
NOW NEXT新型コロナウイルス（COVID-19）危機：組織が今すぐやるべきこと、次にやるべきこと

2020年4月

新型コロナウイルス
（COVID-19）が消費者
行動を永続的に変える

劇変する消費者行動が今後の消費財
（CPG）業界に与える影響
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新型コロナウイルスのパンデミックにより、世界は大きく変
化しています。人々の生活や購買方法は変わり、あらゆる点
で考え方も変わりつつあります。サプライチェーンはさまざ
まな試練に見舞われ、小売業は営業を停止。世界中の消費者
は新しい観点で商品やブランドを捉えています。

このウイルスにより、消費財業界はリアルタイムで再編され、
ほんの数週間の間に長期的な基盤となるトレンドが急速に形
成されています。弊社の調査では、今生み出されている新し
い習慣は新型コロナ禍以降も持続し、私たちの価値観、つま
り購買方法や場所、生活様式、働き方が恒久的に変化するこ
とが示されています。

しかしながら、たとえ危機的状況が今後継続するとしても、
現在生じている変化を探求することにより、消費財企業とし
て今すぐやるべきことを検討し、次に備えることができます。

私たちは1人ではない
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消費者は、健康面や経済面における新型コロナウイルスの影
響に強い懸念を示しています。人々はさまざまな方法で対処
し、これまでとは違う姿勢、行動様式、購買行動をとるよう
になっています。消費財企業が取り組むべき消費者像の特徴
は、感染の段階や地域の文化的背景により異なります。

世界中の人々は、ニューノーマル(新常態）に適応しようと懸
命に努力しつつも恐怖を感じています。この危機的状況が彼
らにとって、さらには家族や友人にとって、そして社会全体
に何を意味するのかを考えるほど、恐怖は高まります。

人々がもっとも懸念するのは経済への影響であり、88％の消
費者が不安であると回答しています。一方で82％は自分以外
の他者の健康に不安を感じており、この数値は個人が自分自
身の健康や雇用保障に対して懸念を抱く割合を上回ります。

このような普遍的に見える消費意欲の減退は、経済再生の準
備が整った後に直面する今後の課題を明らかにします。

危機に直面する消費者を
知る
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消費者は自分の健康以上に新型コロナウイルスによる経済的影響
を恐れている

経済への影響に不安を
感じる

自分自身の雇用保障への
影響に不安を感じる

自分以外の他者の健康に
不安を感じる

自分の健康に不安を
感じる

64% 82%

88%64%

健
康

経
済

個人的 社会的

図1.消費者が抱える自分自身および社会に対する不安

出典：アクセンチュア新型コロナウイルス消費者調査（4月2～6日実施） 「同意する」または「非常に同意する」と回答した消費者の割合
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5つのタイプの消費者が存在する
消費者はこの危機的状況にさまざまな方法で対処しています。この状況に不安や懸念を抱き、必需品や衛生用品の購入に慌てて躍起になる人や、それとは反対にパンデミック
を意にも介さず、政府や医療従事者の助言に関係なくこれまでと変わらない生活をする人もいます。今後の消費財企業は、消費者による反応を理解し、それぞれのタイプに応
じてカスタマイズし、個別化した戦略を練ることが重要です。誰にでも適用できるマーケティング手法は過去のものとして捨て去らなければなりません。

アクセンチュアの調査が特定した5つの消費者タイプ：

「私は高齢で基礎疾患があるため、
あまり身を危険にさらしたくあり
ません。」

56–69歳男性

「私も主人も問題ないと思います。
それよりも無茶なことをしたり、
トイレットペーパーを買い占めて
高値で転売したりする人達の方が
心配です。」

18–24歳女性

「心配はしていません。私ができ
ることは常に身の回りを清潔に保
つことであり、周囲も同じことを
心掛けていることを望みます。」

25–31歳女性

「ソーシャルディスタンスを保ち
たいと思います。これは自分の身
を守るためだけでなく、社会全体
の責任なのです。」

25–31歳女性

「この問題はほんとうに必要以上
に大きくなっているように思いま
す。」

40–55歳女性

これまでと変わらず行動する無
頓着なタイプを「無関心者」と
呼びます。このタイプは他のど
のタイプよりも情報を把握して
おらず、政府の助言に対する意
識も低く、助言に従う傾向も低
いため、ストレスや心配を抱え
ている割合が、他の消費者タイ
プよりも39％低い傾向にありま
す。

