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● 米国 における 「成長と分配」に関わる政策動向 

（格差拡大が米国内の政情不安定要因になる想定にて、税制、社会保障、教育などの 

米国の政策動向） 

 

はじめに 

 従来の米国の政治では規制緩和を通じたイノベーションと、減税、自由貿易を通じた成長を目指す共

和党と、政府主導の分配を重視したボトムアップの成長を重視する民主党の特徴があり、分配について

は共和党のトリクルダウン、民主党の富裕層増税、社会保障重視があった。 ところが、近年ではオバマ

政権の自由貿易重視とトランプ政権の TPP 脱退など従来の党派に基づく「成長と分配」の政策とはま

た異なる動きも出てきている。 

 本稿ではクリントン政権移行の「成長と分配」の特徴を振り返りつつ、F・D・ルーズベルトの「ニューディー

ル政策」とリンドン・ジョンソン大統領の「偉大な社会政策」をベンチマークとして念頭に置くバイデン大統

領の「成長と分配」に関わる政策を見ていく。 
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 尚、米国の貧富の差や所得層の割合など分配の結果のこれまでの推移については別紙１から別紙

５を参照願いたい。 

 

１．歴代政権の「成長と分配」の特徴 

 

（１）クリントン政権の「成長と分配」策 

 冷戦後パラダイム、オープン化、ヒトモノカネ情報の越境を通じたグローバル化による成長 

 情報スーパーハイウェイ、IT を通じた生産性向上 

 安全保障人材のエアロスペースから金融や ICT へ（成長分野への人材流動性） 

 NAFTA自由貿易締結 

 製造業のオフショアリングと空洞化 

 中国 WTO 加盟容認 

（２）W・ブッシュ 

 2001年、2003 年の 2度にわたって史上最大規模の超大型減税策 

 9-11政府支出、イラク戦争出費 

 フラッキング技術、シェールガス・オイルで世界最大の産油国 

 住宅バブル崩壊、金融危機 

 

（３）B・オバマの「成長と分配」策 

 ARRP、TARP、グリーンニューディール 
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 ブッシュ減税を一定期間継続 

 オバマケア 

 TPP、輸出倍増計画 

 STEM教育重視 

 ボルカ―ルール、ストレステスト 

 GM 救済 

 GAFA 重視 

 

（４）トランプの「成長と分配」策 

 規制緩和 

 トランプ減税 

 アメリカファースト 

 輸入規制、懲罰的関税 

 配当税率低減による国内投資促進、オンショアリング 

 化石燃料開発 

 

（５）バイデンの就任後 1 年間の「成長と分配」策 

彼の「成長と分配」に関する選挙公約である Build Back Better の枠組みは、大統領就任後の議

会との調整において 3 つのプランに分割されている。  
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1 つ目は American Rescue Plan でコロナ対応支出として昨年 3月に法制化された。  

2 つ目が American Jobs Plan でインフラ整備と気候変動対策を、3 つ目は American Families 

Plan で社会福祉強化であった。 

2 つ目のプランは気候変動対策と住宅取得支援策を除いたインフラ投資・雇用法として昨年 11 月に法

制化された。 その気候変動対策と住宅取得支援策は 3 つ目のプランの内容を緊縮化したものと合体

して Build Back Better 法案としてまとめられ議会審議の過程にある。 

 これら以外にも連邦政府自身の調達力や雇用条件或いは大統領令を通じ貧富の差を縮めたり、労

組を強化したり、企業の肥大化を防ぐ施策を打ち続けている。 

 

２．バイデン大統領の「成長と分配」のグランドデザイン ソース：CNBC ほか 

 

人種別のアメリカの人口構成比は、白人 60.1%、ヒスパニック 18.5%、黒人 13.4%、アジア系 5.9%

となっている。 

その中で、白人世帯の「富」の中位値は$188,200 に対し、ヒスパニックは$36,100、黒人は$24,100

となっている。 合わせると人口の3割以上を占めるヒスパニックと黒人世帯が収入を増やし、富を蓄え、

米国経済の成長エンジンの消費を伸ばしていく好循環を起こす必要がある。そのために、以下のようなテ

コ入れを行うことがバイデン大統領の選挙公約でうたった「成長と分配」のグランドデザインといえる。 

 

