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 NY コーヒー先物相場は、ウクライナ情勢悪化、上海ロックダウンによる需要減予想から

その後は徐々に 値を下げ 210 セント台中盤まで軟化する展開になりました。 

ブラジルのコーヒー生産地の気温低下が噂され降霜リスクが警戒されたことにより、買優

勢となり再び相場は上昇傾向となりました。 

その後、降霜は報告されましたが、深刻な被害には発展せず落ち着きを取り戻しました。 

 5 月の時点で降霜の話があがるのはめずらしく、今後本格的に冬に入っていくブラジルの

天候には注視が必要ではあります。 

ブラジル食料供給公社（Conab）は、2022 年の同国コーヒー生産高見通しを前年比 12.0%

増 の 5,342 万 8,300 袋としました。 

1 月時点の 5,574 万 3,100 万袋から大幅に下方修正しています。 

LDN コーヒー先物相場は、1 トン=2,000 ドル台中盤で揉み合う展開となりました。 

 パンデミックの混乱状態が終息に向かい、輸出環境が正常化に向かっていることが確認で

きます。 

 このため、ロンドン相場は調整売り優勢の地合が維持されました。  

 

産地情報  

ブラジル 

 5 月に入り、各情報筋から最新の 22/23 クロップの生産量予想が発表されています。 

各社 22 年３月に発表し た生産量予想と大きな乖離はないものの、依然として 54 百万袋

から 65 百万袋までの幅広いレンジでの予想となっています。 

CONAB（ブラジル農務省）からは 5 月の中旬に前年比+5.7 百万袋となる 53.4 百万袋と

の 発表がありました。 

産地の天候は、5 月上旬は大きな冷え込みもなかったが、寒気団の影響で 5 月中旬より一

気に冷え込み降霜 懸念が強まりました。 

実際に 20 日には一部のコーヒー生産エリアで軽微な降霜が確認されたものの、生産量へ 

マイナス影響を与える深刻なものではなく、コーヒー先物相場も反落しました。 

その後、5 月下旬にかけて寒さは和らいでいる状況ではありますが、翌月以降も引き続き警

戒が必要です。 

ウクライナ情勢の悪化により肥料価格は上昇を続けており、2022 年 4 月には前年同月比

+296.7%となる数字を記録しました。 

米国エネルギー関連会社によると、今後 2 年間、肥料価格は高止まりすると見られていま

す。  



 コロンビア 

コロンビアでは 5/29 に大統領選挙の第 1 回投票を控えています。 

最新の世論調査（5/2～5/13 に実施、約 6,200 人の回答結果）によると、急進派のペトロ

氏が 38％の得票率でトップとなり、中道右派のグティエレス氏が 23％で 2 位につけまし

た。 

「決戦投票でペトロ氏とグティエレス氏のどちらに投票するか」との質問では、ペトロ氏が 

47％、グティエレス氏が 39％と拮抗するも既存政治の改革を掲げるペトロ氏が一貫して高

い支持率を獲得しています。 

但し、同氏が掲げる貿易関連の公約の中には、国内で生産できる農産物の輸入停止といっ 

た項目も含まれており、実際に当公約が実現するとコーヒー産業には大きな影響が及びそ

うです。  

産地ではミタカクロップの収穫がピークを迎えており、現在の進捗率は 50-60％程度。 

ラニーニャ現象の影響で強い雨が続いており、9 月末頃までこうした状況が継続する可能

性があります。 

こうした状況を加味し、各社の生産量予測は 5.0～5.5 百万袋（昨対比約 4-13％減）と昨

年に比べ減産が見込まれています。 

 雨が継続することで農家での精選・乾燥工程の遅延が品質懸念をもたらすだけでなく、強

雨に伴う土砂崩れ等で路面状況が悪化しコーヒーの輸送が遅延、保管状況の悪い状態で輸

送時間が長期化する等、品質劣化懸念はいくつも想定され、今後も予断を許さない状況です。 

次回のメインクロップに向けては各地で開花状況の精査が進んでおり、7 月頃にはより正

確な生産量の見通しが出てくる見込みです。 

雨が多い状況が続く中、土壌侵食に伴う栄養成分の低下といった懸念も抱えており、 メイ

ンクロップも悪天候が引き起こす生産量へのインパクトを注視していく必要があります。 

メキシコ 

 （コロナ関連）  感染者：5,759,773 人 死亡者数：324,768 人（2022 年 5 月 25 日時

点）  メキシコでの感染者数は増加傾向にあり、平均で 1 日 1,348 人の新規感染者が報

告されています。  

メキシコ、米国両国政府は、新型コロナウイルス対策として、メキシコと米国間の陸路国境

における個人的な観光やレクレーション等を目的とした不要不急の移動を制限することに

合意。 

また、メキシコ南部国境に ついても同様に、不要不急な陸路移動が制限されています。 

 （産地関連）  主要産地であるチアパス州では次回 22/23crop の生育に好都合な天候が

報告されていますが、ベラクルス州で は降雨不足が樹木にストレスを与え、最適な開花に

至らないことが懸念されています。  

低地では引き続きロヤ（サビ病）が心配されています。 

 



