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11 月のコーヒー先物 NY 相場は、210 セント台から 240 セント台にて推移し、引き続き

高値圏を維持しました。 

 特に月の後半にかけては供給不安材料が改めて材料視され、一時は 10 年ぶりの高値とな

る 248.2 セントを 付ける場面もありました。 

米国の利上げ観測の高まりを受け、各国通貨に対して米国ドルが強い地合いが続いている

中、ブラジルレアルは 5.40-5.60BRL/USD 台と、レアル安傾向が続きました。 

またブラジル産地では引き続き順調な降雨が見られ、一旦は天候不安も後退しています。 

他方、消費国側である欧州やアジア地域では新型コロナウイルスの感染が再拡大しており、

回復基調であった需要にも影が落ち始めています。 

このような相場下落要因があるにも関わらず、引き続き下値が堅い理由は、主要産地での世

界的なコンテナ・本船不足による出荷遅延、エチオピアの紛争激化に伴う供給不安、ブラジ

ル・コロンビアでの農家による契約不履行のニュース等、供給サイドに幾つもの不安材料を

抱えることが挙げられます。 

結果、認証在庫の急激な取り崩しが数字として顕在化され、さらに買いを煽っている（10 

月末時点より約 28 万袋減少し、現 在約 160 万袋）。 

騰勢が強い中で実需家は損切りをしていかざるを得ない状況であり、またそれを見越した 

投機筋のロングと、中々落ち着く気配がありません。 

コロナ禍でも需要は底堅い動きであったことを踏まえると、 供給側の問題がどう解消され

るかがポイントとなります。 

特に短期的にはロジ面が回復し、どこで認証在庫の減少が止まるかであるが、中々解決の見

通しが立っておらず、更に上値を試していく展開もあり得えます。 

 LDN コーヒー先物市場は、2,200-2,400 ドル/MT の水準で底堅く推移しました。 

主要産地であるベトナムでは収穫期を迎えるが、新型コロナウイルス感染再拡大の影響に

よる労働力不足の深刻化や産地での豪雨に伴い、収穫遅延が懸念されています。 

短期的なトレンドとしてはアラビカ豆同様、供給不安に繋がるニュースがメインとなって

おり、アラビカ豆に追随する形で今後も底堅い展開が続いていくのか、また同じく供給面の

ロジ がどのように回復するかという点が今後焦点となってくると思われます。 

 産地情報  

ブラジル： 

現在、産地では開花後の結実の段階を迎えているが、引き続き潤沢な降雨が確認されており

良好な天候が続いています。 

斯かる状況において、最近ちらほらと各情報筋から 2022/23 クロップの生産量予想が報告

されていますが、各社の数字は昨年の旱魃/今年の霜害の影響はあるものの、それほど悲観



的なものとはなっていません。 

 現時点での各社の予想レンジは  60-66 百万袋の範囲で固まりつつあるが、今後の 

CONAB（ブラジル食糧供 給公社）の生産量予想に注目が集まっています。 

一方で、生産者サイドでは、旱魃/降霜の影響でコーヒーの木が予想以上に疲弊して結実の

状況が良くないとの声も上がっており、このことが最近の急激な相場上昇要因の一つとす

る見方もあります。 

世界的な需給逼迫、コンテナ不足による船積遅延等を背景にコーヒー先物相場が上昇を続

けている一方で、 ブラジル国内のオファーは底堅い状況が続いています。 

この点は、農家の更なる高値相場への期待や節税対策 による売り渋りが一つの要因として

あげられますが、輸出業者も相場上昇による資金繰りに苦しんでおり、積極的に商売を作る

ことが出来ず、そもそもの国内商売が活発でないことも要因の一つとなっています。 

 ブラジルでの累積新型コロナウイルス感染者数は米国、インドに次ぐ、世界第三位となっ

ていますが、最近は ワクチンの接種が進み（国民全体の約 60%が接種済）、感染拡大状況

に大きな改善がみられます。 

新型コロナウイルス感染による死者数の 7 日間平均は昨年 4 月 23 日以来となる 100 

人台、感染者数の平均も昨年 5 月 12 日以来となる 88 千人台まで改善しています。 

コロンビア： 

産地ではメインクロップの収穫が順調に進行し、現在進捗率は約 65％。 

低地では収穫がほぼ終盤に差し掛かっている一方で、高地では収穫の最盛期を迎えていま

す。 

ラニーニャ現象の影響もあり、11 月は再び降水量が多くなっているが、今のところ品質に

大きな問題は発生していません。 

但し、昨今の相場急騰に伴い、農家の契約不履行が多発し、輸出業者は既契約分のパーチメ

ント確保に苦労しています。 

国内価格が高騰している中、新たにパーチメントの購入が必要となっており、コロンビア生

産者連合会（FNC）を始めとし 輸出業者各社は、大きな損失を被っている模様。 

直近、こうした事態に伴う船積遅延等は確認されていないが、現在の高相場が今後も続く様

であれば、ノンデリが更に増加し、出荷に影響が出てくる可能性もあり、注視が必要です。 

コロンビアから一つ良いニュースがあります。 

10/26 にイタリアで開催された Host Milano 主催のワー ルドコーヒーチャンピオンシッ

プにおいて、Diego Campos 氏が優勝し、同国初のバリスタチャンピオン が誕生しました。

彼は 「Amor Perfecto」 というロースターで働いており、13 年前よりバリスタとしての活

動をスタート。 

今回使用したコーヒーは Vallde de Cauca 県に位置する Las Nubes 農園のもので、2 位、

3 位入賞者もそろってコロンビアコーヒーを使用。 

こうした世界的な大会を通じコロンビアコーヒーのプレゼンスが高まっていくことが、今



後のコロンビアコーヒーの更なる発展に寄与することを願うばかりです。 

 

 

