
❶　問題の背景

１　下院共和党案の国境税調整を含む
法人税制の骨子

下院共和党案は，所得税減税や遺産税の廃止
等を含むパッケージとして大規模かつ抜本的な
税制改革を提案している。このうち法人税につ
いては，税率引下げ，国際課税につき国外所得
免除方式（テリトリアル）への移行（過去に海
外子会社に留保された利益への一度限りの低率
課税を含む）等と合せて，国境税調整を含む新

しい法人税「付加価値税（VAT）型仕向地主
義キャッシュフロー法人税」（注４）を提案して
いる。

仕向地主義とは，国際課税において消費地国
が課税権を有することを意味する。そこで，自
国からの輸出分を課税の対象から除外し免税と
する一方，（付加価値税型において）自国への
輸入には課税を行う（注５）。

また，キャッシュフロー法人税の下では，設
備投資等への支出はその支出時に控除されるこ
ととなる（企業による投資の促進が期待される）。

年明け間もない１月５日，アメリカのトランプ新大統領が，ツイッター上でメキシコに新工
場建設を進めている日本の自動車メーカーを名指して「米国に新工場を建てるか巨額の国境税

（border tax）を払え」と揺さぶりをかけ，日本企業を震撼させたことは記憶に新しい。
トランプ大統領が言う国境税は，当初，特定の国を標的とした関税を企てているように思わ

れたが，これが現実的でないこと（注１）がわかると要領を得ない抽象的な表現に終始し，その
後も（本稿の執筆時点で）具体的な内容は明らかにされていない。一方で，歳入調達の権限は
議会（とくに下院）に与えられており（注２），税制改革を行うためには過半数の議席を握る共
和党との調整が不可欠である。

そこで，注目を集めているのが，昨年６月に下院共和党から公表された法人税への国境税調
整の導入を含む抜本的な連邦税制改革の提案（以下，「下院共和党案」という）（注３）である。
本稿では，下院共和党案を中心に，トランプ政権の税制改革の行方，とくに国境税（国境税調
整を含む新しい法人税制）の可能性について考察することとする。
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２　国境税調整を利用できないアメリカ
の不満

付加価値税（日本の消費税を含む）の税制で
は，輸出された物品につき課税の対象から除外
される（非課税）とともに，その仕入に含まれ
ていた税額は還付されることとなるため税負担
はゼロになる（輸出免税）（注６）。この，輸出
に際してその仕入価額に含まれていた付加価値
税相当額を還付することを国境税調整 （border 
tax adjustment）という（注７）。付加価値税は
仕向地（消費地）に課税権があることから，輸
出国側が国境税調整で還付を行うことでいわば
税抜きで輸出され，他方の輸入国側でその国の
付加価値税を課すことで，消費市場において自
国製品と他国からの輸入品が同一条件で競争す
ることになり，消費市場における国際的競争中
立性が保たれるのである（注８）。

ところが，アメリカには国家レベルでの付加
価値税制度が存在しないため，アメリカの製造
業が輸出をしても，国境税調整による還付を受
けることはできない（また，政府は外国からの
輸入品に付加価値税を課すことができない）。
そこで，アメリカは，自国に付加価値税制度が
ないことを背景に，アメリカの製造業がいわば
ハンディを負っており他国企業と同じ土俵での
公平な貿易競争ができていない，と考えている
のである（注９）。

各国の税制の違いから生じる国境税調整に関
する問題提起は，実のところ今に始まったこと
ではなく，遅くとも1960年代後半にはアメリカ
の貿易がEEC諸国の税制（付加価値税）のた
め に 不 利 に な っ て い る と 問 題 視 さ れ て い
た（注10）。

アメリカ（下院共和党）の本音は，思うに，
アメリカで政治的に困難を伴う（間接税による）
付加価値税の導入を行うこと無しに，国境税調
整を導入したいということであろう（注11）。

❷　下院共和党案の背後にある 
租税理論としての望ましい税制

１　望ましい税制としての「法人税」
の議論

アメリカの税制は，伝統的に経済学者や財政
学者を含む研究者らによる議論を拠り所につく
られることが多い。そこで，まず，望ましい税
制の議論について，簡潔に紹介することとする。

⑴　消費課税による貯蓄と投資の促進と
経済成長
現行の「所得」を課税ベースに用いる所得課

税（取得型所得概念）による税制は，貯蓄も課
税ベースに含まれることから，税制が貯蓄及び
投資の阻害要因となっており，資本蓄積の遅れ
から経済成長を阻害していると理論上で考えら
れている。

他方で，消費を課税ベースに用いる消費課税
は，理論的に（所得課税と比較して）経済的効
率性の点で優れており，貯蓄と投資が促される
ことから経済成長を促進する望ましい税制と捉
えられている。この消費課税（注12）の税制の設
計は，現在多くの国で用いられている間接税（付
加価値税）による方法に限らず，理論上は，直
接税でも可能と考えられている（注13）。

⑵　アメリカにおける議論の展開
下院共和党案は，法人税につき消費課税に接

近させたキャッシュフロー税への移行を謳って
おり，それを国際課税において仕向地主義で行
うこととしている（つまり，仕向地主義キャッ
シュフロー法人税の提案である）（注14）。

課税ベースに消費を用いた「仕向地主義キャ
ッシュフロー法人税」のアイデアは，法人税改
革の理論的基盤として，2005年の大統領税制諮
問委員会報告（２案のうちの「投資と成長を重

OPINION

税務弘報 2017.5�　83



視するプラン」）（注15）でも経済成長を促進する
税制改革案として議論されている（注16）。

また，キャッシュフロー法人税を用いた消費
課税の提案はBradfordが1986年に提唱したＸ
タックス（注17），さらにHallとRabushkaが提唱
したフラット・タックス（注18）などがあり，ア
メリカでは比較的よく知られた抜本的税制改革
案である。

さらに，広く世界を見渡せば，1978年の英国
シンクタンクIFSによる英国政府への提言『ミ
ード報告』（注19）を発端にキャッシュフロー法
人税が租税理論として議論されるようになり，
2011年にはその後継としての『マーリーズ・レ
ビュー』（注20）で徹底した経済学的見地からの
検討がなされたが，その提案の１つ（注21）に（下
院共和党案でも提案されている）「付加価値税

（VAT）型仕向地主義キャッシュフロー法人税」
がある。なお，英国のマーリーズ・レビューと
アメリカにおける税制改革案の関係は，相当に
密接なものである（注22）。

