
 

2022年3月23日 

 日本ガイシ株式会社 
 

組織変更・人事異動 
 

 日本ガイシ株式会社（社長：小林茂、本社：名古屋市）は組織を一部変更し、執行役員の業務

分担と各部長の人事を下記の通りとします。 

 

 発令日は、組織変更と執行役員の業務分担、人事異動は2022年4月1日、グループ会社役員人事は

各グループ会社の2022年の定時株主総会または4月1日以降開催の臨時株主総会における承認日

です。 
 

1．組織変更 

▶New Value 1000達成に向け、マーケティングを主体としたNV推進本部を新たに立ち上げ、研究開発

本部の差異化技術、製造技術本部のモノづくりとの3本部連携で新製品創出、事業化を推進する。 

▶ビジョン達成に向けてシナジー効果を高め、変化に俊敏に対応するため、4事業本部を3事業本部に

再編する。 

 

＜本社部門＞ 

▶新事業企画部が担っていた機能をNV推進本部へ移す。 

 

＜ＮＶ推進本部＞ 

▶研究開発本部、新事業企画部、各事業本部のインキュベーション対象テーマの早期事業化、外部技

術の取り込み、アライアンスによる新製品創出、開発促進を目的にＮＶ推進本部を新設し、企画部、

ビジネスクリエーション、ビジネスインキュベーションを置く。ビジネスクリエーションの傘下に、マー

ケティング、テクニカルマネジメントを置く。 

 

＜研究開発本部＞ 

▶各プロジェクトを開発部に改称する。 

▶ウエハープロジェクトを、半導体ウエハーを担当するSW（Semiconductor Wafer）開発部と複合ウエ

ハーを担当するBW（Bonded Wafer）開発部に再編する。 

▶基盤技術研究所の先進材料開発を担うほか、ACBプロジェクトの開発テーマを引き継ぐことなどを目

的にキーマテリアル開発部を新設する。 

▶次世代技術戦略室が担っていた機能をＮＶ推進本部へ移す。 

 

＜製造技術本部＞ 

▶管理部を企画部に改称する。 

 

＜エンバイロメント事業本部＞ 

▶セラミックス事業本部をエンバイロメント事業本部に改称する。 

▶安全、品質、環境を統括する部門として、品質統括部を安全品質環境統括部に改編する。 



 

 

▶営業統括部の戦略部、SCM1部、SCM2部を、業務効率化を図るためAC部とセンサ部に再編する。 

▶事業化に向けて、技術統括部のEHCプロジェクトを開発部に統合する。 

▶センサ事業部の設計部を、部門運営の効率化を図るため設計1部と設計2部に再編する。 

 

＜デジタルソサエティ事業本部＞ 

▶HPC事業部、電子デバイス事業部、金属事業部で本部を再編し、デジタルソサエティ事業本部とする。 

▶事業運営一体化のため、電子部品事業部、ADC事業部、電子管理部、電子営業部を統合し電子デバ

イス事業部に改編する。 

▶HPC事業部でのサプライチェーンマネジメントシステムの構築やＩＴ活動を促進するため、ITソリュー

ション推進部を新設する。 

▶要素技術開発を強化するため、電子デバイス事業部の開発部と生産技術部を機能セラミックス部と

構造セラミックス部に再編する。 

 

＜エネルギー＆インダストリー事業本部＞ 

▶エネルギー営業統括部、エナジーストレージ事業部、ガイシ事業部、産業プロセス事業部で本部を再

編し、エネルギー＆インダストリー事業本部とする。 

▶本部内の安全、品質、環境を統括する部門として、品質保証部を安全品質環境部に改編する。 

▶エナジーストレージ事業部とガイシ事業部の営業部門を統合したエネルギー営業統括部を新設し、

傘下に営業部と海外営業部を設置する。 

▶エナジーストレージ事業部プロジェクト管理部を管理部とエナジーソリューション部に再編する。 

 

 

 

