
コーヒー動向   

             Vol.1       
                                TRES LCC 

 

1. 相場見通し 

 ICE コーヒー先物相場は、1 ポンド＝200 セント台まで急伸する展開になりました。 

材料出尽くし感から 160 セント水準で保ち合う展開になっていましたが、ブラジルで降霜

被害が発生したとの報告を受けて急伸地合に転じ、一時 200 セント台に到達しました。 

2014 年 10 月以来の高値を更新しています。 

相場はブラジルの影響が大きく、ブラジル産地状況は誰もが注視しています。 

ブラジルミナスジェライスやサンパウロなどの主産地で、今季 2 回目となる降霜被害が発

生したことにより、7 月初めの降霜では大きなトラブルは報告されませんでしたが、今回は

樹木の葉や枝にも大きな影響が生じた模様であり、来年度の生産が 300 万～500 万袋規模

で失われるリスクが指摘されています。 

まだ被害状況は確定していませんが、来年度の表作の生産が 10%規模で喪失されることに

なり、十分な在庫手当てを行うことが難しくなるリスクが指摘されています。 

植え替え作業などにも影響が生じる可能性があり、瞬間的な供給障害に留まらない影響が

生じた可能性があります。 

今後も寒波が続く可能性があり、更に降霜被害が発生するのではないかとの警戒感も浮上

しています。 

200 セントの節目到達で達成感もあるが、降霜による被害報告状況、更に降霜被害が発生す

るリスクの有無を見ながらの展開となります。 

 ワクチン効果による世界消費回復、こちらについては、世界消費増をけん引していた、ア

ジア、アフリ カなど開発国がまだコロナから回復しておらず、大きな消費リバウンドには

至っていません。 

 ロンドンコーヒー先物市場もニューヨーク先物市場につられるかたちで推移。 

 ロブスタ種の世界最大生産国ベトナムの国内価格は、収穫シーズン終盤の供給逼迫（ひっ

ぱく）を背景に上昇。 

 アラビカ高騰で、ロブスタシフトが進み、ロブスタは下げにくい状況が続く事が予想され

ます。 

 産地別情報  

ブラジル： 

先月下旬にかけて、ブラジルに強力な寒気団が接近し、実際にブラジル南部のパラナにて若

干の降霜が確認されました。 

その後、寒気団は弱まりを見せ、7 月上旬は、殆どの産地が降霜の被害を免れました。 



 7 月中旬には、今年に入り 2 回目の降霜が確認され、6 月下旬の時と比較して、その被害

地域はより広範囲 なものとなりました。 

各情報筋からの降霜被害による 22/23crop へのマイナス影響は、2.5-5.5 百万袋程度（ア 

ラビカ全体の約 6%に相当）と予想されています。 

いずれも暫定値であり、減産幅は霜害に対する農家の対応 （カットバック、剪定等）によ

り、大きく変動する可能性があります。 

Conab（ブラジル国家食糧供給公社）によると、降霜被害のあったエリアは 17 万 ha に上

り、これはアラビカ種栽培エリアの 21.25%にあたる。 

尚、Conab の次回のクロップ予想は 9 月中旬に発表される予定 。 

7 月下旬にも南ミナスとパラナにのみ僅かに降霜が確認されました。 

気温は、前回に降霜が確認された 7 月中旬 より低かったものの、降霜エリアは概ね同じで

あり、新たな降霜被害は殆ど確認されませんでした。 

霜の被害を受けた木は枯れて緑色から茶色に変色していきます（下左図）、 

 

降霜の被害が大きかった南部地域 （下左図）一部では、8 月の初旬にも寒波の到来が予想

されており、引き続き、状況を注視する必要があります。 

同時に、今後は 9 月の開花に向けた 8 月の集中的な降雨の有無も相場/生産量を左右する

重要な要因となってきます。 

 

 

  

