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情報提供用資料 

C o m m o d i t y 
2016年 新春号 コモディティ・マンスリーレポート   

▶原油相場は、不安定ながらも徐々に底値を

固める展開になると予想する。欧米によるイ

ランへの制裁は、1月中にも解除される見通

しであり、イラン産原油の輸出再開は相場の

下落要因となろう。ただ、中長期的には原油

需給は均衡に向かうと考えられ、徐々に底堅 

い動きとなってこよう。 

原油 

▶金相場は、当面の悪材料出尽くしから反発

局面になると予想する。米金融当局は利上げ

を実施したものの、市場参加者は米国経済の

先行きに対して慎重な見方を示しており、金

の売却圧力は限定的となると考える。これま

で利上げへの警戒感が市場を覆っていたもの 

の、今後はセンチメントが改善に向かおう。 

金 

▶トウモロコシ相場は、需給緩和観測から弱

含みの展開になると予想する。アルゼンチン

政府がトウモロコシの輸出関税の撤廃を決定

しており、今後アルゼンチン産の輸出が増加

するとみられることは、相場の弱気材料と考

える。また、南米の天候が概ね良好に推移し 

ており、天候リスクは徐々に低下しよう。 

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 

(2015/1/2～2015/12/31 日次) 
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ＣＯＭＥＸ金先物価格の推移 
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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 
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不安定ながらも徐々に底値を固める展開 

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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石油相は、制裁解除後ただちに日量50万バレル

の輸出増加が可能と発言しており、イランの制

裁解除後には原油価格の下振れが予想されよう。

しかし、ニューヨーク・マーカンタイル取引所

(NYMEX)上場の原油先物の取組みをみると、非

商業部門の売り建玉が25万枚超と高水準で推移

しており、原油相場に大きな影響を与えるイベ

ントが当面見当たらない中、イランの輸出再開

が売り建玉の買戻しの契機となる可能性がある

と考える。 

  

 一方、中長期的な原油需給について、米エネ

ルギー省(DOE)は2016年の世界原油需要の伸び

を日量140万バレルと予想する反面、供給の伸

びは日量26万バレルに留まるとみている。足元

の供給超過幅が日量100～150万バレルとみられ

ていることを考慮すると、2016年末にかけて原

油需給は均衡に向かうと考えられ、価格は次第

に底値を固める動きになると思われる。 

 12月の原油相場は、上旬は4日開催の石油輸

出国機構(OPEC)総会において生産目標の具体的

数値が示されなかったことを受けて、同機構が

石油の価格カルテルとしての役割を放棄したと

の見方が強まり、軟調に推移した。その後は、

米国内の原油在庫の増加や石油リグ（掘削装

置）稼働数の増加などを受けて一段安の動きと

なり、21日には2009年2月以来の安値となる1バ

レル＝35.81ドルを付けた。月末にかけては、

暖冬傾向が続いていた米国で翌月にかけて例年

並みの冷え込みに戻るとの予報などが買い材料

となる一方、イランが制裁解除後ただちに原油

輸出を増加させる方針を示したことが上値を抑

える要因となり、もみ合う動きとなった。 

  

 国際原子力機関（IAEA）は2015年12月にイラ

ンの核開発疑惑の解明作業を終えており、欧米

によるイランへの制裁は、早ければ1月中にも

解除される見通しである。イランのザンギャネ 

需給は徐々に均衡へ向かおう 

およそ７年ぶりの安値を示現 

イランは１月にも制裁解除へ 

ＮＹＭＥＸ原油先物の非商業部門建玉の推移 

（出所）Bloombergデータより岡三アセットマネジメント作成 
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世界原油需給の推移と見通し 

（出所）米エネルギー情報局(EIA)データより岡三アセットマネジメント作成 

（2010/1～2016/12 四半期） 
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金 

当面の悪材料出尽くしから反発局面 
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の、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）先物から予想され

る利上げ回数は2～3回となっている。市場参加

者は米国経済に対して金融当局者よりも慎重な

姿勢を示しており、今後の利上げを警戒した金

の売り圧力は限定的となろう。また、最大の金

ETFであるSPDR・ゴールドシェアの残高をみる

と、利上げ後の18日に18.7トン増と、1日とし

ては約4年ぶりの増加となっており、これまで

の反動などから今後も金市場への資金流入が期

待できよう。 

 

 ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物の

取組みをみると、非商業部門の買い越し幅が一

時1万枚を割り込むなど2002年以来の水準まで

低下しており、市場参加者のセンチメントは弱

気に傾いている。今後はセンチメントの変化な

どから売り方の買戻しの動きも想定され、金価

格の潜在的な強気材料になると考える。 

 12月の金相場は、上旬は欧州中央銀行(ECB)

が打ち出した追加金融緩和策が市場予想を下回

り、ユーロ高ドル安が進行したことから上昇し

た。その後は、好調な米雇用指標などを背景に

年内の利上げ実施が確実との見方が拡がったこ

とから弱含む場面があったが、米連邦公開市場

委員会(FOMC)において実質ゼロ金利政策の解除

が決定された後は、既に織り込み済みとの見方

から利上げの影響は限定的で、方向感の乏しい

動きとなった。月末にかけては、原油価格の低

迷を背景に低インフレ状態が長期化するとの観

測を受けて、インフレヘッジ手段としての需要

が減退するとの見方が拡がり、じり安の動きと

なった。 

  

 米国では実質ゼロ金利政策が解除されたもの

の、緩和的な金融政策が継続するとの見方が強

い。2015年12月開催のFOMCでは、2016年に4回

の利上げ実施を見込む委員が最も多かったもの 
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緩和的な金融政策が続こう 

６年ぶりの安値圏でもみ合い 

センチメントは弱気に傾く 

ＣＯＭＥＸ金先物の非商業部門建玉の推移 

（出所）Bloombergデータより岡三アセットマネジメント作成 

(2010/1/5～2015/12/29 週次) 
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ＳＰＤＲ・ゴールドシェアの日次残高増減 

（出所）Bloombergデータより岡三アセットマネジメント作成 

(2015/7/1～2015/12/31 日次) 
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トウモロコシ 

需給緩和観測から弱含みの展開 

20％を撤廃した。アルゼンチンの2014/2015年

度のトウモロコシの輸出シェアは12％であった

が、今後はシェアの増加が予想され、米国産の

輸出を脅かす存在になると考えられることは、

価格の下落要因となろう。 

 

 エルニーニョ現象とみられる影響により北半

球の各地で暖冬が報告されているものの、ブラ

ジルやアルゼンチンの産地では目立った天候障

害は発生しておらず、生育状況は概ね良好であ

る。ブラジルではトウモロコシに比べて収益性

の高い大豆への転作が進んでいるものの、

2015/2016年度のトウモロコシ生産高は約8,200

万トン（ブラジル国家食糧供給公社予想）と過

去2番目の豊作が見込まれており、需給緩和観

測が徐々に強まってこよう。  

（作成：マルチアセット運用部） 

 

 

 12月のトウモロコシ相場は、上旬は対ユーロ

などでのドル安の進行を受けて、米国産の輸出

需要が増加するとの見方が拡がる一方、米農務

省の需給報告において期末在庫見通しが引き上

げられたことなどが嫌気され、一進一退の動き

となった。その後は、米国産の好調な輸出など

を背景に底堅い動きとなったが、月央以降はア

ルゼンチンのマクリ新政権がトウモロコシの輸

出関税の撤廃を打ち出し、アルゼンチン産の輸

出増加観測が強まったことから軟調に推移した。

また、格付会社フィッチ・レーティングスがブ

ラジルの格付けを投機的等級（ジャンク級）に

引き下げたことを受けて、通貨レアルの下落が

ブラジル産の輸出拡大を促すとの観測も相場の

下落要因となった。 

  

 アルゼンチンのマクリ新大統領は、外貨獲得

を目指して農産物の輸出関税の引き下げ・撤廃

を進めており、従来のトウモロコシの輸出関税 
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南米の天候は概ね良好に推移 

米国産の輸出シェアは低下か 

南米の輸出増加観測から下落 

USDA予想 

トウモロコシの国別輸出シェアの推移 

（出所）Bloombergデータより岡三アセットマネジメント作成 

（1990～2015 5年毎） 
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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） 


