然金交換の停止、輸入課徴金

の賦課などを中心とするニクソン大統領の緊急新経済政策を実施し、日本に大きな衝撃を与えた。いわ

ゆるニクソンショックである。そして、年末には、スミソニアン会議において、円は1ドル308円に切り上げ

られることとなった。

　さらに、48年2月には、円の変動相場制を実施（当時1ドル271円でスタート）、今日に至っている。

【企業進出】40年代の国際化現象の第三の側面として、企業の海外進出をあげなければならない。理論

どおり、わが国の場合も、輸出のうねりにつづいて、企業進出のうねりが表面化したのであった。

　しかし、それがあまりにも急激であったので、オーバープレゼンス（過剰進出）の印象を与え、49年、

田中首相がタイ、インドネシアで攻撃を受ける事態さえ起きている。

　40年代後半の進出問題は、単なる経済問題でなく、相手国の社会や歴史的背景に対する理解や地元

との融合の必要性を教えてくれた。日本人がはじめて、企業進出を通じて、かつてない「文化的ショック」

に直面した国際的転換点であったともいえよう。

【インフレ本格化】昭和40年代の後半に、日本は激しいインフレーションに見舞われた。国際収支の黒字
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と円切り上げ前後のドル売り円買いで外貨準備が増え、外為会計を通じて国内におカネが流れ込んだこ

と、そしていま一つは、不況脱出、「列島改造」のために大幅な金融緩和策がとられたことによって過剰

流動性が増え、47年秋からの物価騰貴につながっていた。

過剰流動性インフレは、地価、株価など資産価格の膨張になってあらわれた。地価は46年を100として

48年には142まで上昇した。ゴルフ場会員権、絵画、宝石などあらゆるものが投機の対象となり、投機に

伴う悲喜劇が新聞紙上をにぎわした。

　そして、土地買占め、木材価格のつり上げ、食管法違反などで、大企業に対する世論の批判が集中し、

それがときには人民裁判的激しさをもって展開された。

　物不足さわぎのはしりは48年春の繊維品不足である。病院で使う包帯やガーゼすら足りない状態が生

じている。それがより大規模になったのは、48年11月のトイレットペーパー、合成洗剤の買い急ぎ、売り

惜しみである。騒ぎは、砂糖、塩、即席ラーメンにまで拡がり、年末には、冗談から流言が生じ、豊川信

用金庫の取りつけ騒動が起きている。まさにパニック状態であった。

【石油ショック】国際経済の激動のなかでもっとも劇的な事件は、石油危機であろう。48年10月6日、第

四次中東戦争がぼっ発、16日、産油国は原油公示価格を引き上げ、さらに17日、原油生産の削減と非友

交国への禁輸を決定した。49年1月には原油価格は、47～48年平均価格の4倍に当る1バーレル11ドル

に引き上げられた。

　わが国のインフレーションは、最後の仕上げを受けて燃えさかった。この石油ショックに直面して強い

引き締め政策がとられ、日本経済は、激しいインフレから深刻な不況へと、大きなうねりに呑み込まれて

いくことになるのである。

【福祉元年】「くたばれＧＮＰ」の登場は、昭和45年であったが、産業中心の政策や計画が大きく転換し、

福祉と公害克服の意識が40年代後半にはかつてない高まりを示した。環境庁の発足は46年のことであ

る。

　医療費問題で46年には保険医総辞退事件が起き、また、老人医療の無料化など“福祉充実”の掛け

声は高まっていった。

　48年には5万円年金が実現し、当局はこの年を福祉元年と胸をはった。

【昭和50年前期経済計画】40年代経済の総括として立案されたこの経済計画は、第1に、「石油危機後

の物価の鎮静化と不況からの脱出という課題を達成しつつ、わが国経済を新たな成長路線に円滑に移

行させるためのプログラムを明確にし」、第2に、「初めての経験である低成長下で生ずる諸問題とそれへ

の対応策」を示す必要があるという要請に応えたものである。

　同計画は①物価安定と完全雇用、②量から質的充実を中心とした国民生活中心の経済への転換、③国

際協力、などを中成長への移行のなかで整合的に達成していくことをねらいとしている。とくに、同計画

では、今後5カ年のわが国の経済成長率を実質6％と見込んでおり、中成長型となっていることが注目さ

れる。

　しかしながら、資源ナショナリズムの台頭、内的には、財政赤字と国債依存の問題、そして高度成長下

で著しく借入依存型となった企業の経営基盤の問題など中成長移行への困難は大きいものがある。

おわりに

　今や工業力では世界一流の水準に達したわが国ではあるが、経済界は、知識集約的産業を主軸とした

産業構造へ転換をせまられている。それは、国際的資源の配分につき積極的な再検討をする道でもある

が、容易な事業ではない。また需給ギャップ、国際収支ギャップを克服してきたわが国が、つぎに達すべ
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き目標の一つは、国民福祉ギャップへの挑戦であろう。生活環境に密接した公共投資の拡充を急ぎ、社

会保障水準を引き上げ、経済力に適応した国家福祉の充実が必要であり、これらは、今や日本経済の今

日的課題である。

　日本経済のあゆみを、経済白書、日本経済新聞等によりみてきたが、40年代前半までの高度成長は、

国民の勤勉性や企業の旺盛な近代化投資意欲ばかりではなく、良い港湾に面した有利な立地や、海外よ

りの豊富低廉な石油をはじめとする資源や食糧の入手が可能であったこと等に支えられてきた。今や事態

は一変し、日本経済は資源制約のもとで、成長減速の問題に直面し、その中で調和のとれた質的発展を

指向しようとしている。今後の経済は、省エネルギー、省資源型の経済構造に自らを改革していく努力と

長期的発展力を支える新しい技術の開発が必要になってくることは明らかである。

　顧みると、わが社は昭和30年代後半の技術革新による企業の省力化、自動制御化のためのコンピュー

タリゼーションの中に生まれ、好調な日本経済の中に育ってきた。いま、この困難ではあるが知識集約化

へ産業構造が転換しようとしている時代に遭遇し、わが社は、真の知識産業として果すべき使命を、歴

史の中で与えられることになったというべきであろう。
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

わが国の情報処理産業
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

情報処理サービスの定義
情報化と情報産業

　多様化した国民ニーズに対応するためわが国の情報化は急速に進展した。事務処理の分野を初めとし、

科学技術計算、生産工程の自動化、環境システムの制御、各種情報の提供等広範な分野にコンピュータ

が利用されるにいたった。情報産業は、「情報化」を供給面より支える産業の総称である。そして「情報化」

の焦点がコンピュータ・テクノロジーの活用におかれている以上、「情報産業」は、コンピュータ・テクノロ

ジーに関連する産業ということができる。

　「情報産業」は、大別すると、コンピュータ製造業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業にわけ

ることができる。「コンピュータ製造業」は、情報処理機械であるコンピュータを製造供給する電子機械産

業の一つである。「ソフトウェア業」は、コンピュータおよびその関連システムの運用技術を製作提供する

産業であり、産業分類としては新しい分野である。「情報処理・提供サービス業」は、コンピュータとソフト

ウェアならびに通信を生産手段として、情報を収集・加工・提供・流通させるためのサービス業である。こ

の業は、コンピュータ・パワーの高度利用により、マーケットを創造しつつ「情報化」を推進するものであ

り、典型的な情報産業である。このように「情報産業」の構造は基本的には「コンピュータ製造業」、「ソ

フトウェア業」、「情報処理・提供サービス業」より成りたっているが、その関連産業として「通信業」、「シ

ンクタンク業」、「情報システム業」およびコンピュータ・テクノロジー活用外の媒体利用による情報化関連

事業等があると考えられている。また、情報産業の中で、「ソフトウェア業」および「情報処理・提供サー

ビス業」を、ハードウェアを作ることに対比し、ひとまとめにして情報処理産業と呼ぶことがある。

　情報処理産業の第1の特徴は、コンピュータの高度な利用およびその業務に関する複雑な知識を駆使

する必要のある典型的な知識集約型産業ということである。第2は、原材料をほとんど使用せず、生産

設備もコンピュータのみであるため、資源・エネルギーを必要としない無公害な省資源産業であることで

ある。また第3に、情報処理産業は、既存産業のコンピュータ利用の支援を通じて、わが国の産業全体

の省資源・省エネルギー化にも寄与しているということができる。

　今後の情報化は、様 な々機器と情報処理システムとの組合せにより、産業分野のみならず、社会生活、

日常生活の分野においても、いちじるしく進展していくと考えられる。このような情報化の中でソフトウェ

アの比率は急増しているので、ソフトウェアおよびソフトウェアを利用した情報処理の中核を担う情報処

理産業の重要性は、ますます高まっていくものと思われる。

情報処理サービス業の成立

　今日では、上記のように情報産業はコンピュータ製造業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業と

に3分類されるが、発生的には、コンピュータをつくるものも、ソフトウェアをつくるものも、情報処理サー

ビスを行うものも、すべて未分化であった。ＩＢＭがまさに唯一の情報産業であった。しかし、情報処理

に対する需要が次第に増大し、またその質が高度化したため、ＩＢＭのその担当部門が分離し、サービ

ス・ビューロー・コーポレーションとして独立した。これが、情報処理サービス業としてのいわゆる計算セン

ターの黎明である。

　一方、ハードウェア、ソフトウェアは、生産方法がまったく異っており、また、両者の比重において後者

が次第に高まっていながら、両者を1セットとして価格が設定されていた。これは、きわめて不合理なこと
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なので価格分離がうち出された。また、ソフトウェアは、ユーザーや目的ごとの細かな配慮を要するうえに、

ソフトウェアを一つつくれば誰でも利用できることになるので、機械のように生産ラインにのせるわけには

いかない。このようなソフトウェアの性格より、既存のメーカーの体質だけですべてのソフトウェアをつく

ることは困難をきわめた。こうした事情から、ソフトウェア業は、コンピュータ産業に携わっていたエンジ

ニアが独立し、一つの業として独立していったのである。

　この両者の内容は、一つは、ソフトウェアを製造する新しい製造業であり、他は、情報処理をユーザー

に対してサービスする役務提供が主となる業であり、その体質は異質なものである。コンピュータという

ハードウェアがあり、それを運用する手段としての技術がソフトウェアなのであって、この両者を生産手段

として情報処理が行なわれ、それが情報処理サービス業といわれていると解すべきであろう。しかしなが

ら情報処理サービス業は、サービスを主たる業とはするものの、サービスを提供・流通させるための情報

を処理する工程が必要であり、この意味では情報の加工製造業の一面をもっている。情報処理サービス

業とソフトウェア業は、このような産業としての性格をもっている。しかしながら、情報処理サービス業は、

その必要とするソフトウェアが、アメリカのように市場流通していない現状より、自社で製造する機会が

多いのが実情である。とりわけ、その使用するソフトウェアが優秀であることは、良質のサービスのため

の重要なポイントであり、情報処理サービス業がソフトウェア業を兼ねることが通常のこととなっている。

情報処理サービス業の社会的役割
社会と情報処理サービス業

　経済社会における「情報」の役割は、農業社会、工業社会、そしてつぎに期待される社会へと進むに従っ

て順次高まり、今後さらに飛躍的に重要性を増すものと予測されている。この「情報」を、コンピュータ・

テクノロジーを活用して、適時、適切に収集・加工・提供することは、製造・流通等を司る産業の合理化、

医療・公害・教育・防災等の社会的問題の解決、豊かな個人生活の形成等に、きわめて大きな影響をもっ

ている。「情報化」は、放送・出版・映像等の各種媒体によって、もたらされることはもちろんであるが、コ

ンピュータ・テクノロジーを活用する「情報化」は、現在の課題であり、「情報化」論議の中心におくこと

が通例である。

　このように「情報」の量や価値が大きくなり高くなると、これをコンピュータ・テクノロジーによって、収集・

処理・加工し、また流通させる産業として、情報処理サービス業が社会的に位置づけられることとなる。

すなわち、情報処理サービス業の社会的役割は、企業・社会・個人に対して有用な情報を効率的に処理し、

ユーザーの情報需要に有効に対応することといえよう。

情報処理サービス業の産業の地位

　情報処理サービス業が果すべき役割は、産業構造の中につぎのように位置づけられる。

　電力を例にとると、消費者が電力業に望むものは、照明や、熱や、モーターの動力なのであって、発電

機や電力そのものではない。同様な発想で情報産業を考えると、ユーザーの必要とするものは、情報で

あり、情報処理であって、決してコンピュータやソフトウェアそのものではないことがわかる。

　従来の日本の産業に対する考え方は、メーカー寄り、すなわち、ハードウェアの製造中心に考えられて

いた。日本の経済構造が欧米並みになり、脱工業化社会に近づくと、基本的な発想の転換が必要になる。

そして、商品を正しく消費するもの̶消費者の立場に立って商品を正しく評価する機能を果すもの̶が中

心となり、産業を考えなおすことが緊急の必要事になってくる。この意味で、情報処理業界は、消費者と

コンピュータ製造業の中間介在者であり、情報の処理・流通業者としてクローズアップされることであろ



104

う。情報処理サービスを行うための生産手段としてコンピュータとソフトウェア、通信がある、という考え

方は、情報産業を理解するための中心をなすであろう。

　一方、産業中に一つの分野として確立され、独立の業種としてみられるには、一般に1兆円くらいの社

会需要が生じたときであるといわれている。今日、情報処理業（情報処理提供サービス業とソフトウェア

業を含む）の総需要は、昭和52年度において、約4,000億円であり、数年を出ずして1兆円分野の需要

が想定されている。前記の尺度に従うとほぼ一つの産業分野として社会的評価を得つつあるものである

とみてよい。

情報産業の影の部分
コンピュータ関連の犯罪

　情報処理サービス業は、前記のように企業・社会・個人の情報化のために果す役割は大きなものがあ

る。しかしその運用如何では、このような光の部分の反対に影の部分も発生する。社会におけるコンピュー

タの重要性が増加すればするほど、コンピュータを軸とした犯罪、または、反社会的行動は発生する可能

性もあり、予めの防衛策が必要になる。

　いくつかの事例をとりあげてみよう。

⑴ 昭和50年、株式会社間組のコンピュータ室が過激派グループに襲撃され大きな被害を受けた。三井物

産株式会社の通信設備についても同様の事件が発生した。

 　この犯罪は、いわゆる新左翼とよばれる過激グループが暴力により社会の混乱や転覆をねらったも

のである。攻撃の対象がコンピュータと通信施設にむけられたのは、これらが会社の機能を中止させる

キーであり、社会的混乱も大きいためである。

⑵ 昭和46年、日経マグロウヒル社の約10万人に及ぶ購読者リストが、情報処理サービス業者を通じて、

リーダーズ・ダイジェスト社に流用されていたことが発覚した。これは、購読者リスト磁気テープを複写

して盗用した、いわば情報の窃盗事件である。同じような犯罪には英国の化学会社インペリアル・ケミ

カルから企業秘密の入った磁気テープを盗み出し、20万ポンドをゆすり取ろうとした事件がある。

 　これらは、コンピュータの利用により情報という無形のものが益々社会的重要度を増し、窃盗の対

象となった事件である。

⑶ ワシントンに本部のある米連邦エネルギー局のコンピュータ室から、コンピュータと通信の総合技術に

より、極秘資料39巻を入手していたプログラマーが、有罪の判決を受けた。

　またつぎのような複雑な操作による事件もある。銀行では普通、利息の端数は切り捨てている。ところ

がコンピュータには端数まで記憶させていたので預金通帳の利息で切り捨てる端数をコンピュータ担当

者がかき集めてつじつまを合わせ、3年間で数千万円をかせぎ出した事件が生じた。

　このようにコンピュータの高度な技術を使った犯罪も生じている。

コンピュータとプライバシー

　“プライバシー”という言葉が日本語化し、一般化した直接のきっかけは、昭和34年、有田八郎氏と、

彼をモデルにした小説「宴のあと」の著者三島由紀夫との間で争われた訴訟事件にもとめられる。この

訴訟の結果、「私生活をみだりに公開したくないときの法的保障ないし権利」としてプライバシーが認め

られた。しかし、プライバシーの概念はまだ固定しておらず、きわめて流動的であり、行政管理庁の中間

報告でも「……その実質は、個 人々の主観、感情にかかわる面が多く、一般的、客観的に私法上の権利

として、その範囲、内容を定めることが困難である」としている。
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　コンピュータの普及は、大量の個人情報の収集・処理・提供をきわめて容易にし、プライバシー問題を

