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わが国の異業種交流活動の発展史  (その 1) 

 

神奈川県異業種連携協議会 

専務理事 芝  忠 

 

1 オイルショック後の異業種交流 

 中小企業者が意識的に「異業種交流」

を始めたのは、大阪となっている。

1970年(昭和 45年)科学技術庁と通産

省の共管である㈶大阪科学技術セン

ターが、中小企業者からの要請で、新

たな商品開発の手段として「異業種交

流の場」を作ったのが最初である。 

 1973年(昭和 48年)のオイルショッ

ク(石油価格が急上昇し、輸入が急減、

材料から各種製品が値上げされた)は

日本中にパニックを引き起こし、トイ

レットペーパーが無くなるという騒

ぎを起こした。この時を境に日本のも

のづくりは「作れば売れる」という時

代から消費者志向を考えるように変

化したと言われている。実は関西圏で

は 73年を待たずにすでに 70年頃、も

のが売れない時代に入っていた。筆者

が偶然ラジオ放送を聞いていたとき

に、京都のデパートでも当時販売不振

が話題になっていたという。関西圏は

東京圏に比べて、いわゆる「一極集中」

の被害者であった。江戸時代は全国の

物流の拠点であったが、明治以降、朝

廷が京都から東京に移るとともに、江

戸幕府の所在地だった東京が政治の

みならず経済までも徐々に大阪を凌

駕し、地域の衰退につながっていった。

大阪は中小企業者の街である。ちなみ

に「伝産法」(伝統的工芸産業振興法)

指定業種数が６４もあり、たった 3つ

しかない神奈川との対比では際立っ

ている。従って地域経済が縮小すると

中小企業者への打撃となる。大手企業

は東京圏に移転すればいい。そこでど

うすれば売れる商品づくりが可能か? 

 

２ 大阪の異業種交流 

大阪科学技術センターでは、第一に

「技術相談」に訪れる中小企業者の課

題が複雑化・多様化しており、機械と

か、繊維とか、化学とか、電気とか、

単独の技術分野の知識だけでは対処

しきれなくなってきた。第二に大学や

公設試と共同して行っている「企業の

現地に行く産学実地研究会」において

も「異種技術」との組み合わせの必要

性がきわめて重要となっていた。第三

に 1969年(昭和 44年)に実施した「中

小企業者に対する技術開発力調査」に

おいて「異業種交流」を求める声が大

きかった。などを踏まえて、本格的な

「異業種交流の場」の設定に踏み切っ

た。商品開発における技術の複合化・

総合化という現象は筆者のいた神奈

川県工業試験所でも同様な経験があ

り、中小企業に対する単独相談から

「総合相談態勢」に移行し、毎月 2回

の「総合相談日」には全部の部署の部
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長クラスが足止めされ、専門知識の提

供に齟齬が無い態勢が敷かれた。しか

し実際にはそれでも解決困難なテー

マが持ち込まれていた。 

大阪では、異業種交流の場として、

「技術開発」に重点を置いた研究会と

「経営戦略」に重点を置いた 2つの研

究会をつくり、その後の変化があった

が、有名な異業種交流の進め方「知り

合い、使いあい、創りあう」の標語を

生み出した。「技術と市場開発研究会」

(略称:MATE研究会)は大阪グループの

代表格である。㈶大阪科学技術センタ

ーの宮崎剛直部長が有名。1980年、我

が国で初めて「異業種交流推進全国会

議」を開催し、その普及に貢献した。 

 

３ 全国各地の動き 

大阪とは別に、全国各地で地域に合

った異業種交流を推進するためのグ

ループづくりが行われた。埼玉(1974)

