
長期金利と株価の関係を解説 

伊勢です、 

難しい話はしたくありません。 

しかし、 

「金利と株価について」 

混乱している方が多いようです。 

投資をしていない方にとっては、 
外国語に聞こえるかもしれません。 

できるだけ、 

分かりやすく説明できるように 
がんばります。 

アレルギーを持たずに 
読んでみてください。 

・・・・・ 

実は、最近、アメリカも日本も大幅に 
株価が下がりました。 

そこで、出てきたキーワードが、 

「長期金利の利回り（金利）が上がって 
株が下がった」 

というものでした。 

この話を日本人で分かる人は 
投資をしている人だけだと思います。 

しかも、ギャンブル投資ではなく 
ちゃんとしたら投資をしている人かと 
思います。 



しかし、日本と違い、 
金融リテラシーの高い国の国民であれば 

「わかりますよ。フフ。 

何しろコロナ相場は不景気なのに 
株高、しかも、債権も同時高で 
異常事態でしたからね。 

フフ。」 

と、下手をしたら中学生でも 
答えるかもしれません。 

それくらい日本の金融リテラシーは 
低いということなのです。 

が、 

悲観はしていません。 

ニュースに長期金利の話が出てきたことが 
かなりの進化だと思います。 

多くの投資をしている人が 
長期金利に興味を持つようになった事、 

それ自体が、かなりの進歩と感じています。 

と、前置きが長くなりましたが、 
がんばって、説明します。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
長期金利は、何か？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

金利には、 

・短期金利と 
・長期金利 

があります。 



中期もあります。 

超長期もあります。 

しかし、ややこしいので、 
まずは、短期金利です。 

短期金利は、政策金利と呼ばれるもので 
中央銀行がコントロールします。 

アメリカだと、FRBです。 

現在のFRBが指定している 
FFレート（短期金利）は、 
0％～0.25％です。 

実質ゼロです。 

短期金利は、政府が決めて 
コントロールします。 

一方、長期金利は、 
市場が決めます。 

短期金利に 
＋ 
市場の思惑 
が、オンされて 
決定されます。 

今回、上がった上がったと 
騒がれているのは、この市場が決める 
長期金利です。 

長期金利は、シンプルに言うと、 
1年以上の国債の利回りの事です。 

1年以上は全て長期国債と言われますが 
もう少し細かい区分もあります。 

区分でいうと、 



短期が1年、 
中期が1年から5年、 
長期が6年から10年、 
超長期が10年以上（ウルトラ） 

です。 

で、 

今は、一年以上の長期国債の利回りが 
だいぶ上がってきました。 

そして、 

長期国債の利回りが上がると同時に 
同時に株価が下がってきていて、 

「大変だ！なんで株価が下がっているんだ？？」 

「金利と、株価の関係ってなんなの？」 

と、お祭り騒ぎになっているのが 
イマココということです。 

で、 

そもそも、長期国債の利回りは 
どうやって決まるのか？ 

を知らないと現状を理解できません。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
国債の利息は固定。 
国債の価格が下がれば、利回りは上がる 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

長期金利は、長期国債の 
利回り（金利）というのはOKでしょうか？ 

で、 

国債の利息は固定なのです。 



ここがポイントです。 

利息は固定です。 

例を出します。 

----------------------------------- 
債券価格200円　利息2円（固定）　利回り1％ 
----------------------------------- 
という債権があったとします。 

利息は固定です。 

しかし、債権自体は市場で 
取引されますので 
債券価格は変動します。 

もし、債券価格が100円に下がって 
半分になったとすると、、、 

-------------------------------------- 
債券価格100円↓　利息2円（固定）→　利回り2％↑ 
-------------------------------------- 

となります。 

ここ大事ですよ。 

利息は固定です。 

利息が2円で変わらないということは 
価格が下がったら、、、 

その分利回り（金利）を上げないと 
帳尻が会いません。 

価格が半分になったら、 
利回りは2倍になる。 

基本はこれです。 

では、もっと下がって200円の債権が 
50円円になったらどうでしょうか？ 



価格が1/4です。 

-------------------------------------- 
債権価格50円↓　利息2円（固定）→　利回り4％↑ 
-------------------------------------- 

