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コロナ後の新常態をどう捉えるか
—デジタル変革加速の原動力である「非接触」ニーズに注目—

Point
❶  新型コロナウイルスのパンデミックは、経済・産業のパラダイムや社会システムが転換するきっか

けになる。現在起きているのは単なる総需要の縮小ではなく、需要の中身の変質である。コロナ前
とは市場が変わり、ビジネスの前提が変わることを認識する必要がある。

❷  新型コロナウイルスがもたらした大きな変化の一つに、デジタル変革の加速が挙げられる。ほぼ全
ての分野で大規模なデジタルシフトが進み始めた。コロナ禍で導入が進んだテレワークなどは、コ
ロナ後も定着する可能性が高い。

❸  コロナ禍は、デジタル化の遅れという日本の弱点を浮き彫りにした。
❹  コロナ禍でデジタル化が急加速した根本的な原因は、人（または人が触ったもの）との接触を避け

たいというニーズ（「非接触」ニーズ）である。
❺  「非接触」がコロナ後の新常態となるため、景気回復後も従来よりも人の動きが鈍いまま経済活動

が活発化していく展開になる。
❻  非接触ニーズの広がりは、多くの既存事業に負のインパクトをもたらすが、一方で人との接触を避

ける技術やサービスが、新たな成長領域として立ち上がってくることに注目すべきだ。接触を回避
しつつ業務を遂行することを可能にする技術やサービスがすでに多数登場している。

❼  コロナがもたらすインパクトとコロナ後の新常態の姿をしっかり見据えて、それに対する準備を先
に整えた国や企業が、新時代の主導権を握ることになる。
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はじめに
　新型コロナショックにより、これまでの常識や
慣習が覆され、私たちの生活、社会、ビジネスを
取り巻く環境は激変した。コロナ後の世界で個人
や企業が生き残るためには、大きく変化した環境
に適合した、新しい戦略を講じることが求められ
る。そのためには、まずはコロナ後の世界がどの
ような姿に変わった（変わる）のか、混乱が収束
した後、どんな社会がやってくるのかを見極める

必要がある。
　本稿では、新型コロナウイルスのパンデミック
がもたらした変化について概観・整理し、コロナ
後の新常態（ニューノーマル）の姿や、コロナ後
に縮小／拡大が見込まれる市場などについて考察
する。非常に広範なテーマであるため、コロナ後
のデジタル変革の加速と、その原動力となってい
る「非接触」ニーズの広がりに焦点を当てて、論
じることにしたい。
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マクロ景気の現状認識と見通し
　冒頭で、マクロ経済の現状と見通しを簡潔に概
観しておきたい。
　新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、2020
年の世界経済はリーマンショックを超える深刻な
落ち込みを経験することがほぼ確実となった。今
回の景気の落ち込みは、通常の不況ではない。世
界各国が国民の生命と健康を重視して、人間の活
動の不活性を事実上強要した当然の結果として、
経済が縮小した。
　新型コロナ対策として人との接触を強制的に禁
止・制限すれば、感染者・重症者は減少するが、
景気後退はより深くなる。一方、経済活動の再開
を急ぎ過ぎると、再び感染が拡大する。治療薬や
ワクチンが開発され普及するまでは、世界的に感
染防止のための行動制限の強化と緩和が繰り返さ
れる可能性が高い。今後の感染対策は、新型コロ
ナによる犠牲者と経済的犠牲者（生活困窮による
自殺者など）の両方ともを増やさない、絶妙なバ
ランスのとり方が求められ、このウイルスとの戦
いは持久戦にならざるを得ない。

　先行きの不確実性が大きい状態が続くことが、
経済を抑圧する要因となるため、経済活動再開後
も景気の回復ペースは緩やかなものとなる。「自分
も感染するのだろうか」「感染拡大はいつ収まるの
か」「第 2 波、第 3 波は来るのか」「ワクチンはい
つ使えるようになるのか」といった不確実性が強
い状況が続く中にあっては、いくら各国政府が大
規模な財政・金融政策を講じても、景気押し上げ
効果は限定的とならざるを得ない。
　コロナショックは、供給面におけるサプライ
チェーンの分断と、対面型の産業・サービスを中
心とする需要の蒸発の両方を引き起こしている。
感染拡大が落ち着けば前者（サプライチェーン）
は復旧するが、後者の需要はなかなか回復しない。
このため、需要不足から世界経済はデフレ色が強
まり、今後の回復も V 字回復ではなく、L 字に近
い U 字型になる可能性が高い。
　図表 1 に東レ経営研究所による日本経済見通し
を掲げた。実質 GDP 成長率の見通しは、2020 年
度が▲ 6.3％、2021 年度が 3.0％と予測する（2019
年度実績 0.0％）。なお、この予測は、新型コロナ

