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要旨  

本研究では、エレベーターのボタンや到着灯をオーダーメイドで製造してい

る株式会社島田電機製作所を事例に挙げる。 1 9 9 9 年から中小企業数は減少傾

向にある。要因は人材不足が大きい。少子高齢化によって生産人口が減少し、

働き手がより魅力的な条件を示す大企業に集中するのだ。しかしながら、島田

電機製作所は中小企業でありながらも、新卒採用の枠が 1～ 3 枠であるのに対

し応募が約 5 0 名にも及ぶ企業である。また、約 1 4 0 ものメディア媒体に掲載

されている。では、なぜ島田電機製作所はほかの中小企業と比べて各方面から

支持される企業なのか。この疑問を抱いたことが本研究を行うに至った背景で

ある。  

この疑問を解決するべく、本研究では全体リサーチクエスチョン「古い気質

の下請け工場だった島田電機製作所は、なぜ世間から大注目を浴びるほど魅力

的な企業になれたのか？」を設定する。この質問を解く手がかりとして、リサ

ーチクエスチョン１「なぜ島田電機製作所はエレベーターメーカーの下請けで

あるのに、エレベーターの新設台数が減少しても、業績回復できたのか？」、

リサーチクエスチョン２「なぜ島田電機製作所は中小企業なのに、パフォーマ

ンスレベルの高い優秀な人材が集まる組織を実現できるのか？」という２つの

質問を設定し回答することで、全体リサーチクエスチョンの回答を述べる。こ

れらのリサーチクエスチョンに回答していく中で、島田電機製作所の強さを知

ることが本研究の目的である。  

研究方法を述べる。まずは島田電機製作所の代表取締役社長をはじめとした

多くの社員の方々のインタビューと社内見学である。また、インターネット検

索によって見つかった島田電機製作所の数多くのインタビュー記事や動画も参

照し、研究を行った。  

結論を述べる。島田電機製作所は経済的合理性と反する一見非合理な戦略に

よって、島田電機製作所でしか生み出せない高付加価値を提供している。更に、

市場が大きい海外に進出し、ニッチ企業が陥るリスクを排除することで、強い

ポジショニングに成功している。社内においては「社員を資本と捉えた組織づ

くり」に力を入れ、従業員エンゲージメントを向上させている。この従業員エ

ンゲージメントの高い組織が更に高い価値創出を実現し、そこで得た収益をさ



 

 

らに組織づくりに充てる、という好循環が実現している。この好循環こそが、

島田電機製作所が各方面から支持される要因であると考える。  

市場で強いポジショニングが出来れば、会社に余裕が生まれ、顧客が真に求

める価値を提供できる。また、組織づくりは利益増加に直結しない活動であり、

会社を大きくするためには一見非合理な活動だが、それが“社員のための組織

づくり”に必要な活動である場合、コストと捉えず資本として投資し続けるべ

きだと考える。組織を従業員エンゲージメントの高い人材で構成でき、結果と

して利益増加に繋がる。この好循環こそが「顧客も社員も幸せにできる経営」

だといえる。
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第１章 序章 

1.1 研究関心 

私は神戸大学経営学部の三矢ゼミに所属している。当ゼミでは「強い組織はなぜ強

いのか」をテーマとして学んでいる。私自身、経営学について興味を持ったのは中学

生の頃に見た、ある保険会社のドキュメンタリー番組がきっかけだ。そこでは社長と

社員の間に信頼関係が築かれており、社員が生き生きと働く姿に感動を覚えた。「働く

＝辛い」というイメージがあった当時の私にとって「良い経営は顧客だけでなく社員

も幸せにできる」と教えてくれた。そこからは「顧客も社員も幸せにする経営」を学

ぶために神戸大学経営学部に入学し、特に私自身が学びたかった組織論や戦略論とい

った研究テーマを扱う三矢ゼミに所属した、という経緯である。ゼミ活動では「社外

へ向けた戦略」と「社内へ向けた戦略」の両面から学びを得ている。特にゼミ内では

「社外へ向けた戦略」を「外部戦略」と呼び、「社内へ向けた戦略」を「内部戦略」と

呼んでいる。そこで本研究においても、該当する戦略は「外部戦略」と「内部戦略」

と呼ぶこととする。 

3回生の冬には三商大ゼミ討論会を行った。神戸大学、一橋大学、大阪市立大学の経

営や商学系の学部に所属する学生が参加する。4人１組のチームで研究テーマを発表し、

議論を行う。私達のチームは「GMS株式会社」という企業を研究テーマとして発表した。

この研究では特に「外部戦略」について学びを得た。これまでに類のない社外向けの

戦略は自社にとって良い立ち位置を築く。そしてその戦略が全てのステークホルダー

にメリットをもたらす場合、世界レベルの問題にも立ち向かえると学んだ。GMS株式会

社の研究で「外部戦略」が持つ力を知った。 

課外活動においては、神戸大学軟式野球部に所属しておりマネージャーを務めてい

る。当部は私が入学した頃にサークルから体育会の部活に移行した。そのため、大学1

回生から 4 回生になるまでの間、チーム全体が「全員で野球を楽しもう」という意識

から「全員で野球を楽しみながら成果を残すには部活としてどうあるべきか」といっ

た意識づくりに励む様子を間近で体現してきた。それに伴い、試合の実績が昇格して

いくことも同時に経験した。マネージャー業を通じて、部員の「この部に貢献したい

という思い」や「自分がこの部の一員である」という自覚が、活動に大きく影響を与

えることを学んだ。マネージャー業を通じて「内部戦略」にあたる良い組織づくりを

体現した。 

よってこれまでの経験から、卒論のテーマ選びにおいても、「優れた外部戦略や内部

戦略によって成長を遂げた企業」を中心に探していた。そこで偶然出会ったのが、本

研究のリサーチサイトである「株式会社島田電機製作所」である。 
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1.2 本研究の構成 

本研究は次のように構成されている。まず第 1 章では本研究を行うに至った研究関

心及び研究の構成（図表１参照）を述べている。第 2 章では日本の中小企業の現状と

課題を述べている。第 3 章では本研究の研究方法について述べている。第 4 章では、

本研究のテーマである株式会社島田電機製作所の概要と、創業開始からの沿革につい

て述べた後、全体リサーチクエスチョンとして「古い気質の下請け工場だった島田電

機製作所は、なぜ世間から大注目を浴びるほど魅力的な企業になれたのか？」を設定

する。第 5 章以降ではこのリサーチクエスチョンを解くために、外部戦略と内部戦略

の両面から研究を進める。第 5 章では全体リサーチクエスチョンを解くために必要な

「外部戦略」について、リサーチクエスチョン１「なぜ島田電機製作所はエレベータ

ーメーカーの下請けであるのに、エレベーターの新設台数が減少しても、業績回復で

きたのか？」を設定する。次に島田電機製作所が行った外部戦略を詳しく述べながら

リサーチクエスチョン１に対するアンサー１を導出する。第 6 章では全体リサーチク

エスチョンを解くために必要な「内部戦略」について、リサーチクエスチョン２「な

ぜ島田電機製作所は中小企業なのに、パフォーマンスレベルの高い優秀な人材が集ま

る組織を実現できるのか？」を設定する。次に、リサーチクエスチョン２を解くため

に必要なスモールクエスチョン１「島田電機製作所はどのようにして社員が働きたく

なる会社を作ったのか」とスモールクエスチョン２「なぜ島田電機製作所は B to B企

業であるのに広報活動に積極的なのか？」を設定し、各々のクエスチョンを紐解く内

部戦略を述べた後、スモールアンサー１，2を導出する。第 7章では第 5章で述べた外

部戦略と第６章で述べた内部戦略の相互関係を示しながら、島田電機製作所の全体像

を把握した後、島田電機製作所の改革前と改革後について述べる。第 8 章ではこれま

での章をまとめ、全体リサーチクエスチョンに対するアンサーを述べる。第 9 章では

本研究から得られた含意について述べた後、謝辞、参考資料を述べ、本研究を締めく

くる。 
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図表１：本研究の構成 
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第 2章 日本の中小企業 

