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土居丈朗氏
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日本経済 停滞脱却への処方箋 ― アベノミクス５年目の展望

アベノミクスのロケットスタートは持続的な推進力とな
らなかった。足元の景気回復は極めて緩慢であり、けん引
力が見当たらない。企業収益の増加にかかわらず前向きな
取組みは極めて鈍く、現役世代の消費も前の世代より低い
水準にとどまる。こうした弱気から抜け出せない「弱気の
罠」にはまった日本経済は緩やかな停滞を続け、人口減少
から潜在経済成長率は2030年度にはほぼゼロまで低下する。
この停滞下においても一人当たり実質消費は30年度まで
の予測期間中に年率１％弱で増えており、必ずしも生活水
準が低下するわけではないが、これが改革が進まない原因
でもある。すべてのものが経済規模に合わせて伸縮すれば
問題ないが、将来の社会保障負担など制度・インフラを維
持するコストは伸縮自在ではない。
こうした問題意識からすれば、けん引力不在の経済の中
でどのように前向きの動きを作っていくかが問題である。

岩田一政

日本のAI研究最前線と世界戦略 ― 理研、中核研究拠点の新たな取り組み

杉山

≪シリーズ

将氏

どうなる中国経済≫第6回

成長と改革の両立はできるのか ― 2017年を展望する

肖

敏捷氏

のお手元へお送りしてきました。昨今、在宅勤務のため会員
国民経済計算からみた日本経済 ― 2008SNAへの対応
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（資料）内閣府『国民経済計算』などより推計

金融政策を深掘りし、長期金利まで操作する事態になって
しまったが、成長戦略の取り組みはまだ道半ばである。短
期的には、いわゆる「逆所得政策」の積極的活用などの対
応が必要であり、労働市場への一定程度の介入は甘受すべ
２P へ続く
きである。
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日本経済研究センターは11月15日、小泉進次郎・自民党農林部会長を講師に招き「なぜ今、農業改革
か」と題したセミナーを開催した。小泉氏は日本の農業の現状について「持続可能性を失っている」と
指摘。
「営農、農協のあり方を変え、前へ進まないといけない」と力説した。米大統領選の結果に関わり
なく構造改革を推し進め、若年層が容易に就農できる環境を整備したいとの考えを示した。

参加希望

山崎重一郎氏

2017年の日本経済の課題

潜在成長率の予測

(％）
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なぜ今、農業改革か（小泉進次郎・自民党農林部会長）
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Economic Forecast

海外次第の景気回復持続、米労働市場が鍵

第191回四半期経済予測改定版.....................2p

Discussion Paper

QQE下における日本銀行のＥＴＦ買い入れ リスクプレミアムへの働きかけ、
小型株中心....3p

Economic Report

食糧系スタートアップに資金流入、食糧高騰で関心高まる...............................................4p

ピックアップセミナー 9・10月のご案内
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9月29日木 14:00 ～ 15:00

