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最新の航空機ファイナンス市場予測｜2016年12月発行

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 of1995）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。これらの記述はすべて実現することを保証して
いるものではなく、予想外のリスクや不確実性、環境変化によって変化する可能性があります。そのため、これらの記述は記載された時点でのことのみを記し
たものであり、当社は、法令に定める場合を除き、「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。実際の結果は、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」と大きく異なる可能性があります。
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航空機ファイナンス環境全般が引き続き良好である
一方、私たちがいくつか注視している動向もあります。
それは、グローバルでの銀行に対する規制強化や米国お
よび欧州での輸出信用を巡る根強い不透明感、規制改
革や各国中央銀行の金融緩和策の限界による非流動性
リスクの上昇が広がっていることです。
注意すべき項目はいくつかありますが、航空機ファイナ

ンス業界は良好な環境にあり、潤沢な流動性、多様な資
金調達手段の選択肢、2017年の見通し全般が順調であ
ることなどが、グローバル金融システムや航空業界への
外生的ショックを阻止してくれることでしょう。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に
とって有益な結果をもたらすことを願っています。

 ボーイング・キャピタル・コーポレーション
 2016年12月

「最
新の航空機ファイナンス市場予
測2017」では、2017年も主な
資金調達先の好調な業績と安定
した取引高を見込んでいます。
航空機業界のファンダメンタル

ズが堅調に推移することで新たな資金提供者と投資家
の参加が後押しされ、大型民間航空機の買い手にとって
は有利な価格競争が促されると考えています。

2016年は、地域によっては景気のばらつきや政局の
混乱がみられたものの、グローバルでの旅客輸送者数
は7年連続でトレンドを上回る伸び率を達成しました。こ
れまで旅客輸送者数を示す指標としてGDPが使われて
いました。しかし、急激な経済成長を遂げる中国やインド
などの人口大国で、飛行機での旅行体験を切望する新
中間層が出現していること、さらには規制緩和、航空サー
ビスの自由化、効率的な航空会社のビジネスモデルなど
が、従来のGDPに加えて、旅客輸送者数の増加を示す
新たな指標になりつつあります。

資金提供者 顧客 政策当局・
オピニオンリーダー

ワーキングトゥギャザー
持続可能で高効率の航空機ファイナンスに向けて



ボーイング・キャピタル・コーポレーション

Boeing Capital Corporation

Current Aircraft Finance Market Outlook
P.O. Box 3707 MC 6Y3-16
Seattle, WA 98124-2207
boeingcapital.com/cafmo

最新の航空機ファイナンス市場予測｜2016年12月発行

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 of1995）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。これらの記述はすべて実現することを保証して
いるものではなく、予想外のリスクや不確実性、環境変化によって変化する可能性があります。そのため、これらの記述は記載された時点でのことのみを記し
たものであり、当社は、法令に定める場合を除き、「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。実際の結果は、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」と大きく異なる可能性があります。

Copyright © 2016 Boeing. All rights reserved.

最新の
航空機ファイナンス

市場予測
2017

Current Aircraft Finance Market Outlook 2017

航空機ファイナンス環境全般が引き続き良好である
一方、私たちがいくつか注視している動向もあります。
それは、グローバルでの銀行に対する規制強化や米国お
よび欧州での輸出信用を巡る根強い不透明感、規制改
革や各国中央銀行の金融緩和策の限界による非流動性
リスクの上昇が広がっていることです。
注意すべき項目はいくつかありますが、航空機ファイナ

ンス業界は良好な環境にあり、潤沢な流動性、多様な資
金調達手段の選択肢、2017年の見通し全般が順調であ
ることなどが、グローバル金融システムや航空業界への
外生的ショックを阻止してくれることでしょう。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に
とって有益な結果をもたらすことを願っています。

