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インテック40年の営業散歩
Retrospective Look at the INTEC's 40 Years of Sales

村椿　俊勝
Toshikatsu Muratsubaki

インテックの前身であります（株）富山計算センターが富山市

入船町31に産声をあげたのは、東海道新幹線が開通し、東京

オリンピックが開催された年、1964年の1月11日でありま

す。コンピュータパワーを、いつでも、どこでも、だれにでも

使えるようにするコンピュータ・ユーティリティ実現の理念の

もと、社員17名、資本金1,000万円で、設立されております。

富山県の地元市町村からの自治体業務（固定資産税、住民税、

国保等の課税、諸統計など）ならびに中堅企業に対する販売在

庫管理、経理業務、人事給与などの受託計算を専ら行なってお

りました。

さて本題に入りますが、「インテック40年の営業散歩」に

ついて寄稿の依頼を頂いたとき、正直、困ったなあというのが

実感であります。と言いますのも、技術であれば、論文、寄稿

集など体系的にかつ公に認められた文献が多数存在しており、

明らかに時間軸で語ることができます。

しかしながら営業についてはそうは行きません。今でこそ、

TAS（Target Account Selling）やアカウントプランとい

う体系だった営業手法がありますが、当時の営業は想像ではあ

りますが、それこそ勘と度胸と経験（KDD）がものをいう、

記録の残らないきわめて俗人的な体制で仕事が遂行されていた

に違いありません。

さらに、私が入社したのは1973年の4月、その時、既に当

社は、10年の歩みを刻んでおります。タイムマシーンやドラ

えもんの「どこでもドア」でもあれば、創業当時まで遡って旅

をし、十分な情報を仕入れ正しく振り返ることができるわけで

すが、現実はそうはうまくいきません。ではどうするかという

ことで、まず諸先輩方々の断片的な記憶をたどり、さらに「十

五年史」や「広報二十年のあゆみ」などを参考にさせていただ

き、何とか記憶のかなたの時代の復元を試みました。

当時はこの業界では当たり前のことであったのかもしれませ

んが、創業以来約9年間、当社の組織図に「XX営業」という

組織名称が一切出てまいりません。初めて正式に、「XX営業」

という組織名称が出現するのは、1971年4月策定の、第2次

三ヵ年経営計画の中に、「本社に社長のスタッフとして営業業

務の計画的推進拡大を図ることを目的に営業推進部を新設す

る」、さらに、「各センターに営業係を新設または強化し積極的

に営業の受注拡大を図り、センターの独算制を強化する」とい

う一文がようやく出てまいります。私が入社する2年前のこと

であります。

では、それまで営業はどのような形態で行なわれていたので

しょうか。実は当時の営業マンはウルトラSEのような存在だ

ったことが浮かび上がってきます。と言いますのも、営業を担

っていた人々は業務課もしくは業務係に所属しておりました。

彼らは、お客さまとの営業折衝から始め、受託業務の要件定義、

システムの構築、業務処理、果てはデリバリーと一人で二役も

三役もこなしていたそうであります。まさにスーパーSEです。

私が入社したのは、当社が1970年10月に富山計算センタ

ーから社名がインテックに変更になり、さらに三菱電機様の受

託業務の拡大に伴って、全国展開の真最中の時期であります。

早いものでもう30年にもなろうとしています。当時のイン

＊＊＊記憶のかなたの時代＊＊＊

＊＊＊新入社員のころ＊＊＊

コラムコラム

富山計算センター（入船町）
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テックはいまだ、ベンチャー企業のはしりでありましたが、情