ＥＶ重視の死角
―環境車戦略に必要な視野
浜口伸明・神戸大学経済経営研究所教授

ライブ配信

収録動画

東京

詳細は 6P をご覧ください

10月19日水 10:00 ～ 11:30

会場開催

収録動画

＊会場：日経東京本社ビル６階・カンファレンスルーム

＜グローバル危機に聞く＞

激動の国際情勢と日本の経済安全保障
兼原信克・同志社大学法学部特別客員教授

Economic Forecast

⃝４ ～６月期実質GDP（２次速報）の改定幅は幾分

（2022.9.8）

大きめとなったが、海外経済成長率の見通しを不変

《改訂》第191回四半期経済予測

としたことから、国内経済の見通しはSA191から大

海外次第の景気回復持続
最大のリスク、米欧景気後退確率は30%

きくは変更していない。すなわち、新型コロナウイ

日本経済研究センターでは、８月15日公表の予測

わが国の景気は個人消費や設備投資などの内需主導

ルスの感染拡大やロシアによるウクライナ侵略、グ
ローバルな物価高騰・景気減速などの逆風の中でも、

（
「景気は「戦後最大級の難局」で薄氷の回復―米欧が

で回復していくとみている。実質GDP成長率は、

景気後退ならわが国への波及避けられず―」、以下

2022年度が前年比＋1.7％、2023年度は同＋1.3％と

SA191）を改訂した。本改訂版（SA191R）は、９月

予測している。

８ 日 に 公 表 さ れ た2022年 ４ ～ ６ 月 期 の 国 内 総 生 産

⃝先行きの不確実性は異例に高く、景気下振れのリス

（GDP）の２次速報値（２次QE）などを踏まえたも

クがきわめて大きい。主なリスク要因は海外、とり
わけ、米国に起因している。米国景気が軟着陸でき

のである。

るかは労働市場における効率性の回復が失業率の悪

SA191R（改定版）、予測のポイント

化をどの程度抑制するかに依存している。

⃝４～６月期実質GDP（２次QE）は前期比年率＋3.5

⃝失 業率の動向に着目したFRBの既存研究等を参考

％と、１次速報の前期比年率＋2.2％から上方修正

に、米欧などの主要国が全体として景気後退する確

された。需要項目別にみると、GDPの上方修正の

率を新たに算出した。具体的には、便宜的に景気後

主因となった民間企業設備投資は前期比＋2.0％と

退を１年間で失業率が１％ポイント以上悪化した場

１次速報の＋1.4％から大きめの上方修正となった。

合として、米欧など主要国の経済規模で加重平均し

⃝SA191Rでは、海外経済成長率の見通しをSA191か

た失業率やインフレ率などを用いて試算すると、70

ら不変とした。海外の国・地域についても４～６月

年代以降、局面変化をかなり正確に予見でき、現時

期GDPが改定・公表されたことなどを反映したも

点での米欧主要国の１年後の景気後退確率は30％程

のの、各国・地域の修正幅が大きくなかったためで

度となった。
⃝先行き米欧経済が景気後退した場合には、輸出の停

ある。具体的には、海外経済成長率の見通しは2022

滞などを通じてわが国の景気後退入りもほぼ確実で

年が前年比＋3.1％、2023年は同＋2.5％としている。

図表1：2022年4〜6月期実質GDP
1次・2次QEの比較

2次QEの直前予想に関するヒストグラム

（前期比％、寄与度％ポイント）

（回答機関数）
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22年4‑6月期
実質国内総支出
民需
民間最終消費支出

1次QE

2次QE

0.5

0.9

0.3

0.6

0.6

0.6

5
4

7
6

‑0.1

‑0.1

民間企業設備投資

0.2

0.3

民間在庫変動
寄
与 公需
度
政府最終消費支出

‑0.4

‑0.3

0.2

0.2

2

0.1

0.2

公的固定資本形成

0.0

0.0

1

0.0

0.1

財貨・サービスの輸出

0.2

0.2

財貨・サービスの輸入

‑0.1

‑0.1

民間住宅投資

外需

3

0

〜0.6％

0.6〜
0.7％

0.7〜
0.8％

0.8〜
0.9％

0.9％〜

4〜6月期実質GDP成長率（前期比）

（注）右図はQUICK調査（9月2日時点）
。
（資料）内閣府『四半期別GDP速報』、日本経済新聞

2

あるため、今後も海外経済の動向を注意深くみてい

フトウェア除く、季節調整値）が、１～３月期の前期

く必要がある。

比＋0.2％から伸びを高め、同＋2.1％と堅調な内容と

■４～６月期の国内総生産（GDP）改定値は設備投

なったことが寄与した。民間在庫変動も、法人企業統

資を主因に上方修正

計の結果が反映され、前期比寄与度で－0.3％ポイン

９月８日に公表された 2022年４～６月期実質GDP

トと、１次速報の－0.4％ポイントから上方修正され

（２次QE）は前期比年率＋3.5％（前期比＋0.9％）と、

た。また、公的固定資本形成が、１次速報では未公表

１次速報の前期比年率＋2.2％（前期比＋0.5％）から

だった６月分の建設総合統計の結果が反映され、前期

上方修正された（図表１左参照）
。１日公表の法人企

比＋1.0％と１次速報の同＋0.9％から小幅に上方修正

業統計を受けて、民間エコノミストの間でも１次速報

された。このほか、政府最終消費支出も同＋0.5％か

値から上方修正されるとの見方が強まっていたが、上

ら同＋0.7％へ上方修正された。外需の前期比寄与度

方修正幅は大方の事前予想を上回った（図表１右参

に つ い て も、 財 貨・ サ ー ビ ス の 輸 入 の 改 定 か ら、

照）
。

＋0.0％から＋0.1％へ上方修正された。

（

需要項目別にみると、GDPの上方修正の主因とな
った民間企業設備投資は前期比＋2.0％と１次速報の
同＋1.4％から大きめの上方修正となった。法人企業
統計において、2022年４～６月期の名目設備投資（ソ

