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・コーヒー1ポンド 
・コーヒー危機 

 
 
　読者の皆さんこんにちは。こちら3発目の月刊レポート。 
 
　台風24号が日本列島を縦断している。毎回、原稿の追い込みをしている時は嵐の

中にいる気がしてならない。明日、10月1日は「コーヒーの日」ということで、今

週末から全国各地でコーヒーイベントが催される予定。頭を抱える関係者は多いの

ではないだろうか。(Coffee Originもその内の一人) 
 
　今月号はがっつりコーヒーのお値段について。つまり、経済をほどいて説明して

いく。「コーヒーの経済」というタイトルの本は残念ながら無い。農家経済、流通

経済、消費経済、それぞれの分野に特化した書籍・資料はあるにしても、それをま

とめる手引書のようなものはない。 
 
　コーヒー経済はペーパー数枚で書き収められるほど容易ではないし、私にその起

承転結をまとめる知識と文章力が足りないのは自覚している。だが、そうだとして

も書くべきことを書かなければならない状態なのが、いまの国際コーヒー市場だ。

誰のために書くかと問われるとコーヒーのため。そして、多くの場合それは、コー

ヒー農家のためである。 
 
　正直なところ、本レポートは”コーヒー経済”の概略をとらえるに留まっている。

狙いとしては、コーヒー農家が立たされている立場を写真ではなく数字からイメー

ジ出来るようになること。コーヒー関係者にとっては少し雑な表現に感じられる部

分もあるかも知れないが、誤解を招かないよう慎重に書き進めたつもりだ。コー

ヒーを”飲む喜び”を知る読者にとって、文章的にストレスフリーに最後まで目を通

していただけると幸いだ。ただ、文章の内容はややショッキングかも知れない。 
 
　コーヒーの経済について一冊書籍を推薦するなら、やはり先月レポートでも紹介

した辻村英之著『おいしいコーヒーの経済論』である。その他、山田早苗氏の『珈

琲入門』、そして、ジャン・ピエール・ポリス氏の『コーヒー、カカオ、米、綿花、コ

ショウの暗黒物語―生産者を死に追いやるグローバル経済』に詳しく書かれている。 
 
　またPDF資料として挙がっているリンク先の論文も理解に役立つ。(妹尾裕彦著 - 
2009) https://opac.ll.chiba-u.jp/da/curator/900066951/13482084_57_203.pdf 
 



 
　本当は今月、『パリのカフェをつくった人々』という本を紹介したかった。 
 

 
著者 玉村豊男 

出版社 中央公論社 
発行 1997年8月 

 
　これ、メチャクチャ面白いし読みやすさも他を圧倒している。”読んで見聞”した

感覚になれる貴重な一冊。フランスの地方色を写真を交えながら楽しく見れる。地

方色には人柄も含まれる。パリのカフェスタッフ(ギャルソンと呼ばれる)は、実は

ほとんどがパリっ子ではなく地方出身者であるというのが、本書の大きなつかみ。 
 
　読後感として、"パリのおもてなし"って結局なんやろうか、と考えさせられる。

オリンピックを控えている"東京のおもてなし"は本来どうあるべきなのか、と思い

及ばなくもない。ま、東京オリンピックは個人的に興味ないのだが。 
 
　年内には下記のコーヒー本が出版予定だ。作者とタイトル名から見応えありそう

な内容を期待できる。(川島さんはついに教本スタイルで執筆！)本年末、今年読ん

だ印象的なコーヒー本を振り返ることになるだろうが、その際に改めて紹介できれ

ばと思う。 
 
・川島良彰著「ツウになる!コーヒーの教本」秀和システム ※10月出版予定 

・石脇智弘著「おいしいコーヒーの科学」サイエンス・アイ新書 ※11月出版予定 

 

　マクラは以上。 



 
　さて、そもそもコーヒーとはなにか。 
　 
 

「コーヒー1ポンド」 
 
　様々な解釈があるが、本レポートでは下記の事実を考察する。テーマは経済。数

字の羅列になるが、読み進めていただきたい。 
 
　”コーヒー1ポンド(約453g)の生産コストが100USセント~150USセント” 
　”コーヒー1ポンド当たりのコーヒーの国際価格は100USセントを下回る” 
 