中米： 

グアテマラ  

同国でのコロナ感染者数は減少傾向にあり、平均で 1 日 500 人程度となっています。 

現在は災害事態宣言も解除され、徐々に日常生活が戻りつつあります。 

レストランやバーなどの飲食関係は規程なく通常営業が行われる一方、スーパーやショッ

ピングモールなどは夜 21 時までなど各地域によってバラつきはあるものの、営業 が行わ

れています。※パーティ、コンサート、コンテストなどの集会は厳に禁止。 

11 月に入りコーヒー農園では収穫が開始されたが、進捗率でみると未だ 5％程度。 

例年と比較してもほぼ同じようなペースで進んでいます。 

コロナについては落ち着きを見せ始めていますが、ピッカー不足は完全には解決しておら

ず今後も確保には苦労しそうです。 

Wet mil の稼働率も現時点では低く、これから 12 月～2 月頃にかけ て本格的に稼働して

いく模様。 

収穫初期段階ではあるが同国国内価格は高止まりしており、特に高地（SHB） については

高値を維持。 

NY 相場上昇により、農家はある程度の収入を確保できている事から、適正な肥料 散布は

実施できているとの報告が上がっています。 

Anacafe は現在の主要 8 エリア以外でも引き続きグアテマ ラ国内での新規栽培エリアを

探しています。 

農家に対しても苗木の贈呈、肥料の提供などサポートを行う事により国全体としての生産

量増加に向け取り組みを進めています。 

また、日本マーケットは重要視しており、汎用品を含めたハイコマーシャル、スペシャルテ

ィコーヒーの PR 活動を実施したい意向がみられます。 

 ペルー 

 同国でのコロナ感染者数は増加傾向にあり、平均で 1 日 1,400 人程度となっています。

ペルー首相府は 10 月 29 日、10 月末を期日としていた緊急事態宣言を 11 月末まで延長

する大統領令を発令。 

前回まで全地域が最も低い警戒レベルだったのに対して、今回は 2 週間以上にわたって感

染者と入院者の増加が確認された中部 フニン州のチャンチャマージョ県、南部イカ州のチ

ンチャ県、北部ピウラ州のスジャーナ県の 3 県が、4 段 階中 3 番目に警戒レベルの高い

「上級警戒レベル」に指定されました。 

このため、同 3 県における強制外出禁止令（戒厳令）は全日、午後 11 時から翌午前 4 時

までの 5 時間となります。 



その他の地域は引き続き最も低い「中 級警戒レベル」に指定されています。 

 コーヒー農園では収穫はほぼ終えており進捗率で 96％完了。 

農家の販売も 90％以上終えています。 

産地には 在庫がほぼ残っていない状況。 

低地では次回クロップに向けた開花がみられており、天候も今のところ順調との報告が上

がっています。 

NY 相場上昇によるアラビカ高値が続くなか、同国への注目が高まっています。 

他 中米諸国と比較しての価格優位性、収穫時期が真逆である点などが注目される一因とな

っています。 

本格的な 収穫は来年 5 月以降を見込んでおり、New crop の日本への入港時期は 11 月か

ら年末に掛けてとなる見込みです。 

アジア 

ベトナム  

21/22 クロップは雨季が昨年より長く収穫はやや遅れ気味で 12 月初旬で 30%を収穫済

み。 

現在は乾燥に時間を要しているが、今後の天候回復で 1 月上旬までに収穫は一気に進む模

様です。 

収穫量はサプライヤーにより増減あるも 30 百万袋の回復は固い見込み。  

買い遅れている実需の動きを見たファンドの投機により、NY マーケットに追随する形で 

LDN マーケットも 2,300 ドル寸前まで上昇。 

一方 12 月～1 月のベトナム国内価格は少し緩む見込み。 

農家は銀行への返済や農薬の購入コストを賄うためにコーヒー販売を進め、また旧正月の

