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インテックグループにおける研究開発について
R&D Activities in the Intec Group
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概要
　現在の歴史的な大変革期の中で、インテックグループにおける研究開発の重要性は一段と高まっている。産業

自体が構造を変えていくような変化が激しい時代に、現業で現在のやり方だけではいつまでも通用するわけではな

い。研究所としては相応の責務と覚悟が求められるはずである。本稿では研究所の役割を「イノベーションにより

グループの未来を創ることである」と定義付け、それを実現するための体制や仕掛けについて述べる。「ISIイノベー

ションプロセス」は、ここ20年ぐらい経営学の分野で研究されているイノベーション理論をISIの研究業務プロセス

として取り込もうする試みであり、単なる技術開発だけではなく、研究初期のフェーズからマーケット上の仮説を意

識していくところに特徴がある。また、「ISI７つの行動指針」は個人レベルで研究開発の日常の方向づけをし、

個人をイノベーション人材として成長させるための取り組みである。
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　今、世の中は数百年に一度の大変革期にあるという説があ

る[1]。この変革期はコンピュータとネットワークという技術

がもたらしたものであり、すでに、グローバル化や、個人と

全体との関係性の変化などの兆候がはっきり見えている。ま

たこれから先１０年、政治・経済・国際・産業から個人の考え

方に至るまで、さらに大きな変化が起こってくると考えられ

ている。

　インテックグループはシステムインテグレーションを主業

務とする企業集団であるが、この産業も例外なく変化の波に

さらされる。今後、ソフトウェア開発はより複雑なものも含め、

単価の安い拠点にますますシフトされる。システムを発注さ

れる顧客企業自体も自ら望むと望まないとにかかわらず（M&A

などを想定）グローバル化し、当然そのシステムはグローバ

ルなものにならざるをえない。一方で、さらに進歩するコンピュー

タとネットワーク技術はIPv６に象徴されるように家電や車、

さらにはあらゆるモノをつなげられるようになり、そこから

吸い上げられる情報を活用した多くのイノベーションが登場

するであろう[５]。医療、流通など、あらゆる産業はモノを介

してその活動を行うため、モノをネットワーク上に取り込み、

モノからの情報を流通させる「モノ情報ネットワーク」はすべ

ての産業を変え、さらに世界の産業全体構造までを変えていく

と予想できる。

　さて、このような状況の中、企業の研究所は何をすべきだろ

うか。またそれはどのようなやり方で達成できるのだろうか。

本稿ではインテックグループが運営している２つの研究所、

インテックシステム研究所 (以下、ISI ) とインテック・ネット

コア (以下、ネットコア) の取り組みから、ひとつの答えを示

してみたい。目標は遠大であるが、そこにむけた一歩となるよ

う努力したい。
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● 株式会社インテックシステム研究所および
　株式会社インテック・ネットコア 代表取締役社長
● IPv6の普及啓蒙活動やIPアドレス管理などの業界活動に尽力
● ICANNアドレス評議委員副議長やAPNIC Policy議会議長
   を歴任。IPv6 Forumのboard member、IPv6普及・高度化
   推進協議会常務理事、JPNIC理事(IPv6担当)

　研究開発成果を事業部できちんと稼げる形にもっていくた

めには、さらにさまざまな仕掛けや、それにもまして日常的

な努力の積み上げが必要となる。グループ内の事業会社、顧

客企業、さらには外部のさまざまなパートナー会社や、政府

や大学など、広い協力・協調関係が大事である。２０１５年に振

りかえったときに、２００８年からの研究開発の取り組みが実を

結んでいるよう、精進したい。
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3. イノベーションを起こすために