　つまり、平均生産コスト>国際取引価格。現在、コーヒー産業はこの状態。即座に

「コーヒー生産者はどうやって生活しているの!?」という疑問がわく。一言でいう

ならば「何とかやりくりしている」だろう。親族やその周辺から借金をしたり、畑

をリースに出したり、その苦労は計り知れない。そういった生産現場の詳細は今回

は触れない。 
 

　　  
※HARIO珈琲キャニスター L MCN-300R使用 

 
　まずは、写真で"コーヒー1ポンド"の重量イメージをつかんでほしい。 
　1ポンドの重さは約453グラム。これは生豆の話。この1ポンドの生豆を焼いて焙

煎豆にすると約370グラムになる。※キリマンジャロ、中深煎り 
 



　写真を見ると焙煎豆の方が膨らんでいるため違和感があるかも知れない。単に加

熱することにより生豆の細胞が膨張する一方で、成分が気化して質量は落ちるの

だ。分かりずらければポップコーンをイメージしてほしい。 
 
　焙煎レベルによって多少変動するが、およそ生豆→焙煎豆の焙煎工程で質量は0.8
倍に目減りする。仮にコーヒー1杯の原料を10gで換算すると37杯とれる。 
 
　国際価格を1ポンド＝100USセントと考えた場合、37杯分のコーヒー(=1ポンド)が
111円(＝100USセント)なのだ。※レートは2018年9月28日現在 
 
….つまり、国際価格からみると、コーヒーは1杯あたり約3円で取引されている。 
ここに付加価値(焙煎、梱包、配送、保険等)を付け加え、わたしたちの手元にコー

ヒーが届くころには1杯数百円のコーヒーとなる。 
 
　逆に言うと、コーヒーを作った農家へ直接、国際価格が支払われるわけではな

い。中間業者が多ければその分マージンが要求される。 
 

 
「コーヒー危機」 

 
　そもそもコーヒー生産国は独立を手にした時から、自国経済をコーヒー生産に依

存する体質がある。コーヒー生産はギャンブル性が高い。過去に生産者は何度も痛

い目にあってきた。”頑張った分だけ報われる仕事”とは言い切れないにも関わら

ず、コーヒー農家がコーヒーの木を畑から引き抜けない理由はたくさんある。 
 
　詳細を書くと紙幅が足りないため、ここでは「コーヒー危機」という言葉に焦点

を当てる。過去に2度、世界中のコーヒー農家(主に小規模農家)が極度の貧困状態に

陥った時代を「コーヒー危機」と呼ぶ。ちなみに、小規模コーヒー農家は世界に

2000万人～3000万人存在していると言われる。そして彼らが、世界に流通するコー

ヒー全体量の約7割を生産している。 
 

・第一次コーヒー危機。1989年。発端は冷静崩壊。 
 

　そもそも19世紀の終わり頃、コーヒーの需給バランスが大きく変わった。やや乱

暴な言い方だが、それまでコーヒーは"作れば売れる"ものだった。しかし、供給が

需要を上回り始め、"作っても売れない"時代が到来した。ニューヨークにコーヒー

取引所が設立されたのが1882年。以来、”コーヒー経済”の最も大きな指標である国

際価格を日々発表し、先物取引に貢献している。 
 
　コーヒーの国際市場は1960年代初頭に制定されたICA(国際コーヒー協定)の経済条

項により安定が保たれていた。これは輸出量を割り当てする制度。つまり、生産各



国が決まった量だけ国際市場にコーヒー豆を流す。これにより比較的安定した生産

価格が実現した。 
 
　元キーコーヒーの山田早苗氏の寄稿文から一節紹介する。 
　「一九六三年から一九八九年までの四半世紀を超えるICOが市場統制機能を発揮

し得た時代は、コーヒー生産者にとって温室暮らしともいえる平穏な恵まれた時代

だった。」 
ATJ編集『特集 コーヒー産業の現在』季刊atあっと11号 2008年3月 

 
　1989年、冷戦が崩壊した。これが引き金となり、ICAの経済条項も破綻した。 
　コーヒー国際価格が再び自由市場の影響を受けるようになる。アメリカがICA継
続に反対し、経済条項が機能不全になったからだ。なぜか、経済条項によりラテン

