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1．はじめに
以前、本欄で「なぜ今、異業種交流会なのか？」

と題して弊社の異業種交流研修会の活動紹介を掲
載したのが 2008 年 2 月。当時、異業種交流研修
会の一番のメリットとして挙げているのは「他流
試合」ゆえに受ける「刺激」としている。「創造（ク
リエーション）」「革新（イノベーション）」「多様
性（ダイバーシティ）」「企業の社会的責任（CSR）」
などが時代のキーワードとされているにもかかわ
らず、企業の短期業績追求、要員合理化による多
忙化、仕事の専門化と細分化が、内向きの仕事の
増加をもたらしており、視野狭窄

さく

を起こしがちな
状況になっており、あるタイミングで刺激に富ん
だ他流試合を経験することが人材育成の有効な手
段となると説いている。

2008 年当時の異業種交流の盛り上がりがいかな
るものであったか、翌 2009 年から弊社主催の異

業種交流研修「次世代経営者育成塾」と「戦略的
技術マネジメント（MOT）研修」に関わるよう
になった筆者としては、その後異業種交流を巡る
状況は変化してきており、参加者や派遣企業の意
識も単に「他流試合」で「刺激を受ける」という
意識面の変化だけを求めるばかりでなく、まさに
異業種の発想を自身・自社のビジネスに生かすこ
とに繋がることを期待する向きが大きくなってい
るように感じている。本稿ではあらためて 2008
年以降の異業種交流研修を取り巻く状況変化と位
置づけの変化を振り返ってみたい。

2．異業種交流を取り巻く状況の変化
◆リーマンショック

前述の紹介記事が本誌に掲載された半年後に
リーマンショックが起き、日本経済は大幅な景気
後退に直面した。筆者が関わる異業種交流研修は、

Point
❶	 	弊社主催で 10 年以上続いてきた異業種交流研修会が２つある。
❷	 	リーマンショックでは存続の危機に直面し、さまざまな異業種交流会の消長盛衰もある中で、何が

上記研修の継続要因であったかを考察してみた。
❸	 	長く続けて行くことで、異業種人材交流のより広いネットワークを提供し、そこからコラボレーショ

ンを生み出す可能性を高めて行きたいと考える。
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企業からの派遣を主な対象としており、着任早々、
各社の業績悪化ないし見通しの不透明化に伴う研
修費用の削減の影響を少なからず受けることに
なった。研修の価値を認め、継続的に受講生を派
遣してくれていた企業も、教育訓練費の大幅な削
減に直面すれば、まずは出銭を制して社内で必要
最低限の研修を開催するための費用を死守するの
は自然なことだ。研修の「内製化」が時流となり、

「他流試合」「刺激」の必要性はどこかへ追いやら
れてしまいがちだった。弊社の異業種交流研修も
事業性という観点では再検討を迫られた時期でも
あった。

◆朝活ブーム
一方、「朝活」という言葉が世に出始めたのも、

リーマンショックが起きた 2008 年頃のこととさ
れている。人事労務用語辞典によれば朝活は「出
勤前の朝の時間を活用して、仕事や勉強、趣味、
体力づくり、交流などの自己研鑽に充てること」。
この「交流」のカテゴリーに該当する活動として、
早朝に異業種の人々が集まっての交流会や勉強会
を行う様子が盛んにメディアで紹介される時期が
あったと記憶する。前回記事タイトルの「なぜ今、
異業種交流会なのか？」は、このあたりの現象を
捉えてのものである可能性も高い。朝活に参加す
る「意識の高い個人」にスポットが当たることで、
異業種交流という言葉自体も世間への浸透度を高
めたことが想像できる。

こうした「異業種交流会」の中には、純粋に交
流や人脈作りを目的にした、単なる「名刺交換会」
のようなものもあり、いわゆる「勧誘」を目的に
参加したり、将来的な起業を視野に入れた利己的
な人脈作りに精を出す参加者もいて、問題になる
ケースもあるという。そうした目的での参加が必
ずしも非難されるべきではないにせよ、度を越す
と周囲がしらけてしまったり、一定の人脈が得ら
れたら抜けてしまうメンバーが出てきたりで、交
流が長続きせず、自然消滅してしまうことも多い
ようだ。

