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新型コロナウイルス感染症の感染拡大、それに伴う緊急事態宣言の発令による自粛生活は、生活者の意識、行動に大きな影
響を与えました。ここでは2020年４月末から２ヶ月にわたって実施された全国47都道府県の279名に対するMROC
（Marketing Research Communities)と2020年6月に全国5,000名に対して実施された意識調査から、コロナ下の生活
者の意識や行動を分析した結果をご紹介いたします。
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MRI 未来構想センター 佐野紳也
📫 mif@mri.co.jp

最初の調査テーマは「どのようなことについて、今、不安を抱えているか」で、掲示板とアンケートで問いかけてみました。
⚫ 「自分や家族が感染し重症化」の懸念が最も多く、とくに家族ある方で指摘が多い傾向にあります。
⚫ 単身者は感染することよりも「感染に気がつかず他人にうつす」「感染終息が見通せず閉塞感が続く」という不安が多いようです。孤立化して
いる影響もあると考えられます。

⚫ 小学生の子のいる人の約９割は、「子供が学校に行けず学力低下」を懸念しています。オンライン授業等を実施している学校との格差を感じ
る人も多いようです。 <MROC概要＞

名称：「新型コロナ下の私たちの生活を語
り合うコミュニティ」
調査手法：MROC
参加者数：279名
実施期間：2020/4/28～6/30

<定性調査概要＞
テーマ：「今、不安に思っていること」
調査手法：掲示板
参加者数：222名 発言数：734件
調査期間：2020/4/28～5/11

<定量調査概要＞
第１回「今の不安についてのアンケート」
調査手法：MROC内アンケート
参加者数：246名
実施期間：2020/4/30～5/6

#01 【不安】

家族のある人は自分や家族の感
染重症化の不安、単身者は他者
への感染、閉塞感の不安
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うちは普通の公立
なので、私立は
ネットで勉強してい
るらしく、なんか差
があるなと･･･
（40代、女性、
東京都、夫婦と
子世帯）

コロナに感染し、急
激に悪化し、急死す
ること（終活ノートを
まだ作っていないので、
子供に迷惑をかけそ
うで心配）（70代、
女性、埼玉県、夫
婦世帯）

仮に無症状であった
場合、買い物や宅
急便受け取りの際
などでは近い距離で
の人との接触がある
ため、生活インフラを
担っていただいている
方に迷惑をかけてし
まわないか心配
（40代、女性、大
阪府、一人暮らし）

まずは自分が感染し
ないで済むかどうかが
不安。仕事の先行
きも見えない。安心
できる材料が全くな
いことが不安（50
代、男性、青森、一
人暮らし）

執筆/問合先
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執筆/問合先

MRA mif事業チーム 橋本友範
📫 mif@mri.co.jp

MROCの調査テーマ、2番目は「コロナ前と今のライフスタイルの変化」です。掲示板には、顕著な日常生活の変化として、「食生活」「仕事」「買い
物」「時間の使い方」に関するコメントが多くありました。食生活では「外食」が減少し、「内食」「テイクアウト」「ミールキット」「趣味の料理」が増加、
仕事では仕事量の減少、 「副業」の増加、「テレワーク化」等が特徴的です。外出が減り、買い物の「機会・回数が減った」という意見が多くを占め
ましたが、「ネット購入」は増加したようです。また、生活の変化が大きいのか敏感にストレスを訴えるのは女性で、「家事の負担」や「買い物」など
様々な生活リズムの変化からくるようです。男性は「運動不足」にフラストレーションを感じる意見が比較的多くありました。テレワークにより睡眠時間
が増えたという意見が多い一方で、ローテーブルでの在宅勤務から持病の肩こりが悪化し睡眠不足を訴える声もありました。

<MROC概要＞
名称：「新型コロナ下の私たちの生活を語り
合うコミュニティ」
調査手法：MROC
参加者数：279名
実施期間：2020/4/28～6/30

<定性調査概要＞
テーマ：「コロナ前と今のライフスタイルの変
化」
調査手法：掲示板
参加者数：220名
発言数：648件
調査期間：2020/5/5～5/18

#02 【生活】

「食生活」「仕事」「買い物」「時間」
に変化。変化は女性でより大きく、
ストレスが多い

◼ 外食がなくなり、自炊している。パンやお菓子作りが増えている
➢ 「妻がホームベーカリーでパンを焼くのは少し増えた気がします。」

(男性,30代,神奈川県,会社員・団体職員,テレワーク・在宅勤
務有,既婚(配偶者))

◼ 子どもの休校で食事を作る回数が増えて面倒。デリバリーやテ
イクアウトが増えた

➢ 「食は、子供の学校が休校になり給食が無くなった分、昼食の
分が、食材や作る回数が増えました。2か月以上になるのでいい
加減面倒です。なので、デリバリーや持ち帰りは増えました。 (女
性,40代,東京都,パート・アルバイト,テレワーク・在宅勤務有,既
婚(配偶者,子))

➢ 「コロナ前はテイクアウトはほとんどしていませんでした。今は各お
店がテイクアウトをやってらっしゃるので、SNSなどで見て行ったりし
ていますあとはミールキットを頼んでいます。」(女性,20代,滋賀
県,休職中,既婚(配偶者))

◼ ストレスを感じている、フラストレーションを感じる
➢ 「子供がずっと家にいて、お昼も注文つけてくるのがちょっとストレス。
それまではお弁当持っていっていたのに、お弁当のほうが楽だっ
た」(女性,40代,京都府,主婦,既婚(配偶者,子))

➢ 人気店のテイクアウトを初体験（略）雰囲気が大切だったのか、
あまり美味しく感じませんでした。プラスチック容器でごみが増える
のもストレスなので、もうしないと思います。」(女性,50代,和歌
山県,パートアルバイト,既婚(配偶者))

➢ 「常に家族みんなが何らかのスポーツをやるのでこれだけ長期間
外で体を動かせない事態になると深刻ですね。家の中でできるト
レーニングは限界がある（略）」（男性,50代,東京都,会社役
員・団体役員,既婚（配偶者））

◼ テレワークの働きやすさ、時間的余裕に満足

➢ 「自分は共働きが当たり前ではない世代だが、こういう仕事の方
法もあったのだと目から鱗の思いがしている。育児や介護を抱え
ながら仕事をしている人にとって、これをきっかけに少しでも働きや
すい世の中になってくれれば良いと思う。」（男性,50代,滋賀県,
会社員・団体職員,既婚,年収1000～1500万）

➢ 往復の通勤時間は睡眠時間に変わりました（笑） 自家用車
での通勤で、渋滞が嫌なので朝は6時前に出勤し、夕方は18
時以降に会社を出ていましたが、渋滞のイライラもなくなり、時間
的余裕とストレス軽減に役立っています。 （男性,50代,山梨
県,会社員・団体職員,未婚,年収1000～1500万）

➢ 自宅はローソファーにローテーブルとテレワークには向かない環境
で、元々酷かった肩こりが更に酷くなってしまいました。 いつもお
世話になっているマッサージ店は電車で行かなければならないた
め自粛していますが、凝りすぎて睡眠に支障が出てきたので家の
近所のマッサージ店に行くか迷っています。（女性,40代,東京
都,会社員・団体職員,未婚,年収200～500万）

<発言一部抜粋＞

※発言人数からははレスポンス発言を除いている※％は男女それぞれの総発言数に対する割合

<男女別関連キーワード出現数の分布＞
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執筆/問合先

MRI プラチナ社会センター 片岡敏彦
📫 mif@mri.co.jp

3番目のMROCの調査テーマは「コロナ前と今の仕事・働き方の変化」です。
⚫新型コロナの影響で、多くの人の働き方が変化しました。大都市圏の正社員を中心に、テレワーク・在宅勤務を実施している様子がみられます。なお、
テレワーク環境をコロナ以前から整備していた企業は一部であり、緊急事態宣言下で、半ば強制的に対応した企業が多いようです。そのため、在宅
勤務で、企業のシステムや従業員の自宅のインフラが整わず仕事の効率や生産性が低下した等を指摘する声も聞かれています。

⚫しかし、時間的なゆとりの増加、家族とのコミュニケーションの増加、電話の取次ぎや会議がなくなり業務に集中できる等の在宅勤務のメリットを評
価する人も多く、今後も、必要に応じて出勤とテレワーク・在宅勤務を組み合わせるなど、柔軟に働くことを希望する人が多くみられています。

<MROC概要＞
名称：「新型コロナ下の私たちの生活を語
り合うコミュニティ」 」
調査手法：MROC
参加者数：279名
実施期間：2020/4/28～6/30

<定性調査概要＞
テーマ：「コロナ前と今の仕事・働き方の変化」
調査手法：掲示板
参加者数：213名 発言数：534件
調査期間：2020/5/8～5/21

#03 【働き方】

今後もテレワーク・在宅勤務を取り
入れた働き方を希望

＜ここが良い「テレワーク・在宅勤務」＞
• 朝の身支度の時間、通勤時間、Ｙシャツのアイロン時間
など、会社に行くために必要としていた時間・コストが無く
なった (30代男性,福岡県)

• 家族と顔合わせて過ごす時間が増えた (30代男性, 宮
崎県)

• 10年ほど前からペーパーレス化。国連が「SDGs」を掲げ
て以降は書類をデータ保存、社内ネットワークで閲覧でき、
業務はスムーズに移行。Web会議はVPNを安定させるた
めカメラはOFFとなりラフな服装、ノーメイクでお肌の調子も
良い (50代女性,東京都)

• 集合しての会議がなくなり業務に集中できるようになった
(50代男性, 神奈川県)

• 電話の取次もないので自分の仕事に集中できる (20代
男性,神奈川県)

＜ここが問題「テレワーク・在宅勤務」＞
• 紙の資料が多いことや、社内でないと会社のシステムを使
用できなかったり不便 (20代男性,神奈川県)

• 自宅の仕事スペースを確保出来ていない。やる気という点
で仕事に意識を向けることも難しい。生産性が７割程度
に下がる気がする (40代男性, 兵庫県)

• 公私のメリハリが付きにくく効率が上がらない (50代男性,
北海道)

• ON /OFFの切替が曖昧で夕食後や休日につい仕事をし
てしまう (50代女性,東京都)