 図２  ISIのイノベーション創出のためのアプローチ

3.1 イノベーションプロセスガイドライン
　大変革期という時代を反映して、２０世紀の終わりごろから、

経営学の一環としてイノベーションの原理や理論を研究したも

のが数多く発表されている。いずれも数多くの成功例・失敗例

を分析し、個々のプロセスの局面で何を考えるべきか、何を優

先すべきかについて示唆を与えてくれる。ドラッカーはイノベー

ションが起こる要因は７つであると述べている[３]。例えば、

イノベーションは当初の計画書通りに起こるものではなく、む

しろ予期せぬ小成功・小失敗を活かしたケースが多いという。

ドラッカーはイノベーション創出を起こるがままに任せるので

はなく、きちんとマネージメントすべきであると主張している。

　ISIではこういう原理や理論をスタディし、研究開発業務の

なかに取り入れるために、「ISI イノベーションプロセスガイ

ドライン」を開発している（図２）。イノベーションプロセ

ス設立の目的は、研究開発の成功確率を高めることと、成果

をより大きなものにつなげていくことの２点である。

　基本的な考え方は、単なる技術を開発するだけでなく、マー

ケット指向との融合を図ること、外部との協調を重視するこ

となどがあげられる。そのために、研究開発のプロセスを繰

り返しを含むフェーズで分け、そのフェーズごとに立てるべき

仮説を明確にするようにした。また、フェーズ終了時にはチェッ

クリストを準備している。

　研究初期で立てるべき仮説として重要な概念は「用事」と

呼ばれるものである[４]。ヘンリー・フォードがかの有名な

T型フォードを世に出した時に、「顧客の言うことを聞いてい

たら百倍速い馬を作るしかなかっただろう」と述べているが、

この「用事」という概念は単なる顧客の言うことやニーズと

は違う。「用事」とは“ jobs to be done”の和訳で顧客が

解決すべき当座の問題という意味で、これをそのような問題

が発生する「状況」と、そのような問題を解決したがる「理由」

にフォーカスしたものである。例えば、人は１/４インチのドリ

ルが欲しい（単なるニーズ）のではなく、実は１/４インチの穴

が欲しい（用事）ということである。こういう発想をするこ

とによって、穴を提供するための別のソリューションが提供

できる。また、エレベーターが混んでいてなかなか来ないと

いう状況で、利用者がイライラしないという「用事」を設定を

することにより、管理会社はエレベータホールに鏡を置くとい

うソリューションを提案することも可能になる。ISI イノベー

ションプロセスでは、研究初期にこのような用事を解決すると

いう仮説を明確にしてから、研究を進めることとした。往々に

してほとんどのケースで最初に仮説として考えたものがそのま

ま立証されて、うまくいくケースは少ないのだが、予期せぬイ

ベントに出会ったときに、きちんとした用事ベースの仮説があ

ると、偶然を幸運にかえることが可能となる。

　では、こういうプロセスを制定せず、漫然と研究開発を進め

ていくとどういう罠に陥りやすいだろうか？

■　独自かつ高度な技術を研究開発したが、適用先が見つからず、

　お金に結び付かない 

■　事業部の要望で言われるままにシステムを開発したが、十分

　な差別化が図れず、維持コストがかさんでいく。少数のお客

　さまがついているだけにやめることもできない 

■　研究開発を計画通り実行したが、研究終了時には世の中の状

　況が変わっている 

　ISIイノベーションプロセスで目指す典型的シナリオは以下

のようなものである。

■　ISIの得意分野（≠独自技術）で研究開始 

■　困難にぶち当たるが、ブレークスルーとなる技術を開発。

　これが非追随性を生む 

■　外部とのコンタクトにより、予期せぬ成功／失敗を経験 

■　その予期せぬイベントをつかまえ、分析し、研究開発を軌道

　修正 

■　グループに事業移管し、事業が大きな成功

　もちろんこのプロセスを実践したからといって、自動的に成

功が約束されるわけではない。成功確率を高めるためには、こ

のプロセスを本当に自分たちのものとし、「組織知」として積み

上げていくことが必要となる。「プロセス」というドキュメン

テーションの形をとるのはそういう組織知を明示化していこう

という試みに他ならない。そうすることによってのみ、組織と

してイノベーションの勝ちパターンを持つ研究所としてグルー

プに貢献できるはずであると考えている。

3.2  7つの行動指針
　ISIイノベーションプロセスを組織に対しての取り組みであ

るとしたら、図３の「ISI７つの行動指針」は個人レベルで、

研究開発の日常の方向づけをし、個人をイノベーション人材と

して成長させるための取り組みである。

　７つの行動指針に一貫して流れている思想は２つある。１つ

めは、優れた個人の成果の協調的総和が研究所の成果となると

いう考え方である。このためには個人の成長は欠かせない。２

つめは、人は育てるものではなく育つものだという考え方であ

る。つまり、個人個人は自分の強みやその活かし方を本来的に

知っているはずだ、という考え方に立つ。上司は個人に対して、

個人が成長する環境を与え、個人の気付きを触発するような人

材育成手法が必要となる。そういう中で７つの行動指針の中で

は、絶対にできると思うこと（できないと思っているところか

らは何も生まれない／できると思っていれば脳がそういう方向

で考えだす）、仕事を楽しいと思うこと（脳の活性度が違う）、

というような指針が埋め込まれている。

　この行動指針もイノベーションプロセスと同様、その項目を

設定するかどうかだけでなく、それをどの程度、個人の実にす

るかが重要なポイントとなる。ISIでは設定過程、フォローアッ

プにさまざまな施策を打って、この指針を浸透させようとして

いる。

  図３  ISI７つの行動指針

図1　グループ内の研究所の役割

イノベーション創出のポイント
マーケット指向と技術指向を融合したISIイノベーションプロセスガイドラインの定義
全員がイノベーションに関わる知見を体得し、それをノウハウ化したISIイノベーションプロセスに
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2.1 グループにおける研究所の役割
　大変革期という時代背景において、企業の研究所が果たすべ

