
NEWS RELEASE  

 

２０１６年１２月２６日 

 

組織変更および人事異動について 
 

株式会社デンソー（本社：愛知県刈谷市、社長：有馬 浩二）は、２０１７年１月１日付けで、組織変更

および人事異動を実施します。 

 

Ⅰ．組織変更 

１．技術開発体制の強化 

（１）エレクトリフィケーションシステム事業グループの新設 

・ＥＶなどの電動化分野における一層の開発強化と事業伸展を狙い、エレクトリフィケーションシステ

ム事業グループを新設する。 

・電機事業部（エレクトリックコンポーネント事業部に名称変更）とＥＨＶ機器事業部（エレクトリフィケ

ーションコンポーネント事業部に名称変更）のシステム開発機能を集約し、電動化分野の開発を一

層強化・加速させるため、エレクトリフィケーションシステム開発部を新設する。 

（２）計測技術部の設立 

・全社の計測技術の開発・統括を強化するため、計測技術室を部組織化し、計測技術部とする。 

 

２．機能の強化 

（１）全社工機機能の統合 

・サーマルシステム事業グループとパワトレインシステム事業グループの工機設備部門を工機部に

集約し、再編する。 

・パワトレイン生産技術開発部を新設し、またサーマルシステム生産技術開発部の再編を行う。 

（２）アフターマーケット事業部の再編 

・自動車分野のサービス機能をサービス部に集約し、再編する。また新事業分野のサービス機能は、

新事業推進部に移管する。 

・営業部門と技術部門を機能軸で集約し、それぞれアフターマーケット技術室、アフターマーケット営

業部として再編する。 

 

Ⅱ．役員の組織担当の変更 

常務役員の組織担当の変更   ２名 

（詳細は別紙をご参照ください） 

 

Ⅲ．人事異動 

グローバルマネジメント職１級の異動           ６８名 

（詳細は別紙をご参照ください） 

以上 

◇本件に関するお問い合わせ先 

   株式会社デンソー 広報部   吉田、岩田、松田      TEL： ０５６６－２５－５５９３、５５９４ 
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Ⅱ.役員の組織担当の変更 

常務役員の組織担当の変更（変更分のみ）                （注）下線部が今回の変更点 

氏名 新担当 旧担当 

篠原 幸弘 
エレクトリフィケーションシステム事業 

グループ 
パワトレイン事業グループ（副） 

山崎 康彦 

ダントツ工場推進部、生産技術研究部、 

材料技術部、計測技術部、工機部、試作部、

部品エンジニアリング部、部品製造部 

ダントツ工場推進部、生産技術研究部、 

材料技術部、工機部、試作部、 

部品エンジニアリング部、部品製造部 

計 ２名 

 

Ⅲ.人事異動 

グローバルマネジメント職１級の異動                          （注）○印は昇格者 

氏名 新役職 旧役職 

石原 秀昭 電子基盤技術統括部 担当部長 IC技術２部 担当部長 

○加藤 晋也 人事部 副部長 
コーポレートセンター  

DP-ダイバーシティ推進室長 

村田 和也 技術開発センター 担当部長 技術開発センター 技術人材戦略室長 

鈴木 万治 技術企画部 技術戦略室 担当部長 技術開発センター DP-EDA改革室長 

秋山 進 
技術開発推進部 国際標準推進室  

担当部長 

技術企画部 国際標準戦略室  

担当部長 

鈴木 嘉浩 知的財産部 担当部長 知的財産部長 

○加藤 充 ダントツ工場推進部長 
生産革新センター  

DP-Factory IoT革新室長 

前岨 和樹 
ダントツ工場推進部  

次世代工場創生室長 

デンソー・マニュファクチュアリング・ 

ミシガン 出向 

大谷 篤史 計測技術部長 生産革新センター 計測技術室長 

杉戸 克彦 工機部長 ダントツ工場推進部長 

西村 哲成 工機部 担当部長 EHV機器事業部 EHV企画室長 

太田 毅 工機部 担当部長 工機部長 

鵜飼 泰宏 調達グループ 調達技術室長 調達２部 調達３室長 

深谷 豊 調達企画部 調達企画２室長 
デンソー・インターナショナル・インド  

出向 

竹内 友章 東京第１営業部 副部長 東京第１営業部 第２営業室長 

洲崎 典之 東京第１営業部 担当部長 東京第１営業部 副部長 

松本 修一 
パワトレインシステム開発部   

担当部長 
ガソリン噴射事業部 特定開発室長 

岡本 喜之 
パワトレインシステム開発部  

システム先行開発５室長 
電機システム技術部長 

相良 隆義 パワトレイン生産技術開発部長 パワトレイン工機部長 
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○山下 幸宏 ガソリンシステム技術部 担当部長 
パワトレインシステム開発部  

