
第７章 観光  

ペルーの観光産業は、ペルー経済の重要な位置

を占め、外貨獲得の主要収入源となっている。  

外国からの観光客も、この 10 年で著しく増加

している。 2006 年には約 163 万人であったが、

2016 年には約 311 万人となり、2 倍近くに増えて

いる。  

地域別の観客数は、以下のようになっている。

北アメリカ州  6868627 人（ 22.1％）  

南アメリカ州  1737948 人（ 55.9％）  

ヨーロッパ州  518221 人（ 16.7％）  

アジア州    118433 人（ 3.8％）  

アフリカ州   4275 人（ 0.1％）  

オセアニア州  43372 人（ 1.4％）  

 60％近くは、南アメリカ州であり、次いで北ア

メリカ州からの観光客が多い。  

 アジア州では、中華人民共和国からの観光客が

2 万人弱となり、最も多くなっている。  

 

ペルーの主要観光地 

 ペルーの主要観光地は、空の玄関リマ、インカ

帝国の旧都クスコ、新世界の七不思議に選ばれた

マチュピチュ、アンデス高原のティティカカ湖、

植民地時代の面影を多くとどめるアレキーパ、謎

の地上絵で有名なナスカ、アマゾンのジャングル

の中の都市イキトス等である。ペルー国内には、        

マチュピチュ遺跡  

 

さらに数多くの魅力ある観光地が存在するが、滞

在日数の制限がある一般旅行者にとっては上記が

中心となっている。                               

 

ペルー観光の魅力 

 すでに、1553 年に年代記作者ペドロ･シェサ･

デ･レオンはスペイン国王フェリッペ 2 世に、｢ペ

ルーの偉大さについて、ペンを綴る時期が到来し

た｣との言葉を贈っている。インカ帝国末期に驚異

の目で見られていた風光明媚なペルーは、21 世紀

を迎える現在もなお燦然と輝いている。野生の動

植物の宝庫、アマゾンのジャングル地帯、白雪の

アンデス連峰、清澄な湖、深い峡谷、太平洋沿岸

の景観。大自然と調和しながら生き続けてきたア

マゾンの人々、独特の民族衣装をまとったアンデ

スの人々が長い時間を経て、今日に伝える祭祀、

絵画、音楽、舞踊とその魅力は尽きることがない。

朝もやのマチユピチュ遺跡に流れるフォルクロー

レのメロディーは実に幻想的で、カミノ･インカは

アンデスの山々を越え、海岸砂漠を抜けて、太平

洋の波涛に達する。今日では、こうした自然の中

で､登山、カヌー、サーフィンなどを楽しむ若者の

姿を多く見かけるようになった。  

 海岸、砂漠、密林、山岳高地と、これほど多様

な景観と偉容を持つ国はペルー以外にはないだろ

う。インカの旗に象徴される七色の虹は、天と地

を結び、更に古代と現代を結びつけている。  

 

 

 

 

旧都クスコ  

 

 

 

 

 

 

ティティカカ湖  

 



アンディニズム 

｢アンデスを語ることは、ペルーを語ることであ

る｣と言われている。万年雪の冠を戴くアンデスの

山々の登山、スキー、ハイキングは魅力の尽きな

い雄大なスポーツである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

トレッキング 

謎のインカ帝国、ペルーは旅人に思いがけない

体験をさせてくれる。インカ時代の飛脚｢チャス

キ｣が走った当時と変わらぬインカ王道をたどり、

素晴らしい景観の中でスポーツ･トレッキングと

タイム･トラベルの両方を楽しめる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

リバー・ラフティング 

ゴム・ボートによる激流下りはエキサイティン

グなスポーツで、自然条件に恵まれたペルーの川

が A.R.T.A, ( AMERICAN RIVER 

TOURING ASSOCIATION）によって、リバー・

ラフティングのルートとして開発されている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フィッシングと  

スキューバ・ダイビング 

ペルーの太平洋沿岸では、北からの暖流と、南

からの冷たいフンボルト海流が合流するため、プ

ランクトンが豊富で、魚類の宝庫としてフィッシ

ングやダイビングが楽しめる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

サーフィンと水上スキー 

太平洋に面して 2500Km も続く海岸。その美しい

黄金の砂に押し寄せる青銅色の波は、サーフィン

に最適の理想的な波といわれている。また、各地

の湾や岬では水上スキーも楽しめる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エコツアー 

自然を観察したり、研究したりすることは旅の

魅力の一つである。インカ帝国の地ペルーは、ま

ったく異なった特徴を待つ、コスタ、シェラ、セ

ルバの三つの地形により、世界で最も豊富な動植

物に恵まれ、自然観察の旅にとって理想的なパラ

ダイスといえる。  

 