アメリカのコーヒー生産国を保護する大義名分が無くなったのだ。ラテンアメリカ

諸国の共産国化を懸念していたアメリカは、ソ連崩壊以降、彼らを守るよりも自ら

の利益を最優先化する方策をとるようになる。 
 
　繰り返すが、”コーヒー危機”の原因は需給のアンバランスが最大要因だ。生産国

側からすると、コーヒーの輸出入を調整する経済条項がなくなったことで、在庫に

あったコーヒーを市場に回すのは必然の選択。すると供給過剰となり、結果として

国際価格の暴落が起きた。1986年の国際価格は220USセント/1ポンドだったが、

1993年には75USセント/1ポンドにまで下落した。以上が、第一次コーヒー危機の大

まかな顛末。 
 
 

・第二次コーヒー危機。2000年前後。発端はベトナムの市場参入。 
 

　世界第二位のコーヒー生産国であるベトナムでコーヒー栽培が本格化したのは実

は1980年代以降である。1980年、コーヒー生産面積は1.1万haで生産量は4.019トン

であったが、1995年には同面積が11.4万haに拡大し生産量も24.8万トンを記録し

た。この間、輸出額が123倍に増大し、ベトナムにとってはコメに次ぐ外貨獲得の

ための重要な農作物へと発展する。1990年代以降のベトナムの経済成長率は、97年
のアジア通貨危機を除き2000年代に突入してもおよそ7%で推移した。 
 
　コーヒー需給のアンバランスを招いたベトナムの殴り込み。その5つの主要因を下

記にまとめる。 
1)1990年代前半のベトナム政府による土地制度変更。 
2)1995年のコーヒー国際価格急騰。 
3)1995年のアメリカ―ベトナム国交回復によるアメリカ市場開放。 
4)EU、日本、世界銀行による融資。 
5)ベトナム通貨ドンの切り下げによる輸出強化。 
 



　これらが”ベトナム大増産”を後押しし、1990年代末から2005年にかけての国際

コーヒー価格の低下を招いた。補足として挙げるが、ブラジルのコーヒー増産も第

二次コーヒー危機の大きな要因と指摘されている。 
 

 

 
Daily Coffee News September 19, 2018 : Josh Algra 

 
　グラフはコーヒー生豆1ポンド当たりの国際価格の推移だ。 
　赤いラインは100USセント、これはデッドラインを示す。生産者の生活安全が保

障される取引価格。事情は生産現場で異なるし、異論がありうるのは承知だ。 
　青いラインは160USセント。コーヒーのフェアトレード(FT)認証の価格は140US
セントだが、これに20USセントのプレミアム(奨励金)を足した数字だ。FT認証を受

