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コンピュータ･ユーティリティ社会
実現への挑戦

Challenge to Realization of a Computer Utility Society

鈴木　良之
Yoshiyuki Suzuki

はじめに「コンピュータ・ユーティリティ」の夢に業界のフロントランナーとして挑戦したインテックの歴

史を、制度改革と新技術という側面から振返る。（第１章、第２章）

インターネットの急速な普及により、現在では誰の絵にもばら色のネットワーク社会が描かれている。ネッ

トワーク・ユーティリティ社会の実現が近づいたかに見えるユビキタスの夢にも、しかしいまだ多くの課題が

存在する。第３章においては、豊かな情報通信社会への期待と低迷するブロードバンド市場、構造不況に苦悩

する通信産業について整理し現状の理解をはかる。

このような中、2004年施行（予定）の改正電気通信事業法は従来の第一種/二種事業者区分を超えた新しい競

争環境を創り出す。第４章では、改正電気通信事業法の概要と、インターネット社会における産業インフラと

してのネットワークの要素技術について信頼性、安全性、利便性の視点から検討する。最後に、コンピュー

タ・ユーティリティ実現のためのさまざまな経営活動の中から研究開発に焦点をあて、その現状と課題につい

て論述する。（第５章）

コンピュータ・ユーティリティの夢の実現に向けた先人の歴史とその心を紡ぐインテックの通信事業につい

て、いくらかでも理解を深めていただければ幸いである。

概要

「これからコンピュータは、ネットワークを介して電気や水道と同じようにいつでも、どこでも、
だれもが、自由に利用を受けられるようになるでしょう。」故金岡前社長はいつもこのように話さ
れていた。「コンピュータ・ユーティリティ」とは、1964年に「コンピュータの父」J.P.Eckert
が訪日した際に講演会で初めて使用した言葉である。1964年の起舟の日（１月11日）に船出
したインテックは、今日言われるユビキタス社会をすでに予見し、この40年間を「コンピュー
タ･ユーティリティ」の実現のための挑戦の歴史として切り拓いてきた。
今回の特集では、この「コンピュータ･ユーティリティ」がどのように展開されたかの一端を示
してみた。今後どのように進むべきかの方向の一助になれば幸いである。

コンピュータ・ユーティリティを目指して特集1
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1964年、わが国でデータ通信が始まったが、電電公社の