 最低賃金の上昇：連邦政府職員を皮切りに 2025年までに最低時給 15 ドルを実現 

 インフラ整備： ヒスパニックと黒人が中心のコミュニティの学校やデジタルインフ 
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ラを含めた社会インフラを改善し、労働者としての潜在力を高める 

 住宅： 低所得層が住宅保有を通じ、富を形成できるようにする 

 小規模事業： 非白人による起業や事業拡大の信用供与などの支援 

 教育： 学生ローンを受ける割合が、白人で 69%に対し、黒人が 85%と高いことから、  

公立の大学の授業料の免除やローンの返済免除などの支援を行う 

 銀行口座： 黒人世帯の 14%、ヒスパニックの 10%が銀行口座を持てていない状況を 

改善し、全ての世帯で銀行口座を保有できるようにする 

 

 

３．前回の教訓を生かし大型財政出動を目指すバイデン大統領  

ソース： ニューヨークタイムズほか 

 

バイデン大統領が副大統領であったオバマ政権は、発足直前の 2008 年に襲った世界同時経済・金

融恐慌から米国経済を守るべく超大型の経済刺激策を打ち出そうとしたが、議会共和党の財政赤字に

対する懸念表明から、財政出動の規模が 8千億ドル程度に抑えられた。その後は金融政策、具体的に

はゼロ金利と、QE1～QE3 までの債券買取が行われた。 

その結果は、経済回復の遅さと、貧富の差の拡大となって現れた。即ち、安いコストの資金で株式や金

融資産に投資できる富裕層は 2012 年までに危機以前のレベルの富を回復できたが、低所得層はまず

雇用確保に時間がかかり、自らの資産が危機以前のレベルに回復するのはそこからさらに 5年を要した。 

いずれにせよ、前回の教訓から約 10 年が経ち、2019 年には米国経済の富が底辺層にもようやく行
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き渡るようになり、貧富の差の縮小も期待された 2020年にパンデミックが襲った。パンデミックにおいて、中

間層から富裕層はテレワークなどで収入を減らすことなく、むしろ金融緩和による株価上昇で富を増して

いるが、非白人が多い低所得層はエッセンシャルワーカーに象徴される現場業務が無くなり、失業に陥っ

た。 

ただ、今回は前回の教訓が生きてか、或は共和党がトランプの党となって財政出動に懸念を示さなく

なったためか、トランプ政権下の 2020 年 3 月に法制化された 2.2 兆ドルに及ぶ Cares Act と、その 1

年後のバイデン政権による 1.9 兆ドルもの American Rescue Plan を通じた財政出動により、前回の

世界同時経済・金融恐慌の危機に比べはるかに速やかに低所得層や社会的弱者を危機以前のレベル

に回復させることに成功している。 

但し、危機が生じるたびに貧富の差が拡大する傾向は変わっていない。 

2007 年初頭において、富の分配の下層 50%の人々はアメリカの富の総額の 2.1%を所有し、トップ

1%の人々が同 29.7%を保有していたが、2020 年初頭には前者が 1.8%に減少、後者が 31%に増大

している。 

財政出動は社会的弱者や非白人、低所得層のコミュニティなどにピンポイントで支援を届けたり、特

定の産業技術分野を支援したりするといったことによる非富裕層の底上げ支援が可能となるが、その規

模が小さいと効果は行き届かない。 一方、金融政策は経済全体の血流を促進するため、その経済が

貧富の差を広げる構造にあると、それをさらに促進してしまう嫌いがある。金融政策がむしろ分配を悪化さ

せる方向に働くことを連銀も否定しない。 
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金融政策による分配は基本的にトリクルダウンだが、財政出動はボトムアップ、ミドルアップが可能であ

る。 

但し、財政出動にもリスクはあり、Go Big で行くほどに、経済を加熱し、インフレを引き起こし、連銀が

利上げで拙速に対応することで一気に不景気に陥ることは過去の歴史が示している。 

単なるマクロ経済の刺激でなく、分配の不平等を是正し、平準化していく形で多くの低所得層や社会

的弱者の経済活動への早期復帰を一気に促せる規模と、きめの細かい財政出動がバイデン政権の狙

いと言えよう。 

 

 

４．パンデミックの「収入の分配」への影響   ソース： ニューヨークタイムズほか 

 

