
取締役紹介

※1 CEO： Chief Executive O�cer　　※2 CSO： Chief Strategy O�cer　　※3 CFO： Chief Financial O�cer

取締役会長

宮永 俊一
（1948年4月27日 生まれ）

取締役社長 CEO※1

泉澤 清次
（1957年9月3日 生まれ）

選任理由

機械・鉄構事業の運営等に携わった

後、2013年4月から2019年3月まで

は取締役社長として、ドメイン制への

移行などの経営改革と事業規模の拡

大を推進してきました。2019年4月

からは取締役会長を務め、取締役会

議長として当社経営の監督と取締役

会活動の強化における中心的役割を

担っています。

選任理由

研究開発、技術管理、技術開発戦略

関連業務に従事し、当社技術基盤の

強化と発展に貢献したほか、2017年

6月から2018年6月までは監査等委

員である取締役を務めました。2019

年4月からは取締役社長・CEOとし

て、当社全体の戦略の立案・推進、

グローバル体制の構築等を推進して

おり、経営の指揮を執る者として当社

経営意思決定に参画しています。

選任理由

長年財務・経理業務に従事し、主要

子会社の財務・経理部長を務めてき

ました。2019年10月からはCoCFO、

2020年4月からはCFOを務め、経済

情勢や事業環境に応じた財務活動等

を推進しており、当社の財務に精通し

た者として当社経営意思決定に参画

しています。

取締役 常務執行役員 CFO※3

小澤 壽人
（1962年4月2日 生まれ）

2022年7月1日現在

略歴
1972年4月 当社入社
2006年4月 当社執行役員、機械事業本部副事業本部長
2006年5月  当社執行役員、機械・鉄構事業本部副事業本部長
2008年4月 当社常務執行役員、機械・鉄構事業本部長
2008年6月  当社取締役、常務執行役員、機械・鉄構事業本部長
2011年4月 当社取締役、副社長執行役員、社長室長
2013年4月 当社取締役社長
2014年4月 当社取締役社長、CEO

2019年4月 当社取締役会長（現職）

略歴
1981年4月 当社入社
2008年4月 当社技術本部技術企画部長
2011年4月 当社技術統括本部技術企画部長
2013年4月 三菱自動車工業株式会社常務執行役員
2013年6月 同社取締役
2016年4月 当社執行役員、技術戦略推進室長
2017年6月 当社取締役 常勤監査等委員
2018年6月 当社取締役、常務執行役員、CSO※2

2019年4月 当社取締役社長、CEO兼CSO

2020年4月 当社取締役社長、CEO（現職）

略歴
1986年4月 当社入社
2019年10月 当社執行役員、CoCFO

2020年4月 当社執行役員、CFO

2020年6月 当社取締役、執行役員、CFO

2021年4月 当社取締役、常務執行役員、CFO（現職）
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取締役、常務執行役員、
CSO兼ドメインCEO、 
エナジードメイン長

加口 仁
（1960年2月15日 生まれ）

選任理由

長年原子力発電システムの技術開発

や事業運営に携わった後、2019年 

4月からはCoCSO、2020年4月から

はCSOを務めています。CEOの下で

当社全体の戦略を立案・推進してお

り、当社の経営方針の企画全般を担

う者として当社経営意思決定に参画

しています。

選任理由

財務官や国際通貨基金（IMF）副専

務理事を務めるなど、行政官として得

た財政金融政策に関する幅広い見識

や国際機関の幹部として得たグロー

バルな視点を有しています。社外取

締役として当社経営に対して有益な

ご意見や率直なご指摘をいただいて

おり、経営意思決定の健全性・透明

性の向上につながっています。

選任理由

三菱商事株式会社の取締役社長や取

締役会長を務めるなど、幅広い事業

分野に精通し、グローバル企業の経

営トップとして得た豊富な知見・経験

等を有しています。社外取締役として

当社経営に対して有益なご意見や率

直なご指摘をいただいており、経営意

思決定の健全性・透明性の向上につ

ながっています。

略歴
1984年4月 当社入社
2018年4月 当社執行役員、グループ戦略推進室副室長
2019年4月  当社執行役員、CoCSO、 

マーケティング＆イノベーション本部長
2020年4月 当社常務執行役員、CSO

2021年4月  当社常務執行役員、CSO兼ドメインCEO、 
エナジードメイン長

2021年6月  当社取締役、常務執行役員、CSO兼ドメインCEO、エ
ナジードメイン長（現職）

略歴
1975年4月 大蔵省入省
2006年7月 財務省国際局長
2007年7月 同省財務官
2009年7月 同省顧問
2010年2月 国際通貨基金（IMF）特別顧問
2010年3月 同基金副専務理事（2015年2月まで）
2015年6月 当社取締役（現職）
2015年7月  東京大学政策ビジョン研究センター教授（2018年3月

まで）

略歴
1971年7月 三菱商事株式会社入社
2007年6月 同社取締役 常務執行役員
2008年6月 同社常務執行役員
2010年4月 同社副社長執行役員
2010年6月 同社取締役 社長
2016年4月 同社取締役会長
2016年6月 当社取締役（現職）
2022年4月 三菱商事株式会社取締役 相談役
2022年6月 同社相談役（現職）

取締役

篠原 尚之
（1953年2月8日 生まれ）

取締役

小林 健
三菱商事株式会社
相談役

（1949年2月14日 生まれ）
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取締役  
常勤監査等委員

