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米国税制改正の行方

1 米国税制改革議論の概要

2016年大統領選挙の結果、共和党候補であるトランプ氏
が勝利し、かつ、共和党が上下院で過半数を確保したこと
で、従来のオバマ政権下で生じていた大統領と議会とのね
じれが消滅したこと、および、トランプ氏も共和党も非常に
野心的な税制改革のアジェンダを提案していたことから、抜
本的な税制改革の機運が高まったと考えられています。

税制改革議論の基本線として考えられてきたのは以下の
4つの案です。

①2014年キャンプ案…当時の下院歳入委員会議長である
デイブ・キャンプ氏（共和党）が中心となり、両党の合意を形
成する形で検討されていた案。税率減・テリトリアル税制導
入といった、国際的な潮流に沿った形での改革案が基本線
として議論され、法案ドラフトまで作成されたものの、特に
個人事業者や富裕層に対する租税負担の在り方について民
主党と共和党との折り合いがつかず、正式な法案提出には
至りませんでした。
②2016年共和党ブループリント…2016年 6月に共和党が
提案した税制改革素案で、キャンプ案を基礎として、さらに国
境調整を含む抜本的な改革（Destination-based Cash Flow 
Tax： 仕向け地主義キャッシュ・フロー税）を含めたもの。
③2016年トランプ氏選挙時案…トランプ氏が大統領選にお
いて公約として提唱していた改革案。
④2017年4月税制改革アウトライン…【資料】（P12）参照。

これらの提案における法人・国際税制関連の改正項目の
比較が図表2（P13）です。主要な 4つの改革項目について、
以下の点を指摘することができます。

（1）基本線①…税率引き下げ　

米国の法人税率は連邦で 35％（州と合わせると約 40％）
と世界で最も高い水準にあります。例えば、2015年時点に

はじめに
　2017年4月26日、米国トランプ政権は政権幹部（ムニュー
チン財務長官およびコーン経済担当補佐官）を通じて、税制
改革のたたき台となるアウトライン（以下、「税制改革アウト
ライン」。）を発表しました。税制改革アウトラインは、経済成
長と国内雇用拡大、税制の簡素化、個人および法人の大幅
減税を掲げ、税率の15％への引き下げを含む複数の項目
を提唱する一方で、多くの点で詳細が含まれておらず、今後
の議論に委ねられる形となっています。
　さらに2017年7月27日、政権幹部および共和党首脳は共
同声明を発表し、国境調整導入の見送りを発表しました。
　トランプ政権は抜本的税制改正を2017年内に成立させる
ことを目標に動いており、政権幹部によると、議会の夏季休
暇が終わるまでに改正内容の詳細を発表する見込みとなっ
ています。本稿では、税制改革議論の概要と流れを俯瞰す
ることで、今後の税制改正の方向性について考察します。

特集：米国トランプ政権がもたらすリスクへの対応
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1986年の抜本的税制改正以降の世界の税制の動向
1988-2017

テリトリアル税制を採用しているOECD加盟国

米国の法定税率（連邦＋州）とOECD加盟国平均税率（米国除く）との差異

28カ国

8カ国

15.2％

－5.7％

おいて米国の法定税率（約 38.9％）は OECD平均（23.75％）
に比べおよそ15％高い状況であり、米国企業の国際競争力
の観点から現行税制に対する批判が存在していました。

キャンプ案においては連邦法人税率の 25％へ段階的引き
下げが提示されていましたが、共和党ブループリント（以下、

「共和党 BP」。）においては 20％、トランプ案およびアウトラ
インにおいては15％への引き下げが提唱されています。

税率の引き下げに伴い大きな問題となるのが減税財源で
す。ムニューチン財務長官は、税率を15%まで引き下げたと
しても、減税による景気拡大による税収増により歳入減を賄
うことができると発言していますが、実際に正式な法案が提
出された際にどのような財政見積が行われるかは現段階で
不明であり、最終的な税率は今後の議論を通じて決まって
いくものと思われます。ムニューチン氏の発言は、GDP3％
成長が 10年間継続するという前提であることから、15％税
率まで引き下げるのは困難であるとの見方も多くあり、その
場合には、キャンプ案（25％）や共和党案（20％）といった数
字に近づくことになります。

