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COVID-19による経済危機は、非接触経済の台頭により、従来の経済危機とは異なるものに
これまでの経済危機はいずれも個人消費の減少を招き、製品やサービスの需要に打撃を与え、企業活動に深刻な影響
を与えてきました。しかし、今回のCOVID-19のパンデミックにより引き起こされた不確実性に対処する中で、専門家
は少なくとも、今回の危機は前例が無いものであるということ、そして新たにネクスト・ノーマルが生まれつつあるといっ
た2点を確信しています。なぜ今回の危機に前例が無いのか、という点については、かなりの議論がなされてきました。
デロイトは、今回の危機がこれまでと異なる最大の要因は、危機と同時に起こった非接触経済（コンタクトレス・エコ
ノミー）の台頭にあると考えています。非接触経済は、供給側（例：5G、クラウドプラットフォーム、AI、およびデータ
分析のなどのデジタル技術の台頭）と需要側（例：利便性へのニーズ、健康と安全に対する意識の高まり）の双方によっ
て創出・牽引されてきました。これらの中には、以前から存在していたものもありますが、危機によって加速したもの
もあります。

非接触経済は、少なくとも2025年までに3兆ドルを超える市場へ
非接触経済は、進化の只中にあります。デロイトは、そこに二つの大きな流れがあると考えています。ひとつは「在宅
消費」の増加で、もうひとつは「家庭外での非接触」消費の増加です。全体的な消費レベルはCOVID-19禍以前のレ
ベルに戻るかもしれませんが、非接触経済は消費者の行動様式を変化させるでしょう。デロイトでは、非接触経済の市
場規模はアジアパシフィック（以下APAC）内で、少なくとも2025年までにこれまでの2倍超の、3兆ドルに達すると
予測しており、潜在的な影響も含めると家計消費支出全体のうち6割、実に11兆ドルが非接触経済のディスラプショ
ンに直面するとみています。非接触経済で最大の市場規模を持つ上位3セクターは、消費財、レジャー・レクリエーショ
ン、および教育であり、最も成長が大きい上位3セクターは、金融サービス、ヘルスケア、および消費財です。

日本の非接触経済の伸びは、アジア他国に比し大きく見劣り
非接触経済における日本のポジションは、今後のEC市場の伸びから推測するとAPAC各国の劣位に回る懸念が示さ
れます。日本は2024年にEC市場がCAGR8%で成長していくことが予想されていますが、この水準はAPAC 6か国
の中では最も低水準であり、非接触経済の拡大による成長機会を十分に取り込めない懸念が示唆されます。今後の国
をあげたデジタル化への取り組み加速による巻き返しが期待されます。

エグゼクティブ・サマリー
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非接触経済の拡大により新たな消費スタイルが主流に
デロイトでは、非接触経済の台頭により注目すべき四つの消費スタイルを、以下二つの軸により示すことができると考
えます。（1）どこで消費をするか：在宅でのバーチャル消費か、それとも家庭外での非接触（コンタクトレス）の消費を
するか、（2）購買決定の価値基準に変化があるか：体験的な価値とバリュー・フォー・マネーのどちらの価値基準を
重視するか、の2軸です。これら消費スタイルの市場規模をそれぞれ特定することは困難です。消費者行動、ニーズ、
特定の製品やサービスへの期待は依然として変化しつつあり、まだ安定していません。各市場のプレイヤは、新たなバ
リュープロポジションと、それらに付随する新しい技術やサービスを迎い入れることになるでしょう。

複雑な選択肢を捉えた、事業戦略の体系的な見直しが必要に
非接触経済により新たな市場が主流になりつつあります。本機会を最大限に自社の成長に生かすために、企業は以下
五つのアクションを取る必要があります。１）非接触経済下の消費者行動の変化を深く分析し客観的な評価を実施する。
2）ターゲットとすべき領域を絞り込む3）ターゲット市場に対する新たなバリュープロポジションの開発をする、4）バ
リュープロポジションを実現するために必要なケイパビリティの特定を行う、5）不確実性に備えた柔軟性のあるパート
ナーエコシステムを活用し、ケイパビリティ開発モデルを策定する。

深刻な危機下で効果的な意思決定を行う際の最大の敵は、不確実性でも曖昧さでもありません。
むしろ、現状の持続可能性に対する過信であり、将来への変化の先送りです。
本レポートは、このような現状を変えようという試みの一つです。
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はじまりは世界的な公衆衛生への危機でした。これが数ヶ月
の間に経済的な危機へと拡大しました。そのインパクトはあ
まりにも大きく、国際通貨基金（IMF）によると、COVID-19
危機による世界の一人当たりGDPの減少幅は、2009年の
世界金融危機の時の2倍にのぼると発表されています。これ
に対し、専門家は、今回の危機は、これまでに被った影響の
大きさだけでなく、危機で逆に拡大するネクスト・ノーマルの
台頭という点において、前例がないという点で意見が一致し
ています。