ますます複雑にしており、これに対する方策が望まれている。

　つぎに事例を示そう。

⑴ ダイレクトメールと住民台帳

 　昭和48年、東北地方鶴岡市で、あるダイレクトメール業者が約9万7千人の全市民の氏名、性別、年

令、続柄などを住民台帳から写しをとり、「昭和49年版鶴岡市名鑑」と名付けて出版しようとした。こ

れに対して現地の労働組合、生活協同組合などが反対運動を起こし、国会でもこの問題がとり上げら

れた。また、同じ事例は福島や宇都宮でも発生している。

 　これは、ダイレクトメール業者が営利のために住民基本台帳を転用することが、適正なデータ使用か

らの逸脱ではないかとするものである。

⑵ クレジット情報の転売

 　某月賦百貨店が、月賦販売を通じて蓄積した顧客の信用データを、同業の月賦販売関連会社に有

料で開放しようとした。同社では、約500万人の顧客について、住所、本籍、職業、勤務先、資産状態、

支払状況などを記録した顧客データを備え常時更新している。この情報を有料で解放しようというの

であるが、信用情報というのは、きわめて主観的にとり扱われやすい危険性をもっているものであり、

果してこのような情報の販売は、プライバシーの侵害にならないのだろうか。

情報安全対策

　コンピュータによる情報処理が高度化するにつれ、多量に蓄積されたデータの盗難による機密漏洩・コ

ンピュータの停止による業務停止等を、防止する安全対策の必要性が高まっている。また、コンピュータ

の利用により、個人データの蓄積加工が容易になり、プライバシーが侵害され、さらに国家や企業等によ

る管理社会が形成されやすく、個人の自由・独立侵害の弊害防止の声も大きい。

　これらの情報化の影を防止する確実な対策が必要である。

　このような趨勢をうけて、昭和49年9月産業構造審議会は、今後の情報化政策のあり方について中間

答申をまとめている。その中で情報化における影の部分につき、「情報化に伴う副次的マイナス効果の除

去」の必要性を具体的に、

　①プライバシーの侵害に対する保護対策

　②管理社会化の弊害の除去施策

　③安全対策の必要性

　　としている。

現在までに具体的なプライバシー保護と安全対策についての社会的動向の表われとして、

昭和49年9月

 連邦標準局（Ｕ．Ｓ．Ｎational‐Ｂureau of Ｓtandards）は、「データ処理におけるフィジカル・セキュ

リティおよびリスク・マネージメントのためのガイドライン」を定める。

昭和51年2月

 自治省は、地方公共団体に対し、「地方公共団体がデータ処理を外部に委託する場合の機密保護対

策」の通達を出す。

昭和52年4月

 通産省機械情報産業局は、「コンピュータ・システム安全対策基準」を定める。

　等がある。プライバシー保護、機密保護、安全対策等を包括的に考慮したコンピュータ・セキュリティは、
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情報処理サービス業の生命ともいえるものである。

　わが国の情報処理サービス業は歴史が浅いこともあって、現在までのところ安全対策に対する投資が

十分行われていない。安全対策、プライバシー保護の対策が不十分なままでユーザーの信頼を得ること

が困難なことは明らかである。さらに、この産業が発展していく段階で他人の情報をとり扱う産業として

の性格から、安全対策、プライバシー保護を推進することが社会的要請としてますます強く求められるも

のと思われる。

専門業者の有用性とその技術
　情報処理サービス業は、「情報」の効率的・高品質な処理により、情報需要に有効に対応することが、

社会的な役割である。その達成のための具体的方法と技術は

　⑴コンピュータ・ユーティリティ

　⑵ソフトウェア製作

　⑶情報提供

　⑷付加価値通信

　⑸情報化オルガナイザー

にある。

コンピュータ・ユーティリティの確立

　情報処理サービス業は、熟達した技術者により、コンピュータとその運用技術であるソフトウェア、さら

に通信を駆使し、情報とその処理資源（Ｒesource）を需要者に適時適切に分割供給（Ｓhareing）する

ことを経済的、効率的に遂行する（Ｕtility）ことを目的としている。すなわち電力・ガス等の供給提供業が、

公共企業（Ｐublic Ｕtilities）といわれていることと基盤を一にしている。

　例示的に考えると

　⑴ コンピュータとソフトウェア資源を通信回線を通じて時分割して供給する－ＴＳＳ、オンライン・リアル

タイム・サービス

　⑵ コンピュータとソフトウェア資源のマルチ・オペレーションの1ジョブを、バッチ又はリモート・バッチに

より供給する－バッチ受託計算、ＲＪＥ、ＲＢＳ等のサービス

　⑶ コンピュータ付帯設備の運用による結果を供給する－入力業務サービス、漢字処理・ＯＣＲ・ＣＯＭ

等によるサービス

　⑷ コンピュータ室の運営受託、および運営のための設備・要員を提供する－ＦＭサービス

　等すべてが情報技術を中心とした情報、並びに情報処理資源の社会に対する分割供給である。

ソフトウェア製作

　コンピュタ製造業は、電子機械メーカーであることより、その発想は、基本的に単純化、標準化、専門

化による量産体制と品質管理体制に支えられている。したがって、ソフトウェアの製作については、ハー

ドウェア製作手法と若干ちがいがあり、独特の手法が必要である。ハードウェアと密着したベーシック・

ソフトウェアといわれる部分以外、システム・プログラム、とくにアプリケーション・プログラムについてのノ

ウハウや製作手法は、ユーザーに近い位置にあり、かつ、ソフトウェア製作に必要な機動性のあるものの

方が、多くの経験と知識をもつようになった。

　こうして、ソフトウェア業が確立されつつある。しかし、わが国においては、ソフトウェアの流通が必ず

しも十分でない等の事情により、情報処理サービス業が情報処理・流通の場にあり、顧客の意向にそっ
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たアプリケーション・ソフトウェアを製作する機会が多い。また、その製作の過程でアプリケーションを支

え、合理化するためのシステム・プログラムを製作する必然性が生じた。

　ソフトウェアの開発分野は、経済、社会生活に関する諸現象が複雑多岐となり、当然、その効率化、

高度化を目指し、多くの要因を考慮しつつ問題解決を図る情報システムも多種多様となった。情報システ

ムは、当初産業活動の分野に登場し、ついで行政の分野に普及してきた。これらの分野のソフトウェアは、

この20年間で膨大な蓄積をみ、今後もさらにその技術の量・質ともに進歩をみることであろう。今後は、

それらの分野にとどまらず、医療、交通・物流、公害・環境、防災・防犯、教育、流通、地域社会生活等の

社会、生活領域にまで及ぶようになり、人々の生活が多様化するにつれ、この分野の情報システム化の必

要が増大するものと思われる。

　コンピュータを中核とした種々の情報システムの開発と普及は、高度社会実現のためには、不可欠の役

割を担うものと期待されている。情報処理サービス業は、この役割の中で、ソフトウェア開発の分野でも

大きく期待されている。

情報提供

　情報提供サービスは情報処理サービスと分類されることもあるが、広義の情報処理業の一分野である

とすると、情報提供は、この業の大きな役割のひとつである。

　情報提供サービスは、コンピュータ・テクノロジーを利用して各種情報を提供するサービスである。この

サービスは、情報を収集・加工・提供することにおいては、情報処理サービスの一環であるが、不特定多

数のもの、あるいは社会需要に対して開かれた形で情報を提供する場合に、とくに情報提供サービスと

呼称する場合が多い。

　情報提供は、社会や個人に広く行われるものが多いので、営利事業として成立するものもあるが、公

的情報サービスが次第に開発されている。特定経済情報については営利的民間情報提供サービスが逐

次出現している。現在運営されている情報提供サービスには、次のようなものがある。

　⑴公的情報提供サービス業

　　○イ 労働省・労働市場センター

　昭和42年から、全国の職業安定所に端末機を設置し、職業紹介、失業保険業務をオンライン・システ

ムで行っている。

　　○ロ 日本科学技術情報センター

　内外の学術雑誌、論文などの科学技術文献資料の収集・抄録をコンピュータによる検索サービスで

行っている。

　　○ハ 日本特許情報センター

　内外の特許関係情報のコンピュータによる蓄積、検索サースビを行っている。

　　○ニ ＣＡＴＶシステムによる情報提供

　通産省と郵政省の共管による生活映像情報システム開発協会は奈良県東生駒においてＣＡＴＶモデル

都市の実施計画を進めている。同軸ケーブルを情報とデータの伝送路とし各種の情報提供サービスが考

えられる。

　⑵民間情報提供サービス業

　　○イ NEEDS（NIKKEI Economic Electronic Data Service）

　日本経済新聞社が提供するコンピュータ化された内外の主要経済統計データ、上場会社の財務デー

タ、株価データ等総合経済情報システム。日本興業銀行の作成による上場会社の財務データ、ならびに
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アメリカのＤata Ｒesources'Ｉnc.（ＤＲＩ）の作成によるアメリカ経済統計データ、Ｓtandard Ｐoor'sの

作成するアメリカ・カナダ主要会社の財務データ、ロイター通信社が編集する世界の主要証券取引所の株

価のデータなどが提供されている。

　　○ロ 市況情報センター

　オンライン・リアルタイム・システム（ＱＵＩＣＫ）による東京・大阪証券取引所の株価情報を提供する。

昭和49年5月末現在でビデオ端末装置の予約台数は3,000台を超え、稼動台数は約2,300台に及ぶ世界

有数の情報提供システムである。

付加価値通信

　コンピュータの利用形態がオンライン化し、広域化、分散化した現在においては、情報処理における通

信の役割は、きわめて大きいものがある。コンピュータとコンピュータ間の通信、コンピュータと端末間、

あるいは、端末機同志の通信が、それであるが、これらは、従来の電信電話とは性格を異にする。

　すなわち、電信電話が、処理をともなわないトランスペアレントな通信であるのに対し、コンピュータ通

信の場合には、通信の過程における処理が、きわめて有用であるというということである。

　これらの処理とは、例えば次のようなものである。

　⑴データのパケット化による通信回線の有効利用－トランスペアレントな通信では回線に空時間が出

来、回線の有効な利用方法とは言えない。データをパケット化し、1本の回線に複数の通信を乗せ、

また回線ビジーの場合には経路を迂回させる等の処理をすることにより通信のスループットを上げ、

高速化することが出来る。

　⑵伝送エラーの検出と修正

　⑶伝送速度、プロトコール等の変換－発受信の速度が異なる場合の調整や、異機種間接続における

伝送手順（プロトコール）の変換をデータ通信網にもたせることが出来る。

　⑷蓄積交換－一方のコンピュータが通信を試み、他方が第三者と交信中の場合等のためにメールボッ

クス機能を通信網に持たせる。

　⑸同報代行通信

　　このような新たな価値の付加された通信は付加価値通信と呼ばれるが、価値の付加自体コンピュー

タで行われるという偶然が重大な問題を提起することになる。すなわち、アプリケーションとしての

処理も含め、データ処理と通信とがあまりにも緊密な関係となり、これらの間の線引きが、きわめて

困難になったのである。歴史的には通信は公機関の独占するところであり、もしコンピュータ通信を

電信電話と同一視するならば付加価値通信を民間に開放することが出来なくなるが、他方、付加価

値通信は、サービスの多様性ときめ細かさの要求される業務であることから、民間にゆだねられる

べき性質のものであるというデイレンマが生じた。

　米国の連邦通信委員会（ＦＣＣ）は、この新しい情況に対応して、1973年コンピュータ通信を従来の

電信電話と切り離し、付加価値通信を民間に開放した。かくして、タイムネット、テレネット、グラフネット

等のＶＡＮ（Ｖalue added network）業者が誕生したのである。さらに、ＦＣＣは1976年、ＶＡＮの付加

価値に関する条件を緩め、民間の創意ある付加価値サービスが新たなコンピュータ通信の需要を喚起す

るものである以上、回線再販にいかなる制限も加えられるべきではないという裁定を下した。

　タイムネット、テレネットは、コンピュータを対象としたＶＡＮで、グラフネットはファクシミリを対象とし

たものであるが、いずれも創立以来めざましい発展をとげ、産業の一分野を確立しつつあるのみならず、

社会の情報化に大きく貢献しているのである。
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　さて、わが国では、昭和46年通信回線が、データ通信のために開放され他人使用や共同使用の制度

が確立されたものの、データ通信が公衆電気通信法の枠内におかれたため、民間の情報処理業者がメッ

セージ交換を含む処理を行なうことは禁止された。したがって、わが国では、ＶＡＮ業者の存在は法的に

認められない。しかしながらＶＡＮに対する潜在的需要は強いものとみられる。

　電々公社は新データ網のＤＤＸにおいて米国のＶＡＮと同様のサービスを開始しようとしているが、電

信電話と異なり、サービス内容の面でも、料金の面でも、公機関が付加価値通信をユーザーに満足出来

る形で提供し得るか否かには疑問が残るところで、むしろ民間の情報処理サービス業者の機動力とバイ

タリティーに委ねられるべきものであろう。

　今後、データ通信は飛躍的に発展するものと予測されている。まず、需要の面から言えば、データ量は

増大し、オンラインはますます広域化の一途をたどるであろうし、情報処理技術の発展により、図形情報

システムの普及や、コンピュータとファクシミリの一体化など、新しい形態での通信の需要が発生するもの

と思われる。他方、供給面では光ファイバー、宇宙通信、ディジタル通信等の技術の発展はめざましく、

通信は、さらに高速化、低廉化するであろう。

　このような情況にあって、われわれ情報処理サービス業者のはたし得る役割は大なるものがあるが、

現在のわが国の法制度が大きな障害となっており、その改革が緊要とされているのである。

情報化オルガナイザー

　わが国の産業のあり方をみると、少くとも昭和40年代までは供給者主導型であった。この供給者主導

型社会は、生産在庫の過剰と削減が繰返されやすく、市況はもちろん、景気の上昇下降を誘発し、経済

社会に混乱をもたらし、過剰設備・不良在庫等の不合理な状態を出現させる機会が多かった。情報化の

推進に寄与している情報産業群においても、従来の産業界と同様、コンピュータその他の情報機器の生

産供給者主導型で進められてきたことは否定できない。

　しかしながら、いまや、情報化の必要性が社会に浸透し、広く情報化のメリットが理解されるにともな

い、情報化においても利用者主導型に変換されつつある。米国の例をみても、その傾向は強く印象づけ

られる。とくに、昭和50年より、情報産業全般について自由化され、国際競争場裡にさらされ、供給者主

導型による情報化が、世界の場において通用するはずはない。情報化の需要者・利用者である企業や、

一般社会や個人は、加工・処理・選択された必要な情報を入手したいのであって、決してコンピュータ等

の情報機器や、通信機能を得たいとは考えていない。これは日常生活の中で電力そのものは、多くの場

合不要であり、それによって形成される光や熱や動力の効用が必要であることと同類である。

　このように考えると、情報産業の一翼を担い利用者サイドにたって、情報機器を評価し、これを手段と

して情報を処理・流通させる業としての情報処理産業が、クローズアップされるのは当然である。第1図の

ように、情報化の効用を得ようとするユーザーは、情報の生産手段である情報機器・ソフトウェア・通信お

よび関連必要手段を自ら使用するか、または、それらの手段を使用して情報処理・流通する業者を通じ

て効用の供給をうけているのである。このような産業構造の下に情報処理産業を理解すると、その重要

性が明確になる。

　以上のような構造よりさらに一歩進んで、ユーザーに対し、情報処理成果物を、流通させるにとどまら

ず、ユーザー自らが情報収集・加工する一面をも考えると、「ハードウェア」、「ソフトウェア」、「通信」、「処

理情報」を、ユーザー・サイドに立って評価し、総合情報システムとして編成構築してユーザーに提供・流

通しようとする機能が、情報化の推進の中心となるはずである。これを「総合情報システム業」と呼んで

もよいが、このような情報化をオルガナイズする機能は、メーカーから独立した広義の情報処理産業の中
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の重要な社会的役割である。