 



ジャングルツアー 

南米大陸を南北に貫くアンデス山脈。この東側

には高温多湿の熱帯雨林地帯、セルバが広がって

いる。今なお手つかずの自然が残る、世界の秘境

のひとつ。ジャングルの自然と動植物の中で悠久

の時間がすぎてゆく。  

代表的な場所としては、イキトス、プエルトマ

ルドナード、プカルパ、マヌー国立公園等がある。  

 

 

 

 

 

イキトス  

 

温泉 

インカ帝国時代の人々が浴びた温泉は、現在も

楽しむことができる。ペルー各地、特に海抜 2000

から 3000m の場所には、無数の温泉が湧き出てい

る。  

 

 

 

 

 

 

カハマルカの温泉  

 

遺跡と考古学 

ペルーは考古学者にとって、この上ない魅力の

ある土地で、先人の残した遺品や遺跡などから、

その偉大さに直接に触れ、歴史の舞台に立つこと

ができる。  

遺跡には、さまざまなものがある。有名なもの

としては、次のようなものが上げられる。  

パチャカマ遺跡（リマ市街地から３０分）  

ナスカ、パルパの地上絵  

カラル遺跡（リマから北へ約２００ｋｍ）  

チャビン・デ・ワンタル遺跡（ワラス）  

サクサイワマンの要塞（クスコ）  

チャンチャン遺跡（トゥルヒーヨ）  

シパン遺跡（チクラーヨ周辺）  

マチュ・ピチュ遺跡  

シュスタニ遺跡（プーノ近郊）  

クントゥル・ワシ遺跡（カハマルカ）  

 

チャンチャン  

遺跡  

 

 

シュスタニ遺跡  

 

 

カラル遺跡  

 

 

 

 

 

 

ナスカの地上絵（ハチドリ）  

 

ミステリーツアー 

宇宙からの強力な磁力は、大自然の威力と結合

し、これが民衆の信仰に合体されるという独特な

宗教が誕生し、後に大インカ帝国の基盤を築いた。 

16 世紀には、タ

キ ･オンコイと

いう予言者が出

現した。その後、

キリスト教の布

教とともに目立

たなかったが、

最近になり再び

脚光を浴び、世

界中から多くの

巡礼者が聖地を

訪れている。  



首都リマの歴史的建造物  

アルマス広場 

(PLAZA DE ARMAS) 

 1535 年 1 月 18 日、リマ市建設の中心地となっ

たのが､アルマス広場で､ここには国の基準点が設

置されている。広場を囲み、政庁､市庁、中央寺院､

大司教邸など､コロニアル (植民地 )時代の都市の

主要な公共施設がある。  1651 年に建設された広

場の中央にあるブロンズ製の噴水は、副王朝時代

のすばらしい彫刻作品の一つである。噴水は口か

ら水が流れ落ちる 8 組のライオンとドラゴンで装

飾され､台座の部分にはカステーリャ王国とリマ

市の紋章が飾られている。副王朝時代には宗教裁

判所の処刑場にもなり、時には祭りや宗教行事の

行列、また闘牛なども行なわれた。          

 

サン・マルティン広場 

(PLAZA SAN MARTIN) 

 ペルー独立 100周年を記念して 1921年に完成し

た。広場の中央にはスペインのカタルーニャ地方

出身の彫刻家マリアノ･ベンジウレ作による、台座

にスペイン大理石を使った解放者ホセ･デ･サン･

マルティン将軍の銅像が建っている。広場周辺の

建築群は 1920 年代の都市デザインだが､すべてが

統一されているので ､植民地時代の雰囲気をよ      

く伝えている。また、この広場に面した一角には

1924 年に完成したボリーバル・ホテルがある。  

 

大統領官邸 

(PALACIO DE GOBIERNO) 

