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This webinar will bring together:  
今回のフォーラムでの予定参加・講演者数

https://events.inframationgroup.com/iiw-japan #IIWJapan 

As the coronavirus outbreak continues to impact global financial markets, the infrastructure industry has also faced near-term disruptions effecting 
assets that are heavily impacted. However, given the continued global demand for infrastructure investments and the long-term, stable nature of the 
asset class, private infrastructure investment will likely show resilience in a post-pandemic world. For Japanese investors, understanding how best to 
engage with new potential foreign partners in the Covid-19 era is top of the agenda as they look to build new relationships and strategies for accessing 
the global opportunity.

The Infrastructure Investors Webinar: Japan will gather a diverse audience of 400+ attendees to discuss the latest global investment trends along with 
the winning strategies domestic LPs are employing to construct a risk-adjusted global infrastructure portfolio.  
The event builds on the huge success of Inframation’s Infrastructure Investors Forums: Japan, that attracts over 160 LPs each year, and will provide a 
meeting place for international fund managers and allocators of capital from the domestic institutional investors community.

It is a unique opportunity to discuss the investment landscape with an elite group of leading global fund managers and meet a large delegation 
of domestic LPs that are actively looking to commit capital.

新型コロナウイルスの感染拡大が依然として世界の金融市場に影響を及ぼすなか、インフラ業界もまた目先的には混乱期に直面しており、インフラ資産は大
きな影響を受けています。ただ、インフラ投資に対する世界的な需要は継続しており、資産クラスの長期安定性を考えれば、パンデミックが収束した際にはイン
フラ投資は再び回復すると考えられています。そうした状況において、日本の投資家が海外の潜在的パートナーと新たな関係や投資戦略を構築してグローバ
ルな投資機会を手にするには、コロナの時代に海外パートナーとどのように関わっていくのかが最重要課題となっています。 
インフラ投資ウェブフォーラム：ジャパンには400名を越す様々な投資家の参加が見込まれており、世界的な投資の最新動向に加え、国内LPが採用しているリス
ク調整型のグローバルなインフラポートフォリオ構築の手法について議論します。 
Inframationが主催するインフラ投資フォーラムでは毎年160名以上のLPが参加しており、本フォーラムもその一環として、グローバルレベルのファンド運用者や
国内機関投資家による資本配分の担当者が一 には 堂に会する場を提供します。
本フォーラムは、大手グローバルファンドを運用するトッププレーヤーと今後の投資環境について議論し、積極的な資本投入を模索している国内LP関係者と出
会うまたとない機会を提供します。

24 March 2021 | 09.00 - 12.00 JST

Infrastructure Investors Webinar: Japan 
The global infrastructure opportunity for  
Japanese investors

インフラ投資ウェブフォーラム：ジャパン
日本の投資家に向けたグローバルなインフラ投資の機会

Co-hosts 共催:

Co-Sponsor 協賛スポンサー
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Register now online at オンライン登録 events.inframationgroup.com/iiw-japan
Email  電子メール:book@avcj.com   Call 電話: +852 2158 9636

• Discover how LPs view the asset class and where they will 
be making future allocations

• Gain unrivalled access to industry-leading fund managers 
from across the globe

• Learn how you develop a programme over time to create a 
risk adjusted global portfolio

• Find out how Covid-19 changed the infrastructure investing 
landscape

• Understand the process and strategies successful GPs have 
employed to win commitments in Japan

• Identify where the best infrastructure debt opportunities are 
present in terms of geography and sector

Reasons to attend 本フォーラムの特長

LPs that attend the Infrastructure Investors Forum: Japan include:
インフラ投資フォーラム：ジャパンに参加予定のLP各社：

• Aflac Japan
• AISIN Employees' Pension 

Fund
• Alternative Investment Capital
• Aozora Bank
• APG Asset Management
• Aramco Asia Japan
• Ark Totan Alternative
• Asahi Kasei Corporation
• Asahi Kasei Pension Fund
• Asahi Life
• Asia Alternative Advisor
• Asset Management One 

Alternative Investments
• Capital Dynamics
• CDPQ
• Daido Life Insurance Company
• Daiwa House Industry Pension 

