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５G の次の６G とは

すでに始まった５G（第５世代移動通信システム）のサービス。ど
んどん５G の事業化が進む中、既に次世代通信「６G」の研究開発が
進んでいる。米国のトランプ大統領も言及する６G とは何か

◆６G 通信とは何か

６G とは、５G に続く新たな次世代通信規格のこと。５G の登場に
よってダウンロード速度はより一層高速化し、待ち時間は減少した。
しかし、イギリスの携帯電話会社 Vodafone UK の CTO である Scott
Petty 氏は、「５G は数年後にはネットワークに接続されている『モ
ノ』の数を処理できなくなる」と述べている。なぜなら今後登場する
さまざまな分野の IoT 製品によって、IoT がより一層複雑になったり、
データ需要が大幅に増加したりとネットワークへの負担が増大する可
能性がある。そのため、早急に６G 実現に向けて動き始める必要があ
り、世界中の研究機関やネットワーク業者が６Gを実現させるための
技術開発に挑んでいる。

◆各国の対応

ITU（国際電気通信連合）にお
いても、2030年の６Gネットワー
ク実現に向けた技術研究グループ
の構築が始まっている。諸外国の
対応状況はそれぞれ分かれるが、
現在のいろいろな国の状況は下記
2030年に実現へ日経新聞
の通りだ。
・米国：トランプ大統領が６Gインターネット技術の早期実現への期
待をツイッターで述べている。
・フィンランド：６Gの開発プロジェクト「６Genesis」を立ち上げ、
６G の時代に対応しようとしている。
・中国：工業情報化部の無線技術開発グループのリーダーが、６Gの
開発が2020年に正式に始まり2030年に商用化される見通しとコメ
ントしている。
・
 韓国：LG 電子が６G 研究センターの設立を発表した。

◆６G で何ができるようになるのか

６Gの技術により、伝送容量は５Gの最低毎秒10ギガビットから毎
秒100ギガビットへと10倍増加する。通信遅延は、１ミリ秒から１ミ
リ秒未満に、接続密度は100万台／平方キロメートルから1,000万台
／平方キロメートルとなる。６G では、現状と比べて通信容量が拡大
し通信も高速化する。通信に必要なモジュールがあらゆるものに溶け
込むため、人々がバックグラウンドでの通信を意識することなく情報
処理が行われるようになる。また、これまで一般的に利用できなかっ
たサービスの実現も期待できる。例えば、米マイクロソフトが開発中
のテレポーテーションをしたかのような体験ができる“Holoportaion”
（遠隔地にいる人を、３D 映像として別の場所へ移動させる技術）が
より現実味を帯びてくる。

◆ Holoportaion とは

この技術は、必要とする通信量が多く４Gでは実現不可能であるた
め、５G の活用が期待される。更にきめの細かい３D 映像を利用した
コミュニケーション、つまり遠くにいる人があたかも目の前にいるよ
うな状況を今以上の３D映像で実現するには、より高速かつ低遅延の
通信が必要だ。６G 通信が実現すると、16K の３D 映像も高速で通信
できるため、直接対面して話す場合の解像度に近づいてくる。
６G は、このようなコミュニケーションツールだけではなく、リア

ルタイムオンラインゲーム
にも活用される。高解像度
の３D映像をリアルタイム
で送信することで、SF 映
画のようにネット上のもう
一つの仮想世界を体験でき
る。今後16K に代表され
る高解像度の映像が、触覚
NTT ドコモの６G 技術展望
情報とともに高速低遅延で
通信することが可能になる
と、例えば医療分野では遠隔治療・診察等への活用など６G 活用の可
能性が広がり、さまざまな用途が生まれてくる。

◆６G の実現に向けた課題

まず、５G 以上の大容量かつ超低遅延通信、高接続密度が求められ
る。直近では NTT が世界で初めて、無線による毎秒100ギガビット
データ伝送実験を成功させた。100ギガビットは５Gの約40倍に相当
する伝送容量。この実験は、量子力学において電波の性質を表す物理
量の一つである起動角運動量という多重伝送技術を用いたもの。さら
に、信号処理を改良することで、毎秒120ギガビットのデータ伝送に
も成功している。今回の伝送実験は室内で行われたため、次の段階で
は屋外での伝送実験による実現性の検証が求められる。その後は多種
多様なアプリケーションを実行するために、衛星通信網など他ネット
ワークとの協調、相互互換性の確保が必要になる。