コロンビア： 

同国で 4 月末より発生している反政府デモはほぼ終息し、コーヒー産業への影響は解消さ

れています。 

同国の 独立記念日である 7/20 には政府より税制改革案が提示され、再度全国規模でのデ

モの実施が予定されていたが、実際には都市のみでの小規模なデモに終わり、これに伴う混



乱等は発生しなかった模様です。 

約 1 ヶ月に渡った港湾封鎖による滞留貨物の影響で大幅な船積遅延が発生してきましたが、

港湾オペレーション再開後、滞留貨 物の順調な船積が進んでいることから、8 月末までに

は大方解消される予想です。 

 産地では 20/21 ミタカクロップの収穫が約 95％完了し、8 月中には大方完了する予想と

FNC（コロンビアコーヒー生産者連合会）からの発表によると、ミタカクロップの生産量は

前年比▲約 7％の約 6.1 百万袋と前回の発表から変わらず、最新情報は８月末頃に発表予

定とのこと。 

9 月からは 21/22 メインクロップの収穫が徐々に開始されてきますが、生産量に関しては

現状特段更新は無く、前年比▲約 5％の約 7.5-7.8 百万袋との予想です。 

昨年 8 月頃より継続していた多雨により 2 大生産地である Huila 県と Antioquia 県にて

開花時期の集中及び開花数の減少が見られたことが、メインクロップ減産の主な理由とな

っています。 

一方で、 国内買取価格の高騰に伴い農家は確りと資金を確保出来ていることから、十分な

防虫害対策や施肥が実施されており、現状品質への懸念は見られていません。 

但し、収穫が開始する 9 月以降に再度天候が悪化し多雨となれば、農家での乾燥工程に遅

延が生じ、品質劣化への懸念が生じる為、引き続き今後の天候は注視していく必要がありま

す。  

 

ペルー 

 同国での新型コロナウイルスの感染者数は約 210 万人、死者数は 19 万人と人口当たり

の死者数が世界最悪となっており既に亡くなった方は人口の 0.54%にあたります。 

 ペドロ・カスティジョ新大統領が就任。 

コロナ対策と低所得者層への現金給付を表明しています。 

教員組合出身で低所得者層から強い支持を得ている同氏は、共産主義的な政策として経済

界から懸念されていた鉱業の国有化は否定した一方、医療や教育を拡大するために増税を

行う考えを示しています。 

上記で述べたコロナ対策については年内にワクチン接種率を 70％以上とする目標を掲げ

ています。 

 産地側では収穫が本格的になり、現時点での収穫状況は約 44％が完了。 

コロナ拡大によるピッカー不足も影響し、昨年と比較すると 4％程度の遅れが生じています。 

また、港湾でも人員不足となっており更にコンテナ不足も発生、今後輸出遅延が予想されま

す。  

 

中米：グアテマラ 

同国での新型コロナウイルスの感染者数は増加傾向にあり、平均で 1 日 2,500 人の新規感



染者が報告されており、感染者数は先月より 6 万人増え約 35 万人、死者数も 10,000 人

を超え、まだまだ予断を許さない状況 が続いています。 

 【規制】  

スーパーマーケット等：営業時間 21 時まで  

ショッピングモールなど：営業時間 21 時まで（施設内での飲食は解除）  

公園等共有施設：19 時まで ※各地域での色別での規制管理は継続しています。 

 産地側では 21/22crop へ向けコーヒーチェリーの生育が順調に進んでいます。 

 主要エリアには降雨もみられており、10 月頃から始まる収穫に向け今のところ懸念要素

はありません。 

 相場高騰により農家はこれから収穫される 21/22crop の販売を先に進めたい意思はある

が、輸出業者は収穫前のコーヒーを買うのはリスクが高く、慎重な対応を行っています。 

 

アジア： 

ベトナム  

7 月後半の気温は日中 29～30℃、日が落ちてからは 22℃付近とコーヒーの生育環境として

良好な状況。 

ダク ラクでは少量の降雨がチェリーの生育を促進しています。 

完熟度は 70%といったところ。 

10月後半から収穫が 開始される見込み。 

21/22クロップ予想生産量は地元トレーダーによると 20/21クロップより 17%増の 32.1百 

万袋。 

アラビカで 1.25 百万袋、ロブスタで 30.85 百万袋。 

一方でUSDA はやや少なめの予想で全体で 30.8 百万袋としている。 

 ニューヨーク先物相場の急騰につられる形でロンドン先物相場も急騰し、現地コーヒー価

格も前月比で 10%程度上昇した。 

しかし、政府による新型コロナウイルス対策の内陸輸送規制によって主要港であるホーチ 

ミンへの交通が混雑しており、販売の流れが悪化しているとのこと。 

それに加え特にアジア-アメリカ間でのコンテナ繰りが依然スムーズに行われておらず、コ

ンテナ及び船腹不足の状況が続いていることから輸出量が減少。 

前月比で▲18.5%、前年同期比で▲14%となっています。 

アメリカや欧州といった大消費エリアからの強い引き合いがある一方で、長期的なコンテ

ナ及び船腹不足の改善の目処は立っていません。 

 ベトナムでの新型コロナウイルス第 4 波は 4/27 から開始しており、ここ 3 か月で 74,000

人の新規感染者が出る過去最悪の波となっています。 

新規感染者数はベトナム全体で 4,000～5,000 人／1 日（うちホーチミン市で 2,000～3,000

人）。 



政府はホーチミン市内への人の移動に際して新型コロナウイルス陰性を証明するパスポー

ト提出を義務付けるなど、検問にかなりの時間がかかっていることから深刻な交通渋滞が

発生しています。 

これによりコーヒーの国内市場も活発でない様子です。 

 

