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グローバル人材育成に関する講演会の開催について 
 

当協会では、「関薬協ビジョン2025」の中で「グローバル化」を５つの柱の一つとし、会員会社の

国際ビジネス活動の支援により、医薬品関連産業のさらなるグローバル展開を目指しております。「グ

ローバル化」実現のための戦略として、グローバル人材育成の支援を掲げております。 

近年、経営戦略の一つとしてグローバル化を進めておられる会員の方々も多いと存じますが、いか

にグローバル人材を育成・確保するかが課題の一つと考えます。 

今般、グローバル人材育成支援の一環として、グローバルタレントマネジメントの専門家であり、

企業のグローバル人材育成や教育にかかわる豊富な経験を有する株式会社ビジネスコンサルタントの

金 日基氏をお招きして標記講演会を開催することになりました。 

当日は、金氏から「グローバル戦略を実現する人材の選抜・育成について」ご講演いただきます。 

グローバル展開を検討されているあるいは既に実施されている企業にとって、大変有益な情報を

得る機会と考えますので、関連する部署の方々には奮ってご参加いただければ幸いです。 

つきましては、本講演会への参加希望の方は、7月5日（金）までに関西医薬品協会ホームページ上

（ http://www.kpia.jp ）の「講演会等受付システム」よりお申し込み頂きますようお願い申し上げま

す。 

記 

 

日 時：2019年7月10日（水）15時30分～17時00分 

会 場：大阪商工会議所 401会議室 

     大阪市中央区本町橋2-8 TEL 06-6944-6268  

 

会 費：2,000円（消費税込） 

当日、受付にてお支払い下さい。 

 

プログラム： 

 ・挨拶 関西医薬品協会 

 

 ・講演 グローバル戦略を実現する人材の選抜・育成について 

      講師 金 日基 博士 

株式会社ビジネスコンサルタント 

イノベーションプロデューサーコンサルタント ＆ 

マスターマルチリンガルコンサルタント 

 

・講師との名刺交換会 

 

 

 



【講演内容概要】 
・日本企業のグローバル化の必要性 
・日本企業のグローバル化の現状と課題と解決策 
・企業戦略とフィットしたグローバル人材の選抜の考え方 
・各階層におけるグローバル人材の育成の事例  等 
 
【講師略歴】 
 氏名：金 日基（キム イルキ） 

 
 学歴：法政大学経済学科卒【日本】 

高麗大学経営大学院卒業（MBA）【韓国】 
     Stanford University SPAM課程修了【アメリカ】 

Kedgeビジネススクール MSc.（修士）,EA-DBA（経営学博士）【フランス】 
 
 略歴：・㈱ビジネスコンサルタント本社入社 

・BCon Korea,Inc.へ出向 
・BCon Korea,Inc.の責任者を 

経て海外事業部(部長)へ移籍  
・BCon Network,Inc.（アメリカ） 
の責任者 へ出向 

・日本本社コンサルタント部門へ 
 

 専門：グローバルビジョン立案 
    グローバルマーケティング戦略策定 
   グローバル経営幹部育成 

    グローバルマネジメント                   
     グローバルマインドセット 
 
 資格：MBA,経営学博士 

全日本能率連盟認定 マスター・マネジメント・コサルタント 
KOTRA(大韓貿易投資振興公社) 中国青島KBC顧問コンサルタント 
国際公認経営コンサルタント協議会(ICMCI)公認 経営コンサルタント (CMC) 
国際ビジネス研究学会会員 

 
【会場アクセス】大阪商工会議所 
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「少子高齢化やグローバル競争の激化など、内外の環境が大きく変化する中で、日本の国際競争力を維持・強化していくために
は、既成概念に捉われずにイノベーションを起こせる人材や、企業活動のグローバル化に対応できる人材の育成が不可欠である
【引用：サンライズ・レポート2010年12月6日（社）日本経済団体連合会】」とあるように、グローバル化の中で勝ち残ることが
できる人財・組織を開発することが求められています。
ビジネスコンサルタントでは、50年の歴史と海外でのビジネス経験、大学教授との連携により、～グローバル戦略を実現する人
材・組織の開発～「BCon Global Development Program」を提供しております。

グローバル戦略を実現する
人材・組織の開発
BCon Global Development Program

グローバル競争力向上のための
組織・人材開発のフレームワーク

1. グローバル競争優位を確立するグローバル戦略と組織構造の構築のポイント

・外部環境、マーケット環境、競争相手、技術、供給者等について更に学習し、前後関係や脈絡を掴もうとする姿勢
・相対立する二つの考え方でも同時に容認しようと努め、機能別、地域別、事業別の互いにぶつかる要求の中にいて、
優先順位よりもバランスを取ろうとする。いわば、矛盾と共に生きる姿勢

