
2022年3月17日

デンカ株式会社

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部

電話　03-5290-5511

以下の通りお知らせいたします。

１．組織改定

（１）研究開発体制の再編

【ご参考（当社ホームページ）】　2022年2月7日　「執行役員の異動等に関するお知らせ」
https://www.denka.co.jp/storage/news/pdf/989/20220207_denka_hr_organization.pdf

２０２２年４月１日付組織改定および人事異動のお知らせ

記

2022年2月7日（※）発表の通り、次世代に向けた新事業創出活動の強化および既存事業の持続的な発展を目的に、以下の通り全社の
研究・新事業開発体制を再編する。
①「新事業開発部門」の新設
　・新事業創出活動を強化するため、事業構想からコンセプト検証、インキュベーション、事業化までの一連の
　　プロセスを一貫して実行し、新規事業を創出できる組織体制として「新事業開発部門」を新設する。
②コーポレート研究部門の再編
　・研究推進部を「研究統括部」と改称し、知的財産部とともに新事業開発部門傘下とする。
　・新事業開発部とAutomotive Materials & Solution開発推進部を「新事業創出部」と「新事業インキュベーション部」に再編する。
　・ポリマー・加工技術研究所を廃止し、千葉工場高分子研究部に統合する。
③デンカイノベーションセンターの再編
　・デンカイノベーションセンターの「先進技術研究所」「ライフイノベーション研究所」「インフラソリューション開発研究所」の
　　３研究所を廃止し、「デンカイノベーションセンター」として運営を一元管理する。
　・構造物性研究部を「解析技術研究部」に改称するとともに、デンカイノベーションセンターから分離し、
　　新事業開発部門傘下で全社の研究開発を促進・支援する。
　・ソリューション開発部を「インフラソリューション研究部」と改称する。
④既存事業部門の研究開発体制の再編
　・既存事業部門の研究開発については、各事業所に所属する研究部とデンカイノベーションセンターの
　　2研究部（ダイアグノスティクス研究部、インフラソリューション研究部）を主体に、各事業部門の責任の下で
　　進め、各事業所長はその運営支援にあたる。

