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2016 年 6 月 20 日 

住友電気工業株式会社 

 

【組織改正】 

１．研究企画業務部に、経営企画部のＮＥＸＴセンターを移管する。 

 

２．研究企画業務部に「連携推進室」を新設する。 

 

３．営業企画部を営業部門直轄より社会システム営業本部とエレクトロニクス営業本部に 

分割のうえ、移管する。 

 

４．電線・機材・エネルギー事業本部を「電線・エネルギー事業本部」と「導電材料・機能 

製品事業本部」に分割する。 

 

５．電線・エネルギー事業本部に「企画業務部」、「海外電力プロジェクト部」、「電力事業部」、 

  「電力機器事業部」、「電力エンジニアリング事業部」、「架空線事業部」、「産業電線事業部」 

  を置く。 

 

６．電線・エネルギー事業本部に「新エネルギープロジェクト開発室」、「電力安全・環境管理部」、 

   「電力設備技術部」、「電力品質保証部」、「電力技術開発部」を置く。 

 

７．ＮＥＭＯプロジェクト室を旧電力事業部直轄より海外電力プロジェクト部に移管する。 

 

８．海外プロジェクト部を「海外架空線プロジェクト部」に改称する。 

 

９．導電材料・機能製品事業本部に「企画業務部」、「導電製品事業部」、「機器電線事業部」、 

「ハイブリッド製品事業部」を置く。  

 

10．導電材料・機能製品事業本部に「安全管理部」を置く。 

 

11．ハイブリッド営業部を社会システム営業本部よりハイブリッド製品事業部に移管し、 

「営業部」に改称する。 

 

12．エネルギー・システム機器開発部にインフラ事業推進部を移管、統合し、「エネルギー 

システム事業開発部」に改称する。 

 

 

 

２０１６年６月２４日付 組織改正・人事異動について 
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13．エネルギーシステム事業開発部に「業務部」、「品質保証部」、「営業部」、「エネルギーシス

テム企画部」、「電力貯蔵技術部」、「電力通信応用技術部」、「製造部」、「生産管理部」を置く。 

 

14．光ネットワーク・システム事業本部を廃止する。 

 

15．ブロードネットワークス事業部を光ネットワーク・システム事業本部より情報通信事業本

部に移管する。 

 

16．ブロードネットワークス事業部の放送システム開発室を廃止する。 

 

17．伝送デバイス事業部、デバイス営業統轄部を情報通信事業本部より情報通信部門直轄に移

管する。  

 

18．システム事業部を光ネットワーク・システム事業本部より情報通信部門直轄に移管する。  

 

19．電子線・高分子製品事業本部を廃止する。  

 

20．電子ワイヤー事業部、ファインポリマー事業部、水処理事業開発部を電子線・高分子製品

事業本部よりエレクトロニクス部門直轄に移管する。 

 

21．アドバンストマテリアル事業本部に「企画部」を新設する。 

 

22．新規事業開発本部の営業推進部を廃止する。 

 

23．超電導製品開発部を環境エネルギー部門より新規事業開発本部に移管する。 

 

【人事異動】 

氏名 新職 旧職 継続職 

伊藤 順司  ﾊﾟﾜｰｼｽﾃﾑ研究開発ｾﾝﾀｰ長 常務取締役、 

研究開発本部長、 

新領域技術研究所

長 

羽藤 秀雄 常務執行役員 顧問  

吉岡  剛 ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ事業開発部長 ｴﾈﾙｷﾞｰ･ｼｽﾃﾑ機器開発部長 執行役員 

徳丸 亀鶴 ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ事業開発部次長 ｲﾝﾌﾗ事業推進部長 執行役員 

四方  洋 電線・ｴﾈﾙｷﾞｰ事業本部副本部

長、 

電線・ｴﾈﾙｷﾞｰ事業本部企画業務

部長 

電線・機材・ｴﾈﾙｷﾞｰ事業本

部副本部長 

執行役員 

岩野  宏 研究開発本部副本部長、 

研究企画業務部 NEXT ｾﾝﾀｰ長 

経営企画部 NEXT ｾﾝﾀｰ長 執行役員、 

研究企画業務部長 
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氏名 新職 旧職 継続職 

柴田 泰行   社会ｼｽﾃﾑ営業本部副本部長、 

海外電力ｼｽﾃﾑ営業部長 

営業企画部長、 

ｲﾝﾌﾗ事業推進部次長、 

新規事業ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部長 

執行役員 

上田 久司 新規事業ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部長 新規事業ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部次長 

兼ｲﾝﾌﾗ事業推進部製品企画

部次長 

兼新規事業開発本部営業推

進部次長 

 

青木  徹 社会ｼｽﾃﾑ営業本部支配人 海外電力ｼｽﾃﾑ営業部長  

齋藤 英一 社会ｼｽﾃﾑ営業本部営業企画 

部長 

兼ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ営業本部営業企画

部長 

兼ﾃﾞﾊﾞｲｽ営業統轄部主幹 

新規事業ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部主幹  

片山  誠 研究企画業務部連携推進室長 INNOVATION CORE SEI, 

INC. (社長) 

 

重松 昌行 INNOVATION CORE SEI, 

INC. (社長) 

INNOVATION CORE SEI, 

INC. 