今回の拡大するネクスト・ノーマルとは何でしょうか？デロイ
トはこれを「非接触経済の台頭」だと考えます。

従って、韓国が「untact（アンタクト、非接触）」という概念を
中心とした国家戦略を打ち出したことも驚きはありません。
「アンタクト」という概念は、韓国の76兆ウォン（620億米ド
ル）規模の「ニューディール」計画の重要な項目となっていま
す。本プログラムの詳細は、136ページに及ぶレポートで発
表されましたが、「アンタクト」については47回にわたって言
及されており、ロボット、ドローン、自走車両など、人と人と
の接触の必要性を減らす技術へのさらなる投資を呼びかけて
います1。

需要サイドおよび供給サイドの両方が、非接触経済の出現を
創出・牽引しています。現在の危機以降も継続すると思われ
る五つのドライバーについては、最初の二つは需要主導型、
最後の三つは供給主導型であると考えられます（図1参照）。

身体の健康は、経済的な懸念や利便性を上回る、消費者の
最大の関心事となっています。デロイトが10ヵ国において隔
週で実施した消費者調査では、消費者の約半数が店舗に行く
ことや対人サービスに従事することに安全を感じていないと
わかりました 2。各国がCOVID-19危機からの回復期に入っ
たとしても、パンデミックの再発懸念によって、長期的には依
然、消費者の行動変容が進むでしょう。

健康と安全に対する
意識の高まり

「デジタル消費」
経験者の拡大

非接触経済
の 

5つの原動力

新たな 
クラウドネイティブ 
アーキテクチャ 
の登場

健康と安全に対する意識の高まり

「強力な後押し」
としての5G

ヒューマン 
エクスペリエンス・ 
プラットフォームの台頭

図1：非接触経済を牽引する五つの要素
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ロックダウンの間、多くの消費者は、自宅に閉じ籠ったまま日
常を維持するために、デジタルチャネルに目を向けました。人
間にとってコアとなるニーズは、仲間との交流です。テレビ会
議は、家族や友人とつながる素晴らしい手段であることが証
明されました。COVID-19以前には知られていなかったアプ
リである「ハウスパーティー」の登録者数は5,000万人にの
ぼり、一部の市場では通常の70倍を超え、82カ国 3でNo.1
のソーシャルアプリになっています。キャッシュレス決済が過
去最大規模で導入されたことは、消費者の購買活動を支えま
した。中国で電子決済と電子商取引の導入が加速されたの
は、SARSの流行が背景にあったとの声もあります4。今回の
パンデミックによって、中国以外の国々でも同様のことが行わ
れています。最近の調査 5によると、COVID-19の流行が始
まって以来、 シンガポールで67%、マレーシアとフィリピンで
64%、タイで59%、現金の使用量が大幅に減少したことが報
告されています。マレーシア、シンガポール、タイで調査した
消費者の50%近くが、同期間にオンラインショッピングの利
用が増加したと報告されています。
また、以前は物理的な場所がなければ不可能だと考えられ
ていた大規模イベントも、現在では可能になっています。驚く
べきことに、英国ではおよそ3分の2の消費者が、パンデミッ
クの間に中止となったイベントをライブストリーミングで視聴
すると回答しています6。

先進的なワイヤレス技術は、AI、IoT、クラウドコンピューティ
ングなどの革新的技術の基盤となっています7。COVID-19
を考慮すると、家庭でもモバイルでも、実質的にすべての非
接触ユースケースがインターネット接続に大きく依存してい
ることから、接続性強化への重要度がさらに明白になりまし
た。COVID-19のパンデミックそのものが、ソーシャルディス
タンスを可能にする自動化への需要を加速させ、企業はより
強力なネットワーク・インフラに依存するようになるかもしれ
ません。デロイトの最近の調査によると、経営幹部の76%が、
今後3年以内に5Gが重要な技術になると考えています7。
5Gの高度な機能は、企業が提供するサービスを変え、顧客
体験を向上させ、競争優位性を確保するのに役立ち、その結
果、非接触経済を拡大していくことになるでしょう。

デロイトの調査によると、回答者の56%が、デジタル体験に
おける「ヒューマンタッチ」が必要であると回答しました 8。非
接触なインタラクションだけでは、ユーザーの「経験負債」を
引き起こすリスクがあります。結果として、消費者により多く
のヒューマンエクスペリエンス（人間的感性中心の体験）を
提供できるプラットフォームが台頭してきています。人間の感
情を理解し表現するアフェクティングコンピューティングと呼
ばれる分野の市場規模は2019年から2024年までにCAGR
が32.3%となり、900憶米ドルにまで成長すると予測されて
います9。アフェクティブコンピューティングは、物理的なヒュー
マンタッチに取って代わることはできませんが、消費者の物理
的な状態を検知し、ニーズを推察し、文脈に応じて感情的に
対応することができます。

ITがデジタル体験や革新的な非接触サービスのバックボーン
として機能するようになり、ITアーキテクチャーの重要性が強
く認識され始めました。これによりアジャイルで拡張性の高い
エンタープライズ・テクノロジー・アーキテクチャを重視する
傾向に拍車がかかり、クラウドの採用が一層促進することが
示唆されています。IT部門の幹部の73%が、クラウドでの運
用を前提としたシステムの導入により、アプリケーションの開
発と展開が迅速になり、アップデートへの対応力がより高ま
るだろうと述べています10。これにより、企業は効率性を高め、
急速に変化する消費者の行動に迅速に対応できるようになり
ます。