情報処理サービス業の将来と問題点
業界の計量予測

昭和51年における産業構造審議会情報産業部会は、つぎのように情報処理業の計量予測を行っている。

　⑴市場規模

　ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業からなる情報処理産業の市場規模は、昭

和49年度に2,453億円であったが、年平均16.4％で成長し、昭和60年度には1兆3,070億円になると予測

される。これは、コンピュータ製造業の伸び率14.1％より高いことで注目すべきである。（第1表）

　⑵業務別需要

　業務別の売上構成比では、売上の約43％を占めていたバッチ処理が約35％まで低下し、代ってより高

度なオンライン処理（リモート・バッチおよびタイムシェアリング・サービス等）が今後急速に成長し、昭和

60年には約16％に達する。ソフトウェア開発による売上げも社会システムの開発が今後とも増大すること

等により着実に増加することが見込まれる。（第1表）

　⑶マーケット別需要

　マーケット別では、コンピュータ保有客、非保有客の売上げはともに着実に増加する。また、コンピュータ・

ハードウェアの急速な技術革新に伴い、コンピュータ・メーカーからの各種システムおよびアプリケーション・

プログラム等のソフトウェア開発需要も、情報処理産業のマーケットとして拡大が予測される。（第2表）

　⑷情報処理産業の比重

　コンピュータ製造業と情報処理業を合計した情報産業全体の売上高は、昭和49年には8,300億円で

あったが、昭和60年度で3兆8,000億円に達し、昭和49年度に比し4.6倍（年平均伸び率14.9％）に増

加する。情報処理産業の情報産業全体に占める割合は、昭和49年度の約29％から昭和60年度には約

34％と増加することが注目される。（第3表）

　⑸全情報処理需要

　以上述べた情報処理産業は顧客のために、情報処理を行うものであるが、コンピュータ・ユーザーおよ

びメーカーが社内で行う情報処理量は、昭和60年度末で4兆5,889億円に達する見込みである。

　⑹情報処理技術者の動向

　情報処理産業および一般ユーザーに働く昭和49年度末の情報処理技術者は15万4千人であるが、コン

ピュータの急速な発展に伴い、昭和60年度の需要数は、57万8千人と見込まれる。これは、年伸び率

12.8％であり、要員省力化対策によりコンピュータの設備金額の伸び率よりは小さくなるものと予想される。

　情報処理技術者はシステム・エンジニア、プログラマー、オペレータおよびキーパンチャーから構成さ

第1図 情報産業の構造

情 報 生 産手 段の 供 給 者 情報加工提供流通者（情報処理産業）

ソ フ ト ウ エ ア 業

コ ン ピ ュ ー タ 製 造 業 情 報システム業

シンクタンク業

ユーザー
通信業（電々公社・国際電々）

その他媒体による情報化関連業

情報処理
提　供 サービス業
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れるが、この職種別ではシステム・エンジニアに対する需要の伸びが最も高い。（第4表）

　⑺技術者需給

　一方、この需要の増大に対して、現在予想される昭和60年度における情報処理技術者の供給は39万

9千人と見込まれる。需要に対する供給の比率を職種別に見ると、システム・エンジニアおよびプログラ

マーは約80％の充足率となるが、オペレータおよびキーパンチャーについては充足率60％である。

将来像と問題点

　昭和52年度の情報処理産業の売上げは約4,100億円、就業者数は約7万人、事業所数は約1,300カ所

に達している。また今後の情報化の進展、コンピュータ・ユーザーにおける外注比率の増大等を考えると

今後もさらに発展していくと考えられる。昭和60年度の生産額は既述のように1兆3,000億円程度となり、

就業者数5万8千人におよぶ産業構造中の確固とした一業種を形成するに至るものと期待されている。

　このように、国内の他産業に比べて、著しい量的拡大をみているが、対米比較を行うとその規模におい

て格段の差がある。すなわち、わが国の情報処理サービス業の主要上位企業8社の平均売上高は約50

億円で、これは、アメリカの主要企業と比較した場合1/8程度となっており、経常利益では1/35程度と

著しい格差が存在する。また、ソフトウェア業の主要上位企業8社の平均売上高は約20億円で、これを、

アメリカの主要企業と比較した場合1/7程度となっており、経常利益では1/23程度と著しい格差が存在

する。このように米国に対して10年程度のきわめて遅れた状態にあり、各種の問題点をかかえている。

　第1の基本的問題点は、企業規模の過小なことである。業界の市場規模は、ここ数年着実な伸びを示

してきた。しかし、参入企業もまた急増しており、1企業あたりの売上高はきわめて小さい。

　第2には、業務内容がいまだ低水準であることがあげられる。情報処理サービス業をみると、いわゆる

大型センターの中には、すぐれた技術をもったオンライン、TSSサービス等を行うものもあるが、大部分

は技術的に単純なバッチ計算サービス、パンチ業務、要員派遣、マシンタイム販売等の特色のないサービ

スの比重が大きく、米国の情報処理サービス業に比べ大きなへだたりがある。

　また、ソフトウェア業、およびシンクタンク業においても対応技術範囲の広い大規模なシステム開発やソ

フトウェアの開発は今後の大きな課題となっている。

　第3に、過当競争があげられる。情報処理産業は、その資本、設備等からして比較的設立しやすい業

態であるため、過度の企業の乱立を招き、競争を激化している。

　この様な問題点が生じているのは、次のような事情が主な原因となっている。

　第1の原因は、情報処理産業を社会的に発展させる基盤としての、情報の価値意識が確立されていな

いことがあげられる。わが国では従来から、考え方に対しては対価を支払わない傾向があり、今後、情

報の価値が社会的、制度的、倫理的に確立されることが必要である。

　第2には、ハードウェア価格とソフトウェア価格の区分が明確でないことがあげられる。この価格の分

離は、ソフトウェア関連経費を顕示化させ、ソフトウェアに対するコスト意識を生み、その結果、新たな需

要の喚起も期待されることにより、情報処理産業・ソフトウェア業の健全な発展に資すると思われる。

　第3は、情報処理技術者の不足の問題である。シンクタンク業において問題を解決するにも、ソフトウェ

ア業においてソフトウェアを作成するにも、情報処理技術者の頭脳によっている。しかしながら、質・量と

もに十分に供給できないのが実情であり、これが情報処理産業の発展を阻害している一因となっている。

　第4は、市場の不確定なことがあげられる。わが国の情報処理市場は拡大を続けてはいるものの、市

場がともすれば、ハード・メーカー主導型の市場であること、コンピュータ・ユーザーの外注マインドが定

着していないこと等の問題点を抱えている。
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第1表 情報処理産業の業務別売上げ予測 　（億円：％）

注．（　）内は構成比である。

業務

計

年度 昭和49年度 昭和60年度 倍　率 年平均伸び率

1,062（ 43.3）
 77（ 3.1）
 352（ 14.4）
 962（ 39.2）

2,453（ 100.0）

 4,546（ 34.8）
 2,139（ 16.4）
 3,411（ 26.1）
 2,974（ 22.7）

13,070（ 100.0）

4.3
27.8
9.7
3.1

5.3

14.1
35.3
22.9
10.8

16.4

バ ッ チ 処 理
オ ン ラ イ ン 処 理
ソ フト ウ ェ ア 開 発
ファシリティ・マネージメント
そ の 他

第2表 情報処理産業のマーケット別売上予測 　（億円：％）

倍　率

注．（　）内は構成比である。

マーケット

計

年度 昭和49年度 昭和60年度 年平均伸び率

 817（ 48.9）
 745（ 44.6）
 110（ 6.5）

1,672（ 100.0）

 6,320（ 48.4）
 5,220（ 39.9）
 1,530（ 11.7）

13,070（ 100.0）

7.7
7.0
13.9

7.8

18.6
17.6
24.5

18.7

コンピュータ保 有 客
コンピュータ非保有客
コンピュータメーカー

第3表 情報産業の予測 　（億円：％）

項目
年度 昭和49年度 昭和60年度 倍　率 年平均

伸び率

7,463
1,866
213
5,810
3.7
2,453
8,263

26,188
5,238
3,932
24,882
15.8
13,070
37,952

3.5
2.8
18.5
4.3

5.3
4.6

12.1
9.8
30.4
14.1

16.4
14.9

1.　 コンピュータ産業
（1）国内納入額 （億円）
（2）輸入額　 （億円）
（3）輸出額　 （億円）
（4）国内生産額⑴－⑵＋⑶ （億円）
（5）輸出比率　 　（  ％  ）
2.情報処理産業生産額 （億円）
3.情報産業総生産額　 （億円）

⑶
⑷

第4表 　（千人：％）情報処理技術者の需要予測

システム・エンジニア

プ ロ グ ラ マ ー

オ ペ レ ー タ ー

キ ー パ ン チ ャ ー

情報処理産業
一般ユーザー

情報処理産業
一般ユーザー

情報処理産業
一般ユーザー

情報処理産業
一般ユーザー

情報処理産業
一般ユーザー

分　　類
年　　度 昭和49年度末昭和60年度末倍率年平均伸び率

2.8
16.8

8.2
35.3

3.3
18.3

7.3
60.7

21.6
131.1

19.6

43.5

21.6

68.0

152.7

12.5
107.9

22.0
132.8

9.8
70.3

20.7
202.3

65.0
513.3

120.4

154.8

80.1

223.0

578.3

12.2
15.4

7.9
10.7

8.7
10.9

8.3
9.7

8.8
11.1

15.0

10.3

10.6

9.6

10.8

4.5
6.4

2.7
3.8

3.0
3.8

2.8
3.3

3.0
3.9

6.1

3.6

3.7

3.3

3.8
計

計

計

計

計

計
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　第5は、副業的性格の企業が多いことである。メーカー直営のハードウェア・セールスのためのサービ

ス機関や、コンピュータの余剰能力を販売するため大企業の部門から分離した系列企業においては、副

業的要素が強いため、これが競争条件を歪めている。

　第6は、官業との調整が未解決なことである。官業として行われているデータ通信サービスは民間情報

処理産業の業務と重なり合っている。このため公正な競争が行いにくく、また、民営により創意に富んだ

サービスの重要性が阻害されている。

　わが国の情報処理産業はその歴史が新しく、アメリカに比べ約10年遅れて出発し、前述のような脆弱

な基盤の中で、昭和51年4月からソフトウェアの資本自由化が行われ、外資系の大手企業が上陸する事

態に直面した。このような時、問題解決のため次のような課題を早晩に解決する必要がある。

　⑴約1,300社が存在する産業体制の整備

　⑵情報化の進展に伴い需要が増大する情報処理技術者の確保

　⑶ソフトウェアの生産性・信頼性の向上、高度のコンピュータ運用技術の向上

　⑷情報処理サービス業におけるネットワーク情報サービスの充実

　⑸データ保護・プライバシー保護・安全対策等のコンピュータ・セキュリティの確立

　⑹ソフトウェア流通市場の確立

　⑺情報処理産業の国際的展開

　等今後の発展を考えるとき多くの課題を抱えている。

　さらに、これらの問題を解決し、知識集約型産業としてこの産業が発展するためには、産業全体の水

準を高める必要があることはもちろんであるが、国際競争力を備えたリーディング企業の育成も重要な課

題になっている。リーディング企業の育成という観点より、またこの産業の将来像を考えた場合にも、

　⑴複合型サービス企業

　全国的なオンラインサービス体制を整え情報システムの複合的サービスを行う

　⑵特化型サービス企業

　中核都市および、その周辺地域で地域産業として特化し、きめ細かいサービスを行うとか、特殊な業

務の情報処理を専門的にサービスする企業

　というように分化していく必要があろう。すなわち、複合型、特化型の二種の情報処理サービス業が、

それぞれの特色を生かしながら発展していくことが期待されるのである。

技術課題

　情報処理産業の抱えている主要な技術的課題としては、次のものがある。

　⑴ソフトウェアの生産性、品質、性能向上のための技術

　ソフトウェアの生産性、品質、性能の向上を図るには、作業者個人の経験と勘に頼った現状の手工業

生産形態から脱却する必要がある。

　さらに、ソフトウェアの生産を理学的、工学的見地から抜本的に見直し、生産性、品質、性能の向上を

図るソフトウェア・エンジニアリングが研究開発の課題となっている。

　⑵システム・プログラムおよびアプリケーション・プログラムの汎用化技術

　アプリケーション・プログラムの開発の際、調査分析からシステム設計段階の業務は付加価値は高いが

技術力を必要とし、この分野の技術力の向上が課題になっている。
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　また、多数のコンピュータ・ユーザーの利用に供する汎用的なプログラム（ソフトウェア・パッケージ）は、

現在、外国製のものがかなり流通し始めているが国産のものはほとんどない。しかしながら、ソフトウェ

ア・パッケージの開発は、最も付加価値が高いので、ソフトウェアの発展を考えるとき、この分野の技術

力の向上が課題になっている。

　⑶通信型情報処理技術

　経済社会活動の大規模化、国際化に伴い、情報処理サービス業の業務のオンライン化が進展している。

これに対応して、情報処理サービスおよび情報提供サービスに適したデータ・ベース・システムの開発、コ

ンピュータ・ネットワークの技術開発等により、通信型情報処理の効率の向上、ユーザーに提供するサー

ビスの内容の向上等を図ることが課題になっている。

　⑷コンピュータ運用技術

　情報処理サービスは、コンピュータおよびその関連機器、ソフトウェア、通信回線の3つの生産手段を

技術者が効率的に運用することが中心となる。したがって、それらの個々の技術とともに、それらを統括

し、努めて省力化して運用する運用技術を確立することはきわめて重要な課題である。

　⑸ハードウェアとソフトウェアの結合技術

　超集積回路等に象徴される技術革新により、コンピュータのハードウェア価格は、いちじるしく低下し

た。5年後には、主要部分が現在の約1/10の価格になるといわれている。コンピュータは、低コストであ

ると同時に性能が飛躍的に向上し、パフォーマンスの高い、ミニコン、超ミニコンが出現している。

　ADAPSOの報告によれば、「情報処理サービス業者の売上の25％は、ミニコンによる処理に置換えれ

る可能性がある」とされている。このような技術革新の中で、ハードウェア・コストと、ソフトウェア・コス

トは、後者の比重が次第に増加するとともに、一方、その各専業者の境界が不分明になり始めた。こうし

て記憶素子・固体回路等の部品製造業者の発展もあり、情報処理業者は、小型コンピュータ等をみずか

ら部品を購入して組立てている。情報処理業者は、これらのハードウェアに、ソフトウェアを付加して、ユー

ザー・サイドに立った端末機・オフィス・コンピュータ等を提供するにいたった。このような、俗称システム・

ハウスなどといわれる業務は、情報処理サービス業者の有力な業務分野である。そのためには、ハードウェ

アとソフトウェアを結合して、需要に適合したシステム製造技術が重要である。
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

