
 
 

2020 年 12 月 25 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、2021 年１月１日付で組織変更および人

事異動を実施します。 

組織変更の考え方、役員体制変更および役員の異動については、2020 年 12 月 7 日のニュースリリースを

ご覧ください。 

 

1. 組織変更 

主な変更点は以下のとおりです。 

組織名 変更内容 

全社付 
・環境ニュートラルシステム開発部、FC システム事業開発部を新設 

・まちづくり企画室を新設、ソフトウェア改革推進室を新設 

経営戦略本部/ 

経営管理本部 
・経営戦略本部に統合 

総務・人事本部 ・人事企画部を新設 

法務・渉外・広報本部 ・経済安全保障室を新設 

技術開発センター ・研究開発センターに改編 

生産革新センター/ 

調達グループ 

・生産・調達関連機能を再編し、生産技術開発センター、グローバル生産センター、イ

ンダストリアルソリューション事業部を新設 

・グローバル生産センターに生産グループと調達グループを設置 

営業グループ 

・OEM 営業、市販・サービス機能を分離・独立させ、OEM 営業グループ、ソリューショ

ン営業グループを新設 

・OEM 営業グループに営業技術室、コアカス戦略室を新設 

・ソリューション営業グループに自動車＆ライフソリューション部を新設 

パワトレインシステム

事業グループ 

・ディーゼルシステム事業部を商用農建機パワトレイン事業部へ改編 

・ガソリンシステム事業部を乗用パワトレイン事業部へ改編 

・パワトレインコンポーネント事業部をメカトロニクスコンポーネント事業部へ改編 

・パワトレイン開発基盤推進部を新設 

センサ＆セミコンダク

タ事業グループ 
・センサ事業部、セミコンダクタ事業部を直属事業部化 

サーマルシステム事

業グループ 

・エアコンディショニング事業部、サーマルマネジメントユニット事業部を統合し、乗用

サーマルシステム事業部を新設 

モビリティエレクトロニ

クス事業グループ 

・モビリティシステム事業グループに改編 

・コネクティッドシステム事業推進部を事業部化し、情報通信事業部を新設 

・電子 PF 統括部をモビリティ電子 PF 統括部へ改編 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.denso.com/jp/ja/-/media/secure-news/jp/ja/news/news-releases/2020/20201207_organization-change_jp.pdf?rev=a1ba2425c22e483793fb8b761ebfedb4


2. 人事異動 

(1)執行幹部 

執行職・エグゼクティブフェロー、理事を統合し、「執行幹部」を新設。 

 