システム開発戦略室長 

○内山 賢 ガソリンシステム技術部 担当部長 
ディーゼル噴射事業部  

ディーゼル先行開発室長 

大畑 耕一 ガソリン噴射技術２部長 ガソリン噴射技術２部 担当部長 

林 哲史 
エンジンコンポーネント事業部  

担当部長 
セラミック技術部長 

浜岡 孝 
エンジンコンポーネント事業部  

担当部長 
エンジン機器技術部長 

度会 武宏 エンジン機器技術部長 エンジン機器技術部 開発室長 

○柏木 裕之 パワトレイン機器製造部 担当部長 
機能品事業部 機能品事業企画室 

事業計画課長 

後藤田 優仁 
エレクトリフィケーションシステム 

開発部長 
電機システム技術部 戦略室長 

中山 昌昭 
エレクトリフィケーションシステム 

開発部 担当部長 
EHV機器技術１部 担当部長 

○細矢 章文 
エレクトリック機器品質保証部  

担当部長 
電機技術部 第２設計室長 

浅田 忠利 エレクトリック機器技術部 担当部長 
パワトレインシステム開発部 

システム先行開発３室長 

林 克憲 

エレクトリフィケーションコンポーネン

ト事業部  

エレクトリフィケーション機器企画室長 

エンジン機器事業部  

エンジン機器企画室長 

深津 重光 
半導体デバイス事業部  

半導体技術企画室 担当部長 
半導体プロセス開発部長 

平野 尚彦 半導体品質保証部 担当部長 半導体実装開発部長 

 山内 庄一 半導体プロセス開発部長 IC技術３部長 

○植田 展正 半導体実装開発部長 IC技術３部 第２開発室長 

○鈴木 晴視 パワーモジュール技術部長 IC技術３部 第３開発室長 

○松井 健二 
サーマルシステム事業グループ  

サーマルシステムグローバル戦略室長 

熱事業グループ 熱経営企画室  

拡販戦略課長 

坂 鉱一 
サーマルシステム開発統括部  

サーマルシステム開発戦略室 担当部長 
技術開発推進部 担当部長 

真木 孝昌 サーマルシステム製造企画部長 熱工機部長 

樋口 竹生 サーマルシステム製造企画部 担当部長 冷暖房製造２部長 

東 博通 サーマルシステム生産技術開発部長 
熱生産技術開発部 

生産システム開発室長 

野平 智 
サーマルシステム生産技術開発部  

担当部長 
熱生産技術開発部長 



 3 

杉山 俊樹 
エアコンディショニング品質保証部  

担当部長 

デンソー・インターナショナル・アジア  

出向 

○内村 洋一郎 エアコンディショニング製造１部長 デンソー・ハリアナ 出向 

鷺池 真彦 ICT事業部 担当部長 情報通信技術２部長 

石川 幸司 ICT品質保証部 担当部長 情報通信機器開発部長 

林田 篤 ICT技術２部長 
情報通信事業部  

コックピットシステム開発室長 

鷲見 広幸 ICT製造部長 
情報通信事業部  

グローバル製造推進室長 

岸本 正志 先進安全システム技術部 担当部長 走行安全システム技術部長 

冨板 健治 先進安全技術１部長 走行安全技術１部 第２技術室長 

近藤 晶 先進安全技術１部 担当部長 走行安全技術１部長 

 吉川 政博 
アフターマーケット・フリート・ 

新事業経営企画室 担当部長 
新事業推進部 担当部長 

三浦 一人 

アフターマーケット事業部  

アフターマーケット事業企画室 

担当部長 

アフターマーケット・フリート・ 

新事業グループ 担当部長 

○佐々 幸哉 
アフターマーケット事業部  

アフターマーケット技術室長 

アフターマーケット事業部 用品室  

用品開発課長 

稲葉 一郎 アフターマーケット営業部長 アフターマーケット事業部 用品室長 

新竹 敦 アフターマーケット営業部 補修品室長 自動車部品部長 

高橋 秀雅 フリート事業部長 空調冷熱技術部長 

長谷川 敦 フリート事業部 担当部長 空調冷熱事業部長 

今津 正琢 
フリートエアコンディショニング 

技術部長 
デンソー・ヨーロッパ 出向 

長谷川 順 （株）コンポン研究所 出向 
基礎研究１部 材料基盤研究室 

担当部長 

横井 俊之 シミズ工業（株） 出向 冷暖房製造１部長 

末松 和重 ジェコー（株） 出向 情報通信製造部長 

伊藤 栄次 大信精機（株） 出向 ガソリン噴射技術２部長 

金森 淳一郎 （株）デンソーウェーブ 出向 DP-Mobility IoT推進室 担当部長 

栗山 直久 
デンソー・インターナショナル・アメリカ

出向 

デンソー・マニュファクチュアリング・ 