 アルマス広場は伝統的に政治の中心で､当地を

治めていた最後のインディオの長､タウリ･チュス

コの館跡と思われる。その後､征服者フランシス

コ･ピサロの政庁が建設された。 1938 年に完成し

た現在の官邸は､歴史的な折衷様式を用いている。

内部は豪華な空間をかもし､ベルサイユ風の装飾

がほどこされた黄金の間、木彫に覆われたトゥパ

ック・アマルの間、大食堂等があり、ヨーロッパ

や植民地時代と共和国時代の美術的価値の高い絵

画が飾られている。  

 

 

市庁舎 

(PALACIO MUNICIPAL) 

 16 世紀以来の市庁舎と同じ敷地にあるが､現在

の建物は 1943 年から翌年にかけて全体が建て直

された。正面にはネオ･コロニアル調の大きな二つ

のバルコニーがあり、２階にはロシア風のギャラ

リーが広がっている。市庁舎の内部はヨーロッパ

風の調和のとれた装飾が施されている。楽団用の

ステージを持つベルサイユ風の大ホールは舞踏会

場としても使われ､イグナシオ･メリノの最も有名

な絵画も飾られている。会議室にはフランシスコ･

ピサロの肖像画が掛けられており、市議会場とし

ても使われている。  



市立劇場 

(TEATRO MUNICIPAL) 

 オリンポ劇場に代わり、1920 年にフォレロ劇場

の名称で建造され、後にリマ市が購入し、修復の

上、新たに市立劇場として開場された。古典様式

の建築はルイ 16 世時代のスタイルが取り入れら

れ、桂や大理石の階段が美しい。二層に設置され

ているパルコ席は、リラの花にかたどられている。

内装は浮き彫りの彫刻に金箔が張られ、黄金の間

と呼ばれる部屋にはアンティーク家具が置かれ、

ペルー人の著名画家の描いた作品が飾られている。 

1991 年に国連によって世界遺産に指定されたが、

残念ながら 1998 年 8 月 2 日の火災で天井ドームや

書庫などかなりの部分が焼失した。  

 

セグーラ劇場 

(TEATRO SEGURA) 

 建築家エンリーケ･ラチニの設計により、共和国

初期のプリンシパル劇場 (TEATRO PRINCIPAL)に代

わって建設され、 1909 年に 18 世紀ヨーロッパの

劇場をモデルに市立劇場として開場された。 1929

年にマヌエル･アセンシオ･セグーラ劇場と名称変

更され現在に至っている。内装はロココ様式で、

全体が大理石と金色で統一されている。劇場内に

は過去、ここでの演奏者の楽器、写真、記録など

を収集した興味深い博物館もある。  

 

リマ大司教座聖堂＝中央寺院 

(CATEDORAL DE LIMA) 

 リマ最大の寺院で、征服時代以前のインカの遺

跡の上に建設されたといわれている。スペイン西

南の地方、エストレマドゥーラ出身のフランシス

コ･ペセラによる設計はルネッサンス風ハエン中

央寺院の影響を受けている。  

寺院は大きく三つの部分に分かれ、左右には 14

の礼拝堂があり、7 ケ所の出入口がある。祭壇に

祭られている聖像の中でも、17 世紀頃のアセンシ

オ･デ･サラス作の聖コンセプシオン像 (無原罪の

聖母)、マルティーネス･モンタニェス作の聖ファ

ン･バウティスタ像 (洗者ヨハネ )は特筆すべきも

のである。  

この他にも聖歌隊室の木像彫刻は、カタルーニ

ャ出身のペドロ･デ･ノゲラ作のクラシック調の聖

人像をはじめ、教会･修道会の創立者の像は注目に

値する。また、寺院内の宗教美術博物館には、何

世紀にもわたって収集された美術作品の一部が展

示されている。展示作品には、宗教上の聖具や祭

具もあり、絵画では 17 世紀から 18 世紀のクスコ

派、アヤクーチョ派、リマ派の作品、バサ工房に

よる星座シリーズなどのヨーロッパの作品もある。

なお、寺院内には 1541 年 6 月 26 日に死去したフ

ランシスコ･ピサロの遺体が安置されている。  

 

 



サント・ドミンゴ寺院と修道院 

(IGLESIA Y CONVENTO DE SANTO 

DOMINGO) 

