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アメリカにおける連邦付加価値税論議

知念裕

［１］はじめに

現在、アメリカは経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）加盟諸国のなかでオースト
１）

ラリアとともに国レベノレで付加価値税を持っていない。その理由としては、

①ＥＵ諸国にみられるような既存の間接税として累積型取引高税を採用して

いなかったこと、②ＥＵ諸国にみられるような加盟国間における間接税制の

調和を図る必要性がなかったこと、③連邦付加価値税の導入によって、既存

の小売売上税の調達力が制限されるのではないかという懸念が州および地方

政府の側にあったこと、④付加価値税は逆進的な性格を持つ税であること、

などをあげることができる。

しかし、近年、アメリカにおいては連邦税制の抜本改革の必要性を訴える

政治的気運が高まりをみせている。その証拠に一連の税制改革案が議会のリー

ダーや大統領候補などによって相次いで提案されている。例えば、1995年
２）

のギポンス（SamGibbons）下院議員による付加価値税案、同年のアーミー

(RichardArmey）下院議員とシェルピー（RichardShelby）上院議員に
３）

よるフラット税案、同年のナン（SamNunn）上院議員とドメニシ（Pete
４）

Domenici）上院議員による累進i肖費税タイプの無限貯蓄控除（ＵＳＡ）税案、

1996年のルーガー（RichardLugar）上院議員の小売売上税案、などがそ

れである。

こうした現象は、ある意味では、1986年の税制改革法案を生んだ1980年

代初期のレーガン（RonaldReagan）政権の頃に類似しているとも言えよ

う。ただ、その頃と異なっている点は、最近の諸提案が所得税や法人税など

の所得課税から消費課税への移行を目指していることである。

現在の連邦税制に着目した場合、所得税収と社会保障税収がそれぞれ税収
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総額の約40％を占め、この２税に極端に偏った税体系になっている。その

うち、所得税については、これまで主として次の２つの欠陥が指摘されて

きた。第１は、所得税制そのものがかなり複雑になっていた。そのため、

納税協力費は750億ドルから1,400億ドルにも上ると推測されていた。その

点に関して、所得課税から付加価値税（消費型）や小売売上税などの消費課

税への移行は、資本からの所得を測定することにともなう煩雑さを避けるこ

とができるばかりでなく、納税義務を個人から企業へ移すことによって税制

の簡素化を図ることもできる。第２は、所得税は消費だけではなく貯蓄に

も課税されるので、民間貯蓄にマイナスの影響を与えていた。その点で所得

課税から消費課税への移行は、民間貯蓄の増大を通じて投資および経済成長

の促進に役立つものと期待されていた。

本稿では、上記の連邦消費税構想のうち、特に付加価値税構想に着目して

検討を加える。まず第２節では、付加価値税の概要を明らかにし、第３節

では、アメリカにおいてこれまで提案されてきた付加価値税の考え方を紹介

する。第４節では、付加価値税の経済効果について検討を加え、第５節で

は、連邦付加価値税の導入にともなう連邦と州の関係に言及する。

［２］付加価値税の概要

付加価値税の課税ベースとなる付加価値は、本来、企業の売上高と仕入高

との差額によって示すことができるが、資本財をどのように取り扱うかによっ

て、付加価値税は次の３つの形態に区別することができる。第１は、ＧＮＰ

型付加価値税と呼ばれる。このタイプは、消費財はもちろん資本財もすべて

課税対象に含め、減価償却費の控除も一切認めない。第２は、所得型付加

価値税と呼ばれ、消費財だけでなく資本財も課税対象に含めるが、資本財に

かかる減価償却費の控除を認めるタイプである。第３は、消費型付加価値

税と呼ばれるタイプであり、資本財はすべてその購入時に課税対象から除外

し、消費財のみを課税ベースとするものである。この第３のタイプは、ＥＵ
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諸国をはじめ世界的に広く採用されており、アメリカにおいても付加価値税

