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インテック50年の研究開発の歩み

河崎 哲男

　当社は２０１４年１月１１日に創立５０年を迎えた。「コンピュータ・

ユーティリティ」の実現を目指し、１９６４年の起舟の日(１月１１日)

に船出し、情報通信技術をベースに、情報処理サービス事業、

ソフトウェア事業、情報システム事業、ネットワーク事業を通

じて、お客さまへより良いサービスを提供することを目指して

きた[１][２]。

　また、この５０年間は IT産業、通信業界においても数多くの技

術革新があり、産業として大きな発展を遂げてきた期間でもあ

る。その中において当社が他のIT企業と大きく異なるのは、ソ

フトウェア開発、システム開発にとどまらず、独自の研究開発部

門を持ち、通信技術やハードウェア技術を取り込み、技術の可

能性をベースに常にお客さまに新しいシステム、サービスを提供

し続けてきたことにある。

　本稿では当社の技術チャレンジの特徴的な事例を紹介する

とともに、今後当社が目指す「ユビキタスICTカンパニー」につ

いて述べてみたい。

＊＊＊ はじめに ＊＊＊

＊＊＊ ハードウェア技術への取り組み ＊＊＊

　当社が目指す「コンピュータ・ユーティリティ」とは、いつでも・

どこでも・誰もがコンピュータパワーの恩恵を受けられるとい

うことである。そのためには既存の機器の組み合わせやソフト

ウェア開発では不十分であり、あらゆる情報技術を取り込むこ

とが必要である。そういう思想が今も当社の中には根強く息づ

いている。

　その中で象徴的な取り組みの一つがハードウェア製品の開発

である。そのきっかけは１９７０年代に登場したマイクロプロセッ

サである。当時はCPU性能も低く、用途が限られて、組込み用

やホビー用といった見方も強いなか、広くあまねくコンピュータ

パワーを提供するには必須の技術であるという確信のもと、社

外の方との勉強会も行いながら技術習得を図り、当社オリジナ

ルの「AceMateシリーズ」(データ入力端末、オンライン端末、

オフコンなど)の設計・開発にチャレンジしてきた。OSも独自の

モニタープログラムに始まり、CP/M、MP/M、MS-DOSなど

を取り入れ、COBOL、Pascal、Cなどの開発言語も揃えていっ

た。さらに当時はまだ先進的であったLANインタフェースを備

え、ファイルサーバ、プリントサーバも開発し、本格的なLANシ

ステムを実現した(図１)。

　当時はこのようなマイコン製品を設計・製造するのは一部の

ベンチャー会社に限られ、ハードウェアメーカとソフトウェア会

社という役割分担の構図が強いなか、設計・開発のみならず、自

ら製造・保守も行うことは珍しく、手探りも数多くあったが、そ

の後のネットワーク事業や新規事業の立ち上げに生かされるこ

ととなった。

図１  AceMateシリーズ「AceMate B２８」

執行役員
先端技術研究所長
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　「コンピュータ・ユーティリティ」においてコンピュータと通信

の融合によってもたらされる恩恵は大きい。その始まりは３０年

前の通信事業の自由化にある。

　今日のように、複数の通信事業者が超高速モバイル通信サー

ビスを提供し、切磋琢磨している現状からは想像し難いかもし

れないが、当時、国内は電電公社、国際はKDDという独占的な

通信事業者の構図が当たり前であった。その様な状況下にお

いて、当社の金岡幸二社長（当時）が郵政省(現、総務省)に通信

事業の自由化の重要性を根気強く説いてきたことは、我が国の

ICT産業の発展の礎として今も語り継がれている。

　また当社のネットワーク事業もこの通信事業の自由化の歴史

と重なっており、新しい通信技術、特にパケット交換技術の導入

に積極的に取り組んできた。その先鞭となったのが米国GTEテ

レネット社のパケット交換機、パケット集線機である。

　当時国内では、時分割方式のネットワークや通信モデムによ

る通信システムは進んできていたが、パケット通信方式による

ネットワークやサービス提供は事例がなく、機器メーカーも手探

りのなか、当社がその先陣を切って進めてきた。

　さらに、その中で最もユニークであったのが、当社独自のパケッ

ト集線機「AcePlex」シリーズである。パケット集線機は複数の

端末やコンピュータからの通信を多重化する役割とともに、さま

ざまな通信プロトコルで送られてくる電文をパケット化・非パケッ

ト化するPAD(Packet Assembly Disassembly)機能が必要

＊＊＊ 自社技術によるネットワーク事業の立ち上げ ＊＊＊

図２  AcePlex６００( 左 )、AcePlex２００( 右 )

