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先週および今週の我が国主要経済指標から（№258） 

１．先週の動き概要 

〇先週も、経済の動きに大きな影響を与えている、コロナ感染再拡大の状況を、特に注目し続け

たわけであるが、世界はもとより、我が国でも、東京を見る限りでは、新規感染者数は頭打ちの

様相も呈し始めているようにも見えなくもないが、その一方で、地方では、爆発的な感染が続い

ている地域が多く、また、医療逼迫の危険度がさらに増してきている状況だ。このため、政府は、

27日から、「緊急事態宣言」区域に、あらたに「蔓延防止等重点措置」から、8道県を移行させ、

計 21都道府県とし、さらに、「蔓延防止等重点措置」対象区域に、新たに 4県を追加し、計 12

県とする措置を講じるに至っている。（この間の詳細については、別添追補参照。） 

こうした中、経済面では、経済復興が進んでいた米欧も含め、やや微妙な状況になってきてお

り、気掛かりな状況だ。また、26日には、自民党総裁選のスケジュールが、9月 17日告示、

同 29 日選挙として公表され、わが国も否応なく選挙の季節入りする格好だ。この間、市場は、

27日に開催された、世界の中央銀行総裁らが集まる 8月恒例の経済シンポジウム「ジャクソン

ホール会議」に注目していたわけであるが、その席で、米国ＦＲＢ（連邦準備制度理事会）パウ

エル議長が、量的金融緩和政策の縮小に関し、「年内の開始が適当であろう」と明言し、市場に

波紋を投げかける形となった。ただ、市場は、これを、むしろ「それが年内にあるにしても早期

になく、さらには当面利上げはない」と読み込み、安堵感を強めた形だ。そのため、市況は、結

局、株高に転じたほか、金利は低下、ドル高となり、ＮＹ原油先物も、8営業日振りに急反発す

るなど、読みにくい動きでの週越えとなっている。（この点の詳細は、別添追補参照。） 

なお、「政治・地政学リスク」についても、アフガニスタン全土を手中に納めたタリバンの行

方を特に注目していたわけであるが、26日には、敵対勢力と言われる「イスラム国」による自

爆テロで、米兵を含む多数の死傷者が発生するに至り、27日には、米国が報復爆撃を実行して

いることから、市場は、これまでの「先行きはともかく足元の世界経済への影響は比較的小幅」

との見方から、「テロの動きの過熱化が拡散しかねず、その場合の経済面への影響も少なくない」

と、警戒感を一気に強めてきている状況だ。いずれにせよ、世界経済はこの面でも、不透明感を

急速に深めているのが実状だ。 

 

〇この間、景気頭打ちも懸念され始めている米国の経済指標については、まずは、8月「製造業・

サービス業 PMI」（ともに 23 日、前者が 61.2 と前月の 63.4 から、後者も、55.2 と前月の

59.9からともに低下）に注目したが、ともに、慎重な市場予想（前者 62.8、後者 59.4）をも
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下回る水準にまで悪化している。さらに、8 月「ミシガン大学消費者態度指数・確報値」（27

