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［今月の聖句］
「作り話や切りのない系図に心を奪われたりしないようにと。このような作り話や系図は、
信仰による神の救いの計画の実現よりも、むしろ無意味な詮索を引き起こします。」
（テモテへの手紙 1.1-4）」　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     功刀　弘　選

①

〈10月第一例会プログラム〉

「フェローシップとインパクトで次の100年へ」Ｋ・Ｃ・サミュエル　（インド）国際会長
シェン・チ・ミン　（台湾） 「新しい時代とともに、エレガントに変化を」 アジア太平洋地域会長

「未来に向けて今すぐ行動しよう」東日本区理事 佐藤　重良　甲府21
「ワイズへの参加と交流を楽しもう」あずさ部部長 後藤　明久（富士五湖）

甲府21クラブ会長 廣瀬　健 「目標を決断し実行する」　　Go for it！
ＡＳＦ

2022 年 10 月 4日（火）発刊

ずいぶんと日が短くなりましたね。
こちらでは街路樹が少しずつ色づきはじめました。
日増しに秋の深まりを感じる季節となりましたが、皆様お 変
わりありませんか。
部大会、バザー準備、ベビーカーコンサート準備など行事が目
白押しです。来年の6月の区大会準備は皆様の協力なしでは成
功はありえません。各実行委員会名簿に名前が掲載されてなく
とも２１メンバー奮って協力参加ください。
第二例会に京都パレスクラブ古川会長一行がクラブ訪問、山梨
YMCA見学に参ります。まずは互いにクラブ活動内容指針など
膝を合わせ話し合いたいと思います。西日本区では京都クラブと
肩を並べる大きなクラブで1971 年チャター 52年目スポンサー
クラブは京都クラブ、東日本区では熱海クラブ、東京グリーンク
ラブ、札幌クラブDBC締結しております。
10月第二例会 (18日 )リアルでの出席多数よろしくお願いいた
します。
☆ちょっと余談☆　最近一人キャンプにちょくちょく出かけます！
夕方に家を出て近くの湖へ暗くなるといろんな動物の声、遠吠
え？？目が合います！！鹿、狸、猪、ハクビシン、マムシ、カメム
シの大群　
家から車で
30分サファ
リパーク状
態、山梨の
自然の驚異
を感じます
( 笑 )
この写真は
（9月初旬）
雨上がりの
本栖湖虹が
両岸にかか
りました。

10月巻頭言
日時　２０２２年 10月4日（火）１９：００
会場　山梨YMCAｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ
形態　ハイブリッド開催
　　  司会　　　　　　古屋 /戸田ワイズ
　　  会場準備：　　　　　ブリテン委員
１．開会点鐘
２．ワイズソング
３．ワイズの信条
４．今月の聖句　　　　　　　　　　　功刀ワイズ
５．会長あいさつ　　　　　　　　　　廣瀬健会長
６．ハッピーバースデー
７．ゲスト卓話「TELと半導体業界」
８．諸報告
９．YMCAの歌
10．閉会点鐘

目標値
9月の合計
9月末迄累計
達成率

250,000
15,310
61,046
24.4％
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項目　　　　　ニコニコ　　バザー　　クリスマス　　トータル

［会計報告］ 2022 年 9月末現在

◆2022-2023年度　主題◆

《10月の誕生者》

会長　廣瀬　健

＜メン＞
内田 良幸（10/3）
佐藤 重良（10/12）
赤澤 奈美（10/16）
荻野 清（10/19）
米長 晴信（10/21）

＜メネット＞
佐藤 玲子（10 /2）＊佐藤哲郎夫人
野々垣悦子（10/5）＊野々垣健五夫人

市川 將來（10/23）
長坂 善雄（10/25）
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書記　水越正高
例会報告
□2022 年 9月第一例会報告□
□日時　2022 年 9月6日（火）19：00 ～
□会場　山梨YMCAｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ　
※Zoomによる ハイブリッド開催

9月の第１例会では、「戦略 2032」について会
員同士にてディスカッションを実施いたしました。
事前の動画予習に加え、清藤東日本区書記か
ら戦略の概要を説明いただきました。
少人数グループを三組形成し20分程度のディ
スカッションを実施、各組の代表者が話し合い
の内容を発表する形式にて始まりました。
各組、今後のワイズメンズ活動が地域に認めら
れ、広がっていくことが出来る方法について真
剣に討論し活発な議論が繰り広げられました。
数分間のディスカッションでは解決することので
きない大きな課題ですが、会員同士で問題を共
有し、話し合う貴重な時間となりました。すべて
の組が発表を終えた後に、佐藤東日本区理事
が総論を述べられまして、今後に向けて会員の
決意が新たに結ばれた日となりました。

［内容］
・東京エレクトロン　どんな会社
・半導体業界について
・日本の半導体メーカーの変遷
・半導体工程に関わるメーカー
・半導体不足はどうして起きたの？
・５Gとは何ですか？何が便利になるの？

卓話者：甲府クラブ会長 田中 克男　様

・1960 年 12月23日生れ
・大学卒業後、1983 年に東京エレクトロンへ入社
・システム技術、技術管理、業務改革プロジェクト、
　生産管理を歴任
・2021 年 3月定年、2021 年 4月より再雇用
・趣味　名所旧跡めぐり

卓話者ご紹介

例会報告

《9月の出席者》
会員数 　　
例会出席者
その他行事参加
　［メネット2名］
総出席者数
出席率

53名
28名
0名

28名
52％

その他にもバザー準備について、東日本区大会
等の大きなイベントの告知や実行委員会の案内
などが連絡されました。

参加者数　25名　【会場参加メンバー：19名
　ZOOM：6名】

□2022 年 9月第二例会報告□
□日時　2022 年 9月20日（火）18：30 ～
□会場　山梨YMCAｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ
※ZOOMによるハイブリッド開催

9月第２例会では、各種報告・連絡が会員に
実施されました。
東日本区の第 1回実行委員会が開催されたこと
に伴い、区大会の開催準備に関する報告と会員
への同意がとられました。
その他、月末に開催されるユースフォーラム、
来月予定しているあずさ部会について報告と出
席者の最終確認が実施されました。
YMCAチャリティーバザーについても実行委員
会が開催されたことを踏まえ、輿水実行委員長
より、概要とスケジュールについて発表があり、
当日の参加者集計を踏まえたうえで役割分担を
実施するとのことでしたので、参加者報告につ
いては迅速に実施するよう会長より指示が出さ
れました。
加えて次回の第 2例会日に、京都パレスクラブ
が山梨を訪問予定とのことで、懇親会等につい
て会員と打ち合わせを実施いたしました。

参加者数　18名　【会場参加メンバー：14名
　ZOOM4名】
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◇オープニングセレモニー
各国の代表ユースがそれぞれの国旗を持って入場するところから
始まりました。彩鮮やかな国旗を前に、世界中から同じ場所に
集っていることの尊さを感じました。さらに、日本代表として参
加させていただくことの喜びと、それに伴う責任の重さを感じま
した。緊張して迎えた最初のセレモニーでしたが、気さくに話し
かけてくださる海外ユースのおかげでその後の5日間への期待
が高まりました。

