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「2016年の航空機ファイナンス市場予測」
では民間航空機の主要なファイ

ナンス・セクターが堅調さを維持すると見込んでいます。
この予測は市場参加者が増加していることと、民間航空機
の買い手に向けた魅力的なプライシングの資金調達オプ
ションが安定して増えている傾向を受けたものです。民間
航空業界の強固なファンダメンタルズと、新規・既存双方
の金融機関や投資家からの関心に下支えされ、航空機ファ
イナンス業界は2016年も成功を収める状況にあると私
たちは考えています。

2016年、航空機ファイナンス業界では新造民間航空機
のデリバリーに約1,270億ドルの資金が供給されると予想
しています。この資金全体の約3分の2が資本市場と民間
銀行から調達され、そのほとんどは新造機デリバリーの約
40％を支えるレッサーに流れるものとみられます。歴史的
にみても低調な輸出信用の利用は、民間市場の流動性の
奥深さと幅広さによって今後も同様の傾向が続くでしょう。
航空機ファイナンス市場の持続的な堅調さを牽引して
いる最大の要因は、航空業界の健全なファンダメンタルズ
と民間航空機に対する均衡のとれた需給関係です。航空
交通量は長期的トレンドを上回るペースで成長中で、航空
機利用と有償座席利用率はともに上昇。機材更新の需要
は高止まりし、世界の航空各社は過去最高の営業成績と
利益をあげています。ボーイングの「最新市場予測」で概
説しているように、こうした激しい動きの結果、年間の航
空機需要は今後10年で35～40％伸びるでしょう。

2015年の航空貨物市場は世界貿易量の減少を受けて緩
やかな回復ペースにとどまったものの、航空貨物に対する
需要は長期的にみて引き続き堅調さを維持しています。
その背景にあるのは、先進国経済の成長加速と「第6の自
由（自国をハブとする三国間輸送権）」に基づく航空会社
のネットワーク拡大です。これらのトレンドによって航空貨
物の需給バランスが持ち直し、燃料効率性に優れた新型
貨物専用機の需要拡大に拍車がかかるでしょう。
過去最高の受注残とデリバリーレート上昇を背景に、輸
送能力と需要との潜在的な不均衡に着目する市場センチ
メントもあります。私たちはこうした見方が存在すること
を認識し、生産計画が市場の現実を反映しているかどうか
を慎重に見極めています。すべての客観的尺度が現在の
航空機供給市場の厳しさを示しており、就航中の機材に
占めるシェアでみると、計画されたデリバリーレートは歴
史的な基準の範囲内にとどまっています。

全般的にみて、2016年の航空機ファイナンス予測は前
向きなものです。業界は新しい市場やスキームを開発し続
けるだろうと私たちは見込んでいます。それによって、さら
に幅広い層の金融機関や投資家が航空機セクターに参加
できるようになり、航空会社とレッサーにより優れた効率性
がもたらされるでしょう。とりわけ、レッサーがポートフォリ
オを資本市場に売却する動きがますます加速し、各国／地
域の私募市場が発展するだろうと予測しています。これら
のスキームを標準化し、借り手や金融機関、投資家を幅広
く組み合わせて利用できるようにすることが、すべての市
場参加者にとって重要な関心分野となるでしょう。
ワーキングトゥギャザー、この予測がすべての関係者の

ビジネス展開により収益性の高い結果をもたらすことを
願っています。
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業界の発展に伴う
資金需要の拡大

堅調な航空機ファイナンス市場
2016年に航空機ファイナンス業界は幅広く深い流動
性を実現し、新しい市場参加者を引き寄せ、投資家と借
り手のニーズを満たす革新を起こすと予測されます。資
金調達市場全体に占める資本市場のシェアがかつてな
いほど高いレベルに上昇していることから、民間航空機
の買い手は新規デリバリーと借り換え用に資本市場で入
手できる効率的な資金の利点を活用するだろうと私た

ちはみています。輸出信用の利用は歴史的な低水準ま
で落ち込んでおり、民間銀行の融資行動は強気のまま推
移すると見込まれます。メーカーのサポートは他の資金
源では対応できない独特な案件に限定されるため、タッ
クス・エクイティやその他の小規模の資金源が安定した
状態を維持するものとみられます。

　民間航空機業界では、業界の健全なファンダメンタ
ルズと燃料効率性に優れた新型航空機への根強い需
要を背景に、今後5年間にわたってさらに高いレベル
の資金需要が生じると予測されます。航空会社とレッ
サー各社が2015年に受領した新造機は金額にして
約1,220億ドルに相当します。その総額は着実に増加
し、2020年には1,720億ドルに達するでしょう。航
空機ファイナンス市場には幅広く均衡のとれた競争力
のある資金調達オプションがあり、旺盛な資金需要に
応えうる状況があると考えられます。



2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016F 

9% 

28% 

38% 

25% 
メーカー

現金

資本市場 

銀行借入

輸出信用

レッサーのファイナンス

2016予測

Copyright © 2015 Boeing. All rights reserved.

