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要旨
投資家は利回りが過去最低水準のクレジット市場を切り抜けていくに当たり、社債とバン
クローンの相対価値評価を行う必要がある。弊社のクレジット・スプレッド・ダッシュボード
は、バンクローンが社債と比較しても、バンクローン自体の過去データと比較しても割安で
あることを示している。しかし、コール（繰上償還）リスクが当面のアップサイドポテンシャル
（価格上昇余地）をかなり抑えている。投資家はコールプロテクション（償還制限）期間の
最も長い発行市場に目を向けてみるとよい。そうすれば、BB格とB格グループではローン
の利回りと社債利回りが同程度であることに気づくだろう。
米国経済の成長は年内から2022年にかけて減速する可能性が高く、経済指標が期待外
れの内容となれば、スプレッドはワイド化しやすくなる。健全な市場調整はクレジットサイク
ルの初期段階では珍しいことではない。最もワイド化しやすいのはCCC格の社債であり、
弊社の推計によると、そのクレジットロス（注：本資料において、デフォルト後、未回収分を
クレジットロスもしくはロスと記述）調整後利回りはハイイールド債の他の格付と比較しても
最も低い。過去最低の利回り水準にあることを鑑みると、BB格とB格グループにフォーカ
スすることが賢明であり、そうすることで調整が起きた場合にポートフォリオのボラティリテ
ィを抑えやすくなるだろう。

本レポートのハイライト


弊社のクレジット・スプレッド・ダッシュボードによると、流通市場におけるローンのディ
スカウントマージンは社債スプレッドに比べて割安であり、これは指標金利の違いとロ
ーンのコールリスクがより高いことによって説明される。



向こう3～5年間のハイイールド社債の年間クレジットロス率は平均110ベーシスポイ
ント（bps）となり、過去平均の261bpsを下回ると予想される。ローンでは、年間クレジ
ットロス率は平均86bpsになると推計され、社債を下回る。これはローンの回収率が
より高いためである。



弊社が将来のクレジットロス率を推計したところ、大半のクレジットセグメントでロス
調整後の利回りがプラスとなったが、CCC格社債にはクッションがほとんどないこと
が判明した。
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マクロ経済概況
成長のピーク期を抜けつつある
「良好なファンダメンタル
ズの状況が比較的タイト
なスプレッドにもかかわら
ずクレジットリスクをとり続

2021年第2四半期には新型コロナウイルス関連の制限を打ち切る州が増え、
米国のほぼ全土で経済が完全に再開されることになった。米国ではワクチン接
種が着実に進み、人口の53％超が接種を受けた。そして、こうした状況がサー
ビスセクターの急回復に拍車を掛け、堅調な製造活動を継続させることにつな
がった。全米供給管理協会（ISM）製造業購買担当者景気指数（PMI）は6月と7

けることの裏付けとなり、

月に若干低下したものの、製造業とサービス業の両PMIは依然として最近の景

スプレッドは景気回復期

気サイクルのピーク付近にある。

の数年間にわたって現行

全米独立企業連盟（NFIB）によると、労働需要も史上最高水準にある。NFIBは、

の水準付近で推移する可

中小企業経営者のほぼ半数が7月に欠員を補充できず、調査した経営者のうち

能性がある」

欠員補充の難しさを挙げた者の比率がコロナ禍前につけた最高比率を6カ月連
続で上回ったと報じた。より多くの労働者を惹きつけるために、企業経営者は報

– スコット・マイナード
グッゲンハイム インベストメンツ
チェアマン兼グローバル CIO

酬引き上げを実施または計画しており、このような動きはこれまで上乗せ失業給
付が賃金に引けを取らない額であった低賃金セクターで特に見られる。こうした
旺盛な労働需要のシグナルを裏付けているのが消費者信頼感指数であり、同指
数では雇用機会をめぐる意識がコロナ禍前の最高水準を上回っている。
今後について、弊社は米国の経済活動が減速した場合の影響を評価中である。
第2四半期の米国の実質国内総生産（GDP）成長率は年率換算で6.6％であっ
た。前四半期比の成長率は2022年にかけてこの水準から減速すると見込まれ
る。ビジネス再開の影響は一回のみ現れ、徐々に薄れ始めるだろう。また、財政
刺激策の影響も、別の財政出動策が成立する見通しであっても、低下するだろ
う。成長のピーク期を抜けつつある中で必然的に生じるこうした活動の減速は、
成長が予想以上に減速した場合に、問題となる可能性がある。