2．執行役員の業務分担 
 

新職（旧職） 継続職 氏名 

ESG統括委員長 
社長、経営全般、経営会議議長、

戦略会議議長 
小林  茂 
※ 

（業務監査部・経営企画室・新事業企画部・

グループコンプライアンス部・法務部・知的財

産部・人材統括部・総務部所管、グループ会社

統括、コンプライアンス全社統括責任者、コン

プライアンス委員長、内部統制委員長） 

副社長 

＜6月下旬退任予定＞ 
蟹江 浩嗣 
※ 

開発・事業化委員長 

副社長、技術統括、研究開発本

部・製造技術本部管掌、DX推進統

括部・品質経営統括部・環境安全

衛生統括部所管、品質委員長、環

境安全衛生委員長 

丹羽 智明 
※ 

NV推進本部長、開発・事業化副委員長（プロセ

ステクノロジー事業本部長） 
専務執行役員、事業本部管掌 

岩崎 良平 
※ 

経営企画室所管、グループ会社統括 
常務執行役員、ESG推進統括部・

秘書室・財務部・資材部所管 
神藤 英明 
※ 

 



 

 
エネルギー＆インダストリー事業本部長（エレ

クトロニクス事業本部長） 
専務執行役員 石川 修平 

（エネルギーインフラ事業本部長） 
専務執行役員 

＜6月下旬退任予定＞ 
松田   敦 

（開発委員長） 常務執行役員、研究開発本部長 七瀧  努 

エンバイロメント事業本部長（セラミックス事業

本部長） 
常務執行役員、名古屋事業所長 森    潤 

エンバイロメント事業本部センサ事業部長（セ

ラミックス事業本部センサ事業部長） 
常務執行役員 倉知   寛 

デジタルソサエティ事業本部長、同本部HPC事

業部長（プロセステクノロジー事業本部副本部

長、同本部HPC事業部長） 

常務執行役員 松田 弘人 

業務監査部・グループコンプライアンス部・法

務部・知的財産部・総務部所管、コンプライアン

ス全社統括責任者、コンプライアンス委員長、

内部統制委員長（総務部担当） 

常務執行役員、人材統括部長、HR

委員長、大阪支社長 
山田 忠明 

デジタルソサエティ事業本部本部長補佐（エレ

クトロニクス事業本部副本部長、同本部金属事

業部長、知多事業所長） 

常務執行役員 加藤  明 

DX推進統括部・品質経営統括部・環境安全衛

生統括部担当（プロセステクノロジー事業本部

産業プロセス事業部長） 

執行役員 井上 昌信 

エンバイロメント事業本部営業統括部長（セラ

ミックス事業本部営業統括部長、同本部営業

統括部戦略部長） 

執行役員 加藤 宏治 

（新事業企画部担当） 執行役員、経営企画室長 篠原 宏行 

NV推進本部ビジネスクリエーション担当（エレ

クトロニクス事業本部ADC事業部長） 
執行役員 大和田 巌 

エネルギー＆インダストリー事業本部エナ

ジーストレージ事業部長（エネルギーインフラ

事業本部エナジーストレージ事業部長） 

執行役員、小牧事業所長 市岡 立美 

エンバイロメント事業本部技術統括部長（セラ

ミックス事業本部技術統括部長、同本部技術

統括部開発部長） 

執行役員 坂本 浩文 

エネルギー＆インダストリー事業本部エネ

ルギー営業統括部長、同本部ガイシ事業

部長（エネルギーインフラ事業本部ガイシ

事業部長） 

執行役員 多田 和史 

デジタルソサエティ事業本部電子デバイス事

業部長（エレクトロニクス事業本部電子部品

事業部長） 

執行役員 大西 孝生 

 
 ※印：取締役 
 



 