ヒューマンエクスペリエンス・
プラットフォームの台頭

新たなクラウドネイティブ 
アーキテクチャーの登場

「デジタル消費」経験者の拡大

「強力な後押し」としての5G



3兆米ドル規模の
非接触経済の 
形成に向けて



1 2

非接触経済の台頭 ｜コンタクトレス・エコノミーがもたらすCOVID-19危機後の世界

8

非接触経済は進化を続けていますが、大まかな定義をするこ
とにより、その影響をはかることが出来ます。本レポートでは、
非接触経済を二つの大きな流れに分けて定義しています（図
2参照）。一つ目の流れは、「在宅消費」の増加であり、家庭
外で行われていた消費者のタッチポイントが、家庭内へとシフ
トしたことを意味します。ここには、すでに知られているeコ

マースによる消費財の購入や配達といった方法や、新たなリ
モートヘルスケアといった領域が含まれます。二つ目の流れ
は、家庭外で行われる「非接触の消費」であり、家庭外で行
われていた消費者のタッチポイントがそのまま続き、技術や
サービスの革新によって「非接触」に変化した部分を示します
（図2参照）。

消費形態は、家の外から中へと移行 消費者は依然として家庭外での消費に頼ってはいるが、 
消費様式は変化している

在宅消費の増加 非接触型の家庭外消費の増加

非接触サービスの例 非接触サービスの例カテゴリー
非
接
触
機
会

カテゴリー

消費財

食品および飲料

ヘルスケア

金融サービス

教育

レジャー・レクリエーション

消費財

食品および飲料

健康

金融サービス

教育

ホスピタリティ

輸送

電子商取引

レストラン・デリバリー

オンライン診療

バーチャルバンキング

バーチャル授業

バーチャル・ 
リアリティー体験

未来の店舗

オートマティック・オペレー 
ションによる体験型ダイニング
タッチレスモニタリング、診断、

およびケア
スマートブランチ／ 

ATMオペレーション
AR/VR学習 

およびコラボレーション

バーチャル・コンシェルジュ

サービスとしてのモビリティ 
（自動運転車中心）

デロイトは、APACでの「在宅消費」が2019年の1.2兆米ド
ルから、2025年には3兆米ドルになると考えています（図3
参照）。また、潜在的な影響力という観点から、家計消費支
出への影響を見てみると、「在宅消費」の対象となりうる品目
（図2参照）のAPAC合計の家計消費支出は2025年に11
兆米ドル 11となることが予想されます。これは家計消費支出
全体（18兆米ドル）の実に60%を占める規模ですが、この

巨額な市場が非接触経済増加によるディスラプションに直面
することになると言えます。さらに興味深いことに、
COVID-19禍の経済は、パンデミックが起こらなかった場合
に比べて、3兆米ドルの「在宅消費」の市場規模を20%大き
くしています。つまり、「在宅消費」のトレンドは、パンデミック
によって大きく成長したのです。この影響は、一過性の暴風雨
のように、看過されるべきものではありません。

図2：非接触経済の定義と範囲
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「在宅消費」の増加は一様ではありません、 影響の程度は現
在の消費レベル、デジタル・ディスラプションの傾向、および
バリューチェーンのデジタル成熟度の影響を受けて、各カテゴ
リーによって異なると予想されます。

COVID-19禍から、消費財のeコマースの普及が既に始まっ
ていたこともあり、2025年までの非接触消費全体の77%を、
消費財が牽引すると予想されます。

例えば、東南アジアの主要なeコマースプラットフォームは、
2020年第1四半期から第2四半期にかけて82%の伸びを
示し、2020年第2四半期だけでも平均訪問者数が500万
人近く増加しました。

教育分野では、COVID-19によって、オンライン・チャネルを
通じた教育サービスに大きな動きが見られました。
例えば、3月から4月にかけてのわずか2カ月間で、インドの
主要エドテックプラットフォーム12では、無料ユーザーが
1,350万人増えました。

消費財 

レジャー・レク
リエーション

教育 

健康 

食品・飲料 

金融サービス

金融サービス 

健康 

消費財 

レジャー・レク
リエーション

教育 

食品・飲料

金融サービス 

健康 

レジャー・レク
リエーション

教育 

消費財 

食品・飲料

APACでの非接触経済の市場規模は、「在宅消費」だけで少なくとも3兆米ドル規模の産業とな
り、市場としては消費財、レジャー・レクリエーション、教育が最大となり、金融サービス、健康、
および消費財が最も成長するとみられています。

出所：モニター デロイト アナリシス、Euromonitor, EIU, Investopedia, Kenneth Research, Research Dive, Statista, Research and Markets, Future Markets 
Insights, Grand View Research

