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　 １．機構改革（２０２１年４月１日付）

（１）「経営企画部」と「成長戦略室」を統合し、「経営企画部」とする。
（２）「グローバル業績管理部」と「海外事業管理部」を統合し、「グローバル業績管理部」とする。
（３）「法務部」と「コンプライアンス室」を統合し、「法務コンプライアンス部」とする。
（４）「人事部」と「人事企画部」を統合し、「人事部」とする。
（５）「営業支援部」を廃止し、精密小型モータ事業本部と車載事業本部に移管する。
（６）「情報システム部」と「情報セキュリティ管理室」を統合し、「情報システム部」とする。
（７）「プラットフォーム開発センター」を新設する。
（８）生産技術研究所の「研究統括部」を廃止する。
（９）グローバル生産技術統括本部の「生産技術統括部」を廃止する。
（１０）グローバル購買統括本部の傘下に「購買第１部」「購買第２部」を新設する。
（１１）車載事業本部に「第１車載事業部」「第２車載事業部」を新設する。

第１車載事業部の傘下に「企画統括部」「管理統括部」「グローバル品質統括部」
「プロジェクト推進統括部」「開発統括部」「生産統括部」、
第２車載事業部の傘下に「企画統括部」「管理統括部」「グローバル品質統括部」
「営業統括部」「プロジェクト推進統括部」「開発統括部」「生産統括部」「生産管理統括部」
「購買統括部」を設置する。

   ２．人事異動
（２０２１年４月１日付）

（ 新 ）

最高執行責任者 最高執行責任者
日本電産トーソク㈱会長 日本電産トーソク㈱会長
日本電産エレシス㈱会長 インド日本電産㈱会長
インド日本電産㈱会長

　　副会長執行役員 　　副会長執行役員
最高営業責任者 最高営業責任者
社長補佐(グローバル営業統括本部・ 社長補佐(グローバル営業統括本部・
グローバル購買統括本部･３Ｑ６Ｓ) グローバル購買統括本部・秘書室・
日本電産グローバルサービス㈱会長 経営管理監査部・コンプライアンス室・

グローバル貿易管理室・リスク管理室・
経営企画部・広報宣伝部・
法務部・総務部・人事部・人事企画部・
情報セキュリティ管理室・情報システム部・
海外事業管理部・営業支援部・３Ｑ６Ｓ)
日本電産グローバルサービス㈱会長

　　副社長執行役員 　　副社長執行役員
最高技術責任者 最高技術責任者
社長補佐(中央モーター基礎技術研究所・ 社長補佐(中央モーター基礎技術研究所・

 プラットフォーム開発センター・生産技術研究所・ 生産技術研究所・グローバル生産技術統括本部)
グローバル生産技術統括本部) 知的財産部担当
知的財産部担当 日本電産テクノモータ㈱会長
日本電産テクノモータ㈱会長

　　専務執行役員 　　専務執行役員
最高業績管理責任者 最高業績管理責任者
グローバル業績管理部・ 社長補佐(企業戦略室・
ＩＲ・ＣＳＲ推進部・財務部担当 グループ会社管理部)
ＣＳＲ委員会委員長 総務部統括
日電産(上海)管理有限公司会長 グローバル業績管理部・
日本電産ヨーロッパ㈱会長 ＩＲ・ＣＳＲ推進部・財務部・
グリーン・サン保険㈱社長 海外事業管理部担当
日本電産モータホールディングス㈱社長 海外事業管理部長

ＣＳＲ委員会委員長
日電産(上海)管理有限公司会長
日本電産ヨーロッパ㈱会長
グリーン・サン保険㈱社長
日本電産モータホールディングス㈱社長

佐藤　明

せき　じゅん

　　代表取締役社長執行役員 関　潤 　　代表取締役社長執行役員

こべ　ひろし

2021年3月31日

　各　位

機構改革および役員等の異動に関するお知らせ

下記の通り、お知らせ致します。

  記  

（ 旧 ）

小部　博志

かたやま　みきお

さとう　あきら

山　幹雄

( 1 / 6 )



精密小型モータ事業本部副本部長 精密小型モータ事業本部副本部長 兼 
タイ日本電産㈱会長 生産統括部長
ベトナム日本電産会社会長 タイ日本電産㈱会長
日本電産(韶関)有限公司会長 ベトナム日本電産会社会長
日本電産(東莞)有限公司会長 日本電産(韶関)有限公司会長
日本電産(浙江)有限公司副会長 日本電産(東莞)有限公司会長