◆標準化が必要

スマートダストと呼ばれるような大量のワイヤレス IoT や、将来宇
宙空間での衛星通信に６Gを活用する場合などに、関係者間での標準
化が必要だ。また、６G における電磁波の人体への影響が懸念されて
いる。2019年から展開されている５G の周波数帯域の電波に関して
は、人体への影響について充分に検証されており、現行の連日繰り返
し暴露されても健康に影響を受けないと考えられている暴露限界値と
いう濃度または量以下では、人体への影響は認められていない。しか
し、６G ではより高
い周波数帯域が使わ
れることになり、そ
の影響が未だ充分に
検証されていないこ
とは懸念材料。この
ため、ドイツ連邦放
射線防護局は、新た
な周波数帯域の影響
について今後研究を
進めていく予定だ。
５G のボトルネック

◆今後の展開

６G は、2030年以降の商用利用が予定されているが、今からその
高速・低遅延・高接続密度が期待されている。６G の社会では、人々
がバックグラウンドでの通信を意識することのない、まるで通信技術
が社会に溶け込んでいるかのような世界が待っているだろう。５Gが
活用されつつある現代において、現状の課題を把握しながら６Gの実
現に向けて期待が膨らむ。
※関連の WEB サイト情報から著者改編しました
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いま話題の文喫とは

1,500円の入場料を払う本屋「文喫（ぶんきつ）
」
。出版取次業最大

のが、「文喫」という店名。

手である日本出版販売は、2018年12月に新業態となる本屋「文喫」

「文化を喫する」という意味

を開業した。日本初となる入場料制による本屋で、土日は入場規制す

だ。コンセプトも場所も全く

るほど人気を集めている。全く新しい事業モデルはどのように生まれ

未定の段階で、「文喫」とい

たのか。

う店名が先にあり、その名が

◆どういうところか

もつイメージから構想をメン

抜）を払えば、おかわり自由

クセンター六本木店が閉店す

バーとともに練っていった。

文喫は入場料1,500円（税

2018年３月に、青山ブッ

の珈琲・煎茶付きで、何時間

る情報を得る。熟考の結果、

でも好きな本が座って読める

フリースペース

文化的土壌のある場で狼煙をあげるには相応しい、本屋を再定義する

画期的な書店。プロのブック

意義、モデルを示す意味合いが高い場と判断し、その跡地で開店する

ディレクターが選んだ科学か

ことを決めた。

ら小説、デザインやアートに

スマイルズのメンバーと本と本屋の価値についてずっと議論を続

至る約３万冊が揃い、もちろ

正面玄関

ん全て購入可能だ。文喫をプ

ロデュースしたのは、日本出版販売（以下日販）のリノベーション推
進部YOURS BOOK STORE事業課。まず「YOURS BOOK STORE」
とは何か。

け、価値あるものを提供できれば有料入場制も成立すると考えた。美
術館のように、体験や時間の対価としてお金を払ってもらうことがで
きるはずだと。１杯1,500円の珈琲屋に本が並んでいる店ではない。

