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＜ポイント＞  
 
■ 企業が他の企業や大学と連携して共同開発に取り組む動きが活発化している。本稿では、

第１節で企業が外部との共同開発を行う背景や意義について理論的な整理を行った後、

第２節ではベンチャー企業（ゼファー株式会社）が産学官連携で超軽量次世代小型風力

発電機の開発に成功した事例を取り上げ、紹介する。 
そして第３節では、同事例の分析を通じて、企業連携、産学連携による共同開発を成功さ

せるためのポイントについて考察してみたい。 

■ 技術の高度化や開発競争の激化に伴い、新技術・新製品の開発に必要となる経営資源が

多岐にわたるようになり、これらすべてを一企業で保有することは困難である。こうし

た中、企業にとって外部の知識や技術などの資源を取り込みつつ、イノベーションをよ

り早く実現することが重要な課題となっている。 

■ 本稿で取り上げるゼファーのケースは、ベンチャー企業が各界各分野で強みをもつパー

トナーを集めて共同開発体制を築き上げ成果をあげた成功事例である。 

■ 本ケースは「産学官連携による経営資源の相互補完」、「連携ネットワークによる水平分

業型の共創」がなされた事例に違いない。だが、言葉で表現するのはたやすいが、この

ような連携を機能させ、結果を出すのは容易なことではない。 

■ 企業連携成功のためには、オーケストラの名指揮者のような役割を果たす有能なプロジ

ェクトリーダーの存在が必要不可欠であることを、本ケースは教えてくれる。 
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１．今なぜ企業連携か － 研究開発における外部資源の活用 

 
活発化する企業連携 1

昨今、製品の高機能化と価格低下が激しいハイテク分野の事業を中心に、技術開発と生産能

力の競争を勝ち抜くことが決定的に重要となっており、この競争を戦うに当たり、企業が様々

な形で外部の企業や大学等と連携する動きが活発化してきた。 
この背景には、次のような経営環境の変化がある。 
①技術の高度化と開発競争の激化に伴い、技術開発において克服すべき課題が従前に増して

増大していること 
②①の結果、開発に要する研究開発費、製品生産のための設備投資額が増大していること 
③ソリューション提供型の製品開発への要請が強まり、カスタマイゼーションや製品のパッ

ケージ化が求められるようになったこと 
④製品ライフサイクルの短期化に伴い、開発費用を回収するためには開発方法の抜本的見直

しと開発効率の向上が必要になったこと 
⑤グローバル化の進展に伴い、企業は地域的な事業カバレッジの拡大に対応する必要がある

こと 
こうした経営環境の変化の中で、企業は自社の経営資源のみに依存するのではなく、他の企

業や大学等の経営資源を積極的に活用する戦略をとるようになってきた。 
 
外部の経営資源を活用した共同開発 

今回のレポートでは、企業の外部との連携の中で、製品や技術の共同開発について中心的に

取り上げたい。共同開発とは、複数の企業が合意された目標やスケジュールに基づいて、ある

技術や製品を協力して開発することをいう。 
技術の高度化と開発競争の激化に伴い、技術や製品の開発に必要となる経営資源（技術、人

材等）は多岐にわたるようになっている。これらすべてを一企業が保有することは難しいほか、

すべての経営資源を自前で抱えれば、かえって開発効率が悪化する可能性もある。そこで、自

社が強みをもつ分野に経営資源を集中し、欠けている部分は外部（他社や大学等）の経営資源

を活用する考え方が一般的になってきたわけである。 
 
「企業の境界」を越えた研究開発が増加 

企業にとって他の企業や大学等との共同開発という選択肢が一般的になったことは、研究開

発における「企業の境界」を考えることの重要性が増したことを意味する。 
企業がその活動のうちどこまでの範囲を企業内で行うのか、どこまでを他企業に発注したり

共同で行ったりするのかは、「企業の境界」の問題と呼ばれる。これは、もともとは生産段階で

部材を内製するか外注するかという場合に論じられることの多かった問題だが、共同研究の普

及とともに研究開発段階でも重要な問題に浮上してきた。 
従来は、社内で自前の研究開発を行うのが当たり前だった日本の大企業が、最近では前述し

たような経営環境の変化に対応して、大学や他の企業との間で共同研究などの連携を積極的に

行うようになっている。研究開発活動において大学や他企業と連携することにより外部の知識

                                                  
1 本稿の執筆にあたっては、株式会社テクノ・インテグレーション代表取締役 出川通氏より貴重な示唆をいた

だいた。この場をお借りしてお礼申し上げたい。 
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や技術などの資源を取り込みつつ、イノベーションをより速く実現することが、今や企業にと

