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機構改革（4月1日）

【グループ戦略推進室】

【管理部門】

【技術統括本部】

【グローバル事業推進本部】

【オイル＆ガス事業開発室】

【総合研究所】

【ＩＣＴソリューション本部】

【バリューチェーン本部】

【マーケティング＆イノベーション本部】
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機構改革および人事異動

　　1.「渉外部」を新設する。

　　2.「事業リスク総括部」を新設する。

　　3.「事業リスク総括部」傘下に「リスク管理室」および「リスクソリューション室」を置く。

　　1.「グローバル拠点支援室」を新設する。

　　1.社直属組織の「オイル＆ガス事業開発室」を「マーケティング＆イノベーション本部」
　　　に移管する。

　　1.「技術統括本部」を廃止する。

　　2.「グローバル拠点支援室」傘下に「海外事務所」を置く。

　　3.「調達部」を廃止する。

　　1.「グローバル事業推進本部」を廃止する。

　　4.「技術戦略推進室」を新設し、同室傘下に「技術企画部」および「知的財産部」を置く。

　　1.「マーケティング＆イノベーション本部」を新設する。

　　1.「研究管理部」を「業務部」に改称する。

　　2.「ソフトウェア技術部」を「インフォメーション技術部」に改称する。

　　2. 同本部傘下に「バリューチェーン革新部」、「バリューチェーン技術部」、
　　　「サプライチェーン高度化室」、「研修センター」、「鋳造センター」および
　　　「施設管理部」を置く。

　　2. 同本部傘下に「ビジネスインテリジェンス＆イノベーション部」、
　　　「グループマーケティング１部」、「グループマーケティング２部」および
　　　「オイル＆ガス事業開発室」を置く。

　　1.「コーポレート情報技術部」を「コミュニケーション技術部」に改称する。

　　1.「バリューチェーン本部」を新設する。



－2－

【エンジニアリング本部】

【長崎造船所】

【エネルギー・環境ドメイン】

【交通・輸送ドメイン】

【防衛・宇宙ドメイン】

【機械・設備システムドメイン】

　　3.「プロジェクト総括部」傘下に「水プロジェクト室」、「ＣＯ２－ＥＯＲ推進室」、
　　　「プロジェクト部」および「建設部」を置く。

　　4.「エンジニアリング総括部」傘下に「基本計画部」、「機械・機器エンジニアリング部」、
　　　「空間エンジニアリング部」、「計装・電気エンジニアリング部」および
　　　「土建エンジニアリング部」を置く。

　　1.「航空機事業部」と「飛昇体事業部」を統合し、「航空機・飛昇体事業部」とする。

　　4. 同総括部傘下の「プラント営業部」を廃止し、
　　　「原子力部」および「神戸原子力営業部」を「原子力事業部」に移管する。

　　6.「事業開発室」を廃止する。

　　8. 同事業部傘下の「プロジェクト部」を廃止する。

　　1.「経営管理総括部」傘下に「グループ経営推進室」を新設する。

　　2. 同総括部傘下の「エネルギー・環境調達部」、「安全管理部」および
　　　「プロジェクトＩＴ部」を廃止する。

　　3.「営業戦略総括部」傘下の「事業戦略部」を「営業戦略部」に改称する。

　　2. 同本部傘下に「企画管理部」、「調達部」、「安全管理部」、「プロジェクトＩＴ部」、
　　　「品質保証部」、「化学プラント営業部」、「化学プラント・サービス事業推進室」、
　　　「プロジェクト総括部」および「エンジニアリング総括部」を置く。

　　1.「エンジニアリング本部」を新設する。

　　3.「宇宙事業部」傘下の「宇宙システム部」を「宇宙システム技術部」に、
　　　「宇宙機器部」を「宇宙機器技術部」にそれぞれ改称する。

　　1.「品質総括部」、「生産総括部」および「調達部」を統合し、「製造・調達総括部」とする。

　　3.「鋳造センター」を「バリューチェーン本部」に移管する。

　　4.「冷熱事業部」に「渉外管理室」を新設する。

　　1. 病院を廃止する。

　　5. ドメイン直属組織として「技術統括室」を新設する。

　　9. 同事業部傘下の「新型炉・燃料サイクル設計部」を「新型炉・原燃サイクル技術部」に
　　　 改称する。

 　10.「化学プラント・社会インフラ事業部」を廃止する。

　　3.「ＭＲＪ事業部」傘下の「業務部」を廃止する。

　　2. 同総括部傘下に「機設調達部」、「品質マネジメント室」、「相模原品質保証部」、
　　　「冷熱品質保証部」、「機械品質保証部」、「相模原製造部」および「加工センター」
　　　 を置く。

　　7.「原子力事業部」傘下に「原子力企画管理部」、「調達部」を新設し、また、
       同事業部傘下に「原子力部」、「神戸原子力営業部」、「関西支社」、「九州支社」、
　　　「北海道支社」および「四国支社」を移管する。

