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「最新の航空機ファイナンス市場予測2019」では、
2019年も安定した成長と資金調達先の多様化を見込ん
でいます。航空業界はダイナミックな環境の中でも際立
つ強靭さを示し、航空輸送の強みと価値を実証していま
す。座席利用率と旅客機使用率は歴史的な高水準にあ
り、旅客輸送量は9年連続でトレンドを上回る伸び率を達
成しました。この一貫した旅客者数の増加は、引き続き好
調な航空貨物市場と相まって、原油価格の高騰や米国の
金利上昇にもかかわらず、航空業界の効率的な成長を可
能にしています。
金利上昇が緩やかで業界が

外的課題にうまく対処できて
いる限り、航空会社とレッサー
の資金調達コストは史上最低
レベルとなるでしょう。

2018年は、航空機ファイナンス
への世界的な参入拡
大、納入前の支払い能
力およびメザニンファイナンスの増大、航空機ファイナン
スに関連する法的枠組の世界的な成熟などの動きが見
られ、2019年もこれらの傾向は続くと予想されます。
レッサーは、ポートフォリオにおける直接注文の比率を拡
大しながら、新造民間航空機の納入をサポートする上で
引き続き重要な役割を担うでしょう。
総じて2019年は、引き続き多様な市場からの強力かつ

効率的な資金の流動性が期待される1年となるでしょう。
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航空業界は今日、世界で最も勢いのある産業部門の一つです。民間航空機市
場は長期にわたる需要増が見込まれています。それに伴う資金需要も世界中で
高まり、2023年には2018年比で50％近く増加すると予測されています。

2019年は、競争の激しい環境で勝ち抜くために資金提供者が商品ラインアッ
プをさらに充実させていく見通しです。航空機ファイナンスの世界も引き続きバ
ランスのとれた多様な年となるでしょう。
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タックス・エクイティ

タックス・エクイティは、依然として流動性の高
い資産に焦点を当てた比較的小さな市場ですが、
急速に成長し進化しています。その理由は、この資
金調達構造のメリットを航空会社とレッサーが認識
し、タックス・エクイティ投資家も航空機ファイナン
スに関心を寄せているからです。

満たず、上位2社のみが市場シェアの40％以上（機
数ベース）を占めていました。現在、リース会社数
は150社を超え、上位2社の占有率は市場の約
20％にとどまっています。統合する企業がある一
方、それを上回る数の企業が新規参入することによ
り、市場はますます多様化しています。

レッサーの細分化
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資本市場の動きは過去1年で増加し、現在は新
造民間航空機納入の資金調達の28％近くを占め
ています。EETC取引は前年比で減少しましたが、
高格付レッサーが資本市場を通じて資金調達を増
加させたため、相殺されています。資産担保証券
（ABS）市場も引き続き活用され、資金調達規模
は前年同様60億ドルになる見込みです。
資本市場の底堅さは、全体的に無担保の資金調
達という傾向が続くことでより強固になり、2018

年の資本市場取引の70％以上が無担保で行われ
ています。

資本市場

銀行や資本市場の投資家に航空機のノン・ペイ
メント・インシュアランス・ポリシー（ANPI）を提供
する保険市場は、他の資金調達源を補う新しく、か
つ効率的な資金調達源です。2017年に導入され
てから、航空機ファイナンスの成長領域となってい
ます。保険会社の企業連合である航空機ファイナ
ンス保険コンソーシアム（AFIC）は、2018年に30

機以上の資金調達をしました。これは2017年の数
字の2倍に当たります。
保険市場への新たな参加者がより多くのリスク

カバーのソリューションを提供する中、さらなる成
長が期待されます。

保険

1970年代初頭にスタートした航空機リース
は、今では所有されている運航中の民間航空機の
40％以上を占めており、航空機業界にとって不可
欠な存在になっています。
レッサーはバランスのとれた戦略でポートフォリ
オを構築し続けています。2018年、レッサーが関
連したボーイングの納入の50％はセールリース
バック（SLB）取引で、残り50％はレッサーの直接
注文でした。今後は、レッサーによる次世代航空機
の注文増加とSLB市場の競争激化により、航空機
の直接注文の比率が大幅に増加するでしょう。
歴史的な低金利の下、投資適格企業が無担保で

