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中間選挙が近付くなか、共和党は第二弾の税制改革を検討
【要旨】
 米国では、略 30 年ぶりの包括的な税制改革法が昨年 12 月に成立し今年から実施さ
れているが、共和党はそれに続く第二弾の税制改革法案（税制改革 2.0）を検討し
ている。税制改革 2.0 は、下院歳入委員会で 9 月 13 日に可決され、今後、下院本
会議で審議される予定である。
 下院共和党が検討している税制改革 2.0 は 3 つの法案から成る。具体的には、①
「時限措置となっている所得税減税（パススルー所得への課税改革を含む）の恒久
化」、②「退職貯蓄口座の改革、ユニバーサル・セービング・アカウントの創
設」、③「開業コストの早期償却」である。
 昨年 12 月の税制改革法案と異なり、税制改革 2.0 の可決には上院で 60 票が必要と
みられており、成立のハードルは高い。ハードルが高いなか共和党が税制改革 2.0
に取り組んでいる狙いは、税制への有権者の関心を再度高め、昨年 12 月に成立さ
せた税制改革に対する支持を拡大することとみられる。
 足元の米国景気は好調であり、税制改革が想定通り景気の押し上げに寄与している
とみられるが、税制改革に対する世論調査結果をみると「支持しない」との回答割
合が「支持する」よりも高い状態が続いている。即ち、「好調な景気」それ自体は
与党共和党の支持率の押し上げ要因ではあるものの、「好調な景気」への共和党の
貢献が十分に認識されず割り引かれていると捉えられる。
 より足元に目を転じると、税制改革に対する世論調査結果に幾分改善の兆しがあ
る。また、ミシガン大学消費者センチメント指数（9 月速報値）の内訳である「経
済政策の信頼度」は、通商政策への懸念が多く示されたようだが、（金融危機への
対応が評価された）2009 年 5 月以来の高水準へ上昇した。「税制改革の恩恵の浸
透」や「税制改革 2.0 への着手」が、税制改革に対する見方を漸く好転させ始めて
いるのかどうか、中間選挙が近付くなか、今後の推移が注目される。
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共和党は、第二弾の税制改革法案（税制改革 2.0）を検討
米国では、略 30 年ぶりの包括的な税制改革法が昨年 12 月に成立し今年から実施されてい
るが、共和党はそれに続く第二弾の税制改革法案（税制改革 2.0）を検討している（注

1）

。税

制改革 2.0 は、下院歳入委員会で 9 月 13 日に可決され、今後、下院本会議で審議される予定
である。
（注 1）昨年 12 月に成立した税制改革法については、2017 年 12 月 22 日付 Weekly「略 30 年ぶりの包括的な税制改革法
案が成立」を参照されたい。

税制改革 2.0 では、2025 年までとなっている所得税減税の恒久化を目指す
下院共和党が検討している税制改革 2.0 は 3 つの法案から成る。具体的には、①「時限措
置となっている所得税減税（パススルー所得への課税改革を含む）の恒久化」、②「退職貯
蓄口座の改革、ユニバーサル・セービング・アカウントの創設」、③「開業コストの早期償
却」である。
上記①について、昨年 12 月に成立した税制改革法は、上院（定数 100）において通常の 60
票ではなく過半数の 50 票での可決を可能とするために財政調整法を活用したことで、財政面
からの制約を受ける形となった。即ち、法人税率引き下げは恒久措置となった一方、所得税
については変更（税率引き下げ・各種控除制限等）の多くが 2025 年までの時限措置となった
（注 2）

。税制改革 2.0 では、所得税の変更を 2026 年以降も続けて恒久措置とする。

上記②は、退職時に貯蓄不足の人が多い状況を踏まえ、減税で所得が増えるなか、個人に
必要な貯蓄を促すものである（注 3）。
上記③は、米国のイノベーション力が低下しているとの課題認識の下、イノベーションへ
の貢献が大きい所謂スタートアップ企業等を支援するものである。下院共和党が言及してい
る Bloomberg の国別イノベーション・ランキングをみると、2018 年版（2018 年 1 月発表）で
米国は 11 位と 2017 年（9 位）から後退し、6 年ぶりにトップ 10 から外れた（注 4）。
（注 2）財政面の制約は、具体的には、向こう 10 年間の連邦政府歳入の下振れを 1.5 兆ドル以内に抑え、且つ財政赤字
が拡大する期間を向こう 10 年間に限ることであった。合同税制調査会によれば、所得税の変更を 2026 年以降も
続けて恒久措置にすると、向こう 10 年間（～2028 年）の連邦政府歳入を更に 6,309 億ドル下振れさせる。
（注 3）下院共和党は「労働年齢人口の略半分が、退職後に快適に暮らす貯蓄がない」との調査結果に言及している。
（注 4）国別イノベーション・ランキング 2018 年版のトップ 10 は、1 位：韓国、2 位：スウェーデン、3 位：シンガポ
ール、4 位：ドイツ、5 位：スイス、6 位：日本、7 位：フィンランド、8 位：デンマーク、9 位：フランス、10
位：イスラエルとなっている。

