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1 月のコーヒー先物 NY 相場は 1 ポンド＝226 セント台から始まり、ブラジルの降雨やフ

ァンドの持高調整の動きに上値を圧迫され、1 月 3 日には一時 220.55 セントまで下落。 

その後 1 月中旬に入るとブラジルの生産地で降雨過多の警戒が再浮上、買い優勢の展開が

維持される事となりました。 

乾燥懸念が降雨によって後退していたが、逆に豪雨や洪水が警戒され 240 セント水準まで

値上がりする展開になりました。 

アラビカコーヒー相場は、明確な方向性を打ち出せておらず、上記に記した降雨過多による

生産環境悪化に対する警戒感が強いが、2022 年はブラジル増産サイクルとあって、本格的

に買い進むことは見送られています。 

ブラジル食糧供給公社（Conab）は、2022 年の同国生産高が前年比 16.8%増になるとの見

通しを示しており、 過去 3 番目の 5,574 万 3,100 袋の生産が実現するとの見通しが、上

値を圧迫しています。 

 一方、ロブスタコーヒー相場は上げが一旦落ち着きを取り戻しています。 

 コンテナ不足がピークを過ぎ、徐々に消費国の在庫環境が正常化するとの見方が織り込ま

れています。  

足元では取引所認証在庫環境に大きな動きは見られておらず、調整売りの上値圧迫が継続。 

実際に消費国の在庫積み増しがみられるかが焦点になっています。 

また、ロブスタの主要産地であるベトナムの昨年からのキャリーオーバー、インドネシアの

農薬問題による輸入遅延なども今後地引続き注視が必要です。 

ブラジル 

1/18 に CONAB（ブラジル農務省）から、同国 22/23 クロップの生産量について全体で 

55.7 百万袋（アラビカ：38.7 百万袋、コニロン：17.0 百万袋）となるとの予想が発表され

ました。 

民間調査会社や大手輸出業者等のこれまでの生産量予想は、60-65 百万袋付近が基準とな

ってきたが、今回 CONAB から発表された数字は 60 百万袋を大きく割り込むもので、コ

ーヒー先物相場も若干の反発を見せました。 

また、Cecafé（ブラジルコー ヒー輸出業者協会）によると、ブラジルは 2021 年に 40.4 百

万袋を輸出し、前年比では 9.7%のマイナスとなりましたが、世界的に輸送の混乱/コンテ

ナ不足が起こった中である程度の数字を保ったといえます。 

最近、ブラジルコーヒーの輸出国の中でも顕著な数量増を見せているのが、コーヒーの一大



生産地であるコロンビアとコーヒー消費量が年々増加している中国です。 

特にコロンビアでは、国内価格の高騰が続いている事と、 FNC を中心とした施策により

品質が全体的に上がってきており低級品の割合が減少した事から、国内消費 用としてより

安価なブラジルのコーヒーに需要がシフトしている傾向にあります。 

こうしたコーヒー消費国としては新興勢力であった国の台頭は、ブラジルコーヒーの価格

上昇の一因となり、引き続き需給バランスには 注視が必要です。  

コロンビア 

コロンビアでは再度、新型コロナウイルスの感染が急拡大しています。 

昨年 12/20 に最初のオミクロン株を 確認して以降、感染者が爆発的に増加し、直近では

一日あたりの新規感染者数は 3 万人前後の高水準で推移。 

これは前回ピーク時に迫る水準だが、重症化する人の数は低水準に抑えられていることか

ら、同国では厳格な行動制限等は敷かず、経済活動を維持しながらワクチン接種を進めてい

く方針をとっています。 

これまで のワクチン接種状況は、規定回数（2 回）を終えた人が全人口の約 60％、ブース

ター接種を終えた人が全人口の約 14％といずれも順調に進行中。 

今後はブースター接種について 2 回目接種からの経過日数を 6 か月から４か月に短縮し、

さらに接種を推進していく予定。 

感染対策と経済活動との両立を図っていけるか、今後の動向を注視していく必要がありま

す。 

産地ではメインクロップの収穫が大方完了し収穫率は約 90％。 

産地オファーは 2 月頃まで続く見込みですが、ミタカクロップの収穫本格化を待つ 3～4 

月はオファーが非常に減少する予想。 

一方で品質に関しては 全体的に良好です。 

降水量が多い状況が続いている中でも、各農家で機械乾燥設備の導入が進んだことや、収穫

時期が分散したことで適切な発酵/乾燥処理を実施出来たこと等が寄与していると考えられ

ます。 

ミタカクロップに関しては、ラニーニャ現象により降水量の多い状況が続いた為、開花数が

減少しチェリ ーの生育が不健全な傾向が見られます。 

このため中部地域の生産量は昨対比で減少する一方、南部地域は例年と同水準の生産量を

維持すると予測。 

産地の天候は、現在一転して雨が全く降らない乾燥した状況が続いています。 

こうした天候不安を踏まえ、ミタカクロップの生産量を昨対比 10-15％減の 5.1-5.4 百万

袋程度と予測しているサプライヤーもおり、今後の天候状況が生産量を左右する要因とな

りそうです。 

グアテマラ  

グアテマラでは感染者数は再び増加傾向となり、平均で 1 日 2,419 人の新規感染者が報



告されています。 

 1 日平均人数のピークだった 8 月 25 日の 61%までになっています。 

 パンデミック（世界的大流行）開始以降、同国では感染者 670,489 人、死者 16,272 人が

報告されています。（1/24 時点） 

主要産地では収穫がピーク時期に入り、進捗率では 33％あたりまで上昇してきています。 

