
  

中南米の主な国・地域の概要と主要経済指標 

 

※2020 年時点のものを掲載 

出所：外務省 各国情勢地域別インデックス https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html、外務省「海外在留邦人数調査統計」、財務省 対外直接投資（地域別）https://www.mof.go.jp/international_policy/reference/balance_of_payments/bpfdi.htm、 

UNCTAD STAT http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_ChosenLang=en 

国・地域 アルゼンチン ボリビア ブラジル チリ コロンビア エクアドル パラグアイ ペルー ウルグアイ ベネズエラ メキシコ 

面積 278 万 km2 110 万 km2 851.2 万 km2 75.6 万 km2 113.9 万 km2 25.6 万 km2 40.7 万 km2 129 万 km2 17.6 万 km2 91.2 万 km2 196 万 km2 

首都 ブエノスアイレス ラパス（憲法上の首

都はスクレ） 

ブラジリア サンティアゴ ボゴタ キト アスンシオン リマ モンテビデオ カラカス メキシコシティ 

宗教 カトリック等 カトリック等 カトリック等 カトリック等 カトリック等 カトリック等 カトリック等 カトリック等 カトリック等 カトリック等 カトリック等 

政体 立憲共和制 立憲共和制 連邦共和制 立憲共和制 立憲共和制 共和制 立憲共和制 立憲共和制 立憲共和制 共和制 連邦共和制 

元首 アルベルト・フェルナ

ンデス大統領 

ルイス・アルセ・カタ

コラ大統領 

ジャイル・メシアス・ボ

ルソナーロ大統領 

セバスティエン・エ

チュニケ大統領 

イバン・ドゥケ・マル

ケス大統領 
レニン・モレノ大統領 マリオ・アブド・

ベニテス大統領 

ホセ・カスティージ

ョ・テロネス大統領 

ルイス・ラカジ

ェ・ポウ大統領 

ニコラス・マドゥロ・ 

モロス大統領 

アンドレスロペス・オ

ブラドール大統領 

議会 二院制  【上院 72 

議席（任期 6年）、 

下院 257 議席 

（任期 4年）】 

二院制  【上院 36 

議席（任期 5 年）、 

下院 130 議席（任 

期 5 年）】 

二院制  【上院 81 

議席（任期 8 年）、 

下院 513 議席（任 

期 4 年）】 

二院制  【上院 50

下院 155 議席】 

二院制  【上院 108 

議席（任期 4 年）、

下院 171 議席（任 

期 4 年） 

一院制  【137 議席

（任期 4 年）】 

二院制  【上院 45 

議席、下院 80 議席 

（任期 5 年）】 

一院制  【130 議席 

（任期 5 年）】 

二院制【上院 31 議 

席、下院 99 議席 

（共に任期 5 年）】 

一院制  【167 議席（任

期 5 年）】 

二院制  【上院 128 

議席（任期 6 年）、

下院 500 議席（任 

期 3 年）】 

主要産業 農牧業（油糧種子、穀

物、牛肉）、工業（食

品加工、自動車） 

天然ガス、鉱業（亜鉛、

銀、鉛、錫）、農業（大

豆、砂糖、トウモロコ

シ） 

製造業，鉱業（鉄鉱石

他），農牧業（砂糖，オ

レンジ，コーヒー，大豆

他） 

鉱業、農林水産業、

製造業（食品加工、

木材加工） 

農業（コーヒー、バナ

ナ、さとうきび等）、

鉱業（石油、石炭、金、

エメラルド等） 

鉱工業（石油）、農水

産業（バナナ、カカ 

オ、コーヒー、エビ）

