
御社の成長戦略を策定しませんか？ 

～自社分析・成長戦略策定ワークショップ 

及び知財戦略等に関するE-learningを提供します～ 

 

２０２２年 ７月 

中国経済産業局 

 

地域未来牽引企業の皆様におかれましては、地域経済の中心的な担い手として、日々、努力とチャ

レンジを積み重ね、事業の成長に邁進しておられることと存じます。 

他方、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、これまでに類を見ないほど、めまぐるしい経済環境

の変化が起きており、多くの企業がその対応に苦慮されている状況にあります。 

そのような状況を踏まえ、当局では、地域未来牽引企業の皆様に、継続成長の実現に向けて自社の課

題分析や成長戦略を検討する機会としていただくべく、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイ

ザリー合同会社の協力の下、新事業・商品開発や販路拡大等を視野に入れて自社の分析・課題抽出、今

後の成長戦略策定等を行うワークショップ、及び成長戦略の重要な要素となる知財戦略・知財管理に

関するE-learningの提供を以下のとおり実施します。 

また、本ワークショップにおいては代表者と実務責任者が協力してカリキュラムに取り組んでいただ

くことで、自社の課題と向かうべき戦略を整理・共有すると共に、成長戦略の推進に必要と考えら

れる次世代人材戦略についても立案していただくこととしています。 

地域未来牽引企業の皆様にお役に立てる内容としておりますので、是非ご参加ください。 

 

 

＜ワークショップ開催およびE-learning提供の概要および申し込み方法＞ 

 

（ア）ワークショップ開催概要 

1. 開催日時、場所 

 第１回：【山陽・広島会場】 

日 時：令和４年９月２１日（水）１３：００～１７：００ 

場 所：サテライトキャンパスひろしま（広島市中区大手町１丁目５－３） 

５階 ５０１・５０２大講義室 

 第２回：【山陰・米子会場】 

日 時：令和４年１０月２６日（水）１３：００～１７：００ 

場 所：米子商工会議所（米子市加茂町２丁目２０４） ７階 大会議室Ａ・Ｂ・Ｃ 

 

※新型コロナウイルスの感染状況によって延期もしくは開催を中止する場合があります（その

場合は速やかにご連絡します）。 

※ワークショップにご参加いただく場合には、開催前日までに全ての参加者がE-learningの受

講を完了していただく必要がございます。なおE-learningの受講方法につきましては、下記

『（イ）E-learning提供概要』ご参照ください。 

 

2. 参加費 

無料 



 

3. 参加いただきたい方 

地域未来牽引企業の代表者１名、および同実務責任者（担当取締役や部長を想定）１～２名 

（各社合計２～３名程度） 

※各会場１０社程度の参加を想定しています。応募多数の場合は原則先着順で受け付けます。

ただし、令和３年１１月および令和４年３月に開催したワークショップに参加されていない事

業者様を優先としますので、その点ご容赦ください。 

 

4. 講師 

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社 

ヴァイスプレジデント 成宮 智輝 

 

5. 実施内容 

 知財戦略を含む、経営分析に関するフレームワークや次世代を担う中核人材の獲得に関する

講義 

 代表者と実務責任者の共同のワークショップ 

※上記に加え、希望者には後日に同社による無料相談（Web 面談を想定）を実施します。 

※無料相談は本ワークショップへの参加を見送られる企業の皆様も希望いただけます。 

 

6. 当日持参いただきたいもの 

 ノート PC １台：Word、PowerPoint、Excel、メールソフトが利用可能であるもの 

 筆記用具 

 

7. コロナ感染防止対策について 

以下のとおり対策を講じますので、ご協力・ご理解のほどお願いいたします。 

 ワークショップ開催中はマスクの着用を徹底してください。 

 会場入り口にて事前に検温（非接触式）を実施します。 

 会場入り口にはアルコール消毒液を設置します。 

 ワークショップ開催前２週間以内にコロナ陽性者・濃厚接触者であると確認された方および開催

前３日以内にせき・発熱の症状が出た方は、当日の参加をご遠慮ください。 

 ワークショップ開催時期における感染状況を踏まえた政府、開催地の自治体からの要請により、

感染防止対策を強化・変更する可能性があります。参加者の皆様には開催時期・開催地に応じた

感染防止対策に従って頂くものとします。 

 

8. 当日のアジェンダおよびスケジュール詳細 

（別紙１）の通り。 

  



（イ）E-learning提供概要 

1. E-learningにより受講可能な講座一覧 

講座名 時間 主な学習内容 

① 知財戦略－概論 45分 • 知的財産が必要とされる背景 

• 各業界の知財戦略事例 

② 知財戦略－入門編 43分 • 知財戦略の策定手順 

• 知財戦略立案における代表的なフレームワーク 

• 事業分析と知財分析の紐づけ 

• 知財分析の精度向上イメージ 

③ 知財戦略－実践編 34分 • 出願戦略（クロスライセンスを想定） 

• 知財管理（知財の一元管理） 

• 特許活用 

④ IPランドスケープ分析－基礎編 19分 • IPランドスケープ分析が注目されている背景 

• IPランドスケープの考え方および手法 

⑤ IPランドスケープ分析－応用編 13分 • IPランドスケープ分析アプローチ全体像 

• IPランドスケープ分析アプローチ（簡易分析） 

⑥ 知的財産デューデリジェンス 48分 • 知財DDの目的、流れ、手順 

• 知財DDの検討すべき論点 

• 事例紹介 

⑦ 理解度テスト/アンケート - • 理解度テスト全15問、アンケート全10問程度 

 