天候は良好で今のところ品質懸念の声は聞こえてきていません。 

コロンビアの価格が高値を維持しており、グアテマラへの需要が若干高まり始めています。 

今後 21/22crop の船積みが随時進められていくわけですが、世界的なコンテナ不足の影響

が出てくる可能性も あり今後注視していく必要があります。 

ナチュラルやハニープロセスといったスペシャルティに関しては、良質なコーヒーチェリ

ーを確保するためにも早めの依頼が必要です。 

 最近ではスペシャルティ原料に絡めたサステナブル原料への関心も高まっています。 

 ホンジュラス  

ホンジュラスでは 1 日平均 671 人の新規感染者が報告されており、減少傾向。 

1 日平均人数のピークだった 8 月 18 日の 41%までになっています。 

 パンデミック（世界的大流行）開始以降、同国では感染者 387,515 人、死者 10,469 人が

報告されています。（1/24 時点） 

収穫は着実に進んでおり、現在の進捗率で 32％。 

 昨年と比較すると 8％程の遅れが生じており、収穫遅れによる品質悪化が心配なところで

す。  

中米の中でも価格競争力のある同国に対しての引き合いは加速しています。 

 価格競争力のある一方、品質は他中米諸国と比較するとややリスクは高く、サプライヤー

との品質すり合わせ（管理）が今後も重要視されています。 

 ペルー 

 次回 crop に向けた開花を終え、産地では潤沢な降雨がみられています。 

 収穫は例年通り 5 月頃より開始され、10 月以降の船積みを想定。 

 現時点では収穫のピークを 6 月頃見込んでおり、生産量や品質など今後の動向には注目。 

ベトナム  

21/22 クロップは 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）を控え 50%以上を販売済み（12 月末は同 20~25%）。 

収穫量は引き続き 30 百万袋で従来予想と変わらず。 

 21 年 12 月の輸出は約 280 万袋と先月比で 1.5 倍に。 

新型コロナの影響で物流の混乱（コンテナ不足による フレートは以前の 4～5 倍、輸出遅

延）が続くも、バルクコンテナを使用しコストダウンをしながら輸出。  

輸出遅延解消がマーケットを左右すると思われます。（LDN 認証在庫の回復も）。 

 新型コロナ感染者数は 1.5 万人/日と高止まり。 



北部ハノイが感染増の中心で先にピークを迎えたホーチミン は 300 人程度/日と安定し

ています。 

前回既報通り、北部からのチェリーの収穫を担う移民労働者が不足し人手不足により完熟

前のコーヒーも収穫し品質面での不安は残ります。 

インドネシア  

アラビカマンデリンは 90%の収穫が終了（North Sumatra 92%、Aceh89%）。 

収穫残が 15%を切ると高値で取引きされるのは毎クロップ恒例。 

現在ではグリーンチェリーはほぼ見られず残り 2~3 週間の今クロップを終えます。 

2021 年クロップは前年比▲27%。 

ロブスタは AP-1（EK-1）は 99%の収穫が終了。 

2021 年クロップは前年比▲10%（裏作）  

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継続しています。 

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も、新たな違反事例はなく徐々

に回復の見込みです。  

新型コロナの新規感染者数は、ここ 2 週間は 3,000 人/日で増加（ジャカルタやバリが中

心）。 

新型コロナの ワクチンは 1 回目 66%、2 回目は 45%が接種済み（日本は１、2 回目の接

種率は 80%弱）。 

公共交通機関は 新型コロナ対応のガイドラインで運用されているも、コーヒーオペレーシ

ョンを含め大きな混乱はなくコンロトールされています。 

アジア圏のコンテナ不足の影響で船積み遅延は目立ち始めています。 

エチオピア 

 連邦政府が反転し、飛び道具を持たない TPLF との兵力差、体力差が明るみになった現

状、再度 TPLF が 南下してくる可能性は低いとみられております。 

しかし地上での戦闘は沈静化しているものの、Tigray 州 内での空爆が散発的に続いている

模様です。 

TPLF の幹部を狙った攻撃等、様々な憶測が出ているものの、各種報道によれば、一般市民

や町が破壊されており、国際社会からの懸念の声が高まっております（ノーベ ル賞委員会

からも異例の声明がでています。）。 

ただ、情勢が悪化している隣国スーダンを筆頭に、エジプ ト、ケニア、UAE、ソマリアな

ど、欧米各国以外でも「アフリカの角」を巡っての動きに様々な憶測がでており、またエチ

オピア国内でもティグライ人と他のエチオピア国民との間に深まった憎悪は収まるはず 

もなく、今後の情勢に引き続き注視して参りたいと思います。 

 他方で首都や産地である南部は平穏が続いており、ロジ含めて問題なく稼働しております。

融資もフロー が回復している模様で、後はコンテナ・本船の確保が問題であり、引き続き

品質と併せて船積を急いでもらいたいと思います。 



平穏といえば、1 月 7 日はエチオピア正教のクリスマスでした。 

クリスマス前のツォ ムと呼ばれる断食が終わるとドロワットと呼ばれる鶏肉のシチュー、

コーヒーやタッジと呼ばれる蜂蜜酒 を家族で食すのが伝統的な過ごし方であり、ティグラ

イ情勢が一旦落ち着いたこともあり、今年も海外在 住のエチオピア人が一斉に帰省し、空

港は混雑していたようです。  