き役割を一言であらわすと「イノベーションを創出することに

より、グループの未来を創る」であると考える。イノベーション

とは、利用者に対し新しい「価値」を提供するシステムであっ

て、その価値によって利用者の行動、業務／組織、考え方の変

化を促すようなものを指す。世の中の動きは激しいので、産業

構造や、顧客企業のニーズが変わる中、その動きを先取りして、

事業会社単独では対応できないチャレンジングなことを進める

というのが役割である。

　さらにブレークダウンすると、次の３点が挙げられる（図1）。

生産性向上支援

　グループの主業務たるシステム開発・ソフトウェア開発の

　効率と品質をあげるイノベーションを開発する

既存事業の拡張

　グループの既存顧客に対し、付加価値を与えるイノベーション

　を開発する

新事業への展開

　新サービス・新商品を開発し、新しい市場を開拓する。グルー

　プの既存顧客を対象にしたものとは限らない

　この３つの役割はどれも欠かすことができないであろう。

はトヨタのカンバン方式の例をあげるまでもなく、今後、グルー

プがシステムインテグレーションを主業務としてやっていくに

あたり、足腰を鍛えておくために重要である。また、 は当然

として がないと、変化の時代に対応していけないはずである。

「イノベーションのジレンマ」[２]では、既存顧客のニーズに

徹底的に応えていくことが企業にとって収益上もまさに正しい

戦略であると述べている。一方で、そういう正しい戦略こそが

その企業が他社の破壊的イノベーションによって駆逐されてし

まう原因になると述べている。また、今後、産業構造が変わっ

ていく中で、新しい市場を開拓していく力のない企業には大き

な発展はない、ということである。

2.2 インテックグループにおける研究体制
　インテックグループでは、ISIとネットコアというカラーが

異なる２つの研究所を運用している。ISI はバイオインフォマ

ティクスから、画像処理やマイニング処理やソフトウェア工学

などの情報処理技術を幅広くテーマとする総合研究所である。

それに対して、ネットコアは次世代ネットワークとその上のプ

ラットフォーム技術に特化した研究所である。ISIについては

本特集内の別論文に概要、経緯などが詳述されているので、本

節ではネットコアについて簡単にご紹介する。

　ネットコアは２００２年５月に当時のインターネット業界にお

ける実力者を数名集めて設立した。以後、６年以上、次世代ネッ

トワークに関する研究開発を進めてきた。その特徴のひとつが、

業界でリーダシップを取っていきつつ、そこで得た人脈・情報

などを活かして、新事業を立ち上げていくというスタイルであ

る。業界活動については、IPv６ではアドレス管理ポリシーに

ついてグローバルスタンダード化を果たすとともに、現在、

IPv４アドレス枯渇対応で国際的にリーダシップを発揮してい

る。また、地域情報化において、各地域を連携させる活動も

日本中で注目されている。イノベーションの成果としては、

MPLS(Multi Protocol Label Switch)というキャリア

バックボーン技術の日本での第一人者を社内に抱え、彼らの

運用ノウハウをツールに込めることにより、MPLSネットワー

ク管理ツールPathManager(TM)を研究開発した。本製品は

日本の３大通信事業者すべてに導入されており、この２００８年

７月には新設したクラウド・スコープ・テクノロジーズ社に事

業を移管した。現在は、新しい事業の種として、複数の事業者

間の連携を可能にするサービス配信プラットフォームなどを研

究している。

既存事業の拡張
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してその活動を行うため、モノをネットワーク上に取り込み、

モノからの情報を流通させる「モノ情報ネットワーク」はすべ

ての産業を変え、さらに世界の産業全体構造までを変えていく

と予想できる。

　さて、このような状況の中、企業の研究所は何をすべきだろ

うか。またそれはどのようなやり方で達成できるのだろうか。

本稿ではインテックグループが運営している２つの研究所、

インテックシステム研究所 (以下、ISI ) とインテック・ネット

コア (以下、ネットコア) の取り組みから、ひとつの答えを示

してみたい。目標は遠大であるが、そこにむけた一歩となるよ

う努力したい。

ARANO Takashi

荒野　高志

● 株式会社インテックシステム研究所および
　株式会社インテック・ネットコア 代表取締役社長
● IPv6の普及啓蒙活動やIPアドレス管理などの業界活動に尽力
● ICANNアドレス評議委員副議長やAPNIC Policy議会議長
   を歴任。IPv6 Forumのboard member、IPv6普及・高度化
   推進協議会常務理事、JPNIC理事(IPv6担当)

　研究開発成果を事業部できちんと稼げる形にもっていくた

めには、さらにさまざまな仕掛けや、それにもまして日常的

な努力の積み上げが必要となる。グループ内の事業会社、顧

客企業、さらには外部のさまざまなパートナー会社や、政府

や大学など、広い協力・協調関係が大事である。２０１５年に振

りかえったときに、２００８年からの研究開発の取り組みが実を

結んでいるよう、精進したい。
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3. イノベーションを起こすために