◇コミュニティーサービス
Bグループは、現地のろう学校を訪問しました。事前の打ち合
わせでは、生徒さんたちと一緒に楽しめる活動について相談した
のですが、共有の言語がない中どのようにコミュニケーションを
とるべきかがわからずなかなか意見がまとまりませんでした。実
際に教室に入ると生徒さんたちが手話で活発にコミュニケーショ
ンを取り合っている様子を目にし、さらに不安が深まりました。
しかしながら、少人数に別れてのレクチャータイムになると、そ
れぞれが「あいさつ」「色」「教科」「食べ物」などの手話を丁
寧に教えてくださいました。一人ひとり声や話し方が違うように、
細かい動きの違いに個人のキャラクターが見えて親しみを感じま
した。その後は、全員で椅子取りゲームを行いました。それぞ
れの聴力がバラバラであることを忘れてしまうくらい盛り上がりま
した。曲が流れているうちは激しく踊る生徒さんや IYC参加
Youthの姿が見られ、元気をもらいました。
この学校訪問からは、共通の言語を持っているということだけで
なく、お互いがコミュニケーションを取りたいという思いを行動
で示すことが非常に大切であることを学びました。

◇GOLD 2.0
このセッションでは、リーダーシップ&エクゼクティブコーチであ
るDino Badillaさんからリーダーシップに関するお話を伺いま
した。「意見や意見を持っている」「機会を逃さない」などの国
際社会で求められる具体的な条件や、国際的に活躍するリー
ダーたちの言葉を例に挙げ、今後私たちユースが目指すべき人
物像を明確にしてくださいました。最後は、YMCA設立者であ
るジョージ・ウィリアムズ氏の「ワイズメンであるためには、何を
信じるかでは決してなく、何をするかということが大切です。私た
ちが主張する無私奉仕の美徳はワイズメンの特徴であり、同志
への愛の証となるものです。」という言葉で締めくくられました。
以前はグローバルリーダー聞くと、自分とはかけ離れた遠い国の
誰か、というような印象がありました。しかしながらこのセッショ
ンを経て、私たちそれぞれが素質を持っていること、目標
を明確にした上で知識を身につけ、経験を積み、自分自
身を磨き続けることで誰もがなりうることを学びました。

山梨大　下田　万葉

「2022ＩＹＣに参加して」

ワールドクリーンアップデイ

◇感想
初めてIYCに参加いたしました。渡航前は、異なる背景を持つ
海外ユースが社会に対して持っている問題意識や解決策の案を
共有することを楽しみにしておりました。しかしながら、チェンマ
イでの5日間を経て、今回の一番の収穫は” 出会い” であった
と感じています。初日は、すでに親しい人たちもいる中でうまく関
係を気づくことができるか不安に思っていたのですが、拙い英語
を話す私を軽んじることなく「あなたは何を考えているの」「どん
な人なの」と興味を持ってたくさんの質問を投げかけてくれるみ
なさんの温かさに触れ、徐々に心を開くことができました。コミュ
ニティーサービスで訪れたろう学校での経験からも、共通の言
語を持っているかどうかだけでなく、コミュニケーションを取りた
いという思いを行動で示すことが最も大切であることを学びまし
た。さらに、朝から晩まで元気な海外ユースと過ごすことで、ユー
スの持つエネルギーの強さを感じました。帰国後は、さっそく語
学学校の子どもたちにIYCの様子を共有しました。学びをすぐ
にYMCA山梨へ還元することのできる喜びを感じつつ、国内外
のユースとの繋がりを活かしてお互いの活動をより高め合える関
係を続けたいです。この度は多大なるご支援をいただき、ありが
とうございました。人生が好転する素晴らしい機会をいただけた
こと、心より感謝申し上げます。

世界中で、みんなで身の回りをキレイにしよう、と始まった運動。
今年は9月17日に山梨YMCAに有志が集いました。雑草
やゴミを拾った後、プランターにお花を植えたのが甲府 21流。

9/17

インターナショナルユースコンボケーション２０２２（ＩＹＣ２
０２２）は９月４日～９日、タイ　チェンマイＹＭＣＡで開催
されました。参加したユースは74名。日本からは6名。
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◆YMCA便り◇ ペンリレー

ＢＦ代表来日・延期
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「青空教室」
鎌田　巖

　後期高齢者の運転免許の更新も終わり健康にも
恵まれ平凡ではありますが毎日を過ごしています。

“世の中は”
　ウクライナの戦況はまだ続いていて終わりが見えま
せん。思い起こすのは73年前の甲府空襲で戦火の
中を逃げ廻り実際の戦争を体験し、はっきり記憶し
ているのは私達より上の年齢だと思います。戦火の
中を逃げ回り、生きのびたその日から衣食住全てを
失った生活、皆様想像できますか？
　戦争が終わり戦後の世の中はGHQ（連合国最
高総司令部 ) が全てを支配していました。甲府市は
殆ど焼け野原になり私の母校琢美小学校も焼失しま
した。
　学校は再開しましたが校舎がありませんので、授
業は戦火を免れた富士川小学校で午前中は富士川
小学校が使用し、午後は琢美小学校が使用しまし
た。それも1年間で翌年からは琢美小学校の何もな
い跡地で、授業が始りました。雨の日は傘をさし、
夏の暑い日差しを避けながら授業が続けられました。
毎日が野外の授業ではあきるので時には弁当、教科
書持参で愛宕山に登りそこで授業をする事も多 あ々
りました。それも今となっては懐かしい思い出です。
　戦後の学校の状況
は昭和２3年頃から
校舎が再建せれてき
ましたが、運動場は
罹災者の住宅で埋め
尽くされていて使用は
出来ませんでした。
校舎と言っての名ば
かりで風雨がしのげ
る程度でした。勿論、
音楽室、工作室、プール等はありません。運動場を
使って運動会が再開されたのは小学校 4年生（昭
和 24年）でした。このような戦後の生活は今の人々
には想像も出来ないと思います。
　この頃の事を思い出すと今は本当に良い時代だと
思います。

「自然からの贈り物」
　　　　　　　　　　
 　　　　　　総主事　　中田　純子
　今年の夏は人の命を脅かす程の猛暑でした。
更に9月に入り、今までに経験したことのない
程の台風が日本列島を縦断しました。天災の猛
威にどうすることもできない人の無力さを感じま
した。しかし、無力な人は自然の恵みを頂きな
がら育ち生活してきました。空に地、太陽に月、
水に川・海、木に林・森、風に雨と上手く付き
合って生きてきたのです。
　今まで、人間はこれらの恵みに甘え、自分た
ちのより良き暮らしを目指したのです。自分たち
の満足のために自然に影響を与える物を増やし、
便利過ぎる社会をつくりました。今まで頂いてき
た物への恩返しを怠った人間はどうすることもで
きなくなっています。
この実りの秋、食欲の秋、紅葉の秋こそ、私た
ち大人はもう一度考え行動する必要があると思
います。いつも当たり前の味、当たり前の風景、
当たり前の匂いは人のものでなく、自然からの
贈り物だということを忘れることなく感謝を持ち
堪能したいと思います。