活動家は、社会に暮らす他者のこと
を考え、支援を行います。このタイ
プは必要なものを必要な時に買うこ
とで周囲に十分供給されるように努
め、身内よりも人のために買い物を
する傾向が56％も高いとされていま

す。活動家は、社会的取り組みの新
しい形や形式に非常に積極的です。

このタイプは将来に懸念・不安を抱
き、特に購買において反動的な傾向
にあります。このタイプの77％は自

分たちの健康に不安を感じ、今回の
感染流行により、ストレスや不安を
抱えている傾向が他より25％高い傾

向にあります。また、ニュースにも
敏感です。

このタイプはわが身のことを考え、
（周囲がそうしているので）必需品
を備蓄し、自分たちの現状が維持で
きるように努めます。このタイプの
消費者は、人付き合いを避ける傾向
が強く、この危機的状況により近隣
住民とのつながりが増したと答える
のは35%のみです。他の消費者タイ

プと比較すると、個人主義者で政府
の対応を支持する人の割合は9％少
ない傾向にあります。

このタイプは「落ち着いて実行す
る」メンタリティーを持っています。
ニュースには敏感で、82％が最新情

報を把握し、役立つ情報とそうでな
い情報を分けています。また、この
タイプによる購買が増えたのは、個
人向けの衛生用品、洗浄剤、必需品
のような推奨されたものだけです。

懸念者
21%

個人主義者
22%

合理主義者
39%

活動家
8%

無関心者
11%
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消費者タイプを把握することで、消
費者の購買行動の変化を理解するこ
とができます。最大の変化は個人向
け衛生用品に見られます。「懸念
者」による購買が50%増加したのに
対し、「無関心者」による購買はほ
んの10.4%しか増加していません。
次いで僅差で洗浄剤や缶詰食品がそ
れぞれ25.2%、20.6%と全体的に増
加しています。

購買行動の
変化
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パニック指標：消費者タイプの把握からわかる購買の変化