（前年度比、％）

2017 年度
（実績）

2018 年度
（実績）

2019 年度
（実績）

2020 年度
（予測）

2021 年度
（予測）

実質 GDP 1.9 0.3 0.0 ▲ 6.3 3.0

個人消費 1.1 0.1 ▲ 0.6 ▲ 5.9 2.8

民間住宅投資 ▲ 1.4 ▲ 4.9 0.5 ▲ 12.9 3.3

民間企業設備投資 4.3 1.7 ▲ 0.2 ▲ 7.8 3.8

公共投資 0.5 0.6 3.3 2.4 3.2

財貨・サービスの純輸出（寄与度） 0.5 ▲ 0.1 ▲ 0.2 ▲ 1.6 0.4

　　財貨・サービスの輸出 6.4 1.7 ▲ 2.7 ▲ 21.8 11.7

　　財貨・サービスの輸入 3.9 2.5 ▲ 1.7 ▲ 11.9 7.4

名目 GDP 2.0 0.1 0.8 ▲ 6.5 2.3

GDP デフレーター 0.1 ▲ 0.2 0.8 ▲ 0.2 ▲ 0.7

鉱工業生産 2.9 0.3 ▲ 3.8 ▲ 9.7 3.6

消費者物価（生鮮食品を除く総合） 0.7 0.8 0.6 ▲ 0.5 0.3

（消費税要因を除く） （0.7） （0.8） （0.1） （▲ 1.0） （0.3）

完全失業率（％） 2.7 2.4 2.3 3.5 3.4

円レート（円／ドル） 110.8 110.9 108.9 108.5 107.0

米国実質 GDP 成長率 （暦年） 2.4 2.9 2.3 ▲ 6.2 3.1

中国実質 GDP 成長率 （暦年） 6.9 6.7 6.1 1.3 8.5

図表 1　2020・2021 年度の日本経済見通し

出所：実績は内閣府他、予測は東レ経営研究所見通し（2020年6月9日改訂）
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の世界的な感染拡大は 2020 年 4 〜 6 月期がピー
クで、以降は世界の都市封鎖や行動制限が徐々に
緩和されること、および感染の大規模な再拡大が
回避できることを前提にしている。世界で感染の
第 2 波が広がり、経済封鎖や行動制限が再発動さ
れた場合は、両年度の成長率は上記の標準シナリ
オよりも下振れすることが予想される。

パラダイムやシステムが転換する契機に
　世界的かつ大規模な疫病や恐慌の発生は、政治・
経済・産業のパラダイムや社会システムが転換す
るきっかけになるというのが歴史の教訓だ。危機
を契機に、人々の価値観や行動、文化が変化したり、
政治的なコンセンサス形成に多大な影響を及ぼし
たり、既存の秩序や体制が崩れたりする現象が、
過去にも観察された。14 世紀に欧州で大流行した
ペスト、1918 〜 1920 年のスペイン風邪のパンデ
ミック、1929 年に始まった世界大恐慌は、いずれ
もそうであった。
　すでに 2020 年 2 月からのたった数カ月で、こ
れまでの常識や慣習が簡単に覆された事例を、私
たちはいくつも目にしている。緊急事態の中で、
世界中で大規模な社会変革が起こり、新しい世界
の芽吹きが急速に進んでいる。こうなると、モノ
や人の動きは完全に以前と同じには戻らないはず
だ。コロナ禍で緊急避難的に導入された措置のう
ち、かなりの部分はパンデミック収束後も廃止さ
れることなく、存続する可能性が高い 1。

「新常態」の意味	−	もう元には戻らない
　最近、コロナ後の「新常態」という言葉がよく
使われるようになった。これはもうコロナ前とは
違った世界がこれからの常態になったこと、つま
り元の風景には戻らないことを意味する。経済・産

業の姿や構造も以前とは別物に変化するはずだ 2。
　世の中で新常態という言葉の使用頻度は上がっ
てきたが、以前の常態にはもう戻らないことへの
覚悟ができていない人が、まだまだ多いように思
われる。
　筆者はエコノミストという仕事柄、「コロナ
ショックの影響で大幅に落ち込んだ経済が元の水
準に戻るのはいつになりますか」という質問を受
けることが多い。筆者の予測では、実質 GDP が
コロナ以前の水準を回復するのは 2023 年度以降
になると見ている。2021 年度の最終四半期である
2022 年 1 〜 3 月期の時点では、コロナによる大幅
な落ち込み幅を 7 割程度しか取り戻せていない見
通しだ（図表 2）。
　もちろん、時間はかかっても経済活動の水準が
いずれコロナ前のレベルを回復することは確実
だ。だが、経済活動水準が元に戻る時期を知りた
がる姿勢には、「異常事態が終われば、元の平時に
戻る」という無意識の想定が潜んでいる。
　実際、コロナ禍で起こった変化を一時的な異常
事態として、この危機に対応している企業も少な
くない。だが、元の世界に戻らないことを前提と

1    この点について、イスラエルの著名な歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリ氏はこう語っている。「今回、実行した多くの短期的な
緊急措置は、嵐が去った後も消えることはないだろう。緊急事態とはそういうものだ。緊急時には歴史的な決断でもあっという
間に決まる。平時には何年もかけて検討するような決断がほんの数時間で下される」（日本経済新聞 2020 年 3 月 31 日朝刊「コ
ロナ後の世界へ警告」）

2    政府が 5 月 14 日に開いた未来投資会議（議長・安倍晋三首相）の配布資料にも、「かつてのオイルショックのように不可逆的な
産業構造の変化を伴う」との記述が入っており、元の姿には戻らないという認識が共有されている。

図表 2　実質 GDP 水準の回復ペースの予測
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出所： 実績は内閣府「国民経済計算」。予測は東レ経営研究所の 
見通し（2020年6月改訂）を基に作成。
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すれば、今起こっていることはパンデミック発生
中の異常事態ではなく、コロナ後の新常態へのチェ
ンジと捉えて、この変化への適応を急ぐ必要があ
る。現在起きているのは単なる総需要の縮小では
なく、需要の中身の変質である。コロナ前とは市
場が変わり、ビジネスの前提が変わることを認識
して行動することが重要だ。
　この変化に対応できなければ、企業や組織は衰
退する恐れがある。一方、変化があれば必ず新た
な機会が生まれる。新常態が生む新たな市場を見
据えて、最善の準備と戦略的な行動をとる必要が
ある。
　そのためにまず重要なことは、コロナ後の新常
態が一体どのような姿になるのかを想像し、見定
めることである。

