
　セイコーホールディング
ス㈱（東京都中央区、服部
真二代表取締役会長兼グ
ループCEO）は、6月10日
「時の記念日」にちなんで、
生活者に時間についての
意識や実態を探る調査を
2017年から実施し、『セイ
コー時間白書』として発表
してきた。
  今回で第4号となる『セイ
コー時間白書2020』は、
全国の10代～60代の男
女1200人を対象に、新型
コロナウイルス禍により時
間意識がどう変化したの
かを探った。また、1920
（大正9）年に時間を守る
生活行動の定着を目指し
て制定された『時の記念
日』が、今年で100周年を
迎えることから、日本人の
時間を守る生活行動につ
いての調査も行い、この
100年での日本人の時間
意識の変化を分析した。
　時間を守る生活行動の一つ「友人と
の待ち合わせの仕方」を聞くと、『前もっ
て時間、場所をきっちり決めて集合す
る』が68.9%と最も多く、時間を守る日
本人らしい行動が実践されている。
　これを年代別に見ると、どの世代で
も「きっちり決めて集合」が主流だが、
若い世代では『大体の時間と場所を決
めて、移動しながらLINE等で調整す

る』を選択する人が多く、20
代では39.0%と5人に2人が
現場合わせ派［図9］。先のこ
とを詳細に決めるよりも、現
場に合わせて臨機応変にと
いう方がこれからの時間の合
理化・効率化に即しているの
かもしれない。技術の進化と
ともに時間の使い方も変わっ
ていくようだ。

　『時の記念日』が制定された1920年
に開催された『時の展覧会』の集録本
には、「婦人一生のお化粧時間」として
女性の身支度にかかる時間が紹介さ
れている。それによると朝の洗面、化
粧、髪結いにかかる時間は「一時間丗
分」（1時間30分）、入浴時間は「一時
間廿分」（1時間20分）と書かれてい
る。それから100年後、現代女性の身
支度にかかる時間を今回の調査対象

者の女性600
人に聞くと、朝
の 身 支 度 は
33.7分、入浴は
31.4分。100年
前の大正女子
と令和女子で、
身支度にかける
時間は約3倍も
異なる。マルチ
タスクで昼休み

ものんびりできない現代人からすれ
ば、うらやましい時間の使い方ともいえ
そうだ（時間コラム②より）。
　また、特別インタビューでは、千葉大
学大学院人文科学研究院教授で「時
間学」の一川誠氏に、“新しい生活様
式時間”について話を聞いているので、
合わせて読んで欲しい。その他、主な
調査結果は以下の通り。

■定点観測

▽時間との付き合い方がより自己主体
的に。新しい生活様式に取り組み始め
た日本人。
▽「時間に追われる」感覚や、時間を効
率的に使う“時間マネジメント”もやや
緩やかに。
▽上昇傾向の “時価”も見直しのタイ
ミング？ オンタイム4,443円（昨年

4,427円）、オフタイム8,346円（昨年
9,632円）。しかしリモートワーク実施
別では大きな差が。
▽最も大切にしている時間は、昨年同
様、仕事始めの「月曜7時」と仕事から
開放される「金曜21時」。

■「時の記念日」制定100周年

▽時間を守ることから“自分に合った”
時間の使い方へとシフトチェンジ。
▽『時の記念日』が提唱した時間を守
る生活行動、100年を経てすっかり定
着。
▽時間の使いこなしは60点！もっとう
まく時間を使える伸びしろたっぷりで
工夫の余地あり。

■コロナ禍による影響

▽生活者の8割がコロナ禍による生活
変化を実感。リモートワーカーは変化
度94％と影響最大。
▽リモートワーカーの4人に3人
（75％）は時間のメリハリが曖昧になっ
たと感じている。
▽64％が何らかのオンラインコミュニ
ケーションに参加。
▽コロナ禍生活の時間を表す言葉の
No.1は「粛々」。心情を表す言葉の
No.1は「イライラ」。