寄せられた評価
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

　さて、これまでわれわれはインテックの発展のあとをたどってき

たわけであるが、インテックは世間一般からどのように理解され、

評価されているのであろうか。ここに2～3の新聞・雑誌紙上で語ら

れた当社を見てみよう。

　昨年10月、世界でも初めてという「情報化週間」にインテック（本社富山市、資本金1億2000万円）

の金岡幸二社長が情報化に貢献したということで中曽根通産相から業界でただ1人表彰されたとき、同

社社員は踊り上がって喜んだ。富山県を中心に北陸地方で黙 と々、いわば“草の根の情報化”に取り組み、

そこから全国9都市に情報処理サービス網を作り上げた実績が認められたからである。同社よりも規摸、

売上高の大きいライバル社を押しのけての栄誉だっただけに「ここまで成長したのか」と感激もひとしお

だった。

　情報処理サービス業などというと、いかにも情報化社会の担い手とか、知識産業の代表のように聞こ

えるが、その実はもっと労働集約的。全国に600社を超える同業者の90％は女工哀史さながらの深夜労

働で食いつなぐ計算屋さんなのである。経営基盤の脆弱なことは論をまたない、一方、大手の業者はと

いえば、メーカーのサービス部門や、大企業の電算機室が分離、独立したものに決まっており“親方日の

丸”的な体質が抜けない。売上高20億円を超えるセンターも数社出てきているが、いずれも温室育ちの

きらいがある。極端に言えば、メーカーや親企業に依存しない、情報処理サービス専業はわが国では存

在し得なかったのである。

　ところが、これに挑戦するように、インテックがぐんぐんのしてきた。しかも、同社は情報過疎地である

ハズの富山からスタートしたのである。

東京・大阪に布陣、全国制覇目指す

　これはわが国の情報化地図が圧倒的に東京、大阪に凝縮している事実に照らすと特異なことである。

むろん、各府県にはそれぞれ地場の計算センターが存在する。しかし、そこから都に攻めのぼって全国制

覇にとりかかっている企業はインテック以外にはない。むしろ、東京、大阪勢が徐々に全国的に攻略の手

を広げ、地場の計算センターが相次いで落城というのが一般的なケースである。それだけに昭和39年に

富山市に富山計算センターとして産ぶ声をあげて以来、41年に富山支店、新潟事業所、42年に東京事業

所、44年に高岡、名古屋、東京・日本橋に各事業所、45年には仙台、大阪の両事業所、46年には東京本社、

47年には札幌事業所、さらにことしにはいって東京・赤坂にも事業所を設立したほか、金沢にも進出する

という“国盗り物語”は眼を見張らせるばかりである。

　業績の方も全国への進出の度合いと歩調をあわせて、うなぎ登りの伸びである。本格的な全国ネット

ワーク形成に乗り出した44年度が5億4000万円、以後、45年度9億円、46年度12億5000万円、昨年度

は17億円に達し、今年度は20億円を大きく上回る見込みである。利益面でも47年度は税引き後、2555

〈日経ビジネス　1973年9月17日〉

北陸路に咲く“草の根”情報会社
富山財界の支援のもと、都に攻めのぼる「インテック」
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万円をあげ、年1割配当を実施している。

地元財界人居並ぶトップ経営陣

　この成功の秘密は何か。まず第一に経営基盤が盤石なことである。東京の業者からみれば「田舎の計

算センターか」で片づけられそうだが、これが実は、そんじょそこらの「田舎の零細センター」ではないのだ。

富山財界が地元の名門企業実力者を結集して作り上げたいわば富山財界の嫡子ともいえる計算センター

なのである。ちなみにインテックの経営陣、株主をながめてみれば、会長の西泰蔵氏は元北陸電力の副

社長だったのをはじめ取締役陣には金岡又左衛門氏（富山相互銀行社長）、成瀬清弘氏（富山地方鉄道

専務）、新田嗣治朗氏（日本海ガス社長）、綿貫民輔氏（トナミ運輸会長）、横山良一氏（北日本放送社長）、

藤井勇見氏（北日本新聞社長）ら地元の有力者がズラリ並んでいる。

　このため、計算センターの経営者が口を開けばでてくる資金繰りが大変楽になっている。レンタルで借

りているコンピューター以外には何の担保物件に該当するものもないため、どの業者も人件費や新機導入

に対する設備投資資金に悩んでいる。銀行が資金援助してくれるほどの企業規模にも達していないわけ

だ。だから資金面で後顧の憂いなく長期計画を実施していけることは圧倒的な強味である。中小センター

の社長連が「あそこは大きな金庫を持っていますからねえ」とやっかみ半分に言うのもうなづけるので

ある。

　人材面でも恵まれている。この業界はコンピューターと人とで成り立っている。ところが、この人材が著

しく不足しているのである。特に、同じ技術者でもハードウエア面での技術者は、十分ではないにしろ、

なんとかまかなえる程度にまでは満たされてきたのに対し、ソフトウエア面での技術者、すなわちＳＥ（シ

ステム・エンジニア）、プログラマーなどは不足どころか危機的状況である。新聞の求人欄を見れば、一目

瞭然だが、ＳＥ、プログラマー、パンチャーなどの求人が溢れるばかりだ。政府も情報処理技術者の養成

を重点政策として力を入れているが、焼け石に水。とても需要に間にあわず、このため企業間での引き抜

き合戦もエスカレートする一方。

　インテックはその育ちの良さから、地元の富山大学、金沢大学などから優秀な中堅技術者を集められ

る。パンチャーにしても県立高校卒の質のいい女子が殺到してくるという。とにかく「インテックさんなら

間違いないだろう」ということで、放っておいても県下からパンチャー志願生が集まってくるのである。

メーカー間の競合をたくみに利用

　素性を明かしてしまえば、インテックの発展は当然といえるかもしれない。血統書付きのサラブレッド

会社だといえばそうだろう。しかし、馬だけでなく騎手のムチさばきも当を得ていなければこれほどの成

長はできない。

　その期待どおり、金岡社長は業界では聞こえた理論家であり、行動派である。わが国情報処理科学の

草分け、山内二郎東大名誉教授（現情報処理研修センター理事長）の愛弟子として実務に精通している

とともに、早くから同業者の組織化につとめてきた。現在の業界体質にも鋭い批判を浴びせている。

　「メーカーの言いなりになるような業界では需要家の要望するサービスはできない。メーカーから独立し

た情報処理サービス業界が確立されるべきだ」という。インテック自身、三菱電機と富士通製の電算機

を競合させて使用し、メーカーに従属するより、むしろメーカーから数々のサービスを引き出している。こ

のあたりが金岡氏のうまさで、この持論にそって通産省がゴリ押ししている同業界のメーカー系列別再

編、集約化にも冷たい。逆にいえば、メーカー色のない大手はインテックぐらいだから、メーカー系が大

同団結するのは同社にとって脅威との読みもある。

　しかし、「集約化というものは、これだけの業者が乱立している場合、自ら進行するものですよ。現に
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ウチは全国各地のセンターさんから協力を申し込まれて、理想的な協業化を進めています」と独自の道を

行く方針だ。

金岡社長はデータ通信サービスをめぐって電電公社にも、しつこく食い下がっている。公社のデーター通

信サービスは民業圧迫との非難は当初から強かったが、いつのまにか押しきられている格好だ。これに

対して金岡氏は業界に、政府に、自民党にと、ゲリラ的に電電公社横暴論を説き回っている。「情報の日

本銀行が庶民相手に商売しちゃあいけないですよ」という論法。

　インテックの売上高をみると富山30％、東京30％、その他地区40％になっており完全な二眼レフ体制

といえる。今後、大阪の比重を引き上げて“三眼レフ”体制ぐらいにまでもっていきたい意向だが、富山

の拠点は絶対崩さないという。通信回線を利用したオンライン・システムが普及するにつれて、地価、人件

費の高い東京、大阪にコンピューターセンターを作る必要がなくなり、コンピューターの“脱東京”が生じ

てくる。その時になって富山に拠点を持っているというのは貴重な財産となりうるからである。「三眼レフ

から米国進出への道は近いですよ」と自信のほどを見せている。

（西岡　幸一）
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はじめに

　㈱インテックは富山県内の共同利用センターとして発足後、またたくまに富山県下を完全に掌握し、全

国規模のセンターに成長して、全国ネットワーク・インフォメーション・サービス体制を確立させた。コン

ピュータ・サービス産業は完全な都市型産業といわれながら、このような一地方から全国的大手企業にの

し上った企業はめずらしい。これは金岡幸二社長の経営戦略面の手腕に負うところが大である。

共同計算センター

　インテックの前身㈱富山計算センターは富山地方の共同センターとして、昭和39年1月、資本金1千万

円、従業員17名で発足した。当時、東京で計算センターらしきものが出はじめた時期でもあり、その構想

をいちはやく富山に持込んだ富山の財界の先見の明が、後のインテックの発展を決定的なものにした。富

山財界が派閥を超えて、資金と受託業務を新会社に提供した。一方、地元出身で、コンピュータ関係です

でに活躍していた金岡幸二現社長を専務に任命し、全権を与えた。金岡氏自身の技術力と彼が集めた要

員の努力により、計算センターとしての展望が開けるようになり、事業への確信が持てたのが昭和40年も

末期であったという。

地方計算センター

　昭和41年から、富山県下の全自治体および民間企業の共同利用センターとして脱皮することを意図し

た。100万人の富山県に数多くの計算センターがあることは戦力の分散であり、優秀な要員も集められず、

各センター自体も立派な仕事はできない、と金岡氏はユーザーに説いて回った。富山県下の中堅以上の

企業を株主とし、さらに効果的なマーケティング戦略を展開したので、全体的なコンセンサスを得ること

に成功した。時に、昭和42年も暮れであった。それ故に、現在でも富山県にはインテックのほかに計算セ

ンターは存在しない。

全国規模計算センター

　富山県下のコンピュータ・サービス業務を完全に掌中におさめるやいなや、インテックの富山県外への

進出が開始された。以下進出の経緯を沿革にそってみてみる。

 41年 1月 新潟事業所開設

 42年 3月 日本コンピュータ・ダイナミクス㈱を東京に設立

 42年 4月 東京事務所設置、東京進出の足掛りをつくる

 42年 12月 東京事務所を事業所に昇格

 43年 8月 名古屋の㈱中部産業近代化研究所と提携して、㈱中部産業計算センターを設立

　43年 12月 ㈱三協ビジネスセンターと業務提携

 44年 2月 高岡事業所開設

 44年 4月 名古屋事務所開設

 45年 6月 仙台事業所開設

 45年 10月 大阪計算センター開設

 45年 11月 ㈱関西コンピュート・センターと業務提携

〈コンピュートピア　1973年9月号〉

日本情報処理産業企業論　株式会社 インテック

富山から全国ネットヘ
名古屋学院大学専任講師 中　江　剛　毅
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 47年 8月 札幌出張所開設

   ㈱関西コンピュート・センターの営業譲受

 47年 11月 ㈱札幌電子計算センターと業務提携

　地方計算センターから全国規模センターに変身した理由について、金岡氏は次のように述べている。

「仕事をやってきてみて、100万人程度の地方人口の情報量では企業経営がむずかしくなるということが

わかりました。第1に、少数の要員だと、1人でも欠けると大きなダメージを受けます。そのダメージを少な

くするためには多数の要員をかかえておく必要があります。第2に、コンピュータ自体に関しても、大小の

差は単なるボリュームの差ではなく、決定的な質の相違があります。専門業は最も質の高い機械を持たな

ければなりません。すると大型のコンピュータが必要であり、そのためには顧客を増さなければなりませ

ん。第3に現在の顧客自体も全国的に拡大しているのに対して、そこにサービスを提供する当社のみが

ローカルでやっていけるかという問題です。当社も顧客に本格的にサービス提供するならば、全国規模と

ならなければなりません。」

　進出場所には全国の中心都市を選んでいる。進出方法は、その地方の特殊性を考慮に入れて、ある地

方は支店を設立、ある地方では地元企業との業務提携を結んでいる。東京は競争がやりやすく、その反

対にむずかしいのが仙台、新潟、名古屋だという。

●役員

□代表取締役

　会長　西　　　泰　蔵 （前立山黒部有峰開発株式会社社長　元北陸電力株式会社副社長）

　社長　金　岡　幸　二

□取締役

　岩　田　三　郎 （東京本社担当、業務推進本部長）

　金岡　又左衛門 （株式会社富山相互銀行社長）

　成　瀬　清　弘 （富山地方鉄道株式会社専務取締役）

　新　田　嗣治朗 （日本海ガス株式会社社長）

　塩　井　幸次郎 （株式会社広貫堂社長）

　綿　貫　民　輔 （トナミ運輸株式会社会長）

　横　山　良　一 （北日本放送株式会社社長）

　稲　垣　三　郎 （株式会社大和専務取締役）

　橋　爪　辰　男 （財団法人富山県市町村会館理事長）

　沖　　　外　夫 （三協アルミニウム工業株式会社取締役副社長）

　藤　井　勇　見 （株式会社北日本新聞社社長）

　小　川　一　郎

□監査役

　細　川　永太郎 （細川機業株式会社社長）

　品　川　忠三郎 （富山交通株式会社社長）
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●沿革

 昭和39年 1月 創立㈱富山計算センター　資本金　1千万円　従業員17名
 昭和41年 1月 富山市丸の内事業所開設
   新潟事業所開設
  10月 増資　資本金　2千万円
  12月 地鉄ビルに本社移転
   従業員　75名
 昭和42年 3月 日本コンピューター・ダイナミクス㈱創立
  4月 東京事務所設置、東京進出の足掛りをつくる。
  12月 東京事務所を事業所に昇格
 昭和43年 4月 金岡専務、日本計算センター協会の理事会長となる。
  5月 増資　資本金　4千万円
  8月 ㈱中部産業近代化研究所と提携して、㈱中部産業計算センターを設立
  12月 ㈱三協ビジネスセンターと業務提携
 昭和44年 2月 高岡事業所開設
  4月 名古屋事業所開設
   日本橋事業所開設
  6月 増資　資本金　6千万円
   従業員260名
  10月 富山商工会議所と提携してコンピュータ学院を開設
 昭和45年 2月 金岡専務、日本情報センター協会総務理事となる。
  6月 仙台事業所開設
  8月 増資　資本金　1億円
  9月 ㈱インフォマティック・リサーチと業務提携
  10月 社名を㈱インテックに変更（事業所をセンターに改称）
   大阪計算センター開設
  11月 ㈱関西コンピュート・センターと業務提携
   西社長が会長に、金岡専務が社長となる。
 昭和46年 4月 東京日本橋に東京本社を新設
   東京計算センター港区芝浦の三菱倉庫芝浦ビルへ移転
  7月 新潟計算センター新潟市本町通の白勢第1ビルへ移転
  10月 増資　資本金　1億5千万円
   英国ＮＣＣ社と業務提携し、システムアナリスト教育図書の我国に於ける独占販売権

を獲得
 昭和47年 2月 社員研修所完成
   東京－富山－新潟ＭＴ伝送開設
  3月 大阪計算センター、コンピュータ増設
  5月 東京本社虎ノ門へ移転
  8月 札幌出張所開設
   ㈱関西コンピュート・センターの営業譲受
  11月 ㈱札幌電子計算センターと業務提携
 昭和48年 3月 赤坂計算センターを新設
  4月 インフォメーション・サイエンス・リサーチと業務提携
  5月 札幌出張所を計算センターに昇格
  6月 金沢営業所開設
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事業の内容