導入論議の主要な目的の１つが投資を促進することにある点を考慮すると、

最も注目すべきタイプであると言えよう・

付加価値税の算定方法には、加算法、仕入高控除法、前段階税額控除法の

３種類があるが、そのうち加算法と仕入高控除法は、企業の付加価値に税率

を直接適用することによって税額を算定するやり方である｡前者では、付加

価値を賃金、地代、利子などの生産要素の報酬に利潤を加えた額としてとら

える。ただし、この場合の利潤は、正確には減価償却費を控除した概念であ

るので、この方法は所得型付加価値税を算定するのに適している｡後者では、

付加価値を売上高と仕入高との差額としてとらえる。この場合、課税べ￣ス

は仕入高から資本財の即時控除を認めるかあるいは資本財の耐用年数にわたっ

て減価償却費の控除だけを認めるかによって、消費にもなりうるし所得にも

なりうる。わが国の付加価値税はこの方法を採用している｡

前段階税額控除法のもとでは、企業は付加価値を直接求め、それに税率を

適用して税額を算定するのではない。この場合、企業は売上高にかかる税額

を求め、それから仕入高にかかる税額を控除して自らの納付税額を算定する｡

この場合にも課税ベースは、仕入高にかかる税額に資本財に対する税額をす

べて含めるか資本財の耐用年数にわたって税額の償却を認めるかによって消

費にもなりうるし所得にもなりうる。この方法は、ＥＵ諸国をはじめ世界的

に広く採用されている。

仕入高控除法と前段階税額控除法とを比較した場合、同一の課税べ￣スに

単一税率が適用されるのであれば、消費者の税負担額はいずれの場合でも同

額になる。しかし、複数税率ないしは免税措置が採用される場合には、消費

者の税負担額は両者の間で異なるケースが生ずる。例えば、小売段階で販売

される財にそれまでの段階とは異なる措置が適用されるケースを考えてみよ

う。仕入高控除法のもとでは小売段階に免税措置が適用されると、小売段階

における付加価値のみが課税を免除されるにすぎないため、消費者はそれ以
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前の段階の税額を負担しなければならないが、前段階税額控除法のもとでは