債権の価格が下がることで 
利回りが4倍になっています。 

もうわかりましたよね、 

これが、今起きている現象です。 

めちゃくちゃ、単純な話です。 

長期の債券を誰も買わないから 
債権が暴落しています。 

結果、利回り（金利）が上がっている 
ということです。 

※厳密には、償還時の差益も影響しますが 
大枠こういう事です。 

まとめると、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
今は、誰も長期の国債を買わない 
だから、利回り（金利）が上がっている 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

そういうことです。 

この事実は、もうひとつの 
事実を示しています。 

巷で言われている 

「債権の金利があがってお得になった。 
だから株から債権に乗り換えている人がいて、 
株価が下がった」 



という説ですが、 
これは現状間違いです。 

金利があがっても、 
その分債権の価格が下がっているので 
別にお得ではありません。 

これは、 

債権を買ったことがある人なら 
わかりますが、 

いくら金利が高くても 
どこまで下がるかわからない債権は 
今は買えません。 

資産が減ることになります。 

買えないです。 

現実に、10年以上の国債ETF 
（EDV）、先物なら（ZB）などを 
持っていた人は、 

皆さん、短期の国債 
（SHY）（ZT）に乗り換えています。 

私もです。 

誰も買えないから、 
金利が上がっているのです。 

巷の評論家が 

「株を売って債権を買う」 

と言っていますが 
それは机上の空論です。 

（と、いいつつ、 
そろそろ底かなとも 
思っています） 



で、 

今、債権を買っているのは 
日銀やFRBなどの中央銀行です。 

長期金利を下げるために 
国債を購入しています。 

FRBも日銀も長期国債を自分たちで 
買い取っています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
なぜ、長期の国債を買えないのか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

今、FFレートは、ゼロです。 

しかし、もし、FRBがFFレートを 
上げてきたら、どうなるか？ 

ですが、 

FRBが決定するFFレート（短期金利）が 
上がると債権は下がります。 

基本的にはです。 

今回のように、織り込んでいる場合は 
下がらないこともありますが 
基本的には下がります。 

なぜ、下がるかといえば、 

FRBが短期金利（FFレート）をあげてから 
発行される債権の方が、利息が高くなります。 

なので、 

過去に発行された債権を買う人は 
誰もいなくなります。 

誰も買わないので債権の価格は 
下がります。 



逆にFRBが金利を下げているときは 
過去の債権の方が利息がお得なので 
値が上がります。 

すると、債権の価格は上がります。 

ざっくり説明するとそういう理由です。 

「FRBが短期金利を上げると 
債券価格は下がる」 

なので、 

今後、FRBが短期金利を上げるのが 
わかりきっている今の状況では 
債権は買えません。 

結果、債権の価格が下がり 
債権の利回り（長期金利）は 
上がることになります。 

イマココです。 

で、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
2020年FRBが金利をゼロに下げた 
国債と社債（債権）の値段は上がった 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

コロナショックで、 
金利がゼロに下がったので 
債権の値段は上がりました。 

当然の動きです。 

ぐんぐんあがりました。 

しかし、 



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
コロナ相場は、株も同時に上がる 
ハイパーモードに突入 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

コロナ相場は、少し異常でした。 

金利が下がって債権が上がる 
これはわかります。 

しかし、 

普通であれば、不景気ですから 
株は下がらないといけなかったわけです。 

しかしながら、 

債権だけではなく、 
株もぐんぐん上がりました。 

一挙両得状態が、 
2020年だったのです。 

なぜ、株まで上がってしまったのか？ 

ですが、 

各国の中央銀行がお金を 
大量にばらまいたので、 

・余ったお金が株式市場に振ってきた 
・不景気での暴落ではなくコロナでの暴落だったので 
　回復が早いと思われた 
・ハイテク株など業績好調の会社も多かったので株が上がった 

などの理由により、 

通常であれば、不景気になり下がるはずの 
株価も上がりました。 

結果、株と債権の両取りになったのです。 

そして、 



債権の価格が高いということは、、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
長期金利が、低すぎた 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

