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本書の特徴 

本書は、機関投資家の視点からプライベート・エクイティ・ファンドについて論じた日本初の本格的な専門

書。日本の有力機関投資家へのインタビューも実施し、プライベート・エクイティ・ファンドの魅力や投資の

際の留意点について解説。前半では、機関投資家の視点から見たプライベート・エクイティ・ファンドの特徴

と仕組み、投資戦略別（バイアウト、ベンチャー、グロース、メザニン、セカンダリー）の特徴と魅力につい

て詳細に解説し、後半では、年金基金によるプライベート・エクイティ・ファンドへの投資アプローチと留意

点や、機関投資家によるプライベート・エクイティ投資プログラムの確立と投資実務などについて詳述。 
 
 

大手銀行、信託銀行、地方銀行、証券会社、生命保険会社、損害保険会社、ノンバンク、投資顧問会社など

の資産運用部門の担当者に必読の書。資金証券部、市場金融部、投融資部、ストラクチャード・ファイナンス部

はもとより、経営企画部、総合企画部、財務部、リスク管理部などの担当者にも待望の実務書。さらに、プラ

イベート・エクイティ・ファンドへの投資を検討している日本の年金基金にとっても必携の書。 
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主な読者層 
・年金基金 
 
・大手銀行、信託銀行、地方銀行 
 
・証券会社 
 
・生命保険会社、損害保険会社 
 
・ノンバンク（リース会社など） 
 
・投資顧問会社 
 
・プライベート・エクイティ・ファーム 

（バイアウト、ベンチャー、グロース、メ

ザニン、セカンダリー、その他） 
 
・ファンド・オブ・ファンズ 
 
・プレースメント・エージェント 
 
・ゲートキーパー、年金コンサルタント 
 
・弁護士、会計士、税理士 

 
主な内容 

・機関投資家の視点から見たプライベート・エクイティ・ファンドの特徴 

・投資戦略別（バイアウト、ベンチャー、グロース、メザニン、セカンダリー）の特徴と魅力 

・年金基金によるプライベート・エクイティ・ファンドへの投資アプローチ 

・機関投資家によるプライベート・エクイティ投資プログラムの確立と投資実務 

・プライベート・エクイティ・ファンドによる機関投資家へのレポーティング 

・ILPA（Institutional Limited Partners Association）の Private Equity Principles の解説 

・その他（法的仕組み、税務、日本のプライベート・エクイティ市場の動向、欧米の年金基金の動向など） 
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