
貿易  

 ペルーの貿易の特徴は、多くの発展途上国に見

られるように、鉱産物、農産物、水産物などの伝

統産品が輸出の７～８割を占め、輸入は消費財、

原材料、資本財のあらゆる分野にわたっている点

である。90 年代に入ってから経済の自由化政策が

とられたため輸入品が容易に入手できるようにな

り、それまでの国産品保護政策に守られていた一

部の国内産業は競争力を失って大きな打撃を受け

た。政府は輸出促進委員会（PROMPEX）を創設

して、非伝統産品と称する新しい輸出商品の振興

に力を入れると同時に、官民を挙げて国際競争力

の強化に取り組んできた。  

 

輸出  

2000 年代の輸出推移を見ると、06 年 237 億ドル

と、右肩上がりに成長を続けていた。 16 年まで

1.5 倍近い成長を遂げている。  

16 年の輸入商品別内訳では、銅（ 28％）、金

（18％）、亜鉛（4％）、石油派生製品（4.5％）、魚

粉（2.7％）などの伝統産品が主要品目である。  

非伝統産品は、繊維製品（3.2％）、野菜（3.1％）、  

果実（5.8％）、水産品（2.5％）などである。  

2006 年以降、外国資本による伝統産品の輸出の  

伸びは著しく伸びた。 2014 年から 2016 年までの

三年間の動きについていえば、 330 億ドルをこえ

ている。  

 

 

輸入         

90 年代に、経済の自由化が促進され、輸入も

増加を続けた。2006 年には 148 億ドルをこえた。

この 10 年の間に約２倍程度に拡大した。 2016

年には 360 億ドルとなり、 2.4 倍程度に拡大し

た。  

工業用原材料が全体の 28％、機械設備などの

資本財が 21％、家電、家庭用品などの消費財が

23％となっている。  

輸入は、一般的に各産業の生産動向、景気の

好・不調、輸入税率改正といった制度変更に左

右されやすい。  

 

 

 

（参考資料：JETERO のデータによる）  



対日貿易 

 日本からペルーへの輸出は自動車、機械類など

の工業製品が多くを占める一方、ペルーの対日輸

出は鉱産物などの伝統的一次産品が中心であり、

両国間の輸出入構成は長年の間基本的に変わって

いない。しかし近年は、両国の政府機関や民間企

業側の努力のおかげで、ペルーの繊維製品や農水

産加工品など新しい輸出商品が徐々に日本市場に

浸透しつつある。  

 
 

ペルーへの輸出 

日本からの輸出は、80 年代まではペルー側の輸

入政策や経済動向によって大きく変動してきた。

その後 90 年代は、ペルーの自由化政策とともに

年々拡大して、 90 年代後半は 30 億ドル台に達し

た。  

2006 年に入り、38 億ドルとなった。 2014 年か

ら 2016 年まで 100 億ドルをこえている。  

内訳は、自動車及び同部品（55％）、機械類及び

同部品（ 21％）、化学品（ 9.4％）などとなってい

る。また、播種用の種、さめ、いか、さば、いわ

しなども日本から輸出されている。  

 

 

ペルーからの輸入 

日本への輸入は、90 年代から増え始め、90 年代

半ばには 50 億ドルをこえた。 2006 年には 130 億

ドル以上になった。近年では、2014 年 158 億ドル

が最も高く、その後 2015 年、2016 年には 110 億

ドルから 120 億ドルあたりを推移している。  

輸入品は、銅（ 60％）が半分以上を占め、その

あと亜鉛（7.8％）、鉛（6.8％）、原油・同派生製

品（4.8％）、水産品（ 4％）、魚粉（ 3％）などとな

っている。  

また、いか調整品、冷凍果実（パパイヤなど）、

冷凍野菜（スイートコーンなど）が日本へ輸出さ

れている。  

 