アメリカの中所得層や労働者層の世帯収入の伸びは 1970 年代以降経済成長率よりも低い伸びし

か示してこなかった。 

ところがパンデミックの 2020年と 2021年は例外的に世帯収入の伸びが上回った。 

確かにパンデミックは多くの死者と患者を出し、急激な経済の緊縮をもたらしたが、その緊縮期間は比

較的短期間で、信用市場や企業と個人のバランスシートは金融恐慌の時のようには棄損されておらず、

消費需要や住宅需要は雇用市場と共に堅調に伸びているところにトランプ政権からバイデン政権にかけ、

政府から数兆ドルもの財政出動がなされ、人々に高額の小切手が届いたことがその原因である。（別紙

６参照） 

「富の分配」に関しては、この 2 年間も、貧富の差は拡大している。（別紙７参照） 
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富裕層は高騰する株価のリターンを享受できているため。 一方、「収入の分配」については政府の財政

出動が低所得層に集中しているおかげで貧富の差は縮まっている。その結果、多くの家庭で、パンデミック

以前の時よりも、大学の学費や医療費、住宅の修繕、新車購入、その他の支出が可能となっている。 

一方で、この短期的な収入増は人員不足、インフレ、サプライチェーンの問題などの原因となっている。

即ち、急な需要の上昇が供給を上回っている。 世帯の収入が伸びただけでなく、コロナの影響で支出

を控えざるを得なかったペントアップデマンドが噴出している。 

インフレ調整後の消費支出の伸びは過去 2 年で 14%に上る。これはそれ以前の 7 年間の消費の伸

びを越えている。（別紙８参照） 

パンデミックが引き起こした世帯収入の増大もしばらくすると収まり、傾向としては以前の通り経済成長

よりも中所得層以下の収入の伸びが下回り、雇う方と、雇われる方の間の「収入格差」が増していくとみ

られる。 

 

 

５．「富の分配の格差」を減らす施策    ソース：ホワイトハウス 

 

アメリカの歴史の中でアフリカ系の人々のコミュニティに対する世紀を超えた負の投資は厳然とした事実

であり、結果としてアメリカの黒人世帯の富の中位値は白人のそれの 13%でしかない。  

バイデン政権は、この格差を縮めるため、黒人世帯など非白人世帯による持ち家の促進と、起業支援

を行う。具体的には、前者は、非白人居住の家屋の査定における差別を連邦政府関係省庁で取り締

まり、非白人世帯による住宅の売買への差別をなくすルール作りを行う。 
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後者については、連邦政府の購買力を通じ、非白人系中小企業の連邦契約の金額を 50%増大さ

せる。今後 5年で 1,000億ドル相当となる。 

さらには昨年 9 月に法制化されたインフラ整備の American Jobs Plan の中の以下の施策を通じ非

白人コミュニティの雇用と富の創出を目指す。 

 コミュニティによる市民の様々な文化活動や経済活動、イノベーションを通じたコミュニティの資産づく

りのためのインフラ整備支援に 100億ドルを計上 

 コミュニティの可動性やアクセス、経済活動に障害となっていた既存の交通インフラの除去と再構築

支援のための助成金と技術支援に 150億ドルを計上 

 低所得並びに中間所得層の住宅購入希望者や住宅保有者向けにお手頃な住宅を供給したり再

建したりすることへの民間投資を促すための優遇税制 

 低所得層や中間所得層向けのお手頃な住宅を供給したり、そのチョイスを増大させることを妨げて

いる不必要な障害を所管の組織が取り除いたりする努力のために新たな助成金を整備することに

50億ドルを計上 

 社会的に、経済的に不利な立場の事業者が連邦政府との契約や連邦政府の研究開発投資に

参加できるように様々な形で支援することに 310億ドルを計上 

 

 

６．Build Back Better (B3)による「成長と分配」 ソース： American Progress ほか 

 

バイデン大統領の B3 は人と世帯への投資こそ経済を強固にかつ包摂的にする方策であるとの理論と
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証拠に基づいており、その費用を富裕層や企業への増税で賄うことで不平等の是正を狙うものでもある。  

IMF は B3 により 2030 年までにアメリカの経済を 1%プラスに成長させ、失業率を 2022 年末までに

3%前半と、パンデミック以前に戻すことにつながると予想する。 

反対派は財政赤字の懸念を指摘するが、B3 は長期的に生産性を高め、経済成長を促し、上述の

増税がなされる限り、長期的には累積赤字を減少に転じさせる。 

2001年以降、今日までの時間の 79%においてアメリカ経済は潜在産出量を下回り、68%において完

全雇用を下回ってきた。 

B3はこれらのギャップを補い、生産性を高め、以て経済成長を促す。例えば; 

