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12 月のコーヒー先物 NY 相場は、11 月後半からの押し上げで一時は 250 セントを超え

る場面もありました。 

しかし後半にかけて再度 220 セント台まで戻すという引き続き激しい展開に。 

ブラジルやコロンビアに対する供給懸念、主要産地での世界的なトラック・コンテナ・本船

不足による出荷遅延によって顕在化している認証在庫の取り崩しと、引き続き供給側への

懸念は拭えておらず、さらにオミクロンリスクの後退で 250 セントにまで試しました。 

クリスマス休暇も控えて利益確定の売りで一旦は 220 セント台まで戻しましたが、230 セ

ント台 でしっかり買い支えられている状態。 

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を見越した投機筋のロングと、

前月と状況は変わっていません。 

産地での天候や今後の見通しに関して悪い情報だけでなく、明るい予想も出ていますが、 

短期的にはコンテナ輸送の状況の解消、そして認証在庫の下げ止まりが期待されるところ。

しかし、アジア圏内では旧正月に向けた物流量の上昇や各港湾での規制で、更に混乱する 

等、中々目途がまだ見えず、年明け以降も中々下げづらい状況が続くと見込まれます。 

 LN コーヒー先物市場は、上げ下げの値動きが荒かった NY 相場に対して徐々にラインを

上げ 2,500 ドル/Mt を試すまでに至っています。 

主要産地であるベトナムにおいて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よる収穫遅延が懸念材料だが、認証在庫の減少が止まらず、ロジ

