
Ⅰ．はじめに

　税制はいつの時代も多くの課題に向き合う必要があるが，
欧米主要国の税制も例外ではなく，とりわけ2000年代は様々
な課題が発生し，その解決に向けて試行錯誤がなされた時期
だったと言える。
　リーマン・ショック等の経済危機やその後の欧州金融危機
を経て，金融機関救済や経済対策に伴う歳出が増大し，2010
年以降欧米主要国は財政状況の悪化に直面した。これを受け
て，財政再建への道筋をつけるべく，2010年６月のトロント・
サミットにおいては「先進国は，2013年までに少なくとも赤
字を半減させ，2016年までに政府債務の対GDP比を安定化ま
たは低下させる財政計画にコミット」することとされた。ま
た，同時に金融危機に伴って広がった格差の是正も志向され
ることとなる。その一方で，2012年及び2013年と欧州では２
年連続のマイナス成長という事態が続く中で，財政健全化と
景気回復のバランスが重視されるようになり，2013年９月の
サンクトペテルブルク・サミットにおいては「先進国は持続
可能な財政にコミットしつつ，成長と雇用を支えるための機
動的姿勢を維持」することとされた。
　このように，財政再建，格差是正，包括的成長を課題とし
て，主要国では税制の検討が進められてきている。また，社
会・経済の国際化，電子化が進む中で，各プレイヤーが正当
で相応の税負担を払うことも各国にとって重要な課題となっ
ており，これは税制への信頼と協力を維持するために不可欠
となっている。こういった複雑な背景のもと，欧米主要国は，
それぞれ政治的な動きにも影響されながら，税制改正を進め
てきた。
　足下を見ると，最も顕著な動きがあったのは米国であろ
う。米国では「米国第一主義」を掲げるトランプ大統領の誕
生によって，税制も大きな転換点を迎える。レーガン大統領
以来の大改正と言われた税制改正は，当初成立の見込みが薄
いと考えられていたが，結果として２か月という短期間で法
律が議会を通過し，2018年より改正後の制度が施行されてい
る。この改正は雇用の創出，より簡素で公正な税制等が主な
柱とされ，法人税率の引下げ（連邦法人税率35％→21％）
や，新たな税源浸食・乱用対策税（BEAT：Base Erosion 
and Anti-abuse Tax）の導入が注目された。同時に，個人所
得課税についても実質上のゼロ税率幅を増やす一方で，実額
控除の範囲を見直しており，国内外の批判や不安視の声はあ
りつつも，米国なりに財源確保や経済成長，国際的な動きへ
の対応を詰め込んだものになったと言える。他方で，この税

制改正は10年間で（経済成長を加味しない場合）約1.5兆ド
ルの赤字を生み出すものであり，議会でも財政の行方に多く
の懸念が示された。今年の2019年度予算教書では，税制改革
法の影響などにより，財政赤字が10年後の2028年度に▲0.4兆
ドル（対GDP比▲1.1％）となる姿が示されており，2018年
度予算教書で示されていた10年後の財政収支黒字化の見通し
は変更されている。
　フランスでも同様に新しい大統領を迎えており，かつ，大
統領が税制改正を公約に掲げていた。マクロン大統領による
税制改正は，2018年予算法の通過によって実現したが，公約
を概ね踏襲しており，経済活性化や高失業率の改善などを目
指し，家計の購買力を取り戻して企業の投資と雇用を促進す
ることを柱としている。法人税率の引下げや，金融所得の単
一税率の適用，一般社会税の税率引上げ（増収分は保険料の
被用者負担分の廃止に充てる）等を盛り込んでいる。同時
に，マクロン大統領は親EUの姿勢を当初から示しており，
EUの財政基準を達成すべく大幅な歳出削減案も掲げている。
財政収支対GDP比は2017年に▲2.6％を達成し，財政収支対
GDP比３％であるEU財政基準を下回る見通しとなっている。
他方で，富裕税の対象を限定するといった改正は富裕層への
優遇だといった批判的な声も政権に向けられており，今後の
税制の動向が注目される。
　英国においては，税制の大きな転換は今のところ起きてい
ないが，EU離脱（Brexit）に伴う費用（清算金）の支払い
や，離脱による英国経済への影響に対する懸念も少なくな
く，経済・財政の動向が注視されている。税制においては，
法人税率が欧米主要国の中でもひときわ低いが，この低税率
に対する方針は変わっておらず，2020年４月に17％まで下げ
る予定となっている。また，英国は以前より，誰もが公正に
自分の税負担を支払うことを重視しており，2015年度には世
界で最も低い６％のタックス・ギャップを実現したと政府は
強調している。なお，こうした政策の一環として，不自然な
取引を行うことで利益を移転している多国籍企業の経済行動
を改め，租税回避行為に対抗する手段として，2015年４月に
は，新たに「迂回利益税（DPT: Diverted Profits Tax）」を
導入している。今後，EU離脱の手続きが本格化する中で，
英国としてどのような税制を志向していくのかは非常に興味
深い。
　最後に，大きな政治的動揺がこれまで起きていなかったド
イツだが，今年の連邦議会選挙後に連立政権樹立が難航し，
選挙後数か月の交渉を経た後に政権が発足することとなっ
た。2005年以降安定した支持率取得を続けていたメルケル政
権だが，2017年９月の総選挙で与党CDU/CSDが単独過半数
をとれず，かつ，得票率も戦後２番目に低い水準となった。
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のトランプ大統領が当選を果たした結果，長らく継続してい
た議会上院・下院の多数派が異なる「ねじれ」の状態が解消
した。ただし，2018年５月末現在，上院における共和党の議
席数は51議席であり，議事妨害（フィリバスター）を終了さ
せる討論終結動議を可決するために必要な60議席には達して
おらず，議会において民主党と一定の協力を行うことが必要
な政治情勢となっている。本年11月には中間選挙を控えてお
り，トランプ大統領就任から２年間の成果が問われることに
なる。

連邦議会上下院の議席数（2018年５月末現在）

連邦議会下院
（435議席）※欠員７議席

連邦議会上院
（100議席）※独立系２議席

民主党 193議席 47議席

共和党 235議席 51議席

※ トランプ大統領当選時は，上院は52議席だったが，2017年12月にアラ
バマ州の補欠選挙を経て１議席減。

２．経済

　2017年の経済情勢については，実質GDP成長率は前年比＋
2.3％となり，前年（同＋1.5％）から加速した。その主な内
訳をみると，個人消費は前年比＋2.8％（前年：同＋2.7％）
と堅調な雇用・所得環境の下で堅調に増加している。民間設
備投資は原油価格の上昇等を背景とした鉱業関連の設備投資
が増加したほか，情報機器の設備投資の増加も加わり，全体
では前年比＋4.7％（前年：同▲0.6％）となった。国際収支
をみると，貿易・サービス収支は▲5,684億ドルと前年（▲
5,048億ドル）から赤字幅が拡大した。経常収支全体でも▲
4,662億ドルと前年（▲4,517億ドル）から赤字幅が拡大した。
雇用情勢では，失業率は通年平均で4.4％と，前年（4.9％）
からさらに低下した。総合の消費者物価指数上昇率は，原油
価格の上昇などを背景に，前年比＋2.1％と前年（同＋1.3％）
から加速した。一方，エネルギーと食品を除いたコアの消費
者物価指数上昇率は，主に携帯電話サービス価格等の下落の
影響により，前年比＋1.8％と前年（同＋2.2％）から減速した。
　なお，2018年２月にトランプ大統領が公表した「2019年度
予算教書」における経済見通しによると，2018年の実質GDP
成長率は3.0％，失業率は3.9％と見込まれている。

その後，連立を目指した自由民主党，緑の党とは議論がまと
まらずに，2018年２月に（これまでも連立していた）SPDと
話がまとまるまで，政権が発足しないという事態が生じた。
このような政治的な動きがあった一方で，ドイツの財政は引
き続き堅調であり，2015年度予算において，当初予算ベース
では46年ぶりの均衡財政を達成して以降，2018年度予算にい
たるまでこの財政均衡は保たれている。税制改正について
は，現時点で大きな方向転換は見せておらず，前年に引き続
き所得税のゼロ税率適用限度額，児童控除，児童手当の引上
げが行われている。また，2018年２月のCDS/CDUとSPDの
連立合意では，連帯付加価値税の段階的廃止や児童控除，児
童手当の更なる引上げ等が示されており，これらの施策は
2018年予算案でも方向性が決定されている。
　なお，ドイツの連立合意において，「フランスと共通の法
人税制度を導入すべく検討を進める」旨の記載がされている
が，フランスにおいてもドイツと連携して，EUにおける法
人税の課税ベース共通化などを進めたいという議論が度々な
されている。現在までに具体的な動きはまだ見られていない
ものの，法人税率の「Race to the bottom」への懸念の表れ
であり，今後注目すべき動きとなり得る。また，上述のとお
り法人税が所在地国で払われなくなる中で，とりわけ電子経
済の中心であるデジタル企業に相応の正当な税負担をしても
らうべきという議論は世界的にも大きくなっており，2018年
３月に取りまとめられた，OECD・電子経済タスクフォース
の「電子化に伴う課税上の課題に関する中間報告書」などを
踏まえ，世界的に議論がますます活発化していくとみられる。
　このような諸外国の状況を踏まえ，欧米主要国における直
近の動向（2018年５月末）を概観する。