10/3入ったニュースです。
ペルーよりお越しになる予定だったＢＦ代表
の来日は、来年３月に延期になりました。
これは飛行機の運航が来年３月まで休止にな
った為です。⑤～⑦は保存しておいて下さい。

金木犀の花言葉　「謙虚」「謙遜」
ふわっと匂い立つ素晴らしい香りに反して、控えめな小さ
な花弁を持つことから「謙虚」という花言葉が名付けられ
ています。



◆ようこそロクサーナさん◇
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ＢＦ(Building 
Fellowship) の受け入れ
BF代表としてペルーのロ
クサーナさんご夫妻が、
10月30日～11月14日
まで東西日本区にお見え
になる予定です。日本到
着後 10月30日～ 2日ま
で仙台のクラブで歓迎・
東日本大震災視察等の
後、東京に向かい、甲府
には11月3日8時 27
分到着、YMCAのバザー

参加、午後市内見学、夕方歓迎会、翌日4日には富士吉田へ
向かい、東京へ戻ります。宿泊はホテルだけでなくホームスティ
も望んでいるようで、可能であればどなたか会員宅でお引き受け
いただければ、最高の思い出になるでしょう。

代表プロフィール

①「氏名」：MESTAS BOLANOS DE PEREIRA ROXANA 
　ESTHER　性別「女性」　1962．09．20 生　60歳
　同行の配偶者：PEREIRA PURTUGAL TITO 　　　
　FERNANDO　性別「男性」　1954．11．16 生 67 歳
②「国籍」：ペルー　「居住地」リマ市（Jr .Castilla 260-A 　
　Magdalena del Mar Lima,　Lima-Peru
③「所属クラブ」：San Borja　チャーター 1976 年 4月10日 

カリメアンテラ：」域地「 　
④職業：服飾業
⑤宗教：カトリック
⑥趣味：洋服縫物、料理、歌、ダンス、水泳、空手（黒帯初段）。

最も必要とする人を助けるため、働き続けることは非常にやりが
いがあります。COVID-19によって発生したこのパンデミックの
中で、より大きな熱意と強烈な気持ちを持って。私たちのモットー
をさらに強調する:「それぞれの権利を伴う義務を認めなさい」、
だから私たちは米、麺、缶詰、ミネラルウォーター ;その他の食
料品のほか、住民の居住地 - ヴィラ・マリア・デル・トライアン
フのサルバドルキリストに寄付しました。（San Borja Club 
Facebook 記事より）

◇ペルーお国柄◇

1　面積
　約 129 万平方キロメートル 日本の約 3.4 倍）
2　人口
　約 3,297 万人（2020 年、世銀）
3　首都　リマ
4　民族
　メスティソ（混血）60.2％、先住民（ケチュア、アイマラ、ア
　マゾン先住民等）25.8％、白人系 5.9%、アフリカ系 3.6%、
　その他 中国系､日系､その他 4.5% 2017 年ペルー国勢調
　査）
5　言語
　スペイン語（他にケチュア語、アイマラ語等）
6 宗教
　カトリック(81％)、プロテスタント(13％)、その他 (6％)　

1．政治関係
　外交関係設立は1873 年で中南米で最も早い。日本・ペルー
関係は、第二次世界大戦期を除き常に良好に推移してきた。ガ

ルシア政権下 1989 年に4月3日が「日秘友好の日」として公
式に定められ、以来毎年、ペルー国会では友好の日を祝う式典
を開催。2009 年 6月には移住 110周年記念式典が常陸宮同
妃両殿下の御臨席を得て開催された。2013 ～ 2014 年には外
交関係設立 140周年を記念する諸行事が行われた。2019 年
7月には、移住 120周年記念式典が行われ、眞子内親王殿下
が御訪問された。

　2000 年以降、フジモリ元大統領の引渡問題により、トレド政
権期に、二国間関係は停滞したが、2006 年成立のガルシア政
権、2011 年成立のウマラ政権、2016 年成立のクチンスキー
政権、2018 年成立のビスカラ政権において、二国間関係は非
常に良好である。ガルシア大統領は2008 年以降 3年連続 3
度訪日。2008 年、麻生総理が日本の総理として11年振りに
ペルーを訪問（APECサミット出席）。2012 年 5月、ウマラ大
統領訪日。2013 年 4月、岸田外相がペルーを訪問。2014 年
1月秋篠宮同妃両殿下がペルーを御訪問。2016 年 11月、安
倍総理が日本の総理として8年ぶりにペルーを公式訪問し、引
き続きペルーAPEC首脳会議に参加。岸田外相及び世耕経産
相も同年 11月、ペルーAPEC閣僚会議に参加するためペルー
を訪問した。2017 年 11月、ベトナムAPECダナン首脳会議
の機会に、日ペルー首脳会談及び外相会談が実施された。
2018 年 8月の河野大臣の訪問時、また、同年 11月のパブア・
ニューギニアAPECの機会に、河野大臣とポポリシオ・ペルー
外務大臣との外相会談が実施された。また、2019 年 5月には、
パリで開催されたOECD閣僚理事会において、河野大臣とポ
ポリシオ外務大臣との間で3度目の外相会談が行われた。
2020 年 5月には安倍総理大臣とビスカラ大統領の間で首脳電
話会談が行われ、同年 10月には、茂木大臣とロペス外務大臣
との間で外相電話会談が実施された。世界的に新型コロナウイ
ルス感染症が拡大するなか、日本はペルーに対して保健・医療
関連機材供与のための9億円の無償資金協力等を実施。

2．経済関係
（1）対日貿易
（ア）貿易額（2021 年、財務省貿易統計）
 輸出　3,144 億円
 輸入　772 億円
（イ）主要品目
日本への輸出　銅、石油、液化天然ガス、亜鉛、鉄鉱石等
日本からの輸入　自動車、タイヤ、鉄鋼製品等
（2）日本からの直接投資
238.4 百万米ドル（2020 年末（ストック）、ペルー投資促進庁）
（3）進出企業数　72社（2020 年 10月）( 外務省「海外進
出日系企業拠点数調査」)

3．文化関係
　考古学、人類学等を中心に日本のアンデス社会研究の中心
的対象国となっており文化交流も活発。また、約 10万人の日
系人の存在等もあり、日本語学習熱は高く、毎年日本文化週間

ロクサーナさんの来日は来年３月に延期となりました。
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ＢＦ(Building 
Fellowship) の受け入れ
BF代表としてペルーのロ
クサーナさんご夫妻が、
10月30日～11月14日
まで東西日本区にお見え
になる予定です。日本到
着後 10月30日～ 2日ま
で仙台のクラブで歓迎・
東日本大震災視察等の
後、東京に向かい、甲府
には11月3日8時 27
分到着、YMCAのバザー

