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コーヒー先物 NY 相場は 2 月に入り乱高下を繰り返しながらも、概ね 230-260 セント付

近で推移しました。 

継続 して認証在庫が減少している事や、Mar’22 限月の First notice day を前にしたパニッ

ク買いを背景に、一時 的に 260 セントを突破した場面もありましたが、現在はブラジルで

の順調な天候が弱材料となり、245-250 セン ト付近で落ち着きをみせています。 

 世界的なコンテナ不足/ロジの混乱は続いており、引き続き、フレートの高値も維持されて

います。 

全米小売業 協会（NRF）によると、2021 年度は史上最高のコンテナ輸入量を記録し、直近

の 2022 年 1-3 月も強い小売り需要が見込まれるとされています。 

一方、特に混雑が顕著である北米の港湾では、混雑の緩和策として、一 定期間の蔵置日数

を超えたコンテナに対する課徴金制度が導入されており、これまで導入計画発表の前と比 

較して長期滞留コンテナは 60%程度削減され、一定の効果、物流の改善を見せています。 

 また上記ロジの混乱/フレート上昇に関連して、認証在庫が急速に取り崩されており、2 月

下旬には 22 年ぶ りに認証在庫が百万袋を割り込みました。 

認証在庫は 21 年 5 月には最大約 2.6 百万袋近くあったので、この短 期間で約 60%もの

減少をみせています。 

現時点ではブラジルで良好な天候が続いている事や、更なる高値期待 で農家が在庫をホー

ルドしている事から、圧倒的な供給不安があるわけではないので、直近の認証在庫の取 り

崩しは、ロジの混乱/フレートの上昇が大きな要因ではないかと考えられます。 

 現在世界的な物価上昇局面であり、インフレリスク軽減の為、コーヒーを含む商品先物市

場全般に投機筋に よる資金が流入しており、これまで投機筋は Net ロング（買）を約 7 

万枚まで積み増している。 

ロシアのウクライナ侵攻により、リスク警戒感の強まりから一部手仕舞が進行する可能性

もあるが、その影響は限定的 と考えられる。 

 短期的にみると相場の下落要因はほとんど見当たらず、底堅い値動きが予想されるコーヒ

ー先物相場である が、ブラジルの良好な天候が既に織り込み済みとすると、今後も引き続

き、各国の物量網の改善（若しくは 更なる悪化）とファンドの動き（更にロング（買）を

積み増すか、手仕舞を行うか）が焦点になると思われます。 

 ブラジル： 

前月には CONAB（ブラジル農務省）から、22/23 クロップの生産量予想の発表があった

が（55.7 百万袋予 想）、2 月に入り、民間調査会社 2 社からも生産量予想発表があり、い

ずれも 60 百万袋を割り込む数字となった。 



同国のクロップサイクルは 22/23 クロップが表作、23/24 クロップが裏作にあたるが、産

地では長期 間にわたり順調な降雨が確認されている事と、前年の旱魃/降霜により剪定さ

れた木の成長が 23/24 クロッ プに現れる事から、クロップサイクルの逆転が起きる可能

性も示唆されています。 

  Cecafe（ブラジルコーヒー輸出業者協会）によると、昨年まで好調であったコーヒー生

豆の輸出量は鈍化傾 向にあり、22 年 1 月の輸出量は前年同月比で▲14%となっています。

この要因として、コンテナ不足によるロジの混乱が続いている事や、現在はクロップの端境

期であることをあげています。 

一方で、同月インスタント コーヒーの輸出量は前年同月比で+15.6%となり、引き続き好調

を維持しています。 

現在の主な輸出先は米国、ロシア、日本、そしてミャンマーとなっています。 

 （その他）  中南米地域は、世界で最も積極的に再エネルギーを導入している地域のひ

とつである。 

特にブラジルは、総発電量の 85%を風力、太陽光、水力発電等の再生可能エネルギーにて

賄っており（日本：20%）、近年、膨 大な再生可能エネルギー資源を活用した太陽光・風力

発電の強化は勿論、水素開発にも積極的に取り組んでいることで、脱炭素社会実現への貢献

が高い国として注目されています。 