みがデータ通信を独占的に提供しており、多くの企業は公衆回

線を使って高価なコンピュータを使いたいとの要望を強く持っ

ていた。これに対して1971年、公衆電気通信法の改正によ

り、第一次通信の自由化が行なわれた。この改正により、企業

内で「通信回線を利用してオンラインシステムを構築すること」

がはじめて可能となり、複数の企業で通信回線を共同で使用す

る「共同使用」や、一般の通信業者が電電公社から通信回線を

借りて他企業のオンラインシステムのために使用する「他人使

用」がはじめて認められることとなった。

しかし、この改正は一般通信事業者が電電公社と類似の業務

を行なうことがないように、「共同」で回線を使用する場合は、

共同利用をする企業が相互に親子関係やグループ系列などの一

定の業務上の関係がある場合のみという制限が課せられた。ま

た「他人」のために使用する場合は、その利用法はコンピュー

タと端末間で通信が終始する（いわゆる「行って来い」）場合

のみとすることが定められ、電電公社以外の事業者がデータ交

換などの高度なサービスを行なう余地は全くなかった。すなわ

ち、通信回線解放の方向は示されたが競争環境においては引き

続き電電公社の独占の方針が堅持されていた。

第一次自由化から10年以上経過した1982年、第二次通信

自由化が行なわれた。製造業者と販売業者間など8種類の関係

だけに認められていた「共同使用」の制限を改め、業務上必要

な者同士であれば自由に回線の利用ができるように改められ

た。また、認められていなかったメッセージ交換やコンピュー

タとコンピュータの接続が、一部制限つきで認められた。

このころ産業界にはVAN事業の自由化の声が高まっており、

電電公社の独占維持と自由化をもとめる産業界の声の妥協案と

して、主として中小企業のためならば認めるという、中小企業

VANが自由化された。しかし、この中小企業VANは加入企業

の半数以上が中小企業であれば良いと定められていたことか

ら、多くの事業者が参入しVAN事業から電電公社を保護する

という政策は事実上形骸化した。

1985年4月、電電改革三法が施行された。この新しい電気

通信事業法によって、通信事業者は自ら電気通信設備をもつ第

一種電気通信事業者（以下、一種事業者）とそれ以外の第二種

電気通信事業者（以下、二種事業者）とに区分開放され、電電

公社、KDD社の独占は終了となった。一方電信電話会社法に

より電電公社は民営化され（以下、NTT）、従業員32万人の

超マンモス通信会社が誕生し、日本の電気通信分野はさらに大

きな変化を強いられることとなった。

1974年、米国において通信回線を極めて効率的に利用する

ための技術（パケット交換技術）が商用化された。日本国内に

おいてインテックは同様のサービス化を目指したが、国内には商

用のパケット交換機を製造するメーカが存在しなかった。このた

め1981年に米国GTEテレネット社と業務提携を行い、パケッ

ト交換技術の取得に全力を尽くした。1982年、インテックは

民間企業としてはじめて全国レベルのAce Telenetを開始した。

その後、多様化するニーズや増大し続けるトラフィックに対

応するためにGTEテレネット社製パケット交換機の高性能互

換機「Ace Plexシリーズ」の開発を行い、さらに小型の装置

上で動作し、さまざまなコンピュータを自由に効率的に接続す

る交換機ソフトウェア「XPAD」を開発、Ace Telenetの飛

躍的なコスト低減と構成の柔軟性を実現した。

1985年、日用品・化粧品業界向けVANサービスを開始し

た。加入企業の増加とさまざまな情報処理ニーズの高まりに対

応するために自社製のデータ交換システムを開発することが課