（2）基本線②…テリトリアル課税の導入および既存の海
外留保利益への強制みなし配当課税

上記のとおり、米国の法人税制は高税率であることに加
え、全世界所得課税（海外子会社の利益を本国還流時に課
税）を維持しています。対してOECD諸国においては、テリト
リアル税制（海外子会社の利益を本国で免税）へと移行する
国が増加してきています（2015年時点において、OECD加
盟国で全世界所得課税を維持しているのはわずか 7カ国）。

テリトリアル税制にすでに移行した日欧の企業と比較する
と、米国企業が海外市場で稼得した利益に本国での税負担
が課されることから、米国企業の国際競争力の観点から現

図表1：1986年以降の世界の税制の動向
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経済成長と米国雇用のための税制改革
米国史上最大の個人・法人減税

税制改革の目標
● 経済の成長と、巨大な雇用創設
● 複雑な税法の簡素化
● 米国の家族（特に中所得者層）に対する減税
● 世界で最も高い事業税率を、世界で最も低い水準へ

個人所得税
● 米国の家族（特に中所得者層）に対する減税
 ▶累進税率を現行の7段階から3段階（10％、25％および35％）へ
 ▶基礎控除額の倍増
 ▶子育ておよび被扶養者のいる家族への減税

● 簡素化
 ▶富裕層が主として恩恵を受ける減税措置の撤廃
 ▶住宅保有および慈善寄付にかかる所得控除の維持
 ▶代替ミニマム税（AMT）の廃止
 ▶相続税の廃止

● オバマケアによる3.8％の投資所得付加税の廃止

事業課税
● 事業に対する税率は15％
● 米国企業を同じ競争水準とするためにテリトリアル税制の導入
● 巨額の海外累積留保利益に対する一回課税
● 特定の集団に対する減税措置の廃止

今後の過程
5月を通じて、トランプ政権は利害関係者から意見を得るための機会
を設け、上下院と協働することで、巨額の減税を達成し、雇用を創設
し、米国の競争力を高め、かつ、上下院を通過しうる税制改正案の
詳細を作成する。

【資料】2017年4月税制改革アウトラインの内容（抄訳）

Sources: PwC, “Evolution of Territorial Tax Systems in the OECD,” April 2, 2013; OECD Tax Database, “Part II. Taxation of Corporate and Capital Income. Table II. 1. Corporate income 
tax rate: Combined Central and Subcentral”.
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行税制に対する批判が続いていました。
また、高税率の全世界所得課税のもとで、米国企業に対

しては海外利益を海外に留保したままにする誘因（ロックイ
ン効果）が強く働いています。ある統計によると、米国企業
による海外留保利益の累積額は 2013年時点で 1.7兆ドル、
2015年時点で2.6兆ドルといわれています。

こうした点を踏まえて、キャンプ案以降、日欧同様のテリト
リアル課税導入が提唱されてきています。また、海外子会社
の税務上の留保利益（E&P）の累積額に低税率で一括課税
を行うことで、利益還流の障壁を除去するとともに一定の歳
入を確保する強制みなし配当課税が併せて提唱されていま
す。テリトリアル課税導入は③を除く全てに含まれており、
また、強制みなし配当課税は①～④全てに含まれているこ
とから、数あるアジェンダの中で最も実現可能性が高いもの
と考えられています。

なお、強制みなし配当の税率については、キャンプ案およ
び共和党 BP（8.75％または 3.5％、部分的な間接外国税額
控除適用の可能性あり）とトランプ氏選挙時案（10％）とで
は異なる税率を提唱していましたが、アウトラインでは明示
されておらず、今後の議論の対象とされています。