参加、午後市内見学、夕方歓迎会、翌日4日には富士吉田へ
向かい、東京へ戻ります。宿泊はホテルだけでなくホームスティ
も望んでいるようで、可能であればどなたか会員宅でお引き受け
いただければ、最高の思い出になるでしょう。

代表プロフィール

①「氏名」：MESTAS BOLANOS DE PEREIRA ROXANA 
　ESTHER　性別「女性」　1962．09．20 生　60歳
　同行の配偶者：PEREIRA PURTUGAL TITO 　　　
　FERNANDO　性別「男性」　1954．11．16 生 67 歳
②「国籍」：ペルー　「居住地」リマ市（Jr .Castilla 260-A 　
　Magdalena del Mar Lima,　Lima-Peru
③「所属クラブ」：San Borja　チャーター 1976 年 4月10日 
　 「地域」：ラテンアメリカ
④職業：服飾業
⑤宗教：カトリック
⑥趣味：洋服縫物、料理、歌、ダンス、水泳、空手（黒帯初段）。

最も必要とする人を助けるため、働き続けることは非常にやりが
いがあります。COVID-19によって発生したこのパンデミックの
中で、より大きな熱意と強烈な気持ちを持って。私たちのモットー
をさらに強調する:「それぞれの権利を伴う義務を認めなさい」、
だから私たちは米、麺、缶詰、ミネラルウォーター ;その他の食
料品のほか、住民の居住地 - ヴィラ・マリア・デル・トライアン
フのサルバドルキリストに寄付しました。（San Borja Club 
Facebook 記事より）

◇ペルーお国柄◇

1　面積
　約 129 万平方キロメートル(日本の約 3.4 倍）
2　人口
　約 3,297 万人（2020 年、世銀）
3　首都　リマ
4　民族
　メスティソ（混血）60.2％、先住民（ケチュア、アイマラ、ア
　マゾン先住民等）25.8％、白人系 5.9%、アフリカ系 3.6%、
　その他 (中国系､日系､その他 )4.5% (2017 年ペルー国勢調
　査）
5　言語
　スペイン語（他にケチュア語、アイマラ語等）
6 宗教
　カトリック(81％)、プロテスタント(13％)、その他 (6％)　

1．政治関係
　外交関係設立は1873 年で中南米で最も早い。日本・ペルー
関係は、第二次世界大戦期を除き常に良好に推移してきた。ガ

ルシア政権下 1989 年に4月3日が「日秘友好の日」として公
式に定められ、以来毎年、ペルー国会では友好の日を祝う式典
を開催。2009 年 6月には移住 110周年記念式典が常陸宮同
妃両殿下の御臨席を得て開催された。2013 ～ 2014 年には外
交関係設立 140周年を記念する諸行事が行われた。2019 年
7月には、移住 120周年記念式典が行われ、眞子内親王殿下
が御訪問された。

　2000 年以降、フジモリ元大統領の引渡問題により、トレド政
権期に、二国間関係は停滞したが、2006 年成立のガルシア政
権、2011 年成立のウマラ政権、2016 年成立のクチンスキー
政権、2018 年成立のビスカラ政権において、二国間関係は非
常に良好である。ガルシア大統領は2008 年以降 3年連続 3
度訪日。2008 年、麻生総理が日本の総理として11年振りに
ペルーを訪問（APECサミット出席）。2012 年 5月、ウマラ大
統領訪日。2013 年 4月、岸田外相がペルーを訪問。2014 年
1月秋篠宮同妃両殿下がペルーを御訪問。2016 年 11月、安
倍総理が日本の総理として8年ぶりにペルーを公式訪問し、引
き続きペルーAPEC首脳会議に参加。岸田外相及び世耕経産
相も同年 11月、ペルーAPEC閣僚会議に参加するためペルー
を訪問した。2017 年 11月、ベトナムAPECダナン首脳会議
の機会に、日ペルー首脳会談及び外相会談が実施された。
2018 年 8月の河野大臣の訪問時、また、同年 11月のパブア・
ニューギニアAPECの機会に、河野大臣とポポリシオ・ペルー
外務大臣との外相会談が実施された。また、2019 年 5月には、
パリで開催されたOECD閣僚理事会において、河野大臣とポ
ポリシオ外務大臣との間で3度目の外相会談が行われた。
2020 年 5月には安倍総理大臣とビスカラ大統領の間で首脳電
話会談が行われ、同年 10月には、茂木大臣とロペス外務大臣
との間で外相電話会談が実施された。世界的に新型コロナウイ
ルス感染症が拡大するなか、日本はペルーに対して保健・医療
関連機材供与のための9億円の無償資金協力等を実施。

2．経済関係
（1）対日貿易
（ア）貿易額（2021 年、財務省貿易統計）
 輸出　3,144 億円
 輸入　772 億円
（イ）主要品目
日本への輸出　銅、石油、液化天然ガス、亜鉛、鉄鉱石等
日本からの輸入　自動車、タイヤ、鉄鋼製品等
（2）日本からの直接投資
238.4 百万米ドル（2020 年末（ストック）、ペルー投資促進庁）
（3）進出企業数　72社（2020 年 10月）( 外務省「海外進
出日系企業拠点数調査」)

3．文化関係
　考古学、人類学等を中心に日本のアンデス社会研究の中心
的対象国となっており文化交流も活発。また、約 10万人の日
系人の存在等もあり、日本語学習熱は高く、毎年日本文化週間

が開催されている。また、2019 年は日本人ペルー移住 120周
年を記念した「日ペルー交流年」であり、両国で様 な々イベン
トが開催された。

4．在留邦人数
　3,182 人（2021 年 10月）　日系人推定 10万人（世界第
　3番目の規模）
（外務省「在留邦人数調査統計」）
5．在日当該国人数
48,226 人（2021 年 6月、法務省「在留外国人統計」）