Discussion Paper

）

短期経済予測主査：上野陽一・主任研究員
総括：宮﨑孝史・副主任研究員
高野哲彰・副主任研究員

続きはウェブサイトを参照ください https://www.jcer.or.jp/

④将来の出口で何を考慮する必要があるか、について

（2022.9）

考察するものである。

Discussion Paper【No.155（9月中公開予定）
】
の要旨

離散選択モデルによる検証の結果、日銀はETFの

QQE下における日本銀行のＥＴＦ買い入れ
リスクプレミアムへの働きかけ、小型株中心

購入に際し、TOPIXの前日終値から当日午前終値ま

本論は日本銀行のリスク性資産の買い入れ、とりわ

ボラティリティ（Realized Volatility）、前日のリスク

け2013年４月以降の量的・質的金融緩和（QQE）政

プレミアム指標などを参照していることが確かめられ

策の下で「質的緩和」と位置付けられてきたETF（上

た。日銀は午前中のTOPIXの値動きから買い入れを

場投資信託）の買い入れに注目し、①日銀はどのよう

決定し、午後に信託銀行を通じてETFを買い入れて

な状況の下で買い入れを進めてきたのか（政策反応関

いるという、市場関係者のエピソードとも整合的であ

数）、②買い入れの結果、株式市場で何が起きていた

った。

での株価リターン、TOPIX午前終値の５日移動平均
からの乖離率、高頻度データから計測した午前の実現

買い入れの結果、株式市場で何が起きたか。双方向

のか、③日銀はETF買い入れの目的を果たしたのか、

20
15
10

TOPIXの午前の実現ボラティリティ（Realized Volatility）

2010
1201

日銀のマイナス金利政策

東日本大震災

世界同時株安

バーナンキ・ショック

5
0

コロナ危機

rv1am̲TOPIX

11
0713

12
0222

0927

13
0514

英国のEU離脱決定
トランプ・ショック
VIXショック

1217

14
0731

15
0313

1022

16
0606

17
0117

0823

18
0404

1109

19
0628

20
0212

0924

（注1）サンプル期間は2010年12月1日〜22年6月30日 （注2）午前始値から午前終値までの実現ボラティリティ（rv1am）を表示
（資料）日経NEEDS Tick Data（株価指数）より作成