報産業業界はあらゆる可能性を実現するすばらしい業種に見え

ました。勿論私の夢は、コンピュータを駆使するスーパーSE

になることであり、まさか営業に配属されるとはつゆ夢にも思

ってもおりませんでした。

それが、最終面接者であった、当時の技術の最高責任者であ

る技師長の、「君は絶対に営業向きだ」という一言で営業に配

属と決まってしまいました。インテックは伝統的に商品・サー

ビスの説明をろくにできない新入社員は、営業に配属しないと

いう不文律があり、ようやく前年に解禁されたばかりです。そ

の意味では私は2回生に当たります。よっぽどできの悪さにあ

きれられたのか、隠れ営業（他部所配属の営業職）は何人か出

ておりますが、その後10年ほどは新入社員からの営業職は出

ておりません。

富山での新入社員研修は、当時はまだ大山研修センターがあ

りませんでしたので、稲荷鉱泉と言う富山市内の温泉宿で行わ

れておりました。電話の応対、挨拶のイロハ、運針と続き、仕

上げはCOBOLを使った表計算とプリントプログラムの作成だ

ったのを今でもはっきり覚えております。できは我ながら結構

良かったと思っております。

いよいよ配属です。1973年4月1日付で「東京本社営業課

仮配属を命ずる」というのが最初の辞令でありました。当時東

京本社は虎ノ門にあり、現在はすっかり古びてしまっています

が和光第10ビルの5階が、事務所でありました。部員は総勢

9名です。最初の1ヵ月間は、先輩との同行営業であり、アポ

イントメントの取り方から始まって、名刺の渡し方、果てはお

酒の飲み方までずいぶん勉強になりました。

さて、1ヵ月も過ぎますと、先輩諸氏は自分のノルマ達成の

ため、ヒヨッコの相手なんてしておれないという事でおいてき

ぼりになり、さっそく一人での実践です。まずは飛込み営業で

度胸をつけるということで、帝国データバンク社の企業情報、

厚さ15センチもありましたでしょうか、これを青焼き（今の

ようなコピーではありません）にとり、住所別に区分けをし、

それをもとにルート別のニューコールの開始です。1日約50

社を目標に来る日も来る日も同じことの繰返しです。最初の1

ヵ月はほとんど門前払い、今にして思えば至極当たり前の結果

だと思っております。まず、知名度が低かったせいもあります

が会社が何をやっているのか理解いただけなかったのです。当

時は珍しい横文字の社名のためか、旅行会社と広告会社に一番

多く間違えられました。

入社当時の営業種目は今で言うシステム商品の販売と言った

ところでしょうか。某ベンダの600万円もする在庫管理用事

務機の販売です。この機械は非常にユニークな機械でありまし

た。横幅が10センチもあろうかと言うロール式の磁気テープ

に、商品コード、在庫数などを登録し、このうえに商品名を手

書でじかに記入し、これを回転させながら目視で見つけるとい

うなんとも不思議な機械でした。肝心の仕事のほうですが、在

庫管理とは何たるかを理解していない、おまけに商品説明がで

きないというありさまでした。こんな状態では、皆様の想像通

り惨憺たる結果に終わりました。

これではいけないということで、まず在庫管理の目的と仕組

みを、当時の「事務管理」という雑誌を読んで一生懸命理解し

ようとしました。また、飛込みでは如何にも効率が悪いことか

ら、今度は業種別に区分し、テレソンを始めました。これもそ

んなに効果がなかったと思っています。そのうちに、事務機と

コンピュータの一大展示会であるビジネスショーに出展する事

になりました。今も変わりませんが、1ヵ月ほど前からの準備

に大慌てとなり、何とか当日に間に合わせる始末です。確か4

日間の開催だったと記憶しておりますが、幸いにも約200枚