Ⅱ．米国

Ⅰ．最近の税制改正等を巡る状況

１．政治

　2016年11月８日に実施された大統領選挙において，共和党

（単位：名目GDPは10億ドル，その他の項目は％）

暦年 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

名目GDP 19,372 20,262 21,263 22,345 23,482 24,672 25,923 27,235

名目成長率 4.0 4.6 4.9 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

実質成長率 2.2 3.0 3.2 3.1 3.0 3.0 3.0 3.0

CPI上昇率 2.1 2.1 2.0 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3

失業率 4.4 3.9 3.7 3.8 3.9 4.0 4.2 4.3

長期金利 2.3 2.6 3.1 3.4 3.6 3.7 3.7 3.7

（出所）行政管理予算局「2019年度予算教書」
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10月末に，税制改革法の成立を可能とする上で重要な役割を
果たす2018年度の「予算決議」を成立させたことである。本
予算決議においては，2018年度から2027年度の10年間におけ
る歳入，歳出の予算水準が示され，具体的には，歳出を5.1
兆ドル削減し，歳入も1.6兆ドル減少させる一方，経済成長
によって1.2兆ドル取り戻すと見通し，これにより，10年後
の2027年には1,970億ドルの財政黒字が達成するとされた。ま
た，その大枠の下で税制改革法案が「財政調整措置」の対象
として盛り込まれ，上院財政委員会及び下院歳入委員会に対
して，「10年間で計1.5兆ドル以内の財政赤字を許容する（税
制改革）案」の作成が指示された。併せて，予算決議で定め
られた期間を超えて財政収支の悪化をもたらさないというも
う一つの上院における要件（バード・ルール）をクリアする
必要はあったものの，「財政調整措置」の対象となった法案
は，上院において，フィリバスターを回避して単純過半数で
可決が可能であることから，税制改革法案はこの財政調整措
置を駆使して，成立に向かっていった。
　その後，下院への法案提出から概ね２か月というスピード

Ⅱ．税制改革に係る動き

１．概要

　「財政の崖」の回避を目的とした2012年米国納税者救済法
がオバマ前政権下で2013年１月に成立して以降，民主党と共
和党の政策面での対立が続き，米国においては大規模な税制
改正は行われてこなかった。しかしながら，2016年６月に，
共 和 党 は，「A Better way-Our vision for a Confident 
America」という税制改革案を公表し，また，トランプ大統
領も大統領選の公約に税制改正を大きく掲げ，就任後の2018
年度予算教書（2017年５月公表）において，税制の簡素化と
税負担軽減を目的とした税制改正を提案するなど，税制改革
に対して前向きな姿勢を見せていた。他方で，トランプ政権
は，就任後，オバマケア廃止法案などの重要法案を一つも成
立させられない状況が続いていた。
　そのような中，税制改革を前に進める一歩となったのが，

【2018年度予算決議で示された10年間（2018―2027年）の歳入歳出水準】
（10億ドル）

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2018-2027

①歳出 3,132 3,233 3,311 3,370 3,486 3,532 3,562 3,710 3,810 3,903 35,049

②歳入 2,491 2,614 2,755 2,883 3,016 3,162 3,307 3,463 3,655 3,825 31,171

③ マクロ経済フィード
バック 0 ▲25 ▲55 ▲75 ▲100 ▲120 ▲155 ▲200 ▲235 ▲275 ▲1,240

④ 財政収支 
（＝②－①－③） ▲641 ▲594 ▲500 ▲412 ▲370 ▲250 ▲100 ▲47 79 197 ▲2,638

財政赤字削減の内訳

⑤ 財政収支 
（ベースライン※） ▲529 ▲592 ▲621 ▲673 ▲773 ▲753 ▲729 ▲818 ▲888 ▲938 ▲7,314

⑥ 予算決議による政策変
更（＝⑪－⑩）） ▲112 ▲28 66 186 303 383 474 571 733 860 3,436

⑦裁量的経費 43 25 ▲4 ▲38 ▲68 ▲78 ▲87 ▲98 ▲109 ▲119 ▲534

⑧義務的経費 ▲98 ▲170 ▲230 ▲312 ▲393 ▲454 ▲525 ▲597 ▲704 ▲796 ▲4,278

⑨利払費 1 3 2 ▲1 ▲8 ▲19 ▲32 ▲47 ▲67 ▲91 ▲259

⑩歳出計 
（＝⑦＋⑧＋⑨） ▲55 ▲142 ▲232 ▲351 ▲469 ▲551 ▲644 ▲743 ▲879 ▲1,005 ▲5,071

⑪歳入 ▲167 ▲170 ▲166 ▲165 ▲166 ▲168 ▲170 ▲172 ▲146 ▲145 ▲1,635

⑫ ⑥を反映した財政収支
（＝⑤＋⑥）（マクロ経
済フィードバックがな
い場合）

▲641 ▲619 ▲555 ▲487 ▲470 ▲370 ▲255 ▲247 ▲156 ▲78 ▲3,878

⑬ マクロ経済フィード
バック（＝③） 0 ▲25 ▲55 ▲75 ▲100 ▲120 ▲155 ▲200 ▲235 ▲275 ▲1,240

⑭ ⑥を反映した財政収支
（＝⑫－⑬＝④）（マク
ロ経済フィードバック
がある場合）

▲641 ▲594 ▲500 ▲412 ▲370 ▲250 ▲100 ▲47 79 197 ▲2,638

※CBO（議会予算局）の推計（2017年６月）
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　　※ 児童税額控除額の拡大について，上院案と同様，下院
案では1,600ドルへ拡充

　　※ 児童以外の被扶養者に対する税額控除は上院案と同
様，下院案では300ドル

【▲5,436億ドル】
○ 　概算控除との選択で適用が認められる項目別控除につい

て，対象項目の一時的拡充・縮減等
　・ 医療費控除の一時的拡充（2017年及び2018年は，調整後

総所得の7.5％を超過する部分が控除可能）
　　※上院案と同様，下院案では同控除を廃止
　・ 州・地方税に係る控除に上限額を設定（財産税，所得税

又は売上税の合計で１万ドル）
　　※ 上院案・下院案では，州・地方の所得税及び売上税に

係る控除を廃止，財産税に係る控除を縮減（控除上限
額１万ドル）

　・ 住宅ローン利子控除の限度額の引下げ（夫婦共同申告で
借入金75万ドル分まで）

　　※ 上院案では100万ドルまで，下院案では50万ドルまで
【＋6,684億ドル】

○ 　代替ミニマム税（各種控除等の活用による負担軽減の制
限措置）の縮減

　　※上院案と同様，下院案では廃止
【▲6,371億ドル】

法人所得課税関係 　＜特筆ない場合，2018年施行＞

○ 　連邦法人税率を35％から21％へ引下げ。これにより，地
方法人税（カリフォルニア州）を含めた実効税率は，
40.75％から27.98％へ引下げ。

　　※ 上院案・下院案では20％に引下げ，それぞれ2019年・
2018年から適用

【▲１兆3,485億ドル】
○ 　パス・スルー課税の対象となる小規模ビジネスの事業所

得に対して，2025年末までの間，20％の控除が可能。これ
により，適用税率は37％→29.6％，35％→28％のように実
質的に引下げ。

　　※ 上院案では控除（23％）の創設，下院案では最高税率
を25％に引下げ

【▲4,145億ドル】
○ 　2017年９月28日以降2022年末までに取得かつ事業の用に

供された一定の固定資産について，100％の即時償却が可
能（2023年以降段階的に償却割合を縮小）。

　　※上院案と同様，下院案では2023年に終了
【▲863億ドル】

○ 　従前アーニング・ストリッピングルールと呼ばれた利子
控除制限制度について，全面的な改正が行われた結果，調
整所得（課税所得に一定の調整を加えたものであり，2021
年末までに開始する課税年度はEBITDA相当額。2022年１
月１日以降開始する課税年度はEBIT相当額。）の30％を超
える部分について損金不算入となり，従前設けられていた
負債資本比率による適用除外要件は廃止。

審議の後，2017年12月22日，トランプ大統領の署名を経て，
1986年のレーガン大統領以来の大改正と言われる税制改革法
が成立した。

２．主な改正事項

　今回成立した税制改革法については，雇用の創出や，より
簡素で公正な税制等が主な柱とされ，具体的には，所得税に
ついては，制度を簡素化しつつ税率構造の見直し等を行い，
法人税については，現行35％の連邦法人税を21％へ引き下げ
るとともに，課税ベースの拡大によって財源を一定程度確保
している。主な改正事項は以下のとおり。

