
アジェンダ

ベーカーマッケンジーセミナーシリーズ海外プロジェクトファイナンスの実務：

第 1 回 「新興市場におけるエネルギー関連プロジェクト：資金調達に伴う課題」

日時： 2019 年 3 月 18 日（月）| 場所：ベルサール御成門タワー3F ホール

時間 トピック スピーカー 言語

1:15 pm - 1:30 pm 開会のご挨拶
Stephen Clugston,
Marc Fèvre

英語

1:30 pm - 2:15 pm 契約ストラクチャ及びセキュリティ上の課題：基本的事項

∂ 主な融資関連契約及び当事者とその関係

∂ 新興市場におけるセキュリティの考え方、実態、構造的な

課題

∂ 主催国政府及びスポンサーとしての政府機関の役割

∂ 直接契約とその意義

Stephen Clugston,
Marc Fèvre

英語

2:15 pm – 3:15 pm バンカビリティの評価：プロジェクトファイナンスにおけるリ

スク配分

∂ リスク配分のパターンと留意点

∂ 政治的リスクと輸出信用機関（ECA）／国際開発金融機関

（MDB）の役割

∂ マクロ経済リスクの管理

∂ リスク軽減策としての保険

Samir S. Desai,
鈴木 康祐

英語

日本語

3:15 pm – 3:30 pm 休憩

3:30 pm – 4:30 pm 融資可能額及びキャッシュフローに関する課題への対応

∂ キャッシュフローウォーターフォールの基本ストラクチャ

ー及び留意点

∂ コベナンツ、リザーブ、キャッシュスウィープの利用

∂ 分配の制限

∂ 為替管理及び為替制限への対応

Marc Fèvre,
Pierre Chiasson

英語

4:30 pm – 5:10 pm プロジェクトファイナンスにおけるリスクヘッジ

∂ 金利変動／為替変動リスクに対するヘッジ手段

∂ プロジェクトファイナンスにおけるその他のリスクヘッジ

手段

∂ プロジェクト融資契約に係るデリバティブ問題

松添 聖史 日本語

5:10–5:30 pm 質疑応答 / 閉会のご挨拶



Agenda

Baker McKenzie Seminar Series “Navigating International Project Finance”
“Key issues in Financing Emerging Market Energy Projects”
Date: Monday, 18 March 2019 | Venue: BELLESALLE Onarimon Tower 3F Hall

Time Topics Speakers Language

1:15 pm - 1:30 pm Welcome and opening remarks on international project
finance in emerging markets

Stephen Clugston,
Marc Fèvre

English

1:30 pm - 2:15 pm Contractual structures and security issues: key principles
∂ Key finance documents and parties and how they fit

together.
∂ Key security concepts, realities and structural issues in

emerging markets.
∂ The role of the host government and state sponsors.
∂ Direct agreements and why they matter.

Stephen Clugston,
Marc Fèvre

English

2:15 pm – 3:15 pm Is it bankable? Risk allocation issues from a project
finance perspective
∂ Risk allocation patterns and considerations.
∂ Political risks and role of ECAs and MDBs.
∂ How to control macro economic risks.
∂ Insurance as a risk mitigation tool.

Samir S. Desai,
Kosuke Suzuki

English
Japanese

3:15 pm – 3:30 pm Coffee break

3:30 pm – 4:30 pm Dealing with finance availability and cash flow issues
∂ The basic cash flow waterfall structure and considerations.
∂ Use of financial covenants, reserves and cash sweeps.
∂ Restrictions on distributions.
∂ Dealing with foreign exchange controls and restrictions.

Marc Fèvre,
Pierre Chiasson

English

4:30 pm – 5:10 pm Hedging techniques in project finance
∂ Hedging of interest rate and currency exchange rate

fluctuation.
∂ Other hedging techniques in project financings.
∂ Derivatives issues in project loan documents

Seiji Matsuzoe Japanese

5:10–5:30 pm Q&A and Discussion and Closing Remarks
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