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新型コロナウイルスの感染拡大によって外出
が控えられたことで、消費行動が大きく変容し
ています。外食や旅行、レジャーなどの外出型
の消費が大幅に減り、食料品やゲーム、家電と
いった家の中での生活を充実させるような「巣
ごもり消費」が活発になりました。
では、総務省「家計調査」を用いて、新型コロ
ナの影響を受けた2人以上世帯の主な支出項目
について、具体的にみていきましょう。
まず、食事の面では、外食の食事代や飲酒代
は減少する一方、出前やパスタ、チューハイ・
カクテル、生鮮肉などの支出額は増加していま
す（図1）。

新型コロナウイルスによる
消費の変化

これらより、外出自粛中の手軽なランチ需要
や家飲み需要、高級食材などで家での食事を充
実させるような需要が増しているようすがうか
がえます。なお、いずれの増減も緊急事態宣言
が発出された2020年4、5月がピークで、経済
活動が再開された6月を境に変化しています。
教養娯楽面では、旅行やレジャーなどの支出

額は大幅に減少する一方、ゲーム機やパソコン
の支出額は増加しています。
6月以降、旅行やレジャーは回復基調にあり

ますが、温度差があります。例えば、7月の交通
費をみると、対前年同月の実質増減率の減少幅
は、航空運賃（▲86.9％）＞鉄道運賃（▲70.0％）
＞バス代（▲57.9％）の順に大きく、移動距離が
長い公共交通機関ほど、戻りが鈍くなっていま
す。また、宿泊料は▲39.3％まで戻りましたが、
パック旅行費はいまだ▲89.1％にとどまり、3
月よりも低水準です。
コロナ禍で、公共交通機関の利用を避けて自

家用車で近場の旅を楽しむ「マイクロツーリズ
ム」を提唱する旅行会社も現れました。2人以
上世帯の消費支出からも、長時間、他人と空間
を共有するような移動手段の利用は避けるよう
な状況がみえます。なお、自転車の支出額の対
前年同月実質増減率は5月（＋45.1％）をピーク
に増加傾向にあり、通勤や通学でも公共交通機
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関の利用を避けるようすがうかがえます。
レジャーでも回復に温度差があります。7月の
対前年同月で美術館や博物館などの文化施設入
場料（▲57.5％）に対して、遊園地入場料・乗物代
（▲71.1％）や映画館・演劇等入場料（▲85.2％）
の減少幅は大きくなっています。これは、文化施
設は緊急事態宣言解除後に早期に休業要請が緩
和されたことや、元々密になりにくく、会話の少
ない環境であることが影響しているのでしょう。
一方で教養娯楽面では、ゲーム機は全国一斉
休校となった3月（＋165.8％）、パソコンは緊
急事態宣言が発出されてテレワークで働く人が
増えた4月（＋72.3％）をピークに支出額が増え、
６月（ゲーム機▲6.6％、パソコン＋18.1％）は
需要が落ち着いた状況にありましたが、どちら
も７月（ゲーム機＋24.2％、パソコン＋129.1％）
に再び増加しました。
これは国民1人当たり10万円の「特別定額給
付金」の影響と考えられます。総務省によると、
7月末までの給付率は96.8％に上ります。7月
は全国的に感染が再拡大し、在宅勤務によるテ
レワークの定着化も進むなかで、少し値の張る
耐久財を買いそろえる消費者が増えたのでしょ
う。なお、7月は一般家具（＋130.7％）の支出額
も増えています。一方で在宅勤務が増えるなか、
スーツの需要が減るほか、マスク着
用の影響もあり、ファンデーション
や口紅などのメイクアップ用品の需
要も減っています。
このほか、巣ごもり消費では、家
の中で過ごす時間が増えたことで、
菓子作りや裁縫、DIY、家庭菜園な
ど、自分の手で何かを作るような需
要も増しているようです。

巣ごもり消費でみられるゲームや

感染不安による
デジタル化の加速

テレワークなどの「消費のデジタル化」ともいえ
る動きは、外出を控えて非接触志向も高まるな
かで、買い物手段にも顕著に表れました。
2020年1月頃と比べた買い物手段の利用の

増減をみると、リアル店舗では減少する一方、
ネットショッピングやキャッシュレス決済サー
ビスなどのデジタル手段では増加が目立ちます
（図2）。また、リアル店舗では、生活必需品を
買うスーパーなどと比べて、贅

