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2019年 3月 12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：ブリス・コッホ)は、以下の人事異動

を行います。 

 

１．執行役員異動 

(1) 新任 

［2019 年 4 月 1 日付／( )内は異動前］ 

▽ ヴァイス  プレジデント  ヘッドオブオペレーションズ(Executive Vice President, Hitachi 

Automotive Systems Americas, Inc.) Doug Bowling/ダグ ボーリング 

▽ エグゼクティブ オフィサー CIO*兼情報システム統括本部長兼情報･経営パートナーシップ部

長(株式会社日立製作所情報セキュリティリスク統括本部長) 中島 透 

▽ エグゼクティブ オフィサー CPO*兼調達統括本部長(調達本部担当本部長) 佐久間 淳 

▽ エグゼクティブ オフィサー 中国統括本部長／President, Hitachi Automotive Systems 

(China) Ltd.(Vice President, Hitachi Automotive Systems (China) Ltd.) Wei-Li Seng/  

ウェイ リー・ソウ 

▽ エグゼクティブ オフィサー CHRO*&CCO*兼人財統括本部長兼グローバル人事総務本部長

兼タレントマネジメント部長(業務管理本部人事部長) 山口 敬 

 

(2) 昇格 

［2019 年 4 月 1 日付／( )内は異動前］ 

▽ エグゼクティブ ヴァイス プレジデント シャシー事業部長兼品質保証本部長(常務執行役員 ア

ジア地域統括／President, Hitachi Automotive Systems Asia, Ltd.兼トランスフォーメーショ

ンオフィス Co-CTrO*) Bradley J. Maggart /ブラッドリー J・マガート 

▽ シニア ヴァイス プレジデント 米州統括本部長／President & CEO, Hitachi Automotive 

Systems Americas, Inc.(常務執行役員  北米地域統括／President & CEO, Hitachi 

Automotive Systems Americas, Inc.) Paul A. Carroll/ポール A・キャロル 

▽ ヴァイス プレジデント CFO*兼財務統括本部長(執行役員 CFO兼財務本部長) 宮本 毅 

 

(3) 担当の変更 

［2019 年 4 月 1 日付／( )内は異動前］ 

▽ エグゼクティブ ヴァイス プレジデント 日本統括本部長(副社長執行役員&COO*兼トランス   

フォーメーションオフィス Co-CTrO) 門向 裕三 

▽ エグゼクティブ ヴァイス プレジデント パワートレイン&セーフティシステム事業部長(副社長執行

役員) 上桶 亨 

▽ シニア ヴァイス プレジデント ソフトウェア事業部長(専務執行役員 情報安全システム事業部

長) 石川 人志 

▽ シニア ヴァイス プレジデント パワートレイン&セーフティシステム事業部 xEV ビジネスユニッﾄ

長(専務執行役員 グローバルモノづくり統括本部長) 中嶋 久典 
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▽ シニア ヴァイス プレジデント パワートレイン&セーフティシステム事業部 ICE ビジネスユニット

長(専務執行役員 パワートレイン&電子事業部長) 佐々木 昭二 

▽ ヴァイス プレジデント アジア統括本部長／President, Hitachi Automotive Systems Asia, 

Ltd.(常務執行役員 エンジン&シャシー事業部長) 斎藤 勝夫 

▽ エグゼクティブ  オフィサー  米州統括本部副本部長／President, Hitachi Automotive 

Systems Mexico, S.A. de C.V.(執行役員 ラテンアメリカ地域統括／President, Hitachi 

Automotive Systems Mexico, S.A. de C.V.) Joaquin Loose/ホアキン ロセ 

 

(4) 役職名の変更 

［2019 年 4 月 1 日付／( )内は異動前］ 

▽ プレジデント&CEO*(社長執行役員&CEO) Brice Koch /ブリス・コッホ 

▽ ヴァイス プレジデント CSO*兼経営戦略統括本部長(常務執行役員 経営戦略本部長) 長谷川 

浩 

▽ エグゼクティブ オフィサー CTO*兼技術開発統括本部長(執行役員 CTO 兼技術開発本部長) 

