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はじめに

の多様性に根ざした対立があることも示し

日本経済が「失われた20年、30年」と言

たい。

われる停滞状態にある中で、アメリカ経済は
2000年初頭のITバブルの崩壊、2008年のサ
ブプライムローンによる金融恐慌を経験しな
がらも世界経済をけん引している。OECDデ
1

１. 所
 得格差の拡大に関する見解：保守派と
リベラル派
2021年3月に開催された連邦上院予算委員

ータに基づき 、1990年を基準として日本とア

会の公聴会「アメリカの所得と資産の不平

メリカのGDPと平均賃金の増加率を比べる

等の危機」での証言をもとに、保守派とリベ

と、GDPでは、日本は2005年に1.67倍、2019

ラル派の見解を確認しよう2。リベラル派と

年に2.18倍に増加するが、アメリカは2005年

しては、
“バーニー”
・サンダース上院議員と

に2.19倍、2019年に3.58倍へと大きく増加す

UCバークレー教授（クリントン政権期の労

る。平均賃金では、日本は2005年に1.05倍、

働長官）ロバート・ライシュを取り上げ、保

2019年に1.06倍とほとんど増えないが、アメ

守派としては、同委員会の共和党のリーダー

リカは2005年に1.24倍、2019年に1.41倍へと

であるリンゼイ・グラハム上院議員と保守系

増える。

のシンクタンクであるアメリカン・エンター

アメリカはGDPが成長し、平均賃金も上
昇するが、同時に所得格差も拡大する。こ

プライズ研究所のスコット・ウィンシップを
取り上げる。

のリポートは、アメリカの所得格差の拡大と

リベラル派のサンダースは、
「上位0.1％が

所得再分配の動向を紹介するために、第１

下位90％を超える資産を保有し」たり、
「ベ

に所得格差の拡大に関する保守派とリベラ

ゾス
（当時のAmazonのCEO）
とマスク
（Tesla

ル派の見解を示し、第２に連邦議会予算局

MotorsのCEO）の2人が下位40％を超える資

のデータをもとに所得再分配効果を確認す

産を持つ」ように、超富裕層がいっそう豊か

る。ここから、保守派とリベラル派のどちら

になることと、
「労働者のいる家族が食卓に

も支持する制度が所得再分配効果を発揮し

のせる食料にも苦慮し、基礎的ニーズを満

ていることがわかる。第３に、所得格差の是

たせない」ことが同時に起こっていると述べ

正にかかわる最近の議論として、バイデン政

る3。そこで、いっそう豊かになる超富裕層

権の課税の累進性の強化と最低賃金の引き

が豊かさに見合った公平な税を負担するこ

上げの２つを取りあげ、後者の議論を用い

とと、基礎的ニーズすら不足する労働者層

て、所得格差を是正する際に乗り越える意

のために週40時間働く人々が貧困に陥らな

見の対立には保守とリベラルに加えて、地域

いように最低賃金を15.00ドルに引き上げる
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ことなどを提案する4。

企業の支配的な影響力を削ぎ落とすととも

ライシュは、ハイテク、金融、製薬の分野

に、所得と資産の格差を小さくすることを提

で支配的な影響力を持つ巨大企業群が現わ

案する。保守派は、不正により巨大企業が

れ、それらが「市場の構造を劇的に変化さ

現れたわけではなく、中流層でも貧困層でも

せる」ほどのパワーを持ち、労働者の賃金

所得は上昇しているので、政府が介入しな

5

を抑制するようになったことを問題視する 。

い方が害悪が少ないと述べる。

そこで、わずかな巨大企業が持つ強い影響
力により失われたバランスをもう一度取り戻
すために、反トラスト法の活用や労働組合へ
の加入を促す労働者保護の強化などを提案

