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2017 年 3 月 9 日 
日立オートモティブシステムズ株式会社

人事異動について 

日立オートモティブシステムズ株式会社(社長執行役員&CEO：関 秀明)は、以下の人事異動を行

います。

１．役員異動 

［2017 年 4 月 1 日付／( )内は異動前］ 

▽ 専務執行役員 CFO*  (専務執行役員 財務本部長) 藤村 一路

▽ 常務執行役員 品質保証本部長 (執行役員 品質保証本部長) 門向 裕三

▽ 常務執行役員 走行制御事業部長兼グローバル戦略本部長 (執行役員 走行制御事業部長兼

グローバル戦略本部長) 中嶋 久典

▽ 常務執行役員 パワートレイン&電子事業部長兼グローバル戦略本部長 (執行役員 パワートレ

イン&電子事業部長兼グローバル戦略本部長) 佐々木 昭二

▽ 執行役員 CTO*兼技術開発本部長兼先行開発室自動運転開発プロジェクトリーダ (理事 技師

長) 山足 公也

▽ 執行役員 財務本部長兼大手町経理部長 (理事 財務本部副本部長兼大手町経理部長) 宮本

毅

▽ 執行役員 エンジン&シャシー事業部長 (エンジン&シャシー事業部副事業部長) 斎藤 勝夫

２．人事異動 

［2017 年 4 月 1 日付／( )内は異動前］

▽ 理事 技術開発本部副本部長兼先行開発室長 (技術開発本部副本部長兼先行開発室長) 野
木 利治

▽ 理事 パワートレイン&電子事業部モータ JV 設立準備室長 (営業統括本部 第三営業本部長)
山口 登

▽ グローバル改革推進本部長 (日立汽車系統部件(上海)有限公司総経理兼日立汽車系統製造

(上海)有限公司総経理) 照沼 稔明

▽ グローバル改革推進本部部長 (日立オムロンターミナルソリューションズ株式会社品質保証本部

製品品質保証部長) 柘植 英一

▽ 品質保証本部副本部長兼品質改善部長 (パワートレイン&電子事業部PT&電子品質保証本部

長兼調達部品 QA 部長) 三浦 康史

▽ グローバルモノづくり統括本部グローバル生産管理本部長 (グローバルモノづくり統括本部グロ

ーバル生産管理本部長付) 中村 晋吾

▽ グローバルモノづくり統括本部グローバル生産管理本部グローバル生産管理部長 (グローバル

モノづくり統括本部グローバル生産管理本部グローバル生産管理部担当部長) 畑井 俊雅

▽ グローバルモノづくり統括本部生産技術開発本部長兼コンカレント生産技術部長 (パワートレイ

ン&電子事業部生産本部佐和生産技術部長) 椋野 秀樹

▽ グローバルモノづくり統括本部工機本部長 (グローバルモノづくり統括本部生産技術開発本部

長兼コンカレント生産技術部長) 島岡 工
▽ グローバルモノづくり統括本部工機本部工機設計部長 (グローバルモノづくり統括本部生産技

術開発本部工機部長) 成澤 竜次
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▽ グローバルモノづくり統括本部工機本部工機製作部長 (グローバルモノづくり統括本部生産技

術開発本部工機部担当部長) 小堀 雄介

▽ 調達本部市販調達部長 (調達本部 PT&電子調達部担当部長) 加藤 彰治

▽ 営業統括本部営業技術本部副本部長兼営業技術部長 (営業統括本部営業技術本部主管技師

長) 関谷 了
▽ 営業統括本部営業技術本部戦略製品営業部長 (営業統括本部国際営業本部国際第一部担当

部長) 近 敬子

▽ 営業統括本部第一営業本部営業第一部長 (営業統括本部第一営業本部営業第二部部長代

理) 小池 良二

▽ 営業統括本部第二営業本部長  (Hitachi Automotive Systems Asia, Ltd., Director,
Marketing & Sales Division) 渡部 正和