政治体制・内政

1　政体
　　立憲共和制

2　元首
　　大統領　ホセ・ペドロ・カスティージョ・テロネス

3　議会
　　一院制（130 議席）

4　政府
　　首相　アニバル・トーレス・バスケス
　　外相　セサル・ロドリゴ・ランダ・アロヨ
（注）2月15日時点で、国会に対して信任決議提出予定

5　内政
　1980 年に軍事政権から民政に移管し、90年代のフジモリ政
権によるテロ及び経済問題への取組により国政が安定化した。
同政権時代に基礎が作られた経済政策を踏襲したトレド政権以
降でペルーは躍進を遂げる。その一方で、貧富の格差の是正
は進まず、2006 年にウマラ候補は貧困層の代弁者として大統
領選に立候補するが、ガルシア候補に惜敗。5年後の2011 年
4月の大統領選挙、国会議員選挙の際、大統領候補を出さな
かった与党アプラ党は惨敗し、ウマラ候補率いる勝利するペルー
連合が国会第一党になった。同年 6月にウマラ候補とケイコ・
フジモリ候補の間で大統領選挙の決選投票が行われ、地方の
貧困層及び南部に支持基盤を有するウマラ候補が僅差で勝利
し、7月大統領に就任した。
　社会的包摂を伴う経済成長を掲げるウマラ政権は、政権当初
から選挙公約である各種社会プログラムを開始した。制度面で
は、抽選による徴兵制の導入、国家公務員法にあたる「市民サー
ビス法」の公布、「大学法」改正等に着手した。他方、既得
権益を手放したくない一部の抵抗勢力からの反発、若者による
デモ及び野党からの圧力、大統領夫妻に関する政治スキャンダ
ル等もあり、厳しい政権運営を強いられた。
　2016 年 4月10日の大統領選挙では、ケイコ・フジモリ人民
勢力党候補が約 40％、クチンスキー「変革のためのペルー」
候補が約 21％の投票率を獲得し決選投票に進出した。6月5
日の決選投票では、50.120％のクチンスキー候補が約 4万 1
千票差（有効投票率 0.240％差）で49.880％のケイコ候補を
下し当選した。
　クチンスキー政権は2016 年 7月28日に発足。同政権は、
インフラ整備（特に上下水道）、教育の質の向上、医療サービ
スの改善、国内経済のインフォーマルセクターの縮小、治安改
善等を重視する政策を掲げた。また、同政権は、2021 年のペ
ルー独立 200周年に向けてOECD加盟入りを目指す取組や
TPP11の署名を含めた二国間及び地域との経済連携を推進す
る取組も進めた。なお、クチンスキー大統領は、ペルー国内で
収監されていたフジモリ元ペルー大統領について17年 12月、
人道的配慮等に基づき同元大統領に対する恩赦を決定した。
　2018 年 3月、ブラジルの建設会社が中南米諸国の政府関
係者に公共事業発注のため贈賄を行ってきたとされる汚職疑惑
事件（「ラバ・ジャト」事件）がペルー政界にも波及し、クチン
スキー大統領自身にも疑惑が及んだこと等から、自らの関与は

否定しつつも、ペルーの団結と調和のために最善であるとしてク
チンスキー大統領は辞任。憲法の規定に従い、同年 3月23日
（現地時間）、ビスカラ第一副大統領が新大統領に就任。ビス
カラ政権は、（1）汚職対策、（2）政治改革、（3）経済活性化、
（4）社会開発、（5）地方分権の5分野推進を掲げ、特に
（1）汚職対策や（2）政治改革に取り組んでおり、その他、
（3）経済活性化、（4）社会開発、（5）地方分権といった分野
で成果を出すことができるかが注目された。しかし、国会に基盤
を持たない同大統領は、国会との関係構築に苦慮。2019 年 9
月30日、ビスカラ大統領は、人民勢力党（フジモリ派）等の
野党が多数の国会と対立する形で国会解散を宣言し、国会議
員選挙を招集する大統領令を発出した。2020 年 1月26日、
国会議員選挙を実施。人民勢力党は大幅に議席を減らした（全
130 議席中73議席から14議席）。同年 3月以降、新型コロ
ナウイルス感染症対策に取り組む一方、国会との対立は解消し
ないまま、11月、州知事時代の汚職疑惑に端を発する大統領
罷免決議が国会で可決され、同大統領は退任。11月10日、
ペルー憲法の継承順位に基づき、メリーノ国会議長が大統領に
就任したが、一連の動きに対する国民の反発が全国的な抗議
デモに発展したこと等を受けて、同月15日に辞任。16日、国
会でサガスティ議員が国会議長として選出され、翌 17日、大
統領に就任（任期は2021 年 7月まで）。
　2021 年 4月11日の大統領選挙では、強力な政党・候補者
が不在の低調な分裂的選挙情勢を経て、事前の世論調査で上
位に入らなかったペドロ・カスティージョ候補（ペルー・リブレ党、
急進左派）が 18.92％、ケイコ・フジモリ候補（人民勢力党、
中道右派）が 13.40％の得票率で決選投票に進出した。6月6
日に決選投票を実施。同月15日、全国選挙過程事務所
（ONPE)は、集計率 100％の結果（カスティージョ候補
50.125％、フジモリ候補 49.875％）を発表したが、両候補側
が一部の集計済みの票の無効化を訴え、審議が行われることに
なった。7月19日、全国選挙裁判所（JNE）は、カスティージョ
候補の当選を発表。最終結果の得票率は、カスティージョ候補
50.126％、フジモリ候補 49.874％（0.252％（約 4万 4千票）
差）。
　7月28日、カスティージョ大統領率いる左派政権が発足（任
期は5年）。同政権は、社会主義経済政策、制憲議会の招集
（憲法改正）を訴え、喫緊の重要課題として、新型コロナ対策、
経済活性化、政治的安定の回復、社会政策の推進等を掲げて
いる。国会（一院制、全 130 議席）では、2021 年 4月の大
統領選挙と同時に行われた国会議員選挙の結果、カスティージョ
大統領が所属するペルー・リブレ党（急進左派）が 37議席を
獲得し第一党に躍進する一方、人民勢力党（フジモリ派、24
議席）始め中道・右派勢力が過半数を占めている。

外交・国防

1　外交基本方針
　自国産品（特に付加価値を伴う非伝統的産品）輸出の拡大
と右による雇用の創出・貧困削減を主たる目的として、自由・開
放的な対外経済政策を標榜してきた。アジア太平洋経済協力
（APEC）、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進
的な協定（TPP11 協定）の参加国であり、メキシコ、チリ、コ
ロンビアと共に、中南米地域において開かれた経済連合を目指
すイニシアティブである太平洋同盟のメンバー国である。TPP11
については、2021 年 7月21日、ペルーが国内手続を完了し
た旨を寄託国ニュージーランドに通報し、9月19日に発効。ま
た、これまでに日本を含む19の国・地域との間に通商協定（自
由貿易協定、経済連携協定等）のネットワークを構築し、貿易
総額の約 90％に相当する市場をカバーする等、積極的な施策
を展開している。なお、日ペルー経済連携協定（EPA）は我が
国が中南米ではメキシコ、チリに次いで3番目、全世界では
13番目に締結した協定であり、2009 年から2010 年に7回の
交渉会合を開催後、2011 年 5月に署名、2012 年 3月に発
効した。

　カスティージョ大統領は、イデオロギーより実利に基づく国際
協力を志向。

2　軍事力
（1）予算　22.1 億ドル（2019 年予算）
（2）兵役　志願制
（3）兵力　8.1 万人（陸軍 4.75 万人、海軍 2.4 万人、空軍
0.95 万人）
（ミリタリー・バランス2019）
経済（単位　米ドル）
1　主要産業
製造業、石油・鉱業、商業、建設業、農業（ペルー統計情報庁）