2.1 中小企業の現状 

日本に存在する企業は「大企業」と「中小企業」に分けられる。大企業に明確な定

義はないが、中小企業は中小企業基本法で次のように定義されている。基準は①資本

金額または出資総額（会社）②常時使用する従業員数の 2 点である。この 2 点と業種

分類の観点から整理する。「製造業その他の部類」は①3 億円以下②300 人以下。「卸売

業」は①１億円以下②100人以下。「小売業」は①5千万円以下②50人以下。「サービス

業」は①5 千万円以下②100 人以下。現在の中小企業の位置づけは、経済産業省の中小

企業庁によると、次の通りである。企業数は、全体の約 99.7％を占めている。また中

小企業で働く従業員数は、日本全体の雇用の 7 割を占める。更に付加価値の過半数を

担うとともに、過去 10 年間のイノベーション実現の約４５％は中小企業と言われてい

る。以上のように、中小企業は雇用の担い手や付加価値を生み出す存在として、日本

経済に重要な役割を果たしていることは確かである。 

一方で、中小企業は大企業に比べて規模が小さい分、開廃業が行われやすく、倒産

する企業があればその分だけ新しい企業も生まれる。しかし、1999年から 2016年まで

で約 120 万社が倒産・休業に追い込まれており、1999 年以降中小企業数は減少傾向に

ある（図表２参照）。中小企業白書によると、中小企業が衰退する原因として第１位が

人材不足、第２位が販路拡大の困難さを挙げている。 

 

図表２：中小企業数の推移（出所：2019 年度版中小企業白書より引用し一部改編） 
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2.2 中小企業が抱える課題①人材不足 

人材不足に陥る理由は日本の少子高齢化と呼ばれる社会環境問題が関係している。

その中でも中小企業に大きな影響を与えているのは、少子高齢化によって生産年齢人

口が減少してしまうことである。生産年齢人口とは 15歳から 64歳までの人口を指し、

働き手として日本経済を支えている。この社会問題が生み出す悪循環は次のとおりで

ある。生産人口が少なくなると、企業の求人数が働き手を上回り、働き手はより魅力

的な労働条件、仕事内容を選ぶようになる。大手企業に比べ、給与水準が低く労働環

境が整っていない中小企業には、優秀な人材が入ってこない。会社に貢献してくれる

優秀な人材が不足すると、企業全体としてパフォーマンスレベルが低下する。他社と

差別化できるほどの価値創出ができない為、価格競争に追い込まれる。価格競争に追

い込まれると、利益率が下がり資金繰りが困難になる。その結果、会社の体力が落ち、

更に会社の魅力度が下がり、優秀な人材の確保がより困難になるという悪循環に陥る。 

2.3 中小企業が抱える課題②販路拡大が困難 

次に、販路拡大が困難な理由としては上述の「人材不足」が大きな影響を与えてい

る。優秀な人材が社内に入ってこないことで、新規市場の開拓や新技術の開発ができ

る優秀な人材が不足する。仮に外部から雇おうとしてもそのコストに見合った採算が

取れるかが不明確であり、もしくはそのコストをかけるだけの資金力がないという現

状も持っている。その結果、既存技術を用いて、既存の市場で戦うしかない状況に追

い込まれる。そして同等の技術をもった他社との価格競争に陥り、同じように資金繰

りが困難になるのだ。以上の要因から、多くの中小企業が倒産していく中、一般的な

中小企業と同じように衰退したものの、独自の戦略を打ち出し、驚異的な V 字回復を

遂げた企業がある。それが「株式会社島田電機製作所」という企業である。 

 

第 3章 研究方法 

3.1 研究方法 

本研究は株式会社島田電機製作所をリサーチサイトとして研究を行う。研究方法と

しては、代表取締役社長である島田正孝さんの他、島田電機製作所で働く社員の方々

複数名にインタビューを実施し、様々なお話を伺うことができた（図表３参照）。光栄

なことに工場・オフィス見学も快く承諾して頂き、実際に働く現場の詳しい様子も知

ることができた。企画部企画グループの仲松様は、インタビューを取りまとめて下さ

り、会社説明の他、工場見学やオフィス見学の案内もして下さった。同じく企画部企

画グループの小倉様は採用や会社の価値観だけでなく、ご自身の経験や想いを熱く語
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って下さった。また、企画グループ長の山本様と製造部長の樋口様からは島田電機製

作所でのモノづくりについて詳しく教えて頂いた。皆様から頂戴した貴重なお言葉は

本研究を進める中で後述している。また工場見学の際には、作業でお忙しい中、多く

の社員の方々が製品や機械の説明を丁寧に教えてくださった。その他、インターネッ

ト検索によって見つかった島田電機製作所の数多くのインタビュー記事や動画も参照し

た。 

 

図表３：インタビュー時の様子（左：小倉様、中央：島田社長、右：筆者） 

 

第 4章 島田電機製作所について 

4.1 島田電機製作所の概要 

まず初めに、株式会社島田電機製作所の概要について説明する。島田電機製作所は、

1933 年に現社長の祖父が創業を開始した老舗の企業である。事業内容は、エレベータ

ーのボタンや到着灯をオーダーメイドで製造している。現在の本社は東京都の八王子

市に位置しており、現在の取締役社長は 5 代目社長である島田正孝さんである。従業

員数は 53名（2022年時点）であり、主要顧客は大手エレベーターメーカーである。つ

まり、大手エレベーターメーカーから「これからこういったエレベーターを作るから、

こんなデザインのボタンや到着灯を作ってほしい」という受注を受けて、それぞれの

要望に合わせてデザインし製造している。 

4.2 島田電機製作所の沿革 

ここからは島田電機製作所がこれまでに辿った沿革について述べる（年表１参照）。

1933 年に現社長の祖父である島田有秋さんにより創業が開始した。当時は戦時中であ
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り、国の要請で飛行機の部品を作らざるを得なかったが、1945 年に迎えた終戦後から

はエレベーター部品の製造が再開できた。1965 年頃になると日本社会は高度経済成長

期を迎え、新宿都心を中心に高層ビルが次々と建設される時代に突入した。その結果、

エレベーターの新設台数は 4 万台でピークを迎えた。この市場環境のおかげで、大手

エレベーターメーカーからの受注が後を絶たず、降ってくる受注に対応するだけで会

社が成長した。その結果、売上は当時最高額の 8 億円に昇り、従業員も 100 人を超え

る企業へと成長した。しかし、この成功体験が仇となり、島田電機製作所で働く人々

は新しい営業活動もせず、既存の顧客満足度だけ満たせばいいという考えが充満して

しまっていた。これは第 2 章の中小企業が持つ課題②で述べた「販路の拡大」を怠っ

ていたことと一致する。島田電機製作所で働く人々は、大手エレベーターメーカーの

下請けに満足し、当時の地位に胡坐をかいていたのである。社内においても、「声の大

きい人が一番偉い」という暗黙の了解や、年功序列による古い町工場気質に染まって

いた。 

しかし、市場環境はそんなに甘い訳もなく時代とともに変化していく。時代が変化

するにつれ高層ビルの建設ラッシュは過ぎ去った。次から次へと量を生産すればよか

った時代から、質と価格を求められる時代になった。一方で市場環境が変化したのに

も関わらず、島田電機製作所で働く人々はこれまでの固定観念に囚われ、古い気質の

まま新たな挑戦をしなかった。その結果、売上は 8 億円を最高額に横ばいが続いた。

成長が続いていた島田電機製作所は、停滞期を迎えてしまった。そんな中、島田電機

製作所を襲ったのが 1991 年に起こったバブル崩壊である。慢心状態の島田電機製作所

にとってバブル崩壊は大きな痛手となり、ついに停滞していた売上高も大きく落ち込

んでしまった。2000 年頃、社長に就任した叔父と島田正孝さんは危機を脱するべく

様々な改革を行った。しかし 2008 年にリーマンショックが島田電機製作所を襲い、ま

たしても外的環境によって売り上げが落ち込んでしまった。売り上げが 6.9 億円に落

ち込んでいた 2013 年頃、遂に現社長である島田正孝さんが代表取締役社長に就任し更

なる改革が始まった。この頃から島田電機製作所はこれまでにない新たな道を辿るこ

ととなる。 

 

年 社会環境 島田電機製作所 

1933 第二次世界大戦

中。 

正孝さんの祖父により創業開始。 

エレベーターの部品を作っていたが、国からの要請で飛

行機の部品を作る。 

1945 終戦 再びエレベーターの部品を作る。 

1965 高度経済成長期に

より、高層ビル建

次から次へと仕事が舞い込み、大手からの受注を待って

おけば売上高が増加。 



8 

 