APACでの「在宅」消費の市場規模（2019~2025年） 「在宅」消費のカテゴリー別の内訳
単位は10億米ドル

低

高

COVID-19禍に
よる上昇率 20%

COVID-19禍が無か
っ

た場合の
成長軌道

COVID
-19禍
での

 

成長
軌道

2025年までの
「在宅」消費規模
（米ドル）

2025年までの
「在宅」消費の伸び
（CAGR'20-25）

COVID-19による
「在宅」消費の増加

（推定値の増加
COVID-19禍があった時

と無かった時の
2020~2025年の推定

CAGRの増加率）

図3：APACにおける2025年までの「在宅」消費の市場規模
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小学生向けをはじめとする年少者へのバーチャル教育には限
界があり、パンデミック後は生徒がリアルの授業に戻っていく
可能性が高いですが、大学生や成人を対象としたMOOC（大
規模公開オンライン講座Massive Open Online Courses）
の需要は高まっており、当市場の成長は依然として加速する
と予想されます。

また、「家庭外非接触」消費についても、すでに変化の兆しが
見え始めています。ガートナー13によると、世界の小売業のトッ
プ10社のうち少なくとも2社が、人間以外の労働力を管理す
るロボットリソース組織の設立を発表しており、フィジカルな
空間での非接触技術の利用が増加していることを示していま
す。このほか、除菌作業などの特殊清掃や、消毒技術への需
要も高まりを見せています。
さらに、５Ｇの出現も「非接触家庭外」消費を後押ししていま
す。例えば武漢では電話通信事業者が、専門病院にたった3
日間で5Gのネットワークを敷設し、5G対応ロボットを導入
しました。このロボットは患者のケアや健康状態の測定を行
い、医療従事者の労働時間削減に寄与しました 14。
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日本の非接触経済の伸びは、
アジア他国に比して大きく見劣り

ここで非接触経済における日本のポジションを見てみます。
非接触経済の中で大きな規模を占めるeコマースの日本の市場規模は2019年時点では、中国に次いでAPACの中で
2位に位置付けていました。2024年に向けて、日本はCAGRで8％の順調な成長を遂げますが、APACと比較した成
長率では最も低い水準となり、結果、市場規模の点でも順位を一つ落とすと予想されています。インターネット及び関
連ビジネス・サービスの普及・浸透で日本は後れをとっていると言われていますが、このままでは、COVID-19の影響
で押し上げられた非接触経済の成長を、十分に取り込むことができない懸念が示唆されます。今後の国をあげたデジ
タル化への取り組み加速による巻き返しが期待されます。

1.中国 732

2.日本 89

3.韓国 84

4.インド 32

5.オーストラリア 22

2019（実績）

1.中国 1,435

2.韓国 148

3.日本 134

4.インド 106

5.インドネシア 57

2024（予測） CAGR

出所：モニター デロイト アナリシス、Euromonitor

6.インドネシア 19 6.オーストラリア 39 +12%

+25%

+27%

+8%

+12%

+14%

図4：APAC主要各国におけるeコマース領域の市場規模推移
単位は10億米ドル



業種

テクノロジー

Artificial Intelligence 26% -69% -11% 24% 11% -54% 17% -19% 24% 0% -27%

Business & Enterprise Solutions 101% 108% 27% 10% -12% -11% 28% 22% 249% 15% -1%

Mobile & Connectivity 16% -39% -5% -57% -27% 76% -6% 21% 274% 55% 21%

Data Science & Analytics 63% 19% -61% -7% 10% -73% -53% 19% -19% 12% 9%

Digital Realities 197% 143% 101% 278% 118% 57% 288% 132% 731% 135% -47%

E-Commerce 49% 82% 115% 10% 117% -20% 47% 23% 23% 38% 73%

FinTech 75% 482% 60% 5% 55% 18% 130% -14% ― 51% 151%

Privacy & Security 53% 668% -21% 68% 27% -43% 52% 4% 208% 18% 63%

Internet & Cloud 73% 12% 53% -5% -3% 2% 80% 59% 135% 33% 49%

Manufacturing Tech 18% -43% -1% 112% 29% 6% 1% 6% 134% 26% 77%

Sharing Economy -7% -63% -91% -98% -96% -87% -92% 15% -72% -2% -87%

Smart Solutions & Automation 173% -73% 67% 61% -37% 89% 148% -36% -42% -34% -26%

Social Innovation 21% -59% 51% -4% 22% 50% 20% 2% -56% 56% 74%

Sustainability 178% -30% 294% 185% 135% 96% 357% 173% 28% -31% 5%
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参考）スタートアップ投資も非接触領域において大きく拡大
COVID-19以降のスタートアップ企業への投資トレンドを見てみると、Digital Realties（VR/AR/MR）領域への投資
が業界横断的に進んでいることが分かりました。また、BtoCビジネスに関連の強いE-Commerce、Fintech、
Privacy & Security（Phisical Security） など、非接触技術に関連する領域への投資も進んでいる傾向が見受けられ
ました。AIやData Science & Analytics等への投資が振るわない一方で、Digital Realities等非接触技術に関連す
る技術領域への投資が旺盛になっている様子が伺えます。関連技術への活発な投資でさらに環境が整備されることで、
非接触技術はますます拡大・発展を遂げやすくなることが予想されます。