2. 受講可能期間 

令和４年８月１日～令和５年１月３１日 

※上記期間中であれば何度でも繰り返し受講可能です。 

 

3. 受講可能人数 

１社あたり５名程度 

 

4. 受講方法 

① 下記『（ウ）申し込み方法』をご参照いただき、当局にメールにて申し込み 

② 当局からメールにて送付する受講用URLを受領 

③ 受講用URLより受講者ごとに受講登録（社名、氏名、携帯番号、メールアドレス等） 

※二段階認証（SMSによるワンタイムパスワード）を使用するため携帯番号が必須 

④ 登録情報を用いて受講用URLより受講システムにログインし、適宜受講 

⑤ 理解度テスト/アンケートに回答し、発行される修了証を受領 

 

5. 受講システムに関する問い合わせ先 

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社 

デロイト トーマツ アカデミー事務局 

deloitte_tohmatsu_academy_r@tohmatsu.co.jp 

受付時間：平日１０：００～１７：００（土・日・祝日を除く） 

  



（ウ）申し込み方法 

以下ご確認の上、当局までメールにて申し込みください。 

 

1. 申込内容および締切 

申込内容 締切 

① ワークショップ第１回【山陽・広島会場】参加 令和４年 ８月１９日（金）１７時 

② ワークショップ第２回【山陰・米子会場】参加 令和４年 ９月１６日（金）１７時 

③ E-learningのみ受講 令和４年１１月３０日（水）１７時 

 

※①または②を選択の場合、ワークショップ参加者はワークショップ開催までにE-learningの

受講を完了させることが必須となります。 

 

2. 申込フォーマット（別紙２）および必要事項 

 申込内容によりフォーマットが異なります。いずれか１つをご使用ください。 

 必要事項（企業名、参加者全員の氏名・役職・連絡先）をご記入の上、下記3．の宛先まで

メールにてご送付ください。 

 

3. 申込メール送付先 

exl-c.mirai-workshop@meti.go.jp 

※件名に「未来企業ワークショップ申込」と明記ください。 

 

以上 



（別紙１）ワークショップ当日のアジェンダおよびスケジュール 

 

 

 

※第１回：【山陽・広島会場】、第２回：【山陰・米子会場】ともに同じ内容です。 

※スケジュールおよび内容は現時点での予定であり、変更する可能性があります。 

 

時間帯
講義

時間
テーマ 形式 内容 講師

13:00-13:05 （5分） 主催者冒頭あいさつ - - 中国経産局

13:05-13:10 （5分） 受講にあたってのご案内 - 本講座を受講する意義・ゴール・心構えを共有する
Deloitte

成宮

13:10-13:45 （35分） 自社戦略の方向性を導出する 座学
自社を取り巻く状況を見える化し、知財を含み採りうる戦略を検討するための

手法について理解する（SWOT,分析、クロスSWOT分析や内部環境・外部環
境分析を行う際の主要なフレームワークの説明）

Deloitte

成宮

13:45-14:35 （50分） 自社戦略の方向性を導出する
ワーク

ショップ

SWOT分析、クロスSWOT分析のフレームワークを用いて、自社を題材とした実

践的ワークをおこない、経営者目線で自社環境を分析し、戦略の方向性を検
討する

Deloitte

成宮

14:35-14:45 （10分） 休憩 - - -

14:45-15:00 （15分） 自社ビジネスの成長・変革を考える 座学
自社の成長戦略や市場の変化に伴う自社の変革を考える際に用いられる手法

であるアンゾフの成長マトリックスについて理解する

Deloitte

成宮

15:00-15:15 （15分） 自社ビジネスの成長・変革を考える①
ワーク

ショップ

アンゾフの成長マトリックスを用いて、自社を題材とした実践的ワークをおこな

い、自社ビジネスの将来を検討する

Deloitte

成宮

15:15-15:35 （20分） 自社ビジネスの成長・変革を考える②
ワーク

ショップ

アンゾフの成長マトリックスを用いた自社ビジネスの将来の検討を踏まえ、

6W2Hの切り口を参考にしながら、成長戦略について具体的な目標設定を行う

Deloitte

成宮

15:35-16:10 （35分） 成長戦略の実現要素を整理する
ワーク

ショップ

クロスSWOT分析、アンゾフの成長マトリックスによって検討された方向性を実

現するために必要な経営資源を整理する

Deloitte

成宮

16:10-16:15 （5分） 休憩 - - -

16:15-16:20 （5分）
更なる成長に向けた中核人材獲得の

方法論
座学

自社の成長に欠かせない中核人材の獲得に関して、経営分析・経営戦略と連

動した中核人材の要件設定、人材の具体的な獲得方法等を学習する

Deloitte

成宮

16:20-16:50 （30分） 自社が獲得すべき中核人材を考える
ワーク

ショップ

ここまで実際に分析・検討した内容を踏まえつつ、人材要件整理のフォーマッ

トを用いた実践的ワークをおこない、自社の将来を背負う次世代の中核人材の
要件を整理する

Deloitte

成宮

16:50-17:00 （10分） 主催者より受講後の事務連絡 - アンケート回答、成果物一時回収とコピー返却 中国経産局

時間 講義概要