2016年にはボーイングのデリバリーの38%が資本
市場によってサポートされるとみられ、その構成比率は
過去最大になります。大部分を占めるのは民間銀行から
の借り入れで、すぐ後に続くのは現金です。資本市場で
の資金調達の約半分がリース会社向けであり、この極め

て重要な市場参加者の役割はここ数年で高まっている
ものと私たちはみています。民間市場の健全さを考慮
に入れると、輸出入銀行によるサポートは限定的な規模
にとどまるでしょう。

ボーイングのデリバリーにかかわる資金調達の多様化

低金利とリスク・スプレッドの縮小という条件が重なり、
航空機ファイナンスのコストは歴史的な低さで推移してい
ます。
金融危機以前と比較して、民間銀行はより大きな融資を

より小さなスプレッドで実
行しています。新たな貸し
手の流入で競争が激化
し、価格の下落を招いてい
ます。この傾向はレッサー
と大手航空会社向けの貸
し付けで特に顕著です。
大規模なデリバリーを
処理する場合、今後も
EETCが航空会社にとっ
て最も効率的な資金調達
オプションです。レッサー
と信用力の高い航空会社は効率的な無担保融資を引き続
き受けられる一方で、より多くの航空会社は私募のスキー

ムを通じて低コストで資本市場にアクセスできるようにな
るでしょう。
高い債務保証料率とリスク軽減要件があるため、

2011年の「ASU（航空機セクター了解）」で規定された
輸出信用の利用コストは
民間での調達コストより
高くなっています。
市場は2016年に金利

上昇と航空機ファイナン
スのコスト増を見込んで
います。仮にこうした事態
が進行した場合でも、航
空会社が被る影響は軽微
なものにとどまるでしょ
う。金利上昇は通常、経
済環境の好転を反映した

ものであり、航空機を利用した旅行需要を喚起するから
です。

効率的な資金調達コスト
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リース会社が直接購入やセール・リースバックを通
じて新造民間航空機のデリバリーをサポートする際の
役割は、今後再び重要さを増すでしょう。親会社を活
用した債券発行や無担保の借り入れ、ABS取引など、
レッサーは資本市場で引き続きレバレッジを確保する
と予想されます。

2015年にはレッサーが資本市場に向けてポート

フォリオを売却する動きが台頭しました。航空機ポート
フォリオの所有権を資本市場に移転することを目的に、
リース会社は投資家とともに多数のジョイントベン
チャーを設立したり、その他のスキームを活用したりしま
した。2016年にはレッサーがポートフォリオを売却する
傾向がさらに激しくなると私たちは予想しています。

民間市場から豊富な流動性が供給されることを考慮
すると、国際的な輸出信用の利用は2016年も歴史的な
低さにとどまると予想されます。輸出信用の主要な利用

者は新興国市場の航空会社とリージョナルジェットの購
入者でしょう。

民間銀行債務

レッサー

資本市場
昨年は資本市場での民間航空機
向け資金調達が大ブレイクし、
2016年もますます活発な動きがあ
ると私たちは予測しています。革新
的スキームや新しい資金源が次々と
登場すると予想され、それを示す注
目すべき証左が私募発行や非米国
系航空会社のEETCです。低金利
が継続している間は最高度の信用
力が無担保の資金調達に流れ込む
でしょう。米国系航空会社は新規デ

リバリーと借り換えに引き続き資本
市場を利用すると考えられます。そ
して「ケープタウン条約」の追い風
が持続し、国際的な投資家層が一段
と厚みを増すことから、非米国系航
空会社による資本市場の利用が今
後さらに拡大するだろうと私たちは
予測しています。

　民間銀行は2016年も航空機ファイナンスに流動性
を安定的に供給すると予想されます。経験豊かな貸し
手と新しい貸し手による多様なグループが形成され、
健全な地理的均衡を維持する手助けをするでしょう。
銀行債務が航空機ファイナンスにとって不可欠の役割
を果たし続ける間は、国際的な規制強化と（いくつかの
市場では）米ドルの圧力がこのセクターの規模を抑制
するかもしれません。航空機ファイナンスの経験が豊
かな銀行にとっては、デリバリー前支払いへの資金供給
によって高利回りをあげるチャンスがあります。
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本文の記述内容は、1995年米国民事証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）に基づく「将来予想に関する記述」が含ま
れており、「とみられる」「と思われる」「と見込まれる」「と考えられる」「と予想される」「の見通しである」「とみている」「と言えるかもしれない」などの表現は、
「将来予想に関する記述」であることを明確に示すために使用しています。「将来予想に関する記述」の例としては、当社の今後の財務状況と業績にかかわ
る記述、その他の過去または現在の事実に直接関係していない記述などが挙げられます。「将来予想に関する記述」は、当社の現在の予測、前提に基づく
ものであり、正確ではない可能性もあります。これらの表現は保証されたものではなく、予想不可能なリスクや不確実性、環境変化にさらされる可能性が
あります。そのため、これらの記述は作成された時点でのことのみを記したものであり、法で規定されるもの以外、当社はいかなる「将来予想に関する記述」
を更新したり修正したりする責任を負いません。実際の実績は、米国および世界の経済環境が及ぼす影響、当社および当社の顧客に影響を及ぼす可能性
のある業界の一般的な動向、民間顧客、米国政府系顧客、サプライヤーと全世界の市場への当社の依存、米証券取引委員会にすでに開示、または今後適
宜開示するボーイング社の資料に記載されている、その他の重要な要素などにより、「将来予想に関する記述」と大きく異なる結果となる可能性があります。
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