• 今までは、所定時間にきっちりいることが重要で顔を合わ
せてこそという企業文化だったが、テレワークを始めて、タス
ク管理が大変になった (40代男性,東京都)

• web会議では細かな表情の変化や雰囲気を読み取るの
にすごく集中力が要る。チャットやメールではニュアンスを伝
えにくい (40代女性,大阪府)

＜今後も継続したい「テレワーク・在宅勤務」＞
• オリンピック中や地震などの震災の際は実施できる体制が整った (20代男性, 神奈川県)
• テレワークと出勤を使い分けたい。機材利用したい時だけ出社し、あとはテレワークに (40代男性,熊本県)
• 通勤時間が無いだけでかなり時間にゆとりができた。週1.2回これからも会社で導入されたら良い (30代女性, 東京都)

<MROCでの発言一部抜粋＞<MROC参加者リクルート調査＞
昨今の、新型コロナウイルスによる感染症の流行により、

あなたの生活にどのような影響が出ていますか
（調査時点：2020年4月末）※正規従業員のみ

注:三大都市圏＝東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、
愛知県、岐阜県、三重県、大阪府、京都府、兵庫県

会社員・団
体職員
全体

N=4969

内)三大
都市圏
居住者

N=2998

内)その他
地域居住
者

N=1971

テレワーク・在宅
勤務を実施

34.9％ 44.6％ 20.0％

仕事でビデオ会
議を実施

16.6％ 19.7％ 12.0％

時差通勤・時短
勤務を実施

17.9％ 22.4％ 11.1％
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執筆/問合先

MRI 未来構想センター 高橋寿夫
📫 mif@mri.co.jp

4番目のMROCの調査テーマは「コロナ前と今の家族関係の変化」です。
⚫在宅勤務や休校により巣ごもり化が進むことで、行動に様々な変化が見られます。今までより長く家族との時間が持てる、ということで好意的に受け止めている人
がいる反面、外出できない、凄惨なコロナのニュース、そして何より家族と長時間一緒にいること、等からストレスを感じている人が多く見受けられます。

⚫こうしたストレスを乗り越えて、絆を深めている家族が見受けられます。ポイントは「一緒にいられる今を大切にしていること」、「コロナ禍という環境変化に合わせ
て自身も変わっていこうとしていること」です。その背景には会話や相手に対する気遣いが見られます。

⚫一方、別居している家族についても、会いに行けない、孫に会えない、介護が出来ない、という発言が見られます。こうした中、Zoom等を使ったオンライン帰
省も見られます。果たしてこの夏はどのような帰省模様となるか、注目です。

<MROC概要＞
名称：「新型コロナ下の私たちの生活を語
り合うコミュニティ」 」
調査手法：MROC
参加者数：279名
実施期間：2020/4/28～6/30

<定性調査概要＞
テーマ：「 コロナ前と今の家族関係の変化」
調査手法：掲示板
参加者数：211名 発言数：454件
調査期間：2020/5/12～5/25

#0４ 【家族】

「一緒にいられる今を大切にする」、
「変化に合わせて変わる」の意識が
家族の絆を深める

＜コロナ禍で感じるストレス＞
• 家族と一緒にいる時間が増え、些細なことで喧嘩をし気ま
ずくなることが多くなりました。気晴らしに外に出かけるわけに
もいかず、ストレスばかり溜まります。(男性30代, 東京都)

• いろいろ話すことが増えたので、その分ちょっとした考え違い
などで、ストレスがたまる。(男性30代, 広島県)

• 夫とは…んー…いい雰囲気ではないですね苦笑 みんなが
非日常なのに夫は日常。(女性30代, 大阪府)

• 夫も在宅勤務、三食作るストレスどころか全く家事を手
伝ってくれないのがストレスです。(女性40代, 東京都)

• 夫がいる時間が増えましたが、家事・育児に協力的ではな
く、一緒にいるだけで苦痛です。(女性30代, 静岡県)

• 幼稚園に行きたい気持ちはあるようですが、 ニュースで亡く
なった人のことなども聞いて 怖い病気であることを感じて 今
は仕方ないと思っているようです。(女性30代, 栃木県)

＜別居家族と会えない、会いに行けない＞
• 介護交代ができなくなっています。(男性70代, 東京都)
• 孫とは別々に暮らしているのでさみしいですが、歩いて１～２分の距離なのに会話も遠慮してます。(女性50代, 石川県)
• 父は高齢ですがIT系には強いので難なくzoomを使いこなし、強制オンライン帰省させられました (女性40代, 東京都)

<MROCでの発言一部抜粋＞

<MROC参加者リクルート調査＞
家族で過ごす時間が増えてコミュニケーションが良好になった

（調査時点：2020年4月末）

＜家族の絆が深まった＞
○一緒にいられる今を大切に！
• 一緒に過ごせる時間を大切にまた、忙しい日々が帰ってく
るまで、家族の時間を大切にしたいと思うようになりました。
(女性30代, 三重県)

• 小学生なので、これから親の手から離れていくことを思うと、
こんなに一緒にいることはこの先もうないのかな、ととてもこ
の時間が愛おしく感じたりします。 (女性40代, 茨城県)

○環境に合わせて変わる！
• 自分自身が在宅勤務の日が増えたので、家事・育児を
手伝うことが格段に増えました。家族で一緒にいられる時
間が多くなり、嬉しく感じています。(男性30代, 群馬県)

• このコロナという誰もが背負ってしまった苦しみを一緒に乗り
越えよう！みたいな 同じ目標を持った同士のような感じに
なって会話も増えましたが思いやりある発言をしあって 温
和な関係です。(女性40代, 東京都

全体 (N=14643) 14.5%

夫婦のみ (N=3269) 17.1%

夫婦+子供 (N=4644) 22.8%

低い比率に
とどまる

＜巣ごもり化で変わる行動＞
• 普段はフルタイムなので、子どもとの時間がなかなかとれ
ないですが、在宅勤務になって子どもとの時間がとれるよ
うになったのはありがたいです。(女性40代, 愛知県)

• 以前は朝食と夕食以外は顔を会わせることがなかったの
ですが、食事や休憩時間に母と会話することができるよう
になりました。(男性50代, 山口県)

• 娘が学校から重めの課題が出されるようになり、、、（男
性50代,神奈川県)

• 子供を寝かしつけたら副業で在宅ワークです。(女性30
代, 静岡県)
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(参考：新型コロナ生活意向調査より）

「コロナ以前(2020年1～2月頃)と現在(6月初頭)で、自治体への総合的な

信頼度は向上しましたか？」（向上/変化なし/低下の3択）

1 沖縄県 (n=26) 11.5% 1 石川県 (n=34) 32.4%

2 大阪府 (392) 10.2% 2 香川県 (29) 31.0%

3 山形県 (31) 9.7% 3 和歌山県 (32) 28.1%

4 岩手県 (32) 9.4% 4 滋賀県 (37) 27.0%

5 秋田県 (36) 8.3% 5 神奈川県 (465) 26.7%

6 奈良県 (59) 6.8% 6 埼玉県 (335) 26.6%

7 福岡県 (236) 6.8% 7 徳島県 (27) 25.9%

8 鳥取県 (30) 6.7% 8 奈良県 (59) 25.4%

9 和歌山県 (32) 6.3% 9 京都府 (100) 25.0%

10 北海道 (194) 6.2% 10 広島県 (112) 23.2%

17 東京都 (713) 5.0% 12 東京都 (713) 22.4%

全国 (5000) 4.2% 全国 (5000) 20.8%

「向上」が多い都道府県 「低下」が多い都道府県

<MROC概要＞
名称：「新型コロナ下の私たちの生活を語
り合うコミュニティ」 」
調査手法：MROC
参加者数：279名
実施期間：2020/4/28～6/30
<定性調査概要＞
テーマ：「自治体への要望・評価」
調査手法：掲示板
参加者数：194名 発言数：608件
調査期間：2020/5/15～5/28
<定量調査概要＞
名称：新型コロナ生活意向調査
調査手法：Webアンケート調査
回収数：5000名
調査期間：2020/6/4～5

5番目のMROCの調査テーマは「自治体への要望、評価」です。
掲示板の発言等から、自治体への要望・評価ポイント、人々が他の自治体と格差を感じたポイント、投票行動に与える影響をピックアップしてみます。
⚫自治体への2大要望は「感染対策」と「情報発信」です。「迅速」「発信力がある」自治体は評価が高く、「国に先んじる」役割も期待されています。
⚫人々が地域格差を感じたのは「経済的支援」についてが多いようです。「オンライン教育」についても、親たちから格差を心配する声があがりました。
⚫自治体の独自施策を望む人が80%。メディア露出の多い大阪・東京以外でも、首長が独自施策を示した自治体は、地元から高く評価されていまし
た。一方、国や他県の後追いしかしない自治体や、首長が頼りない自治体は、他と比べて「見劣りする」と厳しく評価されています。

⚫コロナ対応は、今後の投票行動にも大きく影響しそうです。SNS等での発信力が高く、数字や基準、ビジョンを示せる、頼れる首長が望まれています。

執筆/問合先

MRA mif事業チーム 松下淳子
📫 mif@mri.co.jp

#05 【自治体】

「首長」が今までになく注目を集め
る。「迅速」「発信力」「国より先
手」を評価

優先度高い
＝80%

【高評価】
〇「山形県知事が来県者に検温を実施し、体温の高い人に行動自粛を要請すると
いう他県では見られないことをやったことは評価します」（男性,70代,山形県）

〇「福井県知事は、クラスターを疑いすぐに対策を始め、最初の感染者が出てから1ヶ
月ほどで感染者ゼロに追い込みました」(女性,60代,福井県)

〇「鳥取県知事はいち早くドライブスルーでPCR検査をできる体制を整えたり「3密」
を防ぐ「鳥取型オフィスシステム」を打ち出した」（男性,40代,鳥取県）

〇「秋田県は、十分すぎる対応で感染拡大を防げていると思います。首長が率先し
て対策にあたる姿勢に好感を持てました」(女性,20代,秋田県)

〇「大阪府知事は具体的でわかりやすい戦略を立て、実行してくださり評価が上がっ
た」（女性,40代,大阪府)

〇「国がなかなか態度を決められない事でも、東京や大阪ができることを積み重ねて
実績を積み、国を動かすことができる」(女性,60代,大阪府)

