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概要
1. GTAPモデルに基づき、新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる
世界経済への影響は、5.8兆ドルから8.8兆ドルの損失に上る可能性があり、
これは世界の国内総生産（GDP）の6.4％から9.7％に相当する。

• 4月3日発表の「アジア経済見通し2020年版（ADO2020）」で示された世界全体の経
済的影響額、2.0兆ドルから4.1兆ドル相当の二倍以上に改訂。

2. 世界中の政府の対応、特に所得や収益の損失を補填するための直接支援
によって、新型コロナウイルスの経済的影響を30％から40％程度軽減し、
世界経済の損失を4.1兆ドルから5.4兆ドルまで引き下げる。

3. 迅速なパンデミックの封じ込めが最重要であるが、それが困難な場合、
長引く経済封鎖などが金融危機につながる恐れがあり、経済の回復も長
引く。

4. 所得補償や雇用保護は、長期の悪影響を避けるために不可欠である。
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世界における新型コロナウイルス感染症の概要
(単位＝1000)

3
PRC = Peoples’ Republic of China, SARS = severe acute respiratory syndrome, WHO = World Health Organization.  
Source: World Health Organization statistics downloaded using CEIC (accessed 5 May 2020).
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新型コロナウイルス感染症が経済に影響する諸経路



GDPインパクトの更新値
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パンデミックがなかった場合のGDPとの比較（%）



4月公表のADO推計と今回のGTAP推計の違い
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数値上の相違:

1. Infection level was less than a million in the ADO; now more than 4 million.

2. ADO 2020 analysis had 13 outbreak-affected economies; GTAP analysis covered 
96 outbreak-affected countries and territories, with 1000+ infections each.

3. ADO analysis accounts for 3 channels: tourism, consumption and investment, 
and trade and production linkages; GTAP covers these plus 3 more: 1) increase 
in trade costs, 2) production disruptions, and 3) government policy responses.

4. The size of the shocks to tourism receipts, consumption and investment are 
larger in the GTAP analysis than in the ADO (see details in the extra slide).

理論上の相違:

1. ADO analysis uses fixed shares; GTAP uses consumer and producer behaviors, 
which  generate stronger demand and supply linkages.

2. GTAP accounts for price effects which is not captured in the MRIOT for ADO.



GDPインパクト（政策がなかったとした場合）
パンデミックがなかった場合のGDPとの比較（%）

7



労働市場へのインパクト
パンデミックがなかった場合との比較（%）
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開発途上アジア地域の貧困指標推移
パンデミックがあった場合となかった場合を含む



ADB・新型コロナウィルス感染症対策データベース
ADB COVID-19 Policy Database

<https://covid19policy.adb.org/>



新型コロナウイルス感染症蔓延による
所得や収益の損失を補填するための直接支援

ADB メンバー国・地域 (% of GDP)
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所得や収益の損失を補填する直接支援のインパクト
パンデミックがなかった場合との比較（%）
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総合的なGDPインパクト（政策効果を考慮した場合）
パンデミックがなかった場合のGDPとの比較（%）
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Extra Slide
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ADO 2020 GTAP

Consumption Shorter containment, smaller demand shocks: Growth in the 
domestic consumption in the PRC slows by: 
-5 percentage points (pp)

Growth in domestic consumption in outbreak-affected economies 
excluding PRC declines by: -2pp

Shorter containment: Decrease in productivity cuts consumption growth by:
-6.7 pp in PRC
-8.1 pp in the US
-7.1 pp in EU
-6.6 pp in Japan
-6.5 pp in other outbreak-affected advanced economies 
-3.5pp in other outbreak-affected DMCs 

Longer containment, higher demand shocks: Growth in domestic 
consumption in outbreak-affected economies declines by: -5 pp

Longer containment, higher demand shocks: Decrease in productivity 
cuts consumption growth by:
-10.1 pp in PRC
-12.2 pp in the US
-10.7 pp in EU
-9.9 pp in Japan
-9.75 pp in other outbreak-affected advanced economies 
-5.3pp in other outbreak-affected DMCs

Investment Shorter containment, smaller demand shocks: Growth in the 
domestic investment in the PRC declines by 6.25 pp; Growth in 
domestic investment in outbreak-affected economies excluding the 
PRC declines by: -2pp.

Shorter containment: Decrease in productivity cuts investment growth by:
-5.4 pp in PRC
-8.2 pp in the US
-10.0 pp in EU
-7.3 pp in Japan
-9.2 pp in other outbreak-affected advanced economies 
-4.4pp in other outbreak-affected DMCs

Longer containment, higher demand shocks: Growth in domestic 
investment in outbreak-affected economies declines by: -6.25 pp

Longer containment, higher demand shocks: Decrease in productivity 
cuts investment growth by:
-8.1 pp in PRC
-12.3 pp in the US
-15 pp in EU
-10.95 pp in Japan
-13.8 pp in other outbreak-affected advanced economies 
-6.6 pp in other outbreak-affected DMCs

Differences in the Consumption and Investment Assumptions