 ペルー  

（コロナ関連）  感染者：3,576,640 人 死亡者数：213,122 人（2022 年 5 月 25 日時

点）  ペルーでは 1 日平均 488 人の新規感染者が報告されており、状況としては減少傾

向。 

 外出時のマスクの着用については公道を移動する際や屋内では、KN95 マスク一枚、もし

くは 3 層プリーツ のサージカルマスクの上に一般的な（布）マスクの着用を義務。 

60 歳以上で 3 回のワクチン接種者及び 12 歳以上で 2 回のワクチン接種者が 80%を満

たす州においては、ソーシャルディスタンスを確保した上で屋外におけるマスク使用を任

意とするが、感染状況により変更出来る。 

 （産地）  2022 年 Crop の収穫が始まり、進捗率としては 8％程度。 

乾季にこれから突入するわけだが降雨が続いており、このまま長雨が続くようだと収穫遅

延が懸念されます。  

収穫の初期段階である事もあり商売は低調、農家、農協、サプライヤー間で徐々に開始され

ている状況です。 

コンテナ不足は完全に解決しておらず、引き続き課題として残っています。 

ベトナム  

現在、初期のコーヒーチェリー生育段階であり、天候も雨季にシフトしていく段階で施肥が

開始されています。21/22 クロップの販売状況は先月と変わらず 75%程度。 

特に売り圧力は無く、国内価格は高止まり。 

 依然としてガソリン価格の高騰が止まらない状況で、今月も過去最高の国内ガソリン販売

価格を記録しました。 

今後もエネルギー価格、肥料価格、海上運賃の高騰が予想されるなか、各サプライヤーは特

に New crop（22/23 クロップ）のオファーには慎重になっている状況です。 

 

 

 

 インドネシア 

 同国の 22/23 クロップのアラビカの生産量予想について意見が分かれています。 

USDA（米国農務省）によると、今年は恵まれた天候と農家の行き届いた手入れにより、そ



の生産量は前年比 5%アップの 1.35 百万袋となると予想されています。 

一方弊社の関係サプライヤーによると、今年は直近 2-3 年の低相場による農家の手入れ不

足と、本来剪定や植替が必要である樹齢 10 年以上の木（生産性が低い）が多くなっている

ことから、 大幅な減産になることが予想されています。 

まだクロップサーベイの初期段階であるので詳細はこれから明らかになると思われますが、

直近 1-2 か月の産地オファーは 20-30%程度上昇しています。 

エチオピア  

先月にも記載させて頂いた通り、輸出業者にとってはバタバタの状態が続いております。 

外貨獲得に 焦る行政は引き続き輸出業者に輸出をプッシュする一方で、コンテナの取り合

いの状況は変わらずで予想以上に輸出が遅れている状況です。 

先物国際相場と同国内の最低価格設定も上手く連動しておらず、 国内価格も高値キープが

続いている為、輸出業者としては中々次の成約に踏み込めない状況になっております。 

タンザニア 

22/23Crop に関しては収穫が徐々に近づいてきます。 

好調だった昨年よりは減産とはいえ、アラビカ は例年のレベルを保ち 45-48 万袋程度に

なる予想です。 

しかし、マイルドアラビカがタイトであることから需要は強く、Diff は上昇傾向にありま

す。 

・21/22Crop で農協から農家への支払いが遅延する等、足許で再度問題が出ており、現行

オークション 制度への不満が引き続き出ております。 

政府も制度設計を調整し、民間の参入を再度図ろうという動きがあり、こちらにも注目をし

ていきたいと思います。 

 農薬について 『農薬』と聞くと，体に悪いもの、環境に悪いものといったネガティブなイ

メージをお持ちの方も多いので はないでしょうか。 

農薬とは農産物などに発生する害虫駆除や病気の防除雑草を除くために使用される薬剤 

や天敵のことで、農薬取締法では用途によって 10 種類に分類されています。 

 種類 説明  

① 殺虫剤 ： 農作物を加害する害虫を防除する薬剤 

② 殺菌剤 ： 農作物を加害する病気を防除する薬剤  

③ 殺虫殺菌剤 ： 農作物の害虫，病気を同時に防除する薬剤 

④ 除草剤 ： 雑草を防除する薬剤  

⑤ 殺鼠剤 : 農作物を加害するノネズミなどを防除する薬剤 

⑥ 植物成長調整剤： 農作物の生育を促進させたり、抑制する薬剤  

⑦ 誘引剤 : 主として害虫をにおいなどで誘き寄せる薬剤 

⑧ 展着剤 : ほかの農薬と混合して用い、その農薬の付着性を高める薬剤 

⑨ 天敵 : 農作物を加害する害虫の天敵 ➉ 微生物剤 : 微生物を用いて農作物を加害する



害虫病気等を防除する剤 ＊（日本国内（農薬取締法）での分類 食糧を安定して確保するた

めには農薬の適切な使用は避けられない課題です。 

 農作物を生産する際に農薬を全く使用しなかった場合、収穫量は大幅に減少してしまいま

す。 

一方で農薬は 使用方法を誤ると生物や環境に影響を与えてしまう恐れがあります。 

 そのため農薬使用に関する法律が定められ、各国の生産状況に合わせて使用できる薬剤の

種類、使用の時期 や上限などが規定されています。 

最近では、特に人に対する毒性が高い農薬や残留性が高い農薬は販売が禁 止されています。

登録制度に定められている通りに正しく使用することで農産物や生物、環境の安全は守ら 

れています。 

食品衛生法残留農薬のポジティブリスト制度施行から既に 15 年以上が経過し、最近は法令

関係のお話を聞く機会減っていますので、再度、確認の為情報共有させて頂きます。 