日本電産(浙江)有限公司副会長

車載事業本部長 兼 車載事業本部長
第１車載事業部長 尼得科(蘇州)有限公司会長
尼得科(蘇州)有限公司会長 日本電産自動車モータ・アメリカ合同会社会長
日本電産自動車モータ・アメリカ合同会社会長 日本電産自動車モータ(浙江)有限公司会長
日本電産自動車モータ(浙江)有限公司会長 日本電産(大連)有限公司会長
日本電産(大連)有限公司会長

人事部統括 人事部・人事企画部統括
総務部担当 総務部担当

プラットフォーム開発センター所長 日本電産トーソク㈱社長
日本電産トーソク㈱社長

日本電産マシナリー㈱会長 生産技術統括部長 
日本電産マシナリー㈱会長

精密小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部 
第１開発統括部長 兼 第１開発統括部長 兼
品質保証統括部長 兼 第３開発統括部長 兼
中央開発技術研究所長 業務統括部長 兼

品質保証統括部長 兼
中央開発技術研究所長

最高コンプライアンス責任者 最高コンプライアンス責任者
経営管理監査部・グローバル貿易管理室・ 経営管理監査部・コンプライアンス室・
法務コンプライアンス部担当 グローバル貿易管理室・法務部担当
コンプライアンス委員会委員長 コンプライアンス委員会委員長
グローバル貿易管理委員会委員長 グローバル貿易管理委員会委員長
安全保障貿易管理委員会委員長 安全保障貿易管理委員会委員長

秘書室・リスク管理室・広報宣伝部担当 秘書室・リスク管理室・経営企画部・
秘書室長 兼 リスク管理室長 広報宣伝部担当
リスク管理委員会委員長 秘書室長 兼 リスク管理室長 兼 経営企画部長

リスク管理委員会委員長

精密小型モータ事業本部 営業統括部長 営業支援部担当
米国日本電産㈱社長 精密小型モータ事業本部 営業統括部長
シンガポール日本電産㈱会長 米国日本電産㈱社長
日本電産ヨーロッパ販売㈱会長 シンガポール日本電産㈱会長

車載事業本部 第２車載事業部 営業統括部長 兼 車載事業本部 営業統括部長 兼
欧州営業統括　兼 欧州営業統括
グループ中国圏営業統括
日電産(上海)国際貿易有限公司会長
日本電産(香港)有限公司会長

車載事業本部 第２車載事業部 企画統括部長 兼 車載事業本部 開発統括部長 兼
第２車載事業部 プロジェクト推進統括部長 兼 プロジェクト推進統括部長 兼
欧州開発統括 欧州開発統括

最高情報責任者 最高情報責任者
最高情報セキュリティ責任者 最高情報セキュリティ責任者
情報システム部担当 情報セキュリティ管理室・
情報システム部長 情報システム部担当
情報セキュリティ委員会委員長 情報セキュリティ管理室長 兼

情報システム部長
情報セキュリティ委員会委員長

おかじま　まき

　　執行役員 岡島　万樹 　　執行役員

おおこうち　ゆうじん

　　執行役員 大川内　裕仁 　　執行役員

かたおか　なかば

　　執行役員 片岡　央 　　執行役員

たなか　けいたろう

　　執行役員 田中　啓太郎 　　執行役員

いとう　けんじ

　　執行役員 伊藤　健二 　　執行役員

にしむら　ひでき

　　執行役員 西村　秀樹 　　執行役員

やすなが　こういちろう

　　執行役員 安永　耕一郎 　　執行役員

たんぽ　くにやす

やまぐち　てつお

　　執行役員 山口　哲男 　　執行役員
グローバル生産技術統括本部長 グローバル生産技術統括本部長 兼

うしお　ふみあき

　　常務執行役員 牛尾　文昭 　　常務執行役員

かねこ　のぼる

　　常務執行役員 金子 晃　

　　常務執行役員 丹保　邦康 　　常務執行役員

はやふね　かずや

　　常務執行役員 早舩　一弥 　　常務執行役員
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精密小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部 
第２開発統括部長 第２開発統括部長 兼

第４開発統括部長

車載事業本部 欧州生産統括 車載事業本部 生産統括部長 兼
欧州生産統括

人事部担当 人事部・人事企画部担当
人事部長

最高購買責任者 最高購買責任者
グローバル購買統括本部長 兼 グローバル購買統括本部長 兼 
車載事業本部 第２車載事業部 購買統括部長 車載事業本部 購買統括部長