図5：COVID-19以降のスタートアップ企業への投資トレンド

対　　　象：2010年以降設立の企業
地　　　域：グローバル
データ時点：2020年9月
算 出 方 法：2019年1月～8月期および2020年1月～8月期のLast Fundingベースの投資データの各領域の増加率。 

領域定義が複数に渡る案件については該当領域全てにおいて集計対象としている。
領 域 定 義：Social Impactは、Future of work, Gamification, Tech4Goodといった領域のテクノロジーから構成される。SustainabilityはClean Tech, 

Electrification, Renewable & Recyclingといった領域のテクノロジーから構成。

出所：デロイトTechHarbor™データ （公開ウェブサイト）

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/strategy/solutions/cbs/drive-open-innovation.html
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非接触経済における
新たな消費スタイル
パンデミックは、従来のライフスタイルにおける選択肢の見直
し、再評価、および潜在的なリセットの機会を消費者にもたら
しています。デロイトは、このパンデミックの影響で新たなペ
ルソナが生まれ、ビジネスで注目すべき新たな消費スタイル
が生まれると考えています。非接触経済の台頭は、これらの
新しいペルソナや消費スタイル（図5参照）の産物と考えるこ
とができます。新たな消費スタイルをより詳しく分析するため
の方法は複数ありますが、特に以下の二つの評価軸は有効
であると考えています。

（1）消費者がどこで消費をするようになるか：在宅にてバー
チャル消費をするか、それとも家庭外で非接触消費をするよ
うになるか、（2）消費者の購買意思決定の価値基準に変化
があるか：体験的な価値基準を重視するか、感染を避けるた
めにバリュー・フォー・マネーを重視するようになるか、とい
うことです。バリュー・フォー・マネー主導型では、消費者は
機能的な有用性と利便性における一貫性を求め、これらが
価格と見合うかを基準に購買決定を行います。一方、体験主
導型では、消費者は付加価値の高い商品やブランドを通じて、
独自色のある体験を求め、特別であると感じられることが購
買動機となります。

消費の場所

行
動

購
入

体験主導型

バリュー・フォー・ 
マネー主導型

家庭外 
非接触型

タッチレス・ 
ストア愛好者

無人店舗・ドライ
ブスルーユーザー

バーチャル・
パトロン

巣ごもり 
買い物客

在宅 
バーチャル

図6：非接触経済における新たな消費スタイル（顧客セグメント）
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「無人店舗・ドライブスルーユーザー」は、タッチレスの店舗
体験とは対照的に、合理化された購入スタイルを好んでいま
す。スピードとシンプルさを重視し、自動化されたチェックイ
ンカウンターなどの、人同士の交流が全くない状態も気にし
ません。それにもかかわらず、彼らは製品やサービスとの物
理的なインタラクションを好むため、家庭外での消費活動を
維持するでしょう。このような消費者にとって望ましいバリュー
プロポジションとは、迅速かつ安全で、基本的にオンラインか
らオフラインへのシームレスな購買サービスを提供することで
す。企業がこのようなサービスに組み込むべき主な機能は、

非接触型のセルフサービス・キオスク、会計時間の短縮化、
ピックアップ・トレイ、バーチャル・チェックアウトです。この
セグメントは、既にパンデミックの前から形成されつつあり、
世界の消費者の10人に4人以上がオンラインで購入し、店
頭で受け取るサービスを、小売りショッピングで最も価値が
高いサービスであると評価しました 17。今回のパンデミックに
よって、この消費スタイルはより支持され、APACの消費者の
75%が、パンデミック後もワンタッチで済ませる決済を利用
し続けると述べています18。

デロイトは、これら二つの座標軸の相互作用から、四つの異
なる消費スタイルが出現することを想定しています。

「タッチレス・ストア愛好者」は、物理的な体験を求めている
が、健康と安全に依然として配慮した消費スタイルを志向し
ます。彼らは、物理的な世界での対面式の接触を期待してい
るにもかかわらず、安全な環境でのタッチレスなサービス体
験を望んでいます。無味乾燥とした機械的なサービスは望ん
でいませんが、感染への懸念から、人に近づきすぎるのも避
けたいと思っています。 そのような消費スタイルを実現する
バリュープロポジションとは、低接触ながら、パーソナライズ
されたつながりがある対面式の体験や優れた顧客体験です。

企業は、5G、センサー、AI主導の顧客体験などのテクノロ
ジーを活用することで、店内のデジタルでのインタラクション
を通じて、低接触性の体験を提供することができます。このセ
グメントは、APACにおいて増加傾向にあります。6つの
APAC市場の消費者を対象にした調査によると、69%が購入
前にVRブースを利用すると回答しています15。日本の消費者
の3分の2は、VR/ARがより多くの実店舗で使用されること
を望んでおり、中国の消費者の92%においても同様だと明ら
かになっています16。