・ 最終案は上・下院の合同案。※に上院・下院それぞれの審
議段階の案を参考に記載。

・ 【】内の数値は，合同租税委員会試算による2018年度から
2027年度までの10年間の増減収額の見込み額。

個人所得課税関係
　 ＜2018年施行。2025年末までの時限的

措置＞
○ 　個人所得税率について，従前の10％～39.6％の７段階の

構造について，７段階は維持しつつ，10％，12％，22％，
24％，32％，35％，37％に税率を見直し。

　※ 上院案（12月２日 本会議可決）では12％～38.5％の７段
階。下院案（11月16日 本会議可決）では12％～39.6％の
４段階

【▲１兆2,142億ドル】

＜夫婦共同申告の場合＞
【改正前】

（ドル超） （ドル以下）（％）

　 ～  18,650 10

18,650 ～  75,900 15

75,900 ～ 153,100 25

153,100 ～ 233,350 28

233,350 ～ 416,700 33

416,700 ～ 470,700 35

470,700 ～ 39.6

【改正後】

（ドル超） （ドル以下）（％）

　 ～ 19,050 10

19,050 ～ 77,400 12

77,400 ～ 165,000 22

165,000 ～ 315,000 24

315,000 ～ 400,000 32

400,000 ～ 600,000 35

600,000 ～ 37

○ 　納税者本人や配偶者，被扶養者を対象に一人当たり4,050
ドルの人的控除が認められていたが，本控除を概算控除

（※※）に統合し，概算控除を単身者で6,350ドルから
12,000ドルまで拡大。

　　※上院案・下院案と同様
　　※※ 給与所得者，事業所得者に関わらず全ての者が使え

る所得控除
【＋4,911億ドル】

○ 　児童税額控除について，従前の児童一人当たり1,000ド
ルが2,000ドルまで拡大され，納税額がない者に対する給
付可能上限額は1,000ドルから1,400ドルまで引上げ。加え
て，児童以外の被扶養者一人につき500ドルの税額控除を
導入。
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化。
　　※基本的には上院案を採用

【＋1,124億ドル】
○�　新たに税源浸食・濫用対策税（BEAT:�Base�Erosion�and�
Anti-abuse�Tax）を導入し，国外関連者への当該米国法人
からの支払について，米国法人の所得として実質的に原則
10％の課税。

　　※�基本的には上院案を採用
【＋1,496億ドル】

その他

○�　遺産税及び贈与税について，2025年末までの時限的措置
として，基礎控除が約550万ドルから約1,100万ドルに倍増。

　　※上院案と同様，下院案では2025年に廃止
【▲830億ドル】

○�　オバマケアに関して，従前，課されていた保険加入義務
に対する罰金を廃止（2019年以降の恒久措置）。

　　※上院案と同様，下院案には含まず
【＋3,141億ドル】

３．財政への影響

　昨年の2018年度予算教書（2017年５月公表）では，2027年
度に財政収支が黒字化（160億ドル，対GDP比0.1％）するこ
とが見込まれていたが，今年の2019年度予算教書では，税制
改革法の影響などにより，財政赤字が10年後の2028年度に�
▲0.4兆ドル（対GDP比▲1.1％）となる姿が示されている。

　　※�上院案では調整所得はEBIT，下院案では調整所得は
EBITDA

　　※�EBITDA＝税引後当期所得＋純支払利子＋当期税額＋
（減価）償却費，EBIT＝税引後当期所得＋純支払利子
＋当期税額

【＋2,534億ドル】
〇�　欠損金の繰越控除について，一部事業を除き，繰越欠損
金の控除額を課税所得の80％に制限した上で，無制限の繰
越を認め，繰戻は廃止。

　　※上院案と同様，下院案では課税所得の90％に制限
【＋2,011億ドル】

○�　代替ミニマム税（各種控除等の活用による負担軽減の制
限措置）の廃止

　　※上院案では維持，下院案では廃止
【▲403億ドル】

国際課税関係

○�　全世界所得課税から領域主義課税に原則的に移行するこ
とに伴い，海外子会社からの配当についてその全額を益金
不算入とする。

【▲2,236億ドル】
　�　また，移行措置として，既存の海外留保利益に一回限り
で課税（現金性資産：15.5％，それ以外の資産：８％）。

　　※�上院案ではそれぞれ14.5％，7.5％，下院案ではそれぞ
れ14％，７％の課税

【＋3,388億ドル】
○�　外国子会社の無形資産から生じる所得に対する課税の強

（出所）行政管理予算局「2018年度予算教書」，「2019年度予算教書」

財政収支対GDP比（左軸）

▲ ３．２％

３％

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

100％

80％

60％

40％

20％

0％
（年度）

0％

 ▲ ３％

 ▲ 6％

 ▲ 9％

 ▲ 12％

2018年度予算教書

2019年度予算教書

債務残高対GDP比（右軸）

（見通し）

▲ 1．1％

０．１％

昨年成立した税制改革法などの影響
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Ⅲ．英国

Ⅰ．最近の税制改革を巡る状況

１．政治

　2016年６月，英国の欧州連合（EU）残留・離脱を問う国
民投票が実施され，これに離脱派が勝利したことを受け，残
留を訴えるキャンペーンを展開していたキャメロン首相（当
時）が辞任し，同年７月に，同じ与党保守党のメイ内相（当
時）を首班とする新内閣が成立した。メイ内閣は，EU離脱
に向けたプロセスを進める中で，経済の安定を第一とし，税
制面でも，法人税率の段階的な引下げをはじめとするキャメ
ロン政権の基本政策を継承する方針を示した。
　2017年６月，メイ首相は，EU離脱交渉の本格開始を前に
下院の繰り上げ総選挙を実施したが，この選挙において，保
守党は第一党を維持したものの，改選前の330議席から318議
席（当時）へと議席を減らし，単独過半数割れとなった（過
半数は326議席）。このため，保守党は民主ユニオニスト党

（DUP）の協力を得ることによって，第２次メイ内閣を発足
させた。
　2017年10月以降，下院議員の過去の不適切な行為が相次い
で明らかとなり，閣僚の辞任が続いたことを受け，メイ首相
は2018年１月に内閣改造を実施し，政権の中枢閣僚を維持し
つつ，若手の登用を図った。
　なお，EU離脱に向けたプロセスに関しては，2017年１月
にメイ首相が単一市場からの離脱を含むEU離脱の方針に関
する演説を実施し，英国政府は同年３月に，EU条約（リズ

ボン条約）第50条に基づき，EUに対して正式に離脱の意思
を通知した。これにより，EU加盟国の全会一致による延長
が認められない限り，原則として，英国は2019年３月30日に
EUから離脱することとなった（ただし，離脱後に，2020年
末までの移行期間を設けることで合意されている）。
　英国・EUは，その後の複数回にわたる交渉を経て，2017
年12月に，交渉の第一段階である離脱条件（「市民の権利」，

「金銭上の義務（清算金）」，「アイルランド問題」）について
基本合意に至ったが，今後の交渉の行方に注目が集まってい
る。

２．経済

　英国経済は８年連続で成長しており，更に，2018年春に財
政責任庁（OBR）が発表した経済財政見通しでは，好調な
世界経済によって支えられた輸出を背景に，経済見通し

（GDP成長率）が，2017年は1.7％（前回見通し（2017年秋季
予算）時1.5％），2018年は1.5％（同1.4％）と，それぞれ前回
見通しより上方改定された。ただし，今後，輸出の鈍化や消
費の低迷等が見込まれるとして，2019，2020年については，
1.3％と見通し改定はせず，2021年度は1.4％（同1.5％），2022
年度は1.5％（同1.6％）と下方改定された。

３．財政

　2015年財政健全化計画（2015年夏季予算）では，財政健全
化の新たな指標として，①2019年度までに財政収支（公的部
門）を黒字化し，2020年度以降も財政黒字を継続すること，
②純債務残高（公的部門）の対GDP比を毎年度減少させるこ
と，が掲げられた。この点につき2016年３月時点での経済財
政見通しによれば，財政健全化策等により，2019年度には財
政収支の黒字化を達成し，純債務残高の対GDP比は，2016年

【図１：政党別の上下院議席数】

　 保守党 労働党
スコットランド

国民党
（SNP）

自由
民主党

民主
ユニオニスト党

（DUP）
その他 合計

下院
（庶民院） 316 257 35 12 10 20 650

　 保守党 労働党 クロスベンチ
（中立）

自由
民主党 その他 聖職者 合計

上院
（貴族院） 244 187 181 98 44 26 780

※ 上記の下院（定数650議席）及び上院（定数なし）における各党の議席数は，2018年６月時点のものであり，2017年６月に行われた下院の繰り上げ
総選挙直後の議席数とは異なっている。