〇「福岡県は、国や他の自治体の動きも見ながら休業要請の独自の判断基準を策
定したり、メディアで知事が積極的に発言したり、評価できる」(男性,30代,福岡
県)

〇「北海道知事と千葉市長はすごく明晰でいい。危機対応の迅速さとSNS経由で
の意見の吸い上げ、新しいメディアの活用が他自治体より優れている」(東京,女
性,40代)

(MROC内アンケートより)
「自治体が、地域の実情に合わせた独自の
施策を実施すること」は、優先度が高いと
思いますか？

＜アンケートデータより＞
【低評価】

×「神奈川県知事は東京の後追いって感じで余り印象がありま
せん」(神奈川県,男性,50代)

×「滋賀県知事は他県が動いてからしか動かず残念です。大
阪が少し羨ましい。次の選挙では今回の対応をしっかり評
価したい。いざという時に県民を守ってくれる頼もしい知事を
選びたい」(女性,20代,滋賀県）

× 「佐賀は国の方針に合わせているだけ。病院の受入れも少
なく、オンライン授業もしないのは残念。もう少し知事自ら
メッセージを伝えてほしい。他県に比べ、見劣りします」(男
性,40代,佐賀県)

× 「石川県です。 知事の失言があり、ガッカリ。失望ばかりで、
期待できません」(女性,50代,石川県)

【地域格差を感じる】
⚫「滋賀にはお金がないようで、休業補償はできなそうです」(男
性,30代,滋賀県)

⚫「私の自治体では児童手当が1人につき4万円追加。ただ自
治体によっては、4/28以降に生まれた子供に10万円給付
され、正直いいな～と思ってしまいました」(女性,30代,香川
県）

⚫「水道代が２ヶ月から半年間無料の地域もあります（税収が
多い街）」(女性,50代,愛知県)

⚫「小学校のオンライン授業が進んでいるところもあるようです
が、墨田区ではまだ体制が整わず紙のプリントやアプリの紹介
があるくらい」(女性,40代,東京都)

＜MROCでの発言より＞

【東京都の評価】
〇「国に先駆けて色々と対応をとっている」（男性,70代,東京都）

▲「東京都知事の休業補償に関しての国とのバトルは『よい』評価。 それ以外は『ふ
つう』」（男性,50代,東京都）
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執筆/問合先

MRI 未来構想センター 佐野紳也
📫 mif@mri.co.jp

6番目のMROCの調査テーマは「消費行動の変化」です。
⚫新型コロナの自粛生活下で、拡大した消費に、動画配信サービス、デリバリーなどのオンライン消費、マスクや手指消毒液などの衛生消費、おうちごはんや凝った料理づくり、
オンラインジムなどの巣ごもり消費、PC機器や光熱費、ISP接続などのテレワーク消費があります。

⚫一方、自粛生活で、減少した消費には、スポーツ、旅行、飲み会などの交際関係、化粧品やファッションなど、おしゃれ関係などがありますが、自粛生活を通じて、本当に必
要なものかどうかが見極めされ、コロナ終息後に拡大する「待望消費」と、見直しが行われる「断捨離消費」に二分されそうです。

⚫待望消費は、オンラインでできない、あるいはできても質が低下する、人との繋がりが重要な「ゴルフ・テニス・サッカー・野球」「マッサージ・スパ・エステ」「スポーツジム、スイミ
ングプール」「国内旅行」などで、断捨離消費は、オンラインで代替がある程度可能な「百貨店、ショッピングモール」「映画館」「知人・友人とのリアル飲み会」などです。

<MROC概要＞
名称：「新型コロナ下の私たちの生活を語
り合うコミュニティ」
調査手法：MROC
参加者数：279名
実施期間：2020/4/28～6/30
<定性調査概要＞
テーマ：「消費行動の変化」
調査手法：掲示板
参加者数：194名 発言数：636件
調査期間：2020/5/19～6/1
<定量調査概要＞
名称：新型コロナ生活意向調査
調査手法：Webアンケート調査
回収数：5000名
調査期間：2020/6/4～5

#06 【消費】

断捨離されるショッピング、映画
館、リアル飲み会

＜オンラインでは代替困難、人との繋がりが重要な「待望消費」＞
• 「一番行きたいのはジムです。スタジオもインストラクターもお友達とも早く会いた
いです。汗を流してすっきりしたいです。友人たちとも会いたいし、娘家族とも一緒
に食事がしたいです。」(女性,60代,東京都,離別・死別(一人暮らし))

• 「私は美容院も控えているので、美容院にすぐに行きたいです。一番は外食です。
その次に、国内旅行、スポーツジム、エステにも行きたいですね。」 (女性,40代,
東京都,既婚(配偶者,子と同居))

• 「またスタンドで野球見てみたいです。プロ野球は再開されるようですがスタンドの
熱気はテレビ越しでは解りませんよね」(男性、60代、三重県、既婚（配偶者と
同居))

＜オンラインで代替可能な「断捨離消費」＞
• 「外食が激減です。有料動画は映画館に行かなくても結構楽しめてます。旅行
は毎年恒例なので家族みんなで行きたいです。」(女性,60代,山口県,既婚
（配偶者、親と同居))

• 「極力とまでは言いませんが、飲み会は引き続き低頻度でいいと思うようになりま
した。同僚と仕事終わりに一杯引っ掛けていたあの習慣がいかに不要不急であっ
たか、今なら分かります。飲み会は程々に。」(男性,30代,千葉県,未婚(一人
暮らし))

<MROCでの発言一部抜粋＞待望される消費と断捨離される消費

出所：新型コロナ生活意向調査、MROC調査結果より、筆者作成

自粛下

ー拡大
自粛下

ー縮小

コロナ終息後ー需要度大

コロナ終息後ー需要度小

ゴルフ・テニス・
サッカー・野球

百貨店、ショッピ
ングモール

映画館

スポーツジム、ス
イミングプール

マッサージ、スパ・
エステ、理美容

スポーツ観戦

動画配信サービ
ス・ゲーム機・
ゲームソフト

PC、ISP接続
サービス

ネットスーパー

おうちごはん、小
麦粉

オンラインジム

国内旅行

マスク、手指消
毒液、ウェット
ティッシュ

オンライン飲み会
・デリバリー

友人・知人との
リアル飲み会ゲームセンター、

カラオケ

オンライン消費

衛生消費

巣ごもり消費

テレワーク消費
待望消費

断捨離消費

家族等との外食

は代替関係
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執筆/問合先

MRA mif事業チーム 橋本友範
📫 mif@mri.co.jp

7番目のMROCの調査テーマは「住みたい場所・空間」です。
⚫ コミュニティ参加者の半数程度はコロナ下での生活経験により、居住地の評価や住みたい場所の基準において、テレワークによる選択肢の増加や、都会の感染リスクを背景
に、何等かの影響を受けたようです。ただ、現実的な住み替えを考える人は少なく、現在の居住地の良さを再評価したり、移住意向にブレーキがかかるという意見が見ら
れました。また、感染症下の環境も伴う自治体の対応も長期的には変化するもので、現在定着している価値と比較して、短期的な影響と考える人が多いようです。

⚫居住空間については、ファミリー世帯ではステイホームにゆとりがなく、「運動や備蓄を収納するための広さ」と同時に「家族・自分にプライベートな空間」を求める声が多く
ありました。単身世帯ではネット通販の多用による「宅配ボックス設置」への意向の高まりが目立ちました。

⚫別に実施したアンケ―トでは、コロナ以前と比較した居住地環境の満足度の変化について聞きました。全国男女で「向上」もしくは「低下」が15％であったのに対し、東京
在住の未就学の子育て層では49％と約半数でした。この層は、子供の成長に合わせた住み替えも身近で、幼い子供の健康や成長への機微からも、比較的意識への影
響を強く受けている可能性が考えられます。 <MROC概要＞

名称：「新型コロナ下の私たちの生活を語
り合うコミュニティ」
調査手法：MROC
参加者数：279名
実施期間：2020/4/28～6/30
<定性調査概要＞
テーマ：「住みたい場所・空間」
調査手法：掲示板
参加者数：194名 発言数：567件
調査期間：2020/5/22～6/4
<定量調査概要＞
名称：新型コロナ生活意向調査
調査手法：Webアンケート調査
回収数：5000名
調査期間：2020/6/4～5

#07 【住】

都会への移住意向はブレーキ、東
京の子育て層は住まいの満足度
低下

＜居住地を再評価＞

地方に移住しようという意識が弱くなった
自粛自警団や感染者追跡、越境監視など、感染者や他所者に不寛容な地方の
人々のメンタリティーが浮き彫りになり、地方に移住しようという意識が弱くなりました。
（男性,50代,東京都,自営業主,既婚,一人暮らし）

都会移住への意向が弱くなった
「田舎の小さな町に住んでいます。住む、働く、生活する。3点において、もっと便利
のいい場所で暮らしたいと常々思っていました。大都会とはいいませんが、地方都市
でもと。しかし、コロナ禍により、その思いも揺らいでいます。人口密度が低い過疎地
の田舎より、都市部の方が、コロナの感染リスクが高そうですからね」(男性,50代,山
形県,自営業主,未婚)

感染リスクの少ない地方の生活が良いと再認識
「できれば東京や地元の神奈川に住みたい気持ちがいつもありました。でも、栃木県
は東京から新幹線で1時間弱と近い割に感染者は64人と関東地方では最少で、
栃木県で良かったかもしれないと７年住んで初めて感じました」(女性,30代,栃木県,
自営業主,既婚,子)

<MROCでの発言一部抜粋＞

東京に住んでいるのですが、人口が過密であることがとても問題
だなと思います。できたら、人口がほどほどなところに住みたいです。
（女性,30代,子有,保育園・幼稚園）（MROC発言より）

（）内はn数 出所：新型コロナ生活意向調査

＜求める居住空間＞

ゆとりのある気持ちには広さが必要
賃貸2DKですが、家族４人で長時間をやり過ごすのは正直大変。兄弟喧嘩
勃発で逃げ場もなく、おもちゃも散らかり放題。
プラス一部屋か広めのリビングがあればもう少し気持ちにゆとりもでるかなぁと思
いました。(女性,30代,鹿児島県,主婦, 既婚,子)