2　GDP
2,020 億ドル（2020 年、世銀）

3　一人当たりGDP
6,127ドル（2020 年、世銀）

4　GDP成長率
-11.1％（2020 年、世銀）

5　物価上昇率
5.5％（2022 年（推定値）、IMF）

6　失業率
9.3％（2022 年（推定値）、IMF）

7　総貿易額
（1）輸出　631.0 億ドル
（2）輸入　483.5 億ドル
（2021 年、ペルー中央準備銀行）

8　主要貿易品目
（1）輸出　銅、金、亜鉛、鉄、魚粉、液化天然ガス
（2）輸入　機械・電気製品、原油・軽油等の燃料、プラスチッ
ク素材、輸送機器
（2021 年、ペルー通商観光省）

9　地域別貿易動向
（1）主要輸出相手国　中国、米国、カナダ、韓国、日本
（2）主要輸入相手国　米国、中国、アルゼンチン、ブラジル、
メキシコ
（2021 年、IMF）

10　通貨
ソル

11　為替レート
1ドル＝3.731ソル（2022 年 6月15日、ペルー中央準備銀行）

12　経済概要
　1990 年代に導入された自由主義的マクロ経済路線は広く定
着し、対外債務の減少、国庫収入や外貨準備高の増加等、経
済基盤は近年の顕著な成長を反映して強化され内需も旺盛。ペ
ルー経済の成長率（06年から15年までの10年間の平均年
率は5.9％）は中南米地域でも有数。

　ペルーは近年、順調な鉱物資源の輸出と内需に牽引されて安
定した経済成長を維持している。2018 年の経済成長率は
4.0％、インフレ率は1.3％で、中南米諸国の中でも、経済成長
率、外貨準備率、インフレ、公的債務の割合、貧困削減率等
のマクロ経済指標は順調。
　他方、ここ数年の徴税率の低下や2017 年の自然災害から
の復興等にかかる公的資金拠出をはじめとする財政支出の拡大

などに伴い、2014 年以降財政赤字が続き2017 年は財政赤字
が対GDP比 3％に達した。また、対外債務も増加傾向にあり、
2017 年には対GDP比 24.9％にまで至っている。現状は、主
要格付け機関による格付けは投資適格を維持、見通しも安定的
となっているが、ビスカラ政権は財政赤字を抑えるための政策が
急務であり、税収改善のための政策として、2018 年はガソリン
や自動車等に係る選択消費税率の引き上げや免税優遇措置の
廃止を行い、同年の財政赤字は対GDP比 2.5％となっている。
　開発面においては、ペルーは依然として貧富の格差が大きく、
特に、山岳地域やアマゾン地域においては、貧困層の割合が高
く、電力、上下水道・衛生、灌漑等の基礎インフラが十分整
備されていないなど、経済成長の恩恵から取り残されており、
沿岸部と山岳地域・アマゾン地域との格差是正が大きな課題と
なっている。

13　対外債務残高
1019.96 億ドル（2021 年、ペルー中央準備銀行）

経済協力
1　日本の援助実績
（1）有償資金協力（2019 年度まで、借款契約ベース）　
4,216.00
（2）無償資金協力（2019 年度まで、E／Nベース）　
673.97
（3）技術協力実績（2019 年度まで）　585.09
（単位：億円）

2　主要援助国
（1）ドイツ（209.48）（2）米国（142.88）（3）フランス
（92.39）（4）日本（21.07）
（2020 年、OECD／ DAC統計、支出額ベース、単位：百万ドル）
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ＢＦ(Building 
Fellowship) の受け入れ
BF代表としてペルーのロ
クサーナさんご夫妻が、
10月30日～11月14日
まで東西日本区にお見え
になる予定です。日本到
着後 10月30日～ 2日ま
で仙台のクラブで歓迎・
東日本大震災視察等の
後、東京に向かい、甲府
には11月3日8時 27
分到着、YMCAのバザー

参加、午後市内見学、夕方歓迎会、翌日4日には富士吉田へ
向かい、東京へ戻ります。宿泊はホテルだけでなくホームスティ
も望んでいるようで、可能であればどなたか会員宅でお引き受け
いただければ、最高の思い出になるでしょう。

代表プロフィール

①「氏名」：MESTAS BOLANOS DE PEREIRA ROXANA 
　ESTHER　性別「女性」　1962．09．20 生　60歳
　同行の配偶者：PEREIRA PURTUGAL TITO 　　　
　FERNANDO　性別「男性」　1954．11．16 生 67 歳
②「国籍」：ペルー　「居住地」リマ市（Jr .Castilla 260-A 　
　Magdalena del Mar Lima,　Lima-Peru
③「所属クラブ」：San Borja　チャーター 1976 年 4月10日 
　 「地域」：ラテンアメリカ
④職業：服飾業
⑤宗教：カトリック
⑥趣味：洋服縫物、料理、歌、ダンス、水泳、空手（黒帯初段）。

最も必要とする人を助けるため、働き続けることは非常にやりが
いがあります。COVID-19によって発生したこのパンデミックの
中で、より大きな熱意と強烈な気持ちを持って。私たちのモットー
をさらに強調する:「それぞれの権利を伴う義務を認めなさい」、
だから私たちは米、麺、缶詰、ミネラルウォーター ;その他の食
料品のほか、住民の居住地 - ヴィラ・マリア・デル・トライアン
フのサルバドルキリストに寄付しました。（San Borja Club 
Facebook 記事より）

◇ペルーお国柄◇

1　面積
　約 129 万平方キロメートル(日本の約 3.4 倍）
2　人口
　約 3,297 万人（2020 年、世銀）
3　首都　リマ
4　民族
　メスティソ（混血）60.2％、先住民（ケチュア、アイマラ、ア
　マゾン先住民等）25.8％、白人系 5.9%、アフリカ系 3.6%、
　その他 (中国系､日系､その他 )4.5% (2017 年ペルー国勢調
　査）
5　言語
　スペイン語（他にケチュア語、アイマラ語等）
6 宗教
　カトリック(81％)、プロテスタント(13％)、その他 (6％)　

1．政治関係
　外交関係設立は1873 年で中南米で最も早い。日本・ペルー
関係は、第二次世界大戦期を除き常に良好に推移してきた。ガ

ルシア政権下 1989 年に4月3日が「日秘友好の日」として公
式に定められ、以来毎年、ペルー国会では友好の日を祝う式典
を開催。2009 年 6月には移住 110周年記念式典が常陸宮同
妃両殿下の御臨席を得て開催された。2013 ～ 2014 年には外
交関係設立 140周年を記念する諸行事が行われた。2019 年
7月には、移住 120周年記念式典が行われ、眞子内親王殿下
が御訪問された。

