
ペルーの位置、面積、人口  

ペルーの位置  

ペルーは、南米大陸のほぼ赤道直下に近い、南

緯３度から南緯１８度、西経６９度から西経８１

度に囲まれた地域に位置している。首都のリマは、

南緯１２度付近に位置する。  

 

ペルーの面積  

 ペルーの国土面積は、約１２８．５万平方ｋｍ

の広さで、その内の６０％がアマゾン川流域の熱

帯雨林地帯（セルバ）、２８％がアンデス山岳地帯

（シエラ）、そして１２％が太平洋沿岸に伸びる海

岸砂漠地帯（コスタ）である。中南米では、ブラ

ジル、アルゼンチン、メキシコに次ぐ４番目の広

さを持つ国であり、日本の国土面積の約３．４倍

である。  

 

ペルーの人口  

 ペルーの人口は約３１８３万人で、内訳は先住

民（インディヘナ）が 45％、次いで混血（メステ

ィソ  ※現地ではクリオーリョと呼ばれる）が３

７％、欧州系１５％、日本や中国などの東洋系が

１％程度となっている。人口の９０％はアンデス

山脈西側の半乾燥の高地と乾燥した海岸砂漠地帯

に住んでいる。リマの首都圏の人口は約 975 万人

である（２０１７年現在）。今後は、少子化傾向に

なると予想されている。  



ペルーの人口分析   

 

グラフ１                          表 1 ペルーの人口  

① ②  ③  

人口ピラミッドからみる人口の変化  

2010 年     2015 年     2025 年    

年齢  男性  女性   年齢  男性  女性   年齢  男性  女性  

0～4 歳  -1509339  1448968   0～4 歳  -1460651  1401223   0～4 歳  -1394962  1336329  

5～9 歳  -1495997  1442151   5～9 歳  -1489659  1433085   5～9 歳  -1411603  1355328  

10～14 歳  -1486658  1440216   10～14 歳  -1483135  1431027   10～14 歳  -1436997  1381989  

15～19 歳  -1468615  1426298   15～19 歳  -1465657  1421872   15～19 歳  -1467731  1414530  

20～24 歳  -1383547  1352661   20～24 歳  -1432145  1396242   20～24 歳  -1446992  1401398  

25～29 歳  -1253777  1231938   25～29 歳  -1343154  1318192   25～29 歳  -1415309  1381330  

30～34 歳  -1171945  1155443   30～34 歳  -1214095  1197686   30～34 歳  -1377281  1351671  

35～39 歳  -1 024331  1016249   35～39 歳  -1134864  1123508   35～39 歳  -1288331  1273774  

40～44 歳  -892531  892126   40～44 歳  -990241  987389   40～44 歳  -1160723  1155078  

45～49 歳  -768430  775664   45～49 歳  -860135  865218   45～49 歳  -1079571  1080975  

50～54 歳  -623862  638405   50～54 歳  -736147  750165   50～54 歳  -931912  944332  

55～59 歳  -505214  524080   55～59 歳  -590957  614146   55～59 歳  -794914  819740  

60～64 歳  -391304  413425   60～64 歳  -469267  498435   60～64 歳  -659948  698867  

65～69 歳  -298276  325167   65～69 歳  -351637  384422   65～69 歳  -503737  554244  

70～74 歳  -224143  256783   70～74 歳  -254420  291239   70～74 歳  -369245  425870  

75～79 歳  -150917  185555   75～79 歳  -176971  217259   75～79 歳  -244755  301110  

8 0 歳以上  -120015  167903   8 0 歳以上  -152679  214721   8 0 歳以上  -227797  324020  

表２  性別人口の変化（2010、2015、2025）

国勢調査実施年  人口  

1836 年  1873736  

1876 年  2699105  

1940 年  7023111  

1961 年  10420357  

1972 年  14121564  

1981 年  17762231  

1993 年  22639443  

2005 年  27219264  

2017 年  31826018  



ペルーの自然と人々の暮らし  

 ペルーの地図を見ると、人々の生活のために利

用できる土地がたくさんあるように見受けられる。 

 昔からペルーの先住民たちは、起伏の激しい高

山の谷間に住み、高度な文化を築いてきた。しか

し、周囲は火山の噴火によりできた岩山、万年雪

に覆われた山々、硬く凍りついた土地、岩石や砂

などが大部分を占めており、人々が利用できる土

地はそれほど多くない。  

 ペルーの地形を自然条件で分類すると、コスタ

（海岸砂漠地帯）、シエラ（山岳地帯）およびセル

バ（熱帯雨林地帯）の３つの地域に分けることが

できる。  

 次に、これらの地域の自然環境とそこに住む

人々の暮らしを紹介する。  

 