キャッシュフロー法人税の特徴は，投資支出
の即時控除である。企業の設備投資につき，そ
の支出額を支出時に即時控除することで（企業
の超過利潤にのみ課税が行われ，また個人レベ
ルでの課税を適切に組み合わせることで），経
済学的に消費課税の課税ベースに移行すること
が可能となる。フラット・タックスやＸタック
スでは，企業レベルでキャッシュフロー課税を
行うのに合わせ，個人レベルで労働対価として
受け取る報酬（賃金・給与）にのみ課税を行う

（賃金税を課し，資本課税を廃止する）ことで，
消費課税を企業レベルと個人レベルを合わせた
二 層 構 造 の 税 制 と し て 行 う 設 計 と し て い
る（注23）。

他方で，企業レベルでの支払利息の控除は認
められなくなるが，これはフラット・タックス
やＸタックスでは個人レベルでの資本課税を廃
止する代わりに企業レベルの課税ベースに利息
等を含める（つまり控除を認めない）設計とさ

れているためであり（これにより企業における
資金調達源泉の租税中立性が保たれ，また企業
の財務体質の健全化が促されることとなる），
また現実的な問題として，投資の即時控除と支
払利息の控除を組み合わせるとタックス・シェ
ルタ状態になるからである（注24）。

２　国際課税と仕向地主義による法人税

⑴　仕向地主義による法人税
仕向地主義課税には，その長所として，一般

に，租税が企業の国際的な立地選択に影響を与
えないこと（経済的効率性の向上），多国籍企
業による所得移転のインセンティブが消滅する
こと，およびそれに伴う税制の合理化及び簡素
化の期待がある。

アメリカでは，多国籍企業の事業からの所得
を地理的に結びつけること（複数の課税管轄で
事業を営む企業の所得源泉地の特定）の困難性
は1920年 代 に は 明 ら か に さ れ て き た と こ
ろ（注25），近時，移動が容易な資産（とくに特
許権や商標権などの無形資産）を移転すること
で人為的に所得を低税率国に移転する多国籍企
業の租税回避が大きく問題視されるようになっ
た。他方で，法人の居住地概念は，今日ではあ
まり意味をもたなくなってきている（注26）。こ
のような状況のなか，消費者の所在は，（資産
などと比べて）移動性が低く，また企業による
人為的な操作が困難であること等から，近年，
法人税でも仕向地主義が議論されるようになっ
たのである（注27）。

法人税につき仕向地主義で課税をすること，
すなわち消費者の所在国が法人税の課税権をも
つことは，感覚的に非常識で現実的ではないと
思われるかもしれない。これが，例えば消費税
であれば（消費に担税力を見いだし課される租
税であるから）消費者の所在国のみが課税権を
もつ仕向地主義に違和感はない。

対して，法人税の課税権を消費者の所在国が
もつということは，生産拠点（工場）の所在国
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（生産国）はその生産拠点が利用する様々なイ
ンフラを企業に提供しているにもかかわらず，
輸出分について法人税の課税権を失う結果にな
るからである。さらに，生産国は物価水準の違
い等によるローケーションセービングにつき課
税権を行使できなくなり，高い教育を受け又は
熟練した優秀な従業員の生産活動（注28）から生
み出された（コスト削減等に伴う）超過利潤で
あっても生産国は輸出分につき課税権をもたな
いことになる（注29）。

しかし，どこの国が課税権を持つべきかは政
策論の問題であることから，国内の製造業保護

（雇用拡大）の観点（注30）や，多国籍企業にと
っての所得源泉特定の困難性，租税回避の問題，
さらに輸入超過国のアメリカにとり税収増加に
つながる期待などから，仕向地主義による法人
税は政治的にも受入れられる環境が整いつつあ
るように思われる。

⑵　付加価値の計算方法
付加価値税の課税ベースである付加価値の計

算方法には，講学上，生産国民所得の観点から
の「控除法」と呼ばれている方法（事業の総売
上高からその事業が他の事業から購入した原材
料や生産設備等に対する支出を控除する方法）
と，分配国民所得の観点からの「加算法」と呼
ばれている方法（賃金，給与，利子及び企業利
潤を合計）がある（注31）が，実際に各国で採用
されている付加価値税の税額算定の仕組みは

「仕入税額控除法」（又は「前段階税額控除法」）
と呼ばれる方法（課税期間内の総売上金額に税
率を適用して得られた金額から，同一課税期間
内の仕入に含まれていた前段階の税額を控除す
ることで税額を算出する方法）であり，控除法
又は加算法を用いているわけではない（注32）。

マーリーズ・レビューでも検討された仕向地
主義キャッシュフロー法人税は，課税ベースと
して，売上高から原材料等の仕入と設備投資，
さらに労務費（賃金・給与）を控除したものを

用いることとされている。この計算方法は，（一
般的に各国で採用されている付加価値税の税額
算定の仕組み（仕入税額控除法）とは異なり）「控
除法」に類似した方法であるといえる。

仕入税額控除法では，仕入価額に含まれてい
る税負担の金額を正確に算定することができ，
輸出にあたり国境税調整を比較的正確に行うこ
とができるとされる（注33）が，控除法（控除法
に類似した方法）による場合に国境税調整が上
手く回るかは未知数である（注34）。

⑶　完全仕向地主義と付加価値税型仕向
地主義
仕向地主義キャッシュフロー税は，理論とし

て，完全な仕向地主義キャッシュフロー税と，
付加価値税型の仕向地主義キャッシュフロー税
に大別される （注35）。

完全仕向地主義キャッシュフロー税（Full 
Destination Based Cash Flow Tax）は，課税
ベースとして国内で販売された商品の売上高か
らその原価等を控除したものを用いる。そこで，
国内で販売された商品の原価（国内で発生した
原価のみならず外国で発生した原価を含む）を
計算し控除する必要があるが，国際的な分業体
制が高度に進んでいる多国籍企業の間接費の配
賦計算は過度に複雑なものとなるおそれがあ
り，また，企業に間接費を用いた所得操作を行
う余地を与えることになる等の問題点があ
る（注36）。

この問題を克服した制度設計として，付加価
値税型仕向地主義キャッシュフロー税（VAT-
type Destination Based Cash Flow Tax）では，
課税ベースとして国内で販売された商品の売上
高から国内の

4 4 4

原価（仕入及び労務費）等を控除
したものを用いる。そこで，付加価値税型仕向
地主義は，輸入仕入（外国で生じた原価）を控
除することができず課税の対象とされる点で，
完全仕向地主義と異なる（注37）。

下院共和党案には仕向地主義につき付加価値
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税型とは明記されていないものの，輸入仕入が
課税の対象とされていることから，付加価値税
型仕向地主義を想定していると考えられる。ち
なみに日本の輸出製造業にとっての最大の懸念
は，この「付加価値税型」仕向地主義の部分で
あろう（注38）。