 インドネシア 

 4-6月クロップにおけるアラビカ全体の収穫進捗率は 92%で 86%が販売済み。 

一方でマンデリンの収穫進捗率はアチェ及び北スマトラにおいていずれも 99％、販売進捗

率はアチェで 93%、北スマトラで 99%。収穫がほぼ完了に近く、新型コロナウイルスによ

る収穫への影響はほぼありません。 

最近のニューヨーク先物市場急騰に よって農家や集荷業者は販売を進め、トレーダーや輸

出業者も買付を進めたものの市場の需要は落ち着いており輸出業者の在庫は積み上がって

います（価格も軟調）。 

10-12月クロップの収穫は 8-9月から徐々に始まり 10 月中旬より流通の見込みです。 

4-6 月クロップよりも減産幅はわずかに改善するものの、19/20 クロップ、20/21 クロップ

より生産量は少なくなる見通しです。 

スンダ（ジャワ西部）の収穫進捗率は 90%で、85%が販売済み。 

3～4 週間後に収穫完了。 

スラウェシでは収穫のピークを過ぎ、収穫進捗率は 80%。 

フローレス、バリ、東部ジャワでは 75～80%の収穫進捗率。 

 産地の天候は時折降雨が見られる程度で、落ち着いています。 

 ロブスタ AP-1 の収穫進捗率はスマトラ島で 54%、ジャワ島で 21%。スマトラ島の低地で

3 度目、高地で 2度目の収穫を行っています。 

しかし、新型コロナウイルス対策としての政府の規制と需要の低下により、ランプンへのコ

ーヒーフローは最近は落ち込んでいます。 

スマトラ島、ジャワ島共に新型コロナウイルスによる収穫への影響はほぼありません。 

 長引く降雨により 21/22 クロップの生産予測は 20/21 クロップより 10％程度の減産を見

込みます。 

特に総生産量の 2/3 を占める高地で約 16%の減産予測であることが大きいようです。 

低地での生産量は 20/2 クロップ並み。 

現在の産地の天候は、適度に降雨が見られ、生育に適した環境になっています。 

新型コロナウイルスの新規感染者数はここ数日減少傾向にあるものの一時 5万人以上/日を

記録しました。 

特に ジャワ島での感染者が多く、病床、酸素、医療従事者数は逼迫している状況。 

ワクチン接種率については 全人口の15％が1度目を接種済み、6%が 2度目まで接種済み。

コーヒー産業はエッセンシャル産業とされている為、人数比で 50％の出社が認められてお



り労働証明書とワクチン接種証明書を携帯することが求められています。 

貨物の運搬については多くの道路が封鎖されている為に交通上の混雑が発生しています。 

港湾状 況についてはメダンでは通常稼働しているもののランプンでは船腹不足が深刻。 

スラバヤも船腹不足且つ スタッフ数規制による書類処理の遅れも見られ、今後の輸出数量

の減少が予想されます。 

 

アフリカ： 

エチオピア  

実施された 436 選挙区の内、与党「繁栄党」は 410 議席を獲得し圧勝。 

殆どの州で投票率が 9 割を超えており、国民の関心の高さがうかがえました。 

与党「繁栄党」は国営企業の民営化、外資開放、国民融和を推進し、大半のエチオピア国民

の政治意識と親和性が高い一方、ここ数年年率 20%前後のインフレが定着しており、国民

の不満は高まっており、「繁栄党」の事実上の一党独裁体制に対して野党が 2 割程度は議席

を獲 得するのではと思われていましたが、結果的には壊滅的です。 

今回選挙が実施されなかった 64 選挙区に於 いては、9 月 6 日に別途選挙が実施予定で

す。 

ただ、ティグライ州に関しては治安・政治的な理由から当面 実施されないと思われます。 

20/21 クロップの船積みについては、どんどん入港しております。 

ただ、引き続き産地側ではコンテナ不足 が解消されておらず、遅延が解消するにはまだま

だ時間がかかりそうです。 

加えて、輸出企業は外貨獲得を 目的に設備の Capability に対して過剰な販売を行ってい

ることも要因の一つ。 

外貨不足が深刻な同国とし ては引き続き民間企業が主要輸出品目であるコーヒー産業に

進出が相次ぎ、また農家を囲い込みが激化する中で、ECX の流通量は減少の一途であり、

ECX 経由で調達する輸出業者からは不満の声が出ていることも状況としては変わってお

りません。 

 

予想レンジ 

 ブラジル産地で 8-9 月に順調な降雨と開花を見るまで、 来期収穫不安要因を材料に投機

筋主導の高騰相場続く、供給不安はないが、 NYC に連動で高騰相場 米利上げ動きなく、

トレンド見えず、ボックス圏相場 コロナ、政局不安あるも、食糧・資源高要因でレアル高

傾向です。 

 

 

 

 



 

予想レンジ  

 

 

輸出在庫データ 

 