髙栁 龍太郎
（1958年8月26日 生まれ）

取締役  
常勤監査等委員

德永 節男
（1958年10月20日 生まれ）

取締役

平野 信行
株式会社三菱UFJ銀行
特別顧問

（1951年10月23日 生まれ）

選任理由

株式会社三菱UFJフィナンシャル・

グループの代表執行役社長・執行役

会長や株式会社三菱UFJ銀行の頭

取・取締役会長を務めるなど、国際

的な金融機関のトップとして得た豊富

な知見・経験等を有しています。社

外取締役として当社経営に対して有

益なご意見や率直なご指摘をいただ

いており、経営意思決定の健全性・

透明性の向上につながっています。

略歴
1974年4月 株式会社三菱銀行入行
2005年6月 株式会社東京三菱銀行常務取締役
  株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ取締役
2008年10月 株式会社三菱東京UFJ銀行専務取締役
2009年6月  同行副頭取、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

常務執行役員
2010年6月 同社取締役
2010年10月 同社取締役副社長
2012年4月 株式会社三菱東京UFJ銀行頭取
  株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役
2013年4月 同社取締役社長
2015年6月 同社取締役 代表執行役社長
2016年4月 株式会社三菱東京UFJ銀行取締役会長
2019年4月  株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役 

執行役会長
 株式会社三菱UFJ銀行取締役（2020年4月まで）
2019年6月 当社取締役 監査等委員
2021年4月  株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役 

（2021年６月まで）
 株式会社三菱UFJ銀行 特別顧問（現職）
2021年6月 当社取締役（現職）

選任理由

長年財務・経理業務に従事したほか、

管理部門の要職を歴任し、主要子会

社の常勤の監査役を務めてきました。

常勤の監査等委員の立場から当社経

営意思決定に参画し、監査の実効性

の確保や当社経営意思決定の健全

性・適正性の確保と透明性の向上に

努めています。

（2022年6月29日 取締役就任）

選任理由

総合研究所において長年要職を務め

るなど、当社の技術開発部門の強化

に貢献してきました。2021年6月か

らは監査等委員である取締役を務め

ており、常勤の監査等委員の立場か

ら当社経営意思決定に参画し、監査

の実効性の確保や当社経営意思決定

の健全性・適正性の確保と透明性の

向上に努めています。

略歴
1981年4月 当社入社

2013年4月 当社経営監査部調査役

2014年2月 三菱日立パワーシステムズ株式会社監査役（常勤）

2020年9月 三菱パワー株式会社監査役（常勤）

2021年6月 同社監査役室フェローアドバイザー

2021年10月 当社エナジードメイン内部統制室フェローアドバイザー

2022年6月 当社取締役 常勤監査等委員（現職）

略歴
1984年4月 当社入社

2017年4月 当社執行役員フェロー、総合研究所副所長

2017年6月 当社執行役員フェロー、技術戦略推進室長

2019年4月 当社シニアフェロー、総合研究所技師長

2021年6月 当社取締役 常勤監査等委員（現職）

取締役紹介
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取締役
監査等委員

森川 典子
（1958年10月18日 生まれ）

取締役
監査等委員

井伊 雅子
一橋大学国際・公共政策大学院教授
一橋大学大学院経済学研究科・ 
経済学部教授
（1963年2月8日 生まれ）

取締役
監査等委員

鵜浦 博夫
日本電信電話株式会社
特別顧問

（1949年1月13日 生まれ）

選任理由

日本電信電話株式会社の代表取締

役社長を務め、国内ビジネス競争力・

収益力の強化、 海外ビジネスの拡大

等に取り組むなど、最先端事業を有

する企業の経営トップとして得た豊富

な知見・経験等を有しています。監

査等委員である社外取締役として当

社経営に対して有益なご意見や率直

なご指摘をいただいており、監査の実

効性の確保や当社経営意思決定の健

全性・適正性の確保と透明性の向上

につながっています。

選任理由

外資系企業において内部監査・経理

等の業務を経験したほか、経営者とし

て管理部門全般を統括するなど、グ

ローバル企業における事業管理や組

織運営に関する豊富な知見・経験等

を有しています。監査等委員である社

外取締役として当社経営に対して有益

なご意見や率直なご指摘をいただいて

おり、監査の実効性の確保や当社経

営意思決定の健全性・適正性の確保

と透明性の向上につながっています。

選任理由

医療経済学分野の研究者・大学院教

授として培われた高度な知見と、世界

銀行調査局研究員、日本放送協会経

営委員を務めるなどグローバルで豊富

な経験を有しています。監査等委員で

ある社外取締役として当社経営に対し

て有益なご意見や率直なご指摘をいた

だいており、監査の実効性の確保や当

社経営意思決定の健全性・適正性の確

保と透明性の向上につながっています。

略歴
1973年4月 日本電信電話公社入社
2002年6月 日本電信電話株式会社取締役
2007年6月 同社常務取締役
2008年6月 同社代表取締役副社長
2012年6月 同社代表取締役社長
2018年6月 同社相談役
2019年6月 当社取締役 監査等委員（現職）
2021年７月 日本電信電話株式会社 特別顧問（現職）

略歴
1981年4月 蝶理株式会社入社
1988年8月 アメリカ大和証券株式会社入社
1991年9月 アーサーアンダーセン会計事務所入所
1995年3月 モトローラ株式会社入社
2005年3月 同社取締役
2009年6月 ボッシュ株式会社入社
2010年8月 同社取締役副社長（2018年12月まで）
2020年6月 当社取締役
2021年6月 当社取締役 監査等委員（現職）

略歴
1990年7月 世界銀行調査局研究員
1995年4月 横浜国立大学経済学部助教授
2004年4月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
2005年4月  同大学国際・公共政策大学院教授（現職）
  同大学大学院経済学研究科・経済学部教授（現職）
2021年6月 当社取締役 監査等委員（現職）
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