一木ニュース 2019 年 6 月号
＜IoT＆AI＞ 5G
2020 年より次世代通信規格「5G（第 5 世代）
」の普及が始まる．5G は通信速度が 1980 年代の第 1 世
代の 100 万倍となり，人だけでなくあらゆるモノがネットにつながる「IoT」時代の基盤となる。あらゆ
る産業が「場所」という制約から解放される（図表・1）
．
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康状態を遠隔で確認するといった用途が見込まれる（図表.2・3）
．
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2 台以上の建設機械が相互に通信しながら制御を行う 5G 建機
が今秋にも実際の現場に投入され人手不足の解消や作業の効

図表・3 5Gとインターネットの関係のイメージ

率化に期待される．21 年頃からは工場内で完結する 5G で工場
内のセンサーから収集した情報で製造工程を自動制御するシ
ステムの構築や，即時のデータ共有やケーブルのない工場をも
とに、デジタル化による製造業の生産性向上の取り組みなど新
たな段階に入る．スマート治療室は離島・へき地を対象として，
離れた空間を瞬時に結ぶ次世代通信 5G 活用として期待されて
いる．空飛ぶ基地局など新しいインフラビジネスも始まった
（図表・4～6）
．5G の実現により、コミュニケーションのあり
方の変化、そして新たなビジネスの進展に繋がることが期待さ

出典：日本経済新聞（2019年3月26日，村井純）

れている。IC 投資を積極的に行い生産性の向上と人で不足解消を図っていきたい．
図表・4 建設機械の遠隔制御

図表.5 スマート手術室

図表6 Siftbank空飛ぶ基地局
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社内起業，副業・兼業のすすめ～特に女性の参画拡大を

わが国でも銀行・商社・電力会社などを含め社内起業や副業・兼業を奨励する企業が多くなった．企
業は新しく生まれるモノ・サービスは、姿を消すモノ・サービスより付加価値が高いと強く感じてきて
いる．イノベーションとしてヨーゼフ・シュンペーターは創造的破壊として 5 図表.1 開業率・廃業率国際比較
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ノベーションの類型に分類できる．これらの 6 つのイノベーションの類型は法
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人や個人にかかわらず様々なイノベーションがあり，またそれを活用するチャ
ンスが常にあることを示唆している．法人や個人にとってイノベーションの可
出典：中小企業白書(2019)

能性は無限大といえよう．

図表・2 雇用者に占める個人企業者の割合
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な女性の起業への参画が我が国では特に重要となる．欧米先進国の 2 割から 4 割
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に満たない雇用者に占める女子個人企業者の割合（図表・2）.それと密接に関係
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する低調な起業教育受講率をまず改善していきたい（図表・3）
．
欧米は副職・兼業が当たり前で開業・創業にチャレンジし，また“失敗の回数
が増えれば、それだけ成功が早くなる”
（ディウイッド・ケリ）
，
“やってみて、

出典：OECD Data（2018）

図表・3 起業教育受講率（％）
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Google の Think Big, Start Small, Learn Fast は社内起業などの新規事業
立ち上げに参考になる．すなわち，①つくる，②テストをする (例: ベータ版
リリース) ，③ フィードバックを得る (失敗も含む)

出典：OECD Data

④学ぶ（経験として蓄積し、次の機会に活かす）．

勤務時間の 15％～20％を自由研究，減点主義から加点主義の人事制度，積極的 IT 投資，働き方改革
などを進めながら事業セグメントの抜本的見直し，明日の事業を創造し成長に結びつけたい．
「我が家中
では 1 度失敗をしたらどこがまずいか指導いたします。2 度目の失敗でも教えます。ですが 3 度目は『き
ります』」
（『名将言行録』細川忠興）．現代では七転八起の精神で新陳代謝か！

失敗を恐れて何もしな

いなんて人間は、最低（本田宗一郎）
，「これまで一度も失敗したことのない者は，これまで何も新しい
ことに挑戦したことのない者である」
（アインシュタイン）など先達に学びたい．
＜文責：西 満幸（Mitsuyuki Nishi）＞
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