設ラッシュ 売上高 8億円、従業員数 100 人で成長期を迎える。 

1965

～

1991 

量ではなく、質と

コストを重視する

時代へ変化 

現状に満足し、販路拡大を行わなかった。 

年功序列で古い町工場気質が充満していた。 

売上高 8億円で停滞期に突入。 

1991 バブル崩壊 売上高が大きく落ち込む 

2000  叔父が社長就任。島田正孝さんと改革を行う。 

2008 リーマンショック 再び売上高が大きく落ち込む 

2013  売上高 6.9 億円に落ち込んでいた頃、 

島田正孝さんが社長就任。 

新たな改革に挑戦し始める。 

∼2023

現在 

 多くのメディアに出演。 

工場見学も大人気で、採用の応募が殺到。 

年表１：島田電機製作所の沿革 

現在の島田電機製作所はというと、合計 140 ものメディアに掲載される企業であり、

出演依頼が後を絶たない。毎月 0 のつく日に開催されている工場見学は 1 年先の予約

が 30 分で完売してしまうほど人気なスポットとして注目されている。更に採用の観点

から見ても、例年 1～2 枠の新卒採用枠に対し、50 名以上の応募が殺到している。第 2

章で述べたように、通常であれば中小企業は大企業に比べ人材が集まりにくく、人材

不足に陥るはずだ。 

4.3 全体 RQの導出 

 4.2より、当時の島田電機製作所は一般的な中小企業と同じように衰退の道を辿って

いた。しかし、現在は一般的な中小企業とは全く異なる性質を持った企業として位置

している。そこで、本研究の全体のリサーチクエスチョンを「古い気質の下請け工場

だった島田電機製作所は、なぜ世間から大注目を浴びるほど魅力的な企業になれたの

か？」と設定する。 

【全体ＲＱ】古い気質の下請け工場だった島田電機製作所は、 

なぜ世間から大注目を浴びるほど魅力的な企業になれたのか？ 

この答えを導くために、外部戦略と内部戦略の両面から島田社長が行った改革を分

析していく。 
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第 5章 外部戦略 

5.1 エレベーター業界について 

島田電機製作所の外部戦略を分析するにあたり、まずは島田電機製作所が関わるエ

レベーター業界について述べる。大手主要エレベーターメーカーは、日立製作所、東

芝、三菱電機、オーチス、フジテックの 5社が挙げられる。 

市場規模としては、現在のエレベーター業界の国内市場規模は約 1800 億円である。

台数としては、第 4 章の 4.2 で述べたように、高度経済成長期のエレベーターの新設

台数が 4 万台でピークを達した後、以降は減少傾向が続いている。現在は年間 2 万台

ほどに落ち込んでいる。仮にピーク時に建設したエレベーターの改修作業代や修理代

が上乗せられたとしても、高度経済成長期ほどの成長は難しいと言われている。 

5.2 リサーチクエスチョン１の導出 

5.1で述べたように、エレベーターの新設台数は年々減少している。市場環境の変化

により受注が減少し、結果として島田電機製作所の売上高が減ってしまうのは当然の

原理と言える。しかし、2013 年の改革後からは新設台数が減少しているにも関わらず、

島田電機製作所の売上高は増え続けた。コロナ禍前には島田電機製作所史上過去最高

の 12.4 億円を達成した。ここでリサーチクエスチョン１「なぜ島田電機製作所はエレ

ベーターメーカーの下請けであるのに、エレベーターの新設台数が減少しても、業績

回復できたのか？」を設定する。 

【RQ1】なぜ島田電機製作所はエレベーターメーカーの下請けであるのに 

エレベーターの新設台数が減少しても、業績回復できたのか？ 

このリサーチクエスチョンを解くための外部戦略は、大きく 3つ存在する。 

5.3 ワンストップ生産体制 

まず 1 つ目の外部戦略として「ワンストップ生産体制」が挙げられる。改革前は一

部の製造を外注に頼る生産体制を取っていた。生産体制の関係から、できる製造の範

囲に限度があった。そのため、顧客が求める全てのオーダーに対応できず、せっかく

島田電機製作所を選んでくれた顧客にも「NO」と言わざるを得なかった。そのため当

時の島田電機製作所は日立製作所一社のみで下請けを行っていた。 

この生産体制のままでは、市場環境が目まぐるしく変化し顧客の要望が多様化する

中で、島田電機製作所が選ばれ生き続けることは難しい。そこで島田電機製作所なら
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ではの強みを生み出し、他社との差別化を図るために、全ての製造を社内で行う「ワ

ンストップの生産体制」を開始した。この生産体制では、開発から設計、製造・組み

立て・検査にまで一貫した製造を自社で完結させている。自社で製造することで、製

造途中で生まれるアイデアの共有や各工程間の連携がスムーズに行われるようになる。

更に、製造可能な範囲が広がることで、顧客が求めるオーダーをより追求できるよう

になる。改革前に比べ、短納期かつ上質な製品を柔軟に生み出せるようになった。島

田電機製作所は、これまで長い歴史をかけて積み上げてきたノウハウと「社内の一貫

生産体制」という外部戦略をかけ合わせることで、「バリエーションに富んだ高い柔軟

性」が発揮できるようになったのだ。現在製造部長を務められている樋口さんも「過

去のノウハウと気づきや想像力を共有できる環境があるからこそ決断を早めることが

でき、どんなことにもチャレンジできます。」と仰っていた。島田電機製作所には「大

失敗賞」という賞があるくらい、チャレンジしたことを大きく称えてくれる制度があ

るのだと教えて下さった。この武器を持った島田電機製作所では、顧客が求めるどん

なオーダーにも「YES」と言える細やかな対応が可能な企業へと進化した。 

5.4 オーダー品に特化 

 次に 2 つ目の外部戦略として「オーダー品に特化」していることが挙げられる。こ

の戦略を示すにあたり、まずはエレベーターの分類について述べる。エレベーターは

「規格量産品」と「オーダー品」の 2 種類に分けられる（図表４参照）。規格量産品と

はマンションやシンプルなビルのエレベーターだ。これはエレベーターメーカーがカ

タログにラインナップするような標準品のことを指す。一方でオーダー品は商業施設

や複合ビル、高層ビルのエレベーターである。決まった形がある標準品とは異なり、

建物ごとにデザインされる特注のエレベーターを指す。二者は市場規模も大きく異な

る。そのため、エレベーターを作る部品も「規格量産品」と「オーダー品」の二種類

に分けられる。規格量産品の市場規模はエレベーター業界全体の 5 分の４を占める一

方で、オーダー品の市場規模は 5 分の１のみである。更に、生産効率性の観点から見

ても両者の違いは一目瞭然だ。規格量産品は、形が決まっているため、仕事の順序や

人の配置、時間が同じである。効率的に多くの製品を生み出すことができ、生産性が

高い。一方で、オーダー品は仕事の順序も時間配分も全てがイレギュラーである。デ

ザイン性を重視した特注品であるため、生産性ばかり気にすることはできない。 

 規格量産品 オーダー品 

建物 マンション、 

シンプルなビル 

商業施設、複合ビル 

高層ビル 

市場規模 全体の 4/5 全体の 1/5 

生産効率性 高い 低い 

図表４：規格量産品とオーダー品の比較 
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経済的合理性の観点から見ると、どの部品メーカーも規格量産品に参入することが

合理的である。規格量産品を扱う方が、市場規模も大きく、低コストで大量の生産が

できるといったメリットが多いからだ。 

一方で島田電機製作所は、後者であるオーダー品に特化しており、経済的合理性に

反している。しかしこの非合理な選択こそが、島田電機製作所ならではの強みを生み

出すのだ。島田電機製作所がオーダー品に特化する理由には「強い使命感」が挙げら

れる。国内でオーダー品を専門に扱う企業は島田電機製作所しか存在しない。一部の

部品メーカーが規格量産品を扱いながらオーダー品にも少し手を出しているパターン

もあるが、オーダーに特化しあらゆるオーダーメイドに対応できるのは日本で唯一島

田電機製作所だけである。どこの会社でもできる規格量産品ではなく、島田電機製作

所にしかできないオーダー品に特化することで、社員達が「自分たちにしかできない

仕事だ」という「強い使命感」を持って仕事に挑んでいる。元開発グループ長であり、

現在は企画グループ長を務められる山本さんも「専門メーカーとして、うちがやらな

きゃいけないという強い気持ちを持っています。どんな難しいオーダーが通っても、

コストや実力を見ながらアイデアを出しています。」と仰っていた。山本さんの言葉に

は「絶対に断らない」という強い覚悟が感じられた。この強い使命感がチームに一体

感を生み出し、5.3のワンストップの生産体制もより上手く働くようになる。逆に、経

済的合理性ばかりに気を取られ、規格量産品に参入してしまうと、仕事の流れが一変

し、社員の働く意識や空気感が変わってしまい、今の島田電機製作所は消えてしまう。

あえてオーダー品に特化することこそが、社員の強い使命感を生みだし、どんなに難

しいオーダーにも対応し続けられる要因なのだ。その結果、顧客との間に「島田なら

やってくれる」という信頼関係が生まれ、島田電機製作所が選ばれ続けている。 

5.5 強みが生みだす効果 

 第 5章の 5.3と 5.4より、2つの外部戦略によるそれぞれの強みは「柔軟性」と「強

い使命感」であった。ここからはこれらの強みが生み出す効果について述べていく。 

２つの強みを持つ島田電機製作所では、「どんなオーダーが来ても必ず実現させる」

という「島田電機製作所でしか生み出せない高付加価値」を実現している。こういっ

た独自の高付加価値は、他社では真似できない魅力的な商材に変わる。この魅力的な

商材を使って、当時は日立一社からの受注を待つだけだったが、自ら販路開拓の営業

ができるようになった。大手エレベーターメーカーにとって島田電機製作所は「最後

の頼みの綱」として重宝され、価格交渉にも有利に働いた。当時は日立のみの下請け

だった島田電機製作所も、現在は大手エレベーターメーカー5社とも取引を行っており、

そのうち 3 社は島田電機製作所のみに受注を行うようにといった強い取引ができてい
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る。つまり、大手の下請けであった島田電機製作所は、大手と対等なパートナーとし