増加 > 5% 減少 >5%変化なし

純購入高* 懸念者
消費者の21%

個人主義者
消費者の22%

合理主義者
消費者の39%

活動家
消費者の8%

無関心者
消費者の11%

純変化の合計
変化
第1波 – 第2波

個人向け衛生用品 50.0% 42.5% 27.4% 29.1% 10.4% 33.7% -

洗浄剤 42.4% 25.9% 21.0% 24.4% 5.5% 25.2% -

缶詰食品 40.4% 26.2% 12.6% 11.1% 5.8% 20.6% -

生鮮食品 32.8% 15.1% 13.8% 15.8% 3.4% 17.1% -

冷凍食品 25.2% 17.2% 4.4% 8.1% 3.4% 11.7% -

オンライン娯楽 20.1% 11.2% 5.1% 7.7% 2.8% 9.5% -

通信 19.2% 2.8% 4.4% 12.8% -1.2% 7.2% -

ワイヤレス（無線） 22.8% 6.9% 0.6% 0.9% -1.8% 6.4% -

一般用医薬品 19.8% 3.4% 0.5% 2.1% 0.9% 5.4% -

ペットケア 6.3% -2.2% -6.8% -9.0% -0.6% -2.5% -

ノンアルコール飲料 8.2% -1.0% -7.3% -6.0% -1.2% -1.9% -

玩具・ゲーム 3.6% -8.2% -12.9% -15.8% -6.1% -7.9% -

家電 -4.2% -10.8% -18.6% -25.2% -5.8% -13.0% -

アルコール飲料 -10.8% -17.0% -15.3% -16.2% -6.7% -13.9% -

美容 -12.5% -13.2% -23.0% -25.2% -5.2% -16.9% -

インテリア -12.2% -21.5% -27.5% -34.2% -10.4% -21.7% ↓

ファッション -23.4% -26.2% -35.3% -44.0% -16.3% -29.4% ↓

消費：*純購入高は、2週間前より購買が増加した消費者をパーセンテージとして測定。購買が減少した消費者をマイナス%として測定。

出典：アクセンチュア新型コロナウイルス消費者調査（4月2～6日実施）

消費者の34%で個人向け衛生用品の購買が増加する一方、裁量消費に分類される商品の購買は低下しています。

図2. パニック指標



消費者の姿勢は、パンデミックの進行に伴い変化しています。弊社の調査では、調査時の感染流

行の段階に基づき15の市場を「発展途上市場」、「先進市場」、「安定市場」の3つのカテゴリー

に分類しました。安定市場において「懸念者」および「活動家」の割合は減少しているのに対し、

「個人主義者」および「無関心者」の割合は増加しています。しかしここでもう一つ考えなけれ

ばならないことに、文化的要因があります。アジア市場のSARSによる過去の経験だけでなく、政

府への高い信頼度（72%）は消費者の反応に大きく影響します。どの市場においても、今後の消

費財企業は、ブランド戦略や消費者エンゲージメント戦略の一環として、政府やその他の信頼さ

れる機関と連携し、取り組むことが重要です。

8

消費者の姿勢の変化



6% 10% 18%8% 10%

39%
41% 34%

21%
19% 32%

26% 21% 14%
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パンデミックの進行に伴い、消費者の姿勢は変化する。
流行が落ち着いた市場では、「懸念者」が最低の割合となる。

出典：アクセンチュア新型コロナウイルス消費者調査（4月2～6日実施）各国の分類は、フィールディング時における感染流行の段階に基づく。各国で
最初の100人の感染者が診断されてからの時間および週ベースの新規感染者数から測定。

発展途上市場 先進市場 安定市場

2%

新
規
感
染
者
数

（
日
次
）

懸念者

無関心者

活動家

個人主義者

合理主義者

図3. 感染流行の落ち着きに伴う消費者の姿勢の変化
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新型コロナウイルス感染の流行により消費者
の購買理由、購買対象、購買方法に変化が現
れています。消費者が優先するものは最も基
本的なニーズに集中し、衛生用品、洗浄剤、
必需品への需要が急激に高まる一方、嗜好品
への需要は落ち込みを見せています。また、
購入ブランドを決定する際に影響する要因も
「バイ・ローカル（自国／ローカル製品の優
先購入）」の傾向へと変化しています。さら
に、消費者が新たに食料品などの買い物をオ
ンラインへと移行したことで、Eコマースによ
る販売が増加しており、この傾向は新型コロ
ナウイルス禍後も続くことと予想されます。

不確実性に打ち勝つ
新たな購買行動
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こうした状況の中では、基本的生活
必需品に対するニーズが優先されま
す。当然ですが調査対象の消費者に
おいては、個人の健康が最優先され、
次いで友人や家族の健康が優先され
ます。そのほか、食糧や医療の保障、
経済的保障、個人の安全も主要優先
事項とされています。

基本に戻る



娯楽

個人的な達成

仕事の満足度

社会への帰属感

趣味

教育

友情

食糧や医療の保障

個人の健康基本的ニーズ

自己実現ニーズ
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消費者は今、基本的ニーズを最も重要視する

0%

1%

0%

1%

0%

1%

1%

29%

6%

6%

4%

51%

3%

7%

5%

3%

3%

5%

6%

80%

42%

31%

37%

78%

最も優先するニーズ／優先する上位3つのニーズとして選ぶ消費者の割合

最も優先

優先する上位3つ

友人や家族の健康

経済的保障

個人の安全

出典：アクセンチュア新型コロナウイルス消費者調査（4月2～6日実施）

図4. 消費者が最優先するのは、自己実現よりも基本的ニーズである
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新たな—永続する—購買習慣

