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平成18年社会生活基本調査調査結果より

〔（括弧内は平成13年社会生活基本調査からの増減値）〔
生活基本行動779分（−2分）
睡眠
食事
家事
身の回りの用事
買い物
育児
介護・看護
受診・療養

生活者
-収入減少
-少子高齢化
-共働き等の増加

465分（−5分：−1.1%）
100分（増減なし）
88分（−1分：−1.1%）
76分（+2分：+3.2%）
24分（+1分：+2.6%）
13分（+1分：+8.0%）
3分（増減なし）
仕事の時間が
10分（増減なし）

大きく増加

社会行動287分（+11分）
仕事
216分（+9分：+4.2%）
学業
36分（+1分：+3.9%）
通勤・通学
30分（+1分：+4.4%）
ボランティア活動・社会参加
5分（増減なし）

その一方
趣味・娯楽等
148分（−11分：−7.2%）
87分（+3分：+4.0%） の時間は減少

趣味・娯楽等359分（−8分）
テレビ・ラジオ・新聞・雑誌
休養・くつろぎ
趣味・娯楽
移動（通勤・通学除く）
交際・つきあい
スポーツ
学習・研究（学業以外）

45分（+3分：+6.9%）
30分（−1分：−4.7%）
22分（−3分：−12.6%）
15分（+2分：+18.1%）
12分（−1分：−6.0%）

その他16分（−1分）

図 1 生活者の 1 日の平均行動時間
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B to Cから、B to B to B to B/Cへ
今までのバリューチェーン
R&D

サービス
開発

マーケティング
カスタマ
デリバリ
/セールス
ケア

これからのバリューチェーン
R&D

サービス マーケティング
カスタマ
デリバリ
/セールス
開発
ケア

R&D

クラウド型サービス事業

コンシューマ事業（B to C）

サービス マーケティング
カスタマ
デリバリ
/セールス
開発
ケア

顧客

エンドユーザー事業（B to B to C）

（B to Bto B/C）

コンシューマ向けICT事業者

コンシューマ
（C）

法人向けICT事業者

サービス
事業者

コンシューマ向けICT事業者

コンシューマ
（C）

エンドユーザーの立場にたって
NWとICT基盤を通じて
多様なサービス/デバイスを
ICTサービス事業者のサービス開発や
コンシェルジュ/サポートする事業
ビジネス展開を支援する事業
（トータルサービス 卸）

（トータルサービス 小売）

図 2 これからのバリューチェーン（予測）
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図 3 クラウド型サービス事業とエンドユーザー事業の違い
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