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2016.5.10 コモディティ・マンスリーレポート   

▶原油相場は、供給過剰の長期化観測から戻

り一巡の展開になると予想する。足元で世界

的に原油在庫が潤沢な中で、米エネルギー省

は4-6月期の世界原油需給について日量195

万バレルの供給超過を予想しており、在庫は

一段と増加するとみられることから、価格は 

下押し圧力が掛かりやすいと考える。 

原油 

▶金相場は、価格上昇などを背景とした需要

減退から軟調な展開になると予想する。二大

消費国であるインド、中国の需要動向をみる

と、インドでは1-3月期の金輸入額が前期比 

-42％となり、中国では需要動向の一つの目

安とされる上海プレミアムが縮小するなど、 

金購入を手控える動きが拡がっている。 

金 

▶トウモロコシ相場は、米国産の在庫増加観

測から弱含みの推移になると予想する。米農

務省は今年のトウモロコシ作付面積を前年比

+6.4%と予想しており、期末在庫率は12年

ぶりの高水準に達するとみられる。ただ、生

育シーズンを控えて天候悪化懸念もあり、下 

値は限定的となろう。 

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 

(2015/5/1～2016/4/29 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 

(2015/5/1～2016/4/29 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 

(2015/5/1～2016/4/29 日次) 
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供給過剰の長期化観測から戻り一巡 

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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上回り、過去5年平均の水準を34％上回ってい

る。また、経済協力開発機構（OECD）加盟国全

体の原油在庫も3月末時点で消費量の68.2日分

と過去5年平均を16％上回っており、世界的に

在庫は潤沢である。米エネルギー省は、4-6月

期の世界原油需給について日量195万バレルの

供給超過を予想しており、当面は原油在庫の更

なる増加が続くとみられることから、価格は下

押し圧力が掛かりやすいと考える。 

 

 また、産油国の動向をみると、カタールでの

増産凍結に向けた会合がサウジアラビア・イラ

ン間の対立を背景に失敗に終わったことで、供

給量が増加している。事実、4月の石油輸出国

機構(OPEC)の産油量は日量3,321.7万バレルと、

イラン、イラクの増産を背景に過去最高を記録

した。ただ、価格低迷の長期化を受けて生産調

整に向けた動きは拡がっており、6月2日開催の

OPEC総会に向けて、産油国の要人の発言が投資

家のセンチメントに影響を与える展開が続こう。 

 4月の原油相場は、上旬はサウジアラビアの

高官が原油の増産凍結案について、イランなど

主要産油国の参加が前提と発言したことから下

落して始まったが、その後は米国内の原油在庫

が市場予想に反して減少したことから上昇する

など、一進一退の動きとなった。中旬は、カ

タールでの産油国会合は物別れに終わったもの

の、中国の景気減速懸念の後退や、クウェート

の石油施設でのストライキ発生による産油量低

下などが材料視され、堅調に推移した。月末に

かけては、米国で緩和的な金融政策が維持され

るとの観測などを背景に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に割安感

が拡がったことから上昇し、およそ半年ぶりの

高値を付けた。 

  

 北半球でガソリンの需要拡大期を控える中、

世界的に原油在庫が増加傾向を辿っている。4

月末時点の米国内の在庫は、昨年の水準を12％ 

産油国要人の発言に注目 

およそ半年ぶりの高値を示現 

世界的に原油在庫が増加傾向 

米国の民間原油在庫の推移 

（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 

（2010/1/1～2016/4/29 週次） 
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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 

（1991/1～2016/4 月次） 
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金 

価格上昇による需要減退から軟調 
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が前期比-42％と大幅に減少したほか、中国で

も需要動向の一つの目安とされる上海プレミア

ムが縮小傾向にあり、金購入を手控える動きが

拡がっているとみられる。また、上場投資信託

（ETF）への資金動向をみると、最大の金ETFで

あるSPDRゴールド・シェアの残高は、年初から

3月末までに重量ベースで177トンの増加となっ

たものの、4月は15トンの減少となっており、

資金流入に一服感がみられることも、相場の弱

気材料と考える。 

 