ぜい

沢
たく

品などを買う
デパートやショッピングモールでは減少の割合
が高くなっています。なお、リアル店舗の利用
が減り、デジタル手段の利用が増す状況（デジ
タルシフト）は感染不安の強さと相関があるよ
うです。
感染不安は男性より女性、年代別には男女とも
30歳代、未婚より既婚、子どもがいるほうが、
ライフステージ別には第1子大学入学や第1子
小学校入学、第1子誕生で強い傾向があります＊。
なお、30歳代の約4割は第1子誕生か第1子小
学校入学というライフステージにあります。つ
まり、ソーシャルディスタンスを意識しにくい
幼い年齢の子がいたり、帰省の難しい大学生の
子を持つ生活者で感染不安は強いようです。
職業別には専業主婦で不安が強い傾向があり

ますが、就業者では、経営者・役員や正規雇用

＊ �久我尚子「感染不安と消費行動のデジタルシフト」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レポート（2020年8月18日）� �
https://www.nli-research.co.jp/files/topics/65190_ext_18_0.pdf?site=nli
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ない、契約に紙や印鑑が必要でオンラインでは
対応できないといったかたちは、もはや消費者
に選ばれにくくなったのではないでしょうか。
一方で、デジタルシフトによって、消費者に

とって失われる価値もあります。それは、五感
を使った臨場感のある消費機会です。例えば、
「デパ地下でおいしそうな香りに引かれて、総
菜を買う」「店員の勧めてくれた洋服のコーディ
ネートを気に入って衝動買いする」といった機
会は減ったのではないでしょうか。
今後、企業活動ではデジタルシフトへの対応

は必須ですが、すべてがデジタルに成り代わる
わけではないでしょう。一方で、リアルでの対
応は消費者に対して、いかに付加価値を提供す
るのかがいっそう問われるようになっています。
また、テレワークは、そもそも「働き方改革」

で進められてきたものであり、引き続き、浸透
していくでしょう。そうなれば、住まい方が変
わる可能性もあります。都心のタワーマンショ
ンではなく、郊外や地方の戸建てに住まうこと
で、例えば、若い世代が自動車を所有するよう
になるといった消費行動の揺り戻しも、一部で
生じるのかもしれません。住まいが変われば、
「モノを所有するよりも、必要な時に必要な量
だけ利用できればいい」といった、「所有より利
用」志向は緩和される可能性もあります。
そして、テレワークが浸透することで、消費

者の生活時間の構造が変わり、自由時間が増え
るのではないでしょうか。働く人の平日1日当
たりの通勤を含む移動時間は平均85分です（総
務省「平成28年社会生活基本調査」）。例えば、
週に3日在宅勤務をすれば、週に約4時間半の
移動時間が浮くことになります。
消費者の暮らしが変われば、企業のビジネス

機会も変わります。デジタルかリアルか、家の
中か外かという二者択一ではなく、融合したか
たちでのサービス提供も考えれば可能性は広が
るでしょう。新型コロナは経済活動に甚大な悪
影響をもたらしていますが、新たなビジネス機
会も生まれているのではないでしょうか。

者と比べて、パート・アルバイトなどの非正規雇
用者で不安が強いです。業種別には、宿泊業・
飲食サービス業や教育・学習支援業などで不安
が強く、パート・アルバイトではこれらの業種
に従事する割合が高くなります。つまり、在宅
勤務によるテレワークをしにくい就業者や、働
き方における自己裁量の小さい就業者で、不安
は強い傾向があります。
この感染不安の強さを念頭に、買い物手段の
デジタルシフトの状況をみると、やはり、男性
より女性、30歳代、既婚、子あり、専業主婦
などでデジタルシフト傾向が強くなっていま
す。ただし、感染不安の強いライフステージが
第1子小学校入学にある生活者では、デジタル
手段の利用は全体と比べて増加するものの、
スーパーなどのリアル店舗の利用は必ずしも減
少するわけではありません。これは、子どもの
いる就労世代などは、感染不安によらず動かざ
るを得ない用事も多いためなのでしょう。

ワクチンや特効薬などの科学的な解決方法な
どが登場し、それらが浸透し始めれば、外出型
消費を控え、巣ごもり消費を軸に据える現在の
消費行動は、徐々に元に戻るでしょう。
一方で、コロナ禍で生じた、消費のデジタル
化やテレワークの進展といった変化は、収束後
も続くと考えられます。これらは今回の事態で
新たに登場したわけではなく、ビフォーコロナ
からの流れもあるためです。今回の事態で変化
が一気に加速したという見方が妥当でしょう。
ところで、ビフォーコロナでは、自動車や

ファッションなどのモノよりも通信料やレジャー
などのサービス（コト）にお金を費やす「モノか
らコトへ」という変化がみられていました。し
かし、コロナ禍では、コトのあり方も変わりま
した。診療やフィットネスなど、これまでリア
ル（対面）のみでの対応が常識と思われていた
サービスまで、一気にオンライン対応が始まり
ました。よって、リアル店舗でしか対応してい

ポストコロナの消費者像