 図２  ISIのイノベーション創出のためのアプローチ

3.1 イノベーションプロセスガイドライン
　大変革期という時代を反映して、２０世紀の終わりごろから、

経営学の一環としてイノベーションの原理や理論を研究したも

のが数多く発表されている。いずれも数多くの成功例・失敗例

を分析し、個々のプロセスの局面で何を考えるべきか、何を優

先すべきかについて示唆を与えてくれる。ドラッカーはイノベー

ションが起こる要因は７つであると述べている[３]。例えば、

イノベーションは当初の計画書通りに起こるものではなく、む

しろ予期せぬ小成功・小失敗を活かしたケースが多いという。

ドラッカーはイノベーション創出を起こるがままに任せるので

はなく、きちんとマネージメントすべきであると主張している。

　ISIではこういう原理や理論をスタディし、研究開発業務の

なかに取り入れるために、「ISI イノベーションプロセスガイ

ドライン」を開発している（図２）。イノベーションプロセ

ス設立の目的は、研究開発の成功確率を高めることと、成果

をより大きなものにつなげていくことの２点である。

　基本的な考え方は、単なる技術を開発するだけでなく、マー

ケット指向との融合を図ること、外部との協調を重視するこ

となどがあげられる。そのために、研究開発のプロセスを繰

り返しを含むフェーズで分け、そのフェーズごとに立てるべき

仮説を明確にするようにした。また、フェーズ終了時にはチェッ

クリストを準備している。

　研究初期で立てるべき仮説として重要な概念は「用事」と

呼ばれるものである[４]。ヘンリー・フォードがかの有名な

T型フォードを世に出した時に、「顧客の言うことを聞いてい

たら百倍速い馬を作るしかなかっただろう」と述べているが、

この「用事」という概念は単なる顧客の言うことやニーズと

は違う。「用事」とは“ jobs to be done”の和訳で顧客が

解決すべき当座の問題という意味で、これをそのような問題

が発生する「状況」と、そのような問題を解決したがる「理由」

にフォーカスしたものである。例えば、人は１/４インチのドリ

ルが欲しい（単なるニーズ）のではなく、実は１/４インチの穴

が欲しい（用事）ということである。こういう発想をするこ

とによって、穴を提供するための別のソリューションが提供

できる。また、エレベーターが混んでいてなかなか来ないと

いう状況で、利用者がイライラしないという「用事」を設定を

することにより、管理会社はエレベータホールに鏡を置くとい

うソリューションを提案することも可能になる。ISI イノベー

ションプロセスでは、研究初期にこのような用事を解決すると

いう仮説を明確にしてから、研究を進めることとした。往々に

してほとんどのケースで最初に仮説として考えたものがそのま

ま立証されて、うまくいくケースは少ないのだが、予期せぬイ

ベントに出会ったときに、きちんとした用事ベースの仮説があ

ると、偶然を幸運にかえることが可能となる。

　では、こういうプロセスを制定せず、漫然と研究開発を進め

ていくとどういう罠に陥りやすいだろうか？

■　独自かつ高度な技術を研究開発したが、適用先が見つからず、

　お金に結び付かない 

■　事業部の要望で言われるままにシステムを開発したが、十分

　な差別化が図れず、維持コストがかさんでいく。少数のお客

　さまがついているだけにやめることもできない 

■　研究開発を計画通り実行したが、研究終了時には世の中の状

　況が変わっている 

　ISIイノベーションプロセスで目指す典型的シナリオは以下

のようなものである。

■　ISIの得意分野（≠独自技術）で研究開始 

■　困難にぶち当たるが、ブレークスルーとなる技術を開発。

　これが非追随性を生む 

■　外部とのコンタクトにより、予期せぬ成功／失敗を経験 

■　その予期せぬイベントをつかまえ、分析し、研究開発を軌道

　修正 

■　グループに事業移管し、事業が大きな成功

　もちろんこのプロセスを実践したからといって、自動的に成

功が約束されるわけではない。成功確率を高めるためには、こ
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テーションの形をとるのはそういう組織知を明示化していこう

という試みに他ならない。そうすることによってのみ、組織と

してイノベーションの勝ちパターンを持つ研究所としてグルー

プに貢献できるはずであると考えている。

3.2  7つの行動指針
　ISIイノベーションプロセスを組織に対しての取り組みであ

るとしたら、図３の「ISI７つの行動指針」は個人レベルで、

研究開発の日常の方向づけをし、個人をイノベーション人材と

して成長させるための取り組みである。

　７つの行動指針に一貫して流れている思想は２つある。１つ

めは、優れた個人の成果の協調的総和が研究所の成果となると

いう考え方である。このためには個人の成長は欠かせない。２

つめは、人は育てるものではなく育つものだという考え方であ

る。つまり、個人個人は自分の強みやその活かし方を本来的に

知っているはずだ、という考え方に立つ。上司は個人に対して、

個人が成長する環境を与え、個人の気付きを触発するような人

材育成手法が必要となる。そういう中で７つの行動指針の中で

は、絶対にできると思うこと（できないと思っているところか

らは何も生まれない／できると思っていれば脳がそういう方向

で考えだす）、仕事を楽しいと思うこと（脳の活性度が違う）、

というような指針が埋め込まれている。

　この行動指針もイノベーションプロセスと同様、その項目を

設定するかどうかだけでなく、それをどの程度、個人の実にす

るかが重要なポイントとなる。ISIでは設定過程、フォローアッ

プにさまざまな施策を打って、この指針を浸透させようとして

いる。

  図３  ISI７つの行動指針

図1　グループ内の研究所の役割
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2.1 グループにおける研究所の役割
　大変革期という時代背景において、企業の研究所が果たすべ

