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インテック40年の技術散歩
Taking a Walk Through INTEC's 40 Years of Technical
Developments
鈴木 富男
Tomio Suzuki

1.

はじめに

来年の1月、インテックも満40歳になる。まだ情報処理会

かかれない、ワイヤによる外部プログラム方式のもの、PCS
と呼ばれる紙カードベースのもので、最近の人には決して想像
できるものではない。

社が認知されていない時代の先輩たちの勇気ある船出に心から

道草……

敬意を表する。

前の会社で、自社のコンピュータを自由に使っていた自分が、

これまで、当社は次の4本柱の事業を推進してきた。

この会社に転職し、最初にサービスに用いられていたコンピュ

①情報処理サービス事業（現在、アウトソーシング事業に発展）

ータを見せてもらった時、時代が逆行し、ショックを覚えた。

②ソフトウェア事業（現在もソフトウェア事業として継続）

大変な会社に入ってしまったと、身の縮まる思いだった。当時

③情報システム事業（現在、システム・インテグレーション事

専務だった、故金岡前社長から、「君も、PCSを担当したらど

業に発展）
④高度通信サービス事業（現在、ネットワーク事業に発展）

うだ。」と勧められたが、「勘弁して下さい。」と返事したよう
に思う。PCSには結局触ることはなかった。

この4つは、事業を手がけた順でもある。比較的長くインテ

国内での最初のオンラインシステムが稼動したかどうかとい

ック丸に乗ってきた者として、最初にこの4つの事業を振り返

う時期に、故金岡前社長は、また、このようなレベルの自社の

ってみる。また、研究所設立についても触れたい。ただ、とこ

コンピュータ設備にもかかわらず、コンピュータパワーを「い

ろどころで道草をし、当時感じたこと等を思い出してみようと

つでも、どこでも、だれでも」享受できる社会を夢みたのであ

思う。

る。コンピュータ・ユーテリティと名づけられた。

2.

情報処理サービス事業

道草……
最初は冗談を言っていると、正直思った。しかし、このことが、

創立当初の計算センター業がこの事業の基礎であり、日進月

経営のビジョンであり、目標であった。目標を定め、それに向

歩の技術革新で時代が様変わりをしてしまった感がある。とり

かってインテック丸の舵を取っておられたことが、後ほど分か

わけ、電子素子関連の技術革新が目覚しく、かつての大型コン

ることになる。

ピュータに比べ、桁違いの高性能のパソコンが、各自の机の上

会社は発展していった。年を追う毎に、新規事業所開設やコ

にある時代になっているなど、当時は想像さえしなかったこと

ンピュータの新設・更新が繰り返された。大企業で使用するよ

である。

うな大型コンピュータではないものの、最新の中クラス規模の

創立当初、高価なコンピュータを自社導入している企業は、

コンピュータが導入されていった。導入されるコンピュータの

多くはなかった。当然のことではあるが、自社導入しているの

メーカ及び機種は多様であり、機種毎に技術を蓄積する必要が

は、いわゆる大企業であった。そういう時代にあって、地元企

あった。また、中核となる技術者がそれ程多くない時代に、事

業が共同出費し、共同計算センターとしてスタートしたとき、

業所の拡張は中核技術者の分散をもたらし、どの事業所におい

事業に供したコンピュータはお世辞にも最新式とはいえないも

ても、当然のように中核技術者層の不足が問題となった。が、

のだった。最近では、コンピュータの歴史でもなかなかお目に

結果的に、後輩を育てる大きな基盤になったと思う。
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やがて、当社においてもオンライン・リアルタイム・サービ

負荷とも関係するので、熱い討論を繰り返した、また、大きな

スの提供を始める等、コンピュータ設備も大型化していった。

プロジェクトであればあるほど、多くのソフトウェア・ハウス

どのメーカのコンピュータに対しても技術を蓄積し、かつ、中

との担当システム相互のインタフェース定義及び実装確認、ハ

立であり、長年に渡る運用技術の蓄積が当社の強みであろう。

ードウェア及びソフトウェアベンダーとの性能や耐障害設計

このようにして、現在のアウトソーシング事業が確立していっ

等、真剣を交える場面が多々あった。都度、当社の、あるいは、

た。

技術者個人の技術力が試された。当社は、初めからソフトウェ
ア開発が強いわけではなかった。私の主観的な感想は、一試合、

3.