コスタ（海岸砂漠地帯）  

 コスタとは太平洋岸から東側の標高約５００ｍ

の高さまでの地域を指している。コスタはペルー

最北端のトゥンベスから最南端のタクナまで南北

に細長く帯状に広がり、その大部分は砂漠である。

この地域は、暖流のエル・ニーニョ海流の影響を

受けている北部のトゥンベス、ピウラの両県を除

いて、ほとんど雨が降らないため「西海岸乾燥地

帯」とも呼ばれている。コスタの幅は地域により

異なるが、北部のピウラやランバイケの両県では

海岸からの奥行きが約２００ｋｍと最も広く、次

いでイカ県では約７０ｋｍ、リマ県やアンカッシ

ュ県あたりになると約４０ｋｍと狭くなる。コス

タにはバジェ（谷）、パンパ（平地）、タブラーソ

ス（岩石砂漠）、コントラフエルテス（アンデスの

支脈）などがあり、ペルーの総国土面積の約１１．

６％を占めている。人間が生活できるところは主

に川の流域にある谷で、プレ・インカ時代には文

化の中心となり、その後インカ帝国に引き継がれ、

現在ではリマ、トルヒーヨなどのような大都市に

なったところもある。草原地帯は、水源が確保で

きれば農耕に適し、一年を通しての栽培が可能で

あり、代表例はイカ地方である。岩石砂漠地帯や

アンデス支脈地帯は岩盤の上に砂が覆いかぶさっ

ている地形のため、農業や牧畜には適していない。

しかし、支脈が海岸まで延びているところでは、

冬に発生する霧や小雨などのため、8 月から 10 月

ごろまで草木が生育するロマス現象がみられる。

その代表的な場所として、チャンカイ谷をこえた

北側に位置するロマス・デ・ラチャイ丘陵がある。  

 

 

 

 

 

 

 

 