というのが今までの状況 
だったのです。 

つまり、 

今、上がった上がったと騒いでいますが 
そもそも、もともとが低すぎたと言えます。 

それが、去年末までの状況です。 

それが、 

去年末から、今年にかけて 
債権が下がってきました。 

それは、 

・本格的な景気回復 

・インフレが見えてきた 

という事があります。 

なので、 

・そもそも低すぎた債権の長期金利が上がった 

・景気の回復がはっきりと 
見えてきてインフレにもなってきたので 
通常通り債権価格が下がり長期金利があがった 

というのが最近です。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
インフレと金利の関係 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 



インフレになると金利は 
上がります。 

最近は、どうなのかと言うと 
ややインフレになってきています。 

アメリカの場合です。 

日本は、相変わらず、デフレですが 
近い将来、株高と共にインフレに30年ぶりに 
突入する可能性があると思っています。 

そして、それは貧富の差は広がりますが 
日本の復活のためには悪くないと 
個人的には思っています。 

この辺りは、過去のビデオで 
話していますのでご覧ください。 

で、 

インフレになる根拠ですが、、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
インフレ連動国債 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

インフレ率の連動して動く国債があります。 

これが、将来のインフレ予測になると 
言われています。 

実際、最近は、このインフレ連動国債が 
上がってきていますので、 

アメリカではインフレ傾向が今後 
強くなってくることがわかります。 

そして、新規の長期の社債などの債権も 
インフレを織り込んだ利息設定に 
なってきています。 



なので、FRBがFFレート（政策金利）を 
あげてくるのは間違いないと 
市場は思っています。 

それが、いつかですが、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
FRBは、2023年までは短期金利を 
上げないと言っています 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

まだ、雇用が回復していないし 
経済もおぼつかないからと言っています。 

特に白人に対して、黒人の雇用が 
相変わらず悪化しています。 

なので、低所得の人たちの雇用が 
戻るまでは、上げたくないと 
パウエル議長は思っているようです。 

しかし、一方で、 

そうは言っても、今年の末や、来年には、 
上げざるを得なくなるのでは？ 

と、市場関係者たちが 
感じはじめています。 

なので、 

近い将来、FRBが短期の 
FFレートの金利を上げるなら、 

債権は下がるということなので 
誰も買えないのです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
リスクフリーレート 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

では、今回の債権の下落とともに 
株も下落してのはなぜか？ 



という理由ですが、 

今回の株価の暴落は、 

長期金利が上がった事で 
リスクフリーレートが上がり 

その分、リスクプレミアムとの 

「差額」 

が、縮小して、結果、 

「株が割高になった」 

というのは、あると思います。 

国債は、リスクがない投資先です。 

それをリスクがある株などの投資先に 
お金を入れるなら、 

それなりのリターンが必要に 
なります。 

リスクに見合うだけの 
リターンが必要ということです。 

今回、国債の利回りがあがったので 
相対的に株の魅力が 
下がったということです。 

それは、株価下落のきっかけに 
なったのはありそうです。 

・・・・・・ 

おそらく、文章で説明するのは 
ここまでが限界だと思います。 

ここまで説明しておいて 
あれですが、 



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

株価は、人の心理が現れたものです。 
なので、明確な理由というのはありません。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

きっかけのひとつだった 
ぐらいに思っておけば良いと思います。 

だいぶ、難しい話になってしまいました。 

今、投資をしていたり 
興味がある方で、 

債権と長期金利について 
混乱していた方が 

少しでも、すっきりしてくれたら 
嬉しいです。 

それでは、また、メールします。 

伊勢隆一郎 

追伸： 

デンマークの気候変動セミナーです。 

気候変動セミナービデオ： 
https://youtu.be/1AWOiX09DSc 

アンケート： 
https://docs.google.com/forms/d/
14fPjGy9OV4Z13hkEQu2VaNK68HTgcYz8LTzRPtLi5wI 

ぜひ、ご覧ください。 

https://youtu.be/1AWOiX09DSc
https://docs.google.com/forms/d/14fPjGy9OV4Z13hkEQu2VaNK68HTgcYz8LTzRPtLi5wI
https://docs.google.com/forms/d/14fPjGy9OV4Z13hkEQu2VaNK68HTgcYz8LTzRPtLi5wI