（3）国境調整

共和党 BPが提唱している国境調整とは、法人税でありな
がら消費税と同様の輸入課税・輸出課税の仕組みを導入す

る提案です。共和党 BPは、後述する課税ベース改革（減価
償却の即時損金化、支払利子損金不算入）と併せ、仕向け
地主義キャッシュ・フロー課税（Destination-based Cash 
Flow Tax）と呼ばれる新しい事業課税の仕組みを提唱して
います。

国境調整の仕組みを端的に表現すると、以下のとおりとな
ります。

① 輸出にかかる収益（例・輸出品の売上、海外ライセンシー
からの使用料受取）は益金不算入

② 輸入にかかる支払（例・輸入品の仕入、海外ライセンサー
への使用料支払）は損金不算入

支持者からは、米国の輸出競争力の強化、米国企業の海
外移転抑制、税収の確保といった理由が挙げられています
が、国内輸入業者に極めて大きな影響が及ぶこと、また、為
替市場における影響（ドル高調整の可能性）や WTOとの抵
触の可能性といった点から、トランプ政権発足以降、大きな
論議の対象となっていました。

結局、2017年７月27日、政権幹部らは共同声明を発表
し、影響につき多くの不明点（many unknowns）が残ること
から、国境調整の導入を見送ることとしました。共同声明
は、国境調整なしでも米国の国際競争力を高める税制改革
は実現可能であるとしています。

図表2：2017年4月26日税制改革アウトラインと従来の素案との比較（法人税関連）

特集：米国トランプ政権がもたらすリスクへの対応

項目 現行 2014年キャンプ案 2016年共和党BP 2016年トランプ氏選挙時案 2017年4月アウトライン
法人税

税率減

法人税率 35% 25%（5年間で段階的引下げ） 20% 15% 15%
パススルー事業体を通じて個
人が得る所得に対する課税

構成員の税率で課税
（個人最高税率は39.6%）

現行通り（構成員の法人・個人
税率で課税）

最大25% 最大15% 15%（配当時課税を含めた実
効税率は不明）

国際課税

外国子会社配当 益金算入（全世界所得課税）
＋直接・間接外国税額控除

95%益金不算入 100%益金不算入 言及なし テリトリアル課税導入
（100％益金不算入）

累積海外留保利益の
強制みなし配当課税

米国への配当およびみなし配
当時に課税

現金または類似の資産は8.75%
その他の資産は3.75%（8年間の延払い可）で課税

10%で一律課税 税率について今後協議

CFC税制（サブパートF） CFCの受動的所得、一定の関
連会社間取引から生じる所得
等（サブパートF所得）を本国
へのみなし配当として課税

新たにCFC課税の対象となる
サブパートF所得類型を創設

一定の受動的所得のみに限定 言及なし 言及なし

国境調整
（仕向け地主義課税）

なし なし あり 言及なし 共和党BPそのままの形では導
入せず。修正の可能性につき
今後協議※

キャッシュ・フロー課税

減価償却 修正加速度償却法等により
減価償却

維持（一定の改正） 即時全額損金化（土地以外） 国内製造業者については、選
択により即時全額損金化＋純
支払利子の損金不算入を適用

言及なし

支払利子損金算入 発生時損金算入 維持（過小資本税制の強化） 純支払利子の損金不算入 言及なし
その他

国内製造活動にかかる
特別控除

適格所得の9%まで
損金算入可

段階的廃止 廃止 廃止 言及なし

R&D税額控除 適格R&D費用につき
20%税額控除可能

維持（一定の改正） 維持 維持 言及なし

代替ミニマム税（AMT） 個人等につき28%、
法人につき20%で課税

廃止 廃止 廃止 廃止

※2017年7月27日共同声明により導入見送り決定
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（4）国内課税ベース改革