題となった。当時主流であったメインフレームメーカのデータ

交換パッケージは、安定性や運用に馴染みがあるなどのメリッ

トを有している反面、サービスには必ず大型汎用コンピュータ

を使用しなければならないことや、新しい機能の実現がメーカ

の対応に左右されるなどの問題があった。インテックはこれら

の問題克服がお客さまの高度化するニーズに対応するためには

必要不可欠であると判断し、データ交換システムの自社開発に

1.1 第一次通信自由化（規制下の開放）

2. 先進技術への挑戦

2.2 データ交換システム（AIRS）

2.1 パケット交換ネットワーク・
サービス（Ace Telenet）

1. 通信開放と
自由競争への挑戦

1.2 第二次通信自由化
（中小企業VANの解放）

1.3 第三次通信自由化
（一種/二種の区分規制）



挑戦していく。1987年、ノンストップコンピュータ上で稼動

するAIRSが完成し、サービスの移行を完了した。1980年代

に立ち上がり始めたVAN事業には多くの事業者が参入してい

たが、インテックのVANサービスは先進的な交換機技術に支

えられたAce Telenetと、柔軟性・耐障害性の高い独自ソフト

ウェアAIRSによってすでに圧倒的な差別化がはかられていた。

1991年、二種事業者としてはじめてISDN交換機を使用し

た全国ネットワークAce Ainetを構築した。未踏の先進技術

は世界的デジタル交換機メーカであるノーザンテレコム社（加、

当時）との技術提携によって取得した。日本国内においては

NTTのみが提供していたISDNサービスに対して、インテック

は1992年に企業内広域電話サービスAce Aitel、データ・音

声統合サービスAce Vipsを開始した。ノーザンテレコム社と

の技術提携は、1995年の全国フレームリレー網の構築にも活

かされ、同年10月にインテックはAce FRサービスを開始した。

インターネットの出現はネットワークを急速に進歩させた。

1990年代の後半はATMサービスやセルリレーサービスなど

が登場しては、すぐに衰退していった。急激に変化するネット

ワーク技術に対応して、インテックは1995年に企業向けイ

ンターネットサービスIICを開始、1997年には全国一律料金

のネットワークサービスEINSを市場に投入し多くのお客さま

の支持を得た。EINSは、その後インテックネットワークの統

合ブランドとして、インターネットゲートウェイサービスや

EDIプラットフォームサービス、IP－VPN、広域LAN、イン

ターネットVPNなどを取り込んでいく（図1参照）。

携帯電話等の無線技術の発展によって、私たちは空間的・地

理的制約から解放され、その場で必要な情報通信を利用するこ

とができるようになった。いつでも、どこからでも世界中とコ

ミュニケーションが可能であり、通信機能を有したチップの技

術革新により、利用できる端末は音声インタフェース搭載の情

報家電、自動車さらにはロボットや衣類なども端末として機能

するようになると考えられている。これらの端末を介して、私

たちは、回線の大容量化により伝送スピードの制約から解放さ

れバイオメトリックスなどの高度な認証・セキュリティ技術に

守られた安全なネットワーク上であらゆるコンテンツを利用す

ることが可能になる。いつでも、どこでも、誰でも、何でも欲

しいものが手に入る豊な情報通信社会が目前となっている。

現在日本のブロードバンドは、事業者間競争が有効に機能し

低価格化と高度化が進んだことによって世界的にも優れたもの
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2.3 デジタル回線交換サービス（Ace Ainet）

