
「自社固有の強みを生かした
 グローバル化へのチャレンジとは」

2 013年6月8日（土）～ 6月15日（土）  ［8日間］
慶應義塾大学ビジネス・スクール（日吉キャンパス協生館5階）

本セミナーは、これから事業部門として海外事業を構想する、または実行する立場にある経営幹部・担当者
の方 を々対象としています。個人としての異文化適応能力もむろん重要ですが、本セミナーでは、それに加え、
企業や事業部として具備しておくべき、海外市場への積極展開に求められるマインド、戦略の発想力、そして
その実行策を発案する能力を開発することを狙いとしています。また、国際的事業展開において不可避とな
る地政学的リスクに対する考え方も議論します。

カリキュラムの形式はケース討議と実務家のレクチャー・講話によって構成されています。国境を越えてビジ
ネスを構想・展開する際に生じる様 な々機能領域上の問題をケース教材を使って討論し、果敢に取るべきリ
スクを取る意思決定力を磨くとともに、第一線の経営者・専門家に国際的市場における戦略の要諦を語って
もらい、いかに成功企業が組織内部の慣性を断ち切って意思決定と戦略実行をなし得たかを体得していた
だきます。

企業のグローバル化にとって本当に大切な能力開発とは、「ここに行ってこうすれば儲かる」というような「魅
力的市場」を教わったり、異文化理解に終始することではなく、自社にとって意味のある新たな事業機会を
地球規模大の視点から捉え、それに伴う戦略をスピーディーに構築し実行する能力を涵養することです。漠
然とした「グローバル化」なる流行をやみくもに追ってあたふたすることなく、今こそ的確かつ瞬発力を兼ね
備えた経営能力そのものを強化すべきです。

受講者の皆様には、本講座を通じて、自社の本当の強みは何なのか、どこに事業機会を求めるべきか、いか
にオペレーション上のバリアを克服できるのかを考え続け、「現状打破のリスクを恐れない、地球規模の戦略
感覚と実行力を持ったリーダー」への第一歩を踏み出していただきたいと思います。

地球規模大の視野に立った戦略構想力を

グローバル競争力セミナー 主管　岡田 正大

既存・新規に関わらず、事業の海外展開を検討している企業の経営幹部 日本以外の市場を開拓・拡張する上で必須となる次の能力を身につけること。

① 地球規模大の視点から事業機会を把握できる視点の高さ

② 自社固有の競争力の源泉を活用した海外事業戦略の発想・立案能力

③ 海外事業の多様なリスクを勘案しながら戦略計画（資源配分）を構築する能力

④ 自社の理想とする姿に整合する戦略的意図を抱くための見識と熱意（ガッツ）

● ケース討議と海外展開の専門家・経営者による講演を交互に配置

● 主にアジアやアフリカを舞台に事業展開する企業を題材としたケース教材を採用

このような方にお勧めです 本セミナーのゴール
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髙木 晴夫
専攻分野

組織行動学, 
組織とリーダーシップ

Prof. BONGJIN KIM
Professor of Strategy and Associate Dean
Ewha School of Business, Ewha Womans University

ピッツバーグ大学で経営学博士号、ウィスコンシン大

学およびシラキュース大学で経営学修士号、中央大

学校（韓国）で政治学学士号を取得。専門は経営戦略、

コーポレートガバナンス、組織論、多国籍企業経営。現

在、梨花女子大学ビジネススクールで教鞭をとる傍ら、経営戦略に関する

各種研究機関・団体で調査研究活動を行っている。経営戦略論・企業組

織論に関する論文・著書多数。

磯辺 剛彦
専攻分野

経営戦略,  
グローバルマネジメント

一日のスケジュールは、当校教員によるグローバル競争

力に関連する諸分野のケース討議を2コマ、その間に実

務家・専門家による講演を挿入するという、濃密な構成

になっています。

ケース討議 + 講演会 + ケース討議というパターンが毎

日続きます。さらに、各参加者の企業にとってグローバ

ル競争力とは何か、というセッションをプログラムの初

日と最終日に設け、受講前後でどのように意識が変化し

たのかを再確認できる構成となっています。

清水 勝彦
専攻分野

組織マネジメント,
企業変革,
M＆A,
戦略実行・変更

岡田 正大
セミナー主管

専攻分野

経営戦略論

浅川 和宏
専攻分野

多国籍企業論,
組織理論,
グローバル・イノベーション論

講座スケジュール　出講講師一覧

小林 喜一郎
専攻分野

経営戦略論,
組織戦略論

＊講師は左から右へ出講順

＊招聘講師は左から右へ出講順
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長谷川 竜生 氏
株式会社オーガニック・ソリューションズ・ジャパン
営業部 部長