って重要な戦略的課題の一つとなってきた。 
つまり、企業の境界を越えてイノベーションが行われるようになり、研究開発においても、

何を社内で行い何を社外の資源を活用して行うかといった戦略の重要性が高まってきたといえ

る。 
外部資源を積極的・効果的に活用し、企業の境界や企業と個人（消費者）の境界を越えて、

利害関係者が一体となって新しい価値を生み出すことをオープンイノベーションと呼ぶが、企

業にとってこのオープンイノベーションの必要性が大きくなっている。 
 研究開発業務を社内で行うかわりに外注するいわゆる「外注研究」2の比率が近年増加傾向に

あることは、図表１から見てとれる。これを見れば、社内で使用した研究費のうち受入研究費

が占める比率、自己負担研究費のうち社外支出研究費が占める比率は、ともに 1990 年代後半

以降、上昇傾向にあることがわかる。 
 ここで注意したいのは、外注研究は、内部での研究開発を放棄して完全に外部依存になるこ

とを意味しないことである。研究開発の外注や委託の中は、単純なモノ売買とは違って、買い

手と売り手の間で密接な情報交換や何らかの共同作業が行われていることが多く、企業内部で

はないが、全くの外部とはいえないことが多い。 
 
連携が得意でない日本企業 

 上記のように、企業にとって、開発面で他の企業と連携することが重要な選択肢になってい

るが、日本企業はどちらかといえば他企業との共同開発に不慣れだといえよう。 
 日本の大企業では、一昔前までは新製品開発や新事業を立ち上げる時にすべて自前で行うこ

とが一流企業の証といった風潮があった。研究開発から事業化まで自社の丸抱えで行うのが普

通であったため、自社に欠けている部分を補完するために中小・ベンチャー企業とアライアン

スを組んで技術開発や新規事業創造を進めることが必ずしも得意ではない。 

                                                  
2 ここでいう外注研究は、定型的業務のアウトソーシングだけではなく、他企業への研究委託、共同 ど

の提携（

研究な

アライアンス）も含まれる。 
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図表１　　全産業の研究費に占める外部資金の比率
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 一方、中小企業にとって、大企業は最大の顧客（受注元）であることが多いが、大企業と組

んで対等の立場で共同開発を行っている事例はそれほど多くない3。経済産業省中小企業庁が

2006 年 4 月に「元気なモノ作り中小企業 300 社」を選出したが、これら元気な中小企業を見

渡してみても、自前の傑出した技術力や開発力で勝負している会社が多い。強みを持った中小

企業同士が水平的なネットワークを組んで連携して開発・製造を行い、単独ではなしえない仕

事を受注している例は散見されるが、大企業との連携による共同開発を積極的に進めている中

小企業は意外に少ない。 
また、ベンチャー企業4の場合は、創業直後の研究・開発から事業開始前の段階はあらゆる経

営資源が不足しがちで、経営危機に瀕するリスク（いわゆる「死の谷」）が高い。この段階で大

企業と連携すれば、必要な資金を補うことができるだけでなく、経営ノウハウやマーケティン

グ力などの弱点を補完することができる。つまり、ベンチャー企業にとって、大企業との連携

は「死の谷」を乗り越えて成長するための有効な戦略の一つである。だが、実際にベンチャー

企業と大企業との間でWin-Winの連携を実現させることはそれほど容易ではない。この背景に

は、大企業側がベンチャー企業の行動様式や文化に慣れておらず、うまく付き合えないことや、

ベンチャー企業側で技術の一方的な流出への警戒感が強いことや権利保護のノウハウが不足し

ていることなどの問題点が指摘されている。 
 
米国東海岸の大企業と開発ベンチャーの補完関係 

企業の連携事情に詳しい出川通氏（㈱テクノ・インテグレーション代表取締役）は、日本企

業にとっては米国東海岸で多く見られる開発ベンチャー企業と大企業との連携事例が参考にな

ると指摘している5。 
米国東海岸では 1990 年以降、大企業からのスピンアウトベンチャー、スピンオフベンチャ

ーが多数発生した6。これらベンチャーの基本スタンスは、出身母体を含む大企業からの「受託

開発」である。大企業はリスクの伴う開発ステージの部分をこれらベンチャー企業に委託し、

事業化ステージにおいては大企業側が主導権を持つ形の相互補完的なアライアンスを築いてい

る（図表２）。 
 大企業側にとっては、社内での開発に比べて少ない費用、短い納期で同一効果を達成できる

ほか、マイルストン7を達成しない時は切り捨て可能であるためリスクの軽減を図ることができ

る。 
 一方、ベンチャー企業側にとっては、大企業と組むことで多額の資金を獲得できるほか、技

術者が開発に専念できる、キーパーソンに成功報酬やストックオプション等のインセンティブ 

                                                  
3 下請け部材メーカーが親企業から継続して受注を獲得するために、通常の売買の中で生産技術の改善や技術

的な提案を無償で行うケースは多く、これらの中には実質的に共同開発の性格のものもある。しかし、本稿で

は共同開発を明示的な契約に基づくものやプレスリリースしているものに限定して共同開発と称している。 
4 「ベンチャー企業」に一様の定義はない（これは和製英語であり、米英では新規設立企業を意味する「スタ

