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2022年 3月 10日 

各 位 

               会社名 古河電気工業株式会社 

               代表者名 取締役社長 小林 敬一 

（コード：5801   東証第 1部） 

             問合せ先 執行役員 ＩR部長 増田 真美 

（TEL 03-6281-8540） 

     

役員等の異動および新委嘱業務のお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、執行役員等の異動および委嘱業務を決定し、取締役・監査役の異動

を内定しました。4月 1日付の組織改正の内容とともに、下記のとおりお知らせします。 

 

記 

１．2022年 3月 31日付 

 退任執行役員  

  氏名 新役職（4月 1日） 現役職および委嘱業務 

黒 田   修 取締役 
古河電池株式会社 顧問 

取締役 兼 執行役員常務、 
営業統括本部長 

伊地知哲朗 古河テクノリサーチ株式会社 代表取締役

社長 

執行役員常務、 

研究開発本部長 

田中  雅子 戦略本部アドバイザー 

 

執行役員、 

ビジネス基盤変革本部副本部長 

寺内  雅生 電装エレクトロニクス材料統括部門アドバ

イザー 

執行役員、 

電装エレクトロニクス材料統括部門長 

福田  隆志 戦略本部アドバイザー 

 

執行役員、 

ビジネス基盤変革本部 ICT戦略企画部長 

永井  清俊 岡野電線株式会社 副社長 

 

執行役員、 

OFS Fitel LLC Executive Vice President 

兼 情報通信ソリューション統括部門副統括部

門長  
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２．2022年 4月 1日付 

（１）新任執行役員 

  氏名 新役職および委嘱業務 現役職 

阪   和 憲 執行役員、 

営業統括本部副本部長 

兼 同本部セールス統括部長 

営業統括本部インフラ営業統括部長 

藤 崎   晃 執行役員、 

研究開発本部長 

兼 次世代フォトニクス事業創造プロジェク

トチーム副チーム長 

研究開発本部副本部長 

兼 同本部情報通信・エネルギー研究所フェ

ロー 

兼 同本部情報通信・エネルギー研究所長 

花 谷   健 執行役員、 

事業・プロセス変革チーム長 

コーポレート統括本部事業・プロセス変革チー

ム長 

矢野  正三 執行役員、 

（委嘱業務は現役職と同じ） 

機能製品統括部門 AT・機能樹脂事業部門長 

杉井  貴明 執行役員、 

戦略本部副本部長 

コーポレート統括本部副本部長 

兼 同本部本部改革推進チーム長 

 

（２）新任シニア・フェロー 

氏名 新役職および委嘱業務 現役職 

大 久保 典雄 シニア・フェロー、 

（委嘱業務は現役職と同じ） 

研究開発本部知的財産部長 

大 橋  弘 美 シニア・フェロー、 

次世代フォトニクス事業創造プロジェクト 

チーム副チーム長 

古河ファイテルオプティカルデバイス株式会社 

技術統括部長 

兼 当社情報通信ソリューション統括部門ファ

イテル製品事業部門フェロー 

 

（３）昇格 

氏名 新役職および委嘱業務 現役職および委嘱業務 

宮 本   聡 取締役 兼 執行役員専務、 

戦略本部長 

取締役 兼 執行役員常務、 

ビジネス基盤変革本部長 

森 平  英 也 執行役員常務、 

（委嘱業務は現役職と同じ） 

執行役員、 

情報通信ソリューション統括部門長  

枡 谷  義 雄 執行役員常務、 

営業統括本部長 

執行役員、 

コーポレート統括本部副本部長 

兼 同本部ソーシャルデザイン統括部長 

兼 同本部OneFモビリティ事業推進チーム長 
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（４） 委嘱の変更  

氏名 役職および新委嘱業務 役職および現委嘱業務 

荻原  弘之 取締役 兼 執行役員副社長 

 