問題だけではなく、アラビカからロブスタへの需要が確り移行している、と見られているこ

とも下値が堅い背景。 

 ベトナムのテト休暇までの産地の売りは材料ではあるが、アラビカ同様に消費者側の在庫

数量に改善が見られないことには状況が反転することは難しいと思われます。 

産地情報 

ブラジル 

 10-11 月はコーヒーチェリーの生育にとって理想的な降雨となり、現在も継続して良好な

降雨は続いています。 

以前、良好な天候により 2022/23 クロップの生産量がそれほど悲観的にならない可能性を

報告致しましたが、 チェリーの生育状況がある程度見えてきたこの段階で、若干その見方

が変わりつつあります。 

ある生産者団体からは、開花は理想的ではあったものの、旱魃と霜害の影響でチェリーの結

実状況は良くなく、区画によって はヘクタールあたり 60-80 袋の生産を見込んでいたも

のが、実際には 20-30 袋程度になる可能性があるとの報告がありました。 

2022/23 クロップの生産量については、CONAB や IBGE といった政府系機関からの公式



発表はまだされていませんが、こうした現状を勘案すると 60 百万袋を下回る可能性も否

めない状況となっています。 

 2022/23 クロップのコーヒーの世界需給に関しては、Rabobank によりますと 3.35 百万

袋の供給過多となるとの予想がされているものの、一方で大手トレーダーによると、

2021/22、2022/23 クロップともに 2 年連続で 需要過多になるとの予想が報告されていま

す。 

今までの需給パターンは、ブラジル裏作年は需要過多、翌年の表作年には供給過多とブラジ

ルのクロップサイクルに合わせて一年おきの需給サイクルでしたが、2 年連 続の需要過多

となれば過去 18 年間で初めてのことであり、今後コーヒー先物相場を更に押し上げる要

因にも繋がります。 

 コロンビア 

新型コロナウイルス第 3 波が 8 月頃急速に収束後、現在まで感染者数は 1 週間あたり 

2,000 人前後と低位で推移（6 月下旬のピーク時の約 80％減）しているものの、直近は微

増傾向にあります。 

 現時点でオミクロン株の感染者は確認されておらず、特定の国に対する国境閉鎖も実施さ

れていません。 

ワクチン接種状況としては、国民の約 54％が規定の 2 回接種を終えており、現在は 18 歳

以上を対象に、3 回目のブースター接種が職業・年齢等の優先順位の下で進められていま

す。 

現時点では日常生活および経済活動ともに徐々に日常を取り戻しつつあるが、世界でのオ

ミクロン感染情報も踏まえ、今後の先行きは予断を許さない状況です。 

産地ではメインクロップの収穫が終盤に差し掛かり、進捗率は約 80％。 

北部地域は 2 月頃まで収穫が続く見込みである一方、中・南部地域は 1 月中には収穫完了

となる予想。 

メインクロップの生産量は、昨年夏 頃より続く強雨の影響で昨年比で減産となることがほ

ぼ確実となっており、主要輸出業者の間では昨年比 約 10-15%減とも予想されています。 

徐々にミタカクロップの状況も見えてきており、こちらもラニーニャ現象に伴い長雨が続

いている影響でチェリーの生育が遅延する見込みであり、収穫は 4 月頃より本格化する予

想。 

現状、中・南部地域でのチェリーの生育状況は良好とみられるが、より正確な情報は 1 今

月に FNC（コロンビアコーヒー生産者連合会）により実施されるクロップレポートの結果

を待ちたい。  

グアテマラ  

コロナ感染者数は引き続き減少傾向にあり、平均で 1 日 239 人の新規感染者が報告され

ています。 

 ピーク時の 6％程で感染者数：62 万 4544 人（12/24 時点） 



収穫は低地より徐々に高地へとシフトしており、現時点での進捗率は 18％程度。 標高の高

いウエウエテナンゴなどはまだ始まったばかりで本格的な収穫は 1 月末を見込んでいま

す。 

 相場上昇に伴い農家は販売を進めており、販売進捗率としては 16％。（昨年より 2％程度

早い）  

コロンビアの価格が高値で維持されている事もあり、同行への需要も高まってきています。 

低地産（EPW）は生産量が年々減少傾向にあり、現時点でもほぼ完売に近い状況です。 

グアテマラでは積極的にサステナブル原料に向けた取り組みを進めています。 

メキシコ  

感染者数は減少傾向にはあるが、平均で 1 日 2,251 人の新規感染者と予断を許さない状 

況下です。  

新型コロナウイルスの新たな変異型である「オミクロン型」の感染者がメキシコでも確認さ

れていますが、 同国は海外からの入国者に対して検査や隔離の義務を設けておらず、アフ

リカ諸国からの入国も受け入れています。 

 メキシコ政府はオミクロン型の発見後も入国制限など水際対策の強化を表明していませ

ん。 

収穫進捗率は 22％程で同国のメインであるウォッシュドコーヒー向けとして販売が進ん

でいますが、 休暇シーズンにこれから入っていく事もあり商売は低調。 

 昨年 Crop と比較すると欠点数の混入率が低く、品質は向上している傾向にあります。 

メキシコは他中米諸国の中ではロブスタ種を比較的栽培しており、ブレンドの候補として

も時折注目されています。 

ベトナム  21/22 クロップは雨の影響がエリア毎に異なるも概して収穫は遅れています。

農家は 20~25%を販売済みで 1 月末から始まる旧正月のテト休み（2022 年 1 月 29 日

~2022 年 2 月 6 日予定）までに 50%を売る見込みです。 

 ここまでは産地の Diff.は緩む見込みです。 

収穫量は引き続き 30 百万袋の回復を見込みます。  

20/21 クロップからの在庫を未だ 700 万袋ほど抱え、価格は下がる要素はあるものの、コ

ンテナ・船腹不足および フレート高が続きエクスポーターは輸出が出来ない状況（特に 11 

月より遅れはじめ 12 月に入り顕著に）。 

あと 半年は物流の混乱が続くと予想されています。憶測ですがフレートは以前のような水

準には戻らないだろうと予測。 

再編された 船会社は以前のように新規造船を増やす見込みなし。 

 ブラジルコニロンの輸出も 22 年の 7 月のニュークロップが始まるまで期待できず、

LDN 認証在庫も 169 万袋と減少中。 

新型コロナ感染者数は 1.5 万人/日と高止まり。この影響でチェリーの収穫を担う移民労働

者が不足、通常より高い費用で雇いコスト高に（昨年比 38%高）。 



人手不足により完熟前のコーヒーも収穫してしまい、また 雨による乾燥工程の困難も加わ

り品質面での不安は残ります。 

LDN マーケットの底堅さの要因の一つです。 

 インドネシア  

アラビカマンデリンは 78%の収穫が終了（North Sumatra 85%、Aceh75%）。 

1２月中にほぼ 100%の収穫を終える見込みです。 

収穫は進むも各産地での雨や曇天および乾燥場のキャパシティが少ないため農家での乾燥 

に遅れ。 

従い Medan（エクスポーターがドライミルを持つ）へのフローは遅れ、結果エクスポータ

ーの需要 は少ない。 

その状況の中でも NY マーケットがやや下がっており Diff.は底堅い。 

 ロブスタは AP-1（EK-1）は 97%を収穫し実質終了。 

 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影響が引き続き大きい。 

通関前の命令検査により特にロブスタは国内在庫がタイトかつ期近のオファーは出てきて

いません。 

相場高で買い遅れていたロースターはアラビカ、ロブスタ供に現物を拾い対応しています。 

 新型コロナの新規感染者数は、ここ 2 週間は 200~300 人で推移。年末年始にかけ同国政

府は警戒を強めるも状況はコントロールされている模様。 

 エチオピア  

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については、TPLF が南

進し Shewa Robit（アディスアベバから 230km）付近にまで一時戦闘が近づいたものの、

エチオピア連邦政府軍が延び切った前線に対して東西より攻勢をかけ、最終的には TPLF 

を Afar 州、Amhara 州から凡そ排除し、 Tigray 州にまで押し返す結果となりました。

TPLF も「国際社会からの要請により、Afar 州、Amhara 州 から撤退する」と声明を出す

に至っております。 

今後の動向は不明も、連邦政府側の停戦の前提条件の一 つとしていた TPLF の Afar 州、

Amhara 州からの撤退が結果的になった為、前線から首都に戻った Abiy 首相の動向含め

て今後の和平に向けてどう動くのかが注目されます。 

上記情勢を受けて、英国が非戦闘地域（主にアディスアベバ以南）の渡航レベルを緩和して

おり、年明け以降には各国政府も緩和に動く可能 性があります。 

 レケンプティ産地で一部巻き込まれた地域があるとされるものの、シダモ地域などはロジ

含めて問題なく稼働している状況は変わらずも、上記衝突は経済に大きなダメージを既に

与えており、Cash を必要とするこの時期に国内の融資停滞が特に中小の輸出事業者に少な

からず影響を与え品質劣化、船積の更なる遅延に 繋がる可能性があり、注意して参りたい

と思います。 

 