 B3 による医薬品価格削減と医療保険の適用範囲拡大による医療へのアクセスを増すことで労働

生産性と労働参加を促す 

 B3 による子女税制優遇により低所得層の子供の健康状況の改善、教育効果の上昇、犯罪の減

少、就労率の向上が期待される 

 子女を持たぬ低所得層に対しても優遇税制を設けることでの労働参加と労働生産性向上を促す 

 B3 の気候変動対策は、米国経済の「成長」にとってマイナスとなる極端な気候変動現象による損

害（2020年だけで 989億ドルと見積もられる）を減らす形で貢献する 

 

 

７．相続税は適正な「分配」に役立つか？  ソース：MCCAYDUFF.com ほか 

 

相続税は現金、証券、不動産、保険、信託、年金及び事業所得権など相続できるものの時価に基



11 

 

づき計算される。 

この時価は当該資産に関わるローンや、その他の借入金、不動産管理費用並びに寄付金などを差し

引いた形で計算され、その時価が 1170万ドルを超えた場合に課税される。  

但し、配偶者が相続する場合には金額に拠らず課税されない。  

税率は上述の 1170万ドルを超えた額により 18%から 40%まで累進する。 

バイデン大統領は上記の非課税時価上限額を以前の 350万ドルに戻そうとしている。 

また、最大累進税率も 45%に引き上げようとしている。 

さらにバイデンは相続資産のキャピタルゲインの計算において、従来は時価をコストとみなしていたものを、

当該資産の取得時のコストをキャピタルゲイン計算用のコストとするよう提案している。そうすることで、相

続者はまず 39.6%のキャピタルゲイン税を払い、次いで 3.8%の投資税（investment tax）を払った後

に相続税を計算することになる。 

 

 

８．生産性と「成長と分配」 ソース： 米国労働省統計局（BLS） 

 

1990年代から 2000年代初頭にかけての生産性の伸びは平均を上回っていたが、2005年以降は下

回っている。（別紙９参照） 

2005 年から 2018 年までで、生産性が平均を下回ったことで失われた産出量の減は 10.9 兆ドル、

労働者一人当たりで 95,000 ドルに及ぶ。 

生産性を①技術者のスキル要因、②自動化・機械化等の設備投資の要因、③MFP と呼ばれる①
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と②以外の様々な要因（イノベーション、組織管理手法等）に分けると、これまでの平均を上回った

1997 年から 2005 年のときに比べ、それを下回った 2005 年から 2018 年の内容と比較すると、③が大

きく減少し、次いで②が減り、①はむしろ増大している。  （別紙１０参照） 

MFP の減少に関するエコノミストの説明として以下の 7 つの切り口がある。 

 

 より高い生産性の職に転職する流動性の下降 

 市場の力の強大化と産業の過剰集中 

 競争に関する制約（イノベーションの偏在） 

 増大する不平等（低所得層内での固定化） 

 世界金融危機と不況からの回復への抵抗 

 19 世紀後半から 20 世紀半ばにかけてのイノベーションと比べて、イノベーションのリターンが減少して

いる 

 歴史的なイノベーションの上下の波 

 

 

９．コンピューター産業に生産性の成長を依存する製造業 ソース：Brookings ほか 

 

アメリカの製造業は 1987 年以降、アメリカ経済全体（GDP）の成長率とほぼ同じ伸びを示し、結

果として GDP に占める割合は一定に保たれてきている。そして、製造業の就労者数はコンスタントに減

少してきていることからその分、生産性が大いに向上してきていると考えられる。（別紙１１参照） 
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ところが、1987 年から 2011 年までの伸びの内訳を年率で見ると、コンピューター及び電子機器の伸び

が圧倒的(19.5%)で、それ以外の製造業の成長率は 0.6%と低成長であったことがわかる。（別紙１２

参照）  

 製造業が分厚い中間所得層をつくるといわれてきたが、今現在の製造業、特にコンピューターと電子機

器以外の製造業で収入の良い雇用が生まれているかどうかは検証していく必要がある。 

 

 

１０．アメリカの税制 ソース： CDH タックスサービス、財務省、論座など 

 

