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特集: プライベート・エクイティ人材の動向

特集の概要
今号では、日本のバイアウト市場で活動する金融プロフェッショナルと経営プロフェッショナルを中心とする人材の動
向について明らかにする特集を企画した。プライベート・エクイティの人材に関する問題は、バイアウト・ファームの立
ち上げやチームアップ、インベストメント・チームの確立、投資先企業に派遣するマネジメントの招聘やプーリング、CFO
（chief financial officer）の派遣など多岐にわたっている。本企画では、これらの諸問題に関する討論を行った座談会、
インタビュー、バイアウト・ファームの人材や投資先企業の経営人材の実態と課題をテーマとする寄稿論文を収録した。
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