車載事業本部副本部長 兼 ＣＦＯ 兼 車載事業本部副本部長 兼 ＣＦＯ 兼 
第２車載事業部長 兼 第２車載事業部 管理統括部長 
管理統括部長 

経営企画部担当 成長戦略室担当
経営企画部長 兼 成長戦略室長 兼 
車載事業本部 第２車載事業部 企画統括部 車載事業本部 管理統括部 副統括部長
副統括部長

日本電産サーボ㈱社長 日本電産サーボ㈱社長
日本電産ヨーロッパ販売㈱会長

　　顧問 　　執行役員　
日本電産凱宇汽車電器(江蘇)有限公司会長 グループ中国圏営業統括
日本電産(新界)有限公司会長兼社長 日電産(上海)国際貿易有限公司会長
広州尼得科汽車駆動系統有限公司副会長 日本電産凱宇汽車電器(江蘇)有限公司会長

日本電産(新界)有限公司会長兼社長
日本電産(香港)有限公司会長
広州尼得科汽車駆動系統有限公司副会長

車載事業本部 第１車載事業部 車載事業本部 生産統括部 
生産統括部長 兼 生産技術第１部長
同生産技術第１部長

人事部長 人事企画部長

車載事業本部 第１車載事業部 車載事業本部 管理統括部
ＣＦＯ 兼  副統括部長
同管理統括部長 兼
同企画統括部 副統括部長

生産技術研究所副所長 兼 生産技術研究所副所長 兼
生産技術研究所支援統括部長 研究統括部長 兼

生産技術研究所支援統括部長

車載事業本部 第２車載事業部 車載事業本部 生産統括部 
生産統括部長 兼 生産統括 兼 
同生産技術第２部長 兼 同生産技術第４部長
第１車載事業部 生産統括部 
生産技術第２部長

車載事業本部 第１車載事業部 
企画統括部長 兼 
同商品戦略企画部長 兼 
プロジェクト推進統括部長

グローバル生産技術統括本部 グローバル生産技術統括本部 
生産技術第１部長 生産技術統括部 副統括部長 兼 

同生産技術第１部長

車載事業本部 第１車載事業部 車載事業本部 グローバル品質統括部
グローバル品質統括部長 兼 担当理事 兼
滋賀技術開発センター所長 滋賀技術開発センター所長

蘇理　修一郎

たかの　いくお

髙野　郁男

岸本　真

こばやし　しげひこ

小林　茂彦

さいとう　かつお

齋藤　勝夫

そり　しゅういちろう

伊丹　敬人

おおにし　まさし

大西 昌史

おきな　ういち

翁　宇一

きしもと　しん

　　執行役員待遇 毛利　雅之 　　執行役員待遇

 かい  てるゆき

甲斐　照幸

いたみ　ひろと

いづみだ　きんたろう

　　執行役員 泉田　金太郎 　　執行役員

もうり　まさゆき

むらこし　けいたろう

　　執行役員 村越　慶太郎 　　執行役員

さくらい　たかゆき

　　執行役員 櫻井　隆幸 　　執行役員

つじ　しんご

　　執行役員 　真悟 　　執行役員

ひらた　ともこ

　　執行役員 平田　智子 　　執行役員

みやもと　えいじ

　　執行役員 宮本　栄治 　　執行役員
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車載事業本部 第２車載事業部 車載事業本部 グローバル品質統括部長
グローバル品質統括部長

プラットフォーム開発センター副所長 中央モーター基礎技術研究所 統括部長

車載事業本部 第２車載事業部 車載事業本部 開発統括部
開発統括部長 兼 副統括部長
同開発企画部長 兼 
企画統括部 商品戦略企画部長

精密小型モータ事業本部ＣＦＯ 兼 精密小型モータ事業本部 
同管理統括部長 兼 管理統括部
同事業経理第１部長 事業経理第１部長

精密小型モータ事業本部 生産統括部長 精密小型モータ事業本部ＣＦＯ 兼 
管理統括部長 兼
生産統括部 副統括部長

法務コンプライアンス部長 法務部長 兼
コンプライアンス室長

車載事業本部 第２車載事業部 車載事業本部 生産統括部
生産管理統括部長 兼 ＳＣＭ統括 兼
同生産管理部長 同生産企画部長 兼

同生産管理部長

グローバル生産技術統括本部 グローバル生産技術統括本部 
生産技術第２部長 生産技術統括部 副統括部長 兼 

同生産技術第２部長

精密小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部
営業統括部 副統括部長 営業統括部

営業第１部長

車載事業本部 第２車載事業部  車載事業本部 購買統括部 
購買統括部 副統括部長 副統括部長

精密小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部
第４開発統括部長 第４開発統括部

副統括部長

精密小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部
営業統括部 副統括部長 営業統括部

営業第２部長

精密小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部 
第３開発統括部長 兼 第３開発統括部
同生産技術部長 副統括部長 兼 

