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人事異動・機構改革 

 
 

 

キヤノン株式会社は、下記の人事異動および機構改革を行います。 
 

～ 記 ～ 
 

一、人事異動 

２０２１年１月１日付 

 

▽イメージング総合戦略プロジェクトチーフ兼務並びにイメージソリューション

事業本部イメージング第二事業戦略プロジェクトチーフ兼務を委嘱する 

常務執行役員 イメージソリューション事業本部長  

オリンピック・パラリンピック推進プロジェクトチーフ 

IR／MICE事業推進プロジェクトチーフ 山田 昌敬 

 

▽フロンティア事業推進本部長を委嘱する 

常務執行役員 ＣａｎｏｎＥＸＰＯ推進プロジェクトチーフ 宮本 厳恭 

 

▽イメージコミュニケーション事業本部イメージング第一事業戦略プロジェクトチーフ

兼務を委嘱する 

常務執行役員 イメージコミュニケーション事業本部長 戸倉 剛 

 

▽デジタルプリンティング事業本部デジタルプリンティングサプライ＆サポート管理
センター所長兼務を委嘱する 

執行役員 デジタルプリンティング事業本部副事業本部長 楠元 俊彦 

 

▽デジタルプリンティング事業本部ＳＲＰ統括部門長並びにデジタルプリンティング
デジタルサービス推進センター所長兼務を委嘱する 

執行役員 橋本 玉己 

 

▽イメージソリューション事業本部イメージソリューション第一事業部長を委嘱する 
執行役員 甲谷 英人 

 

▽デジタルプリンティング事業本部デジタルプリンティング開発統括部門デジタル

プリンティング開発技術統括センター所長並びにデジタルプリンティング事業

本部デジタルプリンティング機能商品開発センター所長兼務を委嘱する 

執行役員 遠藤 才二郎 
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▽イメージソリューション事業本部イメージソリューション第二事業部長並びに

ＰＩ事業推進センター所長兼務を委嘱する 

執行役員 スマートモビリティ事業推進プロジェクトチーフ 大川原 裕人 

 

▽デジタルプリンティング事業本部デジタルプリンティング事業統括センター所長

を委嘱する 

執行役員 小清水 義之 

 

▽デジタルプリンティング事業本部デジタルプリンティング管理統括センター所長

を命ずる 

理事 持田 喜徳 

 

▽イメージソリューション事業本部イメージソリューション開発統括部門副統括部門長

を命ずる 

理事 藤井 孝史 

 

[ファシリティ管理本部] 

▽ファシリティ推進センター所長 

関口 次郎 

 

[Ｒ＆Ｄ本部] 

▽医用製品技術開発センター所長 

奈部谷 章 

 

[デジタルビジネスプラットフォーム開発本部] 

▽ソフトウェア第二開発センター所長 

（ソフトウェア第二開発センター上席） 

後田 淳 

 

[生産技術本部] 

▽成形技術開発センター所長 

畠山 英之 
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[デジタルプリンティング事業本部] 

▽デジタルプリンティングプロダクション事業部副事業部長 

（デジタルプリンティング第三事業部 コンシューマインクジェット事業企画センター
所長） 

武田 慎也 

 

▽デジタルプリンティングプロシューマー事業部長 

（デジタルプリンティング第四事業部 大判インクジェット販売推進センター所長） 

都賀 博文 

 

▽ＳＲＰ統括部門デジタルプリンティング化成事業管理センター所長 

（デジタルプリンティングＩＪエンジニアリング開発センター所長） 

吉成 泰二 

 

▽デジタルプリンティング商品第一開発センター所長 

城戸崎 幸博 

 

▽デジタルプリンティングコンポーネント開発センター所長 

中窪 亨 

 

▽デジタルプリンティング画像プロセス開発センター所長 

（デジタルプリンティングＩＪコンポーネント開発センター所長） 

土井 健 

 

▽デジタルプリンティング第二品質保証センター所長 

上松 義和 

 

[周辺機器事業本部] 

▽周辺機器事業本部長 

（周辺機器事業本部副事業本部長） 

木下 正英 

 

▽周辺機器事業本部副事業本部長 

（化成開発センター所長） 

 板倉 隆行 

 

▽化成開発センター所長 

道上 正 
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[イメージコミュニケーション事業本部] 

▽ＩＣＢ光学統括部門長 

（ＩＣＢ光学統括部門副統括部門長） 

日比 哲史 

 

▽ＩＣＢ開発統括部門ＩＣＢ製品開発センター所長 

山崎 康之 

 

[イメージソリューション事業本部] 

▽イメージソリューション商品企画センター所長 

（イメージソリューション第二事業統括部門 イメージソリューション２１事業推進
センター所長） 

富田 泰行  

 

▽イメージソリューション第一事業部ＩＩＳ事業推進センター所長 

二木 徹 

 

▽イメージソリューション第二事業部ＳＶ事業推進センター所長 

（ＳＶ事業推進センター上席） 

伊達 厚 

 

▽イメージソリューション開発統括部門長 

イメージソリューション第二開発センター所長 吉川 一勝 

 

 [光学機器事業本部] 

▽ＦＰＤ機器事業部長 

（ＦＰＤ機器事業部副事業部長） 

小林 正基 
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二、機構改革 

 

２０２１年１月１日付 

 

