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1. 相場見通し 

 

7 月のコーヒー先物 NY 相場は認証在庫の歴史的な低水準を反映した需給タイト感から

月初に 240 セント付近まで上昇しました。 

その後、景気減退観測に伴う需要減退懸念やブラジルレアル安、ブラジル産地での良好な 

天候がサポートし一挙に 200 セント割れまで急落しました。 

下旬にかけては再び 220 セント近辺まで上昇する、という非常に乱高下の激しい動きとな

りました。 

 相場の上げ材料としては、ブラジル産地で良好な天候が続き現状降霜懸念は低いものの、

例年を大きく下回る降水量が続いていることから旱魃懸念に伴う供給不安があります。 

加えて足許では認証在庫が 70 万袋近くにまで急減し、中南米での収穫本格化までは低水

準が続くとみられています。 

このため、現物の需給逼迫感は継続し、相場の下値を支えると考えられます。 

産地プレミアムも高値が継続するだろうと予測されます。  

下げ材料としては、主に世界的な景気減退観測に伴う需要減少懸念が嫌気され、相場の上値

を圧迫しています。 

 欧米中心に物価高、景気回復を伴わない政策金利の引き上げ、というサイクルがより深刻

な景気減退懸念を生み、原油を中心とする商品先物市場は下落傾向にありますが、コーヒー

もそうした流れに支援され投機筋のマネー引き揚げが進んでいます。 

ドルの独歩高が進み、ブラジルレアルを筆頭に産地通貨安が進行していることもネガティ

ブです。  

今後は、現在の景気後退観測が各国の経済指標としてどこまで顕在化してくるか、またこう

した指標を受け 各国がどのように経済政策を修正してくるかがポイントとなりそうです。 

但し、マイルドアラビカの生産量が低位水準にとどまること、今後ブラジルの収穫が本格化

しても Freight の高止まり等を受け、認証在庫への供給が増えなければ、現物の需給逼迫

感の解消は見込めず、中長期的に見ても相場の下値は非常に底堅いと考えられます。 

 