デジタル変革が一気に加速した
　新型コロナウイルスがもたらした大きな変化の
一つに、デジタル変革の加速が挙げられる。テレ
ワーク、オンライン診療、オンライン授業など、
さまざまな分野や業種でデジタル化、オンライン
化が急速に進み始めた。デジタル技術を活用した
社会変革が本格的に進展しだした。
　もちろん、デジタル化は従来から見られた潮流
である。コロナ以前から、あらゆる領域にデジタ
ル化の波は押し寄せていたし、世界は現在、第 4
次産業革命期に入っていて、「全産業デジタル化」
が進みつつあるという認識を世界の識者は共有し
ていた。
　しかし、旧来の慣習や制度、変化を好まない抵
抗勢力の存在などにより、デジタル変革のスピー
ドはそれほど速くなかった。それがコロナ危機に
直面したことで、変化を妨げていた阻害要因が弱

まり、既存のやり方を見直す機運が高まったこと
により、一気にデジタル変革のスピードが加速し
たのである。「起こっていることの本質は以前と何
も変わらない」と達観するのは、間違いではない
が危険だ。変化が高速モードにチェンジしたこと
自体が、認識すべき重大な環境変化だからである。
　ほぼ全ての分野で大規模なデジタルシフトが進
み始めた。消費行動一つ取り上げても、実店舗の
代わりに電子商取引（EC）サイトで買い物をする

「リアルからデジタルへ」の移行が顕著に進んでい
る。対面販売がほとんどだった自動車でも、EC で
買う動きが広がりつつある 3。
　日本では、行政、医療、教育などこれまでデジ
タル化が遅々として進まなかった分野でも、つい
に変革の動きが出始めた。医療分野では、初診時
からのオンライン診療が 2020 年 4 月 10 日から

（時限的な措置として）認められた。行政の手続き
や民間の契約で根強く残る「ハンコ主義、対面原則、
書面主義」についても、デジタル化に向けて動き
始めた 4。いずれも、コロナ危機がなかったら、
全く考えられなかった展開である。
　新型コロナのパンデミックは、データ駆動型社
会への移行と ICT 関連の改革を、一挙に進める導
火線になった。向こう 5 〜 10 年の時間をかけて
進む見通しだったデジタルトランスフォーメー
ション（DX）が、今後 1 〜 2 年のうちに前倒し
で実現しそうな勢いとなった 5。そして、5G（第
5 世代移動通信システム）の商用サービス開始が
それを後押ししそうだ。

テレワークはコロナ後も継続されるのか？
　コロナ危機で加速したデジタル変革がコロナ後
も本当に定着するかどうかについて、テレワーク

3    トヨタ自動車の場合、都市封鎖下にあった 4 月の米国での販売は大部分がオンライン経由だったほか、都市封鎖が解けた 4 月の
中国の販売でも 14 万 2,900 台のうち 4 万台以上がオンライン経由だったという（出所：『日経ビジネス』2020 年 6 月 1 日「時事
深層　コロナ・エフェクト 車販売、店舗使えず EC シフト」）。

4    安倍晋三首相は 4 月 27 日の経済財政諮問会議で「対面、紙、ハンコ」のデジタル化に向けた法制度や慣習の見直しを関係閣僚
に指示した。

5    マイクロソフトのサティア・ナデラ最高経営責任者（CEO）は 4 月 29 日の会見で「2 年分のデジタル変革がこの 2 カ月で起きた」
と述べた。
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を例にとって考えてみたい。
　日本でも企業のテレワーク導入が急速に進んだ 6。
営業でのテレワーク導入も進んでおり、住宅大手
企業などの間では、オンライン商談が広がりつつ
ある。
　大企業を中心に、コロナ後もテレワークを制度
として継続すると表明する企業が増えてきた。緊
急事態宣言解除後の 5 月下旬に実施された日本経
済新聞の「社長 100 人アンケート」によれば、オ
フィスで「テレワークを継続」する企業は全体の
90％にのぼる。
　ただ、制度としては残っても、コロナが収束す
れば、多くの人の働き方は従前のオフィスへの出
社やリアル・対面での面談・会議に戻るに違いな
いという見方もある。
　しかし、テレワークは、非常時のバックアップ
としてでなく、平時の通常の働き方のメニューと
してコロナ後もしっかり定着するだろう。

コロナ後もテレワークが定着する理由
　そう考える理由として、第一に、パンデミック
発生で期せずして強いられた外出制限という経験
を通して、人々は多くの活動がデジタル（オンラ
インシステム）で実現可能であることに気づいた
ことが挙げられる。ビデオ会議などのリモートワー
クのツールを使えば多くの物理的な移動が不要に
なることや、サイバー空間でも結構仕事ができる
ことを多くの人が認識した。人間は一度経験した
便利さを手放さない習性があるから、ウィズ・コ
ロナの時代に起こった働き方の変化は、かなりの
程度常態化する可能性が高い。
　第二に、コロナ禍を世界が共通体験したことで、
働く人の優先順位の中で健康や家族の順位が上
がった。これを受け、人々の働き方や働く場所に

変化が生じて当然である。パンデミックが収まっ
た後も、在宅勤務などのテレワークは、健康志向
の高まりを背景に新常態として残るだろう。
　第三に、コロナ終息後も別の未知のウイルス感
染症の発生が想定される中で 7、デジタル化がパ
ンデミックの危機に対する耐性を持っていること
が今回確認された。したがって、今後も企業の
BCP（Business Continuity Plan：事業継続計画）
の観点から、テレワークを制度として継続するこ
とが合理的と考えられる。新型コロナの脅威が去っ
ても、未知のウイルスに脅かされる可能性は常に
ある。人類と感染症との戦いは終わらないのだか
ら、テレワーク導入などのデジタル変革を進める
必要性がなくなることはない。