❸　検　討

１　政治的な税制オプションの組合せ

アメリカにとって，政治的に困難を伴う（間
接税での）付加価値税の導入を行うこと無しに
国境税調整を導入することは，（自国の製造業
保護・雇用拡大，貿易収支の改善，税収増加な
どの点で）1960年代からの悲願といえよう。所
得課税での仕向地主義が注目されるようになる
と，これにキャッシュフロー課税を組み合わせ
て課税ベースを消費課税に近づけることで，直
接税でも国境税調整を導入できるかもしれない
と考えるようになったのかもしれない。

国際租税法の分野で世界的に著名なAvi-
Yonah（ミシガン大学ロースクール教授でアメ
リカ財務省の顧問も務める）は，従来から国際
課 税 に お け る 仕 向 地 主 義 法 人 税（DBCT: 
Destination Based Corporate Tax。以下，

「DBCT」という）を提唱している （注39）。Avi-
yonahは，DBCTを提唱してきたパイオニアで
あり推進派の立場であるが（注40），下院共和党
案には懸念を示している。Avi-yonahの提唱す
るDBCTは一見したところ下院共和党案と類似
しているように見えるが，下院共和党案を詳細
に分析した上で異なるものと位置付けてい
る （注41）。

Avi-Yonahの提唱するDBCTは，消費課税（付
加価値税）としてではなく，既存の法人税（所
得課税）の枠組みを維持した上で，売上高が百
万ドルを超える大規模企業を対象に，純利益の
配賦目的でのみ仕向地主義を利用するというも

のである。そこで，Avi-Yonahの見立てによれ
ば，下院共和党案は，DBCTに，修正されたキ
ャッシュフロー（消費）課税を組み合わせたも
のであるという（注42）。Avi-yonahは，下院共
和党案ではDBCTの長所（具体的な内容は（注
40）を参照）を十分に享受することができなく
なるばかりか，さらに，WTO（世界貿易機関）
のルールに適合しない可能性があること，租税
条約に適合しない可能性があること，標準的な
付加価値税（間接税による付加価値税）と比べ
て脱税がしやすくなる可能性があること（注43），
また，多国籍企業の（無形資産を用いた無税国
への所得移転等による）租税回避を完全に阻止
することができない可能性があること等（注44）

を問題点として指摘する。このように，国境税
調整にこだわらないのであればDBCTのほうが
下院共和党案よりもメリットは多いことから

（DBCTであっても即時控除制度等の併用は可
能である），下院共和党案の真の目的は国境税
調制導入の正当化にあるのではないかと勘ぐり
たくなるのである。

なお，下院共和党案では，国際課税につき国
外所得免除方式（テリトリアル）への移行とそ
の移行措置として過去に海外子会社に留保され
た利益への一度限りの低率課税（いわゆる還流
税制）も提案しているが，現在の国際課税の潮
流としてはむしろ遅すぎるくらいであり（注45），
また国内での投資促進の財源にもなることか
ら，国外所得免除方式への移行は国境税にかか
わりなく先行して行われる可能性もある（注46）。

２　仕向地主義法人税の魅力

⑴　アメリカにおける仕向地主義法人税
の経験
アメリカの州

4

法人税制では，複数州で事業を
営む法人につき定式配賦法というあらかじめ決
められた計算式で各州に所得を按分する方法が
用いられている。

従来，この計算式には，有形固定資産の価額，
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労務費の金額，仕向地の売上高といった複数の
配賦要素が採り入れられており，一般に（有形
固定資産が所在し労務費が発生する）工場のあ
る州に多くの所得が帰属させられていたが，近
年，仕向地（消費地）にのみ所得を帰属させる
計算式を導入する州が急増し，現在までに約半
数近い州が実質的に仕向地主義課税への移行を
済ませている（注47）。仕向地主義課税に移行し
た州の狙いは，自州の製造業保護・雇用拡大で
ある。

つまり，（他州で販売される分の）州法人税
収を放棄してでも，自州に工場を誘致したいと
考えたのである。従来の配賦要素である「有形
固定資産の価額」は，有形固定資産をもつこと
に対する課税とみることもでき州内への投資の
抑制につながると考えられ（注48），また「労務
費の金額」は，労働者を雇用することに対する
課税とみることもでき州内での雇用の抑制につ
ながると考えられたためである（注49）。

各州は製造業の誘致で他州との競争状態にお
かれていることから，ある州が仕向地主義課税
に移行し工場誘致に成功をすると，それを目の
当たりにした周辺州も倣うかたちで，仕向地主
義課税の州は増加していったのである。

仕向地主義の法人税は，アメリカ企業にとっ
てはすでに州税での経験を有し馴染みがあるこ
とから，日本企業が感じるほどの違和感はない
ように思われる（注50）。

⑵　建設的一国主義（constructive 
unilateralism）という発想
近年，Avi-Yonahは，国際課税の原則につい

て，アメリカが一方的に仕向地主義法人税の導
入を決めれば，他国はアメリカを追随すること
に な り， 国 際 課 税 体 制（international tax 
regime）の改善につながるとの見方を示して
い る（Avi-Yonahは こ れ を 建 設 的 一 国 主 義

（constructive unilateralism）と呼ぶ）（注51）。
抜本的な税制改革が，いつまでも議論だけで先

に進まない状況に風穴を開けたいのであろう。
建設的一国主義は極めて乱暴な進め方のよう

にもきこえるが，強気になれる理由として，近
年のアメリカ国内での州法人税での経験がある
だろう。アメリカの州法人税制では（前述のと
おり）定式配賦法が用いられてきたが，配賦基
準に仕向地の売上高のみを用いる州は，少し前
まで少数派であったにもかかわらず，近年，加
速度的に急増した結果，現在では主流を占める
ようになった（約半数近い州が仕向地にすべて
の所得を帰属させる配賦計算式に移行してい
る）（注52）。アメリカでは，企業誘致・雇用対
策のために導入する州が増え，なし崩し的に追
随する動きが見られたのである。そこで，アメ
リカは，政権の掲げる「アメリカ第一主義」の
もと，建設的一国主義の姿勢で拙速に導入しよ
うと考えるかもしれない （注53）。

仕向地主義法人税は輸入超過国に有利な税制
であり，また巨大な消費市場を擁する国だから
こそとれる選択という見方もできることから，
アメリカ追随の動きが生まれるかどうかは実の
ところわからない。しかし，仮に一度動き出し
たならば，アメリカ一国の国内の税制改革であ
るにもかかわらず，国際課税の原則までも揺る
がしかねないことに留意をすべきである。

３　経済活性化のための即時控除制度

キャッシュフロー法人税の下で，設備投資は，
（減価償却を経ず）支出時に一括して控除され
ることとなる。この点は，現行の連邦税法（内
国歳入法典）においても，類似の制度が存在す
ることから，導入は比較的容易なように思われ
る。

