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相場見通し  

９月のコーヒー先物 NY 相場は、1 ポンド＝220 セント水準まで小幅切り返す展開になり、

ドル急伸や景気 減速懸念を背景に、コモディティ市場全体が下押しされ、1 ヶ月通して見

てみると方向性を欠く動きとなりました。 

認証在庫の減少も継続しており、現在の産地状況を考慮すると大幅な増加は見込めない状

況となっています。  

相場を下支えしたもう一つの要因としては、主要産地であるブラジルの生産予想数量とな

ります。  

ブラジル食料供給公社（Conab）は、2022 年のブラジルコーヒー生産高見通しを前年比 

5.6%増の 5,038 万 500 袋と予想しています。 

5 月時点では 5,342 万 8,300 袋としていたが、前回よりも下方修正になったことがコーヒ

ー 相場高値維持に寄与しました。 

一方、9 月中旬から下旬に掛けては、ブラジルのコーヒー生産地では適度な降雨が続いたこ

ともあり、限定的ではあるが開花も見られました。 

ポジティブ要因として相場に影響を与えるとの見方もあったが実際は底堅い状況が続いて

います。  

中米諸国に関してはこれから本格的な収穫時期を迎えるわけだが、今後の天候には注視が

必要であり、各国 の生産量には注目が集まっています。 

先月同様、足許での供給不足が続いており先物市場も逆ザヤ、順ザヤに 戻るまでにはしば

らく時間を要すことが予想されています。 

 産地情報  

ブラジル： 

（産地関連）  産地の天候につき、先月の開花後に降雨がほとんど無く、加えて最高気温が 

30℃を超える高温の日もあった為、生育不良や乾燥懸念が生じたものの、9 月下旬にはよう

やく 30mm/日を超える十分な降雨があり、各エリアでは順調な開花が確認されています。 

CONAB は同月 20 日に第 3 回のブラジル 22/23 クロップの生産量予想を発表しまし

た。 

前回 22 年 5 月に発表した数字(53.4 百万袋)から約 3 百万袋下方修正した 50.4 百万袋

と予想しており、主にアラビカが前回発表 の 35.71 百万袋から 32.41 百万袋へと修正さ

れています。 

また、Rabobank も同生産量予想の下方修正を発表し（64.5 百万袋⇒63.2 百万袋）、加えて

関係各社も相次いで生産量の下方修正を行っている状況です。 

ブラジルのコーヒー需給に関しては、降霜/干ばつの影響で減産となった 22/23 クロップ



での供給の逼迫が予想されるため、10 月も継続して降雨が確認され、23/24 クロップの生

産量がどの程度回復するのかが重要となってきます。 

 （為替関連/その他） 

  同国中央銀行は、9 月 21 日の金融政策決定会合にて政策金利を年 13.75%に据え置くと

発表し、2021 年 3 月から 22 年 8 月までの 12 会合連続の利上げを停止しました。 

利上げ停止は、再選を目指すボルソナロ大統領の減税により燃料価格が下落し、消費者物価

指数の上昇率が鈍化した為だが、物価安定は一時的だとの見方もあり、今後の利上げ再開の

可能性を示しています。 

 同国大統領選を 10 月 2 日に迫り、引き続き、左派のルラ元大統領が優勢を維持し、現職

の右派ボルソナロ大統領が追いかける構図が続いています。 

外交政策において両者の差は大きく、ルラ氏は新興国との結びつきを重視し、BRICS の関

係強化に動くとみられ、一方、ボルソナロ氏は欧米諸国との結びつきに力点を置いています。

今後、同国大統領選の結果が、政策だけでなく、レアルの動向や輸出等の経済に与える影響

についても注視していきます。 

 コロンビア： 

コロンビアではメインクロップの収穫が開始しており、現在 5%程収穫が完了している。 

既に収穫が始まっているのは Huila 県や Antioquia 県などのエリア。 

先月お伝えの通り、雨が多い状況が続いていることから 昨年同様、散発的な収穫が 10 月

～3 月頃まで続くと予想されています。 

一方、今年は例年に比べて収穫開始 時期が早まっており、主要地域では 10－11 月頃には

収穫のピークを越え供給数量が減少してくるのではとみられています。 

生産量に関しては、正確な予測は未発表だが、前年よりやや減少するとの見方が多いです。 

ここ 1 年ほどクロップに影響を及ぼしているラニーニャ現象は 2022 年いっぱい続く見

込みであり、2023 年初旬頃まで延びる可能性もあります。 

加えて当クロップの一つの懸念点として、ピッカーの確保があります。 

新型コロナウイルスに伴う行動規制が解除されてから 1 年以上が経ち、徐々に経済が回復

に向かう中、特に都市部にて 建築需要が復活。 

賃金面での待遇の違いから、ピッカーとして活動していた労働者が都市部へ流出してしま 

う可能性が一部の地域では指摘されています。 

収穫時期の天候不良に伴う品質劣化、十分な労働力が確保できない要因に伴う収穫遅延/生

産量減少といった状況が想定され、今後の動向には注意していきます。 