（現行） （改定）

新規材料研究部 デンカイノベーションセンター 機能性セラミックス研究部

Automotive Materials
& Solution開発推進部

新事業開発部門 研究統括部

研究推進部 新事業創出部

新事業開発部 新事業インキュベーション部

知的財産部 知的財産部

先進技術研究所
（ﾃﾞﾝｶｲﾉﾍﾞー ｼｮﾝｾﾝﾀｰ）

機能性セラミックス研究部 解析技術研究部

先端高分子研究部 新規材料研究部

構造物性研究部 先端高分子研究部

ライフイノベーション
研究所（ﾃﾞﾝｶｲﾉﾍﾞー ｼｮﾝｾﾝﾀｰ）

ダイアグノスティクス研究部 ワクチン・バイオ研究部

ライフイノベーション部門 電池・導電材料開発部
（千葉工場）

ワクチン・バイオ研究部 管理部

インフラソリューション開発
研究所（ﾃﾞﾝｶｲﾉﾍﾞー ｼｮﾝｾﾝﾀｰ）

ソリューション開発部 ダイアグノスティクス研究部
（ライフイノベーション部門）

イノベーションセンター管理部
（ﾃﾞﾝｶｲﾉﾍﾞー ｼｮﾝｾﾝﾀｰ）

インフラソリューション研究部
（エラストマー・インフラソリューション部門）

ポリマー・加工技術研究
所

電子・先端プロダクツ部門 セラミックス研究部
（大牟田工場）

電子・先端プロダクツ部門 高分子研究部
（千葉工場）

エラストマー・インフラソリューション部門 電子材料研究部
（渋川工場）

ポリマーソリューション部門 高分子加工研究部
（伊勢崎工場）

青海工場 セメント・特混研究部
ライフイノベーション部門 ダイアグノスティクス研究部

（デンカイノベーションセンター）

有機材料研究部
ワクチン・試薬開発部
（五泉事業所）

大船工場 樹脂加工研究部
ポリマーソリューション部
門

有機材料研究部
（青海工場）

大牟田工場 セラミックス研究部
エラストマー・
インフラソリューション部門

青海インフラ技術研究部
（青海工場）

有機材料研究部
（青海工場）

千葉工場 高分子研究部
セラミックス研究部
（大牟田工場）

電池・導電材料開発部
高分子研究部
（千葉工場）

電子材料研究部
（渋川工場）

渋川工場 電子材料研究部
インフラソリューション研究部
（デンカイノベーションセンター）

千葉工場 高分子研究部

高分子研究部
（千葉工場）

伊勢崎工場 高分子加工研究部
樹脂加工研究部
（大船工場）

高分子加工研究部
（伊勢崎工場）

五泉事業所 ワクチン・試薬開発部

青海工場 青海インフラ技術研究部

有機材料研究部

大牟田工場 セラミックス研究部

五泉事業所 ワクチン・試薬開発部

電池・導電材料開発部

渋川工場 電子材料研究部

大船工場 樹脂加工研究部

伊勢崎工場 高分子加工研究部
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（２）デンカイノベーションセンター「先進プロセス研究部」の新設

（３）粘接着剤関連製品の組織再編

（４）ライフイノベーション部門信頼性保証本部組織改定

（５）青海工場「総務部」、「経理業務部」の統合

（６）青海工場「有機第一部」と「有機第三部」の統合

（７）青海工場「セメント・特混研究部」の名称変更

（８）青海工場「技術部」の新設

（９）五泉事業所「業務部」、「流通戦略部」の統合

２．人事異動

異　　　　　　　　　　　　　　動

新職 旧職 継続職 ふりがな

コーポレートコミュニ
ケーション部

コーポレートコミュニケーション
部長

（大牟田工場事務部経理
課長） 山本　浩之 やまもと　ひろゆき

デジタル戦略部
（電子・先端プロダクツ部門
副部門長　兼　電子部材部
長）

デジタル戦略部長 小山　達哉 こやま　たつや

新事業開発部門 研究統括部長 （千葉工場次長） 広津留　秀樹 ひろつる　ひでき

新事業開発部門 新事業創出部長 （新事業開発部長） 髙瀬　英明 たかせ　ひであき

新事業開発部門
新事業インキュベーション部
長

（Automotive Materials &
Solution開発推進部長） 宮川　健志 みやかわ　たけし

新事業開発部門 知的財産部長 （知的財産部長） 照井　良典 てるい　よしのり

新事業開発部門 解析技術研究部長 （研究推進部副部長） 南雲　敏朗 なぐも　としあき

電子・先端プロダク
ツ部門

高機能フィルム部長
（電子・先端プロダクツ部門
高機能フィルム・接着剤部
長）

渡辺　仁大 わたなべ　まさひろ

電子・先端プロダク
ツ部門

電子部材部長
（大牟田工場第三製造部
長） 寺野　克典 てらの　かつのり

部　　門 氏名

デンカイノベーションセンター内に「先進プロセス研究部」を新設し、生産プロセス改革の更なる推進を図る。

アドバンストテープ部を「高機能粘接着材料部」に改称するとともに、高機能フィルム・接着剤部のハードロック事業を同部に移管する。
また、本組織改定に伴い、高機能フィルム・接着剤部は「高機能フィルム部」に改称する。

　「信頼性保証本部」及び傘下の「薬事安全管理部」、「品質保証部」を2022年3月末をもって廃止し、「医薬品等コンプライアンス部」を
新設する。

業務部および流通戦略部を統合し「業務・流通戦略部」とする。

青海工場総務部と経理業務部を統合し、「事務部」を新設する。

有機製造部門の組織全体のシナジー創出を目的に、青海工場有機第一部と有機第三部を統合し、新たに「有機第一部」とする。

特殊混和材だけでなく、今後の研究テーマの更なる広がりと発展を目指し、名称を「青海インフラ技術研究部」に改称する。

青海工場環境保安部、品質保証部、生産管理部、安全教育部を統合し、「技術部」を新設する。

（現行） （改定）

デンカイノベーションセンター

先進プロセス研究部

インフラソリューション研究部

管理部

新事業開発部門 機能性セラミックス研究部

新規材料研究部

先端高分子研究部

ダイアグノスティクス研究部

ワクチン・バイオ研究部

機能性セラミックス研究部

新規材料研究部

ワクチン・バイオ研究部

インフラソリューション研究部

管理部

先端高分子研究部

ダイアグノスティクス研究部

デンカイノベーションセンター新事業開発部門
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電子・先端プロダク
ツ部門