FRB のインフレリスク見通しは、将来ではなく過去のインフレとの相関が高い
FOMC の参加者はここ 10 年以上
で最大のインフレ上振れリスクが
あるとみており、したがって、インフ
レ期待が制御不能にならないよう
に利上げ予想を示すことが賢明と
した。長期的に見れば、FRB はイ
ンフレ期待を抑制することで金融
緩和政策を維持する時間を稼いで
いることになる。

Source: Guggenheim Investments, Bloomberg. Data as of 6.30.2021. *SEP = Summary of Economic Projections.
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成長懸念を増幅させてきた 1 つの心配な傾向は従来株より感染力がはるかに
強いといわれるデルタ株などの新型コロナウイルス変異株の感染拡大である。
ワクチン接種を受けていない人々に広がるデルタ株感染や接種済みの人々の
「ブレークスルー感染」は政策当局の不意をつき、当局は次の感染拡大の波が
来る前に対策を講じようと慌てふためくこととなった。マスク義務化の再開は第
一歩であり、感染者が増加し続ければ、追加制限が課される可能性がある。幸
い、ワクチンは入院率を低下させる効果があるようで、最も感染しやすいグル
ープの接種率は一般の人々の接種率より大幅に高い。このため、景気回復を
完全に止めるロックダウンなどを実施する必要性は低下するはずだが、感染
者激増の中で感染不安が再燃し、景気減速に拍車を掛けるだろう。
インフレ率も低下する可能性が高い。その理由は足元のインフレ率上昇のほと
んどが一時的なサプライチェーンの寸断に見舞われている業種部門によるも
のだからである。今年前半、ホテル、航空運賃、自動車レンタル料などパンデミ
ック（世界的な感染拡大）の影響を直接受け、需要が供給より速く回復したセク
ターにおいて物価上昇圧力が生じた。その後、経済再開当初の勢いはもはや
失せ、デルタ株の波がこれらセクターの活動を低下させているため、同じような
物価上昇が再び起こることはまずないだろう。もう 1 つのインフレ要因は、工場
や海外輸送がフル稼働に戻っていないために生じている半導体や建築資材な
どの不足である。
これらの要因が解消し、供給が復旧するにつれて、今後数四半期のインフレ指
標の低下やインフレ期待が米連邦準備制度理事会（FRB）に利上げ予想の再考
を促すことになりそうである。FRB は 2023 年に 2 回の利上げを予想するという
意外な決断を 6 月に行ったが、弊社はこれを無責任とは考えておらず、FRB は
デュアル・マンデート（物価の安定と完全雇用）の達成に忍耐強く取り組む意向な
のだと解釈している。四半期ごとに発表される『経済見通し』では、米連邦公開市
場委員会（FOMC）の参加者はここ 10 年以上で最大のインフレ上振れリスクが
あるとみており、したがって、インフレ期待が制御不能にならないように利上げ予
想を示すことが賢明としている。長期的に見れば、FRB はインフレ期待を抑制す
ることで金融緩和政策を維持する時間を稼いでいることになる。
パウエル FRB 議長によれば、FRB はテーパリング（資産購入の縮小）を 2021
年に開始する可能性が高いようだが、以前指摘したように、デルタ株の感染拡
大が続けば、テーパリングは遅れて 2022 年にずれ込むリスクがある。弊社と
しては、インフレ率の低下に伴うと共に、FRB が歴史的に最もタイトな労働市
場を目指していることもあり、利上げが 2025 年まで先送りされる可能性が高
いと引き続き考えている。こうした FRB の忍耐強い姿勢はクレジット環境の支
援材料となり、デフォルト件数の低位推移やプラスのリスク調整後リターンをも
たらすことになる。米国の実質金利は相当低いマイナスの水準にとどまる可能
性が高く、インカム投資家が利回りを追求する中でクレジットセクターをさらに
下支えしていくだろう。