同開発部長 兼 
同生産技術部長

車載事業本部 第１車載事業部 車載事業本部 プロジェクト推進統括部
プロジェクト推進統括部 副統括部長 兼
副統括部長 生産統括部 部長

生産技術研究所 研究第３部長 生産技術研究所 研究統括部
研究第３部長 兼
企画管理部長

生産技術研究所 研究第４部長 生産技術研究所 研究統括部
研究第３部 第２グループリーダー

生産技術研究所 研究第２部長 生産技術研究所 研究統括部 
研究第２部長

生産技術研究所 研究第１部長 生産技術研究所 研究統括部
研究第１部長

プラットフォーム開発センター副所長 中央モーター基礎技術研究所 統括部長

グローバル購買統括本部  グローバル購買統括本部 
購買第１部長 第１グループ 部長

緑川　逸郎

豊嶋　直穂子

はなの　まさあき

花野　雅昭

みえの　としゆき

三重野　敏幸

みどりかわ　いつお

澤田　茂興

たでら　たかみつ

田寺　孝光

ともやま　しんいち

友山　進一

とよしま 　なおこ

川口　登史

きの　てつお

木野　哲夫

さくらだ　くにお

櫻田　国士

さわだ　しげおき

赤塚　明

おおた　しんご

太田　新吾

かとう　ともひろ

加藤　智広

かわぐち　たかふみ

松橋　英寿

やぐち　けいこ

矢口　敬子

よしかわ　ふみとし

吉川　文敏

あかつか　あきら

長井　健太郎

はが　ひでひろ

芳賀　英博

まつだ　よしひろ

松田　義広

まつはし　ひでとし

なかい　よしかず

中井　良和

ながい　けんたろう
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車載事業本部 第２車載事業部 車載事業本部 開発統括部
開発統括部 設計部長 兼 設計第２部長 兼
プロジェクト推進統括部 プロジェクト推進統括部
プロジェクト推進部長 プロジェクト推進第２部長 

グローバル購買統括本部 グローバル購買統括本部 
購買第２部長 第２グループ 部長

経営管理監査部長 経営管理監査部長代行

精密小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部 
第１開発統括部 生産管理部長 第１開発統括部 生産管理部長代行

精密小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部 
生産統括部 購買部長 生産統括部 購買部長代行

車載事業本部 第２車載事業部 車載事業本部 営業統括部
営業統括部 営業第２部長 営業第２部長

車載事業本部 第２車載事業部 車載事業本部 開発統括部 
開発統括部 機能実験部長 機能実験第２部長

車載事業本部 第２車載事業部 車載事業本部 営業統括部 
営業統括部 スリー新開拓部長 部長

精密小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部 
営業統括部 営業第１部長 営業統括部 営業第２部 

第３グループリーダー

精密小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部 
品質保証統括部 品質保証第３部長 品質保証統括部 品質保証第３部長代行

車載事業本部 第２車載事業部 車載事業本部 グローバル品質統括部
グローバル品質統括部 品質保証部長 品質保証第２部長代行

車載事業本部 第２車載事業部 車載事業本部 管理統括部
管理統括部 事業経理部長 事業経理第２部長代行

車載事業本部 第２車載事業部 車載事業本部 生産統括部
生産管理統括部 生産企画部長 生産技術第３部長代行

車載事業本部 第２車載事業部 車載事業本部 営業統括部 
営業統括部 営業第１部長 営業第１部長

精密小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部 
第２開発統括部 開発第１部長 第２開発統括部 開発第１部長代行

精密小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部 
第２開発統括部 生産管理部長 第２開発統括部 生産管理部長代行

車載事業本部 第１車載事業部 車載事業本部 グローバル品質統括部
グローバル品質統括部 品質保証部長 品質保証第１部長代行

精密小型モータ事業本部　 精密小型モータ事業本部　
品質保証統括部 品質管理部長 品質保証統括部　

副統括部長 兼　
同品質管理部長

精密小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部 
営業統括部 営業第２部長 営業統括部 営業第２部

第１グループリーダー

プラットフォーム開発センター 中央モーター基礎技術研究所
開発第３部長 研究第３部 主幹

精密小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部 
第１開発統括部 生産技術部長 第１開発統括部 生産技術部長代行