代表取締役 兼 執行役員副社長、 

コーポレート統括本部長 

福永  彰宏 取締役 兼 執行役員常務、 

財務本部長 

取締役 兼 執行役員常務、 

財務・グローバルマネジメント本部長 

小塚  崇光 執行役員専務、 

エネルギーインフラ統括部門長 

兼 古河電工産業電線株式会社 代表取

締役社長 

執行役員専務、 

エネルギーインフラ統括部門長 

後 藤   淳 執行役員、 

Furukawa (Thailand) Co., Ltd. Managing 

Director 

兼 古河電工（上海）有限公司 董事長 

兼 古河電工香港有限公司 董事長 

兼 古河電工（深圳）商貿有限公司 董事

長 

執行役員、 

Furukawa (Thailand) Co., Ltd. Managing 

Director 

兼 営業統括本部副本部長 

兼 古河電工（上海）有限公司 董事長 

兼 古河電工香港有限公司 董事長 

兼 古河電工（深圳）商貿有限公司 董事長 

浦上 敬一郎 執行役員、 

営業統括本部中部支社長 

執行役員、 

営業統括本部中部支社長 

兼 同本部電装エレクトロニクス材料営業統

括部長 

太田  寿彦 執行役員、 

次世代フォトニクス事業創造プロジェクトチ

ーム長 

執行役員、 

情報通信ソリューション統括部門ファイテル製

品事業部門長 

山本  尚志 執行役員、 

電装エレクトロニクス材料統括部門長 

兼 同統括部門銅条･高機能材事業部門

長 

執行役員、 

電装エレクトロニクス材料統括部門銅条･高機

能材事業部門長 

増田  真美 執行役員、 

財務本部 IR部長 

兼 戦略本部広報部長 

執行役員、 

財務・グローバルマネジメント本部 IR部長 

兼 ビジネス基盤変革本部広報部長 
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３．2022年 6月 23日付 

（１） 退任予定取締役および監査役 

氏名 退任後の役職 退任前の役職 

荻原  弘之 執行役員副社長 取締役 兼 執行役員副社長 

黒 田   修 ― 取締役 

柏木  隆宏 非常勤顧問 監査役 

 

（２）新任取締役候補者および監査役候補者 

氏名 新役職 選任までの役職および委嘱業務 

森平  英也 取締役 兼 執行役員常務、 

（委嘱業務は 4月 1日時点と同じ） 

（本年 3月 31日までの役職および委嘱業務） 

執行役員、 

情報通信ソリューション統括部門長 

（本年 4月 1日からの役職および委嘱業務） 

執行役員常務、 

情報通信ソリューション統括部門長 

枡谷  義雄 取締役 兼 執行役員常務、 

（委嘱業務は 4月 1日時点と同じ） 

（本年 3月 31日までの役職および委嘱業務） 

執行役員、 

コーポレート統括本部副本部長 

兼 同本部ソーシャルデザイン統括部長 

兼 同本部 OneFモビリティ事業推進チーム長 

（本年 4月 1日からの役職および委嘱業務） 

執行役員常務、 

営業統括本部長 

寺内  雅生 監査役 （本年 3月 31日までの役職および委嘱業務） 

執行役員、 

電装エレクトロニクス材料統括部門長 

（本年 4月 1日からの役職） 

電装エレクトロニクス材料統括部門アドバイザー 
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４．2022年 4月 1日付組織改正 

（１） 社長直下に「次世代フォトニクス事業創造プロジェクトチーム」を新設する。 

（２） 「ビジネス基盤変革本部」を「戦略本部」に変更する。 

（３） 「コーポレート統括本部」の内部組織である「事業・プロセス変革チーム」を社長直下に移管する。 

（４） 「コーポレート統括本部」の内部組織である｢OneF モビリティ事業推進チーム｣を「ソーシャルデザイン統括部」

に機能統合をし、「営業統括本部」に移管する。 

（５） 「コーポレート統括本部」の内部組織である「経営企画部」を「戦略本部」に移管する。 

（６） 「コーポレート統括本部」を廃止する。 

（７） 「財務・グローバルマネジメント本部」を「財務本部」に変更する。 

 

 

以 上
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新任執行役員の略歴 

 

阪 和憲（さか かずのり） 

 1964年 3月 25日生  満 57歳 北海道出身  

 

1986年 3月  明治大学法学部卒業 

同 年 4月  当社入社 

2009年 4月  情報通信カンパニー電機営業部長 

2012年 4月  情報通信カンパニー情報産業営業部長 

2013年 4月  セールス・マーケティング部門電装・エレクトロニクス営業統括部電機営業部長 

同 年 10月  セールス・マーケティング部門環境・インフラ営業統括部通信・エネルギー営業部長 

2016年 12月  グローバルマーケティングセールス部門インフラ営業統括部通信インフラ営業部長 

2017年 4月  グローバルマーケティングセールス部門九州支社長 

2020年 4月  営業統括本部インフラ営業統括部長（現在に至る） 

  

