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情報提供用資料 

C o m m o d i t y 
2015.12.4 コモディティ・マンスリーレポート   

原油相場は、弱含みの展開になると予想する。

北半球で暖房需要期を迎える中、米国では暖

冬が予想されており、暖房油の需要低迷が予

想される。一方、石油輸出国機構(OPEC)は

過去最高水準の供給を継続しており、さらに

今後はイランの制裁解除が見込まれているこ 

とから、供給量は一段と増加しよう。 

原油 

金相場は、下値模索の展開になると予想する。

総じて良好な経済指標などを背景に米国の年

内利上げ観測が強まっており、これを受けて

金市場から資金を引き揚げる動きが拡がって

いる。12月の米連邦公開市場委員会(FOMC)

において利上げが実施された場合、金利を生 

まない資産である金の売却圧力は強まろう。 

金 

トウモロコシ相場は、もみ合う展開になると

予想する。米農務省が今年度の米国の生産高

見通しを引き上げており、需給緩和観測が拡

がりやすいことは、相場の弱気材料と考える。

一方で南米では、減産が予想されており、更

にエルニーニョ現象の影響を受ける可能性が 

あることは、価格の下支え要因となろう。 

トウモロコシ 

ＮＹＭＥＸ原油先物価格の推移 

（出所）Bloombergデータより岡三アセットマネジメント作成 

(2014/12/1～2015/11/30 日次) 
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ＣＯＭＥＸ金先物価格の推移 

（出所）Bloombergデータより岡三アセットマネジメント作成 

(2014/12/1～2015/11/30 日次) 
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ＣＢＯＴトウモロコシ先物価格の推移 

（出所）Bloombergデータより岡三アセットマネジメント作成 

(2014/12/1～2015/11/30 日次) 
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供給超過状態の継続から弱含みの展開 

原油 

■本資料は、投資環境に関する情報提供を目的として岡三アセットマネジメント株式会社が作成したものであり、特定のファンドの投資勧誘を目的として作成したもの
ではありません。■本資料に掲載されている市況見通し等は、本資料作成時点での当社の見解であり、将来予告なしに変更される場合があります。また、将来の運用成
果を保証するものでもありません。■本資料は、当社が信頼できると判断した情報を基に作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。■
投資信託の取得の申込みに当たっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので必ず内容をご確認のうえ、投資判断はお客様ご自身で行っていただきます
ようお願いします。 
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の備蓄積み増しを加速させる動きがみられたも

のの、足元では一服している。一方で供給面を

みると、OPEC加盟国全体の産油量は、日量

3,200万バレル超と過去最高水準の供給が続い

ている。12月4日開催予定のOPEC総会では目標

産油量の据え置きが予想されており、今後イラ

ンの制裁解除が見込まれる中、OPECからの供給

量は一段と増加しよう。OPEC非加盟国では、米

国でシェールオイルの産出量減少が続いている

ものの、そのペースは緩やかであり、世界全体

の原油需給は緩和した状態が続くと考えられる。 

 

 11月の月次レポートにおいて、国際エネル

ギー機関(IEA)はOECD加盟国全体の石油在庫が

世界需要のおよそ1ヵ月分となる30億バレルに

達したと発表した。今後シリア情勢など地政学

的リスクの高まる局面が発生した場合でも、大

幅な過剰在庫が緩衝材となり、価格への影響は

限定的になると考えられる。 

 11月の原油相場は、上旬は米国の雇用統計が

市場予想を上回ったことなどを背景にドル高が

進行したことを受けて、ドル建てで取引される

原油に割高感が拡がり、軟調に推移した。その

後も、今季の暖冬予報を受けて暖房需要の低迷

観測が強まったほか、米国の原油在庫の増加基

調などが相場の下押し材料となり、19日には一

時1バレル＝40ドルを割り込んだ。下旬は、ト

ルコ軍がシリアとの国境付近でロシア軍機を撃

墜したとの報道を受けて、国際情勢の緊張が高

まるとの見方から上昇する場面がみられたが、

月末にかけては12月4日開催予定の石油輸出国

機構(OPEC)総会において減産が見送られるとの

観測が強まったことなどから下落した。 

  