Guggenheim Investments

High-Yield and Bank Loan Outlook | Third Quarter 2021

4

年初来の市場動向
年初から 8 月末までのトータルリターンは、ICE バンクオブアメリカ・ハイイールド・
インデックスが 4.4％、クレディスイス・レバレッジドローン・インデックスが 3.9％で
あった。スプレッドは年初来、社債で 69bps、ローンで 37bps タイト化した。スプレ
ッドが史上最もタイトな水準に近づいており、利回りが依然として過去最低付近に
とどまっていることから、スプレッドのタイト化ペースは減速してきた。ハイイールド
社債の利回りはわずか 3.9％で 8 月を終え、（3 年後にリファイするという前提）ロ
ーンの平均利回りも 4.8％にすぎない。
今後、経済活動が減速すると、資産価格が下落する可能が高まる。クレジットスプ
レッドは従来、製造活動が活発になるとタイト化し、活動が鈍化するとワイド化する。
2021 年下半期から 2022 年上半期にかけては、ベース効果により、活動の変化率
が落ち込むと見込まれる。ということは、投資家がクレジットの質を上げないといけ
ないということだが、プラス成長が依然見込まれるため、当セクターを避ける必要は
ないと思われる。

経済活動がピークを打つと、スプレッドの前途に暗雲
今後、経済活動が減速すると、資
産価格が下落する可能が高まる。
クレジットスプレッドは従来、製造
活動が活発になるとタイト化し、活
動が鈍化するとワイド化する。

Source: Guggenheim Investments, Bloomberg, Bloomberg Barclays, Credit Suisse. Data as of 7.31.2021.

ファンダメンタルズの改善と緩い融資スタンスは引き続き、デフォルトが低位で
推移するという予想を裏付けている。レバレッジドクレジット発行体は全体で、
2021 年第 2 四半期の収益が前年同期比で 40％伸びた。2021 年（通年）の前
年比伸び率は 20％になると予想される。
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四半期ベースの収益と利益はパンデミック前の水準を上回る
レバレッジドクレジット発行体は全
体で、2021 年第 2 四半期の収益
が前年同期比で 40％伸びた。
2021 年（通年）の前年比伸び率
は 20％になると予想される。

Source: Guggenheim Investments, S&P Capital IQ. Data as of 8.30.2021, based on Q2 2021 financials. Forwardlooking estimates are based on median analyst expectations. Data are based on 467 companies that are rated highyield by S&P where analyst estimates are available for each of the next two quarters, and where actual quarterly data
is available since Q2 2018. This does not control for rating changes, so historical data may include companies that
were not previously rated below investment grade.

四半期ベースの支払利息・税金・減価償却・償却控除前利益（EBITDA）は現在、
パンデミック前の水準を 15％上回っている。第 2 四半期の EBITDA 総額は前年
同期から倍増し、暦年（通年）ベースでは前年比 65％増になると予想される。グロ
ス・レバレッジ・レシオの中央値は 4.0 倍であり、2021 年末までにさらに低下すると
見込まれる。

利益の伸びはマーケットのレバレッジ低下への一助となるか
第 2 四半期の EBITDA 総額は前
年同期から倍増し、暦年（通年）ベ
ースでは前年比 65％増になると
予想される。グロス・レバレッジ・レ
シオの中央値は 4.0 倍であり、
2021 年末までにさらに低下すると
見込まれる。

Source: Guggenheim Investments, S&P Capital IQ. Data as of 8.30.2021, based on Q2 2021 financials. Gross
leverage measured as total debt / earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization. Data are based on
467 companies that are rated high-yield by S&P where analyst estimates are available for each of the next two
quarters, and where actual quarterly data is available since Q2 2018. This does not control for rating changes, so
historical data may include companies that were not previously rated below investment grade.
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目下のところ、弊社の格付推移やデフォルトの予想を修正する理由はない。具体
的には、向こう 3～5 年間のハイイールド社債の年平均クレジットロス率は 110bps
と予想され、過去平均の 261bps を下回る。また、ローンの年平均クレジットロス率
は 86bps と予想され、社債を下回るが、これはローンの回収率が社債より高いた
めである。

