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1. 相場見通し 

 

8 月のコーヒー先物 NY 相場は、7 月中旬からの下げが一服し、認証在庫のさらなる減少

またレアルの反転を受けて 200 セントに戻しました。 

その後は、供給減少懸念で買われ、需要減少懸念で売られる、という方向感ない動きであっ

たが、ブラジル産地での降雨不足が材料視され一気に 240 セントを突き抜けました。 

 足許の需給の目安として注目される ICE 認証在庫は 60 万袋を切り 23 年ぶりの低水準

にまで至りましたが、古い在庫が改めて ICE の格付けと認証を得て回復するとの見込みが

立ち、上値を突き破るほどの勢いではありませんでした。 

しかし、降霜リスクをようやく乗り越えたと思っていたブラジル産地での天候が供給懸念

に火をつけました。 

以前よりブラジル産地での降水量は不安視されていたものの、開花時期に至っても引き続

き降雨が少なく、またベトナムでの乾燥懸念に加えて、世界的な天候不順が穀物相場と同様

に投機筋を刺激している。 

 他方で、需要面では、台湾情勢の緊迫化が中国経済に与える影響が警戒されたことに加え

て、スターバックスの 4〜6 月期決算では、既存店売上高が 3%増と予想を下回り、特に中

国は 44%減とほぼ半減と、米市場は 高インフレ環境ながら安定しているようにも見える

ものの、需要減少を煽る情報として材料視されました。 

 今後は、まずはブラジル産地にて十分な雨が降るかどうか。 

このまま晴天が続けば、さらに上を試す場面が でてくると思われます。 

ただ降雨予報が出れば、一気にポジション解消で反転する可能性もあり、予報含めて現地降

雨情報が一番の材料となっています。 

但し、雨が降ろうとも、足許は供給不足が実態であり、売手市場 であることは変わりませ

ん。 

先物市場も逆ザヤとなっているが、さらに限月間の Spread が拡大し、期近限月 は下がり

きらないことも考えられます。 

 2. 産地情報  

ブラジル：  

産地では 8 月中旬に纏まった降雨があり、同下旬には一部の地域で第一回目の開花が確認

されました。 

開花後には結実の為に更なる降雨が必要であるが、現在のところ開花後の降雨は確認され

ておらず、今後も纏まった 降雨予報がない状況です。 

23/24cop は旱魃/降霜の被害から回復して大増産となる見込みであっただけに、マーケッ



トの反応は非常に大きくコーヒー先物相場は急騰しています。 

  Safra&Mercado 社は、22/23crop のブラジル生産予想につき、当初の予想（アラビカ 

3,880 万袋、コニロン 2,230 万袋の計 6,110 万袋）よりアラビカ種が 300-400 万袋減少、

コニロンが 100-150 万袋増加する見込みを発表し、同社予想を下方修正しました。 

現地では、想定よりも昨年の旱魃/降霜の影響が大きく、22/23 クロップの歩留りが悪いと

の声が聞こえています。 

 22/23 クロップの開花は計 2 回起こり、1 回目と 2 回目の開花の間隔が短かったためチ

ェリーの成熟も均一 であり、収穫が進むにつれて成熟が進んでしまうコーヒーが多くみら

れ、全体としては Natural の割合が多く、Semi Washed の生産量は相対的に減少していま

す。 

一方でマイルドアラビカの価格上昇を受けて、その代替として Semi Washed の需要は拡大

しており、ICE 認証在庫として輸出されるものが少なくなっています。  

（為替関連/その他）  

 同国中央銀行は、金融政策決定会合にて政策金利を 0.5％引き上げて 13.75％にするこ

とを決定した（12 会 合連続利上げ）。同国の高インフレの状況は改善されず、22 年 7 月

の消費者物価指数は前年同月比で 11.39％ 上昇しています。 

中銀目標の上限(5％)を大幅に上回っており、特に食料品や航空運賃の高騰が目立ちます。 

 ブラジルレアルにつき、資源国通貨の一角に見直し買いが入り、8 月 10 日には、1 ドル

＝5.1 レアル前後と 6 月中旬以来およそ 2 カ月ぶりのレアル高・ドル安水準で推移しまし

た。 

しかし、米利上げによる資金流出や世界的な景気減速の可能性、22 年 10 月に控える大統

領選の動向など、懸念材料が多く残っており、引き続きブラジルレアルの動向に注視してい

きます。  

コロンビア： 

コロンビアでは 8/7 にグスタボ・ペトロ氏が新大統領に就任し、同国史上初の左派政権が

誕生しました。 

任期は 2026 年までの 4 年間となります。 

就任にあたりペドロ氏は人権・環境政策を中心に 10 の公約を掲げているが、農業分野に 

関しては特段前政権より方針の転換はなく政権交代による影響は今のところ見られていま

せん。 

今後、新政権と FNC （コロンビアコーヒー生産者連合会）の間で会合が実施される予定で

あり、その動向は確りと追っていきます。 

  産地ではミタカクロップの収穫が完了し、現在は端境期を迎えています。 

以前よりお伝えの通りラニーニャ現象に 伴う多雨・日照不足の影響で生産量は減産傾向で

あり、FNC からの発表によれば 7 月単体の生産量としては前年 比 0.3 百万袋減の約 0.9 

百万袋（前年比 22％減）。 



また 2022 年（2022/1-7 月）の生産量では、前年比 0.6 百万袋 減の約 6.4 百万袋と発表

されています（前年比 8％減）。 

  メインクロップに関してはあと数週間ほどで各地から収穫を開始してくる見込みです。 