て地位を築けるようになったのだ。その結果、オーダー品市場の 6 割以上を島田電機

製作所の製品が占めており、2位の部品メーカーとも圧倒的な差をつけてトップを走り

続けている。納入実績から見ても、日本の有名な建築のほとんどに島田電機製作所の

製品が使用されている。具体例としては、東京スカイツリーやあべのハルカスなど

様々な建築物が挙げられる。他にも我々が普段生活する中で利用する大きな商業施設

や複合ビルのエレベーターには島田電機製作所のボタンやランプが使われている。 

5.6 海外進出 

 そして、3つ目の外部戦略が「海外進出」である。国内のシェア 6割以上を占める島

田電機製作所であるが、第５章 5.4 の規格量産品とオーダー品の比較によって明らか

な通り、オーダー品の市場は非常に小さく、いわゆるニッチ市場であることが分かる。

ニッチ市場とは、大企業が参入するには小さすぎる市場であり、中小企業が参入する

にはコストが回収できず生き残りにくい市場だと言える。そのため、ニッチ市場をト

ップで走る島田電機製作所にはライバルがいないに等しいと言える。しかしその一方

で、ニッチ市場のリスクとして、「市場の変化によって市場規模が小さくなりすぎると

利益が確保できないこと」が挙げられる。実際、日本国内のエレベーター部品の市場

は狭く、エレベーターの新設台数は 4万台をピークに現在 2万台にまで減少している。

いくらニッチトップ企業であっても、国内の需要に限界があれば、利益の確保が難し

い。 

そこで島田電機製作所は、世界一の市場規模を誇る中国に進出した。中国のエレベ

ーターの新設台数は約 60 万台であり、市場規模は日本の３０倍を誇る。中国進出は島

田正孝さんが社長に就任する前の 2007 年頃に島田正孝さん自身が単身で中国に乗り込

み、リサーチを始めたことがきっかけである。2008 年には現地法人を設立した。進出

当初は「質より量やコスト重視」といった中国人の価値観の違いは、日本で意匠性を

磨き上げてきた島田電機製作所にとって大きな壁となった。しかし、日本国内と同様

のワンストップの生産体制を揺るがすことなく、進出の半年後には現地に自社工場を

設立した。その結果、質の高い「日本のモノづくり」が大きな評価を得られるように

なった。更に自社の意匠性を担保しながら、中国の文化にもすり合わせる努力を行っ

た。現在はオーダーメイドと規格量産品の間をとったセミオーダー式のような形で事

業を進めている。その結果、中国最高層ビルの上海中心タワーをはじめとした５つ星

ホテルや高層マンション、最新の複合施設などの受注を確保し、中国の業界内での知

名度を着々と伸ばしている。設立当時は 900万円程度だった売上高も 2017年には 33倍

以上の 3 億円に増加した。以上のように、海外進出という外部戦略によって、十分な

収益基盤を確保した島田電機製作所は、ニッチ企業が陥るリスクを排除し、自らの力
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で売上を確保できるようになった。強いポジショニングを手にし、自立した企業へと

成長したのである。 

5.7 リサーチクエスチョン１のアンサー 

 5.3 から 5.5 で述べたように、「ワンストップの生産体制」と「オーダー品に特化」

するという外部戦略によって、柔軟性と使命感という島田電機製作所ならではの強み

を生み出し、それらが「島田でしか生み出せない付加価値」を高めた。この高付加価

値こそが大手と対等なパートナーとして国内のシェア 6 割以上を占める結果をもたら

した。更に 5.6 で述べたように「海外進出」という外部戦略を取ることで、ニッチ市

場が陥るリスクを排除し、国内の市場に左右されない自立した企業へと成長した。こ

れらの外部戦略によって強いポジショニングを獲得した島田電機製作所は、6.9億円に

まで落ち込んでいた売上を過去最高額の 12.4 億円にまで回復させることに成功した。 

以上より、リサーチクエスチョン 1「なぜ島田電機製作所はエレベーターメーカーの

下請けであるのに、エレベーターの新設台数が減少しても、業績回復できたのか？」

に対するアンサーは「付加価値を高めて大手と対等なパートナーになった他、国内の

ニッチトップ企業というポジションに甘んじず市場が大きい海外に進出したことで、

自力で売上を確保できる強固なポジションを獲得したから。」と言える。 

【RQ1】なぜ島田電機製作所はエレベーターメーカーの下請けであるのに 

  エレベーターの新設台数が減少しても、業績回復できたのか？ 

↓ 

【A1】付加価値を高めて大手と対等なパートナーになった他、 

国内のニッチトップ企業というポジションに甘んじず 

市場が大きい海外に進出したことで、自力で売上を確保できる 

強固なポジションを獲得したから。 

 

第 6章 内部戦略 

6.1 組織づくり  

 第 6 章では島田電機製作所の内部戦略について述べていく。本研究での内部戦略と

は主に組織づくりのことを表す。第 5 章より大手と対等なパートナーとなった島田電

機製作所であるが、パートナーとして生き続けるためには、高いパフォーマンスレベ

ルを発揮し続ける必要がある。そのためには高いレベルを発揮できる優秀な人材で構

成された組織は必要不可欠だと言える。いくら外部戦略が整っていたとしても、それ
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を回す内側の組織が不十分であれば、外部戦略がうまく働くことはない。 

6.2 リサーチクエスチョン２の導出 

第 2 章で述べたように、通常では中小企業の多くが人材不足に陥っている。高いパ

フォーマンスレベルを発揮できるだけの人材は、より魅力的な労働条件を提示してい

る大企業に集中してしまうからだ。島田電機製作所も多くの中小企業と同様に、優秀

な人材は大手に吸い取られ、高いパフォーマンスレベルを発揮できる組織を作ること

は不可能なはずだ。しかし実際の島田電機製作所は、短納期で高品質の製品を生み出

し続ける優秀な組織で構成されている。ここで、リサーチクエスチョン２「なぜ島田

電機製作所は中小企業であるのに、パフォーマンスレベルの高い優秀な人材が集まる

組織を実現できるのか？」を設定する。 

【RQ2】なぜ島田電機製作所は中小企業であるのに、 

パフォーマンスレベルの高い優秀な人材が集まる組織を実現できるのか？ 

6.3 スモールクエスチョン１の導出 

 島田電機製作所に貢献してくれる優秀な人材を確保し、定着させるためには島田電

機製作所が「社員が働きたくなる会社」である必要がある。代表取締役社長である島

田正孝さんも、会社の成長や存続に欠かせないのは「顧客満足」よりもまずは「社員

満足」だと仰っている。「企業は人なり」という言葉があるように、社員を満足させら

れない会社が顧客を満足させることはできないという考えだ。島田正孝さんは「社員

が働きたくなる会社」を作るために更なる取り組みを行った。取り組みの結果、現在

の島田電機製作所には休日にも会社に来て遊ぶ社員が多く存在する。ここで、リサー

チクエスチョン２を解くために必要なスモールクエスチョン１「島田電機製作所はど

のようにして社員が働きたくなる会社を作ったのか」を設定する。 

【SQ１】島田電機製作所はどのようにして社員が働きたくなる会社を作ったのか 

6.4 従業員エンゲージメント 

「社員が働きたくなる会社づくり」において島田正孝さんが目指したのは「従業員

エンゲージメントの高い組織」を作ることであった。 

島田電機製作所の組織づくりについて述べる前に「従業員エンゲージメント」とい

う言葉を詳しく説明する。この言葉の中に用いられている「エンゲージメント

（engagement）」とは一般的に「婚約、契約、絆」といった意味の言葉を指す。ビジネ

スの場で使用する場合は「雇用関係や業務に従事している関係」を指す。一方で「従
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業員エンゲージメント」という言葉に明確な定義はない。おおよそが「従業員と会社