日本の「IT後進国」ぶりが露呈した
　コロナ禍は、デジタル化の遅れという日本の弱
点を浮き彫りにした。
　感染拡大を抑制するため、あるいは感染リスク
を避けつつ事業を継続するために、デジタル技術
を活用する機運が世界的に高まった。こうした中
で、諸外国で進むデジタル活用の取り組みと比べ
て、日本の現状はかなり遅れており、IT 対応能力
が低いことが判明した。「ソサイエティ 5.0」を標
榜しながら、日本のデータ駆動型社会に向けた動
きが、中国、台湾、韓国と比べて遅れていることが、
今回図らずも露呈したのである。
　日本は、学校、自宅におけるパソコンなどの
ICT 機器の導入割合が諸外国と比べて低い。この
ため、コロナ禍で学校閉鎖になった小中高等学校
や大学におけるオンライン授業への移行について
も、諸外国より遅れをとることになった。
　不足しているマスクの販売管理がうまくできな
かったこと、中小・小規模事業者向けの特別融資

6    パーソル総研の調査によれば、20 年 4 月の緊急事態宣言後のテレワーク実施率は全国で 27.9％と 3 月中旬の 13.2％の 2 倍を超え、
特に東京都では 49.1％に達した。また、MM 総研の調査によれば、全国でウェブ会議システムを利用している企業の割合は 4 月
末時点で 63％と、昨年 12 月末時点の 44％から急上昇した。

7    新型コロナが終息しても、今後も世界的な感染症が発生する可能性が高い。人口が増加するアジアやアフリカの途上国で環境破
壊が進む中、人間と動物が接近しやすいため、新たな動物由来感染症が発生することは避けられない見通しだ。
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や全国民に対する一律 10 万円の特別定額給付金
の申請・支給で混乱が生じ、迅速な対応ができな
かったことは、いずれもデジタルによる社会シス
テムの効率化が遅れていることが原因である。
　かつて「ハイテク日本」と称されていたことが
信じられないくらい、今や「IT 後進国」であるこ
とがコロナ禍で明らかになった。だが、このことは、
見方を変えれば、日本がデジタル変革の遅れを取
り戻す好機が到来したともいえる。せっぱつまっ
た非常時だからこそ、抵抗勢力に邪魔されること
なく、一気呵

か

成
せい

に本気の変革に取り組める可能性
がある。ウィズ・コロナの時期に、日本の企業や
政府が非常時にしかできない変革を断行できるか
どうか。日本は今、正念場を迎えているといえよう。

デジタル化加速の原動力は「非接触」ニーズ
　この数カ月で一気に進んだデジタル化は、これ
まで人が移動・対面しつつ行ってきた情報交換や、
人同士が接して行ってきた仕事を、オンラインに
置き換えるタイプのものである。この動きの原動
力となっているのは、ウイルス感染を避けるため
に対面の接触を避けたいという動機だ。
　つまりは、コロナ禍でデジタル化が急加速した
根本的な原因は、人（または人が触ったもの）と
の接触を避けたいというニーズ（「非接触」ニーズ）
である。接触を回避したいがために、世界中でオ

ンライン化が進展した。そして、いち早くデジタ
ル化を進めた組織ほど、感染流行下でも業務を継
続することができた。
　新型コロナがもたらしたこの変化は、人々の行
動を根本から変容させるもので、根が深いと考え
られる。「感染リスクを避けること」が人々の行動
の優先事項となり、人（とりわけ不特定多数の人）
との接触を避ける行動様式が習慣化し、コロナが
終息した後も定着する可能性が高い。

人の移動は元の水準には戻らない
　非接触のニーズが広まると、リアルの経済活動
の活力を奪い、多くの業界において既存事業の縮
小という負の影響を及ぼす。
　これまで善だった「人の移動・集合・対面交流」
が、今やリスクと見なされるようになった。コロ
ナ禍で世界の主要都市で移動が制限され、その後、
経済活動が徐々に再開されつつある。たが、パン
デミックが去っても、人の移動は完全に元には戻
らないだろう。コロナ後にはソーシャル・ディス
タンシングが行動基準になり、接触を回避する行
動習慣が新常態となるからである。これにより、
航空、レジャー、旅行などのサービス分野のほか、
自動車や航空機など裾野の広い製造業分野の需要
も、構造的に下方屈曲する。
　図表 3 は米グーグルのデータを基に作成した主

図表 3　小売・娯楽施設への訪問数の水準（米独日英）
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コロナ後の新常態をどう捉えるか
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要国の訪問水準、図表 4 は米アップルのデータを
基に作成した主要国の自動車および公共交通機関
による移動水準の推移である。移動制限で落ち込
んだ経済活動がどの程度回復してきたかを見る尺
度として、最近これらのデータが注目されること
が多い。
　だが注意すべきは、コロナ後には「非移動」「非
接触」が新常態となるため、リアルの移動や訪問
の水準はかつてのベースラインより低くなって当
然という点だ 8。移動や訪問がコロナ以前の水準
に戻っていないからといって、経済が回復してい
ないと断じることはできない。デジタル変革の推
進により移動や接触を回避しながら経済活動が活
発化していくというのが、コロナ後の景気回復の
姿と見るべきだ。

移動が不活発なまま経済が拡大するのが新常態
　非接触ニーズの広がりを背景に、オンラインの
会議や面談が普及し、出張や訪問をして会いにい
かないと失礼だといった常識が徐々になくなって

いく。ビジネストリップの需要は構造的に減る可
能性が高い。
　このようにコロナ後の世界では、従来よりも人
の動きが鈍いまま経済活動を営むスタイルが定着
する可能性が高い。対面取引から非対面取引への
シフト、働き手が遠隔地にいたまま顧客に財やサー
ビスを供給する仕組みへのシフト、働き手による
リアルタイムでの関与を要しない仕組みの開発な
どが進みつつ、経済が拡大していくのが、新常態
の景気回復であると考えられる。
　経済をけん引するのは新たなスタイルの需要拡
大であり、従来型の消費や既存の生産活動の中に
は、接触回避の観点から忌避されたり、「断捨離」
されたりして、縮小するものが少なくないだろう。

接触を避ける技術・サービスが新たに台頭
　コロナ禍がもたらした非接触ニーズの広がりは、
多くの既存事業に負のインパクトをもたらすが、
一方で人との接触を避ける技術やサービスが、新
たな成長領域として立ち上がってくることを見逃