3

21
0510

21
1215

22
0630

の因果性（simultaneous causality）の問題に対処す

ールドスプレッドは日次で見ても週次で見ても縮小し

るため、株価リターンやボラティリティが午前から午

ていることが確かめられた。また、オプション価格か

後にかけてどの程度変化したかを調べると、株価リタ

ら計算される危険中立測度Qの下でのボラティリティ

ーンは午後に上昇し、ボラティリティは低下していた

と、過去の市場価格から計算される実測度Pの下での

ことが確認できた。この傾向は日銀の買い入れ増額に

ボラティリティの差で示される分散リスクプレミアム

伴い増幅されていた。ただし、2014年10月の追加緩和

（Variance Risk Premium）も、日銀のETF買い入れ

からコロナ危機までの間、日銀のETF買い入れが午

によって縮小していた。

後の株価リターンやボラティリティに及ぼす影響は

もっとも、ETF買い入れの影響をクロスセクショ

TOPIXと日経平均とで対照的であった。この期間、

ン方向のリスクプレミアムからとらえると、別の姿が

TOPIX連動のETF買い入れは午後のTOPIXリターン

浮かび上がる。TOPIX構成銘柄を対象にしたパネル

を押し上げたが、日経平均連動のETF買い入れは日

データ分析の結果、日銀のETF買い入れがイールド

経平均の午後のリターンの上昇を抑える方向に働いた。

スプレッドを縮小したのは、TOPIX構成銘柄の中で

これは、日銀がETFの買い入れ総額を引き上げつつ、

も時価総額が小さい企業500社、もしくは時価総額が

TOPIXに連動するETFの購入割合を高めたためと推

100億円を下回る企業で、相対的に規模の大きな企業

察される。

のイールドスプレッドに働きかけたわけでは必ずしも

日銀はETF買い入れの目的をリスクプレミアムに

なかった。将来の出口局面で考慮しなければならない

働きかけるためと説明している。ETFの買い入れが

点と言える。

リスクプレミアムに及ぼす影響を複数の指標から考察

（左三川郁子・金融研究室長

する。株式益回りと安全資産利子率の差で表されるイ

Economic Report

主任研究員）

詳細はウェブサイトを参照ください https://www.jcer.or.jp/

■ゲノム編集で小麦収量アップ、モデルナ生みの親が

（2022.8.31）

農業に挑む

食糧系スタートアップ、食糧高騰で関心

コロナ禍後のサプライチェーンの混乱やロシアによ

ゲノム編集で品種種改良や、
肉代替食品などに資金流入

るウクライナ侵攻で小麦価格が高騰している。米イナ
リ・アグリカルチャー（ボストン）は2022年２月、オ
ーストラリアの穀物育種会社インターグレイン（西オ

世界中で食料価格が上昇しインフレ加速が懸念され

ーストラリア州パース）と提携し、小麦の収量を10〜

る中、食糧関連スタートアップへの関心が高まってい

15%高める取り組みを始める、と発表した。イナリは

る。ゲノム編集技術やビッグデータ解析を使って農産

機械学習などAIとゲノム編集技術を組み合わせた品

物の収量向上を図る企業などが直近で多額の資金調達

種 改 良 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム「SEEDesign」 を 開 発 し、

に成功している。コロナ禍下では都市封鎖で外出制限

同プラットフォームを利用してインターグレインが持

が課される中、消費者に食事や食品を届けるフード・

つ豊富な小麦遺伝子資源を活用して品種改良を進める。

デリバリー・サービスが注目されたが、最近は需要が

インフレ緩和の即効性はないが、長期的な食糧増産、

減少し、業界再編モードに移行しつつある。今後は食

食糧安全保障向上につながる試みである。
イナリはボストンのベンチャーキャピタル（VC）、

品の流通といった川下から、生産などの川上に投資が
シフトする可能性が高く、植物由来の食肉代替食品の

フラッグシップ・パイオニアリングが2016年に設立し

開発や、都市で農産物栽培を可能とする土地集約的な

たバイオ農業スタートアップ。フラッグシップはコロ
ナワクチンの開発で知られるバイオ医薬品会社モデル

「垂直農業」への取り組みが注目される。


ナの生みの親として知られる。イナリのCEO、ポン

（上原正詩・主任研究員）

シ・トリビスバベット氏はフラッグシップが2013年に

4

立ち上げた農業系ユニコーン、インディゴ・アグ（ボ
ストン）のCOOを務め、その前はスイスのシンジェ
ンタの北米種子部門のトップだった。2020年のノーベ
ル化学賞を受賞したカリフォルニア大学バークレー校、
ジェニファー・ダウドナ教授が同社の科学戦略委員会
のメンバーとなっている。
イナリは2021年５月、フラッグシップのほかGスク
ウェアやパビリオン・キャピタルなどから２億ドル超
を調達し、評価額が12億ドルのユニコーンとなった。