ートアップ企業」の語がよく用いられる）。ここでは、ベンチャー企業を「イノベーション（革新性）を歯車と

し、高い志を持ったアントレプレナー（起業家）がリスクにチャレンジしながらその夢を実現しようとする企

業」と捉えておくことにしたい（榊原・前田・小倉（2002）－参考文献参照－ による定義）。 
5 出川通（2004）「米国・開発ベンチャー企業のケーススタディ」 
6 スピンアウトベンチャーとは、企業の研究開発部門の技術者が社外に飛び出し、出身企業とは関係なく起業

するベンチャーのことをいう。スピンオフベンチャーとは、主要メンバーが出身企業の公認で、技術の一部の

持ち出しを許可されて（時には出身企業の出資も得て）起業するベンチャーのことをいう。 
7 マイルストンとは、プロジェクトの中で工程遅延の許されないような大きな節目のことを指す。 
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図表２　　米国の大企業と開発ベンチャー企業（ＶＢ）との相互関係
（開発パートナーとして）

 
 
を付与できる、等のメリットがある。 
 
開発ベンチャーと大企業の共同開発 

日本企業が冒頭で述べたような環境変化に対応して技術革新などのイノベーションを推進

するためには、他企業や大学との連携を活発化し、「企業の境界」を越えて外部の経営資源を

活用した研究開発を進めることが重要となる。 
現状、日本では、研究開発における大企業とベンチャー企業との連携事例は、製薬メーカー

と創薬ベンチャーの提携8などバイオテクノロジーの分野を除けばそれほど多くない。米国で見

られるような大企業と開発ベンチャーの補完関係を、日本企業も日本の現状に合った形で実現

し、イノベーション創出につなげていくことが望まれる。 
 以下、第２節では、中小企業（開発ベンチャー）が大企業や大学と連携して共同開発を行い、

不足する経営資源を相互に補完し合いながら協働して新たな価値を創造している事例として、

ゼファー株式会社による小型風力発電機の開発事例を取り上げ、紹介する。 
 そして第３節では、同事例の分析を通じて企業連携、産学連携による共同開発を成功させる

ためのポイントについて考察してみたい。 

                                                  
8 製薬メーカーにとっては創薬ベンチャーとの提携なしにはパイプラインの維持が困難である一方、創薬ベン

チャー側にとって製薬メーカーとの提携が飛躍のための欠かせないステップである。したがって、他の技術分

野に比べて提携が成立しやすい。 
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２．事例研究 ：産学官連携で次世代の小型風力発電機を開発（ゼファー株式会社） 

 
はじめに 
風力発電は、化石燃料を消費しないほか二酸化炭素排出や廃棄物処理の面で環境負荷が小さ

い再生可能エネルギーの代表格として注目されている。ゼファー株式会社（東京・渋谷、伊藤

瞭介社長）は 1997 年に設立されたベンチャー企業だが、小型風力発電機で日本一のシェアを

誇る企業である。 
 本節では、同社が主宰する産学官の共同研究開発プロジェクト「プロジェクトＺ」による世

界最高性能の小型風力発電機「エアドルフィン」（写真１参照）の開発事例について取り上げ、

紹介する9。 
 
 

ゼファー株式会社 

所在地  東京都渋谷区初台1-51-1 

設立   1997年 

資本金  4億 4,248万 5,000円 

代表者  代表取締役社長 伊藤瞭介 

事業内容 風力、太陽光等のエネルギーに関する機器の開発・製造・販売 

及びコンサルティング 

従業員数 20人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゼファー設立に至るまで 
 ゼファーの伊藤社長は、幼少期は「ラジオ少年」だった。1961 年、山水電気に入社するが、

その入社動機は、大学生時代に自分が購入した山水電気製のトランス（変圧器）が壊れ、同社

に修理に持ち込んだ時に、同社の丁寧な対応に感銘を受けたことだという。山水電気では、営

業本部長、事業部長、商品企画部長、研究、経営企画室長、社長室長等を経て、1986 年には社

長に就任。だが、当時会社は債務超過に陥っていた。度重なるリストラでモノづくりの力が弱

体化し、アジアとの価格競争に巻き込まれて窮地に立たされていた。山水電気の外資傘下入り

が決まった翌年の 1990 年、伊藤氏は同社を去った。 
日本の製造業の空洞化懸念が世の中を覆っていた頃だが、「コスト削減ばかり優先させると、

日本のモノづくりは駄目になる」というのが、伊藤氏の持論であった。 
 その後、コンサルタント会社を設立した伊藤氏は、ある大手企業の依頼で再生可能エネルギ

ーに関する調査を手がけた時に、風力発電の将来性に目覚め、小型風力発電機の会社の起業を

決心するにいたる。 
 
なぜ小型風力発電機を選んだか？ 
 伊藤氏は、なぜ風力発電、それも小型風力発電機に注目したのだろうか。 
                                                  
9 本稿を作成するに際しては、ゼファー株式会社代表取締役伊藤瞭介氏、同社営業支援部窪田直樹氏、九州大

学大学院教授（産業技術総合研究所客員研究員）松宮煇氏、東レ株式会社コンポジット事業第 1 部高機能製品

課長若松浩氏の各氏に面談取材させていただいた。この場をお借りしてお礼申し上げたい。 
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 写真１ ゼファーの超軽量次世代小型風力発電機「エアドルフィン」 