8    図表 4 において、米独日の自動車による移動水準はすでにコロナ前のレベルに戻っているが、これは人との接触機会が少なくて
済む移動手段として自動車が選好されていることが影響している。公共交通機関による移動の水準を見ると、米英ではコロナ前
と比べて大きく落ち込んだままである。

図表 4　自動車・公共交通機関による移動水準の推移（米独日英）
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出所：Appleマップによる移動データの傾向を示すツール「Mobility Trends Reports」により作成
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してはならない。
　2003 年の SARS（重症急性呼吸器症候群）発生
時の中国では、外出ができなくなった人々がアリ
ババやテンセントのサービスを活用し始めたこと
が、アリババやテンセントの躍進の一因となった。
今回の新型コロナのパンデミックにおいても、接
触を回避したいニーズに応える新技術や新サービ
スを開発・提供した企業に、躍進のチャンスがあ
ると考えられる。
　非接触を求める方向に顧客の嗜

し

好
こう

・行動が変化
した以上、企業の戦略は当然変わってくる。接触
を回避しつつ経済活動を営めることがビジネスの
武器になる。すでに接触を回避するためのソリュー
ションを提供する技術やサービス、ビジネスが世
界中で続々と生まれている。
　以下では、非接触ニーズを起点として勃興しつ
つある成長領域を、事例を挙げつつ見ていきたい。

ロボットに新たな役割が加わり需要拡大
　接触を回避するという要請が高まる中、ロボッ

ト活用の可能性が大きく広がってきた。
　ロボットは、これまで効率第一の観点から、無
人化・省力化して効率化・コスト削減を図る機械
という位置づけだった。それが、感染防止・安全
第一の観点から「人を介さずに遠隔、非接触で業
務を遂行できる機械」という位置づけが加わった
ことで、新たな需要拡大が期待できるようになっ
た。遠隔から操作ができるテレプレゼンスロボッ
トや搬送ロボットを活用すれば、接触を回避する
ことが可能になるからである。
　製造、医療、物流など、どの現場でもオンライ
ンだけで物事を完結させられないことがたくさん
ある。コロナ後には、これまで複数人で肩を寄せ
合ってしていた作業を接触を回避して行うことが
要求されるため、ロボットがこれまで以上に必要
とされることになる。
　図表 5 に示すように、製造現場において自動化・
無人化により非接触で業務を遂行できるロボット
の導入が進んでいる。
　また、防疫用途では、世界的に自律走行型の消

図表 5　遠隔・自動化により非接触で業務を遂行できるロボット（製造現場）

◆  ソニーの人工知能（AI）研究を手掛ける子会社は、ANA ホールディングスが
出資するスタートアップのアバターインと遠隔ロボ開発で提携。アバターイン
は、ロボットの目などを通じて離れた場所でも現地にいるような感覚になれる
サービスを手掛ける。

◆  ロボット開発スタートアップの ZMP は、物流施設向けに提供していた自動搬
送ロボットの生産拠点を国内に開設。物流業界の需要増に加えて、ホテルなど
新型コロナ軽症者向け施設からの引き合いが増えたのが背景。

◆  産業用ロボットのシステム構築を手掛ける三明機工は、仮想現実（VR）で生
産ラインやロボットシステムを確認するシステムを導入。ヘッド・マウント・
ディスプレーを装着すれば、実寸大の現場に入ってロボットの動作や人の作業
を検証できる。

◆  ロボット開発のメルティン MMI は、人間の筋肉などの動きを参考にしたアー
ムを搭載し、工具を用いた作業もできるロボットを開発。建設現場やプラント
などでの実証実験を行う。例えば、中東と米国をオンラインで結んだ作業など
も可能になる。

出所：各社リリース資料および各種報道を基に作成

コロナ後の新常態をどう捉えるか
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毒作業ロボットを開発、導入する動きが見られる
（図表 6 参照）。
　医療現場においても接触を回避する目的で、タッ
チレス操作の機器や消毒等のサービスロボットの
導入が相次いでいる（図表 7 参照）。
　このように、接触を回避しつつ業務を遂行する

という課題の解決に向けて、多くの分野でロボッ
ト活用の可能性が広がりつつある。

物流・小売分野で非接触型サービスの開発が	
花盛り
　物流分野や小売分野でも、人と人の接触を不要

図表 7　医療現場向けの非接触機器、消毒等のサービスロボット

◆  アルプスアルパインは、画面に直接触れなくても手を近づけるだけで入力操作
が可能な「タッチレス操作パネル」を医療や介護現場などに提案していくと発
表。2021 年ごろの製品化を目指す。

◆  病院向けの消毒ロボットを開発する米ゼネックスは、需要増を受け、2020 年
の生産量を計画比 10 倍にし、設備を増強。空港やホテル、政府機関、製薬会
社からも問い合わせがきているという。

◆  上海メディアによると、上海市の科学技術特区に拠点を置くロボットメーカー
「上海 米機器人科技」が製造した自動走行する小型消毒ロボット 40 台以上が、
湖北省武漢市の病院に配備されている。

◆  中国は、デンマークのサービスロボット企業の Blue Ocean Robotics が開発し
た消毒ロボットを購入し、武漢市内の病院に導入。病院スタッフを感染の危険
にさらすことなく、部屋の中を紫外線で殺菌できる。

出所：各社リリース資料および各種報道を基に作成

図表 6　自律走行型の消毒作業ロボット

◆  ロボット開発のミラロボティクスは、2 本のアームを持ち遠隔でさまざまな業
務ができるアバターロボットを提供しているが、接触感染の拡大防止策として
UV-C（紫外線）除菌機能を搭載したロボットハンドを新たに開発。施設内の
警備・点検・清掃業務を人と接触せずに遠隔操作で実施できるほか、「ついで
作業」として除菌を行うこともできる。