 ニューヨーク商品取引所(COMEX)上場の金先

物の非商業部門建玉をみると、買い越し幅が昨

年末の1.9万枚（1枚＝100トロイオンス）から

足元で22.1万枚と4年9ヵ月ぶりの水準まで増加

している（4月26日時点）。市場に高値警戒感

が拡がる中、更なる価格上昇局面では買い方に

よる売却圧力が強まりやすいと予想されること

から、非商業部門の高水準の買い越しは潜在的

な弱気材料と考える。 

 

 

 

  

 4月の金相場は、上旬は米金融当局の高官が

利上げに対して慎重な姿勢を示したことなどを

受けて、米国の利上げペースが従来の予想より

緩やかになるとの見方が拡がり、堅調に推移し

た。その後は、世界的な株価上昇やドル高の進

行を受けて一旦は下落したものの、月央以降は

鉱工業生産指数や消費者マインド指数など米国

の経済指標が市場予想を下回ったことなどから、

再度上昇に転じた。下旬は、米連邦公開市場委

員会(FOMC)において政策金利が据え置かれたこ

とや、日銀が追加金融緩和策を見送ったこと、

また米国の1-3月期GDPが市場予想を下回ったこ

とを背景にドルが円などに対して下落したこと

を受けて、ドルと逆行しやすい性質から上昇し、

29日には2015年1月以来の高値を付けた。 

  

 年初から価格が2割強上昇していることなど

を受けて、アジアの需要動向に変化がみられる。

インドでは、1-3月期の金輸入額（ドル建て） 

■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
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アジアの需要低迷は弱気材料 

ドル安の進行を受けて上昇 

投機筋の買い越し幅は高水準 

インドの金輸入額とルピー建て金価格の推移 

（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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ＣＯＭＥＸ金先物の非商業部門ネット建玉 

（出所）Bloombergデータより岡三アセットマネジメント作成 

(2011/1/4～2016/4/26 週次) 
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トウモロコシ 

米国産の在庫増加観測から弱含み 

の作付面積を前年比+6.4％の9360万エーカーと

予想しており、この面積に2月の展望会議で示

された予想イールド（単位面積当たり収穫高）

等を当てはめると、来年度の期末在庫率は

18.4％と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在庫増加観測から弱

含みの推移となろう。 

 

 ただ、4月に入って日本の気象庁や豪州の気

象局などが夏場にラニーニャ現象が発生する可

能性を指摘しており、豪州気象局によればその

発生確率は現時点で50％と予想されている。夏

場にラニーニャ現象が発生した場合、主産地で

ある米国中西部地域は高温かつ少雨の天候不順

に見舞われる傾向があり、農作物の作柄悪化に

繋がりやすいことから、下値は限定的となろう。 

 （作成：マルチアセット運用部） 

 

 

 4月のトウモロコシ相場は、上旬は前月末の

価格急落を受けて市場に割安感が拡がったほか、

ドル安の進行も米国産の需要増加期待から相場

の支援材料となり、堅調に推移した。中旬は、

ブラジルの通貨レアルがドルなどに対して上昇

したことを受けて、ブラジル産農作物の輸出増

加観測が後退したことに加え、南米の一部産地

の天候不順を背景に作柄悪化観測が強まったこ

とも買い材料となり、急伸する展開となった。

月末にかけては、乾燥した天候が続いていた南

米の一部産地に降雨予報が出たことを受けて、

作柄改善観測が強まる一方、ドル安の進行など

が下値を支える要因となり、一進一退の動きと

なった。 

 

 米国では中西部地域を中心にトウモロコシの

作付け作業が行われており、5月1日時点の進捗

率は全体の45％と例年より速いペース（過去5

年平均は30％）で進んでいる。米農務省は今年 
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夏場の天候悪化懸念が強まる 

米国産の期末在庫率は上昇へ 

南米の天候不順などから上昇 

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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ラニーニャ現象発生時の世界の天候の特徴 

（出所）気象庁HP資料より岡三アセットマネジメント作成 
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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） 