が良い関係にある状態」を指すが、組織によってその定義は異なる。よって本研究で

は「従業員エンゲージメント」の言葉の定義を「島田正孝さんが考える従業員エンゲ

ージメント」に当てはめることとする。本研究での「従業員エンゲージメント」の定

義は「社員と会社の間に信頼関係が築かれており、社員が会社に対して自発的な貢献

意欲を持って行動し続けている状態」とする。この従業員エンゲージメントが高けれ

ば高いほど、会社に対する愛着心や信頼がより深いと言える。その想いが社員の「こ

の会社の役に立ちたい」という会社への自発的な貢献に繋がるのだ。 

「従業員エンゲージメント」と混同されるものに「モチベーション」と「従業員満

足度」が挙げられる。一見よく似ている言葉だが意味合いはそれぞれ異なる（図表５

参照）。まず「モチベーション」とは、個人の「動機」を表す言葉である。昇給や賞与

の獲得などを目的とした「自分自身のため」に努力しようとする気持ちを指す。この

言葉には「会社への自発的な貢献意欲」という意味が含まれないため、「従業員エンゲ

ージメント」とは異なる。次に「従業員満足度」とは、会社が従業員にとって居心地

の良い空間であるか、会社に不満がないかを示した言葉である。「モチベーション」と

同様に「従業員満足度」が高いほど、「会社への自発的な貢献意欲」に繋がるとは言え

ない。むしろ社員はあるレベルの満足感を得られた際に、会社に対して更なるレベル

を求めるようになる。以上の説明より、「モチベーション」や「従業員満足度」には

「会社への自発的な貢献意欲」という意味合いが含まれていないことが分かる。以上

より、いくら「モチベーション」や「従業員満足度」を向上させたとしても、その努

力が会社の業績向上に帰着することは少ないと考えられる。そのため、企業は「従業

員エンゲージメント」を高める施策を取る方が、企業に良い循環を生み出せるという

ことが分かる。しかし「モチベーション」や「従業員満足度」を高めるよりも、「従業

員エンゲージメント」を高めることは非常に難しい。仮に「モチベーション」を高め

たいのであれば、ある目標を設定し、目標達成による昇給や賞与を与えることで完結

する。「従業員満足度」でも同じように、福利厚生を充実させるなどの好待遇によって、

従業員満足度の向上は短期的に達成できるだろう。しかし「従業員エンゲージメント」

を高めるとなると、社員との信頼関係を築くことから始まる。社員に会社を好きにな

ってもらい、そして社員自身の自発的な行動を促す工夫が必要となる。このように従

業員エンゲージメントを高めるためには長期的な目線で施策を練る必要があるのだ。

単に給与を引き上げるだけでも、福利厚生を充実させるだけでも、達成はできない。

特に資金力がない中小企業にとっては、コスト以上の見返りがあるかにも気を取られ

るため、そもそも施策を取り組み始めることが難しい。実際、日本企業の従業員エン

ゲージメントは米国に比べて大幅に低いことが米ギャラップ社によって明らかになっ

た。日本には「熱意溢れる社員」の割合が 6％しかおらず、調査を行った 139 か国中
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132位と最下位クラスの結果となった。多くの日本企業で「従業員エンゲージメントの

高い組織」が実現できていない一方で、島田正孝さんは従業員エンゲージメントを高

めるべく、様々な仕組みづくりを作った。 

 

図表５：従業員エンゲージメントとモチベーションと従業員満足度の言葉の違い 

6.5 従業員エンゲージメントを高める仕組みづくり 

 ここでは島田正孝さんが行った仕組み作りのうち３つの例を取り上げ、どのように

社員との信頼関係を築いたか示していく。大切な点は「社員みんなにとって良い仕組

み」であるかどうかである。全ての社員にとって良い仕組みであれば否定されること

もなく、新たな挑戦であっても既存社員に受け入れられやすい。 

まず 1 つ目の仕組みは「行きたくなるオフィスづくり」である。取り組み前の島田

電機製作所はどこにでもある薄暗い工場だったが、現在は洗練された「ラボ空間」の

ようなオフィスだ（図表６参照）。新オフィスを表すキーワードは「一体感」である。

部署ごとの部屋や壁を無くすことで、隣の部署が今何の仕事をしているか把握しやす

く、部署間の連携が取りやすい。他にも、社員の自発性を呼び起こす仕掛けがオフィ

スに多く存在する。例えば、発想スペースと呼ばれる場所である（図表７参照）。ここ

では発想の習慣づけのための会議が行われている。もちろん部屋や壁で仕切られてお

らず、会議に参加しなくとも、会社では今どんな話題で議論が行われているかを体感

できる。更にはネタボードやハンモックが設置されている他、「発想しやすくするため

のグッズ」と称して社員達自らが面白グッズなどを置いている。これらはリラックス

して意見交換がしやすい場所づくりに貢献していると考えられる。実際、私がオフィ

ス見学をさせて頂いた際も、ネタボードには様々な発想が書いたメモが貼られていた。
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形だけの場所ではなく、頻繁に活用されている様子が見て取れた（図表８参照）。また、

同フロアには「ボタンちゃんカフェ＆バー」と呼ばれるスペースも設置されている

（図表９参照）。終業後であれば社員は誰でも自由に楽しむことができる。お酒類やノ

ンアルコールの飲料が用意されており、部署の垣根を越えて社員同士が気軽に本音を

話せる場所として利用されている。別フロアには広さ 600 ㎡のフリースペースと呼ば

れる「遊び場」が設置されている。ここには卓球台やビリアー台やトレーニングマシ

ンが置かれている。このスペースも社員同士のコミュニケーションを活性化させる場

として効果的に利用されている。社員同士だけでなく、家族を連れて休日を会社で楽

しむ社員の方々もいるそうだ。以上のように「行きたくなるオフィスづくり」という

社内環境の整備によって、快適で一体感のある空間が生まれている。この空間は「島

田電機製作所で働きたい」という社員の意識を高める他、社員同士のコミュニケーシ

ョンや個々人の主体性を引き出して、従業員エンゲージメントを高めている。 

 

図表６：洗練された新オフィス（出所：島田電機製作所 HP） 

 

図表７：発想スペース（出所：島田電機製作所 HP プレスリリース） 
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図表８：アイデアがぎっしり張り詰められているネタボード 

 

図表９：カフェ＆バーを利用する様子（出所：島田電機製作所 HPプレスリリース） 

次に 2 つ目の仕組みは「MVP 社員表彰制度」である。この制度は毎月 1 回、「元気な

人」「スーパーマンだと思う人」など社員から出てきたユニークなテーマに対して優れ

た社員を社員全員の投票で決める制度である。また年間で最も累計投票数が多かった

社員には年間 MVP 社員賞が贈られ、副賞として賞金が与えられる。賞金の金額は社員

が集まる表彰時にサイコロの出た目で金額を決めている（図表１０参照）。その場でサ

イコロを使って賞金額を決めることで、他人事ではなく自分ごととして捉え、参加し

たくなる意識を高めている。実際、表彰式は社員交流の機会となり、毎回大きな盛り

上がりを見せるとのことだ。この制度は社員全員の投票で決まるため、共に働く仲間

が自分のことを認め、選んでくれたと実感できる喜びがある。この喜びは日々のやる
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気に繋がり、「島田電機製作所で働く誇り」を醸成する。更に、この制度によって自分

自身の仕事へのやる気が起こるだけでなく、他の社員の行動を気にかけるようにもな

る。また自身の態度や発言の意識の変化にも良い影響を与える。以上のように「月間

MVP表彰制度」によって「島田電機製作所で働く誇り」を醸成する他、良好な人間関係

の構築が可能になり、従業員エンゲージメントを高めていると言える。 

 

 

図表 10：サイコロで賞金を決める様子（出所：島田電機製作所 HPプレスリリース） 
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最後に 3 つ目の仕組みは「タダ飲み会」である（図表１１参照）。自部署のメンバー