では「地域産業経営者の育成と地域の

活性化」なる異業種交流グループづく

りが進められ、「さつきグループ」「川

口マリモグループ」が有名だ。安藤清

人・中田賢治が指導者として名前を売

った。埼玉も地場産業が多く地域の衰

退が問題になっていた。 

神奈川(1976)では「業種別・技術別

研究会」という分野別の異技術交流の

推進が行われ、第 4号で紹介した「コ

ンクリート構造問題研究会」はその一

つの成果である。その後「技術情報フ

ォーラム事業」として多数のグループ

が作られ、神奈川ファッションフォー

ラムプロジェクト、PDフォーラム（プ

ラスチック成形・金型業界の交流）な

どのほか、新たにグループ連合体とし

て「異業種交流フォーラム」が結成さ

れ、「神奈川県異業種グループ連絡会

議(異グ連)」に発展した、現在の「神

奈川県異業種連携協議会（イグレン）」

となった。 

静岡(1978)では「下請企業自立化研

究会」が静岡に独創的企業を創ろうと

坂本光司が奮闘した。 

東京(1979)の「中小企業開発センタ

ー(DAG)」は中小企業家同友会の東

京・神奈川の開発志向の企業が集まっ

て設立された、純民間のグループであ

る。専任の事務局を置き、大手企業も

参加するなど本格的な開発集団であ

った。 

 

４ 技術移転事業 

国は、こうした動向を見据え、「技

術移転」事業を 1977年から開始した

が、初年度、全国の工業系試験研究機

関 180を動員して、交流成果はたった

1件という惨憺たる有様だった。「技術

移転」事業は民間でも大手企業の保有

する特許等を移転・売買させようとし

て、10年かかっている。 

中小企業で、なぜ「技術移転」が難

しいかというと、当該技術を使える技

術者がいないということ、実用化に 5

年から 10年、1億円以上の追加開発費

がかかるということ。従って経営体力

はもちろんだが、技術開発担当者ごと

移籍している場合が成功する秘訣と

いっているケースもある。 

そこで、国は「金銭の授受に関係な
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い無償の技術交流」事業を試験的に

1979年全国 7県市に委託しておこな

ったのが有名な「技術交流プラザ」事

業の始まりである。本格的には 1981

年(昭和 56年)から補助制度を創設し

全国的に展開したので、異業種交流と

言えば「技術交流プラザ」というくら

い代名詞となった。 

 

５ 異業種交流の始まりはもっと広 

 い 

さてここで、本題を展開する前に一

言注釈が必要だ。現代の異業種交流は

「交流」に重点を置いている。これは

これで、多種多様な有益な情報収集に

は大いに役立っているし、坂本光司の

定義を借用すれば「外部有用経営資源

の内部経営資源化」という。また国に

おいてもその後共同開発補助金とし

て「融合化組合」事業を推進した。し

かし、神奈川県茅ケ崎市のコンサルタ

ント佐々木昌廣による「儲かる異業種

交流」は、単なる情報交換ではなく、

たとえば開業医 18人による「共同化」

は高額なレントゲン撮影機械を 1台に

集中して経費削減と効率運用を図る

とか、診療機器や医薬品の共同購入と

か、地域の商業者と提携して相互の顧

客の囲い込みを行い、利便性の向上と

利用価格の値引きとか、実際の経営事

業の連携・統合によるメリットを発揮

させようとするもので、様々な業種別

の実例がある。プラザ事業より相当早

くから手掛けていた。この手法も「異

業種交流」の発想と称している。 

一方、人間が必要とする「異技術の

活用」は弓矢や丸木舟・土器の発明か

ら始まり、人間の生活そのものが様々

な技術・アイデア・工夫の賜物の結果

である。また文化・芸術も多様な組み

合わせや研究による創造的産物であ

る。こうしたことを考えると、「異業

種交流」の概念は無限に広がり、単に

中小企業者のものづくりに限定され

るものではない。このことをお互いに

念頭において、異業種交流活動の推進

政策を議論したい。 

 

６ 異業種交流の必要性 

さて、1970年代から 80年代にかけ

て、異業種交流が必要とされた、ある

いは活性化された理由をもう一度検

討する。 

当時、何も新商品開発を必要とした

のは中小企業者だけではない。1988

年東京中小企業家同友会主催の「異業

種交流の広場」に飛び込みできた大手

企業があった。神戸製鋼・日清製油・

ソニー・兼松江商の 4社である。中小

企業者の持つ技術を確かめにきたの

である。 

もっと直接的に静岡県中小企業振

興公社の坂本光司が展開した「大手企

業と下請け企業の東京商談会」。これ

をさらに進めたのが東京通産局によ

る管内 1都 10県による「ビジネスプ

ラザイン東京」で、通産局が大手企業

を集め、都県が地域の中小企業を集め

るという商談会である。ここでは大手

企業にも発表させ、どういう情報・技

術を求めているか、中小企業側も得意

技術の紹介をそれぞれ 1分間で行った。
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180社くらい参加した。それぞれ相手

