
ヤマハ発動機株式会社は、2017 年 7 月 15 日付の組織変更と人事異動を下記の通り決定しました。 
 
 
■ 組織変更について 

 

1. 技術本部 

電動モビリティの技術開発と商品開発機能の強化を目的に、「技術本部」の組織を変更する。 

 

・「先進モビリティ開発部」と「ビークル&ソリューション事業本部 SPV 事業部第 2 開発部」の電動

二輪車開発機能を統合し、「技術本部」の傘下に「EM 開発統括部」として新設する。その傘下

に「EM 車両開発部」と「コンポーネント技術部」を新設する。 

 

2. ビークル&ソリューション事業本部 

各事業部および事業推進部の組織の最適化を目的に、「ビークル&ソリューション事業本部」の

組織を変更する。 

 

1）IM 事業部の再編 

事業規模拡大に伴うマウンタービジネス、ロボットビジネスの組織機能の強化を目的に、「IM

事業部」の組織を再編する。 

 

・「IM 事業部」傘下に「SMT 統括部」と「FA 統括部」を新設する。 

・「マウンター第 1 技術部」を「先行開発部」、「マウンター第 2 技術部」を「商品開発部」、「マウ

ンター第 1 営業部」を「国内営業部」、「マウンター第 2 営業部」を「海外営業部」にそれぞれ名

称変更し、「SMT 統括部」傘下に置く。 

・ 「ロボットビジネス部」を「営業部」と「開発部」に分割し、「FA 統括部」傘下に置く。 

 

   2）SPV 事業部における名称変更 

   「第 2 開発部」の技術本部への移管に伴い、「第 1 開発部」を「開発部」に名称変更する。 

 

   3）UMS 事業推進部の再編 

   調達部品の品質向上を目的に、「UMS 事業推進部」の組織を再編する。 

    

   ・調達機能と品質保証機能を統合し、「UMS 事業推進部」の傘下に「業務部」を新設する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 年 7 月 14 日 

組織変更と人事異動について 



■人事異動について 
 
1. 執行役員の職掌変更について 
（氏 名） (新 職) （現 職） 

臼井 博文 執行役員 

マリン事業本部マリン事業統括部長 

 

執行役員 

マリン事業本部マリン事業統括部長 

（兼）マリン事業本部マリン事業統括部 

商品企画部長 
 
 
2. 事業部長・統括部長級の人事異動について 

 
3. 部長級の人事異動について 
（氏 名） (新 職) （現 職） 

小屋 孝男 技術本部 EM 開発統括部 EM 車両開発部長 ビークル&ソリューション事業本部 

SPV 事業部第 2 開発部長 

（氏 名） (新 職) （現 職） 

花村 直己 技術本部 NPM 事業統括部長 

（兼）技術本部 NPM 事業統括部 

PM ビジネス部長 

 

技術本部 NPM 事業統括部 

PM ビジネス部長 

稲波 純一 技術本部 EM 開発統括部長 

（兼）技術本部研究開発統括部長 

（兼）技術本部 EM 開発統括部 

コンポーネント技術部長 

 

技術本部研究開発統括部長 

（兼）技術本部研究開発統括部 

先進モビリティ開発部長 

稲村 徹哉 海外市場開拓事業部長 

（兼）海外市場開拓事業部企画推進部長 

（兼）海外市場開拓事業部 CS 部長 

 

海外市場開拓事業部長 

太田 裕之 ビークル&ソリューション事業本部 

IM 事業部長 

（兼）ビークル&ソリューション事業本部 

IM 事業部 SMT 統括部長 

（兼）ビークル&ソリューション事業本部 

IM 事業部品質保証部長 

 

ビークル&ソリューション事業本部 

IM 事業部長 

村松 啓且 ビークル&ソリューション事業本部 IM 事業部

FA 統括部長 

ビークル&ソリューション事業本部 IM 事業部

ロボットビジネス部長 



吉見 直樹 PF 車両ユニット原価革新統括部 

PJ 推進部長 

YMAC（タイ） 出向 

野崎 達也 マリン事業本部マリン事業統括部 

商品企画部長 

マリン事業本部マリン事業統括部 

商品企画部 ME 商品企画グループ GL 

中村 亮介 ビークル&ソリューション事業本部 IM 事業部

SMT 統括部先行開発部長 

ビークル&ソリューション事業本部 IM 事業部

マウンター第 1 技術部長 

内山 真浩 ビークル&ソリューション事業本部 IM 事業部

SMT 統括部商品開発部長 

ビークル&ソリューション事業本部 IM 事業部

マウンター第 2 技術部長 

伏見 正直 ビークル&ソリューション事業本部 IM 事業部

SMT 統括部国内営業部長 

ビークル&ソリューション事業本部 IM 事業部

マウンター第 1 営業部長 

田中 直文 ビークル&ソリューション事業本部 IM 事業部

SMT 統括部海外営業部長 

ビークル&ソリューション事業本部 IM 事業部

マウンター第 2 営業部長 

山田 勝基 ビークル&ソリューション事業本部 IM 事業部

FA 統括部営業部長 

ビークル&ソリューション事業本部 IM 事業部

ロボットビジネス部ロボット営業グループ GL 

福川 義章 ビークル&ソリューション事業本部 IM 事業部

FA 統括部開発部長 

ビークル&ソリューション事業本部 IM 事業部

ロボットビジネス部ロボット技術グループ GL 

松本 義行 ビークル&ソリューション事業本部 IM 事業部

製造部長 

ビークル&ソリューション事業本部 IM 事業部

品質保証部長 

大石 倫裕 ビークル&ソリューション事業本部 

SPV 事業部事業企画部長 

TYM（タイ） 出向 

平野 雅彦 ビークル&ソリューション事業本部 

SPV 事業部開発部長 

ビークル&ソリューション事業本部 

SPV 事業部第 1 開発部長 

宇津橋 哲弥 ビークル&ソリューション事業本部 

UMS 事業推進部業務部長 

海外市場開拓事業部企画推進部長 

（兼）海外市場開拓事業部 CS 部長 

 
 

 

 

 

 

 



（役職名の略称） 

・GL = Group Leader（グループリーダー） 

 
 

（部門名の略称） 

・SPV = Smart Power Vehicle（スマートパワービークル） 

・EM = Electric Mobility（エレクトリックモビリティ） 

・IM = Intelligent Machinery（インテリジェントマシナリー） 

・SMT = Surface Mount Technology（サーフェスマウントテクノロジー） 

・FA = Factory Automation（ファクトリーオートメーション）  

・UMS = Unmanned System（アンマンドシステム） 

・NPM = New Personal Mobility（ニューパーソナルモビリティ） 

・PM = Personal Mobility(パーソナルモビリティ) 

・PF = Platform（プラットフォーム） 

・PJ = Project（プロジェクト） 

・ME = Marine Engine（マリンエンジン） 

・CS = Customer Service（カスタマーサービス） 

 
 

（グループ会社の事業内容） 

・YMAC（Yamaha Motor Asian Center Co., Ltd.）は、タイで二輪車等の開発および付随する事業や三国間仲介貿易等を

行う会社です。 

・TYM（Thai Yamaha Motor Co., Ltd.）は、タイで二輪車の製造・販売を行う会社です。  
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