ローンが「割安」に見える理由
弊社のクレジット・スプレッド・ダッシュボードでは、クレジット市場全体のリスクプレ
ミアムをモニターしているが、バンクローンは社債に比べて割安に見える。BB 格ロ
ーンのディスカウントマージンは 311bps であるが、BB 格社債のオプション調整後
スプレッドは 231bps である。B 格ローンと CCC 格ローンのディスカウントマージン
はほぼ同じ格付の社債のスプレッドよりそれぞれ 63bps と 285bps 高い。しかし、
これはいささか不自然である。なぜなら、ローンのディスカウントマージンが 3 カ月
ロンドン銀行間取引金利（Libor）に対する値であるのに対して、社債スプレッドは米
国債に対するスプレッドであるからだ。また、スティープなイールドカーブはディスカ
ウントマージンを比較的大きく見せる。

ローンのリスクプレミアムは社債より大きい
バンクローンは社債に比べて割安
に見える。BB 格ローンのディスカ
ウントマージンは 311bps である
が、BB 格社債のオプション調整後
スプレッドは 231bps である。B 格
ローンと CCC 格ローンのディスカ
ウントマージンはほぼ同じ格付の
社債のスプレッドよりそれぞれ
63bps と 285bps 高い。

Source: Guggenheim Investments, Credit Suisse, Bloomberg. Data as of 8.27.2021. Y-axis shows spreads expressed
as historical percentiles, with historical max shown as the 100th percentile and historical min shown as the 0th
percentile. Historical data since January 1992.

ベンチマーク金利の違いを考慮して調整するには、利回りを比較するとよい。（3 年
テイクアウト）ローンの平均利回りは 4.8％であり、ハイイールド社債の平均利回り
を 90bps 上回る。これはローン市場の平均信用格付が B 格に低下し、ハイイール
ド社債インデックスの平均格付である B＋～BB－を下回ったためである。2 つのセ
クター間の利回りやスプレッドの比較は、格付プロファイルに応じて調整する必要
がある。
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格付構成の変化がバリューの差を一部説明している
ローン市場の平均信用格付は B
格に低下し、ハイイールド社債イン
デックスの平均格付である B＋～
BB－を下回った。2 つのセクター
間の利回りやスプレッドの比較
は、格付プロファイルに応じて調
整する必要がある。

Source: Guggenheim Investments, Credit Suisse. Data as of 6.30.2021. Based on index-eligible debt only for the
Credit Suisse Leveraged Loan Index and the Credit Suisse High Yield Index.

格付に応じて調整を行えば、流通市場の利回りに大した差は見られない。2021 年
における BB 格社債の利回り（現在 3％）と BB 格ローンの利回り（現在 3.5％）の
差はこれまでのところ平均 12bps にすぎない。従来、返済順位と回収率がより高
いことから、ローンの利回りは社債の利回りより低い。こうした関係において平均回
帰の可能性を考える場合、主要な制限要因となるのはコールリスクである。

インデックスにおいて 2021 年に繰上償還又はリファイナンスが行われた割合
クレディスイス・レバレッジドローン・
インデックスでは年初来、インデック
ス構成銘柄の約 28％が繰上償還
されたが、ハイイールド社債インデ
ックスではわずか 13％である。

Source: Guggenheim Investments, Credit Suisse, ICE Index Services, Bloomberg. Data as of 8.30.2021.
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クレディスイス・レバレッジドローン・インデックスでは年初来、インデックス構成銘
柄の約 28％が繰上償還されたが、ハイイールド社債インデックスではわずか
13％である。これはローンのコールプロテクションが社債より弱いためである。イー
ルド・トゥ・ワースト（繰上償還日と予定償還日を考慮し求められる最低利回り）で見
ると、足元の取引価格より低い価格で繰上償還される可能性がある多くのローン
でインプライドイールドがマイナスとなっている。したがって、ローン価格が上昇して
値上がり益が得られる可能性はより限定的である。
コールリスクをマネージする１つの方法は、プライマリー市場での投資機会を確保
することである。プライマリー市場では、コールプロテクションの期間が長めで、投
資家需要を喚起するために新発ローンが額面を下回る価格で発行されるローンが
多い。BB 格ローンと BB 格無担保社債の 8 月の新規発行利回りはともに 3.9％で
あり、これを弊社の予想クレジットロス率に照らしてロス調整後利回りに換算する
と、いずれも 3.8％となる。この場合、両格付カテゴリーは弊社が想定するクレジッ
トリスクに釣り合いが取れていると言える。
8 月は、新発 B 格ローンの利回りが 5.2％、新発 B 格社債の利回りが 5.3％であ
った。ロス調整後利回りはそれぞれ 4.5％、4.1％となる。B 格ローンの方が投資妙
味がやや高いように見えるが、ロス調整が将来の予想デフォルト率と予想回収率
（正確であるとは限らない）に基づくことを考えると、どちらの利回りも同じようなも
のと結論づけられる。
新発 CCC 格ローンの供給は一般に少なく、8 月は皆無であった。そこで、セカンダリー
市場に目を向け、同市場の CCC 格ローンのロス調整後利回りを推計すると、6.6％と
なる。しかし、B 格ローンに対する利回り上乗せ分は以前に比べて小さく、CCC 格ロー
ンは B 格ローンに比べて価格上昇余地が限定的であることに注意されたい。