日、70.3と、前回 70.2から僅かに上昇）は、ほぼ横ばいにとどまったが、前月（81.2）比で

見れば大幅悪化だ。さらには、8月「リッチモンド連銀製造業指数」（24日、同 9と、27から

低下）に至っては、小幅悪化にとどまると見ていた市場予想（24）をよそに急低下を余儀なく

されているなど、これまで堅調に推移してきた製造業を含め、景況には、大きくブレーキがかか

った格好になっており、ここは注意が必要だ。なお、第 3週「新規失業保険申請件数」（26日、

35.3万件と、34.9万件＜速報値 34.8万件から若干上方修正＞から増加）についても、ほぼ予

想通りの増加に転じ、同「失業保険継続受給者数」（26 日）に至っては、順調に減少するとの

予想（279.0万人）から一転して、286.2万人に増加となっているなど、ここにも変化が生じ

ている格好だ。 

さらに、実体経済指標についても、7月「個人消費支出」（27日、前月比＋0.3％と、＋1.1％

＜速報値＋1.0％から上方修正＞から伸び低下）は、市場予想（＋0.4％）以上に伸び悩んだが、

その背景になるはずの、7月「個人所得」（27日、前月比＋1.1％と、＋0.2％＜速報値＋0.1％

から上方修正＞から伸び上昇）については、予想（＋0.2％）をやや大きく上回る改善を見てお

り、加えて、7 月「個人消費支出デフレーター」（27 日、前年同月比＋4.2％と、＋4.0％から

伸び若干上昇）も、上昇するなど、必ずしも平仄（ヒョウソク：辻褄・帳尻を合わせる）がとれ

た動きにはなっていない。一方で、住宅関連では、7月「中古住宅販売件数」（23日、年率換算

599万件と、587万件＜速報値 586万件から上方修正＞から増加）は、予想に反し増加、また、

7 月「新築住宅販売件数」（24日、同 70.8 万件と、70.1 万件＜速報値 67.6 万件から上方修

正＞から増加）も、好調持続となっている。いずれにせよ、ここは、経済が、先行きどちらに向

かうのかを注意深くウォッチする必要がありそうだ。 

 

〇こうした中、我が国の公表予定指標については、まずは、8月「製造業・サービス業 PMI」（と

もに 23日、Markit Economics）に注目したが、前者については、52.4（前々月 52.4→前月

53.0）と、市場の横ばい予想（53.0）に反し、小幅低下に転じている。さらに、後者について

も、43.5（同 48.0→47.4）と、さらに悪化すると見ていた市場予想（46.0）をも上回ってい

る。これは、「緊急事態宣言」効果が弱まっているとはいえ、さすがに、コロナ感染者の増加が、

医療逼迫に繋がりつつある現状を見れば、人々の自粛機運が予想以上に高まったものと思われる。

また、半導体等の中間財の供給停滞が依然として足枷になっているものの、需要そのものは引き

続き強いと見られていた製造業も反転悪化しているわけで、この影響は小さくないかもしれない。 

なお、物価動向については、8月「東京都区部消費者物価指数」（27日、総務省）で確認した

が、コア（除く生鮮食品・エネルギー）が、前年比‐0.1％（前々月‐0.6→前月‐0.4％＜速報値‐

0.6％から上方修正＞）と、マイナス幅を、市場予想（‐0.3％）以上に縮小した格好だ。さらに、

表面的には、引き続いてのマイナスになってはいるが、これも、通信大手による携帯電話通信料

引き下げの影響が続いているためであって、物価基調そのものはプラス幅を拡大しつつあると市

場は見ている。なお、内訳を見ても、「交通・通信」（前年同月比前月‐7.7→当月‐9.0％）を除

けば、ほとんどの項目が、伸び上昇ないしマイナス幅縮小となっており、なかでも、「教養娯楽」

（同＋2.4→＋4.7％）、「家具・家事用品」（同＋3.5→＋4.4％）での、伸び上昇が目立ってい

る。なお、「生鮮食品」（同‐2.8→‐9.9％）は、この時点では、マイナス幅を拡大しているが、
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足元については、天候不順から値上がりしているものが多く、来月は逆転するものと見られる。

さらに、値上がりが目立っていた、「ガソリン」（同＋20.2→＋17.8％）についても、頭打ちの

格好だ。なお、7 月「企業サービス物価指数」（26 日、日銀）も公表されたが、前年同月比＋

1.1％（前々月＋1.5→前月＋1.3％＜速報値＋1.4％から下方修正＞）と、伸び率を低めつつあ

ることは確かだが、5か月連続の上昇傾向が継続した格好だ。ただ、内訳を見ると、これまで牽

引車的存在だった「広告」（前年同月比前月＋13.3→当月＋9.2％）が、大きく伸びを低めてお

り、ここは気になるところだ。 

 

２．今週の動き予想 

〇今週も、コロナ感染再拡大の動きが最大の注目点にならざるを得ないが、世界でも、米国でＩ

ＣＵ（集中治療室）不足が深刻になるなど、憂慮ならざる事態になってきているが、我が国でも、

政治情勢も絡んで、いよいよ「正念場の一週間」になりそうな気配でもあり、ここは一段ときめ

細かなウォッチを期待したい。 

こうした中、米欧中心に改善が進んでいる経済も、やや足踏み気配が感じられるわけで、ここ

にも注意が必要だ。特に米国については、前述のパウエル議長の講演の影響が、特に市況面で、

具体的にどう影響するかが注目されるところだが、市場は、株価は上値を試す展開、金利は比較

的落ち着いた動き、ドル相場には引き続き下落圧力がかかると見ているようだが、いずれにして

も、月末発表の雇用統計や 9月「米国ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）」次第の面が大きく、場