テト休みに備え（2022 年 1 月 29 日 ~2022 年 2 月 6 日予定）例年 60%を販売してい

るため。 

 20/21 クロップからのキャリーオーバーは 10 百万袋（昨年は 8 百万袋）、加えてフレイ

ト高かつコンテナ・ 船腹不足が続き、ベトナム国内の在庫は増えます。 

フレイト高の継続により欧州への船積みもスムーズではありません。 

結果 LDN 認証在庫は 180 万袋と徐々に減少中。 

 日本では収まりを見せつつある新型コロナ感染者数は 1 万人/日と高止まりも、コーヒー

産地およびホーチミン市でのコーヒーオペレーションへの影響は少ない模様。 

主にホーチミン南部の都市で増加中（ホーチミンからの移動制限がなくなり郷里への帰省

時に新型コロナを広めてしまっている模様）。 

インドネシア  

アラビカマンデリンの遅れていた収穫も 11 月に入り本格始動。 

21 年 10 月～12 月の収穫は 47%まで 進むも、まだ未完熟のチェリーは残り 12 月末ま

でにピークを迎えます。 



NY マーケットの高騰および収穫遅れにより高かった国内価格も徐々に落ち着きを取り戻

しています。 

雨と曇りがちな天気は農家での乾燥工程に時間を要し、メダンまでのフローはやや遅れ気

味。 

ロブスタは AP-1（EK-1）は 94%収穫済みでほぼ終了。 

 インドネシア国内でのニュースがない代わりに日本国内ではインドネシア産コーヒー生

豆の残留農薬のニュースが飛び交っています。 

これにより通関前の検査が必須となり、通関までの日数が 3 週間ほど伸びています。 

一時的に ロブスタはタイトに。 

年末に向けてコーヒー需要が高まるなか早期の終結を願います。 

 9 月頭には 1 日 10,000 人を超えていた新型コロナの新規感染者数は、ここ 2 週間は 

500 人以下に。 

ジャカ ルタ特別州は感染レベル 1 へ変更し、企業活動の従業員の出勤可能率を緩和した

ほか、小売店の営業時間や 店内飲食の要件の緩和なども実施。 

 アフリカ 

エチオピア  

昨年 11 月、ティグライ人民解放戦線（TPLF）とエチオピア連邦政府軍の衝突が北部ティ

グライ州で発生。 

連邦軍は 3 週間程度で作戦終了を表明したものの、TPLF はそれを認めず、その後も   

ティグライ州では断続的な衝突が続いておりました。 

当初は北部ティグライ州に留まっていた紛争が国際社会の想定を超えるペースで急拡大し、

10 月 30 日に連邦軍は TPLF のアムハラ州デシ市（アディスアベバから北 400km に位

置する要衝）への侵入を許し、政府は 11 月 2 日付けで非常事態宣言を全土に発出する事

態に至りました。 

その後の現地情報は錯綜、状況も刻々と変わる状況ですが、TPLF は南進し、11 月 24 日

時点では Shewa Robit（アディスアベバから 230km）付近で戦闘中の模様（Abiy 首相は前

線に立つとツイート）。 加えて、TPLF としては、ジブチからの補給路を断つべく、砂漠地

帯の Mile に向け東進を試みている様ですが、連邦軍・Afar 州軍の抵抗が非常に強く、押

し戻されている状況であり、従いアディスアベバ付近での各工場は引き続き稼働しており、

ジプチまでの幹線道路は通常通り機能しております。 

 欧米諸国は仲裁者を元ナイジェリア大統領 Obasanjo 氏に統一しており、対話による停戦

は政府・TPLF 双方が前向きと言われておりますが、お互いの要求レベルが高い様子。 

TPLF 側は人道支援の早期開放、 インフラの復旧、政府軍の西ティグライ地区からの撤退

を要求している模様ですが、特に西ティグライ地区からの撤退に関しては、スーダンが 

TPLF を支援していた噂がある中で、この補給を絶つ上でも連邦政 府にとっては重要な地

域になり、交渉が難航することが予想されております。 