 リマで最古の  

修道院がサン

ト･ドミンゴ寺

院で、一部は 16

世紀に完成され、

教会内部はネ

オ･クラシック

期に完全に修復

された。  17 世

紀に建造の教会

聖歌隊室には、

イタリアバロッ

ク彫刻の巨匠メルチオレ･カフェによるドミニコ

派神父像やサンタ･ロサ像などのすばらしい彫刻

がある。祭壇にはペルーに在住したドミニコ会修

道士、聖人サン･マルティン･デ･ポーラスとサン･

ファン･マシアスが祭られている。  

 寺院はリマ副王朝建築でも特筆すべきもので、

外側にはロココ風の塔を持ち、ファマ天使像の彫

刻が施されている。修道院は 2 階建てで、17 世紀

初期のセビリア産タイルで装飾され、マテオ･ペレ

スメデ･アレシオとフランシスコ･パチェコ作のド

ミンゴ修道会創立時の聖人たちの生涯を描いた絵

画が飾られている。また、修道院図書室もすばら

しく、1580 年代に建設された会議室や客間の木彫

もみごとである。地下納骨堂には聖人サン･マルテ

ィン･デ･ポーラスとサンタ･ロサ･デ･リマが安置

され、多くの人の巡礼の場となっている。  

 

 

サン・フランシスコ寺院と修道院

(IGLESIA Y CONVENTO DE  

SAN FRANCISCO) 

 教会とフランシスコ会修道院及び隣接したソレ

ダードとミラグロ礼拝堂は中南米で最も重要な建

築物の一つである。石造建築の寺院正面のデザイ

ンは、ポルトガル人の建築家コンスタンチノ・デ･

バスコンセロによるもので、1674 年の作といわれ

ている。石壁や彫刻には、リマ出身の石細工師マ

ヌエル･デ･エスコバルも参加している。エスコバ

ルは、リマのバロック建築の代表作といわれるサ

ン･ルイス司教館も手がけている。教会正面には、

リマ風の二つの塔があり、建物は円天井の吹き抜

けを持つ三つの部分から構成され、全体が石膏で

おおわれている。  

 中央の祭壇はネオ・クラシック風で、マティア

ス･マエストロのデザインによる。その他、ロココ

風の珍しい作品として、ヌエストラ･セニョーラ・

デ･ラ･ルスなどがある。修道院の門衛所前には、

イタリア人面家アンジェリーノ･メドロ作による

3 枚続きの｢キリスト受難｣の絵があり、中心回廊

の壁には、聖フランシスコの生涯を描いた壁面が

あるが、この壁面の下により古い時代の壁面が発

見されている。会議室及び宗数美術博物館もすば

らしく、絵画、家具、金銀製の祭具などもある。

フランシスコ派絵画館にはスルバラン作の使徒を

描いた絵画やルーベンス工房作を思わせる｢キリ

スト受難｣を描いた連作もある。  

 1625 年に建設された回教風の円天井の下の階

段を昇ると、すばらしい図書館や 1674 年に建設さ

れた聖歌隊室に続く。地下にはカタコンベ (地下墳

墓)があり、聖職者だけでなく、植民地時代の名士

たちが多数埋葬され、かつては、このカタコンベ

から地下通路でリマ市内のいたる所に通じていた

という。  

 

 

 



サンタ・ロサ・デ・リマ寺院と記念館

(IGLESIA Y CASA DE  

SANTA ROSA DE LIMA) 

 教会は、サンタ･ロサ･デ･リマ (リマの聖女ロサ )

の生家に隣接し、1728 年に建設された。記念館に

はゆかりの部屋、パティオ (中庭)、バラ園があり、

ロサ白身が 28 歳の時に自ら建てた祈祷室もある。

パティオには有名な｢望みの井戸｣があり、ロサは

ここに苦行帯の鍵を投げ入れたといわれている。  

 

サン・マルセロ寺院 

(IGLESIA DE SAN MARCELO) 