（参考資料：JETRO） 



水産業  

漁業はペルーの伝統産業で、海岸地帯（コス

タ）の住民は古代から漁業に従事していた。考

古学的な出土品の中から漁具、貝殻、蟹の甲羅

などが発見され、魚のモチーフが描かれた土器

も多数出土している。ペルーの沿岸漁業は、工

業用のアンチョビー漁業の大型船とは対照的に、

トトラと呼ばれる葦舟、チャラナスと呼ばれる

小舟、帆船や小型エンジン付のランチが使われ

ている。古代より、アンチョビー（片口イワシ）

は海岸地帯の農業用肥料として用いられ、高収

穫を上げていた。インカの時代には、チャスキ

と呼ばれる飛脚によって、魚を山岳地帯のクス

コまで約２日半で運んでいたともいわれている。 

ペルーの漁業は、直接食用として消費される

漁業と魚粉等の工業用原料としての漁業に分類

される。  

順位  国名  水産物漁獲量  単位：トン  

1 中国  79389445 

2 
インド 

ネシア 
22214661 

3 インド 10100057 

4 ベトナム 6207514 

5 
アメリカ合

衆国  
5471416 

6 ペルー 4929850 

7 日本  4656708 

8 ロシア 4617068 

9 フィリピン  4503102 

10 ノルウェー 3821979 

世界の水産物の漁獲量・生産量（2015 年）  

（Global Note のデータを改変）  

直接消費用漁業  

直接食用として消費される魚を獲る漁業で、

小型漁船による小規模な操業に依存し、保存設

備や流通制度に問題も多く、消費拡大のネック

となっている。  

 

工業原料用漁業  

工業原料用漁業は、加工用漁業と呼ばれ、主

としてアンチョビーが魚粉、魚油、魚缶詰、冷

凍魚、干魚の工業生産用の原料となっている。  

魚粉はアンチョビーを煮沸、粉砕、乾燥して

製造され、高蛋白質で、畜産及び養魚用の飼料

として使われる。魚油は魚粉の副産物で、石鹸、

ペンキ、ニス、マーガリンの原料となる。  

 

ペルー沿岸に魚が多い理由  

１．  熱帯地方に位置しているにもかかわらず、フ

ンボルト海流の水温は低く、海水は無機物を

豊富に含み、プランクトンの栄養となる。  

２．  プランクトンが豊富である。植物プランクト

ンは、海中から海水の上昇により海面に押し

上げられる無機物、有機物から栄養を取り、

太陽光により有機物に転換される。植物プラ

ンクトンは動物プランクトンの餌となる。  

３．  大陸棚が広い。特に中央海岸部では浅く、広

い。大陸棚の全域に太陽光が当たり、植物プ

ランクトンの光合成が盛んとなる。  

４．  温度差がある海流、海水が合流するので魚種

が豊富である。  

 

エル・ニーニョ現象  

 南米ペルー沖の東部熱帯太平洋域の海水温度が

数年に一度上昇する現象で、半年から一年程度続

く。エル・ニーニョとはスペイン語で神の子を意

味し、クリスマス頃に発生することから名付けら

れた。  

エル・ニーニョ現象の発生は大気の流れを変え、

異常気象を引き起こす。ペルー沿岸の海水温度が

上昇し、植物、動物プランクトンが死滅し、アン

チョビーが沿岸から姿を消す。グアノ（リン鉱石）

を生成する海鳥がエサ不足で死滅すると、肥料の

グアノの生産が減少し、農業生産に悪影響をもた

らす。グアノは沿岸の各所に海鳥の糞が堆積した

もので、リン酸肥料となる。さらに、大気が不安

定となり、通常は降雨のない海岸砂漠地帯に集中

豪雨を降らせ、農業に莫大な被害をもたらす。  

反対に沿岸水域の海水温度が低くなる現象を

「ラ・ニーニャ」（女の子の意味）という。  

 

 



鉱業  

 ペルーは先スペイン期から、金、銀、銅の鉱産

資源を利用してきた。これらの長い伝統の上に、

ペルー鉱業は最大の伝統産業としての地位を占め

ている。  

産出品は、銅、鉛、亜鉛、金、銀、錫、モリブ

デン、タングステンと多種類にわたる非鉄金属を

含む鉱産資源がある。  

 

ペルーの鉱業の重要性  

１．最大の外貨収入源  

 2016 年の鉱産物の輸出額は約 210 億ドルで、

輸出総額に占める比率は 58％を占める。  

２．雇用  

 ペルーの全労働人口（15796900 人）の約 1.2％

にあたる約 18 万人が鉱業および関連会社の労働

に従事している。  

      