小売段階にゼロ税率を適用することによって、消費者の税負担額をゼロにす

ることができる。仕入高控除法のもとで消費者の税負担額をゼロにしようと

思えば、製造・流通の各段階に免税措置を適用しなければならない。

国際的に取り引きされる財については、付加価値に輸出国と輸入国のどち

らで課税するかを決定することが必要となってくる。ちなみに、付加価値税

を採用している国々は仕向地主義に基づいて輸入国で課税する方法をとって

いる。すなわち、輸出国においては輸出品に免税措置が適用されるとともに

それまでの段階で課されていた付加価値税の全額が還付され、輸入国におい

て国産品に対する税額と等しくなるよう課税される。これは、国境税の調整

と呼ばれるが、この側面はアメリカの連邦付加価値税導入論議においても、

アメリカがこれまで国際市場で競争上不利な条件のもとにおかれていたと考

える人々にとっては特に重要な部分を構成している。こうした国境税の調整

は、前段階税額控除法のもとでは適正に行うことができるが、仕入高控除法

のもとでは困難がともなう。仕入高控除法では、自国内で生じた付加価値を

直接求めることができるので、この方法は原産地主義に基づいて輸出国で課
５）

税するの|こ適してし､る゜

［３］アメリカにおける連邦付加価値税案

アメリカにおいては、付加価値税への関心は今から70年以上も前から存

在していた。アメリカでは、1921年にアダムス（ＴｈｏｍａｓＳＡｄａｍｓ）に
６）

よって法人税の代替財源として初めて付加価値税力§提案された。この提案は、

当時の上院議員スムート（ReedSmoot）によって1921年歳入法案の修正

案として早速議会にも紹介された。また、税の理論家として知られたステュ

デンスキー（PaulStudenski）は、1940年の論文のなかで、付加価値税は

賃金、地代、利子、および利潤の各生産要素に同じ割合で負担される中立的
７）

な税であるので、理想的な事業税であると結論づけている。

－１３２－



アメリカにおける連邦付加価値税論議（知念裕）

このステユデンスキーの考えは、アダムスのそれも手伝って、1940年に

当時の上院議員オ・マホニー（JosephOMahoney）によって議会で取り

上げられ、連邦政府は付加価値税を採用するようにとの提案がなされたが、

結局却下されている。さらに、1966年には経済開発委員会（Committeefor

EconomicDevelopment）が法人税を増税する代わりに付加価値税を採用

するよう勧告したが、これも実現をみずに終わっている。

その後、1970年に大統領直属の事業課税対策委員会は、事業税政策の長

期的目標の一環として付加価値税の持つメリットに注目し、いったんは既存

の連邦税のどれか１つと引き換えに付加価値税を導入するよう勧告したもの

,の、結局なお慎重な検討を要すると結論づけている。また、1972年にはニ

クソン（RichardM・Nixon）大統領によって公立学校の教育費の財源とし

て既存の地方財産税の代わりに付加価値税を採用することが可能かどうか検

討してほしいという要求が超党派から成る政府間関係諮問委員会へなされた

が、同委員会は付加価値税に関する報告書を大統領に提出しなかった。

連邦レベルでの付加価値税導入論議は、それからしばらくの間鳴りを潜め

ていたが、1970年代終盤になってロング（RussellLong)上院議員とウル

マン（Ａ１Ｕｌｌｍａｎ)下院議員によって相次いで付加価値税の導入案が発表さ

れて以後、再び活発になっていった。まず、1978年に上院財政委員会の委

員長であったロング議員は、高税率が災いして人々の勤労意欲や投資意欲を

阻害している所得税と社会保障税に代えて付加価値税を採用するよう提案し

ている。

また、下院歳入委員会の委員長であったウルマン議員は、1979年と翌19

80年の二度にわたって連邦税制改革法案を提示し、所得税・法人税および

社会保障税の1,300億ドルの減税とのセットで付加価値税の導入を提案して

いる。1980年の付加価値税案は1979年のそれを修正したものであるが、同

時にそれはアメリカで初めての詳細な付加価値税案でもあった。すなわち、

国内における財・サービスの供給ならびに輸入品に10％の税率が適用され、
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税額の算定には前段階税額控除法が用いられる。さらに、年間売上高が20,0

00ドル以下の事業者は免税事業者として取り扱われる外、特定の財・サー

ビスに対しては免税措置ないしはゼロ税率の適用を認めていた。

1985年には、ロス（WilliamV、Roth)上院議員によって事業移転税

(BusinessTransferTax）という名称で付加価値税が紹介された。これは、

仕入高控除法に基づいて事業者の純収入に対して５％の税率で課されるが、

その事業移転税額分は当該事業者の社会保障税額から税額控除される。ロス

の提案によると、支出が収入を超える事業者は還付を受けることはできない

が、その差額分については後年度への繰越しが認められていた。また、年間

売上高が1,000万ドル以下の事業者を免税事業者としていた。

1990年代に入ると、デインゲル（JohnDDingell）下院議員、ホリング

ス（EarnestFHollings）上院議員、ギボンス（SamGibbons）下院議員

などによって1994年から95年にかけて議会の場で相次いで付加価値税案が

提示されている。ディンゲル案は、消費型付加価値税、前段階税額控除法、

仕向地主義を念頭に置き、比較的広い課税ベースに対して税率５％で課税

するというものであった。食料品の小売り販売（レストランでの食事を除く)、

居住用住宅の販売ないしは賃貸、医療サービス、教育サービス、利子など若

干の品目に限ってゼロ税率の適用を認めていた。また、小規模事業者の免税

点の水準は20,000ドルに設定されていた。付加価値税による収入は、国民

保健介護信託基金（NationalHealthCareTrustFund）に預けられ、国

民保健介護制度の資金に充てられることになっていた。

ホリングス案は、連邦政府の財政赤字削減と国民保健制度改革のための財

源に充てる目的で提案された。ディンゲル案と同様、消費型付加価値税、前

段階税額控除法、仕向地主義を念頭に置いていた。税率も５％に設定して

いたが、課税ベースはディンゲル案よりも広く、輸出品以外のゼロ税率の適

用は認めていなかった。免税点の水準についても５，０００ドルとデインゲル案

よりかなり低く設定されていた。
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ギポンス案では、所得税・法人税それに社会保障税の代替財源として付加

