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2016年 3月 30日 

組織改定 / 人事異動 （2016年 4月 1日付） 

富士通テン（株）（本社：兵庫県神戸市 代表取締役社長：山中 明）は下記のとおり、組織改定および
人事異動を決定しましたので、お知らせいたします。 

記 

＜組織改定＞ 

【コーポレートセンター】 

1．セキュリティ統制室（新設） 

セキュリティ体制の強化を担うセキュリティ統制室を新設する。

2．地球環境室（新設） 

環境支援機能を独立させ地球環境室を新設する。 

【営業本部】 

1．営業企画室（改称） 

営業企画部を営業企画室に改称する。 

2．営業推進室（新設） 

営業企画部およびグローバル営業部の売上関連業務を集約し営業推進室を新設する。 

3．サービスビジネス部（改称） 

カスタマーサービス部のサービスビジネス関連業務をサービスビジネス推進室へ移管するとともに

サービスビジネス部に改称する。

【VICT （※）技術本部（新設）】 

ITS技術本部・AS技術本部・先行開発企画部を統合し VICT技術本部を新設する。 

1．計画室（新設） 

本部の中期計画・事業計画・人財育成・原価企画の推進および事業損益の企画管理を担う計画室を

新設する。 

2．品質保証部（新設） 

VICT製品の品質保証機能を集約し品質保証部を新設する。 

3．VICTシステム開発室（新設） 

VICT事業のサービス企画／商談開拓、HMI 技術、車載器開発業務を集約し VICT システム開発室を

新設する。 
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4．製品企画室（新設） 

VICT製品の企画／商談開拓業務を集約し製品企画室を新設する。 

5．センシングシステム開発室・システム実験評価部・センサ技術部（移管） 

AS 技術本部センシングシステム開発室・レーダ技術室・システム実験評価室・センサ技術部を

VICT 技術本部へ移管する。 

6．機器技術部（新設） 

ITS技術本部 PF技術部を VICT技術本部へ移管する。 

7．VICT ソフト技術部（新設） 

機器製品組込ソフト設計およびセンター構築/運用/アプリ開発機能と、センサ製品組込ソフト設計機能を

統合し VICTソフト技術部を新設する。 

（※）VICT：Vehicle Information and Communication Technology 

【SS技術本部】 

1．ミドルウェア技術部（改称） 

先行ミドル開発部のミドルウェア開発業務をコアミドル技術部へ移管しミドルウェア技術部へ改称する。 

2．第三ソフト技術部（改称） 

先行ミドル開発部を第三ソフト技術部に改称する。 

【AE技術本部】 

1．安全システム技術部（移管） 

AS技術本部安全システム技術部を AE技術本部へ移管する。 

＜人事異動＞ 

【新】 【旧】 【氏名】 

品質保証本部品質企画室長 品質保証本部品質推進部長 中嶋  利博 

品質保証本部部品品質室長 CI 技術本部 PF企画開発室主査 津 田 斉 

品質保証本部品質推進部長 ITS技術本部アフターマーケット企画開発部長 山 根 亨 

品質保証本部適合性評価部長 品質保証本部適合性評価部試験/実走 TL 大竹  正道 

コーポレートセンターセキュリティ統制室長 コーポレートセンター主査 岸 田 正 

コーポレートセンター地球環境室長 共通技術推進部法規認証 TL 山 本 崇 

コーポレートセンター コーポレートセンター 宮崎  康弘 

人事総務部人財開発グループ長 人事総務部企画 TL
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【新】 【旧】 【氏名】 

コーポレートセンター コーポレートセンター 糸井川  睦 

人事総務部人事グループ長 人事総務部人事グループ長

（兼）コーポレートセンター （兼）東京事業所管理室長

キャリアイノベーション室長 （兼）トヨタ事業所管理室長

コーポレートセンター コーポレートセンター 柏 英 樹 

人事総務部人事グループ労政 TL 人事総務部人事グループ人事第一 TL

（兼）東京事業所管理室長

営業本部営業企画室長 営業本部 OEM営業部スバル室長 阿部 栄二 

営業本部営業推進室長 営業本部営業企画部総括 TL 井上 卓也 

営業本部トヨタ営業部長 営業本部トヨタ営業部長 魚橋 仁平 

（兼）トヨタ事業所管理室長 

営業本部サービスビジネス部長 営業本部サービスビジネス推進室長 水田 浩典 

（兼）営業本部 TDビジネス推進室長 （兼）富士通テンサービス（株）代表取締役社長 

営業本部インド・インドネシアビジネス推進室長 営業本部グローバル営業部総括 TL 三 谷 宏 

共通技術推進部企画グループ長 共通技術推進部主査 岸本 健司 

共通技術推進部グローバル開発推進グループ長 CI 技術本部第三技術部長 佐藤 哲哉 

共通技術推進部設計管理グループ長 共通技術推進部主査 大歳 裕之 

共通技術推進部設計技術グループ長 共通技術推進部設計技術 TL 黒田 永利 

共通技術推進部 EMC技術グループ長 品質保証本部適合性評価部長 梅谷 一之 

VICT技術本部副本部長 SS技術本部副本部長 三浦 成彦 

（兼）VICT技術本部 VICT ソフト技術部長 

VICT技術本部計画室長 先行開発企画部企画室長 大和 俊孝 

VICT技術本部品質保証部長 ITS技術本部品質保証部長 横山 正穂 

VICT技術本部 VICTシステム開発室長 先行開発企画部主査 沢 田 輝 

VICT技術本部製品企画室長 AE技術本部製品企画室長 山崎 伸仁 
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【新】 【旧】 【氏名】 

VICT技術本部センシングシステム開発室長 AS技術本部センシングシステム開発室長 関 哲 生 

VICT技術本部システム実験評価部長 AS技術本部システム実験評価室長 杉浦 慎一 

VICT技術本部機器技術部長 ITS技術本部 PF技術部長 竹 江 章 

（兼）ITS技術本部製品企画室長 

VICT技術本部センサ技術部長 AS技術本部センサ技術部長 鵜野 雄二 

CI 技術本部副本部長 CI 技術本部製品企画室長 美 甘 徹 

（兼）CI技術本部計画室長 

CI 技術本部製品企画室長 CI 技術本部製品企画室主査 佐藤 弘敏 

CI 技術本部第三技術部長 CI 技術本部第三技術部主査 渡辺 元志 

SS技術本部副本部長 SS技術本部計画室長 丸山 美徳 

（兼）SS技術本部計画室長 

SS技術本部ミドルウェア技術部長 SS技術本部コアミドル技術部長 橋本 行博 

SS技術本部第三ソフト技術部長 SS技術本部先行ミドル開発部長 宮野 和彦 

ＡＥ技術本部副本部長 ＡＥ技術本部副本部長 樽本 拓啓 

（兼）ＡＥ技術本部製品企画室長 

ＡＥ技術本部パワトレ技術部長 富士通テンテクノロジ（株）取締役 酒巻 浩二 

ＡＥ技術本部パワトレ技術部 ＡＥ技術本部パワトレ技術部第三技術 TL 城田 康弘 

製品担当グループ長 ＡＥ技術本部先行システム開発部 EX 

ＡＥ技術本部制御システム技術部 コーポレートセンター経営企画室 EX 亀田 和昌 

次世代向け開発グループ長 

ＡＥ技術本部安全システム技術部長 AS技術本部安全システム技術部長 前原 弘明 

生産本部生産技術部長 生産本部主査 新穂   貴史 

TL：Team Leader（課長職）、EX：Expert（課長職）、VICT：Vehicle Information and Communication Technology 