弊社の予想信用コストに基づくと、ロス調整後のクレジット利回りはプラスとなる
8 月は、新発 B 格ローンの利回り
が 5.2％、新発 B 格社債の利回り
が 5.3％であった。ロス調整後利
回りはそれぞれ 4.5％、4.1％とな
る。B 格ローンの方が投資妙味が
やや高いように見えるが、ロス調
整が将来の予想デフォルト率と予
想回収率（正確であるとは限らな
い）に基づくことを考えると、どちら
の利回りも同じようなものと結論づ
けられる。

Source: Guggenheim Investments, ICE Index Services, Credit Suisse, Moody’s Investors Service. Data as of
8.27.2021.*Based on August average primary market yields for BB-rated and B-rated categories, and August average
secondary market yields for CCC-rated categories due to few observations in the primary market. Conventional yields
are shown yield to worst for high-yield corporates and 3-year yield for bank loans.
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弊社の予想クレジットロス率は、新発 CCC 格社債にはダウンサイドシナリオに
対するクッションがほとんどないことを示唆している。向こう 3～5 年間の CCC 格
社債のロス率は平均 535bps（過去 20 年の平均 691bps を下回る）と考えられ
る。したがって、CCC 格社債のロス調整後の平均利回りはわずか 1.8％となる。
結局のところ、トータルリターンはさらにインデックスの格付推移やローンとハイ
イールド債の繰上償還可能性の違いによる影響も受ける可能性がある。例え
ば、弊社の 2021 年第 1 四半期の『ハイイールド債とバンクローンの見通し』で
は、ハイイールド債インデックスの平均格付がどのように改善してきたかについ
て考察した。発行体の格付が引き上げられると、そのスプレッドはタイト化す
る。厳しいコールプロテクションが付いている社債は、値上がり益を得られる可
能性が高くなる。しかし、ローンのプロテクションはより限定的であるため、発行
体が格上げ後にリファイナンスを検討する可能性があり、トータルリターンが抑
制される。バンクローンとハイイールド債を比較して各市場の投資機会を発掘
しようとする場合、調整後利回りとトータルリターンはどちらも重要である。

投資への示唆
前のセクションではスプレッドとロス調整後利回りに焦点を当てたが、債券とバンク
ローンの価値を比較する場合に検討すべき要素は他にも多数ある。例えば、社債
市場においてはエネルギー企業が多いことなど、業種特性の違いにより、価値や
ボラティリティに大きな差が生じることがある。また、ハイイールド社債は標準決済
に 2 日を要するが（より早い決済も可）、ローンの決済は平均 10～14 日かかるた
め、投資家は自らの流動性選好も考慮したほうがよい。
さらに、ローン発行体の 60％が非上場企業であり、透明性が低いため、ローンのクレ
ジットファンダメンタルズの分析にはより多くの手間と資源が必要になることがある。こ
れに対して、ハイイールド社債では非上場企業による発行は 35％にすぎない。
そのほか、投資家は自らの金利見通しも考慮する必要がある。ローンは変動金利
のため金利ボラティリティの影響をあまり受けず、一般に利上げ局面で有利にな
る。しかし、金融政策の変化に伴い金利が低下すると市場が判断すれば、デュレ
ーションという構成要素が債券に有利に働く可能性がある。とは言え、金融緩和政
策が今後数年間の長期にわたって続けば、両資産クラスのスプレッドはその恩恵
を受けるのではないかと予想される。
このような環境において、ハイイールド社債とバンクローンのそれぞれにおける
様々なサブセクターで、またとない投資機会を提供している。適切に分散化された
クレジットポートフォリオには、両資産クラスの価値（投資妙味）に大差がないこと
を踏まえ、両資産クラスを組み入れるべきである。
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重要な通知及び表明事項
指数及びその他の定義
ここに表示された指数は、運用されているものでなく、直接投資の対象とすることはできません。指数のパフォーマンスは取引コスト、報酬
または費用を含みません。
Credit Suisse Leveraged Loan Index は、投資可能な米ドル建レバレッジ・ローン市場をトラックします。これは、「5B」またはそれ以下
のローンから構成され、この指数に含まれる最も高いローンは、ムーディーズ/SP の格付において Baa1/BB+または Ba1/BBB＋です。す
べてのローンは、先進国に所在する借手による最低 1 年満期の借入れ済みタームローンです。
Intercontinental Exchange (ICE) Bank of America Merrill Lynch High-Yield Index はハイイールド債の一般的に使用されるベンチ
マーク指数です。
S&P 500 Indexは、米国において活発に取引されている500銘柄の株式を時価加重平均したものであり、経済全般の動向の尺度となるべく構築さ
れ、すべての主要産業を含みます。