すなわち，レーガン政権の税制改革で導入さ
れた「179条即時費用化選択（§179 expense 
election）」は，主に中小企業を対象に，各年の
上限額はあるものの（2016年は上限$500,000）
一定の減価償却資産（動産等）につき取得時の
即時費用化（控除）選択が認められており，ま
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た2001年９月のテロ及び2008年の世界的金融危
機の際に景気浮揚目的で導入された「ボーナス
減価償却（bonus depreciation）」は，（企業規
模に関わらず）一定の減価償却資産につき時期
により最大100％（2016年は50％）の即時費用
化（控除）が認められているなど（注54），設備
投資促進につながる即時控除制度は現在まで政
権の経済対策として用いられてきている。そこ
で，技術的には現行制度の規模拡大等の形でも
対応可能なことから，他の税制改革に先行して
導入される可能性もある（注55）。

一方で，同時に支払利息の控除が認められな
くなった場合，負債比率の高い産業・企業はと
くに影響を受けることとなり，新株発行などに
よる財務体質の改善が求められる可能性もある
だろう。

４　WTOルールの問題をどのように
解決するか？

⑴　現行WTOルールの準拠性
下院共和党案の国境税調整導入にあたっての

最大の障壁は，間違いなくWTOルールの存在
である。

現行のWTOルールでは，付加価値税等の間
接税の国境税調整による還付は認められている
が，直接税の国境税調整による還付は認められ
ていない（注56）。伝統的な見地として，間接税は，
税の価格転嫁が完全に行われ，経済的に消費者
が税を負担することになる（製造業者は負担し
ない）ため，国境税調整は，消費市場での公正
な競争を確保することができるとして認められ
ている。他方の直接税は経済的に企業が負担す
る税であり，仮に税が消費者等に転嫁されたと
しても完全ではないことから認められていない。

もっとも，国境税調整による還付につき，こ
の伝統的な「転嫁」を基準とした直接税と間接
税の区別のロジックは，あまり役に立たない可
能性もある（注57）。むしろ，貿易相手国は，労
務費（賃金・給与）の取扱い，すなわち労務費

を課税ベースに含めるかどうかを争点にするか
もしれない。下院共和党案は，労務費を課税ベ
ースに含まないこととしている。一般常識とし
ても，労働者への分配（賃金・給与）は「付加
価値」のきわめて重要な構成要素であり，課税
ベースから労務費（賃金・給与）を除外する限
りは，（少なくとも企業レベル単独の税制とし
てみたとき）付加価値税と主張するのは無理が
ある （注58）。

他方で，仮に課税ベースに労務費を含めるこ
とは，（労務費に税率を適用した分だけ税額が
増加することになり）労務費に対して課税をし
ていると見ることもできることから，製造業保
護・雇用増加を強調するトランプ政権において
政治的に許されないであろう （注59）。

ところで，仮に課税ベースから労務費（賃金・
給与）を除外して国境税調整を行うこととした
場合，輸出企業が受ける国境税調整による還付
は，本来の付加価値税の課税ベース（労務費を
含む付加価値）と比べて，労務費に税率を適用
した金額相当額だけ大きく計算されることとな
り，輸出企業は，より多額の還付を受けること
ができるようになってしまう（還付を充てにし
た不当廉売が行われる可能性もある）。賃金水
準の高いアメリカでは，一般に価格に占める労
務費の割合は相当に高いことから，労務費の存
在を故意に無視して付加価値の議論をするべき
ではない。

さらに，仮にアメリカ政府が税制改革案を間
接 税 で あ る と 明 言 し た 場 合 に は， 租 税 条
約（注60）や，州法人税制（一般に連邦法人税の
課税所得計算に依拠することが多い），さらに
財務会計基準等にも多大な影響を及ぼす可能性
があることから，拙速な導入は混乱を招くよう
に思われる（注61）。

なお，（付加価値税とするために）労務費を
法人税の課税ベースに含めることは，望ましい
法人税制の議論（前述）でのフラット・タック
スやＸタックスにおける，労働者への報酬（労
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務費）を個人レベルで課税する消費課税の制度
設計の枠組みの整合性を保つことができなくな
るなど，理論上の矛盾が生じる可能性があり（労
務費に法人レベルと個人レベルで二重課税が生
じる），税制改革の理論的な根拠を失うことに
もつながりかねない。

つまるところ，下院共和党としては政治的に
付加価値税を受け入れることはできない（そも
そも下院共和党に付加価値税を導入するつもり
は最初からない）が（注62），現行の所得課税の
延長として位置づけた場合，WTOルール上で
国境税調整が認められないことになるから，理
論上で付加価値税に見せかけることで国境税調
整の導入を正当化することを狙っているのでは
ないかという疑念が生じるのである（注63）。

さらに，「付加価値税型」仕向地主義法人税は，
輸入品のみが（仕入控除ができず）課税の対象
となる点で，WTOルールの内外無差別の原則

（内国民待遇原則）に反するのではないかとす
る見方もある。

⑵　ルール変更を望むアメリカ
下院共和党案（付加価値税型仕向地主義キャ

ッシュフロー法人税，とくに国境税調整）は，
現行のWTOルールに違反する可能性があるよ
うに思われる。そこで，アメリカとしてはルー
ルの変更をしたいところであろう。たとえ国際
的なルールであっても，（例えば地球規模の問
題に対処するなど）多くの国の利益につながる
事実（大義名分）があれば，将来的にルールの
変更もありうるかもしれない。国際的に議論さ
れた望ましい税制の理論を拠りどころに（注64），
世界経済の発展という側面から各国と協調して
新たなルールをつくりあげることができれば理
想的である。

しかし，新政権は，建設的一国主義（アメリ
カが一方的に導入を決めれば，他国はアメリカ
を追随する）の姿勢で税制改革に臨む可能性も
否定できない（注65）。このような姿勢が国際的

な理解を得られるとは考えがたいが，もし望ま
しい税制により本当に経済成長が達成されたな
らば他国も無視することはできず追随して法人
税制の新たなデファクトスタンダードが完成す
るというストーリーを，新政権は期待している
かもしれない （注66）。

❹　今後の行方

１　アメリカの分断と政治的調整

下院共和党案に対し，アメリカ企業の反応は
割れている。航空機メーカーや化学品メーカー
といった輸出型ビジネスモデルの企業の一部は
積極的に賛成をしているものの，小売チェーン
や衣料品販売，家電量販店などの輸入型の業界
は，反対を表明している。

また，中長期的にドル高になったとき，（輸
入企業は息を吹き返し，また，輸出製造業は国
境税調整による還付を受けることができても）
皮肉なことにトランプ氏がアメリカで所有する
外国人客相手のホテルは還付を受けることがで
きずドル高の不利益をそのまま被ることになる
など，業種により税制改革後の勝ち組と負け組