（１）連邦税 

アメリカの連邦個人所得税の税率は、課税所得の金額に応じて、10％～37％までの累進課税の税

率が適用されている（別紙１３参照）（日本は、5％～45％）。 

アメリカの高額所得者の場合は、代替ミニマム課税（Alternative Minimum Tax：AMT）という、

追加で課せられる税金がある。これは、高額所得の納税者が、節税対策によって通常の所得税が低く

計算された場合に、その減税措置を除いて計算した税金を当局が追加で徴税することを可能するもの。

この AMT の計算では、州税、市税、固定資産税、動産税、外国税額控除などが控除として認められ

ず、AＭＴ所得に税率構造のブラケットと課税所得に応じた AMT 税率（26％、28％）を掛け、通常

の所得税計算と比べた際の超過分を「支払うべき追加税額」として課す仕組みとなっている。 
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（２）州税 

日本の個人住民税の一律 10％という税率とは異なり、アメリカは、州により所得税の制度も税率も

異なる。 

全米のうち、所得税のない州が 7 州ある（アラスカ、フロリダ、ネバダ、サウスダコタ、テキサス、ワシント

ン、ワイオミング）。 

また、部分的に課税する州、つまり、投資所得だけに課税し、稼得収入（労働やサービスを提供すること

で得た収入）は非課税という州が 2州ある（テネシー、ニューハンプシャー）。 

所得税を課す州でも、累進課税ではなく一定税率課税を適用している州が 8 州あり（コロラド、イリノイ、

インディアナ、ケンタッキー、ミシガン、ノースカロライナ、ペンシルベニア、ユタ）、このうち最も高い税率を課す

のはノースカロライナ州（5.25％）となっている。 

上記 17 の州以外では累進税率が適用されており、最高税率トップはカリフォルニア州（1％～

12.3％）、次いでハワイ州（1.4％～11％）となっている。 

 

 

１１．アメリカの富裕層への課税強化の方向性 ソース：論座 

 

 米国の非営利団体プロパブリカは、IRS（内国歳入庁）の納税記録を匿名の情報源から入手し、ア

マゾン・ドット・コム創業者のジェフ・ベゾス氏ら米国の超富裕層が、所有する資産（「富」）に比べて所得

税をほとんど払っていないことを、“The Secret IRS Files: Trove of Never-Before-Seen Records 

Reveal How the Wealthiest Avoid Income Tax”という表題で公表した。 

https://www.propublica.org/article/the-secret-irs-files-trove-of-never-before-seen-records-reveal-how-the-wealthiest-avoid-income-tax
https://www.propublica.org/article/the-secret-irs-files-trove-of-never-before-seen-records-reveal-how-the-wealthiest-avoid-income-tax
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 米国では、「富（保有資産）」に直接課税する税制を導入していないので、彼らが「富」に応じた所得

税を払っていないこと自体は、なんら法律違反（脱税）や租税回避ではない。しかし、このような事実の

暴露は、一般米国民の公平感を逆なでし、大きな議論となりつつある。  

2020 年の民主党予備選では、左派大統領候補のエリザベスワレン上院議員が、純資産が 5000 万

ドルを超える個人に 2%､10 億ドルを超える場合は 3%の課税をする累進富裕税を提案。それにより得ら

れる10年間で約3兆ドル（310兆円）の税収は、学生ローンの支払い免除などの財源に充てるとした。

ウォーレン氏はプライマリーで敗れはしたものの、この提案は、民主党左派の主張として、生き残った。 一

方民主党穏健派のバイデン大統領は、4 月に「米国家族計画」を公表した。中低所得者の保育費の負

担軽減や子育て世帯への支援（給付付き税額控除の拡充）、さらには低所得の単身・子どもなし世

帯への支援（給付付き税額控除の拡充）などで、10年間で1.8兆ドル(約200兆円）の規模である。

その財源は富裕層の所得税増税、具体的には、個人所得税の最高税率の引き上げ（37％から

39.6％へ）、世帯所得 100万ドル（約 1億 1000万円）超に対するキャピタルゲイン増税（20％から

39.6％へ）、相続時の簿価引き上げの廃止（キャピタルゲイン増税）などで、10 年間で 1.5 兆ドル(約

170兆円)の増収を予定している。 

 

【所感】 

ハーバード大学教授で、クリントン政権で労働長官を務めたロバート・ライシュが 2008 年に著した『暴走

する資本主義』はアメリカの資本主義を「Super-capitalism（超資本主義）」と呼び、企業による資
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本主義の飽くなき追求が、本来は健全で公正な社会のルール作りを追求するはずの民主主義に浸食し、