山足 公也 

▽ エグゼクティブ オフィサー 営業統括本部長兼営業企画本部長(執行役員 営業統括本部長) 

畑木 秀雄 

▽ エグゼクティブ オフィサー シャシー事業部サスペンションビジネスユニット長兼生産本部長 (執

行役員 サスペンション事業部長) 無藤 里志 

▽ エグゼクティブ オフィサー 欧州統括本部長／President, Hitachi Automotive Systems 

Europe GmbH.(執行役員  欧州地域統括／President, Hitachi Automotive Systems 

Europe GmbH.) Timothy Clark/ティモシー クラーク 

▽ エグゼクティブ オフィサー アフターマーケット事業部長兼OES本部長兼市販営業部長 

兼 South Asia統括部長(執行役員 市販事業部長) Jean-Baptiste Pellefigues /ジャン B・ペ

ルフィグ 

 

(5) 退任 

［2019 年 3 月 31 日付／( )内は現職］ 

▽ 蒲生  慶一 (常務執行役員  中国地域統括／President, Hitachi Automotive Systems 

(China) Ltd.) 
*2019年 4月 1日付で、日立オートモティブシステムズ阪神株式会社取締役社長に就任予定。 

▽ 白石 隆(執行役員 CIO*兼情報システム統括本部長兼情報セキュリティ推進本部長) 

▽ 月森 博基(執行役員 CCO*兼業務管理本部長兼グループ会社室長) 

 
*略称の正式名称は以下の通り。 

CEO：Chief Executive Officer 

COO：Chief Operating Officer 

Co-CTrO：Co-Chief Transformation Officer 

CSO：Chief Strategy Officer 

CFO：Chief Financial Officer 

CTO：Chief Technology Officer 

CIO：Chief Information Officer 

CPO：Chief Procurement Officer 

CHRO：Chief Human Resource Officer 

CCO：Chief Compliance Officer 
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２．人事異動 

［2019 年 4 月 1 日付／( )内は異動前］ 

▽ 理事 パワートレイン&セーフティシステム事業部員兼 xEV ビジネスユニット長付(理事 パワート

レイン&電子事業部員兼パワートレイン&電子事業部電動機 JV事業推進室長) 山口 登 

▽ 理事 パワートレイン&セーフティシステム事業部 AD/ADAS ビジネスユニット長兼システム設計

本部長(情報安全システム事業部制御システム設計本部長) 工藤 真 

▽ 理事 シャシー事業部ブレーキビジネスユニット長(エンジン&シャシー事業部ブレーキ本部長) 

西連地 聡一 

▽ 理事 シャシー事業部ステアリングビジネスユニット長(エンジン&シャシー事業部ステアリンクﾞ本

部長) 藤井 一磨 

▽ 理事 シャシー事業部プロペラシャフトビジネスユニット長(エンジン&シャシー事業部グローバル

戦略本部長) 坂本 吉行 

▽ 理事 CTrO*&CDO*兼トランスフォーメーション室長(理事 COO*付兼トランスフォーメーション

オフィス Deputy CTrO) Richard Grabinger/リチャード グラビンガー 

▽ 理事 品質統括本部長 Mitchell Thomas/ミッチェル トマス 

▽ 理事 モノづくり統括本部長(日立オートモティブシステムズ阪神株式会社取締役社長) 赤平 和

好 

▽ 理事 Deputy CFO*兼財務統括本部財務戦略本部長 (理事 Deputy CFO 兼 Hitachi 

Automotive Systems Asia, Ltd. Vice President, Finance) Vivek Palta/ヴィヴェック パルタ 

▽ 理事 技術開発統括本部副本部長兼次世代モビリティ開発本部長(理事 技術開発本部副本部

長兼次世代モビリティ開発室長) 野木 利治 

▽ 理事 日本統括本部調達企画本部長(常務執行役員 CPO*兼調達本部長) 高橋 士朗 

▽ 理事 日本統括本部品質企画本部長(執行役員 品質統括本部長) 高橋 秀夫 

▽ 理事 日本統括本部佐和工場長兼生産合理化推進本部長(理事 パワートレイン&電子事業部

副事業部長) 梨本 成利 

 
*略称の正式名称は以下の通り。 

CTrO：Chief Transformation Officer 

CDO：Chief Digital Officer 

COO：Chief Operating Officer 

CFO：Chief Financial Officer 

CPO：Chief Procurement Officer 

 