◆  ロボット開発スタートアップの ZMP は、販売中の無人警備ロボットに消毒液
の散布機能をオプションとして追加し、提供を開始。2020 年度の生産を当初
想定の 10 倍の 1,000 台に引き上げる。

◆  装着型ロボット開発のサイバーダインは、空港や航空会社向けに自律走行型の
消毒作業ロボットを拡販。2020 年度に数十台規模の販売を目指す。

◆  香港の地下鉄では、地下鉄を運行する香港鉄路（MTR）と Avalon Biomedical
社が共同開発した消毒用ロボットが使われている。過酸化水素水を放出して鉄
道車内を自動モードで消毒する。

出所：各社リリース資料および各種報道を基に作成
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とする、さまざまな技術・サービスの開発が活発
化している（図表 8、図表 9 参照）。
　食料品や荷物の宅配においても、ロボットによ
る無人配送が導入され始めている。
　現状、日本では宅配ロボットが公道を走るには
警察の道路使用許可が必要で、監視員がいない無
人化は難しい。経済産業省が中心となって 2019
年 9 月に発足した「自動走行ロボットを活用した

配送の実現に向けた官民協議会」で、遠隔監視・
操作型の自動配送ロボットの公道実証に向けた枠
組み整理の議論が進められている段階だ。
　小売業では、店内での買い物や決済を非接触で
完了できるシステムを導入する動きが広がってい
る。アマゾンのレジ無しコンビニ「アマゾンゴー」
によるジャスト・ウォークアウト・テクノロジー
などの技術が、今後注目される可能性がある。

図表 9　宅配・小売業における非接触型サービス

◆  「置き配」向けバッグ「OKIPPA（オキッパ）」を販売する物流系 IT ベンチャー
の Yper は楽天と提携を発表。オキッパはダイヤル式南京錠付きの宅配バッグ
で、玄関前などにワイヤで固定。宅配業者が荷物を入れて施錠した後、受け取
り手のスマホに通知がいく仕組み。もともとは再配達の手間を省くための商品
だったが、家にいても非対面で受け取れる点が評価され、ユーザーが急増。

◆  米小売り最大手のウォルマートは、全米の全店舗で顧客が同社専用の決済アプ
リを使えば、店内での決済は端末に非接触で完了できるシステムを導入した。

出所：各社リリース資料および各種報道を基に作成

図表 8　無人・非接触の配送・買い物代行サービス

◆  物流で運びたい人と届けたい人をマッチングするサービスを展開している
CBcloud は、店舗名と買いたい商品をアプリで指定すればドライバーが店に出
向いて購入し宅配してくれるサービスを、7 都府県で開始。

◆  ANAホールディングスはドローン機体設計のエアロネクストと物流向けドロー
ンを共同で開発する。2020 年度内にも実証実験を始め、2022 年度の量産化
を目指す。

◆  自動運転技術開発の ZMP は、2020 年夏をめどに都心部の高層マンション地
帯で、ロボットによる無人宅配サービスの実証実験を行う。

◆  米中で自動運転車の研究開発を手掛ける中国系の Pony.ai は、EC 企業の米
Yamibuy と連携し、米カリフォルニア州で自動運転車を使った食料品や荷物の
宅配試験サービスを開始。

◆  自動運転の配送ロボットを使った非接触型デリバリーサービスを世界 100 都
市以上で展開する米スターシップ・テクノロジーズは、提供地域を拡大中。専
用アプリで注文・決済すると、飲食店の料理やスーパーマーケットの商品など
を指定した場所に届けてくれる。

◆  中国・上海のスタートアップ、キーン・オン・ロボットは、2020 年 1 月以降、
検疫のために隔離された人たちに食事を運ぶ搬送ロボットを医療関連施設に約
100 台供給した。

◆  物流大手の米 UPS とドラッグストアチェーン大手の米 CVS Health は、フロ
リダにある高齢者居住地域の住人に対し、ドローンによる医薬品の配送を開始。
機体にはシリコンバレーの新興企業 Matternet のドローンを使用。

出所：各社リリース資料および各種報道を基に作成

コロナ後の新常態をどう捉えるか
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住宅・不動産業、商業施設でも非接触化の動き
　住宅・不動産業でも接触を回避するためのロ
ボットの導入や無人ショールームの開設などの動
きが相次いでいる（図表 10 参照）。
　自動車運送業では、国土交通省が運転手の健康
管理や飲酒の確認といった点呼を IT 化する動き
を進めている。
　ホテル、飲食店などの商業施設においても、各
種サービスを非接触で行う技術・サービスの導入
が進んでいる（図表 11 参照）。ここでもロボット

を積極的に活用する機運が高まっている。これま
で無機質的で味気ない印象があったロボットだが、
コロナ禍によって「感染防止ができ、無菌で清潔」
といったプラスイメージが植え付けられたことが、
商業施設でのロボット導入を後押ししている。

「3密」を回避する技術、モノにタッチしない
で済む技術に商機あり
　商業施設や公共空間において、「3 密（密閉・密
集・密接）」回避を支援する技術・サービスを開

図表 11　商業施設における各種サービスの非接触化

◆  宿泊施設の運営支援サービスを手掛ける SQUEEZE は、タブレット上での
チェックインや、鍵やカードの受け渡しがないスマートホテルの運営など、接
触を回避できる新サービスの開発を進めている。

◆  ロボットベンチャーのキュービットロボティクスは、もともとの主力商品は飲
食店用接客ロボットだったが、コロナ需要をにらみ自律走行できる消毒ロボや
配膳ロボ、発熱者やマスクの有無を判別する AI カメラなどを矢継ぎ早に商品
化している。

◆  米国でレストランを展開するカリグループは、ウイルス感染リスクを抑制する
ため、来店時の自動検温、非接触の自動支払システムのほか、米 Miso 
Robotics の調理ロボットを導入。同ロボットはカメラとセーフティスキャナー
で協働者の存在を検知でき、多数の注文を準備。スタッフの支援なしに冷凍食
品を取り出して調理してくれる。