1-1 イメージング総合戦略プロジェクトを新設する。 

1-2 フロンティア事業推進本部を新設し、フロンティア事業推進プロジェクトの 

全機能を編入する。 

2 人事本部において、ファシリティ管理本部よりファシリティ統括センターを

編入し、ジェネラルサポートセンターに名称変更する。 

3-1 デジタルプリンティング事業本部において、デジタルプリンティング管理

統括センターを新設する。 

3-2 デジタルプリンティング事業本部において、デジタルプリンティング第四

事業部をデジタルプリンティングプロダクション事業部に名称変更する。 

3-3 デジタルプリンティング事業本部において、大判インクジェット事業企画

センターを廃止する。 

3-4 デジタルプリンティング事業本部において、大判インクジェット販売推進

センターを廃止する。 

3-5 デジタルプリンティング事業本部において、デジタルプリンティング第一

事業部をデジタルプリンティングオフィス事業部に名称変更する。 

3-6 デジタルプリンティング事業本部において、デジタルプリンティング第二 

事業部を廃止する。 

3-7 デジタルプリンティング事業本部において、デジタルプリンティング第三

事業部をデジタルプリンティングプロシューマー事業部に名称変更する。 

3-8 デジタルプリンティング事業本部において、コンシューマインクジェット

事業戦略センターを廃止する。 

3-9 デジタルプリンティング事業本部において、コンシューマインクジェット

マーケティングセンターを廃止する。 

3-10 デジタルプリンティング事業本部において、コンシューマインクジェット

事業企画センターを廃止する。 

3-11 デジタルプリンティング事業本部において、ＳＲＰ統括部門を新設する。 

3-12 デジタルプリンティング事業本部において、デジタルプリンティングデジ

タルサービス推進センターを新設する。 

3-13 デジタルプリンティング事業本部において、デジタルプリンティング化成

事業管理センターを新設する。 

3-14 デジタルプリンティング事業本部において、デジタルプリンティング

サプライ＆サポート管理センターを新設する。 
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3-15 デジタルプリンティング事業本部において、デジタルプリンティング

ソリューション事業部を廃止する。 

3-16 デジタルプリンティング事業本部において、デジタルプリンティング

EP サプライ事業部を廃止する。 

3-17 デジタルプリンティング事業本部において、デジタルプリンティング

第二開発統括センターをデジタルプリンティング開発管理統括センターに

名称変更する。 

3-18 デジタルプリンティング事業本部において、デジタルプリンティング

第一開発統括センターをデジタルプリンティング開発技術統括センターに

名称変更する。 

3-19 デジタルプリンティング事業本部において、デジタルプリンティング機能

商品開発センターを新設する。 

3-20 デジタルプリンティング事業本部において、産業印刷推進プロジェクトを

廃止する。 

3-21 デジタルプリンティング事業本部において、産業印刷デバイス開発センターを

デジタルプリンティング商品第四開発センターに名称変更する。 

3-22 デジタルプリンティング事業本部において、デジタルプリンティングシステム

第二開発センターをデジタルプリンティングデジタルサービス開発センター

に名称変更する。 

3-23 デジタルプリンティング事業本部において、デジタルプリンティングシステム

第三開発センターをデジタルプリンティングシステム開発センターに名称

変更する。 

3-24 デジタルプリンティング事業本部において、デジタルプリンティングシステム

第一開発センターを廃止する。 

3-25 デジタルプリンティング事業本部において、デジタルプリンティングＥＰ

材料開発センターをデジタルプリンティング第一材料プロセス開発センター

に名称変更する。 

3-26 デジタルプリンティング事業本部において、デジタルプリンティングＩＪ

コンポーネント開発センターをデジタルプリンティングコンポーネント開発

センターに名称変更する。 

3-27 デジタルプリンティング事業本部において、デジタルプリンティングＩＪ

エンジニアリング開発センターを廃止する。 

3-28 デジタルプリンティング事業本部において、デジタルプリンティング画像

プロセス開発センターを新設する。 

3-29 デジタルプリンティング事業本部において、デジタルプリンティングＩＪ

材料開発センターをデジタルプリンティング第二材料開発センターに名称

変更する。 
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4 イメージコミュニケーション事業本部において、イメージング第一事業戦略

プロジェクトを新設する。 

5-1 イメージソリューション事業本部において、HOTTプロジェクトを廃止する。 

5-2 イメージソリューション事業本部において、イメージング第二事業戦略

プロジェクトを新設する。 

5-3 イメージソリューション事業本部において、イメージソリューション商品

企画センターを新設する。 

5-4 イメージソリューション事業本部において、イメージソリューション第一

事業統括部門をイメージソリューション第一事業部に名称変更する。 

5-5 イメージソリューション事業本部において、ＮＶＳ１１事業推進センター

をＮＶＳ事業推進センターに名称変更する。 

5-6 イメージソリューション事業本部において、ＮＶＳ１２事業推進センター

をＩＩＳ事業推進センターに名称変更する。 

5-7 イメージソリューション事業本部において、イメージソリューション第二

事業統括部門をイメージソリューション第二事業部に名称変更する。 

5-8 イメージソリューション事業本部において、イメージソリューション２１

事業推進センターをＰＩ事業推進センターに名称変更する。 

5-9 イメージソリューション事業本部において、イメージソリューション２２

事業推進センターを廃止する。 

5-10 イメージソリューション事業本部において、ＳＶ事業推進センター

をイメージソリューション第二事業部に編入する。 

5-11 イメージソリューション事業本部において、イメージソリューション開発

統括部門を新設する。 

5-12 イメージソリューション事業本部において、ＮＶＳ開発センターをイメージ

ソリューション第一事業統括部門よりイメージソリューション開発統括部

門に編入し、イメージソリューション第一開発センターに名称変更する。 

5-13 イメージソリューション事業本部において、イメージソリューション第二

開発センターをイメージソリューション第二事業統括部門よりイメージ

ソリューション開発統括部門に編入する。 

 

 

 

以 上 

 