 
 
 最大の理由は、小型風力発電機の市場が未開拓だったからである。おりしも 1997 年（ゼフ

ァー起業の年）、京都で開かれた気候変動枠組条約第 3 回締結国会議（京都会議）において京

都議定書が採択され、再生可能エネルギーの利用促進が重要課題となっていたが、風力発電の

開発については日本は欧米より相当遅れていた。 
なかでも、小型の風力発電機は過去に各国メーカーが開発に取り組んでいたが、技術的な問

題を克服できず、なかなか普及していなかった。小型の風車は自宅の屋根など街のどこにも設

置可能なため、大きな需要が期待できる。世界人口 65 億人のうち 20 億人がいまだに電力のな

い所で生活していることを考えれば、海外市場での需要拡大も見込める。このように有望市場

であるにもかかわらず、開花できない状況が続いているのは、本当に実用性の高い「本物」の

風車が世の中に存在していないからであった。伊藤氏はここに商機があると考えて起業に踏み

切ったのである。 
小型の風車を選んだもう一つの理由は、常に消費者の近くにいて、消費者と対話をしながら

モノづくりを進めたいという伊藤氏の思いだった。 
 
起業、技術導入・改良 
 1997 年、伊藤氏はゼファー株式会社を設立した。家庭でも使える小型風力発電機の開発をタ

ーゲットに定め、伊藤社長のライフワークである「モノづくり」を極めるための挑戦が始まっ

た。 
 自分の思いを込めたモノを作ってお客様に届けて感動していただくというサイクルが伊藤氏

の考える本物のモノづくりである。「日本の製造業は、ただの加工業者になるのではなく、宮大

工の伝統にみられるような日本人ならではの感性を込めたモノづくりを目指すべきだ」 
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写真２ ゼファー株式会社の伊藤瞭介社長 

 
創業当初は、風車開発に必要な知識もノウハウもなかったため、勉強のため、海外企業の良

い商品を一つ輸入して売ることから始めようと決めた。米国のベンチャー企業サウスウエス

ト・ウインドパワーと風力発電機のＯＥＭ（相手先ブランドによる生産）委託契約を結び、ゼ

ファー・ブランドで販売を開始した。ところが、実際に商品サンプルを受け取ってみると、そ

の出来は悪く、そのままでは日本の消費者にはとても受け入れられない商品だった。そこで、

同社は日本の気象条件や日本人の感性に合った商品に作り変える「改良」を施しながら販売を

展開していくことにした。 
 その後も技術開発を積み重ね、自社開発製品を自社ブランドで販売する力を蓄えていった。 
 
開発シナリオの作成と松宮氏との出会い 
 開発当初に伊藤氏がしたことは、日本発の小型風力発電の風車はこうあるべきだという思い

を込めた商品開発のシナリオを描くことだった。このシナリオには、微風でも発電できる風車、

太陽光と組み合わせたハイブリッドシステムの開発などが盛り込まれ、このワクワクするよう

な目標の実現に向けて歩み出したのである（結果的に、その後今日までにほぼこの時のシナリ

オ通りの商品が実現している）。 
 伊藤氏はこの開発シナリオを、ある勉強会（昼食会）の場で、一人の人物に見せた。その人

物とは、産業技術総合研究所の松宮煇氏である。松宮氏は、東京大学大学院工学系研究科卒業

後、通産省工業技術院に入所したわが国風力発電研究の第一人者であり、新エネルギーの開発・

実用化の国家プロジェクトであるサンシャイン計画にも携わっていた。 
 松宮氏は、世界一の小型風力発電機を作ろうという伊藤氏の開発プランに賛同する。当時の

心境を松宮氏はこう語る。「自分は研究者として 30 年間風車研究を続けてきたが、論文をたく

さん書いただけでは使命を果たしたことにならない。これまでの研究の集大成として、現実に

卓越した性能の小型風力発電機を世の中に生み出すことが自分の使命だと考えて、共同開発に

加わったのです」 
 
共同開発メンバーの組成 
 松宮氏を皮切りに、伊藤氏は自らの開発シナリオに賛同する共同開発のパートナーを精力的
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に集めていく。 
 松宮氏の紹介で、東京大学大学院の荒川忠一教授が開発メンバーに加わった。 
「小型風車で大型風車並みの性能をもたせるためには、風車を軽くしなければならない」と