合に因っては逆転するケースもありうることから、ここは注視が肝要だ。なお、原油についても、

1日開催予定の「ＯＰＥＣ（石油輸出国機構）プラス」で、引き続き減産縮小方針が維持される

か否かにかかっていると見ているようだ。こうした中、中国経済については、8月製造業ＰＭＩ」

（１日、市場は 50.2と、前月の 50.4から若干低下予想）、8月「サービス業ＰＭＩ」（3日、

52.8 と、前月の 53.3 からやや大きく低下予想）が公表されるが、市場は、さらに減速が進む

と警戒を強めているようだ。さらに、「政治・地政学リスク」については、31 日に米軍が完全

撤退した後のアフガニスタンの行方が大いに気掛かりだ。 

 

〇この間、米国の経済指標については、前述のように読みにくい局面にきているうえ、月末・月

初とあって、後記のように数が多いので一段の注視が必要だが、まずは、景況指標に注目したい。

最初に、8月「消費者信頼感指数」（31日、市場は 123.0と、前月の 129.1から低下予想）、

8月「シカゴ購買部協会景気指数」（31日、68.0と、前月の 73.4から低下予想）、8月「ＩＳ

Ｍ非製造業景況指数」（3 日、62.0 と、前月の 64.1 から低下予想）で確認したいが、市場は、

コロナ感染再拡大の影響もあって、悪化するとの見立てだ。さらに製造業でも、8月「ＩＳＭ製

造業景況指数」（1日、58.5と、前月の 59.5から低下予想）でも、悪化予想となり、一頃の改

善期待は、とりあえず、頭打ちの格好だ。また、市場が注目している雇用関連指標も、8月「非

農業部門雇用者数変化」（3日、前月比 75.0万人と、94.3万人から減少予想）は、やや大きく

減少に転じる見通しになってはいるが、依然比較的活発であり、さらには、8 月「失業率」（3

日、5.2％と、前月の 5.4％から低下予想）も、一段の改善を見込んでいる。ただ、この一方で、

8月「平均時給」（3日、前月比＋0.3％と、＋0.4％からやや伸び低下予想）は、伸びが止まり

かける気配になっており、判断は難しい状況にもなってきている。この間、第 4 週「新規失業
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保険申請件数」（2 日、34.6 万件と、前週の 35.3 万件から減少予想）、および同「失業保険継

続受給者数」（2日、前週 286.2万人）は、ともに、とりあえずは再び減少に転じると見ている

が、これも期待値の部分が大きいと見たほうが良さそうだ。 

ただ、その他の実体経済指標については、7月「製造業新規受注」（2日、前月比＋0.3％と、

＋1.5％から伸び低下予想）と、減速を見込む指標もあるが、大方は、4～6 月期「非農業部門

労働生産性・改定値」（2日、前四半期比＋2.4％と、＋2.3％から伸び若干上昇予想）、6月「住

宅価格指数」（31日、前月比＋1.9％と、＋1.7％から伸び上昇予想）、7月「建設支出」（1日、

前期比＋0.2％と、＋0.1％から伸び若干上昇予想）と、改善が進むと見ているようだ。もっと

も、これとて、タイムラグ効果が大きく、実体は、「景況感先行」が続いているとも見えるわけ

で、ここは慎重に判断するほうが賢明と思われる。なお、7月「貿易収支」（2日、‐734億ドル

と、前月の‐757億ドルから赤字減少予想）については、若干ながらも、赤字幅減少方向に進む

と見ているようだ。 

 

