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最新の
航空機
ファイナンス
市場予測



ボーイング・キャピタル・コーポレーション2018年、ボーイング・キャピタル・コーポ
レーション（BCC）は創立50周年を迎えます。
McDonnell Douglas Finance Corporation

として1968年に設立されて以来、私たちは
世界の航空機ファイナンス向けインフラ開発
を牽引し、お客様に効率的な資金調達の手段
を提供し続けてきました。また、革新的なファ
イナンスの仕組みを開発し、ケープタウン条
約のような業界基準の策定の先頭に立つこと
で、現代のオペレーティングレッサーや銀行
の参入を可能にしました。BCCはこれから
も、航空機ファイナンスの未来を作り、業界
リーダーとしての責任を担うことによって、
数々のイノベーションに彩られた伝統の上に、
さらなる発展の歴史を築いていきます。



「最新の航空機ファイナンス市場予測2018」で
は、2018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。地政学的・経済的な不確実
要素は引き続き存在するものの、航空業界は、飛
行機旅行の強みと価値を実証することにより、他
に例を見ないレベルの強さを示しています。座席
利用率と旅客機使用率は記録的な高さとなり、旅
客輸送者数は8年連続でトレンドを上回る伸び率
を達成しました。この継続的な需要の伸びと航空
貨物量の回復は、新規資金調達市場へのアクセス
を求める新たな資本と革新的手段を呼び込んで
います。
振り返ってみれば、2017年はさまざまな問題

により、主要メーカーの国内輸出信用はほとんど
利用されないままとなりました。しかし、航空機
ファイナンスは健全な市場のもと進化し、保険市
場とグローバルな輸出信用機関の慎重な活用に
より、新たなキャパシティを段階的に拡大してきま
した。これらの新たな資金源は、数年後には航空
機ファイナンスソリューションの不可欠な要素へ
と成熟していくと予想されます。
マクロ経済や地政学的な懸念があったにも関わ

らず、航空業界は引き続き好調で、外的な変動要
因にも適応しています。2018年は、新造民間航
空機の記録的なデリバリーをサポートするため
に、多様な市場からの強力かつ効率的な流動性
と、投資家の素早いアクセスが見込まれます。 

ボーイング・キャピタル・コーポレーション
2017年12月



        

 

良好 要注意 懸念要因
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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

タックス・エクイティ

保険

新たな資金調達先

航空機・エンジンメーカー

金利で無担保債務へのアクセスを獲得すると予測し
ています。この傾向により、これまでは高い信用力を
誇る航空会社向けとみなされてきたタックス・エクイ
ティ市場についても、成長が予想されます。2018年
は特定の商品および管轄区域に重点が置かれ、2大
航空機メーカーの輸出信用の使用は控えめにとどまる
とみています。

航空機ファイナンス市場全体に幅広い資金提供者
と投資家が参加しており、この傾向は2018年も続く
と予想されます。2017年に新たな保険市場が出現し
たことにより、航空会社とレッサーにとって、航空機
ファイナンスの選択肢がさらに広がりました。商業銀
行や資本市場は引き続き最大の資金供給源となり、特
に航空会社とレッサーが信用度を高め、競争力のある

強固な
航空機
ファイナンスの
環境
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タックス・エクイティや輸出信用市場と同様のレベル
にまで成長する可能性を秘めています。健全な市場と
航空機ファイナンス全体における数々のイノベーショ
ンにより、2018年にボーイングが新たなデリバリー
をサポートする必要性は減るでしょう。

2018年もまた商業銀行借入金がボーイング航空
機のデリバリーにおける最大シェアを占める可能性が
高いものの、資本市場と現金は信頼できる資金調達
源であり続けるでしょう。新たに創設されたAFICの 

ノン・ペイメント・インシュアランス（融資の元利金不
払いリスクをカバーする保険）市場は、2018年には

ボーイング機
デリバリーのための
バランスのとれた
資金調達
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最大部分を占めることになるでしょう。輸出信用に関
しては、公的輸出信用機関（ECA）が資金提供を再開
することから、控えめながらもマーケットシェアを獲得
することが見込まれます。また、保険市場も今後数年
にわたってさらに拡大すると予測されています。

