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1．憲法改正の動向

憲法改正に至った経緯

2019年10月18日（暴動発生）

✓ 首都サンティアゴにおいて経済・社会状況
に不満を持つ国民による100万人規模の暴動
が発生。
【デモの主な要因】
・地下鉄の運賃値上げ（トリガー）
・貧困格差（主要因）

✓ 当初は暴力的なデモが行われ、Piñera前大
統領は非常事態宣言を発令。

✓ 政府が社会的要求に対し合意したことで
徐々に沈静化。その要求の1つが1980年ピ
ノチェト元大統領時代に制定された現憲法
の改正であった。
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憲法改正のプロセスを開始（Step1）

2020年10月25日

✓ 憲法改正のプロセス開始に関する国民投票が開
催。約80％の賛成票を得て承認された。

✓ 新憲法を作成する制憲議会の議員の選考につい
て、国会議員と一般市民によって半分ずつで構
成される混合、または全員一般市民から構成さ
れる全員民選に関する投票も併せて実施され、
全員民選が採用された。

国民が憲法改正することで期待したこと
➢ 医療システムの改善
➢ 年金支給額の改善
➢ 最低賃金の見直し
➢ 教育システムの改善

憲法改正プロセス
開始に関する国民投票

制憲議会選挙

制憲議会開始

制憲議会終了

新憲法草案完成

新憲法草案の是非を問う
国民投票
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憲法改正プロセス
開始に関する国民投票

制憲議会選挙

制憲議会開始

制憲議会終了

新憲法草案完成

新憲法草案の是非を問う
国民投票

憲法改正に関する制憲議会選挙（Step2）

2021年5月15～16日

✓ 制憲議会の議員155名を選出するための選挙を
開催。

与党右派会派

37議席

野党左派会派

28議席

野党中道左派会派 25議席

独立候補

48議席

先住民固定枠

17議席

※先住民固定枠は、2017年の国勢調査で確認された人数に応じて比例的に割り当てられた議席数

投票結果

制憲議会
155議席
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憲法改正プロセス
開始に関する国民投票

制憲議会開始

制憲議会終了

新憲法草案完成

新憲法草案の是非を問う
国民投票

憲法改正に関する制憲議会発足（Step3）

制憲議会選挙

2021年7月4日

✓ 制憲議会の発足式を実施。
2021年7月4日～2022年1月3日

議長：エリサ・ロンコン議員
（先住民マプチェの議員）

副議長：ハイメ・バッサ議員（弁護士）
2022年1月4日～7月3日

議長：キンテーロス議員（歯科医）
副議長：ドミンゲス議員（医師）

2021年7月4日～2022年1月20日
✓ 新憲法の民選案の募集
審査要件：2022年2月1日までに一般市民15千人
の署名が必要。

2022年2月15日～
✓ 新憲法草案の審議・採択
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鉱業に関連する新憲法案の草案

1. 先住民に権利を付与する
先住民に権利が付与されると鉱山操業に影響が及ぶ可能性あり。

2. 国による水利権の管理（水利権の再分配）
現在所有している水利権を一度没収し再分配される可能性あり。

3. 氷河保護
氷河、保護地域、法律で定められている流域保護地域、保護地域に指定され
た他の地域は、鉱業活動を制限する。

4. 労働者の権利の拡張
どの労働者でもストライキができるようになる。労働者の代表者を会社の
ボードメンバーに1名入れる必要あり。

5. 国会の一院制
上院を廃止し、下院及び地方院制度に変更する。

（例外）資源国有化
銅、リチウム、金、銀等の戦略的資源の開発及び探査に関わる民間企業の国有化
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憲法改正プロセス
開始に関する国民投票

