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・小説 The Coffee Trader 
・「コーヒー第三の危機」原稿 

 
 

　皆さんこんにちは。早いもので今年も残すところ1か月。 
 
　Coffee Originは今春始動したばかりのコーヒー教室だが、たくさんの方々に支え
られて運営することが出来ている。ペーパーで申し上げるのも恐縮だが、関わって

下さる皆さまに誠に感謝申し上げる。 
 
　さて、12月には二つのイベントを控えている。 
　 
　15,16日は東広島市福富で開催される「パンとコーヒークリスマスマルシェ」
だ。”教室屋”ならではのメニューとサプライズの飾りつけを準備中。おかげさま
で、良い年の締めになりそうな予感。 
 
 

 
両日出店予定。遊びに来てね！ 



 
　もう一つのイベントが、12日にある『コーヒー第三の危機』@ハチドリ舎 
　当日、焦点を当てる記事の日本語訳を本レポートで下記公開している。 
　会場に来られる方には配布する予定だが、こちらで事前に目を通して頂ける。 
 

 
画像 Amazonより 

『The Coffee Trader 珈琲相場師』 
著者　デイヴィッド・リス　訳者　松下祥子 
発行所　早川書房 2004年発行　原書版 2003年 

 
　目次にある小説「珈琲相場師 The Coffee Trader」。これが面白い。コーヒー危機
の源流ともいえる相場取引の始まりの様子が興味深いので紹介する。 
 
　主人公の相場師ミゲル・リエンゾが未知の飲み物コーヒーと出会うところからス

トーリーが始まる。砂糖貿易で失敗したミゲルが”黄金の種”コーヒーで一攫千金を
目論むのだが、周囲の人間とのやりとりが宗教的観念も複雑に絡んで"三歩進んで二
歩下がる"テンポで進んで行く。 
 
　舞台は1659年のアムステルダム。当時のヨーロッパ商業の中心地だ。1650年にイ
ギリスにヨーロッパ初のカフェが開店し、オランダ東インド会社がセイロン(現スリ
ランカ)でコーヒー栽培を開始した時期と重なる。まさにヨーロッパ全体がコーヒー
に目覚め始める時代。 
 
　さらに時代背景として、著者はスペインから独立した当初のオランダという国の"
寛容さ"を指摘する。カソリック教徒、ユダヤ教徒に対する自由は他ヨーロッパ諸国
では想像もつかなかったほど。主人公のミゲルはポルトガルから移住してきた(隠
れ)ユダヤ人で、彼はその国際的なコネをフル活用し、トレーダーとしてアムステル
ダムを駆け回る。 



 

 
画像　Amazonより 

金融の世界史 
板谷敏彦著　新潮選書　新潮社出版　初版2013年 

 
 
　1602年、オランダ東インド会社(VOC)が設立される。この年には世界初の株式取
引所であるアムステルダム証券取引所が開設された。小説では東インド会社が個人

のトレーダーが太刀打ちできない存在として出てくる。 
 
　板谷敏彦著『金融の世界史』には当時の一人当たり実質GDPが次のように紹介さ
れている。オランダ 2175ドル、イギリス 1440ドル、スペイン 1370ドル。16世紀末
"無敵艦隊アルマダ"率いるスペインを破ったイギリスはオランダと共に海上覇権を
手にしていくが、オランダの経済力が群を抜いている。 
 