ソフトウェア事業

最初のころは、日本におけるコンピュータ・メーカが各々独
自路線を歩み、独自のオペレーティングシステム（OS）を開

一試合毎に強くなっていったということである。いろんな経験
が次の糧になっていったと思う。他プロジェクトとの情報交換
も有益であったように思う。
お客さまも最初は、技術者を派遣ベースで受入、共同プロジ

発していた。当社も、コンピュータ・メーカに技術者を派遣し、

ェクトで開発を推進していた。このプロジェクトで利用される

メーカと一緒にOS作りに参加したのが、ソフトウェア事業の

開発標準はお客さまの標準であり、開発方式もお客さまの方式

始まりである。コンパイラ、ジョブ管理、タスク管理、データ

であった。しかし、ソフトウェア・ハウスの技術力が向上した

管理等多方面の開発グループに配属され、メーカの一員として

こともあり、やがて一括請負による受注が増加してきた。その

OS開発に携わることにより、基本ソフト技術が蓄積されてい

時期に導入したのが、システム構築の全フェーズをカバーする、

った。かなり重要な機能開発を任せられるほどになり、後半に

「PRIDE」という開発基本理念である。これをカスタマイズし、

は一括契約へ切り替えていただいた。

「INTEC PRIDE」として当社標準とした。「INTEC PRIDE」

一方、電子素子の技術革新等により、コンピュータの低価格

の特徴は、製造フェーズ（プログラミング＋単体テスト）に多

化が促され、結果的に量産化、多くの企業にもコンピュータが

くの工数を集中させる従来の開発方式ではなく、システムの分

導入されていった。国産メーカの場合、顧客のアプリケーショ

析、要件定義段階でニーズの確認を徹底的に行うなど、初期フ

ン・ソフトウェアまで、全面的に面倒を見る傾向があった。そ

ェーズに力を入れるものであり、手戻りを極力避けるとともに、

のことにも関係するが、当初、ソフトウェアはハードウェアの

開発期間の工数の平均的割り当ての思想となっている。

付属品のような価格のつけられない扱いであり、その分ハード

ソフトウェアの開発には、当初から生産性の向上が注目され

ウェアが高価だったのかもしれない。しかし、IBMのアンバン

ていた。プログラム・パターン毎に簡単なオーン・コーディン

ドリング政策が徐々に定着し、ソフトウェア開発にも正当な対

グをすれば、プログラムの自動生成を行うツール、次には、プ

価が支払われるようになっていき、国産メーカもそれに追従し

ログラム仕様書をあるルールに従って記述すれば、プログラム

た。その恩恵を受けて、当社もお客さまのアプリケーション・

が自動生成されるツールなど、多くの試みがなされた。

ソフトウェアの開発にも進出し、次第にその領域の方が多くを
占めるようになっていった。
その後、世はまさにオンラインリアルタイム時代となり、オ
ンラインシステムの開発が目白押しであった。多くのプロジェ

現在、オープン系、Web系、LINUXなど、開発手法、開発
環境の大幅な変化に対応するため、新たな開発標準の作成に着
手している。少なくとも、人月当たりのステップ数という考え
方はもうない。

クトに参加することにより、業務分析、システム分析、システ

ソフトウェアの品質ツールも開発し、販売していた。プログ

ム設計、ファイル/DB設計などの技術が多くの技術者の身に

ラムには、IF文で代表される分岐が多く存在し、処理がいくつ

ついていった。また、大型プロジェクトの管理方法も蓄積され

にも分岐される。
「C−QUAT」
（参照、写真1）という製品は、

ていった。

その分岐による処理ケースを機械的に数え、実際に流したテス

道草……

トデータが、どの程度処理ケースを通過しているかを数えるも

ソフトウェアの開発受注は、他流試合のようなものであった。

のであり、カバーレイジが100%になってはじめて、全分岐

お客さまの技術者との業務分析、システム分析をはじめ、シス

処理ケースを通過したことを示すというわけである。幸い、機

テム要求仕様確認はシステムの良否を決めるだけでなく、開発

能が高く評価され、多くの企業にも外販することができた。
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今日にいたるも、ソフトウェア品質は、生産性と並んで、古