 1551 年から 1557 年にかけて、初期のアグステ

ィン派教会の跡地に建てられ、その後、バロック

様式に再建された。玄関を中心にロココ装飾が施

されたが、破損がひどく、現在はセメント造りの

ソロモン調の柱 (柱幹がねじれた柱 )でおおってあ

る。内部はチェリゲーラ様式とロココ様式の祭壇

があり、黄金色に塗られた聖檀から両様式の移り

変わりの様子がわかる。展示絵画にはクリストバ

ール･ロサノが描いた｢聖母の戴冠｣、聖フランシス

コ･ハビエルの生涯を描いたセビリア人画家マテ

ィーアス･デ･アルテアガの連作がある。  

 

サンタ・クララ教会 

(IGLESIA Y MONASTERIO DE  

SANTA CLARA) 

 聖トリビオ･デ・モグロベホ大司教により設立さ

れた修道院で、修道女たちに守られた納骨堂があ

る。 1920 年代に教会はペヘレイ通りの拡張工事

によって、規模の縮小と改築を余儀なくされた。

部分的に保存状況は良くないが、修道院内の広場

や通路は美しい。祭壇の中では｢ブルゴスのキリス

ト祭壇｣が最もすばらしく、新古典様式の回廊はリ

マ随一といわれるコリント様式の巨大な柱に囲ま

れている。  

 

サン・ペドロ寺院と修道院 

(IGLESIA Y CONVENTO DE  

SAN PEDRO) 

 初代の寺院はイエズス会により 1638 年に建設

され、サン･パブロ･コレヒオ教会と呼ばれた。現

在の寺院は、同じ敷地に 3 度目に再建された建物

である。デザイン的にはローマの｢ゲス｣をモデル

に、中心部が広く伸び、両端に礼拝堂が建てられ

ている。内部はリマで最も華麗と言われるバロッ

ク様式彫刻の祭壇が保存されており、正面の質素

さと対照的である。  



宗教裁判所    

(LA INQUISICIÓN) 

 リマ市内で見られるアラブ風建築の中でも、最

も美しいといわれている建物は、植民地時代に宗

教裁判所として異端者の裁判が行なわれていた。

建物の中には｢秘密の戸｣といわれる小窓があり、

裁判の時にここから証人に覗かせ、証言を得てい

たという。また、修復時に地下通路が発見され、

奥には牢獄や拷問部屋と思われる場所が見つかっ

た。 1569 年から 1820 年までの植民地時代に、異

教徒や異端者に対して拷問が行なわれており、現

在は当時の様子が再現され、一般公開されている。 

 

 

ベルケメイヤー闘牛博物館 

(MUSEO TAURINO BECKERMEYER) 

 17 世紀中頃の建築といわれているが、1959 年に

博物館として修復された。展示品は、闘牛に関す

る油絵、水彩画、版画、銅版画、歴代の闘牛士の

衣装などで、また、ペルーとスペイン語圈各国で

開催された闘牛のポスターのコレクションもある。 

 

 

サン・マルティン・デ・ポーラス邸 

(CASA DE SAN MARTIN DE PORRAS) 

 リマ出身の聖人、サン･マルティン･デ･ポーラス

の生家で、２階建ての館は 19 世紀に修復された。

建物は典型的なネオ･クラシック様式で、石畳のパ

ティオを持つ伝統的なリマ風の様相も随所に見ら

れる。現在は、２階に礼拝所が設けられ、館の歴

史的な重要性とともに、聖人に対する崇拝の深さ

も併せ持っている。  

ミゲル・グラウ堤督記念館 

(CASA MUSEO DEL  

ALMIRANTE MIGUEL GRAU) 

 アンガモス海戦の英雄、ミゲル･グラウ･セミナ

リオが住んでいた 18 世紀建造の邸宅で、海の騎士

と呼ばれたグラウが住んでいた当時の様子を再現

するため、海軍省が修復した。記念館には、生活

用品や身の回りの品など数々の遺品が展示され、

提督の質素で、飾らぬ人柄が偲ばれる。  

 

 

アリカの丘戦士博物館 

(MUSEO DE LOS  COMBATIENTES DEL 

MORRO DE ARICA) 

 アリカの戦いの英雄として知られる、フランシ

スコ･ボロネグシの生家。 18 世紀に建てられた邸

宅は 1962 年に国の文化財に指定され、 1974 年か

ら博物館として公開されている。常設の展示室は

9 室からなり、アリカの戦いの英雄たちの名前が

付けられ、当時の装備、絵画、記録などが展示さ

れている。  

 

 



ペルーの観光地図  