（分断）が生じることとなる（注67）。
そこで，現実の税制改革にあたっては，望ま

しい税制としての法人税や下院共和党案がその
まま導入されるのではなく，議会を通じた政治
的な調整が加わることになるだろう（注68）。

２　先進国が本来行うべき政策

企業の生産拠点の意思決定は，税制のみで決
まるような単純なものではなく総合的な経営判
断で決まるものである。労働集約型の単純作業
は，税制を考慮に入れても（アメリカの６分の
１程度とも言われている）メキシコの労務費の
低さはなお魅力的である。そこで，仮に輸入に
国境税が課されたところで輸入はゼロにはなら
ないだろう。
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とはいえ，税制を含む強力な経済政策により
アメリカでの生産が増加し，やがてアメリカ国
内の労働市場が完全雇用になったとしても，ト
ランプ政権は移民受入れに否定的であるから，
将来的に賃金水準の上昇を招く可能性がある。
加えて，将来的にアメリカの貿易収支改善によ
り強いドルが鮮明になったときは，アメリカの
労務費水準は他国と比べてさらに高くなってい
るだろう。

そこで，企業は，アメリカでの生産にあたり
将来的なAIやロボットへの代替を視野に入れ
た経営判断を行わざるをえないように思われ
る。結果的に，アメリカ製造業におけるAIや
ロボットへの投資は増加し，やがて（AIやロ
ボットで代替可能な）単純労働のスキルしかも
たないアメリカ人労働者の仕事は失われて行く
だろう（たとえ製産拠点が国内回帰しても単純
労働者の仕事は失われていく傾向に向かう）。
その意味で，雇用の点でアメリカ政府に求めら
れている本来の政策は，人材に対する投資促進
であり，例えば高等教育の充実が必要とされて
いる（注69）。

３　段階的な税制改革シナリオの可能性

トランプ政権は，今後，下院共和党と税制改
正に向けての調整を進めることになるが，まず
は無難なところから着手し，段階的に税制改革
を行うシナリオも考えられよう。トランプ大統
領は1980年代のレーガン大統領を尊敬している
とされるが，レーガン政権時にも大規模な税制
改革が行われた。

レーガン大統領は，まず1981年に税率引下げ，
企業による投資促進税制（即時費用可選択（179
条），償却速度の速い加速度原価回収制度），輸
出拡大を狙った外国源泉所得の総所得除外制度

（911条）導入等の税制改革を行い（注70），後の
1986年に税率の一層の引下げに合わせて課税ベ
ース拡大とタックス・シェルタの封じ込めによ
る税収中立を目指し，また税制簡素化のための

連邦税法の全面的な改正等，２段階にわたる大
規模税制改革を行っている。

すぐにでも成果をアピールしたいトランプ政
権としては，例えば税率引下げや即時控除制度
の拡充等の過去に実績があり（納税者にとって
わかりやすい減税でありアピールしやすい），
テクニカルな対応をしやすいところから先行し
て着手することも考えられよう（注71）。

❺　結　語

トランプ大統領の突然の「国境税」という言
葉に，現在のところ，単なる口先介入の類い，
あるいは思いつきで発言をしているだけで，現
実の政策になることはないだろうと楽観的な見
方が大勢である。

確かに，導入にあたっては執行面を中心に解
決すべき課題が多すぎるように思われる。しか
し，世界では抜本的な法人税制改革（望ましい
税制）に向けての理論面での議論は進んでおり，
また，アメリカには州税で仕向地主義法人税の
実績（素地）があるところ（注72）建設的一国主
義に自信をもつ向きもあることから，選挙公約
の大規模減税を実現させたい大統領に，例えば，
雇用重視の共和党，多国籍企業によるアグレッ
シブな租税回避に少しでも歯止めをかけたい当
局の（それぞれの目的は異なるものの）利害が
一致し，大統領の強力なリーダーシップで紆余
曲折の末に将来的に国境税（付加価値税型仕向
地主義キャッシュフロー法人税）が実現する可
能性は完全には否定できないだろう （注73）。

トランプ大統領は，当初，下院共和党案の国
境税を「複雑すぎる」として否定的であったと
されるが，大統領が税制改革の目玉に考えてい
る大幅な税率引下げ（注74）を実現するためには，
税収中立が必要とされるところ国境税の税収増
加（輸入仕入の控除を認めないことで増える税
収）は有力な代替財源として期待できる。大統
領は，望ましい税制の議論には興味がないかも
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しれないが，公約で掲げた大規模減税を実現さ
せる手段として下院共和党案に魅力を感じてい
るに違いない。

税制が民主主義の根幹をなすものである以
上，民意を反映する政治的調整のプロセスは不
可欠であるが，その内容によっては，望ましい
税制とは違う方向に進む可能性もある。

（注１）　仮に特定の貿易相手国のみを標的に高率
の関税を課すこととした場合，NAFTAやWTO
のルールに違反するばかりか，相手国から報復
関税を受けるなど貿易戦争に発展する可能性も
ある。

（注２）　U.S. ConSt. art. I,§7, cl. 1, §8, cl. 1.
（注３）　A Better Way: Our Vision for a Confident 

America, GOP tax RefoRm taSk foRCe （June 
24, 2016）, https://abetterway.speaker.gov/_
assets/pdf/ABetterWay-Tax-PolicyPaper.pdf 

［hereinafter A Better Way］.
（注４）　下院共和党案には仕向地主義につき付加

価値税型仕向地主義とは明記されていないが，
輸入仕入が課税の対象とされる点で完全仕向地
主義ではなく付加価値税型仕向地主義を想定し
ていると考えられる。政治的に付加価値税の導
入が困難なことから，あえて付加価値税という
用語を用いなかったものと思われる。

（注５）　そこで，一般に輸入企業には増税となる
が，輸出企業には減税になると考えられている。

（注６）　 金 子 宏『 租 税 法〔 第21版 〕』（ 弘 文 堂，
2016年）706頁。

（注７）　金子・前掲（注６） 692頁。また，輸入仕
入の原価の控除が認められない（輸入が課税の
対象になる）ことを含む場合もある。

（注８）　金子・前掲（注６）692頁。
（注９）　国境税調整による還付は実質的に輸出補

助金にあたりアメリカ製造業が不利ではないか
とする見方がある一方で，経済学的には，変動
為替相場制の下では為替相場を通じて調整され
ると考えられている。

（注10）　当時，アメリカで国境税調整による問題
を 検 討 し て い る 論 文 と し て，Richard W. 
Lindholm, Some Value-Added Tax Impacts on 
The  In t e rna t i ona l  Compe t i t i v ene s s  o f 
Procedures, 23 J. fin. 659 （1968）; Roger W. 
Rosendahl, Border Tax Adjustments: Problems 
and Proposals, 2 Law & PoL’y int’L BUS. 85 