だけでなく、他部署の社員を含めたすべてのメンバーの飲み会代金を会社が全負担し

てくれるという仕組みだ。事前に総務部に申請を行い、参加メンバーと開催目的、場

所を報告すれば、サシ飲みや女子会、同期会などどんな形であっても開催することが

できる。社員同士が気軽に飲み会を開催しやすく、コミュニケーションが盛んになり

やすい。また「忘年会や決起会は苦手だが、少人数で社員交流ができるのが嬉しい」

といった声も届いている。部署を超えた気軽な飲み会は、互いの理解を深める良い機

会になる。島田電機製作所は部署を超えた一体感を持ったモノづくりを求められてい

る。そのため、互いの相互理解はワンストップの生産体制にも効果的に働くと言える。

以上のように、「タダ飲み会」という仕組みは部署を超えたコミュニケーションの場を

作り出している。コミュニケーションが増え、一体感が増すことで、島田電機製作所

に対する愛着心や信頼を深め、従業員エンゲージメントを高めていると言える。 

 

図表 11：タダ飲み会の様子（出所：島田電機製作所 HP プレスリリース） 

6.6 スモールクエスチョン 1のアンサー 

島田正孝さんは上記 3 つの仕組み以外にも数多くの「社員にとって良い仕組み」を

作り出している。一つ一つが小さな仕組みであっても、それらがまとまり、点が線に、

線が面になることで従業員エンゲージメントを高めることに大きな影響を与えている。

一方で、どの仕組みにおいても建設費用や開催費用が必要となる。決して会社の売上

増加に直接的に貢献するものとは言えない。しかし、どれだけ費用がかかる仕組みで

あっても、従業員エンゲージメントが高まり、社員が働きたくなる会社に近づくこと

ができるなら、仕組み作りにかけるお金は費用ではなくもはや投資と言えるのだ。以

上より、SQ１「島田電機製作所はどのようにして社員が働きたくなる会社を作ったの

か」に対するアンサーは「従業員エンゲージメントの高い組織を目指し、社員にとっ
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て良い仕組みをコストと捉えず作り続けることで、社員の会社に対する愛着心や信頼

を深めている」と言える。 

 

【SQ１】島田電機製作所はどのようにして社員が働きたくなる会社を作ったのか 

↓ 

【SA１】従業員エンゲージメントの高い組織を目指し、 

社員にとって良い仕組みをコストと捉えず作り続けることで、 

社員の会社に対する愛着心や信頼を深めている 

6.7 「広報活動」とスモールクエスチョン２の導出 

 島田正孝さんは従業員エンゲージメントの高い組織を作るために、「広報活動」を積

極的に行っている。一般的に、広報活動とは B to C企業が顧客に対して、新商品や新

サービスについてメディアを通じて世間に発信するものだ。広報活動の目的は認知度

アップによる「売上増加」である。一方で、島田電機製作所は B to B 企業であり、顧

客は大手エレベーターメーカーにあたる。メディアを通して世間に発信しても、島田

電機製作所の売上が増加する訳ではない。ましてや「一般消費者に向けた広報活動」

と「社内の組織づくり」に結びつきがあるとは思えない。なぜ島田正孝さんはこの非

合理な戦略を積極的に行い続けるのだろうか。そこでスモールクエスチョン 2「なぜ島

田電機製作所は B to B企業であるのに広報活動に積極的なのか？」を設定する。 

【SQ2】なぜ島田電機製作所は B to B 企業であるのに広報活動に積極的なのか？ 

6.8 島田電機製作所の広報活動 

 島田正孝さんが行う広報活動と一般的な広報活動の大きな違いは「目的」と「PR 内

容」の 2 点だ（図表１２参照）。先述した通り、一般的な企業の広報活動の目的は「売

上増加」である。一方で、島田正孝さんが行う広報活動は「ファンづくり」を目的と

している。ここで言う「ファン」とは島田電機製作所の取り組みに共感してくれる全

ての人を指している。顧客や既存社員だけでなく、今後島田で採用するかもしれない

新たな社員や、株主などもファンに含まれる。このファンを一人でも増やすために広

報活動を行っている。次に、広報活動の中身である PR 内容についても一般的な企業と

は異なる。一般的な広報活動は新製品やサービスを紹介するプロダクトＰＲと呼ばれ

ている。一方で、島田正孝さんが発信する PR 内容は、会社自体や組織について発信す

る「コーポレートＰＲ」を積極的に行っている。例えば、モノづくりや社内の仕組み、

組織づくりなどが挙げられる。コーポレート PR で大切にしていることは、「メディア

が喜ぶ内容」ではなく「島田電機製作所らしさ」を発信することだ。これらのコーポ

レート PRはメディアの関心度が高く、これまでに TV・新聞・雑誌・ラジオ・ネットサ
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イト・YouTubeなど、合計約 140媒体以上の掲載に繋がっている。 

 一般的な広報 島田電機製作所の広報 

企業形態 B to B 企業 B to C企業 

目的 売上増加 ファンづくり 

広報内容 プロダクト PR コーポレート PR 

図表１２：一般的な広報と島田電機製作所の広報の違い 

6.9 広報活動による効果 

ファンづくりを目的としたコーポレート PR はどのような効果が発揮できるのだろう

か。これから述べる効果こそが、島田正孝さんが広報活動を積極的に行う理由に値す

る。広報活動がもたらす効果は大きく３つ挙げられる。 

まず１つ目の効果は「採用のセルフスクリーニング」である。サイコロで賞金が決

まったり、今の時代社員が休日に会社で遊んだりといった「島田電機製作所らしさ」

は万人受けするものとは言い難い。島田正孝さんは広報活動によって「島田電機製作

所らしさ」を万人に共感してもらいたいのではなく、むしろその逆の効果に期待をし

ている。通常の中小企業であれば「家が近いから」「自分でもできそうだから」といっ

た自己本位な理由で応募する人が多い。そのため、いざ働き始めると「思っていた仕

事と違った」というギャップで離職者が続出する。採用のミスマッチと呼ばれるこの

問題は、中小企業だけでなく大企業においても議論を呼ぶ。しかし島田電機製作所は

会社の中身を隠すことなく日々発信しているため、新卒採用の応募時に島田電機製作

所と同じ価値観を持った人だけから直接応募が来る。日々の発信は「自分にこの会社

は合うかどうか」を学生自身が判断する材料の役割を果たしているのだ。そのため、

応募の時点で「島田電機製作所に貢献したい」という「従業員エンゲージメントが高

い社員」のみを集められる。採用方法自体も独特で、「ラブレター」と「カジュアル面

談」という形で採用を行う。「ラブレター」とは、履歴書と異なり、手紙や工作品など

どんな形でもいいので島田電機製作所への想いを表現してもらうものだ（図表１３参

照）。「カジュアル面談」も、面接とは異なり、リクルートスーツではなく「自分らし

い服装」を着てきてもらい、島田電機製作所の価値観と自身の価値観が一致している

かをさらに見極める。そうすることで、より「島田電機製作所に対して従業員エンゲ

ージメントの高い社員」を採用することができる。その結果、入社後の採用のミスマ

ッチによる離職を防ぐことができるのだ。実際、2018 年から開始した新卒採用の定着

率は 100％を誇っている。特に、企画グループの小倉さんはこの「島田電機製作所が持

つ価値観」に強く共感されていた様子が印象的だった。入社してまだ 2 年しか経って

いないにも関わらず、会社を広く把握し、奥深い部分まで理解されていた。小倉さん

自身も「この社長の下で働きたいと強く思った」と仰っていた。小倉さんのように、
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会社の価値観と自身の価値観が一致しており、熱い想いを持つ社員が企業にいるだけ

で、本人だけでなく周りの従業員にも良い影響が広がると考える。 

 

図表１３：実際に送られてきた「ラブレター」 

次に２つ目の効果として「既存従業員の理念浸透」が挙げられる。島田電機製作所

では全ての社員が広報の役割を担えることを目標としている。島田電機製作所ではこ

のことを「全員広報」と呼んでいる。毎月０のつく日に開催される工場見学会では、

広報担当だけでなく製造部門の社員が見学会の案内を行う。工場見学会の案内や広報

担当を担うには、事前準備として会社全体や他部署の理解が必要である。他部署の業

務内容を知っておかないと案内することはできないからだ。企画部の仲松さんの「工

場見学や取材は会社の理念や取り組みについて振り返ることができる良い機会になっ

ている。」という言葉が印象的だった。全員広報を目指すことで、社員は準備の段階で

会社の価値観を再認識できる。この再認識こそが既存社員への理念浸透に効果的に働

く。その結果、毎日社員全員が同じ価値観を持って働くことができる。会社の取り組

みをより深い部分で理解することで、会社と社員の間に強い信頼関係が生まれ、結果

として従業員エンゲージメントの向上に繋がるのだ。現在は、社員数約 50名のうち 12

名が広報担当を担っている 

最後に 3 つ目の効果は「社員のやりがいや誇りの醸成」である。この社員の誇りに

帰属する効果こそが広報活動を行う最も大きな理由である。一般的に、B to B 企業で

働く社員は顧客が企業であるため、一般消費者との接点が設けられない。その結果、

製品が消費者に届いた後の喜びや感謝の声が届かず、やりがいや誇りを感じにくい性

質がある。島田電機製作所で働く社員も同様である。顧客が企業であると、製品に対

する喜びや感謝の言葉を貰えることはほとんどない。そこで、世間との接点を作るべ

く、メディア露出を始めたのである。今まで届いてこなかった世間からの評価や喜び

の声は社員にとって大きなやりがいや誇りに繋がった。また、自身が働く会社がメデ

ィア露出すること自体も、社員にとって「島田電機製作所で働く誇り」に変わる。以
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上のように、広報活動によって世間からの良い評価を社員に届けることは、社員の会