▽ 営業統括本部第二営業本部名古屋支店長 (営業統括本部産業機器部部長代理) 白井 康夫

▽ 営業統括本部第三営業本部長 (営業統括本部第二営業本部長兼名古屋支店長) 河合 吉行

▽ 営業統括本部第三営業本部商用車部長 (営業統括本部第三営業本部商用車第二部長) 佐藤

智昭

▽ 営業統括本部第三営業本部太田支店長 (日立汽車系統(中国)有限公司董事営業部門総経理

兼北京分公司総経理) 田橋 勝秀

▽ 営業統括本部国際営業本部国際第四部長 (営業統括本部国際営業本部国際第四部部長代

理) 杉本 吉規

▽ 情報安全システム事業部ソフト開発本部ソフト技術部長 (パワートレイン&電子事業部制御シス

テム設計本部 BSW 設計部長) 大久保 実

▽ 情報安全システム事業部ソフト開発本部ソフト開発部長 (情報安全システム事業部設計開発本

部 SI-制御システム設計部担当部長) 富田 和幸

▽ 情報安全システム事業部設計開発本部長兼制御システム統括センタ長 (情報安全システム事業

部設計開発本部長) 嶋田 耕作

▽ 情報安全システム事業部設計開発本部情報通信設計部長 (技術開発本部先行開発室スマート

ADAS 技術開発部主管技師) 櫻井 康平

▽ パワートレイン&電子事業部グローバル戦略本部原価企画部長 (パワートレイン&電子事業部グ

ローバル戦略本部原価企画部部長代理) 藤原 慎
▽ パワートレイン&電子事業部制御システム設計本部長兼情報安全システム事業部ソフト開発本部

長 (パワートレイン&電子事業部制御システム設計本部長兼情報安全システム事業部ソフト開発

センタ準備室長) 日高 照文

▽ パワートレイン&電子事業部パワートレイン設計本部長 (パワートレイン&電子事業部パワートレ

イン設計本部担当本部長) 藤田 貴也

▽ パワートレイン&電子事業部電子設計本部センサ設計部長 (パワートレイン&電子事業部電子

設計本部センサ設計部主任技師) 斉藤 孝行

▽ パワートレイン&電子事業部生産本部担当本部長兼パワートレイン&電子事業部グローバル生

産改革プロジェクトリーダ (Hitachi Automotive Systems Americas, Inc., Senior Vice
President, Production Control & Logistics) 高橋 和夫

▽ パワートレイン&電子事業部生産本部電子製造部長 (パワートレイン&電子事業部生産本部電

子製造部担当部長) 村川 俊隆

▽ パワートレイン&電子事業部生産本部生産管理部長 (パワートレイン&電子事業部生産本部

佐和生産管理部長) 今川 新一

▽ パワートレイン&電子事業部PT&電子品質保証本部長 (パワートレイン&電子事業部PT&電子

品質保証本部佐和品質保証部長兼情報安全システム事業部システム品質保証部長) 濱野 克
徳
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▽ パワートレイン&電子事業部 PT&電子品質保証本部品質管理統括部長  (Hitachi
Automotive Systems Asia, Ltd., Senior General Manager, Quality Assurance Division)
関口 哲央

▽ パワートレイン&電子事業部 PT&電子品質保証本部調達部品 QA 部長 (パワートレイン&電子

事業部 PT&電子品質保証本部調達部品 QA 部電子部品課主任技師) 宮岡 修一

▽ パワートレイン&電子事業部 PT&電子品質保証本部品質保証部長兼情報安全システム事業部

SI-品質保証部長 (パワートレイン&電子事業部 PT&電子品質保証本部群馬品質保証部担当

部長) 茂木 勉

▽ パワートレイン&電子事業部電池事業推進本部主管技師長 (パワートレイン&電子事業部電池

事業推進本部 LIB 開発部主管技師) 板橋 武之

▽ パワートレイン&電子事業部電池事業推進本部 LIB 生産統括センタ長 (パワートレイン&電子

事業部電池事業推進本部 製造部長) 長谷川 英行

▽ エンジン&シャシー事業部主管技師長 (エンジン&シャシー事業部エンジン・ブレーキ統括本部

長兼エンジン・ブレーキ設計本部長) 鶴田 誠次

▽ エンジン&シャシー事業部グローバル戦略本部長 (Hitachi Automotive Systems Americas,
Inc., Senior Vice President, Business Planning) 坂本 吉行

▽ エンジン&シャシー事業部グローバル戦略本部オペレーションセンタ長 (Hitachi Automotive
Systems Mexico S.A.de C.V., Director, Finance & Accounting Division) 早坂 秀夫

▽ エンジン&シャシー事業部プロジェクト管理企画部長 (Hitachi Automotive Systems Europe
GmbH, Chief Engineer, Engineering Center) 濱田 博章