の名刺が集まりました。今度は、これをもとにダイレクトメー

ル作戦です。おかげさまで非常に受注確度の高いお客さまに、

初めて面談することができました。ただこのときの反省でもあ

りますが、少し反応の良いお客さまにお会いしますとつい舞い

上がり、ずるずると時間を無駄に費やし、今にも受注できそう

などと独り合点する場合も多かったように記憶しております。東京本社　和光ビル



初受注は、墨田区の曳船で現在も製造業を続けている永柳工業

様と言う中堅企業です。夏の暑い8月に注文書を頂きましたこ

とが、昨日のように思い出されます。営業が、受注からシステ

ム開発、納品までの責任を持つのは当然ですが、当時はそのプ

ロジェクトに実際に参画まですることもありました。今から考

えれば何というのんびりした時代だったのでしょうか。受注か

ら半年後の翌年1月に無事納品が終わりほっとしたのを覚えて

おります。

もう一つ勉強になったのは、当時半人前であった私ですが、

今思いますと諸先輩のおもいやりかどうかは定かでありません

が、商品の展示説明会で、結構出張がありました。仙台・名古

屋・大阪と何回も行った記憶があります。この中で、全国のセ

ンターの仲間とともに将来を語り合えたこととその後の人脈作

りができたことは今でも大きな財産であると思っています。

やがて、今で言うアウトソーシングですが、当時は受託計算

と言われた事業の営業に変わりました。事業所は赤坂、現在も

ありますタクシー会社のKMビルの2階です。後に東京第二セ

ンターと呼ばれますが、当時は赤坂センターと言われておりま

した。ここでも仕事の内容は、営業・業務・システム・はては

デリバリーと、営業という名の便利屋でした。

ただここでも学んだ事が2つあります。一つは、私どもが扱

っているサービスは、お客さまにとって商品であること。つま

り、窓口がエンドユーザーではなく、そのうしろに私どものサ

ービスをたくさんの方が利用されていること。一度、こういう

ことがありました。知能検査の受託サービスを行っているお客

さまからのクレームです。皆さまはカッタセパレータと言う機

械をご存知ないかたが多いと思いますが、当時は複写にカーボ

ン紙を使っており、これをこの機械で取り除き製版するもので

す。機械の取扱が悪く2枚目以降にカーボンがはみ出し帳票を

汚してしまいました。このときのおしかりの言葉が前述の内容

であります。

もうひとつは、お客さまからお客さまを初めて紹介していた

だき、無事受注にこぎつけることができたことです。この後も、

お客さまの人脈による紹介案件の受注確度の高さには驚くもの

がありました。いかにお客さまとのコミュニケーションが大切

か実感として体験できた事例であります。

やがて日本にもソフトウェア開発の本格的な時代がやってき

ました。当社では1972年9月の組織改定で、はじめてソフト

ウェア開発を本格的に行なう部門としてソフトウェア部が新設

されております。私がソフトウェアの営業を初めて手がけたの

は入社3年目ほどになります。たまたま、当時電話番を行なっ

ておりましたところ、日本鋼管様のマネージャから偶然にも引

き合いの連絡をいただきました。しかしながらお客さまの話の

内容がまったくわからず、諸先輩にいろいろ聞きましたが、結

局はその時は分からずじまいでした。恥ずかしい話ではありま

すが、当時最新鋭のコンピュータであったIBM370を使って、

高炉の制御〈アドミニストレーション〉を行なうと言った内容

である、とわかったのはしばらく後になってからです。このよ

うな状態ですから、結局この案件からははずされてしまいまし
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＊＊＊ちょっと慣れて＊＊＊