 鉱物名  生産量  
生産量  

世界順位  

銅  2300（千ｔ）  2 位  

亜鉛  1300(千ｔ）  2 位  

鉛  310(千 t）  4 位  

銀  4100（ｔ）  2 位  

錫  18(千ｔ）  6 位  

金  150（ｔ）  6 位  

モリブデ

ン 
20(千ｔ）  4 位  

原油  
11.3（万バレル/

日）  
30 位  

天然ガス 125（億リューベ）  30 位  

 

３．地域開発への貢献  

 電力供給のための水力発電所、道路、鉄道、住

宅、市場、学校、病院の社会基盤の整備を通じて

地域開発に寄与している。  

４．  関連産業への貢献  

 選鉱所、溶鉱所、精錬所、商業、運輸、通信等

の関連産業の拡大をもたらす。  

 

エネルギーの資源  

 ペルーのセルバ地帯は石油と天然ガスの炭化

水素資源の宝庫である。採掘は、外国企業にも開

放されており、外国企業は資本と技術を持ち込み、

積極的に採掘、開発を行っている。  

 トロンペテロス、カピロス、パバヤク、コリエ

ンテス、プレタニャ等セルバで採掘された原油は、

北部ペルー・パイプラインを経由して海岸部のピ

ウラのバヨバルに輸送される。海岸地帯の油田、

タララ、ラブレア、バリャーナス、コンセシオス、

リマと大陸棚の油田の原油と合わせ、カヤオの

ラ・パンピーニャ精油所、リマのコンチャン精油

所などで精製される。セルバ地帯のイキトス、プ

カルパにも精油所があり、この地方の需要を満た

している。また、タララの精油所には、石油化学

関連産業として、肥料工場、黒鉛工場、溶剤工場

などが活動している。原油の生産量は、2015 年は

一日 11.3 万バレルの生産であった。  

 天然ガスは、アマゾン川上流のウカヤリ地区に

世界最大級の埋蔵量のガス田が確認されている。

発電に利用されたり、都市部に供給されたりする

と共に、アンデス越えのガス・パイプラインの計

画も検討されている。  

 



 

 

ペルーの主な鉱山  

トケパラ銅鉱山  

 タクナ県の海抜 3,800ｍにある銅鉱山。米国

のサウザン・カッパー社が所有しており、露天

掘りで一日あたり６万トンの鉱石を採掘してい

る。  

 

セロベルデ銅鉱山  

 アレキパ県にある銅鉱山。米国のフェルプ

ス・ドッジ社、ブエナベントゥラ社、住友金属

鉱山が共同で所有している。露天掘りで一日１

万８千トンの鉱石を採掘している。2007 年には

銅の生産量でペルー第２位になった。  

 

クアホネ銅鉱山  

 モケグア県にある銅鉱山。サウザン・カッパ

ー社所有で、露天掘りで一日あたり８万７千ト

ンの銅鉱石を採掘している。  

 

 

 

 

   露天掘り（オープン・カット）  

 鉱産物が地表に出ていたり、浅深度にある場

合に行う。表土をはいで、爆破によって 10～20

ｍの高さの階段状にして採掘を進める。  

 

 

 

 

 

 

マルコナ鉄鉱山  

 イカ県にあるペルー最大の鉄鉱山。一日に  

１４万トンの鉄鉱石を採掘しており、ペルーの

鉄鉱石生産のほぼ全量を占めている。  

  

アンタミナ銅・亜鉛鉱山  

 アンカシュ県の海抜 3,900ｍ～ 4,500ｍの高

地にあるペルー最大の銅と亜鉛の鉱山。露天掘

りで一日あたり７万トンの鉱石を採掘している。

ＢＨＰビリトン社とエクストラタ社、テック・

コミンコ社、三菱商事の所有。  

 

ヤナコチャ金鉱山  

 カハマルカ県にあるペルー最大、世界でも第

５位の金鉱山。ニューモント社とブエナベント

ゥラ社が所有しており、露天掘りで金鉱石を採

掘し、一年間に約 100 トンの金を生産している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坑内堀り（トンネル・カット）  

  鉱床の深度や鉱脈の関係から、露天掘りが不

適当な場合に行う。トンネルを掘削して坑道を

作り、鉱脈に達したら採掘する。  



農業  

 ペルーの農業は、アンデスの自然と深く結びつ

いており、リマ市の商店街には様々な農産物が並

んでいる。これらの農産物は、ペルーのどこでど

のように作られているのだろうか。あるいは、外

国から輸入されている物もあるのだろうか。  

 