図３  当社の通信サービスと研究開発トピックス

である。当時、国内ではいくつもの通信方式が普及していたため

に、米国以上に多様な対応が求められ、米国製のPADソフトウェ

アでは対応できないことから、独自にPADソフトウェア開発を進

めることとなった。また多重化効率を上げるためにはハードウェ

アの能力不足もあり、独自の機器開発を行うこととなった。当時

はまだ８bitCPUが主流の中、当社の「AcePlex」は１６bitCPUを

採用し、1台で１６回線、複数プロトコルを同時に処理し、５６KbpsI/

Fや６４KbpsデジタルI/Fも搭載可能という高いコストパフォー

マンスを発揮した。また、電源を入れたままボード交換ができ

る機能も備え、設置・増設等の作業軽減に貢献した(図２)。

　その後、当社のネットワーク事業はこの自社技術をベースに対

応プロトコルの多さ、収容効率の良さで他の通信事業者の追従

を許さず、各地にノードを展開し、独自のパケット交換サービス

「AceTelenet」を完成させていった。さらに１９８５年に特別第

二種電気通信事業者の第1号認可を受けて、データ交換サー

ビス「AIRS」、FAX配信サービス「FDS」、パソコン通信サービ

ス「Tri-P」、電子メールサービス「AceTelemail」へと発展させて

いった (図３)。
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広域仮想クラウドサービス
「EINS WAVE」提供開始

仮想化ホスティングサービス
「EINS/SPS」提供開始

電子証明書発行サービス「EINS/PKI+」開始

セキュアモバイル、VPNサービス開始

Web-EDI サービス開始

IP-VPN、広域 LANサービスの開始

新データ交換システム「EDIServ」開発

IPネットワークソリューション「EINS」サービス開始

フレームリレーサービス「AceFR」開始

インターネットサービス「IIC」開始

ISDNサービス「AceAitel」「AceVips」開始

ISDN 網「AceAinet」サービス開始

パソコン通信サービス「Tri-P」開始

データ交換サービス「AIRS」開始

業界VAN(BtoB) サービス開始
　　（85 年「プラネット」設立、86 年「ファイネット」設立）

特別第二種電気通信事業者として第1号認可
パケット交換サービス「AceTelenet」開始

GTE Telenet 社と販売代理店契約

東京 -大阪間で「TecAce Net」専用線開通

特定回線によるTSSサービス開始

Call ノート、Call クレヨン
サービス開始

2004、IP3 策定

2002、インテック・ネットコア設立

1999、「インターネット市民塾」
　　　　　　　　　　実験運用開始

1997、「電子市場サービス」開始
　　　　　　　　　　　　　　(メタマート)

1993、「ゲノム情報処理」取組み開始

1992、ブラザー工業と共同で
　　　　通信カラオケ「JOYSOUND」発売

1989、インテック・システム研究所設立

1987、インテックPRIDE 構築

1985、パケット集線機「AcePlexシリーズ」開発

「AceMateシリーズ」開発

ソフトウェア開発・品質保証ツール開発

アップル (米 )　iPhone 発売

各社　3Gサービス開始

NTTドコモ　iモードサービス開始

デジタル携帯電話普及

NTT OCNサービス開始

NTT 移動体参入

WIDEプロジェクト設立

国内NCC 参入

第 3次通信開放、NTT民営化

第2次通信開放

パケットサービス (米 )

第1次通信開放

インテックの通信サービス
と

研究開発トピックス

通信業界の動き

2012、独自「屋内位置推定技術」発表

2011、独自クラウド製品「EXAGE」
　　　　　　　　　　　　　　　提供開始
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番号 　　　　　　　　タイトル　　　　　　　　　　  年
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　また、ISDNの普及を視野に、回線交換網「AceAinet」の構