車載事業本部 第２車載事業部 車載事業本部 生産統括部
生産統括部 生産技術第１部長 生産技術第２部長代行

那須野　孝浩

にしだ　たけし

西田　武史

出野　孝央

なかた　かずひろ

中田　和宏

なかやま　ひろし

中山　浩

なすの　たかひろ

竹下　英伸

だん　やすみつ

團　泰充

つつみ　あきのり

堤　章徳

での　たかお

佐藤　智

しみず　たかひで

清水　孝英

しもしげ　まさひろ

下茂　雅裕

たけした　ひでのぶ

加藤　義成

かわむら　しょうじ

河村　尚治

こばやし　だいすけ

小林　大祐

さとう　さとし

大川　敦

おかだ　かつひこ

岡田　克彦

おくむら　あきひろ

奥村　明洋

かとう　よしなり

山本　勝弘

うえくさ　のりただ

植草　教忠

うえだ　てつや

上田　哲也

おおかわ　あつし

むらかみ　しゅんすけ

村上　俊輔

もりさき　かつひこ

森﨑　勝彦

やまもと　かつひろ
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車載事業本部 第２車載事業部 車載事業本部 購買統括部 
購買統括部 購買第２部長 購買第２部長

プラットフォーム開発センター 車載事業本部 開発統括部 
開発第５部長 兼 機能実験第１部長
車載事業本部 第１車載事業部 
開発統括部 機能実験部長

車載事業本部 第１車載事業部 車載事業本部 プロジェクト推進統括部
プロジェクト推進統括部  プロジェクト推進第１部長代行
プロジェクト推進部長

車載事業本部 第２車載事業部 車載事業本部 開発統括部
開発統括部 先行開発部長 先行開発部長代行

プラットフォーム開発センター 中央モータ基礎技術研究所
開発第２部長 研究第１部 第１グループリーダー

車載事業本部 第１車載事業部 車載事業本部 プロジェクト推進統括部
企画統括部 原価企画部長 原価企画部長代行

車載事業本部 第２車載事業部 車載事業本部 購買統括部
購買統括部 購買第１部長 購買第１部長

車載事業本部 第１車載事業部 車載事業本部 管理統括部
管理統括部 事業経理部長 事業経理第１部長

車載事業本部 第２車載事業部 成長戦略室 部長 兼 
企画統括部 事業企画部長 車載事業本部 管理統括部 

事業企画第２部長

車載事業本部 第１車載事業部 車載事業本部 管理統括部 
企画統括部 事業企画部長 事業企画第１部長

車載事業本部 第２車載事業部 車載事業本部 管理統括部
管理統括部 業務部長 業務部長代行

プラットフォーム開発センター 中央モーター基礎技術研究所
商品企画部長 部長

精密小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部 
第４開発統括部 部品技術部長 第４開発統括部 部品技術部長代行

精密小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部 
第４開発統括部 生産技術部長 第４開発統括部 生産技術部長代行

車載事業本部 第２車載事業部 車載事業本部 グローバル品質統括部
グローバル品質統括部 技術検証部長 技術検証部 主幹

生産技術研究所 企画管理部長

車載事業本部 第２車載事業部 車載事業本部 営業統括部 
営業統括部 営業管理部長 副統括部長 兼 

同営業管理部長

プラットフォーム開発センター 車載事業本部 開発統括部 
開発第４部長 設計第１部 第３グループ 上席主幹

精密小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部 
業務統括部長 兼 業務統括部 副統括部長 兼 
同業務第１部長 同業務第１部長

グローバル生産技術統括本部 グローバル生産技術統括本部 
企画管理部長 兼 企画管理部長代行 兼 
生産技術研究所支援統括部 業務部長 生産技術研究所支援統括部 業務部長代行

プラットフォーム開発センター 中央モーター基礎技術研究所 部長
管理部長

香山　一夫

みたむら　もとい

三田村　基

廣田　静馬

ほその　たつお

細野　辰夫

やまざき　ひろゆき

山崎　弘之

かやま　かずお

寺沢　広幸

ないとう　ひさし

内藤　久嗣

にしかわ　まさゆき

西川　昌之

ひろた　しずま

大井　進

かねもり　ゆずる

金森　謙

かわさき　まさし

川崎　仁志

てらさわ　ひろゆき

有留　正興

いいづか　ひろふみ

飯塚　洋文

えすみ　ともえ

江角　智枝

おおい　すすむ

牧野　祐輔

まつもと　たけふみ

松本　壮史

やまむろ　しんいち

山室　慎一

ありどめ　まさおき

初田　匡之

ひむろ　なおき

氷室　直樹

ふくなが　けいすけ

福永　慶介

まきの　ゆうすけ

ねもと　たつや

根本　龍哉

はつだ　ただゆき

　　以　　上
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