
コーヒー動向 3 

相場見通し  

 コーヒー先物市場 21 年 12 月切りは、180 セントから 190 セント後半でのボックス圏

で推移しています。 

ブラジルの 10 月の開花を控え、降雨情報での実需 VS ファンドの神経戦が続くと思われ

ます。 

実際には降雨はブラジル各地でみられるものの、買い遅れている実需筋の心理を読みファ

ンドは 200 セント突破へ仕掛けております。 

今クロップの霜の影響 （500 万袋程度か？）も未だ不透明ななか、相場の行方は・・。 

 ブラジルレアルは物価高に対し相次ぐ政策金利の引き上げで対抗も、レアルは安値圏で安

定傾向にあります。 

アメリカの テーパリング（金融緩和の縮小）が 21 年内（11 月？）にも開始見込みでドル

高が見込まれます。 

インドネシア、ブラジルなどの新興国では現地通貨安から債務負担の増加、資金流出のリス

クがあります。 

  

 NY 認証在庫 212.3 万袋 (前週比 -4.1 万袋減)  

Brazil 113 万袋、Honduras 83 万袋  ブラジルアラビカ農家販売は 43%（昨年 63%）、

コニロン農家販売 50%（昨年 58%）、 農家ホールドにより販売はスローペース、コニロン

の価格上昇が止まらず更なる価格上昇を待つ模様です。  

LIFFE EU  

コーヒー先物市場 21 年 11 月切りは NY の上昇に追随する形で 2,100 ドルを突破。 

ロブスタの最大 生産国であるベトナムで新型コロナウイルスの感染者増加、国内ロックダ

ウン（9 月 30 日以降は未定）により、生産・物流に多大な影響。 

LDN マーケットの上昇をリードしています。 

一方、ベトナムの積み上がった国内在庫、 21 年 12 月からのニュークロップ増産により

フィジカル面では十分。 

 NY と LDN マーケットのアービトラージ（値差）が広がっている（9/30 時点で 97cts/lb）。 

引き続き NY 相場 の上昇が少々過熱気味です。  

 