本と過ごす豊かな時間を提供
日販は取次が主で、書店の運営は本業ではない。そのため本屋の新

◆ YOURS BOOK STORE とは

規モデルをつくることや、本屋以外に販路を広げることが、YOURS

2015年に日販でリノベーショングループという部署が立ち上がっ

BOOK STORE の主眼だ。「文喫で有料制の本屋が事業として成立す

た際、ブックディレクションを行うブランドとして生まれた。出版市

ることを示すことで、出版業界に還元したい」という想いがある。入

場は縮小し、本屋が減少していく中で、取次業として何を行うべき

場料制が浸透してきたので、９月からは要望の高かった定期券サービ

かを考えた。たどり着いたのが「人と本をつなぐ」こと。本屋に限ら

ス（月額10,000円）も開始した。

ず、本とのタッチポイントを増やすこと。とは言え、まずは本と本屋

客層は、平日は学生から高齢者まで幅広い。土日は遠隔地から来る

の魅力の再構築に取り組んだ。

方も多く、開店以降ずっと入場規制をするほどだ。席数90席、平均

本と本屋の魅力の再構築

３割の客が１冊以上購入し、

最初のプロジェクトは、都内の老舗本屋「あゆみ Books」の「文
禄堂」へのリブランディングだった。イベントスペースを設けたり、
本棚を搭載した電気自動車をつくり「人に会いに行く本屋」の可能性
を試みる。また、大手アパレ
ル企業の会長から社員のリテ
ラシー向上と知的好奇心へ
の刺激や内部交流を目的に、
約3,000冊の図書室を設ける
依頼を受けた。
当時は４人の小さなグルー
プだったが、その後はアウ
雑誌コーナー

トドアブランドや、ホテルや

マンションメーカーから声がかかり、ブックコーナー設置を請け負
う業務は広がりを見せた。こうした出版業界外のプレイヤーと協働し
たことで、改めて「本の魅力」に気づいた。また、本を扱うことで、
それら店舗の滞在時間が増え、客単価も上がると驚くような事実にも
出会った。
2018年に日販の保養所をリノベーションし開業した「箱根本箱」
も、YOURS BOOK STORE が本のディレクションを担当した「本の
ある暮らしを提案するブックホテル」だ。

エポックメイキングな「本屋」を目指す
文喫のプロジェクトは2017年秋からスタートする。最初からエ
ポックメイキングな「本屋」をやると決めていた。「本屋の新モデル
構築」を一緒にやってくれるパートナーを探し、出会ったのが「Soup
Stock Tokyo」を手掛けるスマイルズ。遠山社長と最初の対話ででた

本の客単価は3,000円以上。
客の半数が、有料の飲食も
オーダーする。平均４～５時
間滞在と、構想時から滞在時
間の長さを指標としていた。
居心地の良さを提供するのが
目的なので、滞在時間の長さ
はその証明になる。長ければ
本や有料の飲食の購入にも繋

カフェコーナー

がる。

◆スタッフのハイレベル

文喫の最大の魅力は、スタッフの知識や価値観、そしてセンスが

さりげなく感じられる本の並びにある。文喫は本を委託でなく全て
「買切」で仕入れている。また人気のある本でも１冊しか並べないと
決めている。買切のため、一般の本屋のように返品業務に費やされ
る時間と手間が省け、その分、本の並びによる「文脈づくり」など販
売に伴うことに集中できる。責任者の武田氏の自信を持った発言が、
それを裏付ける。「それが本来の本屋のあるべき姿の一つではないで
しょうか。品揃えはスタッフに任せていますが、彼らはアーティスト
に近い感覚で本を選ぶのです。自分の " 表現 " として。そしてそれを
お客さんに提示しているのです。その価値が入場料でもあるのです。
今後もお客さんが五感で感じ、見える景色をも変える本屋を目指して
いきます」と。
※関連の WEB サイトから筆者改編しました
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京都信用金庫 様
【本店所在地】〒600-8005
【理

事

京都市下京区四条通柳馬場東入立売東町７番地

長】榊田 隆之

ロゴマーク

【設立年月日】1923年（大正12年）９月27日
【事 業 概 況】（2019年９月末現在）
総資産額：27,709億円
預金積金：25,607億円
貸 出 金：16,462億円