（1970）; James Ａ. McNamara, Tax Adjustments 
in International Trade: the Border Tax Dispute, 
3 J. maR. L. & Com. 339 （1972） など。

　　また，わが国でも産業界を中心にアメリカの
動向を注視していた。経団連事務局「ボーダー・
タックス・アジャストメント（国境税調整措置）
について」経団連月報16巻３号（1968年）64頁，
坂内富雄「どうなるアメリカの輸入税−国境税
めぐる米欧の対立」世界週報49巻11号（1968年）
18頁参照。

（注11）　アメリカにとって国境税調整を導入する
メリットは，主として国内の製造業保護（輸出
拡大）と（輸入超過の現状での）歳入増加がある。

（注12）　本稿で「消費課税」とは，消費を課税ベ
ースに用いる税制をいい，狭義の消費税（間接税）
に限らない。

（注13）　所得課税と消費課税の課税ベースの違い
は貯蓄を含むかどうかであるから，理論的には，
例えば貯蓄に対する課税を控えれば直接税でも
消費課税になりうる。

（注14）　A Better Way, supra note 3, at 28.
（注15）　President’s Advisory Panel on Federal 

Tax Reform, Simple, Fair, and Pro-Growth: 
Proposals to Fix America’s Tax System （2005）, 
available at http://govinfo.library.unt.edu/
taxreformpanel/final-report/TaxPanel_5-7.pdf 

（last visited Feb. 2, 2017）. また，この大統領税
制諮問委員会報告の分析及び検討として，浅妻
章如「国外所得免税（又は仕向地主義課税）移
行論についてのアメリカの議論の紹介と考察」
フィナンシャル・レビュー84号（2006年）152頁，
松田直樹「米国の租税制度改革の選択肢と方向

税務弘報 2017.5�　91



性−大統領諮問委員会報告書の国際課税制度改
革案の位置づけ」租税研究704号（2008年）190
頁参照。

（注16）　ただし，同プランは，政治的配慮（低所
得者層への配慮）から資本所得である利子・配当・
キャピタルゲインについても15％の税率で課税
することとした点で，完全な消費課税とはいえ
ない。

（注17）　DaviD f. BRaDfoRD, UnDeRStanDing the 
inCome tax （1986）. なお，フラット・タックス
との違いは，個人納税者の受取報酬（賃金・給与）
につきフラット・タックスが比例税率を適用す
ることとしているのに対し，BradfordのＸタッ
クスは15％，25％，35％の累進税率を用いるべ
きとしているところである。

（注18）　RoBeRt e. haLL & aLvin RaBUShka, Low 
tax, SimPLe tax, fLat tax （1983）; RoBeRt e. 
haLL & aLvin RaBUShka, the fLat tax （1985）
; RoBeRt e. haLL & aLvin RaBUShka, the fLat 
tax （2d ed. 1995）.

（注19）　inStitUte of fiSCaL StUDieS ,  the 
StRUCtURe anD RefoRm of DiReCt taxation: 
RePoRt of a Committee ChaiReD By PRofeSSoR J. 
e. meaDe （1978）. ミード報告では，実物取引の
みを課税ベースとするＲベース，実物取引に加
え金融取引も課税ベースに含めるR＋Fベース等
が報告されている。なお，R＋Fベースによるキ
ャッシュフロー法人税は，2010年にカリフォル
ニア大学バークレー校教授のAuerbachによって
も提唱されている（2005年の投資と成長を重視
するプランはＲベースであった）。See Alan J. 
Auerbach, A Modern Corporate Tax, Center for 
American Progress & The Hamilton Project 

（2010）.
（注20）　Alan J. Auerbach et al., Taxing Corporate 

Income, in DimenSionS of Tax DeSign: The 
MiRRLeeS Review 837（2010）．マーリーズ・レビ
ューでのキャッシュフロー法人税，仕向地主義
法人税等の特徴と課題の分析及び検討について

は，佐藤主光「グローバル化と法人課税改革」
財団法人企業活力研究所『マーリーズ・レビュ
ー研究会報告書』24頁（2010年），available at 
http://www.japantax.jp/teigen/file/20100622.
pdf （last visited Feb. 2, 2017）。ミード報告とマ
ーリーズ・レビューの比較，及びマーリーズ・
レビューが提唱する国際的資本課税制度につい
ては，岩㟢政明「国際的資本移動に対する課税
方法」財団法人企業活力研究所『マーリーズ・
レビュー研究会報告書』77頁（2010年）参照。

（注21）　本稿では触れないが，マーリーズ・レビ
ューの主な提案として投資中立性や企業の自己
資本と負債調達の中立性を保つACE課税が提唱
されている（しかし，原産地国課税のため多国
籍企業による所得移転の問題は解決されない）。

（注22）　岩㟢政明「経済のグローバル化と国際課
税」財団法人企業活力研究所『マーリーズ・レ
ビュー研究会報告書』115頁（2010年）参照。岩
㟢教授は，国際的資本移動に関するアメリカ税
制改革案とマーリーズ・レビューとの相関につ
いて分析を行い，アメリカ税制改革案とマーリ
ーズ・レビューとの間には極めて高い相関があ
ると結論づけておられる。

（注23）　（一見すると個人レベルでは所得課税の
ままのように見えるかもしれないが）個人の生
涯ベースで捉えれば消費課税と経済的に等価と
なる（消費課税のいわば前払いとして賃金税が
課されている）。

（注24）　下院共和党案では，支払利息（純額）の
控除は不可とされ，控除不可とされた支払利息

（純額）は翌年度以後無制限に繰越し将来の受取
利息から控除することが可能とされている。こ
れは，タックス・シェルタ対策と考えられる。
See A Better Way, supra note 3, at 26.

