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フォーキャスト調査
公益社団法人 日本経済研究センター

ESP フォーキャスト調査は、毎月、日本を代表する
民間エコノミスト約 40 名に最新の経済予測を尋ね、
その集計結果から、平均的な見通しであるいわゆる
「コンセンサス予測」を発表しています。GDP 成長率
や消費者物価などの数値情報に加え、景気判断や金融
政策の変更などに関する見方もご提供します。
本調査は「経済企画協会」が 2004 年から実施してきた「ESP フ
ォーキャスト調査」を、日本経済研究センターが 12 年 4 月より引
き継いだものです。調査名称は同協会が発行していた雑誌『ESP』
にちなむもので、
「Economy,Society,Policy」の頭文字です。

《調査結果のイメージ》

ESP フォーキャスト調査サービス
 GDP と主な需要項目の増減率、消費者物価上昇率、失業率、株価、円相場など
 年度は向こう 2～3 年、四半期は 6～10 期先まで（予測年度末の四半期まで）
 景気の転換点を過ぎたかどうかの判断
 日銀の金利政策（政策金利・誘導目標の見通し）
 米国の GDP と金利政策、中国・ユーロ圏の GDP
 特別調査（景気のリスク要因、五輪効果）

など

（調査項目は変更する可能性があります）

調査項目
会員限定

 年度・四半期ごとの全フォーキャスター予測データ一覧
 高位・低位 8 機関平均を含む四半期別予測値
 総合景気判断 DI
 暦年の実質 GDP 予測値
 年に 2 回「長期予測」を調査
（例：2018～22 年度の実質平均成長率、ＣＰＩ平均上昇率）
 毎月ホームページに調査結果の概要を掲載
公表日程

会員限定
 公表日に調査結果をメール配信でお知らせします

ご利用料金

 年会費 ６万円＋消費税
 会員限定コンテンツを閲覧できる ID・パスワードを発行します
日本経済研究センター会員の方は「JCER NET メンバー」ID・パスワードでご覧いただけます

《お問い合わせ》
公益社団法人 日本経済研究センター ESP フォーキャスト調査事務局
〒100-8066 東京都千代田区大手町 1-3-7 日本経済新聞本社ビル 11Ｆ
TEL:03-6256-7796 FAX:03-6256-7925

フォーキャスター一覧
アライアンス・バーンスタイン(株) 運用戦略部 ﾏｰｹｯﾄ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ 村上 尚己
伊藤忠商事(株) 伊藤忠経済研究所 主席研究員 武田 淳
岡三証券(株) グローバル金融調査部 ﾁｰﾌｴｺﾉﾐｽﾄ 愛宕 伸康
クレディ・アグリコル証券 グローバル・マーケッツ・リサーチ ﾁｰﾌｴｺﾉﾐｽﾄ 森田 京平
JP モルガン証券(株) 経済調査部長 ﾁｰﾌｴｺﾉﾐｽﾄ 鵜飼 博史
シティグループ証券(株) 経済市場調査部 ﾁｰﾌｴｺﾉﾐｽﾄ 村嶋 帰一
信金中央金庫 地域・中小企業研究所 上席主任研究員 角田 匠
(株)新生銀行 グループ経営企画部 金融調査室 室長 伊藤 篤
ソニーフィナンシャルホールディングス(株) 金融市場調査部 ｼﾆｱﾌｪﾛｰ/ﾁｰﾌｴｺﾉﾐｽﾄ 菅野 雅明
(株)第一生命経済研究所 経済調査部 主席ｴｺﾉﾐｽﾄ 新家 義貴
大和証券(株) 金融市場調査部 ﾁｰﾌﾏｰｹｯﾄｴｺﾉﾐｽﾄ 岩下 真理
大和証券投資信託委託(株) 調査部投資調査課 村松 秀樹
大和住銀投信投資顧問(株) 経済調査部 部長/ﾁｰﾌｴｺﾉﾐｽﾄ 柿沼 点
(株)大和総研 常務取締役/ﾁｰﾌｴｺﾉﾐｽﾄ 熊谷 亮丸
(株)帝国データバンク 産業調査部 情報企画課 窪田 剛士
(一財)電力中央研究所 社会経済研究所 上席研究員 林田 元就
ドイツ証券(株) ｴｺﾉﾐｽﾄ 小山 賢太郎
(株)道銀地域総合研究所 経済調査部 主任研究員 坂野 公紀
(株)東レ経営研究所 理事/ﾁｰﾌｴｺﾉﾐｽﾄ 増田 貴司
(株)ニッセイ基礎研究所 経済調査部門 経済調査室長 斎藤 太郎
(公社)日本経済研究センター 研究本部 主任研究員 佐々木 仁
(株)日本経済新聞社 デジタル事業 BtoB ユニット 渡部 肇
(株)日本総合研究所 調査部 マクロ経済研究センター 所長/主席研究員 枩村 秀樹
(株)農林中金総合研究所 調査第二部 主席研究員 南 武志
野村證券(株) 金融経済研究所 経済調査部 ﾁｰﾌｴｺﾉﾐｽﾄ 美和 卓
バークレイズ証券(株) 調査部 ｴｺﾉﾐｽﾄ 永井 祐一郎
(株)浜銀総合研究所 調査部 部長/上席主任研究員 北田 英治
BNP パリバ証券(株) 経済調査本部 部長/ﾁｰﾌｴｺﾉﾐｽﾄ 河野 龍太郎
(株)日立総合計画研究所 研究第一部経済グループ 研究員 上田 優子
富国生命保険(相) 財務企画部 ｼﾆｱｴｺﾉﾐｽﾄ 大野 俊明
(株)富士通総研 経済研究所 主席研究員 米山 秀隆
ブルームバーグエル・ピー 主席ｴｺﾉﾐｽﾄ 増島 雄樹
みずほ証券(株) リサーチ&コンサルティングユニット 金融市場調査部 ｼﾆｱﾏｰｹｯﾄｴｺﾉﾐｽﾄ 末廣
みずほ総合研究所(株) 調査本部経済調査部 主任ｴｺﾉﾐｽﾄ 市川 雄介
三井住友アセットマネジメント(株) 理事/ﾁｰﾌｴｺﾉﾐｽﾄ 宅森 昭吉
三井住友信託銀行(株) 調査部経済調査チーム 調査役 加藤 秀忠
(株)三菱総合研究所 政策・経済研究センター 主席研究員/ﾁｰﾌｴｺﾉﾐｽﾄ 武田 洋子
(株)三菱 UFJ 銀行 経済調査室 次長 石丸 康宏
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券(株) 景気循環研究所 所長 嶋中 雄二
三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング(株) 調査部 主席研究員 小林 真一郎
明治安田生命保険(相) 運用企画部 ﾁｰﾌｴｺﾉﾐｽﾄ 小玉 祐一

徹

（敬称略、機関名五十音順、2018 年 4 月現在）

日本経済研究センター 入会のご案内
日本経済研究センターに入会されますと、「ESP フォーキャスト調査」詳細版を含め、当センター
の行う短期・中期経済予測、長期予測データの提供、年間 100 本以上のセミナー、朝食会、政策懇談
会への参加をはじめ、各研究成果やデータ、研究報告書などの会員サービスをご利用いただけます。
詳細はこちら

⇒http://www.jcer.or.jp/center/enrollment.html