3．執行役員以外の主要人事 
 

新職（旧職） 継続職 氏名 

＜本社部門＞   

経営企画室長代理（セラミックス事業本部セン

サ事業部長代理 兼 同事業本部センサ事業

部生産技術2部長） 

 藤田 浩基 

人材統括部専門部長（NGKセラミックスポーラ

ンド取締役会長） 
 土方 泰和 

人材統括部企画部長代理（人材統括部企画部）  海部 幹彦 

人材統括部ダイバーシティ推進部長 人材統括部企画部長 野崎 正人 

総務部専門部長（総務部）  高橋 紀行 

＜NV推進本部＞   

企画部長（エレクトロニクス事業本部企画部長）  川本  誠 

企画部専門部長（新事業企画部専門部長）  漆崎 雅紀 

ビジネスクリエーションマーケティング部長

（NGKオートモーティブセラミックスUSA取締役

社長） 

 油井  進 

ビジネスクリエーションマーケティング部専門

部長（エネルギーインフラ事業本部エナジース

トレージ事業部専門部長） 

 鬼頭 賢信 

ビジネスクリエーションテクニカルマネジメント

部長（研究開発本部NCMプロジェクトリーダー） 
 鈴木 秀之 

ビジネスインキュベーション部長（新事業企画

部長） 
 山田  孝 

＜研究開発本部＞   

SW開発部長（ウエハープロジェクトリーダー）  吉野 隆史 

SW開発部長代理（ウエハープロジェクト）  吉川  潤 

BW開発部長（次世代技術戦略室長）  滑川 政彦 

NCM開発部長（NCMプロジェクトリーダー代理）  新野 真紀子 

CCD開発部長（ZNBプロジェクト）  横山 昌平 

キーマテリアル開発部長（基盤技術研究所）  冨田 崇弘 

＜製造技術本部＞   

企画部長（経営企画室専門部長）  多田 真治 

企画部専門部長（管理部長）  中野 健治 

施設統括部専門部長（施設統括部設計1部長）  竹中 貴彦 

施設統括部設計1部長（施設統括部設計1部）  二村 正徳 

施設統括部設計2部長（プロセステクノロジー

事業本部産業プロセス事業部技術2部） 
 太田 真充 

グローバルエンジニアリングセンター工務セン

ター長（グローバルエンジニアリングセンター

工務センター） 

 前田 修児 

グローバルエンジニアリングセンター工務セン

ター専門部長（グローバルエンジニアリングセ

ンター工務センター長） 

 波多野 三夫 



 

 
＜エンバイロメント事業本部＞   

企画部長代理（セラミックス事業本部営業統括

部SCM1部長） 
 嵯峨 裕樹 

企画部専門部長（セラミックス事業本部技術統

括部） 
 勝部 文雄 

安全品質環境統括部長（セラミックス事業本部

品質統括部長） 
 高橋  章 

安全品質環境統括部専門部長（セラミックス事

業本部品質統括部専門部長） 
 菊地  徹 

安全品質環境統括部AC品質保証部長（セラ

ミックス事業本部品質統括部AC品質保証部長） 
 内田 靖司 

安全品質環境統括部センサ品質保証部長（セ

ラミックス事業本部品質統括部センサ品質保

証部長） 

 川合 高広 

安全品質環境統括部安全環境部長（NGKセラ

ミックスタイランド取締役） 
 田上 宣寛 

安全品質環境統括部安全環境部専門部長（セ

ラミックス事業本部製造統括部製造管理部専

門部長） 

 酒井  修 

営業統括部専門部長（NGK蘇州環保陶瓷副総

経理） 
 小林 宏司 

営業統括部営業部長（セラミックス事業本部営

業統括部営業部） 
 吉田 英司 

営業統括部AC部長（NGKテクノロジーズ イン

ディア取締役社長） 
 島田 史彦 

営業統括部センサ部長（セラミックス事業本部

営業統括部SCM2部長） 
 松金 勇志 

技術統括部開発部長（セラミックス事業本部技

術統括部EHCプロジェクトリーダー） 
 笠井 義幸 

センサ事業部長代理 兼 同事業部設計1部長

（NGKヨーロッパ（ドイツ）出向） 
 李  相宰 

センサ事業部設計2部長（セラミックス事業本部

センサ事業部設計部長） 
 真藤 博之 

センサ事業部生産技術１部長代理（製造技術本

部施設統括部設計２部） 
 根萩 隆智 

センサ事業部生産技術2部長（セラミックス事業

本部センサ事業部生産技術2部長代理） 
 小澤 修一 

＜デジタルソサエティ事業本部＞   

企画部長（プロセステクノロジー事業本部企画

部長） 
 濱嶋 一広 

安全品質環境部長（エレクトロニクス事業本部

安全品質環境部長） 
 岩崎 康範 

 



 