備蓄できて居室を有効に使う衛生的な収納スペース
「食料品や日用品まとめて置いておける場所があれば便利でいいな。広いと子
供が遊んでも転んでけがしないようなインテリアの配置ができるようになるからで
す。今は物で場所がせまいのでしかってばかりなのです」(女性,30代,石川県,
パート・アルバイト,既婚,子)

各自の生活時間に干渉しない間取り
「在宅時間が増えたからか、家族のそれぞれの生活時間にストレスを感じるよ
うになりました。子供が大きいとそれぞれの生活リズムに多少の違いが生じるの
で、お互い干渉されない空間づくりができれば (中略）。一つの部屋で洗濯、
掃除などの家事ができればよいのですが」(女性,40代,茨城県,主婦・主夫,
既婚,子)

ネット通販が増え宅配ボックスを設置したい
コロナ対策でネット通販等の活用が増えたため宅配便の受け取りに宅配ボック
スが有効であると感じました。（現在では宅配ボックスが設置されていない住
宅のため）(男性,30代,鹿児島県,会社員,未婚)

＜住みたい場所に変化なし＞
不満はあっても居住地を変えることは考えられない
「東京は一番人口が多く、密集しているところもたくさんあり、コロナ感染しやすいとは
思いますが、ずっと育ってきた街で両親も近くに住んでいるので、特に住みたい場所の
基準は変わりません。(女性,30代,東京都,会社員・団体職員,既婚,子)) ©三菱総合研究所・エム・アール・アイリサーチアソシエイツ
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非常に高い

高い

あまり高くない

低い、または実施しなくて良い

執筆/問合先

MRI 未来構想センター 高橋寿夫
📫 mif@mri.co.jp

８番目のＭＲＯＣ調査テーマは「健康・医療」について。特に電話・オンライン診療、新たに医療や診療でできるようになると便利なことについて質問しています。
⚫感染症対策として電話・オンライン診療の時限措置がとられたこともあり、昨今では電話・オンライン診察受診者は大きく増加しています（感染症拡大前2.4%、Withコロ
ナ時(有効なワクチン・治療薬なし)11.9%※）。今回のテーマ内ではもほぼ同様の比率の方の経験が見られましたが、まだ全国的な普及は道半ばのようです。

⚫ オンライン診療は、検査が受けられず誤診が怖い反面、待ち時間や感染リスクの低減が見込める、薬や相談ならオンラインOK、等メリットを感じる人も多くみられました。
⚫新たな医療や診療でできるようになってほしい便利なことでは、薬を自宅に届けるシステムをあげている人が多く、その他キャッシュレス、AIの活用等が見られます。
⚫定量調査結果によれば、国や公的機関に要望するコロナ対策施策として「オンライン診療実施のための支援」では77%が要望する（非常に高い＋高い）結果となっ
ており、期待度が高いことが分かります。そして、現在のオンライン診療の時限措置の下では、前述の「薬を自宅に届けるシステム」も実現可能となっているのです。まだ多く
の方に認知されていないことがうかがえます。よって、この時限措置を今後も継続し、併せて内容を周知すれば、医療・診断の利便性の一層の向上が期待されます。

<MROC概要＞
名称：「新型コロナ下の私たちの生活を語
り合うコミュニティ」
調査手法：MROC
参加者数：279名
実施期間：2020/4/28～6/30
<定性調査概要＞
テーマ：「健康・医療」
調査手法：掲示板
参加者数：190名 発言数：593件
調査期間：2020/5/26～6/8
<定量調査概要＞
名称：第１回「対コロナ施策への要望」
調査手法：MROC内アンケート
回収数：244名
調査期間：2020/4/30～5/6

#08 【健康・医療】

オンライン診療はまだ利用が低い
もののメリットあり。実施中の時限
措置の継続が期待される

<MROCでの発言一部抜粋＞

＜電話／オンライン診断を実施(コメントは数件のみ)＞
• 行った医者では問診はオンライン、その後診察時に対面しました。

Skype通信環境が悪かった (男性,30代,群馬県)
• いつも内服しているお薬をもらうのに電話で依頼しました。 特に
問題にはありませんでした。(女性,50代,石川県)

• 先方から「５月は来院なしで、薬は処方箋を送ります」という連
絡が来て、助かりました。(男性,70代,埼玉県)

＜電話／オンライン診断をどう思うか＞
＜反対＞
• 正しく症状が伝わらない気がするし、触診や体内音を聞いてもらえないので誤診になる可能性があり怖い。(男性,60代,岐阜県)
• 限界があると思う。症状を見ない事には判断出来ないことも有るかと思います。(男性,40代,神奈川県)
＜ケースバイケース＞
• 本当に風邪か分からないし、やっぱり病院に行きたい。普段もらってる薬で、副作用ないものならオンライン。(女性,20代,滋賀県)
• 症状を説明しずらいような場合は病院に行きたいが、薬を処方してもらえるなら、オンライン診療がいい。(男性,30代,神奈川県)
＜賛成＞
• 病院に行く人が増えると感染機会も増えるので、間接診察ならウィルスや菌が流布するリスクを減らせる。 (女性,50代,兵庫県)
• 出来ればオンライン診療、電話診断をしたいと思っています。病院に行っても待ち時間がやたらと長いので。 (男性,70代,山形県)
• 料金のかかり方次第。電話やオンラインでの診療は相談や問い合わせといった感覚、医療サービス感覚は希薄(男性,50代,東京都)

＜医療や診療で実現してほしい事＞
＜薬が家に届く＞
• 電話・オンライン診療後、ファイル添付メールや FAXで処方箋が送られてくるサービス。(女性,50代,静岡県)
• オンライン診療により病院と調剤薬局が連携し、病院に行かなくても薬が自宅に届くような仕組み(男性,70代,山形県)
＜その他＞
• 決済はキャッシュレス(クレジットカード等)で支払いたい(男性,70代,東京都)
• ネットから入力した数値からAIによる診察結果を返す(男性,50代,東京都)
• AI や ICT を活用し、医療現場の人材不足や長時間労働解消、患者の待ち時間短縮を図る(女性,50代,東京都)

33%

44%

18%

4%

国や公的機関への要望
（オンライン診療実施のための支援）

※全社のポストコロナ研究で、短中期のアンケート結果より

©三菱総合研究所・エム・アール・アイリサーチアソシエイツ
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9番目のMROCの調査テーマは「社会規制」です。今回の休業要請・外出自粛の評価、第2波が来た際に取るべき対策等について、アンケートも含め意見を聞きました。
⚫今回実施された休業要請・外出自粛については、「日本人の国民性に合った効果的な手法だった」と評価する声がある一方で、「明確なガイドラインや罰則がなく行動
制限が徹底されなかった」「自粛をした人・しなかった人の間で不平等感があった」「全国一律での規制はすべきでなかった」等を指摘する人もみられています。

⚫感染再拡大の際に国・自治体が取るべき対策として、 アンケート結果では、今回同様の「強制力を持たない自粛」を支持する人が最も多いものの、「ITを活用した感染
者等の監視」、「違反者への罰則」を支持する人も各3割程度となっています。また、「過度な自粛で経済を止めるべきではない」という意見もみられており、今後の対策に
ついては、感染拡大抑止という観点だけでなく、経済、IT、法規制など、さまざまな角度から、効果的な方法を検討することが求められているといえそうです。

執筆/問合先

MRI プラチナ社会センター 片岡敏彦
📫 mif@mri.co.jp

<MROC概要＞
名称：「新型コロナ下の私たちの生活を
語り合うコミュニティ」

調査手法：MROC
参加者数：279名
実施期間：2020/4/28～6/30（予定）
<定性調査概要＞
テーマ：「社会規制」
調査手法：掲示板
参加者数：185名 発言数：338件
調査期間：2020/5/29～6/11
<定量調査概要＞
名称：今後の感染対策に関するアンケート
調査手法：MROC内アンケート調査
回収数：190名
調査期間：2020/5/23～5/29

#09 【社会規制】

第2波に対しては、経済、IT、法
規制等の観点からも有効な対策
が望まれている

【今回の休業要請・外出自粛に対する評価】

〇罰則規定がない自粛要請は、国民性に合ったやり方
「多くの方は自分で判断し、できる限りの自粛をしていると思います。できる
限りもできていないのは一部です。その一部の為に罰則を設けるのは、負担
がかかりすぎだと感じます」 (女性,20代,岡山県,主婦）

〇罰則なしで行動制限を守った日本人を誇りに思う
「行動自粛や規制を罰則なしにこれだけできた日本を誇りに思う。自分自
身を律することができる教育を小さい頃からされているのだと思う」(女性,40
代,兵庫県,主婦）

△明確な基準・罰則がなく行動制限が徹底されなかった
「「出来るだけ外に出ないで」ではなくて食料品等の必要な買い物以外は
外出禁止の方が具体的で良い。そしてそれを守らない場合は一定の罰金。
これを早い段階に行っておけばもっと感染者は少なく済んだと思います」(男
性,30代,兵庫県,会社員)

△自粛をした人・しなかった人の間で不平等感があった
「結局罰則がないから、徹底はされていなかったので、きちんと守った人が、
馬鹿をみたのでは？と思います。みんなが自粛できていたら、もっと感染者を
抑えられたのではと思うのですが」(女性,50代,三重県,パート・アルバイト)

△全国一律ではなく、地域ごとの感染実態に応じた規制
をするべきだった
「地域によって実態に差があり、山形は感染者0なのに規制はどうかなと思
いました。規制によって経済や教育が大変なリスクを負うので実態に応じて
やれば良かったと思います」(女性,70代,埼玉県,無職)

<MROCでの発言一部抜粋＞

【接触確認アプリ・感染者移動経路特定について】

感染者が立ち寄ったエリアやお店は把握したい
「感染者が立ち寄ったお店やエリアが分かるならすぐスマホに入れます。追跡
まで行かなくてもいいのですが、立ち寄った場所くらいは把握したい」
(女性,30代,東京都,会社員)

海外の成功事例をもとに、やるなら徹底的にやるべき
「韓国など個人情報把握を徹底していて、ある程度押さえ込みできていたの
で、私はありだと思います」(女性,20代,滋賀県,休職中)

