
連絡先住所：〒930-8555 富山県富山市五福３１９０ 富山大学 研究推進機構 極東地域研究センター 
電話：076（445）6510 ホームページ <http://www3.u-toyama.ac.jp/cfes> 

 
 
 
 
 
 
 
I  富山大学・一橋大学合同研究会 

「コロナショックと中露経済」 
 
極東地域研究センターでは、一橋大学経済研究所

と協力し、6月 26日に富山国際会議場で「コロナシ

ョックと中露経済」と題する合同研究会を開催しま

した。県境を跨ぐ移動が緩和されたとはいえ、国際

会議場や一橋大学側と綿密に協議し、感染防止対策

をとりながらの開催となりました。 

一橋大学岩﨑一郎教授は、「コロナショックのロシ

ア経済及び企業経営への影響を探る」と題した報告

を行い、ロシアは従来からの国際原油市場低迷、ル

ーブル安、国際制裁という三重苦に加え、第四の苦

難としてコロナショックを被り、この苦難はリーマ

ンショック級かそれ以上のダメージをロシア経済に

及ぼす可能性があり、企業の過半数強が影響を受け、

今後、廃業率が時間差を伴って顕著に上昇するとの

見立てを披露しました。私は「COVID-19 が止めた人

の移動と労働のロシア経済への影響を探る」という

題で、 4月の失業者数は政府推計値よりも多くなる

試算を示し、今後 1998 年のロシア金融危機に匹敵す

る失業者数が見込まれ、従業員の時短や変動賃金部

分の柔軟な圧縮といった従来の企業施策で大量失業

を押さえ込むことは難しいとの見解を示しました。

本学の馬欣欣准教授は、「コロナショックと中国経済

への影響を探る」と題する報告を行い、中国では企

業規模に関わりなく企業の資金不足が深刻で、企業

業績は長期的に影響を受け、経済成長に与える影響

は大きいものの、コロナショックを契機として電子

商取引などデジタル経済の発展が期待できるとの見

解を示しました。京都大学経済研究所溝端佐登史所

長は、各報告を批判的に検討しつつ、コロナショッ

クが従来のロシア経済のあり方をリセットする可能

性もあり、新しい経済および経済学のあり方が今後

模索されていくべきと、研究会を締めくくりました。 

研究会の討議内容は，（公財）環日本海経済研究所

の ERINA Report Plusでも紹介され、また、事前登

録制の小規模研究会にもかかわらず、新型コロナウ

イルス対策に従

事されている実

務家を含む市民

のみなさんや他

県の教員・研究

者の方々の参加

もあり、注目度

の高い研究会と

なりました。 

写真 1 岩﨑教授の報告  

（文責：堀江典生） 

Ⅱ コロナによる個人消費へのインパクト: 

  中国電子商取引データからの証拠 
 

 中国に「知乎」（中国版 Quora）という信頼性の高

い Q&A サイトがあり、コロナについて検索すると、

「コロナが終息したらリベンジ消費が起こるか」と

いう質問に人々の関心が寄せられました。中国にい

る友達に聞いてみても、「知乎」の回答とほぼ同じく、

「リベンジ消費ではなく、むしろリベンジ貯蓄する

よ」という意見が多くありました。中国西南財経大

学と研究機構「ANT FINANCIAL」の共同調査では、2020

年第 1 四半期、調査対象家計の 50.2%は消費を抑え

て貯蓄を増やし､40.4%は以前と変わらず､わずか

9.4%の家計が貯蓄を抑えて消費を増やしていました。 

 8 月末現在、中国武漢のロックダウン解除(4 月 8

日)から 4ヶ月以上経ちましたが、収入減と自粛ムー

ドなどが原因で個人消費が長期的なダメージを受け

る可能性が高いと考えられています。中国 ECサイト

大手 Taobao（淘宝）と Tianmao(天猫)の購入インデ

ックスデータ(Alibaba Database)を利用し、コロナ前

後に個人消費傾向がどのように変化したかを考察で

きます。Taobao 購入インデックスは、Taobao と

Tianmao における商品の取引量に基づいて計算され

た指標であり、図１はそのインデックスの 1 年間の

推移を表しています。コロナの影響で、マスクを含

む防護用品の消

費は急増し、2月

中旬以降落ち着

きましたが、コ

ロナ前と比べて

多く消費されて

います。また、半

耐久財である婦

人服の消費は当

初減少したもの

の、回復は早く、

他方、旅行消費

は大幅に減少

し、７月中旬か

ら緩やかに回復

しています。 

  コロナの影響で、個人の消費意欲が減退していま

すが、以前に較べて防護用品や衛生用品の購入意欲

が高まっている傾向が明確になっています。また、

電子商取引データは、中国統計局が公表した第 1四

半期の消費データと比べて見ると、半耐久財の消費

の回復が早くなっている傾向が見られ、特にデジタ

ル消費は一部のコロナショックのマイナス影響をオ

フセットした可能性が考えられます。 

                                  （文責: 楊潔） 
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Ⅲ コロナ禍とインバウンドの意外な関係 
 