 
HPC事業部長代理（プロセステクノロジー事業

本部HPC事業部設計部長） 
 今井 康喜 

HPC事業部管理部長（プロセステクノロジー事

業本部HPC事業部管理部長） 
 冨山  裕 

HPC事業部ITソリューション推進部長（DX推進

統括部企画部） 
 古賀 智之 

HPC事業部営業部長（プロセステクノロジー事

業本部HPC事業部営業部長） 
 別所 裕樹 

HPC事業部製造部長（プロセステクノロジー事

業本部HPC事業部製造部長） 
 山田 智史 

HPC事業部生産技術1部長（プロセステクノロ

ジー事業本部HPC事業部生産技術１部長） 
 昇  和宏 

HPC事業部生産技術2部長（プロセステクノロ

ジー事業本部HPC事業部生産技術2部長） 
 吉田 信也 

HPC事業部設計部長（プロセステクノロジー事

業本部HPC事業部設計部） 
 片居木 俊 

電子デバイス事業部専門部長（エレクトロニク

ス事業本部電子管理部長） 
 三代川 正 

電子デバイス事業部専門部長（エレクトロニク

ス事業本部電子部品事業部生産技術部長） 
 田中 英彦 

電子デバイス事業部管理部長（エレクトロニク

ス事業本部電子営業部） 
 山本 陽介 

電子デバイス事業部営業部長（エレクトロニク

ス事業本部電子営業部長） 
 石河  淳 

電子デバイス事業部営業部専門部長（エレクト

ロニクス事業本部電子営業部専門部長） 
 倉田 健一郎 

電子デバイス事業部機能セラミックス部長（エ

レクトロニクス事業本部ADC事業部パワーデ

バイス部長） 

 小泉 貴昭 

電子デバイス事業部構造セラミックス部長（エ

レクトロニクス事業本部電子部品事業部開発

部長） 

 田邊 大始 

電子デバイス事業部複合基板部長（エレクトロ

ニクス事業本部電子部品事業部複合基板部長） 
 植谷 政之 

電子デバイス事業部ウエハー部長（エレクトロ

ニクス事業本部ADC事業部ウエハー部長） 
 平井 隆己 

電子デバイス事業部パワーデバイス部長（研

究開発本部CCDプロジェクトリーダー） 
 小林 伸行 

金属事業部長、知多事業所長（エレクトロニク

ス事業本部金属事業部長代理 兼 同事業本

部金属事業部生産技術部長） 

 夏目 欣秀 

金属事業部管理部長（エレクトロニクス事業本

部金属事業部管理部長） 
 谷井 玲志 

 



 