うなニッチ市場、痒いところに手が届くシリーズとして、利用
したお客さまには重宝していただいた。このハードウェアを作

くて新しい問題である。

る能力が、後ほど、高度通信サービス事業に生かされることに
なる。

写真1 C-QUATのパンフレット

ソフトウェア開発ニーズの高まりにより、初期の「ソフトウ

写真2 エースメイト新展示品コーナー

道草……

ェア部」の対応から、今日の事業本部と発展、業界対応型の組

ハードウェア製造工場を持たない当社は、論理設計まで行い、

織へと変化していき、金融、流通、製造、公共等と分化してい

物理的な製造は、専門メーカに任せる方式をとった。最初は簡

った。その業界に特化し、業界のことを詳しく知り、お客さま

単な入力機のようなものであったが、オンライン特定業務専用

を知り、お客さまと業界の言葉で話せ、お客さまの真の課題、

端末、オフィスコンピュータへと進化していった。お客さまに

潜在的ニーズを知って提案できることを目指したのである。

使っていただくだけでなく、あのころは各職場でも沢山見るこ

業界特化により、業界向けのパッケージ・ソフトウェアが開

とができた。ハードウェアを作るという、これらの経験が後ほ

発された。お客様に高く評価をいただいている代表的な製品は、

ど述べる、高度通信サービス事業におけるPAD装置AcePlex

3

金 融 他 向 け に 「 エ フ ・ キ ュ ー ブ F 」、 地 方 自 治 体 向 け に
「Civion」や生涯学習システム、医療向けに「Medi-Pack」等
である。業界に横断的な製品に、「快速サーチャ」がある。

シリーズやその他と応用され、国内のVANサービスの差別化
に大いに威力を発揮した。
AceMateの開発がシステム事業のきっかけとなったと考え
られるが、AceMateだけでは事業の体をなさない。当時「タ

4.

情報システム事業

ーン・キー・システム」という言葉がもてはやされた。開発、
調達等全てをベンダー側で行い、完成品を設置し、システム受

「システム」を定義するのは難しい。ここでは簡単に、「ソ

け渡し時にキーをお客さまに渡す。お客さまはキーを回す（タ

フトウェア、ハードウェア、ネットワーク等の異なる要素で構

ーン・キー）だけで、そのシステムは稼動しだす、というイメ

成される複合体で、所定の機能を果たすもの」とでもしておこ

ージである。ハードウェア・ベンダーからハードウェアを仕入

う。最初に当社がハードウェアに進出したことから述べる。

れ、それにお客さま向けのソフトウェアを開発し納品する事業

電子素子の技術革新は、ついにマイクロプロセッサを誕生さ

であり、このころから、汎用コンピュータとは異なる、ワーク

せた。このマイクロプロセッサがいろんなものに埋め込まれ始

ステーションとか、ミニコンピュータ等との取引も増加し、そ

めた。当社においてもマイクロプロセッサの応用研究がなされ、

れ専用の技術者も必要になってきた。

「AceMate」というハードウェア主体の製品を開発した。か

情報システムの潮流として、「ネオダマ」という言葉が流行

つ、AceMateはシリーズ化され、数種類の商品が出荷された

した。ネはネットワーク、オはオープンシステム、ダはダウン

（参照、写真2）。大メーカのように大量生産はできない分、価

サイジング、マはマルチメディアである。当時、オープンシス

格はあまり低く設定できないが、大メーカでは目を向けないよ

テムといえば、Unixと同義語の感があった。かつて大型コン
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ピュータで処理されていたことが、ダウンサイジングにより、