き役割を一言であらわすと「イノベーションを創出することに

より、グループの未来を創る」であると考える。イノベーション

とは、利用者に対し新しい「価値」を提供するシステムであっ

て、その価値によって利用者の行動、業務／組織、考え方の変

化を促すようなものを指す。世の中の動きは激しいので、産業

構造や、顧客企業のニーズが変わる中、その動きを先取りして、

事業会社単独では対応できないチャレンジングなことを進める

というのが役割である。

　さらにブレークダウンすると、次の３点が挙げられる（図1）。

生産性向上支援

　グループの主業務たるシステム開発・ソフトウェア開発の

　効率と品質をあげるイノベーションを開発する

既存事業の拡張

　グループの既存顧客に対し、付加価値を与えるイノベーション

　を開発する

新事業への展開

　新サービス・新商品を開発し、新しい市場を開拓する。グルー

　プの既存顧客を対象にしたものとは限らない

　この３つの役割はどれも欠かすことができないであろう。

はトヨタのカンバン方式の例をあげるまでもなく、今後、グルー

プがシステムインテグレーションを主業務としてやっていくに

あたり、足腰を鍛えておくために重要である。また、 は当然

として がないと、変化の時代に対応していけないはずである。

「イノベーションのジレンマ」[２]では、既存顧客のニーズに

徹底的に応えていくことが企業にとって収益上もまさに正しい

戦略であると述べている。一方で、そういう正しい戦略こそが

その企業が他社の破壊的イノベーションによって駆逐されてし

まう原因になると述べている。また、今後、産業構造が変わっ

ていく中で、新しい市場を開拓していく力のない企業には大き

な発展はない、ということである。

2.2 インテックグループにおける研究体制
　インテックグループでは、ISIとネットコアというカラーが

異なる２つの研究所を運用している。ISI はバイオインフォマ

ティクスから、画像処理やマイニング処理やソフトウェア工学

などの情報処理技術を幅広くテーマとする総合研究所である。

それに対して、ネットコアは次世代ネットワークとその上のプ

ラットフォーム技術に特化した研究所である。ISIについては

本特集内の別論文に概要、経緯などが詳述されているので、本

節ではネットコアについて簡単にご紹介する。

　ネットコアは２００２年５月に当時のインターネット業界にお

ける実力者を数名集めて設立した。以後、６年以上、次世代ネッ

トワークに関する研究開発を進めてきた。その特徴のひとつが、

業界でリーダシップを取っていきつつ、そこで得た人脈・情報

などを活かして、新事業を立ち上げていくというスタイルであ

る。業界活動については、IPv６ではアドレス管理ポリシーに

ついてグローバルスタンダード化を果たすとともに、現在、

IPv４アドレス枯渇対応で国際的にリーダシップを発揮してい

る。また、地域情報化において、各地域を連携させる活動も

日本中で注目されている。イノベーションの成果としては、

MPLS(Multi Protocol Label Switch)というキャリア

バックボーン技術の日本での第一人者を社内に抱え、彼らの

運用ノウハウをツールに込めることにより、MPLSネットワー

ク管理ツールPathManager(TM)を研究開発した。本製品は

日本の３大通信事業者すべてに導入されており、この２００８年

７月には新設したクラウド・スコープ・テクノロジーズ社に事

業を移管した。現在は、新しい事業の種として、複数の事業者

間の連携を可能にするサービス配信プラットフォームなどを研

究している。
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概要
　現在の歴史的な大変革期の中で、インテックグループにおける研究開発の重要性は一段と高まっている。産業

自体が構造を変えていくような変化が激しい時代に、現業で現在のやり方だけではいつまでも通用するわけではな

い。研究所としては相応の責務と覚悟が求められるはずである。本稿では研究所の役割を「イノベーションにより

グループの未来を創ることである」と定義付け、それを実現するための体制や仕掛けについて述べる。「ISIイノベー

ションプロセス」は、ここ20年ぐらい経営学の分野で研究されているイノベーション理論をISIの研究業務プロセス

として取り込もうする試みであり、単なる技術開発だけではなく、研究初期のフェーズからマーケット上の仮説を意

識していくところに特徴がある。また、「ISI７つの行動指針」は個人レベルで研究開発の日常の方向づけをし、

個人をイノベーション人材として成長させるための取り組みである。
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　今、世の中は数百年に一度の大変革期にあるという説があ
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さらにはあらゆるモノをつなげられるようになり、そこから

吸い上げられる情報を活用した多くのイノベーションが登場

するであろう[５]。医療、流通など、あらゆる産業はモノを介
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モノからの情報を流通させる「モノ情報ネットワーク」はすべ

ての産業を変え、さらに世界の産業全体構造までを変えていく

と予想できる。

　さて、このような状況の中、企業の研究所は何をすべきだろ

うか。またそれはどのようなやり方で達成できるのだろうか。
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3. イノベーションを起こすために