 ボーイング・キャピタル・コーポレーション
 2016年12月

「最
新の航空機ファイナンス市場予
測2017」では、2017年も主な
資金調達先の好調な業績と安定
した取引高を見込んでいます。
航空機業界のファンダメンタル

ズが堅調に推移することで新たな資金提供者と投資家
の参加が後押しされ、大型民間航空機の買い手にとって
は有利な価格競争が促されると考えています。

2016年は、地域によっては景気のばらつきや政局の
混乱がみられたものの、グローバルでの旅客輸送者数
は7年連続でトレンドを上回る伸び率を達成しました。こ
れまで旅客輸送者数を示す指標としてGDPが使われて
いました。しかし、急激な経済成長を遂げる中国やインド
などの人口大国で、飛行機での旅行体験を切望する新
中間層が出現していること、さらには規制緩和、航空サー
ビスの自由化、効率的な航空会社のビジネスモデルなど
が、従来のGDPに加えて、旅客輸送者数の増加を示す
新たな指標になりつつあります。

資金提供者 顧客 政策当局・
オピニオンリーダー

ワーキングトゥギャザー
持続可能で高効率の航空機ファイナンスに向けて



航空機ファイナンス市場は2017年も好調な展開が予
想され、航空会社にとっては新造民間航空機のデリバ
リーとリファイナンス活動を下支えする多様な流動性の
調達先・仕組みが期待できると見込んでいます。主な3

つの資金調達先、すなわち、レッサー、商業銀行、資本市
場はいずれも2017年の資金供給額が横ばい、ないしは

増額になると予想しており、民間航空機の買い手にとって
は引き続き有利な価格競争が見込めるでしょう。近年みら
れるとおり、輸出信用は2017年も政治動向がネックとな
り、その不透明さによって、特定の地域では航空機メー
カー自らが資金調達をしなければならない必要性も出てく
ると思われます。

航空機ファイナンスの良好な環境
「最新の航空機ファイナンス市場予測」は、新造民間航
空機のデリバリーの資金供給源の内訳とその額を記録し
ています。例えば、資本市場のカテゴリーには、EETC

等の担保付ストラクチャーと航空会社、レッサー、親会社
などが発行する（航空機デリバリーを資金使途にし得る）
無担保債の両方を含んでいます。ボーイングについて

は、2017年は安定と均衡のストーリーを見込んでおり、
2014年以降、初めて商業銀行が最大の資金供給者となる
一方、引き続き資本市場と手元現金が比較的安定して推
移し、輸出信用とメーカーのサポートは特定の地域と資産
種類に限定されるでしょう。

ボーイングのデリバリーの資金調達は安定かつ均衡
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2016年には、民間航空機メーカーによって約1,220

億ドル相当の新造民間航空機がデリバリーされました。
私たちは今後5年間、グローバル航空機業界のファンダ
メンタルズが堅調に推移し、新造民間航空機の資金調達
額も2017年は1,260億ドル、2021年までに1,850億

ドルと順調に伸びると見込んでいます。ここ数年と同様
に、私たちはグローバル航空機ファイナンス業界の成長と
この需要拡大に応えるためのイノベーションが起こると予
想しており、その結果、厚みのある分散された資金調達源
が引き続き確保されるとみています。

業界の資金調達ニーズは上昇傾向
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過去数年にわたり注目してきた重要な動向のひとつ
に、新たな資金調達源の台頭が挙げられます。中でも重
要なのは、韓国の金融市場、台湾、日本、オーストラリア
の地方銀行、そして拡大しつつあるEETCの非米系投資
家グループなどで、今後一気に拡大する可能性がありま
す。海外のEETC投資家がここ数年伸びていることは、
航空会社の良好なファンダメンタルズに加え、ひとつの
資産クラスとしての民間航空機のメリットの認知度が高
まったこと、投資銀行とOEMによる積極的な新規顧客開
拓の努力が大きな原動力となっています。

2014年から2016年にかけては、EETCの公募証券
を初めて購入した投資家が9カ国から出る一方、購入を取
りやめた投資家は2カ国に留まりました。また、この同期
間、これまで5.8％であった米国以外の投資家への割当が
40％超の増加となる8.3％まで急増しました。
グローバルでのEETC発行がさらに多くの投資家を魅
了し、非米系投資家の間で航空機業界と民間航空機のユ
ニークな価値に対する理解が深まるにつれ、このポジティ
ブなトレンドが継続すると予測しています。