（○印は新任）                                               (注)下線部が今回の変更点 

氏名 新担当 旧担当 

石塚 裕二 

営業企画室担当、グローバル営業推進室

担当、中部営業部担当、海外事業推進室

担当 

営業企画室担当、グローバル営業推進室

担当、コネクティッド営業推進室担当、中部

営業部担当、海外事業推進室担当 

佐藤 久彰 デンソー・セールス・タイ社長 
欧州地域 CEO、デンソー･インターナショナ

ル･ヨーロッパ社長 

隈部 肇 (株)J-QuAD DYNAMICS 社長 
(株)J-QuAD DYNAMICS 社長、AD＆ADAS

事業部担当 

山内 豊 生産グループ長 
生産革新企画部担当、生産管理部担当、

施設部担当、コアスキル開発部担当 

飯田 寿 パワトレインシステム事業グループ長 ガソリンシステム事業部長 

Marco Di Rao 

Marotta 

欧州サーマルシステム事業担当、デンソ

ー・サーマル・システムズ社長 

欧州サーマルシステム事業担当、デンソ

ー・サーマル・システムズ社長 

向井 康 
欧州地域 CEO、デンソー･インターナショナ

ル･ヨーロッパ社長、南米担当 

ディーゼルシステム事業部担当、パワトレイ

ンシステム事業グループ事業構造改革担

当、パワトレインシステム経営企画室担当、

アライアンス企画室担当 

竹内 克彦 

BluE Nexus 副社長、エレクトリフィケーショ

ンシステム事業グループ電動システムアラ

イアンス担当 

BluE Nexus 副社長、エレクトリフィケーショ

ンシステム事業グループ電動システムアラ

イアンス担当 

松ヶ谷 和沖 

研究開発センターグローバル R&D 担当、

技術開発推進部担当、知的財産部担当、

デザイン部担当、基盤技術開発部担当、IT

デジタル本部副本部長 

北米技術開発担当 

杉戸 克彦 エレクトリックコンポーネント事業部長 
エレクトリックコンポーネント事業部長、事業

構造変革室担当 

矢頭 裕貴 
ソリューション営業グループ改革プロジェク

ト担当 
豪亜地域製造基盤強化担当 

岩井 一浩 

総務部担当、健康推進部担当、製作所担

当、広報渉外部担当、デンソーブラッサム

社長 

総務・人事本部副本部長、秘書室担当、人

事部担当、総務部担当、健康推進部担当、

製作所担当、デンソーブラッサム社長 

近藤 浩 

モビリティ電子 PF 統括部長、エレクトロニク

ス事業部担当、モビリティシステム試験評

価部担当 

エレクトロニクス事業部担当、Z プロジェクト

準備室担当、電子 PF 統括部長 

前田 聖司 
北米地域 CEO、デンソー・インターナショナ

ル・アメリカ社長 
モータ事業部長 

井上 英治 中国地域 CEO、電装（中国）投資社長 

エアコンディショニング事業部担当、サーマ

ルマネジメントユニット事業部担当、サーマ

ルシステム品質保証部担当、サーマルシス

テム製品企画部担当、サーマルシステム性

能開発部担当、サーマルシステム先行開

発部担当、サーマルエレクトロニクス開発

部担当 

田尾 吉伸 調達グループ副グループ長 調達グループ副グループ長 



中島 樹志 
排気システム事業部長、FC システム事業

開発部担当、先端技能開発部担当 

パワトレインシステム開発部担当、先端技

能開発部担当、先進エネルギシステム開発

部担当、技術開発センターFCV 技術事業

化担当 

山田 和忠 東京支店長 東京支店長 

中溝 真一 
北米製造担当、デンソー･マニュファクチュ

アリング･テネシー社長 

北米製造担当、デンソー･マニュファクチュ

アリング･テネシー社長 

桜井 靖久 
CEO 室担当、経営戦略部（経営戦略室）担

当 

経営戦略本部トヨタグループ担当、グロー

バル戦略部担当、戦略統括室担当 

新竹 敦 
ソリューション営業グループ長、カスタマー

サービス技術部担当、中東・アフリカ担当 

自動車ソリューション部担当、カスタマーサ

ービス部担当、中東・アフリカ担当 

Stephen Milam 

北米コーポレート担当、北米パワトレインシ

ステム事業担当、北米エレクトリフィケーシ

ョンシステム事業担当 

北米コーポレート担当、北米パワトレインシ

ステム事業担当、北米エレクトリフィケーシ

ョンシステム事業担当 

杉浦 慎也 インダストリアルソリューション事業部長 FA 事業部長、工機部担当 

杉浦 正則 

モビリティシステム事業グループ統括部長

（事業企画領域）、モビリティシステム経営

企画部長 

モビリティエレクトロニクス事業グループ事

業企画担当、モビリティエレクトロニクス経

営企画室担当、コックピットシステム事業部

担当 

前原 恒男 
エレクトリフィケーションコンポーネント事業

部長 