◆選任理由 

キャリアの大半で営業に従事。情報通信・エレクトロニクス等、多方面での営業経験を経て、九州支社長、イン

フラ営業統括部長を歴任。顧客提案力や信頼関係構築力の高さを武器に、営業部門の中心として更なるリーダ

ーシップの発揮を期待するため。 

 

藤崎 晃（ふじさき あきら） 

 1964年 1月 31日生  満 58歳 東京都出身  

 

1987年 3月  早稲田大学理工学部電気工学科卒業 

同 年 4月  当社入社 

2000年 4月  FITEL Technologies, Inc. Applications Engineering Manager  

2003年 4月  Furukawa America Inc. Applications Engineering Manager 

2014年 3月  当社戦略本部新事業推進室主幹 

2016年 4月  戦略本部新事業推進部産業レーザシステム部主幹 

同 年 7月  OFS Fitel LLC Chief Engineer 

兼 当社戦略本部新事業推進部産業レーザシステム部主幹 

2018年 9月  当社研究開発本部情報通信・エネルギー研究所長 

兼 同本部情報通信・エネルギー研究所主幹 

2020年 3月  研究開発本部情報通信・エネルギー研究所フェロー 

兼 同本部情報通信・エネルギー研究所長 

2021年 6月  研究開発本部副本部長 

兼 同本部情報通信・エネルギー研究所フェロー 

兼 同本部情報通信・エネルギー研究所長（現在に至る） 

 

◆選任理由 

キャリアの大半で光通信関連の技術・製品開発に従事。エルビウム添加ファイバ増幅器（EDFA：Erbium 

Doped Fiber Amplifier）やファイバーレーザの画期的な製品開発をリードし、社内外から専門性に高い評価を得

ている。専門性に加え、米国での技術営業経験や米国情報通信子会社赴任等の海外経験も豊富で、グローバ

ルな視点でより一層の研究開発機能の強化を期待するため。 
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花谷 健（はなや かたし） 

 1967年 4月 4日生  満 54歳 岡山県出身  

 

1990年 3月  立命館大学経済学部卒業 

同 年 4月  当社入社 

2005年 12月  Furukawa Metal (Thailand) Public Co., Ltd. Vice Sales Manager 

2015年 4月  当社銅管事業部門企画ユニットシニアマネージャー 

2016年 4月  戦略本部経営企画室主査 

兼 同本部秘書室 

2018年 4月  戦略本部経営企画部戦略推進室長 

同 年 12月  TROチーム副チーム長 

2019年 4月  グループ変革本部 TROチーム長 

同 年 5月  グループ変革本部事業・プロセス変革チーム長 

2021年 4月  コーポレート統括本部事業・プロセス変革チーム長（現在に至る） 

 

◆選任理由 

生産管理・営業を経験した後、タイ銅管子会社の再建、銅管事業の再建・アライアンス交渉等、難易度が極め

て高いミッションに従事。2019 年からスタートした当社グループ全体の収益力向上および組織実行力強化に向

けた活動を中心となって推進。持ち前の使命感と突破力を生かし、当社グループの改革推進を期待するため。 

 

矢野 正三（やの しょうぞう） 

 1965年 5月 14日生  満 56歳 宮崎県出身  

 

1991年 3月  東京理科大学理工学研究科工業化学科卒業 

同 年 4月  当社入社 

2012年 4月  エネルギー・産業機材カンパニー産業機材事業部 AT製品部 AT平塚製造部長 

2013年 4月  機能樹脂製品事業部門 AT製品部平塚製造部長 

2014年 3月  機能樹脂製品事業部門 AT製品部技術・営業部長 

2015年 5月  機能樹脂製品事業部門 AT製品部長 

兼 同事業部門 AT製品部技術・営業部長 

2016年 4月  AT・機能樹脂事業部門 AT技術・営業部長 

2019年 4月  機能製品統括部門 AT・機能樹脂事業部門 AT事業推進部長 

2020年 4月  機能製品統括部門 AT・機能樹脂事業部門長（現在に至る） 

 