築を進めた。これはカナダのノーザンテレコム社の技術を導入

するとともに、国産装置とのインタフェースに対応するために、

独自の製品化も行ってきた。

　その後はインターネットの普及に対応し１９９５年には企業向

けインターネットサービス「IIC」を開始し、１９９７年にはIPネット

ワークソリューション「EINS」を開始した。現在は、首都圏、北

陸、関西の３地域の高機能データセンターをベースに、完全二

重化した独自開発の運用イノベーション・システムによる広域仮

想クラウドサービス「EINS WAVE」を展開している。

　また並行して、テレフォニー技術の研究開発にも取り組み、CTI

（Computer Telephony Integration）を中心とした商品開発

を行ってきた。具体的にはコールセンター構築パッケージ「CTI-

One」、WEBサイトや媒体上での電話問合せを管理し効果測定を

支援する「Callノート」、WEBと電話のトランザクション情報を効

果的に結びつける「Callクレヨン」などがある[３][４]。

　現在のインターネットの普及、発展には目を見張るものがあ

るが、その当初は手探りであった。当社においても、前述のパ

ケット交換サービス「AceTelenet」がその基礎となったほか、

いくつもの取り組みを行ってきた。

　その最初は、現在ではごく当たり前に誰もが利用しているイ

ンターネット上での通信販売、電子商取引(eコマース：EC)であ

る。当初は試行錯誤の部分も多く、国が推進したEC実証実験に

参加し、利用者の認証、管理、決済、セキュリティ等について課

題を抽出し、その仕組みの開発を行ってきた。また、これらの知

見をもとに１９９７年に当社の「ニュー・ビジネス・チャレンジング

制度」の第一号として株式会社メタマートを設立し、当時にお

いては極めて先進的な電子コンテンツのECビジネス「電子市場

（でんしいちば）サービス」を開始した。

　また２００２年に設立した株式会社インテック・ネットコアで

は、次世代インターネットを視野にコア技術の研究開発、人

材育成、業界活動を進めてきた。特にIPv６を中心にIETFの

RFC(Request for Comment)への提案を行うなどインター

ネットコミュニティへの貢献を果たしてきた (表１)[５] 。

　また「IP v４枯 渇 時 計」を 開 発・公 開し、２０１１年２月の

IANA(Internet Assigned Numbers Authority)のIPv４ア

ドレス在庫枯渇の発表の際などに、たびたび紹介されている。

＊＊＊ インターネット（eコマース ,IPv6 等）への取り組み ＊＊＊

表１  当社関連の RFC 登録

　当社のAI技術への取り組みは１９８０年代に注目された「エキス

パート･システム」や「ファジィ理論」に始まる。当時は、専門家の

知識やスキルをルール化しソフトウェアで代替することを目指

し、各社がこぞって研究開発を競っていた。当社も国際ファジィ

工学研究所(LIFE)や国際電気通信基礎技術研究所(ATR)に研

究員を派遣し、最先端の研究開発に参画するとともに、独自に

「AI金利予測システム」、「射出成形スケジューリングシステム」

などを開発、発表してきた。

　また、画像処理技術にも数多くの取り組みを行っており、その

中でも特筆すべきものとしては１９８３年から取り組んできた国立

富山工業高等専門学校（現、富山高等専門学校）との共同研究

「降雪観測に関する研究」がある。これは長期間の自動観測に

耐えうる降雪・気象観測装置の開発、横方向・上方向からの立体

的な降雪粒子の形状解析、さらにAI技術を応用した降積雪予

測を行うものである。地域性に富んだユニークな研究として国

内外で高い評価を受け、日本雪氷学会北信越支部の雪氷技術

賞の受賞、さらに第３０次南極地域観測隊での観測実績など、数

多くの成果をあげてきた(図４)。

＊＊＊ AI・画像技術・音声処理への取り組み ＊＊＊

これは各国のボランティアの協力を受けて、英語・中国語・韓国

語・ロシア語など１１か国語で表示することが可能となってお

り、現在、月間１６０万ビューに達している。

　さらに、株式会社インテック・ネットコアでは、MPLSネット

ワークの管理アーキテクチャを独自に研究開発し、その製品化・

事業化のために株式会社クラウド・スコープ・テクノロジーズを

設立し、大規模ネットワークを運用している通信事業者や企業

等に導入していただいている。
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図４  降雪観測システム

　当社のゲノム情報処理への取り組みは約２０年に及ぶ。１９９３年

に東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センターへ研究生を派

遣し、当初は技術習得を中心に省庁、大学、研究機関からの受

託業務を行いながら、一部、共同研究も進めてきた。

　生物の遺伝に関する情報は細胞核内のデオキシリボ核酸

(DNA)を構成する４種類の塩基(アデニン、グアニン、シトシ

ン、チミン)の配列として、デジタルな形で記録されている。この

DNA 情報を解読するプロセスは生物学的な実験だけではなく

「ゲノムアセンブリ」と呼ばれるコンピュータ処理が必須となっ

ている。また、解読済みの膨大なDNA 情報を高速に検索する

には「BLAST」と呼ばれる塩基配列比較専用の特殊なアルゴリ

ズムが必須となっている[７] 。

　その様な中、２００３年から開始した理化学研究所 発生･再生科

学総合研究センター、他との共同研究ではヒトとマウスのゲノム

にある朝・昼・夜のスイッチとなる体内時計の制御DNA配列を

網羅的に解析しデータベース化を行った。

　また昨今の急速な技術革新に伴い、ヒト１人のゲノム情報を短

時間(数日)で安価(１０,０００ドル)に測定することが可能になってき

ており、ゲノムデータの爆発的な増加とともにコンピュータ処理

＊＊＊ ゲノム情報処理への取り組み ＊＊＊

図５  ゲノムシーケンシングデータ解析システム

フロントエンド
サーバ

計算サーバ

Web Server

シーケンス
データ

解析結果

次世代ゲノム
シーケンサー

　画像処理技術については、その後も顔画像合成、リアルタイ

ムクロマキー合成、テレパソロジーシステム「EXfinder」、標的

細胞自動探索、アスベスト自動計測など、独自手法を生かした

研究開発を続けている[６]。

　また、音 声 処 理に関しては１９９６年にベル ギ ー の L& H

（Lernout & Hauspie）に出資し、日本語化対応のためにさま

ざまな局面の音声データを収集し、トレーニングを繰り返すと

ともに、仮名漢字など日本語独特の言語処理の導入なども行っ

てきた。現在、同社の技術は音声認識分野のさまざまな製品に

浸透しているが、これらは当社の貢献がベースとなっている。
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　当社のおかれているソフトウェア産業において、システム開