青年海外協力隊、京都大学大学院でのアフリカ地域研

究をへて、ワタミフードサービス株式会社に就職。居酒

屋の店員として働きながら調理・接客・店舗経営を学

ぶ。その後、月刊『農業経営者』編集部に転職して、優れ

た経営を実践する約800人の農家・農業法人を取材。現在はルワンダでマ

カダミアナッツを生産・加工するRwanda Nut Company Ltd. 及び、微生

物資材を製造・販売するOrganic Solutions Rwanda Ltd.のCOO（最高執

行責任者）を兼任して、東アフリカで事業を展開している。

小田 兼利 氏
日本ポリグル株式会社 代表取締役会長
POLY-GLU SOCIAL BUSINESS 株式会社 会長

大阪大学基礎工学部卒。納豆のネバネバ成分である

ポリグルタミン酸を使った水質浄化剤を発明し、2002

年日本ポリグルを創業。「世界中の人々が安心して生水

を飲むことが出来るように」という使命を掲げ、水質浄

化剤を世界各国に提供。「ＢＯＰビジネスは貧困社会への貢献と中小企業

の復活を同時に実現できる」と考え、深刻な水問題解決のため自ら世界中

を駆け回っている。

平野 克己 氏
日本貿易振興機構アジア経済研究所
上席主任調査研究員

早稲田大学政治経済学部、同大学院経済学研究科

卒。グローバルスタディーズ博士（同志社大学）。在ジン

バブエ日本大使館専門調査員、笹川平和財団を経て

アジア経済研究所に。ウィットウォータースランド大

学客員研究員、アフリカ研究グループ長、ジェトロ・ヨハネスブルグセン

ター所長、地域研究センター長を歴任。著書に『経済大陸アフリカ』『南ア

フリカの衝撃』『アフリカ問題：開発と援助の世界史』『図説アフリカ経済』

などがある。

ビジネス・スクール教員

招聘講師
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岡田 正大 准教授

フマキラー・インドネシア

浅川 和宏 教授

資生堂フランス1998年

小林 喜一郎 教授

インドにおけるユニリーバ：
ヒンダスタン・リーバのプロジェ
クト・シャクティ  ― 日用消費
財の農村消費者への市場展開

Prof. BONGJIN KIM 

サムスンに見るグロー
バル化への軌跡－The 
Paradox of Samsung's 
Rise※1

井上 哲浩 教授

サムスンと韓国のテーマ
パーク産業

大河原 健  氏
村上 裕太郎 准教授

事例で考える国際税務戦
略への取り組みと条約訴訟

岡田 正大 准教授

信越化学工業

昼　食 昼　食

開講式

「新興国市場における成長戦略」

長谷川 竜生 氏

「東アフリカにおける事業創造」

小田 兼利 氏

「貧困層から起業家を育てたい」

平野 克己 氏

「アフリカで戦う企業、 
アフリカで勝つ企業」

取出 恭彦 氏

「戦略的パートナーシップ構
築によるソーシャルビジネス
確立の試み」

光富 敏夫 氏

「グローバル経営を成功に導く
企業理念の共有」

「グローバル人材としての自己
ミッション」清水勝彦教授

「日本企業にとって『グロー
バル化』とは何か？」

「わが社にとってのグローバ
ル化とは」

清水 勝彦 教授

シアーズ・ローバック・カ
ンパニー（A）：再建

高木 晴夫 教授

「リーダーシップとは何か」

磯辺 剛彦 教授

サウラー社： 中国での挑
戦 (A)

中村 洋 教授

中国におけるコンプライ
アンスへの取り組み－

大林 厚臣 教授

八甲田山雪中行軍

河野 宏和 教授

鍋屋バイテック会社
(NBK)