価値税が提案されている。仕入高控除法に基づいて金融サービスや政府・非

営利団体の営利活動などを含む広い課税ベースに単一税率を適用するものと

されていた。低所得者に対しては、毎年所得に応じて逓減していく形で付加

価値税額の還付措置を認める一方で、高所得者に対しては、課税最低限を超

える所得に付加税を課すことを義務づけていた。ギポンスは税収中立を意図

していたが、税率の水準や還付措置の内容などについては具体的に明らかに

していなかった。

［４］付加価値税の経済効果

（１）公平性

課税ベースの広い付加価値税が単一税率で課されるとき、その税負担は

(年間）所得に関して逆進的となる。ここでは、付加価値税を他の税の減税

とのセットで導入する場合の人々の所得分配におよぼす影響について考えよ

う。はじめに、社会保障税の減税とのセットで付加価値税を導入するとき、

所得階層間の人々の税負担の分配はほとんど影響を受けないであろう。ただ、

この場合、勤労世代から高齢者など非勤労世代への税負担のシフトが生じる

ので、その観点からみた税負担は逆進的となる。この逆進性を緩和ないしは

除去する方法として、低所得家計への移転支出の制度を講じることが考えら

れる。

次に、累進税である所得税の減税とのセットで付加価値税を導入するとき、

所得階層間の人々の税負担の分配は明らかに変化して税体系は逆進的な性格

を持つようになる。この逆進'性を緩和ないしは除去する方法としては次の２

つが考えられる。1つは、ＥＵ諸国などが従来採用してきた方法であるが、

標準税率に加えて食料品や医薬品といった生活必需品に対して軽減税率もし

くはゼロ税率を、宝石や貴金属類といった著侈品に対して割増税率を適用す

るやり方である。しかし、この複数税率の方法に関しては以下のような問題
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がある。第１は、低所得者は、高所得者に比べ所得のうち食料品へ支出す