２. ア
 メリカの所得再分配
（1）所得再分配効果
それでは連邦議会予算局の資料にもとづ
き、税引き前所得と税引き後所得の所得再

する。
保守派のグラハム上院議員は、人々が望

分配効果を確認しよう。表1では、1979年と

まないことは「不正、独占、不公正な取引

2018年の所得5分位の平均額、その差額、変

慣行、犯罪、市場操作を通して少数者の手

化率を示した。なお、ここで言う税引き後所

に利益が集中すること」であり、
「合法的に

得は、政府からの現金・現物給付と租税負

公正に金を稼いだのなら、
それは正当なこと」

担を加味した現金・現物給付込みの税引き

であると述べ、ギャラップ調査でも超富裕層

後所得である。詳しくは注釈を参照された

と貧困層の格差拡大を重要な問題と指摘し

い9。

たのは１％に過ぎないと言う6。サンダース
上院議員を意識しながら「政府には規制や
税、また教育の機会における公正な扱いが

表１

所得５分位の税引き前所得と税引き後所得：
家計所得の平均、差額、変化率
（2018年価格、ドル）

求められるのであり、誰があれを得てこれを
得るのかを決めたり、何が多すぎるのかを決
めることではない。もし政府がそうした役割
を担えば、良いこと以上に害悪がある」と述
べる。
ウィンシップは、
「所得や富の集中が急激
に起こったとしても、不平等の拡大が上位1
パーセント以下の（99％の）人々と家族の犠

※税引き後所得は、現金・現物給付込み税引き後所得のことで
ある。
出所 U. S. Congressional Budget Office（2021）,Supplement
Information in CBO's August 2021.をもとに作表。

牲によってもたらされたかどうかが重要で
あ」り、
「不平等が必要以上に拡大したとし
ても、中流層の所得はこれまでで最も高く」
、
「貧困率もこれまでで最も低い」ことを述べ
7

2018年の第1分位は、税引き前所得が22,500
ドルであるが、税引き後所得は37,700ドルに
な る。これ は 政 府 から 現 金・ 現 物 給 付 を

る 。さらに、家計所得の中位値が持続的に

15,200ドル受け取り、税引き前所得が67.6％

増加していることや、
「2019年の貧困率がこ

増加したことを意味する。第5分位では、税

れまでで最も低い水準にあり、女性世帯主

引き前所得は321,700ドルであるが、税引き

の家族の貧困率もすべての人種で最も低い」

後所得は243,900ドルへと77,800ドル減少す

8

ことなどを指摘する 。

る。これは租税負担77,800ドルが差し引かれ、

このように、リベラル派は、これまでの市

税引き前所得が24.2％減少したことを意味す

場のルールでは巨大企業が支配的な影響力

る。所得水準が低い第１分位で変化率がプ

を持ち、その結果、所得シェアが示すように

ラスであることは給付面で所得再分配が機

経済成長の果実が超富裕層に著しく偏向し

能していることを意味し、反対に、所得水

て分配されるので、政府の介入により、巨大

準が高い分位で、例えば第５分位で変化率
― 5 ―
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がマイナスであることは租税面で所得再分

表2は2018年のEITC制度を示し、図1は児童

配が機能していることを意味する。

3人を扶養するケースのEITC額の推移を示

そこで、変化率に注目して1979年と2018

している。EITC額は稼得所得がゼロの場合

年を比較すると、第1分位では変化率が2018

はゼロで、稼得所得14,290ドルまでは稼得所

年の方が大きく、また第2分位では変化率が

得に対して45.0％で大きくなる。児童3人を

マイナスからプラスに転じている。この下位

扶養するケースではEITC最高額は6,431ドル

2つの分位では、2018年の方が給付面で所得

であり、稼得所得が24,350ドルを超えると

再分配が機能していることがわかる。ところ

21.06％でEITC額が減額し、稼得所得54,884

が、第3分位以上の３つの分位では変化率が

ドルでゼロになる。

1979年の方が大きいので、租税面では1979

CTCも基本的な仕組みは、EITCと同じで

年の方が所得再分配が機能していることが

あ る。 表3は2018年 のCTCを 示 し、 図2は

わかる。
表３

CTC制度（2018年）

（2）低 所得者への再分配効果が高い給付型
税額控除：EITCとCTC
給付面で所得再分配効果が高い制度とし
て、連邦議会予算局は医療扶助であるメデ
ィケイドと２つの給付型税額控除を指摘す
る10。２つの給付型税額控除とはEITC（勤

出所

U. S. Congressional Research Service（2021）
.

労所得税額控除）とCTC（児童税額控除）
である。これらは連邦個人所得税の税額か

図２ CTCの税額控除額の推移（児童1人を扶養、2018年）

ら給付型税額控除の額を差し引いてマイナ
スの数字が出ればその分だけ現金が給付さ
れる特徴を持つ。
そこで、この2つの税額控除を説明したい。
表２

EITC制度（2018年）
出所 U. S. Congressional Research Service（2021）をもとに作図。

CTC額の推移を示している。CTC最高額は
16歳以下の児童1人当たり2,000ドルである。
CTC額は2,500ドルを超える稼得所得に対し
出所 U. S. Congressional Research Service（2018）.