【図２：実質GDP成長率の推移（対前年比）】
（単位：％）

　 2016年度
（実績）

2017年度
（見通し）

2018年度
（見通し）

2019年度
（見通し）

2020年度
（見通し）

2021年度
（見通し）

2022年度
（見通し）

2018年３月（春季演説） 1.9 1.7 1.5 1.3 1.3 1.4 1.5

2017年11月（秋季予算） 1.8 1.5 1.4 1.3 1.3 1.5 1.6

変化幅 ［0.1］ ［0.2］ ［0.1］ ［▲0.0］ ［▲0.0］ ［▲0.1］ ［▲0.1］
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度から2019年度まで毎年低下し，2019年度に77.2％に達する
見込みとされていた。
　しかしながら，2016年の秋季財政演説では，同年６月の国
民投票で，英国のEU離脱という国家的な決断が行われたこ
とから，この財政健全化目標を変更し，①2020年度までに構
造的財政赤字（公的部門）対GDP比を２％以内に削減するこ
と，②2020年度には純債務残高（公的部門）の対GDP比を減
少させることとした。
　なお，この2016年に発表された目標変更に関しては，2018
年の春季財政演説においても，「財政健全化と公共サービス
の向上，将来への投資，勤労家計に対する減税等のバランス
のとれたアプローチを採るため，より柔軟な財政ルールに変
更したものである」と紹介され，この目標を維持する旨が確
認された。また，同演説では，2018年秋季予算において，
2020年以降の長期的な歳出方針について明らかにすることが
表明された。

Ⅱ．税制改正に係る動き

１．概要

　2017年11月に公表された2017年秋季予算は，英国がEUと
の新たな関係を構築していく中で，長期的な経済成長を支え
るための英国経済の基本的な強さを提供するものであるとさ
れており，短期的には家庭やビジネスを支援して，繁栄し，
より開かれた英国への道を設け，未来に適応する経済を築く
ものであるとされている。
　このうち税制については，同予算において，「公正で持続
可能な税制」を目指し，労働者と企業の短期的な困難への対
応を補助するため，英国政府は引き続き，税を削減し，低税
率経済にコミットするとの方針が表明されている。また，誰
もが公正に自分の税負担を支払うことを目指して行動を続け
てきた結果，英国は2010年以降，既に1,600億ポンド（約24兆
円）もの追加的な税収を確保し，2015年度には世界で最も低
い6.0％のタックス・ギャップを実現したとされており，今
後も，オフショア構造を利用して租税回避等をしようとする
者等への対応を含め，行動を継続していくとしている。また，
同予算では，「重要な公共サービスに持続的に資金が提供さ
れるよう，英国経済が進化するにつれて，税制もそれととも
に進化する必要がある」とし，デジタル・ビジネスがその生
み出す価値を考慮した公平な税を支払うことを保証するため
のアプローチを示している。
　なお，英国では，従前，秋の財政演説と春の予算書公表と

いう年２回の財政イベントが行われていたが，2016年の秋季
財政演説において，2018年以降は，毎年秋に予算書を公表し，
春季財政演説では年２回の財政責任庁（OBR）の経済見通
しに対する見解や主要政策のパブコメの公表等を行うのみ
で，経済状況上の必要が生じない限り，財政政策の変更は基
本的に行わないこととなっている。
※ 2018年春季財政演説の際には，例えば，以下のようなパブ

コメ等が実施・公表された。
　・ 雇用者や自営業者の自費によるトレーニングを支援する

ための税制改正に関するパブコメ。
　・ キャッシュレスやデジタル決済の促進に向けたパブコメ。
　・ 2017年秋に実施したデジタル・ビジネスに対する課税に

関するパブコメを踏まえ，有り得る解決策を提示したポ
ジション・ペーパー。

【図４：2017年秋季予算における増減収見込み】
（単位：10億ポンド）

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

2022
年度

歳出
カット ▲0.2 ▲4.5 ▲7.2 ▲3.6 ▲1.5 ▲1.1

税収増 ▲0.1 ▲1.6 ▲2.7 0.3 ▲1.5 ▲1.4

合計 ▲0.2 ▲6.0 ▲9.9 ▲3.3 ▲3.0 ▲2.5

※ 予算額のプラスは財政収支の好転（黒字化），マイナスは財政収支の
悪化を示す。

※ 合計の値については，四捨五入の関係で，歳出カットと税収増の和と
一致しない場合がある。

２．主な税制関係の改正事項

　2017年秋予算で示された主な税制関係の改正事項は，以下
の通り。

個人所得課税関係

○ 　勤労世帯を支援するため，現行11,500ポンド（約171万
円）の基礎控除額を，2018年４月より11,850ポンド（約177
万円）に引上げ。

○ 　同じく勤労世帯を支援するため，現行45,000ポンド（約
670万円）に設定されている，40％の税率（higher rate）
の適用が開始される所得額（基礎控除適用前）を，2018年
４月より46,350ポンド（約691万円）に引上げ。

　　※英国の所得税率は，20％，40％，45％の３段階。
　　※ 2016年春季予算において，2020年までに基礎控除額を

12,500ポンド（約186万円）まで，40％税率適用開始所

【図３：財政に係る諸指標の推移（対GDP比）】　（単位：％）

　 2016年度
（実績）

2017年度
（見通し）

2018年度
（見通し）

2019年度
（見通し）

2020年度
（見通し）

2021年度
（見通し）

2022年度
（見通し）

財政収支 ▲2.3 ▲2.2 ▲1.8 ▲1.6 ▲1.3 ▲1.1 ▲0.9

純債務残高 85.3 85.6 85.5 85.1 82.1 78.3 77.9

※数値は2018年春季財政演説で公表されたもの。
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▲12.0億ポンド（約1,781億円）】
　　※ なお，2017年春季予算の際に行われたコンサルテー

ションを踏まえ，2019年より，りんご酒・なし酒につ
いて新たな税率区分を導入する方針が表明されてい
る。

その他

○　租税回避や課税誤り等を防止するための諸措置
　　　 【2017・2018年度：2.2億ポンド（約320億円），計：

55.5億ポンド（約8,270億円）】
（備考）
・ 邦貨換算レート：１ポンド＝149円（裁定外国為替相場：

平成30年（2018年）１月中適用）。
・ 上記「主な税制関係の改正事項」の【】内の数値は，2017

年秋季予算で示された当該措置による増減収見込み額。
「計」は，2017年度から2022年度までの６年間の増減収額
の合計値。なお，個人所得課税関係の事項については，増
減収見込額が示されていないため，記載していない。

Ⅳ．ドイツ

Ⅰ．最近の税制改正を巡る状況

１．政治

⑴　連邦議会選挙について
　ドイツでは2017年９月に４年に一度の連邦議会選挙が行わ
れ，メルケル首相率いる与党キリスト教民主／社会同盟

（CDU/CSU）が多数を獲得した。その後，連立政権の交渉に
時間を要したため少し時間があいた2018年３月に社会民主党

（SPD）との大連立政権を維持し，2005年以降４期目となる
メルケル政権が発足した。
　シュルツ元欧州議会議長が2017年３月にSPD党首に就任し
た当初はシュルツ人気を背景にSPDの支持率が上昇していた
が，徐々に人気にも陰りが見え，好調な経済と安定した政権
運営によりCDUの支持率が次第に上回っていた。そのため，
選挙直前にはCDU/CSUの勝利は確実視されており，CDU/
CSUが過半数を獲得するのか，もし過半数に満たなかった場
合どの党と連立が組むのかが注目されていた。
　結局，CDU/CSUは過半数を獲得することはできず，連立
政権樹立までには難航した経緯がある。CDU/CSUは第一党
の座を維持したものの，得票率は戦後２番目に低い水準とな
り，対するSPDも史上最低の得票率に終わった。選挙後，
SPDはCDU/CSUとの大連立政権の継続を否定していたため，
CDU/CSUは自由民主党（FDP），緑の党と政権樹立に向け
た事前協議を行ったが，難民問題等について折り合いがつか
ず，11月中旬にFDPが事前協議から撤退を表明し，協議は失
敗に終わった。その後，フランク＝ヴァルター・シュタイン
マイヤー大統領による働きかけがあり，2018年１月中旬に

得額（基礎控除適用前）を50,000ポンド（約745万
円）まで，それぞれ引き上げる方針が示されており，
上記はこれを踏まえたもの。

○ 　若い世代の貯蓄等を支援するため，2017年４月に15,240
ポンド（約227万円）から20,000ポンド（約298万円）まで
引き上げたISA（個人貯蓄口座）の限度額を維持するとと
もに，消費者物価指数（CPI）を加味し，子供向けのジュ
ニアISA（Junior ISAs）の限度額を，現行の4,128ポンド（約
62万円）から4,260ポンド（約63万円）に引上げ。