 

弘津 研一    ﾊﾟﾜｰｼｽﾃﾑ研究開発ｾﾝﾀｰ長 ﾊﾟﾜｰｼｽﾃﾑ研究開発ｾﾝﾀｰ次長 ﾊﾟﾜｰｼｽﾃﾑ研究開発ｾ

ﾝﾀｰ機器・ｼｽﾃﾑ部長 

吉江 信夫 ｲﾝﾌｫｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・社会ｼｽﾃﾑ研究

開発ｾﾝﾀｰ長 

ｲﾝﾌｫｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ･社会ｼｽﾃﾑ研

究開発ｾﾝﾀｰ次長 

 

後藤 光宏 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾏﾃﾘｱﾙ研究所長 

兼ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾏﾃﾘｱﾙ研究所ﾒﾀﾙ材

料研究部長 

株式会社ｱﾗｲﾄﾞﾏﾃﾘｱﾙ  

三谷 宗久 電線・ｴﾈﾙｷﾞｰ事業本部技師長 

兼海外電力ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部長 

電力事業部次長 

兼電力事業部海外ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

統括部長 

 

太田 一雄 電線・ｴﾈﾙｷﾞｰ事業本部技師長 電力事業部技師長  

小泉 芳信 電力事業部長 電力事業部電力統括部長 株式会社ｼﾞｪｲ･ﾊﾟﾜｰ

ｼｽﾃﾑｽﾞ (社長) 

長谷川隆章 電力事業部次長 

兼電力事業部技術部長 

電力事業部電力統括部次長 

兼電力事業部電力統括部技

術部長 

 

札本 広治 電力機器事業部長 

兼電力機器事業部機器技術 

部長 

電力事業部電力機器統括 

部長 

兼電力事業部電力機器統括

部機器技術部長 
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氏名 新職 旧職 継続職 

月精 一郎 電力ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部長 電力事業部ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ統括

部長 

 

百本 貞樹 架空線事業部長 電力事業部架空線統括部長  

酒巻 利典 導電材料・機能製品事業本部安

全管理部長 

兼電線・ｴﾈﾙｷﾞｰ事業本部主幹 

電線・機材・ｴﾈﾙｷﾞｰ事業本

部安全管理部長 

 

山本 康夫    導電材料・機能製品事業本部企

画業務部長 

電線・機材・ｴﾈﾙｷﾞｰ事業本

部業務部長 

兼電力事業部企画業務部長 

 

獅子野俊明    機器電線事業部長 

兼住友電工ｳｲﾝﾃｯｸ株式会社 

(社長) 

住友電工ｳｲﾝﾃｯｸ株式会社  

阪口 克也    ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ製品事業部営業部長 ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ営業部長 ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ製品事業

部事業企画室長 

津上 知道    ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ事業開発部営業 

部長 

ｲﾝﾌﾗ事業推進部製品企画部

主幹 

 

矢野  孝 ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ事業開発部ｴﾈﾙｷﾞｰｼ

ｽﾃﾑ企画部長 

ｲﾝﾌﾗ事業推進部次長 

兼ｲﾝﾌﾗ事業推進部製品企画

部長 

 

足立 俊寿 ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ事業開発部製造 

部長 

ｴﾈﾙｷﾞｰ･ｼｽﾃﾑ機器開発部製

造部主幹 

 

尾嶋 正樹  ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ事業開発部主幹 ｴﾈﾙｷﾞｰ･ｼｽﾃﾑ機器開発部製

造部長 

 

小浪  明 ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾈｯﾄﾜｰｸｽ事業部業務部長 

兼情報通信事業本部企画業務

部主幹 

ｼｽﾃﾑ事業部企画業務部長 

兼ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾈｯﾄﾜｰｸｽ事業部 

主幹 

 

菅野  貢 ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾈｯﾄﾜｰｸｽ事業部品質保証

部長 

ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾈｯﾄﾜｰｸｽ事業部放送

情報ｼｽﾃﾑ部長 

 

福田  聡    ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾈｯﾄﾜｰｸｽ事業部放送情報

ｼｽﾃﾑ部長 

ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾈｯﾄﾜｰｸｽ事業部業務

部長 

 

江部  稔 株式会社ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾈｯﾄﾏｯｸｽ ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾈｯﾄﾜｰｸｽ事業部品質

保証部長 

 

鈴木 富博  ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾈｯﾄﾜｰｸｽ事業部主幹 ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾈｯﾄﾜｰｸｽ事業部放送ｼ

ｽﾃﾑ開発室長 

 

上田 充宏 ｼｽﾃﾑ事業部企画業務部長 光ﾈｯﾄﾜｰｸ･ｼｽﾃﾑ事業本部企

画業務部長 

 

高田屋孝洋 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾏﾃﾘｱﾙ事業本部企画 

部長 

ﾊｰﾄﾞﾒﾀﾙ事業部ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏｰｹﾃ

ｨﾝｸﾞ部長 
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氏名 新職 旧職 継続職 

村山  敦    ﾊｰﾄﾞﾒﾀﾙ事業部長 

兼ﾊｰﾄﾞﾒﾀﾙ事業部ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏｰｹﾃｨ

ﾝｸﾞ部長 

SUMITOMO ELECTRIC 

HARTMETALL GmbH.(社

長) 

兼 SUMITOMO ELECTRIC 

HARDMETAL LTD.(社長) 

 

上坂 伸哉 SUMITOMO ELECTRIC 

HARTMETALL GmbH.(社長) 

兼 SUMITOMO ELECTRIC 

HARDMETAL LTD.(社長) 

SUMITOMO ELECTRIC 

HARTMETALL GmbH. 

 

  

以 上 

 

 