■添付資料 

・新執行役員体制 
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新執行役員体制 [2019 年 4 月 1 日付]   

 プレジデント& CEO ブリス・コッホ 

 
エグゼクティブ ヴァイス プレジデント 

日本統括本部長 
門 向 裕 三 

 
エグゼクティブ ヴァイス プレジデント 

パワートレイン&セーフティシステム事業部長 
上 桶 亨 

 
エグゼクティブ ヴァイス プレジデント 

シャシー事業部長兼品質保証本部長 

ブラッドリー  

  J・マガート 

 
シニア ヴァイス プレジデント 

ソフトウェア事業部長 
石 川 人 志 

 

シニア ヴァイス プレジデント 

パワートレイン&セーフティシステム事業部 

xEVビジネスユニット長 

中 嶋 久 典 

 

シニア ヴァイス プレジデント 

パワートレイン&セーフティシステム事業部 

ICEビジネスユニット長 

佐々木 昭 二 

 

シニア ヴァイス プレジデント 

米州統括本部長／President & CEO,  

Hitachi Automotive Systems Americas, Inc. 

ポール A・キャロル 

 
ヴァイス プレジデント 
CSO兼経営戦略統括本部長 

長谷川 浩 

 

ヴァイス プレジデント 

アジア統括本部長／ 

President, Hitachi Automotive Systems Asia, Ltd. 

斎 藤 勝 夫 

 
ヴァイス プレジデント 

CFO兼財務統括本部長 
宮 本 毅 

 
ヴァイス プレジデント 

ヘッドオブオペレーションズ 
ダグ ボーリング 

 
エグゼクティブ オフィサー 

CTO兼技術開発統括本部長 
山 足 公 也 

 
エグゼクティブ オフィサー 

営業統括本部長兼営業企画本部長 
畑 木 秀 雄 

 

エグゼクティブ オフィサー 

シャシー事業部 

サスペンションビジネスユニット長兼生産本部長 

無 藤 里 志 

 

エグゼクティブ オフィサー 

米州統括本部 副本部長／ 

President, Hitachi Automotive Systems Mexico, S.A. de C.V. 

ホアキン ロセ 
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エグゼクティブ オフィサー 

欧州統括本部長／ 

President, Hitachi Automotive Systems Europe GmbH. 

ティモシー  

クラーク 

 

エグゼクティブ オフィサー 

アフターマーケット事業部長兼OES本部長兼市販営業部長 

兼 South Asia統括部長 

ジャン  

B・ペルフィグ 

 
エグゼクティブ オフィサー  

CIO兼情報システム統括本部長兼情報･経営パートナーシップ部長 
中 島 透 

 
エグゼクティブ オフィサー 

CPO兼調達統括本部長 
佐久間 淳 

 

エグゼクティブ オフィサー 

中国統括本部長／ 

President, Hitachi Automotive Systems (China) Ltd. 

ウェイ リー・ソウ 

 

エグゼクティブ オフィサー 

CHRO&CCO兼 人財統括本部長兼グローバル人事総務本部長 

兼タレントマネジメント部長 

山 口 敬 

 

[略称について] 
CEO ：Chief Executive Officer 
CSO ：Chief Strategy Officer 
CFO ：Chief Financial Officer 
CTO ：Chief Technology Officer 
CIO ：Chief Information Officer 
CPO ：Chief Procurement Officer 
CHRO ：Chief Human Resource Officer 
CCO ：Chief Compliance Officer 
 

 

以 上 
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