　1．情報の処理および提供

　2．ソフトウエアの開発および供給

　3．システムの設計および供給

　4．調査、研究、教育およびコンサルテーション等専門サービス

　5．情報技術者の派遣

　6．情報機器および自動制御機器の設計、製造および供給

営業活動

　いままでインテックは営業部門の組織化にはそれほど努力をしてこなかった。しかるに、今後本格的な

ＴＳＳ時代に即応するためにも営業部門の強化がはかられている。

　営業に対しては、新規顧客の獲得に対するものと既存の顧客の業務拡大や適正価格改正に対するも

のとに区別している。前者の新規顧客獲得に関しては、東京に10名、その他の各所に約3名づつ、合計

約30名の営業部員が活躍している。営業部員にはプログラマーやＳＥ経験者が好ましいとトップ経営者

は考えているが、東京では試行的に若手を投入している。既存の顧客の業務拡大や適正価格の改正に

関しては、その顧客と接触にある役職者が営業活動を兼務している。大きな仕事は社長自らあるいは各

地方の所長が直接折衝に当っている。

　「顧客が法人ですし、その上にサービスを売るものですから、信用が基本です。企業のイメージで売れ

と常々言っています」と金岡社長は述べている。

業界に対する基本的態度

　「これまでの産業体制論としての情報産業論は『ハードウエアに対する政策はどうするか、ソフトウエア

に対する政策はどうするか』といった視点よりのみ論じられてきました。しかし、これは必ずしも正鵠を得

たものではないと思います。産業体制論としては、原則通り生産、流通、消費の観点から、コンピュータ・

ユーティリティに対する生産政策、流通政策、消費政策として本来、立案されるべきものではないかと思

います。なぜなら、ハードウエアもソフトウエアもコンピュータ・ユーティリティの生産手段もしくは中間財

であるという点で本質的に相違はありません。言い換えれば、ハードウエア政策といいソフトウエア政策

といっても、それはコンピュータ・ユーティリティの生産政策に過ぎません。

　むろん現行の日本における情報産業政策が生産重視であることについては『ＩＢＭを初めとする外国

コンピュータおよびソフトがモノとして、あまりにも隔絶せる優位性を有していた』のであるから、十分な

理由が存在します。しかし、生産は消費を作り出すセイの法則が暗黙裡に前提とされており、70年代は

流通の時代ということが忘却されているとしたら、危険です。

　最終消費者がコンピュータ・ユーティリティを消費するのはアウトプットによります。従ってアウトプット

を生み出すためのハードもソフトも本質的には生産手段です。計算センターはメーカーからハードを購入

し、これを利用して最も経済効率高く最適にアウトプットを提供するという意味で、消費者とメーカーの中

間介在者であり、情報の流通業者である。日本では伝統的に士農工商であり、モノを作る工に対し、中

間介在者たる商は常に軽視されてきました。脱工業化社会においては基本的な発想の転換が必要です。

モノをつくることに加えて、モノを正しく消費させる者－消費者の立場に立ってモノを正しく評価する機能

を果すものが必要なはずです。

　情報処理業者は本来的には、情報産業のマーケッターとしての役割をもっています。マーケッターの機

能は、顧客志向であり、製品志向に傾きがちなメーカー・エゴイズムの防壁でなければなりません。日本
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のハードウエア・メーカーも成長してきましたが、反面製品志向化し、レベルアップに名をかりた計画的陳

腐化や巧みなセールス・トークで不必要なコンピュータを売りつける姿勢がでてきたといわれている。マー

ケッターとメーカーが同一であることは望ましくありません。例えば、メーカー直系販売会社は製品出てい

け政策によって、家電、乗用車の如く国内的国際的に問題をおこしてきた。すなわち、流通政策としては、

厳正中立的、独立的、顧客志向に立脚したメーカーに対抗し得る強力な情報処理業者の必要性とそのレ

ゾンデートルが認められるべきです」

人事管理

1．雇用計画

　設立当初は要員は富山出身者が90％以上も占めた。企業が全国に拡大していくにつれて、全国的に募

集しているが、どうしても富山人が多くなっている。形式上は株主の関係で富山本社であるが、実質的な

本社機能を東京でも相当もっており、雇用面でもイメージチェンジをはかっている。

　退職者に関しては男子はきわめて少ない。パンチャーは勤続年数5年が平均であり、同業他社への移

動は少なく、ほとんど結婚によるという。

　雇用の条件として、勤務先が移動するのが原則としてある。これは、女子を含む全社員にあてはまる。

しかし基準地を申告させ、女子は2年間の移動後はその場所に労務ということになっている。

2．女子社員

　金岡社長は設立当初から積極的に女子社員を活用することを意図した。

「設立当初から、やがては企業が落ちつくにつれて、人的構成はピラミッド型になるようにしたいと思って

いました。すると男子ばかり集めると、その処遇問題が生じるので、無理をしても女性を多く採用しました。

一般的に女性が結婚出産により早く退職するのを見込んでのことです。もちろん、結婚後も立派につとめ

ている女性もいます。しかし、統計的にみれば、比率の少ない男子にポジションを与えることには成功し

たといえます。女性も多く採用できた背景には、富山県立技術短期大学から女性が来てくれたことです」

　過去には、徹夜の仕事もしばしばあり、基準監督署からも勧告を受けたこともあるという。しかし現在、

人員も多くなり、徹夜しなくてもよい体質になっている。

3．昇進・格付

　採用に当っては、プログラマー、オペレータ、キーパンチャーおよび事務員兼チェッカーの別に行なわ

れる。その他に管理者と専門者をつけ加えた6つの職種に分類される。またそれぞれの職種は10ランク

の職階にわかれている。この職種と職階の移動は年1回の試験制度により実施されている。この産業で

は年功序列制度はむずかしいという予測から、会社設立時に昇進・格付の原型はできていた。現在制度

的にはできあがったので、今後はもう少しきめのこまかい検討が進められることになっている。

4．教育

　インテックは、教育の重要性を十分に認識しており、昭和42年2月に社員研修所を完成させた。

　新入社員教育に関しては、1カ月の基礎的教育が行なわれる。一般的教育とコンピュータ入門の後に職

種別教育が行なわれる。テキストもインテック独自のが作成されており、時間割も整備されている。

　一方、中間管理者は5～10人がグループとなり、ディスカッション型式の自己啓発につとめている。また

外部講師の講演を聞いたりしている。

5．労使関係

　組合は存在しない。金岡社長は組合に関する基本的考え方を次のように述べている。

「非常にむずかしい問題でまだ完全には整理できていませんが、基本的にはコンピュータ・サービス業で
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は人が基本であり、なおかつブルー・カラーでない点です。サービス業ですから、争議行為という形で問

題を解決していくような体制は好ましいものではありません。なにはともあれ、顧客にサービスを提供し

続けることが至上命令で、その中で社員の要求をどこまで認めるかに集約されると思います」

　当初から社員の不満・要求を吸い上げるものに社長懇談会があるが、現在の社員数では実質的には効

果を表わしておらず、制度的に確立する必要にせまられている。その準備として、中堅社員に対しては青

年重役会のようなもの、および入社後2～3年社員には幹部と語る会を発足させようとしている。

　現在制度的に確立しているものとして、自己申告制度がある。年1回本人の希望を社長に直接提出する。

それは多少人事面に反映されている。

　また、毎日朝礼を実施している。持回りにして、各自に考えていることを発言させる3分間スピーチによっ

て、職場によっては非常に改善された場所もある。

将来の方向性

　本年度から第三次3カ年計画が実施されている。その主題は次の2つである。

　①ＴＳＳサービスをめざし、そのための体制づくりを行なう。大阪以西に支店の開設と営業部門の強化

が中心となる。日本電子計算（ＪＩＰ）とネットワーク・サービスのアイデアは非常に似ている。

　②ソフトウェア部門にも参画し、その業界での地位を確立する。子会社とするか事業部とするかは今後

の組織上の問題点である。

　昭和50年以後は、国際化にいかに対処するかが、メイン・テーマである。特に外国資本との提携には、

現在からでも準備はしているという。インテックはリーダーシップのとれないような外国会社との提携はと

らない方針である。

使用設備

　ＭＥＬＣＯＭ-7700 1セット

　ＭＥＬＣＯＭ-3100 9　〃

　ＦＡＣＯＭ 230-45Ｓ 1　〃

　ＦＡＣＯＭ 230-25 3　〃

　ＭＤＳ7500データ伝送機 4　〃

　ラインセット

　ＭＯＤＥＬ-Ｇ-7007 3　〃

　ＮＣＲ 420ジャーナル・テープ・リーダー 1　〃

　ＣＤＣ 921型ドキュメント・リーダー・システム 1　〃

　ＣＤＣ 414型テープ・ツープリント・システム 1　〃

　ＭＤＳデータ・レコーダー 8台

　穿孔機 217台
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　インテックは、一地方計算センターから脱皮して、全国規模の総合情報サービス企業へと自力で急成

長を遂げた唯一のケースである。それも情報処理サービス業界全体が錯覚に陥っていた時期に、大型化・

多角化・資本集約化という道を選んで……（本文より）

　コマーシャル・ベースでコンピュータによる計算受託業務を行う「計算センター」がわが国に設立された

のは、昭和29年のことであり、ほぼ4分の1世紀の歴史をもつ。その間、コンピュータ利用の高まりに応じ

て、この種の企業が40年代前半をピークとして続 と々設立され、その数は事業体数942、センター数

1,539に達している（53年1月1日現在、日本電子計算機調べ）。

　計算センターの特徴を発生形態からみると、以下の5つに区分できる。

　1．独立型（ベンチャー・ビジネス）

　2．コンピュータ・メーカーの子会社

　3．コンピュータ・ユーザーが計算室を独立させて別会社としたもの

　4．企業集団内あるいは特定地域内企業の共同利用を行うために設立させたもの

　5．公共機関（商工会議所・地方自治体など）が設立したもの。

　以上のうち、3のタイプに属するスピンアウト企業が46年以降において多数新規参入し、市場拡大が

行われたが、それは、自社内では無料であった仕事を外へ持って出て有料化した結果である。さらに企

業集団の共同利用センターについてもある程度同様のことがいえるから、既存業者にとってパイはみかけ

ほど大きくはならなかった。したがって、年間20％以上の高成長率、52年市場規模4,100億円も、かなり

割引きしてみなければならない。

　一方において、電電公社によるデータ通信サービスが相当なテンポで民間センターの市場を浸食し、ま

た資本の完全自由化に伴って米国タイムシェアー社など有力外資系企業が進出、加えて急速なエレクトロ

ニクス技術の革新によってミニ・コンピュータ、オフィス・コンピュータといった強敵が出現するなど、情報

処理サービス業界をめぐる動きは極めて流動的である。

　インテックは、一地方計算センターから脱皮して、全国規模の総合情報処理サービス企業へと自力で

急成長を遂げた唯一のケースである。それも情報化社会とかポスト・インダストリアル・ソサイエティとかい

う浮薄な論議の中で業界全体が「情報処理サービス業は知識集約産業であって、既存の産業とは異なる

性格を有し、小資本で頭脳さえあればよい」といった錯覚に陥っていた時期において、他産業企業が歩

んだ、大型化・外角化・資本集約化路線を踏襲し、着実に実行して成功を収めた点が注目される。

積極的な拡大政策と先見性

　インテックは昭和39年、富山地区主要企業の共同計算センターとして設立された。社名は㈱富山計算

センター、発足時の資本金は1,000万円、従業員は17名であった。

　出資企業からの受託業務は最小限確保されていたものの、一般市場はまったく白紙状態であり、数年

間は悪戦苦闘の連続であった。44年ごろから市場開拓努力が実り始め、需要増加にはずみがつくと同時

に、経済の高度成長の恩恵にもあずかった。

　業界全体としても同様な状況であったが、多くの企業が小成に甘んじて市場の拡大に応じた他律的・

〈マネージメント　1978年12月臨時増刊号〉

インテック・情報処理業で踏襲した
　　　　　　大型化／多角化／資本集約化
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自動的成長を期待していた中にあって、インテックは意識的に拡大方針を採用した。その背景には、

　①主要産業の発展過程と産業組織の事例からみて情報処理サービス業界も寡占化するであろう

　②コンピュータと通信回線の結合によるサービスが提供業務の中心となるであろう

　という基本的な見通しがあった。

　特筆すべきことは、この見通しが当時の米国情報処理サービス業界の状況分析から得られたのではな

く、米国業界の方向そのものを予測した結果であり、米国業界はその予測どおりに動いたのである。

　たとえば、インテックがネットワーク・サービスを指向した40年代前半においては、アメリカですら小規

模なTSSネットワークしかなかった。まして日本の計算センターでは、ほとんどの場合バッチの中型機の

サービスが行れていたに過ぎず、ネットワーク・サービスなどは夢物語であった。第一、通信回線の民間

への開放さえ行われていなかったのだから。それが現在では、大手計算センターはいずれもネットワーク・

サービス、オンライン・サービスを打ち出し、要員派遣業者でさえそれを唱えるところがある。

　こうして同社は、「コンピュータと通信回線の結合による全国コンピュータ・ネットワーク・サービスを自

主独立路線で確立する」という基本方針に沿って、迷うことなく脇目もふらず突き進んだ。そうして、成

長が鈍化し、利益率が低下した時期においても、財務上ギリギリの範囲で初志を貫き、新店舗やコン

ピュータ・ビルの建設を断行するなど、相当のリスク・テーキングが行われている。

　規模拡大とは直接関係ないが、通産省が52年4月に設定した「コンピュータ・システム安全対策基準」

についても、インテックは安全対策が今後の計算センターの命運を左右する鍵の一つとなるという判断か

ら、安全対策完備度のAランク完全実施を目ざして15億円を投じビルの購入、改造を実施中である。

これに対して同業他社の多くは、Bランク達成も難しいとして、安全対策の実施に消極的な態度を示し

ている。

　一貫した積極的拡大策は、つまずきをみせることなく成果を生み、売上高52億円、全国11都市に13カ

所の事業所をもつ業界有数のマルチ・サービス企業に成長した。

　売上高は、創業以来一度もダウンしたことがなく13連勝を続けており、54年3月期も対前年比25％増

の65億円を見込んでいる。すでに9月中間決算が好調で売上高35億円（31％増）、経常利益1億2,000

万円（112％）増で増収、利益倍増となった。

　新設センターの業務軌道化、自社開発による情報端末機「エース・メイトⅣ」の発売、子会社ティ・シー・

シーと共同で行った病院医事事務への進出などが売上げに寄与し、ことにソフトウェアの販売額増大、オ

ンラインの軌道化、赤字計算センターの解消などが収益改善に寄与した。

大胆かつ細心な提携・合併戦略

　インテックが強力に押し進めてきた大型化・多角化は、内部拡大よりも提携・合併という外部拡大を軸

として行われてきた点に特色がある。

　たとえば大阪センターは、関西コンピュータ・センター（公認会計士事務所系）から取得した営業権を

ベースとしている。同じく名古屋センターは、中部産業計算センターの吸収、札幌センターは札幌電子計

算センターからの、四国センターはメルコム・ビジネスからの営業権取得をベースに設置された。東京地区

では高千穂交易の子会社TCC計算センターを全株取得し、拠点拡大と教育サービス・医療サービス分野

への進出の基礎とした。また九州センターは地元資本との合弁形態で新会社を作り、それを基礎とした。

　こうした欧米流の提携・合併戦略は、一面大胆とも多彩ともいえるが、知識集約的企業における最高の

財産は人とその和であるところから、合併に至るまでには十分な時間と人事上の細心の配慮を払っている

ことが特徴であって、「見合いから結婚」までに最低2年、最高5年を費やしている。



126

厳格な利益管理

　わが国における情報処理サービス企業の収益性は低いといわれており、したがって、上述のような拡

大政策の資本投下のタイミングを誤ったり、営業政策の失敗による売上げダウンが生じると、高い固定費

のためもあって、たちまち赤字転落の危険性がある。そのため、計算センター経営においては利益管理

が重要なポイントであり、その成否が企業の死命を制するといっても過言ではない。

　インテックの場合、お手のもののコンピュータによって各地の計算センター、事業部というプロフィット

センター別独立採算制を強化し、社内振替価格制度を併用して、厳格な利益管理を行っている。これは、

松下連邦経営の小型版ともいえるもので、同社が破碇なく成長を遂げることができた秘密の一つはここ

にある。

創業経営者の強力なリーダーシップ

　社歴の新しい急成長企業にみられる共通の特徴として、強力なリーダーシップをもった創業経営者の

存在があげられるが、インテックの場合も例外ではなく、金岡幸二社長を抜きにして同社を語ることはで

きない。

　同社は、金岡社長のワンマン経営といわれるが、アクの強いワンマンのイメージとは正反対の物柔らか

な紳士である。それもそのはずで、金岡氏の出身・経歴は、いわばシルバー・スプーンの典型である。東

大工学部計測工学科卒、コンピュータ界の大御所・山内二郎東大名誉教授の直弟子で、大学講師、大手

化学会社の取締役工務部長というキャリアに加えて、養父の金岡又左衛門氏は富山相互銀行社長、富

山地方の電力・ガス・鉄道といった産業資本の総師でもある。一方、実家の石坂家も富山きっての名門で

あり、祖父石坂豊一氏は元参議員議員、実父は河合栄治郎事件、松川事件を裁いた硬骨の最高裁判事

故石坂修一氏、また実兄は通産省工業技術院長・石坂誠一氏である。

　こうした毛並みの良さと育ちの良さに加えて、包擁力と富山県の教育委員長を4期務めた清れん潔白な

人柄から社員の信望は厚いといわれる。

　金岡社長は、何びともゆるがし得ない強固なポリシーの持ち主であり、ユーザーからも金融的にもコン

ピュータの機種的にも、インデペンデントであることを標榜し、そのため株式分散、顧客分散、銀行分散

を心がけ、自主性確保の路線を堅持している。

　業界トップではない（4～5位）インテックの経営が目立つのは、天下り経営者をいただいて親会社に寄

食する大手のスピンアウト組や小成に甘んじている地方センターを中心とするオーナー組が相当数存在す

るせいでもある。業界の歴史が浅いことと業界としての特殊性から、経営者の優劣が必ずしも企業業績

とパラレルではないという現実は、プロ意識の低い経営者を温存させる結果となっている。

真の成長はこれから

　以上から明らかなように、インテックのビジョンと独自の経営理念は、多くの難題をかかえる業界のオ

ピニオン・リーダーとなるにふさわしい。

　情報処理企業は、日本の工業化の過程で在来企業が受けた苦しみの幾層倍のものを経験し、しかも

何倍ものハンディキャップと悪条件を背負っている。それゆえ、業界内部にはこのままでは情報処理企業

そのものの存在が危いという危険感が出ている。

すなわち、

　⑴同業（電電公社）との競争

　⑵ガリバーIBMとその小人たちとの競争

　⑶市場支配をねらった意図的かつ加速度的な技術革新への追随
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　⑷情報価値やサービス業に対する国民レベルでの認識の低さ