制憲議会終了

新憲法草案完成

新憲法草案の是非を問う
国民投票

憲法改正に関する制憲議会終了（Step4）

制憲議会選挙 2022年7月4日

✓ キンテーロス議長がBoric大統領に対し388条か
らなる新憲法草案を提出。制憲議会終了。

【新憲法草案の概要】
✓ 388条からなり、うち57条は現憲法から新憲法

へ移行する期間の代替条項となっている。

✓ 同草案は、4つの柱からなっている。
1．社会的な法治国家（社会的法治権、国民の

権利を保障すること）
2．エコロジー
3．地方主義
4．先住民重視

制憲議会開始

CNNより引用
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憲法改正プロセス
開始に関する国民投票

新憲法草案完成

新憲法草案の是非を問う
国民投票

新憲法草案の内容調整（Step5）

制憲議会選挙

2022年7～9月

✓ 新憲法草案の内容を精査・修正。

1. Comisión de Armonizacion
（調和委員会（起草委員会とも言われる））

• 草案内容の確認及び修正を行う。
• 委員会は議員40名＋弁護士8名から構成される

2. Comisión de Preámbulo（前文委員会）
• 新憲法前文（条文の前にある文章）を作成する。
• 委員会は議員15名から構成される

3. Comisión de Normas Transitaría
（経過措置条項委員会）

• 現憲法から新憲法へ移行するための経過的措置
を図る。

• 委員会は議員33名＋弁護士4名から構成される

制憲議会開始

制憲議会終了
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憲法改正プロセス
開始に関する国民投票

新憲法草案の是非を問う
国民投票

新憲法草案の国民投票（Step6）

制憲議会選挙

2022年9月4日

✓ 新憲法草案の是非を問う国民投票を開催。
投票率（投票人数/総有権者数）：85.81％

承認：38.14％
不承認：61.86％

【国民投票で否決された要因】
✓ 憲法の内容が十分に議論されておらず、曖昧な
条項が散見された

✓ 多民族国家、社会的法治国家（先住民に権利を
付与する、自治権等）

✓ Boric政権への不信感
✓ 政治と経済を不安にさせる

制憲議会開始

制憲議会終了

新憲法草案完成
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⚫ 新憲法草案が否決されて2日後、Boric大統領は内閣改造を発表。内閣改造の理
由は、現在低迷している支持率や国民の信頼回復を狙ったものと考えられる。
政府は、引き続き憲法改正を行う方向性を示す。

【今後の方向性】
新たに制憲議会を設置、制憲議会の議員も新たに選出する方向で議会にて検討中。
方針について約3か月間議論されているが未だ定まらず。

憲法改正の見通し

出典：Cademを引用

2022/11/6時点

Boric大統領
評価する：25％
評価しない：69％
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①法人税（27%）