こうした取り組みに加え、アマゾンの豊富な森林資源に着目した、植生事業等を通じた 

CO2 削減プロジェクトの開発や、次世代バイオ燃料の 開発も推進しています。 

また新たな市場として注目されているカーボンクレジットに関しては、同国の森林は 多大

なカーボンクレジットの供給ポテンシャルを持っており、今後、その一端を担っているコー

ヒー農園や それに紐づくコーヒーも、より注目される日が近いかもしれません。 

 コロンビア： 

コロンビアでは昨年年末に新型コロナウイルスの感染が急拡大したが現在では徐々に収束

しており、1 日あたり新規感染者数は約 6,000 人前後で推移しています。 

ICU 利用者も低水準で推移しており、医療状況の逼 迫等も見られていません。 

こうした中、政府により継続されている経済活動重視の姿勢が功を奏しているのか、IMF（国

際通貨基金）は同国の 2022 年経済成長率予測を前回発表時の 3.8％から 4.5％へ上方修正

しました。 

さらに DANE（国家統計庁）によると、2022 年第 1 四半期の見通しについて、製造業・

サービス業・ 商業でそれぞれ約 6 割の企業が売上増加を見込むと回答しており、今後も経

済活動の活発化が予想されています。 

  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 95％。現在も北部・中部地域

からのフローは継続している。当初 4-5 月のフロー減少に伴いオファーも非常に限定的に

なると見込んでいましたが、現状は各社 から確りとオファーは出てきています。 

こうした収穫時期の分散・長期化は農家側からするとコスト増加の要因となるが、ピッカー



にとっては安定的な収入源となり彼らの生活水準向上に寄与するという側面もあります。 

  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が多い状況が続いた為、開花が

遅延しています。 

この影響で 収穫の本格化は 6 月頃からと例年に比べ 1-2 カ月遅延する見込みです。 

同様に次回のメインクロップの収穫も 遅延する予想も出ており、2022 年全体を通して、

従来の様に纏まった収穫時期が見られず、少量ではあるものの継続的なフローが見られる

状況になるのではないかと予測されています。 

より詳細な情報は現在 FNC （コロンビアコーヒー生産者連合会）が実施しているクロッ

プサーベイの結果を待ちたい。 

 一方で FNC より 2021 年（2021/1-12 月）クロップについてアップデートがありました。 

生産量は昨対比約 10％減の約 12.6 百万袋。対して輸出量は昨対比約 1％減にとどまり、

約 12.4 百万袋。生産量の減少分を他 国からの輸入で補っており、輸入量は昨対比約 15％

増の 1.3 百万袋です。 

特にブラジルからの輸入量は 大幅に増加しており、昨対比約 36％増の約 1.0 百万袋であ

った。 

 中米： 

グアテマラ   

グアテマラでは感染者数は徐々に減少傾向となっています。 

 感染者数：776,262 人、死者数：16,961 人（2 月 25 日時点） 港はほぼ通常通り稼働し

ており、勤務は交代制であるものの大きな混乱なども生じていません。 

 コンテナはやや不足気味で、輸出に関しては 1～2 週間程度の遅延が発生しています。 

  主要産地では収穫進捗率で 81％となっており、収穫のピークは越えており農家の販売

も着実に進んでいます。  

特に低地産の EPW は収穫量も減少している事から、現時点で産地からのオファーは難し

く確認が必要な状況です。 

  グアテマラ全体でみると 21/22crop に関しては昨年と比較しおおよそ横ばいの生産量

を見込んでいますが、コロンビア価格高騰によるグアテマラへの引き合いは高まっている

事から早めの確保が必要となります。 

 ホンジュラス  

ホンジュラスでもコロナ新規感染者数は 1 日平均 620 人との報告が上がっており、ピー

ク時よりは減少傾 向になっています。 

 感染者数：411,212 人、死者数：10,720 人（2 月 25 日時点）  