　といった条件から生じる与件としては、情報産業の中の領域が不分明となり、

　⑴ハードウェア製造業

　⑵ソフトウェア製造業

　⑶情報処理サービス業

　⑷情報提供業

　⑸通信回線提供業

　という区分の境界がまったくあいまいになってしまうであろう。また、国際化の高まりによって国境も不

分明となりつつある。

　このような状況に対して国策の有効な介入がないと、同業の中でのシェアやテリトリーが極度に不安定

となり、著しい混戦と過当競争が加速化する恐れがある。

　いずれにせよ、独立企業としてこの事態に対処していくためには、How to satisfy with customer's 

needsというマーケティングの鉄則に従う以外にないだろう、すなわち、

　⑴先見性に富むビジョン

　⑵確固たる方針

　⑶明確な戦略

　⑷弾力性に富む戦術

　が必須の条件となってくるのだが、インテックはすでにこれらの条件をすべて具備しているといってよ

いであろう。

　その意味で情報処理サービス業界における正統派企業・インテックの真価が発揮され、そして真の成

長が始まるのはこれからであろう。
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富山本社 富山センター

行政事務センター　 金沢センター
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九州センター 四国センター

札幌センター 東京本社・東京第一センター・東京第二センター

仙台センター 新潟センター

大阪センター 名古屋センター
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■本社・事業所

富山市桜橋通り1-18（住友生命ビル） 〒930 TEL（0764） 32-5511㈹

東京都渋谷区幡ヶ谷3-37-18（インテック東京ビル） 〒151  TEL（03） 378-1111㈹

東京都渋谷区幡ヶ谷3-37-18（インテック東京ビル） 〒151 TEL（03） 378-1111㈹

東京都渋谷区幡ヶ谷3-37-18（インテック東京ビル） 〒151 TEL（03） 378-1111㈹

富山市丸の内1-4（富山県市町村会館） 〒930 TEL（0764） 32-5511㈹ 

東京都渋谷区幡ヶ谷3-37-18（インテック東京ビル） 〒151 TEL（03） 377-6251㈹

札幌市中央区南大通り西11丁目（エスコビル） 〒060 TEL（011） 221-1821㈹

釧路市入舟6-3-25（金井漁業ビル） 〒085 TEL（0154） 42-1125㈹

仙台市一番町3-7-23（明治生命ビル） 〒980 TEL（0222） 62-1301㈹

東京都渋谷区幡ヶ谷3-37-18（インテック東京ビル） 〒151 TEL（03） 378-1111㈹

東京都港区海岸3-19-23（三菱倉庫芝浦ビル） 〒108 TEL（03） 452-3111㈹

東京都渋谷区幡ヶ谷3-37-18（インテック東京ビル） 〒151 TEL（03） 378-1111㈹

東京都渋谷区幡ヶ谷3-37-18（インテック東京ビル） 〒151 TEL（03） 378-1111㈹

名古屋市中村区椿町17-16（丸元ビル） 〒453 TEL（052） 451-1578㈹

大阪市淀川区西中島5-14-22（リクルートビル） 〒532 TEL(06) 304-6171㈹

高松市中央町5-28（青井ビル） 〒760 TEL（0878） 33-5231㈹ 

福岡市多の津1-7-1（管理センタービル） 〒813 TEL(092) 622-2424㈹

新潟市本町通り八番町1318（白勢第一ビル） 〒951  TEL(0252) 28-4505㈹

魚津市釈迦堂345（魚津市農業協同組合ビル） 〒937 TEL(0765) 24-4011㈹

富山市奥田本町8-24（インテック富山ビル） 〒930 TEL（0764） 33-4001㈹

高岡市丸の内1-40（高岡商工ビル） 〒933 TEL(0766) 23-7011㈹

金沢市片町2-2-15（北国ビル） 〒920 TEL（0762） 23-3122㈹ 

富 山 本 社

東 京 本 社

情 報 機 器 部

ソ フト ウェア 部

行政事務センター

Ｔ Ｃ セ ン タ ー

札 幌 セ ン タ ー

釧 路 セ ン タ ー

仙 台 セ ン タ ー

東京第一センター

インダイヤセンター

東京第二センター

リサーチセンター

名 古 屋センター

大 阪 セ ン タ ー

四 国 セ ン タ ー

九 州 セ ン タ ー

新 潟 セ ン タ ー

新 川 セ ン タ ー

富 山 セ ン タ ー

高 岡 セ ン タ ー

金 沢 セ ン タ ー
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  10. 1

発起人・西　泰蔵外6名をもって会社設立の計画をたて、
定款を作成する　
発起人会において設立に際し発行する総株式数を
20,000株とする（発起人一部引受）
株式は1株を500円とする
有価証券通知書を大蔵大臣に提出
株式払込金の払込を完了
各株式引受人に対し、昭和39年1月11日創立総会を開催
する旨の招集通知を発送

創立総会を開催する
　出席株式引受人数18名　出席株式総数20,000株
　創立事項・定款の承認、取締役・監査役の選任
社名を株式会社富山計算センターとする
取締役 西　　　泰　蔵 金岡　又左衛門
　　　　舟　木　信　成 森　丘　正　唯　
　　　　新　田　嗣治朗 塩　井　幸次郎
 綿　貫　民　輔 横山四郎右衛門
 金　岡　幸　二
監査役 品　川　忠　蔵 細　川　永太郎
本店を富山市入船町31番地におく
代表取締役社長 西　泰蔵、代表取締役専務 金岡幸二
を選任
会社の授権資本金 4,000万円
会社の資本金 1,000万円（20,000株）
所内組織、職制、職階および給与体系を暫定的に制定
監査役　品川忠蔵死去
設備機器の据付完了、直に調整に入る
開所式を挙行、営業開始
日本海ガス株式会社の料金調定業務、細川機業株式会
社・富山地方鉄道株式会社の給与計算等を受注
第1回定時株主総会開催、監査役補充につき品川忠三郎
を選任

UNIVAC　60／120　1台増設
取締役　横山四郎右衛門死去
第4回定時株主総会開催、取締役補充につき横山良一を
選任

新潟事業所を日本通運株式会社新潟支店内に開設
　導入機器　UNIVAC‐1004型
地方自治体業務の電算化のため、財団法人富山県市町
村会館が市町村電子計算センターを設立。当社へ施設・
運営を全面委託
USSC（テープ・ベース）電子計算機を設置
市町村電子計算センターを当社丸の内事業所とし、富山
地区に入船事業所と2事業所とする
従業員の親睦を目的として「計和会」誕生
ZD委員会を設置、ZD運動導入
増資（第1回）20,000株　1,000万円払込完了
　新資本金　2,000万円

インテックのあゆみ

●電気通信研究所、シリコンメサ型
トランジスタの試作に成功
●ソニー、エザキダイオードの製造
技術を米国IBM、RCA、TI各社
に輸出

●IBM社、IBM 360を発表、電子計
算機が第3世代に入る

●RCA社、SPECTRA 70を発表
●CDC社、CDC 6600を発売
●富士通、 FACOM 230シリーズを
発表

●日本電気、NEAC 2200シリーズ
を発表
●東芝、TOSBAC 3400シリーズを
発表

●早川電機、電子式卓上計算機を
発表

●東京オリンピック開催

●GE社、GE 600シリーズ発表
●IBM社、IBM 360シリーズを出荷
開始

●RCA社、SPECTRAシリーズ出
荷開始

●DEC、ミニコンPDP‐8発売
●電子計算機技術研究組合（富士
通、沖電気、日本電気が協同設
立）、大型電子計算機FONTAC
完成

●東芝、TOSBAC 5400シリーズ発
表

●日本IBM、IBM 360‐20、40の国産
化開始

●日本ソフトウェア㈱設立
●工業技術院、大型プロジェクト「超
高性能電子計算機」の開発はじ
める
●電子工業審議会、電子計算機工
業の国際競争力強化のための施
策について答申

●電子計算機のオンラインシステム
の導入活発
●日本電気、大阪大学のNEAC　
2200-500を納入

　タイムシェアリング時代にはいる

コンピュータ業界

ケネディ暗殺、ジョンソン大統領就任
第三次池田内閣成立
この年、輸出50億ドル突破

OECDに加盟
三菱系三重工合併
名神高速道路開通
東海道新幹線営業開始
東京オリンピック開催
第1次佐藤栄作内閣成立

中期経済計画決定
米軍北爆開始
山陽特殊鋼倒産
ILO87号条約承認
日産・プリンス合併調印
三井銀行、預金業務にオンライン導
入
日銀、山一証券に特別融資（40年
不況深刻化、大型倒産増加）
国鉄「みどりの窓口」開設
乗用車の輸入自由化決定

赤字国債発行
中国の文化大革命はじまる
いざなぎ景気（40年下期→45年上
期）
この年、GNP千億ドル突破
海外旅行者20万人こえる

一般社会、経済等年月日
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会社組織・職務分掌を全面的に改正
入船事業所を富山地鉄ビルディングに移転、本社事業所
と改称

本社所在地　富山市桜町1丁目1番36号に移転
東京事業所開設のため常駐員をおき、開設準備を進める
広報「計算センター」を創刊
関連会社　日本コンピュータ・ダイナミクスを設立
　資本金　400万円
　所在地　東京都渋谷区東3丁目16号　三陽ビル
東京事業所を設置、電子計算機設置準備
　所在地　東京都世田谷区池尻3丁目10番3号
　　　　　三菱世田谷ビル
東京寮を設置、名称を「東京計和寮」とする
ZD運動をキックオフ。毎年8月1日より1ヵ月間をZD強調月間
と定める
取締役　森丘正唯死去
事務合理化のため「業務合理化委員会」を設置
第8回定時株主総会開催、取締役補充につき北川長二郎
を選任
東京事務所を東京事業所に昇格
東京事業所にMELCOM 3100‐10T中型電子計算機を導入

東京事業所開所式を三菱世田谷ビルにて行う
丸の内事業所にUSSC電子計算機1基増設
第一次3ヵ年計画を策定
日本計算センター協会発足、専務金岡幸二、協会理事長
に選任される
増資（第2回）40,000株　2,000万円払込完了
　新資本金　4,000万円
第9回定時株主総会開催、取締役増員につき土谷勉、米
沢甚吾を選任
定款一部変更、授権資本金1億円とする
年5分の初配当を行う
専務金岡幸二、日本計算センター協会「米国コンピュータ
産業調査団」を組織し渡米
関連会社　株式会社　中部産業計算センターを設立
　所在地　名古屋市中村区太閤通り1の15（名螺ビル）
　資本金　250万円（授権資本金1,000万円）
名古屋地区営業拡大のため、中部産業計算センター内に
名古屋事務所を開設
本社事業所にUSSC（カードベース）電子計算機を一基
増設
東京事業所にMELCOM 3100‐10T中型電子計算機を
増設
第一次3ヵ年計画を2ヵ年に短縮完了を決定
第10回定時株主総会開催、取締役増員につき沖外夫を
選任
株式会社三協ビジネスセンターと業務提携、東京地区の
穿孔部門を強化
　所在地　東京都中央区日本橋江戸橋1の11（第一建物）
　資本金　100万円（授権資本金400万円）
 
創立5周年記念祝賀会を開催
高岡事業所を開設
　所在地　高岡市昭和町3の3の2
　　　　　富山相互銀行昭和町支店ビル
　MELCOM　3100‐10T中型電子計算機導入

インテックのあゆみ

●電子計算機の割賦販売制の実
施本格化

●日立、HITAC 8000シリーズ発表
●三菱電気、MELCOM 3 0 0 0シ
リーズ発表

●ユニバック社、UNIVAC 9000シ
リーズ
●IBM社、IBM 360‐90発売
●通産省工業技術院、プログラム用
語FORTRAN、ALGOLをJISに
制定

●日立、東芝、富士通、フェアチャイ
ルド社と集積回路の技術提携を
結ぶ

●通産省、電子工業開発5ヵ年計画
作成

●産業構造審議会に情報産業部
会発足

●日本情報処理開発センター設立
●地銀協にデータ通信システム完成
●電気試験所、半導体L素子の試
作に成功

●沖電気、OUK 9000シリーズ発売

●技術導入の自由化決定
●産業構造審議会、情報産業の発
展施策第3項目を中間答申

●電電公社、データ通信サービスを
開始

●郵便番号制度実施で自動読取
区分機を設置

●大型プロジェクト「超高性能電子
計算機」の研究組合体制決まる

●米電子工業界、日本製品をダンピ
ングの提訴

 
●IBM　360‐195を発表
●情報産業振興議員連盟設立総
会開く

●日本工業標準調査会に情報処理
部会を記置

コンピュータ業界

第二次佐藤内閣成立
経済社会発展計画決定
日銀、戦後初の国債買いオペ実施
中東戦争勃発、スエズ運河封鎖
資本取引自由化基本方針決定
EC成立
公害対策基本法公布
四日市ぜんそく訴訟はじまる（初の
大気汚染公害訴訟）
ポンド14.3％切り下げ
この年、輸出100億ドル突破
人口1億人こえる

米国「ドル防衛白書」発表
金プール停止、金二重価格制採用
ベトナム和平、パリ会談はじまる
公定歩合引き下げ（1.7銭→1.6銭）
水俣病、阿賀野川水銀中毒、公害
病と認定
米国、北爆停止
ニクソン、米大統領に当選
この年、海外投資5億ドル突破

 
第二次資本自由化決定
富士・八幡合併、新日本製鉄誕生
「新全国総合開発計画」決定
自主流通米制度発足方針決定
欠陥車問題起こる

一般社会、経済等年月日
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代表取締役の業務執行のためのスタッフ機能として「経
営会議」を設置
日本橋事業所を開設
　所在地　東京都中央区日本橋江戸橋1の11
  （第一建物ビル）
名古屋事務所を名古屋事業所に昇格
増資（第3回）40,000株　2,000万円払込完了
　新資本金　6,000万円
会社組織の抜本的改革を行う
　⑴各事業所の所長専決権を拡大し、運営事業所の強化
　⑵開発事業部の新設、プロジェクトチームによりシステム
開発に関し責任を負う

名古屋事業所にMELCOM 3100‐20T中型電子計算機
を設置
第12回定時株主総会を開催、取締役　土谷勉、米沢甚
吾辞任に伴い、徂徠晴吉、炭谷外治郎を補充選任