高まり続ける
健康重視

消費財ブランドはこの変化に注意し、消

費者、買い物客、従業員の健康的生活の

支援を優先しなければなりません。「健

康戦略」を掲げることは、近い将来の戦

略的な差別化要因となるでしょう。

新型コロナウイルス感染の流行により、消費者はこれまでの日常的行動を変えざるを得ない状況にあ
ります。新しい習慣や振る舞いを身につけ、多くの消費者が今後も長期的に継続すると考えています。

新型コロナにより加速している3つの長期的トレンド

意識的消費の
向上

消費者は何を買うのかをより意識してい

ます。食品の無駄を抑えるように努力し、

買い物においては価格により敏感になり、

維持可能性に優れた選択を行うように

なっています。ブランドに求められるの

は、（例えば、新しいビジネスモデルを

模索することで）これを自分たちの提供

する製品やサービスの中核とすることで

す。

地域志向の
拡大

ローカル製品を優先購入する傾向は、消

費者が購入する商品（例：地元産／郷土

品）や買い物の方法（例：地元のスー

パーを支持）に反映されています。今後、

消費財企業は地元との連携方法を模索す

ることが必要です。地元産であることの

強調、地元ニーズへのカスタマイズ、地

元に関連する取組みを実施することが実

現に寄与します。
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消費者は購買行動の永続的な変化を予想

67%

60%

54%

47%
44%

41%

36%

23% 24%

68%

59%
54%

49%
46%

41% 39%

26% 24%

食品の無駄
を抑える

より健康を
意識した

買い物をする

買い物の量を
増やす

より持続可能
な選択をする

買い物の回数
を減らす

より価格を
意識した

買い物をする

自分が知ってい
る信頼のおける
ブランドだけを
購入する

より近場の
スーパーで
買い物をする

他者のために
多く買い物を

する

4月 2–6日

3月 19–25日

出典：アクセンチュア新型コロナウイルス消費者調査（3月19～25日、4月2～6日実施）

「食品の無駄を抑える」、「より健康を意識した買い物をする」が消費者が優先する上位2つの項目です。
記述内容に「同意」または「非常に同意」し、新型コロナウイルス禍後もそれを維持するだろうと考える人の割合

図5. 消費者は購買行動の永続的な変化を予想



eコマース重視の傾向は
新型コロナウイルス禍後
も続くことが予想され、
消費者のオンライン
ショッピングの割合は、
新型コロナウイルス禍後
32%から37%に増加する
と報告されています。こ
れは、eコマースチャネ
ルへの投資ニーズが確実
に拡大することを示して
います。
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eコマース需要は、新型コロナウイルスパンデミックの影響により急騰して
います。アリババのオンラインスーパーHema（盒馬）の報告によると、
春節間の受注は前年比220%まで拡大しました。これはウイルスの拡散が始
まった時期と重なります。1 米国では、オンラインデリバリーサービスの
インスタカートの登録者数が、新型コロナウイルス患者の報告者数増加に
伴い国内で10～20倍増加しました。2 また、新たにeコマース活動を始め
た登録者の多くが、新規ユーザーでした。

オンラインで最後の生鮮食品を注文した消費者の5人に1人は、生鮮食品を
初めてオンラインで注文した消費者であり、56歳以上の消費者に関しては
3人に1人の割合でした。新規ユーザーがオンラインに殺到するため、多く
の既存客はなかなか配達時間枠を確保することが困難になりました。英国
オンラインスーパーのOcado によると、2019年末に登録のあった約80万
人のアクティブ顧客のほぼ全員が、3月中は週一回のペースで注文を希望し
ていました。しかしながら、需要が急増するにつれ1回の買い物の量が50%
増加するまでとなり、スーパーが品物を揃え配達できる数が減少したので
す。3

この小売業界全体に見られたシステムキャパシティ不足により、一部の新
規ユーザーが既存の常連客に取って代わる事態となりました。利用回数の
多かった顧客は、配達時間枠という問題に直面し、今では他を利用するよ
うになっています。ここには、より多くの地元ブランドを購入したいとい
う考えもあるのです。

eコマース現象
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利用頻度が高い消費者は、需要が満たさ
れないならオンライン購入を削減
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利用頻度の高いユーザー
減退

