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2016.8.5 コモディティ・マンスリーレポート   

▶原油相場は、弱含みの推移になると予想す

る。米国では、需要拡大期を迎えているにも

拘らずガソリン在庫が増加基調にあり、燃料

需要が予想ほど伸びていないことが窺える。

また、カナダやナイジェリアでは産油量が回

復傾向にあり、世界の原油需給は暫く供給超 

過状態が続こう。 

原油 

▶金相場は、強弱材料が交錯する中、もみ合

う展開になると予想する。イタリアの不良債

権問題に対する懸念が強まっていることや、

米国で年内利上げ観測が後退していることは、

強気材料と考える。一方で、インドなどアジ

アの現物需要の低迷が続いていることは、上 

値を抑える要因となろう。 

金 

▶トウモロコシ相場は、下値模索の展開にな

ると予想する。米国中西部地域では、受粉期

から成熟期に移行しつつあるものの、目立っ

た天候障害は発生しておらず、作柄は良好で

ある。収穫期まで残り2ヵ月程度となる中、

徐々に豊作見通しが強まってくると考えられ、 

需給緩和が意識されよう。 

トウモロコシ 

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 

(2015/8/3～2016/7/29 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 

(2015/8/3～2016/7/29 日次) 
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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 

(2015/8/3～2016/7/29 日次) 
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産油量回復による需給緩和から弱含み 

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
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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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米国のガソリン在庫は、例年の傾向として夏場

にかけて減少基調を辿るものの、今年は年初の

水準をやや上回る状態にある。足元でガソリン

需要が精製業者の見通しほど盛り上がっていな

いことが主な要因と考えられ、今後は高水準の

ガソリン在庫が原油価格の圧迫要因になると考

える。 

 

 森林火災や情勢不安などを背景に減産を強い

られていたカナダやナイジェリアで、産油量が

回復しつつある。カナダの産油量は、今年2月

に日量387.9万バレルと過去最高を記録した後、

5月には同274.4万バレルに落ち込んだが、6月

には同346.1万バレルに回復している。また、

ナイジェリアでは5月に日量144万バレルと過去

20年での最低を記録したが、6月には同159万バ

レルへ回復した。これを受けて一時的に引き締

まっていた世界の原油需給は、再び供給超過状

態に戻ったと考えられ、今後は産油量の回復と

ともに供給超過幅が拡大していこう。 

 7月の原油相場は、上旬はイタリア政府が国

内大手銀行に資本注入を検討しているとの報道

を受けて、同国の金融システムに対する不安か

ら投資家のリスク回避姿勢が強まり、下落する

展開となった。また、ナイジェリアやカナダの

産油量が回復しつつあるとの観測も、需給悪化

懸念から売り材料視された。中旬は、石油輸出

国機構(OPEC)が来年の世界原油需要について、

対前年比で高い伸びになるとの見通しを示した

ことが好感される一方、国際通貨基金(IMF)が

今年と来年の世界経済の成長見通しを引き下げ

たことや、米国内のガソリン在庫の増加などが

上値を抑える要因となり、もみ合う動きとなっ

た。月末にかけては、イラクやサウジアラビア

の増産観測などを背景に原油需給の緩和観測が

強まり、再び下落基調となった。 

  

 米国では足元でガソリン需要の最盛期を迎え

ているが、国内の在庫は高水準で推移している。 

供給超過幅は再び拡大傾向へ 

需給緩和観測から下落基調 

ガソリン在庫が高水準で推移 

原油需給の推移と今後の見通し 

（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 

（2011-1Q～2017-4Q 四半期） 
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米国内のガソリン在庫の推移※ 

（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 

（2012～2016：1月～7月第3週 週次） 
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金 

強弱材料が交錯する中、もみ合い 
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タリアの不良債権問題が浮上しており、同国の

金融システムに対する懸念が強まっている。ま

た、米国では4-6月期GDP成長率（速報値）が市

場予想を下回ったことを受けて、年内利上げ観

測が再び低下している。このような環境の中、

安全資産とされ、金利上昇が売り材料となりや

すい金の投資需要は高水準で推移すると考えら

れ、価格を押し上げる要因になると考える。 

 