 収穫はやや遅れていましたが 2 月に入り順調に推移、現在の進捗率で 85％まで達してい

ます。 

グアテマラ以上に コロンビアの代替需要が高まっており、現時点で産地からのオファーは

出てこない状況です。 



今後 3 月～4 月に 掛け収穫の終盤を迎えますが、その時点でオファーが出てくるかは不

透明であるとともに、ノンデリが発生するリスクにも注視が必要です。 

 D) アジア： 

ベトナム 

  21/22 クロップは、先月から農家の販売が 10%程度進み、60%以上を販売済みです。 

現時点で農家は十分な収入 を確保出来ており、積極的な販売を控えている状況です。  

 生産量予想は以前と変わらず、30 百万袋を超える見込みとなっています（20/21 クロッ

プ生産量：27.5 百万 袋）。 

コーヒーにとっては幸運にも、季節外れの降雨が続いており、灌漑や開花の為の良いサポー

ト材料となっています。 

  新型コロナウイルスの感染者数は、特に首都ハノイのある北部地域で拡大傾向にあり、

1 日あたり 3,000- 3,500 人もの新規感染者が確認されています。 

一方、ホーチミンのある南部地域では、比較的深刻な状況にはなく、1 日あたりの新規感染

者数は 100-400 人に留まっています。 

現在ベトナムへの海外からの入国は、3 日 間のホテルでの隔離が求められているが、ベト

ナム観光庁は 3 月中旬からの規制緩和（新型コロナウイルス 陰性証明書提出、隔離 1 日）

に向けて議論を進めています。 

 インドネシア  

 アラビカの収穫は 97%が終了（North Sumatra：98%、Aceh：97%）し、国内フローも

非常に少なくなっています。 

クロップ終盤のシーズンであり、コーヒーは高値で取引されているため、売りが先行してい

る一部輸 出業者は、少量をスポットで抑えている状況です。 

  現在、各所で来クロップのサーベイが始まっているが、前年に引き続き、特に North 

Sumatra にて若干の 減産となる予想がなされています。 

初期のクロップサーベイであるのでまだ具体的な数字は出てこないが、今後の更なる調査

結果が注視されます。 

  新型コロナウイルスの感染者数は昨年から減少傾向にあるものの、直近ではジャカルタ

やバリで感染者が拡大しており、国全体では 1 日あたり 6 万人もの新規感染者が確認さ

れています。 

現在、国民の約半数がワクチンを接種済みであるが、公共施設や会社オフィス、学校等、人

の密集が予想される場所では、特に大きな規制が定められていない状況です。 

コーヒーの輸出に関連する工場や港も正常に稼働しており、現時点では大きな 船積み遅延

は確認されていません。 

 アフリカ： 

エチオピア  

 1 月 11 日、日本政府は首都アディスアベバの危険レベルをレベル 2（不要不急の渡航



自粛）に 2 段階引き下げ、同国南部地域を危険レベル 3（渡航中止勧告）に引き下げまし

た（同国北部地域は引き続き危険レベル ４）。 

同時期、欧州諸国も渡航レベルを引き下げ、1 月 26 日には非常事態宣言の解除がエチオピ

アの閣議決 定されており（下院決議は 2 月 15 日）、エチオピアへの渡航に支障がなくな

っております。 

他方で、戦闘が 終結し、ティグライ勢力が北部アムハラ州で働いた悪行が明るみになって

きております。 

病院、薬局、学校、 空港など生活に欠かせないインフラが軒並み破壊・略奪されており、

これらのインフラ復旧には 3,000 億円 以上の費用が掛かると報道されております。 

他に、エチオピアが同国北西部の青ナイル川に建設中の「大エチオピア再生ダム」で 2 月 

20 日、初めて発電を開始しており、首相も現地を視察しておりますが、ナイル 川の下流に

位置するスーダンとエジプトとの対立は何も終えておらず、こちらの情勢にも今後注意が

必要になってくるかと思われます。 

  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引き続き稼働しており、

早いところでは Natural の船積前サンプルも届き始める予定です。 