バジェス（谷）とパンパス（草原地帯）  

コスタ（海岸砂漠地帯）の景観  



シエラ（山岳地帯）  

シエラとは、ペルー西部のコスタから続く標高

５００ｍから、アンデス山脈の巨峰を越え、アン

デス東側斜面の標高２０００ｍから１５００ｍの

高さまでの地域をいう。この中にはペルーの最高

峰ワスカラン（標高６７６８ｍ）をはじめ５００

０ｍから６０００ｍ級の山が多数ある。シエラは

コスタと同様に南北に広がり、高さも気候も変化

に富んでいて、気温の変化も激しく、高地になれ

ばなるほど寒くなる。このことはインカ帝国の時

代からよく知られており、当時から次のように分

類され、地域の名称がつけられていた。コスタに

近い谷で最も暑い標高５００ｍから２５００ｍの

ところを「ユンガ」、それより高い標高２５００ｍ

から３５００ｍの温暖なところを「ケチュア」、標

高３５００ｍから４０００ｍの寒くなるところを

「スニ」、標高４１００ｍ以上の最も高く寒さの厳

しいところを「プーナ」と呼んでいた。  

 ユンガやケチュアの地域はシエラの中でも人口

が多く土地も肥沃なところである。河川にはアマ

ゾン川に通じるマンタロー川、ウルバンバ川、ア

プリマック川、マラニョン川、ワヤガ川や太平洋

に流れ込むサンタ川などがあるが、これらの流域

はプレ・インカの時代から重要な文明が開化して

いた。主な都市としては、クスコ、カハマルカ、

ワラス、プーノなどがある。シエラはペルー全国

土面積の２８．１％を占めているが、大部分は険

しい地形と厳しい寒さのため、住みにくい。ただ

し、アンデス山脈東側の標高２０００ｍから１５

００ｍまでの急斜面は「モンターニャ源流地域」

と呼ばれ、西斜面のケチュア地域とあまり変わら

ない温帯林地帯となっている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シエラ（山岳地帯）の景観  

アンデス高峰の景観  



セルバ（熱帯雨林地帯）  

 セルバはスペインの征服者たちによって「モン

ターニャ」と名づけられ、アンデス山脈東側斜面

の標高２０００ｍの高さから東側に面した地域を

いい、その代表的な地域はアマゾン川とその周辺

である。  

 セルバはペルー全国土面積の６０．３％を占め

ているが、気候は高温多湿、多雨である。この地

域は高度と気候により、さらに二つの地域に分け

られる。その一つは、セルバ・アルタ（またはル

パルパ）といい、もう一つはセルバ・バッハ（ま

たはオマグア）と呼ばれている。セルバ・アルタ

はアンデス山脈の標高２０００ｍから５００ｍま

での地域をいい、アンデスの支脈がそびえ立つ亜

熱帯性降雨林地帯である。この地域はボンゴスや

カニョンと呼ばれる川幅の狭い場所や渓谷があり、

特にアレキーパ地方にあるカニョン・デル・コル

カはアメリカ合衆国のグランド・キャニオンを凌

ぐ渓谷と言われている。  

 この地域は雨が多く、特に１１月から５月にか

けて降雨量が増す。その上、深い霧がかかると、

人々はこの地域に近寄ることすらできなくなる。

しかし、セルバ・アルタの谷は農業や牧畜に適し

た土質である。  

 セルバ・バッハはセルバ・アルタ東側、標高５

００ｍ以下の、一般にはジャングルと呼ばれる熱

帯雨林地帯である。この地域は高温多湿で、植物

は豊富にあるが、外部から閉ざされ、太陽光も差

し込まないような密林が延々と広がっている。こ

のセルバ・バッハは、土質は良いが野生植物の成

長も早く耕地までも覆ってしまうため、農業には

適しているとは言い難い。  

 アマゾン川及びその支流は、増水期になると川

岸の家屋まで水が氾濫する。セルバ奥部の地域は、

草木が密集し、危険な野生動物や昆虫などが無数

に棲息している。また、道があっても草木の成長

が早く、茂みで閉ざされるために居住には適して

いない。しかし、河畔にあるイキトスやプカルパ

などは人が多数居住し、立派な都市ができあがっ

ている。セルバはこのような自然環境のため、イ

ンカ帝国もセルバ・アルタの一部の地域に到達で

きたのみで、セルバ全体を支配することはできな

かった。その後、この地域はスペインの征服者た

ちにより、ペルーの他の地域と統合された。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水上に建てられた高床式の住居  

 

セルバ（熱帯雨林地帯）の景観  セルバの居住空間は河岸に限定される  



ペルーの災害  

土石流  

 ペルーの最も大きな災害要因は地震である。過

去最大の地震災害は、１９７０年５月３１日の地

震によるユンガイ市の壊滅とチンボテ市、ワラス

市の大被害で、死者・行方不明者は約６万７千人

に達した。特に人口約２万人のユンガイ市は標高

６７６８ｍのワスカラン峰からの大土石流が町を

一瞬に埋め、消滅させた。このような悲劇を繰り

返さないため、国際連合などの援助により、復興

計画と合わせ、ペルーでの防災への取り組みが本

格的に始まった。５月３１日は「ペルー防災の日」

と定められ、毎年この日には防災訓練が実施され

ている。  

 土石流とは、山腹や川底の岩石、土砂が長雨や

集中豪雨などの大量の水と一緒になって、突然津

波のように襲ってくるものをいう。ユンガイ市の

場合は、地震で山腹の湖が決壊したのが原因であ

る。  

 

地震  

 古くインカ帝国以前からのアドベと呼ばれる日

干しレンガ造りの家は、骨組みがないため倒壊し

やすく、地震の被害を大きくしている。  

 現在、都市部では、アドベ造りの建築は禁止さ

れているが、農村や山間部では、自分で家を建て

ることが普通で、いまだにほとんどの家がアドベ

造りである。住民はアドベ造りの家が地震にもろ

いことを知っているので地震を感じると、みんな

急いで家の外へ飛び出す習慣が身についている。  

 