2.4 ネットワーク統合ソリューション（EINS）

セキュアモバイル、VPNサービス開始2003

2002

2001

1999

1997

NTT　OCNサービス開始　1996

1995

NTT移動体参入　1992

1991

国内NCC参入　1987

1986

第3次通信解放　NTT民営化　1985

1983

第2次通信解放　1982

1981

パケットサービス（米）　1974

1973

第1次通信解放　1971

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

データ交換システム「AIRS」開発

パケット交換機「AcePlexシリーズ」開発

業界VAN（B to B）サービス開始

GTE Telenet社と業務提携

専用線網「TecAcenet」によるオンラインサービス開始

パケット交換サービス「AceTelenet」開始

通信業界の動き 

インテックの通信サービス 

図１「コンピュータ・ユーティリティ」挑戦の歴史

3.1 制約からの開放

3.2 不透明なブロードバンド市場

3. ばら色のユビキタス社会と
迷走する通信産業



となっている。日本市場においては複数の事業者がせめぎあっ

ており、地域会社が9割以上のシェアを握る米国などとは明ら

かに異なった市場形成となっている（図2参照）。しかし、多く

の予想は2005年まではADSLがブロードバンドアクセスの主

流を占めるが、その後はFTTH(Fiber To The Home)が主流に

なるとの可能性を示している。FTTHの提供には多大な設備投

資を伴うため圧倒的な資本力をもつ事業者が再び市場を独占す

る事態も懸念され、現在順調な日本のブロードバンド普及は、米

国においてADSLシェアを地域会社が9割以上を占めたという寡

占状況がその進歩を阻害したことの二の舞になる可能性もある。

一方、無線LANの代表として標準化が進むホットスポット

サービスは、日本においては大手通信会社数社がこの市場に参

入しており、当初ベンチャー系企業が多く参入し、スポット数

の拡大とユーザ獲得に資金調達が追いつかず撤退を余儀なくさ

れた米国のケースとは異なる構図となっている。しかし、大手

通信会社の視点のみでこの市場を開拓していくことにはやはり

限界があるであろう。

現在順調に推移しているように見えるブロードバンド市場も

今後の拡大には多くの不確定要因が存在している。

ブロードバンド市場拡大への期待が大きい情報家電について

みると、その普及の誘引となる利用者のメリット感や利用イメ

ージに関する認識はまだ著しく弱く、利用者と情報家電の間に

は心理的な距離感が存在している。提供側は明確な製品コンセ

プトやサービスイメージをつかみきれておらず、消費者に対し

て情報家電のメリットや必要性を訴求することができていない。

また、消費者の方でもネット対応電気ポットや電子レンジなど

の先行商品を見せられても、やはり今ひとつぴんとこないとい

ったのが現状であろう。家電メーカが得意とする製品の機能に

特化した製品開発だけでは市場の開拓が難しく、ネットワーク

という新しい要素のもつ意味をマーケティングから製品開発ま

で全てのプロセスにわたって創造するという試行錯誤をまだ何

度も繰り返さなければならない段階にあるとも指摘されている。

また、ブロードバンド時代の有力アプリケーションといわれ

るモバイルコマースにおいても、実運用面ではその都度ネット

ワークを介して認証をとる決済方式は、現金決済に比べた利便

性がかなり低くなるため、小額決済は端末側に機能をもたせた

電子マネーのような形で進んでいく方が有利との議論もある。

ブロードバンドの有力なコンテンツである情報家電やモバイル

コマースの普及にもまだ多くの課題が残されている。

2001年度の電気通信市場における第一種電気通信事業の

成長率は、わずか1.5%である。固定網は10%の減収となり、

すでに移動体が市場の53%を占める状況となっている。現在

各社の経営は携帯電話の好況に支えられているのが実態であ

り、音声からデータへのシフト、そして固定網から移動体への

シフトを急いでいる（表1参照）。いまひとつ爆発的な伸びと

ならないデータ通信、音声市場の急速な縮小、携帯における音

声ARPU(Average monthly Revenue Per Unit)の減少など

が電気通信市場の92%（2001年度実績）を握る一種事業者

を構造不況に陥れている。また、インターネットの低価格競争

は中堅事業者の多い二種事業者の経営を極度に圧迫している。

1985年に第三次通信の自由化が行なわれて以来、電気通
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3.3 構造不況にある電気通信市場

その他
5.6%

NTT東
21.7%

NTT西
18.3%

アッカ
ネットワークス

14%

イーアクセス
10.5%

日本テレコム
7.7%

その他
5.5%

BBテクノロジー
21.9%

米国
2002年3月 

日本
2002年2月 

地域会社計
94.4%

出所：（日本）マルチメディア総合研究所、（米国）TeleChoice

図２　ADSLインターネット事業者シェア

1997 1998 1999 2000 2001
 固定網 80,273 78,793 87,405 89,055 80,841
 移動体 52,775 59,822 68,378 80,771 91,612
（出所）総務省総合通信基盤局「第一種電気通信事業の発展動向」（2002年7月） 単位：億円 