税制改革 2.0 の可決には上院で 60 票が必要であり、法案成立のハードルは高い
昨年 12 月の税制改革法案と異なり、税制改革 2.0 の可決には上院で 60 票が必要とみられ
ており、成立のハードルは高い。現在の上院の議席数は共和党が 51、民主党が 49 であり、
民主党議員は全員反対する可能性が高いためである。昨年 12 月の税制改革法案の採決も、民
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主党議員が全員反対し、賛成 51：反対 49 であった。
議会での採決が来年となれば、11 月の中間選挙の結果を受けた新議会での取り扱いとなる
（注 5）

。下院は共和党が現在多数を占めているが、中間選挙で民主党が多数を占めた場合には、

法案成立は一層困難になるだろう。仮に、共和党が上院で 60 議席を確保し下院でも過半数を
維持すれば、法案成立の可能性は高まるが、現時点で共和党がそこまでの議席を獲得するこ
とは見込みづらい。
（注 5）中間選挙については、2018 年 6 月 25 日付 Weekly「11 月の中間選挙の行方」を参照されたい。

共和党は税制改革 2.0 に取り組むことで、昨年 12 月の税制改革への支持拡大を狙う
成立のハードルが高いなか共和党が税制改革 2.0 に取り組んでいる狙いは、中間選挙をに
らんで税制への有権者の関心を再度高め、昨年 12 月に成立させた税制改革に対する支持を拡
大することを通じ共和党への支持を広げることとみられる。
足元の米国景気は好調であり（第 1 図）（注 6）、税制改革が想定通り景気の押し上げに寄与
しているとみられるが、税制改革に対する世論調査結果をみると「支持しない」との回答割
合が「支持する」よりも高い状態が続いている（第 2 図）（注 7）。即ち、「好調な景気」それ
自体は与党共和党の支持率の押し上げ要因ではあるものの、「好調な景気」への共和党の貢
献が十分に認識されず割り引かれていると捉えられる。
（注 6）実質 GDP 成長率は、直近 4-6 月期に前期比年率+4.2％と高成長を記録した後、足元の 7-9 月期も高成長が予想
されている。
（注 7）Real Clear Politics による各種世論調査の平均値。

足元で、トランプ共和党政権の経済政策への評価は改善の兆しも
税制改革への支持が高まらない一因には、民主党の批判が功を奏し「大企業・富裕層重視
の改革」と受け止められてしまったことが指摘できよう。共和党全国委員会（RNC）からの
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委託を受けて実施された最近の世論調査では、税制改革の恩恵が「大企業・富裕層に大きい」
との回答割合は 61％だった一方、「中間層に大きい」との回答割合は 30％に止まったようだ
（注 8）

。

確かに、家計の税率引き下げ幅を所得層別にみると、低所得層よりも高所得層の方が大き
いが（第 1 表）、共和党は法人税率引き下げ等を通じた中間層への間接的な恩恵も期待して
いたはずであり、伝え方次第でもう少し支持を拡大する余地はあるだろう。
このような情勢下、より足元に目を転じると、前掲第 2 図の通り、税制改革に対する世論
調査結果に幾分改善の兆しがある。また、ミシガン大学消費者センチメント指数（9 月速報
値）の内訳である「経済政策の信頼度」は、通商政策への懸念が多く示されたようだが、
（金融危機への対応が評価された）2009 年 5 月以来の高水準へ上昇した（第 3 図）。「税制
改革の恩恵の浸透」や「税制改革 2.0 への着手」が、税制改革に対する見方を漸く好転させ
始めているのかどうか、中間選挙が近付くなか、今後の推移が注目される。
（注 8）当該世論調査の結果は、Bloomberg 報道を元に記載した。税制改革への支持が高まらない他の要因としては、
包括的な税制改革であるため、実際の減税規模を把握するのが困難な点も指摘されている。源泉徴収額は今年か
ら減少しているが、各種調整を経た最終的な減税額は、来年 4 月の今年分の納税時に把握する人が多いと言われ
ている。

第1表：昨年12月に成立した税制改革の家計への影響
（2018年、所得五分位階級別）
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第3図：ミシガン大学消費者センチメント
（経済政策の信頼度）の推移
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（注）1. 連邦税のみ。州地方税は含まず。
2. 税制改革に盛り込まれた「個人への保険加入義務付けの廃止」の影響は
考慮せず。
（資料）タックス・ポリシー・センター資料等より三菱UFJ銀行経済調査室作成
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（注）網掛け部分は景気後退局面。
（資料）ミシガン大学統計より三菱UFJ銀行経済調査室作成
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