◆選任理由 

開発・製造・販売と幅広いバリューチェーンで経験を積み、現在は AT・機能樹脂事業部門を牽引。仮説思考を

重視しつつチームプレーを大切にし、周囲を巻き込むリーダーシップを活かし、もう一段上の事業戦略推進に期

待するため。 
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杉井 貴明（すぎい たかあき） 

 1963年 11月 3日生  満 58歳 東京都出身  

 

1989年 3月  大阪大学大学院医学研究科医科学修士課程修了 

同 年 4月  アンダーセン・コンサルティング（現アクセンチュア株式会社）入社 

1994年 9月  同社 チェンジマネジメントグループ マネージャー 

1997年 9月  同社 通信ハイテク産業本部 シニアマネージャー 

2003年 9月  同社 経営コンサルティング本部 CRMグループ パートナー 

2009年 9月  アシュリオン・ジヤパン株式会社入社  

経営戦略室長  

2011年 9月  同社 SCM本部 シニアディレクター 

企画部長 兼 修理マネジメント部長 

2016年 9月  同社 経営企画本部 シニアディレクター 

戦略企画室長 

2019年 3月  当社入社 

同 年 4月  グループ変革本部副本部長 

2021年 4月  コーポレート統括本部副本部長 

兼 同本部 本部改革推進チーム長（現在に至る） 

 

◆選任理由 

コンサルティングや外資系企業の経験を経て、2019 年に入社。当社グループの横断的な収益力・組織実行力

の強化活動や本部改革において、前職の豊富な経験を活かして、全社を俯瞰する視点から業務課題の構造化

と実効的な施策への落込みを主導。今後は、特に深い知見を有する ICT 分野において、全社的な視点で DX を

強力に推進することを期待するため。 
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新任シニア・フェローの略歴 

 

大久保 典雄（おおくぼ みちお） 

 1962年 2月 15日生  満 60歳 徳島県出身 

 

1986年 3月  名古屋大学工学研究科機械工学専攻修了 

同 年 4月  当社入社 

2010年 12月  研究開発本部横浜研究所ナノテクセンター長 

2014年 11月  研究開発本部先端技術研究所新素材研究部長 

2016年 9月  研究開発本部先端技術研究所先端技術研究部長 

2017年 4月  研究開発本部知的財産部長（現在に至る） 

 

◆選任理由 

キャリアの大半で光デバイス開発に従事。2010 年よりナノテクセンター長、2017 年より知的財産部長を歴任。

開発業務の深い知見と IP ランドスケープに係る高い専門性を融合し、特許・非特許を含む自社・他社の知的財

産情報を事業戦略や経営戦略への積極活用を中心となって推進。シニア・フェローとして、当社グループの知的

財産活用の一段のレベルアップに期待するため。 

 

大橋 弘美（おおはし ひろみ） 

 1961年 5月 28日生  満 60歳 東京都出身 

 

1985年 3月  早稲田大学理工学部応用物理学科卒業 

同 年 4月  東京工業大学電気電子物理学科入学 

1987年 3月  東京工業大学電子物理専攻卒業 

同 年 4月  日本電信電話株式会社入社 

2007年 3月  東京工業大学電気電子工学専攻博士課程（社会人大学院プログラム）修了 

2014年 7月  NTTエレクトロニクス株式会社入社 

2017年 4月  古河ファイテルオプティカルデバイス株式会社出向 

2019年 4月  当社入社 

古河ファイテルオプティカルデバイス株式会社技術統括部長 

2020年 3月  当社情報通信ソリューション統括部門ファイテル製品事業部門フェロー 
兼古河ファイテルオプティカルデバイス株式会社技術統括部長（現在に至る） 

 

◆選任理由 

光物性の基礎研究から光通信用半導体デバイスに関する高い専門性は、前職の NTT エレクトロニクス在職

時から突出。その業績は社内外に広く認知され、日本学術会議連携会員、電気情報通信学会会長も歴任。2019

年の入社以降も、専門分野での活動はもとより、学術活動や人材育成の面でも高い実績を上げており、シニア・

フェローとして更なる存在感の発揮を期待するため。 
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新任取締役候補者の略歴 

森平 英也（もりだいら ひでや） 

 1965年 7月 13日生  満 56歳 群馬県出身 

 