いう松宮氏の指摘を受け、風車の軽量化に取り組むことにした。「小型軽量ながらも出力 1ｋＷ

の風車」がターゲットに据えられた。 
炭素繊維を使った軽くて丈夫な羽根を開発しようということで、松宮氏が東レにいた大学の

同期に相談したのを契機に、東レとの共同研究が始まった。 
ゼファーの開発プランは、素材メーカーである東レにとっても、①未開拓な小型風車の市場

にアクセスできること、②本件は炭素繊維の中でも難易度の高い成型品の開発であり、これに

挑戦することは今後の製品・技術の高付加価値化や新たな用途展開につながる可能性があるこ

と、などの魅力があったのである。 
 また、外装筺体を作るには 3 次元 CAD を使った金型製作、成型の得意なメンバーが必要と

いうことで、伊藤社長の知人がいるモリ山技研（名古屋市、大野徳郎代表取締役）もメンバー

入りした。 
 このほか、通信系を担当する横河電気、ベアリングを担当する NTN、発電機を担当するユ

ニテック、振動吸収素材のゴムを担当する日東化工、マグネットを担当する NEOMAX、電子

回路基板を担当する青梅電子、エスコ事業をベースに利用開発を担当するファーストエスコ、

街路灯など利用開発を担当する岩崎電気がプロジェクトに加わった。  
 こうして、伊藤氏が描いた「世界一の小型風力発電機づくり」の夢に賛同する同志が集結し、

産学官、それぞれ異なる分野や立場で強みをもつメンバー達による共同開発が始まった（図表

３）。 
 
「プロジェクトＺ」始動 
共同開発が進展し、技術的にかなりの水準に達したことから、今度はその技術でわれわれの

風車を世界に広めていこうという段階になった。世界から「本物」と評価される小型風力発電

機を開発、量産化したいという夢の実現に向けた計画「プロジェクトＺ」がスタートしたのは

2002 年夏のことだった。 

図表３　　産官学共同開発「エアドルフィン」プロジェクトZ のメンバー

機関 担当分野等

　東レ㈱ 　翼の成型

　㈱NEOMAX 　磁石

　ユニテック㈱ 　発電機

　横河電機㈱ 　通信系、メインテナンス

　NTN㈱ 　ベアリングなど回転部

　民間企業 　㈱モリ山技研 　外装筺体

　㈲青梅電子 　電子回路基板

　㈱ファーストエスコ 　利用方法の開発

　岩崎電気㈱ 　街路灯など利用方法の開発

　日東化工㈱ 　振動吸収素材

　ゼファー㈱ 　商品企画、制御回路開発、設計、ソフト開発、営業（プロジェクト主宰）

　産業技術総合研究所 　翼の基本設計、実装試験

　官庁等 　　（松宮煇氏（現：九州大学）と小垣哲也氏が参加）

　経済産業省 　開発支援

　NEDO（技術開発機構） 　開発支援

　学会 　東京大学大学院 　翼の解析、基本設計　（荒川忠一氏と飯田誠氏が参加）

出所 ： ゼファー資料より作成
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 この夢を実現するには相応の開発資金が必要で、いつまでも参加各社の手弁当というわけに