②鉱業特別税（2006年施行、2010年改正）

⚫年産量（銅量）50千t以上の鉱山会社が対象。

⚫2018年以降、営業利益率により5～14％で変動、2023年まで6年間の税制不変措置あり。

⚫外資法では、新規鉱山開発を実施する場合、15年間を税制不変期間としている。

③源泉徴収税

⚫利益、配当等の海外送金への課税35％（租税条約で回避可能）

新規鉱山開発を実施する場合

✓チリで外国企業が投融資を行う場合、外資法（DL600）及びチリ中央銀行外国為替規則集第
14章を遵守することが定められている。

✓DL600に基づき、チリ政府（外国投資委員会）と外資投資契約を締結すると、外国企業の権
利義務が保証される。

✓鉱業投資額が50mUS$以上のプロジェクトは、外資投資契約締結日から15年間にわたり以
下の特典がある。

（1）鉱業ロイヤルティが変更された場合でも適用除外。

（2）鉱業活動に関して制定される可能性のある新規租税免除。

（3）鉱区税の増税及び修正に係る適用除外。

2．新鉱業ロイヤルティ法案の動向

現行制度
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現在までの経緯

2．新鉱業ロイヤルティ法案の動向

鉱業委員会 財務委員会

下院本会議

鉱業エネルギー委員会

財務委員会

上院本会議

大統領

特別委員会

公布 or 拒否権

特別委員会

下院

上院

2021.3/24可決

4/26可決 5/3可決

5/6採択

2022.1/26
上院修正案承認

2022.7/1
政府案発表

2022.10/26
政府修正案発表
審議予定

ポイント

✓ 現在まで、2つの鉱業ロイヤルティ法案が審議
されている。
①下院が提案した新鉱業ロイヤルティ法案
②政府が発表した税制改革法案の一環とする新

鉱業ロイヤルティ法案

✓ 各法案の現在のポジション
①上院財務委員会
②上院鉱業エネルギー委員会

✓ 前政府や一部の上院議員は、下院で提案された
新鉱業ロイヤルティ法案に対して、税務問題に
関する対応は大統領のみに限られているため違
憲と表明。

✓ 現在、主に審議されているのは、政府修正案の
みであり、上院修正案の審議は中断している。

【青字】下院が提案した法案
【赤字】政府が提案した法案

下院本会議

上院本会議 5/18 投票の結果
特別委員会で審議
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（2022年5月6日下院本会議で可決）

⚫年産量（銅量）12千t以上を生産する鉱山会社を対象とし、生産鉱物価値（売上高）に対し3％
の課税に加え、LME価格に連動し以下の追加税が課せられる。

2.0～2.5US$/lb：15%

2.5～3.0US$/lb：35％

3.0～3.5US$/lb：50％

3.5～4.0US$/lb：60％

4.0～4.5US$/lb：75％

⚫年間販売量30千t未満の製錬事業者には割引措置があり。

粗銅（品位95％以上）の場合：5％減

銅アノード（品位99.4～99.6％）の場合：7％減

⚫外資法により少なくとも2023年までは追加課税されないことから、2024年以降の適用となる。

⚫当時、鉱業大臣及び政府は本法案が違憲として反対を表明

Cochilcoが算出した実行税率は82％（現行制度は40.3％）に達すると予想している。

※リチウムについては、年産量（炭酸リチウム換算）50千t以上を生産する鉱山会社を対象とし、
生産鉱物価値（売上高）に対し3％の課税。

下院本会議で可決された新鉱業ロイヤルティ法案
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（2022年1月26日上院鉱業エネルギー委員会で承認された修正案）

⚫2022年1月26日、上院鉱業エネルギー委員会において、鉱業ロイヤルティ法案の修正案について、「（1）
売上高に対する課税」と「（2）利益に対する課税」を組み合わせる方式が承認された。

（1）売上高に対する課税：Ad Valorem

➢リチウム：原案の3％

➢銅：年産量（銅量）と銅価に応じて税率が変動

年産50千t未満：免除、

年産50千t以上～200千t未満：1％、

年産200千t以上：銅価に応じて変動1～3％

【US$2.5/lb未満：1％、US$2.5～3.5/lb：2％、US$3.5/lb以上：3％】

（2）利益に対する課税：margen de explotacion minera ajustado（MEMAj）

➢ 銅価（2～6US$/lb）に応じて、営業利益率に対し2～40％の間で変動（累進課税）

上院鉱業エネルギー委員会
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（2022年7月1日政府が発表した新鉱業ロイヤルティ法案）

⚫上院鉱業エネルギー委員会承認された鉱業ロイヤルティ法案の修正案の基本的枠組みは同じで
あり、「（1）売上高に対する課税」と「（2）利益に対する課税」を組み合わせる方式を採用。

（1）売上高に対する課税：Ad Valorem

➢銅：年産量と銅価（2.0～5.0US$/lb）に応じて税率が変動

年産50千t未満：免除

年産50千t以上～200千t未満：1～2％

年産200千t以上：1～7％

（2）利益に対する課税：margen de explotacion minera ajustado（MEMAj）

➢ 銅価（2～6US$/lb）に応じて、営業利益率に対し2～36％の間で変動（累進課税）

政府の新鉱業ロイヤルティ法案

（注）下院、上院修正案、政府の新鉱業ロイヤルティ法案いずれも、営業利益
の計算に減価償却費は含めない。
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銅生産量/年
2021年5月