法人所得課税関係

○ 　英国を他の主要経済大国と調和させ，課税ベースを拡大
するため，2018年１月より，法人のキャピタル・ゲイン計
算にかかるインフレ調整控除を凍結。

　　　 【2017・2018年度：1.95億ポンド（約290億円），計：
17.7億ポンド（約2,637億円）】

○ 　研究開発投資を促進するため，2018年１月より，研究開
発費税額控除の控除率を現行の11％から12％に引上げ。

　　　 【2017・2018年度：▲0.65億ポンド（約96.9億円），計：
▲7.6億ポンド（約1,125億円）】

　　※ 英国の法人税率は19％。なお，2015年夏季予算では，
2020年４月より同税率を18％に引き下げることとして
いたが，2016年春季予算において，引下げ幅を17％ま
で拡大することとされている。

間接税関係

○ 　若者による住宅の購入を支援するため，土地印紙税の軽
減措置を導入。具体的には，通常，購入価格の０～12.5万
ポンド（1,863万円）以下の部分に０％，12.5万ポンド超～
25万ポンド（3,725万円）以下の部分に２％，25万ポンド
超～92.5万ポンド（１億3,783万円）以下の部分に５％の税
率がそれぞれ適用されているところ，個人が主たる住宅を
初めて購入する場合については，購入価格の０～30万ポン
ド（4,470万円）以下の部分に０％，30万ポンド超～50万ポ
ンド（7,450万円）以下の部分に５％の税率を適用。

　　　 【2017・2018年度：▲6.9億ポンド（約1,021億円），計：
▲31.9億ポンド（約4,753億円）】

　　※ ただし，初めて住宅を購入する場合であっても，その
購入価格が50万ポンド超の場合は，本措置の適用を受
けることはできない。

○ 　全てのたばこ製品の税率の引上げ（今議会の会期終了ま
でに小売物価指数（RPI）インフレ率＋２％超。なお，紙
巻きたばこについては追加で＋１％引上げ）。

　　　 【2017・2018年度：0.8億ポンド（約119億円），計：2.4
億ポンド（約358億円）】

○　燃料税の８年連続での引上げ凍結。
　　　 【2017・2018年度：▲8.3億ポンド（約1,237億円），計：

▲42.5億ポンド（約6,333億円）】
○　アルコール諸税の引上げ凍結。
　　　 【2017・2018年度：▲2.6億ポンド（約387億円），計：
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り，引き続き安定した成長が見込まれている。失業率はユー
ロ圏内では非常に低い水準であり，インフレ率は原油価格下
落の影響を受けて，他のユーロ圏諸国同様低下傾向にあった
が，再び上昇が予想されている。また，GDP比８％を超える
経常収支黒字を達成しており，IMFや欧州委より，EU域内
のバランスの観点から内需拡大を通じた経常収支黒字の縮小
が課題であると指摘されている。財政収支においては，EU
の定める一つの基準である一般政府財政収支目標（対GDP比
▲３％以内）を達成し，2014年以降黒字化している。それに
伴い，公的債務残高（対GDP比）は減少が続いている。連立
合意では，財政健全化目標として財政収支均衡を堅持し，公
的債務残高比（対GDP比）を60％以下まで引き下げることと
しており，今後も公的債務残高（対GDP比）は減少が予想さ
れる。

３．財政

⑴　2018年度予算案の概要
　ドイツでは年内に翌年度予算が議会で成立することが通例
であるが，2017年９月に行われた連邦議会選挙及びその後の
連立交渉により，2017年６月末に閣議決定された2018年度予
算案は廃案となっており，これまでは新年度予算が成立して
いない中で行政運営がなされてきたところ，2018年５月２日
に2018年度予算案が閣議決定された。
　なお，ドイツは2015年度予算（2014年12月成立）において，
当初予算ベースでは1969年以来46年ぶりの均衡財政を達成し
た。財政均衡は2016年度予算（2015年11月成立），2017年度
予算（2016年11月成立）でも引き続き達成され，2018年度予
算案においても達成される見込みとなっている。なお，2018
年度予算案の歳出・歳入総額は当初予算ベースで3,410億ユー
ロとなっている。
⑵ 　2019年連邦予算案及び中期財政計画のための基準値の概

要
　また，上述の通り2018年５月２日に独連邦政府は，2019年
連邦予算案及び中期財政計画（2020年～2022年度の３年間
分）のための基準値を閣議決定した。予算措置に関する主な

CDU/CSUとSPDは連立交渉を開始し，２月７日に連立合意
が成立，３月14日に第４次メルケル政権が発足した。
　また，反ユーロを掲げ，メルケル首相の寛容な難民政策を
批判する「ドイツのための選択肢（AfD）」が初めて連邦議
会に議席を獲得し，第三党に躍進しており，今後の難民政策
等の行方が注目されている。
⑵　各州議会選挙の動向
　ドイツでは上院にあたる連邦参議院の議員は各州政府の代
表者で構成されており，連邦参議院における議席数には各州
政府における与野党の勢力図が反映されることから，以下で
は各州議会選挙の動向について述べる。
　直近の各州議会選挙の動向としては，2017年10月15日に
ニーダ―ザクセン州で選挙が実施されており，今年の10月に
はバイエルン州，来年にはテューリンゲン州やザクセン州で
選挙が予定されており，メルケル率いるCDU/CSUがどれだ
けの得票率を得られるか，「ドイツのための選択肢（AfD）」
がどの程度躍進するかといった議席争いが注目される。
　ニーダ―ザクセン州では，SPDと緑の党が連立政権を担っ
てきたが，緑の党の議員が候補者選定等を巡り党の方針に反
発しCDUに移籍したため，与党が過半数を失っていた。こ
のため当初の予定より選挙の予定を早め，選挙を実施してい
た。選挙では，SPDのバイル州首相が健全な財政運営や福祉
政策などの実績を訴え，SPDがCDUを上回り第一党を獲得し
た。
　連邦議会選挙後初の地方選であったニーダ―ザクセン州で
CDUは勝利を飾れず，メルケル首相にとっては厳しい結果
となった。今年10月に予定されているバイエルン州議会選挙
でメルケル陣営がどの程度巻き返すかが注目される。

２．経済

　2018年４月のIMF World Economic Outlookによれば，2017
年の実質GDP成長率は2.5％，2018年，2019年の見込みはそれ
ぞれ2.5％，2.0％となっており，見通しを上方修正している。
　ドイツでは，欧州経済危機，ウクライナ危機にも関わらず，
好調な民間消費を背景に2010年以降プラス成長を維持してお

キリスト教民主
／社会同盟
（CDU）

社会民主党
（SPD）

ドイツのための
選択肢（AfD）

自由民主党
（FDP）

左派党
（Linke）

緑の党
（Grüne）

獲得議席数
（　）内は増減数

246
（－63）

153
（－40）

94
（＋94）

80
（＋80）

69
（＋5）

67
（＋4）

得票率 33.0 20.5 12.6 10.7 9.2 8.9

ニーダ―ザクセン州議会選挙結果（2017年10月15日実施）

社会民主党
（SPD）

キリスト教
民主同盟
（CDU）

緑の党
（Grüne）

自由民主党
（FDP）

ドイツのための選
択肢（AfD）

獲得議席数
（　）内は増減数

55
（＋6）

50
（－5）

12
（－7）

11
（－3）

9
（＋9）

得票率 36.9 33.6 8.7 7.5 6.2
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415億ユーロを計上する予定。
　本予算について，ショルツ財務相は，次のように述べてい
る。「現在，我が国は経済的にも財政的にも良好な状態にあ
る。しかし，これは全てがうまくいっているということを意
味するものではない。」，「経済が良好な期間においては，『借
金を減らし，投資を増やす』という両面を達成することが責
任ある財政政策であると私は確信している」
　（注 ）基準値とは，予算編成の前に，閣議決定によって示

される予算案の歳出・歳入の上限値のこと。
⑶　財政収支目標の達成
　ドイツでは2009年７月のドイツ連邦基本法（憲法）改正に
より，連邦及び州政府の財政収支を原則均衡させること，連
邦政府について，構造的財政収支（対GDP比）を▲0.35％以
内にすること，州政府について，構造的財政赤字を認めない
ことを規定する債務抑制条項（通称「債務ブレーキ」）を導
入（ドイツ基本法109条・115条），連邦は2015年末までに，
州は2019年末までに当該条項を満たすこととされている（ド
イツ基本法143ｄ条）。「2018年安定化プログラム」によれば，
2017年の連邦政府の構造的財政収支（対GDP比）は0.10％と
されており，憲法で定める基準を満たすこととなる。
　また，EU全体の財政規律を定める指標である「マースト
リヒト基準」では，一般政府財政収支（対GDP比）が▲3.0％
以内，一般政府債務残高（対GDP比）が60％以内とされてい
る。「2018年安定化プログラム」によれば，ドイツの2017年
の一般政府財政収支（対GDP比）は1.5％の黒字となってお
り，７年連続でフローの基準を満たしている。また，一般政
府債務残高（対GDP比）については，「2018年安定化プログ
ラム」上，2017年に64.1％，2019年には58.3％と見積もられ
ており，ストック目標についても達成される見通しが示され