 2. 産地情報  

ブラジル： 

 産地の天候につき、7 月には寒波到来の予報が出ていたものの、気温が大きく下がる場面

もなく降霜は確認されませんでした。 

降水量は前年同月と比較して減少しているが、現時点ではコーヒー豆の生育環境としては 

問題なく、今後は順調な開花・結実に向けて、9 月以降の継続的な降雨が確認されるかがポ



イントとなります。 

  22/23 クロップの生産予想につき、Conab がアラビカ種が 3,880 万袋、コニロンが 

1,700 万袋の計 5,580 万袋と 2 回目の生産量予想を発表しました。 

前回予想の 5,340 万袋を若干上方修正したものの依然として表作としては低い水準となっ

ています。 

  Cecafe によると、21/22 クロップ（2021 年 7 月～2022 年 6 月）の同国輸出量の実績

は約 3,960 万袋と前クロップ比 13.3％落ち込むも、輸出額は前クロップ比 38.7％上昇の 

81 億ドルを記録しました。 

同国はじめ各国の生産量減少に加えて、コンテナ不足や海上運賃の高騰等ロジスティクス

の混乱が重なり、コーヒー先物相場が上昇。 

輸出数量が減少したにも拘らず、輸出額の大幅な増加に繋がりました。  

（為替関連/その他） 

 ブラジルではインフレが進行しており、22 年 6 月の消費者物価指数は前年同月比で 

11.89％上昇。 

ブラジル物価指数が 前年同月比で 10％超となる月は 10 ケ月続いています。 

ボルソナロ政権は牛肉や鶏肉などの食料品 7 品目にかかる関税の撤廃や工業品税の引き

下げを行っていますが、高インフレへの効果は限定的とみられます。 

 22 年 10 月に控えている同国大統領選は、現職の右派ボルソナロ大統領と 03 年から 10 

年に大統領を務めていた左派ルラ氏の一騎打ちとなっています。 

現在支持率トップのルラ氏は、公約として歳出拡大による社 会保障拡充を掲げており、こ

のままルラ氏が当選した場合には、経常収支の赤字拡大が予想され、今後長期的に更なるレ

アル安が進行する可能性があります。 

 コロンビア： 

ミタカクロップの収穫進捗率は約 95%で終盤を迎えており、8 月頃には大方完了する見込

みです。 

各情報筋による最新の生産量予測は約 5.5 百万袋と昨対比で約 4-5％減となる予想です。 

品質に関しては、さび病やブロッカの発生率は抑えられており、特段品質懸念も発生してい

ません。 

 コロンビアでは次のメインクロップも 10 月頃から収穫を控えています。 

雨が多い状況が続いていることから 昨年同様、収穫には明確なピークがなく散発的な収穫

が 10 月～3 月頃まで続くとみられます。 

現在チェリーの結実数をもとに生産量予測を測定中でありますが、今後のクロップの動向

を左右する点に、各農家での肥料の入手状況があります。 

コロンビアでは国内使用量の75％を輸入、残りの25％を国内での製造でまかなっています。 

ウクライナ情勢の悪化を受け、肥料の主要輸入先であったロシアやベラルーシからの輸入

を基本的にとりやめ、代替輸入先として米国を中心に、中国・カナダ等への切り替えを進め



ており、米国からの輸入量は現在同国輸入量の約 27％を占めるまえでに至っています。 

こうした切り替えが功を奏し、各農家では 1Q の必要分（凡そ 22/23 メインクロップまで）

はまかなえており、今後も必要量は確保できる見込みではあるとのことです。 

但し、ロシアの代替供給先の需要増、肥料価格の高騰により、農家への肥料販売価格も高騰

しているため、農家が実際に肥料を入手できるかどうかという点には注視していく必要が

あります。 

 中米： 

 グアテマラ  

（コロナ関連）  感染者：1,022,891 人 、死亡者数： 18,953 人 （2022 年 7 月 27 日

時点） 人口 10 万人あたりの感染者数および検査数に対する陽性数等によって各市を赤・

オレンジ・黄・緑の色で レベル分けしたうえで、その警戒レベルに合わせた規制を実施。

（継続中） 

 2022 年 5 月 12 日から、各施設や公共の場での収容人数及び営業規定に関する過去の政

令は廃止されましたが、引き続きソーシャル・ディスタンスの維持および適切なマスクの着

用は、各市の警戒レベルで決められた規制の遵守が求められています。 

 産地関連  

22/23crop に向けた開花も順調に終え、その後も十分な降雨が各エリアで観測され、コーヒ

ーチェリーにとっては良い環境が続いています。 

また、当初心配されていた肥料及び農薬も確保できた事から各農家は適正な量を散布する

事ができました。 

それにより品質も昨年と比較し改善（香味不足など）、生産量も回復するのではとの見込み。 

現在は端境期ということもあり、産地側の在庫もほぼ販売済みとなっており、商売自体は低