発、プログラム開発の生産性および品質の向上は必須の課題で

あり、研究開発の重要なテーマでもある。

　この課題に対して当社では古くから取り組みを行っており、

プログラム・パターン毎に簡単なパラメータを記述することで

目的プログラムを自動生成するツール「ITL(Integrated Tool 

Language)」、プログラムの文書性を高めるツール「SHORTER」、

プログラム中の分岐に着目しテストデータがどの程度処理ケー

スを通過しているかをレポートする「C-QUAT」などがある。特に

「C-QUAT」はソフトウェア品質保証ツールとして高く評価され、

社外にも販売し、多くの企業に導入していただいた(図６)。

　また、開発プロセス手法においては、１９８１年に米国MBA社

の開発方法論PRIDEを導入し、１９８７年に「INTEC-PRIDE」と

して独自の標準開発方法論に発展させた。当時はまだプログ

ラミングや単体テストに注目した開発手法が多いなか、当社の

「INTEC-PRIDE」は、システム分析、要件定義など初期フェー

＊＊＊ 生産技術・品質向上への取り組み ＊＊＊

図６  ソフトウェア開発・品質保証ツール

ズに力を入れ、手戻りを極力避けるとともに、システム構築後の

運用・保守までの全フェーズをカバーし、システムのライフサイ

クル全般を見通したものとなっている。

　一方、昨今のシステム開発は、オープン化の時代を迎え、さま

ざまな開発言語やオープンソース・ソフトウェアが台頭し、Web

対応、クラウドサービスの利用などシステム形態も多様化し、

データ中心設計、オブジェクト指向設計など設計技術も大きく

変化してきている。また、お客さまの要求も高度化・複雑化し且

つ、品質・コスト・納期への要求も厳しい。

　そ の 様 な中、当社ではオープン化時 代 の開 発・運 用ス

タイルに適 応した 独自の 業 務プ ロセス標 準として「IP３

(INTEC Processes for best Performance and high 

Productivity)」を定め、推進している。このIP３は、開発プロ

セス標準( IP３/DPS)、運用プロセス標準( IP３/OPS)、アプ

リケーション運用・保守プロセス標準(IP３/AMS)、プロジェク

トマネジメント標準( IP３/PMS)の４つで構成され、開発プロ

セスにとどまらず、営業、企画、運用、プロジェクトマネジメン

ト、品質保証など当社の全ての業務プロセスを標準化したもの

となっている[１０]。

　また、全社的なソフトウェア生産環境として仮想化技術を用

いた「共通開発基盤 ezPlatform」を構築し、開発・保守サーバ

やクライアントを集約し一元化することで運用管理コストの削

減を図っている[１１]。さらに、近年普及が著しいWebアプリケー

ションの開発生産性、品質向上への取り組みとして、各種OS・ブ

ラウザに対応したクライアント環境の整備、テスト自動実行の

管理、テストスクリプトの自動生成ツールを提供する独自のク

ラウド型サービスTaaS (Test as a Service)を開発し、社内

利用を始めている[１２]。

の性能、効率化がますます求められている。

　この課題を解決するため、当社が培ってきたバイオインフォマ

ティクス技術と最新のIT技術を用いて、必要に応じてリソースを

確保できるクラウド環境をベースにしたヒト全ゲノムシーケンシ

ングデータ解析システムを実現した。これにより、これまでは限

られた研究機関以外では実施が困難だった解析を可能とした 

(図５)[８]。

　一方、ゲノム情報の読み取りには精度の限界があり、このこと

が疾患等との関連解析の課題となっている。また同様に、各個