はいかなかった。本件プロジェクトの意義の大きさや共同開発メンバーに産総研および東大と

いう看板が入っていることから国の支援も期待できるということで、その獲得に向けて動いた

ところ、経済産業省、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の補助金の獲得に成功

した。また、大手ベンチャーキャピタル各社からも出資を仰ぐことができた。 
このようにして、日本から世界に向けてナンバーワンの小型風車を作ろうという産学官共同

開発プロジェクトが動き出し、約 4 年半の歳月をかけて世界最高性能の小型風力発電機「エア

ドルフィン」の開発、販売が実現したわけである。 
 
数々の技術開発を実現 
 このような共同開発体制を組むことで、プロジェクトＺの目標の実現に向けて、メンバー達

は独自の新しい技術を次々と開発していった。 
たとえば、高効率を追求して羽根を細くすると、回り出しが鈍くなるという弊害があったが、

風車は常に回ることを求められる。この課題は、松宮氏が考案したパワーアシスト機構を内蔵

することで乗り越えた。バッテリーに蓄えた電力を使いモーターで初動をアシストする仕組み

の導入により、風速 0.5ｍ／秒でも回り続ける羽根が出来上がった。 
一方、風車の性能を上げれば上げるほど、強風時にはオーバーパワーになるのを防ぐため、

羽根の回転を制御する仕組みが必要だった。ゼファーの技術と連携企業のもつ発電機づくりの

技術、コンピュータ・アルゴリズムの技術等を結集して完成したブレーキ制御システムを組み

込むことで、微風から暴風までの連続運転が可能になった。 
また、空中で一番静かに飛ぶ鳥（猛禽類）といわれるフクロウの羽根からヒントを得た独特

のパターンを刻む翼にしたことで、風車が回る際の騒音を 50 分の 1 に低減することにも成功

した。 
 日本の伝統的な匠（たくみ）の技も製品開発に活かされている。モーターや羽根を包むボデ

ィー部分は、神奈川県箱根地区の伝統工芸「寄せ木細工」の手法を応用してはめ込み式とし、

ネジの使用をわずか 4 本に抑えた。腐食しやすい海岸部での使用に耐えるようにするための工

夫である。 
 このように、「エアドルフィン」の開発には数多くの新規技術が採用されており、これらはそ

の内容に応じて特許出願（単独出願または共同出願）をするか、もしくは内部に「秘伝のタレ」

としてブラックボックス化されている。 
 
軽い羽根を求めて妥協は許さず 
 前述したとおり、プロジェクトＺでは、軽い羽根をつくることが重要な命題であった。 
炭素繊維を使った超軽量、高剛性、超寿命の羽根づくりを担当した東レが、羽根について複

数の開発プランを提案したところ、伊藤氏はその中で最も高コストで優れた性能が出るプラン

を採用する決断をした。それは、理想的だがあまりに費用がかかるプランであるため、選択肢

の末尾に遠慮がちに記載されていたプランだった。 
この顛末を見ていた松宮氏は述懐する。「振り返ってみると、この時の伊藤氏の選択がエアド

ルフィンの開発成功にとって重要なポイントとなる大英断でした。価値あるものをつくるため

には妥協を許さない姿勢を見せられて、私も熱くなりました」 
 伊藤氏はこう語る。「東レの技術者の顔色を見ていて、彼らが本当に一番やりたいのはこれだ

なと分かったから決めた。価値あるものを生み出し、その価値を売っていくのがモノづくりの
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真髄。妥協してまずコストダウンから始めると道を誤る」 
 伊藤氏のモノづくり哲学がよく現れたエピソードといえよう。 
 
トラックテストを実施しデータ収集 
 風車は2ｍ／秒の微風でも50ｍ／秒の暴風でも連続運転に支障がないことを実験により確認

する必要がある。 
 きれいな風が吹く風洞実験をいくら繰り返しても、風車が過酷な自然の風の中での運転に耐

えられるかどうか分からない。そこで、「プロジェクトＺ」では、産総研の自動車用テストサー

キットで荷台に風車を載せたトラックを繰り返し走らせる実験を行った（写真３）。このトラッ

クテストにより、風洞実験では得られない貴重なデータが収集され、超高性能ロータの開発が

可能になった。 
 こうして 2006 年 1 月、ついに「プロジェクトＺ」の開発の集大成である小型風力発電機「エ

アドルフィン」の販売開始にいたった。定格出力は 1.0 キロワット、本体重量は 17.5ｋｇで、

発電量当たりの本体重量は世界最軽量化を実現した。 
 
有能な指揮者が共同開発を成功に導く 
 上記のように、世界一の小型風力発電機の開発を目指した「プロジェクトＺ」は、産学官の

10 数主体による共同開発であり、まさしく日本のモノづくり技術を結集させたプロジェクトと

いえる。 
 だが、各分野でそれぞれ強みをもつ一流のパートナーが寄り集まったプロジェクトが必ずし

も成功するとは限らない。多くの分野の専門家が集まるプロジェクトほど、開発途上で発生し

た問題の原因究明が困難になりがちであり、これを乗り越え前進するには有能なリーダーの存

在が必要不可欠である。 
 たとえば、「エアドルフィン」の羽根の設計では、まずは木材で試作品を作り性能をテストす

るとたわみが出たが、それが材質のせいなのか、設計のせいなのかを解明する必要がある。そ

れぞれ一家言ある専門家が、「俺が、俺が」と主張し合っていると原因の所在が分からなくなり

がちだが、本件ではプロジェクトリーダーの伊藤氏が原因を仕分けして究明し、一つ一つ課題

を解決し、次はアルミでの試作、そして炭素繊維での試作と進んでいった。 

 写真３ トラックテストの様子 写真４ 展示会に出展 

（注）第１回新エネルギー世界展示会（2006.10.11～13、幕張メッセ） 
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 大人数の共同開発を成功に導くには、オーケストラの名指揮者のような存在が不可欠という