 図２  ISIのイノベーション創出のためのアプローチ

3.1 イノベーションプロセスガイドライン
　大変革期という時代を反映して、２０世紀の終わりごろから、

経営学の一環としてイノベーションの原理や理論を研究したも

のが数多く発表されている。いずれも数多くの成功例・失敗例

を分析し、個々のプロセスの局面で何を考えるべきか、何を優

先すべきかについて示唆を与えてくれる。ドラッカーはイノベー

ションが起こる要因は７つであると述べている[３]。例えば、

イノベーションは当初の計画書通りに起こるものではなく、む

しろ予期せぬ小成功・小失敗を活かしたケースが多いという。

ドラッカーはイノベーション創出を起こるがままに任せるので

はなく、きちんとマネージメントすべきであると主張している。

　ISIではこういう原理や理論をスタディし、研究開発業務の

なかに取り入れるために、「ISI イノベーションプロセスガイ

ドライン」を開発している（図２）。イノベーションプロセ

ス設立の目的は、研究開発の成功確率を高めることと、成果

をより大きなものにつなげていくことの２点である。

　基本的な考え方は、単なる技術を開発するだけでなく、マー

ケット指向との融合を図ること、外部との協調を重視するこ

となどがあげられる。そのために、研究開発のプロセスを繰

り返しを含むフェーズで分け、そのフェーズごとに立てるべき

仮説を明確にするようにした。また、フェーズ終了時にはチェッ

クリストを準備している。

　研究初期で立てるべき仮説として重要な概念は「用事」と

呼ばれるものである[４]。ヘンリー・フォードがかの有名な

T型フォードを世に出した時に、「顧客の言うことを聞いてい

たら百倍速い馬を作るしかなかっただろう」と述べているが、

この「用事」という概念は単なる顧客の言うことやニーズと

は違う。「用事」とは“ jobs to be done”の和訳で顧客が

解決すべき当座の問題という意味で、これをそのような問題

が発生する「状況」と、そのような問題を解決したがる「理由」

にフォーカスしたものである。例えば、人は１/４インチのドリ

ルが欲しい（単なるニーズ）のではなく、実は１/４インチの穴

が欲しい（用事）ということである。こういう発想をするこ

とによって、穴を提供するための別のソリューションが提供

できる。また、エレベーターが混んでいてなかなか来ないと

いう状況で、利用者がイライラしないという「用事」を設定を

することにより、管理会社はエレベータホールに鏡を置くとい

うソリューションを提案することも可能になる。ISI イノベー

ションプロセスでは、研究初期にこのような用事を解決すると

いう仮説を明確にしてから、研究を進めることとした。往々に

してほとんどのケースで最初に仮説として考えたものがそのま

ま立証されて、うまくいくケースは少ないのだが、予期せぬイ

ベントに出会ったときに、きちんとした用事ベースの仮説があ

ると、偶然を幸運にかえることが可能となる。

　では、こういうプロセスを制定せず、漫然と研究開発を進め

ていくとどういう罠に陥りやすいだろうか？

■　独自かつ高度な技術を研究開発したが、適用先が見つからず、

　お金に結び付かない 

■　事業部の要望で言われるままにシステムを開発したが、十分

　な差別化が図れず、維持コストがかさんでいく。少数のお客

　さまがついているだけにやめることもできない 

■　研究開発を計画通り実行したが、研究終了時には世の中の状

　況が変わっている 

　ISIイノベーションプロセスで目指す典型的シナリオは以下

のようなものである。

■　ISIの得意分野（≠独自技術）で研究開始 

■　困難にぶち当たるが、ブレークスルーとなる技術を開発。

　これが非追随性を生む 

■　外部とのコンタクトにより、予期せぬ成功／失敗を経験 

■　その予期せぬイベントをつかまえ、分析し、研究開発を軌道

　修正 

■　グループに事業移管し、事業が大きな成功

　もちろんこのプロセスを実践したからといって、自動的に成

功が約束されるわけではない。成功確率を高めるためには、こ

のプロセスを本当に自分たちのものとし、「組織知」として積み

上げていくことが必要となる。「プロセス」というドキュメン

テーションの形をとるのはそういう組織知を明示化していこう

という試みに他ならない。そうすることによってのみ、組織と

してイノベーションの勝ちパターンを持つ研究所としてグルー

プに貢献できるはずであると考えている。

3.2  7つの行動指針
　ISIイノベーションプロセスを組織に対しての取り組みであ

るとしたら、図３の「ISI７つの行動指針」は個人レベルで、

研究開発の日常の方向づけをし、個人をイノベーション人材と

して成長させるための取り組みである。

　７つの行動指針に一貫して流れている思想は２つある。１つ

めは、優れた個人の成果の協調的総和が研究所の成果となると

いう考え方である。このためには個人の成長は欠かせない。２

つめは、人は育てるものではなく育つものだという考え方であ

る。つまり、個人個人は自分の強みやその活かし方を本来的に

知っているはずだ、という考え方に立つ。上司は個人に対して、

個人が成長する環境を与え、個人の気付きを触発するような人

材育成手法が必要となる。そういう中で７つの行動指針の中で

は、絶対にできると思うこと（できないと思っているところか

らは何も生まれない／できると思っていれば脳がそういう方向

で考えだす）、仕事を楽しいと思うこと（脳の活性度が違う）、

というような指針が埋め込まれている。

　この行動指針もイノベーションプロセスと同様、その項目を

設定するかどうかだけでなく、それをどの程度、個人の実にす

るかが重要なポイントとなる。ISIでは設定過程、フォローアッ

プにさまざまな施策を打って、この指針を浸透させようとして

いる。

  図３  ISI７つの行動指針
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2.1 グループにおける研究所の役割
　大変革期という時代背景において、企業の研究所が果たすべ

き役割を一言であらわすと「イノベーションを創出することに

より、グループの未来を創る」であると考える。イノベーション

とは、利用者に対し新しい「価値」を提供するシステムであっ

て、その価値によって利用者の行動、業務／組織、考え方の変

化を促すようなものを指す。世の中の動きは激しいので、産業

構造や、顧客企業のニーズが変わる中、その動きを先取りして、

事業会社単独では対応できないチャレンジングなことを進める

というのが役割である。

　さらにブレークダウンすると、次の３点が挙げられる（図1）。

生産性向上支援

　グループの主業務たるシステム開発・ソフトウェア開発の

　効率と品質をあげるイノベーションを開発する

既存事業の拡張

　グループの既存顧客に対し、付加価値を与えるイノベーション

　を開発する

新事業への展開

　新サービス・新商品を開発し、新しい市場を開拓する。グルー

　プの既存顧客を対象にしたものとは限らない

　この３つの役割はどれも欠かすことができないであろう。

はトヨタのカンバン方式の例をあげるまでもなく、今後、グルー

プがシステムインテグレーションを主業務としてやっていくに

あたり、足腰を鍛えておくために重要である。また、 は当然

として がないと、変化の時代に対応していけないはずである。

「イノベーションのジレンマ」[２]では、既存顧客のニーズに

徹底的に応えていくことが企業にとって収益上もまさに正しい

戦略であると述べている。一方で、そういう正しい戦略こそが

その企業が他社の破壊的イノベーションによって駆逐されてし

まう原因になると述べている。また、今後、産業構造が変わっ

ていく中で、新しい市場を開拓していく力のない企業には大き

な発展はない、ということである。

2.2 インテックグループにおける研究体制
　インテックグループでは、ISIとネットコアというカラーが

異なる２つの研究所を運用している。ISI はバイオインフォマ

ティクスから、画像処理やマイニング処理やソフトウェア工学

などの情報処理技術を幅広くテーマとする総合研究所である。

それに対して、ネットコアは次世代ネットワークとその上のプ

ラットフォーム技術に特化した研究所である。ISIについては

本特集内の別論文に概要、経緯などが詳述されているので、本

節ではネットコアについて簡単にご紹介する。

　ネットコアは２００２年５月に当時のインターネット業界にお

ける実力者を数名集めて設立した。以後、６年以上、次世代ネッ

トワークに関する研究開発を進めてきた。その特徴のひとつが、

業界でリーダシップを取っていきつつ、そこで得た人脈・情報

などを活かして、新事業を立ち上げていくというスタイルであ

る。業界活動については、IPv６ではアドレス管理ポリシーに

ついてグローバルスタンダード化を果たすとともに、現在、

IPv４アドレス枯渇対応で国際的にリーダシップを発揮してい

る。また、地域情報化において、各地域を連携させる活動も

日本中で注目されている。イノベーションの成果としては、

MPLS(Multi Protocol Label Switch)というキャリア

バックボーン技術の日本での第一人者を社内に抱え、彼らの

運用ノウハウをツールに込めることにより、MPLSネットワー

ク管理ツールPathManager(TM)を研究開発した。本製品は

日本の３大通信事業者すべてに導入されており、この２００８年

７月には新設したクラウド・スコープ・テクノロジーズ社に事

業を移管した。現在は、新しい事業の種として、複数の事業者

間の連携を可能にするサービス配信プラットフォームなどを研

究している。
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概要
　現在の歴史的な大変革期の中で、インテックグループにおける研究開発の重要性は一段と高まっている。産業