シンボルマーク「絆」

出 資 金：121億円
会 員 数：126,943人
常勤役職員数：1,674人

榊田理事長

店 舗 数：91店舗
店舗外 ATM 設置コーナー：123か所
京都信用金庫は、京都・滋賀・北大阪を

支店跡地で2020年10月に開業する起業支

営業地域として、会員・地域そして地域社

援拠点の詳細を発表。２～４階に会員制の

会の発展に寄与することを基本理念として

コワーキングスペースを設け、入居企業な

京都市、亀岡市、南丹市（但し、旧

いる信用金庫。コミュニティ・バンクとし

どのマッチングも手掛ける。６階には空中

北桑田郡美山町を除く）
、船井郡京丹

て「金融サービスを通じて地域社会に新たな

店舗となる河原町支店を設け、ビル利用者

波町（但し、旧和知町を除く）
、福知

社会的紐帯（ちゅうたい）
、人々の絆を育む

【営業地区】（2019年９月末現在）
＜京都府＞

の資金面での相談にも応じる。ビル名称は

山市（但し、旧天田郡三和町のみ）、

こと」が、社会的使命であると考えている。 「Question」で地下１階地上８階。１階にテ

長岡京市、向日市、乙訓郡、宇治市、

日々の営業活動でのお取引先企業に対する

ストマーケティングの検証の場となる購買

城陽市、久世郡、八幡市、京田辺市、

財務提案・連携支援等や、店頭でのきめ細

施設を設置。榊田隆之理事長は「地域でイ

綴喜郡、相楽郡、木津川市

かな接客を通して、地域の皆様と中長期的

ノベーションを起こすエコシステムの拠点

な信頼関係を構築し、
「地域の絆づくり」に

として当施設を活用したい」と抱負を述べ

大津市、草津市、守山市、栗東市、

取り組んでいる。

ている。

甲賀市、湖南市、野洲市、高島市、

※京都信用金庫 WEB サイトより転載

近江八幡市（但し、旧蒲生郡安土町

京都信用金庫は京都市内にある旧河原町

＜滋賀県＞

を除く）
＜大阪府＞
三島郡、高槻市、枚方市、交野市、
寝屋川市、茨木市、摂津市、守口市、
門真市、大東市、四條畷市、吹田市、
本店

本店にスタバ

産 業 保 健 の現場から

第11回
こんな相談がありました
②事業場から

前回に引き続き、
「治療と仕事の両立支援」についての相談事例
をご紹介します。今回は事業場からの相談です。
まず休職した従業員の方が在籍していた小規模事業場からの相
談事例です。主治医からは「あなた（従業員）が大丈夫なら復職
していいですよ」と言われたとのこと。事業場としては「通院治
療は続けるらしいけど、本当に働いても大丈夫？」という不安が
あったようです。ご本人、主治医、事業場との情報の連携がもっ
とできれば良いと感じました。この事例では「治療と仕事の両立
支援のためのガイドライン（以下、ガイドライン）
」をご本人と担
当者に紹介し、主治医から今後の治療計画や必要な配慮の説明を
受けることをお勧めしました。当面は、こまめな面談でご本人の
体調と治療計画を確認しながら勤務調整をしていくことになりま
した。

河原町支店

東大阪市、豊中市、箕面市

「従業員が病気になる前に両立支援制度を整えたい」という相談
もあります。ガイドラインの中の「両立支援を行うための環境整
備」を抜粋しますと、望ましい取り組みとして「①事業者による
基本方針等の表明と労働者への周知」や「②研修等による両立支
援に関する意識啓発」、「③相談窓口等の明確化」、「④両立支援に
関する制度・体制等の整備」があります。制度・体制等の整備の
具体例は、神奈川産業保健総合支援センターから「治療と仕事の
両立のための就業規則・※規程例集」が出されており、休暇制度
（失効年次有給休暇付与制度など）や勤務制度（短時間勤務制度な
ど）の規程例が掲載されています。
※ https://www.kanagawas.johas.go.jp/files/libs/1407/
201909021616417222.pdf

松田雅子
独立行政法人労働者健康安全機構 京都産業保健総合支援センター
産業保健専門職（保健師）
〒604-8186 京都市中京区車屋町通御池下ル梅屋町361番1号

アーバネックス御池ビル東館５階
TEL：075-212-2600
E-mail：matsuda@kyotos.johas.go.jp
HP：https://www.kyotos.johas.go.jp/
＊この記事は京都産業保健総合支援センターHPから承諾を得て引用しています。
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※2020年４月度NMO勉強会は、外部見
学会とお花見を同時開催の予定です

データの世紀

N M O 勉 強 会 開催案内

～あなたもデータ資源だ！～

http://www.nmo.ne.jp/business/it-kyt.html

編 者：日本経済新聞データエコノミー取材班
発 行：日本経済新聞出版社
発行日：2019年11月14日
定 価：1,500円＋税
ページ数：254ページ
版 型：B５版

開催日：2020年４月４日（土）
時 間：14時～（仮）
見学場所：京都市内またはその周辺地域を想定
＜見学会＞
見学先企業：現在交渉中ですが製造業を想定しています
内 容：社内見学・事業内容のプレゼンテーション