地震発生とその被害  

 ペルーは国土の大部分が、環太平洋地震帯に属

し、世界的に有名な地震国である。最近では、１

９６２年の北部ペルー地震（マグニチュード＝Ｍ

６．８～７．０）、１９６６年のペルー海岸地震（Ｍ

７．５）、１９７０年のペルー北部海岸地震（Ｍ７．

６）、１９７４年のペルー海岸地震（Ｍ７．５）、

２００１年のペルー南部地震（Ｍ８．１）、２００

５年ペルー北部地震（Ｍ７．５）と相次いで大地

震が発生し、その都度、国の経済発展にブレーキ

がかかっている。  

 特にペルー南部地震は、２００１年６月２３日

にペルー第２の都市アレキーパの西２００ｋｍを

震源としたＭ８．１の大地震であった。（阪神・淡

路大震災はＭ７．２）１００人以上の死者、１５

００以上のけが人が出た。地震による津波の死者

も約４０人に上った。また、約５００００人の人

が家を失うことになった。「白い町」として世界遺

産に登録されたアレキーパ市内の建物、観光名所

として知られるカテドラルの尖塔も崩壊すること

となった。  

 さらに、２００７年８月１５日午後６時４０分

には、リマから約１５０ｋｍ南南西部を震源とし

たＭ８．０の大地震も起きた。ピスコ、イカが大

きな被害を受け、５００人以上の死者、１０００

人以上のけが人が出た。リマ市内でも大きな揺れ

を感じ、窓ガラスが割れたり、物が落ちたりして

地震の恐怖をリマ日本人学校の児童生徒を始め、

大勢の人が体験することとなった。その後も大き

な余震が続き、国内外からの物資の救援を受けた。 

ペルーは地震から三つの区域に分けられる。そ

の一つである第２地域 （リマを含む全国土の１／

５の面積に相当する）における１９２５年から１

９７８年にいたる５４年間の５種類の自然災害

（土石流、地滑り、洪水、雪崩、地震）の発生回

数、死者数を比較すると、発生頻度では５番目と

一番低い地震災害が、死者数及び被害額ではとも

に一番高く、全体に占める割合は  それぞれ５４．

７％、および６２．８％にも達している。地震に

よる被害の多くは、アドベ  造り、キンチャ造り（木

骨土塗造り）の建物の倒壊に伴うものである。  

地震発生後のピスコ市  



３つの地域（セルバ、コスタ、シエラ）の気候  

３つの地域の気温、降水量、湿度 

 イキトスはアマゾン川流域に位置するセルバ

（熱帯雨林地帯）の代表的な都市である。クスコ

は、かつてのインカ帝国の首都であり、シエラ（ア

ンデス山岳地帯）の標高３４００ｍに位置する都

市である。リマは太平洋岸に面し、コスタ（海岸

砂漠地帯）のオアシスにできたペルー第一の大都

会である。  

海岸地帯に雨が降らない理由 

Ａ．ペルー海流と海岸地帯の乾燥気候  

 ペルーの海は、その海水が冷たいことが特徴で

ある。これは、ペルー海流（フンボルト海流）の

湧昇現象（５０ｍ～１００ｍの深度の冷たい海水

が海面近くに上昇してくること）によるものであ

る。この冷たい海水によりペルーの海岸地帯の高

度８５０ｍまでの空気が冷却される。  

 雨は水蒸気を含んだ空気が上昇するのにしたが

って膨張し、気温が下がって水滴や氷ができる。

３都市の月平均気温（℃）
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（SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA DEL PERU  

http://worldweather.wmo.int/029/c00108.htm）から  

 



これらの粒が上昇する空気の力で支えきれなくな

り落ちてくるのだが、上空約９００ｍの空気が２

３～２４度の高温のため、上昇気流が起こらず、

積乱雲（入道雲）などの雨雲ができない。そのた

め、海岸地帯の空気は安定し、あまり動かず、こ

の空気が持っている大量の水蒸気は高度約８５０

ｍの低空にとどまり、霧や小雨になるだけである。 

 