＊＊＊ソフトウェア営業の時代＊＊＊

学んだ事その2

■営業ジャンル：アウトソーシング

■営業の効率：ダイレクトメール⇒セミナー⇒人脈

■営業マンの心得：次工程はお客さま

学んだ事その1

■営業のジャンル：システム営業

■営業の効率：飛込み⇒テレソン⇒ショー
⇒ダイレクトメール

■営業マンの心得：営業マンといえどもお客さまに負けな
い知識を、浅く広く

赤坂センター（KMビル）



た。ただ、このとき先代の金岡社長に概要報告を行なうために、

報告書作成のイロハをあれこれと勉強したことが、後々ビジネ

ス文書作成にはずいぶんと役に立ちました。

ソフトウェアの営業を、専門的にかつ継続的に行ったのは

1982年2月に赤坂から幡ヶ谷（現在の新宿）ビルに移転して

からになります。部所も東京第二センターから第二ソフトウェ

ア部勤務に変わり、主に富士通社関連のソフトウェアの受託開

発を行なっておりました。最初は、最近話題のマイグレーショ

ン〈当時はコンバージョンといっておりました〉です。ちょう

ど国内においても、仮想記憶を実装したメインフレームが続々

出荷された時代であります。富士通社でもIBM完全互換を謳っ

たFACOMのMシリーズを出荷しており、BOSからOSⅡへの

切り替えが盛んに行なわれておりました。その後、受注の内容

もOSの一部およびユーティリティソフトウェア、日本語を使

った漢字CTS（Computer Typesetting System）など

徐々に幅を広げていきました。このときも、確実な実績を上げ

ますと、担当者から別の担当者の紹介を受け、新しい仕事が受

注できるという好循環に恵まれました。その年に始めて創設さ

れた個人表彰の一つであります、営業職表彰の優秀賞をいただ

いたのを今でも誇りに思っております。

また、今まではどちらかと言いますと、1人、多くても2～

3人で仕事をこなしてきたものが、一挙に30～50人という、

プロジェクト体制となり、スケジュール管理、要員管理、工数

管理などいかにしてプロジェクト維持を行うかのノウハウを学

びました。ここでも社内外を問わないコミュニケーションの輪

が絶対に必要な条件となります。

はじめて予算の策定に当たったのは、第二ソフトウェア部か

ら再び、東京第二センターに復帰した1983年6月、当時32

歳だったと思います。札幌センターから赴任された新任所長の、

予算策定のプロセスがあまりにも論理的であるので感銘をうけ

た記憶が鮮明に残っております。当時は方針管理を経営に生か

そうという考えが希薄でありましたが、このときはじめて目的

と目標、計画（戦略）と戦術が自分なりに理解できたと思います。

予算とは、目標を立て、現在保有している経営資源の出と入

りを分析し、過不足を内部外部の資源を補充することで達成す

る仕組みであります。小さな部門ならいざ知らず、ある程度の

規模のセンターでしたので、徹底的な経営資源の現状分析と部

門間の情報開示こそが、ブレのない予算を策定する唯一の方策

であることを学びました。

また、このころになりますと、受託計算の仕事も大型化し、

かつ今で言うソリューション的な案件が非常に多くなってきま

した。こうなりますと営業単独での提案は非常に困難になり、組

織横断的な知恵、つまり組織力が必要になってまいります。こ

こでも、ものをいうのが人脈であります。常日頃の他のセクシ

ョンとの交流または外部との協業は欠かせないものとなります。

この後、1985年10月に通信営業部に異動になりました。

現在のインターネットの基礎技術とも言えますX．25を利用

したパケット交換システム、Ace Telenetがちょうど構築途

上にありました。当時通信の自由化を迎えたばかりのせいもあ

り、職場には非常に活気がみなぎっておりました。営業的にも、

24時間365日無停止をキャッチフレーズに新規のお客さま開

拓に日夜励んでおりました。繰り返しになりますが、今で言う

ユビキタスの原型ともいえます、コンピュータパワーを、いつ

でも、どこでも、だれにでもネットワークで使えるようにする

コンピュータ・ユーティリティの実現をもうこの時代から模索

していたことはとてもすばらしいことであります。このころか

ら徐々にではありますが通信のインテックというブランド力が
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＊＊＊営業のリーダーとして＊＊＊