　2000 年以降、フジモリ元大統領の引渡問題により、トレド政
権期に、二国間関係は停滞したが、2006 年成立のガルシア政
権、2011 年成立のウマラ政権、2016 年成立のクチンスキー
政権、2018 年成立のビスカラ政権において、二国間関係は非
常に良好である。ガルシア大統領は2008 年以降 3年連続 3
度訪日。2008 年、麻生総理が日本の総理として11年振りに
ペルーを訪問（APECサミット出席）。2012 年 5月、ウマラ大
統領訪日。2013 年 4月、岸田外相がペルーを訪問。2014 年
1月秋篠宮同妃両殿下がペルーを御訪問。2016 年 11月、安
倍総理が日本の総理として8年ぶりにペルーを公式訪問し、引
き続きペルーAPEC首脳会議に参加。岸田外相及び世耕経産
相も同年 11月、ペルーAPEC閣僚会議に参加するためペルー
を訪問した。2017 年 11月、ベトナムAPECダナン首脳会議
の機会に、日ペルー首脳会談及び外相会談が実施された。
2018 年 8月の河野大臣の訪問時、また、同年 11月のパブア・
ニューギニアAPECの機会に、河野大臣とポポリシオ・ペルー
外務大臣との外相会談が実施された。また、2019 年 5月には、
パリで開催されたOECD閣僚理事会において、河野大臣とポ
ポリシオ外務大臣との間で3度目の外相会談が行われた。
2020 年 5月には安倍総理大臣とビスカラ大統領の間で首脳電
話会談が行われ、同年 10月には、茂木大臣とロペス外務大臣
との間で外相電話会談が実施された。世界的に新型コロナウイ
ルス感染症が拡大するなか、日本はペルーに対して保健・医療
関連機材供与のための9億円の無償資金協力等を実施。

2．経済関係
（1）対日貿易
（ア）貿易額（2021 年、財務省貿易統計）
 輸出　3,144 億円
 輸入　772 億円
（イ）主要品目
日本への輸出　銅、石油、液化天然ガス、亜鉛、鉄鉱石等
日本からの輸入　自動車、タイヤ、鉄鋼製品等
（2）日本からの直接投資
238.4 百万米ドル（2020 年末（ストック）、ペルー投資促進庁）
（3）進出企業数　72社（2020 年 10月）( 外務省「海外進
出日系企業拠点数調査」)

3．文化関係
　考古学、人類学等を中心に日本のアンデス社会研究の中心
的対象国となっており文化交流も活発。また、約 10万人の日
系人の存在等もあり、日本語学習熱は高く、毎年日本文化週間

が開催されている。また、2019 年は日本人ペルー移住 120周
年を記念した「日ペルー交流年」であり、両国で様 な々イベン
トが開催された。

4．在留邦人数
　3,182 人（2021 年 10月）　日系人推定 10万人（世界第
　3番目の規模）
（外務省「在留邦人数調査統計」）
5．在日当該国人数
48,226 人（2021 年 6月、法務省「在留外国人統計」）

政治体制・内政

1　政体
　　立憲共和制

2　元首
　　大統領　ホセ・ペドロ・カスティージョ・テロネス

3　議会
　　一院制（130 議席）

4　政府
　　首相　アニバル・トーレス・バスケス
　　外相　セサル・ロドリゴ・ランダ・アロヨ
（注）2月15日時点で、国会に対して信任決議提出予定

5　内政
　1980 年に軍事政権から民政に移管し、90年代のフジモリ政
権によるテロ及び経済問題への取組により国政が安定化した。
同政権時代に基礎が作られた経済政策を踏襲したトレド政権以
降でペルーは躍進を遂げる。その一方で、貧富の格差の是正
は進まず、2006 年にウマラ候補は貧困層の代弁者として大統
領選に立候補するが、ガルシア候補に惜敗。5年後の2011 年
4月の大統領選挙、国会議員選挙の際、大統領候補を出さな
かった与党アプラ党は惨敗し、ウマラ候補率いる勝利するペルー
連合が国会第一党になった。同年 6月にウマラ候補とケイコ・
フジモリ候補の間で大統領選挙の決選投票が行われ、地方の
貧困層及び南部に支持基盤を有するウマラ候補が僅差で勝利
し、7月大統領に就任した。
　社会的包摂を伴う経済成長を掲げるウマラ政権は、政権当初
から選挙公約である各種社会プログラムを開始した。制度面で
は、抽選による徴兵制の導入、国家公務員法にあたる「市民サー
ビス法」の公布、「大学法」改正等に着手した。他方、既得
権益を手放したくない一部の抵抗勢力からの反発、若者による
デモ及び野党からの圧力、大統領夫妻に関する政治スキャンダ
ル等もあり、厳しい政権運営を強いられた。
　2016 年 4月10日の大統領選挙では、ケイコ・フジモリ人民
勢力党候補が約 40％、クチンスキー「変革のためのペルー」
候補が約 21％の投票率を獲得し決選投票に進出した。6月5
日の決選投票では、50.120％のクチンスキー候補が約 4万 1
千票差（有効投票率 0.240％差）で49.880％のケイコ候補を
下し当選した。
　クチンスキー政権は2016 年 7月28日に発足。同政権は、
インフラ整備（特に上下水道）、教育の質の向上、医療サービ
スの改善、国内経済のインフォーマルセクターの縮小、治安改
善等を重視する政策を掲げた。また、同政権は、2021 年のペ
ルー独立 200周年に向けてOECD加盟入りを目指す取組や
TPP11の署名を含めた二国間及び地域との経済連携を推進す
る取組も進めた。なお、クチンスキー大統領は、ペルー国内で
収監されていたフジモリ元ペルー大統領について17年 12月、
人道的配慮等に基づき同元大統領に対する恩赦を決定した。
　2018 年 3月、ブラジルの建設会社が中南米諸国の政府関
係者に公共事業発注のため贈賄を行ってきたとされる汚職疑惑
事件（「ラバ・ジャト」事件）がペルー政界にも波及し、クチン
スキー大統領自身にも疑惑が及んだこと等から、自らの関与は

否定しつつも、ペルーの団結と調和のために最善であるとしてク
チンスキー大統領は辞任。憲法の規定に従い、同年 3月23日
（現地時間）、ビスカラ第一副大統領が新大統領に就任。ビス
カラ政権は、（1）汚職対策、（2）政治改革、（3）経済活性化、
（4）社会開発、（5）地方分権の5分野推進を掲げ、特に
（1）汚職対策や（2）政治改革に取り組んでおり、その他、
（3）経済活性化、（4）社会開発、（5）地方分権といった分野
で成果を出すことができるかが注目された。しかし、国会に基盤
を持たない同大統領は、国会との関係構築に苦慮。2019 年 9
月30日、ビスカラ大統領は、人民勢力党（フジモリ派）等の
野党が多数の国会と対立する形で国会解散を宣言し、国会議
員選挙を招集する大統領令を発出した。2020 年 1月26日、
国会議員選挙を実施。人民勢力党は大幅に議席を減らした（全
130 議席中73議席から14議席）。同年 3月以降、新型コロ
ナウイルス感染症対策に取り組む一方、国会との対立は解消し
ないまま、11月、州知事時代の汚職疑惑に端を発する大統領
罷免決議が国会で可決され、同大統領は退任。11月10日、
ペルー憲法の継承順位に基づき、メリーノ国会議長が大統領に
就任したが、一連の動きに対する国民の反発が全国的な抗議
デモに発展したこと等を受けて、同月15日に辞任。16日、国
会でサガスティ議員が国会議長として選出され、翌 17日、大
統領に就任（任期は2021 年 7月まで）。
　2021 年 4月11日の大統領選挙では、強力な政党・候補者
が不在の低調な分裂的選挙情勢を経て、事前の世論調査で上
位に入らなかったペドロ・カスティージョ候補（ペルー・リブレ党、
急進左派）が 18.92％、ケイコ・フジモリ候補（人民勢力党、
中道右派）が 13.40％の得票率で決選投票に進出した。6月6
日に決選投票を実施。同月15日、全国選挙過程事務所
（ONPE)は、集計率 100％の結果（カスティージョ候補
50.125％、フジモリ候補 49.875％）を発表したが、両候補側
が一部の集計済みの票の無効化を訴え、審議が行われることに
なった。7月19日、全国選挙裁判所（JNE）は、カスティージョ
候補の当選を発表。最終結果の得票率は、カスティージョ候補
50.126％、フジモリ候補 49.874％（0.252％（約 4万 4千票）
差）。
　7月28日、カスティージョ大統領率いる左派政権が発足（任
期は5年）。同政権は、社会主義経済政策、制憲議会の招集
（憲法改正）を訴え、喫緊の重要課題として、新型コロナ対策、
経済活性化、政治的安定の回復、社会政策の推進等を掲げて
いる。国会（一院制、全 130 議席）では、2021 年 4月の大
統領選挙と同時に行われた国会議員選挙の結果、カスティージョ
大統領が所属するペルー・リブレ党（急進左派）が 37議席を
獲得し第一党に躍進する一方、人民勢力党（フジモリ派、24
議席）始め中道・右派勢力が過半数を占めている。