　加えて抜粋する。「オランダはもともと民間による干拓事業によって国王の領地

では無い、私有地持ちの富裕層が発生し、イギリスに比べて民間の投資資金が潤沢

にありました。」P95ーなるほど確かに、物語の冒頭でミゲルにコーヒー投機を持
ちかけたヘールトロイド・ダムホイスはオランダの裕福な未亡人である。ここから

推測するまでもないが、オランダ人はコーヒー世界進出の重要なブローカー役を果

たしていた。 
 
　一般的なコーヒー×オランダのつながりとしては「ダッチコーヒー」を想像するか
も知れない。オランダ統治下のインドネシアで戦前に生まれた水出しスタイルの

コーヒーをヒントに、京都の喫茶店はなふさが開発したと言われている。なお、オ

ランダ人はこの抽出法を知らない。そして現在、「Kyoto Coffee」の名で欧米のカ
フェメニューにリストアップされているところが面白い。 
 



　旦部幸博著「珈琲の世界史」を見ると、印象的かつ著者も不可解だというオラン

ダに関する記述がみられる。18世紀~19世紀にかけてヨーロッパでコーヒー消費量
が最も多いのがオランダだというのだ。イギリスやフランスと比べて華々しいエピ

ソードがないため、確かに歴史的に目立った扱いは受けない。 
 
　ただ、”最大のコーヒー消費国”という認識は危ない。数年前の統計では、ルクセ
ンブルグ公国が一人当たりコーヒー消費量がダントツの世界一だ。これには低税率

が絡む。つまり周辺国の人間が買い物に来るというのが実情。翻って近代ヨーロッ

パ、"コーヒー消費大国オランダ"の場合も租税事情を考慮しなければならない。 
 
 

 
画像　wikipediaより 

Richard Twining(1749~1824) 
 
　イギリスでは1660年〜1964年のおよそ300年にわたって紅茶に対する税が存在し
続けた。1784年に「トワイニング」の3代目リチャード・トワイニングが政府に茶
税の引き下げを受け入れさせるまで、粗悪な密輸品がイギリス国内へ流入していた

という。中世といえば”国家＝唯一の産業”。国家は戦費捻出のために様々な課税施
策をとったが、ここに物言いを通したリチャード・トワイニングの貢献は大きい。 
 
　「さかのぼってみると、新大陸で茶を飲みはじめたのはオランダ系の移民で、

ニューアムステルダムが中心地だったが、1664年にイギリスがこの地をオランダか
ら奪い、ニューヨークと改名した頃には、紅茶は上級階級に普及し、根付いた飲み

物となっていた。(中略) 
　イギリスがオランダからの茶の買い付けを禁止し、イギリス商人が直接中国の港

で茶を買うようになったのがまさにこの頃である。茶貿易だけでなく、オランダの

海上権が衰えて、イギリスに海と植民地の覇権をとって代わられはじめた時代だっ

た。」 1杯の紅茶の世界史P98 磯淵猛著 



 
　17世紀はオランダの世紀といわれる。新大陸の銀、アジアの香辛料、ヨーロッパ
各地の産物が集められた。経済の活況はアムステルダムの人口を膨らませ、1622年
の約10万人から1650年には約20万人に増加した。小説『珈琲相場師』の舞台設定は
まさしくその頃にあたる。 
 
　当時、オランダ立国のエンジンとなったのは造船業だ。1670年にオランダの保有
する船舶はイギリス、フランス、スペイン、ポルトガル、ドイツ諸邦を合わせた数

より多かったとされる。オランダは”世界の運搬人”とも称された。17世紀初頭、日
本からは年20万キロもの銀を輸入したのは有名な話だ。 
 
　そうした海上覇権国家オランダには次々と荒れた海を越えてコーヒーが集積され

た。高い税に苦しむ庶民にとって密輸品が歓迎された一方で、この闇にオランダは

常に紛れ込んでいた。闇のエネルギーの中心にいたのはミゲルのようなアムステル

ダムの凄腕商人なのか!?という推察は、本編を読み進めるモチベーションに十分
だ。 
 
　さて小説だが、実際の内容はイギリスに関する話題もないし、茶が注目を浴びる

こともない。1651年にイギリスが発布した「航海法」はイギリスへの輸入をほぼ全
てイギリス船によるものと決めたが、恐らくその影響ではないだろうか。中継貿易

で富を築くオランダへの大きな牽制は直後の英蘭戦争の引き金となったとされる。

(航海法は1849年まで続く) 
 