けると、国際価格が低下しても取引価格が保証されている。 
※アラビカ種の場合 
※相場が高騰した場合、グラフで見えるようFT価格上昇の措置がとられる。 
 
　グラフで見ると、二度のコーヒー危機(1989年~1994年、2000年～2005年)がいか

に強烈なものか分かる。そして、右端の2018年の国際価格が再びデッドラインに突

入しかけているのがみえる。 
 
　これだけ見ると、過去に起きたコーヒー危機ほどの水準(50USセント/1ポンド)で
はないように見える。まだ”第三次コーヒー危機”と騒ぐのは大げさだろうか。それ



も違うように思う。生産コストは上昇しているという事実に加え、インフレ率を調

整すると現在の100USセントは当時の50USセントに等しいと見なされる。 
※2001年のビックマックは2.52ドル。 2018年は5.50ドル。 
 
　コーヒー相場の変動をかけ足で見てきた。レポートの核心に迫る。 
 
　2018年9月17日、ロンドンにあるNPO団体「World Coffee Producer’s Forum」が

記者会見を行った。会見は、第122回ICO国際コーヒー協議会の席上で行われた。 
 
　Colmbian Coffee Growers Federationの最高経営責任者Roberto Velez氏は「今

日、世界中の2500万人のコーヒー栽培者にとって絶望的な瞬間です。これは想像以

上の危機だ。」と語った。同氏は「コーヒー業界が生き残るためには、これが維持

できない状況であることを業界と消費者が認識する必要がある。」と付け加える。 
 
　2018年8月20日、コーヒーの国際価格が1ポンド当たり100USセントを下回り、

2006年以来の水準に陥ったことを懸念しての発言だ。 
 
　実際のところ、1ポンドあたりのコーヒーの取引価格が1ドルであろうと2ドルで

あろうと、大企業側からすれば、大したコスト損失にはならない。先ほど説明した

コーヒー1杯の取引価格が3円から6円に変わるだけだ。彼らには取引力があり、コ

スト調整の幅がある。 
 
　ではなぜ、「生産コスト>国際取引価格」という事態になってしまうのか。それは

コーヒー業界が慣行の取引システムに依存しているとしか書けない。 
 
　少し話は変わるが、そもそも経済格差について。 
 
　資本主義の理論では、経済発展の初期段階では所得格差は拡大し、その後縮小に

転じる。成長すればトリクルダウンが起こって貧しい人も豊かになっていく、とい

う道筋が示されているように考えられている。(クズネッツのトリクルダウン理論) 
 
　しかし、富裕層への累進課税が適切でなければ、それは机上の空論だ。私たちが

よく知っているように、お金の移動にはあらゆる課税がなされている。しかし、為

替取引をめぐる国際資金移動には課税がされない。法人税という壁に対してはタッ

クスヘイブンという逃げ道も用意されている。 
 
　この点、「おいしいコーヒーの経済論」で、辻村京都大学研究科教授は"トービン

税"の導入を推奨する。トービン税とは、為替取引を課税対象にするもの。上図グラ

フの価格変動に驚かれたと思うが、投機マネーの流入が最大要因と言える。コー

ヒー市場においては、実体経済の100倍以上の国際金融取引が世界をまたにかけて

行われており、その利ザヤを積み重ねる”畑に汗を流さない”トレーダーたちは信じ

られない利益を上げている。 



 
　トービン税の本格導入は様々な壁があり困難とされている。そこで、現行の法人

税を強化することはできないだろうか。CSRは企業に対する注意義務を全般的に表

しているが、課税に対する重要性から近年”デューディリジェンス”が注目されてい

る。(Due Diligence=当然払われるべき努力) 
 
　これは”租税回避マネー”回収へのステップとうかがえる。コーヒー暴落の一方で

利益を上げ続ける消費国側のコーヒー大企業が、デューディリジェンスに従ったア

クションを取ることが重要であり、私たちはそれを監視する立場だ。 
 
　例えば2013年、スターバックスはイギリスでの法人税回避問題が指摘された際、

後に計3,500万ポンドをイギリス当局へ納付した。そしてその際、こう言い放った。 
 

「私たちは法の求めを超えて支払った」 
 

　このような態度はデューディリジェンスの観点から逆行している。ちなみに、同

社がフェアトレードコーヒーを取り扱うようになったきっかけは、20世紀初頭のシ

アトル・デモと呼ばれる一連の反グローバル主義運動が影響しているという。つま

り、尻を叩かれないと動かない。こういった企業態度を私たちは厳しく評価し、個

人の消費行動を考え直す一つの材料にしていく必要があるだろう。 
 
 

