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2023年 3月 13日 

各  位 

 

当社役員人事（副社長 5 名）決定のお知らせ 

日本電産株式会社（以下、当社）は、2023年 3月 10日開催の臨時取締役会において、2023年 4月 1日

付の副社長執行役員 5名の人事を決議致しましたので、お知らせ致します。 

※その他の役員人事に関しては、別途お知らせ致します。

記 

１．副社長の人事（2023年4月1日付）※NIDECグループへの入社順 

No 氏名 4/1付新役職 現役職 

1 
おおつか としゆき 

大塚 俊之 

副社長執行役員 

ニデックインスツルメンツ㈱

代表取締役社長執行役員

日本電産サンキョー㈱ 

代表取締役社長執行役員 

2 
にしもと たつや 

西本 達也

副社長執行役員 

機械事業本部長、 

ニデックドライブテクノロジー㈱

代表取締役社長執行役員

日本電産シンポ㈱ 

代表取締役社長執行役員 

3 
きたお  よしひさ 

北尾 宜久

副社長執行役員 

グループ会社事業本部長、 

小型モータ事業本部担当 

専務執行役員 

グループ会社事業本部長 

4 
こせき  としひこ 

小関 敏彦 

副社長執行役員 

最高技術責任者、製品技術研究所担当、

生産技術研究所担当、システム生産開発

センター担当

専務執行役員 

最高技術責任者、生産技術研究所担当、

グローバル生産技術統括本部担当 

5 
きしだ  みつや 

岸田 光哉

副社長執行役員 

車載事業本部長 

専務執行役員 

車載事業本部長 兼  

欧州ＣＥＯ 兼 欧米事業統括 

※4月 1日付でNIDEC ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社の社名変更、機械事業本部の新設及び研究部門の組織変更を実施致します。

・日本電産ｻﾝｷｮｰ㈱はﾆﾃﾞｯｸｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ㈱に、日本電産ｼﾝﾎﾟ㈱はﾆﾃﾞｯｸﾄﾞﾗｲﾌﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱に社名変更致します。

・中央ﾓｰﾀｰ基礎技術研究所、生産技術研究所、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ生産技術統括本部を再編し、製品技術研究所、生産

技術研究所、ｼｽﾃﾑ生産開発ｾﾝﾀｰと致します。

２．指名委員会の設置 

当社は、2022年 11月 5日開催の取締役会において、当社の取締役及び執行役員等の選任方針・選任基

準・候補者案の決定等に関して、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることで、公正性・透明性・客

観性を担保し、当社のコーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的に、取締役会の

諮問機関として指名委員会を設置致しました。  

会 社 名 日本電産株式会社 

代表者名  代表取締役社長執行役員 小部 博志 

取 引 所 東証プライム（6594） 

所 在 地  京都市南区久世殿城町 338 

問合せ先 広報宣伝部長 渡邉 啓太 

電    話  (075）935-6150
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（１）指名委員会メンバー