日経新聞に連載された「データの世紀」の取材のきっかけは、
2018年４月に起こったフェイスブックからの大量の個人データ
の不正流出だった。実に8700万人に及ぶ個人データが外部に流
れた。
個人のネット上の行動、企業の生産や物流が生み出す膨大な
データ資源は、21世紀の新たな石油といわれる。この先頭を走
る GAFA の４社は過去10年間で400社以上の競合企業を買収し、
売上高の合計は９倍になった。スウェーデンの国内総生産 GDP
をしのぐまでになった。
しかし一方で、便利さをもたらした反面、「新たな独占」の弊
害も出てきた。ならば、悪影響を防ぎながら、成長につなげる条
件は何かを探るために、取材班は全世界に飛んだ。その渾身の取
材記録がこの書籍に凝縮されている。

＜お花見＞
場 所：見学先の企業の近くの桜の名所での
お花見を企画中です
会 費：未定（見学会は無料）

第27期（2020年度前期）

成岡秀夫経営塾

マネジメント基本講座シリーズ
13：30〜17：00

場所

 都市下京区烏丸四条 COCON 烏丸ビル４階シティラボ内
京
セミナールームにて

形式
費用

成岡からの講義形式／毎回自由参加
毎回5,000円（テキスト代金・諸費用込み）


定員

10名で先着順／申込後のキャンセルはできません

申込

ホームページ、E メール、FAX、電話にてお申込みください

※６回すべて受講される方は25,000円（ただし前納ください）

スケジュールと内容
講座番号

開講日

曜日

課

題

決算書・試算表を理解する
27-1 2020/04/19 日曜日
～貸借対照表の資産と負債の意味～
27-2 2020/05/17 日曜日

決算書・試算表を理解する
～損益計算書が表す売上と利益～

決算書・試算表を分析する
27-3 2020/06/14 日曜日 ～キャッシュフロー計算書からつか
む資金の動き～
設備投資と資金繰りの基本
27-4 2020/07/12 日曜日 ～投資判断基準と現実の資金繰りの
ポイント～
管理会計を活用し収益管理の方法を
27-5 2020/08/23 日曜日 知る
～どうすれば収益が増えるのか～
事業計画を作成する
27-6 2020/09/13 日曜日 ～３年先を考えそこから来年を計画
する～

新型コロナウィルスで大騒動だ。中国人観光客の激減で京都市内も景色が大き
く変わった。四条通りや花見小路の混雑も大きく緩和している。歩くのもバス
に乗るのも楽にはなったが、商売で関係している人や企業、お店は大変だ。ホ
テルのキャンセルも出ているし、飲食、交通、小売りなどの業界も影響が大き
い。改めて中国と日本との関係の深さを実感するできごとだ。早く収まってく
れることを祈るばかりだ。（な）



第０章：「リクナビ」問題の衝撃
第１章：世界が実験室
第２章：「私」が奪われる
第３章：採点される人生
第４章：数字が語る
第５章：支配の実像
第６章：混沌の新ルール

国運の分岐点

～中小企業改革で再び輝くか、
中国の属国になるか～
著 者：デービット・アトキンソン
発 行：株式会社講談社
初版発行日：2019年９月19日
定 価：900円＋税
ページ数：253ページ
版 型：新書版
本書の言いたいことは、実はサブタイトルにある。1964年昭
和39年東京五輪の年を境に、日本には小規模な企業が爆発的に
増えた。それ以降、日本経済は人口増加という前提のシステムで
運営されてきた。日本社会のさまざまな構造的な問題は、人口増
加という国益によって生み出されてきた。そして、人口減少のい
ま、小規模の企業が多いことが国益に反することとなった。海外
に比較して日本の中小企業はあまりに人員的な規模が小さく、優
遇策が手厚すぎるので企業規模を拡大しない構造になっている。
著者は、このことが日本の生産性が長く低迷している原因だと分
析している。深刻な財政危機の中で、いつ起きてもおかしくない
大規模災害が目前に迫っている。
日本社会のこれからのグランドデザインを考えるときに、警鐘
を鳴らす１冊。
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