下院可決案 税率（％）
2022年1月

上院修正案 税率（％）
2022年7月

政府案 税率（％）

12千t未満 免除 免除 免除

12千t以上～50千t未満

3

免除 免除

50千t以上～200千t未満 1

US$2.0 / lb未満 1

US$2.0～2.5 / lb 2

US$2.5～3.0 / lb 2

US$3.0～3.5 / lb 2

US$3.5～4.0 / lb 2

US$4.0～4.5 / lb 2

US$4.5～5.0 / lb 2

US$5.0/lb以上 2

200千t以上

US$2.5 / lb未満 1
US$2.0 / lb未満 1

US$2.0～2.5 / lb 4

US$2.5～3.5 / lb 2
US$2.5～3.0 / lb 4

US$3.0～3.5 / lb 7

US$3.5 / lb以上 3

US$3.5～4.0 / lb 7

US$4.0～4.5 / lb 7

US$4.5～5.0 / lb 7

US$5.0/lb以上 7

新鉱業ロイヤルティ法案対比表
（1）売上高に対する課税
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銅価格（US$/lb）
2021年5月

下院可決案 税率（％）
2022年1月

上院修正案 税率（％）
2022年7月

政府案 税率（％）

～2.00 3.0 2.0 -

2.00～2.25 15.0 2.5 2

2.25～2.50 15.0 3.0 2～3

2.50～2.75 35.0 3.5 3～4

2.75～3.00 35.0 4.0 4～6

3.00～3.25 50.0 6.5 6～8

3.25～3.50 50.0 9.0 8～11

3.50～3.75 60.0 11.5 11～14

3.75～4.00 60.0 14.0 14～17

4.00～4.25 75.0 16.5 17～20

4.25～4.50 75.0 19.0 20～24

4.50～4.75 75.0 22.0 24～28

4.75～5.00 75.0 25.0 28～32

5.00～5.25 75.0 28.0 32～33

5.25～5.50 75.0 32.0 33～34

5.50～5.75 75.0 36.0 34～35

5.75～6.00 75.0 40.0 35～36

新鉱業ロイヤルティ法案対比表
（2）利益（営業利益率）に対する課税
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（2022年10月26日政府が発表した修正案）

⚫基本的枠組みは7月に発表した方式と同様。

（1）売上高に対する課税：Ad Valorem

➢銅：年産量（銅量）50千t以上は1％の課税

※年産量（銅量）50千t未満及び営業利益率がマイナスの場合、同課税は免除さ
れる

（2）利益に対する課税：margen de explotacion minera ajustado（MEMAj）

➢ 営業利益率（MOM：Margen Operacional Minero）に応じて8～26％の変動

MOM   0～20：税率8％

20～45：同8～12％

45～60：同12～26％

60以上：同26％

※営業利益率がマイナスの場合、同課税は免除される。また、営業利益の計算に
おいて減価償却等を差し引くことが可能となっている。

政府の新鉱業ロイヤルティ法案の修正案
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今後の見通し

鉱業委員会 財務委員会

下院本会議

鉱業エネルギー委員会

財務委員会

上院本会議

大統領

特別委員会

公布 or 拒否権

特別委員会

下院

上院

2021.3/24可決

4/26可決 5/3可決

5/6採択

5/18 投票の結果
特別委員会で審議

2022.1/26
上院修正案承認

2022.7/1
政府案発表

2022.10/26
政府修正案発表
審議予定

【青字】下院が提案した法案
【赤字】政府が提案した法案

今後の見通し

✓ 2つの法案のうち、現在政府の修正案を中
心に審議が続行される。

✓ 上院鉱業エネルギー委員会にて、鉱業関係
者から再度ヒアリングを行い、同委員会で
法案内容を審議・修正、投票を行う。

✓ 同委員会で同法案が承認された場合、財務
委員会へ送られる。

✓ 同法案が上院本会議で承認され、大統領公
布ならびに施行されれば、2024年以降か
ら適用が開始される。

下院本会議

上院本会議
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ご清聴ありがとうございました