あるオンラインのラグジュアリーブランドは、主力のデジタ
ルチャネルとリアルチャネルを融合させることで、リアルの
ショッピング体験に注力し、感情的なつながりを強化、そ
の一連の過程における、顧客の店舗内での消費行動につ
いてデータを収集・解析しています。顧客は入店時にスマー
トフォンでスキャンし、自らのプロフィールにログインし、
店員はそのプロフィールを活用して、接客内容の向上を
図っています。顧客が洋服を選び、試着している間に、衣
装ラックから選んだ製品情報がスマートフォンに転送され、
その中で購入する製品を決定することができます。また、
スマートドレッシング・ルームミラーを搭載し、試着室から
わざわざ出ることなく、顧客に服を選んでもらったり、他の
選択肢に対するリクエストを出してもらうことができます。
ホログラフィックディスプレイでは、顧客が店員とのインタ
ラクションを減らしたうえで、カスタマイズされた靴を作成
し、試着することが可能となります。

この店舗で得られた情報を活用することで、総合的な
ショッピング体験の変革や、顧客とのつながりの一層の深
化につながる次世代に向けたインサイトの獲得が可能と
なります。

COVID-19禍では、既存の世界的なラグジュアリーブラン
ドがソーシャル・リテール・ストアを立ち上げました。この
店舗は、大手テック企業が提供する小売技術を活用してい
るため、この新しいセグメントに対応するための最新機能
を利用することができ、将来的に急速な規模拡大が可能
です。事前に試着室を予約したり、顧客がブランドの履歴
を利用できるQRコードに接続されたデジタルスクリーン、
没入型のアプリを通じた専用サービスなどが機能すること
で、顧客がパーソナライズされ、かつ人との接触程度が低
いサービスを受けることができるだけでなく、ブランドは伝
統的な高級感を維持することができます。

事例 :
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「巣ごもり買い物客」とは、商品を家庭に届けてもらい、家庭
内で消費するスタイルを好みます。APACの6つの市場にお
ける消費者の54%が、過去12カ月の間にモバイルアプリを
通じて、ほとんどの購買活動を行いました 19。中国では、消費
者の89%が、パンデミック後に日用品や生鮮品をオンライン
で買うことに意欲的です20。このように「巣ごもり買い物客」は、
自宅にいながらにして買い物ができることを求めており、迅
速な購入と配送を期待しながら、可能な限り低価格を求めて
います。デジタル経済を通して消費することに慣れており、大
手プラットフォーマーをよく利用します。このような顧客にとっ
て望ましいバリュープロポジションとは、便利さと金額に見合
う価値、そして商品比較・選択を容易にするための機能を提
供する、エンドツーエンドのオンライン・サービス体験です。

スイス・リー（スイス再保険）による2020年4月のAPAC消
費者調査では、パンデミックの影響でこのシフトがいかに強
いものであるかが浮き彫りになりました。 保険会社がエンド
ツーエンドで保険契約を対応できることは、保険会社を選ぶ
際の最優先事項であり、中国では最も多く、77%21の消費者
がそのように感じていることがわかりました。
企業は、既存のデジタルプラットフォームを通じてこれらの顧
客にサービスを提供することができますが、顧客が主に価格
に左右されて、提供されるサービスを選択する場合、これら
の寡占的大手プラットフォームに顧客を奪われる危険性があ
ります。そのような中で競争力を発揮するためには、チャネル
の優先順位を下げ、製品開発に注力することで、コスト・リー
ダーシップを発揮しなければなりません。

飲食業界は、パンデミックで最も大きな打撃を受けた業界
の一つであり、社会が営業再開や自粛緩和に向かう一方、
消費者は依然として混雑した空間を避けたいと考えてい
ます。オンラインプラットフォームを通したフードデリバリー
サービスは主流のソリューションとなっていますが、業界
は回復のカギとなる新たな手段として、ロータッチモデル
を採用しはじめました。各社独自の非接触サービスを展
開するために、セルフオーダー・キオスクや自動化システ

ムを含むインフラの刷新が大規模に展開されています。
オンラインプラットフォームを導入することで、車や座席か
らオーダーできる仕組みを自社で提供することができ、小
規模な飲食店であっても優れたデジタルカスタマーエクス
ペリエンスを実現することが可能です。デバイスの組み合
わせは、スマートパネルを備えた注文システムから、モバ
イル経由でのオーダーを可能にする簡単なQRコードまで、
様々です。

事例 :
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「バーチャル・パトロン」は、自宅を、総合的な目的地として
利用する消費スタイルを好みます。彼らは、自宅から離れるこ
となく、バーチャル体験を行うのに役立つブランドを望んでお
り、そのような体験に喜んで割増料金を支払います。企業は、
IoTやAR/VRのようなスマートテクノロジーの普及を5Gで実
現することで、付加価値の高い製品やサービスを提供するこ

とができます。化粧品ブランドにARテクノロジーを提供して
いる企業は、米国でパンデミックが発生して以降、バーチャル
サンプリングが32%増加した、と強調しています。さらに、実
際にオンラインで商品を試した消費者は商品を購入する確率
が3倍近く上がり、購入額が10%高くなる22、といわれてい
ます。