ⒸBowery farming

北米と南米でトウモロコシと大豆の品種改良を進め、

バウリー・ファーミングの野菜栽培設備

トウモロコシで10%、大豆で20%の収量増と、育成に
必要な水と窒素（肥料）の40%削減を目指すとしてい

理ソフトを販売している。顧客となる農家が各種デー

る。同社にはドバイ投資公社、シンガポール経済開発

タを共有し、ビッグデータを解析して栽培に最適な種

庁（EDB）なども出資している。

子の選択などにつなげる。フィデリティ・マネジメン

■ビッグデータ解析で農業生産性改善へ

ト・アンド・リサーチやブラックロック、テマセクな
どから３億ドルを2021年11月に調達し、評価額は38億

ウクライナ戦争は穀物だけでなく肥料価格の高騰も

ドルに達した。

招いている。肥料の主要原料の窒素の生産には天燃ガ
スが使われている上、欧米からの制裁を受けているロ

農産物の流通ロスの削減も大きな課題で、米アピー

シアが窒素肥料の主要輸出国であるためだ。米ピボッ

ル・サイエンス（サンタバーバラ）は野菜や果物の保

ト・バイオ（サンフランシスコ）は農作物に窒素を継

存期間を２～３倍に伸ばせる、植物由来のコーティン

続的に供給するマイクロバイオーム（微生物叢）を製

グ材を開発・販売している。口にしても安全な上、化

品化し、従来の窒素化学肥料を代替することを狙って

学農薬の削減にもなる。テマセクなどから21年８月に

いる。化学肥料の場合、作物に吸収されなかった分が

2.8億ドルを調達し、評価額は20億ドルを超えた。

温室効果の高い亜酸化窒素に変換され大気中に放出さ

米ミスフィッツ・マーケットは野菜などの生鮮食品

れるという。化学肥料の使用が土壌の劣化にもつなが

を中心としたネット・スーパーで、これまで見た目な

っている可能性もあるという。マイクロバイオームを

どで実際のスーパーの店頭では販売できずに廃棄され

使えば地球温暖化防止につながるだけでなく、収穫ま

ていた有機野菜などを最大40％安い価格で提供する。

でに１回の散布で済むため農家の省力化になる。

生産者と消費者を直接結びつけ、定期的に食品を配達
し、廃棄食品を削減する。ソフトバンクグループやア

2011年創業の同社はビル・アンド・メリンダ・ゲイ
ツ財団などから支援を受けて研究を続け、トウモロコ

クセルなどから計4.3億ドルを調達している。

シ向けの製品を2018年に商品化し、同製品を使って栽

■食糧系のVC投資、全体の６％前後で推移

培されたトウモロコシ製ポップコーンの販売も2021年

米ピッチブックのデータベースで「フード」「アグ

10月から始めている。米DCVCとシンガポールのテマ

リカルチャー」のタグ付けがされているスタートアッ

セク・ホールディングスなどから2021年７月に4.3億

プを食糧系スタートアップとし、こうしたスタートア

ドルを調達して、ユニコーン入りした。新規調達資金

ップへの過去約10年のVC投資動向を調べた。食糧系

で販路を拡大するとともに、小麦、米の栽培用の商品

への投資額と、そのVC投資額全体に占める割合の変

の開発も急ぐ。

化を示したのが図表１である。世界全体で2010年には

イナリ、ピボット・バイオ以外にも農業生産性の改

２％ほどだった割合は2016年に８%に達し、その後は

善に取り組むスタートアップとしては、米ファーマー

６％前後で推移している（図表１左）。食糧糸はVCの

ズ・ビジネス・ネットワーク（シリコンバレー）があ

投資テーマとしてはソフトやヘルスケアに比べるとマ

る。同社は農作物の成育状況や気象、施肥状況など各

イナーな存在ではあるが、関心は高まっているようだ。

種データを収集・分析し、効率的な農業を実現する管

続きはウェブサイトを参照ください https://www.jcer.or.jp/
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2022年 9・10月のセミナー

会員企業にご所属の方はどなたでも無料でご参加いただけます。参加者数に限りがございますので、必ず事前にウェブサ
イトからお申込みください（先着順）
。一般の方の受講料は１回8000円（税込）です。詳細はウェブサイトやメルマガで
ご確認ください。コロナ感染対策に配慮して、開催変更の可能性がございます。

TOKYO

月

＊■ ■は会員限定セミナーです。

開催日時

7

水

14:00〜15:30

会場開催

16

金

日経JCER医療シンポジウム どうする医療再建、 HCXで拓く変革の進路

13:00〜14:30

9

セミナー名

21

水

14:00〜15:00

22

木

14:00〜15:00

＜グローバル危機に聞く＞ 世界経済の新潮流と日本 ―ダボス会議理事会を終えて

竹中平蔵・日本経済研究センター研究顧問

ライブ配信

今村 聡 氏・聡伸会今村医院理事長 吉田 学 氏・前厚生労働事務次官
翁 百合 氏・日本総合研究所理事長 大林 尚 氏・日本経済新聞社編集委員
司会）佐藤恭子・日本経済研究センター常務理事