（注25）　拙書『国際租税法における定式所得配賦
法の研究』（中央経済社，2015年）41頁以下参照。

（注26）　例えば，コーポレート・インバージョン
（外国親会社設立等）。

（注27）　仕向地主義への移行は，理論的には消費
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課税を法人税で行うために，また政治的には自
国の製造業保護につながること，輸入超過国に
とって税収増加になることも理由となる。また，
モビリティの低い消費市場を基準とすることで，
租税が経済に及ぼす歪みを最小限におさえるこ
とができ，経済的な租税中立性の点からも優れ
ているといえる。

（注28）　もっとも，企業によるOJTを通じた人材
育成の貢献も大きい（高い教育を受けた優秀な
人材でも，それを生かせる職場がなければ意味
がない）。つまり，人材育成は国の教育政策と企
業における職業経験の相互作用であり，企業は
国から一方的に便益を受けているわけではない。

（注29）　筆者は，本来は国際的な協調のもとで（生
産国もステークホルダーに含めた）複数の配賦
要素を用いた定式配賦法を導入することが最も
望ましいと考えている。

（注30）　アメリカの連邦税収に占める個人所得税
の割合は法人所得税の５倍以上あり（2016会計
年度），雇用を通じた個人所得税の税収は重要な
地 位 を 占 め て い る。See Bureau of the Fiscal 
Service, U.S. Dep’t of the Treasury, Fiscal Year 
2016 Details of Receipts: Receipts by Source 
Categories, available at https://www.fiscal.
treasury.gov/fsreports/rpt/combStmt/cs2016/
rta.pdf （last visited Feb. 2, 2017）．ただし，二
重課税又は二重非課税を防ぐ観点からは，国際
的な協調が必要とされる。

（注31）　金子・前掲（注６）691頁。
（注32）　金子・前掲（注６）691頁。
（注33）　金子・前掲（注６）692頁。そこで，仕向

地主義のもと，輸出につき源泉地国の付加価値
税を免除され，仕向地国で課税されることとな
り，税制の国際的競争中立性が確保されること
となる。金子・前掲（注６）706頁参照。

（注34）　粗雑な制度設計では不正還付が横行する
可能性がある。

（注35）　Michael P. Devereux & Peter Birch 
Sørensen ,  The Corpora te  Income Tax : 

In t e rna t i ona l  Trends  and  Op t i ons  f o r 
Fundamental Reform, eURoPean CommiSSionS 
eConomiC PaPeRS N°264 （2006） 28-29, available 
at http://ec.europa.eu/economy_finance/
publications/pages/publication530_en.pdf （last 
visited Feb. 2, 2017）．

（注36）　Id. また，生産拠点の海外流出を防ぐこ
とはできない。

（注37）　輸出売上が課税ベースに含まれない点は
完全仕向地主義と共通である。

（注38）　完全仕向地主義であれば，外国で発生し
た原価も控除され，輸入仕入は課税の対象とな
らない。しかし，付加価値税型仕向地主義は，
課税ベースとして国内で販売された商品の売上
高から国内の原価等を控除したものを用いるた
め，輸入仕入が課税の対象となる。輸入品のみ
が課税の対象とされる点で，WTOルールの内外
無差別の原則（内国民待遇原則）に反するとす
る見方もある。

（注39）　Reuven S. Avi-Yonah, Slicing the 
Shadow: A Proposal  for Updating U.S. 
International Taxation, 58 tax noteS 1511 

（Mar. 15, 1993）; Reuven S. Avi-Yonah, 
Kimberly A. Clausing & Michael C. Durst, 
Allocating Business Profits for Tax Purposes: A 
Proposal to Adopt a Formulary Profit Split, 9 
fLa. tax Rev. 497 （2009）.

（注40）　（現行法人税と比較した）DBCTの長所と
して，①消費者の所在する市場は生産地と比べ
て移動性が低いため，DBCTのもとでは多国籍
企業による恣意的な所得の移転がしにくくなる
こと，②DBCTは法人の設立地にかかわりなく
すべての法人に（外国法人であっても内国法人
と同じように）公平に適用可能であること，③
DBCTのもとでは支店と子会社の区別は無視さ
れること，④純粋な国外所得免除方式（pure 
territoriality）が達成され，税制の簡素化が可能
となる（例えば，外国税額控除やサブパートＦ
条項（タックス・ヘイブン対策税制）が不要に
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なる）こと，があげられている。See Reuven S. 
Avi-Yonah, Destination Based Corporate Tax: 
An Alternative Approach （Dec. 11, 2016）, U of 
miChigan Law & eCon. ReSeaRCh PaPeR No. 16-
028. available at https://ssrn.com/abstract＝
2883835 （last visited Feb. 2, 2017）.

（注41）　Avi-Yonahは，下院共和党案に対して，
仕向地主義法人税に基づく具体的な対案を提示
している。See Avi-Yonah, supra note 40.

（注42）　Avi-Yonah, supra note 40.
（注43）　Avi-Yonah, supra note 40; See also 

Reuven S. Avi-Yonah, Back to 1913?: The Ryan 
Blueprint and Its Problems, 153 tax noteS 
1367 （Dec. 12, 2016）.

（注44）　See Reuven S. Avi-Yonah & Kimberly A. 
Clausing, Problems with Destination-Based 
Corporate Taxes and the Ryan Blueprint （Feb. 
5, 2017）, U of miChigan Law & eCon. ReSeaRCh 
PaPeR No. 16-029, available at https://ssrn.com/
abstract=2884903 （last visited Feb. 2, 2017）. 他
方のDBCT及び定式配賦法では，連結（合算）
を前提とすることで，国際的な租税回避の防止
に効果を発揮すると考えられる。

（注45）　日本を含む多くの先進国はすでに国外所
得免除方式（テリトリアル）に移行していると
ころ，アメリカではこれまで民主党の反対によ
り移行できずにいた。

（注46）　還流税制による税収も大幅減税のための
財源として魅力的である。アメリカでは，2004
年のブッシュ政権時に，限時法として１年限り
の外国子会社からの配当課税軽減制度（実効税
率5.25％）を導入した経験がある。

（注47）　伝統的な「有形資産の価額」，「労務費の
金額」，「売上高（仕向地）」の３要素均等基準に
よる配賦計算式を「マサチューセッツ方式」と
いうが，近年，自州の製造業保護の観点からこ
の方式を用いる州は減少しており，売上高（仕
向地）の配賦要素の割合を高めた配賦計算式や，
売上高（仕向地）のみの単一要素による配賦計

算式を用いる州が増加している。拙書『アメリ
カ連邦税法〔第６版〕』（中央経済社，2017年）
610頁以下参照。

（注48）　配賦計算式に固定資産の価額を用いるこ
との課題として，その評価の問題がある。また
多国籍企業における超過利潤の主な源泉は無形
資産であるとされるが，無形資産の法律上の所
在地は容易に移転可能であり租税回避の温床と
なっている。

（注49）　アメリカ州法人税においては，1957年以
後，自州の製造業保護を目的に売上高（仕向地）
を配賦基準に用いる州が増加するようになった。
拙書・前掲（注25）第２章参照。

（注50）　さらに，長期的な展望として，仕向地を
基準とした法人所得税制（例えばAvi-Yonah が
提唱するDBCT）は，EUの進めているCCCTB
と基本構造が共通しており拡張性に優れている
点も特筆できる。両者とも所得課税で定式配賦
法がベースとなっているため，将来的な調和に
向けた取組みがしやすい。EUにおける定式配賦
法導入に向けた挑戦については，拙書・前掲（注
25）第４章参照。

（注51）　Reuven S. Avi-Yonah, The Case for a 
Destination-Based Corporate Tax （July 22, 
2015）,  U of miChigan Law SChooL DRaft 
PaPeR, available at https://ssrn.com/abstract＝
2634391 （last visited Feb. 2, 2017）. See also 
R e u v e n  S .  A v i - Y o n a h ,  C o n s t r u c t i v e 
Unilateralism: US Leadership and International 
Taxation （June 25, 2015）, U of miChigan PUBLiC 
Law ReSeaRCh PaPeR  No .  463 .  avai lable 
at  https://ssrn.com/abstract=2622868 （last 
visited Feb. 2, 2017）.