現在のシステム事業本部は、どちらかというと、旧「ソフト

今やUnixワークステーションで十分処理可能であることが証

ウェア部」の延長と考えることができるかもしれない。海外等

明されたのである。また、テキスト・データ処理だけでなく画

の社外から販売して売れそうなソフトウェア製品を見出し、そ

像データや音声データ等マルチメディアもコンピュータで処理

の代理店機能を果たしている。当然、そのシステム周りのお客

され始めたのである。

さまに必要な機能のソフトウェアも開発している。現在の取り

ダウンサイジングは留まるところを知らない。今やオフィス
ワーカの机の上には、数百メガヘルツ以上のCPUを持つ、ディ

扱いの主な製品は、Super Stream、SAP/R3、Sagent等
である。

スクトップのパソコンが文房具のように設置されている。外勤
者も高性能なノートPC、PDA、携帯電話を用い、契約ISPや公
衆電話網経由でイントラネットへのアクセスが実現できている。
セキュリティの課題はあるものの、どこからでも自分の事務所
にいるように社内データを活用できる時代になっている。
トピック的には、ゲーム（参照、写真3）にも進出している。

5.

高度通信サービス事業

既に、「いつでも、どこでも、だれでも」コンピュータパワ
ーを享受するコンピュータ・ユーテリティについては述べた。
故金岡前社長は通信の自由化のために体を張って、かつ、根気

プロ野球を題材にしたゲームが多かった。3〜4年で撤退した

強く政府と掛け合った一人である。今でこそ規制緩和の大合唱

と思うが、コンシューマ相手のビジネスの難しさを教えられた。

が聞こえるが、自由化の流れの気配さえない時代から、かつて
の郵政省（現、総務省）に度々足を運び、わが国においても通信
の自由化が必要であることを、幾度となく説いてきたのである。
もう一方において、早くからモデムベース時分割方式でのネ
ットワークを構築し、情報処理オンライン・サービスの複数の
アプリケーションで幹線回線部分を共有し、回線コストの低減
を工夫した。また、回線の自由化が行われるだろうと読むや、
パケット交換機の購入、それに先立ち技術者のパケットベンダ
ーへの長期派遣を行い、運用研究をし始めた。自由化したら即、
事業化できるように準備をすすめるためである。
アメリカの例も参考になり、民間の創意工夫により自由化こ

写真3 ゲームソフト

そが活力の源であるとの産業界からの提言もあり、国内は電電

道草……

公社、国際はKDDという長年つづいた独占的通信事業が民間

当社はコンシューマ向けの商品やサービスが少ない。成功した

へと開放され、電電公社も民間会社NTTとして再スタートし

例として、後述する、パソコン通信の網を提供するTri-Pをあ

たのである。

げることができる。こちらのほうはサービスだから毎月請求す
ることになる。最低料金制とクレジット引き落としという方法
がよかったと思う。
システム・インテグレーション、いわゆるSIという業種が

■事業内容

旭川
釧路

函館

●情報処理サービス
●ソフロウェア開発
●システム事業
●高度通信事業

秋田

帯広

青森

盛岡

新潟

長岡

クローズアップされだした。SIすなわち一括請負でシステム

富山

高岡
金沢

宇都宮
松江

を構築・納入する業者のことをシステム・インテグレータ（時

福井

鳥取
北九州

福岡
長崎

として、SIer）と呼ぶ。名前は新しいが従来からのビジネス

大分

広島

名古屋
松山

高松

鹿児島

高知

奈良
堺
和歌山

静岡
浜松 沼津

四日市
津

那覇

現在、地区本部、事業本部に限らずどこでも担当しているとい
うことになる。
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福島
郡山

水戸

八王子
甲府

岐阜

倉敷

徳島

んどのビジネスをこの範疇に入れることができる。SI事業は

彦根

大阪
宮崎

山形
大宮

松本

京都

姫路

熊本

であると考えることができる。また、一括請負であれば、ほと

前橋
長野

岡山
神戸

山口

佐賀

仙台

魚津

図1 Ace Telenet 網
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当社はパケット交換機で全国展開し、ネットワークを