　当時、ヨーロッパで支配的だった重商主義は輸出産業を押し上げて国富増大を狙

うものだが、本書の登場人物は大なり小なり商人ばかり。彼らが地べたを這いずり

回ったり同胞を異常に意識したりする描写からは、18世紀以降のユダヤネットワー
クが率いる金融資本主義の到来を予感させる。 
 

 
画像　Wikipediaより 

1652年から1674年の間、三次にわたった英蘭戦争英蘭戦争はほとんど海上での戦争に終始し、結果
的にイギリス海軍が強化され、次の１８～１９世紀にイギリスの海上帝国が出現することとなった。 
 



 
　そして小説には、上記のように歴史本の記述をなぞるだけでは想像できない、世

界商品コーヒーの妖しさが各所に見られる。なにせ、"船が港に到着するかしないの
か"という情報取引で肝を冷やし、"アラブ人の薬"という未知の黒い飲み物に人生を
かけるのだ。次第に登場人物のコーヒーに対する価値観が変わるのも魅力で、最後

の取引所のシーンでは、ミゲルはコーヒーを飲まずにはいられなくなる。 
 
　下手な感想は置いといて、最も紹介したいのはやはり相場の実態を描写した場

面。コーヒーで一攫千金を狙うミゲルの作戦内容とは。下記、長くなるが端的にま

とめられている部分があるので引用・紹介する。  
 
　「まず、ミゲルはコーヒーが多量にアムステルダムに持ち込まれるよう手配する

―現在、小規模に特殊な客しか相手にしていない市場に商品があふれる、そのくら
いの量―具体的には、九十バレルだ。これだけのコーヒーが輸入されてくることは
誰も知らないから、金を稼ぐ第一段階は意表をつくことだ。この秘密をうまく利用

するために、ミゲルは売付特権をたくさん購入し、バレルあたり約三十三ギルダー

の予約価格で売る権利を確保しておく。 
 
　輸入のニュースが広まれば、コーヒーの価格は下がり、ミゲルは売付特権で決

まっている価格との差でたっぷり利益を上げることになる。だが、この利益はたん

に彼の食欲をそそるだけ、先に控えている大餐宴のちょっとした前菜にすぎない。

このころにはミゲルとヘールトロイドは代理人を雇い、ヨーロッパでいちばん活発

な十二、三の輸入商品取引所―ハンブルク、ロンドン、マドリード、リスボン、マ
ルセイユ、そのほか彼が精選した大きな計画の一部となっていることは知らない。 
　 
　アムステルダムに商品が入った数週間後、ヨーロッパのほかの取引所もコーヒー