方の指名を行い懇談した。単なる下請

け仕事の探索ではなく、技術開発型の

情報交換会であった。ちなみに局は予

算なしで、実施した画期的な事業で 5

年間継続した。局内の人材育成にも貢

献したと聞いている。当時使い走りし

た若手がその後、部課長に昇格してい

る。 

 

７ 技術交流プラザ事業 

技術交流プラザ事業は各都道府県

で、概ね 30社程度の製造業を集めて、

毎月 1回交流会を開き、企業見学会や、

自己紹介、景気動向の交換、得意技術

の活用など多様な情報交換と親睦を

図るものだった。地域によっては異業

種交流活動が全く知られていないと

ころもあり、「技術交流プラザ」事業

というモデルが、異業種交流の普及に

貢献した。しかし実際には、毎年新規

に「やる気」のある中小企業を募集す

るのは意外に大変で、今日まで継続し

ているのは東京都のみである。神奈川

県はすでに民間での異業種交流が先

行して盛んだったので、県が態々、モ

デル事業として予算をかけてやる必

要性が少ないと判断して補助事業に

手をあげることを見送っていたら、島

根・鳥取など、企業数が少なくて 3年

で打ち切ったところと異なり、東京・

神奈川みたいに企業数が多いところ

が国の補助事業に応募しないのは何

事かとしかられ、国も大蔵省の手前、

やって欲しいと言われ、東京都がラス

前(1984)、神奈川県が最ラスト(1985)

で開始した。神奈川県は初年度のみ筆

者のいた県工業試験所直轄で募集・実

施した。2年度以降は他の県機関や商

工会議所・経済団体などへ委託し、全

県下に普及して終了した。最初のグル

ープは、‘85神奈川異業種交流プラザ

(略称 KIK)で 20数年継続し解散した。

米沢電機工業会との地域間交流など、

全国でも注目を集めたグループの一

つである。 

 

８ 連携あっせん事業 

異業種交流は、手法として「グルー

プを結成し、強制的に交流を図る」も

のである。これは、中小企業者が初対

面の異業種のメンバーとなかなか打

ち解けにくいので、グループ内交流を

促進したものである。しかし、グルー

プ参加企業以外にも、日常的に交流・

提携のあっせんの要請はたくさんあ

る。例えば販売先の紹介から、開発協

力企業の探索など多種多様である。こ

うした個別企業の相談はなかなか大

変である。自分達の永年の人脈を駆使

して程よい人を調査・提案することと

なる。頼む方は藁をもつかむ思いで見

えるが、短時間に当該の企業やら、人

やらを見つけるのは、これはこれで一

種の特技である。例えば鉄道路盤の工

事中、不発弾が出てくるのを１メート

ル先からセンサーで探索するための

技術を持っている企業を紹介しろと

いう。今度はそういう技術を持ってい

る企業を探さねばならない。 

また中国から紅茶の茶葉を輸入す

るけれど、そのタンニンの含有量を調
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べたい、カリブ海中の海藻中の毒物の

様子とか、色々ある。前者は国の静岡

にある研究所、後者は高知大学の海藻

の研究者を紹介した。いずれも県の園

芸試験場や水産試験場から教えても

らった。回答を持っている人物の調査

が必要だ。 

従って異業種交流の推進に当たっ

ては、グループの結成とその支援だけ

ではなく、日常的な交流・連携の支援

が業務となる。近年行政が「よろず支

援拠点」とか「ワンストップサービス」

とか言って中小企業者へサービスを

提供するのは好ましいことだが、企業

連携を推進するのはなかなか難しい。 

 