国のPAD装置ソフトを流用したと認められるので、正式に契

「Ace Telenet」（参照、図1）と名づけた。タイムネットと

約し一時金を支払ったことは述べておく。一方、輸入した

並ぶ米国の2大VAN業者の1社テレネット社製のテレネット・

PAD装置は、しばらく倉庫で眠るものの、結局再利用できず

プロセッサ（TP）という製品で構築したからだ。わが国は米

スクラップの運命となった。

国と違い、国産コンピュータ・メーカが健闘している関係上、

話題を変えて宇宙へ。郵政省が進めていた通信衛星CS-2の

コンピュータ・メーカ独自の多くの通信規約、いわゆるプロト

実験にも参加し、東京・幡ヶ谷ビルと富山ビルの屋上に直径5

コルが存在していた。当社はテレネット社のPAD装置にPAD

メートルのパラボラアンテナを設置した。Ace Telenetのバ

ソフトを開発・搭載していたが、マイクロプロセッサの能力不

ックアップ回線確保や地震対策の一環として、ファイルのバッ

足などで高速通信に対応できず、ついに当社製PAD装置

クアップ保管を考慮しての実験参加であったが、今となっては

「AcePlex」（参照

写真4）を製造し、かなり多くの国産プロ

ほとんど使われなくなったKAバンドであったせいもあり、実

トコルに対応した。AcePlexも規模や使い方に応じてシリー

用に供することはなかった。テレビ会議も最初は珍しさもあり、

ズ化を行い、対応プロトコルの多さでは、他のVAN業者の追

多少使われたが、タイムディレがあるためか、利用者が段々い

従を許さなかった。

なくなった。
Ace Telenetの構築により、お客さまにとって、安価なイ
ンフラができたことになる。このインフラネットの上に、付加
価値システムを搭載開始した。データ交換「AIRS」、FAX配
信 「 F D S 」、 パ ソ コ ン 通 信 網 「 T r i - P 」、 電 子 メ ー ル
「AceTelemail」等である。また、画像データなため、Ace
Telenetは利用しないものの、FAX蓄積交換システム「FHS」
も開発され、通信事業のメニューも豊富になってきた。
道草……
Tri-Pはもともと商品開発したものではなかった。システム陣
が検討し、誰でも公衆電話網からAce Telenetに入ってこれ
写真4 AcePlex600

るので、何とかして契約者以外は水際で防ごうということで開

道草……

発したものである。それでSAFEというガードシステムを開発

米国のVAN業者で一世を風靡したテレネットのパケット交換

した。開発した後で、そのことを営業に話したら、「売れる」

機と、PAD装置を購入したので、国内での展開のみが我々の

と言い出した。やがて、Tri-Pの誕生となる。

仕事の筈だった。なかなか思うようにはいかないものである。

データ交換の仕組みAIRSを開発した。その背景に、当社も

パケット網の利用環境が違い過ぎた。1980年代初期におい

参加した日用雑貨VAN運用会社：プラネットがある。プラネ

ても米国では、非同期、無手順的または調歩同期式通信が主流

ットの運用開始当初は、IBMのデータ交換パッケージでサービ

だったようだ。日本に導入を考えたときには、調歩同期式通信

スをしていたが、よりきめ細かい、多様な運用ニーズにこたえ

はTSSに一部残るものの、企業のオンラインシステムは同期

ることができるため、AIRSが開発された。後の食品VAN運用

式手順が主流であり、HDLCへの試みも行われていた時期で

会社：ファイネットは最初からAIRSの利用ユーザである。

ある。先方のPAD装置にはIBMのBSCプロトコルやSDLCの

道草……

PADもあるにはあったが、利用経験があまりないのか、よく

VAN運用会社は、ライバル企業が共同でシステムを運用した。

こけた。仕方なくソースコードを要求し、バグを潰しはじめた。

「システムは共同で、競争は店頭で」をモットーに、システム

バグを取ってもなかなかよくならない。8ビットPAD機の限

原価を削減し、店頭で激しく戦っているということである。新

界と分かった。ソースコードを読みきった自信と、ハードウェ

しい企業の選択を見せられたような気がした。

ア製作経験がAcePlexを開発させた。最初は16ビット機であ

カナダの通信機器製造大手のノーザンテルコム（現、ノーテ

る。当時としては、背に腹は変えられなかった。もちろん、米

ル）の回線交換機を購入し、回線交換網を構築した。
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「AceAinet」である。Ace Telenetのデータ、FHSの画像デ

