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（ＢＯＸ３）感染症が個人消費に与える影響
本ＢＯＸでは、新型コロナウイルス感染症が個
人消費に及ぼしている影響について、高頻度デー
タを活用しつつ、足もとまでの動きの特徴点を整
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的サービス」の落ち込みが顕著となっている。日
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（出所）日本銀行等
（注）1. 消費活動指数（旅行収支調整済）は、除くインバウンド消費・含むアウトバウンド
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（出所）日本銀行等
（注）1. 日本銀行スタッフ算出。旅行収支を調整していない。
2. ＜ ＞内は、消費活動指数におけるウエイト。
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Google は、各国・地域別の「施設種類別」の人出の増
減率を公表している。
「小売、娯楽（Retail and recreation）
」
は、レストラン、カフェ、ショッピングセンター、テーマ
パーク、博物館、図書館、映画館などが対象となっている。
食料品店やドラッグストア等は、
「食料品店、薬局（Grocery
and pharmacy）
」という別のカテゴリーに含まれる。
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（注）1. 日本銀行スタッフ算出。旅行収支を調整していない。
2. ＜ ＞内は、消費活動指数におけるウエイト。
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方、選択的サービス以外のサービス消費（図表 B33 では「その他サービス」に分類）も、医療や冠
婚葬祭、学習塾等を中心に、相応の減少となって
いる。このことは、人々の感染症への警戒感が、

図表B3-4：人出と選択的サービス支出
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圧力として作用したことを示している。
このように、今回の感染症により、個人消費は
全体として大幅な減少となったが、同時に、感染
防止と両立しやすい一部の分野では、新たな財・
サービスに対する需要も創出されている。例えば、
外出自粛の動きが強まるなかで、外食におけるテ
イクアウト・デリバリー需要は、このところ急速
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（出所）総務省、Google LLC "Google COVID-19 Community Mobility Reports" .
https://www.google.com/covid19/mobility/ Accessed: 2020/7/15.
（注）1. ベースラインは、2020/1/3～2/6日の該当曜日の中央値。
2. 選択的サービス支出は、交通、教養娯楽サービス（宿泊料等）、外食の合計。
直近値は、5/31日。
3. 小売、娯楽は、レストラン、ショッピングセンター、テーマパーク等の訪問者
数を示す。直近値は、7/10日。

に拡大している。この点、テイクアウト・デリバ
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（出所）日本フードサービス協会「外食産業市場動向調査」
（注）日本フードサービス協会のデータを用いて日本銀行スタッフが算出。

落ち込んだが、足もとにかけては、パソコンやテ
レビ、白物家電に牽引されて、持ち直している（図

図表B3-6：家電販売額（METI POS）
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直してきており、サービス消費に対する下押し圧
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（出所）経済産業省
（注）横軸は各週初の日付を示す。直近値は、6/29～7/5日週。
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力は、足もとにかけて和らいできているとみられ
る。ただし、感染症への警戒感が根強く残るなか
で、外食におけるディナーレストランや居酒屋と
相関の強い夜間の繁華街の人出は戻りがかなり鈍
いうえ（図表 B3-7）
、国内旅行についても、6 月

図表B3-7：飲食店への来店件数
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て持ち直しているほか（前掲図表 B3-6）
、②衣料
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（注）1. 飲食店への来店件数は、１店舗当たりの来店件数。集計対象は、TableCheck
が提供する飲食店予約顧客管理システムを導入している、約 4,500店舗。
直近値は、7/12日。
2. 東京の繁華街における夜間人口は、銀座、新宿、六本木各駅を中心とした半径
500ｍの領域における20～24時までの滞在人口。2019年については、各駅を中心と
した900ｍ四方の領域のデータを用いて推計した値。 直近値は、7/12日。

品販売も営業活動が徐々に再開するもとで、持ち
直しているものの、③ウエイトの大きい食料品や
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日用品の需要は、外食へのシフトもあって増勢が
鈍化していることから（図表 B3-8）
、全体として

図表B3-8：スーパー販売額（日経CPINow）
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（出所）株式会社ナウキャスト
（注）横軸は各週初の日付を示す。直近値は、7/7～13日週。
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