金属事業部営業部長（エレクトロニクス事業本

部金属事業部営業部） 
 真鍋 健一朗 

金属事業部製造部長（エレクトロニクス事業本

部金属事業部製造部長） 
 福本 浩司 

金属事業部生産技術部長（エレクトロニクス事

業本部金属事業部製造部） 
 中山 信亮 

金属事業部技術開発部長（エレクトロニクス事

業本部金属事業部技術開発部長） 
 千葉 広樹 

＜エネルギー＆インダストリー事業本部＞   

企画部長（エネルギーインフラ事業本部ガイシ

事業部専門部長） 
 斉藤 孝史 

企画部長代理（エネルギーインフラ事業本部

企画部長代理） 
 松井 美和 

企画部専門部長（エネルギーインフラ事業本

部品質保証部長） 
 中地 敏之 

安全品質環境部長（プロセステクノロジー事業

本部品質保証部長） 
 尾藤 章博 

エネルギー営業統括部専門部長（エネルギー

インフラ事業本部エナジーストレージ事業部営

業部長） 

 川上  進 

エネルギー営業統括部営業部長（エネルギー

インフラ事業本部ガイシ事業部営業部長） 
 石川 貴浩 

エネルギー営業統括部海外営業部長（エネル

ギーインフラ事業本部エナジーストレージ事業

部営業部） 

 小川 洋平 

エナジーストレージ事業部長代理（エネルギー

インフラ事業本部エナジーストレージ事業部長

代理） 

 庄村 光広 

エナジーストレージ事業部管理部長（エネル

ギーインフラ事業本部エナジーストレージ事業

部プロジェクト管理部長） 

 村本 正義 

エナジーストレージ事業部エナジーソリュー

ション部長（エネルギーインフラ事業本部エナ

ジーストレージ事業部プロジェクト管理部専門

部長） 

 岡田 浩一 

エナジーストレージ事業部設計部長（エネル

ギーインフラ事業本部エナジーストレージ事業

部設計部長） 

 平井 直樹 

エナジーストレージ事業部設計部専門部長（エ

ネルギーインフラ事業本部エナジーストレージ

事業部設計部） 

 波多野 達彦 

エナジーストレージ事業部NAS開発部長（エネ

ルギーインフラ事業本部エナジーストレージ事

業部NAS開発部長） 

 福原 基広 

 



 

エナジーストレージ事業部NAS開発部専門部

長（エネルギーインフラ事業本部エナジースト

レージ事業部NAS開発部専門部長） 

 古田 一人 

エナジーストレージ事業部製造部長（エネル

ギーインフラ事業本部エナジーストレージ事業

部製造部長） 

 北川 敏司 

エナジーストレージ事業部製造部専門部長（エネ

ルギーインフラ事業本部品質保証部専門部長） 
 磯村 直樹 

ガイシ事業部長代理 兼 同事業部機器配電部

長（エネルギーインフラ事業本部企画部長 兼 

同事業本部ガイシ事業部機器配電部長） 

 川上 勝己 

ガイシ事業部技術部長（エネルギーインフラ事

業本部ガイシ事業部技術部長） 
 林  朋宏 

ガイシ事業部製造部長（エネルギーインフラ事

業本部ガイシ事業部製造部長） 
 田島 智広 

ガイシ事業部製造部知多工場長（エネルギー

インフラ事業本部ガイシ事業部製造部知多工

場長） 

 羽田野 仁志 

ガイシ事業部製造部小牧工場長（エネルギー

インフラ事業本部ガイシ事業部製造部小牧工

場長） 

 市川 義久 

産業プロセス事業部長（プロセステクノロジー

事業本部産業プロセス事業部長代理） 
 則竹 基生 

産業プロセス事業部専門部長（プロセステクノロ

ジー事業本部産業プロセス事業部技術2部長） 
 大畑 仁志 

産業プロセス事業部管理部長（プロセステクノロ

ジー事業本部産業プロセス事業部管理部長） 
 佐竹 弘光 

産業プロセス事業部営業部長（セラミックス事

業本部営業統括部営業部長代理） 
 奥崎 一樹 

産業プロセス事業部技術1部長（プロセステクノ

ロジー事業本部産業プロセス事業部技術1部長） 
 福田 浩太 

産業プロセス事業部技術2部長（製造技術本部

施設統括部設計2部長） 
 高橋 満雄 

 

 

 

４．グループ会社役員人事 

新職（旧職） 氏名 

＜国内＞  

NGKメテックス代表取締役社長（エレクトロニクス事業本部金属事業部営業部長） 森田 勝美 

NGKファインモールド代表取締役社長（エレクトロニクス事業本部金属事業部管理部

専門部長） 
本林 徹也 

 



 

エナジーサポート代表取締役社長（NGKロック取締役社長） 藤原  聖 

エナジーサポート取締役副社長（双信電機出向） 小林 茂樹 

NGKフィルテック代表取締役社長（プロセステクノロジー事業本部産業プロセス事業

部営業部長） 
小川 幸宏 

＜海外＞  

NGK(中国)投資総経理（NGK(中国)投資副総経理） 安野 雄貴 

NGKセラミックスUSA取締役副社長 
トッド・アレク

サンダー 

NGKオートモーティブセラミックスUSA取締役社長（NGKオートモーティブセラミック

スUSA取締役） 

ビル ・スピ

ラー 

NGKオートモーティブセラミックスコリア代表理事（セラミックス事業本部営業統括部

SCM1部） 
佐原 大之 

NGKセラミックスインドネシア取締役副社長（セラミックス事業本部営業統括部営業

部長） 
古川 大裕 

NGKテクノロジーズ インディア取締役社長（セラミックス事業本部営業統括部戦略部） 山下 悠人 

NGKロック取締役社長（NGKロック取締役副社長） 遠山  繁 

 

 

 

 

 

 