Fund
• DBJ Asset Management
• Denso Pension Fund
• Duskin Pension Fund
• Fukuoka Bank
• Fuyo General Lease
• Government Pension 

Investment Fund (GPIF)
• Hamilton Lane
• Innovation Network 

Corporation of Japan
• International Finance 

Corporation
• Japan Bank for International 

Cooperation
• Japan Post Bank
• Japan Post Insurance
• Manulife Insurance Company
• Marubeni Corporation
• Marunouchi Infrastructure
• Mitsubishi Corporation Asset 

Management
• Mitsubishi UFJ Trust and 

Banking
• Mitsui & Co. Alternative 

Investments
• Mitsui & Co.
• Mizuho Bank
• Mizuho Securities Principal 

Investment
• Mizuho Trust & Banking
• MUFG Bank
• National Federation Of Mutual 

Aid Associations For Municipal 

Personnel
• National Pension Fund 

Association
• Nikko Asset Management
• Nippon Life Insurance 

Company
• Nissay Asset Management
• Nomura Asset Management
• Nomura Funds Research and 

Technologies
• Norinchukin Bank
• Okayama Metal and 

Machinery Pension Fund
• Orix Life Insurance
• Osaka Gas Pension Fund
• Overseas Private Investment 

Corporation
• Pantheon Ventures
• Peninsula House
• Pension Fund Association
• Portfolio Advisors
• Resona Bank
• Secom Pension Fund
• Sen Family Office
• Shinkin Central Bank
• Shinsei Bank
• Sompo japan Nipponkoa 

Insurance
• StepStone
• Sumitomo Life Insurance 

Company
• Sumitomo Mitsui DS Asset 

Management
• Sumitomo Mitsui Trust Bank
• Sumitomo Mitsui Trust 

Investment
• Sumitomo Mitsui Trust 

Research Institute
• T&D Asset Management
• The Dai-ichi Life Insurance 

Company
• The Gibraltar Life Insurance
• The Nomura Trust and 

Banking
• Tokio Marine Asset 

Management
• Trust Capital
• Zenkyoren (National Mutual 

Insurance Federation of 
Agricultural Cooperatives)

• Aflac Japan
• アイシン企業年金基金
• エー・アイ・キャピタル
• あおぞら銀行
• APGアセットマネジメント
• アラムコ・アジア・ジャパン
• アーク東短オルタナティブ
• 旭化成
• 旭化成企業年金基金
• 朝日生命
• アジア・オルタナティブ・アドバ

イザー
• アセットマネジメントOneオルタ

ナティブインベストメンツ
• キャピタル・ダイナミックス
• ケベック州貯蓄投資公庫
• 大同生命保険会社
• 大和ハウス工業企業年金基金
• DBJアセットマネジメント
• デンソーグループ企業年金基金
• ダスキン企業年金基金
• 福岡銀行
• 芙蓉総合リース
• 年金積立金管理運用独立行政

法人
• ハミルトン・レーン
• INCJ
• 国際金融公社
• 国際協力銀行
• ゆうちょ銀行
• かんぽ生命保険
• マニュライフ生命保険株式会社
• 丸紅株式会社
• 丸の内インフラストラクチャー
• 三菱商事アセットマネジメント
• 三菱UFJ信託銀行
• 三井物産オルタナティブインベ

ストメント
• 三井物産
• みずほ銀行
• みずほ証券プリンシパルインベ

ストメント
• みずほ信託銀行

• 三菱UFJ銀行
• 全国市町村職員共済組合連合会
• 国民年金基金連合会
• 日興アセットマネジメント
• 日本生命保険相互会社
• ニッセイアセットマネジメント
• 野村アセットマネジメント
• 野村ファンド・リサーチ・アンド・テ