る割合は高くなるが、食料品に対する絶対的な支出額は、低所得者より高所

得者の方が大きい。したがって、食料品に対する軽減税率もしくはゼロ税率

の適用は、低所得者以上に高所得者に恩恵をもたらし、逆進性を緩和する効

果は弱くなる。第２は、食料品などにゼロ税率を適用すると、課税ベース

が狭められるため、同一の税収をあげるためには税率の引上げが必要となる。

第３は、複数税率は、事業者の納税協力や税務行政を複雑にし、事業者の

納税協力費及び税務行政費を増大させる。さらに、複数税率は、この後第２

項で述べるように、中立性の観点からみても望ましくない。

逆進性を緩和ないしは除去するためのもう１つの方法は、所得税に対す

る税額控除制を活用することによって、低所得者に必要最小限の消費支出に

かかる付加価値税額の税額控除ないしは還付を認めるやり方である。この場

合、上で指摘した複数税率の持つ問題を回避することができるばかりでなく、

逆進性を緩和する効果も複数税率のケースより大きいと言える。しかし、こ

の方法に関しても以下のような問題がある。第１は、付加価値税額の税額

控除（もしくは還付）を受けるためには、所得税申告書を提出する必要がな

い低所得者も申告書の提出を義務づけられることになるが、彼らに申告書の

提出を求めることは容易ではないであろう。第２は、付加価値税額の負担

と還付との間にタイム・ラグが存在することである。第３は、一定の所得

水準を超えると、所得水準が上昇するにつれて税額控除（もしくは還付額）

が逓減していくケースでは、低所得者の勤労意欲が阻害される可能性がある。

最後に、法人税の減税とのセットで付加価値税を導入するに当たっては、

法人税が株主に帰着するケースと法人税が消費者に帰着するケースとで異な

る結果が得られる。すなわち、前者においては、税体系の累進性を大幅に緩

和する効果を持つのに対して、後者においては、所得階層間の人々の税負担

の分配にほとんど影響を与えない。
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（２）中立性

課税ベースが広く単一税率が適用される付加価値税は、財・サービス間の

消費者の選択、企業の生産方法の選択、消費・貯蓄間の選択などに関しては

中立性を確保することができる。しかし、複数税率が採用されると、これら

の選択に歪みを引き起こし、多かれ少なかれ中立性は損なわれる。また、付

加価値税は賃金にかかる税とみなすことができ、余暇には課税されないので、

労働と余暇の間の選択に関しては、たとえ単一税率が適用されたとしても中

立性を確保することはできない。複数税率が適用される場合には中立性が阻

害される度合いは一層大きくなる。

社会保障税は、付加価値税と同様、中立性において優れている税である。

労働と余暇の間の選択に関しても、単一税率で課される付加価値税と同程度

の撹乱効果を持っている。そのため、社会保障税の減税とのセットで付加価

値税を導入したとしても、労働と余暇の間の選択が変化することはない。

所得税が労働と余暇の間の選択におよぼす撹乱効果は、単一税率を持つ付

加価値税のそれより大きくなるので、所得税の減税とのセットで付加価値税

を導入すると、多少なりとも中立性の点で望ましい結果をもたらす。しかし、

所得税と複数税率を持つ付加価値税との間で撹乱効果の度合いを比較するこ

とは困難である。

法人税は、労働と余暇の間の選択をはじめ、法人と非法人の生産物、資本

集約的生産と労働集約的生産、借入れによる資金調達と持ち株による資金調

達などといった選択に関しても何らかの撹乱効果を持っている。したがって、

法人税の減税とのセットで単一税率を持つ付加価値税を導入すると、そうし

た攪乱効果は明らかに抑制される。この場合、付加価値税が複数税率を持っ

ていたとしても、税率の差別化がさして大きくなければ、同様な抑制効果が

期待できるであろう。

（３）経済成長

付加価値税は、消費税であるので消費と貯蓄間の人々の選択に干渉しない。
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この点においては、社会保障税も付加価値税と同様中立的であるが、所得税

や法人税は資本所得に対する課税を通じて貯蓄に不利な影響を与える。その

ため、所得税ないし法人税の減税とのセットで付加価値税を導入すると、貯

蓄や投資収益は増加する。この貯蓄および投資収益の増加は、いうまでもな

く経済成長率を高めるのに寄与する。ただ、この場合、貯蓄が増加する度合

いは貯蓄の利子弾力`性に依存するが、この大きさについては経済学者の間で

も明確な解答が得られていないこともあり、貯蓄がどれくらい増加するのか
８）

を予澗Ｉするのには困難がともなう。

また、アメリカの現行税制のもとでは、加速度償却や投資税額控除、キャ

ピタル・ゲインに対する軽減税率の適用などといったように資本所得に対す

る優遇措置が設けられているため、実際上、こうした税の代替が資本所得の

税負担を軽減する度合いはさして大きくないかもしれない。

（４）価格効果

付加価値税が導入きれると物価が上昇する、という声をしばしば耳にする。

これが完全な誤りであるとは断定できないにしても、少なくとも正当性を欠

いていることだけは間違いない。付加価値税の物価におよぼす効果は、それ

が課税される背後の状況によって左右されるからである。

例えば、付加価値税が新規に導入される場合、適当な金融政策が実施され

るならば、税率にほぼ匹敵する物価上昇がみられるであろう。ただし、この

物価上昇は、労働組合などが賃金交渉を通じて実質所得の減少分を取り戻そ

うとするのでない限り、一時的なものにすぎず、物価上昇率の増大を引き起

こすようなことはないであろう。他方、もし賃金水準が消費者物価の動きに

合わせて設定されるか、又は付加価値税に対応して引き上げられるならば、

物価上昇率は一定の水準に落ち着くどころか、増大に拍車をかける結果を招

く可能性が高くなるであろう。

この考え方からいくと、他の売上税の廃止とのセットで付加価値税を導入

した場合には、物価水準や物価上昇率にはほとんど影響を与えないであろう。
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ただ、この場合、間接税制の変更に基づく相対価格の変化によって、物価水