 原油の需要面をみると、北半球で冬場の暖房

需要期を迎える中、米国では広い範囲で暖冬傾

向が予想されており、暖房油需要は伸び悩むと

考えられる。また、中国では昨年末頃から原油 

  

３０億バレルのクッション 

３ヵ月ぶりの安値圏へ下落 

供給超過状態は長期化しよう 

米国の１２月の気温予報 

（出所）米海洋大気局(NOAA)データより岡三アセットマネジメント作成 

A（赤）：平年を上回る可能性が高い 

B（青）：平年を下回る可能性が高い 

EC（白）：どちらの可能性もある 

ＯＰＥＣ加盟国全体の産油量の推移 

（出所）Bloombergデータより岡三アセットマネジメント作成 

（2009/1～2015/11 月次） 

 2,700

 2,850

 3,000

 3,150

 3,300

2009/1 2011/1 2013/1 2015/1

（万バレル/日） 

（年/月） 



金 

米国の年内利上げ観測から下値模索 
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は、足元で74％（11月30日時点）まで上昇して

いる。これを受けて金市場から投資資金を引き

揚げる動きが再び強まっており、最大の金ETF

（上場投資信託）であるSPDR・ゴールドシェア

の残高は11月月間で37.5トン（全体の5.4％）

の減少となった。12月のFOMCで利上げが実施さ

れた場合、金利を生まない資産である金の売却

圧力は一段と強まろう。 

 

 欧米を中心に金への投資需要が減少傾向にあ

る一方で、中国やインドなどアジアの宝飾品や

コイン、バーといった現物需要は増加傾向にあ

る。2015年7-9月期の現物需要は、中国とイン

ドでともに前年同期比+13％となった。期中の

金の平均価格を比較すると12％の下落となって

おり、価格下落が需要を喚起したと考えられる。

足元で金価格が一段と下落する中、アジアを中

心とした金の現物需要は増加が予想され、下値

を支える要因となろう。 

 11月の金相場は、上旬は米連邦準備制度理事

会(FRB)のイエレン議長が議会証言において年

内利上げの可能性に言及したことや、米国の良

好な雇用指標を受けて、ドル高が進行したこと

から軟調に推移した。中旬は、フランスでの同

時テロ発生を受けたリスク回避の動きから一時

上昇する場面がみられたものの、10月開催分の

米連邦公開市場委員会(FOMC)議事録の公表など

を背景に年内利上げ観測が強まったことから下

落基調が続いた。下旬は、欧州中央銀行(ECB)

が市場予想を上回る内容の金融緩和を検討中と

の報道を受けて、ユーロ安ドル高が進行したこ

とから一段安となり、29日にはおよそ6年ぶり

の安値をつけた。 

  

 米国の良好な雇用指標などを背景に年内利上

げ観測が強まっている。FF金利（フェデラル・

ファンド金利：米国の金融政策の誘導目標金

利）先物から算出される年内利上げの予想確率 
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金の売却圧力は強まろう 

ドル高の進行を受けて急落 

価格下落が現物需要を喚起 

金ＥＴＦ残高の前月比変化と金価格の推移 

（出所）Bloombergデータより岡三アセットマネジメント作成 

(2010/1～2015/11 月次) 
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７-９月期の各国・地域の金現物需要 

（出所）World Gold Councilデータより岡三アセットマネジメント作成 
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トウモロコシ 

強弱材料が交錯する中、もみ合う展開 

げた。これに伴って米国産の生産高は3年連続

で130億ブッシェルを超える豊作となる見通し

である。一方で、ドル高の進行による競争力の

低下を背景に米国産の輸出量は減退が予想され

ており、今年度の期末在庫率は12.9％と昨年度

（12.6％）から上昇する見通しである。 

 

 一方で南米の生産動向をみると、米農務省予

想のブラジル及びアルゼンチンの生産高は1億

710万トンと昨年（1億1,150万トン）から減少

する見通しである。南米の生産者が相対的に収

益性の高い大豆などの作付けを増やすためとみ

られる。また、米海洋大気局(NOAA)などは来春

までエルニーニョ現象が続くと予想しており、

南米の産地が天候不順に見舞われる可能性があ

ることは、相場の強気材料と考える。 

（作成：マルチアセット運用部） 

 

 