ペルーの耕地  

 ペルーの国土面積は、日本の約 3.4 倍の 128 万

５千  km
2

だが、どのように利用されているの

だろうか。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次ページの地図を見ると、農業に利用されてい

る土地が意外に少ないことが分かる。耕地面積は、

国土全体のわずか 2.9％、3 万 7 千 km
2

で日本

の耕地面積より少ない。  

 ペルーの国土は大きく三つの環境に分かれてい

ている。西は太平洋に面した海外砂漠地帯（コス

タ）で、少し東にはアンデスの山脈が連なった山

岳地帯（シエラ）がある。その東側は深い熱帯雨

林地帯（セルバ）が広がっている。砂漠、山岳、

密林という自然環境が耕地を広げられない大きな

理由である。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 フランス  日 本  ペルー  

国土面積  55 万 km
2

 37 万 km
2

 128 万 km
2

 

耕地面積  18.5 万 km
2

 4.7 万 km
2

 3.7 万 km
2

 

国土に占める割合  33.6％  12.7％  2.9％  

総人口  6,014 万人   12,800 万人  2,700 万人  

経済活動人口  2,700 万人  6,800 万人  1,050 万人  

農業経済活動人口  78 万人  204 万人  304 万人  

農業経済活動人口の  

経済活動人口に占める割合  

 

2.9％  

 

3.0％  

 

29％  

 

アンデス産地のアルパカ  



                      

第６章 ペルーの産業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ペルーの主な農産物  

ペルーでは､せまい耕地を生かして種々の農産

物が作られている。その種類の多さには驚くばか

りである。毎日の食生活に欠かせない主要作物と

して､米､麦､じゃがいも、トウモロコシがあげられ､

全農耕地の 50％以上を使って作られている。  

特に､じゃがいも､トウモロコシは作付面積の

多くを占め、ペルーの伝統的、代表的な作物であ

る。じゃがいもは他の作物に比較して収穫量が多  

 

 

く､古くからアンデスの人々の主食となっている。 

 また､アンデスは野菜の宝庫といわれ､トマト、

かぼちゃ､うり類､豆類などが豊富で､これにアマ

ゾンの熱帯果実や山岳地帯の果実が加わり、バラ

エティに富んでいる。  

 

 

 

 

 



 

 

海岸砂漠地帯の農業  

 太平洋に面した海岸砂漠地帯は､そのほとんど  

が､わずかしか降雨がない砂漠地帯で､アンデス山

脈から太平洋に流れ出る川を利用して、農業が行

なわれている。ここにはペルーの全農耕地の約

25％があるが､その面積は海岸地帯の約 8％を占

めるのみである。  

 

米作の盛んなピウラ  

 北部海岸地帯は米作を中心に、ペルーの全収穫

量の約６％が生産され､代表的な産地はピウラ県

である。この地域には川から水を引いて灌漑され

た土地が広がっており､穏やかな気候が農業に適

し､水田も増加し、ニ期作が可能で収穫量も多い。 

 トラクターなどの機械化も進みつつあるが､田

植えや稲刈りは､未だ人力に依存している農家が

多い。この他に､チクラーヨ、トルヒーヨも米作が

盛んで、特にチクラーヨは良質の米がとれる。  
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その他の地域の農産物  

リマ県  

野菜  (トウモロコシ､トマト､たまねぎ､かぼ

ちゃ等) 

リマ首都圏を最大市場とした近郊農業､近代的

農業が発達している。  

 

イカ県  

ぶどう､綿花  

農園の規模も大きく､大規模なワイン製造場もあ

る。  

 

北部海岸地帯  

トウモロコシ、綿花､さとうきび  

 

非伝統的農産物の輸出  

 近年、輸出向けの非伝統的農産物の生産がめざ

ましい。  

輸出では、グリーンアスパラガスが 2005 年に

世界第１位、乾燥パプリカ第２位、マンゴー第４

位となっている。他、アボガド、アーティチョー

ク、保存オリーブ、マリーゴールド、タマネギ、

コチニール（染料）などが、北部ラ・リベルタ県

や南部イカ県などを中心に輸出向けの生産を伸ば

している。  

 

塩類濃度の高い土地の利用法  

 海岸砂漠地帯のほとんどの土地では、降水量に

対して､地表からの水分蒸発量が大きいため多量  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の塩類が生成される。大部分は､硫酸塩､硝酸塩な