人の生活習慣も多様化しており、生活パターンと疾患との関連

解析においてもデータの精度や前処理等が課題となっている。

　この課題において有用とされる技術として統計処理があり、

当社も共同研究の中で色々な統計処理に取り組んできた。特

に、文科省の知的クラスター創成事業「とやま医薬バイオクラス

ター」では富山大学、株式会社ツムラ、富山県立中央病院ととも

に血中タンパク質の発現プロファイルを独自の手法で解析し、

漢方医学の病態変化「証」や治療効果の予測につながるバイオ

マーカーの探索を行ってきた[９]。

　これらクラウド技術、統計処理はバイオ分野だけではなく、昨

今注目されているビッグデータ処理にも生かしていきたいと考

えている。
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　当社の地域情報化の中で最も象徴的な取り組みとしては「富

山インターネット市民塾」が挙げられる。市民や行政機関、大

学、企業等がインターネットを活用してさまざまな学習の場を

開設するもので、１９９８年に当社、富山県、富山大学による共同

研究を開始し、翌年に実験運用を開始し、現在は富山インター

ネット市民塾推進協議会により運営されている[１３]。

　地域の伝統文化や趣味などの教養を深める講座に加え、ビ

ジネスに役立つ講座、学んだことを生かし地域活動に参加する

講座など、市民が主に講師を務める約９０の講座を開設し、幅

広い世代、地域にわたって７０００名以上が登録している。SNS

という概念も言葉もない時代に、既に学びを通じたソーシャ

ルネットワークを目指しており、富山県での取り組みが各地に

普及し、全国１１か所に利用が広がっている。２００２年にはイン

ターネット活用教育実践コンクールで「内閣総理大臣賞」を受

賞し、文科省の「生涯学習 ICTプラットフォーム」のモデルに

もなっている。

　また、地域情報化においては、情報通信インフラの整備ととも

に地域におけるネットワーク技術の普及・促進が重要との観点

から、「富山インターネット協議会」、「富山地域 IX 研究会」を

＊＊＊ 地域情報化への取り組み ＊＊＊
推進してきた。特に「富山地域IX研究会」は２０００年とやま国体

で競技映像を県内、県外にリアルタイム中継するなど、斬新な試

みを行い、２００１年に総務省北陸総合通信局長賞を受賞した。

　さらに、昨今の取り組みとしては、２０１３年１月に「環境未来都

市事業準備室（現、事業推進室）」を設置した。そのきっかけは

当社が本社をおく富山市が内閣府より環境未来都市のひとつに

選定され、２０１２年４月より富山市の主導で「環境未来都市とや

まプロジェクト」が形成されたことにある。当社もこのプロジェ

クトに参加し、積極的に役割を果たしていく予定である。具体

的には「セーフ＆環境スマートモデル街区の整備」や「交通空間

の利活用交流推進」などICTを活用した企画提案を行うととも

に、エネルギーマネジメントソリューションにかかわる実証実験

プロジェクトを各社との連携により進めていく予定である。

　現在の情報通信技術・サービスは、インターネットの普及や

携帯電話、スマート端末などの高速モバイル通信など、著しい

進歩と発展を見せている。それらは社会インフラとして重要な

位置にある。

　いまや街角で、通勤の車内で、多くの人がスマート端末を操作

＊＊＊ これからの情報通信社会に向けて ＊＊＊

図７  ユビキタスプラットフォームの概念
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　今回、駆け足で当社の研究開発の事例を紹介してきたが、や