準が多少変化する可能性はあり得る。

付加価値税が直接税の減税もしくは廃止とのセットで導入される場合の価

格効果は、直接税の減税もしくは廃止によって物価水準が下落するか否かに

かかっている。もし直接税の減税ないしは廃止が物価水準を下落させるよう

であれば、付加価値税は物価水準にはほとんど影響を与えないであろう。

実際に付加価値税を採用した３５カ国についてみた場合でも、付加価値税
９）

の価格効果'よ国によって異なることが立証されている。

（５）貿易収支効果

アメリカにおいて直接税の減税ないしは廃止とのセットで付加価値税を導

入すべきであるとする主張の重要な１つの根拠になっているのは、第３節

で述べたように、仕向地主義に基づく付加価値税は直接税とは異なり、輸出

品についてはその全額が還付ざれ輸入品に課されるため、アメリカの輸出を

促進し、ひいては赤字基調で推移している貿易収支の改善をもたらすという

期待感である。

理論的には、付加価値税の導入が貿易収支を改善する効果を持つか否かは、

付加価値税が既存のどの税に代替するかに依存する。例えば、固定相場制の

もとで、付加価値税が法人税の減税に代替するケースでは、法人税が消費者

に帰着するのであれば、短期的には多少とも貿易収支の改善が期待できるが、

法人税が株主に帰着するとすれば、それはほとんど期待できない。しかも、

1971年にブレトン・ウッズ協定が破棄されて以来、固定相場制から変動相

場制へ移行している状況のもとでは、この代替による貿易収支の改善も、中

長期的には為替相場の調整を通じて弱められてしまう可能性がある。

付加価値税が所得税や社会保障税の減税に代替するケースでも、貿易収支

の改善効果はほとんど期待できない。実際にも、付加価値税は、直接貿易収

支を改善する効果を持たないというのが経済学者の支配的な見方となってい
、）

る。
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（６）収入効果

アメリカ財務省の推計によると、1988年におけるアメリカの総消費支出
11）

は約３兆1,270億ドルに達する。もしこの金額lこ付加価値税が課されると１

％につき約310億ドルの収入となり、税率を５％として約1,500億ドル、同１

０％で約3,000億ドルを上回る税収が見込まれる。しかしながら、実際には、

政治上、経済上、社会上、ないしは税務行政上の観点から、付加価値税の課

税対象から除外されると予想される財・サービスを考慮に入れた場合の課税

ベースは、上の金額をかなり下回ることになる。例えば、持ち家の帰属家賃

や賃貸住宅の家賃（4,600億ドル)、医療サービス（2,320億ドル)、金融・

保険サービス（740億ドル)、教育サービス（480億ドル)、宗教・福祉サー

ビス（470億ドル)、国外旅客サービス（130億ドル)、地方輸送サービス

(80億ドル)、農場で生産され↑肖費される食料品など（70億ドル）を控除し、

新築住宅の販売（1,700億ドル）を加えた後の課税ベースは、約２兆4,080

億となり当初の77％程度へ減少する。

（７）実務費用

アメリカの議会予算局（TheCongressionalBudgetOffice）は、最近、
１２）

付加価値税の導入にともなう実務費用を推計している。それIこよると、納税

協力費と税務行政費とを合わせた総実務費用は、付加価値税の税率や税収に

関係なく、５０億ドルから80億ドルに上る。また、年間の総売上高が25,000

ドル以下の小規模事業者を免税事業者とし、医療・教育・金融サービスや非

営利団体を免税扱いした場合の納税協力費は40億ドルから70億ドルに達し、

その90％は年間の総売上高が100万ドル以下の小規模事業者によって負担さ

れると推測している。

［５］連邦と州の関係

アメリカにおいて連邦付加価値税を導入することにともなって発生する問

題の1つに、連邦レベルで課される付加価値税と州（および地方）レベル

－１４０－



アメリカにおける連邦付加価値税論議（知念裕）

で課されている小売売上税との関係をどのように取り扱うかということがあ

る。

付加価値税と小売売上税はともに一般消費税であるので、連邦政府が付加

価値税を導入することによって、州（および地方）政府の小売売上税からの

税収調達力が弱められることになるかもしれない。また、連邦政府が州小売

売上税の税率水準や課税ベースに口を挟むような事態になると、州政府の自

治権の侵害にもつながりかねない。さらに、連邦付加価値税と州小売売上税

との間で税率水準や課税ベースに差が生ずると、事業者の納税協力や税務行

政に混乱が生じ、納税協力費や税務行政費の増大を招く可能性も無視できな

いであろう。

以上指摘した点は、連邦政府による付加価値税の導入が州（および地方）

政府におよぼすマイナス面としてとらえることができるが〈他方、次のよう

なプラス面も考えることができる。例えば、連邦付加価値税は財だけでなく

サービスにも課税されるので、その課税ベースは一部の州を除いて財と－部

のサービスに課税している現行の州（および地方）小売売上税のそれより広
１３）

<なる。そのため、」､売売上税の課税ベースを付加価値税のそれに調和させ

ることによって、州（および地方）政府は従来より多くの税収を確保するこ

とができる。

また、現行の州小売売上税のもとで実務上の問題を引き起こしている通信

販売などの州際取引に関しても、小売売上税が連邦付加価値税に相乗りして、

双方が同じ財,サービスにゼロ税率ないしは免税措置を適用することによっ