市場があふれたと知れば、どこでも価格が下がる。そうしたら代理人たちが動きだ

すのだ。各代理人は、今では人工的に下がった価格で市場にあるかぎりのコーヒー

を買いつける。かれらは全員が同時に行動する。―これが見事なところで、ミゲル
はこの部分を考えただけで小便をしたくなるほどだった。もし、ある人物がアムス

テルダムにあるかぎりのコーヒーを買おうとしている、というニュースがロンドン

に届けば、ロンドンの価格は跳ね上がり、そこで買いつけても金がかかって利益が

出ない。ミゲルがまれにみる巧妙なやり方だと自負しているのは、みんなが同時に

行動するという点だった。何が起きたのか誰も気づかないうちに、彼はヨーロッパ

じゅうのコーヒーを所有してしまう。そうなれば彼は好きなように価格を決めら

れ、彼とヘールトロイドは輸入業者をこちらの決まりに従って動かせる。二人が手

にするのは、もっとも望ましい権力、想像を絶する巨万の富を築く基盤ともなる、

まれな力―独占権だった。」 P183~184 
 
　….独占権！ミゲルはまさしくコーヒーの独占権を狙う。 



　果たしてミゲルはヨーロッパに出回るコーヒー豆を一括手中に収め、アムステル

ダムのトレーダーとして最高峰に君臨できるか。そして、ヘールトロイドの正体と

は。気になる方はぜひ本を手に！ 
 
　最後にヒロイン役であるハナが次第にコーヒーにハマっていく様子を紹介する。

ここが一番印象的なのだ。ハナも最初コーヒーを知らなかった。ミゲルが部屋に置

いたコーヒー豆を少量エプロンに隠し入れ、たまに人目を盗んでは食べた。そして”
アラビアの秘薬”は、次第に彼女を虜にしていく。 
 
　「ハナは碗を両手でしっかりとつかみ、においを嗅いだ。夢の世界から香ってく

るような親しみがあった。それから一口飲むと、ぱっとわかった。これはコーヒー

なんだーなんともすばらしいコーヒーーそれが天からの贈り物のように、彼女の前

にあるのだった。今ではずっとよくわかった。これはお茶で、食べ物ではない。飲

むべきものを、彼女は食べていたのだ。液体になったコーヒーは彼女をぽかぽかと

中から暖かくした。今まで経験したことのない快感だった。「すてき」ー彼女は喘

ぐように言った。そのとおりだった。コーヒーは彼女の中の空白を埋めた。若いこ

ろ、恋とはこういうものだろうと想像した。そんか満足感だった。「すてき」ー彼

女はまたつぶやき、目がうるんでくるのを隠そうとして、もう一口飲んだ。」P265 
 
 
 

・コーヒー第三の危機　原稿 
 
　2012年に誕生した米オレゴン州ポートランドに拠点を置くroast magazinが発信す
るウェブメディア、それがDaily Coffee Newsだ。 
　スペシャルティコーヒーに特化した情報は鮮度が高いが、保身的でなく生産現場

の悲喜こもごものニュースも内包し、”コーヒーのいま”を知りたい人には有難い情
報源となっている。roast magazineは英語版、スペイン語版、中国語版、韓国語版
があるが、残念ながら日本語版はない。 
 
　イベント「コーヒー第三の危機」では、Daily Coffee News9月19日付のJos Algra
氏の記事を全訳し解読することによって、コーヒー業界の正体に迫ることが目的

だ。当日は下線部を引いたキーワードの解説に注力する。 
 
　コーヒー市場価格の変動推移は「投機家の出入り＋収穫量見込み」が主要因とい

える。『珈琲相場師』の時代でコーヒーといえばモカを指した。実は本編で、オラ

ンダがジャワで植民地コーヒーの栽培に着手したという情報のやりとりが垣間見え

る。17世紀から最も変化したのは、今やコーヒーが世界第三位の飲み物となったと
いう点だが、市場価格の変動要因の2セットは基本的に変わらないようだ。膨れ上
がったのは独占権のうまみだけかも知れない。 
 
　核心は最終部ー移民問題へとなげかけて本記事は終わるのだ。 



 
『The 2018 Coffee Price Crisis: Market Fundamentals and the Human Cost』 

2018年コーヒー価格危機：市場の基礎と人件費 
 
[Editor’s note: This is part one of a two-part series by Jos Algra on the causes and 
effects of the coffee’s current price crisis. Part two will go into much more detail 
about the relationship of the New York C price to specialty coffee roasters.] 
 
[編集者注：これは、現在のコーヒーの価格危機の原因と影響に関するJos Algraの二
部構成のシリーズの第一部です。第二部では、ニューヨークC価格と専門コーヒー
ローストとの関係についてさらに詳しく説明します。] 
 
 
September 20, 2018, marked an important day in the world of coffee, when the New 
York C price for washed Arabica coffee fell below 100 cents per pound, reaching its 
lowest level in 12 years. 
 
