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情報提供用資料 

C o m m o d i t y 
2016.4.5 コモディティ・マンスリーレポート   

▶原油相場は、戻り一巡感からもみ合う動き

になると予想する。4月17日にカタールで生

産調整に向けた産油国間の協議が開催される

予定であり、増産凍結案への合意期待が価格

の下値を支える要因となろう。一方で、季節

的に原油在庫が積み上がりやすい時期であり、 

上値も限定的になると考える。 

原油 

▶金相場は、アジアの需要低迷から上値の重

い展開になると予想する。米国の利上げペー

スの鈍化観測などを背景にETF（上場投資信

託）などを介した金市場への資金流入は継続

している。一方で、価格急伸を受けて二大消

費国であるインド、中国の需要が低迷してお 

り、上値は抑えられよう。 

金 

▶トウモロコシ相場は、米国産の作付面積の

増加観測から弱含みの展開になると予想する。

米農務省の調査によれば、今年の米国のトウ

モロコシ作付面積は前年比+6.4％と大幅増が

予想されており、増産による需給緩和観測が

強まりやすいと考えられ、価格は弱含みの推 

移となろう。 

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 

(2015/4/1～2016/3/31 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 

(2015/4/1～2016/3/31 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 

(2015/4/1～2016/3/31 日次) 
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戻り一巡感からもみ合い 

原油 
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とんどの参加国はロシアなどが合意した増産凍

結案に賛同していると報じられている。欧米か

ら経済制裁を受けていたイランは増産凍結に反

対の意向を示しているものの、石油輸出国機構

(OPEC)の高官はイラン抜きでも合意可能との見

方を示しており、こうした産油国間での生産調

整に向けた取組みは、市場で一定の評価を受け

ると考える。 

 

 一方で、北半球では暖房油の需要期を終え、

ガソリン需要の拡大期を控えて、原油在庫が積

み上がりやすい時期にある。米国の原油在庫は

既に過去最高に達しているものの、更なる在庫

の増加観測は価格の圧迫要因となろう。また、

米国では油価下落を受けて 2015年 4月から

シェールオイル産出量が減少傾向にあるものの、

そのペースは月次ベースで-5～-10万バレル/日

程度と緩やかである。従って、世界全体でおよ

そ200万バレル/日あるとされる足元の供給超過

の解消には、相当の時間を要そう。 

 3月の原油相場は、上旬は米国において産油

量や石油リグ稼働数が減少したことを受けて、

世界的な供給過剰が市場予想よりも早い時期に

解消されるとの見方が拡がり、堅調に推移した。

しかし月央にかけては、米国内でガソリン在庫

が減少傾向にあることが好感される一方、イラ

ンの石油相が同国の産油量が日量400万バレル

に達しない限り増産凍結の協議に参加しない意

向を示したことなどが嫌気され、もみ合う展開

となった。その後は、為替市場でドル安が進行

したことを受けて、ドル建てで取引される原油

は割安との見方が強まったことなどから上昇し、

およそ3ヵ月半ぶりに1バレル＝40ドル台を回復

した。ただ月末にかけては、世界的な需給の緩

みが改めて意識される展開となり、反落した。 

  

 4月17日にカタールで増産凍結に向けた産油

国間の協議が開催されることが決定した。協議

には産油国15ヵ国程度が参加するとみられ、ほ  

世界的な供給過剰は長期化か 

一時４０ドル台を回復 

生産調整への期待が高まろう 

米国の原油在庫の月別変化量 

（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 

（2010/1～2015/12 月次） 
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米主要３地区のシェールオイル産出量月次変化 

（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 

（2012/1～2016/4 月次） 
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金 

アジアの需要低迷から上値の重い展開 
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息しつつあるものの、米国の利上げペースの鈍

化観測などを背景に金市場への資金流入が続い

ている。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、今年1-2月に

134.9トンの増加となり、3月も42.0トンの増加

となった（2015年末時点の同残高は642.3ト

ン）。直近3年間で708.4トンの残高減少となっ

ていたことを考慮すると、金市場への資金動向

に大きな変化が生じているとみられる。 

 