て、多少ともその取扱いを容易にすることが可能となる。さらに、付加価値

税は生産目的のためのインプットの免税に容易に対処することができるので、

こうした相乗りは、現行の州（および地方）小売売上税のもとでみられる累

積課税の問題も回避することができる。

ちなみに、アメリカと同様、連邦制をとっているカナダにおいては、州レ

ベルで従来課税されてきた小売売上税に加えて、1991年より連邦レベルで

－１４１－



琉球大学・経済研究（第56号）1998年９月

付加価値税（｢財・サービス税」と呼ばれる）が採用されている。その後、

連邦と州との間で売上税の調和を図る観点から、ケベック州は1992年７月
１４）

よりイ､完売上税を廃止して付加価値税へ移行している。また、同様な観点か

らニュー・ファンドランド州、ノバスコシア州、それにニュー・プランズウイッ

ク州では、1997年４月より連邦と州とを統合した形での新売上税が実施に
１５）

移されてし､る。

［６］むすび

アメリカにおいては、特に1970年代以降、政治レベルで連邦付加価値税

の導入を巡る議論が活発になされている。これらの議論は所得税や社会保障

税などの直接税の減税ないしは廃止とのセットでの導入を念頭に置いている

が、未だに実現をみずに終わっている。

付加価値税を他の税の減税ないしは廃止と組み合わせて導入する際には、

それの公平性、中立性、経済成長、物価水準、貿易収支、政府収入などにお

よぼす効果に配慮する必要があることはいうまでもない。先ず、公平性の観

点からみた場合、所得税の減税とのセットでの付加価値税の導入は、明らか

に逆進的な税体系をもたらすため、税額控除制（還付制）や複数税率の採用

などの緩和措置を講じることが望ましい。

中立性の観点からみた場合には、所得税や法人税の減税とのセットでの付

加価値税の導入は、多かれ少なかれ望ましい結果をもたらす。社会保障税の

減税とのセットでの付加価値税の導入は、公平性と中立性の双方の面から変

化を与えない。

所得税・法人税の減税とのセットで付加価値税を導入することは、貯蓄・

投資及び経済成長に有利な影響をおよぼす。付加価値税が物価水準におよぼ

す効果は、それが課税される背後の状況によって左右され、必ずしも物価上

昇を引き起こすとは限らない。付加価値税は、それ自体、国際競争力や貿易

収支の改善効果を持たず、他の税に代替するケースでも同様なことが言える。
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付加価値税は、連邦政府に多額の収入をもたらす可能性を秘めた税である。

連邦政府による付加価値税の導入が、現在小売売上税を課税している州

(および地方）政府におよぼす影響に着目した場合、プラスとマイナスの両

面が考えられる。

アメリカの国税体系が所得税や社会保障税などの直接税に極端に依存した

形になっていることに加え、現行の所得税に対する国民の不満がかなり大き

いこと、付加価値税の経済効果、州との関係でみた連邦付加価値税の導入が

もたらすプラス面、さらにはアメリカと同様、従来州レベルで小売売上税を

採用してきたカナダが連邦レベルで付加価値税を導入したことなどを総合的

に考慮した場合、アメリカにおいて近い将来、連邦付加価値税が採用される

可能性は高いとみることができよう。

注

１）ただし、州レベルでみた場合には、ミシガン州において付加価値税タイプの単

一事業税が採用されている。Mckin（1976)，ｐｐ､25-40；Schenk（1979)，

pp411-414参照。

２）ギポンス案を含む連邦付加価値税の最近の導入論議については、Shenｋ

（1992)，ｐｐ､2-12；Shenｋ（1995)，pp204-208などを参照。

３）これは、ホール（RobertEHall）とラブシュカ（AlvinRabushka）のフラッ

ト税構想に基づいている。HallandRabushka（1983)；HallandRabushka

（1985);HallandRabushka（1995);HallandRabushka（1996）などを

参照。

４）これについては、Weidenbaum（1996);Seidman（1997）参照。

５）付加価値税の仕組みや特徴について、さらに詳しくはMcLure（1987)；知念

（1995）などを参照されたい。

６）Ａｄａｍｓ（1921)，pp527-556
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７）Studenski（1940）

８）この点については、Boskin（1978);ＨｏｗｒｅｙａｎｄＨｙｍａｎｓ（1978)；McLure

（1980）などを参照。

９）Ｔａｉｔ（1988)，pp211-213

10）この点については、例えばMcLure（1987)，ｐ,56；Ｔａｉｔ（1988)，pp224-226；

Feldstein＆Krugman（1990),ｐ２６３などを参照。

11）UnitedStates､DepartmentoftheTreasury（19841ｐ,85

12）CongressionalBudgetOffice（1992）

13）アメリカの小売売上税については、DueandMikesell（1994)；知念（1997）

参照。

14）HillandRushton（1993）

15）GendronMintzandWilson（1996）
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