農業、製造業（自動車

部品など）、電力 

製造業、石油・鉱業、

商業、農業、建設業 

農牧業、製造業（商品

加工）、サービス業 

鉱業（石油，鉄鉱，ボ

ーキサイト），石油化

学，製鉄，アルミ製錬

製造業（自動車、電

機・電子機器）、鉱業

（原油） 

輸出額 
(億ドル） 

548 70 2,098 715 310 202 85 410 68 49 4,181 

輸入額 
(億ドル） 

424 71 1,599 588 434 161 99 361 75 60 3,833 

貿易収支 
（億ドル） 

125 -0 499 126 ▲124 40 ▲13 48 ▲7 ▲11 348 

主要輸出 
品目 

農畜産物加工品、牛

肉、穀物、自動車及び

同部品、貴金属、燃料、

水産物 

天然ガス、亜鉛、金（地

金）、大豆、銀 

自動車、航空機、 

大豆、粗糖、鉄鉱石、鉄

鋼半製品、原油、木材パ

ルプ 

銅鉱、木材チップ、

モリブデン、農水産

品／加工品（サケ・

マス、ワイン） 

石油、コーヒー、石炭、

フェロニッケル、バナ

ナ、切り花、金、エメ

ラルド 

石油，バナナ，コーヒ

ー，カカオ，生花，ま

ぐろ，えび 

大豆（大豆粉、大豆油

等含む）、電力、牛肉、

トウモロコシ、コメ

銅、金、亜鉛、鉄、魚

粉、ブドウ、ブルーベ

リー 

牛肉、セルロース、大

豆、乳製品 

石油、有機・化学品、

鉄鋼・アルミニウム（及

び製品）、鉱物製品、

輸送機器等 

機械類・輸送用機器、

雑製品、素材製造品

（皮革、紙、鉄鋼等）

主要輸入 
品目 

自動車及び同部品、燃

料、医療用品、電子機

器・機械類及び同部

品、農業資材 

工業用品、機械、自動

車・自動車部品、燃

料・潤滑油 

工業原材料、工業・家庭

用機械、資本財付属品、

輸送用機器、医薬品、食

料品、石油・燃料 

燃料、原油・天然ガ

ス、携帯電話、自動

車及び同部品、トラ

ック等輸送機器 

化学品、自動車・同部

品、機械、通信機器、

医薬品、食品 

石油製品，自動車，車

両部品，鉄鋼 

機械及び機械部品、そ

の他消費財、中間財、

燃料、自動車 

機械・電気製品、原

油・軽油等の燃料、衣

類、プラスチック素材 

自動車、衣料品・靴、

プラスチック、電話 

電気機器、化学品、鉄

鋼・アルミニウム、畜

産物、輸送機器等 

機械類・輸送用機器、

素材製造品（皮革・

紙・鉄鋼等）、化学製

品 

主要輸出 
先国 

ブラジル、EU、中国、

米国、チリ 

ブラジル、アルゼン

チン、インド、日本、

韓国、米国 

中国、米国、アルゼン

チン、オランダ、チリ、

ドイツ 

中国、米国、日本、

韓国、ブラジル 

米国、中国、エクア

ドル、パナマ、メキ

シコ 

米国、チリ、ペルー、

コロンビア、ロシア

ブラジル、アルゼン

チン、チリ、ロシア、

米国、インド 

中国、米国、韓国、

日本、オランダ 

中国、EU、ブラジル 米国、中国、インド、

シンガポール、スペイ

ン 

米国、カナダ、中国、

ドイツ、ブラジル 

主要輸入 
先国 

中国、ブラジル、EU、

米国、パラグアイ 

中国、ブラジル、ア

ルゼンチン、ペルー 

中国、米国、アルゼン

チン、ドイツ、韓国 

中国、米国、ブラジ

ル、アルゼンチン 

米国、中国、メキシ

コ、ブラジル 

米国、中国、コロン

ビア、パナマ 

中国、ブラジル、ア

ルゼンチン、米国 

米国、中国、アルゼ

ンチン、ブラジル 

ブラジル、中国、アル

ゼンチン 

米国、中国、メキシコ、

ブラジル、コロンビア

米国、中国、日本、

ドイツ、韓国 

対日輸出額 
(億ドル) 