▽ エンジン&シャシー事業部エンジン・ブレーキ本部長 (エンジン&シャシー事業部エンジン・ブレ

ーキ統括本部エンジン・ブレーキ設計本部エンジン機構設計部長) 市野澤 厳典

▽ エンジン&シャシー事業部エンジン・ブレーキ本部ピストン・可変動弁設計部長 (エンジン&シャ

シー事業部エンジン・ブレーキ統括本部エンジン・ブレーキ設計本部エンジン機構設計部担当

部長) 斎藤 正晴

▽ エンジン&シャシー事業部エンジン・ブレーキ本部ポンプ機構設計部長 (エンジン&シャシー事

業部エンジン・ブレーキ統括本部エンジン・ブレーキ設計本部エンジン機構設計部担当部長) 大
西 秀明

▽ エンジン&シャシー事業部エンジン・ブレーキ本部生産管理部長 (HITACHI AUTOMOTIVE
SYSTEMS (INDIA) PRIVATE LIMITED, General Manager, Production Management
Department) 田中 伸一

▽ エンジン&シャシー事業部ステアリング本部担当本部長兼設計統括部担当部長兼 ST 埼玉設計

部長 (エンジン&シャシー事業部ステアリング統括本部ステアリング設計本部副本部長兼設計

統括部担当部長) 山本 卓
▽ エンジン&シャシー事業部ステアリング本部担当本部長兼商用車先行技術プロジェクトリーダ

(エンジン&シャシー事業部ステアリング統括本部ステアリング秋田生産本部長兼ステアリング埼

玉生産本部長) 井本 敏一

▽ エンジン&シャシー事業部ステアリンクﾞ本部担当本部長兼埼玉生産合理化推進部長 (エンジン

&シャシー事業部ステアリング統括本部ステアリング埼玉生産本部担当本部長兼生産技術部長)
内田 博之

▽ エンジン&シャシー事業部ステアリング本部 ST 厚木設計部長 (エンジン&シャシー事業部ステ

アリング統括本部ステアリング設計本部設計部担当部長) 嶋津 秀昭

▽ エンジン&シャシー事業部ステアリンクﾞ本部秋田製造部長 (エンジン&シャシー事業部エンジ

ン･ブレーキ統括本部エンジン･ブレーキ生産本部生産技術部生産技術グループ主任技師) 石
橋 文明

▽ エンジン&シャシー事業部ステアリング本部埼玉生産技術部長兼新潟製造部長 (エンジン&シ

ャシー事業部ステアリング統括本部ステアリング埼玉生産本部製造部長兼新潟製造部長) 森田
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紳一

▽ エンジン&シャシー事業部ステアリング本部埼玉製造部長 (エンジン&シャシー事業部ステアリ

ング統括本部ステアリング埼玉生産本部生産合理化推進部長) 加藤 時夫

▽ エンジン&シャシー事業部エンジン&シャシー品質保証本部 EB 品質保証部長 (エンジン&シャ

シー事業部エンジン&シャシー品質保証本部担当部長兼エンジン・ブレーキ統括本部エンジン・

制御ブレーキ品質保証部長) 川上 浩明

▽ エンジン&シャシー事業部エンジン&シャシー品質保証本部プロペラ品質保証部長 (エンジン&
シャシー事業部エンジン&シャシー品質保証本部担当部長兼プロペラ統括本部プロペラ品質保

証部長) 島村 孝昭

▽ 走行制御事業部サスペンション統括本部生産管理部長 (走行制御事業部サスペンション統括本

部生産管理部副部長) 西本 武志

▽ 走行制御事業部ブレーキ統括本部生産管理部長 (グローバルモノづくり統括本部グローバル生

産管理本部グローバル生産管理部物流プロセス改革グループ部長代理) 渡邉 一男

▽ 走行制御事業部走行制御品質保証本部担当本部長兼サスペンション品質保証部長 (走行制御

事業部走行制御品質保証本部担当本部長) 前田 浩光

▽ 走行制御事業部走行制御品質保証本部品質管理統括部長 (走行制御事業部走行制御品質保

証本部グローバル統一品質推進部長) 穐原 弘一

▽ 市販事業部市販営業部長 (市販事業部市販営業部副部長) 武藤 透

３．グループ会社社長人事 

［2017 年 4 月 1 日付／( )内は異動前］ 

▽ クラリオン株式会社代表執行役執行役社長兼 COO* (日立オートモティブシステムズ株式会社常

務執行役員 CTO*兼技術開発本部長兼先行開発室自動運転開発プロジェクトリーダ) 川端 敦

* 略称の正式名称は以下の通り。

CFO：Chief Financial Officer
CTO：Chief Technology Officer
COO：Chief Operating Officer

以上
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