新規ユーザー
導入

既存のアドホックな
ユーザー
維持

現在の購入割合（%）（中点）

<25% 25–49% 50–74% 75–99%「まったくない」 「いつも」

今後の購入割合（%）

新規ユーザーはオンラインでの購
入割合を

増加すると予想

出典：アクセンチュア新型コロナウイルス消費者調査（4月2～6日実施）

現在の頻度に基づく今後のオンライン購入の平均的割合
10%

一方、利用回数の多いユーザーは平均

オンラインでの購入割合が減少すると予想

9%

地域志向への回帰

新規ユーザーと比較すると、利用頻度の高
い利用者は

2.7倍
多く地域の小規模ブランド商品を購入

図6.利用頻度が高い消費者は、需要が満たされないならオンライン購入を削減
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社会的影響

新型コロナウイルス感染の大流行により、多く
の消費者は日常生活のペースを落とし、生活そ
のものを変容させており、この事実は私たちの
個人的な衛生や健康に対する考え方、社会、友
人、そして家族との付き合い方に大きく影響を
与えています。人々は自粛生活や自己隔離によ
り生じるあらゆる状況やその影響を支えるため
にテクノロジーを高頻度で活用します。また、
この危機が社会を分断するのではなく、コミュ
ニティの形成に役立つことを示す明らかな兆候
も見えています。
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高まるセルフケア

6.6

12.6

新型コロナウイルス
禍前

新型コロナウイルス
禍中

+90%

図7:

一日の手洗いの回数は?

出典：アクセンチュア新型コロナウイルス消費者動向（3月19日～25日実施）

メディアは政府や医療アドバイザーによる「手洗い」のアドバイスを
頻繁に取り上げ、国民も手洗いを心がけるようになりました。新型コ
ロナウイルス禍以前、1日約6回であった手洗いが、パンデミック下で
は平均12回、90%増加しました。概して消費者は接触部分の洗浄など
個人的に習慣を変え、85%以上の消費者はこの習慣を新型コロナウイ
ルス禍後も続けると考えています。こうした変化は、企業のポート
フォリオ内に個人向け衛生用品を追加する新たなチャンスを示してい
ます。

さらに、消費者は仮想ツールを活用したセルフケアも行っています。
調査回答者の半数はセルフケアや精神衛生により多くの時間を使って
いると答えています。世界的に見ても、健康・フィットネス関連の上
位10位アプリの2019年12月～2020年3月末におけるダウンロード数
は60%増加しています。2020年4月現在、これらアプリの8つは
フィットネス系であり、アプリ名に「At home（おうちで）」、
「home workouts（自宅トレーニング）」という単語や説明を含みま
す。4 2020年3月の最終週には、瞑想アプリHeadspaceで心を落ち着
けるエクササイズのセッションを修了したユーザーは16倍に、悩みを
見つめ直すセッションの修了者は14倍にも増加しました。5
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消費者の余暇の過ごし方

人々の娯楽時間の使い方にも変化が見られます。
これは新型コロナウイルス感染の流行やそれに
関連するソーシャルディスタンス対策によるも
ので、この習慣もまた、今後も継続することが
予想されます。半数以上（61%）の人が新型コ
ロナウイルス感染流行後も引き続きより多くの
ニュースを見ると考え、55%の人は家族とより
長い時間を過ごすことを優先するとしています。
また、娯楽、学習、DIYの増加も確認されてい
ます。

この傾向は、消費者がダウンロードするアプリ
の種類にも反映されており、エンターテイメン

ト系、ニュース、ヘルスケア関連、教育関連の
アプリが人気です。根本的な消費者ニーズ
（例：つながる、娯楽、学習、最新情報の取得
を目的）は変わりませんが、テクノロジーが実
践方法を変化させています。例えば、ユーザー
は1日約51分「Houseparty」アプリのグループ、
あるいは1対1のチャットに参加し、バーチャル
な夕食会を開催したり、バーチャルにドリンク
をシェアします。消費者は「つながり」、「学
習」、「遊び」に今後もデジタルを活用してい
くため、消費財企業は従来のツールからデジタ
ルツールへと焦点を移し、消費者との関わりや
エクスペリエンスを充実させることが必要です。
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Housepartyは人との交流に焦点を当てたア