〇こうした中、我が国の経済指標については、まずは、景況関連の第 2四半期「法人企業統計」

（1日、財務省）に注目したいが、市場が特に注目しているのは、設備投資で、これは、前四半

期比年率＋2.0％（前々四半期‐4.8→前四半期‐7.8％）と、プラスに転じると見ている。これは、

世界的に堅調な「もの需要」増を反映した形であり、要すれば、我が国の設備投資回復が、法人

企業統計でも確認されるようになると見ていることになる。なお、こうした動きは、日銀短観で

も確認されており、コロナ感染の再拡大はあっても、今後回復基調が続くと見ているようだ。 

さらに、消費動向も気になるところだが、市場は、7月「商業動態統計」（30日、経産省）で

の、小売業販売額については、前年同月比＋3.0％（前々月＋8.2→前月＋0.1％）と、再び伸び

を高めると見ているようだ。これは、7 月後半にかけて、コロナ感染再拡大が見られたものの、

オリンピック開催もあって、人流は結局高止まりしていたことから、消費も堅調に推移したと判

断しているためだ。ただ、8月「消費動向調査」（31日、内閣府）での消費者態度指数は、34.0

（前々月 37.5→前月 37.4）と、再び低下に転じるとの見方だ。これは、前述のように小売業

販売額自体は増加しても、消費者センチメント（心情・心理）自体は、「緊急事態宣言」発令が

全国に大きく拡大したこともあって、その効果がそれなりに顕現化し、少なくとも、5月時点の

状況までには低下すると見ているためだ。この間、8 月「新車登録台数」（1 日、自販連）も公

表されるが、市場は、前月（前々月＋9.2→＋3.3％）に、うち乗用車（同＋8.8→＋2.5％）中

心に、大きく伸び低下した勢いがさらに進むのではないかと警戒している。 

また、消費周辺指標では、7月「失業率・有効求人倍率」（ともに 31日、各総務省・厚労省）

が公表されるが、市場は、前者については、2.9％（前々月 3.0→前月 2.9％）と前月低下した

後横ばい、後者が、1.15倍（同 1.09→1.13倍）と、若干ながら上昇すると見ており、要する

に、雇用調整助成金の影響もあり、雇用状況は底堅く推移するとの見方だ。 

なお、生産動向については、7月「鉱工業生産・速報値」（31日、経産省）で確認することに

なるが、市場は、前月比‐2.0％（前々月‐6.5→前月＋6.5％）と、再びマイナスに転じると見て

いる。これは、半導体等の中間財の供給停滞が依然として残る中で、自動車を中心とした生産調

整の動きが断続的に生じていることを勘案したものだ。ただ、国内外の基調的な需要自体は依然
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として強いと見ており、年末にかけて供給停滞が解消すれば、生産の大幅な回復が期待されると

見ているようだ。 

最後は、設備投資動向を、7月「新設住宅着工統計」（31日、国交省）で確認することになる

が、市場は、前年比＋6.5％（前々月＋9.9→前月＋7.3％）と、さらに伸びを低めると見ている。

ただ、2019 年の消費増税と 2020 年のコロナ感染拡大の影響は、年明け以降には改善傾向に

転じていることから、前月比（季節調整済年率換算値）で見れば、＋0.5％（同‐0.9→‐1.0％）

と、漸くプラスに転じると見ているようだ。 

 

３．来週の公表予定経済指標 

〇来週も、引き続き、コロナ感染と経済復興の動きを注目したいが、「政治・地政学リスク」面

を含め、一段と微妙な状況になってきているようにも見えるので、ここは一層の注視が肝要だ。 

 

・景況関連；第 2四半期「ＧＤＰ第 2次速報」（8日） 

       8月「景気ウオッチャー調査」（8日） 

・消費関連；7月「消費活動指数」（7日） 

・消費周辺；7月「毎月勤労統計」（7日） 

・輸出関連；7月「国際収支」（8日） 

・貸出関連；8月「貸出預金動向」（8日） 

以 上 
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先週および今週の我が国主要経済指標から(No258－追補) 

――コロナ感染再拡大は、我が国でも正念場に 

――「ジャクソンホール」会議での米国パウエルＦＲＢ（連邦準備制度理事会） 

議長の講演内容とその反響等 

――米下院は 10年で 3兆 5,000億ドルの財政支出を目指す予算案を可決 

 