政府が、きちんと運用ができるのか疑問
「個人情報保護といっても漏洩のリスクはある。愛知県で陽性者の情報が
誤って公開されてしまったのもそうです。感染対策に必要だと理解できますが、
アプリで管理するほど信用できません」(女性,30代,静岡県,パート)

高齢者等スマホの非保有者が対象外となってしまう
「スマホを持っていない人やアプリ導入に不慣れな人も多く（特に田舎の高
齢層）、実際に役に立つのかな？という疑問はあります」(女性,60代,新潟
県,パート)

【感染再拡大の際に求められる行動規制の在り方】

今回と同様の自粛要請を行うべき
「第1波でこれだけ減らせたのなら、同じくらいの自粛はできると思う(女
性,40代,兵庫県,主婦)

罰則も含めた強制力のある行動制限が必要
「現在の法体系では都市封鎖などの措置はとれませんので、「新型インフル
エンザ対策措置法」の想定を超える局面でも対応できるよう、抑止力に重
きを置く罰則規定なども議論を重ね、用意したほうが良いのではないか」(女
性,50代,東京都,会社員)

過度な自粛で経済を止めるべきではない
「営業を規制する方法はこれ以上厳しいと思います。経営の問題で、自ら
命を絶つというニュースを見ると胸が痛みます」(スラッガー/男性,40代,福井
県,自営業主】)
「地方自治体の判断を尊重しコロナ感染者がいないところにまで過度な自
粛を求め経済を止めるようなことはしてはなりません」(女性,60代,大阪府,
引退)

<今後感染症が拡大した場合に国・自治体が取るべき対策（下記５項目から１つ選択）＞ n=190

回答者数（構成比）

1位 強制力を持たない外出自粛や休業要請にとどめるべき 【日本など】 65人（34％）

2位 ITを活用し、感染者や濃厚接触者の行動を厳しく監視をするべき 【韓国、台湾など】 56人（29％）

3位 違反者への罰則を伴う外出禁止、営業制限をするべき 【ドイツ、イギリス、フランスなど】 54人（28％）

4位 特段の対策はとらず、個人の自由を尊重すべき 【ブラジル、スウェーデンなど】 9人（5％）

5位 ITを活用した行動監視、および、罰則を伴う外出禁止をするべき 【中国】 6人（3％）

©三菱総合研究所・エム・アール・アイリサーチアソシエイツ
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↓以前に戻りたい↓できない

10番目のMROCの調査テーマは「新しい生活様式」です。緊急事態宣言が全国的に解除され、いよいよ自粛解除となったタイミングでの調査でした。
⚫「『新しい生活様式』の実践例」は、「メディア」「自治体の広報」などから、広く認知されていました。それ自体を見たことはなくても、ほとんどの方が内
容は知っていて、多くの方が自粛生活での経験を活かし「これからも続けられる。続けたい」と、賛同する意向を示しました。しかし、「これ以上人との
ふれあいを控えることは反対」「ずっとこのような生活が続くと精神的にきつい」という、自粛疲れ気味な本音ものぞきました。

⚫今以上の推進を望むものとして、「通勤混雑の緩和」「テレワーク」「オンライン授業」「電子決済」「体調不良なら休む」等があがりました。
⚫できないと思うこととしては「夏場のマスク」が多くあがり、「子供同士の密を避ける」「会った人をメモする」ことも難しそうです。「横並びの食事」には
違和感があるという意見が多く、我慢が辛いこととして、「会食」「スポーツクラブ」「帰省」等があがりました。真に自由に行動できる日が待たれます。

執筆/問合先

MRA
mif事業チーム 松下淳子
📫 mif@mri.co.jp

<MROC概要＞
名称：「新型コロナ下の私たちの
生活を語り合うコミュニティ」
調査手法：MROC
参加者数：276名
実施期間：2020/4/28～6/30

<定性調査概要＞
テーマ：「新しい生活様式」
調査手法：掲示板
参加者数：187名
発言数：440件
調査期間：2020/6/2～6/15

#10 【新しい生活様式】

「新しい生活様式」は概ね実践可
能だが、会話や食事の仕方には
抵抗感

＜MROCでの発言より＞

新しい生活様式の実践例を
どこで見たか：
• テレビ
• ニュース（ネット含む）
• 自治体の広報
• 職場での周知 等

「テレビやWeb上のニュースで
観ました。また、勤めている会社
からも案内がされました」男
性,30代,神奈川県,会社員・
団体職員)

「テレビと、幼稚園から貰ってくる
市からの紙で見ました」(女
性,20代,岡山県,主婦,既婚
(子あり)

できない・以前に戻りたい 今後も続けられる 推進してほしい・歓迎

手洗い・消毒・マスク

あちこち触らない

換気 買物は短時間

間隔をあけて並ぶ
ソーシャルディスタンス

テレワーク混雑緩和

体調不良なら休む

オンライン授業

東京一極集中の緩和

不要な飲み会・会合はやめる

夏場のマスク

子供同士の
’密’を避ける

会った人をメモ

洗顔、着替え

向かい合って食事
食事時の会話

帰省

結婚式・パーティ

スポーツクラブ

会食

「今の時期のマスクは正直限界」(女性,40代,大阪府)

「コロナ前は用がなくても年数回帰省していましたが、今後は悩
んでます」(女性,30代,徳島県,既婚)

「横並びの飲食には違和感」(男性,30代,東京都）

「接客で今までのようなおもてなしができず、心の距離感を感じ
る」（女性,20代,神奈川県,パート(販売)）

「結婚式を延期中。手渡しや料理のシェアなど、今までの形で
はできないだろうな」（女性,20代,青森県）

「今までやってきた生活とほぼ
同じなので、これからもこのやり
方で行こう」（男性,60代,岐
阜県)

「ほとんどここ2カ月くらいしてき
たことなので慣れてしまったけど、
ずっとこんな生活が続くと精神
的にきついです」(女性,30代,
宮崎県)

「形式的な集まりの廃止、テレワーク、オンライン授業の
推進」(女性,40代,茨城県)

「皆勤賞みたいな価値観を捨てること」(女性,40代,
福岡県)

「出社せずとも業務可能だということが広く認識され、
自宅勤務が推奨される社会へ変化していくと思う」
(30代,男性,東京都）

「通勤の密は、今すぐどうにかしてほしい。怯えながら乗
車している」(男性,40代,静岡県)

業務・手続のオンライン化 電子決済

接客

新しい生活様式を
実践できそうか・したいか ©三菱総合研究所・エム・アール・アイリサーチアソシエイツ
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執筆/問合先

MRI 未来構想センター 佐野紳也
📫 mif@mri.co.jp

11番目の調査テーマは「緊急事態宣言解除後の生活」です。調査は、5月25日に緊急事態宣言が全国で解除され、自粛していた活動が再開され始めた６月上旬に行い
ました。再開した活動で最も多かったのは、「外食」、次いで「スポーツ・ジム」、「買物」です。ただ、発言内容を分析すると、解除後も1/3の人達は自粛を続けています。
⚫ 緊急事態宣言下の外食行動率（１週間に１回以上外食した割合）は13%ですが、宣言解除３週後には43%と急速に回復しています。日本政策金融公庫の調査にもとづくと、2018年の外食行
動率は52%と推定されます。外食行動率の観点からは、コロナ前の約8割まで回復したと考えられます。背景には、持ち帰りやデリバリーより美味しいものを食べたいという気持ちがあるようです。応
援消費として行きつけの店を再訪する人もいますが、感染対策が充分行われている店を事前によく調べて選んでいる人も多く、感染不安はかなり高いようです。

⚫ スポーツやジムを再開した人も多いようです。運動不足を感じる人が多く、緊急事態宣言解除後のスポーツ施設やジムの再開を契機に、ジム等に通いはじめています。感染対策として手指消毒、マ
スク着用等を徹底していますが、マスク着用のままの運動が熱中症や酸欠をもたらすことが懸念されています。

⚫ 生活必需品でない買物の再開も多いようです。夏服、靴、化粧品の買物や、ディスカウントストア、アウトレット、ショッピングモールでのショッピングを再開をしていますが、展示品に極力触れずに購
入する、フィジカルディスタンスを守る、できるだけ早く店を出るなど、かつての買物の日常はまだ戻ってはいないようです。

⚫ 解除されても感染リスクがまだ高いと考え、 発言内容の分析では 1/3の人は自粛生活を続けています。とくに高齢の親が同居にいる場合、万一自分が感
染し、親に感染させた場合、親が重篤化する可能性が高いと考え、不要不急の外出をしない、三密を避ける、マスク着用という自粛生活を継続しています。

<MROC概要＞
名称：「新型コロナ下の私たちの生活を語
り合うコミュニティ」
調査手法：MROC 参加者数：279名
実施期間：2020/4/28～6/30
<定性調査概要＞
テーマ：「緊急事態宣言後の生活」
調査手法：掲示板
参加者数：187名 発言数：558件
調査期間：2020/6/5～18
<定量調査概要＞
名称：第１～３回「あなたの行動」
調査手法：MROC内アンケート
調査期間：第１回 2020/5/3～9、
第２回 6/8～14、第3回 6/22～28
回収数：第1回 248名、第２回 234
名、第３回 223名

#11 【自粛解除】

解除後再開したことは「外食」「ス
ポーツ・ジム」「買物」。1/3は、自
粛継続

<MROCでの発言一部抜粋＞

＜外食＞
• 持ち帰りよりその場で美味しいものを食べたい！という気持ち
と、宣言解除となればしっかり対策をして営業しているというと
ころもあり、お店が潰れてほしくないという気持ちで個人経営
のお店で飲食(女性,30代,福井県)

• 同僚とのランチに出かけること。テレワークが終わり出社勤務
体制に戻ったから。感染リスクはゼロではないと思うので、密に
ならないような工夫をされているお店を選択し、自己防衛は
怠らないようにしています」(女性,40代,東京都)

出所：第１～３回あなたの行動アンケート
注：外食行動率＝期間中１回以上外食実施した割合

2018年の外食行動率は、日本政策金融公庫「平
成30年度上半期消費者動向調査」より筆者推計。

＜買物＞
• 服や靴。思った以上に商品を手に取ったりみたりする事が多く
て感染に気をつけないといけなさそう。買い物はこの1回きりで
す。すっかり家の中にいることが染み付いて外に出るのが面倒
に感じるように(女性,20代,愛媛県)