調査の詳細はhttps://www.seiko.
co.jp/timewhitepaper/2020/ で確
認できる。

　100周年を迎えた「時の記念日」の6
月10日のJ-WAVE（81.3FM）では、

『J-WAVE TOKYO MOR
NING RADIO』『STEP
ONE』『GOOD NEIGH

BORS』『GROOVE LINE』の4番組に
わたって、「時と音楽」をテーマにした

番組が展開さ
れた。
　サッシャ氏
と増井なぎさ
氏がナビゲー
トする『STEP

　東京眼鏡販売店協同組合めがね供
養会プロジェク
ト委員会は、10
月1日メガネの
日に例年同様、
上野・不忍池の

弁天堂内でめがね供養会の実施を決
定。9月25日まで、供養を希望するメガ
ネを受け付ける。

　1 0 0年ぶりの
『「時」展覧会』が7
月12日まで、上野
公園内にある国立
科学博物館で開
催されている。
　1920（大正9）
年5月から7月にか
けて、国立科学博
物館の前身である
東京教育博物館
で、当時、時間をあ
まり気にしていな
かった庶民に時間
厳守を促すため、

時間をテーマにした
「時」展覧会が開催され
た。この展覧会が大人
気になったことがきっか
けになり「時の記念日（6
月10日）」が誕生。そし
て、2020年は「時の記
念日」100周年にあた
る。
　6月5日から始まった
「時の記念日100周年企
画展『時』展覧会2020」
（主催：国立科学博物
館、明石市立天文科学館、日本時計協
会）では、当時を振り返るとともに、今日
まで続く日本の時計技術の歩みと「時」
に関する最新の研究を紹介し、私たち

に身近な「時」につ
いて改めて考える
機会を提供してい
る。
　日本館地下1階
多目的室では、日
本の時計産業が、
時間の正確さと携
帯性の向上を限り
なく求め続け、世界
をリードしてきた、
この100年間を紹
介。正確な日本の
標準時や原子時
計、次世代の光格

子時計の研究など、時間
に関する研究の最前線
も取り上げ、精度の向上
が私たちの生活や社会
をどのように変えたかを
紹介している。
　昔の「時」を学び、現在
の「時」を理解し、未来の
「時」に想いをはせたい。
なお現在、入館には予約
が必要となるため、公式
ホームページで確認を。
▽期間：7月12日まで（休

館日：毎週月曜日、6月22日～26日）、時
間：9時～17時（入館16時30分まで）、
入館料：一般・大学生630円、高校生以
下および65歳以上は無料。

『教材集録臨時号 誌上時展覧会』 
所蔵：明石市立天文科学館
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100年ぶりに「時」展覧会を開催

J-WAVEの4番組が時の記念日に
「時と音楽」をテーマに展開

昔の「時」を学び、未来の「時」に想いをはせる

ONE』では、全編「時」をテーマに展
開。ファッションモデルの冨永愛氏を
ゲストに迎え、SDGsに関する自身の活
動について、コロナ禍で変化した「時
間」の価値観について話した。さらに、
建築家の田根剛氏、Nulbarich氏そ
れぞれに「時」に関するエピソードを聞
いた。番組レポーターであるお笑いトリ
オ・トンツカタンの森本晋太郎氏は、国
立科学博物館で開催中の「時の記念
日1 0 0周年企画展『時』展覧会

2020」について電話インタビューを実
施した。

「時の記念日」制定100年で変わった日本人の時間意識
『セイコー時間白書2020』

国立科学博物館で7月12日まで
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100周年を迎えた6月10日「時の記念日」を祝日に！！
　6月10日の「時の記念日」では、全国各地で漏刻祭が行われた。大正9年（1920年）に制定された歴史あ
る「時の記念日」を祝日にしようと準備委員会が動いている。残念ながらコロナ禍の影響で記念すべき100周
年には間に合わなかったが、国会議員をはじめ「時」を大切にする運動は各方面に広がりつつある。6月10日
「時の記念日」を祝日にする運動にご協力を！！

    2020年（令和2年）6月1５日　  （1）第2409号　（昭和25年2月28日第3種郵便物認可）


