
第７章 債券業務

『外務員必携・練習問題』における配点＆出題形式 (満点：300点)

1題あたり 問題数 得点

○×問題 2点 5問 10点
５肢選択問題 10点 3問 30点

合計 8題 40点

合格ライン＝ 40× 0.7＝ 28点
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〇×問題
次の文章について、正しい場合は〇の方へ、正しくない場合は×の方へマークしなさい。

(1) 債券とは、国や地方公共団体、事業会社や金融機関などが、投資者から資金を調達した見返り
に発行する証書であり、借用証書としての役割をもつ。
【答え】：〇 【参照】１ (1)

【解説】

(2) 投資元本に対する 1年当たりの利子の割合 (％)を利回りという。
【答え】：× 【参照】２ (5)

【解説】利回りは、利子 (インカムゲイン)だけでなく、売買差損益 (キャピタルゲイン・ロス)も
考えたものです。

(3) 額面に対する 1年当たりの利子の割合 (％)を利回りという。
【答え】：× 【参照】２ (4)

【解説】利回り → 利率

(4) 債券は、償還期限が決まると、特別な理由がない限り途中で償還されることはない。
【答え】：× 【参照】２ (2)

【解説】「期中償還」という償還方法もあります。

(5) 債券は、期間途中で償還されることもある。その場合、償還される時期と額面金額が、発行時
に決められている。
【答え】：× 【参照】２ (2)

【解説】期中償還には定時償還と任意償還とがあり、これは、定時償還の説明です。任意償還では、
発行者の都合で随時償還を行うことができます。

(6) 額面金額に対する 1年当たりの利子の割合 (％)を利率という。
【答え】：〇 【参照】２ (4)

【解説】「額面金額に対する」が重要です。
債券投資計算

(7) 投資者が、ある債券を期間途中で購入し、最終償還期限まで保有した場合の 1年当たりの利子
と 1年当たりの償還差損益の合計額の投資元本に対する割合 (％)を、所有期間利回りという。
【答え】：× 【参照】４ (3)

【解説】所有期間利回り → 最終利回り

(8) 最終利回りとは、新規発行された債券を発行価格で買い付け、そのまま売却せず最終償還期限
まで保有した場合の利回りである。
【答え】：× 【参照】４ (3)

【解説】最終利回り → 応募者利回り

(9) 利回りと残存期間が同じの利付債券の銘柄については、一般に、利率の高い銘柄ほど単価も高い。
【答え】：〇 【参照】４ (5)

【解説】覚え方：「利回り＝利率 − 買値 (単価)」において、左辺が一定ですから、右辺にある利率
と単価は、増減が一致します。

(10) 利率と残存期間が同じの利付債券の銘柄については、一般に、利回りの高い銘柄ほど単価は低い。
【答え】：〇 【参照】４ (5)

【解説】覚え方：「利回り＝利率 − 買値 (単価)」において、右辺の利率が一定ですから、左辺の利
回りと右辺で「−」の付いた単価は、増減が逆になります。

(11) 一般に、債券の経過利子の計算に用いる経過日数とは、直前利払日から受渡日までの日数である。
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【答え】：× 【参照】４ (8)

【解説】直前利払日 → 直前利払日の翌日。受渡日であって、約定日ではないことにも注意。

(12) 国内債券を売買する際の経過利子は

年利子額× 経過日数
365

によって求められる。
【答え】：〇 【参照】４ (8)

【解説】試験では、閏年のことを考える必要は生じないでしょう。

(13) 債券は有価証券であるが、発行時に債券を購入した投資者は、償還期限の前に他者へ売却する
ことはできない。
【答え】：× 【参照】５ (1)

【解説】債券は他社に売却可能です。

(14) 物上担保債とは、発行者の保有する土地、工場、船舶など特定の財産を担保に付けた債券である。
【答え】：〇 【参照】５ (3)

【解説】債券に付く担保として、他に政府保証債、一般担保債がある。

(15) 長期国債（10年利付国債）は、発行市場において我が国の債券市場の中心的銘柄であり、その
発行条件は、他の年限の国債、その他の国内債の指標となっている。一方流通市場では、中期国
債（5年利付国債）が、中心的銘柄であり、その流通利回り市場でが注目されている。
【答え】：× 【参照】６ (1)