• ショッピングモールを歩いている人達のなかにはチラホラとマスク
をしていない人が目立つ。店内では、立ち止まって商品選び
を二人で話している姿。商品に人集りが。レジの前はソーシャ
ルディスタンスなのに」(男性,70代,愛知県)

＜スポーツ・ジム＞
• ジムでの運動を再開。運動不足による心身の不調を解消す
るためです。一応30分間とはいえ同一空間で他者との接触
があるので、手指消毒とマスク着用したままの運動での熱中
症や酸欠などが心配です(女性,50代,島根県)

＜自粛を継続＞
• 今まで通り不要不急の外出はしない、三密は避ける、マスク
着用、帰宅後の手洗い励行などです。理由は我が家には高
齢の両親が同居しており、万が一感染した場合一発アウトで
す。ですから今まで通りの生活を続けることです」(男性,70代,
山形県)
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35%
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食
行
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<外食は解除後回復傾向>
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#12 【学び・教育】

余裕時間増とオンラインコンテンツ
が向学心に追い風。学校教育オン
ライン化は課題山積

執筆/問合先

MRA mif事業チーム 橋本友範
📫 mif@mri.co.jp

12番目のMROCの調査テーマは「学び・教育」です。コロナ下で変わった「自身の学び」及び「学校に通う世代の教育オンライン化」の２点について質問しています。
⚫ コミュニティ内の発言では、コロナ下で新しい学びを始めた方は、主に業務に関連する勉強や資格、語学、趣味について学んでいます。労働時間の満足度が向上している人において、コ
ロナ下でこうした自己啓発が増えた人が多くみられ、テレワーク等により余裕ができた時間を有効に活用している様子が伺えます。コロナ下で無料学習コンテンツ等が充実し、実際に活
用した人が増えたという面もあるかもしれません。mif3万人調査(2020年6月調査）の速報ではオンライン講座で学習する人の割合が、昨年までの傾向と比較して急伸しています。

⚫ 高等教育以下の学校教育のオンライン導入は少なく、コミュニティ参加者アンケートでは家族の学校での実施率は２割程度※でした。経済状況やリテラシーによるネット環境整備の格
差、社会性を身に付けさせる教育の不足に対する心配、教育運営側のコミュニケーションの取りづらさなど、課題が多そうです。ただ、オンライン会議の導入がうまくいかないことも、一つ
の技術的な学びになっているという評価の声もあります。自宅学習において勉強アプリが学校の先生より何倍もわかりやすいというような意見もありました。

<MROC概要＞
名称：「新型コロナ下の私たちの生活を語
り合うコミュニティ」
調査手法：MROC
参加者数：279名
実施期間：2020/4/28～6/30
<定性調査概要＞
テーマ:「学び・教育」
調査手法：掲示板
参加者数：179名 発言数：458件
調査期間：2020/6/9～6/22
<定量調査概要＞
名称：新型コロナ生活意向調査
調査手法：Webアンケート調査
回収数：5000名
調査期間：2020/6/4～5

＜オンラインの学びに意欲＞
習い事や講座は対面するものだと思っていたが、オンライ
ンだと自分のペースで遠隔地でもできるのが良い
➢ できれば東京や今までは対面での学びや、学校のように大人数が集

まっての講座がいいと思っていましたが、このご時世これらが制限される
ので、オンラインでの講座も普及してほしいと思いました。この問題の
解決のためにも、オンラインで行われればいいなと思います。

(女性,20代,青森県,パート・アルバイト,自宅待機・休業中)

出所）mif3万人調査(2016年~2020年6月速報）

＜学校教育オンライン化の課題＞
ネット環境が経済的に整っていない生徒がいる
➢ いわゆる教育困難校といわれる、経済的に厳しい生徒が多い学

校なので、家庭のネット環境が整っていない生徒もたくさんいます。
（女性,20代,埼玉県,公務員)

コミュニケーションが円滑にとれない。
➢ コミュニケーションが円滑に図れているのか疑問です。そもそも論

ですが、テレワーク授業が本当に教室授業より優れているなら、
コロナ関係無しにとっくにテレワークに切り替わってるはず。

（男性,40代,神奈川県,,会社員・団体職員）

社会性は学べない
➢ 子供達に対して社会性を身に付けさせる事まで学習という言葉

で括ってしまっているのであれば、明らかに足りていない方式。
（男性,50代,東京都,会社員・団体職員）

＜業務に関連する勉強を始める＞
仕事や業績評価につながる、勉強を始めた
➢ オンライン受験が可能な資格試験の勉強をはじめました。他に受けようとしていた

試験も中止になったため、会社での業績評価にもつながるため、受験しようとして
います。（男性,30代,神奈川県,会社員・団体職員,テレワーク）

➢ 昔通っていたビジネススクールや資格を取得した時のテキストを引っ張り出してきて
読み直しました。 この時間をどう過ごすかということを考えた時に、ただだらだらと
過ごすのはもったいないと思い、学ぶ時間、学びなおす時間とするのがいいかと思
い（男性,30代,神奈川県,テレワーク）

<新型コロナ生活意向調査結果・自己啓発頻度＞
＜労働時間満足が向上した人の、自己啓発頻度が高い＞

<MROCでの発言一部抜粋・学校教育＞<mif3万人調査結果・オンライン講座学習＞
＜前年傾向から急伸＞

【インターネットのオンライン講座で学習する】
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あてはまる・

ややあてはまる（TOP2）

＜学校教育オンライン化、他＞
つながりを感じられた、新しい技術の学び
➢ 休園・休校中でも、園や学校とのつながりを感じられて良かったで

す。Zoomミーテイングはなかなかうまくいきませんでしたが、このよ
うに試行錯誤しながら新しい技術を体験するということ自体、子
供たちの大きな学びになるのでよいと思っています。

（女性,30代,東京都,主婦）

勉強を始めた。学校の先生よりわかりやすい
➢ 普段参観で見ていた学校の先生より何倍も分かりやすく、娘も

喜んで動画を見て勉強していたので入会を決めました。
(女性,30代,宮崎県,パート・アルバイト,)

7%

20%

0% 10% 20% 30%

有職者全体（n=3587）

コロナ下で労働時間の満足度

※が向上した人（n=257）

【コロナ下の自己啓発の実施頻度】

＝高い、やや高い計

（※残業時間が少ない、適正な労働時間、適正な労働負荷において）

※高等教育以下お子様のいる方に１週間(5/31日～6/6土）の行
動として「小学校から大学までのオンライン授業」を聴取した結果

出所）新型コロナ生活意向調査
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13番目のMROCの調査テーマは「海外との付き合い方」です。入国制限解除の時期・条件、外国人労働者や諸外国への支援、輸入品への依存について意見を聞きました。
⚫ MROC掲示板の発言をみると、訪日客の入国制限解除は現段階（6月中旬時点）では時期尚早という意見が大半を占めました。制限解除のタイミング・条件は、「ワク
チンや治療薬などが完成し、治療方法が確立してから」「感染が収束した国から解除」「当面はビジネス目的のみ許可」など、慎重な意見がみられます。

⚫外国人労働者や留学生に対しては何らかの形での支援を行うべきとする人が多いものの、諸外国への支援や援助については、国内経済の悪化やオリンピック延期など課
題が山積していること、日本国民や企業への支援も十分とは言えない状況にあること等から、まずは日本国内や日本国民を優先すべきと考える人が目立ちます。

⚫ コロナ禍により、サプライチェーン問題やマスクなどの物資の不足に直面した輸入品への依存のあり方については、少なくとも食品や衛生用品など、安心・安全、国民の生命
に関わる商品は、可能な限り国産の割合を高めるべきであるという意見が多い一方で、経済的に苦しく安価な輸入品にも適度に頼る必要があるとの意見もみられます。

執筆/問合先

MRI プラチナ社会センター 片岡敏彦📫 mif@mri.co.jp

<MROC概要＞
掲示板：「新型コロナ下の私た
ちの生活を語り合うｺﾐｭﾆﾃｨ」
調査手法：MROC
参加者数：279名
実施期間：2020/4/28～6/30

#13 【海外交流】

訪日客の入国制限解除は、ワク
チン・治療薬ができるまで望まない

【訪日旅行者の入国制限解除の時期・条件】

ワクチンや治療薬が完成し治療法が確立してから
「まだまだ受け入れるのは無理です。ワクチンや特効薬が開発されな
い限りだめだと思います。インバウンドによる経済効果が見込まれな
い危惧感よりも、国民の健康の損失・国民の経済活動損失を被る
方が危ういです」(女性,50代,兵庫県,主婦）

感染が収束した国から解除
「基準決めは難しいが、観光業界や航空業界のことを考え、順次解
除していくべきだと思う。各国の感染拡大状況や対策状況を考慮し、
渡航者の健康状態の把握や遵守事項の取り決めしていけばいいの
かな、と」(女性,20代,茨城県,アルバイト)

当面はビジネス目的のみ許可
「旅行客については、3年くらいは受け入れを制限して欲しいというの
が本音です。労働者については来年から受け入れてもいいと思いま
す。いないと回らない国ですから」(男性,40代,京都府,アルバイト）

オリンピック開催を見越して、段階的に解除すべき
「オリンピックで国際交流があることも見越して少しずつ受け入れる体
制を整えていくのがよいと思う。明確なステップを作り、様子を見なが
ら1年後のオリンピックまでに世界の人々を受け入れられるようにでき
るのが理想だと思う」(女性,40代,東京都,会社員）

テクノロジーで行動把握ができるようになってから
「テクノロジーの力で、行動履歴管理ができるようになってから。外国
人だけというわけにはいかないと思うので、全ての人に対してできるよ
うになってから」(男性,40代,東京都,会社員)

【輸入品への依存について】

食料品、医療関係の器具や衛生用品など、命に影響する物資の不
足は避けなければならない
「人の命に関わる製品については、国内で作ったほうが良いです。食料はもちろんのこと、医
療関係の器具（コロナウイルス関連に限らず）や、公衆衛生において清潔さを保つためのも
のは、できる限り国内製造にしてほしいです」(男性,30代,広島県)