まずは Huila 県、Antioquia 県、 Norte de Santander 県等で収穫が開始し、9 月末頃より 

Sierra Nevada 県でも収穫が開始してくる予想です。 

生産量 に関してはいまだ正確な予測は発表されていませんが、引き続き天候不良に伴う影

響は避けられなさそうです。 

 一方で NY 相場の高騰に加えコロンビアペソ安が進んでおり、国内での農家の販売価格は

歴史的な高水準となっています。 

こうした状況は農家の資金調達を支えており、肥料の調達等農園管理に対する農家の意欲

を引き立てているといえます。 

 中米： 

グアテマラ 

 （コロナ関連）  感染者：1,100,437 人 、死亡者数： 19,472 人 （2022 年 8 月 31 日

時点） 人口 10 万人あたりの新型コロナウイルス感染者数や検査数に対する陽性数、ワク

チン接種率等によって、 各市を⾚・オレンジ・⻩・緑の⾊でレベル分けしたうえで、その

状況に合わせた規制は継続。 

各市の感染レベルおよび規制レベルは 14 日ごとに見直されます。 

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）  

 現在は収穫前の雨季となっており各エリアでは適度な降雨が観測されており、コーヒー

チェリーの生育は順 調に推移しています。 

生産量の大半を占めるのはアラビカの SHB、HB となるが生産者は新たな収入源として、 

優れたロブスタ種を栽培できないか模索しています。 

  近年日本ではグアテマラの価格高騰（他中米もそうだが）によるブレンド変更も続いて

おり、日本の輸入量 は減少傾向、グアテマラの輸出先として日本は 9％程度となります。 

一方、需要が伸びている先としては中国があげられています。 

  現地各輸出業者から話を聞いたところ 22/23Crop の生産量はおおよそ 330 万~340 

万袋 (60 kg) になると 予測されており、昨年とほぼ同水準とみられています。 

 メキシコ  

（コロナ関連）  感染者：7,014,510 人 、死亡者数： 329,390 人 （2022 年 8 月 31 日

時点） メキシコへの入国は、現在 PCR 陰性証書やワクチン接種完了証明書の提示も必要

なく、オンラインでの質 問票の入力のみが必須となっています。 

 メキシコ連邦政府では、感染症危険情報として全国を「⾚⾊」「橙⾊」「⻩⾊」「緑⾊」の信



号情報で区分けしています。 

現在は沈静化に向かっており、野外でのマスク着用義務は撤廃されています。 

 （産地関連） 

  各エリアでの天候はコーヒーチェリー生育に恵まれた環境が続いており、22/23Crop 

の生産量は昨年比 3% 増の 390 万袋程度を見込んでいます。 

  比較的価格競争力がある同国は、他中米諸国の高騰を機にシェア拡大を目指しており、

RA、Organic など認 証系にも注力しています。 

  メキシコはこの地域の他の国と同様に物流の遅れに直面しているが、米国との強力な商

業的関係の効果もあり、大きな問題とまでは至っていません。 

今後 22/23crop の輸出は 12 月頃より開始されるわけだが、港湾状 況含め注視していく

必要はありそうです。 

 アジア： 

 ベトナム  

 同国では、台風のシーズンが到来しており、9-10 月にシーズンのピークを迎えます。 

今年は例年より多い降雨量が予想されており、昨年比で 20%増となる見込みです。 

  各社の在庫量は少なくなってきており、New crop を前に Sold out となっている中間

業者、輸出業者もおり、 国内取引価格は非常に高値で推移しています。 

同国全体の 9 月末の予想在庫数量は約 300,000MT となっており、全体では New crop ま

で在庫を切らすことなくオペレーションが出来る見込みです。 

一方で、在庫を抱えている業者が寡占となっている状況から、New crop までにマーケット

にコーヒーが無くなった際には、取引 価格の更なる上昇が予想されます。  

インドネシア  

 現在、同国ではロブスタの収穫のピークを迎えており、1 週間あたりに約 20 万袋もの

コーヒーが流通されています。 

Lampung を中心に Sumatra では 66%程度収穫が完了しており、Java では 43%程度の収

穫が完 了しています。 

  Sumatra のマーケットは海外ロースター勢に抑えられているので、国内の地場ロースタ

ーは主に Java から コーヒーを調達している状況。 

 アフリカ 

エチオピア  

 前月号でも治安状況をご報告致しましたが、今月は連邦政府と TPLF 間で衝突が繰り返

し発生しており、相 手側が人道的停戦に違反し、武力紛争を再開したと双方が非難してお

り、連邦政府は TPLF の軍事拠点に対 する攻撃を開始すると発表するに至っております。

加えて、国防省が 8 月 23 日、紛争の進展に関する報道 の禁止を宣言したとされており、

紛争に関する情報の入手と検証がより困難になるとみられます。 

両陣営が 3 月に人道的停戦に合意した結果、戦闘が大幅に減少し、ティグライ州に対する



人道支援が再開され、6 月 以降は連邦政府と TPLF 間の和平交渉の実現に向けて動きが

あった中での衝突であり、改めて緊張が高まっております。 

他方で、急激なインフレ含めて国内経済は厳しい状況が続いており、コーヒーのサプライチ

ェーン関連でいえば、ジプチまでの道路で貨物の盗難が多発していると報告を受けており、

各地で治安が悪化 する中で各社は慎重に輸出を進めている状況です。 

  

 

  