表１　電気通信市場における構造の変化

3社の経常利益率推移（%） 

日本テレコム 

KDDI

NTT-C

%
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図３　第１種通信事業者３社の経常利益推移

4.1 新しい競争基盤「改正電気通信事業法」

4.「コンピュータ・ユーティリティ」の
夢の行方



信は段階的な規制緩和措置がとられてきた。1998年および

1999年にはNTT、KDD社に対する外資規制が撤廃され、

2001年には一種事業者に関わるサービス提供料金が許可制

から届け出制に移行された。

近年のIP化の進展は、極めて限られた規模の回線設備を設置

してサービスを提供する一種事業者や、不特定多数の一般利用

者に広範なサービスを提供する二種事業者の登場を促し、設備

の有無のみでインフラからサービスまで一律に規制する従来の

事業法には限界が見えてきた。このため、2003年3月には設

備所有による一種/二種区分規制を改め、サービス面について

は原則自由競争とする「改正電気通信事業法」案が策定された。

2004年に施行予定の新しい法制は、事業者による迅速なサ

ービス展開が可能となり、利用者ニーズに対応した柔軟かつ多

様なサービス提供が行なわれることが期待される反面、急激な

寡占化の進展によって公正な市場形成が阻害されるなどの懸念

も指摘されている。いずれにしても、おおよそ20年間続いた

設備所有による事業区分は撤廃され、市場は現行の第一種/第

二種区分を超えた自由競争の場へと変化してく（表2参照）。

ネットワークに関わる業務のアウトソーシングは年々拡大

し、企業が自社の通信機器やサーバをデータセンターに預ける

ケースはいまや珍しくない。ネットワークの側面から見れば高

速な回線が比較的安く入手できることが、管理コストの削減の

ためのiDC(internet Data Center)利用を促進してきたとい

う結果によるものである。このままネットワークの高速・低価

格化が進めばアプリケーションなどの運用・管理も外部委託が

急速に進むと思われる。しかし、このような産業インフラとし

てのネットワークには、低価格であるだけでなく信頼性、安全

性そして利便性が求められる。

ここではネットワークレベルにおける技術要素について検討

する。

（1）信頼性

信頼性の向上には、経路の制御、帯域の制御そしてお

客さまのニーズに合わせた動的なサービスレベルマネジ

メントが必要である。これらを実現するための技術要素

としては、高品質インターネット技術（帯域、エラー、

障害）、監視/管理ソフトウェアによる自動管理技術、エ

ージェントによる運用管理技術、バックボーンの大容量

化技術、大容量無線技術、光パケット交換技術などのブ

ロードバンド技術の実現が必要とされている。

（2）安全性

安全性の確保は産業インフラに欠くことの出来ない条件

である。盗聴や改ざんに対する通信の安全性や認証の保

証に加え商行為を保証する取引成立の法的整備なども必

要とされる。関連する要素技術としては、セキュリティ

アーキテクチャ技術、セキュリティ管理技術、個人の厳

密な確認を可能にする個人認証技術などが代表的である。

（3）利便性

利便性は産業インフラとしてのネットワークを普及させ

る鍵である。モバイル端末やネットワークの種類を問わな

いゲートウェイシステム、アプライアンスレベルにおける

ヒューマンインタフェースなどが重要なテーマである。関

連する要素技術としては、IPv6技術、異種ネットワーク

のシームレス化技術・ローミング技術、音声・データ・

画像などのメディアシームレス化技術、端末ソフトウェ

ア技術、ヒューマン･マシンインターフェイス技術などの

端末技術、超小型コンピュータチップ、多数のセンサー

チップネットワークを協調的に動作させる協調化システ

ム技術、空間情報処理技術やリアルタイムセンシング技

術、高精度位置特定技術などのセンサーネットワーク技

術、高精細画像の配信技術、ネットワーク対応DRM技術、

超高機能ディスプレィ技術や超低消費電力技術などのア

プライアンス系技術など、関連する要素技術は数多い。

インテックはコンピュータ・ユーティリティの夢を実現する

ために現在もさまざまな挑戦を続けている。本論文の最後に、

グループ3社において行っているネットワークに関する研究開

発の概要を紹介すると共にその課題について検討する。

インテックのネットワークに関する研究開発は主に図4のグ
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  事業参入 事業退出 公益特権 利用者料金 契約約款 

一種事業者 許可 許可 付与 事前届出 事前届出 

特別二種事業者 登録 事後届出 なし 事前届出 事前届出 

一般二種事業者 事前届出 事後届出 なし なし なし 

 社会的影響　大 登録/事前届出 事前届出 審査 上限方式 公表義務/相対 

 事業者全般 登録/事前届出 事前届出 審査 なし なし（相対） 

 社会的影響　小 事前届出 事後届出 なし なし なし（相対） 

現行 

新規制 

表２　新電気通信事業法における主な枠組み

5. インテックの研究開発

4.2 産業インフラとしてのネットワーク要素技術



ループ3社が行っている。各企業の性格上、インテックコミュ

ニケーションズ社においては事業化に焦点をあてた研究開発お

よび品質検証のための調査研究、インテック・ウェブ・アンド・

ゲノム・インフォマティクス社においてはより先進的な要素技

術の開発および調査研究、インテック・ネットコア社において

はインターネット技術に特化した標準化や経路管理技術などの

研究開発を行っている。

3社の研究開発は事業化の想定時期や、ネットワークからマ

ネジメント、プラットフォームにまたがる重層で広範なテーマ

を含んでいる。

研究開発にはリスクがつきものであり、リスクを減らそうと

すると範囲の拡大と投資の分散を招くというジレンマがある。

このような意味で研究開発の効率を上げるのは容易ではない。

限られた経営資源の中でどのように研究開発テーマの優先度を

決めるかを検討するために売上に与える影響度と製品化・サー

ビス化の可能性について配置したものを図5に記す。図はすな

わち期待値と成功確率のランク付けを意味する。この図からイ

ンテックのネットワークに関する研究開発のあり方に多くの示

唆を得ることができる。

「期待値の高い高リスク」のテーマを生み出すことの難しさ

は、なかでも重要なポイントである。左上方に位置するそれら

の研究開発テーマは、推進にあたって慎重な分析が必要なこと

は論を待たないが、本来的に研究開発における戦略の共有化が

グループにとってなによりも重要であることを意味している。

新しい「コンピュータ・ユーティリティ」の夢の実現をグル

ープ全体で共有し、ユーザの視点に立った研究開発、競争優位

を活かす研究開発、新たなビジネスの創出に向けた研究開発そ

してなによりも明確な戦略にもとづく研究開発を、適正なマネ

ジメントシステムのもとで推進していくことの重要性を、今日

我々はあらためて認識する必要がある。

インテックの挑戦は常にお客さまに魅力のあるサービスを提

供し続けることと同義であったし、「コンピュータ･ユーティリ

ティ社会実現への挑戦」はしたがって、永遠のビジネス活動そ

のものであることを「挑戦の歴史」は示しているのである。
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