学んだ事その3

■営業のジャンル：ソフトウェア

■営業の効率：人脈、開発側との協力の大切さ

■営業マンの心得：工夫次第では確実な受注達成が可能、
キーマンを探せ

Ace Telenet TP4000



定着してまいりました。

そのおかげで、日用化粧品VANのプラネット様および食品

（設立当時は冷凍食品が中心）VANのファイネット様の設立に

参画できたこと、ならびに日本出版販売様、キリンビール様、

ベンチャーリンク様の大型案件を次々に受注でき、ますますそ

の感を強くしております。さらにこのときの発見は、従来まで

は、お客さまの発注部門はほとんどが情報システム部門単独で

あったものが、微妙に企画部門にシフトを始めているというこ

とでありました。

ここで当時のエピソードを一つ紹介いたしますと、日本出版

販売様のNOCS（書籍検索・受発注システム）は書店に導入

したIBM5550約300台とIBMホストをAce Telenetで接続

した今でいうホスティングサービスであります。当時、

AceTelenetはサービスを開始したばかりであり、初期トラブ

ルが多発しておりました。たまたま、帰省をしておりました正

月の3日の夕方近く、東京の運用部門から、岡山県の津山市の

書店でトラブルが発生し、店のオーナーがかんかんに怒ってお

られるという緊急の連絡を受けました。当日は京都に一泊し、

翌日昼前に高速バスでようやく書店に入ることができました。

どんなに怒られるのかなとおっかなびっくりで尋ねましたが暗

に反して、店のオーナーからはよくわざわざ来て貰いましたと

言うものです。なんと昼食までご馳走になってしまいました。

東京からのフォローがよかったことと、やはり電話ではなく直

接顔を合わせたコミュニケーションを行うことが大切であると

つくづく感じました。

1987年7月、37歳のときに東京第二営業所の所長になっ

ております。不思議なことに、東京第二センター、第二ソフト

ウェア部、通信営業部第二営業課長、東京第二営業所長と「2」

と深い係わりがあります。今子供の時代を振返っても、なんと

なく「2」に縁が深いような気がします。ちなみに私は戸籍上

は次男坊であります。

こんな話はどうでもいいのですが、所長時代に「2」つの改

善を行っております。一つは、事務フローの改善であります。

提案（企業調査を含む）⇒見積⇒受注⇒売上⇒検収⇒回収の事

務分析を半年あまり行い新しい事務フローを策定しておりま

す。それから、当時はまだ珍しかった営業支援システムも構築

しましたが、当時のPDA（Personal Digital Assistant）の

能力が低く残念ながら実用化には至りませんでした。やや着手

が早すぎた気もしますが、つくづく継続は力なりと改めて、反

省しております。

また、この時代に初めて体系的な営業教育を受けております。

やや精神面重視と言うことは否めませんが、火ノ口先生と言う

大変厳しいコンサルタントの方から、足掛け約半年間に亘って、

営業研修と部所長研修を受けております。毎週末2日間が、研

修日という非常にハードなスケジュールであり、課題も毎回盛

りだくさん出題され、到底1日で終わるものではありません。

課題消化のために翌日の朝までかかるという凄まじいものでし

た。内容は、夜討ち朝駆けというきわめて泥臭い面もありまし

たが、営業戦略の大切さ、行動面における戦術の取り方など、

きわめて重要な内容であったことが今でも忘れられません。

このころになりますと、もちろんプレーイングマネージャと

しての営業開拓は当然のことではありますが、仕事の内容も一

営業マンとしてだけではなく、プロジェクト管理、部下の育成

などマネージメントのウェイトが一段と高まってまいりました。

NTT社が1988年10月にISDNサービス「INSネット64」

をさらに1990年6月にはINS-Pサービスを開始し、遅れるこ

と2年で当社もISDNサービスを開始しております。しかしな

がら、通信の自由化により一挙に価格破壊が起こってしまいま

した。多額の投資をしながら、売れば売るほど赤字が増えると

いう悲惨な状態が続いておりました。そのような状況の下で

1993年4月にISDN営業部への異動が発令されました。

このときも営業としての戸惑いがありました。営業ですから

受注をいただかないと、話になりません。ところが現実は、量

の壁が存在し、並みの売り上げではとうてい損益分岐点に到達
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＊＊＊通信事業本部時代＊＊＊