新たな資金調達源

航空機リースは規模と重要性の両方で拡大し続けてい
ます。2017年もこの傾向は継続し、業界の統合、ポート
フォリオの回転率の上昇、革新的な仕組みの利用などが資
本市場における資金調達を後押しするとみています。資産
担保証券（ABS）の発行もeノートの活用が増えるなどこ
こ数年堅調であり、2017年もこの傾向が続くと予測され
るほか、レッサーによる航空機の取引も活発なペースが続
き、新たなレッサーにとっては航空機フリートを拡大し、既
存のレッサーにとっては新造民間航空機購入の余地を生
むことにつながると思われます。まとめると、引き続きレッ
サーは資金調達先のほとんどが資本市場と銀行借入に依
存すると思われ、多くの商業銀行は航空機ファイナンス分
野への参入にレッサーへの貸付を利用することになるで
しょう。最後に、私たちのデータによれば、レッサーのポー

レッサー

2016年は、輸出信用による資金調達額が過去最低水準
まで落ち込みました。これは一部には民間セクターが好調
だったことと、ボーイングとエアバスがそれぞれ異なる理由
から公的な輸出信用を中断されたことに起因しています。
私たちの予測では、米国と欧州の公的輸出信用機関

（ECA）は2017年中のいずれかのタイミングで市場に戻っ
てくるとみており、顧客需要は持続しているために若干なが
ら貸付金額も上昇すると思われます。ただし、商業銀行の流
動性が潤沢なこともあり、輸出信用からの供給額は依然とし
て過去にない低水準のまま推移すると考えています。

輸出信用

航空機ファイナンスにとっては、2016年も資本市場
での調達が目立った年となりました。過去最低水準まで
低下したクーポンを利用し、各国航空会社とレッサーは有
担保および無担保で450億ドル以上の債務調達を実施
しました。極めて興味深い展開のひとつ（「新たな資金調

達源」の項目で詳述）が非米系投資家によるEETCの参加
が引き続き増加している点であり、「ケープタウン条約」の
メリットの理解が航空会社、格付け機関、各国投資家に浸
透するにつれ、この資本市場における良好なモメンタムも
継続すると考えています。
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新造航空機のデリバリーに向けた資金調達においては、
規制面では若干の逆風があるものの、依然として商業銀行
が最もよく利用されている借入先のひとつです。2017年
は、ボーイングのデリバリーと業界全体の両方において商
業銀行による貸出金額が資本市場での調達額を上回ると
予測しています。この流れは、銀行借入れが最も一般的な
資金調達手段である中国向けデリバリーのシェア拡大が大
きな原動力になると思われますが、バーゼル規制による制
約を補うに余りある好調な流れになるであろうと思います。
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トフォリオ内における投機デリバリーの占める割合が引き続
き増加すると考えられています。
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す。海外のEETC投資家がここ数年伸びていることは、
航空会社の良好なファンダメンタルズに加え、ひとつの
資産クラスとしての民間航空機のメリットの認知度が高
まったこと、投資銀行とOEMによる積極的な新規顧客開
拓の努力が大きな原動力となっています。

2014年から2016年にかけては、EETCの公募証券
を初めて購入した投資家が9カ国から出る一方、購入を取
りやめた投資家は2カ国に留まりました。また、この同期
間、これまで5.8％であった米国以外の投資家への割当が
40％超の増加となる8.3％まで急増しました。
グローバルでのEETC発行がさらに多くの投資家を魅
了し、非米系投資家の間で航空機業界と民間航空機のユ
ニークな価値に対する理解が深まるにつれ、このポジティ
ブなトレンドが継続すると予測しています。

新たな資金調達源

航空機リースは規模と重要性の両方で拡大し続けてい
ます。2017年もこの傾向は継続し、業界の統合、ポート
フォリオの回転率の上昇、革新的な仕組みの利用などが資
本市場における資金調達を後押しするとみています。資産
担保証券（ABS）の発行もeノートの活用が増えるなどこ
こ数年堅調であり、2017年もこの傾向が続くと予測され
るほか、レッサーによる航空機の取引も活発なペースが続
き、新たなレッサーにとっては航空機フリートを拡大し、既
存のレッサーにとっては新造民間航空機購入の余地を生
むことにつながると思われます。まとめると、引き続きレッ
サーは資金調達先のほとんどが資本市場と銀行借入に依
存すると思われ、多くの商業銀行は航空機ファイナンス分
野への参入にレッサーへの貸付を利用することになるで
しょう。最後に、私たちのデータによれば、レッサーのポー