2018年9月20日、コーヒーの世界で非常に重要な一日となりました。水洗式アラビ
カコーヒーのニューヨークC価格が1ポンド当たり100セントを下回り、12年ぶりに
最低水準に達しました。 
 
 
 
The current rally to the bottom started on the Nov. 8, 2016 — coincidentally, another 
historic day, as Donald Trump was elected president of the United States — when 
the “C price” was around 180 cents per pound. Since that time, we have seen 22 
months of price drops. We can’t predict the market, but we’re all wondering what will 
happen next: 93.5 cents? 84.5? 70? 
 
現在の低水準への急な暴落は2016年11月8日に始まったー偶然にも同日は、ドナル
ド・トランプ氏が米国の大統領に選出された歴史的な日ー当時の「C価格」は、1ポ
ンド当たり約180セントだった。その時以来、私たちは22ヶ月間の価格下落を見て
きました。市場を予測することはできませんが、次は何が起こるのだろうと思いま

す：(1ポンドあたり)93.5セント？ 84.5セント？ 70セント？ 
 
 
 
Why has the coffee price fallen so low? 
なぜコーヒー価格が下落した？ 
 
There is a bumper crop in Brazil of more than 60 million bags; Vietnam may end up 
with more than 30 million bags; and global output in the 2018/19 season may be 



over 170 million bags, which is 10 million more than consumption. 
 
ブラジルは6000万袋以上を記録する豊作年だ。ベトナムは3,000万袋以上で終わる
見込みだ。 2018/19シーズンの世界的生産量は1億7000万袋を超える可能性があ
り、これは消費量よりも1000万袋多い。 
 
 
 
However, these fluctuations have been on the market’s radar for a long time, as the 
next harvest in Brazil will be lower, possibly by 10 to 15 percent, and some five 
million bags may be held back for next harvest. In short, supply and demand over 
these next two seasons is expected to be more or less in balance. 
 
しかし、こうした相場の変動は長い間市場の動向に関わっている。ブラジルの来季

の収穫量はおそらく10〜15％減り、およそ500万袋は来季の収穫まで港に積み残さ
れる。要するに、来季と来来季の需要と供給は、ほぼバランスを保っていると予想

される。 
 
 
 
To understand the price collapse, we must look at the short term, where it is the 
funds that determine the price. In 2017, more than 9.4 million coffee contracts were 
traded on the New York futures market alone — equivalent to 2.7 billion bags of 
coffee, 16 to 17 times as much as global annual output. The futures markets 
outweigh supply and demand on the physical market in price setting. 
 
価格崩壊を理解するためには、価格決定の要因であるファンドの短期的な活動を見

なければなりません。 2017年にはニューヨーク先物市場のみで940万件以上のコー
ヒーの契約が行われました。これは27億袋のコーヒーに相当し、世界の年間生産量
の16-17倍に相当します。先物市場は、価格設定における物的市場(実体経済)の需給
を上回っている。 
 
 
 
On the Aug. 21, 2018, large speculators had a net short position — meaning to bet 
on a lower future price — of more than 106,000 contracts, or the equivalent of 30.1 
million bags. With the 5.5 million bags short in London, that represented more than 
20 percent of annual coffee production. On Nov. 8, 2016, when the steady downward 
slide began, the funds were almost 59 thousand contracts long, betting on a price 
increase. 
 



2018年8月21日、大型投機筋は、将来の低価格に賭けることを意味する正味の空売
りを、106,000件以上の契約(すなわち3億1000万袋に相当する)を完了した。※ロン
ドンでは例年の生産高の20%以上を占める550万袋のバッグが不足していた。2016
年11月8日、堅調の価格下落が始まったとき、資金は価格上昇に賭けて、およそ
59,000件の契約が続きました。 
※ロンドンのコーヒー取引所(ロブスタ種) 
 
 
How a price collapse affects farmers 
価格崩壊が農家に与える影響 
 
The C price has not yet reached the level of 40 to 50 cents, like it did in the two most 
recent price crises (1989-1994 and 2000-2005), but costs have increased and 
currencies have devaluated. Adjusted for inflation, 100 cents now is near the same 
as 50 cents back then. Governments of producer countries — including Brazil, 
Colombia and Honduras — are protesting against the perversion of the coffee 
market, and discussing drastic measures to support their farmers. 
 