エレクトリフィケーションコンポーネント事業

部長 

永谷 康一 
生産技術開発センター材料・加工・研究開

発担当 

品質管理部担当、安全衛生環境部担当、

(株)デンソー網走テストセンター社長 

石川 博章 
エレクトリフィケーションシステム事業グル

ープ電動技術担当 

エレクトリフィケーションシステム事業グル

ープ電動技術担当 

藤守 規雄 
情報通信事業部担当、モビリティ電子 PF

統括部技術開発担当 

コネクティッドシステム事業推進部担当、電

子 PF 統括部（In/Out 統合電子 PF 担当） 

川原 伸章 技術企画部長 先端技術研究所長 

西畑 慎也 
生産技術開発センター生産技術人材育成・

製造技術教育担当 
サーマルシステム事業グループ製造担当 

黒田 吉孝 電装（中国）投資副社長 電装（中国）投資副社長 

泉 彰司 (株)オーバス社長 
電子 PF 統括部技術担当、(株)オーバス社

長 

犬飼 智 
モビリティシステム事業グループ統括部長

（製造領域） 

モビリティエレクトロニクス事業グループ製

造統括担当 

杉本 重明 
法務部担当、リスクマネジメント推進室担

当、経済安全保障室担当 
法務部長 

田口 雅己 三共ラヂエーター(株)社長 サーマルマネジメントユニット事業部長 

黒川 英一 
メカトロニクスコンポーネント事業部長、セ

ンサ事業部副担当 
パワトレインコンポーネント事業部長 



村木 俊彦 
乗用サーマルシステム事業部統括部長（技

術領域） 

サーマルシステム事業グループ先行開発

担当 

尾崎 次雄 
エレクトリフィケーションシステム事業グル

ープ統括部長（製造領域[湖西・豊橋]） 

エレクトリフィケーションシステム事業グル

ープ統括部長（製造領域） 

加藤 之弘 

パワトレインシステム生産技術開発部長、

パワトレインシステム事業グループ西尾/善

明プロジェクト担当 

パワトレインシステム生産技術開発部長 

福井 貴敏 デンソー・オートモーティブ・ドイツ会長 デンソー・セールス・タイ社長 

仲 美雄 生産技術開発センター長 デンソー・タイ社長 

後藤 俊二郎 
情報セキュリティ推進部長、IT デジタル本

部データ利活用担当 
情報セキュリティ推進部長 

清野 正資 デンソー・オートモーティブ・ドイツ副社長 デンソー・オートモーティブ・ドイツ副社長 

北見 明朗 
エレクトリフィケーションコンポーネント事業

部統括部長（PCU 技術領域） 

エレクトリフィケーションコンポーネント事業

部統括部長（PCU 技術領域） 

篠島 靖 (株)ミライズテクノロジーズ執行役員 (株)ミライズテクノロジーズ執行役員 

犬塚 直人 
豪亜地域 CEO、デンソー・インターナショナ

ル・アジア社長 
デンソー・インターナショナル・アジア副社長 

竹村 秀司 
品質管理部長、安全衛生環境部担当、(株)

デンソー網走テストセンター社長 
パワトレインシステム品質革新部長 

林田 篤 コックピットシステム事業部長 コックピットシステム事業部長 

恩田 吉典 デンソー・コリア社長 デンソー・コリア社長 

大谷 篤史 
生産技術開発センター研究開発・DX 化推

進担当 
生産革新センター技術開発担当 

○鳥谷尾 哲也 
乗用パワトレイン事業部設計品質向上推

進担当 
ガソリンシステム事業部 統括部長 

○成迫 剛志 
モビリティシステム事業グループ DX 推進

担当、クラウドサービス開発部長 
コネクテッドシステム事業推進部 DI 室長 

○黒坂 隆 トヨタ部長、営業技術室担当 トヨタ部長 

○渡辺 浩二 AD&ADAS 事業部長 AD&ADAS 事業部長 

○高井 貴敬 品質基盤技術担当、品質管理部副部長 品質管理部信頼性解析室長 

○Jose Manuel 

Gimenez 

Gonzalez 

デンソー・バルセロナ社長 デンソー・バルセロナ社長 

○波多野 智之 

メカトロニクスコンポーネント製造部長、パ

ワトレインシステム事業グループ One 大安

プロジェクト担当 

パワトレインコンポーネント製造部長 

○高橋 秀雅 
乗用サーマルシステム事業部統括部長（技

術開発領域） 
商用サーマルシステム事業部長 

○山内 庄一 セミコンダクタ事業部長 セミコンダクタ事業部長 

○松岡 直樹 
エレクトリフィケーションシステム事業グル

ープ統括部長（製造領域[安城・広瀬]） 

エレクトリフィケーションコンポーネント事業

部統括部長（PCU 製造領域） 



○石塚 康治 環境ニュートラルシステム開発部長 Eco Mobility システム開発部長 

○加藤 充 CEO 室長 デンソー・メキシコ社長 

○篠田 吉正 経理部長、経営戦略部担当 経理部長 

○堀 恒円 モータ事業部長 排気システム事業部長 

○原 雄介 人事企画部長、人材育成担当 戦略統括室 担当部長 

計 65 名 

 