これらの市場規模を特定するのは現時点では困難です。消費
者の行動、ニーズ、特定の製品やサービスへの期待はまだ安
定しておらず、市場においても、依然として変化が続いていま
す。各消費スタイルを維持、拡大していくため、ビジネス側で
は提供できる新しいバリュープロポジションと、それを実現す

るために必要な一連の機能を開拓していくでしょう。これらの
各々の提案は、サービスを迅速かつ低コストで提供するため
に、エコシステムの構築を念頭においたパートナーシップを
組んでいくことが求められます。

中国のオンラインプラットフォームでは、他の病気に感染
する恐れのある患者を医療施設に通わせるのではなく、遠
隔診断や検診を通して診察プロセスを簡素化することで、
利用者を拡大しました。同システムは、診察のフォローアッ
プ、処方薬の提供、市販薬の配送などを行っています。プ
ラットフォームは、標準的な治療を超えて発展し、サービ
スを提供してきました。24時間体制で医療サービスを受

けられるほか、利用者のための医療コンシェルジュとして、
バイタルサインのトラック、定期健康診断のリマインド、リ
ハビリテーションの管理などで患者の治療をサポートしま
す。医療従事者は、機械学習を活用して患者データ、治療
履歴、モニタリング状況を記録し、匿名化されたデータか
ら地域内の医療課題の分析ができるようになります。

事例 :

ある高級アクティブウェアブランドはスタートアップの買収
によって、家庭用フィットネスに進出し、家庭用スマート
フィットネス機器を販売しています。この機器は、デジタル
スクリーンと鏡の両方を兼ねた反射型ディスプレイであり、
運動用ビデオをストリーミングしながら、ユーザーは機器
からの反射した自分の映像を見ることができます。また、
会員制のサービスとして継続的に講習会を開催するほか、
在宅でバーチャルトレーニングを友人と一緒に行うことが

できるソーシャルコミュニティを提供しています。この企業
は、買収によって、体験型市場に参入し、アパレルの域を
超えて顧客のエンゲージメントを獲得しようとしており、そ
の過程でブランドロイヤルティとユーザーコミュニティを強
化しました。さらに、オンライン上のすべてのインストラク
ターがブランドのフィットネスウェア製品を着用しているた
め、クロスセリングの機会にもなっています。

事例 :
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何を目指して 
変革を進めるのか？ どこで戦うか？

どのように 
勝つのか？ どのような能力が 

必要か？ どのようなマネジメント
システムが必要か？

• 非接触経済で勝つこ
とは、自社にとって何
を意味するのか？（例 :
自社の市場を守る、
あるいは新たな市場
に進出する）

• 「北極星」のように自
社が長期的に目指す
指標は何か？（例：
顧客の維持、獲得、
市場価格の保護）

• 非接触経済のパラダ
イムの中で、ステーク
ホルダーのためにど
のような組織でありた
いと考えるか？

• どの非接触経済の市
場を優先すべきか？

• 既存市場と新規市場
のどちらで事業を展
開すべきか？

• どのような製品およ
びサービスを提供す
べきか？

• 現在の自社の商品の
うち、ネクスト・ノー
マルで消えるのはど
れか？

• これらの優先的市
場・領域に対する自
社のバリュープロポジ
ションは何か？

• この新しい環境にお
ける、自社の競争優
位のためのリソース
は何か？

• どのような、優れた競
争力あるデジタル体
験を提供するか？

• 低コストで競争するの
か、それとも差別化で
競争するのか？

• これらの市場・領域
を前にして、自社のブ
ランドと信用を確立す
るものは何か？

• 必要なテクノロジーの
うち、何を自社で構
築・購入し、何を外
部と連携する必要が
あるか？

• バリュープロポジショ
ンを提供するために、
社員やプロセスにお
いて、何を変える必要
があるか？

• 先行きの不確実性を
考えると、自社の機能
の柔軟性とスピード
を確保するにはどう
すればよいか？

• 自社の非接触経済戦
略の成功をどのよう
に評価すべきか？

• パイロット段階から、
スケールアップ／ピ
ボット段階へいつ移
行するかを決めること
ができるように、進捗
状況をどのようにモニ
タリングするのか？

事業戦略への示唆
非接触経済を戦略機会として捉えるために、五つの問いで構成されるモニターデロイトの「戦略カスケード」を活用することが
有効です。

図7：非接触経済に向けた戦略カスケードにおける主要論点

企業は、非接触経済の拡大を機会として捉えるために、一連の五つの問いに対する選択をする必要があります。
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既存のセールスおよびマーケティング機能を活性化し、参入
市場における顧客のニーズと行動の変化を客観的に評価しま
す。非接触経済は市場によって異なる進化を遂げるため、セ
グメンテーションを地域別に行う際には注意が必要です。

評価の根拠を示し、非接触経済を推進力とする新しい市場を
定義し、ターゲットの取捨選択を行います。新しい市場への新
しいバリュープロポジションを定義するには、既存のサービス、
現在の競争力のある製品やサービスがどのようにセグメント
を魅了しているか、また、新興テクノロジーを通して「不可能
な目標を設定せず、現実に実行できることを進める（art of 
the possible）」テクニックを活用します。