社に対するやりがいや誇りを高めると考えられる。結果として、従業員エンゲージメ

ントを高めることに繋がる。 

6.10 スモールクエスチョン２のアンサー 

6.9より、広報活動は①同じ価値観を持った社員を集められる②既存従業員の理念浸

透ができる③既存社員達の島田電機製作所で働く喜びや誇りに繋がるという大きな３

つの効果を発揮することを述べた。そしてこの 3 つの効果は全て「従業員エンゲージ

メントの向上」に繋がり、非常に重要な役割を果たしていることが分かる。また、広

報活動は 6.5 の施策と同様、売上に直結する訳ではないものの、従業員エンゲージメ

ントを効果的に高めてくれるため、たとえお金がかかっても島田正孝さんは広報活動

を積極的に行い続けるのである。 

以上より、SQ2「なぜ島田電機製作所は B to B 企業であるのに広報活動に積極的な

のか？」に対するアンサーは「コーポレート PR は同じ価値観を持った社員を集め、理

念浸透にも繋がる他、世間からの良い評価が従業員のやりがいや誇りに変わるため、

従業員エンゲージメントの高い組織づくりにおいて効果的な手段であるから」と言え

る。 

【SQ2】なぜ島田電機製作所は B to B 企業であるのに広報活動に積極的なのか？ 

↓ 

【SA2】コーポレート PRは同じ価値観を持った社員を集め、理念浸透にも繋がる他、 

世間からの良い評価が従業員のやりがいや誇りに変わるため 

従業員エンゲージメントの高い組織づくりにおいて効果的な手段であるから 

6.11 リサーチクエスチョン２のアンサー 

スモールクエスチョン１，２で述べた内容を簡潔にまとめる（図表１４参照）。スモ

ールクエスチョン１より、島田正孝さんが目指す組織づくりは「従業員エンゲージメ

ントの高い組織づくり」であった。社員にとって良い仕組みを作り続け、社員の会社

に対する愛着心や信頼を深めた。スモールクエスチョン２より、島田正孝さんは組織

づくりの手段として広報活動を取り入れた。広報活動は社員のやりがいや誇りを醸成

する他、理念浸透の役割や採用のスクリーニングの役割を果たし、従業員エンゲージ

メントの高い組織づくりに効果的な手段として機能した。 
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図表１４：スモールクエスチョン 1，2と各アンサーまとめ 

以上より、RQ2「なぜ島田電機製作所は中小企業なのに、パフォーマンスレベルの高

い優秀な人材が集まる組織を実現できるのか？」に対するアンサーは「社員が働きた

くなる会社をつくる為に、幅広い施策や広報活動をコストと捉えず投資し続けること

で、社員と会社の良い関係が深まり、『従業員エンゲージメントの高い社員』で構成さ

れるようになったから。」と言える。 

【RQ2】なぜ島田電機製作所は中小企業なのに、 

パフォーマンスレベルの高い優秀な人材が集まる組織を実現できるのか？ 

↓ 

【A2】社員が働きたくなる会社をつくる為に、幅広い施策や広報活動を 

コストと捉えず投資し続けることで、社員と会社の良い関係が深まり 

『従業員エンゲージメントの高い社員』で構成されるようになったから。 

 

第 7章 戦略の全体像 

7.1 外部戦略と内部戦略の関係性 

 第 5章で外部戦略について述べ、第 6章では内部戦略について述べてきた。第 7章

では外部戦略と内部戦略の全体像について述べていく。ここまで述べてきた戦略は、

それぞれ独立したものではなく、互いに関わりあっている。外部戦略と内部戦略の相

互関係を全体図表にまとめた（図表１５参照）。図表では外部戦略に関わる部分を青色

で示しており、内部戦略に関わる部分をオレンジ色で示している。全体像から見て分

かるように、戦略によって好循環が生み出されている。この好循環を生み出す元であ

る戦略は「内部戦略」にあたる「社員のための組織づくり」であり、循環の帰着も

「社員のための組織づくり」にあたる。青色の外部戦略も辿っていくと内部戦略の要

素に帰着していることが分かる。更に多くの矢印が「従業員エンゲージメント向上」
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に向いていることも分かる。つまりこの循環をより効率的に回す最も大切な要素が

「従業員エンゲージメント向上」であると分かる。 

当初は外部戦略を成り立たせるために、優秀な組織を作る内部戦略が必要だと考え

ていた。しかし、本研究を進めていくうちに実は逆の関係性であると考えるようにな

った。つまり、外部戦略とは内部戦略による「社員のための組織づくり」の循環をよ

り効率的に回すために位置しているという結論を出す。そして重要なのは、ほとんど

の戦略の目指す先が「従業員エンゲージメントの向上」であるということだ。島田正

孝さん自身もインタビューの中で「売上を上げることや会社を大きくすることが目的

ではない。社員が働きたくなる会社を作ることが目的だ。」という言葉を何度も仰って

いたのが印象的であった。そして、一見売り上げに直結しない「社員のための組織づ

くり」で、従業員エンゲージメント向上に努めることは、回り回って収益性の確保に

繋がると言える。 

図表１５：外部戦略と内部戦略の相互関係の全体像 
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7.2 改革前と改革後の比較 

島田正孝さんが行った改革の結果、島田電機製作所は改革前とは大きく変化した

（図表１６参照）。改革前の島田電機製作所は、市場環境に左右され安定した収益源が

確保できなかった。いわゆる小さな下請け企業の 1 つに過ぎなかった。社内の組織も、

声の大きい人が偉いとされる年功序列の古い体質が充満していた。受注を待っておけ

ば勝手に売り上げが増加し、現状に胡坐をかいた組織であった。しかし、改革後の島

田電機製作所は、自身で収益を確保できる企業となり、大手と対等な自立した企業に

なった。社内においても、会社の貢献意欲が高く、諦めずに挑戦し続ける組織へと変

わった。 

 

図表１６：改革前と改革後の島田電機製作所の比較図 

 

第 8章 本研究の結論 

8.1 これまでのまとめ 

 第 2 章から第 7 章にかけて記述したことを振り返りまとめることで、本研究の結論

を導く。 

 第 2 章では、中小企業の現状について示した。中小企業は開廃業が行われやすいと

言われているが、1999 年から減少傾向にあることを述べた。多くの中小企業が衰退す

る原因として第一位が人材不足、第二位が販路拡大の困難さを挙げられる。少子高齢

化によって、働き手が会社を選べるようになり、魅力度が低い中小企業には人が集ま

らないことが根本の原因だ。人材不足による悪循環によって多くの中小企業が廃業し
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ている中、独自の戦略を打ち出し、驚異的なⅤ字回復を遂げた企業として「株式会社