富山事業所の業務拡大に伴い、FACOM 230‐25中型電
子計算機を導入、富山市住友生命ビル1階に計算室を新設
社団法人　日本情報センター協会設立、日本計算セン
ター協会は発展的解消、専務金岡幸二、日本情報セン
ター協会総務理事に選任
新潟事業所移転
　所在地　新潟市笹口61
第二次3ヵ年計画策定
仙台事業所開設
　所在地　仙台市中央1丁目7番2号 東邦ビル
増資（第4回）80,000株　4,000万円払込完了
　新資本金　1億円
仙台事業所MELCOM 3100‐10T中型電子計算機導入
授権資本金3億円とする
社名を「株式会社インテック」と改め、情報産業の中核企
業として将来の飛躍を期す
事業所を計算センターと改称
大阪センター開設
　所在地　大阪市東区今橋2-22　藤波ビル
株式会社関西コンピュートセンターと業務提携
第14回定時株主総会を開催、取締役　炭谷外治郎辞任
に伴い、藤崎博明を補充選任、取締役増員につき岩田
三郎を選任、監査役増員につき島小豊次を選任
第45回取締役会において、代表取締役会長に西　泰蔵、
代表取締役社長に金岡幸二、常任監査役に島小豊次を
選任
高岡センターの分室を開設、MELCOM 3100‐10T中型電
子計算機を導入
　所在地　高岡市早川70番地
新潟センター移転
　所在地　新潟市礎町4　高助ビル

インテック標準委員会を設置、情報処理およびソフトウェア
に関する標準を定めることとした
常任監査役　島小豊次死去
社長室、富山地鉄ビルディングから住友生命ビルに移転
東京センター三菱倉庫株式会社芝浦ビルにMELCOM　
3100- 40D中型電子計算機1基導入
タイムシェアリング・システムに関する調査のため、取締役岩
田三郎を米国に派遣 
東京本社新設
　所在地　東京都中央区日本橋江戸橋1丁目11番地
東京センター移転
　所在地　東京都港区海岸通り3-19-23 三菱倉庫芝浦ビル

インテックのあゆみ

●第1回情報処理技術者認定試験
実施

●産業構造審議会情報産業部会
小委員会、情報処理施策の基本
を決める
●日ソ科学協力議定書に調印
●通産省、情報処理高度化計画に
着手

●通産省、電子部品輸出検査から3
品目除外

●付加価値関税制度正式発足
●日立、国産初のミニコンHITAC‐10
発売

●IBM社、IBM 370シリーズ発表、
電算機3.5世代代に入る

●IBM社、ソフトウェアとハードウェア
の価格を分離する新営業方式を
発表

●GE社、電算機部門より撤退、ハネ
ウェル社が吸収しHIS設立
●コメコン8カ国会議、RJAD電子計
算機開発計画承認、IBM 360相
当をめざす

●情報処理振興法成立
●情報処理振興事業協会設置
●わが国の電算機保有数、世界第
2位になる

●郵政省、データ通信へ回線を開
放

●工業技術院に電子技術総合研
究所新設

●沖電気、ICに代わる光半導体素
子を開発

●日本万国博開催
●富士通、FACOM 230‐75発表
●電電公社、販売・在庫管理のデー
タ通信サービス（DRESS）を開始
●日本情報センター協会㈳設立
●ソフトウェア産業振興協会㈳設立

●磁気テープ複写事件で日本リー
ダーズ・ダイジェスト社告訴される
●電電公社、科学技術計算のデー
タ通信サービス（DEMOS）を開
始

●通産省、ソフトウェア法的保護調
査委員会を発足させる

●世界最大のミニコンメーカーの
DEC社、日本に資本進出の意向
表明

●日本IBM、IBM370シリーズを出
荷開始

コンピュータ業界

公定歩合引き上げ（5.84％→6.25％）

第三次佐藤内閣成立
万国博開催
法人税率引き上げ（1.75％）
「新経済社会発展計画」決定
日米安保条約自動延長
日米繊維交渉決裂
景気の山（いざなぎ景気57カ月で終
わる）
外資審議会、第三次資本自由化
323業種選定
製造業減益決算（9期連続の増益
決算終わる）
公定歩合引き下げ（6.25％→6.0％）

公定歩合引き下げ（6.0％→5.75％）
OPECで原油価格引き上げ要請通
る
第一・勧銀合併発表
外貨準備高50億ドルこえる
公定歩合引き下げ（5.75％→5.50％）
イタイイタイ病訴訟患者側勝訴
沖縄返還協会調印
環境庁発足
公定歩合引き下げ（5.50％→5.25％）
アメリカ、新経済政策発表（金ドル交
換停止、10％課徴金など）

一般社会、経済等年月日
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新潟センター移転
　所在地　新潟市本町通り8番1318
名古屋計算センター、MELCOM 3100-40Dにレベルアップ
新潟センターにMELCOM 3100-10T中型電子計算機を
導入
増資（第5回）100,000株　5,000万円払込完了
　新資本金　1億5,000万円
富山計算センター新川支所開設、営業を開始
　所在地　魚津市上村木158の1
名古屋センター移転
　所在地　名古屋市中村区椿町17-16（丸元ビル）
第16回定時株主総会を開催、取締役　藤崎博明辞任に
伴い、橋爪辰男を補充選任
社長金岡幸二、欧米のコンピュータ・サービス産業を訪問

NCC（The National computing Center Ltd）と提携契
約を結び、同社のBasic Systems Analysis Training 
Course（システムアナリスト基礎教育講座）の国内普及権
を得る
高岡計算センター　MELCOM 3100-40D中型電子計算
機にレベルアップ
市町村電子計算センターに自治体専用として、MELCOM
　3100-10T中型電算機を導入
三菱電機物流オンラインシステム開発への寄与により、三
菱電機㈱進藤社長から感謝状を授与される
インテック研修所完成
　所在地　富山市千歳町2丁目1番地
社長金岡幸二、富山新聞文化賞産業技術部門功労者と
して表彰される
富山センターFACOM　230-25中型計算機を導入
大阪センターFACOM　230-25中型電算機導入
　所在地　大阪市南区北桃谷町35番地　佐々木ビル
富山本社移転
　所在地　富山市桜橋通り1番18号（住友生命ビル）
東京センターにMELCOM 7700大型電子計算機を導入
取締役・北川長二郎死去
富山センター新川支所移転
　所在地　魚津市上村木158の1（魚津商工会議所）
東京本社移転
　所在地　東京都港区芝西久保明舟町12番の1
   （和孝第10ビル）
㈱関西コンピュートセンターより営業権譲受
ソフトウェア部を三菱倉庫芝浦ビル内に設置
富山センターの行政事務部門を分離し、新たに行政事務
センターを開設
　所在地　富山市丸の内1-4（富山県市町村会館）
社長金岡幸二、第1回情報化週間記念式典において、通
産大臣賞を受賞
株式会社札幌電子計算センターと業務提携し、札幌出張
所を開設
　所在地　札幌市北区七条四3丁目（八重洲ビル）
第18回定時株主総会開催、取締役補充につき藤井勇見
を選任
名古屋センターにMELCOM　3100-10T中型電子計算
機1基増設
東京品川寮完成。東京地区の各寮統合
　所在地　東京都品川区南品川3丁目6番8号

三菱重工プロジェクト・オンライン・ビジネス・システムの完成
にあたり、感謝状授与される

インテックのあゆみ

●情報公害シンポジウム開催
●閣議、電算機の資本自由化の49
年実施を決定

●RCA社、政府用の特殊電算機を
除き、汎用電算機部門から撤退
（ユニバック買収）
●電通、GE社より技術導入し、TSS
局を発足

●日本パンチセンター協会設立
●通産省指導により富士通と日立が
提携発表

●日本電気と東芝、沖電気と三菱電
機が各提携

●日本IBM、TSSサービス（CALL）
の営業開始
●NCR、CDC両社が業務提携
●西独ジーメンス社、仏CII社と提
携発表

●日本情報センター協会、情報処理
サービス業の「機密保護に関する
倫理と対策」まとめる

●ソフトウェア保護調査委員会中間
報告、プログラムの登録・公告制、
無断使用などの侵害行為の禁
止、差止め・損害賠償請求権を提
言

●日立、国産初のレーザーOCRを発
売

●日本IBM、仮想記憶装置採用の
IBM370-158、168を発売

●日本電気系の計算センター23社、
「NEAC情報処理サービス事業
グループ」結成、計算センターのグ
ループ化の動き活発となる
●JECC増資、資本金597億円とな
り、出資メーカー6社のうち三菱電
機、日本電気、富士通、沖電気の
資本金を上回る

●米大手ソフトウェアメーカーSDC
社、合弁会社「日本エス・ディー・
シー」を設立し日本進出
●米司法省、IBM社の分割を主張
●第1回情報化週間始まる
●日米コンピュータ会議開催
●米最高裁、コンピュータのソフト
ウェアは特許権の対象にならない
と判決
●通産省、機密保持体制確立のた
め情報処理サービス業の台帳づ
くりに着手
●全電通、電機労連など、「国民総
背番号制に反対しプライバシーを
守る中央会議」結成

●日本ソフトウェアついに倒産

●IBM社、独禁法係争でCDC社と
和解成立。CDC社にデータ処理
部門譲渡

コンピュータ業界

円変動相場制へ移行
外貨準備高100億ドルこえる
国連総会、中国招請、台湾追放決
議
ワシントンで10カ国蔵相会議（スミソ
ニアン体制発足）
1ドル308円（16.8％切り上げ）の新
レート実施
公定歩合引き下げ（5.25％→4.75％）
この年、輸出2百億ドル、GNP2千億
ドルをそれぞれ突破

日米繊維協定調印
ニクソン米大統領訪中
沖縄県発足
田中通産相「日本列島改造論」発表
公定歩合引き下げ（4.75％→4.25％）
第一次田中角栄内閣成立
四日市ぜんそく訴訟で患者側勝訴
田中首相訪中、日中共同声明調印
第三次円対策決定（関税一律引き
下げなど）
タイで日本品不買運動起こる
第二次田中内閣成立
東証ダウ5千円の大台乗せ
この年、ダイエー、三越の売上高を
抜く

ベトナム和平協定調印

一般社会、経済等年月日
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第三次3ヵ年計画を策定実施
赤坂センター開設
　所在地　東京都港区赤坂2の6の15
　　　　　（国際自動車本社ビル）
ソフトウェア会社、株式会社インフォメーション・サイエンス・
リサーチと業務提携および資本提携
赤坂センターにFACOM 230-25中型電子計算機導入
富山本社にオンライン準備委員会を設置
関連会社、三協ビジネスセンター穿孔業務拡大のため新
潟事業所開設
　所在地　新潟市本町通8番町1318（白勢第一ビル）
富山センターにFACOM 230-45S大型電子計算機導入
金沢営業所開設
　所在地　金沢市高岡町1の33（明治生命ビル）
関係会社　日本情報技研設立
　資本金　150万円（授権資本金500万円）
　所在地　東京都港区芝西久保明舟町12
第19回定時株主総会開催、取締役　徂徠晴吉辞任に伴
い、小川一郎を補充選任
臨海土木株式会社と東京センターを結ぶ特定回線が開
通し、TSSサービスを本格的に開始
富山センター用地買収完了
関係会社　株式会社SP企画の全株式を取得し経営参
加。株式会社アド・インテックと改称
　資本金　500万円（授権資本金1,000万円）
　所在地　富山市桜橋通り1番18号（住友生命ビル）
広報体制を強化。「インテックファミリ」「けいわ」「研究紀
要」の三本立とすることに決定
金沢営業所、金沢センターに昇格。MELCOM 3100-10T
中型電子計算機導入
　電算機設置場所　金沢市小坂町西97番地
　　　　　　　　　（三菱電機北商ビル）
社長金岡幸二、通産省産業構造審議会情報処理部会・
専門委員に委嘱される
第20回定時株主総会開催、取締役　橋爪辰男辞任に伴
い、森松孝作を補充選任、小峯芳平を増員選任
社長金岡幸二、富山商工会議所1号議員に当選
ジュニア・ボードを設置
名古屋センター移転
　所在地　名古屋市椿町1の18（丸元ビル）
　MELCOM 3100-40D移設。新たにMELCOM 3100-10T
　中型電子計算機1基増設

仙台センター、MELCOM 3100-10T中型電子計算機1基
増設
事務処理ソフトウェア・モジュール技術研究組合に参加、
生産在庫システムとソフトウェア・モジュール技術開発を担当
社長金岡幸二、株式会社札幌電子計算センター社長に
就任
高岡センター移転
　所在地　高岡市丸の内1-40（高岡商工ビル）
関係会社　株式会社三協ビジネス移転
　本社　東京都港区芝西久保明舟町12の1（和孝第10ビル）
　東京事業所　東京都港区海岸3-19-23（三菱倉庫ビル）
第21回定時株主総会開催、取締役　小川一郎辞任に伴
い、野上定平を補充選任

インテックのあゆみ

●日本IBM、IBM3540ディスケット入
出力装置発売

●大蔵省、情報処理技術教育費の
税額控除制度を認める。48.4より
発足

●通産省、情報処理サービス企業
等台帳を一般ユーザーに公開

●閣議、資本自由化を電算機は
50.12までに、情報処理産業は
51.4までに完全実施決定

●電電公社、全国銀行データ通信
システムの営業開始、国内為替
のスピード処理化
●電通、国際情報ネットワーク・サー
ビス開始
●通産省、資本自由化に備え、ソフト
ウェア業界を目的別にグループ化
する構想打出す

●第1回全米コンピュータ会議（NCC）
開催

●東レ、高分子材料のレーザー・メ
モリ使用の新漢字情報処理シス
テム開発
●富士通、松下グループと提携し、ミ
ニコン合弁会社「パナファコム」
設立

●商法改正、マイクロ写真を商業帳
簿と認める

●ジーメンス社、CII社、フィリップ社、
合弁会社「Unidata」を設立

●日本IBM、システム3モデル15発
表

●富士通、仮想記憶装置方式採用
のFACOM 230-「8」シリーズ発表
●日本電気、NEACシステム100を
発表

●JECC、計算センター調査、48.1現
在、計算センター数は541事業
体、710センターで独立計算受託
企業が86.5％

●富士通系の計算センターグルー
プ結成、主要メーカー系列のセン
ターグループ化一段落する
●第2回情報化週間、テーマ「生活
と情報化」
●日本情報処理開発センター、情報
ネットワーク調査委員会設置

●ミロク経理がTSS分野へ進出、米
コムシェア社と提携
●日本電気と東京芝浦電気が共同
出資の新会社「日電東芝情報シ
ステム」設立を発表
●マイクロ写真、やっと帳簿認知へ、
衆院法務委で採択

●富士通が国産へ、米アムダールの
超大型機

●国産2グループが共同開発機種を
発表、ACOSとCOSMOシリーズ

●計算センター相次いでTSS分野へ

コンピュータ業界

各国でドル売り続き、EC諸国変動相
場制へ移行（スミソニアン体制崩壊）
「経済社会基本計画」策定
春斗史上初のゼネスト
公定歩合引き上げ（4.25％→5.0％）
資本自由化、原則100％（例外5業
種除く）
公定歩合引き上げ（5.0％→5.5％）
「買占め、売惜しみ規制法」公布
公定歩合引き上げ（5.5％→6.0％）
公定歩合引き上げ（6.0％→7.0％）
第四次中東戦争勃発、OAPEC「石
油戦略」発動
オイルショック起こる
物不足、買いだめ騒ぎ起こる
国民生活安定緊急措置法、石油需
給適正化法公布
政府、石油について「緊急事態」を
告示、緊急対策を発表
OAPEC6カ国、原油公示価格の2
倍値上げを発表
公定歩合引き上げ（7.0％→9.0％戦
後最高の水準）

 

石油、電力規制強化（翌月緩和）
日中貿易協定調印
全国消費者物価、前年同月比26.3％
上昇（朝鮮動乱時を上回る暴騰）
春斗で空前の交通ゼネスト
48年度の国際収支6年ぶりに赤字
国土利用計画法成立
国土庁設置
大蔵省、大口融資規制方針決定
ニクソン大統領辞任、フォード大統
領就任
田中首相「金脈問題」で辞任、三木
武夫内閣発足