高機能粘接着材料部長
（イノベーションセンター管
理部長） 西入　啓之 にしいり　ひろゆき

ライフイノベーション
部門

信頼性保証部長
（ライフイノベーション部門
信頼性保証本部信頼性保
証部長）

満野　徹 みつの　とおる

ライフイノベーション
部門

医薬品等コンプライアンス部
長

（ライフイノベーション部門
信頼性保証本部品質保証
部長）

笠谷　尚史 かさや　たかし

エラストマー・インフ
ラソリューション部門

セメント部長（北信越オフィス） （北陸支店長） 片岡　健太郎 かたおか　けんたろう

エラストマー・インフ
ラソリューション部門

特殊混和材部長
（エラストマー・インフラソ
リューション部門特殊混和
材部課長）

山口　悟 やまぐち　さとる

エラストマー・インフ
ラソリューション部門

アグリプロダクツ部長
（エラストマー・インフラソ
リューション部門環境資材
部長）

渡辺　充 わたなべ　みつる

エラストマー・インフ
ラソリューション部門

無機製品部長
（エラストマー・インフラソ
リューション部門セメント部
長）

中野　輝光 なかの　てるみつ

エラストマー・インフ
ラソリューション部門

環境資材部長 （東北支店長） 高橋　晃哉 たかはし　こうや

大阪支店 大阪支店長 （名古屋支店長） 柳谷　敏明 やなぎだに　としあき

福岡支店 福岡支店長

（電化（上海）管理有限公
司副総経理　兼　電化無機
材料（天津）有限公司総経
理）

片山　康人 かたやま　やすひと

名古屋支店 名古屋支店長
（エラストマー・インフラソ
リューション部門無機製品
部長）

四條　修 しじょう　おさむ

札幌支店 札幌支店長
（エラストマー・インフラソ
リューション部門特殊混和
材部長）

栗林　完 くりばやし　ひろし

新事業開発部門
デンカイノベーション
センター

機能性セラミックス研究部長
（先進技術研究所機能性セ
ラミックス研究部長） 江本　秀幸 えもと　ひでゆき

新事業開発部門
デンカイノベーション
センター

先端高分子研究部長
（先進技術研究所先端高
分子研究部長） 山田　雅英 やまだ　まさひで

ライフイノベーション
部門

ダイアグノスティクス研究部長
（ライフイノベーション研究
所ダイアグノスティクス研究
部長）

稲野　浩一 いなの　こういち

新事業開発部門
デンカイノベーション
センター

ワクチン・バイオ研究部長
（ライフイノベーション研究
所ワクチン・バイオ研究部
長）

井出　陽一 いで　よういち

エラストマー・インフ
ラソリューション部門

インフラソリューション研究部
長

（インフラソリューション開発
研究所ソリューション開発
部長）

盛岡　実 もりおか　みのる

新事業開発部門
デンカイノベーション
センター

先進プロセス研究部長 生産・技術部長 髙橋　淳 たかはし　じゅん

新事業開発部門
デンカイノベーション
センター

管理部長 （千葉工場事務部長） 高瀬　和仁 たかせ　かずひと
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ポリマー・加工技術
研究所