C価格は2つの直近の価格危機（1989-1994年と2000-2005年）のように、まだ40〜
50セントの水準に達していないが、コストは上昇しており通貨は切り下げられてい
る。インフレ率を調整したところ、100セントは今のところ50セントとほぼ同じで
ある。ブラジル、コロンビア、ホンジュラスなどの生産国政府は、コーヒー市場の

暴動に抗議し、農家を支援するための抜本的な対策について議論している。 
 
 
 
Unfortunately, it is unlikely that the market will react. since the end of the ICO price 
regulation in 1989, all attempts to stop price crises on a global scale found little to no 
success.  
 
残念ながら、市場が反応する可能性は低いです。 1989年のICO価格規制の終了以
来、世界規模で価格危機を止めるすべての試みはほとんど成功しませんでした。 
 
 
 
Specialty coffee roasters may claim that they pay a good price, far above the New 
York C market, but that’s just a small volume. Not all coffee is grown at the top of 
high mountains and most washed Arabica is sold against the C price (more on this in 
the next column). Fairtrade offers a bottom price for the coffee of $1.60 USD per 
pound for conventional washed Arabica ($1.90 for organic), but that, too, is a limited 
volume, and certified farmers only sell a third of their production as Fairtrade. Other 



certification schemes that don’t address the issue of base price, like Rainforest and 
UTZ, are challenged to make sustainability claims.  
 
スペシャルティコーヒーのロースターは、ニューヨークのC市場を大きく上回る価
格を支払うと主張しているが、それは全体の内ほんの少量です。すべてのコーヒー

が高い山の頂部で栽培されているわけではなく、ほとんどのウォッシュドアラビカ

はC価格の下で販売されています（これについては次の項で詳しく説明します）。
フェアトレードは、従来のウォッシュドアラビカ（オーガニック認証の場合は1.90
ドル）のポンド当たり1.60ドルのコーヒーの底値を提供していますが、それも限ら
れた量であり、認定農家は生産された内、3分の1しかフェアトレードとして販売し
ていません。 レインフォレストやウツ(グッド・インサイド)のような国際価格の問
題に対処しない他の認証制度は、産業の持続可能性に向けて取り組んでいる。 
 
 
 
In the two other major price crises over the past 30 years, prices held below 100 
cents for five to seven years. What we’ve seen when that happens is farmers first 
cutting back on inputs, pesticides and other farm-related expenses. From there, the 
next step is often to cut back on education or other family expenses before, 
eventually cutting back on necessities such as food. The only other option beyond 
that is to abandon the farm altogether. 
 
過去30年間の2つの価格危機では、価格が5〜7年間100セント以下に抑えられまし
た。それが起こったときに私たちが見たのは、農家がまず農場経費や農薬および、

その他の農業関連費用を削減することです。そこから、次はしばしば教育やその他

の家族経費を削減し、最終的に食糧などの必需品を削減することです。残された唯

一の選択肢は、農場を完全に放棄することです。 
 
 
 
So what does the price drop mean for farmers? I still have the image, burnt into my 
retinas, of seven poor coffee farmers who died in the Arizona desert in 2001, driven 
from their farm and their country by the low coffee prices. 
 
では、農家にとって価格暴落はどういう意味ですか？ 2001年にアリゾナの砂漠で亡
くなった7人の貧しいコーヒー農家の姿が、私の網膜に焼き付けられています。彼ら
は、価格低下により彼らの農園と国から追いやられました。 
 
 

終わり 
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https://dailycoffeenews.com/2018/09/19/the-2018-coffee-price-crisis-market-fundame
ntals-and-the-human-cost/ 
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