プリで、ユーザーはバーチャル夕食会／飲み
会やゲームに参加。3月15日の週には、世界
中で前週の735倍ものダウンロード数の増加
を記録。

COVID Symptom Trackerは、個人に症状を

自分で報告してもらうことで、貴重な情報を
収集。英国でのダウンロード開始後24時間以
内に75万のダウンロード数を集め、米国でダ
ウンロードが開始した4月までには200万近
くの登録者数を記録。

Disney+ は3月24日欧州でダウンロードが開
始され、24時間で500万ダウンロードを獲
得。この動画配信サービスは4月に5000万
の登録者数を記録。Netflixが動画配信を始
め7年かけて達成した数字をDisney+はサービ
ス開始後5カ月以内で達成。

NEW

+200

+200

NEW

+86

-1

-3

+200

NEW

NEW

NEW

NEW

+200

-6

+200

+33

+55

Zoomミーティングへの1日当たりの最大参加
者数は2019年12月の1000万人から2020年3
月の2億人へと増加。3月31日現在、Zoomは
141の市場において1日当たりのiPhoneへのダ

ウンロード数でもっともダウンロード数の多
かったビジネスアプリにランクイン。（2019
年末には、1つの市場でのみ1位にランクイ
ン）

英国プレイストアの人気アプリ（ 3月26日現在）

出典：App Annie 上位200の人気アプリのみを記録しているため、200位以上の上昇があったアプリに関しては正確な順位の変化を記載できません。* (2020年3月4
日) 

出典： CNET、 Variety、 Netflix、 CNN、 App Annie、
Quartz、 TechCrunch、 Zoom Blog、Massachusetts 
General Hospital

図8. 英国におけるアプリのダウンロード数

テクノロジーが、消費者による個人的探求
を実現する新たな手段を創出

順位 アプリ

英国ダウンロー
ド開始後のラン
キングの変化* 順位 アプリ

英国ダウンロー
ド開始後のラン
キングの変化*

1 Disney+ 10 Park Master

2 Houseparty 11 Perfect Cream

3 Zoom 12 Ultimate Disc

4 COVID Symptom Tracker 13 Skype

5 Microsoft Teams 14 Instagram

6 TikTok 15 Google Classroom

7 WhatsApp Messenger 21 UK Breaking News

8 Blend it 3D 22 BBC News

9 Spiral Roll

https://www.cnet.com/news/disney-plus-surpasses-50-million-subscribers-in-five-months/
https://variety.com/2020/digital/news/disney-plus-europe-5-million-app-downloads-launch-day-1203545088/
https://media.netflix.com/en/about-netflix
https://money.cnn.com/2014/07/21/technology/netflix-subscribers/
https://www.appannie.com/en/insights/market-data/weekly-time-spent-in-apps-grows-20-year-over-year-as-people-hunker-down-at-home
https://qz.com/1295240/the-future-of-social-media-feels-a-lot-like-the-past/
https://techcrunch.com/2020/03/25/self-reporting-app-for-covid-19-symptoms-for-uk-research-sees-650k-downloads-in-24-hours/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAFGZMAiPKE6d52BB3regz3RWRFW_DO9smYZhgXzgrNO_0jjpTAwzun9j9D7NE9Ll6I6COIkaA8SXikFTocKoqMZjk8q6fg1OGxhPVuk7Ai-ljkdNEPL4_1D-XzwKqET_VxGzIaniBBI-dq7XVKY3p3qBiHIk9StsLgyXAOTKIqNA
https://blog.zoom.us/wordpress/2020/04/01/a-message-to-our-users/
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社会との距離とつながり

ソーシャルディスタンスにより人から距離を置くことが奨励さ
れる一方、これにより人々は新しい形で多くのつながりを形成
しています。全体的に消費者の80%が社会とのより強い、ある
いは変わらぬつながりを感じており、88%がこうしたつながり
は収束後も長期的にこのまま続くと感じています。