【解説】長期国債（10年利付国債）は、発行市場、流通市場の双方において中心的銘柄である。

(16) 変動利付国債は、期間 15年で、利率が年 2回の利払日ごとに市場実勢に応じて変化する債券で
ある。
【答え】：〇 【参照】６ (1)

【解説】変動金利の国債には、他に個人向け国債 (10年満期)があります。

(17) 中期国債の期間は 2年である。
【答え】：× 【参照】６ (1)

【解説】2年、5年の 2種類があります。

(18) 超長期国債は、価格競争入札による公募入札によってのみ発行される。
【答え】：× 【参照】６ (1)

【解説】期間 40年の超長期国債は、イールド競争入札・ダッチ方式です。いずれに関しても、国債
の中で異彩を放っています。

(19) 中期国債は、価格競争入札による公募入札方式で発行される。
【答え】：〇 【参照】６ (1)

【解説】国債の多くは、価格競争入札による公募入札方式で発行されます。

(20) 国庫短期証券は、「TDB：トレジャリー・ディスカウント・ビル」とも呼ばれ、償還期間が 2か
月、3か月、6か月、ないし１年の割引債である。【答え】：〇 【参照】６ (1)

【解説】国債の中で、割引債である銘柄は、(ストリップス国債を除けば)これだけです。

(21) 個人向け国債は、購入者を個人に限定した固定金利型国債であり、利払いは年 2回である。
【答え】：× 【参照】６ (1)

【解説】個人向け国債のうち、期間 3年、5年のものは固定金利、期間 10年のものは変動金利です。

(22) 個人向け国債は、原則として中途換金できない。
【答え】：× 【参照】６ (1)
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【解説】発行から 1年を過ぎれば、一定の条件のもとに中途換金できます。

(23) 物価連動国債とは、物価の増減に伴って金利が変動する国債である。
【答え】：× 【参照】６ (1)

【解説】金利 → 元金額

(24) 国債は、国の予算を補うために発行され、その発行根拠法により分類される。国債のうち公共
事業費、出資金及び貸付金の財源に充てるため、財政法に基づき発行されるものは建設国債であ
り、特例国債とも呼ばれる。
【答え】：× 【参照】６ (1)

【解説】建設国債は、財政法 4条に基づき発行されるので、別名「4条国債」とも呼ばれます。

(25) 国債のうち、国債の償還財源を調達するために国債整理基金特別会計法に基づいて発行される
のは、特例国債である。
【答え】：× 【参照】６ (1)

【解説】特例国債は赤字国債の別称で、特例公債法に基づき発行されます。問題文は、
かりかえさい

借換債に関
する記述です。

(26) 建設国債を発行してもなお歳入不足が見込まれる場合に、特例公債法を根拠として発行される
国債を赤字国債 (特例国債)といい、公共事業費等に充てられる。
【答え】：× 【参照】６ (1)

【解説】赤字国債 (特例国債)は、公共事業費等以外に充てられます。

(27) 全国型市場公募地方債を発行できるのは、すべての都道府県と一部の政令指定都市に限定され
ている。
【答え】：× 【参照】６ (2)

【解説】「すべての」都道府県と「一部の」が逆。

(28) 銀行等引受地方債を発行できる団体は、一部の都道府県とすべての政令指定都市に限定されて
いる。
【答え】：× 【参照】６ (2)

【解説】これは、全国型市場公募地方債に対する説明です。銀行等引受地方債を発行できる団体に
は、市、区まで含まれます。

(29) 元利払いについて政府の保証付きで発行される政府保証債は、国債の一種である。
【答え】：× 【参照】６ (3)

【解説】政府保証債は、政府関係機関債 (特別債)の一種です。

(30) 地方公共団体が設立した公社が発行する債券を地方公社債という。
【答え】：〇 【参照】６ (4)

【解説】

(31) 利付金融債の発行方式には募集発行と売出発行の 2通りがあり、募集発行は法人消化を主体と
し、売出発行は個人消化を主体とする。
【答え】：〇 【参照】６ (5)

【解説】

(32) 事業債とは、民間事業会社の発行する債券であり、銀行債はこれに含まれない。
【答え】：× 【参照】６ (6)