はり５０年の歴史は深く膨大で、ごく一部の特徴的なものに限

られてしまっていることをお許しいただきたい。参考文献[１]

[２][６]も参照していただければ幸いである。

＊＊＊ おわりに ＊＊＊

し、メールをし、世界の情報にアクセスし、あるいはゲームを楽

しんでいる。このような光景を見ると当社が目指してきた「コン

ピュータ・ユーティリティ」は既に実現している部分も多いので

は、とも感じる。

　一方、これら利便性と相まってセキュリティ対策、個人情報・プ

ライバシーの保護など情報システムの安全性や、さらには災害

時の通信路の確保など、多くの課題を残してきているのも事実

である。本当の社会インフラとなるためには、これからが本番で

あると言える。

　さらに今後は、スマート端末にとどまらず、あらゆる機器が

爆発的に普及しネットワークに繋がり、データを発信する時代

が到来する。その時、現在の年間通信量を一夜にして超える可

能性があり、産業、医療、教育、文化などさまざまな分野におい

て、これら膨大なデータを活用することで新しい価値が生まれ、

融合、高次化をもたらすと考えられる。

　それは、超並列・多重化されたネットワークを介してデバイス

とクラウドが連携し、センサーデータからソーシャルなデータま

でさまざまな情報を集め、リアルタイムに処理・保存・再利用を

行う新たな技術が必要となる。

　当社が目指す「ユビキタス ICTカンパニー」は、これらキーテ

クノロジーを追究し、ユビキタスプラットフォームとして提供し、

産業と社会システムの高次化に資する会社を目指すものである

(図７)。

　既に当社では独自のスケールアウト型のクラウドコンピュー

ティング技術を用いた「EXAGE」を開発している[１４] 。これに

より多数の汎用サーバを配置することで、大容量ストレージや

KVS処理、ストリーム処理を実現することができる。また、ゲ

ノム情報処理で培ってきたクラウド技術、統計処理も生かして

いく予定である。さらに、GPS等による位置情報を補間する技

術として独自の屋内位置推定技術を開発し「SonicLocator」

として展開している[１５]。 また、２０１３年１０月に「ユビキタス

プラットフォーム事業開発室」を設置し、「ユビキタスICTカンパ

ニー」としての研究開発とサービス展開を進めていく予定である。

また、それぞれの研究開発成果も一朝一夕に達成できたわけ

ではなく、失敗と試行錯誤の連続であり、多くの社員、研究員

の努力の積み重ねであることを付記しておきたい。

　当社は行動指針として「INTERLINK ７C」を掲げている。お

客さま、その先の最終的なお客さまであるコンシューマ、パー

トナー会社、社員・グループ会社、株主、地域社会、それらをつ

なぐコミュニケーションを含めた７つのつながりを大切に行動

指針としている。さらにこれらのつながりにおいて、技術と技

術、業と業をつなぐ「際」の視点が極めて重要であり、当社が

独自の研究開発を行うことで、この「際」の一端を担うことが

できた、と考えている。

　例えば、独自のネットワーク事業を立ち上げることで業界

VAN運営会社である株式会社プラネットの設立につながり、そ

れを機にメーカー、卸店とのつながりに発展していった。また、

ブラザー工業株式会社と当社が共同で設立した通信カラオケ

「JOYSOUND」を展開する株式会社エクシングは、ブラザー

工業が持つ精密機器の技術と当社の通信技術とハードウェア

も含めたシステム技術の融合により、画期的なサービスを展開

することとなった。

　今後とも、独自技術を追求するとともに、つながりの大切さ

を忘れず、ユビキタス・ネットワーク時代のサービスを切り拓い

ていきたい。
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