 
　 
　品種の観点からみても、先行きは暗い。 
 
　ワールドコーヒーリサーチ(WCR)によると、CatimorsやSarchimorsといった従来

の主流品種はもはや耐病性を持たなくなってきているという。 
 



　2012年、中米圏にさび病が蔓延した。さび病はコーヒーノキの天敵である。これ

により当時は収穫量が半減、もしくはそれ以下になった生産国もある。しかしWCR
の発表によると、さび病が蔓延した原因の一つに「農家の所得減」が影響したとい

うのだ。実は生産現場では、主としてさび病対策のために農薬を使う事は日常的で

ある。しかし、農薬のコストは想像以上に生産者にのしかかる。 
 
　農業経済学では農産物価格×生産量を”農業粗収益”と呼んでいる。農産物価格は関

連する国際価格が指標となり変動する。農業粗収益は農家の総収入であり、これか

ら肥料代や農機具代、農薬代などの支払い費用を差し引いた残りが、農業純利益、

もしくは農業所得である。 
 
　国際価格の低下は農家の生活経費を圧迫する前に、農場経費の削減を要求する。

つまり、肥料や農薬を減らさなければならない事態を招く。恐らくいま、まさしく

コーヒー農家は経費削減に頭を抱えている状況にあると予想される。 
 
　もちろん「コーヒー栽培を放棄する」という選択肢もある。いわば転作。しかし

これも悪い例になるが、コロンビアでは今年、コカインの原料となるコカの生産量

が過去最高を記録したという。コカは換金性が高いので、コーヒー農家の代替作物

としては昔からメジャーである。 
 
　悪循環はさまざま。 
 
　「毎日、私たちはこの国際価格の危機を抱え、私たちの国々から北アメリカへの

不法入国が増えています。それは非常に危険な状況です。」 
　グアテマラに拠点を置くコーヒー生産者グループ、Anacafeの社長、Ricardo 
Arenas Mendesは語る。 
 
 
　コーヒー生豆は数年の保存に耐えうることも、コーヒー市場の変動を複雑にす

る。相場とにらみ合いながら輸出業者は在庫(Inventory)をはきだす。1)コーヒー豊

作。2)通貨レアル安。この2つの要因が今年、ブラジルの過去最高の輸出用コーヒー

生産記録をたたき出した。

http://www.ico.org/historical/1990%20onwards/PDF/1c-exportable-production.pdf 
 
　こうなると、ブラジルがコーヒー相場で一人勝ちの状態。だがブラジルを責めら

れない。自由市場なのだ。他コーヒー生産国はそのしわ寄せを受ける。供給過多と

なれば、国際相場は下がるという当然の帰結。 
 



 
　もう一度グラフを見てみる。時折、国際価格が急騰しているのが分かる。実はこ

の理由は”ブラジルの悪天候”なのである。主に霜害。ブラジルのコーヒー生産が天

候不順による低下を招くと、供給が減り国際価格は上昇する。つまり、ブラジルを

除いたコーヒー生産国の小規模農家にとって、ブラジルの生産量が落ちることは喜

ぶべきニュースとなる。 
 
　コーヒーはあらゆる意味でフェアな農作物ではない。 
 
　こんな時、生産者の為を思うならば、私たちはどのようなコーヒーを買えばいい

のか。いやそもそも、先月のレポートで書いた通り”コーヒーを買わない”ことが間

接的にコーヒー農家を救うことになるのではないか。それは投機マネーうごめく自

由市場が続く限り、大企業がデューディリジェンスに従わない限り、”コーヒー不

買”は”コーヒーファン”の真っ当な選択だと言える。 
 
　近年盛り上がりを見せるスペシャルティコーヒー市場は、1ポンド当たりの取引価

格が国際価格の2倍や3倍ということも珍しくない。品質も高い場合が多い。しか

し、先行のレポートで書いたように、”スペシャルティコーヒー”という言葉は実に

曖昧。 
 
　最低水準の国際価格で手にしたコーヒーでさえも、「このコーヒーはスペシャル

ティコーヒーです」と言えてしまう。そもそもスペシャルティコーヒーは”コーヒー

の価値の底上げ”が使命であったはずだ。だから70年代のアメリカで生まれたその価

値観が世界中に広まった。今回の事態が長期化するならば、スペシャルティコー

ヒーの真価が問われることになると考える。 



 
 

 
Tea & Coffee Trade Journalより 

 
　コーヒー国際価格、12年ぶりの暴落。 
　これを受け本年8月、ブラジリアにあるブラジル農務省(MAPA)で、各国の業界幹

部が集い、共同声明を発表した。その最後の一説を紹介する。 
 
「It is a priority for producers to communicate to consumers globally the current 
situation and how this market scenario creates a spiral of poverty in producing 
countries.」 

「世界中の消費者に現在の状況を伝え、この市場シナリオがどのようにして生産国

の貧困の循環を作り出すかを理解してもらうことが生産者にとって最優先事項で

す。」 
 
 

終わり 
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