世界を襲った新型コロナウィルス感染症の影響は、

日本国内でも様々な影響をもたらしています。私は

現在、コロナ禍が豊洲の水産市場にもたらした影響

について研究を行っていますが、本稿ではその過程

で発見した別の問題についてお話したいと思います。 

 図２コンビニにおけるヘルスケア商品の売上の推

移です。これは経済産業省が公表している「METI POS

小売販売額指標」をプロットしたもので、横軸は週、

縦軸は 2015 年を 100 とした売上指数です。左は関

東、右は近畿のデータで、網掛けは緊急事態宣言の

期間、黒線が 2020年の指数、カラフルなものが 2015

から 2019 年のトレンドです。これをみると、緊急事

態宣言前に駆け込み需要があり、マスクなどの供給

が回復した 6 月以降に過去に比べて急激に売上を伸

ばしていることがわかります。 

 

 
図２ ヘルスケア商品売上(コンビニ) 

 
 一方、図３は同じデータのドラッグストアにおけ

るヘルスケア商品の売上です。これをみると、関東

(左)、近畿（右）ともに緊急事態宣言中の巣ごもり

で大きく売上を落としたことがわかります。その後、

関東の売上は回復したものの、近畿では引き続き低

迷しています。コンビニは大きくヘルスケアの売上

を伸ばしているのに何故近畿のドラッグストアだけ

落ち込みが続いているのでしょうか？ 

 

 
図３ ヘルスケア商品売上(ドラッグストア) 

 

業界関係に何人かヒアリングしたところ、これは

インバウンドの影響であるとの結論に至りました。

インバウンド旅行者にとって、東京近郊の空港から

入国し、東京観光後に、東海道に沿って、富士山、

京都、大阪を観光して出国するのがゴールデンルー

トです。旅の目的の一つであるヘルスケア商品の購

入は、このルートの最後である近畿圏で余った予算

を総動員して行われる傾向にあったようです。どう

やら私の考える以上にインバウンドは日本経済に大

きく貢献していたようです。 

（文責：山本雅資） 

Ⅳ 富山大学特別公開オンラインセミナー 
 
新型コロナウイルスが中国湖北省武漢市から中国

国内および世界中に猛威を振るっています。新型コ
ロナウイルス感染症の広がりを防止する観点から、
３密を避けた“新しい生活様式”が求められていま
す。そこで富山大学では特別公開オンラインセミナ
ー「“ウィズコロナ”に向けて」を実施しました。こ
の特別公開オンラインセミナーは 6 月 20 日から 9
月 5までほぼ毎週土曜日で開催されました。全学各
分野の先生達がリレー形式で、新型コロナウイルス
感染症に関連する様々なトピックを取り上げ、多様
な視点（医学、薬学、心理学、芸術文化、経済学な
ど）から、人類が初めて直面したコロナ感染症およ
びそれによって起因する様々な問題に対して、どの
ように対応すべきかについて講義が行われました。
私も 2020 年 8 月 8 日に講師としてこのオンライン
セミナーに参加し、「コロナショックと中国経済への
影響を探る」というお題でお話しさせていただきま
した。 

 

 
写真２ セミナーの様子と当日のスライドの一部 

 
私の講義では、まず、ミクロレベルの視点から、

国連および中国統計局が実施した中国企業調査デー
タに基づいて、新型コロナウイルス感染時期には、
中小企業、大企業のいずれにおいても、資金不足（雇
用者賃金の支払い、家賃支払いなど）は、最も深刻
な問題であること、中小企業および大企業のいずれ
においても、新型コロナウイルス感染症によって、
企業業績（経営収入）は 10－50％程度に減少すると
予測する企業は多く、コロナショックが企業生産に
大きな打撃を与え、またそのマイナスの影響は短期
間ではなく、長期間にも続くことを説明しました。
次にマクロレベルの視点から、中国 GDP 成長率、失
業率、国際貿易などについて、中国政府の公表デー
タに基づいて、新型コロナウイルス感染症が中国経
済に大きな打撃を与え、そのマイナスの影響は 1998
年のアジア金融危機および 2008 年のリーマンショ
ックより大きいことを解説し、また中国政府緊急財
政・税制対策の内容を紹介しました。最後に中国経
済のゆくえと社会分断化等の問題に関しては、私の
主張を述べました。 
講義参加の事前登録者数が 82 人でした。45 分間

講義の後、活発なディスカッションを行いました。
講義後のアンケート調査によると、「日本以外を詳し
く知る機会がなく、普通ではなかなか知ることがで
きない話を聞けて良かった」などの多くの好評を頂
きました。富山大学教員として社会貢献ができて非
常に嬉しく思っています。今後も、こうした遠隔セ
ミナー・講義を通じて、学生・市民向けの教育や国
際交流活動を続けたいと思います。 

（文責：馬欣欣） 
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