一般社会、経済等年月日
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関連会社　札幌電子計算センター移転
　所在地　札幌市中央区南大通り西11丁目（エスコビル）
インテック富山ビル起工式を挙行
臨時株主総会を開催。定款の一部変更（株式の第三者
割当）
大阪センター「高安寮」完成。移転
東京センター公衆回線によるTSSサービス開始
行政事務センター、富山センターのFACOM 230-45S大型
電子計算機へ業務集中のため、MELCOM 3100-10Tを
解約
増資（第6回）160,000株　8,000万円払込完了
　新資本金　2億3,000万円
社内報「けいわ」日本情報センター協会広報委員会が情
報週間に実施した社内報コンクールで最優秀賞を受賞
札幌出張所、札幌センターに昇格。MELCOM 3100 -40D
中型電子計算機導入

関係会社　株式会社インテック興産を設立
　資本金　200万円（授権資本金500万円）
　所在地　富山市奥田本町8番2号
富山センター、オンラインサービスのため、FACOM 
230-45S大型電子計算機2号機を導入
赤坂センター、FACOM 230-25中型電子計算機をFACOM 
230-38中型電子計算機にレベルアップ
インテック富山ビル竣工
　所在地　富山市奥田本町8番24号
インテックTSS、NHK教育テレビ「NHKコンピュータ講座」
に参加
第23回定時株主総会開催、取締役　野上定平退任に伴
い、矢我崎正弘を補充選任、青山啓七を増員選任
発行する株式総数（授権資本金）　5億円に変更
大阪センター、COSMO 700大型電子計算機を移転予定
のリクルート大阪ビルに搬入完了
インテック富山ビル竣工式を挙行
富山センター、新川支所移転
　所在地　魚津市釈迦堂1-14-17　魚津農協会館2階
高岡センター、MELCOM　3100-40D中型電子計算機解
約搬出
大阪センター新事務所で営業開始
　所在地　大阪市淀川区西中島5-14-22　リクルート新
大阪ビル
富山センター、富山相互銀行の総合オンラインサービス
開始
名古屋センター、MELCOM 3100-10T中型電子計算機の
代替機としてFACOM 230-28中型電子計算機を導入
関連会社　株式会社日本インテック技研設立、株式会社
日本情報技研を吸収
　資本金　250万円（授権資本金1,000万円）

九州センター開設準備室を九州センターに昇格。
FACOM 230-25を導入
関連会社　福岡流通コンピュータ株式会社設立
　所在地　福岡市東区多の津1-7-1
　資本金　3,000万円（授権資本金1億円）
ティー・シー・シー株式会社合併を前提に全株式を取得。経
営参加
商法改正に伴い、1年決算に移行
協同システム開発株式会社設立に参加
金沢営業所を金沢センターに昇格
東京センターを東京第一センター、赤坂センターを東京第
二センターと改称

インテックのあゆみ

●情報処理サービス業、新たな競
争相手「商議所」、強敵「電電公
社」と狭い地方市場で火花

●郵便局でオンライン、全国2万局を
結んで52年度末導入へ、完成す
れば世界最大規模、銀行は民業
圧迫と警戒

●システムネットワーク体系SNA、日
本IBMが発表、FSの概念盛り
込む

●富士通・日立共同開発の超大型
機2種（M-190、M-180）受注開始

●特定通信回線「他人使用の制
限」郵政省、緩和へ動き出す

●幕開く高速データ伝送、電電公社
がディジタル交換網推進、現場試
験を実施へ

●富士通・日立がM-170、160を発
表、補助金機種完成

●日本の情報処理サービス業、20年
で500余社、企業規模も拡大へ
●GEと電通がTSSで合弁会社「電
通情報ネットワーク・サービス」設
立へ

●米国コムシェア社が、TSS会社ミ
ロク・コムシェアに資本参加、30％
の株式取得へ
●注目の記憶素子、50万ビット磁気
バブルメモリー日立が開発、電電
公社に納入

●情報化保険がスタート、大蔵省が
認可する

●科学技術情報検索システム、4月
から一部オンラインが稼動

●三菱電機、超大型機COSMO　
900を発表

●日電、東電、ACOS　800と900を
発表、8機種出揃う

●日立、漢字OCRの試作機を開発、
実用化は3～4年後

コンピュータ業界

三菱石油水島製油所タンクから大
量の重油流出

総理府、1月の完全失業者99万人
（失業率2％）と発表
49年度経済成長率戦後初のマイナ
ス（マイナス0.2％）
南ベトナム政府無条件降伏、解放
軍サイゴン入城
公定歩合引き下げ（0.9％→8.5％）
公定歩合引き下げ（8.5％→8.0％）
第三次不況対策決定（住宅建設促
進等）
「興人」倒産
公定歩合引き下げ（8.0％→7.5％）
OPEC閣僚会議、石油10％値上げ
決定、経済対策閣僚会議、第四次
不況対策決定（2兆円追加投入）
公定歩合引き下げ（7.5％→6.5％）
日本を含む西欧6カ国首脳会議（ラ
ンブイエ会議）開かれる。不況克服
の国際協調で合意
石油備蓄法成立

ロッキード疑獄事件
周恩来中国首相死去
昭和50年代前期経済計画策定
田中前首相、ロッキード事件で逮捕
国鉄、累積赤字3兆円こす
毛沢東中国国家首席死去
華国鋒氏、中国党主席に
日中海底通信ケーブル開通
天皇ご在位50年
東洋バルヴ倒産、負債総額882億円
三木首相退陣し、福田内閣スタート

一般社会、経済等年月日
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 53. 4. 1

第四次3ヵ年計画（EPOCH51）を策定。昭和51年4月から
昭和53年までの経営方針がまとまる
社内預金制度発足。社内預金保全委員会を設立
TSセンターを三菱倉庫芝浦ビル内に設置
金岡社長、日本情報センター協会副会長に選任される
当社銀行オンラインシステムが韓国商業銀行・韓国第一銀
行に輸出され、深川主査他3名、韓国へ派遣。システム開
発を開始
第25回定時株主総会開催、矢我崎取締役辞任に伴い、
北沢博を補充選任、取締役増員につき森本一を選任
三菱関係業務の対応策検討のため、インダイヤ委員会を
設置
関連会社統合のため、(株)三協ビジネスの全株式を株式
会社日本インテック技研に譲渡

富山センター、FACOM 230-45S大型電子計算機（1号機）
をFACOM 230-58大型電子計算機にレベルアップ
情報機器部を東京本社ビル内に設置
通産省電子計算機システム安全基準策定に伴い、当社
独自の情報安全委員会を設立。本格的検討を始める
銀行オンラインシステム完了につき、富山相互銀行から感
謝状授与される
仙台センター、FACOM 230-25中型電子計算機導入
名古屋センター、MELCOM 3100-40D中型電子計算機の
代替機として、MELCOM COSMO 500中型電子計算機
導入
富山センター－高岡センター間、リモートバッチシステム
開通
大阪センター、COSMO 500　1基増設
増資（第7回）18,000株　9,000万円払込完了
　新資本金3億2,000万円
金沢センター一部移転
　所在地　金沢市片町2-2-15（北国ビル）
東京第一センター、MELCOM 7700の代替機 MELCOM 
COSMO 700大型電子計算機を導入
第10回ZD全国大会において、社長　金岡幸二、ZD功労
者として表彰される
名古屋センター、FACOM 230-28中型電子計算機の代替
機として、FACOM M 160大型電子計算機を導入
札幌センター、MELCOM 3100-40D中型電子計算機の代
替機として、MELCOM COSMO 500中型電子計算機を
導入
リサーチ・センターを東京本社ビル内に設置
一日内閣的運営による地域幹部会議を設置
東京第一センター、MELCOM COSMO 700大型電子計
算機をMELCOM COSMO 700Ⅱにレベルアップ（TSセン
ター共同利用）
東京第二センターの一部と関係会社ティー・シー・シー株式
会社移転
　所在地　東京都港区赤坂2-16-13（京ビル内）
新潟センター、MELCOM 7700大型電子計算機を導入
富山センター、漢字プリンター（FACOM 6504A）を導入、
漢字処理サービスを開始

四国センター開設。MELCOM　3100-10T中型電子計算
機設置
　所在地　高松市中央町5-28（青井ビル）
関係会社の運営方針に基づき、関係会社　札幌電子計
算センターの穿孔業務を除く主要業務および要員を吸収
階層別職能的社員教育基本体系を策定。これに伴い、社
員教育を実施することに決定

インテックのあゆみ

●中国向電算機輸出、ココムに認
可申請

●アメリカGE、日本に電算機セン
ター
●地方計算センター（電算、石川電
子計算センター、電算システム、デ
ンサン）の再編
●日本IBM、「3033」を発表、370も
大幅値下げ

●通産省、電算機システム安全基
準を策定

●初のマイクロコンショウ’77開幕
●富士通と日立がMシリーズ130と
140を発表

●電電公社、新データ網サービスの
内容を発表

●センター協、専用回線の値上げ反
対で郵政省へ要望書

●富士通「エフ・アイ・ピー」設立
●機情法スタート
●国産電算機6社アンバンドリング
制へ移行

●日立の大型コンピュータ、中国向
輸出本決まり

●電算機などの関税下げ実施

コンピュータ業界

カーター米大統領就任
公定歩合0.5％引き下げ（6.5％→
6.0％）
公定歩合1％引き下げ（6 .0％→
5.0％）
第11回参議院議員選挙で自民党
大勝利
有珠山が大噴火
公定歩合0.75％引き下げ（5.0％→
4.25％）
王選手世界新の756号ホームラン
達成
日本赤軍、日航機乗っ取る
日航機ハイジャック、政治犯と身代金
で人質交換（ダッカ）
円続騰、250円割る、日銀本格介入
外貨準備195億ドル、史上最高に
国産プルトニウム第1号、単体抽出
に成功（東海村）
預貸利ザヤ逆転、太陽神戸銀行
福田内閣新体制発足（対外経済担
当相を新設、宮沢氏起用）
「波止浜造船」倒産、負債500億円

構造不況業種の経営深刻
「大和海運」倒産、負債200億円
帝人、ユニチカ生産統合発表
「永大」倒産、負債総額2千億円
公定歩合引き下げ（4.25％→3.5％）
ドル安、円230円割れ、輸出規制論
出る

一般社会、経済等年月日
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当社社章、社旗の制定
大阪センター、MELCOM COSMO 700大型電子計算機
をMELCOM COSMO 700Ⅱ大型電子計算機にレベルアップ
東京第二センター、FACOM 230-38中型電子計算機の
代替機としてFACOM M-160大型電子計算機を導入
荒井三郎取締役辞任に伴い、渡辺孝を補充選任、取締
役増員につき前田正彦、中尾哲雄を選任、新たに横井重
信を顧問に選任
九州センター、FACOM 230-25中型電子計算機の代替
機としてFACOM 230-38中型電子計算機を導入
韓国商業銀行およびファコム・コーリアから「銀行オンライ
ン・システム」のプロジェクトチームに感謝牌が贈呈される
富山センター、FACOM 230-45S中型電子計算機（2号機）
をFACOM 230-58大型電子計算機にレベルアップ
第7回情報化週間に、当社開発の「銀行オンラインシステ
ム」が優秀情報システムとして情報週間賞を受賞
東京地区にコンピュータ専用ビル「インテック東京ビル」の
建設決定
名古屋センター、漢字プリンター（FACOM 6504 B）導入
ティー・シー・シー㈱大阪支社の業務吸収

インテック健康保険組合発足（理事長　前田正彦、常務
理事　稲垣武一）
ティー・シー・シー㈱から社員移籍、従業員数1,004名に
関連会社、株式会社アサヒ・インテック設立
　所在地　釧路市入舟6-3-25
　資本金　3,000万円（授権資本金1億円）
大阪センター、漢字プリンター（FACOM 6504B）導入
エースメイト－8製作開始
東京第二センター、東京ビルへの移転とともに、FACOM 
M-160の代替機として、FACOM M-180ⅡADを導入、
FACOM 230-45Sを導入、分室に設置
東京地区各事業所、東京ビルへの設備・人員の移転完了
仙台センター、移転して統合
　所在地　仙台市一番町3-7-23（明治生命ビル内）
仙台センター、MELCOM 3100 -40Dの代替機として、
MELCOM COSMO 700導入

インテックのあゆみ

●日電、東芝、提携強化
●富士通、レンタル会社設立
●日電、音声入力装置を開発
●世界第3位の電算機企業HIS、日
本へ資本進出

●CAC、台湾に資本進出、ソフト
ウェアで合弁会社設立
●日本IBM、8100シリーズ発表
●異機種間データ伝送プログラム
開発、6社間でテスト開始

●電々公社新データ網でサービス
開始

●IBM中型コンピュータ「4300シ
リーズ」発売

コンピュータ業界 一般社会、経済等年月日
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過激派、「成田」管制室破壊
外貨準備290億ドル、史上最高を記
録
「ヴァン・ジャケット」倒産、負債500億
円
17日、年率換算でGNP2百兆円に
成田空港開港
「不二サッシ工業」史上最高の粉飾
決算（4百億円）
「佐世保重工」坪内体制で再建へ
日本の男性、長寿世界一（72.69歳）
ドル全面安、200円割る
日中平和友好条約調印
円高差益還元（電力料金）決定
本四架橋、児島－坂出着工（9年、1
兆円の予定）
　副首相来日、日中条約批准
大平内閣発足

米中国交正常化
第1回の国公立大学共通一次試験
実施
パーレビ国王出国で、イラン王制危
機
太安萬侶の墓発見
三菱銀行強盗事件起きる
ダグラス・グラマン事件発覚
中国、ベトナムを本格攻撃
金融機関、相ついでねらわれる
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　当社は、15周年を迎えるに当って、三つの記念行事を計画した。

　第1は、「社章の制定」であった。社章は、社内外の意見を徴したうえ、専門デザイナーに委嘱し、昭和

53年4月1日制定し、社員が佩用するにいたった。

　第2は、「東京ビル」の建設であった。同年11月、延面積4，093㎡の8階建ビルを取得し、コンピュー

タ安全設備完備のため改修、同54年4月20日竣工修祓式を挙行し完成した。

　第3が、「15年史」の編纂であった。これには多くのつまづきもあり、この事業の完成が最後になってし

まった。資料の不備、専任者の不足、日程との闘いなどを克服して、昨秋より着手し、なんとか今日の完

成をみることができた。

　幸いにして、当社は創立後まもない42年1月から、広報を発行してきており、また、創立10年を機に、

年史発行のため資料を一部整備してもあったので、これらを基にして、ようやく15年史を完成した。いま

通読してみると誤りもあり、杜選な点も目につくが、それは編集の総括者であった筆者の責任であり、短

期間に完成させた関係者一同のご努力は、紙背に迫ってくるものがある。

　この編集の実務のすべては、井田悦子氏の尽力によっている。各章それぞれの執筆は記名のあるもの

の他、次の方々にお願いした。

 15年のあゆみ 金　岡　幸　二

 成長の軌跡

 経営諸実績 中　尾　哲　雄

 　組織・制度の変遷 前　田　正　彦

 　人事・厚生 前　田　正　彦

 　技術の変遷 高　柳　　　登

 　関係会社のあゆみ 中　尾　哲　雄

 回顧 井　田　悦　子

 参考資料

 　日本経済のあゆみ 金　岡　幸　二

  中　尾　哲　雄

 　わが国の情報処理産業 金　岡　幸　二

　また、基礎資料となった広報の発行は、その責任者をつとめられた幅田公子（旧河合）、川又比奈子（旧

松井）、深田美里（旧土居）、河部道枝、上杉恭子、畑潮、各氏のご努力によるところが大であり、その他

の資料をあわせ整理された四十物孔明氏にも感謝の意を表したい。なお、短期間の間に印刷装丁をご担

当いただいたのは株式会社チューエツ殿であり、題字は青柳志郎先生にお願いした。

　この年史が、株式会社インテックの次の発展の礎となり、また、情報処理産業に関心のある方々に少し

でもご参考になれば望外の喜びである。

　　昭和54年5月21日

編集責任者　金　岡　幸　二

編 集 後 記
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インテック十五年史

昭和54年5月21日発行

発行 株式会社 インテック
 富山市桜橋通り1‐18（住友生命ビル）

編集 株式会社 インテック

印刷 株式会社 チューエツ
 富山市上赤江町2‐8‐6
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