1990年 3月  東北大学大学院理学研究科地学専攻修了 

同 年 4月  当社入社 

2011年 3月  知的財産部戦略企画グループマネージャー 

2014年 4月  戦略本部経営企画室長 

2016年 4月  情報通信ソリューション統括部門企画統括部長 

兼 同統括部門企画統括部企画管理部長 

2017年 4月  情報通信ソリューション統括部門副統括部門長 

兼 同統括部門企画統括部長 

2020年 2月  情報通信ソリューション統括部門ファイバ・ケーブル事業部門長 

同 年 4月  執行役員、情報通信ソリューション統括部門ファイバ・ケーブル事業部門長 

2021年 4月  執行役員、情報通信ソリューション統括部門長 

兼 同統括部門ファイバ・ケーブル事業部門長 

同 年 5月  執行役員、情報通信ソリューション統括部門長 

同 年 8月  執行役員、情報通信ソリューション統括部門長 

兼 同統括部門企画統括部長 

同 年 12月  執行役員、情報通信ソリューション統括部門長（現在に至る） 

 

◆指名理由 

生産技術や知的財産部での経験を経て、経営企画室長として中期経営計画立案を主導。さらに 2020 年から

はファイバ・ケーブル事業部門長、2021 年からは情報通信ソリューション統括部門長として情報通信事業全般の

変革を推進。情報通信事業に関わる知見も踏まえ取締役会の議論活性化に貢献することを期待し取締役候補

とする。 

 

枡谷 義雄（ますたに よしお） 

 1965年 9月 29日生  満 56歳 大分県出身  

 

1989年 3月  立教大学経済学部卒業 

同 年 4月  大倉商事株式会社入社 

1993年 7月  Okura & Co. UK Ltd.（英国大倉商事） 

1998年 10月  当社入社 

2011年 4月  情報通信カンパニー海外営業部長 

2013年 4月  セールス・マーケティング部門環境・インフラ営業統括部海外営業部長 

2015年 4月  グローバル事業推進部門海外営業部長 

兼 セールス・マーケティング部門環境・インフラ営業統括部海外営業部長 

同 年 7月  銅箔事業部門副事業部門長 

兼 同事業部門営業統括部長 

2017年 4月  グローバルマーケティングセールス部門企画統括部長 

2018年 4月  グローバルマーケティングセールス部門グループマーケティンクﾞ統括部長 

2020年 4月  執行役員、営業統括本部新事業創出統括部長 

2021年 4月  執行役員、コーポレート統括本部副本部長 

兼 同本部ソーシャルデザイン統括部長 

兼 同本部 OneFモビリティ事業推進チーム長（現在に至る） 

◆指名理由 

海外営業の経験が豊富であり、拡販活動のみならず、顧客提案力強化や新ビジネスモデル構築等の活動を

展開し、当社グループの営業力・マーケティング力の向上を推進してきた。マーケティング・新事業創出に関わる

豊富な経験や高度な知見も踏まえ取締役会の議論活性化に貢献することを期待し取締役候補とする。 
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新任監査役候補者の略歴 

 

寺内 雅生（てらうち まさお） 

 1961年 10月 28日生  満 60歳 大阪府出身 

 

1984年 3月  慶応義塾大学法学部卒業 

1984年 4月  当社入社 

2006年 10月  情報通信カンパニーファイテル製品部半導体デバイス部生産管理グループ 

マネージャー 

2009年 5月  資材部主査 

2009年 6月  資材部長 

2013年 4月  導電材事業部門企画ユニット主査 

同 年 6月  PT Tembaga Mulia Semanam Tbk 社長 

2017年 4月  執行役員 PT Tembaga Mulia Semanam Tbk 社長 

同 年 6月  執行役員 当社 電装エレクトロニクス材料統括部門導電材事業部門長 

2018年 4月  執行役員 電装エレクトロニクス統括部門導電材事業部門長 

2020年 4月  執行役員 電装エレクトロニクス材料統括部門長（現在に至る） 

 

◆指名理由 

調達部門での豊富な経験を踏まえた銅原料調達に関わる高度な知見、情報通信部門での生産管理･事業企

画経験、さらに海外上場関係会社社長の経験から経営に関わる幅広い知見を有する。同氏の経験・知見が当社

の監査体制強化に資することを期待し常勤監査役候補とする。 

 

以 上 