共和党 BPは、減価償却を即時全額損金化すること（土地
を除く）、および純支払利子を損金不算入とすることを提案
しています。トランプ氏の選挙時案においても、国内製造業
者において選択により同種の取り扱いを認めることとしてい
ます。即時損金化は設備投資を促し、他方、純支払利子の
損金不算入は資金調達方法（負債と資本）との中立性を担
保するという狙いがあります。また、これらは先述した仕向
け地主義キャッシュ・フロー税（Destination-based Cash 
Flow Tax）の要素でもあり、導入により法人税の課税ベース
が所得から消費へと大きく近づくことになります。

アウトラインにおいては言及が行われておらず、詳細につ
いては今後の議論に委ねられているものと考えられています。

2 今後の課題

アウトラインに示されているとおり5月末以降議会での公
聴会が始まり、また、7月27日共同声明によれば、詳細な税
制改正案は今秋に両院の委員会で議論される見通しです。
今後の方向性を考える上で、以下の 2つが重要な課題とな
ります。

（1）財源問題（予算調整措置）

通常の立法過程で税制改正を行う場合、上院において野
党（民主党）の議事妨害を防ぐためには 60票以上の賛成が
必要となるところ、共和党は 52議席しか有していません。こ
のため、民主党の協力を得ずに税制改正を行う場合、予算
調整制度（Budget Reconciliation）を用いれば上院でも単
純過半数での改正が可能ですが、一定期間（通常 10年）の
予算見積に照らし当該改正が当該期間経過後に赤字を増加
させる場合は改正が失効するという制約（すなわち、減税に
よる歳入減の穴埋めが十分に確保できない場合、当該減税
措置は10年間の時限立法）があります。

民主党は今回の税制改革アウトラインは高所得者優遇で
あると批判しており、マコネル上院院内総務（共和党）も民
主党からの協力の可能性については懐疑的な見方を示して
います。他方、税制改革アウトラインは減税による歳入減の
見積額を示していないため、今後公表される税制改正によ
る景気回復効果を含めた今後 10年の予算見積（ダイナミッ
クスコアリング）が重要な意味を持つものと思われます。

（2）オバマケア改革

上記の予算調整措置に関連して、トランプ政権は抜本的
税制改革に先立って健康保険制度（Affordable Care Act、
通称オバマケア）の改革（Repeal and Replace）を行おうとし

ています。すなわち、オバマケアにおいては、財源を確保す
るために複数の特別税（一定の所得を超える個人に対する
投資所得付加税（3.8％）やメディケア付加税、医療機器の
販売にかかるMedical Device Tax、高額の雇用者加入健康
保険にかかる付加税）が創設されていましたが、オバマケア
改革によってこれらの特別税を廃止することができ、いわば
減税の先取りが可能となります。さらに、オバマケアに伴う
政府支出の削減に伴う赤字減少効果により、上記の予算調
整制度を通じた減税を行うにあたって追加の財源を確保す
ることができます。

オバマケアの改廃案（American Health Care Act）は、3
月に下院での採決をいったん頓挫したものの、5月3日に下
院を通過しました。上院での審議には数カ月かかることが予
測されており、オバマケア改革を今年度（2017年度）の予算
調整措置として行うことにより税制改革のタイムラインに影
響が生じる可能性があります。

3 今、準備しておくべきこと

抜本的税制改革が実現すれば、米国企業のみならず日本
企業にとっても大きな影響が及ぶことから、今後の税制改革
議論を継続的にモニタリングしていく必要があります。詳細
な税制改革案が示されるまでは、特に以下の 3 点について
準備を行っていくことが必要と考えられます。

①税率減…税率減を見越した所得・費用実現のタイミング
についての再検討、また、繰延税金資産取崩の影響測定と
緩和策の検討
②テリトリアル課税の導入…強制みなし配当課税の影響測
定および緩和策の検討、導入後の税務上の資金還流戦略の
検討
③課税ベース改革および国境調整…もし導入された場合に
採りうる対応の選択肢について議論

特集：米国トランプ政権がもたらすリスクへの対応

小林 秀太 （こばやし しゅうた）
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メールアドレス：shuta.s.kobayashi@pwc.com
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