 次のミタカクロップについては、現在各地で開花が進んでいる状況ですが、前述の通り、

ラニーニャ現象に伴う長雨が続けば、開花ひいては生産量へのインパクトをもたらす可能

性があります。 

また、肥料価格高騰に伴い、 農家が確りと施肥を実施するのか、といった農園管理上の懸

念も残ります。 



天候情報だけではなく、各農家の農 園状況にも注意を払っていく必要がありそうです。  

グアテマラ 

 (コロナ関連） 感染者：1,119,984 人 、死亡者数： 19,757 人 （2022 年 9 月 24 日時

点） 感染者数は微増となっており、ピーク時と比較すると沈静化に向かっています。 

 (産地関連）  

 産地では適度な降雨が引き続き観測されており、コーヒーチェリーの生育は順調に進んで

います。 

収穫自体は まだ初期段階で低地から徐々に開始されていますが、本格的な収穫は 11 月以

降を見込んでいます。 

22/23 Crop に関しては当初心配されていた肥料不足も解消されたこともあり品質・生産

量とも現時点では不安視はされていません。（肥料コストは上昇） 

 価格高騰によるグアテマラ離れは依然として続いており、他中米諸国へのシフトが進んで

います。 

 産地側としても現状を把握しており、今後の動向には注目が集まります。 

 ホンジュラス  

(コロナ関連）感染者：456,106 人 、死亡者数： 10,992 人 （2022 年 9 月 24 日時点） 

感染状況はやや落ち着きを取り戻しており、規制についても一部解禁がみられています。 

同国入国時の入国前 72 時間以内に取得した PCR 検査の陰性証明書提示については継続

中。 

 （産地関連） 各産地では適度な降雨が見られ、収穫に向けて順調な天候が続いています。 

昨年（21/22crop）は、大幅な減産に見舞われた同国ではあるが、今 crop に関しては上記

に述べた通り、 コーヒーチェリーの生育には恵まれた環境が続いていることもあり、回復

傾向にはあります。 

 但し、他国の価格上昇の影響もあり同国への引き合いは加速、昨年同様早い段階での Sold 

out の可能性もあり、調達には注視する必要があります。 

 



 アジア 

（産地関連） 産地では平均気温 19～25℃の範囲で推移をしており、例年通りに雨季を迎

えています。 

コーヒーチェリーは 概ね成熟してきており、早ければ 10 月の中旬には最初の収穫が行わ

れる見込みです。 

一方で、直近では産地にて大規模な台風が発生しており、それによりもたらされる集中的な

降雨は成熟を遅らせる可能性もあり、注視が必要な状況となっています。 

 ➢ USDA（米国農務省）は同国生産量を以下の通り修正した。21/22Crop は若干の上方

修正となり、22/23Crop は昨 Crop 対比では若干の減産であるものの、天候にも恵まれ、

歩留まりの良い Crop になるとの予想。 

 Crop 21/22: 31.58 百万袋（前回発表: 31.1 百万袋） 

 Crop 22/23: 30.93 百万袋  

米国の利上げに反応して、ベトナム中央銀行も幾つかの対策を講じており、次なる同銀行の

アクションとしては貸付利子の利上げが予想されています。 

農家の多くは肥料や水、労働力の確保のために銀行からの借入に 頼っているのが実態であ

り、このまま貸付利子が上昇となれば、New Crop を中心に農家からの販売が一気に進む可

能性も考えられます。  

アフリカ 

エチオピア 

 Vol12 に続き治安状況のご報告です。 

引き続き連邦政府と TPLF との間での戦闘が続いております。 

加えて 9 月は隣国エリトリア軍が連邦政府を支援し、ティグライ州および同州との州境近

くに位置するアムハラ州北部の農村地帯に地上攻撃や空爆を集中させていると報じられて

おります。 

アムハラ州のさらに南部へ戦闘が拡大し、州都バハルダールなどの主要都市中心部に影響

が生じるリスクが出ています。 

昨年のように首都アディスアベバ付近まで戦闘が拡大するリスクは低いと見られているも

のの、6 月以降の和平交渉への取り組みが破棄され、両者が再度軍事的解決を選択する可能

性も出てきており、引き続き注視が必要です。 

 さて、今月 12 日から開催される SCAJ は、数年ぶりに 20 を超えるコーヒー生産国から

生産者が来日する予 定といわれております。 

この度、株式会社 福嶋珈琲様ブースの一部を間借りして、弊社も出展させて頂きます。 

現在、販売させて頂いております 

弊社 PB 商品 グァテマラ アンティグア    WASHED/NATURAL 

弊社 PB 商品 エチオピア イルガチェフェ G1  WASHED/NATURAL 

来年販売予定 



弊社 PB 商品 ブラジル 南ミナス州  グァシュペ NATURAL   

弊社 PB 商品 コロンビア ウィラ シングルエステート WASHED/NATURAL 

会場で、皆さまと直接お会いできるのを楽しみにしております。 

  

 

  