世界の航空業界が機材の更新と輸送力の拡大で需
要増への対応を進めるにつれ、新造民間航空機デリバ
リーに必要な資金も、2017年の1,220億ドルから
2022年には1,890億ドルにまで増加することが予想
されています。2018年は新規の市場参入者と業界
の安定性が増すことで資本市場の金利との競争が続
くため、商業銀行借入金市場がデリバリーのシェアの

航空業界の
成長を
サポート



Fidelis）で構成されており、貸し手の信用、航空機の残存
価値・管轄権リスクをカバーするためのAFICノン・ペイ
メント・インシュアランス・ポリシー（ANPI）を発行して
います。Marshはビジネスの開始当初からANPIプラッ
トフォームの管理および事務処理を行っています。保険
会社の強みを活かしたAFICは、ボーイングにとって他の

新造民間航空機の資金調達
市場を補足する、効率的な
資金調達源となっています。
2017年にAFICは10億ドル以上の新造民間航空機デリ
バリーをサポートしました。この新市場の成功を受けて、
今後数年にわたり安定した成長が見込まれています。

BCCの使命は最も効率的な航空機ファイナンスソ
リューションを提案することです。その一環として、航空機
ファイナンスに保険リスクキャピタルを導入するための新
たな市場を開拓しました。BCCはMarshとの協力により、
2017年にAFICを設立。現在は保険会社4社（Allianz、
Axis Capital、Endurance/Sompo International、

航空機ファイナンス保険コンソーシアム（AFIC）
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資本市場は2017年中に全体として減
少傾向が見られました。これは、航空会社
のレバレッジ解消と銀行借入金へのアクセ
ス増加によるものです。レッサーは資本市
場の70％を占め、ポートフォリオの資金調
達のために、無担保債やABSの発行に向
けて資本市場にアクセスしました。2018

年もレッサーはこの市場を資金調達手段
とすることから、資本市場は上昇傾向にあ
るとみています。また、市場に参入してく
る新たな機関投資家により、資本市場と
EETCの利用がさらに促進されると予測し
ています。

資本市場
市場は依然として健全であり、多数の資金調達オプ

ションがあることから、輸出信用による資金調達額は昨
年も減少しました。さらに、主要メーカー 2社の2017

年国内輸出信用機関へのアクセスが乏しかったことか
ら、2018年は新たな利用が見込まれます。ボーイング
は供給地点を有する国々において、公的輸出信用機関
（ECA）を通じて新造民間航空機デリバリーのための資
金調達契約を促進し、グローバルなアプローチを採用し
ました。2018年の輸出信用は、かつてない低水準から
安定したレベルへと引き上げられるでしょう。しかし、民
間セクターの健全性と弾力性の継続が予測されること
から、業界全体としては、ECAはわずかなシェアを維持
するにとどまると見込まれています。

輸出信用
世界の銀行業における新規制の延期に伴い、商業銀行借入金の復

活劇は2018年も続く見通しです。これにより、魅力的な条件でのさ
らなる流動性が生まれています。銀行参加者の増加を見てみると、
オーストラリア、日本、韓国、台湾、シンガポールの銀行が、航空機ファ
イナンスにおいて国境を越えた重要な役割を果たしています。
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空機リスクプロファイルを管理・差別化する革新的な仕
組みを育ててきました。これによってポートフォリオの流
動性が促進され、航空機の残存価値についても、より効
率的なリスク管理が可能になると期待されています。つ
まり、レッサーは担保付市場と無担保市場の両面におい
て、幅広い資金にアクセスできるようになります。

航空機リースは世界市場シェア40％を維持しつつ、
拡大を続けています。記録的な需要と強力な流動性を
追い風として、レッサーも2018年を通して成長し続け
ると見込まれ、航空機取引ないしはポートフォリオへの
融資では、資産担保証券（ABS）市場がこれまで通り重
要な選択肢となるでしょう。ABSはあらゆる年数の航

リース
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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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