て15.0％で大きくなり、稼得所得15,833ドル
で最高額の2,000ドルになる。それ以後、夫

図１ EITCの税額控除額の推移（児童3人を扶養、2018年）

婦合算申告の場合は稼得所得が400,000ドル
を超えると5％でCTC額が減額し、440,000ド
ルでゼロになる。なお、CTC2,000ドルのう
ち給付可能な上限額は1,400ドルである。そ
のため、例えば連邦個人所得税の税額が300
ドルでCTCが2,000ドルのケースでは、所得
税額300ドルとCTC300ドルが相殺され、残

出所 U. S. Congressional Research Service（2018）
をもとに作図。

DIO 2022, 4

― 6 ―

りのCTC1,700ドルのうち給付可能な1,400ド

ルが現金として給付される。

は難しいと思われる。また、バイデン政権は

それでは、具体例を用いてEITCとCTCを

所得水準が低い人々の改善を意図して連邦

説明しよう。表4では、稼得所得20,000ドル

最低賃金の引き上げを提案する。この連邦

と40,000ドルの児童を扶養する夫婦世帯（夫

最低賃金の引き上げの議論から、保守とリ

婦 合 算 申 告 ） と、 稼 得 所 得15,000ド ル と

ベラルの対立とは異なる地域の多様性に根

30,000ドルの児童を扶養する1人親世帯（世

ざしたもう1つの対立軸がみえてくる。

帯主として申告）のケースを示した11。例え
ば、稼得所得20,000ドルの夫婦世帯が児童2
12

人を扶養するケースでは 、EITCとCTCか
らの給付8,516ドルが加わり、税引き後所得

3. バ
 イデン政権の２つの提案：課税の累進
性の強化と最低賃金の引き上げ
（1）連邦個人所得税の累進性の強化

が28,516ドルになる。15,000ドルの1人親世帯

それでは、バイデン政権の2つの提案を課

が児童2人を扶養するケースでも、同じく給

税の累進性の強化からみよう。バイデン政権

付8,516ドルが加わり、税引き後所得は23,516

は「アメリカの屋台骨を支える労働者と中流

ドルになる。

層を再建することによって以前よりも経済を
改善する道筋をつける」と言い13、2022年予

表４

申告資格別EITCとCTCの給付額（2018年）

算案の中でインフラや教育への投資、セイフ
ティネットの補強とともに、超富裕層と巨大
企業への増税を提案する。
連邦個人所得税では、累進性を強化する2
つの提案をする14。第1は、最高税率を37％
から39.6％に引き上げる案である。第2は、
1,000,000ドル以上の調整所得を持つ人々の長

※概算控除は、日本の給与所得控除に該当する所得控除である。
CTCの最高額は児童１人あたり2,000ドルであるが、給付可能
な上限額は1,400ドルである。
CTCの（ ）内は、給付上限である児童1人あたり1,400ドルを
合計した金額を示す。
出所 U. S. Internal Revenue Service（2018）を参考に作成。

期キャピタルゲインに対して純投資所得税
として3.8％の付加税を設けることである。
これにより、最高税率が39.6％へ、さらに純
投資所得税3.8％が上乗せされると43.3％へ、
累進税率が強化される。