外交・国防

1　外交基本方針
　自国産品（特に付加価値を伴う非伝統的産品）輸出の拡大
と右による雇用の創出・貧困削減を主たる目的として、自由・開
放的な対外経済政策を標榜してきた。アジア太平洋経済協力
（APEC）、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進
的な協定（TPP11 協定）の参加国であり、メキシコ、チリ、コ
ロンビアと共に、中南米地域において開かれた経済連合を目指
すイニシアティブである太平洋同盟のメンバー国である。TPP11
については、2021 年 7月21日、ペルーが国内手続を完了し
た旨を寄託国ニュージーランドに通報し、9月19日に発効。ま
た、これまでに日本を含む19の国・地域との間に通商協定（自
由貿易協定、経済連携協定等）のネットワークを構築し、貿易
総額の約 90％に相当する市場をカバーする等、積極的な施策
を展開している。なお、日ペルー経済連携協定（EPA）は我が
国が中南米ではメキシコ、チリに次いで3番目、全世界では
13番目に締結した協定であり、2009 年から2010 年に7回の
交渉会合を開催後、2011 年 5月に署名、2012 年 3月に発
効した。

　カスティージョ大統領は、イデオロギーより実利に基づく国際
協力を志向。

2　軍事力
（1）予算　22.1 億ドル（2019 年予算）
（2）兵役　志願制
（3）兵力　8.1 万人（陸軍 4.75 万人、海軍 2.4 万人、空軍
0.95 万人）
（ミリタリー・バランス2019）
経済（単位　米ドル）
1　主要産業
製造業、石油・鉱業、商業、建設業、農業（ペルー統計情報庁）

2　GDP
2,020 億ドル（2020 年、世銀）

3　一人当たりGDP
6,127ドル（2020 年、世銀）

4　GDP成長率
-11.1％（2020 年、世銀）

5　物価上昇率
5.5％（2022 年（推定値）、IMF）

6　失業率
9.3％（2022 年（推定値）、IMF）

7　総貿易額
（1）輸出　631.0 億ドル
（2）輸入　483.5 億ドル
（2021 年、ペルー中央準備銀行）

8　主要貿易品目
（1）輸出　銅、金、亜鉛、鉄、魚粉、液化天然ガス
（2）輸入　機械・電気製品、原油・軽油等の燃料、プラスチッ
ク素材、輸送機器
（2021 年、ペルー通商観光省）

9　地域別貿易動向
（1）主要輸出相手国　中国、米国、カナダ、韓国、日本
（2）主要輸入相手国　米国、中国、アルゼンチン、ブラジル、
メキシコ
（2021 年、IMF）

10　通貨
ソル

11　為替レート
1ドル＝3.731ソル（2022 年 6月15日、ペルー中央準備銀行）

12　経済概要
　1990 年代に導入された自由主義的マクロ経済路線は広く定
着し、対外債務の減少、国庫収入や外貨準備高の増加等、経
済基盤は近年の顕著な成長を反映して強化され内需も旺盛。ペ
ルー経済の成長率（06年から15年までの10年間の平均年
率は5.9％）は中南米地域でも有数。

　ペルーは近年、順調な鉱物資源の輸出と内需に牽引されて安
定した経済成長を維持している。2018 年の経済成長率は
4.0％、インフレ率は1.3％で、中南米諸国の中でも、経済成長
率、外貨準備率、インフレ、公的債務の割合、貧困削減率等
のマクロ経済指標は順調。
　他方、ここ数年の徴税率の低下や2017 年の自然災害から
の復興等にかかる公的資金拠出をはじめとする財政支出の拡大

などに伴い、2014 年以降財政赤字が続き2017 年は財政赤字
が対GDP比 3％に達した。また、対外債務も増加傾向にあり、
2017 年には対GDP比 24.9％にまで至っている。現状は、主
要格付け機関による格付けは投資適格を維持、見通しも安定的
となっているが、ビスカラ政権は財政赤字を抑えるための政策が
急務であり、税収改善のための政策として、2018 年はガソリン
や自動車等に係る選択消費税率の引き上げや免税優遇措置の
廃止を行い、同年の財政赤字は対GDP比 2.5％となっている。
　開発面においては、ペルーは依然として貧富の格差が大きく、
特に、山岳地域やアマゾン地域においては、貧困層の割合が高
く、電力、上下水道・衛生、灌漑等の基礎インフラが十分整
備されていないなど、経済成長の恩恵から取り残されており、
沿岸部と山岳地域・アマゾン地域との格差是正が大きな課題と
なっている。

13　対外債務残高
1019.96 億ドル（2021 年、ペルー中央準備銀行）

経済協力
1　日本の援助実績
（1）有償資金協力（2019 年度まで、借款契約ベース）　
4,216.00
（2）無償資金協力（2019 年度まで、E／Nベース）　
673.97
（3）技術協力実績（2019 年度まで）　585.09
（単位：億円）

2　主要援助国
（1）ドイツ（209.48）（2）米国（142.88）（3）フランス
（92.39）（4）日本（21.07）
（2020 年、OECD／ DAC統計、支出額ベース、単位：百万ドル）

「ロモ・サルタード」です。牛肉の細切りと玉ねぎ、トマト、フラ
イドポテトなどを炒めた料理で、白いご飯と一緒に盛り付けられ
ています。

「セビーチェ」です。セビーチェは白身魚やタコ、エビやイカ、貝
などをレモンで締め、紫玉ねぎと和えた料理。酸味が効いており、
マリネのような味です。

ペルー料理