産地情報  

ブラジル：  

2021 年 8 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 2.6 百万袋で

あり、前年同月比 25.2％と大幅に減少しています。 

これは直近数ヶ月から起きている恒常的なコンテナ不足やそれによるブッキングのキャン



セルが相次いでいることが主な原因と考えられます。 

Cecafé（ブラジルコーヒー輸出業者協会） によると、直近の輸出数量は前年同月比で減少

しているものの、コーヒー先物相場及びフレートの上昇を受けて、コーヒーの平均単価

（FOB 価格）は上昇しており、コーヒーの同国貿易収支は前年同月比で+2.8%とプラスに

転じています。  

ブラジル食糧供給公社（CONAB）が 9 月 21 日に第三回目の 21/22 クロップの生産予想

を発表しました。 

内訳は、 アラビカ種が 30.7 百万袋、ロブスタ種（コニロン）が 16.1 百万袋の合計 46.8 

百万袋となっています。 

前回 5 月に発表された 21/22 クロップの生産予想（48.8 百万袋）と比較すると、降霜の

被害も勘案して 1.9 百万袋 の下方修正としています。 

一方、ロブスタ種は 0.8 百万袋（4.9％増）の上方修正としています。 

同公社の次回の クロップ予想は今年の 12 月 16 日を予定しています。  

9 月 11 日から 12 日かけて南ミナス地方で確認された降雨により、同地方では 19 日及

び 20 日に 22/23 クロップの第一回目の開花が確認されました。 

しかし、11 日から 12 日の降雨量が不十分であり、局地的な降雨であったことから、開花

は均一なものではなく散発的なものになったようです。 

10 月の中旬以降には例年以上の纏まった降雨が予想されており、大規模な開花が誘発され

るとともに、土壌水分値の改善が期待されます。  

ブラジル中央銀行は 9 月 22 日の金融政策決定会合で、政策金利を 1%上げて 6.25%にす

ると発表しました。 

利上げ幅は前回会合と同水準であり、3 月から利上げを始めて、5 回連続の利上げで利上げ

幅は計 4.25%となります。 

 ブラジル中央銀行は声明で「次回会合でも同規模の調整を予測している」として、今後も

利上げを続ける意 向を示しています。 

 同国の主要輸出先である中国を代表する不動産大手の恒大集団に経営不安が生じている

こともブラジルレアルが売られる一つの要因となっています。 

同社の株価は 9 月 20 日に 10％以上下落、同社が上場している香港の証券取引所でも 

3.30％の暴落が起こっています。  

コロンビア 

同国の新型コロナウイルス感染状況につき、コロンビア国立保健所（INS）にて初めて特定

された変異株「ミ ュー型」が新規感染者数の 5 割超を占めているものの、新規感染者数は 

1 日当たり 2,000 人程度に抑えられており、6 月下旬に第 3 波のピークを迎えて以降、大

幅に減少しています。 

9/14 には新たな税制改革として「社会投資法」が公布され、法人税増税や新たな補完税創

設等により歳入増加を目指します。 



当法では、経済活性化の為の優遇措置として、飲食提供サービスにつき 2022 年は付加価

値税と消費税の課税対象から外すこと等が定められており、コーヒー産業には追い風とな

りそうです。 

 産地では、南部地域（特に Huila 県南部辺り）でメインクロップの本格的な収穫が開始し

ている一方、北部・ 中部地域では雨の影響で収穫が遅延しており、本格化までにはあと 2 

週間ほどかかる見込みです。 

Olam 社発表の クロップサーベイによると、メインクロップの生産量は前年比 5-10％減の

約 6.7-7.2 百万袋との予想です。 

エリア毎の生産量で見ると、Tolima 県は平年並みの生産量が見込まれる一方で、メインク

ロップの主要生産地域である Huila 県や Antioquia 県は昨対比約 18％減と予想されてい

ます。 

収穫時期は 9～2 月頃までと分散的となるが、11 月頃には一旦ピークを迎え、1 月頃まで

に全体の約 95％の収穫が完了するとのことです。 

農家に対するコーヒーの買い取り価格は歴史的な高値となっており、十分な資金を確保出

来ている農家は、病虫害対策や施肥等、を確りと実施出来ています。 

このため、今クロップは昨クロップに比べ、ブロッカ・さび病の発生 率が低く抑えられて

おり、全体的に昨年よりも品質は良いと予想されています。 

但し、9 月は全体的に雨が多く、こうした天候状況は 2022 年の 1-3 月頃まで続くと予測

されており、引き続き品質懸念は拭えない状況です。 

グアテマラ  

 9 月中旬から下旬に掛け、潤沢な降雨がみられておりコーヒーチェリーの生育は順調。 

10 月中旬頃より低地 （EPW）の収穫が開始される見込みとなっており、その後高地(SHB)