リック・コマース（EC）の実証実験にも積極的に参加し、来

ータに加え、AceAinetによる音声データのサービスに進出し

るべきEC時代を実感した。インテック・ウェブ・アンド・ゲ

た。AceAinetにおいても国産インタフェースの吸収等で独自

ノム・インフォマティクス株式会社と社名を変更した今でも、

のハードウェアを製造し、
インタフェースの多様化に対応した。

インフラ部分から、セキュリティ、応用に関するものまで、イ

また、蓄積交換、電話会議等、付加価値音声サービスもいろい

ンターネットに関する研究テーマは少なくない。

ろ検討、開発されたが通信の自由化、とりわけ、第1種電気通

ブロードバンドが浸透し、インターネットの高速化・広帯域

信事業者間の電話料金値下げ競争に巻き込まれ、トラフィック

化はますます加速の勢いである。次期インターネットを研究す

の下降を余儀なくされている。

る株式会社インテック・ネットコアが昨年設立された。ここの

一方、急速な勢いでインターネットが浸透し、今や、ネット
ワークといえばインターネットであると言っても過言ではない

研究者発の社会全体への貢献を、期待を込めて待ち望んでいる
ところである。

時代に突入している。Ace Telenetやその付加価値通信もそ
の影響を諸に受けていると考えられる。
これらの事業を分社化し受け継いだ株式会社インテック コ
ミュニケーションズは、蓄積されている通信技術及び運用技術
を生かし、ネットワークサービスだけにとらわれないより多く
の付加価値をつけてお客さまへ提供を続けている。

7.

おわりに

「技術のインテック」を誇りに技術革新の中、夢中でインテ
ック丸を漕いできた。
今、インターネット、ブロードバンド、モバイルなどのネッ
トワークインフラの発展の中で、上述のインテックが永年標榜

6. 研究所の設立
この業界で初めて別法人の研究所が設立された。株式会社イ

してきた「コンピュータ・ユーテリティ」の実現が、まさに
「ユビキタス・コンピューティング」として現実のものにでき
る時代が近づいている。

ンテック・システム研究所である。それまで技術本部という組

これからも、インテックにおける「新たなものに挑戦してゆ

織であったが、生産技術関連を残して、システム技術関連が研

く」文化、伝統が後輩たちに受け継がれ、繰り返される技術革

究所に移管された。システム技術には東京にも幾人も働いてい

新の波に、果敢に挑戦し克服していってもらいたいものだ。

たが、研究所として富山に集結された。世の中の動きに左右さ
れないで、しっかりと研究開発に専念するようにとの配慮だっ
た。一方、研究成果の市場出荷も3〜4年と設定され、決して
基礎研究でないことが明確にされた。
当初研究所の組織は総務部門を除くと、情報通信研究部、情
報応用研究部、AI研究部の3つから構成し、各々の研究部へ切
磋琢磨を求めるだけでなく、隣接領域の相互協力により相乗効
果が期待された。
先進的な研究開発のお陰で、高度通信サービス事業などのメ
ニュー開発、ハードウェアの論理設計を伴う自社ハードウェア
製品の開発、金利予測等人工知能応用システムの開発など事業
の高度化やメニューの品揃えに大いなる貢献を果たした。
また、
情報通信の加速的技術進歩のさなか、企業や地方自治体等にお
いて、最新技術によるLANの構築やセキュリティ機能の充実
を求められ、研究員が前面に出て対応も行っている。
インターネットについてもいち早くテーマとして取組み、事
業化の基礎となる研究を行った。また、国が推進したエレクト
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