ポイントとしては，以下のようなものがある。
　① 　2019年度連邦予算，及び，2022年度までの全ての財政

計画において，新規国債を発行しない。これにより，債
務残高の見通しについては，2002年度以降初めて，2019
年度に対GDP比で60％を下回ることとなる。

　② 　保育所料金の軽減，保育士の人員配置基準の見直し及
び全日制学校の導入など幼児教育の改善に向けて，2019
年度から合計で75億ユーロを追加的に支出。

　③ 　手頃な価格の住居の建設については，社会的住居建設
のために州に対して20億ユーロ支援。家族向けの住居建
築支援については，2018年度から４億ユーロ規模で支援
を開始。住居資産を購入するための支援として，2021年
度までに合計20億ユーロを計上。

　④ 　150,000人の長期失業者の就業を支援するため，2021年
度までに40億ユーロを計上。

　⑤ 　教育，科学及び研究については，2018年度予算におい
て，合計229億ユーロを確保。2016年度予算比22億ユー
ロ増となり，2009年度に対して60％増となっている。

　⑥ 　連邦専門教育支援法の改善及び職業人研修支援のため
に2021年度までに13.5億ユーロの計上を予定。

　⑦ 　交通インフラへの投資として，2018年度に140億ユー
ロを計上し，2022年までに150億ユーロまで引き上げる
予定。

　⑧ 　包括的ブロードバンド建設のために，2018年度に追加
的に11.5億ユーロを計上。

　⑨ 　国内治安を強化するため，2017年度比６億ユーロ増
（14％増）とし，初めて合計で50億ユーロを超えた。

　⑩ 　防衛予算については，2018年度に385億ユーロを計上
（前年度比15億ユーロ増）。2019年には，さらに増額し

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Ｅ 2019Ｅ

GDP成長率 3.7％ 0.7％ 0.6％ 1.9％ 1.5％ 1.9％ 2.5％ 2.5％ 2.0％

インフレ率 2.5％ 2.1％ 1.6％ 0.8％ 0.1％ 0.4％ 1.7％ 1.6％ 1.7％

失業率 5.9％ 5.4％ 5.2％ 5.0％ 4.6％ 4.2％ 3.8％ 3.6％ 3.5％

経常収支※ 6.1％ 7.0％ 6.7％ 7.5％ 8.9％ 8.6％ 8.0％ 8.2％ 8.2％

財政収支※ ▲1.0％ 0.0％ ▲0.1％ 0.3％ 0.6％ 0.8％ 1.1％ 1.5％ 1.7％

基礎的財政収支※ 1.1％ 1.8％ 1.4％ 1.7％ 1.8％ 1.9％ 2.1％ 2.3％ 2.3％

構造的財政収支※ ▲1.4％ ▲0.2％ 0.1％ 0.5％ 0.6％ 0.8％ 0.9％ 0.6％ 0.7％

公的債務残高※ 78.6％ 79.8％ 77.4％ 74.7％ 71.0％ 68.2％ 64.1％ 59.8％ 55.7％

（出典）IMF World Economic Outlook（2018年４月）
※全て対GDP比。

2022年までの中期財政計画　　※ドイツの会計年度は毎年１月～12月

2017年
（確定値）

2018年
（予算案）

2019年
（予算基準値案）

2020年
（計画）

2021年
（計画）

2022年
（計画）

歳出 3,307 3,410 3,561 3,613 3,628 3,677

歳入
（うち税収）

3,307
（3,094）

3,410
（3,190）

3,561
（3,324）

3,613
（3,359）

3,628
（3,496）

3,677
（3,622）

（出典）ドイツ連邦財務省　 単位：億ユーロ
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上げは，2018年まで毎年行われることとなっており，今年度
も実施された。各助成額の推移は以下の通り。
　※ ドイツではゼロ税率適用限度額を超過した後に比較的急

勾配で税負担が増加する累進構造を「冷たい累進」と呼
んでおり，その累進構造が経済状況や担税力に相応なも
のとなるように，特に低・中所得者に焦点をあてた改革
がなされている。

２．課税手続きの近代化に関する法律

　2016年７月，課税手続きの近代化に関する法律（Gesetz 
zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens ）が 公 布・
施行された。法案のベースは，2014年秋に連邦と各州から構
成される作業部会が提出したディスカッションペーパーであ
り，加速するグローバル化及びデジタル化，並びに人口動態
が税務行政に与える影響の観点から，課税手続きを近代化
し，行政および納税者にとっての効率性が向上するような法
律の策定が求められるとされた。
　この法律により，所得税確定申告書を始めとする暦年ベー
スの申告書について，2018申告年度からは次のような規定が
適用される。
　・ 申告書の提出期限は暦年終了の翌年５月末日までであっ

たが，翌年７月末日までに変更
　・ ただし，申告書の作成が税理士等に委託される場合には，

申告期限は暦年終了の翌々年の２月末日まで延長可能

ている。

Ⅱ．税制改正・税制改革に係る動き

　前年に引き続き，所得税のゼロ税率適用限度額・児童控除・
児童手当の引き上げが行われた。また，納税実務の面では，

「課税手続きの近代化に関する法律」により，申告書の提出
期限が延長されており，国民にとって簡便な制度になるよう
改革が進められている。
　なお，連立政権で取り組まれる予定の税制改革について
は，改革される制度の詳細が今後決まると考えられ，注視し
ていく必要がある。
　以下では，最近の主要な税制改正や改革案について記述す
る。

１�．冷たい累進緩和（※）：ゼロ税率適用限度額，児童控除
や児童手当の改正

　2016年10月，内閣は，「納税者，家族の負担軽減」と題して，
ゼロ税率適用限度額，児童控除額および児童手当の引上げを
閣議決定した。その決定は，EU行政協力指令の改正ならび
に利益の節減および移転に対するその他の措置の実施のため
の 法 律（Gesetz zur Umsetzung der Änderung der EU-
Amtshilferichtlinie und von weiteren Ma㌼nahmen gegen 
Gewinnkürzungen und-verlagerungen）として2016年12月に
両院を通過し，2017年１月１日より予定通り施行された。引

経済・財政指標

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

連邦政府
構造的財政収支
（対GDP比）

0.34％ 0.14％ ▲0.27％ ▲0.15％ ▲0.03％ 0.10％

2017年 2018年
（予算案）

2019年
（見積り）

2020年
（見積り）

2021年
（見積り）

実質経済成長率 2.2％ 2.4％ 1.9％ 1.3％ 1.3％

一般政府財政収支
（対GDP比）

1.1％ 1.0％ 1.25％ 1.5％ 1.5％

一般政府債務残高
（対GDP比）

64.1％ 61.0％ 58.25％ 55.75％ 53.0％

（出典）ドイツ連邦財務省「2018年安定化プログラム」

改正内容

子育て世帯に対する給付のパッケージ

助成の種類 2016年 2017年 2018年

ゼロ税率適用限度額 8,652ユーロ 8,820ユーロ 9,000ユーロ

児童控除額※ 7,248ユーロ 7,356ユーロ 7,428ユーロ

児童手当（月額。第一子及び第二子） 190ユーロ 192ユーロ 194ユーロ

児童手当（月額。第三子） 196ユーロ 198ユーロ 200ユーロ

児童手当（月額。第四子以降） 221ユーロ 223ユーロ 225ユーロ

※　保育及び養育または教育のための控除額を含む。
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候補，共和党（右派）のフランソワ・フィヨン候補，社会党
（左派）のブノワ・アモン候補をはじめ合計11名が立候補し，
ル＝ペン候補とマクロン候補が勝利した。その後，５月の決
選投票を経て，史上最年少でマクロン新大統領が誕生した。
　マクロン新大統領は，第五共和政史上初めて左右の既成二
大政党の枠外から誕生した大統領であり，新政党である共和
国前進を自ら設立している。そのため国民議会に基盤を有し
ておらず，組閣にあたっては既存の左派・右派・両道勢力か
らそれぞれ有力な者を抜擢し，また，閣僚の半数は民間から
登用した。首相にはエドゥアール・フィリップ氏（共和党）
を任命したほか，主要閣僚のなかでは，経済大臣にブリュノ・
ル・メール氏，公共政策・公会計大臣にジェラルド・ダルマ
ナン氏，外相にル・ドリアン氏，内相にコロン氏らを起用し
た。その後，６月の国民議会選挙（下院に相当）では，大統
領支持の「共和国前進」が単独で過半数の議席を獲得し，政
権の基盤を固めた。
　マクロン大統領は，高失業率の改善や経済活性化を目的
に，法人税率引下げや労働法制の改正を目指し，公共投資を
促進する一方，歳出削減も行うことで，財政規律の確保も図
る意向を示した。しかし，労働法制の改正や住宅補助手当の
削減が国民の支持を得られず，大統領自身の強権的姿勢も相
まって，９月の上院議会選挙では，与党の「共和国前進」は
改選前議席を割り込んだ。2017年末にかけ，支持率は50％近
くまで回復したものの，その後支持率は低下し，ifop社の６
月の世論調査によると，支持率は43％となっている。2018年
２月，３月の国民議会の補欠選挙では「共和国前進」は不調
な結果に終わった。
　これまで，マクロン大統領は，内政面では，労働法制の改
正や税制改革等，公約として掲げた政策を実現し，外交面に
おいても，独とともにEU強化を主導する動きを見せている。
今後の課題としては，内政面では，大規模投資・構造改革・
規制緩和による経済の活性化や，進行中の公務員改革・国鉄
改革が挙げられる。また，外交面では，EU強化を主導して
いく中で，ユーロ圏共通予算等の取組が実現できるかどうか
が注目される。