人々は支援グループに参加したり近隣住民の様子を見に立ち
寄ったり、地域レベルで自分が役に立つ方法がないか考えてい
ます。また、引退という選択の後にウイルスに対峙するため最
前線へと身を移す医療従事者もいます。英国では、NHS が支援
ボランティアの募集を開始したところ、応募者が75万人に達し
たため一時的に募集を停止することとなりました。ボランティ
アは主に4つの役割、医療品配送の手伝い、病人の指定先への移
送、病人の指定先からの移送、隔離された患者への電話を担い
ます。6

また、世界では住民が出入り口やバルコニーから一斉に拍手を
送ったり、音楽を演奏したり、心からの感謝の言葉を共有する
ことで、医療従事者やその他の必要不可欠な労働者の努力に対
し称賛の気持ちを伝えています。人と人とのつながりに勝るも
のはありませんが、消費財企業は新しい方法を模索し、戦略の
一環として地域社会に正面から関わる必要があるでしょう。
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消費者はさまざまな組織による新型コロナへの対応
に概ね満足しています。医療機関や教育機関はこの
事態に良く対処していると考えられています。
15,000台の人工呼吸器の生産を行ったダイソン7や生
産ラインを変更し、手の消毒液を生産したルイ・
ヴィトン8の2社は、高い評価を得た製造会社の例で
す。しかしながら、消費者の40%は製造業者が良い
対応を行ったとは考えていません。積極的な行動を
とらない消費財企業は、この即時的危機状況の間、
そしてこの後も顧客や従業員離れのリスクを負うこ
とになります。

組織としての対応



78%
74%

63% 63%
60%

54%

78%

71%

63%
60% 61%

54%

小売業医療機関 教育機関
（例：大学、

学校）

製造業者政府 その他の企業
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新型コロナウイルス対応の後、反動に
直面する企業も予測される

消費者の39%は製造業
者がこの新型コロナウ
イルスの事態に上手く
対応していると考えて
いません。

これは消費財企業が乗
り越える大きなチャン
スであり、効果的な対
応により、状況が落ち
着いた後に消費者から
好印象を得ることが期
待できます。

以下の組織がこの事態に良い対応を行ったと感じている消費者の割合

3月19–25日

4月2–6日

出典：アクセンチュア新型コロナウイルス消費者調査（3月19～25日、4月2～6日実施）

図9. 各組織の対応に対する消費者の意識
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新たな
バーチャル・
ワークフォース
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新たなバーチャルワークフォース

企業が出社を制限し、リモートワークを奨励するため、
人々は在宅勤務を実施しています。多くの従業員が将
来より定期的に在宅勤務を行うこと考えています。多
くの従業員がリモートワークに適切な条件やツールは
整っていると感じている一方、社会的なつながりが薄
れることに寂しさを感じる人もいます。従業員は全般
的に、雇用者が適切な措置を講じ、彼らの健康を守り、
最新の情報を提供していると感じています。

自宅：新しい拠点

現在自宅で勤務するようになった従業員はおおむね、
その状況に満足しています。当然ですが、以前から
ずっと在宅勤務をしていた人たちは、新たに在宅勤務
を始めた人よりも、より生産性が上がったと感じ、職
場で仕事をするよりも業務面で満足感を感じているよ
うです。ほとんどの消費者は在宅勤務に適切なツール
があると感じ、満足しています。バーチャルワーク戦
略を持った消費財企業は今後、従業員の価値命題を高
め、従業員の嗜好に理解がある姿勢を示すことでしょ
う。
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在宅勤務は革命をもたらすのか