レッサー

2016年は、輸出信用による資金調達額が過去最低水準
まで落ち込みました。これは一部には民間セクターが好調
だったことと、ボーイングとエアバスがそれぞれ異なる理由
から公的な輸出信用を中断されたことに起因しています。
私たちの予測では、米国と欧州の公的輸出信用機関

（ECA）は2017年中のいずれかのタイミングで市場に戻っ
てくるとみており、顧客需要は持続しているために若干なが
ら貸付金額も上昇すると思われます。ただし、商業銀行の流
動性が潤沢なこともあり、輸出信用からの供給額は依然とし
て過去にない低水準のまま推移すると考えています。

輸出信用

航空機ファイナンスにとっては、2016年も資本市場
での調達が目立った年となりました。過去最低水準まで
低下したクーポンを利用し、各国航空会社とレッサーは有
担保および無担保で450億ドル以上の債務調達を実施
しました。極めて興味深い展開のひとつ（「新たな資金調

達源」の項目で詳述）が非米系投資家によるEETCの参加
が引き続き増加している点であり、「ケープタウン条約」の
メリットの理解が航空会社、格付け機関、各国投資家に浸
透するにつれ、この資本市場における良好なモメンタムも
継続すると考えています。
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新造航空機のデリバリーに向けた資金調達においては、
規制面では若干の逆風があるものの、依然として商業銀行
が最もよく利用されている借入先のひとつです。2017年
は、ボーイングのデリバリーと業界全体の両方において商
業銀行による貸出金額が資本市場での調達額を上回ると
予測しています。この流れは、銀行借入れが最も一般的な
資金調達手段である中国向けデリバリーのシェア拡大が大
きな原動力になると思われますが、バーゼル規制による制
約を補うに余りある好調な流れになるであろうと思います。
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トフォリオ内における投機デリバリーの占める割合が引き続
き増加すると考えられています。
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航空機ファイナンス環境全般が引き続き良好である
一方、私たちがいくつか注視している動向もあります。
それは、グローバルでの銀行に対する規制強化や米国お
よび欧州での輸出信用を巡る根強い不透明感、規制改
革や各国中央銀行の金融緩和策の限界による非流動性
リスクの上昇が広がっていることです。
注意すべき項目はいくつかありますが、航空機ファイナ

ンス業界は良好な環境にあり、潤沢な流動性、多様な資
金調達手段の選択肢、2017年の見通し全般が順調であ
ることなどが、グローバル金融システムや航空業界への
外生的ショックを阻止してくれることでしょう。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に
とって有益な結果をもたらすことを願っています。

 ボーイング・キャピタル・コーポレーション
 2016年12月

「最
新の航空機ファイナンス市場予
測2017」では、2017年も主な
資金調達先の好調な業績と安定
した取引高を見込んでいます。
航空機業界のファンダメンタル

ズが堅調に推移することで新たな資金提供者と投資家
の参加が後押しされ、大型民間航空機の買い手にとって
は有利な価格競争が促されると考えています。

2016年は、地域によっては景気のばらつきや政局の
混乱がみられたものの、グローバルでの旅客輸送者数
は7年連続でトレンドを上回る伸び率を達成しました。こ
れまで旅客輸送者数を示す指標としてGDPが使われて
いました。しかし、急激な経済成長を遂げる中国やインド
などの人口大国で、飛行機での旅行体験を切望する新
中間層が出現していること、さらには規制緩和、航空サー
ビスの自由化、効率的な航空会社のビジネスモデルなど
が、従来のGDPに加えて、旅客輸送者数の増加を示す
新たな指標になりつつあります。

資金提供者 顧客 政策当局・
オピニオンリーダー

ワーキングトゥギャザー
持続可能で高効率の航空機ファイナンスに向けて