EITCとCTCは、所得水準が最も低い第1

ところが、2021年11月に下院を通過した法

分位では児童を3人扶養する場合に10,000ド

案には累進税率の39.6％への引き上げは含ま

ルを超える給付を可能にし、２人を扶養する

れず、また、純投資所得税3.8％もバイデン

場合でも8,500ドルを超える給付を可能にす

政権の提案とは別の形になる。上院での審

る。8,500ドルは1ドル＝115円で換算すれば、

議が残されているものの、超富裕層への累

100万円をわずかに下回る金額になる。この

進課税の強化が容易に進まないアメリカの

EITCとCTCは、就労しなくても受給できる

現状が、ここからもうかがえよう。

公的扶助とは異なり、就労する貧困者や低
所得者への支援策として保守派とリベラル
派のどちらからも支持される制度である。

（2）連邦最低賃金の15.00ドルへの引き上げ
バイデン政権は2021年2月に、2009年から

他方で、表1で示したように、租税面にお

改正されていない連邦最低賃金7.25ドルを

ける所得再分配効果は低下したので、次に

15.00ドルに引き上げる法案を提案する。こ

みるように、バイデン政権は連邦個人所得

の案は、
最終的には見送られることになるが、

税の累進性を強化する提案をする。連邦議

ここでは2021年2月に実施された連邦議会の

会は上院、下院ともに共和党と民主党の議

下院監視・調査・規制小委員会の公聴会「メ

員数がほぼ拮抗しているので、おそらく成立

インストリートからの見方：賃金の引き上げ」
― 7 ―
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をもとに、地方の企業経営者の意見を確認
15