９ 開発事業への支援 

国の異業種交流を推進する政策的

手段はプラザ事業の成功とともに、一

つは「交流の場」を広げるため、「後

継者育成事業」とか、「下請企業自立

化促進事業」とか、色々な名称で補助

事業が展開された。もう一つは「交流

から開発・事業化」へ向けた支援措置

である。補助金を受け入れる手段とし

て、「融合化協同組合」づくりを推進

し、およそ全国で 200を超える組合が

認定された。単年度 1900万円、最長 3

年間、さらに補助率 10/10という破格

の補助事業である。1億円以上の売り

上げに繋がったものも 10数件あるが、

開発で終わってしまったのも多い。こ

れは本格的開発の場合、中小企業とい

えども 3年間で 5400万円ではまだ不

足だった。また補助対象経費に開発者

の人件費(これが一番高い)が入って

いないので 3年という年月も短かった

といえよう。筆者の調査では、10 年、

2億円が必要とも言われている。当然

開発商品の複合技術の程度による。 

その後、融合化組合以外にも、複数

企業による開発・事業化への補助事業

が色々と考案されている。 

 

10 開発事業の考察 

 京都も異業種交流が盛んな地域で

ある。京都らしい商品開発を行なおう

と京都産業情報センターが 1979年「京

都プロジェクト」という異業種交流会

を発足、戸出武が指導した。5つの分

野別グループを設置、うち農業工業化

機器プロジェクトは水耕栽培機器グ

リーンボックスを開発したが、16社が

参加、開発テーマを最初 120本設定し

これを 7本に集約、うち本テーマが 4

社で取り組まれた。3年 6月かかった

が、うち 1年間は試作品を家庭で試行

してもらい、不具合を徹底的に改善し

た。これが販売成功につながった。 

 東京の「足立ベンチャーグループ」

が開発した「自転車駐輪機」は北千住

駅前に設置されたので有名になった

が、開発後の初期トラブル対策で 20

回改良したと笹津進は言っていた。 

この開発テーマの選び方はかなり

重要で、河野豊弘によると(1980)、高

業績の上場企業 157社の研究開発では、

最初のアイデアが研究開発に着手さ

れる比率が 33.1%。そのうち開発段階

が終了し商品化に進むのが 47.1%。さ

らに商品化から実際に生産・発売にい

くのが 55.9%。この段階で、最初のア
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イデアから計算すると 8.7%、つまり

1/13である。しかも発売後成功する確

率は約 65%という。通算すると 5.6%、

1/18という状況である。これは報告さ

れたものだけであるから、途中で消え

たものもあろう。昔から開発は千に三

つといわれているが、最初の段階でい

かに多くのアイデアを集めるかが重

要であることを示唆している。 

ちなみに異グ連が設置した「販売研

究会」(1988～1990)によると、全国の

異業種交流で商品化されたもの 418件

のうち回答があった 158件で、自ら販

売しているから、「販売研究会」側に

「委託販売」を依頼する必要がないと

いうのが、20件 12.7%。販売委託の「意

志あり」が 62件 39.2%。このうち 16

件の商品についてさらに調査したと

ころ、「技術オリエンテッドによる開

発が多く、マーケッティング調査が不

十分で、しかも完成していない商品が

多かった」という結果だった。つまり

河野の大手企業調査と異なり、中小企

業の開発の場合、最終商品にまで到達

していない可能性が強いのである。 

異業種交流による「自社製品」を開

発・販売したいという要求や期待は強

い。しかし、猪突猛進型の危険性が多

いと考えねばならない。以前、海上遭

難の際、風船を上げて知らせるものを

開発した企業があった。自衛隊からも

注目されていたが、価格そのものは非

常に低価格である。問題は、アイデア

は素晴らしいが、国際特許を 5か国に

申請して、その費用が 2千万円近くか

かっていた。真似されたときに、訴訟

に持ち込む経費と、商品の価格との落

差を指摘したところ、非常に落胆して

帰られた。弁理士を儲けさせただけの

ような気がする。 

自分も評論ばかり言うつもりはな

いが、やはり第三者の意見も聞く必要

がある。(敬称略) 
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