(2)執行職および理事 

退任                                                      

氏名 現役職 

鶴田 真徳 執行職 

影山 照高 執行職 

吉田 泰之 理事 

矢野 健三 理事 

計 4 名 

 

 

(3)執行幹部以外の部門長                                                     

氏名 新役職 旧役職 

内山 賢 ＦＣシステム事業開発部長 パワトレインシステム開発部長 

豊田 千寿夫 まちづくり企画室長 技術企画部 MaaS 戦略室長 

簗瀬 久資 経営戦略部長 経営企画部長 

遠山 大輔 経営戦略部 経営戦略室長 グローバル戦略部長 

阿部 守一 豊橋製作所長 豊橋製作所 担当次長 

古海 盛昭 豊橋製作所 キャリアエキスパート 豊橋製作所長 兼 豊橋東製作所長 

岡西 眞人 豊橋東製作所長 豊橋東製作所 担当部長 

森 多聞 法務・渉外・広報本部 経済安全保障室長 
法務部 コーポレート法務室 コーポレート法

務課 担当次長 

鈴木 崇也 法務部長 法務部 事業法務室長 

大木島 俊 技術企画部 技術企画 1 室長 先端技能開発部長 

八束 真一 まちづくりシステム開発部長 先進エネルギシステム開発部長 

木本 幸博 先端技能開発部長 先端技能開発部 企画統括室長 

伊藤 みほ 先端技術研究所長 兼 マテリアル研究部長 マテリアル研究部長 

小野 敏英 計測技術部長 デンソー･オートモーティブ･ドイツ 出向 

村瀬 淳 生産調達企画部長 電子部品調達部 調達 3 室長 

鵜飼 泰宏 生産調達企画部 調達戦略室長 調達企画部長 兼 調達技術室長 

鎌倉 修一 生産管理部長 生産革新企画部長 

関本 洋 生産調査部長 生産管理部 生産調査室長 

内田 敦史 調達業務改革部長 加工部品調達部長 

中條 喜之 電子部品調達部長 
デンソー･マニュファクチュアリング･テネシー 

出向 



中野 豊久 電子部品調達部 担当部長 電子部品調達部長 

辻 正昭 電子部品調達部 調達４室長 神戸調達部長 

岡 秀樹 加工部品調達部長 生産技術研究開発部 造形加工室長 

堀崎 悟 ＯＥＭ営業グループ  営業企画室長 大阪支店長 

井崎 敦之 ＯＥＭ営業グループ コアカス戦略室長 トヨタ部 第 3 営業室長 

小早川 明範 ＯＥＭ営業グループ 営業技術室長 トヨタ部 営業技術室長 

内藤 雅之 カスタマーサービス技術部長 カスタマーサービス部長 

柴田 昇光 大阪支店長 アドヴィックス 出向 

外岡 慎吾 自動車＆ライフソリューション部長 トヨタ部 第 7 営業室長 

神谷 宗孝 自動車&ライフソリューション部 担当部長 自動車ソリューション部長 

柏木 裕之 
パワトレインシステム事業グループ パワトレ

インシステム経営企画室長 
デンソー･コリア 出向 

吉田 光輝 
パワトレインシステム事業グループ パワトレ

インシステム経営企画室 担当部長 

パワトレインシステム事業グループ パワト

レインシステム経営企画室長 

宇都宮 敦司 パワトレインシステム品質革新部長 
パワトレインシステム品質革新部 設計品質

強化室長 

齋藤 創一 パワトレインシステム開発部長 ガソリンシステム技術部長 

小久保 直樹 パワトレイン開発基盤推進部長 パワトレインシステム開発部 担当部長 

松本 修一 商用農建機パワトレイン事業部長 ディーゼル噴射技術部長 

菅原 里志 ディーゼル噴射技術部長 ディーゼル噴射技術部 第 2 技術室長 

出口 喜昭 乗用パワトレイン事業部長 
ガソリンシステム事業部 統括部長（事業体

質強化担当） 

内海 康隆 ガソリン噴射システム技術部長 ガソリン噴射技術部 第 2 技術室長 

福本 幸正 ガソリン噴射製造部長 