 一方で、年初からの価格上昇などを受けてア

ジアの現物需要は低迷している。中国と並ぶ金

消費国であるインドの今年上半期の金購入額は、

前年同期比-43％と大幅に減少した。また、

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、買い越し残高が足

元で27.9万枚（7月26日時点）となっている。

過去最高を記録した7月5日の31.6万枚から減少

したものの、依然として高水準にあることから、

上昇局面では利益確定の売りが出やすいと考え

られ、価格の上値を抑える要因となろう。 

 7月の金相場は、上旬はイタリアの銀行の不

良債権問題を背景に安全資産としての投資需要

が高まったほか、上場投資信託（ETF）などを

介した投資資金の流入も相場の支援材料となり、

上値を追う展開となった。しかし中旬は、英国

で新首相の誕生を受けて欧州連合（EU）離脱決

定後の政局不安が和らいだほか、米国の堅調な

マクロ経済指標も年内利上げ観測を後押しする

要因となり、下落基調となった。その後は、米

連邦公開市場委員会(FOMC)の開催などを控えて

投資家の様子見姿勢が強まり、もみ合う動きと

なった。月末にかけては、FOMCにおいて追加利

上げが見送られたことや、米国の4-6月期GDPが

市場予想を大幅に下回ったことなどを背景にド

ル安が進行したことを受けて、持ち直す動きと

なった。 

 

 欧州では英国のEU離脱決定を受けたリスクオ

フの動きが一服しつつあるものの、足元ではイ 
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安全資産としての需要が拡大 

年初来の高値圏でもみ合い 

アジアの需要低迷は弱気材料 

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 

(2010/1～2016/6 月次) 
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ＳＰＤＲゴールド・シェアの月次残高増減 

（出所）Bloombergデータより岡三アセットマネジメント作成 

(2010/1～2016/7 月次) 
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トウモロコシ 

豊作による需給緩和観測から下値模索 

水量とも平年並みの推移が続いており、目立っ

た生育障害は報告されていない。実際、米農務

省による直近の作柄調査では、全体に占める

「優」と「良」の割合が76％と極めて高い水準

になっている（7月31日時点）。収穫時期まで

残り2ヵ月程度となる中、今後は天候の影響を

受けにくい成熟期を迎えることから、天候リス

クの後退とともに豊作見通しが強まってこよう。 

 

 8月半ばから民間調査会社によるクロップツ

アー（産地ごとの実地調査）の実施を控え、今

後は各調査機関によるイールド（単位面積当た

り収穫高）見通しに注目が集まると考える。米

農務省の作柄調査では、足元の作況は過去最高

のイールドを記録した2014年の水準を若干上回

る水準にあり、今後も好天が続いた場合、記録

的な豊作になる可能性も視野に入ってこよう。 

   （作成：マルチアセット運用部） 

 

 

 7月のトウモロコシ相場は、上旬は6月末発表

の作付面積推計値が前回（3月末）から上方修

正されたことを受けて、増産による需給緩和観

測が拡がったほか、主産地である米国中西部地

域でまとまった量の降雨が観測されたことも、

作柄改善に繋がるとの見方から売り材料となり、

軟調に推移した。中旬は、月末にかけて同地域

で高温かつ乾燥した天候が続くとの予報を受け

て、作柄悪化懸念が台頭する一方、ドル高の進

行などが上値を抑える要因となり、もみ合う動

きとなった。下旬は、事前の予報に反して米国

中西部地域が穀物の生育に適した天候に恵まれ

たことに加え、米農務省の作柄調査でも足元の

良好な作況が確認されたことを受けて、豊作に

よる需給緩和観測が強まり、下落する展開と

なった。 

 

 米国中西部地域では足元で天候の影響を受け

やすい受粉期が終盤を迎えているが、気温、降 
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記録的豊作の可能性も視野に 

天候悪化リスクは徐々に後退 

米国産の豊作見通しから下落 

米国産トウモロコシの作柄※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 

（2012～2015：5/29～9/25、2016：5/29～7/31 週次） 
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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 

（1994/1995～2016/2017※ 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 

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） 