 11月のトウモロコシ相場は、上旬はドル高の

進行を受けて、米国産の輸出需要が鈍化すると

の見方が拡がり、軟調に推移した。また、米農

務省の需給報告で米国産の生産高見通しが前月

から引き上げられたことも、世界的な需給緩和

観測の台頭に繋がり、相場の下落要因となった。

中旬は、年内利上げ観測などを背景とした更な

るドル高の進行が嫌気される一方、ブラジルの

産地の天候不順などが下値を支える要因となり、

もみ合う動きとなった。月末にかけては、アル

ゼンチンの大統領選挙で農産物の輸出関税の引

き下げを訴える候補が勝利したことを受けて、

同国産トウモロコシの輸出増加観測が強まる一

方、米国の生産者に在庫の売却を控える動きが

拡がったことなどから底堅い展開となった。 

  

 米農務省は11月の需給報告において、米国産

の予想イールドを169.3ブッシェル/エーカーと

前月（168.0ブッシェル/エーカー）から引き上 
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南米の減産観測は強気材料 

米国は３年連続の豊作見通し 

需給緩和観測の台頭から下落 

米国産トウモロコシの生産高とイールド 

（出所）米農務省(USDA)データより岡三アセットマネジメント作成 

（1995～2015 年次） 
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米国産トウモロコシの輸出量と輸出シェア 

（出所）米農務省(USDA)データより岡三アセットマネジメント作成 

（1995～2015 年次） 
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皆様の投資判断に関する留意事項 

 

 

【投資信託のリスク】 

   投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合は為替リスクがあります。）

に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下

落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 

投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。 

 

【留意事項】 

• 投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありま

せん。 

• 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 

また、登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。 

• 投資信託の収益分配は、各ファンドの分配方針に基づいて行われますが、必ず分配を行うものではなく、ま

た、分配金の金額も確定したものではありません。分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産か

ら支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間

中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンド

の収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質

的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価

額の値上がりが小さかった場合も同様です。   

 

 【お客様にご負担いただく費用】 

 お客様が購入時に直接的に負担する費用 

購入時手数料   ：購入価額×購入口数×上限3.78％（税抜3.5％）         

 お客様が換金時に直接的に負担する費用 

換金時手数料   ：公社債投信 1万口当たり上限108円（税抜100円） 

        その他の投資信託にはありません 

信託財産留保額：換金時に適用される基準価額×0.3％以内 

 お客様が信託財産で間接的に負担する費用 

     運用管理費用（信託報酬）の実質的な負担 

          ：純資産総額×実質上限年率2.052％（税抜1.90％） 

※ 実質的な負担とは、ファンドの投資対象が投資信託証券の場合、その投資信託証券の信託報酬を含めた報酬の

ことをいいます。なお、実質的な運用管理費用（信託報酬）は目安であり、投資信託証券の実際の組入比率に

より変動します。 

      その他費用・手数料 

        監  査  費  用：純資産総額×上限年率0.01296％（税抜0.012％） 

※ 上記監査費用の他に、有価証券等の売買に係る売買委託手数料、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理

に要する諸費用、海外における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入金の利息

等を投資信託財産から間接的にご負担いただく場合があります。 

※ 監査費用を除くその他費用･手数料は、運用状況等により変動するため、事前に料率･上限額等を示すことはで

きません。 

 ●お客様にご負担いただく費用につきましては、運用状況等により変動する費用があることから、事前に合計金

額若しくはその上限額又はこれらの計算方法を示すことはできません。 

 

【岡三アセットマネジメント】         

  商         号：岡三アセットマネジメント株式会社 

  事 業 内 容：投資運用業、投資助言・代理業及び第二種金融商品取引業 

  登         録：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第370号 

  加 入 協 会：一般社団法人 投資信託協会／一般社団法人 日本投資顧問業協会 

上記のリスクや費用につきましては、一般的な投資信託を想定しております。各費用項目の料率は、委託会社である

岡三アセットマネジメント株式会社が運用するすべての公募投資信託のうち、最高の料率を記載しております。投資

信託のリスクや費用は、個別の投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前に、個別の投資信託の

「投資信託説明書（交付目論見書）」の【投資リスク、手続 ・手数料等】をご確認ください。 

（作成） 