クノロジー
• 農林中央金庫
• 岡山県機械金属工業厚生年金

基金
• オリックス生命保険
• 大阪ガス企業年金
• 海外民間投資公社
• パンテオン・ベンチャーズ
• ペニンシュラ・ハウス
• 企業年金連合会
• ポートフォリオ・アドバイザーズ
• りそな銀行
• セコム企業年金基金
• Sen Family Office
• 信金中央金庫
• 新生銀行
• 損害保険ジャパン日本興亜
• ステップストーン
• 住友生命保険相互会社
• 三井住友DSアセットマネジメント
• 三井住友信託銀行
• 三井住友トラスト・インベスト

メント
• 三井住友トラスト基礎研究所
• T&Dアセットマネジメント
• 第一生命保険株式会社
• ジブラルタル生命保険
• 野村信託銀行
• 東京海上アセットマネジメント
• トラスト・キャピタル
• JA共済（全国共済農業協同組合

連合会）

• アセットクラスに対するLPの投資観と将来の投資配分の考察
• 世界中の業界トップクラスのファンド運用者との独自ルートの

構築
• リスク調整型のグローバルポートフォリオ構築のためのプログ

ラムの解説
• 新型コロナウイルスの感染拡大がインフラ投資環境に及ぼした

影響の検証
• 大手GPが採用している資金調達に至るまでのプロセスと投資

戦略の分析
• インフラ債投資に最適な地域・分野の検証
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1. Access the entire webinar on demand 
ウェブフォーラムの全イベントにオンデマンドでアクセス

Watch live, at your convenience or replay all sessions so you need 
never miss the content and experts that are key to your business.

ご自身のビジネスにとって重要なコンテンツや専門家の見解を見逃すことの
ないよう、ご都合に合わせてライブ中継の視聴や、全てのセッションのリプ

レイが可能です。

              

 
 
 

2. Make the most of your time but don’t miss out 
時間を有効活用し、見逃しもなし

You don’t have to choose between discovering the latest industry 
developments, whilst making key connections with over 400 

delegates, and being hands-on for your business at this critical 
time. The virtual pass is the perfect way for you to do both.

業界の最新動向をフォローしつつ400名以上の参加者とのネットワーク作り
に励むか、それとも、この重要な時期にご自分の事業を優先するか　－　
どちらを選ぶか迷う必要はありません。バーチャルパスならどちらの実現も

可能です。

3. Targeted networking like never before 
これまでにない、ターゲットを絞ったネットワーキング

Our world-class platform enables you to search the full attendees list 
and drill down into key datapoints to find the people most relevant 
to you. Make face-to-face connections via video chat and promote 

your fund and services to the people who matter to you.

本フォーラムでご提供するプラットフォーム上では、参加者全員のリストを検索して、
データポイントを掘り下げてご自身の事業に最も関連の深い人脈を見つけること
が可能です。ビデオチャットを通じた対面での会合で、ご自身の事業にとって重要

な人物にあなたのファンドやサービスのプロモーションを行ってください。
 

            

4. Interact with speakers 
講演者との交流

As well as having a front row seat to hear the biggest industry names 
share their views on an array of topics, our platform enables you to 
submit questions and take part in live Q&A sessions as well as vote 

in our interactive polls.

業界のビッグネームが語る様々なテーマについての講演を最前列
で聴講できるだけではありません。講演者に質問し、質疑応答に
ライブで参加し、さらに双方向の参加者投票へ一票を投じること

も可能です。

Be part of your community 
インフラ投資業界へのアクセス

Key features of the immersive virtual pass
バーチャルパスの主な特徴

    All of us in the industry are striving to find the new normal to maximise 
our business capabilities during the covid-19 pandemic. The Infrastructure 
Investors Japan Webinar is the ideal solution if you want to access the best 
content and community in infrastructure in Japan. 

 Your virtual pass allows you to access cutting edge interactive panel 
discussions, and live Q&A sessions. You can also take advantage of our 
extensive networking platform so you can connect with the whole community, 
which includes a large gathering of institutional investors, from the comfort 
and convenience of your device wherever you are in the world.