調。 

今後低地から収穫が開始されていくが、低地産（EPW）は引き続き生産量が少ない事から

早い段階での Sold out の可能性もあります。  

メキシコ  

（コロナ関連） 

 感染者：6,628,541 人 、死亡者数： 327,109 人 （2022 年 7 月 27 日時点） 感染者数

は日によってバラつきがあり、1 日 8,000 人～30,000 人となっています。 

 （産地関連） 

 コロンビアの価格上昇を受け同国に対する代替需要は徐々に高まっています。 

開花は基本的に例年通り。 

開花量は昨年より多かったが、若干散発的でありました。 

現在の天候はラ・ニーニャの影響もあり、高温・多雨の傾向ではあるもののコーヒーチェリ

ーの生育については今のところ問題視はしていません。 

基本的に例年並みの降雨量であり、生産量も 21/22 クロップ対比 22/23 クロップは約 3％



の生産量増加を見込んでいます。（21/22crop: 378 万袋, 22/23crop: 389 万袋） 

ただし、若干気温が高いため、この後さび病の流行は懸念されています。 

 アジア： 

ベトナム  

 21/22 クロップの販売は終盤に差し掛かってきており、輸出業者/農家ともに在庫は減少

傾向。 

加えて先物 相場は世界的な景気減退を背景に、投機筋が商品先物市場からも資金を引き始

めたことから下落傾向にあり、 産地からのオファー価格は高値を維持しています。 

輸出業者も売りが先行している一方で、農家から高値で原料を手配する必要がある状況で、

余計な損失を出さないよう、New crop が輸出されるまでの 21/22 クロップのオファーは

非常に慎重になっています。 

 世界的な肥料価格の高騰により、ベトナムでは化学肥料の購入量が昨年同期比の 2/3 に

なっており、22/23 クロップの収量低下が懸念されています。 

前号でも紹介の通り、USDA（米国農務省）は同国の生産量予想を 21/22Crop の 2%減と

なる 30.93 百万袋としています。 

幸い今年の産地での天候はコーヒーの生育にとって非常に良好なものであり、天候不良に

より不作となる可能性は限定的であります。 

 現在、ベトナムでは新型コロナウイルスの新規感染者数のカウントは実施しておらず、入

国に際してもワクチン接種証明書の提示、PCR 検査の実施も不要となっています。 

昼夜問わず、街には若者を中心に人があふれている状況であり、本格的に経済活動の再開に

舵をきっています。 

同国の平均年齢は約 30 歳（日本の平均年 齢：48.6 歳）と非常に若く、例え新型コロナウ

イルスに罹患しても重症化するケースが少ないことが上記政策を推進できる要因と推察さ

れます。 

 アフリカ： 

エチオピア 

 エチオピア国防軍や連邦警察委員会、他組織によって構成された共同タスクフォースが大

規模な治安作戦を 首都アディスアベバにて実施し、首都での過激派による攻撃の企てに関

与したとして少なくとも 454 人が拘束されたと７月 23 日に発表されました。 

拘束された人々のなかには、ティグレ人民解放戦線、オロモ解放 軍（オロモ解放戦線の分

派武装組織）に加えて、Amhara Fano、アル・シャバブやイスラム国などのイスラム過激派

組織のメンバーが含まれていたとみられており、詳細は明らかでないものの、過激派組織が

首都にも存在、活動していることが改めて示された案件になっております。 

  今月はケレム・ウェレガ県でのオロモ解放軍によるアムハラ人の殺害、ソマリア国境沿

いでのアル・シャバブとの衝突、ガンベラ解放戦線とオロモ解放軍によるガンベラ市一部占

拠地域の奪還作戦等、ティグライと の騒動のピークは一旦落ち着いたとはいえ、火種はあ



らゆるところに残っており、コーヒーのサプライチェ ーンには現状は問題ありませんが、

治安は引き続き不安定な状況にあり、注視して参りたいと思います。 

  日本を含め世界の各地では異常気象が頻発し、猛暑や豪雨被害が起きています。 

 異常気象は地球温暖化が原因のひとつと考えられ、これ以上悪化しないように、世界では

様々な対策を講じております。 

私達一人ひとりができることを考え、取り組まなければいけない課題です。 

弊社取り扱い商品ににおいても、地球環境に配慮した商品について、弊社で独自に 

「WITH THE EARTH PROJECT」 

という格付けを実施させて頂き、今後もおいしい珈琲であることは勿論、地球環境に配慮し

た商品のラインナップを増やしてまいります。 

これからも、各生産者の方々においしい珈琲の生産を継続して頂けるように、消費者である

私たちが、少しづつ生産地に還元できることを実施して参ります。 

この活動に、一人でも多くの賛同頂けることをねがうばかりです。 

宜しくお願い致します。 

 

  