経済的ダメージもあり高価格のものを買う余裕はない
「現状そこまでお金をかける余裕もなく、買う側としても少しでも安い輸入のものを求めてしま
います。マスク等に関しても日本製のものはまだコロナ前より高く、備蓄できるほど買えません。
輸入品に適度に頼る必要があると思います」(女性,20代,青森県,アルバイト)

【参考】入国規制緩和についての世論
調査(JNN2020年7月4日・5日調査)

政府は、新型コロナウイルス対策のための
出入国制限について、まずベトナムなど4カ
国との間でビジネス客に限り出入国を認め
る方向で調整するなど、水際対策の緩和
を進めています。あなたは、この緩和のス
ピードについてどう思いますか？

【外国人労働者・留学生への支援、諸外国への支援】

正規の外国人労働者や留学生には、日本人と同等の支援を
• 「海外の人達がちゃんと日本で働いて日本に税金とかを納めているのなら、これは日本と

しても彼らに相応の対応をするべきだと思います」(男性,30代,兵庫県,会社員)
• 「日本にいる外国人労働者・留学生には、ある程度のサポートをすべきだと思います。

国民へのサポートも決して手厚くはないので、在日外国人も最低限のサポートで我慢し
ていただきたいですが」(女性,60代,鳥取県,自営業主)

現在の日本に、他国を経済的に支援する余裕はない
• 「まず国内最優先 今までも多額の開発援助をしてきたが 人口もマイナス局面に入っ

たしコロナ禍で多くの経済的弱者(企業も含め)大変なことになっているし今後の身の丈
に合った援助にシフトしていくべきだと思う」(男性,60代,三重県,引退)

• 「正直海外まで目を向けれる余裕があるのでしょうか。今回の助成金、各産業への補
助、オリンピック中止？延期についても自国だけでもいっぱいいっぱいではないでしょうか」
(女性,40代,東京都,会社員)

https://news.tbs.co.jp/newsi_sp/yoron/back
number/20200704/q2-2.html

出所：TBSサイト（2020年7月6日18時掲載）

<定性調査概要＞
テーマ: 「海外との付き合い方」
調査手法：掲示板
参加者数：177名
発言数：368件
調査期間：2020/6/12～6/25

出所：mif3万人調査（2020年6月調査速報）
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今回の感染症拡大の経験をふまえ、
国や公的機関が実施すべきことの優先度について
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#14 【ストレス】

不安がストレス源。解消法は趣味
や交流。他人のストレス解消行動
がストレス源になるケースも

執筆/問合先

MRI 未来構想センター 高橋寿夫
📫 mif@mri.co.jp

⚫ 14番目のMROCの調査テーマは「ストレス解消」です。緊急事態宣言下と解除後それぞれのストレス源と解消方法について質問しています。
⚫ 「今の不安について」のアンケート結果では期間によらず「感染すること」、「他人にうつすこと」が上位を占めています。不安はストレスの原因の一部、ストレスに関しても期間を問わずこの

2つをあげている人が多く見られます。そして緊急事態宣言下では外出できない、やりたいことを自粛する、家族と一緒にいる／いられないこと、ニュースを聞くこと、解除後は自粛してい
たことがまだ自由にできないこと、通勤、自粛をどの程度まで緩めるかによる意識の違いから緩すぎる人へ行動に対するストレスをあげる人が多くなっています。これらの結果も「今の不
安」の第3位との関連を見て取れます。また、特に解除後は季節が夏に近づくことでマスクをしなければいけないこと、マスクをしていない人に対するストレスをあげている人も見られます。

⚫ こうしたストレスの解消方法としては、宣言下では、家族と一緒に過ごすことや動画や音楽観賞等趣味、運動や散歩といった密を避けることを実施、友人とのバーチャルな交流を実行す
ることが多く見られます。解除後は、自粛していたことの再開が解消につながっているようです。ただ他人の再開度合いが新たなストレスを産むという、循環も見られます。

<MROC概要＞
名称：「新型コロナ下の私たちの生活を語
り合うコミュニティ」
調査手法：MROC
参加者数：279名
実施期間：2020/4/28～6/30

<定性調査概要＞
テーマ:「ストレス解消」
調査手法：掲示板
参加者数：187名 発言数：475件
調査期間：2020/6/16～6/29

<定量調査概要＞
名称：「今の不安について」のアンケート
調査手法：MROC内アンケート調査

自分や家族が感染すること、他人にうつすこと
➢ 自分を含め家族が絶対に体調崩さないようにしなければならないというプ

レッシャーがストレスでした。(女性,50代,東京都)
➢ 保育の仕事に携わっているので、感染するかもという恐怖を感じながらの

毎日でした。 (女性,60代,静岡県)
➢ 仕事でもプライベートでも人と会って会話できないことに非常にストレスを

感じていました。 (男性,30代,神奈川県)
➢ 市内ではひと月感染者は出ていませんが、やはり今後も自分と家族の感

染が気がかりです。 (女性,30代,栃木県)

「今の不安について」のアンケート結果

外出できない／やりたいことを自粛する
➢ 外に出ること自体ができない、家に閉じ込められる (男性,30代,福岡県)
➢ 楽しみにしてた旅行をやむなくキャンセルしたこと (女性,60代,愛知県)
➢ 外食したい欲求でストレスが貯まりました(男性,50代,神奈川県)
➢ 通っていたジムをお休みすることになり運動不足 (女性,60代,東京都)

家族と一緒にいる／いられないこと
➢ ストレスは断然子供です！勉強をしなきゃいけないのにダラケてて全然やっ

てくれない(女性,40代,東京都)
➢ 祖母が必要以上に怖がってメディアに翻弄されて、マスクを買占めに行かせ

ようとしたり、騒いだりする (女性,20代,兵庫県)
➢ それまで普通にしていた娘家族との行き来や外食、買い物がままならなく

なった事 (女性,50代,神奈川県)

ニュースを聞くこと
➢ ニュースで感染者がどんどん増えて行って怖くてストレスを感じました (女

性,60代,香川県)

緊急事態宣言下、解除後両期間共通 緊急事態宣言下 緊急事態宣言解除後

やりたいことが自由にできない
➢ 旅行や温泉に行きたい気持ちと感染の不安との迷いというかやり場の

ない気持ちがストレス (女性,40代,茨城県)
➢ 外食をするにも、密室でない場所など限定的 (女性,20代,滋賀県)

通勤
➢ 電車に乗った時、特に駅の構内での混雑 (男性,50代,京都府)

マスク
➢ マスク着用による熱中症リスクです (女性,60代,鳥取県)
➢ マスクがとにかくストレス、暑くなってきたらなおさらストレス(男性,50代,

長野県)

自粛緩める意識の違い→新たなストレス要因
➢ 「マスク着用にご協力を」と言っているのに マスクなしで買い物をしてい

る人がたくさん見受けられる (女性,50代,静岡県)
➢ 子供の習い事、私個人だけならばまだ始めたくないのですが、やりたい

というご家庭もあるので再開しました(女性,30代,東京都)
➢ 人が増えてきて、活気が戻りつつあるのかもしれないが、人出が多くな

ると、密になってしまうストレスがすごくある(女性,30代, 和歌山県)

自粛していたことの再開
➢ 会えなかった友達とおしゃべりをする(女性,50代,広島県)
➢ 友達と会ったりランチしたりでストレス解消 (女性,30代,滋賀県)
➢ 混雑を避けて感染対策をとって外食や買い物 (女性,20代,埼玉県)
➢ 最近は、家族揃っての外食を楽しんでいます (男性,50代,群馬県)
➢ 普通に山歩き（人が多い時はやめています）(男性,60代,新潟県)
➢ ランチを少し豪華に食べる (男性,40代,東京都)

動画や音楽観賞等趣味、運動、散歩
➢ 有料の動画配信サービスに加入してドラマを見る (女性,30代,静岡県)
➢ 自宅でガーデニングをしたりユーチューブで学習 (女性,60代,鳥取県)
➢ サブスクリプションに新規登録し音楽に浸っていました(男性,30代,福岡県)
➢ 人と接触しない様にランニングをして、汗をたくさん出したり、推理小説をたく

さん読んだり、精神統一の為座禅を組んだり(男性,40代,福井県)
➢ 夜の散歩、サイクリング、おいしいスイーツくらい (女性,50代,東京都)

家族と一緒に過ごす
➢ 上の住人の騒音でイライラしていましたが…子供が長い風船で、うるさいと

きに天井を攻撃、笑っているとストレス解消に (女性,40代,北海道)
➢ 家でお菓子作り、タコやきや焼き肉パーティ(女性,30代,岐阜県)
➢ 家族と過ごすこともストレス解消になるかな？ (男性,50代,長野県)

バーチャル交流
➢ オンライン飲み会 (男性,30代,東京都)
➢ 友達とLINEで愚痴を言い合うことですね (女性,30代,滋賀県)

ストレス 解消法

1位
自分や家族が感染し、症

状がひどく悪くなる
77%

自分や家族が感染し、症

状がひどく悪くなる
67%

2位
自分が気がつかないうちに

罹患していて他人にうつす
69%

自分が気がつかないうちに

罹患していて他人にうつす
61%

3位
感染の終息がいつになるか

見通せず、閉塞感が続く
63%

外出・遠出が増え感染を

拡大する人が多い
54%

実施期間
緊急事態宣言下(4/30～5/6)

(n=248)

解除後(6/20～6/26)

(n=225)
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【収入・雇用】「給料や、雇用に影響がなかったこと。休校時の特別休暇や、リモートワークの

一斉導入があり、福利厚生の充実を改めて感じました」(女性,30代,徳島県,会社員)

「夫の給料が減ったが、休業補償があり助かった」(女性,50代,愛知県,主婦)

【感染回避】「夫婦でテレワークになり、感染リスクが減らせた」(女性,30代,東京都、会社員)

【家族と同居】「一人暮らしでないことが何よりだったと思います。一人暮らしの友人は、不安

も寂しさも今まで経験したことがないほどだと言っていました」(女性,70代,埼玉県,主婦)

【個室あり】「在宅勤務で集中できる部屋があった」(男性,30代,滋賀県,会社員)

【庭付き一戸建】「地方の田舎暮らしなので、庭でマスク等をすることなく外の空気を吸え、

ガーデニングなど楽しめたので、閉塞感がなかった」(女性,60代,鳥取県,パート・アルバイト)