5 72 54 72 5 11 0.7 18 0.5 0.5 64 

対日輸入額 
（億ドル） 

6 237 41 11 12 5 0.7 10 0.3 1 115 

対日輸出 
品目 

魚介類、アルミニウム

及び同合金、果実、飼

料 

亜鉛、銀、コーヒー、

砂糖、木材等 

鉄鉱石、肉類、農産物、

非鉄金属、化学製品等 

銅鉱、農水産品／加

工品（魚介類、果実、

ワイン）モリブデ

ン、木材チップ、リ

チウム等 

コーヒー、石炭、原油、

切り花等 

原油、バナナ、魚粉、

木材チップ、魚介類，

冷凍野菜 

ごま、大豆油かす 銅、亜鉛、液化天然ガ

ス、魚粉、亜鉛合金等 

肉類、羊毛、ビーフジ

ャーキー 

原油、カカオ、アルミ

ニウム、化学製品 

電気・科学光学機器、

豚肉、機械、塩、果実、

自動車、非鉄金属鉱等

対日輸入 
品目 

自動車・自動車部品、

原動機、有機化合物等 

自動車・自動車部品、

機械、工業用品等 

自動車部品、二輪車部

品、工具、事務機器等品 

機械・輸送用機器、

自動車、タイヤ、軽

油 

自動車、鉄鋼、ゴム製

品等 

輸送機器、一般機械、

鉄鋼、精密機器、ゴム

製品 

電気機器・機械輸送機

器及び関連品 

自動車、タイヤ、鉄鋼

製品等 

自動車、印刷機器、合

成ゴム 

自動車・バイク等、そ

の他産業機械、輸送用

機器 

自動車・同部品、鉄鋼

製品、音響・映像機器

部品、金属加工機械

日本からの 
直接投資 
（億円） 

実行： -（データ無） 

回収：  -（同上） 

ネット： -（同上） 

実行： -（データ無） 

回収：  -（同上） 

ネット： -（同上） 

実行 5,855 

回収 2,742 

ネット 3,114 

実行： -（データ

無） 

回収：  -（同上） 

ネット： -（同上） 

実行： -（データ無）

回収：  -（同上）

ネット： -（同上）

実行： -（データ無）

回収：  -（同上）

ネット： -（同上）

実行： -（データ無）

回収：  -（同上）

ネット： -（同上）

実行： -（データ無） 

回収：  -（同上） 

ネット： -（同上） 

実行： -（データ無） 

回収：  -（同上） 

ネット： -（同上） 

実行： -（データ無）

回収：  -（同上） 

ネット： -（同上） 

実行 1,874 

回収 1,300 

ネット 574 

在留邦人数 11,440 2,825 49,689 1,641 1,203 308 5,603 3,174 319 203 11,659  



 

中南米の主な国・地域の投資環境比較 

  
※外貨建長期債務格付は 2020 年 8 月時点、賃金水準は 2021 年 2 月時点、その他の項目は 2020 年時点のものを掲載 

出所： IMF「World Economic Outlook Database, April 2020」 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April、S&P・Moody's・Fitch 各ホームページ、 

日本貿易振興機構「投資コスト比較」 https://www.jetro.go.jp/world/search/cost.html 

 

国・地域 アルゼンチン ボリビア ブラジル チリ コロンビア エクアドル パラグアイ ペルー ウルグアイ ベネズエラ メキシコ 

人口 
(100 万人) 

45.4 11.7 211.4 19.5 50.9 17.5 7.3 33.5 3.5 28.0 127.8 

名目 GDP 
(億ドル) 3,883 394 14,340 2,528 2,715 967 359 2,038 557 473 10,762 

1 人あたり名
目 GDP（ドル) 

8,555 3,360 6,783 12,990 5,336 5,520 4,946 6,084 15,778 1,691 8,421 

実質 GDP 成長
率（％） 

-9.9 -7.7 -4.1 -5.8 -6.8 -7.5 -0.9 -11.1 -5.7 -30.0 -8.3 

消費者物価 
(％) 

42.0 0.9 3.2 3.0 2.5 -0.3 1.8 1.8 9.8 2,355,2 3.4 

失業率（％） 11.4 8.0 13.2 10.8 16.1 5.3 6.6 13.6 10.4 - 4.4 

外貨建長期債
務格付(S&P) CCC+ B+ BB- A BBB- B- BB BBB+ BBB 

SD 

（選択的債務不履行）
BBB 

〃 
(Moody's) 

Ca B1 B2 A1 Baa2 Caa1 Ba1 A3 Baa2 WR Baa1 

〃 
(Fitch) CCC B BB- A- BB+ B- BB+ BBB+ BBB- 

RD 

(一部債務不履行) 
BBB- 

法人所得税 
<表面税率> 

（％） 
25 - 34 

(1)国税 0, 25, 27 

(2)地方税企業資産

額の 0.25～0.5 

国税 31% 

地方税 0.414～

1.104% 

22 10 29.5 国税 25 - 30 

個人所得税 
<最高税率> 

（％） 
35 - 27.5 40 39 35 10 30 36 - 35 

付加価値税 
<標準税率> 

（％） 
21 - 

サンパウロ州内：18 

国内州間の一般税

率：7～12 

19 19 12 10 18 22 - 16 

賃金水準/月 
（ドル） 

【ブエノスアイレス】 

ワーカ： 512～760 

エンジニア：2,056～

2,557 

中間管理職：2,742～

3,410 

最低賃金：      243 

- 

【サンパウロ】 

ワーカ：   522 

エンジニア： 2,955 

中間管理職： 3,851 

最低賃金（連邦）： 

213 

 

【サンティアゴ】 

ワーカ：   1,296 

エンジニア： 3,288 

中間管理職： 6,981 

最低賃金：      459 

 

 

【ボゴタ】 

ワーカ：  570～904

エンジニア：1,042～

1,803

中間管理職：2,408～

3,723

最低賃金：   265 

【グアヤキル】 

ワーカ：     603

エンジニア： 1,565

中間管理職： 2,389

最低賃金：      400

 

 

【アスンシオン】 

ワーカ：    318

エンジニア： 1,304

中間管理職： 1,449

最低賃金：      318

 

 

【リマ】 

ワーカ：      496 

エンジニア：   860 

中間管理職： 2,514 

最低賃金：      256 

 

 

【モンテビデオ】 

ワーカ：    1,025 

エンジニア： 1,707 

中間管理職： 2,319 

最低賃金：      425 

 

 

- 

【メキシコシティ】

ワーカ   350 

エンジニア：1,750

中間管理職：3,289

最低賃金：  7/日 

 

 




