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相場見通し  

7 月下旬にブラジルで降霜被害が発生したことを受けて、ICE US コーヒー先物相場は 

7 月 26 日には 1 ポンド＝215.20 セントに達し、2014 年 10 月以来の高値を更新し

ました。 

翌週に再度の霜が注目されましたが、大きな 被害には至らず、8 月に入り一旦 170 セ

ント台まで戻す形になりました。 

降霜被害による減産数量予想は、多くの情報筋から幅広いレンジであるものの、需給逼

迫感は強く、ブラジルの 22/23 クロップの開花時期を控え 170 セント台前半で買い支

えられ下値のラインが形成されました。 

足許で急落するような材料が出る可能性は低く、下は実需筋の買い支えがある中で、投

機筋もロングポジション維持して、天候等の強材料を安心して待つ、という状況にある

と考えられます。 

前々からブラジル産地の降水量が少なかったことも不安を煽るかたちとなっています

が、実際のところ 22/23 年クロップの生産量への影響は 9 月の降雨状況、並びに開花

状況次第です。 

今後の展開として、9 月の天候予報に加え、各社の 22/23 クロップの生産予想やフィ

ールドサーベイ（現地調査）にも煽られながら動きを決めていくと考えられます。 

 

 LIFFE EU コーヒー先物相場は、7 月 30 日に ICE US コーヒー先物相場につられて 

9 月切りは 1,915 ドルまで上値を切り上げた後 1,700 ドル台後半にまで一旦落ち着

きました。 

しかし、アラビカ種の需給逼迫懸念、引いてはロブスタ種の需要増加への期待が高まり、

アラビカ種相場に続くかたちで 2,000 ドル台にまで切り返しました。 

供給面では、ベトナムでの新型コロナウイルスの感染拡大が深刻化しており、ベトナム

からの供給遅延への不安が期近限月を一段と押し上げています。 

 

 ブラジル 

 2021 年 7 月のブラジルコーヒー輸出量（生豆・インスタント・焙煎豆）は 2.8 百万

袋であり、前年同月比 12.8%減となりました。 

内訳としては、生豆が 2.5 百万袋（アラビカ種：2.1 百万袋、ロブスタ種（コニロン）： 

0.4 百万袋）と、前年同月比 12.4％減としています。 



Cecafé（ブラジルコーヒー輸出業者協会）によると、 引き続き港湾混雑によるブッキン

グのキャンセルや抜港が相次いでいます。 

一方、国内の大手海運各社からの情報では、10 月に中国の国慶節を迎え、荷動きは一

旦落ち着いていく見通しとなっています。 

ミナスジェライス州政府の農業畜産供給局（EMATER）による 7 月末の降霜被害の調

査では、同州のコーヒー栽培エリアに広範囲で降霜被害が確認された報告されており、

特に降霜被害の大きかったエリアは、アルフェナスとガシュペ、パトス・デ・ミナスと

しています。 

また、ブラジル農務省傘下の国家供給会社 （CONAB）によると、ブラジル全体で強い

寒波が通過したエリアは、パラナ州、サンパウロ州、ミナスジェ ライス州であり、コー

ヒー栽培エリアのうち 17 万ヘクタールで降霜被害が確認されたとしています。 

各情報筋から降霜被害による 22/23 クロップへのマイナス影響が報告されていますが、

実際の被害状況は、9 月の開花状況を見てからの判断となりそうです。 

降霜のリスクが過ぎ去ったなか、今後、ブラジルにおいて注視する必要のあるポイント

は、9-11 月の降雨量がどうなるか・・です。 

現時点では、9月は例年同様、若しくはそれ以上の降雨が予報されている一方で、10-12 

月はサンパウロやパラナ州付近では少雨が続くのではないかとの予測も出ています。

元々、本年の降雨量が 少なかった中で、このような乾燥予報、予測に基づき、7 月の降

霜被害が 250-300 万袋に対して、今後の乾燥による被害は 600-650 万袋と見込む一部

大手トレーダーも出ています。  

 