 

 新型コロナウイルスの感染が世界的に拡大する中、投資業界に身を置く私たちは
皆、各自の強みを最大限発揮できるようなニューノーマルを模索しています。日本
のインフラ市場に関するベストコンテンツと関係者のコミュニティへのアクセスを
ご希望の方にとって、インフラ投資ウェブフォーラム：ジャパンが理想的な解決策と
なります。

 
 発行されるバーチャルパスで、最先端のテーマを取り扱う双方向パネルディスカッ

ションやライブQ&Aセッションへのアクセスが可能となります。さらには、今回ご提
供する幅広いネットワーキング・プラットフォームを通じて世界中どこからでも、お
使いのデバイスにより便利で快適な環境で業界関係者・機関投資家のコミュニテ
ィにアクセスいただけます。
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Yoshi Kiguchi
CIO
WEST JAPAN MACHINERY PENSION FUND
木口 愛友
運用執行理事
西日本機械金属企業年金基金

Tom Murray
Managing Director
I SQUARED CAPITAL

Keisuke Okano
Associate Director, Alternative Investments 
Team
ORIX LIFE INSURANCE CORPORATION
岡野 圭祐
資産運用部　オルタナティブ投資チーム　
オリックス生命保険株式会社

Speakers 講演者
Meet our speakers   講演者

Koji Someno
Manager, Real Asset Fund Investment 
Alternative Investment Department
DAI-ICHI LIFE INSURANCE COMPANY
染野 幸司
オルタナティブ投資部 リアルアセットファン
ド課 兼 PEファンド課
第一生命保険株式会社

Yuriko Watanabe
Director Infrastructure Investment/Private 
Equity Investment Department
JAPAN POST BANK
渡辺 百合子
グループリーダー プライベートエクイティ投
資部インフラ投資担当
ゆうちょ銀行
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Programme
Wednesday 24th March

09:00 Welcome remarks and market overview

09:15 The global outlook: The forces that will shape infrastructure 
investing in 2021 and beyond

The coronavirus pandemic and its repercussions on the industry 
is a strong reminder that infrastructure investors of all stripes 
face a new normal of global volatility in 2021. However, dramatic 
changes in market conditions create opportunity and given the 
strong demand from institutional investors across the globe for 
infrastructure investments and the long-term, stable nature of 
the asset class, private infrastructure investment will likely show 
resilience moving into next year and beyond. In a low-yield and 
high-volatility investment environment, infrastructure debt also 
continues to provide LPs with attractive risk adjusted returns, strong 
diversification and steady cash flow, and since the pandemic, a route 
to gain exposure to sought-after assets. North America and Europe 
still present the most stable investment arenas, but with high volume 
of dry powder and fierce competition for deals, GPs must cast the 
net beyond the traditional core assets and markets to find value. 
In this session, the experts will share the latest opportunities in US, 
Europe and Asia, and the type of assets that will be contested in the 
new normal that are less effected by slow market recovery.

•  What markets should Japanese LPs be looking at to build a 
diversified risk-adjusted portfolio?

•  What are the best investment strategies to deploy in the 
current environment given the pandemics impact on 
infrastructure markets?

•  How are investors in US, Asia and Europe approaching the 
deal market?

•  Where are the best debt opportunities present in terms of 
geography and sector?

•  What questions are LPs asking their GPs about infrastructure 
investing today?

•  What are the different debt strategies available to LPs?

10:00 Live Q&A and discussion

10:15  Networking break

10:45 The institutional investor: Outlook for allocating to global infra-
structure 

In recent years Japanese LPs have been among the most active 
across the globe in terms of committing to alternatives and Japan 
is now firmly a hot spot on the global fundraising map. Therefore, 
it is imperative that LPs are equipped to manage their drive into 
the asset class, utilizing gate keepers, advisors and building their 
own capabilities to manage the portfolio and gain access to the 
leading funds. For LPs, the pandemic has created in 2020 plenty 
to act upon in terms of the risk exposure of current assets, future 
portfolio construction and liquidity issues and in this session 
a group of seasoned Japanese LPs will share their investment 
strategies, their experience from a Covid 19 world, how they pick 
the right partners globally to manage their capital, and weigh 
utilising advisors, gate keepers, and co-investing in assets.

• How can domestic LPs select the right partners and 
geographies for infrastructure investment?

• How do LPs prepare for a global recession within their 
investment strategy?

• How should international funds approach domestic LPs when 
fundraising?

