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最新の
航空機
ファイナンス
市場予測

「 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。

2023 予測

引き続き堅調な航空機ファイナンス市場
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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
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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
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民間航空機の総額

レッサー

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

借り換え需要予測

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
航空会社

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。
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