コロンビア 

コロンビア国家統計庁（DANE）からの 8/17 付の発表によると、同国の 2021 年第 2 

四半期（4-6 月）の実質 GDP 成長率は、前年同期比+17.6％と大幅な増加となりまし

た。 

同国では 6/8 以降、全ての経済活動を再開し、4 月末より発生した反政府デモも実行

を主導してきた労働者団体である中央労働者団体（CUT）が 6/15 にデモの一時停止を

発表して以降、経済活性化に向けた動きが本格化してきており、数字としてもその効果

が顕著に表れてきているようです。 

反政府デモによる港湾封鎖に伴う貨物の滞留もほぼ解消され、港湾オペレーションは通

常通りに戻っています。 

同国では 8 月中旬までに人口の約 40％にあたる 20 百万人が 1 回目のワクチン接種

を終え、順調なワクチン接種が奏功し、足許で新型コロナウイルス新規感染者数は大幅

に減少 （8 月中旬時点：一日当たり約 3,000～4,000 人、7 月中旬時点：11,000～20,000 

人）しています。 

新型コロナウイルスの感染収束の兆しが見えてきている中、今後も経済活動の回復基調



は継続すると思料されます。 

産地ではミタカクロップの収穫が大方完了し、北部の一部地域でメインクロップの収穫

が徐々に開始しています。 

メインクロップの収穫は、開花時期の降雨パターンの影響により 9-11 月と 1-3 月の 

2 回大きなピー クが訪れる予想。 

メインクロップの正確な生産量予測は FNC（コロンビアコーヒー生産者連合会）から

のクロップサーベイを待つ形となりますが、昨年比で減産は避けられない模様です。 

直近では天候懸念が再燃しています。 

8 月に入り再びコロンビア全土で激しい雨が続いており、9月も同様の傾向が継続する

予想です。 

特にメインクロップの主要収穫地域である北部や、Huila 県・Antioquia 県等では、例

年を 20～40％上回る降水量が予測されています。 

収穫時期の激しい降雨は、収穫遅延だけでなく、農家での乾燥工程の遅延に伴う品質劣

化等にも直結するため今後の動向を注視していく必要があります。 

加えてこの時期は次のミタカクロップの開花時期にもあたり、開花時期の多雨による日

照不足は、開花数の減少、ひいては生産量減少につながる可能性もあり、今後 1-2 か月

の天候は要注意です。 

 

ペルー 

本格的に収穫が開始され、8 月末時点で収穫は約 61％終えており、今後 9 月に収穫の

ピークを迎えます。 

2021/22 crop の生産量予測は、395 万袋を見込んでいます。（前年比 17%増） 

国際価格が上昇すれば、生産者は肥料や徹底した収穫（ピッカー確保）に経費を掛ける

事ができ、作物には良い影響を与えるとされます。 

 同国の新型コロナウイルスは新たな変異株の発生も影響し、感染者数は 214 万人に拡

大。 

収穫や輸出など様々なフローにおいて遅延などの影響が出ており、今後の船積み状況に

も細心の注意が必要です。 

 

グアテマラ  

現在のコーヒー栽培面積はおおよそ 305,000 ヘクタールとなっており、新たな栽培エ

リアも引き続き開拓を進めています。 

今後の植樹の成長に伴い収穫面積は 2%程度増加する事を見込んでいます。 

依然として農家は 低地（EPW）での栽培は取引金額が低く収入が安定しないことから、

高地（SHB）へのシフトを進めています。 

2020/2021 はハリケーン 「ETA」 と 「IOTA」 に襲われるなど生産量は減少したが、



2021/22crop に関しては今のところ降雨も順調に推移しており、生産量は 340 万袋～

360 万袋程を予想しています。  

同国の新型コロナウイルス感染者週は 463,000 人と未だおさまりを見せておらず、レ

ストラン、ホテル、カフェ等時間制限を設けた営業を継続しています。 

収穫、輸出はオフシーズンであることから大きな影響は出ていないが、今後本格的に収

穫が開始される頃には引き続き注視が必要です。 

 

ホンジュラス  

2021/22crop の生産量予測は 550 万袋～580 万袋を見込んでおり、かつての 700 万

袋前後までに回復するに はまだまだ時間を要する事が予想されています。 

さび病により葉っぱがダメージを受け光合成不足、生産量 減少に繋がっています。 

農家は 2020/21crop の在庫を若干保有していますが、商売は低調。 

 

エルサルバドル  

エルサルバドルの農家は、近年国際価格の低下により厳しい状況下におかれています。

気候変動、さび病が続いていることや今まで長期的な戦略が欠如していることが要因と

してあげられており、政府としても対策として新しい樹を植えるリノベーションプログ

ラムを推進、収穫量増加による農家の方々の収入 UP に向け動き始めています。

2021/22crop の生産量予測は 53 万袋程度を見込んでいます。  

 

 