ベーシス・ポイント(bps)は、ある商品の価値または利回りの変化を表すために用いられる計測単位です。1ベーシス・ポイントは、0.01%と
同一です。
3年満期割引マージン（dmm）は、割引マージンとも呼ばれ、ローンの平均残存期間を3年と仮定した場合の、ローンのリファイナンス利回
りから現在の3ヶ月間のLiborレートを差し引いたものです。
London Interbank Offered Rate (Libor) とは選ばれた銀行グループが無担保の短期資金調達のために互いに請求するベンチマークレートの
ことを言います。
Spreadとは、同様の満期の米国債の利回りとの差を言います。
EBITDAとは、利払い・税引き前・償却前利益のことを指しており、事業の収益力の指標として標準的に使用されています。
リスクに対する考察
債券投資は、信用リスク、流動性リスク、金利リスクおよび商品によってはカウンターパーティーリスクを負っています。これらリスクは、投
資が、一つの発行体、産業、地域または国に集中している限りにおいて、増大する可能性があります。一般に、債券投資の市場価値は、
とりわけ、元となる債務の対象債務者または合成証券の場合は参照対象債務の債務者もしくは発行者の財務状況、経済全般の状況、特
定の金融市場、政治的イベント、ある特定の産業の発展またはトレンドの状況及び適用金利水準の変動状況に応じて変動します。債券投
資には金利上昇に伴い価値が下落する恐れがあります。
バンクローンは、通常投資適格未満であり、様々な理由により非収益化、または不良化することがあります。非収益化した、または不良化
したローンは、実態的に新しい条件のための交渉又はリストラクチャリングを必要とすることがあり、それが、とりわけ、利率の相当な減
免、ローン元本の相当な償却等の結果となることがあります。加えて、特定のバンクローンは、高度にカスタマイズ化されているので、公に
取引される証券に比べ容易に売買できないことがあります。セカンダリー取引市場においては、制約が課せられる場合があり、適切なレベ
ルの流動性が確約されるわけではありません。ある種の銀行ローンにおいては、譲渡に当たって制約が課せられる場合があります。バン
クローンに関連するリスクは、一般的に、プレミアムまたはペナルティーの受け払いなくいつにても繰り上げ償還が発生する可能性を含み
ます。ハイ・イールド・デット証券は投資適格証券と比較してより大きいクレジットリスクと流動性リスクを負っています。
ハイ・イールド・デット証券は、一般に無担保であり、当該発行体の一部の他の債務よりも劣後することがあります。ハイ・イールド・デット証
券が低格付けであり、投資適格未満のローンであることは、発行体の財務状況、経済全般の情勢又はこれら双方が不利に変化した場合
に、元本又は金利の支払い能力を毀損する可能性がより大きいことを反映しています。投資適格未満の格付の証券は、一般に「ジャンク・
ボンド」と呼ばれています。ハイ・イールド・デット証券のリスクは、とりわけ下記を含みます。 (i) 流動性及びセカンダリー市場のサポートが
限られていること、 (ii) 適用金利水準の変化により市場において相当程度のボラティティが生ずること、(iii)ハイ・イールド・デット証券の発
行者の収入が、 債務の返済にあたり不十分となる可能性があること、並びに (iv) 金利上場局面、経済の下降局面又はこれら双方によ
り、このようなハイ・イールド・デット証券の発行体の信用力低下及び潜在的な倒産の可能性。経済情勢の悪化又は金利上昇により、ハ
イ・イールド・デット証券の市場が著しく毀損されることがあり、発行済のハイ・イールド・デット証券の価値及び当該発行体の元利金の返済
能力に悪影響を及ぼす可能性があります。ハイ・イールド・デット証券の発行体は、レバレッジ比率が高いことがあり、従来からある資金調
達ができない可能性があります。
本資料は専ら情報提供もしくは教育目的のためにのみ配布されており、いかなる有価証券、投資戦略または投資商品に関して、投資助言
または推奨をするものではありません。この資料はフィデューシャリー義務の立場から提供されたものではなく、投資決定を行うための十
分な根拠となることを意図したものとみなすべきではありません。また、特定の有価証券の売買に関する勧誘とみなしてはなりません。 本
資料は、会計、法務または税務上のアドバイスを供与するという考えから頒布するものではありません。これらの問題については、貴社の
法律または税務上のアドバイザーに助言を求めてください。
本資料は、著者の意見を含みますが、グッゲンハイム・パートナーズまたはその子会社の意見を含むものとは限りません。著者の意見
は、予告なく変更することがあります。本資料に含まれる将来にむかっての表明、予測および一定の情報は、自社または他社の調査およ
び他の情報源に基づくものです。本資料に含まれる情報は、信頼に足ると信ずる情報源より取得していますが、その正確性を保証するも
のではありません。本資料の如何なる部分も、グッゲンハイム パートナーズLLCの書面による明示的同意なしには、如何なる方法であ
れ、複製し、または引用することはできません。過去のパフォーマンスは、将来の結果を暗示するものではなく、そのような情報に基づく判
断につき、現時点における正確性、責任を表明または保証するものではありません。
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グッゲンハイムの投資プロセス
グッゲンハイムでは、行動バイアスを軽減し、より優れた意思決定のつながるように設計された体系的で規律をもった
投資プロセスに基づいて債券ポートフォリオの運用を行なっています。弊社の投資プロセスでは、最良のリサーチとア
イデアをマクロリサーチ、セクターチーム、ポートフォリオ構築およびポートフォリオマネジメントの 4 つの機能を、専門
性に応じて分離しています。このプロセスにより、特定の個人やグループに依存することなく、認知バイアス、衝動的
な判断、その他行動ファイナンスに基づく意思決定の落とし穴を避けることを目的としています。魅力的なリスク調整
後リターンを提供する投資機会を追求するため、弊社のアセットアロケーションは広く採用されているベンチマークとは
大きく異なっております。