出所：各社リリース資料および各種報道を基に作成

図表 10　業務・営業・展示の非対面・非接触化（住宅・不動産、運送業）

◆  木造注文住宅を手掛けるアキュラホームは、AI や IoT、ロボット技術を活用し
たトータルリモートシステムによって運営される無人モデルハウスを、全国
17 カ所でオープン。営業担当者に代わってロボットが顧客を案内すると同時
に、その場にいない営業担当者との双方向のやり取りも可能。

◆  室内ドアの専門会社、神谷コーポレーション湘南は、2020 年 4 月、説明員の
いない室内ドアの無人ショールームを新潟市でプレオープンした。全ての商品
にスマートフォンで視聴できる案内動画を設置。完全予約制、2 時間の貸し切
りとし、新型コロナの感染リスク「3 つの密」を軽減する。 

◆  国土交通省は自動車運送事業における運転前点呼に非対面、非接触の IT 点呼
を導入していく方針で、テレビ電話を使った疑似対面点呼やアルコール検査の
リモート化の方法を検討中。バス・タクシー・トラック事業者などから緊急に
アイデアを募り実証実験を行う。

出所：各社リリース資料および各種報道を基に作成

産業経済



2020.7・8　経営センサー
1515

発・導入する動きが活発になっている（図表 12
参照）。IT を活用することで「3 密」発生の懸念
を減らし、顧客や従業員の不安解消を図れるサー
ビスの需要は、今後拡大すると予想される。
　このほか、不特定多数の人がさわるモノに手を
触れることなく利用・操作できる技術の開発が進
んでいる（図表 13 参照）。今後はモノにタッチし
ないで済む技術の利用がさまざまな分野で拡大す

る見通しだ。ロボットにやらせる、音声認識で操
作する、顔認識で確認するといった、非接触を実
現する技術・サービスの需要が拡大するだろう。
多数の人が使うオフィス設備・機器の操作（例え
ばドアの開閉、エレベーターのボタン、コピー機
の操作など）も手でさわらなくて済む（ハンズフ
リーの）タイプに置き換わる可能性がある。

図表 13　不特定多数の人がさわるモノに触れずに利用・操作できる技術

◆  三菱電機は、触れずに指で操作できる仮想のタッチディスプレーの開発を急ぐ。
当初は 2022 年としていた製品化時期の前倒しを検討。何もない空間上に映像
を浮かび上がらせ、空中映像をタッチパネルのように操作できる。医療現場や
食品工場、マンションのエントランスや ATM など幅広い用途を見込む。

◆  日立オムロンターミナルソリューションズは、機器に触れることなく操作でき
るコンパクトタイプの空中入力装置の提供を 2020 年 10 月までに始める。内
蔵した液晶ディスプレーを使って空中に大きなボタンを表示し、空中で押す、
めくるといった動作を行うことができる。

出所：各社リリース資料および各種報道を基に作成

図表 12　 「3 密（密閉・密集・密接）」回避を支援する
技術・サービス（商業施設、公共空間）

◆  AI カメラソリューション事業を展開する AWL は、スーパーやドラッグストア
の店内でカメラを使い自動的に来店客数を数え、店内の混雑状況を「見える化」
するサービスを開始。 

◆  AI 関連のサービスを手掛けるエッジマトリクスは、NTT ドコモと連携し、AI
を使ってカメラ映像から「密集・密接検知」や「発熱検知」などができるアプ
リの配信サービスを開始。各種店舗や保育園などの法人向けに販売。

◆  小売店の経営支援を手掛けるインパクトホールディングスは、デジタルサイ
ネージ（電子看板）を使い、無人で商品紹介を行ったり、店内の混雑状況を予
測したりする事業を展開。密集を回避できる販売促進手法として拡販。

◆  防犯サービスのアースアイズは、日商エレクトロニクスと共同で、店内の映像
から店員や来店客の密集度合いを分析するサービスを発表。

◆  シンガポールでは、公園内で遠隔操作によりロボット犬（米国 Boston 
Dynamics 社製）を歩かせ、ロボット犬からリアルタイムで取得する映像を遠
隔でモニタリングしている。モニタリング映像を見た監視員は、人と人の接近
を発見した場合、1 メートル離れるようスピーカーを通じて注意喚起の音声を
流す。

出所：各社リリース資料および各種報道を基に作成

コロナ後の新常態をどう捉えるか
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安全・安心・衛生を「見える化」するサービス
がビジネスに
　新型コロナ危機の発生により、感染を予防でき
る「安全・安心・衛生」の価値がこれまで以上に
貴重なものとなった。安全・安心が得られるなら、
それに対してお金を払うという人が増えつつあ
る。こうした中、感染症予防策や「3 密」の回避
策がきちんと講じられていることを「見える化」
する技術やサービスが、ビジネスになる事例が出
てきている（図表 14 参照）。

コロナ危機でVRやアバターロボットの実用化
が前倒しに
　新型コロナの発生によって、仮想現実（VR）・
拡張現実（AR）の活用がにわかに脚光を浴びてい
る。コロナ以前に想定されたよりも前倒しで VR
や AR の実用化が進みそうだ。
　その理由は第一に、ビデオ会議での商談やミー
ティングが普通になるなど、皆がデジタルを使わ
ざるを得ない状況に慣れ、バーチャルへの抵抗感
が小さくなったことが挙げられる。ビジネス用途
の VR 等があまり違和感なく利用されやすい環境
になってきた。
　第二に、接触が回避できるリモートワークに代