２．経済

　2018年４月のIMF World Economic Outlookによれば，2016
年の実質GDP成長率は1.2％（2017年４月時点と同一），2017
年は1.8％（2017年４月時点から＋0.4％），2018年では2.1％と
予想されている。金融危機等の影響により，2008年半ばから
景気が悪化し，その後持ち直したものの，欧州債務問題の深
刻化に伴い低成長が継続した。その後，世界経済の回復等を
背景に，内需，特に個人消費が主導する形で，堅調な成長が
続いている。また，インフレ率は，2014年以降１％を切る水
準で推移していたが，2017年以降は，再び１％を超える数値
になると推計されている。他方で，失業率は10％前後と，ユー
ロ圏と比べて依然として高く，特に若年層の失業率が高い水
準で推移している。

３．アルコール税法の発効

　ドイツではEU規則に適合させるために蒸留酒専売制度の
見直しが行われ，2013年３月21日に連邦議会において蒸留酒
専売法（Gesetz über das Branntweinmonopol）の廃止が決定
された後，2017年12月31日をもって廃止された。蒸留酒にか
かる税の規定は同法で定められていたため，替わりとなる規
定としてアルコール税法（Alkoholsteuergesetz）が2013年６
月に公布されていた。ただし，アルコール税法に移行後も，
課税物件や税率等に変更はなされることなく引き継がれてい
る。

４．連立合意

　連邦議会選挙終了した当初は，第一党を維持したキリスト
教民主同盟（CDU，党首メルケル），キリスト教社会同盟

（CSU），自由民主党（FDP），緑の党により連立交渉が行わ
れたが，難民問題等で折り合いがつかず，交渉は決裂した。
その後，選挙前に大連立を組んでいたCDU/CSUと社会民主
党（SPD）の間で連立交渉が進められ，2018年２月７日，連
立合意が成立した。
　連立合意における税制関連の主なポイントは次の通り。
　・大企業に対する公平な課税を実現できるよう取り組む
　・児童控除及び児童手当の段階的な引き上げ
　・ 利子収入にかかる分離課税は自動的な情報交換の仕組み

が定着した後に廃止
　・フランスと共通の法人税制度を導入すべく検討を進める
　・中小企業向けに研究開発税制を導入
　・設立後２年以内の企業向けに付加価値税を非課税とする
　・連帯付加税の段階的な廃止
　連立合意の内容は税制改革法や予算法等において詳細が具
体化されることとなっており，2018年度予算案においては，
下記の内容が閣議決定されている。
　・ 連帯付加税については，2021年度以降，特に低・中所得

者から，段階的に負担を軽減していく。中期財政計画の
基準値においては，毎年度約100億ユーロの軽減を織り
込んでいる。

　・ 児童手当及び児童控除については，２段階で引き上げる
こととし，2022年度までに52億ユーロを追加する見込み。

Ⅴ．フランス

Ⅰ．最近の税制改正を巡る状況

１．政治

　2017年のフランス政治は，まず，オランド前大統領の任期
満了を受けた大統領選挙が大きな焦点となった。４月に実施
された第１回投票では，「前進！」（中道左派）のエマニュエ
ル・マクロン候補，国民戦線（極右）のマリーヌ・ル＝ペン
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げ，住居税の段階的廃止等を行い，企業向けには法人税率の
引下げや給与税の最高税率の廃止等を実施した。個別の改正
について，以下に記載している。

所得税関連

〇　金融所得への単一税率の適用　（2018年１月から実施）
【減収額（2018年分）：▲13億ユーロ（1,716億円）】

・ 2018年から，金融資産への投資を促進するため，金融所得
（利子・配当・有価証券譲渡益）に対する課税について，
現行の所得税の総合課税に加え，所得税と社会保障関連諸
税の一括みなし課税（税率30％）を選択することが可能と
なる。

〇 　一般社会税（CSG）の税率引上げ　　（2018年１月から
実施）

・ フランスには，社会保障の財源として，一般社会税（CSG）
や社会保障債務返済税（CRDS），社会税（金融所得に対
して課される税）がある。

・ 一般社会税は，ほぼ全ての所得を課税対象とする社会保障
目的の税である。税率は所得の種類により異なり，一般社
会税の税額の一定割合は所得税の課税所得から控除でき
る。

・ 2018年１月から，給与所得者の社会保障負担の軽減によっ
て国民の購買力を高めるため，その財源として，給与所得・
資本所得・年金等の代替的所得に係る一般社会税の税率を
1.7％引き上げる。税率引上げ分の税額は所得税の課税所
得から全額控除できる。

３．財政

　2018年１月に成立した「2018年から2022年までの財政プロ
グラム法」においては，構造的財政収支対GDP比▲0.4％の
達成，歳出対GDP比の約３％低下及び国民負担率の約１％の
低下等が財政運営の目標として掲げられるとともに，財政収
支対GDP比や債務残高対GDP比等の見通しも策定された。
　その後，2018年４月に策定された「安定化プログラム2018
―2022」において，各指標の見通しが更新された。その中で，
構造的財政収支対GDP比は2022年に▲0.6％まで減少する見
通しとしており，この期間中には目標が達成されない姿が示
されている。一方，財政収支対GDP比は2017年に▲2.6％を
達成したことが示されており，EUの過剰財政赤字手続（財
政収支対GDP比▲３％以下等の国が対象）を脱する見込みと
なっている。さらに，2022年には財政収支対GDP比は0.3％
まで改善し，黒字化を達成する見通しも示された。
　債務残高対GDP比については，2022年には89.2％まで減少
する見通し。歳出対GDP比や国民負担率については，歳出抑
制及び住居税等の段階的廃止等の結果，逓減し目標達成が見
込まれている。

Ⅱ．税制改正（主要な措置）

　マクロン政権で初めての税制改正は，2017年12月に2018年
予算法の中で示された。選挙の際の公約を踏襲しており，家
計の購買力を取り戻し，企業の投資と雇用を促すため，個人
向けには金融所得の単一税率の適用や一般社会税の税率引上

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Ｅ 2018Ｅ

GDP成長率 2.0％ 2.1％ 0.2％ 0.6％ 0.9％ 1.1％ 1.2％ 1.8％ 2.1％

インフレ率 1.7％ 2.3％ 2.2％ 1.0％ 0.6％ 0.1％ 0.3％ 1.2％ 1.5％

失業率 9.3％ 9.2％ 9.8％ 10.3％ 10.3％ 10.4％ 10.0％ 9.4％ 8.8％

経常収支 ▲0.8％ ▲1.0％ ▲1.2％ ▲0.9％ ▲1.3％ ▲0.4％ ▲0.9％ ▲1.4％ ▲1.3％

財政収支 ▲6.8％ ▲5.1％ ▲4.8％ ▲4.0％ ▲3.9％ ▲3.6％ ▲3.4％ ▲2.6％ ▲2.4％

基礎的財政収支 ▲4.5％ ▲2.6％ ▲2.4％ ▲1.9％ ▲1.9％ ▲1.7％ ▲1.5％ ▲0.8％ ▲0.6％

公的債務残高 85.1％ 87.8％ 90.7％ 93.5％ 95.0％ 95.8％ 96.6％ 97.0％ 96.3％

（出典）IMF World Economic Outlook（2018年４月）
※全て対GDP比。
※財政収支，基礎的財政収支，公的債務残高の数値は2017年以降推計値。その他は2018年以降が推計値。

・「安定化プログラム2018―2022」における見通し（2018年４月）

2017 2018 2019 2020 2021 2022

経済成長率（％） 1.8 2.0 1.9 1.7 1.7 1.7

構造的財政収支対GDP比（％） ▲2.0 ▲1.9 ▲1.6 ▲1.4 ▲1.0 ▲0.6

財政収支対GDP比（％） ▲2.6 ▲2.3 ▲2.4 ▲0.9 ▲0.3 0.3

歳出対GDP比（％） 55.1 54.4 53.5 52.6 51.9 51.1

国民負担率（％） 45.4 45.0 44.0 44.3 44.3 44.3

債務残高対GDP比（％） 97.0 96.4 96.2 94.7 92.3 89.2
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（2018年１月から段階的に実施）
　（注 ）2019年のネットの増収見込額は18億ユーロ（2,376億