島田電機製作所」という企業が存在することを示した。 

 第 3 章では株式会社島田電機製作所をリサーチサイトとして研究を行うことを述べ、

研究方法について示した。 

 第 4 章では島田電機製作所の概要と沿革について述べた後、全体 RQ の導出をした。

概要として 1933 年創業の老舗企業であることや、事業内容はエレベーターのボタンや

ランプをオーダーメイドで作ることであり、主要顧客は大手エレベーターメーカーで

あることを述べた。島田電機製作所の沿革を簡潔にまとめると、1933 年に創業し、

1965 年ごろには高度経済成長期により次から次へと仕事が舞い込み、売上高は 8 億円

に昇った。1965年頃から 1991年頃までの間に、市場環境の変化によって顧客の需要が

変化したものの、現状に満足していた島田電機製作所は販路拡大を怠った。社内にも

古い町工場気質が充満しており、売上高は停滞した。1991 年にバブルが崩壊し、売上

高が大きく落ち込む。2000 年には島田正孝さんの叔父が社長に就任し、島田正孝さん

と改革を始めるものの、2008 年にはリーマンショックで再び売上高が大きく落ち込ん

だ。2013 年には島田正孝さんが社長に就任した。2013 年から現在までは様々な取り組

みの結果、島田電機製作所は大きな変化を遂げた。この驚異的な変化について探るべ

く、全体リサーチクエスチョンとして【全体ＲＱ】「古い気質の下請け工場だった島田

電機製作所は、なぜ世間から大注目を浴びるほど魅力的な企業になれたのか？」を設

定した。 

 第 5 章では島田電機製作所の外部戦略に着目した。全体リサーチクエスチョンを導

くために、リサーチクエスチョン１【ＲＱ１】「なぜ島田電機製作所はエレベーターメ

ーカーの下請けであるのに、エレベーターの新設台数が減少しても、業績回復できた

のか？」を設定した。ＲＱ１を解く外部戦略を３つ挙げた。1つ目がワンストップの生

産体制である。これまでのノウハウとすべて自社内で製造を完結させるワンストップ

の生産体制をかけ合わせることで「バリエーションに富んだ高い柔軟性」が発揮でき

るようになった。2 つ目はオーダー品に特化していることである。エレベーターには

「規格量産品」と「オーダー品」の 2 種類に分けられることを述べた後、規格量産品

の方が経済的合理性の観点よりメリットが多いことを述べた。しかし、島田電機製作

所はオーダー品を専門に扱っている。それが「自分たちにしかできない仕事だ」とい

う強い使命感変わり、一体感を生み出すことを示した。そして、この「柔軟性」と

「強い使命感」が島田電機製作所でしか生み出せない高付加価値を実現しており、大

手エレベーターメーカーと対等なパートナーとして地位を築いた。更に「海外進出」

という外部戦略によって、ニッチ企業が陥るリスクを排除したことも示した。以上よ

り、リサーチクエスチョン１のアンサーとして【Ａ１】「付加価値を高めて大手と対等
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なパートナーになった他、国内のニッチトップ企業というポジションに甘んじず市場

が大きい海外に進出したことで、自力で売上を確保できる強固なポジションを獲得し

たから。」と示した。 

 第 6 章では島田電機製作所の内部戦略に着目した。全体リサーチクエスチョンを導

くためにリサーチクエスチョン２【ＲＱ２】「なぜ島田電機製作所は中小企業なのに、

パフォーマンスレベルの高い優秀な人材が集まる組織を実現できるのか？」を設定し

た。更に、スモールクエスチョン 1，2 を設定することで、より詳しく内部戦略につい

て述べてきた。スモールクエスチョン１【ＳＱ１】「島田電機製作所はどのようにして

社員が働きたくなる会社を作ったのか」を設定した。目指したのは「従業員エンゲー

ジメントの高い組織」である。「従業員エンゲージメント」の言葉の定義や実現の難し

さを示した後、実際に島田電機製作所で行われている仕組み作りについて述べた。具

体例として「行きたくなるオフィスづくり」や「ＭＶＰ表彰制度」や「タダ飲み会」

を記述した。またこれらはどれも売上高に直結しないものの、費用を要する。しかし、

島田正孝さんは従業員エンゲージメントを高めるためならば、仕組み作りをコストと

捉えず投資し続けた。よってスモールクエスチョン１のアンサーとして【ＳＡ１】「従

業員エンゲージメントの高い組織を目指し、社員にとって良い仕組みをコストと捉え

ず作り続けることで社員の会社に対する愛着心や信頼を深めている」と述べた。スモ

ールクエスチョン２では【ＳＱ２】「なぜ島田電機製作所は B to B 企業であるのに広

報活動に積極的なのか？」を設定し、広報活動を行う理由について記述した。広報活

動を行うことで「採用のセルフスクリーニング」・「理念浸透」・「やりがいや誇り醸成」

という効果があることを述べた。よってスモールクエスチョン２のアンサーとして

【ＳＡ２】「コーポレート PR は同じ価値観を持った社員を集め、理念浸透にも繋がる

他、世間からの良い評価が従業員のやりがいや誇りに変わるため、従業員エンゲージ

メントの高い組織づくりにおいて効果的な手段であるから」と述べた。以上２つのス

モールクエスチョンのアンサーからリサーチクエスチョン２を導く。リサーチクエス

チョン２のアンサーは【Ａ２】「社員が働きたくなる会社をつくる為に、幅広い施策や

広報活動をコストと捉えず投資し続けることで、社員と会社の良い関係が深まり、『従

業員エンゲージメントの高い社員』で構成されるようになったから」と述べた。 

 第 7 章では外部戦略と内部戦略の相互関係と全体像について述べた。当初は外部戦

略をうまく回すための内部戦略と予想していたが、実は逆の流れを取っていることを

示した。つまり、内部戦略である組織づくりをうまく回すために外部戦略が存在して

いるということが分かった。そして従業員エンゲージメントを高める組織づくりによ

って回り回って売上が増加し、結果として企業に好循環を生み出すと分かった。また、

改革前と改革後の島田電機製作所の比較も示した。 
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8.2 全体のリサーチクエスチョンへのアンサー 

以上より、本研究の結論を述べる。島田電機製作所は外部戦略によって、強いポジ

ショニングに成功した。高付加価値を生み出す他、海外に進出し、自らの力で売上を

確保できる自立した企業になったのだ。そして、内部戦略によって従業員エンゲージ

メントの高い組織を実現し、更なる高付加価値の創出を実現している。そしてその対

価として得た収益を組織づくりに回すことで、社内に良い循環を生み出していると分

かった。よって全体のリサーチクエスチョン「古い気質の下請け工場だった島田電機

製作所は、なぜ世間から大注目を浴びるほど魅力的な企業になれたのか？」に対する

アンサーは「強いポジショニングと従業員エンゲージメントの高い組織づくりで高付

加価値を創出し、更に得た利益を組織づくりに充てることで、企業に好循環を生み出

せるようになったから。」といえる（図表１６参照）。 

【全体 RQ】古い気質の下請け工場だった島田電機製作所は、 

なぜ世間から大注目を浴びるほど魅力的な企業になれたのか？ 

↓ 

【全体 A】強いポジショニングと従業員エンゲージメントの高い組織づくりで 

高付加価値を創出し、更に得た利益を組織づくりに充てることで、 

企業に好循環を生み出せるようになったから。 
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図表１６：本研究の完成図 
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第 9章 終章 

9.1 含意 

 本研究から得られる含意を述べる。本研究を通じて、島田電機製作所の組織づくり

は、まさしく私が中学生の頃から関心を持っていた「顧客も社員も幸せにできる経営

手法」のケースだと考える。 

外部戦略の観点では、一見経済的合理性と反した非合理な戦略でも、それが組織に

とって強みに変わり、市場で強いポジショニングできる場合、勇気をもってその戦略

を取るべきだと言える。この勇気ある決断によって選んだ外部戦略こそが他社との圧

倒的な差を生み出し、合理性を生み出すのだ。市場で強いポジショニングができるこ

とで、企業全体に余裕が生まれる。その結果、収益性に左右されず、顧客が真に求め

る価値を提供できる。このような外部戦略が「顧客を幸せにできる経営」だと言える。 

内部戦略の観点では、利益増加に直結しない事業活動でも、 それが“社員のための

組織づくり”に必要な活動である場合、コストと捉えず資本として投資し続けること

で、組織を従業員エンゲージメントの高い人材で構成でき、結果として利益増加に繋

がると言える。しかし、多くの企業はコストが回収できるか不明確であるため、組織

づくりに資金を割くことに足を踏み出すことができない。これは組織づくりを「コス

ト」と捉えているからである。特に資金繰りが難しい中小企業にとってはリスクがあ

りすぎるのかもしれない。だからこそ、強い信念を持った島田正孝社長というリーダ

ーの存在と、その勇気ある決断こそは組織を変えるためには重要な要素であると考え

る。社員は「コスト」ではなく「資本」であり、組織づくりという名の「投資」をし

続けることで会社に良い循環を生む。このような内部戦略が「社員も幸せにできる経

営」だと言える。だが、先述したように、現状の日本では、活き活きと熱意を持って

働く社員が約 6％しか存在しないのも事実である。私自身が日常生活を過ごす中でも、

仕事に対して負のイメージを持っている人は多いと感じる。そこで、島田電機製作所

のように「従業員エンゲージメントの高い組織」を実現する企業が増えればこの数値

は大きく変化し改善の方向に大きく舵が動くのではないだろうか。      

本研究を行った私自身も、社会に出た際には本研究で得た学びを活かしたい。顧客

や社会に高付加価値をもたらすだけでなく、一人でも多くの社員が活き活きと熱意を

持って働けるように努めたいと強く思う。 
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