会場開催
景気をどう計測するか

ライブ配信
収録動画


増島 稔 氏・内閣府経済社会総合研究所長
新家義貴 氏・第一生命経済研究所シニアエグゼクティブエコノミスト
司会）小野寺敬・日本経済研究センター首席研究員

＜日経センター中国研究＞第２回 習近平政権下の米中関係と台湾問題 ―ロシアのウクライナ侵攻後の行方




ライブ配信

収録動画

松本はる香 氏・ジェトロ・アジア経済研究所地域研究センター東アジア研究グループ長
聞き手）湯浅健司・日本経済研究センター首席研究員

30

金

14:00〜15:00

ライブ配信

11

火

＜日経センターアジア研究報告＞ 北朝鮮リスクと東アジアの安全保障

分断進む米国と中間選挙の行方
収録動画




田中

前嶋和弘 氏・上智大学総合グローバル学部教授

聞き手）刀祢館久雄・日本経済研究センター研究主幹

均 氏・日本総合研究所国際戦略研究所理事長 姜龍範 氏・天津外国語大学教授 国別・区域研究院院長
司会）伊集院敦・日本経済研究センター首席研究員

14:00〜15:30

ライブ配信

18

火

19

コロナ禍によるツーリズムへの影響、復興の展望と新たな課題
ライブ配信

波潟郁代 氏・JTB総合研究所執行役員

水

10 21

金

24

月

14:00〜15:00
10:00〜11:30
14:00〜15:00

10:00〜11:30

25

火

14:00〜15:00

収録動画

＜グローバル危機に聞く＞ 激動の国際情勢と日本の経済安全保障

会場開催

兼原信克 氏・同志社大学法学部特別客員教授

収録動画

これからの金融政策に求められるもの
ライブ配信
収録動画


木内登英 氏・野村総合研究所エグゼクティブ・エコノミスト
聞き手）左三川郁子・日本経済研究センター主任研究員

ブルッキングス研究所・日経センター共催（日英同時通訳付）

中間選挙と共産党大会後の米中関係を展望する（仮）
会場開催
ミレヤ・ソリース 氏・ブルッキングス研究所東アジア政策研究センター長・兼日本研究部長

9




ライブ配信

厳

収録動画

開催日時

善平 氏・同志社大学大学院グローバルスタディーズ研究科教授
聞き手）湯浅健司

セミナー名

6

火

15:00〜16:00

ライブ配信

15

木

＜日経センターアジア研究報告＞ 中国の金融セクターが抱えるリスク

14:00〜15:30

29

木

14:00〜15:00

10 13
13:00〜14:00
木

他

＜日経センター中国研究＞第３回 少子高齢化時代の社会保障体制 ― 年金問題、 医療制度

OSAKA

月

企画調査部長

核融合発電、商用化への展望と課題
収録動画



会場開催

小西哲之 氏・京都フュージョニアリング共同創業者（京都大学特任教授）
福本智之 氏・大阪経済大学教授（前日本銀行国際局長）
司会）伊集院敦

収録動画

ＥＶ重視の死角 ― 環境車戦略に必要な視野
ライブ配信
収録動画


浜口伸明 氏・神戸大学経済経営研究所教授

脱炭素とエネルギー安保の両立に向けて ― COP27の注目点
収録動画

有馬 純 氏・東京大学公共政策大学院特任教授

ライブ配信

会場開催

…… 東京会場（日本経済新聞社東京本社ビル６階）
、大阪会場（日本経済新聞社大阪本社ビル１階）

ライブ配信

…… Zoomウェビナーで双方向ライブ配信をします。

収録動画

…… 開催後、収録した動画をウェブサイトで配信します。

■HTML版配信先登録のお願い
＜お問い合わせ先＞03-6256-7718
2022年２月より、JCER LETTER（HTML版）の配信を始めました。現在、HTML版を受信されていない方は、JCERのウェブサ
イト右上の「お問い合わせ」（https://www.jcer.or.jp/inquiry/contact.html）より、配信先メールアドレスをご連絡くださいます
ようお願いいたします。※「お問い合わせ内容」欄に、宛名ラベルのお名前の下に記載の８桁の番号をご記入ください。
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