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情報提供用資料 

C o m m o d i t y 
2016.10.11 コモディティ・マンスリーレポート   

▶原油相場は、石油輸出国機構(OPEC)の減

産実施に向けた協議の行方を睨み一進一退の

展開になると予想する。OPEC加盟国全体で

の減産では合意に至ったものの、実施に向け

たプロセスは現時点でほぼ未定であり、当面

の価格は協議の進展を睨んでもみ合う動きと 

なろう。 

原油 

▶金相場は、売買材料に乏しい中、方向感に

欠ける展開になると予想する。米国の利上げ

ペースが従来の想定より緩慢なものになると

の観測が強まっていることは、価格の下値を

支える要因になると考える。ただ、積極的な

買い主体が不在であることを考慮すると、上 

値も限られよう。 

金 

▶トウモロコシ相場は、需給緩和観測から下

値模索の展開になると予想する。米国では、

収穫作業が始まる中で、今年の生産高は過去

最高を記録するとの見方が強まっている。4

年連続の豊作により、今年度の期末在庫率は

11年ぶりの水準を回復するとみられ、潤沢な 

在庫が相場を押し下げる要因となろう。 

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 

(2015/10/1～2016/9/30 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 

(2015/10/1～2016/9/30 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 

(2015/10/1～2016/9/30 日次) 
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減産実施に向けた協議を睨み一進一退 

原油 
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い時期を迎えている。米エネルギー情報局

（EIA）は、来春にかけてOECD加盟国全体の石

油在庫が増加傾向を辿ると予想しており、世界

的な過剰在庫の更なる増加は価格の圧迫要因と

なろう。また、IEAが原油需給の均衡に達する

時期について、従来予想の2016年末から、EIA

予想と同じ2017年半ばに見通しを変更したこと

も、相場の弱気材料と考える。 

 

 9月のOPEC非公式会合では、市場予想に反し

て加盟国全体の産油量を減らす方向で合意に

至った。この合意自体はポジティブ材料だが、

減産実施に向けたプロセスは現時点でほぼ未定

であり、11月のOPEC総会までに大枠をまとめら

れるかについては不透明感が強い。最大の焦点

は、加盟国毎の減産量の割り当てになると考え

られるが、油価下落により歳入が減少する中、

どの加盟国もシェアを失いたくないのが本音と

みられ、協議の難航は必至と考える。従って、

今回の「減産合意」の評価は限定的に留まろう。 

 9月の原油相場は、上旬はロシアのプーチン

大統領が石油輸出国機構(OPEC)とロシアが原油

の増産凍結協議で合意に達することを望むと発

言したことを受けて、OPEC非公式会合に対する

期待が高まったほか、低調な米経済指標を背景

としたドル安の進行も相場の支援材料となり、

上昇した。中旬は、米金融当局高官の発言など

からドル高が進行したことを受けて、ドル建て

で取引される原油価格の割高感が強まったほか、

国際エネルギー機関（IEA）が2016年の世界の

原油需要見通しを下方修正したことなどから下

落する展開となった。その後は、OPEC非公式会

合を控えて様子見姿勢が強まったが、28日の会

合においてOPECが減産で合意と報じられると、

需給改善期待が高まり、月末にかけて上昇する

展開となった。 

 

 米国ではガソリンの需要拡大期を終えて暖房

油の需要期を控える中、原油在庫が増加しやす 

減産実施への道のりは険しい 

「減産合意」を受けて上昇 

原油在庫は増加傾向を辿ろう 

世界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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ＯＥＣＤ加盟国の石油在庫の推移と見通し 

（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 

（2010/1～2017/12 月次） 
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金 

売買材料に乏しく、方向感に欠ける展開 

2 

・ファンド金利：米国の金融政策の誘導目標金

利）見通しを1.125％（中央値）と前回の6月時

点（1.625％）から引き下げた。この見通しか

ら推測される2017年末までの利上げ回数は、2

回又は3回であり、利上げペースが従来の想定

に比べて大幅に鈍化するとの観測は、金利上昇

が売り材料となりやすい金の下値を支える要因

となろう。 

 