どで､水をかけると地表に吹き出してくるので､植

物は育たず､砂漠化が進む原因となっている。しか

し、この地域の人々は下の図のような工夫をして､

作物を栽培してきた。  

 

 

 

｢畝間
うねかん

灌水
かんすい

｣といって､水は畝と畝の低いところ

に流し込むが､耕地はゆるい傾斜で､一ヵ所から水

を流すと畑全体に廻るようになっている。土中の

塩類は水分の蒸発で畝の一番高い所に吹き上げら

れ表面が真っ白になるほどだが､種子は水面から

1～ 2cm 高い所に蒔くので､種子の所には塩分は

吹き出さず､作物は成育するのである。  

 プレ･インカ時代から行なわれてきたこの方法

は､何度も失敗を重ねた経験を基に考えだされた。 

こうした先人の知恵がなければ､この地域に人は

住めなかっただろう。  

ピウラ  １月  ２月  ３月  ４月  ５月  ６月  ７月  ８月  ９月  10 月 11 月 12 月 

気温（℃）  26.3 27.2 27.1 26.0 24.3 22.4 21.6 21.3 21.6 21.8 23.4 24.1 

降水量  

（㎜）  
17 14 6 1 0 0 3 0 0 4 3 8 

稲作  

一期  田植え   収穫   

二期  収穫   田植え   収穫  

 

 



 

山岳地帯の農業 

第６章 ペルーの産業  

国土の 30％を占める山岳地帯はシェラと呼ばれ､ 

5,000m 以上の高峰が連なり､一年中涼しく､雨季と乾 

季がはっきりしている。ここには､ペルーの約 60％の

耕地があるが､そのほとんどは自給農業である。  

 

じゃがいも作りの盛んなクスコ  

 山岳地帯では､古代からじゃがいもの栽培が行

なわれ、中でも作付面積が大きく代表的なのがク

スコ県である。この地方では昔と変わらない伝統

的な農業が行なわれている。インカ時代以前から､

カナルと呼ばれる潅漑水路が引かれ､谷よりも高

い場所でも耕作を可能としているが､地形的に機

械化が進まず､ほとんどが手作業である。  

 

先祖伝来の栽培方法 

 収穫時のじゃがいも畑からは、色や形の違う多種

類のじゃがいもが掘り出される。これは病害が出た

時に全滅を避けるため、わざと違う品種を同じ畑で

栽培しているのである。アンデスの山々には５千種

類以上のじゃがいもがあり、プレ・インカ時代から

凍結乾燥による保存法が工夫されていた。じゃがい

もがインカ帝国を支え、現在でも山岳地帯の住民の

主食である。  

 

 

 

 

3000 種類のじゃがいも  



 

 

地形を生かした農業  

 フニン県の県庁所在地ワンカーヨの近郊は山岳

地帯では最も農業が盛んな地域で、リマ首都圏に  

近く、新鮮な作物がたくさん送り出されている。

この地域は谷が多く、川の周辺の土地を灌漑し、

小麦を栽培する。その外側にそれほど多くの水を

必要としないトウモロコシ、さらに高い場所では

寒さに強いじゃがいもが栽培されている。野菜の

生産もリマ県に次いで多く、品質や生産を高める

努力もされている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山岳地帯の米作  

 アレキーパは機械化も進み、米作も盛んだが、

ほとんどの山岳地帯では、米作は雨季の自然を利

用する方法に依存している。  

 

 
クスコ  １月  ２月  ３月  ４月  ５月  ６月  ７月  ８月  ９月  10 月 11 月 12 月 

気温（℃） 13.1 13.0 12.8 12.9 12.4 11.8 12.2 12.0 13.0 14.4 14.3 13.1 

降水量

（㎜）  
163 150 109 51 15 5 5 10 25 66 76 137 

稲作   収穫   田植え  

 

 



 

 

熱帯雨林地帯の農業 

 アンデス山脈から東に下ると、広大な熱帯雨林

地帯が広がり、この地域はペルー全国土の約 60％

を占め、ペルーアマゾンと呼ばれている。開発が

進んでおらず、耕地面積はわずかで、多雨と年間

の平均気温 30℃と暑いため農業に適していない。 

 

 