円）で，2020年のネットの増収見込額は112億ユーロ
（１兆4,784億円）。

・ 競争力と雇用のための税額控除とは，労働コストの削減に
よる企業の競争力の向上を目的に，一定の労働者に対する
支払賃金総額の一定割合（現行：７％）を，法人税（企
業）又は所得税（個人事業者）から控除する措置である。
税額控除の効果は給与を支払った次の年度に現れるため，
給与の支払時期とのずれが問題となっている。

・ 2018年予算法においては，2018年の控除割合の引下げが示
された（７％→６％）。

・ 2019年に，税額控除としてのCICEは廃止され，給与の支
払と同じ年に恩恵を受けられる雇用者の社会保障負担等
の軽減措置が創設される。

〇　給与税の負担軽減　（2018年１月から段階的に実施）
・ 給与税とは，付加価値税が非課税である事業者及び前年度

の付加価値税の課税取引が90％未満の事業者（例：金融機
関や非営利団体）に対し，支払賃金のうち一般社会税の課
税標準となる額を課税標準として課される税である。

・ 2018年予算法では，給与税について以下の改正を実施して
いる。

　① 　給与税の現行最高税率の廃止　【減収額（2018年分）：
▲１億ユーロ（132億円）】

　・ 税額算出の際，各従業員への賃金に，下表の超過累進税
率を適用する仕組みである。

　・ 2018年予算法では，金融機関の誘致を図る目的で，2017
年まで存在した最高税率ブラケット（20％）が廃止さ
れ，最高税率が13.6％となる。

　②　給与税の税額控除措置（CITS）の見直し
　　（注 ）2020年のネットの増収見込額は６億ユーロ（792億

円）。
　・ 2017年予算法において，CICEを制度上利用できない非

営 利 法 人 向 け 措 置 と し て 給 与 税 の 税 額 控 除 措 置
（CITS）が設けられた。この措置は，給与税の納税義務
者である非営利法人を対象に，法定最低賃金の2.5倍以
下の賃金総額の４％を給与税額から控除するものであ

所得の種類 2017年までの税率 現行の税率

給与所得
7.5％

※5.1％分を所得控除
可能

9.2％
※6.8％分を所得控除

可能

失業手当・
保険金等

6.2％
※3.8％分を所得控除

可能

6.2％
※3.8％分を所得控除

可能

代替的所得
（年金等）

6.6％（注）

※4.2％分を所得控除
可能

8.3％
※5.9％分を所得控除

可能

資本所得
8.2％

※5.1％分を所得控除
可能

9.9％
※6.8％分を所得控除

可能

・ 税率引上げによる増収分は，失業保険料（給与所得の
2.4％）・疾病保険料（給与所得の0.75％）の被用者負担分
の廃止による減収分の財源に充当される。なお，2018年１
月に給与所得に対する保険料率を2.25％引下げ，2018年10
月に残りの0.9％分を引き下げる。

・ 税率引上げが2018年初に一度に実施される一方，引上げに
よる増収分を財源とする失業保険料・疾病保険料の被用者
負担分の廃止は2018年に２段階に分けて行われるため，初
年度ベースでは37億ユーロの負担増（増収）となる見込
み。なお，税率の引上げは既に１月から施行されている。

法人税関連

〇 　法人税率の段階的引下げ（33.3％→2022年に25％）　
（2018年１月から段階的に実施）

【減収額（2018年分）：▲12億ユーロ（1,584億円）】
・ オランド前政権下の2017年予算法では，法人税率を欧州諸

国の平均に近づけるため，2020年までに全企業の法人税率
を28％まで引き下げるプログラム規定が設けられた。今般
この規定を見直し，2022年までに全企業の法人税率を25％
まで引き下げることとした。

・ 2018年は，全企業を対象に課税所得50万ユーロ以下の部分
の税率を28％とする。

・2019年以降も，下表のような改正が行われる。
〇 　 競 争 力 と 雇 用 の た め の 税 額 控 除（CICE）の 見 直 し

2017年までの制度 現行の制度（選択制）

総合課税
（合計15.5％～60.5％）

　○所得税（０％～45％）
　○社会保障関連諸税（注）
　　（15.5％）

※ 　所得税については，株式等の保有期
間に応じた控除の適用後，他の所得と
合算。

総合課税
（合計17.2％～62.2％）

　○所得税（０％～45％）
　○社会保障関連諸税
　　（17.2％）

※ 　所得税については，株式等の保有期
間に応じた控除の適用後，他の所得と
合算。

単一みなし課税
（合計30％）

　○所得税（12.8％）
　○社会保障関連諸税
　　（17.2％）

※ 　単一みなし課税の場合，株式等の保
有期間に応じた所得控除は適用されな
い。

（注 ）金融所得に係る社会保障関連諸税の税率は，2017年までは15.5％であるが，2018年には一般社会税の税率が1.7％分引き上げられるため，17.2％
となる。
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〇 　不動産富裕税の新設（富裕税の改組）　（2018年１月から
実施）

【減収額（2018年分）：▲32億ユーロ（4,224億円）】
・ 現行の富裕税は，個人が所有する財産（金融資産・不動産

等）に対し課税される。
・ 2018年予算法では，金融資産への投資を促進するため，課

税対象を不動産に限定した不動産富裕税へ改組する。課税
標準や税率については，富裕税から変更はない。

間接税関連

〇　たばこ税の税率引上げ　（2018年３月から段階的に実施）
【増収額（2018年分）：５億ユーロ（660億円）】

・ 喫煙による疾患を抑制するため，2018年から2020年にかけ
て，たばこ税の税率を引き上げる（2018年社会保障予算
法）。

・ 例えば紙巻たばこは，2020年11月には，従価税は小売価格
の54.6％（現行49.70％），従量税は1,000本につき62.70ユー
ロ（現行48.75％）となる予定である。

（備考）邦貨換算レートは，１ユーロ＝132円（裁定外国為替
相場：2018年１月中適用）。端数は四捨五入している。

る。
　・ 2018年予算法では，CICE同様，2019年にCITSも雇用者

の社会保障負担等の軽減措置に切り替わり，税額控除は
廃止される。なお，軽減措置の具体的な内容はCICEの
見直し後の措置と同様である。

資産税関連

〇 　主たる住居に係る住居税の段階的廃止　（2018年１月か
ら段階的に実施）

【減収額（2018年分）：▲30億ユーロ（3,960億円）】
・ 住居税とは，住居の占有者に課される地方税で，課税標準

は土地台帳に記載されている賃貸価格である。税率は各地
方自治体が決定する（平均税率（2014年）：16.15％）。

・ マクロン政権は，国民の購買力を高めるため，参照課税所
得（注）が一定以下の世帯（例：夫婦子２人の世帯の場
合，55,000ユーロ）を対象に，2018年から３年間で主たる
住居に係る住居税を段階的に廃止する。2020年には，全国
民の８割が住居税の支払義務者ではなくなる見通しであ
る。

　（注 ）参照課税所得とは，所得税の課税所得に一定の所得
控除等による控除額を加算したもの。

売上高 2017年 2018年（現行） 2019年（予定）

763万ユーロ未満の企業 38,120€までの部分： 15％
38,120～75,000€： 28％
75,000€を超える部分：33.33％

38,120€までの部分： 15％
38,120€～500,000€： 28％
500,000€を超える部分： 3.33％

38,120€までの部分： 15％（注）

38,120€～500,000€： 28％
500,000€を超える部分： 31％

763万ユーロ以上
5,000万ユーロ未満の企業

75,000€までの部分： 28％
75,000€を超える部分：33.33％

500,000€までの部分： 28％
500,000€を超える部分： 3.33％

5,000万ユーロ以上の企業 33.33％ 500,000€までの部分： 28％
500,000€を超える部分： 3.33％

500,000€までの部分： 28％
500,000€を超える部分： 31％

売上高 2020年（予定） 2021年（予定） 2022年（予定）

763万ユーロ未満の企業
38,120€までの部分： 15％
38,120€を超える部分： 28％

38,120€までの部分： 15％
38,120€を超える部分： 26.5％

38,120€までの部分： 15％
38,120€を超える部分： 25％763万ユーロ以上5,000万

ユーロ未満の企業

5,000万ユーロ以上の企業 28％ 26.5％ 25％

（注 ）2017年予算法で，2019年に法人税の軽減税率（15％）の対象となる売上高を763万ユーロ未満から5,000万ユーロ未満に引き上げる旨が規定され
た。この規定は，2018年予算法では現状維持。
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