2. 戦略を遂行していくための柔軟な組織文化の醸成のポイント

・戦略方針と一貫性があることを常に確認し、構造よりも機能横断的プロセスに重点を置き、関わろうとする姿勢
・変化の流れに乗り、驚きや曖昧さ、変化を快く受け入れ、良い機会として捉える姿勢

3. ダイバーシティの中で成果を出すグローバルタレント育成のポイント

・挑戦せねばならない多数のことを理解し、独力でうまくやれるとは考えず、チームワークと相互依存が不可欠と考え、働
く姿勢
・様々な人々に対する感受性と柔軟性を持ち、予期せぬ出来事を避けるのではなく、オープンに驚きを受け止め、学習
し続ける姿勢

How do exemplary organizations stay 
competitive and sustain their high levels 
of performance? The key lies in 
developing adaptive growth strategies, 
and executing them with the full 
engagement of all employees. What this 
means is that sound organization and 
exceptional leadership is 
needed. .Sound organization is the 
ability to align leadership strategies and 
company‐wide management, 
heightening congruency and 
organizational integrity, to meet the 
needs of changing environments. Such 
organizations should not rely only on 
past successes, but continue to venture 
into new realms, overcoming new 
challenges with an indomitable spirit of 
enthusiasm.

グローバル戦略と
組織構造の構築

柔軟な組織
文化の醸成

グローバルタレント
の育成
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グローバル競争力の向上のための
BCon Global Development Program

外国人

日本人

海
外

国
内

①赴任前研修
（役職、職務、地域に応じて）
②異文化コミュニケーション
③発信力強化研修
④ディスタンスコーチング

ライセンス取得
①イノベーションシステムライセンス
②LIFOライセンス
③ヒューマンエレメントライセンス

グローバルリーダー育成

BCon China
BCon Korea
BCon Vietnam
BCon South East Asia
TSC(USA)を始め世界40か国
提携先のソリューション

グローバルレベル

赴任者育成

トレーナー向け（日・英）

ナショナルスタッフ育成

グローバルで物事を考え、
日本国内でビジネスを遂行
できるタレントを育成する

グローカル人材育成

①MDCVＳ教育（企業理念、戦略浸透）
②e-Learning（多言語）
③マネジメント教育
④日本文化理解
⑤日本企業での働き方
⑥日本のビジネスマナー

多国籍社員・外資系

グローバルタレントの育成

戦略策定と組織構造の構築 柔軟な組織文化の醸成
１．グローバルMDCVS策定・浸透化

ミッション、ビジョン、バリュー、戦略の上位概念の策定、
再検討、その上位概念のグローバルへの浸透化

２．グローバル戦略遂行のための組織づくり
グローバルで通用する組織構造、HRMを考える

３．ビジネスモデルイノベーション
グローバル化時代に通用するビジネスモデル
（新規事業、海外企業のベンチマーキングなど）の創出

４．人事部門向け グローバル人的資源管理
グローバル人事戦略のアドバイザリーサービス

①グローバルポテンシャル診断
②グローバルリーダー診断

グローバル度合診断

１．グローバル戦略遂行しやすい文化醸成
①現地法人でミッションを遂行するための相応しい組織文化醸成
②日本本社のグローバルに通用する組織文化、規範づくり（外国

人と日本人が協働しやすい文化醸成）

２．組織診断（Agility診断・組織診断）
グローバル化に向けた組織の診と課題の明解化・望ま
しい組織作りの支援

【役員・幹部】
①グローバル講演会
②グローバル環境認識強化
③グローバルマネジメント
④幹部向け公開講座

【中堅社員】
①グローバルマインドセット
②セルフエスティーム

【新入社員】
①グローバル新人研修
②グローバルマインドセット

■BCon Global e-Learning
（多言語切り替え機能付き）
世界標準のビジネススキルコンテンツを搭載。
全世界で300万人以上のユーザーにご利用いただいて
おります。

【グローバルリーダー】
リーダー向けビジネススクール
①グローバルマインドセット
②主要国のマクロ環境動向と

当社のBIZ環境
③グローバルリベラルアーツ
④ビジネスリテラシー
財務、マーケティング、戦略、
ネゴシエーション、リスク
⑤リーダー向け公開講座

【中堅・若手社員向け】
グローバルストレッチプログラム
①グローバルマインドセット
②グローバルリベラルアーツ
③グローバルトレーニープログラム

①コア人材の選抜と育成支援
（日本人上司との3者面談含む）
②MDCVS（企業理念、戦略浸透）
③マネジメント教育
④日本理解
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