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『年金基金のためのプライベート・エクイティ』
本書の特徴
本書は、年金基金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
の年金基金の資産運用を取り巻く環境の変化に触れたうえで、プライベート・エクイティ・ファンドへの投資の意義、
特徴、課題、実務、将来展望について詳述。また、既にプライベート・エクイティ・ファンドへの投資を行っている
日本の年金基金へのインタビューも実施し、開始理由や取り組む際に求められる姿勢について解説。そして、巻末に
は、投資家の立場から知っておくべき専門用語を平易に解説した「プライベート・エクイティ用語集」を収録。
企業年金基金、厚生年金基金、公的年金基金、信託銀行、投資顧問会社などで年金資産運用に携わっている方々に
必読の書。また、年金コンサルタントやゲートキーパーにも待望の実務書。さらに、プライベート・エクイティ・フ
ァンドの運用会社や広く資産運用業界で活躍されている方々にとっても必携の書。
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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。

本書は、欧州投資基金（European Investment Fund）で
プライベート・エクイティ投資の投資戦略、ポートフォリ
オ管理およびそのリスク・マネジメントに深くかかわった
トーマス・メイヤー氏とピエールーイビス・マゾネット氏
による共著、Beyond the J Curve: Managing a Portfolio
of Venture Capital and Private Equity Funds の邦訳で
ある。
本書では、プライベート・エクイティ市場の構造につい
て概観した上で、投資家の立場でのプライベート・エクイ
ティヘの投資プロセスに関して基礎的な枠組みを明らか
にしている。また、ポートフォリオをいかにデザインする
かと、投資が進んだ段階でポートフォリオをいかに管理す
るかといった点に関しても、そのツールを詳細にまとめて
いる。

本書は一般の書店にてお求め頂けます。
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第 15 章 日本のプライベート・エクイティ市場の変遷と将来展望 ～年金基金による投資の可能性について～
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（執筆者: ポラリス・キャピタル・グループ株式会社 チーフ IR オフィサー 漆谷淳）
≪インタビュー≫
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