終講式

終講パーティー

「市場競争力とその源泉」

交流会
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大林 厚臣
専攻分野

ミクロ経済学,
産業組織論

村上 裕太郎
セミナー副主管

専攻分野

分析的会計研究, 
税務会計

井上 哲浩
専攻分野

マーケティング・マネジメント,  
マーケティング・サイエンス,  
マーケティング・コミュニケー
ション・マネジメント

取出 恭彦 氏
味の素株式会社 研究開発企画部
国際栄養担当専任部長

1981年 東京大学農学系大学院農芸化学修士課程修

了。味の素（株）入社。飼料用アミノ酸の開発、TS、販

売、また、研究所における新製品開発等に従事。その

間、中国、シリア等でのリジンによる栄養改善試験実

施を担当。1986年―1992年 タイ味の素出向。2005年-2009年 ヨーロッ

パ味の素（フランス）に出向し、欧州におけるR&D統括。2009年より本

社研究開発企画部に所属し、開発途上国における栄養改善プロジェク

トを推進。農学博士（東京大学）

河野 宏和
専攻分野

生産政策, 
生産マネジメント,
生産管理論,
経済性工学

中村 洋
専攻分野

経済学,
産業組織論（ライフサイエン
ス、ヘルスケア、IT）,
経営戦略論

光富 敏夫 氏
ラーニングワークス・インターナショナル代表 
グローバルマネジメント研究所取締役パートナー
GMLベトナム取締役副会長

本田技研工業㈱にて30年間勤務し、国際人事部長、

TQM推進室長などを歴任。この間、海外現法の立上

げや現地化の推進、および経営理念の世界共有や

TQMのグローバル展開を推進。アメリカ、ヨーロッパに11年間駐在。2005

年に企業のグローバル化を支援するコンサルタントとして独立。グローバ

ル人材養成や企業理念の共有化およびアジア諸国での人材育成や制度

設計などの支援を行う。また、世界に通用する人事の若手を育てるHR塾

を主宰する。

大河原 健 氏
ベーカー＆マッケンジー法律事務所 代表
移転価格・経済分析

学習院大学大学院経済学研究科、コロンビア大学大

学院国際関係研究科を修了後、コロンビア大学経営

大学院日本経済研究所勤務。その後、アーサーアン

ダーセン、アーンストアンドヤング・パートナーを経て、

2007年よりベーカー＆マッケンジー東京事務所移転価格･経済分析グ

ループ代表。学習院大学経済学部非常勤講師。主な編著書に『実践 国際税

務マネジメント』,『Fundamentals of Transfer Pricing in Japan』,『国際税

務プランニングの実効アプローチ』等多数。税理士。博士（政策研究）。
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最終セッション

※1：6月12日のProf. BONGJIN KIM氏の授業は英語で行われますが、教材は日本語訳されており、逐次通訳がつきます。

※内容は直前に変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
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募集要項

お問い合わせ

Q. 最近経営者教育の手法としてよく聞かれる

「ケースメソッド」と、「慶應型ケースメソッド」

にはどのような違いがありますか？

A. 最先端の経営学研究に取り組むKBS教授陣

が、取材・研究の成果を背景に授業展開をして

いくところに違いがあります。

KBS のケースは、実際の企業事例、グローバルなすべての業種業態やあらゆる経営場面を題材にして教員が開発しています。

教員は、研究者として日々世界の動向をウォッチし、将来の動向を予測しています。もちろん最新の経営学研究の成果をチェッ

クし、自らも発信します。さらにたくさんの企業を訪問取材し、多くのビジネスパーソンと議論を戦わせます。

こうしたプロセスから「今、企業は何を考えるべきか。どのような事業展開をすべきなのか」を考え抜き、新しいケース教

材を作成します。

こうして作られたケースのディスカッションでは、リードする教員自身が日々取材・研究をしてきたバックグラウンドがあ

るため、多様な受講者の考えや発言に応じ、幅のある議論展開が可能となります。このようにして、実務の中だけでは必ず

しも経験できない、さまざまな「修羅場体験」を積み、数多くの気付きを得ることができるのです。

慶應義塾大学ビジネス・スクール

セミナー担当
Tel : 045-564-2440
E-mail : seminar@kbs.keio.ac.jp

〒223-8526　神奈川県横浜市港北区日吉4-1-1

窓口取扱時間　平日 8 : 45 ～ 16 : 45　 www.kbs.keio.ac.jp

KeioBusinessSchool1962
KBS1962

会 　 期 2013年6月8日（土）～ 6月15日（土）〔8日間〕

会 　 場 慶應義塾大学ビジネス・スクール（日吉キャンパス協生館5階）

定 　 員 40名〔1クラス編成〕　※同一企業からの派遣は5名様までとさせていただきます。

参 加 対 象 既存・新規に関わらず、事業の海外展開を検討している企業の経営幹部または担当者

受 講 料 575,000円（税込）　※別途食事代等の費用が発生します。

受 講 方 式 通学型　※ただし希望者は研修宿泊施設利用可。

使 用 言 語 日本語

申 込 開 始 2013年4月上旬　※参加枠確保のため、あらかじめ「仮登録」をお願いします。

申 込 締 切 2013年5月8日（水）

申 込 方 法 以下のお問い合わせ先へお問い合わせください。