のコストは年間給与の20％を超えると見積も

しよう 。
その前に、最低賃金をめぐる2つの状況を

られる。2019年の製造業の離職率は31％で

紹介したい。第1は、アメリカでは連邦最低

あり、より低賃金の飲食や宿泊業の離職率

賃金と当該州もしくは当該地方の最低賃金

は79％にも達するが、当社では労働に見合

を比べ、どちらか高い方が適用されることに

った賃金と福利厚生を提供しているため「離

なるが、連邦最低賃金よりも州・地方最低

職者が少なく、
常習欠勤者も少ない」と言う。

賃金を高く設定するケースが増えていること

反対意見として、ペンシルベニア州北東

である。2022年1月時点で、州最低賃金が連

部でBoyer's Food Marketsを運営するディ

邦最低賃金7.25ドルより高いのは30州とワシ

ーン・ウォルカーの意見書が、具体的な数字

ントンDCであり、両者が同一であるのが15

により地方の企業実態を知る機会となる21。

州であり、州最低賃金を設けていないのが５

７つの郡で18店舗のスーパーマーケットを運

16

州である 。なお、最低賃金はニューヨーク

営し、フルタイムを374人、パートタイムを

州13.20ドル（ニューヨーク市15.00ドル）
、カ

709人雇用している。2020年に従業員の平均

リフォルニア州15.00ドル（サンフランシスコ

時給は13.54ドルであり、エントリーレベル

市16.32ドル）をはじめとして両海岸で高く、

の時給は8.50-10.50ドル、マネージャーの時

フロリダ州を除き、南部諸州では連邦最低賃

給は15.00-16.50ドルである。スーパーマーケ

金と同じ か、州 最 低 賃 金 を設 定していな

ットの税引き前利益は平均で売上の1％であ

17

り、当社の2021年の見込みは売上が154百万

第2は、大企業で社内の最低賃金を引き上

ドル、税引き前利益はその1.18％の1.8百万ド

げる動きが増えていることである。大企業で

ルである。18店舗で1週間に24,000-25,000時

は賃金水準が著しく低いことが批判されて

間分の賃金を払うため、時給が1ドル上がる

きたが、Amazonが2018年に社内の最低賃金

と賃金が週に25,000ドル増え、年換算では1.3

を15.00ド ル に 引 き 上 げ、 小 売 り 大 手 の

百万ドルにもなる。連邦最低賃金が15.00ド

CostcoやTargetが追随したことで、大企業

ルに上がると、時給を5-7ドル引き上げる必

でエントリーレベルの賃金を引き上げる動き

要があり、それに応じて人件費が上がる。そ

が続いた。フォーブスは小売りの巨大企業

うなれば、セルフレジを増やすなど、人手を

Walmart、 飲 食 業 のStarbucksやChipotle、

減らす工夫をするが、高校生や大学生が就

小売業のCVS HealthやWalgreensなどが社

くエントリーレベルの仕事がなくなる。ウォ

内の最低賃金を15.00ドル以上に引き上げる

ルカーは自身が16歳からスーパーマーケット

い 。

18

と報告している 。

でキャリアを積んだ経験に基づき、小売業

それでは、先の小委員会から連邦最低賃
金の引き上げに対する地方の企業経営者の
19

の「店長やマネージャー、
大部分の経営者は、
店舗での最低賃金の仕事からはじめる」の

意見を確認しよう 。先ずは、賛成意見とし

であり、最低賃金の引き上げによりエントリ

て、ニューハンプシャー州ギルサム・タウン

ーレベルの仕事がなくなると、地域を担う次

で天然素材のボディケア製品を製造販売し

世代のリーダーが育成できなくなると述べ

ているW S Badgerを経営するレベッカ・ハ

る。

20
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べる。一般的に、従業員１名の退職と入職

ミルトンの証言資料を取りあげたい 。エン

同じく、全米商工会議所の小企業委員会

トリーレベルの従業員の賃金を時給15.00ド

の委員長であり、テキサス州サウスレイクで

ルに設定し、fair pay（労働に見合った報酬）

造園・外構業を経営するイアン・マクリーン

が会社へのロイヤリティを高め、従業員の離

は、その意見書の中で22、最も低い賃金を時

職率を引き下げ、その結果スキルと生産性を

給11.00ドルにしているが、連邦最低賃金が

向上させ、ビジネスの成功につながったと述

15.00ドルに引き上げられたら、スキルを必

― 8 ―

要としないエントリーレベルの仕事で人を雇

3,000ドル（0-5歳は3,500ドル）に引き上げら

わなくなるという。これは新規入職者の雇用、

れ、給付上限も撤廃され、3,000ドル全額が給

若年の雇用、夏休みの雇用が無くなることを

付可能となった。これにより、児童3人を扶

意味する。
「私たちは、トラック1台だけで労

養する場合はEITC 6,728ドルとCTC 9.000ド

働者を日雇いし、無登録で医療保険も提供

ルで15,728ドルを受け取ることが可能になる。

しない零細業者や、数千人の従業員を抱え、

アメリカを参考にして、日本でも、低所得の

数百万人の顧客を持ち、数十億ドルを売り

子育て世帯を支援するためにEITCやCTCを

上げる大企業と競争する」のであり、小企

導入することは検討に値するであろう。

業は地域に根ざして人々を雇用し経済を支

ポスト・コロナにおいて、アメリカの所得

える「アメリカ最大の雇用創出者であり、経

格差は改善するのか。今後もその動向に注

済の推進力である」と述べる。

目したい。

生活水準や物価の高い両海岸では州や地
方の最低賃金を15.00ドルまで引き上げたり、
また、大企業ではAmazonをはじめとして社
内の最低賃金を15.00ドルに引き上げたりす
ることができる。リベラル派が支持するよう
に、連邦最低賃金の15.00ドルへの引き上げ
は、著しく低い賃金を引き上げることになる
ため、所得格差を是正することになろう。し
かしながら、メインストリートでは、雇用を
提供して地域経済を支える小企業の事業継
続を困難にしたり、エントリーレベルの仕事
を無くしたりする可能性がある。ここから最
低賃金をめぐっては保守とリベラルだけでな
く、地域の多様性というそれぞれの生活実
態に根ざした意見の対立があることが理解
できよう。
まとめ
冒頭で指摘したように、アメリカ経済は不
況に直面しながらも、世界経済をけん引し、
持続的に成長しているが、その果実は著しく
偏向して配分され、これまでにない格差を生
み出している。所得格差の最上位に位置す
る超富裕層の年収や資産に注目しがちであ
るが、本レポートでみたように、最下位でも
所得格差を是正することが実施されている。
その筆頭が給付型税額控除であるEITCと
CTCで あ る。 本 文 で も 指 摘 し た よ う に、