◆異業種コラボレーションへの期待の高まり
日本企業のイノベーション創出に向けて、産官

学や異業種企業間の連携は長らく奨励され、徐々
に進展してきたが、IoT や「つながる経済」化が
浸透する流れの中で、コラボレーションが加速し
てきている。全てのものがインターネットにつな
がり、情報交換が行われるような世の中において
は、製造業とサービス業の垣根は低くなり、互い
に垣根を越えて、ないしは共同してより大きな利
益の得られるビジネスモデルをより早く構築しよ
うとする。製品のコモディティ化スピードの加速
が止まらないこともあいまって、より効果的な協
業で素早くビジネスを立ち上げることが、成功の
鍵となってくる。製造業にとってもサービス業に
とっても「まだ見ぬ相手との協業」を視野に入れ
ながら自社のビジネスを構築する必要があるとい
うことだ。そのためには、現在と将来の経営や技
術開発を担う人材が、他業種や異分野のビジネス
内容や流儀などを知っておくことが、いざという
ときに役に立つ。異業種交流研修は、単なる他流
試合や刺激を受けるためだけの場ではなく、直近
または将来のビジネス構築のきっかけ作りを期待
される状況になってきているといえる。

3．変化を乗り越えた要因
さて、弊社の「次世代経営者育成塾」「MOT 研

修」は新規顧客の開拓や運営コスト削減などの手
を尽くしてリーマンショックを乗り切り、前者は
今年 15 期目、後者は 25 期目を迎えた。我慢して
継続してきて結果的には成功だったといえる。
リーマンショックでご縁の切れたお客様もいるが、

「業績の見通しがついたときにはまた是非参加させ
てください」と言ってくださったお客様の多くが、
その通り戻ってきてくれた。一時的に優先順位は
下がっても、異業種交流のニーズ自体がなくなっ
たわけではなかった。

さらに危機を乗り切る上での取り組みが、今と
なってみればその後の新しい状況にうまく合致し
たというところもあったように思う。たとえば、
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リーマンショック時に従来の顧客からの派遣がス
トップしたときに新規顧客の開拓を積極的に行っ
たことで、参加者の多様性が高まった。図表 1、
図表 2 はそれぞれの研修の 2009 年度までと 2010
年度以降の参加者所属企業の業種分布をまとめた
ものである。弊社の属する東レグループが繊維・
化学系の企業グループであることから、開講当時
はどうしても業種の近い企業にアプローチするこ

とが多かったため、両講座とも自然と化学系の企
業からの参加が多くなっていった。状況が変化し
たときに、業種にかかわらず幅を広げて参加を呼
びかけたことにより、本当の意味で異業種交流と
呼べる多様性が備わったともいえる。単なる他流
試合、刺激を受ける場であれば業種の多様性は余
り問題にはならないかもしれないが、前述の通り

「まだ見ぬ相手との協業」を視野に入れた研修と考
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図表 1　次世代経営者育成塾　受講者業種分布

出所：東レ経営研究所
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図表 2　戦略的技術マネジメント（MOT）研修　受講者業種分布

出所：東レ経営研究所
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えた時、参加者の顔ぶれの多彩さは重要な要素だ。
また、リーマンショック時には、受講者減少に

伴い運営コストの削減も行わざるをえなかったが、
講師の質を下げることだけはしなかったのも、そ
の後の継続を支えることになった。「次世代経営者
育成塾」については文字通り、次世代の経営者と
して必要不可欠と思われる普遍的なテーマや時流
に沿ったホットイシュー（たとえば CSR、人事 ･
雇用管理、マクロ経済動向、事業創造 ･ マーケ
ティングなど）を毎回読み切りでゲスト講師の講
義により問題提起していただき、参加者による創
発的な議論により考えを深めるというものなので、
朝活ブームに乗って、講師コストも含めた大幅コ
スト削減により個人の参加者を増やすという選択
肢もあったと思う。しかし、その後の「異業種交
流会」の消長盛衰をみれば、「学びの場」としての
軸をしっかり持ったものが長続きすることは明ら
かだ。異業種交流研修ではテーマについての創発
的な議論が重要だが、だからこそ議論に値する

しっかりしたテーマを提示する講師、議論の方向
性を適切に示唆する主査の質を落とすことは許さ
れないのだ。

4．おわりに
異業種交流研修を取り巻く状況の変化と、変化

を乗り越えて 10 年以上続いてきた弊社の 2 つの
研修の「生き残り要因」をいささか手前みそなが
ら考察してきた。長続きすることばかりが価値の
高いこととは思わない。しかし、長年継続してい
ると、OB 会が立ち上がって縦のつながりができて
きたり、既にトップや役員の地位に就いた先輩の
話を聴く催しなどが企画できる状況になってき
た。これは、参加者により広い異業種交流のネッ
トワークを提供することにつながっており、ここ
から有意義なコラボレーションと大きなイノベー
ションが生まれてくるのではないかという期待も
膨らむ。微力ながらそうした可能性を育む場とし
て、この研修を続けて行ければ幸いだと思う。
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