のが、伊藤氏の持論である。「プロジェクトＺ」の場合、伊藤氏が自らの人脈で集めた「同じ志」

を持つ有能なプレーヤーとの間に良好な人間関係を築きながらリーダーシップを発揮する有能

な指揮者の役割を果たしているからこそ、いいハーモニーを奏で、順調な開発成果という名演

奏につながっているといえよう。 
 産学官連携を進めつつ高性能な小型風力発電機の開発に成功したゼファー。エネルギーと環

境問題が 21 世紀の大きなテーマという認識が広がっていることを追い風に、同社は新製品「エ

アドルフィン」の販売を起爆剤にして、2010 年には小型風力発電機市場で世界シェア 15％を

獲得することを目指している。  
 
 
３．企業連携（共同開発）成功のポイントを考察する 
 
ゼファーの事例から何を学ぶか？ 

 前節で見たゼファーの事例は、中小企業（開発ベンチャー）が大企業を含む他の企業や大学

と連携し、国の補助金も受けて産学官共同研究開発プロジェクトを立ち上げて、次世代型の新

製品を開発した一つの成功事例といえる。 
この事例は、われわれに多くの示唆を与えてくれる。以下で、筆者なりにいくつか指摘して

みたい。 
 

有機的な連携は新たな価値を生む 

 本ケースでは、ベンチャー企業が開発目標の実現のために、外部の企業や大学と有機的な（＝

名ばかりでなく実際に機能する形の）連携ネットワークを築き上げて研究開発を行っている。

新製品や新技術を開発するための資源が一つの会社に揃っていないことは多く、その場合不足

している資源をもつパートナーと連携し、パートナーの強みを活用することで開発目標を達成

し、新たな価値を生み出すことができるという見本である。 
 
複合専門領域の連携からブレイクスルーが生まれる 

 本ケースでは、流体力学、エレクトロニクス、材料技術など複数専門領域の専門家をチーム

に呼び込むことにより、新製品・新技術開発に必要なブレイクスルーを実現している。 
 伊藤氏も、「1 社単独では、世界一の（小型風車の）羽根をつくることはできなかった」と語

っている。 
 米国で発明やイノベーションを繰り返し生み出している産学官の発明家や技術者、研究管理

者等に対するインタビューをもとに、イノベーションが起こるプロセスを分析したマーク・ス

テフィックとバーバラ・ステフィックは、次のように述べている10。 
 ・研究者とそれ以外の職種の人々の間の相互作用は、互いに刺激し合ってアイデアを生む。 
 ・個人で効率的に手がけるには大きすぎる研究プロジェクトも、チームでなら取り組むこと

ができる。これは、特に技術開発において言えることである。 
 ・異分野の人が一緒に仕事をするとき、彼らの見解のぶつかり合いのなかから新しいアイデ

                                                  
10 マーク・ステフィック＆バーバラ・ステフィック著、鈴木浩監訳（2006）『ブレイクスルー イノベーショ

ンの原理と戦略』オーム社 
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アが生まれることがある。 
 ゼファーの事例はまさに複数専門領域の連携によるブレイクスルーの実践例といえよう。 
 また、本件の場合、産学連携による科学とエンジニアリングとの融合が新しいアイデアとイ

ノベーションを生み出している点に注目すべきである。 
 先に引用したステフィック夫妻の研究でも、イノベーションを成功させるには、「何が可能

か？」（主に科学の関心事）と「何が必要か？」（主にエンジニアリングの関心事）の 2 つの取

り組みの結合が必要であると指摘されている。重要課題の解決に焦点を当てるエンジニアリン

グの部分と、障害を克服するのに必要な新しい知識を創出する科学の部分の両方を結合させる

ことで、新たな技術開発が生まれることが多いのである。 
 
困難な課題に立ち向かうことで強くなる 

世界一の性能をもつ小型風力発電機完成までの道のりは決して平坦なものではなかった。大

風で風車が壊れる、風車が回らない、騒音がうるさい等、数多くの困難な課題に直面したが、

そこから逃げずに立ち向かい、皆が試行錯誤して解決していくことにより、独自の新しい技術

が生まれ、それが参加企業の競争力にもつながっている。 
 本ケースの場合、ベンチャー企業のゼファーのみならず、共同開発に参加した大企業の側も、

困難な課題に挑戦することによる自社の技術力強化を参加理由の一つにあげている。 
 筆者は、以前、本誌で、日本の強いモノづくり中小企業に共通して見られる特徴の一つは「難

しい注文でも断らないで挑戦する（“できない”と言わない）こと」であると指摘した11。だが、

このモノづくりに対する姿勢は、企業の大小を問わず、日本の製造業に息づいているようだ。 
顧客やパートナーの難しい注文に挑戦することが、自社の技術・技能の強化、優れた人材の

育成、新規事業開拓等につながるという認識をもった企業が多いことは、日本の製造業が今後

も大事にすべき強みといえるのではないだろうか。 
 
強みをもつ者同士が組みたい相手と組む 

 本ケースでは、産学官、複数の異なる領域の専門家から成る共同開発チームが組成されたが、

こうした共同開発体制が成立し、うまく機能したのは、当たり前のことではあるが、参加メン

バーが「互いに組みたい相手と組む」ことによりでき上がった関係であったからである12。 
 まず、開発に必要な経営資源（技術や人材）を見定め、自社がもつ資源と欠けている資源の

仕分けを行うことが必要だ。さらに、自社に足りない資源を補完しようとして他社との連携を

望んでも、片思いで相手にふられてしまっては連携などできない。理想的な相手との連携が成

就するためには、自社が特定分野で強みとなるコア技術をもち、他社に組みたいと思わせるだ

けの内部蓄積や魅力をもっていることが必要条件となる。 
最近は、日本の大企業病として、自前主義や「ＮＩＨ症候群（Not Invented Here Syndrome）