グッゲンハイム インベストメンツについて
グッゲンハイム インベストメンツは、グッゲンハイム パートナーズのグローバル資産運用および投資助言部門です。
債券、株式およびオルタナティブ戦略の資産合計は 2,550 億ドル 1 に上ります。グッゲンハイムでは保険会社、企業、
公的年金基金、ソブリン・ウェルス・ファンド、基金・財団、コンサルティング会社、資産運用会社、富裕層投資家のお
客様のリターンとリスクのニーズに重点をおいています。弊社の 275 名以上の投資専門家は、市場トレンドを理解し、
しばしば複雑で十分な調査が行われていない分野で見過ごされている投資機会を見つけ出すため、厳密な調査を行
っています。この投資運用アプローチによって、グッゲンハイムは投資の分散と魅力的な長期的成果を実現する革新
的な戦略を実行しております。

グッゲンハイム パートナーズについて
グッゲンハイム パートナーズは 3,250 億ドル 2 以上の資産を運用している世界的な投資助言会社です。投資運用業
務、投資銀行業務、保険サービスの弊社の 3 つの主要ビジネス全てにわたり、革新的なソリューションによって大きな
成果を生み出してきました。世界中の拠点に 2,300 人以上の専門家を擁する弊社は、お客様の戦略的利益を前進さ
せ、卓越かつ一貫した長期的な結果を生み出すことに力を尽くしています。弊社のウェブサイト
（GuggenheimPartners.com）やツイッター（twitter.com/guggenheimptnrs）にて、当社の高度な専門性と価値につい
てさらに詳しくご覧ください。
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