（ポリマー・加工技術研究所
長）

千葉工場高分子研究部長 鈴木　茂 すずき　しげる

青海工場 技術部長 （青海工場環境保安部長） 野澤　和己 のざわ　かずみ

青海工場 事務部長 （新潟支店長） 水谷　吉一 みずたに　よしかず

青海工場 有機第一部長 （青海工場有機第三部長） 野澤　恒嗣 のざわ　こうじ

エラストマー・インフ
ラソリューション部門

エラストマー・インフラソリュー
ション部門青海インフラ技術
研究部長

（青海工場セメント・特混研
究部長） 荒木　昭俊 あらき　あきとし

関係事業部門 有機材料研究部長
（青海工場有機材料研究
部グループリーダー） 西野　広平 にしの　こうへい

青海工場 （品質保証部長） 青海工場次長 小竹　弘寿 おたけ　ひろひさ

大牟田工場
エンジニアリング部

大牟田工場次長
兼　エンジニアリング部大牟田
エンジニアリング部長

（エンジニアリング部大牟田
エンジニアリング部長） 河合　正洋 かわい　まさひろ

大牟田工場 大牟田工場事務部長
（伊勢崎工場管理部長　兼
物流統括部） 吉原　伸幸 よしはら　のぶゆき

大牟田工場 第三製造部長
（大牟田工場第三製造部
回路課長） 岩元　豪 いわもと　ごう

関係事業部門 セラミックス研究部長
（大牟田工場セラミックス研
究部長） 谷口　佳孝 たにぐち　よしたか

千葉工場 事務部長 （福岡支店長） 石田　大二郎 いしだ　だいじろう

電子・先端プロダク
ツ部門

電池・導電材料開発部長
（千葉工場電池・導電材料
開発部長） 坂下　拓志 さかした　ひろし

渋川工場
物流統括部

渋川工場管理部長 （札幌支店長） 安沢　智 あんざわ　さとし

関係事業部門 電子材料研究部長
（渋川工場電子材料研究
部長） 大島　和宏 おおしま　かずひろ

大船工場 大船工場管理部長 （渋川工場管理部長） 清水　宣行 しみず　のりゆき

大船工場 環境保安・技術部長
（大船工場環境保安・技術
部長） 日向野　正徳 ひがの　まさのり

ポリマーソリューショ
ン部門

樹脂加工研究部長
（大船工場樹脂加工研究
部長） 武井　淳 たけい　あつし

伊勢崎工場 伊勢崎工場管理部長 （大牟田工場事務部長） 山中　健司 やまなか　けんじ

五泉事業所
ライフイノベーション
部門

ライフイノベーション部門ワク
チン・試薬開発部長

（五泉事業所ワクチン・試薬
開発部長）

五泉事業所副事業所長 権平　文夫 ごんだいら　ふみお
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五泉事業所 業務・流通戦略部長
（五泉事業所流通戦略部
長） 見田　充 みた　みつる

日之出化学工業
日之出化学工業株式会社代
表取締役社長

（エラストマー・インフラソ
リューション部門アグリプロ
ダクツ部長）

三宅　憲雄 みやけ　のりお

ＤＩＳＢ
Denka Infrastructure Malaysia
Sdn Bhd, Managing Director

（PT Hissan Trading
Indonesia, President
Director）

長尾　明博 ながお　あきひろ

ＤＣＧ
（電子・先端プロダクツ部門
アドバンストテープ部長）

Denka Chemicals GmbH,
Managing Director 櫻井　義博 さくらい　よしひろ

ＤＩＴ
電化無機材料（天津）有限公
司総経理

（電化無機材料（天津）有
限公司副総経理　兼　経理
工場長）

吉岡　光洋 よしおか　みつひろ

電子・先端プロダク
ツ部門

電子・先端プロダクツ部門副
部門長

（研究推進部長） 岡田　拓也 おかだ　たくや

ライフイノベーション
部門

ライフイノベーション部門副部
門長

（ライフイノベーション研究
所長） 三浦　隆昭 みうら　たかあき

エラストマー・インフ
ラソリューション部門

エラストマー・インフラソリュー
ション部門副部門長

（エラストマー・インフラソ
リューション部門特殊混和
材部副部長）

吉野　亮悦 よしの　りょうえつ

エラストマー・インフ
ラソリューション部門

エラストマー・インフラソリュー
ション部門副部門長

（青海工場有機材料研究
部長） 野口　哲央 のぐち　てつお

エラストマー・インフ
ラソリューション部門

エラストマー・インフラソリュー
ション部門副部門長

エラストマー・インフラソ
リューション部門事業推進
部長

白山　裕 しらやま　ゆたか

ポリマーソリューショ
ン部門

ポリマーソリューション部門副
部門長

ポリマーソリューション部門
事業推進部長 浦　守 うら　まもる

ポリマーソリューショ
ン部門

ポリマーソリューション部門副
部門長

（ポリマー・加工技術研究所
副所長　兼　グループリー
ダー）

佐藤　英次 さとう　えいじ
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