パワトレイン生産技術開発部 部品加工戦

略室長 

大畑 耕一 ガソリン噴射製造部 担当部長 ガソリン噴射技術部長 

神谷 健 
排気システム事業部 排気システム企画室

長 
ガソリンシステム事業部 二輪事業室長 

藤本 正賢 
排気システム事業部 排気システム企画室 

担当部長 

排気システム事業部 排気システム企画室

長 

田中 邦郎 
メカトロニクスコンポーネント事業部 統括部

長（事業再編領域） 
パワトレインコンポーネント技術１部長 

木村 純 メカトロニクスコンポーネント技術１部長 
パワトレインコンポーネント技術１部 第 1 開

発室長 

青山 重樹 サーマルシステム企画部長 電装天津空調部件 出向 

亀苔 武之 
乗用サーマルシステム事業部 統括部長(製

造領域) 
サーマルシステム事業グループ 担当部長 

松井 健二 熱マネシステム開発部長 
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 

栗山 直久 サーマルキャビンシステム開発部長 エアコンディショニング事業部長 

魚住 信幸 乗用サーマルシステム技術１部長 サーマルマネジメントユニット技術２部長 

尾鍋 悟 乗用サーマルシステム技術１部 担当部長 サーマルシステム製品企画部長 



山本 達也 乗用サーマルシステム技術２部長 エアコンディショニング技術部長 

中川 和昭 サーマルシステム製造企画部長 
サーマルシステム事業グループ サーマル

システム経営企画室長 

東 博通 
サーマルシステム製造企画部 工場変革プ

ロジェクト室長 
サーマルシステム生産技術開発部長 

嶋貫 宏泰 サーマルシステム生産技術開発部長 
サーマルシステム生産技術開発部 生産技

術開発 1 室長 

真木 孝昌 サーマルシステム製造１部長 電装天津空調部件 出向 

牛田 裕之 サーマルシステム製造１部 担当部長 エアコンディショニング製造１部長 

高達 誉 サーマルシステム製造２部長 サーマルシステム製造企画部長 

垣内 昭彦 サーマルシステム製造３部長 エアコンディショニング製造２部長 

長谷川 敦 商用サーマルシステム事業部長 デンソーエアクール 

立岩 成洋 商用サーマルシステム技術部長 サーマルマネジメントユニット技術１部長 

鈴木 路葉 
モビリティシステム経営企画部 経営企画室

長 

モビリティエレクトロニクス事業部 モビリティ

エレクトロニクス経営企画室長 

宝中 亨 
エレクトロニクス事業部 エレクトロニクス企

画室長 

エレクトロニクス事業部 エレクトロニクス企

画室 原価企画 1 課長 

堂園 博明 エレクトロニクス技術４部長 エレクトロニクス技術４部 担当部長 

加藤 香平 
コックピットシステム事業部 統括部長（品

質・技術領域） 
コックピットシステム技術２部長 

鳥居 良成 コックピットシステム事業部 担当部長 エレクトロニクス技術４部長 

池本 秀行 コックピットシステム品質保証部長 コックピットシステム品質保証部 担当部長 

宮垣 智行 コックピットシステム技術２部長 
コックピットシステム技術２部 製品技術２室

長 

中澤 篤史 ＡＤ＆ＡＤＡＳシステム技術部長 (株)J-QuAD DYNAMICS 出向 

荻野 博康 情報通信事業部長 

コックピットシステム事業部 統括部長（品

質・技術領域） 兼 コックピットシステム品質

保証部長 

栗山 光生 情報通信事業部 情報通信企画室長 
エレクトロニクス事業部 エレクトロニクス企

画室長 

早川 浩史 情報通信開発部長 
コネクティッドシステム事業推進部 担当部

長 

藤井 天午 通信機器技術部長 コネクティッドシステム事業推進部長 

竹内 慎太郎 
インダストリアルソリューション事業部 統括

部長(技術領域) 
広州電装 出向 