自体が構造を変えていくような変化が激しい時代に、現業で現在のやり方だけではいつまでも通用するわけではな

い。研究所としては相応の責務と覚悟が求められるはずである。本稿では研究所の役割を「イノベーションにより

グループの未来を創ることである」と定義付け、それを実現するための体制や仕掛けについて述べる。「ISIイノベー

ションプロセス」は、ここ20年ぐらい経営学の分野で研究されているイノベーション理論をISIの研究業務プロセス

として取り込もうする試みであり、単なる技術開発だけではなく、研究初期のフェーズからマーケット上の仮説を意

識していくところに特徴がある。また、「ISI７つの行動指針」は個人レベルで研究開発の日常の方向づけをし、

個人をイノベーション人材として成長させるための取り組みである。
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　今、世の中は数百年に一度の大変革期にあるという説があ

る[1]。この変革期はコンピュータとネットワークという技術

がもたらしたものであり、すでに、グローバル化や、個人と

全体との関係性の変化などの兆候がはっきり見えている。ま

たこれから先１０年、政治・経済・国際・産業から個人の考え

方に至るまで、さらに大きな変化が起こってくると考えられ

ている。

　インテックグループはシステムインテグレーションを主業

務とする企業集団であるが、この産業も例外なく変化の波に

さらされる。今後、ソフトウェア開発はより複雑なものも含め、

単価の安い拠点にますますシフトされる。システムを発注さ

れる顧客企業自体も自ら望むと望まないとにかかわらず（M&A

などを想定）グローバル化し、当然そのシステムはグローバ

ルなものにならざるをえない。一方で、さらに進歩するコンピュー

タとネットワーク技術はIPv６に象徴されるように家電や車、

さらにはあらゆるモノをつなげられるようになり、そこから

吸い上げられる情報を活用した多くのイノベーションが登場

するであろう[５]。医療、流通など、あらゆる産業はモノを介

してその活動を行うため、モノをネットワーク上に取り込み、

モノからの情報を流通させる「モノ情報ネットワーク」はすべ

ての産業を変え、さらに世界の産業全体構造までを変えていく

と予想できる。

　さて、このような状況の中、企業の研究所は何をすべきだろ

うか。またそれはどのようなやり方で達成できるのだろうか。

本稿ではインテックグループが運営している２つの研究所、

インテックシステム研究所 (以下、ISI ) とインテック・ネット

コア (以下、ネットコア) の取り組みから、ひとつの答えを示

してみたい。目標は遠大であるが、そこにむけた一歩となるよ

う努力したい。

ARANO Takashi

荒野　高志

● 株式会社インテックシステム研究所および
　株式会社インテック・ネットコア 代表取締役社長
● IPv6の普及啓蒙活動やIPアドレス管理などの業界活動に尽力
● ICANNアドレス評議委員副議長やAPNIC Policy議会議長
   を歴任。IPv6 Forumのboard member、IPv6普及・高度化
   推進協議会常務理事、JPNIC理事(IPv6担当)

　研究開発成果を事業部できちんと稼げる形にもっていくた

めには、さらにさまざまな仕掛けや、それにもまして日常的

な努力の積み上げが必要となる。グループ内の事業会社、顧

客企業、さらには外部のさまざまなパートナー会社や、政府

や大学など、広い協力・協調関係が大事である。２０１５年に振

りかえったときに、２００８年からの研究開発の取り組みが実を

結んでいるよう、精進したい。
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この「用事」という概念は単なる顧客の言うことやニーズと