１．コロナ感染再拡大は、我が国でも正念場に 

〇コロナ感染再拡大は、ニュージーランド、台湾等、それを抑え込んだ国がある一方で、世界的

な拡散がさらに進んでいる模様だ。例えば、米国でも、週末の新規感染者は、14万人（2週間

前比 2割増）を超え、ＩＣＵ（集中治療室）患者数は、1か月で 3倍となり、既に 8割を占有

しているなど、不足が深刻化している。この間、新規死者数も、27日には、2213人にまで増

加している。この結果、世界中での感染者は、累計 214百万人、死者数 4474千人にも上る勘

定だ。 

さらに我が国でも、東京は、新規感染者が、4千人台で頭打ち傾向が見られるが、全国 43都

道府県で、最も深刻な「ステージ 4（感染爆発）」に達しているなど、極めて深刻な状況に至っ

ている。このため政府は、北海道・宮城・岐阜・愛知・三重・滋賀・岡山・広島の 8道県を、「蔓

延防止等重点措置」対象区域から、「緊急事態宣言」区域に移行、元から指定されている、東京・

埼玉・千葉・神奈川・茨城・栃木・群馬・静岡・京都・大阪・兵庫・福岡・沖縄と合わせて、

21都道府県とした。さらに、新たに高知・佐賀・長崎・宮崎を「蔓延防止等重点措置」対象区

域に指定し、従前からの、福島・山梨・富山・石川・香川・愛媛・熊本・鹿児島と合わせ、12

県とし、いずれも、9月 12日までを期限とした形だ。ただ、この期限にしても、根拠のあまり

ない努力目標的（なかには、自民党総裁選挙を意識したものとの見方もある）色彩が強いことか

ら、延長不可避と見る向きも少なくない状況だ。いずれにしろ、この他にも、デルタ変異株が、

感染率を飛躍的に高めていることを勘案し、いわゆる「ロックダウン」のような強制力の高い法

の整備や、「学校等での対面授業の可否」、「予約なしで、若者にワクチン接種をする場の開設」、

「酸素ステーション・野戦病院の設置」等、一部既に実行されているものも含め、議論がにわか

に高まってきている状況だ。もっとも、これとて、どこまで早期に実効性をあげられるかは、正

直未知数だ。 

 

〇こうした中、米欧中心に復興が進みつつある経済にも、デルタ変異株の拡大や半導体等の供給

制約が成長阻害要因になるとみて、第 3 四半期の米国経済成長率見通しを下方修正する先が、

例えば、「バンク・オブ・アメリカ」（当初の＋7.0％から＋4.5％へ下方修正）、「ゴールドマン・

サックス」（同＋9.0％を、＋5.5％へ下方修正）といった投資銀行中心に慎重な見方に切り替え

る先も出始めている。さらには、ユーロ圏でも、特に英国で、8月「製造業・サービス業ＰＭＩ」

（23日、前者が 60.1と前月の 60.4から低下、後者も 55.6と、前月の 59.6から低下）での

悪化が目立ち始めているといった状況だ。また、我が国にしても、8月の政府月例経済報告では、

総括判断を「持ち直しの動きが続いているものの、一部で弱さが増している」との表現を 4 か

月連続で示したほか、先行きについては「感染拡大による下振れリスクの高まりに十分に注意す
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る必要がある」との警戒感を示した形になっている。さらには、「年内にＧＤＰがコロナ前の水

準に回復するとみてきたが、もはや絶望的」との見解も強調されている状況になってきているわ

けで、ここは慎重な判断と行動が必要な局面に入っているようにも見られるところだ。 

 