【解説】銀行債およびNTT、JR、JTが発行する債券も事業債です。

(33) 特定社債とは、資産の流動化に関する法律に規定された特定目的会社が、金銭債権、不動産な
どの様々な資産を資金調達者から譲り受け、この資産を裏付けとして発行する資産担保証券であ
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(95) 残存期間 5年、年利率 2.2％の利付債券について、最終利回りが 2.0％となるように購入した場
合の購入価格として正しいものの番号を一つ選びなさい。

（注）答えは、小数点第 2位以下を切り捨てること。

1. 98.88 (円)

2. 99.96 (円)

3. 100 (円)

4. 100.04 (円)

5. 100.90 (円)

【答え】：５ 【参照】４ (6)

【解説】最終利回りを求める公式において、購入価格を x とおいて方程式を立てます。償還される
価格は、額面＝ 100円であることを忘れずに。

2 =
2.2 + 100− x

5
x

× 100

これを解いて行きます。

2x =
(
2.2 + 100− x

5

)
× 100 ◦◦◦両辺を x 倍した

2x = 220 + 20(100− x) ◦◦◦右辺を計算した。上の式の括弧に注意！
22x = 220 + 2000 ◦◦◦−20x を移項した

x = 2220
22

= 100.90 (円) ◦◦◦両辺を 24で割った

つまり、この条件の利付債券の場合、単価 100.90円で購入すれば、最終利回りを 2％にすること
ができることがわかりました。
〈注〉目標利回り：2.0％が、利率：2.2％よりも低く設定されていますから、売買差損益の方はキャ
ピタルロスでOKということになります。よって、求める購入価格は、償還される価格である額
面＝ 100円よりも高くなることがわかります。
〈別解〉
「方程式」が苦手な人は、次の公式に当てはめます。

買付価格 =
(利率×残存年数) + 100(
利回り
100

×残存年数
)
+ 1

=
(2.2× 5) + 100(

2
100

× 5
)
+ 1

= 111
1.1

= 100.90 (円)
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(96) 利率年 2.6％、残存期間 7.5年、購入価格 103円の利付債券の直接利回りとして正しいものの番
号を一つ選びなさい。

（注）答えは、小数点第 3位以下を切り捨てること。

1. 0.38％

2. 2.13％

3. 2.52％

4. 2.6％

5. 2.91％

【答え】：３ 【参照】４ (7)

【解説】直接利回り (直利)の計算では、利子 (インカムゲイン)のみを考えます。償還した際の売
買差損益 (キャピタルゲイン)は関係ないので、「残存期間」は関係ありません。

直接利回り (％) =
利率

購入価格
× 100

= 2.6
103

× 100 = 2.52(％)
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(97) ある投資者が、額面金額 500万円、年利率 1.6％の利付国債を以下のように売却した。このとき
の経過利子と、それを計算する際の経過日数との組み合わせとして正しいものの番号を一つ選択
しなさい。

（注）経過利子の計算では、小数第 1位以下を切り捨てること。

直前の利払日 ： 2017年 5月 20日
約定日 ： 2017年 7月 12日
受渡日 ： 2017年 7月 14日

次の利払日 ： 2017年 11月 20日

1. 経過日数は 55日、経過利子は 11,835円

2. 経過日数は 55日、経過利子は 12,054円

3. 経過日数は 56日、経過利子は 12,273円

4. 経過日数は 56日、経過利子は 12,821円

5. 経過日数は 129日、経過利子は 28,273円

【答え】：２ 【参照】４ (8)

【解説】まず、経過日数を求めます。これは、直前の利払日の翌日：2017年 5月 21日から、受渡
日：2017年 7月 14日までの日数です。

5月：21日～31日→ 31− 20 = 11日間

6月：1日～30日→ 30日間

7月：1日～14日→ 14日間

∴ 経過日数 =11 + 30 + 14 = 55日間

次に、経過利子を求めます。この額面金額に対する 1年間の利子は

500万円× 1.6
100

=
800万円

100
= 8万円

よって、

経過利子 =年間利子× 経過日数
365

=8万円× 55
365

=12,054円 (端数は切り捨て)
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