学んだ事その5

■営業のジャンル：アウトソーシング

■営業の効率：システム化

■営業マンの心得：学ぶことの重要さ

＊＊＊東京第二営業所長時代＊＊＊

学んだ事その4

■営業のジャンル：通信事業、ソリューション

■営業の効率：人脈、ちょっとしたひらめき、ブランド力

■営業マンの心得：常に好奇心と向上心を、営業は足で稼げ



いたしません。赤字受注を少しでも減らすための仕掛けをシス

テム的に構築して何とか赤字幅を減らす努力はしましたが、先

行のお客さまの負担が大きすぎてどうにもなりません。苦肉の

策としていくつかのお客さまに対し、他社サービスへの切り替

えをお願いして回りました。このときほど情けなく思ったこと

はありません。

どうにか一段落した、1993年10月に本社の経営管理部に

異動です。2年半の勤務ではありましたが、経営の一端を垣間

見ることができたことは私自身の大きな財産でもあります。

1996年4月に、再び通信事業本部に戻ってまいりました。

ISDN営業部時代のリベンジではありませんが、いかにしたら

事業の黒字化を維持できるかがもっとも大きな課題でありまし

た。事業の柱でありましたAce Telenet、AIRS、FDSと言う

主力商品・サービスも成熟期から衰退期にかかろうとしていた

時でもありました。しかしながら過去の轍を踏むわけには参り

ません。最小の投資で、最大の利益を上げるにはいかにするか、

日夜討論を繰り返しました。その結果OCN対抗サービスとし

て誕生したのがキャリアのIP-VPNをベースに、当社独自の付

加価値を加えたEINSであります。また、AIRSおよびFDSの

後継商品としてEDIServおよびiFDSを世に送り出すことがで

きました。現在分社したインテック コミュニケーションズの

主力商品としてまずまずの営業成績を残すことができるまでに

なっております。

40年の歴史を振り返って見ますと、最初の10年（記憶の

かなたの時代）は当社の設立に関係したお客さまからの受注が

中心であり、営業の体制は非常に脆弱でありました。お客さま

の窓口は経理部門が中心でありました。

次の10年（新入社員のころからソフトウェア営業の時代）

では、部門単位での営業体制は確立しておりますが、全社とい

う視点での営業体制はいまだ確立されておりません。このころ

の営業の要員はせいぜい社員の5％程度というところです。お

客さまの対応部門が電算室または情報システム部に変わり、バ

ッチ処理が中心ではありましたがコンピュータの活用が本格的

になってまいりました。

さらに20年前（営業のリーダーとしてから東京第二営業所時

代）ころには、オンライン処理が強化され、IT利用が自社の単

なる事務処理の合理化から戦略性を帯びたMIS（Management

Information System），DSS(Decision Support System)

などの利用分野にも広がりを見せ始めております。当社におき

ましても、先にも触れましたように体系的な営業教育の実施、

さらには全国の営業部門を統括する営業本部の設置を行なって

おります。

直近の10年（通信事業本部時代）では、情報通信の技術革

新が飛躍的に進み、情報利用の巧緻が経営を左右するまでにな

っております。利用部門も、情報システム部門にかぎらず、エ

ンドユーザーコンピューティングの進展に伴い企画部門を含め

た多岐にわたっております。当社においても、お客さま満足度

の一段の向上を目指し、営業要員の質（ソリューション、コン

サルティング力）の向上を図るために、TAS、アカウントプ

ラン、PMP(Portfolio Management Process)を導入して

きました。量的にも営業要員は全社員の10％を超えるまでに

なっております。

最後になりますが私自身の、30年を振り返って見ますと、

アウトソーシング（受託計算）事業を手始めに、ソフトウェア

事業、ネットワーク（通信）事業、そして今初めて本格的にシ

ステム・インテグレーション（ソリューション）事業に携わっ

てまいりました。事業それぞれに特性があり、一言で事業の成

功条件は言い表せません。しかし、共通して言えることは、本

人の努力は当然として、ステークホルダーの皆さまとのコミュ

ニケーションを如何にうまくとっていくことができるかという

事、さらに時代の流れを適確に把握し、お客さまが求めるもの

が何であるかを正確に見抜く眼を持っているか否かが、ゴーイ

ングコンサーンであり続ける条件になるのではないでしょうか。

75

40周年記念
第2号

I N T E C  T E C H N I C A L  J O U R N A L 2003

＊＊＊おわりに＊＊＊

村椿　俊勝
Toshikatsu Muratsubaki

・常務取締役
・ビジネスソリューション事業本部本部長

学んだ事その6

■営業のジャンル：ネットワーク

■営業の効率：決断力

■営業マンの心得：誠意を持って行動する