ベトナム  

 7 月後半の気温は日中 29～33℃、日が落ちてからは 21℃付近とコーヒーの生育環境

として良好な状況。 

チェリーの完熟度は 70～80%。 

10 月後半から収穫が開始される見込みです。 

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 百万袋としています。  

8 月中旬のロンドン先物相場は 7 月末に比べ 4%程度下落した一方で、現地コーヒー

価格は農家のチェリー 販売が進んだことを背景に 7 月末に比べ 10%程度上昇しまし

た。 

販売進捗率は 92～95%と例年より高い。 

しかし、船腹不足の状況が続いていることから輸出量は減少しており輸出業者の在庫が

増加しています。（7 月末で 850 万袋。昨年は 300 万袋） 



また、新型コロナ対策によってクーリエ（国際宅配便）や地元配送業者の営業活動の制

限が強くなり、特にサンプルの配送は困難を極め船積みの大幅な遅れも視野に。 

内陸部からホーチミンへの移動制限や予想される出稼ぎ労働者の減少は、収穫遅延や収

穫コスト増に繋がる恐れがあり、10 月後半から始まる収穫期のコーヒー産業への影響

が懸念されます。 

一日当たりの新規感染者数は 1 万人を超える状況が続いています。 

ホーチミン市は首相指示 16 号に基づく厳格な社会隔離措置を 9 月 15 日迄延長。 

ホーチミン市では 9 月 15 日迄に 18 歳以上の市民の 70％に一回目、 15％に 2 回

目のワクチン接種を完了するべく市内各地で接種を加速しています。（8 月 15 日迄に

ホーチミン市 民（18 歳以上）の 51.7%が 1 回目を接種済）。 

保健省は 2022 年 4 月迄に集団免疫の獲得を目指すワクチン 計画を承認し、2021 年

中に 18 歳以上の成人の 50%以上、22 年 3 月末迄に全人口の 70%の接種を目指しま

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、販売は共にほぼ完了し市場の動きは少

なく数週間後に始まる 10-12 月クロップの収穫が待たれます。 

4-6 月クロップは北スマトラにて前年 10-12 月クロップ比で 50%近く減少しており、

主な原因としてここ数年の相場低迷によりコーヒー以外の作物（オレンジなど）に切り

替えた農家が多かったことにあります。 

アチェでは前年 10-12 月クロップ比で 5%程度の減少に留まりました。 

 スマトラ島で 10-12 月クロップのクロップサーベイを実施し、現状は 4-6 月クロッ

プより改善する見通しです。 

北スマトラで 23%改善、アチェは同レベルの予想。 

2021 年全体の収穫は前年に比べ 27%の減少予想。 

ロブスタ AP-1 の収穫進捗率はスマトラ島で 66%、ジャワ島で 40%。 

ランプンとスラバヤにおけるコーヒーフローはピークとなっています。 

スマトラ、ジャワ島共にコロナ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 年クロップの生産予測は 20 年クロップより 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。 

低地での生産量は 20/21 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右肩下がりだが、死者数が依然世界最多となって

います。 

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、輸出数量への

影響が懸念されています。 

 

 タンザニア  

北部では一部地域で収穫が遅れているものの、南部でのパーチメントのフローは上がっ

てきており、日本 への New Crop のサンプルは今後も順調に発送されていく予定です。

局地的な乾燥や大雨が続いていた為、 生産量予想も各社で大きく分かれておりました

が、現状は昨年のような現物の取り合いも起きておらず順調に進んでおります。 

サミア新大統領が 3 月半ばに現職に就任以来、新型コロナウイルス対策に熱心に取り

組んできた結果、 Johnson & Johnson 製のワクチン約 100 万回分が米国より 7 月 24 

日に寄付されました。 

感染拡大によるアフリカ域内での需要増等を理由にワクチンの到着は早くとも年末と

見られておりましたが、米国政府の 協力で 1 ヵ月強で実現しました。 

サミア大統領が J&J 製ワクチンの接種第 1 号となり、医療従事者及び 50 歳以上の国

民に対しては 8 月 3 日より全国約 550 箇所での接種が開始されています。 

前政権とはうってかわり、政府は国民 60%による接種を目指しており、先ずはその第

一歩を踏み出した形となります。 

 

予想レンジ  

NYC USC/LB 180-210 セント 

ブラジル産地で 9-10 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、 

LND USD/MT 1,800-2,100 ドル 

ベトナム農家販売終了、コニロン農家強気、 底堅い動きで上昇しやすい  