職場よりも自宅の方が生産性が高い

78%

在宅勤務ができる適切なツールがある

職場で仕事をするよりも自宅の方が業務面で満足している

同僚との協業が容易である

55%

82%

在宅勤務を楽しんでいる

自宅には在宅勤務ができる十分なスペースがある

仕事から得る社会的つながりが薄れることに寂しさを感じる

55%

在宅勤務の効率的な習慣がまだ確立できていない

他の組織の従業員との協業がより容易である

86%

83%

74%

74%

62%

69%

65%

65%

61%

56%

73%

58%

35%
56%

在宅勤務常連者 在宅勤務の経験がない、または定期的ではなかった勤務者

出典：アクセンチュア新型コロナウイルス消費者調査（4月2～6日実施、N = 1,118人の在宅勤務をする回答者）

記述内容に「同意する」または「非常に同意する」と回答した消費者の割合

図10. 在宅勤務常連者と新規在宅勤務者が感じるメリット
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今や、30%の人たちが今後は在宅勤務の機会を増
やすことを考えています。そしてこのほぼ半数は
これまで在宅勤務に従事したことのない人たちで
す。しかし、これには準備が必要です。
短期的には既に効果が立証された仮想コラボレー
ションツールを活用し、在宅勤務者と協業します。
また、これまでとは異なる、新しい働き方に関す
る方針や手順を構築します。そして長期的には、
物理的なロケーションに制約されない新しい人材
プールを検討し、消費財企業にとって新しいチャ
ンスを切り拓きます。

在宅勤務革命の
始まり
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30%の人が在宅勤務機会の増加を
考えている

減る

増える

変わらない

これまで在宅勤務
の経験がなかった
人の46%が、今後
は在宅勤務の機会
を増やすことを検
討しています。

新型コロナウイルス前後における在宅勤務の頻度の変化

出典：アクセンチュア新型コロナウイルス消費者調査（4月2～6日実施、N = 1,118人の在宅勤務をする回答者）

図 11. 在宅勤務を考えている人の増加

57%

13%

30%
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消費者と
つながりを維持する
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「対応」、「初期化」、「再生」

新型コロナウイルスは健康と経済における危機であり、消費者の姿勢、行動、購買習慣に持続的な影響
を及ぼします。消費財企業は、「対応」、「初期化」、「再生」の対策を講じることでさまざまな変化
へ適応し、将来に向け強固なポジションを確立することが可能です。

対応

主要業績評価指標（KPI）を
追跡する機能横断的なコマン
ドセンターを立ち上げる

エラスティック・デジタル・
ワークフォースを実現するタ
スクフォースを設置

新たな需要やブランド目標に
関するマーケティング計画を
再形成

初期化

消費者、顧客、従業員との関
係性を再定義し、さまざまな
働き方を再考

エコシステムパートナーとの
関係を再考・再定義

提供する製品／サービスポー
トフォリオを再検討

再生

インテリジェントなデータ
駆動型のオペレーションモ
デルへの移行を加速化

新型コロナウイルス禍後の
時代に向け、企業の投資計
画の優先順位を再検討

合併、買収の機会を模索し
市場を精査
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お問い合わせ

宮尾 大志

製造･流通本部
消費財・サービスグループ日本統括

マネジング･ディレクター

江川 恭太

ビジネスコンサルティング本部
ストラテジーグループ

流通・小売プラクティス日本統括
マネジング･ディレクター
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お客さまが新型コロナウイルスによる人およびビジネスへ
の影響に対応できるよう、アクセンチュアはさまざまなト
ピックに関し最新の知見をすべて集約したハブサイトを構
築しました。

トピックはそれぞれ、「今」取るべき具体的な措置や、産
業がニューノーマル（新常態）へと移行するに従い「次
に」何を検討すべきか紹介するものです。

リーダーシップに必要な基礎から、従業員やカスタマー
サービスグループのための生産性の確保、サプライチェー
ン・レジリエンスの構築などのその他のトピックに至るま
で、アクセンチュアのハブサイトは随時更新されています。
さらなる洞察を得るため、定期的にご確認ください。

アクセンチュアのハブサイトはこちら

https://www.accenture.com/jp-ja/about/company/coronavirus-business-economic-impact
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ンターのネットワークに裏打ちされた40を超す業界に向けて、豊富な経験と
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勢、行動、習慣を捉えます。本調査は4月2日～6日まで、世界15の市場にお
いて3,074人のアクセンチュア新型コロナウイルス消費者を対象に実施され
ました。また3,313人の消費者を対象とした事前調査が3月19日～25日に実施
されています。本調査は、事態の進行に伴って変化する実態を追跡するため
に定期的に実施されます。
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