イキトス（ロレト県）の米作  

 ほとんどが森林でおおわれ、農業にとって厳し

い環境にあるこの地域では、工夫を重ねて、少し

ずつ生産性を上げている。雨量が年間を通して非

常に多く、雨季には川幅が２倍～３倍にもなる。

乾季に入って、アンデスから流れ落ちる水の量が

減る４月頃から、水路が狭く減水した河原を利用

して米作りをする。流れが運んできた土は栄養分

に富んだ上質の土だが、暑すぎるため実らない作

物もあり、１ヘクタールあたりの米収穫量は、ピ

ウラ 4,200kg に対してイキトス 1,800kg とかなり

少ない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章ペルーの農業 

その他の地域の農産物  

サン・マルチン県・・・たばこ  

 

ロレト県・・・・・熱帯果実  

 

アマゾナス県・・・コーヒー、カカオ、トウモロ

コシ。アンデス東側斜面（モンターニャ）は良質

のコーヒーの産地である。  

 

 

 

イキトス付近のアマゾン川流域の稲作  

イキトス  １月  ２月  ３月  ４月  ５月  ６月  ７月  ８月  ９月  10 月 11 月 12 月 

気温（℃） 25.6 25.4 26.4 26.1 25.6 25.0 25.7 25.4 25.6 26.4 25.9 26.5 

降水量

（㎜）  
232 210 178 314 202 206 122 159 232 204 204 289 

稲作   田植え   収穫   

 

 



ペルーの食糧事情  

 国土の広さに比べ、耕作面積は限られており、

その中で農家の人々は工夫して土地にあった作物

を作っている。しかし、ペルーでは十分に食料が

満たされているのだろうか。  

 ペルーの人口は  1996 年の 2,390 万人から

2,004 年の 2,754 万人と、8 年間に 364 万人、15％

も増えた。年率 1.9％の高い増加率である。  

一方、農業生産高は伸び悩み、主要農産物、特

に米作には力を入れ増産されているが、人口の伸

びには追いつかない。  

また、消費量の多い小麦は環境の制約で生産が

少なく、ほとんどを輸入に依存している。  

 

農産物の輸出入  

ペルーは農産物純輸入国で、主な輸入品は、小

麦、飼料用とうもろこし、大豆油、砂糖等である。

また、主な輸出品は、コーヒー豆、ぶどう、アス

パラガス等である。  

 

 

 

市場で売られるジャガイモ               

 

 

 

 

 

 

 

 

主要農産物の生産量  

                  単位：  万トン  

  2012 年  2013 年  2014 年  

さとうきび 1037 1099 1139 

ジャガイモ  447 457 470 

コメ（籾）  304 305 290 

アスパラガス 38 38 38 

コーヒー（生豆）  31 26 22 

鶏肉  117 120 132 

（FAO 統計  一部改変）  

 

主な輸出入農産物  

 

品目名  輸出額  品目名  輸入額  

コーヒー（生豆）  695 小麦  626 

ぶどう 450 とうもろこし  581 

アスパラガス 412 大豆油かす  531 

野菜調製品  346 大豆油  392 

アボカド 185 調整食料品  198 

（FAO 統計  一部改変）  

 

アボカド  

単位： 100 万ドル  



 

 

これからの農業  

 ペルーの農業の問題点は、耕地が少ないこと、

小麦の生産に不適当なこと、農民が山地の苦しい

生活に耐えられず農業をやめ、大都会に流出して

しまうことなどである。これらの諸問題に対して、

政府は次のような点に力を入れている。  

・  アマゾン開発と米作の普及  

・  小麦の耕作推進  

・  農業機械化の推進  

・  耕地の水資源の有効利用  

・  労働者の福祉厚生への配慮  

・  小規模生産者の組織化  

資金の貸し付け助成を国家計画として行ってい

る。海外からの援助も受け、自給率を高める努力

をしている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 ペルーの産業  

世界を救ったアンデスの作物  

 じゃがいもを代表として、さつまいも、トウモ

ロコシなどアンデス原産の作物は、旧大陸と新大

陸との接触により、世界に知られるようになった。 

寒冷地や痩せた土地でも栽培でき、収穫量も多く、

栄養価も高く、旧世界の人々を餓えから救った。         

日本でも台風の多い南西諸島から九州にかけてさ

つまいもが、寒い北海道ではじゃがいもが多く作

られていることからも分かる。リマ市郊外のラ・

モリーナ大学では、品種の改良が行われ、研究が

続けられている。この他、トウガラシ、トマト、

かぼちゃ、たばこ、インゲン豆、落花生などもア

ンデス原産の作物である。  

 