2018年の時点で児童２人を扶養する場合に
は100万円に近い金額が給付されることもあ
る。また、CTCはコロナ禍の支援策として
2021年に税額控除額が17歳以下の児童1人
― 9 ―
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1 OECD DateよりGDPと平均賃金の数値を用いた。
2 U. S. Congress, Senate, Committee on the Budget
（2021）
.
3 サンダースの証言は前掲書1-3頁。
4 サ
 ンダースはこれ以外にも、所得と資産の格差拡大が
労働組合員の減少に関連していることから組合加入を
容易にすること、高賃金での雇用、道路・橋、上下水
道といったインフラの整備、手ごろな（affordable）住
宅の整備、温暖化対策、権利としての医療と高等教育
が受けられることを提案する（前掲書3頁）
。
5 ライシュの証言は前掲書5-7頁。
6 グラハムの証言は前掲書3-5頁。
7 ウィンシップの証言は前掲書13-14頁。
8 と
 りわけ母子家族の児童の貧困率が1982年49％から
2014年18％まで減少したと言い、貧困状況の改善を
指摘する
（前掲書14頁）
。
9 US. Congressional Budget Office
（2021）
. なお、連邦
議会予算局は３段階で所得再分配の効果を測定して
いる。
（1）税引き前所得は、市場からの所得（賃金、
配当、キャピタルゲインなど）と社会保険の給付（年
金、
医療、
失業など）を加えたものである。
（2）現金・
現物給付込み税引き前所得は、
（1）に公的扶助、社
会手当などの現金および現物給付を加えたものであ
る。
（3）現金・現物給付込み税引き後所得は、
（2）
から連邦税を差し引いたものである。
10 前掲書22頁。
11 稼
 得所得20,000ドルは表1の第1分位の税引き前家計
が22,500ド ル で あ る こ と を 参 考 に し、 そ の2倍 の
40,000ドルも示した。1人親世帯はもう少し所得水準
を低く設定した。
12 連
 邦個人所得税の課税最低限は、基本的には概算控
除（もしくは個別控除）と人的控除で構成されるが、
2018年から人的控除が一時停止されたので、ここで
は概算控除のみを用いた。2018年の概算控除は夫婦
合算申告で24,000ドルであり、稼得所得が24,000ドル
までは課税所得がゼロになり、連邦個人所得税は課
税されない。
13 The White House（2021）
.
14 Huaqun Li, William McBride, and Garrett Watson
（2021）
.
15 U. S. Congress, House, Subcommittee on Oversight,
Investigations, and Regulations（2021）
.
16 U.S. Department of Labor（HP）
.
17 Economic Policy Institute（HP）
.
18 Kelly A. Smith（2021）
.
19 U. S. Congress, House, Subcommittee on Oversight,
Investigations, and Regulations（2021）
.
20 ハミルトンの証言資料は前掲書48-51頁。
21 ウォルカーの意見書は前掲書77-78頁。
22 マクリーンの意見書は前掲書185-189頁。

DIO 2022, 4

― 10 ―

【参考文献】
・Economic Policy Institute（HP）
, Minimum Wage

Tracker.

（https://www.epi.org/minimum-wage-tracker/）
・Huaqun Li, William McBride, and Garrett Watson
（2021）
,“Details and Analysis of President Biden’s
FY 2022 Budget Proposals,”FISCAL FACT , No. 768,
Tax Foundation.
・OECD
（HP）
, OECD Date .（https://data.oecd.org/）
・Kelly A. Smith（2021）
,“8 Big Companies Raising
Their Minimum Wages During Covid,”Forbes ,
October 5.
（https://www.forbes.com/advisor/personal-finance/
companies-paying-15-an-hour/）
・The White House（2021）
,“Statement by President
Joe Biden on Passage of the Build Back Better Act in
the U. S. House of Representatives,”Statement and
Releases , November 19.
・U. S. Congressional Budget Office（2021）, The
Distribution of Household Income , 2018.
・U. S. Congressional Research Service（2018）
, The
Earned Income Tax Credit（EITC）: An Overview .
・U. S. Congressional Research Service（2021）
, The
Child Tax Credit: Legislative History .
・U. S. Congress, House, Subcommittee on Oversight,
Investigations, and Regulations（2021）, Hearing,
Perspective from Main Street: Rising the Wage , 117th
Cong. U. S. GPO.
・U. S. Congress, Senate, Committee on the Budget
（2021）
, Hearing, The Income and Wealth Inequality
Crisis in America , 117th Cong. U. S. GPO.
・U. S. Internal Revenue Service（2018）
, Your Federal
Income Tax for Individuals, Publication 17.
・U.S. Department of Labor（HP）, Consolidated
Minimum Wage Table .
（https://www.dol.gov/agencies/whd/mw-consolidated）