 一方で、今年前半の価格上昇を支えた金ETF

（上場投資信託）の残高動向をみると、8月の

前月比+13.7トンに続き、9月も同+11.0トンと

今年1～6月期の平均値（同+81.8トン）を大き

く下回るなど、足元で増加ペースの鈍化が顕著

となっている。また、インドの8月の金輸入額

が前年同月の2割強に留まるなど、価格動向に

敏感とされるアジアの現物需要も鈍化が鮮明と

なっている。当面の金価格は、積極的な買い主

体が見当たらないことから、上値は限定的とな

ろう。 

 9月の金相場は、上旬は米国のISM製造業景況

指数や雇用統計などが市場予想を下回る内容と

なったことを受けて、早期利上げ観測が後退し

たことから堅調に推移した。しかし中旬は、

20-21日に米連邦公開市場委員会(FOMC)の開催

を控える中、米金融当局の複数の高官が9月の

利上げに前向きな姿勢を示したことを受けて、

米国債利回りが上昇したことなどから下落する

展開となった。その後、FOMCにおいて追加利上

げが見送られ、FOMCメンバーによる先行きの政

策金利見通しが引き下げられると、低金利環境

が長期化するとの見方が強まり、急伸した。し

かし月末にかけては、9月の期末を控えて、年

初からの上昇を背景に機関投資家などによる利

益確定とみられる売りが優勢の展開となり、軟

調に推移した。 

 

 米金融当局は9月のFOMCにおいて利上げを見

送るとともに、2017年末のFF金利（フェデラル  
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低金利環境は長期化しよう 

強弱材料が拮抗し一進一退 

積極的な買い主体が不在 

インドの金輸入額の推移 

（出所）Bloombergデータより岡三アセットマネジメント作成 

(2010/1～2016/8 月次) 
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主要金ＥＴＦ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 

(2010/1～2016/9 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 

（175.1ブッシェル/エーカー）から小幅に引き

下げたものの、2014/2015年度の過去最高値

（171.0 ブッシェル/エーカー）を上回るとの

見方に変化はなく、市場では最終的に170ブッ

シェル台半ばで落ち着くとみられている。これ

に伴って2016/2017年度の期末在庫率は16.5％

と11年ぶりの水準を回復する見込みであり、需

給緩和観測が徐々に強まってこよう。 

    

 一方で、トウモロコシと生産時期や生産地域

が重なる大豆との価格の比をみると、足元でト

ウモロコシ1に対して大豆が2.8程度と昨年同時

期の2.1程度から大豆高トウモロコシ安に傾い

ている。これを受けて、今後作付けが始まる南

米などで生産者がトウモロコシの作付面積を縮

小させ、大豆を拡大させる動きが拡がると予想

されることは、トウモロコシ価格の下支え要因

となろう。 

   （作成：マルチアセット運用部） 

 

 

 9月のトウモロコシ相場は、上旬は米国産の

大口輸出成約が複数件報告されたことなどを受

けて、輸入国が価格下落を背景に買付けを活発

化させているとの見方が拡がり、堅調に推移し

た。また、市場予想を下回る米経済指標などを

背景としたドル安の進行も、相場の支援材料と

なった。中旬は、米農務省発表の需給報告にお

いて米国産の生産高見通しが前月から小幅な下

方修正に留まったことから一旦は下落したもの

の、その後は米国中西部の一部地域において降

雨過多による作柄悪化懸念が拡がったことから

反発した。月末にかけては、米国産の収穫開始

により生産者による売り圧力が強まるとの見方

が拡がる一方、9月1日時点の米国の国内在庫が

市場予想を下回ったことから上昇するなど、一

進一退の動きとなった。 

 

 米農務省は、最新の需給報告で米国産のイー

ルド見通しを174.4ブッシェル/エーカーと前月 
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トウモロコシの割安感は強い 

記録的豊作との見方が強まる 

好調な輸出を背景に下げ一服 

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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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 

（2012～2016：5/29～9/25 週次） 
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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） 