 



「ホンダ・セルバ 見学レポート」  
                              2018.3.5 改訂  

日本の企業も国際化が進められる中で、ペルー  

に工場を造り、製品の開発・生産に力を入れてい  

る。中には、工場を造るのには不向きと思われる  

場所に設立することで地域社会に貢献しながら、  

生産活動を強化している企業もある。  

 

 

 

 

 

 

 ホンダ・セルバのオートバイ組み立て工場入口  

 

日本を代表するホンダは、ペルーのアマゾンを  

代表する都市イキトスにオートバイ工場を 2007 

年 10 月に設立した。オートバイの組み立て工場  

をアマゾンに設立した理由として、次の２点が挙  

げられる。  

 ○  税金の免除  

  ペルーでは、消費税が 19％掛けられているが、 

イキトスで生産することにより免除される。こ  

 れにより、他地域で生産するよりも価格をおさ  

えることができる。  

 ○  オートバイの需要が高い  

  イキトス市内は未舗装の道路がまだまだ多く、 

 スコールが降った後の道路は車では移動しにく  

 い。また、オートバイは車よりも価格が安く、  

 機動性が高いことから、イキトス市内では好ま  

れている。  

 2018 年 2 月末現在、従業員数 120 名で、年間 4

万台の生産を行っている。  

 昨年末にイキトス工場創立 10 周年を迎え、生

産累計 30 万台を超えた。（1976 年からのペルー

での生産累計 50 万台）  

イキトス工場では、高品質な製品を廉価で提供

するのみならず、人材育成や技術の継承を通じて

セルバ地域のモータリゼーション発展に向け、地

域に根差して貢献している。  

性能の良いホンダのオートバイは人気が高く、

2025 年までにペルー全体での生産累計 100 万台  

を達成したいと考えている。  

 

 

 

 

 

オートバイができるまで  

 

①  組み立ては、まず部品が中国やブラジルなど  

の部品工場で作られ、ホンダ・セルバへ届けら  

れる。  

 

 

 

 

 

 

  中国から運ばれてきた部品  

 

②  そして、小さな部品をホンダ・セルバで組み  

立てて、より大きな部品にしているものもみら  

れる。  

 

 

 

 

 

 

小さな部品を組み立てて、大きな部品にする  

 

③  こうして整えられた部品は、組み立てライン  

を使ってオートバイの車体 (フレーム )に取り付  

けられる。  

 

 

 

 

 

 

  フレームに部品が取り付けられる  

 

④  オートバイが組み立てられると、しっかり作  



動するか検査する。  

 

 

 

 

 

⑤  もし、検査で不具合が見付かった場合には、 

すぐ修理専門コーナーへ出される。  

 

 

 

 

 

 

修理専門コーナー  

 

⑥  さらに、テスト・コースを使って検査が行わ  

れ、製品の出荷に細心の注意が払われる。テス  

ト・コースでは、あらゆる状況が想定されてお  

り、製品の品質を厳しくチェックしている。  

 

 

 

 

 

 

 テスト・コースでの走行検査  

 

⑦  このような組み立てと検査を経て、製品が梱  

包され、イキスト市内やペルー国内へ出荷され  

ている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製品の梱包 (上 )と、トラックへの積み込み (下 )  

 

 

 

製品の流れについて  

 

ペルー国内へは、大きく３つのルートで製品の  

販売網を計画し、ホンダ製品の流通促進を図って  

いる。地域のニーズを的確につかみながら、今後  

も戦略的な経営を進めていく予定である。  

 

 

ペルーの中の日本企業として  

 

ペルーは、日本人移住の歴史が長い国である。  

日本企業がこのようにしてペルーの地域社会との  

つながりを大切にしながら共栄をめざしているこ  

とは、同じ日本人として大変嬉しい。ペルーと日  

本との友好的なつながりをさらに深めていくこと  

で、大きなビジネス・チャンスにつなげていく姿  

を、これからも見届けていきたいものである。  

 

 

 

 

 

 

 検査場から見た組み立てラインの様子  

  