Ｂ．アンデス山脈と海岸地帯の乾燥  

 アンデス山脈は、アマゾン地域から偏東風によ

って運ばれてくる水蒸気をたくさん含んだ空気が、

その高さのために越えることのできない壁となっ

ている。偏東風はアマゾン地方からアンデス山脈

の方向に向かって大量の水蒸気を含んだ空気を押

し出してくる。この水蒸気を含んだ空気は、高地

セルバまたはパルバと呼ばれる地帯の上空で凝縮

し、濃い雲をつくる。したがって、高地セルバに

は常に雲があるだけではなく、ペルーで最も雨の

多い地域となっている。ここで水蒸気を失った偏

東風は、アンデス山脈を越えて、西に向かって吹

くが、乾燥した空気のため、海岸地帯に雨を降ら

すことはない。  

Ｃ．南太平洋高気圧  

 南太平洋の高気圧は、冷たい空気の塊で、南太

平洋の海域を時計の針と反対の方向へ渦巻きのよ

うに回っている。この冷たい空気は、ペルーの海

岸に近づき、空気をいっそう冷却する役割を果た

している。大気中の水蒸気を凝縮し、濃く厚い層

雲を形成するのが、海岸地帯の空に毎日見える。

このようにして形成されて層雲は、太陽光を反射

するため、太陽光線が地上に届くことを妨げ、そ

の結果温度を引き下げることになる。雲の天井の

存在によって起こされる大気温度の逆転のため、

海岸地帯の空気は安定したものになるが、このよ

うな状態では、空気の塊は上昇せず、水蒸気は低

いところに留まるので、雨が降らないのである。  

 

 

 

 

 

 

 

 



砂漠化防止の救世主となるか「アルガロボ」  

 ペルー最北部トゥンベス県からランバイケ県に

至る海岸地帯は、年間降雨量が１００ミリ以下の

厳しい乾燥地帯である。ユーカリも育たないよう

な条件下にマメ科のアルガロボ（プロソピス・パ

リダ）の自然林１８０万ヘクタールが広がってい

る。有名なシパンのピラミッド付近には天然記念

物に指定された樹齢１千年のアルガロボが自生し、

今でも毎年実をつけている。とはいえ、降水量が

少ないだけに乱伐をしたら、復元は困難であり、

貴重な生物の多様性が失われる危機感から、近年

ペルー政府はアルガロボを保護、植林する活動を

推進している。アルガロボは地下８０ｍから吸水

できるといわれ、驚異的な深根、耐乾性を有する

ほか、経済的な価値も極めて高い。樹齢１千年と

いっても樹高は２０ｍ以下で、とげのある小枝に

小葉が密生し、１１月～１２月にかけて小さな黄

色の花が枝先に咲く。アルガロボの自然林の住民

３万５千家族は、花から蜂蜜、枝葉と種子は牛や

ヤギなどの飼料、種子からはペルー特産のカクテ

ル飲料アルガロビナを製造して生計を立てている。 

 アルガロボの材質は極めて固く、褐色で、良質

の薪、木炭、建築材としても天下一品といわれて

いる。そのため、以前からアルガロボの乱伐の懸

念が高まっていた。  

 この乾燥林と共生するのは人間と家畜と蜜蜂だ

けではなく、多種類の野鳥も棲息している。特に

パヴァ・アリブランカという鳥は、体重２ｋｇ以

上にもなり、七面鳥とキジとの合いの子の特徴を

持っている。羽根は虹色の光沢と黒緑色で、翼端

は白色、その飛翔する姿は幻想的な美しさといわ

れているが、通常は地上生活で小枝の間の短距離

飛行しかできない。この野鳥も密猟などにより絶

滅の危機に瀕しているが、今日ではペルーの自然

保護活動のシンボルとなっている。  

 近年、地球環境、とりわけ砂漠化の問題が重大

となり、ペルー国内外でアルガロボへの関心と期

待が急速に高まっている。国連主導の国際砂漠化

防止協定にペルー政府はいち早く署名し、１９９

３年にはアルガロボ乱伐禁止令を布告した。それ

以来、農業省、地方自治体、国家警察が連携して

防犯、監視に努めている。  

 さらにペルー政府は、オランダからの資金協力

を得て、アルガロボ自然林の保護、植林とその適

正利用により、野生生物と住民と家畜の持続的共

生関係を維持しつつ、住民の生活改善を探究する

プロジェクトを実施している。  

 やがては、ペルーのアルガロボが世界各地の砂

漠緑化の主役として、脚光を浴びるときが来るも

のと期待されている。  

パヴァ・アリブランカ  

 

 

アルガロボ（プロソピス・パリダ）の自然林     アルガロボの花と実  

        