 一方で、二大消費国であるインド、中国の需

要をみると、インドでは2月の金輸入額が前年

同月比-29％と大幅に減少した。また、同国の

1-3月期の金需要は約60～70トンと7年ぶりの低

水準に落ち込んだとみられている。他方、中国

でも金価格の急上昇を受けて、同国の金需要の

一つの目安である上海プレミアムが低下傾向に

あり、投資家の様子見姿勢が強まっていると考

えられる。消費の約6割を占める両国の需要が

回復するまでは、価格の上値は抑えられよう。 

 

 

 

  

 3月の金相場は、上旬は米金融当局の高官が

利上げに対して消極的な姿勢を示したことなど

から上昇し、10日には昨年2月以来の高値とな

る1トロイオンス＝1,270ドル台を付けた。中旬

は、世界的な株高を背景に安全資産としての投

資魅力が減退する一方、米連邦公開市場委員会

(FOMC)参加者が政策金利見通しを引き下げたこ

となどが下値を支える要因となり、もみ合う動

きとなった。その後は、シカゴ・オプション取

引所（CBOE）が算出するVolatility Index（通

称：恐怖指数）が15を下回るなど投資家心理が

改善したことに加え、米金融当局の複数の高官

が利上げに対して前向きな発言を行ったことか

ら下落する展開となった。月末にかけては、米

連邦準備制度理事会(FRB)のイエレン議長が利

上げに対して慎重な姿勢を示したことから下げ

渋る動きとなった。 

 

 年初から続いた金融市場の不安定な状態は終 
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金ＥＴＦへの資金流入が継続 

金融不安の後退から上昇一服 

アジアの需要低迷は弱気材料 

金価格と上海プレミアム※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 

(2014/1/2～2016/3/31 日次) 
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※上海プレミアム‥上海黄金取引所の金価格 － ロンドン金スポット価格 

金ＥＴＦの月次残高増減と金価格の推移 

（出所）Bloombergデータより岡三アセットマネジメント作成 

(2010/1～2016/3 月次) 
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トウモロコシ 

米国産の作付面積増加観測から弱含み 

おいてブラジル、アルゼンチン両国の生産高見

通しを据え置いた。天候不順の影響は軽微で

あったとみられ、これにより今年の両国の生産

高は大豊作となった昨年（計1億200万トン）並

みの水準に達すると考えられる。 

 

 米農務省の作付面積意向調査において、トウ

モロコシの作付面積見通しは9,360万エーカー

（前年比+6.4％）と発表された。2月の展望会

議では9,000万エーカーと見積もられていたこ

とから、生産者は米農務省の予想以上にトウモ

ロコシの作付面積を拡大させるとみられる。意

向調査の面積を展望会議で示されたイールド見

通し（単位面積当たり収穫高）等に当てはめる

と、来年度の期末在庫率は14.4％から18.4％へ

上昇し、12年ぶりの高水準に達するとみられる。

当面のトウモロコシ価格は、作付面積拡大によ

る増産観測から弱含みの推移となろう。 

（作成：マルチアセット運用部） 

 

 

 3月のトウモロコシ相場は、上旬はドル安の

進行を受けて、米国産トウモロコシの輸出増加

観測が強まったほか、飼料として競合する小麦

価格の上昇も相場の支援材料となり、堅調に推

移した。中旬は、米国産の週間輸出成約高が市

場予想を上回ったことなどが好感される一方、

南米の豊作観測が上値を抑える要因となり、も

み合う動きとなった。その後は、月末に米農務

省から各農作物の作付面積意向調査や四半期在

庫統計の発表を控えて、投資家の様子見姿勢が

強まり、方向感に乏しい展開となった。月末に

米農務省から作付面積意向調査が発表され、ト

ウモロコシの予想作付面積が市場予想を大幅に

上回ると、増産による需給緩和観測が台頭し、

急落した。 

 

 2月にアルゼンチンの一部産地などが天候不

順に見舞われ、トウモロコシの作柄悪化観測が

強まったものの、米農務省は3月の需給報告に 
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作付面積の拡大観測が強まる 

南米産の豊作見通しが強まる 

作付面積拡大観測から急落 

USDA予想 

米国産トウモロコシの生産高と期末在庫率 

（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 

（1993～2016 年次） 
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USDA予想 

米国における主要農作物の作付面積の推移 

（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 

（2000～2016 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） 