（注52）　従来の主流であった３要素均等基準によ
る配賦計算式（マサチューセッツ方式）を用い
ている州は９州にまで減少している。なお，州
により業種ごとに異なる配賦計算式を定めてい
る州や選択制の州もある。

（注53）　解決すべき課題は多いことから望ましく
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はない。
（注54）　26 U.S.C. §179, §168(k). 現行の179条即

時費用化選択，ボーナス減価償却制度について
は，拙書・前掲（注47）221頁以下参照。なお，
179条即時費用化選択とボーナス減価償却制度は
別個の制度のため併用も可能である。

（注55）　ただし，適用範囲の決め方によっては大
幅な税収減をもたらす可能性もあるため代替財
源の捻出が必要とされよう。

（注56）　 A g r e e m e n t  o n  S u b s i d i e s  a n d 
Countervailing Measures, 1867 U.N.T.S. 14, 
Annex I (e). しかし，アメリカは，現行ルールそ
のものが間違っている（国境税調整が間接税で
のみ認められるのは理論的に間違いである）と
の独自の主張をしてくる可能性もある。

（注57）　独占企業のように直接税であっても実質
的に転嫁が可能となり，他方で激しい競争市場
では間接税であっても転嫁が十分にできないこ
ともありうるだろうから，都合の良い分析を持
ち出され議論が混乱する可能性もある。審理を
長期化させているうちに痺れを切らした他国が
追随したならば，デファクトスタンダードが完
成しアメリカの思いどおりとなる。

（注58）　予想されるアメリカの主張として，例え
ば，個人レベルでの賃金・給与への課税により
消費課税は達成されているなどの理論武装が考
えられる。

（注59）　アメリカの州法人税で用いられている定
式配賦法で，労務費（賃金・給与）を除外した
配賦計算式を用いる州が増えたのは，この理由
による。

（注60）　間接税と主張することで，例えば所得課
税の租税条約では税額控除の対象外とされる可
能性が生じる。もっとも，直接税（所得課税）
と主張した場合でも，例えば恒久的施設（PE）
なき輸入に対する課税が現実に可能か，さらに
電子商取引などの新たな問題が生じる可能性も
ある。

（注61）　そもそも付加価値税の還付制度には，不

正を防ぐ緻密な制度設計が必要とされる。
（注62）　下院共和党の資料にも，はっきりと“This 

Blueprint does not include a value-added tax 
（VAT）, a sales tax, or any other tax...”と明記
されている。See A Better Way, supra note 3, at 
15.

（注63）　付加価値税なのかどうかをあえて曖昧に
することで，良い所取りを狙っているように思
われる。

（注64）　（前述のとおり）抜本的な法人税改革にお
ける望ましい税制としての消費課税（キャッシ
ュフロー法人税）の理論は，国際的に優れてい
ることが知られている。もっとも，政治的な調
整の末に消費課税とは実質的に異なる制度とな
ったならば，望ましい税制を根拠に主張するこ
とはできなくなる。

（注65）　アメリカは世界一の経済大国であり他国
への影響は大きいことなどから各国との協調姿
勢を願いたいが，新政権はアメリカ第一主義を
掲げている（TPP離脱など）。

（注66）　各国により経済環境等の前提条件は異な
ることから，他国で上手くいく税制であっても
自国で上手くいく保証はない。また，理論的に
望ましい税制をモデルに設計をしても，政治的
調整のプロセスを経て実質的に異なる税制がつ
くられる可能性もある。そもそも，アメリカに
おいて，ドル高をもたらす税制は，他の経済政
策（貿易政策）と整合的でないようにも思われる。

（注67）　仮に国境税として下院共和党案が導入さ
れた場合，中長期的には貿易収支の改善を通し
て為替相場はドル高に向かうはずだが，短期的
にガソリンや食料品などの日常生活に不可欠な
商品の価格が上昇しアメリカ人労働者の生活は
悪化するおそれもある。

（注68）　また，アメリカにおいて現状の国際課税
のルールに問題があることは広く共有されてい
るように思われる。仕向地主義課税へのルール
の変更は，アメリカの多国籍企業が現在用いて
いる国際的租税回避の問題を根本的に解決し複
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雑過ぎる税制を簡素化することにもつながるこ
とから，付加価値税型仕向地主義キャッシュフ
ロー法人税への移行に，多国籍企業による租税
回避の問題の解決という側面から期待する向き
もあるだろう。

（注69）　拙稿「高等教育と税制―政策実現と公平・
中立・簡素な制度設計の両立を目指して」大阪
経大論集66巻１号（2015年）131頁参照。

（注70）　Pub. L. 97-34, H.R. 4242, 95 Stat. 172 
（1981）. 1981年経済復興税法（Economic Recovery 
Tax Act of 1981）として知られている。

（注71）　減税規模によっては税収中立の財政的制
約が大きな問題として立ちはだかることも予想
されよう。また，面倒な代替ミニマム税の廃止も，
納税者の受けが良いことから検討される可能性
が高いが，過年度に一時差異から生じた代替ミ
ニマム税は納税のいわば前払的な性格を有する

こととなるため経過措置が必要なようにも思わ
れる。

（注72）　国家レベルでの制度化にあたって，なお
詳細な検討が必要とされる。とくに金融業や税
関を通らない電子商取引の課税方法については
一層の検討が必要とされよう。

（注73）　仕向地主義課税は，移行措置を含め執行
面を中心に多くの解決すべき課題が山積してい
るのも事実であり，必ずしも短期的には導入の
可能性が高いとはいえないだろう。しかし，理
論的に優れている税制であるならば，中長期的
にはいつ導入するのかという時期の問題と捉え
ることもできよう。

（注74）　大統領選の公約では，現在の法人税率最
大35％を15％に引き下げることを掲げていた。
また個人の所得税も富裕層を中心に税率の引下
げ，遺産税に至っては廃止を公約していた。

96　�税務弘報 2017.5