資本市場にアクセスしているため、レッサーは十分
な資金の流動性を確保し続けています。
航空機リース市場の成功は、新たな参入を促し

てきました。2002年にはリース企業は100社に

リース

セールリースバックと直接注文の比較
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セールリースバック
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ボーイングの航空機における割合



商業銀行

輸出信用機関（ECA）がサポートする取引は、主
要航空機メーカー 2社の国内ECAへのアクセス
が乏しかったことから、引き続き過去の水準を下
回りました。ボーイングの存在が拡大した地域で
は、過去12カ月、ボーイングの航空機の資金調達
に対する各国輸出信用機関の関心も高まっていま
す。しかし、これらの資金源は米国輸出入銀行の代
替になりうるほど十分ではなく、特に民間の資金調
達状況が悪化した際には米国輸出入銀行は依然と
して重要な資金調達源になります。2019年は、
市場が引き続き健全で回復力があると見込まれて
おり、輸出信用による資金調達は低水準にとどまる
でしょう。

輸出信用機関

プライベート・エクイティとヘッジファンド

低利回りが続くマクロ経済の状況は、債券投資
家による投資設定の拡大を促し、その中に航空機
も加わるようになりました。
プライベート・エクイティとヘッジファンドは、

リース料による安定したキャッシュフローや国際分
散、担保としての航空機の強力な代替性など、独
自の投資特性を持つ航空機市場に引き続き注目し
ています。2018年の取引の大部分は、レッサー
への株式投資とABSポートフォリオの購入を通じ
て行われました。

新たな資金調達源

近年の重要な変化の一つとして、航空機ファイ
ナンスの地理的多様性の拡大が挙げられます。以
前は北米とヨーロッパに集中していた航空機資金
調達への関心が、今では世界中に広がっており、
特にアジアでは顕著です。
台湾や韓国の投資家たちが勢いを増し、地方銀
行数が100行以上ある日本でも、国内の超低金
利を背景に、国境を越えた取引への参加が相次い
でいます。
さらに、大型年金や政府系ファンドのようなパッ

シブ運用による資金調達源の成長については、航
空機市場の高い成長性と業界の魅力的なリター
ンに対する認識の高まりが引き続き牽引役になっ
ています。

機体・エンジンメーカー

機体およびエンジンメーカーは2018年、民間
の資金流動性から十分に恩恵を受け、新規納入の
資金調達ができました。2019年も市場の動向が
安定したままであればこの傾向は続き、新規納入
を支える十分な資金を第三者から調達できると予
想されます。一方、市場環境が悪化した場合は、
輸出信用機関が引き続き重要な資金調達源とな
るでしょう。

新造機納入のための商業銀行の資金調達額は、
2018年に約500億ドルという記録的なレベルに
達しました。規制変更のペースが減速し、リスク調
整後利益が魅力的なことから、銀行の航空機ファ
イナンスへの資本投入が活発になりました。

銀行市場は、北米とヨーロッパに地理的に集中し
ていた状態から、真にグローバルな環境へと進化
しました。アジアは引き続き、銀行の流動性を支え
る最大の資金源であり、中国と日本で新造機納入
の全銀行借入金の40％以上を占めています。この
傾向は続き、今後20年間で約1万7,000機の新
造機がアジアに納入される見込みです。
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中古機ファイナンス市場

新造民間航空機納入の資金調達に加えて、中古機市場も
重要な資金調達と投資の機会を提供しています。現在運航
されている2万1,000機以上の民間航空機（ボーイングおよ
びエアバス）の所有者は、今後年間430億ドルの借り換え需
要を生み出します。

2018年、中古機市場は需要が供給を上回る中、強靭性を
維持しました。また、貨物市場の回復によって、旅客機から貨
物機への改造需要が増加し、航空機の残存価値を下支えしま
した。こうした要因から、中古機ファイナンス市場は引き続き
好調に推移するとみられます。

ボーイングの納入を支えるバランスのとれた資金調達

2019年におけるボーイングの民間航空機納入に対する資金調達は、航空業界全体
の傾向を反映して、銀行借入金、資本市場、現金という主要資金源の均衡が保たれる見
込みです。保険および輸出信用は納入資金の10％程度になると予想されています。

8,700億ドル
2019年運航予定の
民間航空機の総額

航空会社

レッサー430億ドル
2019年の
借り換え需要予測
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