ミシガン 出向 

棚橋 紀仁 
デンソー・プロダクトアンドサービス・ 

アメリカ 出向 
中部営業部 第１営業室長 

坂 要一郎 
デンソー・インターナショナル・アジア 

出向 
電装(中国)投資 出向 

山内 啓市 
デンソー・インターナショナル・インド 

出向 
人事部長 

計 ６８名 
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【ご参考】 

１．グローバルマネジメント職１級昇格者  

氏名 所属 

岡田 稔 ADAS推進部 

伊藤 徹也 品質管理部 

平野 研 コーポレートセンター 秘書室 

西田 登 経営企画部 

加藤 晋也 人事部 

吉田 契造 健康推進部 

伊藤 高順 技術企画部 

伊藤 みほ 基礎研究１部 

加藤 充 ダントツ工場推進部 

堀崎 悟 グローバル営業企画部 

下川 和幸 東京第２営業部 

津田 知是 ディーゼルシステム品質保証部 

木村 雅人 ディーゼル噴射製造部 

山下 幸宏 ガソリンシステム技術部 

内山 賢 ガソリンシステム技術部 

外尾 隆幸 ガソリン噴射技術１部 

柏木 裕之 パワトレイン機器製造部 

竹内 真司 エレクトリックコンポーネント事業部 エレクトリック機器企画室 

細矢 章文 エレクトリック機器品質保証部 

山本 賢治 電子技術３部 

植田 展正 半導体実装開発部 

鈴木 晴視 パワーモジュール技術部 

松井 健二 サーマルシステム事業グループ サーマルシステムグローバル戦略室 

中川 和昭 エアコンディショニング企画部 

尾鍋 悟 エアコンディショニング品質保証部 

内村 洋一郎 エアコンディショニング製造１部 

公文 宏明 先進安全技術１部 

夏目 一馬 先進安全技術２部 

牧野 将久 先進安全技術４部 

長坂 勝巳 先進安全製造部 

佐々 幸哉 アフターマーケット事業部 アフターマーケット技術室 

坪内 一雄 （株）NTTデータ MSE 出向 

西脇 豊治 （株）日本自動車部品総合研究所 出向 

中條 喜之 デンソー・インターナショナル・アメリカ 出向 

中野 豊久 デンソー・マニュファクチュアリング・テネシー 出向 

Chuntao Ye デンソー・マニュファクチュアリング・テネシー 
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Dave Grimmer デンソー・マニュファクチュアリング・ミシガン 

岡崎 彰徳 デンソー・ヨーロッパ 出向 

Alan Richards デンソー・セールス・UK 

Gianluca Marostica デンソー・セールス・イタリア 

Gianpaolo Botto デンソー・サーマル・システムズ 

Federico Auteri デンソー・サーマル・システムズ 

Matteo Biglia デンソー・サーマル・システムズ 

Fabrizio Piazza デンソー・サーマル・システムズ 

Alexander Kolb デンソー・オートモーティブ・ドイツ 

袴田 浩雅 デンソー・インターナショナル・アジア 出向 

羽谷 英紀 デンソー・インターナショナル・アジア 出向 

吉田 秀樹 デンソー・セールス・ミドルイースト＆ノースアフリカ 出向 

荻野 博康 デンソー・コリア・エレクトロニクス 出向 

丹羽 英夫 電装(中国)投資 出向 

計 ５０名  

 

２．事業グループおよび事業部の名称変更（変更分のみ） 

新名称 旧名称 

パワトレインシステム事業グループ パワトレイン事業グループ 

ディーゼルシステム事業部 ディーゼル噴射事業部 

ガソリンシステム事業部 ガソリン噴射事業部 

エンジンコンポーネント事業部 エンジン機器事業部 

パワトレインコンポーネント事業部 機能品事業部 

エレクトリックコンポーネント事業部 電機事業部 

エレクトリフィケーションコンポーネント事業部 ＥＨＶ機器事業部 

電子システム事業グループ 電子事業グループ 

エレクトロニクス事業部 電子事業部 

半導体デバイス事業部 デバイス事業部  

サーマルシステム事業グループ 熱事業グループ 

エアコンディショニング事業部 冷暖房事業部 

クーリングシステム事業部 冷却事業部 

インフォメーション＆セーフティシステム事業グループ 情報安全事業グループ 

ＩＣＴ事業部 情報通信事業部 

アドバンストセーフティ事業部 走行安全事業部 

フリート事業部 空調冷熱事業部 

 

 

以上 