２．「ジャクソンホール」会議での、パウエルＦＲＢ議長の講演内容とその反響等 

〇表題会議は、コロナ感染が世界中で再拡大する中での開催であり、とくに冒頭での米国パウエ

ルＦＲＢ議長の講演に注目していたところだ。というのは、パウエル議長は、もともと、テーパ

リング（量的金融緩和政策縮小）を始める条件として、「物価安定」と、「最大雇用」をあげ、足

元の物価上昇についても、「インフレ加速は一時的」としたうえで、雇用逼迫状況にしても、「雇

用目標はまだ遠い」として、いわゆる「ハト派」言辞（ゲンジ：物言い・言い回し）を繰り返し

ていたわけであるが、市場としては、テーパリング開始時期（通常、金融緩和政策縮小は株安要

因）にどう言及するかに専ら（モッパら）関心を集中していたからだ。そうした中、「年内に開

始が適切だろう」との言辞があったわけで、通常、これは、「量的金融緩和政策縮小確定」とも

受け止め得る内容であったが、市場は、むしろ、パウエル議長のもう一つの言辞（「資産購入の

縮小は、将来の利上げ時期のシグナルにはならない」）を重視し、「テーパリングが年内にあって

も、懸念されていた 9 月実施ではなく、利上げに至っては当面ない」と判断し、「リスクオン」

姿勢を強めた格好になった次第だ。このため、市況も、弱含みにあった株価が逆に上昇に転じた

うえ、金利低下が進み、為替はドル安、米債利回りも低下するなど、ややわかりにくい構図での

展開となった格好だ。 

※「リスクオン」・・・投資家がリスクの高い資産に資金を振り向けることを志向している状態。

リスク選好、リスク志向ともいう。アメリカ連邦準備制度理事会（FRB）をはじめとする主

要国の中央銀行が利下げを行うなど、今後の相場が加熱すると予想される経済環境（過剰流

動性）になると、グローバルな投資マネーが、株式や新興国通貨など利率が高いハイリスク

資産に向かうようになる。こうした状況をリスクオン相場とよぶ。1 種類のリスク資産の価

格が動き出すと、連鎖的に他のリスク資産にも伝播(でんぱ)することが多い。2008年のリー

マン・ショック以降、相場を分析する用語として幅広く使われるようになった。対義語はリ

スクオフで、景気の先行きに不安定な要素が出てくると、投資家は投資資金をリスクの低い

ドルや円などの主要国通貨、あるいは主要国の国債など相対的に安全と思われる資産に振り

向けることを志向するようになるが、こうした状態をさす。 

 

〇要すれば、これは、投資マネーが、金融引き締めに一段と神経質に反応するようになっている

一方で、「経済実態よりも、自ら描くシナリオの補強材料となる現象・言辞を探すことにより注

力する」姿勢を強めていることをも示しているわけで、ここは一段の注意が必要と思われる。 

即ち、足元は、コロナ再感染が、世界中で吹き荒れ、事実、米国でも医療逼迫を引き起こしか

ねないほどになっているわけで、「先週および今週の我が国主要経済指標から(No258)」で報告

したように、足元の米国の景況指数が、かなりの悪化を示していることから、市場の一部にも、

コロナ感染再拡大の経済面への影響を懸念する向きが増えてきていることも事実だ。さらには、

「パウエル議長は、結局、高インフレを過小評価している」とする向きもあるところなのだ。こ
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のため、市場は、本文でも指摘したように、今月末公表の雇用統計や、9月ＦＯＭＣ（連邦公開

市場委員会）を一段と注目し始めているようにも見えるわけで、いずれにせよ、今後も、注視が

必要だ。 

なお、こうした中、パウエル議長としても、「市場との対話が前任者に比べ格段に優れている」

と評価されてもいるわけであることから、ここでは、世界的なマネー膨張（これ自体、かなりの

危険性はあるにしても）鈍化を呼び込み、景気減速を想起（ソウキ：以前あったことを思い起こ

すこと）させかねない言辞を回避することも重要だが、とりあえずは、1 年前の発言（「一時的

にインフレが 2％を超える景気の過熱は容認する」）と同様に、市場の不安心理を和らげる言辞

を繰り返すにとどめる選択もあったのではないかとも思うのだが、どうだろうか。 

 

〇ただ、いずれにしても、出口戦略が難しいのは我が国ばかりではないということが、よりはっ

きりしたことは事実だ。 

もっとも、この一方で、経済復興の遅れている新興国にとっては、今回パウエル議長発言は、

むしろ「金融緩和が今後世界的規模で確実に進む」（なお、すでに、カナダは量的金融緩和政策

を縮小し、韓国は利上げに踏み切っている）ことを示すものとして捉え、この場合の打撃は大き

いと緊張感を高めているのが実態でもあり、ここにも一段の留意が必要だろう。 

 

３．米国下院は、10年で 3兆 5,000億ドルの支出を目指す予算案を可決 

〇米国下院は表題の通り、議会で論争になっていた、3兆 5,000億ドルに上る、子育て・教育

支援や気候変動対策等の予算決議案を賛成多数で可決（上院では可決済み）させた。このため、

10日に上院で可決したインフラ投資法案（1兆ドル規模：5年間）も、早晩（ソウバン：遅か

れ早かれ）、可決されると見られる（下院議長は、9 月 27 日をめどに採決する方針を言明）こ

とから、これを合わせると、4兆 5,000 億ドルもの巨額の成長戦略が実現に大きく歩を進める

格好になった。 

ただ、本決議は、長期にわたる財政の枠組みを定めるだけで、具体的な法案はこれから作る必

要があり、しかも、共和党のみならず、民主党内にも、増税や財政膨張に依然慎重な向きもある

ことから、党内調整が長引く可能性があると見たほうが懸命のようだ。とすると、本格稼働には

なお紆余曲折が予想され、今後も注意深くウォッチする必要がありそうだ。また、バイデン大統

領には、アフガニスタンでの米兵完全撤退に落ち度が目立つとの批判も高まっており、これが、

本件に何らかの形で影響する場合があることも、視野に入れて置く必要がありそうだ。 

以 上 
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