• Core, Core Plus, Value Add – what type of strategy do 
Japanese LPs favour in the current climate?

• How have LPs been dealing with travel constraints and 
challenges of executing due diligence?

• How do you evolve your programme to include co-investment 
and separate accounts?

11:30 Live Q&A and discussion

11:45 Close

3月24日　水曜日

09:00 開会のご挨拶・市場概観

09:15 2021年にはグローバルレベルでの市場変動が当たり前となり、全て
のインフラ投資家はニューノーマルの時代に直面する―

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大とその後に業界が受けた影
響は、この事実をあらためて突きつける形となった。とはいえ、市場
の劇的な変化は同時にチャンスをも生み出すものとなる。インフラ投
資に対する世界中の機関投資家からの旺盛な需要と資産クラスの長
期安定性を考えれば、来年以降の民間インフラ投資は回復力を見せ
ると思われる。低金利・高ボラティリティの投資環境においてインフ
ラ債は、リスク調整後のリターンや投資対象としての多様性、安定し
たキャッシュフローといった魅力的な材料をLPに提供しており、パン
デミック以降、引きもきらない投資資産となっている。北米・欧州市
場は依然として最も安定した投資環境を提供しているが、案件をめぐ
る競争は激化し、投資先が無いまま手つかずとなっている多額の投
資準備資金が発生していることもまた事実である。このため、新たな
投資価値をGPが見出そうとするには、従来のコア資産や市場を越え
てさらに投資網を広げる必要がある。本セッションでは米国・欧州、
アジアにおける最新の投資機会を分析するとともに、市場回復の遅
れの影響を受けにくく、ニューノーマルの時代に投資家が求める資産
とはどういう種類のものかを議論する。

• 日本のLPがリスク調整済みの分散型ポートフォリオを構築する
際、どの市場に注目すべきか？ 

• 新型コロナウイルスのパンデミックがインフラ市場に及ぼす影響
を考慮すると、現在とるべき最良の投資戦略は何か？ 

• 米国・欧州、アジアの投資家はどのように市場にアプローチして
いるか？ 

• インフラ債投資ではどの地域・分野が最適か 
• インフラ投資に関して現在LP側がGPに対して抱いている疑問点

は何か？ 
• ＬＰが取り得るインフラ債投資戦略にはどのようなものがある

か?

10:00 ライブQ&Aセッション

10:15  ネットワーキング・ブレイク

10:45 機関投資家：グローバルインフラ資産への投資配分の展望

日本のLPは近年、世界中でオルタナティブ投資を積極的にすすめて
おり、資金調達の場としても日本は現在、世界的なホットスポットとな
っている。このためLP側には資産クラスの管理能力が求められてい
る。これには、オルタナティブ投資に関する情報の取捨選択、評価・
判断を一手に引き受ける、いわゆるゲートキーパーや、その他のアド
バイザーを存分に活用してポートフォリオを管理し、適切なファンド
にアクセスできる能力が不可欠となってくる。現在の保有資産に対す
るリスク管理、将来のポートフォリオ構築や流動性の問題など、LPが
対応すべき課題は新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により今
年は山積みとなっている。本セッションでは、経験豊富な日本のLPに
よる投資戦略の解説を通じて、感染が拡大する状況下での投資経
験、グローバルな資本運用のための適切なパートナーの選択、アドバ
イザー、ゲートキーパー、共同投資の活用法などについて検証する。

• インフラ投資における投資パートナー・地域を国内LPはどのよう
に選定しているか？

• 世界的な景気後退に対しLPはそれぞれの投資戦略の範疇でどう
対応するのか？

• グローバルファンドは資金調達の際、国内LPにどうアプローチす
べきか？

• コア型、コアプラス型、バリューアッド型投資―現在の投資環境
において日本のLPが好む投資戦略はどのタイプか？

• 渡航規制や、デューデリジェンス実施の際の障害に対してLPはど
う対処しているのか？

• 共同投資やセパレートアカウントを含む投資プログラムをどう開
発するか？

11:30 ライブQ&Aセッション

11:45 閉会

プログラム