替されて、リアルの対面機会が激減すると、人は
既存の遠隔会議ツールだけのコミュニケーション
に物足りなさやもどかしさ、ストレスを感じるよ
うになる。この問題を解決できるツールとして、
VR の出番が増えると予想される。なぜなら、VR
はキーボードやスクリーンの枠を超えて、人間の
体験をシームレスに拡張することで、より自然で
直感的な意思疎通を可能にする技術だからであ
る。リモートワークが普及すればするほど、顧客
や従業員の感情のつながりや共感を深めるための
VR 活用に対するニーズが増大すると考えられる。
　例えば、初等教育においては、オンライン授業
が普及する中、ビデオチャットだけの授業では限
界がある。教員が遠隔地にいながら、現実と同じ
距離感で子どもと接し、一体感と臨場感あふれる
授業を行う上で、VR は有効なツールになりうる。
　VR と全く同じ理由で、遠隔操作で仕事や用事
をこなすアバター（分身）ロボットの普及時期が
始まる可能性が出てきた。アバターロボットは、
目や耳の代わりになるセンサーと作業用の手足を
備えたロボットを遠隔地から操作するシステムで
ある。人の意識や技能、存在感を遠隔地に瞬間移
動させられることがアバターの本質であり、既存
のテレビ会議ツール等では実現できない、多様な

図表 14　安全・安心・衛生の「見える化」

◆  アイリスオーヤマは、AI 推論処理機能を備えた産業用カメラを発売し、マスク
着用のチェックや非接触で多数の人の体温を同時測定できるようにした。

◆  富士通研究所と富士通研究開発中心（北京市）は、カメラで撮影した映像から
複雑な手洗い動作を認識する AI を開発した。食品業界、医療や教育現場、宿泊・
イベント施設などにおける衛生管理や感染症予防に役立つソリューションを提
供する。

◆  カメラ解析 AI スタートアップの VAAK は、客や店員の発熱や咳などの症状、
濃厚接触などの状態、設備の消毒の有無などを検知し、感染リスクを通知する
映像解析システムの試験提供を開始。

◆  タイ小売最大手、セントラル・グループ傘下のセントラル・テックは、入店者
の体温の測定やマスクの着用を自動的にチェックし（顔認証機能を使用）、警
報で入店を食い止める装置を開発、2020 年 5 月末までに 15 店舗に導入。

出所：各社リリース資料および各種報道を基に作成
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感覚を総動員した意思疎通が可能になる。
　このため、企業がリモートワークで新事業開発
などのコラボレーションを行う際にアバターロ
ボットを活用する動きが出始めている。また、小
売店舗やホテルなどで、感染リスクを回避しつつ
人が遠隔から（在宅でも）操作できる「アバター
接客」ロボットの利用が増える可能性がある。
　図表 15 に、最近の VR やアバターロボットの活
用事例を示した（前掲の図表 5、6 の中にも VR、
アバターを活用した事例が含まれている）。

むすび	−		
新常態に適応する競争が始まっている
　地球規模の新型コロナ感染症発生で、産業史が
全く新しい区分に入ったとまで言うのは、おそら
く言い過ぎであろう。しかし、本稿で見てきたよ
うに、コロナ後の経済社会のありようや、個人の
働き方、企業のビジネスモデルがコロナ前と大き
く変わることは間違いない。新型コロナは世界の
ルールを一変させる可能性が高い。
　こうしたゲームチェンジの時代には、ビジネス

や産業の勢力図が大きく変わる。コロナ前とは市
場が変わり、ビジネスの前提が変わることを認識
して行動することが重要だ。
　本稿で見たように、新型コロナ感染拡大に伴う
移動制限を受けて、人々の行動が激変し、デジタ
ル変革が加速した。人々の行動の変化は、市場や
産業の姿や構造に変化をもたらし、多くの業界に
既存事業の縮小という負の影響を及ぼし、企業に
ビジネスモデルの変革を迫る。一方で、非接触ニー
ズの広がりという人々の嗜好・行動の変化は、新
しい需要を生み出し、新技術、新サービスの開発
や普及を後押しし、新たな市場の創造を促す。
　このようなコロナがもたらすインパクトとコロ
ナ後の新常態の姿をしっかり見据えて、それに対
する準備を先に整えた国や企業が、新時代の主導
権を握ることになる。すでに世界の国や企業は、
新常態に適応する競争を始めている。コロナ危機
で顕在化したリスクに対処し、既存のビジネスモ
デルの見直しを行うと同時に、新たに生まれてく
るチャンスをものにするための打ち手を講じるべ
きだ。

図表 15　接触回避が進む中で VR やアバターロボットの活用に注目集まる

◆  VR システム開発の Synamon（シナモン）は、法人向けに複数人が 3D アバター
で参加可能な VR 空間を提供するサービスを手掛けている。会議、研修、ショー
ルームなどさまざまな用途で共同作業に利用できる。アバターは、体の向きや
手振りが分かり、発言しているときは口が動くため、体験と空間の共有ができ、
一体感、臨場感が得られる。

◆  KDDI は外部企業と連携する事業開発拠点を VR で再現し、リモートによる事
業開発を推し進める。スタートアップの Synamon（シナモン）の VR 技術を
活用し、オンラインでも個人が一体感を持って事業創出に取り組める場を再現。
オンラインの会議ツールやホワイトボードを使って、共有画面上で課題やアイ
デアを洗い出す。

◆  福祉ロボットを手掛けるオリィ研究所は、遠隔操作で仕事や用事をこなすアバ
ター（分身）ロボットを開発。2020 年初め、都内のカフェで、遠隔地の障害
者が操作するアバターロボットの接客実験を実施。コロナ禍で需要が増加した
ことを受け、増産を予定。ホテルなどでの利用を想定。

◆  静岡県の鉄道会社、遠州鉄道は不動産事業で VR を使った物件の見学サービス
（バーチャルオープンハウス）を展開。2020 年 1 月に始めた対象物件をコロ
ナショック後に 100 件まで増やした。

出所：各社リリース資料および各種報道を基に作成

コロナ後の新常態をどう捉えるか
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