執筆/問合先

MRA mif事業チーム
松下淳子
📫 mif@mri.co.jp

<MROC概要＞
名称：「新型コロナ下の私たちの
生活を語り合うコミュニティ」 」

調査手法：MROC
参加者数：276名
実施期間：2020/4/28～6/30

<定性調査概要＞
テーマ:「コロナ下の生活を振り返っ
て」

調査手法：掲示板
参加者数：181名
発言数：365件
調査期間：2020/6/19～6/30

#1５ 【振り返り】

自粛生活に戻りたくはないが、今
までと違うことができたことをプラス
と捉えている人も多い

＜MROCでの発言より＞

①○恵まれていたこと ②×困ったこと

③⤵今後が不安なこと ④⤴新たなチャンス・プラスの転機となったこと

【収入・雇用】「パートが観光業のため大打撃です」(女性,30代,三重県,パート)

【業務】「会社内でコロナ対応に振り回された」(男性,40代,大分県,会社員)

【感染リスク】「気管支喘息を患っているため、感染した場合重篤化するのではないかと恐れて

いました」(男性,50代,山梨県,会社員)

【家族と同居】「学校が休校となり、子供の昼食や勉強の世話をして、本当の意味でのテレ

ワークと育児の両立だった」(男性,40代,東京都,会社員・団体職員)

「家族全員が家にこもってどこへも行けず、閉塞感を感じ、ストレスをためて喧嘩を始めそうに

なった」(女性,50代,島根県,主婦)

【物不足】「マスクやハンドソープなどの衛生用品が入手困難」(男性,30代,千葉県,準公務員)

【収入・雇用】「ほぼ確実にリストラされます。会社としては都合の良い口実ができたと考えてい

るようです」(男性,40代,岩手県,会社員)

「第二波等で、給料減少や解雇となること」(女性,20代,茨城県,パート・アルバイト)

【資産】「株が大幅下落。第二波により、更に下落の可能性も」(男性,30代,福岡県,会社員)

【世界経済】「もう貨幣価値が崩壊するんじゃないか」(女性,40代,東京都,主婦)

【自粛に逆戻り】「第二波が到来し、緊急事態宣言が再び出されて、不要不急の外出自粛

などの生活になることが心配です」(男性,50代,秋田県,嘱託・契約社員)

「また休校したら、孫の学力低下が本当に心配」(女性,70代,東京都,主婦)

【テレワーク】「テレワークが強制的に浸透して市民権を得た感があり、育児介護等との両立が

しやすくなるのではないか」(女性,30代,愛知県,会社員・団体職員)

【副業】「通常より副業の時間が多くあったため、経験を積んだり、新たな顧客を獲得して、収

入の増加が期待できる状況となりました」(男性,20代,福島県,パート・アルバイト)

【勉強】「資産運用に興味を持ち、勉強しています」(女性,30代,愛知県,会社員)

【家庭に目が向いた】「早く帰宅するようになって、子供と遊んだり宿題を見れる様になり、家

族といる時間が増えた」(男性,30代,岡山県,会社員・団体職員)

【家を片付けた】 「断捨離をして家が片付いた」（女性,50代,熊本県,派遣社員）

15番目のMROCの調査テーマは「コロナ下の生活を振り返って」です。自粛生活の中で、周囲と比較して「①恵まれていたと思うこと」「②困ったこと」
「③今後が不安なこと」「④新たなチャンス・プラスの転機となったこと」を聞きました。
⚫「①恵まれていたこと」は収入の確保に関することが多く、他に孤独感・閉塞感が少なかった、在宅勤務等で感染リスクを下げられた等がありました。
⚫「②困ったこと」では減収・コロナ対応での繁忙、感染リスクの心配、テレワークやステイホーム中の困難、衛生用品の不足等があがりました。
⚫「③今後が不安なこと」としては、再度の感染拡大、自粛生活への逆戻りと経済悪化からくる減収・資産減、雇用不安、学習の遅れがあがりました。
⚫「④新たなチャンス・プラスの転機」は、テレワークをはじめ、遠隔コミュニケーションが増えるなど、オンライン化・デジタル化に関することが目立ちまし
た。時間ができたことで、副業や勉強を始めた人や、家族や家の片づけなど、「家」に目が向いたことをプラスに捉える人も多くいました。
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#16 【ポストコロナ】

コロナが世界で完全終息したら、
一番したいことは、圧倒的に「旅
行」

執筆/問合先

MRI 未来構想センター 佐野紳也
📫 mif@mri.co.jp

16番目(最後)のMROCの調査テーマは「ポストコロナ」です。コロナが世界で完全終息したら一番したいこと、コロナ下の生活を経験して、もうやりたくないことを聞きました。
⚫ 一番したいことは、圧倒的に「旅行」(66%)です。コロナ禍以前でも、旅行は、最も人気のあるレジャー活動でしたが、コロナ禍で旅行に行くことができず、また、デジタルでの代替が
難しいため、圧倒的になったと思われます。国内旅行と海外旅行が拮抗しています。旅行先としては、テーマパーク、温泉、食べ歩きが人気となっています。2位は、「外食・居酒屋・飲
み会」(5%)、3位「コンサート・ライヴ・フェス」（４％）、４位「帰省」（３％）、５位「スポーツ観戦」です。これらはデジタルや宅配である程度代替可能とも考えられます。

⚫ もうやりたくないことに、「感染の拡大によって強いられた行為や生活」と「コロナ下の生活を経験することで気づいたコロナ以前にしていた不要な行為や生活」の２種類があります。
①「感染の拡大によって強いられた行為や生活」としては、「感染に怯え、消毒や衛生面に神経質となる生活」、「マスクを常にする生活」、「外出自粛・ステイホーム」、「休校・休
園・登校自粛」などです。また、「マスクやトイレットペーパーを買い漁る暮らし」をしたくないとい声もあります。

②「コロナ下の生活を経験することで気づいたコロナ以前にしていた不要な行為や生活」の一つは「満員電車」「通勤」です。一方で、在宅勤務・テレワークを体験することで、「通勤」
が苦痛に感じるようになっています人もいるようです。「不必要な飲み会」「大人数の飲み会」「歓送迎会」も指摘されています。義理で出席していたことを改めて実感しているようです。

<MROC概要＞
名称：「新型コロナ下の私たちの生活を語
り合うコミュニティ」
調査手法：MROC
参加者数：279名
実施期間：2020/4/28～6/30

<定性調査概要＞
テーマ：「ポストコロナ」
調査手法：掲示板
参加者数：193名 発言数：720件
調査期間：2020/6/23～6/30

コロナが世界で完全終息したら一番したいこと コロナ下の生活を経験して、もうやりたくないこと

旅行

66%

外食・居酒屋・飲み会

5%

コンサート・ラ

イヴ・フェス

4%

帰省

3%

スポーツ観戦

2%

その他

15%

なし

5%

N=193

注：発言内容に基づき筆者が分類

満員電車、通勤
⚫ 満員電車や混雑した居酒屋やお店に行くこと。絶対に通勤して勤務しな

ければいけないということ(在宅勤務も自由に選べるのがいい） (女性,20
代,茨城県)

⚫ 通勤。在宅勤務できたので、「なんだ。行かなくても仕事できるな。」と思っ
たら、通勤時間が無駄でしかないと思ってしまった(女性,40代,愛知県）

⚫ 意外と大丈夫とは言うけど、満員電車で遠くまで通勤するのが、かなり苦
痛に感じるようになった。まあテレワークでいいかという感じ(男性,50代,神
奈川県)

不要な飲み会、大人数の飲み会や歓送迎会
⚫ コロナ以前のラッシュ時の移動、不必要な飲み会、外食等(男性,20代,

長崎県)
⚫ 大人数での飲み会には参加したくないですね。また、既に定年退職してい

ますが、どう転んでも再就職はしたくないです(男性,70代,東京都)
⚫ コロナ禍で、飲み会とか自粛になりましたよね。私、大勢での飲みの席が実

に苦手で、2～3人がベスト、せいぜい4人までで、それ以上になると話もで
きないし、わざわざ一緒に飲む意味ないと思ってしまうんですよ。コロナの影
響で企業では歓送迎会なども見送られて、ちょっと私的にはありがたいので、
会社の歓送迎会とかは、これからもやりたくありません(女性,40代,大阪
府)

感染に怯え、消毒や衛生面に神経質となる生活
⚫ とにかく精神的な不安はもうつらいです。異常にアルコール消毒したり、暑い

中マスクをつけたり、神経質になってしまったので(女性,20代,滋賀県)

マスクを常にする生活
⚫ マスク必須の生活。夏は蒸れるし、顔が熱くなって眠くなるし、メイクは落ち

るし、口紅は付けられないし、外した時置き場所に困るし、一番のストレス
でした(女性,40代,東京都)

外出自粛、ステイホーム
⚫ 外出に気を使う生活はもうしたくないです。外出なんて不謹慎だと誰かに怒

られたりしないかと不安な気持ちでお店に行って、なるべく物に触らないよう
にしたり、短時間で帰ったり…(女性,30代,徳島県)

休校・休園・登園自粛
⚫ 学校の休校による終始子どもが家にいるストレスは辛かった。仕事と両立し

ながら、三食ごはんを作って、勉強を見て、運動もさせ、ゲームや
YouTube ばかりの子どもに毎日怒っていました。自分の時間は全くない状
態で精神的に本当にきつかったです(女性,40代,東京都)

マスクやトイレットペーパーの買い漁り
⚫ トイレットペーパーやマスクのように皆が不安に煽られて何かを買い漁るよう

な暮らしも嫌ですね(女性,5030代,神奈川県)

<感染の拡大によって強いられた行為や生活> <コロナ以前にしていた不要な行為や生活>

©三菱総合研究所・エム・アール・アイリサーチアソシエイツ

mailto:mif@mri.co.jp


この資料に関するお問い合わせ先：

株式会社三菱総合研究所
未来構想センター 高橋・佐野

E-mail：mif@mri.co.jp

エム・アール・アイ リサーチアソシエイツ株式会社
生活者市場予測システム（mif）事務局 橋本・松下

E-mail：mif@mri.co.jp

mailto:mif@mri.co.jp
mailto:mif@mri.co.jp