は違う。「用事」とは“ jobs to be done”の和訳で顧客が

解決すべき当座の問題という意味で、これをそのような問題

が発生する「状況」と、そのような問題を解決したがる「理由」

にフォーカスしたものである。例えば、人は１/４インチのドリ

ルが欲しい（単なるニーズ）のではなく、実は１/４インチの穴

が欲しい（用事）ということである。こういう発想をするこ

とによって、穴を提供するための別のソリューションが提供

できる。また、エレベーターが混んでいてなかなか来ないと

いう状況で、利用者がイライラしないという「用事」を設定を

することにより、管理会社はエレベータホールに鏡を置くとい

うソリューションを提案することも可能になる。ISI イノベー

ションプロセスでは、研究初期にこのような用事を解決すると

いう仮説を明確にしてから、研究を進めることとした。往々に

してほとんどのケースで最初に仮説として考えたものがそのま

ま立証されて、うまくいくケースは少ないのだが、予期せぬイ

ベントに出会ったときに、きちんとした用事ベースの仮説があ

ると、偶然を幸運にかえることが可能となる。

　では、こういうプロセスを制定せず、漫然と研究開発を進め

ていくとどういう罠に陥りやすいだろうか？

■　独自かつ高度な技術を研究開発したが、適用先が見つからず、

　お金に結び付かない 

■　事業部の要望で言われるままにシステムを開発したが、十分

　な差別化が図れず、維持コストがかさんでいく。少数のお客

　さまがついているだけにやめることもできない 

■　研究開発を計画通り実行したが、研究終了時には世の中の状

　況が変わっている 

　ISIイノベーションプロセスで目指す典型的シナリオは以下

のようなものである。

■　ISIの得意分野（≠独自技術）で研究開始 

■　困難にぶち当たるが、ブレークスルーとなる技術を開発。

　これが非追随性を生む 

■　外部とのコンタクトにより、予期せぬ成功／失敗を経験 

■　その予期せぬイベントをつかまえ、分析し、研究開発を軌道

　修正 

■　グループに事業移管し、事業が大きな成功

　もちろんこのプロセスを実践したからといって、自動的に成

功が約束されるわけではない。成功確率を高めるためには、こ

のプロセスを本当に自分たちのものとし、「組織知」として積み

上げていくことが必要となる。「プロセス」というドキュメン

テーションの形をとるのはそういう組織知を明示化していこう

という試みに他ならない。そうすることによってのみ、組織と

してイノベーションの勝ちパターンを持つ研究所としてグルー

プに貢献できるはずであると考えている。

3.2  7つの行動指針
　ISIイノベーションプロセスを組織に対しての取り組みであ

るとしたら、図３の「ISI７つの行動指針」は個人レベルで、

研究開発の日常の方向づけをし、個人をイノベーション人材と

して成長させるための取り組みである。

　７つの行動指針に一貫して流れている思想は２つある。１つ

めは、優れた個人の成果の協調的総和が研究所の成果となると

いう考え方である。このためには個人の成長は欠かせない。２

つめは、人は育てるものではなく育つものだという考え方であ

る。つまり、個人個人は自分の強みやその活かし方を本来的に

知っているはずだ、という考え方に立つ。上司は個人に対して、

個人が成長する環境を与え、個人の気付きを触発するような人

材育成手法が必要となる。そういう中で７つの行動指針の中で

は、絶対にできると思うこと（できないと思っているところか

らは何も生まれない／できると思っていれば脳がそういう方向

で考えだす）、仕事を楽しいと思うこと（脳の活性度が違う）、

というような指針が埋め込まれている。

　この行動指針もイノベーションプロセスと同様、その項目を

設定するかどうかだけでなく、それをどの程度、個人の実にす

るかが重要なポイントとなる。ISIでは設定過程、フォローアッ

プにさまざまな施策を打って、この指針を浸透させようとして

いる。

  図３  ISI７つの行動指針

図1　グループ内の研究所の役割

イノベーション創出のポイント
マーケット指向と技術指向を融合したISIイノベーションプロセスガイドラインの定義
全員がイノベーションに関わる知見を体得し、それをノウハウ化したISIイノベーションプロセスに
基づく研究開発
イノベーションを大きく育てるため、外部との協調を重視
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2.1 グループにおける研究所の役割
　大変革期という時代背景において、企業の研究所が果たすべ

き役割を一言であらわすと「イノベーションを創出することに

より、グループの未来を創る」であると考える。イノベーション

とは、利用者に対し新しい「価値」を提供するシステムであっ

て、その価値によって利用者の行動、業務／組織、考え方の変

化を促すようなものを指す。世の中の動きは激しいので、産業

構造や、顧客企業のニーズが変わる中、その動きを先取りして、

事業会社単独では対応できないチャレンジングなことを進める

というのが役割である。

　さらにブレークダウンすると、次の３点が挙げられる（図1）。

生産性向上支援

　グループの主業務たるシステム開発・ソフトウェア開発の

　効率と品質をあげるイノベーションを開発する

既存事業の拡張

　グループの既存顧客に対し、付加価値を与えるイノベーション

　を開発する

新事業への展開

　新サービス・新商品を開発し、新しい市場を開拓する。グルー

　プの既存顧客を対象にしたものとは限らない

　この３つの役割はどれも欠かすことができないであろう。

はトヨタのカンバン方式の例をあげるまでもなく、今後、グルー

プがシステムインテグレーションを主業務としてやっていくに

あたり、足腰を鍛えておくために重要である。また、 は当然

として がないと、変化の時代に対応していけないはずである。

「イノベーションのジレンマ」[２]では、既存顧客のニーズに

徹底的に応えていくことが企業にとって収益上もまさに正しい

戦略であると述べている。一方で、そういう正しい戦略こそが

その企業が他社の破壊的イノベーションによって駆逐されてし

まう原因になると述べている。また、今後、産業構造が変わっ

ていく中で、新しい市場を開拓していく力のない企業には大き

な発展はない、ということである。

2.2 インテックグループにおける研究体制
　インテックグループでは、ISIとネットコアというカラーが

異なる２つの研究所を運用している。ISI はバイオインフォマ

ティクスから、画像処理やマイニング処理やソフトウェア工学

などの情報処理技術を幅広くテーマとする総合研究所である。

それに対して、ネットコアは次世代ネットワークとその上のプ

ラットフォーム技術に特化した研究所である。ISIについては

本特集内の別論文に概要、経緯などが詳述されているので、本

節ではネットコアについて簡単にご紹介する。

　ネットコアは２００２年５月に当時のインターネット業界にお

ける実力者を数名集めて設立した。以後、６年以上、次世代ネッ

トワークに関する研究開発を進めてきた。その特徴のひとつが、

業界でリーダシップを取っていきつつ、そこで得た人脈・情報

などを活かして、新事業を立ち上げていくというスタイルであ

る。業界活動については、IPv６ではアドレス管理ポリシーに

ついてグローバルスタンダード化を果たすとともに、現在、

IPv４アドレス枯渇対応で国際的にリーダシップを発揮してい

る。また、地域情報化において、各地域を連携させる活動も

日本中で注目されている。イノベーションの成果としては、

MPLS(Multi Protocol Label Switch)というキャリア

バックボーン技術の日本での第一人者を社内に抱え、彼らの

運用ノウハウをツールに込めることにより、MPLSネットワー

ク管理ツールPathManager(TM)を研究開発した。本製品は

日本の３大通信事業者すべてに導入されており、この２００８年

７月には新設したクラウド・スコープ・テクノロジーズ社に事

業を移管した。現在は、新しい事業の種として、複数の事業者

間の連携を可能にするサービス配信プラットフォームなどを研

究している。
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