指名委員会メンバーは、以下の通りです。

委員長 社外取締役 酒井 貴子 

委 員 代表取締役 永守 重信 

委 員 代表取締役 小部 博志 

委 員 社外取締役 小松 弥生 

委 員 社外取締役 山田 文 

（２）指名委員会の活動実績

これまで指名委員会を２度開催し、取締役及び執行役員等の選任方針・選任基準や継承プラン及び

サクセッションプランの考え方、副社長の候補者案等の審議を行い、取締役会にて決議致しました。

（３）取締役及び執行役員等の選任方針・選任基準

指名委員会にて審議を行った取締役及び執行役員等の選任方針・選任基準は以下の通りです。

① 選任方針

グローバルな競争力の強化と事業の持続的な成長・発展を目的とし、当該ポストに関する選任基準

などを踏まえ、決定するものとする。 

② 選任基準

当該ポスト 選任基準 

取締役 

≪共通≫ 

・事業戦略、技術・研究開発、国際性・グローバル経験、人材開発、環境・社会、

法務・コンプライアンス、財務・会計、ガバナンス・リスク管理に関わる専門的な

知識、深い知見を有し、客観的かつ公平公正な見地に立ち、意見具申できる者で

あること（共通のうち、該当する項目をスキルマトリクスとして開示）

≪社内取締役≫ 

・Nidec Way及び3Q6Sを体現できる者であること

≪社外取締役≫

・Nidec Way及び3Q6Sに共感できる者であること

・社外取締役の独立性基準（一般株主とは利益相反が生じるおそれがない等）を

充たす者であること

社長 

・NIDECグループの製品を通じて世界の快適な社会づくり（ソリューションビジネス）

に貢献できる高いリ－ダーシップを持ち、NIDECグループ全体を統制し、指揮する

ことができる者であること

副社長 

・日本電産役員ポスト及びグループ会社社長ポストの中で、「際立った変革の

リーダーシップを発揮」かつ、「際立った業績貢献を行った者」であること

・社長ポストへのポテンシャルが見られる者であること

役員等 

・Nidec Wayを体現し、NIDECグループを良い方向に導くことができる者であること

・NIDECグループの企業価値の最大化に資する人材であり、誰もが認める確固たる

実績を持ち合わせている者であること

・NIDECグループの業務を遂行するための優れた知識、及び経験、グローバルにおける

多様性への知見を有する者であること

※Nidec Way・3Q6S・・・NIDECグループ全体(グローバル含む)で共有し、且つ指針とすべき行動規範・

 経営ノウハウとしています。 



3 / 5 

３. 副社長選任プロセス

副社長選任にあたっては、指名委員会にて審議、取締役会にて決議したサクセッションプラン、選任

基準に基づき、実施しています。まず、サクセッションプランとして副社長は、日本電産の役員ポス

ト・グループ会社社長ポストに就任している役員の中から選任することとしており、その選任において

は、副社長の選任基準と照らし合わせ、指名委員（社内取締役）にて候補者案を作成、その後指名委員

（社外取締役）の３名にて候補者と個別の面談を実施し、選任基準の充足、及び人物等含め、総合的に

確認を行った上で、指名委員会にて審議し、取締役会にて決議致しました。

４．副社長の職責・職務 

副社長の職責・職務は、所管する組織の最高責任者とするものの、NIDECグループとしての全体最適

の視点を持って社長をサポートすることとしています。 

５．2024年4月社長決定に向けて 

副社長５名の中から2024年4月の社長就任者を選定致します。選定に当たっての詳細は、今後、指名

委員会にて審議を進める予定としております。社長就任後の任期は４年、その後会長に就任し、その任

期は同じく４年と致します。また、2024年4月に創業者（会長・永守）は取締役グループ代表、創業メ

ンバー（社長・小部）は代表取締役会長・CEO、その後取締役グループ副代表として経営を支える体制

と致します。

当社グループの持続的な成長に向けて、グループ経営・グループガバナンスをより一層強化し、安定

した経営継承を行うべく、副社長５名をはじめとする新たな役員体制で尽力して参ります。 

６．新任副社長執行役員の経歴 ※NIDECグループへの入社順 

◆氏  名 大 塚
おおつか

俊 之
としゆき

生年月日 1965 年 7月 15日（57歳） 

出 身 地 千葉県 

学  歴 1989年 3月 慶應義塾大学経済学部 卒業 

略  歴 

  1989年 4月  株式会社埼玉銀行（現 株式会社りそな銀行） 入行 

2004年 11月  日本電産リード株式会社 入社 

2015年 4月  日本電産リード・コリア株式会社 代表取締役社長 

2017年 6月  日本電産リード株式会社 執行役員 

2017年 10月 同社 常務執行役員 

2018年 4月  同社 代表取締役社長 

2020年 4月  同社 代表取締役社長執行役員 

2022年 5月  日本電産サンキョー株式会社代表取締役 社長執行役員（現任） 
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◆氏  名 西 本
にしもと

達也
たつや

 

生年月日 1956年 10月 20日（66歳） 

出 身 地 兵庫県 

学  歴 

1979年 3月  関西学院大学経済学部 卒業 

1983年 12月  American Graduate School of International Management 卒業 

略  歴 

1979年 4月  株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行） 入行 

2008年 4月   株式会社三井住友銀行 執行役員渋谷法人営業本部長兼横浜法人営業本部長 

2009年 5月  日本電産株式会社 入社 

2009年 6月  日本電産シンポ株式会社 取締役専務執行役員 

2013年 4月  同社 代表取締役社長 

2020年 6月  同社 代表取締役社長執行役員（現任） 

2021年 8月  日本電産マシンツール株式会社 取締役会長（現任） 

2022年 6月  ＯＫＫ株式会社（現 ニデックオーケーケー株式会社） 取締役会長（現任） 

◆氏  名 北尾
きたお

 宜
よし

久
ひさ

生年月日 1960 年 3月 14日（62歳） 

出 身 地 京都府  

学  歴 1982年 3月 京都産業大学経済学部 卒業 

略  歴 

  1982年 4月  株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行) 入行 

2011年 4月  株式会社三井住友銀行 理事難波法人営業第一部長 

2012年 4月  日本電産株式会社 入社 

2012年 7月  関係会社管理部長（現 グループ会社事業部） 

2013年 4月  当社 執行役員 

2016年 5月  当社 常務執行役員 関係会社管理部担当 

2021年 6月  当社 専務執行役員（現任）グループ会社管理部担当（現 グループ会社事業部） 

2022年 5月  グループ会社事業本部長（現任） 
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◆氏  名 小関
こせき

 敏 彦
としひこ

生年月日 1958 年 5月 2日（64歳） 

出 身 地 福島県 

  学  歴 

1981年 3月  東京大学工学部金属工学科 卒業 

1983年 3月  東京大学大学院工学系研究科修士課程 修了（金属工学専攻） 

  1994年 6月  米国 マサチューセッツ工科大学材料工学科博士課程 修了 

（Doctor of Science in Materials Engineering） 

略  歴 

  1983年 4月  新日本製鐵株式会社（現 日本製鉄株式会社） 入社 

2001年 4月  同社技術開発本部 主幹研究員 

2004年 10月  東京大学 工学系研究科教授 

2017年 4月  同大学 理事・副学長 

2018年 4月  日本電産株式会社 非常勤顧問 

2019年 4月  当社 専務執行役員（現任）、生産技術研究所長 

2022年 5月  当社 最高技術責任者(CTO)（現任） 

  受 賞 等 

AWS Comfort A. Adams Lecture Award (2022年) 

◆氏  名 岸田
きしだ

 光
みつ

哉
や

生年月日 1960年 2月 7日（63歳） 

出 身 地 香川県 

学  歴 1983年 3月  京都大学教育学部 卒業 

略  歴 

  1983年 4月  ソニー株式会社 入社 

  2001年 1月  Sony Ericsson Mobile Communications AB Vice President Product Planning 

  2011年 4月  ソニー株式会社 生産本部長 

2016年 6月  同社 業務執行役員 ビジネスエグゼクティブ 

2018年 4月  ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長 

2021年 4月  ソニー株式会社 常務 モバイルコミュニケーションズ事業担当 

2022年 1月  日本電産株式会社 入社 常務執行役員車載事業本部副本部長 

2022年 7月  当社 専務執行役員（現任） 

2022年 9月  車載事業本部長（現任） 

以 上 