13」が克服すべき悪弊として指摘されることが多いが、「連携上手」の企業になるためには、逆

説的ではあるが、コア技術の関連分野においては徹底した自前主義を貫いて、他社に欲しいと

                                                  
11 東レ経営研究所『経営センサー』2005 年 7.8 月合併号、9 月号掲載の「シリーズ 製造業の現場は今」(2)、
(3)参照。 
12 本項の分析に際しては、東レ株式会社研究・開発企画部主幹 松田良夫氏より貴重な示唆をいただいた。こ

の場をお借りしてお礼申し上げたい。 
13 ＮＩＨ症候群（Not Invented Here Syndrome）とは、自前主義を揶揄した言葉で、「ここ（自社）で発明さ

れたものではないから受け入れられない」症候群のこと。 
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思わせる強みを構築することが重要だとといえる。 
 また、本ケースのように長期にわたる共同開発は、一方が他方に犠牲をしいて一方的に得を

している関係ではなく、互いに Win-Win の関係でないと成功しないことは言うまでもない。 
 
企業における連携担当部門の存在 

 本ケースのような連携においては、パートナーの連携に対する本腰の入った取り組みが重要

だが、そのためには参加企業の経営幹部の強いコミットメントがあることが大きな支えとなる。 
この意味で、企業の中に連携（共同開発）の担当部門が存在することは、その企業が連携に

前向きであるというメッセージになるほか、社内担当者にとって連携（共同開発）業務に取り

組む際のモチベーションを高めることにつながる。 
 本ケースの場合、たとえばプロジェクトメンバーの一員である東レでは、「このような軽く丈

夫な羽根をつくれないか」といったゼファーからの相談・注文を正面から受け止め、開発、提

案する組織が社内に存在していたこと、本件共同開発の意義について社内の認知があったこと

が、共同開発を推進する上での支えになったとのことである。 
 
ビジョンと目標の共有 

 連携（共同開発）を進めるにあたって、ビジョンと目標についてパートナー間で認識の相違

があってはうまくいかない。 
 本ケースの場合、伊藤氏が起業後早い段階で「世界一の小型風力発電機の開発」についての

魅力的な（挑戦しがいのある、夢のある）開発シナリオを描き上げ、これに賛同するパートナ

ーを順次集めていったため、参加メンバー間で明確なビジョンと目標が共有されていた。 
 
有能なプロジェクトリーダーの存在 

 本ケースの場合、ベンチャーの社長の人脈を中心に組成された複合専門領域で強みをもつメ

ンバーからなる共同開発チームが成果を上げたが、これを「結局、重要なのは人脈」で片付け

ると本質を見失うだろう。 
 第２節でも述べたとおり、多くの分野の専門家が集まるプロジェクトほど、開発途上で発生

した問題の原因究明が困難になりがちであり、これを乗り越え前進するには、オーケストラの

名指揮者のような有能なプロジェクトリーダーの存在が必要不可欠である。 
 本ケースでは、伊藤氏がこの役割を見事に果たしている。同氏は、山水電気時代に営業も研

究も手掛け社長まで上りつめた経験から、技術経営に必要不可欠な目利き能力に秀でているほ

か、優れた統率力、決断力、調整力を発揮している。また、共同開発プロジェクトの意義と成

果についてのプレス発表やプレゼンを効果的に行うなど、対外広報活動面の上手さも特筆され

よう。 
 さらに、本ケースでは、参加メンバーが共同開発を「面白い」と感じて前向きに取り組む姿

勢を持っていたことが成功への原動力になったと考えられるが、こうしたモチベーションと求

心力が維持されている背景には、プロジェクトリーダーのモノづくりにかける情熱が周囲の人

間を巻き込んでいるという要因があることも見逃せない。 
「感性を込めたモノづくりこそが日本の真髄」、「日本の技と匠を横につなげれば世界一のモ

ノができる」といった伊藤氏のモノづくり哲学。これらへの共感が、多くのパートナーの心を

揺さぶり、同一のビジョンのもと、情熱を持った共同開発に向かわせていることは想像にかた

くない。 
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産学官共同研究によるイノベーションの成功事例を見て、それを「産学官連携による経営資

源の相互補完」、「連携ネットワークによる水平分業型の“協働”、“共創”」などと格好のいい言

葉で表現することはたやすい。これらは、確かにそこで起こっている連携の姿を正確に言い表

した言葉ではある。 
しかし重要なことは、どうすればこのような連携を実現して結果を出すことができるかであ

る。それはトランプゲームで強いカードを集めさえすれば勝てるといったような簡単なことで

は決してない。連携を機能させ、結果を出すには有能なプロジェクトリーダーの存在が必要不

可欠であることを、本稿でみたゼファーの事例は教えてくれる。 
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