エリアへとシフトしていく流れです。 

 ICO 脱退後、約 1 年が経過したわけだが、ビジネスにおいて特段大きな影響は現れてい

ない模様です。 

同国 Anacafe による生産者支援は継続されており、植林や新たな栽培地開拓が進められて

います。 

年末ごろより本格的な収 穫が開始されるわけですが、依然として COVID-19 による労働

者不足は解消されておらず、ピッカーの確保には苦労する事が予想されます。 

現時点では 2021/22crop の生産量は例年並み 320 万袋程度を見込んでいます。 

メキシコ  

 産地では適度な降雨がみられており、今のところ次回 2021/22Crop のコーヒー生産量は、

前年並みの 350 万 袋前後を見込んでいます。 

但し、COVID-19 のパンデミックによる労働力不足から病害虫の被害増加が懸念されてい

ます。 

 現在コーヒーの栽培面積は 63 万ヘクタール程ではあるが、生産者への資金調達は少なく



サビ病に耐性のある品種への植え替えや技術、マーケティング支援などはあまり行えてい

ないのが現状です。 

生産者は殆どが 2 ヘクタール以下の小規模農園となっており、コーヒーは 14 の州で生産

され、中部と南部に集中、 有名なところではチアパス州でメキシコ全体の生産量の約 40%

近くを占めています。 

ベラクルス州 24％とプエブラ州 17％がそれに続きます。 

10 月中旬頃より低地から収穫が開始されます。  

ニカラグア 

2020/21 のコーヒー生産量は 227 万袋となり、前年同期比 15%減。 

近年の低相場微影響を受けコーヒー農 園の維持管理が不十分であったことが影響してい

ます。 

また、ハリケーン ETA と IOTA はニカラグア北部中部地域を横断し、直接的な樹への被

害や地滑りなどが発生し、生産量にも大きな影響を与えました。 

次回 2021/22crop では、全体で少なくとも 5%の緩やかな回復を見込んでおり、現時点で

は 238 万袋前後を見込 んでいます。 

ベトナム  

9 月中旬に台風が到来したが産地に影響はなかったとのことです。 

チェリーの成熟度は 80~90%。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 30.8 百万袋としています。 

 9 月中旬のロンドン先物相場は 1 か月前より約 15％上昇し、現地価格は約 8.5%上昇し

ました。 

輸出量は船不足 と海上運賃の上昇により昨年 10 月～今年の 8 月の合計は昨年同期比の 

88%に留まっています（一昨年比では 94%）。 

輸出業者の在庫過多は変わらず、農家は今クロップをほぼ販売済みである一方で、国内のキ

ャリーオーバー見込み在庫は今月末で 700 万袋と見られています。 

キャリー在庫のコストがかさむ中、LDN 先物相場は逆 ザヤの様相となっている為に、足

許の Diff は緩んでいる状況です。 

 新型コロナ対策による内陸部からホーチミンへの移動制限、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一方で、ダクラクからの出稼ぎ労働も制限される可能性があり、

その場合は通常、街に流出する中央高地からの出稼ぎ 労働力がダクラクに留まることにな

り、産地での収穫にとっては追い風となります。 

 新規感染者数は減少傾向にあり、9 月後半の一日当たりの新規感染者数は 1 万人前後と



なっています。 

ホーチミンのロックダウンは 9 月 30 日までで、その後の方針は 9 月 27 日現在では未

だ公表されていません。 

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い。 

本格的な 10-12 月クロップの収穫は 10 月初旬に、コーヒーフローは 10 月下旬までに開

始される見込みです。 

最新の 10-12 月ク ロップのクロップサーベイでは 4-6 月クロップ比でアチェは 23％増、

北スマトラはほぼ同数の収穫を見込んでいるが、2021 年通しでの収穫量は前年比で約 

27%減の予想です。 

 端境期である為、現地取引価格は高騰していますが、収穫が開始されると少し落ち着く見

込みの為、多くの現地 トレーダーは未だ調達を開始せず本格的な収穫開始を待っています。 

 ロブスタ AP-1 の収穫進捗率はスマトラ島で 82%、ジャワ島で 68%。スマトラ島の高地

では収穫最終期を迎え、 低地の多くの地域でほぼ完了しています。 

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るがランプンの港湾在庫

は多く、ランプンに到着するコーヒー量は前月よりも減少しています。 

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。 

想定より収穫の良かったジャワ島のコーヒーが新型コロナウイルスの影響でメインバイヤ

ーの中東、日本およびイタリア向けの輸出が振るっておりません。 

ランプンへ国内輸送され品質の低いランプン産として各地へ輸出されている。 

従ってジャワ AP-1 の価格は歴史的 低価格でアンダーの Diff.も見られました。 

 新型コロナウイルスの新規感染者数並びに死者数は右肩下がりとなっています。 

新型コロナ対策により多くの 道路が封鎖されており、貨物の運搬において混雑が発生して

います。 

港湾状況にお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 のサンプルは無事到着しており品質も良好です。 

コンテナ不足はタンザニアでも同様の課題 となっておりますが、船積みを急ぎ進めて参る

予定です。  

 