格差を生み出している様子を著した。一部抜粋を下記する。 

 

「1970年代以降、資本主義の暴走、つまり超資本主義と呼ばれる状況が生まれたが、この変革の過程

で、消費者および投資家としての私たちの力は強くなった。消費者や投資家として、人々はますます多く

の選択肢を持ち、ますます「お買い得な」商品や投資対象が得られるようになった。 

しかしその一方で、公共の利益を追求するという市民としての私たちの力は格段に弱くなってしまった。労

働組合も監督官庁の力も弱くなり、激しくなる一方の競争に明け暮れて企業ステーツマンはいなくなった。

民主主義の実行に重要な役割を果たすはずの政治の世界にも、資本主義のルールが入り込んでしまい、

政治はもはや人々の方でなく、献金してくれる企業の方を向くようになった。 

私たちは「消費者」や「投資家」だけでいられるのではない。日々の生活の糧を得るために汗する「労働者」

でもあり、そして、よりよき社会をつくっていく責務を担う「市民」でもある。現在進行している超資本主義

では、市民や労働者がないがしろにされ、民主主義が機能しなくなっていることが問題である。 

私たちは、この超資本主義のもたらす社会的な負の面を克服し、民主主義をより強いものにしていかなく

てはならない。個別の企業をやり玉にあげるような運動で満足するのではなく、現在の資本主義のルール

そのものを変えていく必要がある。そして「消費者としての私たち」、「投資家としての私たち」の利益が減ず

ることになろうとも、それを決断していかなければならない。その方法でしか、真の一歩を踏み出すことはで

きない」 
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そもそもアメリカにとっての「成長」とは何かという議論もあるが、民主主義社会の成長と資本主義社

会の成長と見るならば、バイデン大統領のいう成長は資本主義中心となった成長を民主主義社会の成

長にバランスを移すことを目指していると言えよう。  

自動車産業を中心とした製造業の成長と労働組合の交渉力の強化が厚みのある中間所得層を育

ててきたという旧き良き時代から、冷戦後のグローバル化や ICT 化の進展と共に、資本家・投資家の考

え方や行動も変わってきた。  

取り残された形の民主主義の公正性に関し、エリザベスワレン上院議員が求めた資産税などの格差

是正のための税制や社会的弱者の教育インフラの充実、或いは組合の強化など民主主義の構造的な

改革、そして地球規模での公正を目指す SDG を重視する投資行動を促す税制や規制、FTC の規制

を強化することによる企業の強大化防止など、いずれも民主党政権においてのみ追求され得る政策をバ

イデン大統領がどこまでやり切れるか注目される。 

以上 
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別紙１ アメリカのジニ係数（Gini Coefficient）1945年から今日までのグラフ 

 

1つのチャートで年ごとの情報を提供するソースがないため、ジニ係数の情報は下記の 2つのチャートに分割

される。 

i) 1967 年から 2007 年まで→ソース US Census Bureau 

 

ii) 1990 年から 2020 年まで→ソース Statista 
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別紙２ 貧困層の絶対数と比率の推移  ソース：U-S- Census Bureau 
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別紙３ アメリカのミドルクラスの定義と ソース：CNBC 
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別紙４ 米国ミドルクラスの割合の推移   ソース：U.S. Census Bureau 

 

 

 

別紙５ 米国収入層毎の全体に占める割合の推移。ソース：federalserve.gov 
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別紙６ 米国の月別可処分所得累計値の推移 ソース： ニューヨークタイムズ 
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別紙７ アメリカの所得層別世帯純資産保有高の推移 ソース： ニューヨークタイムズ 
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別紙８ 米国と OECD の月別消費支出推移  ソース：ニューヨークタイムズ 
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別紙９ 米国の生産性向上率の推移とその長期的平均値 ソース： BLS 

 

 

 

別紙１０ 米国の要素別生産性向上率の推移  ソース： BLS 
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別紙１１ 米国製造業の GDP に占める割合と就業者数の推移 ソース： Brookings 
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別紙１２ 製造業とコンピューター・電子機器の成長率推移 ソース： Brookings 
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別紙１３ 個人所得税の税率構造の国際比較  ソース： 財務省 

 

 

Source：財務省 https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/b02.htm   

（2021 年 1 月現在） 

  

 

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/b02.htm