このタイミングで、企業は、「技術的負債」や現行のレガシー
システムの制約が、非接触経済の機会を阻害しかねないこと
を、真剣に考える必要があります。システムの複雑さに阻まれ、
新たな破壊的技術を活用できなければ、非接触経済におけ
る競争優位性を失う可能性が高くなります。経営者は、デー
タアナリティクスをどのように取り入れるか、クラウドネイティ
ブ・アーキテクチャをどのように活用するか、デジタルトラン
スフォーメーションのために5Gをどのように活用するか、と
いったアジェンダに立ち向かわなければなりません。これら
は情報システム部門のアジェンダでなく経営アジェンダです。

顧客行動分析をあらためて実施する

ターゲットセグメントを切り直す

組織としてのテクノロジー対応力を 
加速させる

戦略カスケードを用いることで中長期的な自社の戦略ストーリーが描けます。加えて、非接触経済の勢いをできるだけ早く取り
込むためには、戦略ストーリーの構築と並行して、足元で即効性ある取り組みを進めることが有効です。



1

3

2

4

非接触経済の台頭 ｜コンタクトレス・エコノミーがもたらすCOVID-19危機後の世界

19

非接触経済は、パンデミックが勢いを増す以前から、企業に
変革を迫るドライバーとして社会に徐々に出現しつつありま
した。COVID-19により、企業はより短期間で変革を進め、
成果の創出を迫られることになりました。最新の変革ストー
リーを有し、実行している経営者にとっては、これは追い風と
なる展開です。しかし、成功を妨げるような不確実因子には
依然注意を払う必要があります。
以下に、四つの不確実因子を明示します:

非接触経済は、新しい消費スタイルの創出を促進しました。
この変化は、少数グループに限定されたものではなく、すべ
ての人口層に及んでいます。消費者ニーズは、感染を予防す
る目的だけではなく、デジタルを通して実現される様々な商
品によって、常に進化しています。「在宅」と「家庭外」の生活
を融合することで、これらのペルソナにさらにダイナミックさ
と流動性が生まれています。新たな消費スタイルの変化に対
応するために、消費者の変化をどのようにウォッチするべきで
しょうか。どの変化が永続的で、どの変化が一過性のものな
のでしょうか？これらの変化に対応するために、チャネルや商
品の機動性を維持するにはどうしたらよいのでしょうか？- こ
れらは、企業が対処すべき複雑な状況の一部です。

非接触経済を成功させるためには、テクノロジーが鍵となる
ことは明らかです。先行企業は、より高い投資コストと流動性
の高い環境の中で、自社のエコシステムを形成し、参入障壁
を作り出す機会をより多く持つことになります。 企業は、リス
クを最小限に抑えるために様子見をすることも可能ですが、
事業提携やパートナーシップを確立する機会を逃すことにも
なります。リスクをとった者が勝者として「総取り」するという
考え方が、このような時代では妥当なリスクの取り方といえ
ます。

非接触経済は、デジタルトランスフォーメーションに新たなシ
ナリオを提供します。企業は、単にデジタルを開発し、デジタ
ルでの実験を大規模化することから脱却する必要があります。
また、「デジタルであること」の障壁を克服していない組織は、
非接触経済を受け入れるのに当然遅れを取るでしょう。した
がって、これまでのデジタルトランスフォーメーション戦略を、
将来の成功のために刷新する必要があります。

非接触経済の台頭は、信頼のパラダイムを物理的なものから
デジタルなものに変えるでしょう。企業は、これまで顧客と築
き上げてきた信頼への影響を十分に理解する必要があります。
もしリスクが管理されなければ、非接触経済がもたらす機会
は、長年にわたって築いてきたブランドに逆効果をもたらすこ
とになるでしょう。例えば、COVID-19禍に広く成功を収めた
オンラインビデオ会議の企業は、データのプライバシーが守
られていなかったために、プライバシーとセキュリティの面で
顧客から深刻な反発を受けました。同社は、顧客を安心させ、
被害を抑制するために、サイバーセキュリティ・アーキテクチャ
の重要なステップを踏まなければなりませんでした。持続的
な関係を構築することは、非接触経済の基盤となることに変
わりはありません。

COVID-19のパンデミックは、危機の中で安定し、新たに不
確実な未来に備えることをリーダーに課しています。しかし、
深刻な危機下で効果的な意思決定を行う際に、最大の敵と
なるのは、不確実性でも曖昧さでもありません。それは、断
固としたアクションを取るという決意の欠如や、根本的な変
化に対する抵抗です。このような、変化に対する断固たる意
思決定への姿勢が、非接触経済の台頭のような差し迫った機
会を捉えて、企業が長期的に存続していくための原動力とな
るでしょう。

市場構造は 
以前よりもはるかに複雑になる

リスクをとった者が �総取り�する

信頼を損なうリスクは一方で増大する

デジタルトランスフォーメーションの 
遅れが進化の妨げになる
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