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マイナス金利導入後の国内債券投資の基本認識
日銀は本年1月29日の金融政策決定会合でマイナス金利政策の導入を決定した。それ以降、国内債券の利回りは大
きく低下しており、長期ゾーンの国債利回りまでマイナスとなっている。このような中、マイナス金利、マイナス利
回りという言葉が一人歩きし国内債券投資に対する漠然とした不安が企業年金の運営者の中で醸成されている感も
否めない。そこで今回は、マイナス金利政策の概要と国内債券投資に与えた影響のうち基礎的な部分について整理・
考察を行う。
■マイナス金利政策とは
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（図表3）。

※括弧内は本年 3/16 日銀発表の金額（兆円未満四捨五入）
（出所:日本銀行資料をもとにみずほ総合研究所作成）

日銀は「物価安定の目標（消費者物価前年比+2%）」
の実現を目指し、「量」「質」での異次元金融緩和 i を
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足元の状況を確認していく（図表5）。

最終利回り＋キャピタル損益＋ロールダウン効果
「最終利回り」とは、債券購入後に満期償還まで
当該債券を持ち切った場合の利回りを指す。「マイ
ナス利回り」と言われているのはこの部分に当たる。
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＜図表7＞NOMURA-BPI国債残存期間別構成比（2月末）
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2016 年 3 月時点での量的質的異次元金融緩和の内容は以下の
通り。
「量」：マネタリーベースが年間約 80 兆円に相当するペースで
増加するよう金融市場調整を行う
「質」：①長期国債について、保有残高が年間 80 兆円に相当す
るペースで増加するよう買入れを行う。買入れの平均残存期間
は 7 年～ 12 年程度とする。② ETF 及び J-REIT については、保
有残高がそれぞれ年間約 3 兆円、年間約 900 億円に相当するペ
ースで増加するよう買入れを行う。③ CP 、社債等について、そ
れぞれ約 2.2 兆円、約 3.2 兆円の残高を維持する
ii

NOMURA-BPI の銘柄組入基準は以下の通り（出所：野村證券）。
国内発行の公募固定利付円債（但し転換社債、ワラント付
社債、資産担保証券、社債担保証券、ローン担保証券、ス
テップ・アップ債、個人向け債券を除く）
②
残存額面 10 億円以上、残存期間 1 年以上
③
事業債、円建外債、 MBS 及び ABS の場合、 A 格相当以上
の格付
④
新発債の組入は、国債が発行月の翌月、金融債は発行月か
ら 3 ヶ月、その他一般債は発行月の翌々月から組入を行う。

①

■留意点等
これまで見てきたように、足元でも国内債券
（NOMURA-BPI総合）の基礎的なリターン（「最終利回
り」＋「ロールダウン効果」）はプラスとなっている
と考えられ、
「マイナス金利」あるいは「マイナス利
回り」という語感に惑わされることなく国内債券投
資を考える必要がある。
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