鈴木 雅 
インダストリアルソリューション事業部 インダ

ストリアルソリューション企画室長 
電子部品調達部 調達１室長 

長坂 勝巳 工機部長 ＦＡ事業部 ＦＡ開発室長 

塩屋 浩司 工機部 先進設備技術推進室長 計測技術部長 

岩崎 和俊 部品エンジニアリング部長 生産技術部 生産システム技術開発室長 

判治 正裕 センサ製造部長 センサ製造部 センサ１工場長 

楠 佳成 センサ製造部 技術統括室長 センサ製造部長 



小野田 邦広 セミコンダクタ事業部 統括部長（開発領域） センサ＆セミコンダクタ開発部長 

野澤 成行 センサ＆セミコンダクタ開発部長 ＥＨＶ電子設計部長 

伊藤 高順 フードバリューチェーン事業推進部長 技術企画部長 

志村 哲治 三共ラヂエーター（株）出向 エアコンディショニング企画部長 

磯貝 晃 （株）J-QuAD DYNAMICS 出向 ＡＤ＆ＡＤＡＳシステム技術部長 

相良 隆義 （株）デンソーウェーブ 出向 工機部長 

今津 正琢 （株）デンソーエアクール 出向 商用サーマルシステム技術部長 

内村 洋一郎 （株）デンソー九州 出向 サーマルマネジメントユニット製造部長 

永井 立美 デンソー健康保険組合 出向 社会ソリューション事業推進部長 

袴田 浩雅 デンソー･メキシコ 出向 生産管理部長 

加藤 治彦 Certhon Build BV 出向 フードバリューチェーン事業推進部長 

森田 浩充 デンソー・タイランド 出向 部品エンジニアリング部長 

林 由典 電装（中国）投資 出向 
エレクトリックコンポーネント事業部 統括部

長（電駆動モータ技術領域担当） 

木村 雅人 広州電装 出向 ガソリン噴射製造部長 

計 94 名 

 
【ご参考】 

グローバルマネジメント職 1 級昇格者  

氏名 所属 

今井 秀樹 ＣＥＯ室 

岡部 達哉 まちづくり企画室 

谷澤 有華 人事企画部 

石宮 隆幸 安全衛生環境部 

木本 幸博 先端技能開発部 

村瀬 淳 生産調達企画部 

岡 秀樹 加工部品調達部 

井崎 敦之 ＯＥＭ営業グループ コアカス戦略室 

守下 篤秀 東京第１営業部 

平原 正樹 東京第２営業部 

外岡 慎吾 自動車&ライフソリューション部 

平井 靖丈 自動車&ライフソリューション部 

齋藤 創一 パワトレインシステム開発部 

稲田 嘉宣 ディーゼルシステム品質保証部 

内海 康隆 ガソリン噴射システム技術部 

福本 幸正 ガソリン噴射製造部 

藤本 正賢 排気システム事業部 排気システム企画室 

木村 純 メカトロニクスコンポーネント技術１部 

大村 知宏 エレクトリック機器技術部 

村川 秀明 エレクトリック機器製造部 

高井 貴敏 エレクトリフィケーション機器品質保証部 

岩月 博行 サーマルシステム企画部 



鮫島 敦 サーマルシステム企画部 

大隈 亨 コンプレッサ技術部 

嶋貫 宏泰 サーマルシステム生産技術開発部 

山口 晃章 モビリティシステム試験評価部 

岩井 健 エレクトロニクス技術２部 

金森 賢樹 コックピットシステム開発部 

和波 真吾 ＡＤ&ＡＤＡＳ技術３部 

鈴木 雅 インダストリアルソリューション事業部 インダストリアルソリューション企画室  

判治 正裕 センサ製造部 

伊藤 雅之 （株）エヌエスアイテクス 出向 

奥田 英樹 （株）ＯＰＥｘＰＡＲＫ 出向 

林 裕二 （株）ＳＯＫＥＮ 出向 

Mark Hayward デンソー・マニュファクチュアリング・ＵＫ 

中村 英幸 デンソー・マニュファクチュアリング・イタリア 出向 

原田 陽一 デンソー・タイランド 出向 

加藤 茂 デンソー・インドネシア 出向 

岩崎 真之 電装（中国）投資 出向 

児玉 哲男 電装（中国）投資 出向 

計 40 名 

 

以 上 

 

 