　　2. 同事業部傘下に「企画部」、「営業部」、「航空機業務部」、「航空機品質保証部」、
　　　「航空機技術部」、「ヘリコプタ技術部」、「航空機電子システム技術部」、
　　　「航空機製造部」、「フライトテスト部」、「プロダクトサポート部」、
　　　「飛昇体業務部」、「飛昇体品質保証部」、「飛昇体技術部」、
　　　「飛昇体電子システム技術部」および「飛昇体製造部」を置く。

　　1.「エンジニアリング事業部」を廃止する。

　　2.「民間機事業部」傘下の「技術部」と「７８７技術部」を統合し、「技術部」とする。
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人事異動 

発令日：4月1日

新　職 旧　職 氏　名

グループ戦略推進室 グローバル事業推進本部

渉外部長 グローバル業務部 大木　研一

主幹部員

グループ戦略推進室

事業リスク総括部 三菱日立パワーシステムズ（株）に転出 星　聡

リスク管理室長

グローバル事業推進本部

グローバル拠点支援室長 グローバル業務部長 植田　真五

技術戦略推進室 技術統括本部

技術企画部長 技術企画部 米谷　秀雄

次長

技術戦略推進室 技術統括本部

知的財産部長 知的財産部長 伊藤　弘道

マーケティング＆イノベーション本部 グローバル事業推進本部

副本部長 グローバルビジネスイノベーション部長 古屋　孝明

兼 オイル＆ガス事業開発室長 兼 オイル＆ガス事業開発室長

マーケティング＆イノベーション本部 技術統括本部

ビジネスインテリジェンス＆イノベーション部長 総合研究所 伊藤　栄作

流体研究部長

マーケティング＆イノベーション本部 エネルギー・環境ドメイン

グループマーケティング１部長 営業戦略総括部 澤田　英実

事業戦略部 

次長
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新　職 旧　職 氏　名

マーケティング＆イノベーション本部 グローバル事業推進本部

グループマーケティング２部長 グループ営業推進総括部 立花　洋一

法人営業部長

バリューチェーン本部 技術統括本部

副本部長 ものづくり革新推進部長 高橋　宏明

兼 バリューチェーン革新部長

バリューチェーン本部 技術統括本部

バリューチェーン技術部長 ものづくり技術部長 吉川　佳伸

バリューチェーン本部 技術統括本部

サプライチェーン高度化室長 ものづくり技術部 麻生　真也

次長

バリューチェーン本部 技術統括本部

研修センター長 技術企画部 有川　究

主席部員

バリューチェーン本部 技術統括本部

鋳造センター長 ものづくり革新推進部 津山　哲基

戦略グループ長

バリューチェーン本部 技術統括本部

施設管理部長 ものづくり革新推進部 佐藤　浩司

次長

エンジニアリング本部 交通・輸送ドメイン

企画管理部長 エンジニアリング事業部 日比野　陽一

業務部長 

兼 交通機器事業部 主幹部員

エンジニアリング本部 エネルギー・環境ドメイン

調達部長 経営管理総括部 庄島　幸男

兼 エネルギー・環境ドメイン エネルギー・環境調達部長 

　 経営管理総括部 主幹部員 兼 調達部 主幹部員
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新　職 旧　職 氏　名

機械・設備システムドメイン

エンジニアリング本部 生産総括部

安全管理部長 鋳造センター 田中　俊彰

兼 エネルギー・環境ドメイン 次長 

　 経営管理総括部 主席技師 兼 主席技師

エンジニアリング本部 エネルギー・環境ドメイン

プロジェクトＩＴ部長 経営管理総括部 保志　健

兼 エネルギー・環境ドメイン プロジェクトＩＴ部長

　 技術統括室 主幹技師

エンジニアリング本部 交通・輸送ドメイン

品質保証部長 エンジニアリング事業部 三田　隆史

品質保証部長

エンジニアリング本部 エネルギー・環境ドメイン

化学プラント営業部長 営業戦略総括部 鈴木　宏悦

兼 エネルギー・環境ドメイン プラント営業部長

　 営業戦略総括部 主幹部員

エンジニアリング本部 エネルギー・環境ドメイン

化学プラントサービス事業推進室長 化学プラント・社会インフラ事業部 磯　哲男

サービス事業推進室長

エンジニアリング本部 エネルギー・環境ドメイン

プロジェクト総括部長 化学プラント・社会インフラ事業部 長野　肇

兼 プロジェクト部長 化学プラントプロジェクト管理部長 

兼 ロシアプロジェクト室長

エンジニアリング本部 交通・輸送ドメイン

プロジェクト総括部 エンジニアリング事業部 楠　正顕

副総括部長 主幹技師 

兼 高速鉄道プロジェクト室長

エンジニアリング本部 エネルギー・環境ドメイン

プロジェクト総括部 化学プラント・社会インフラ事業部 西澤　眞人

水プロジェクト室長 社会インフラ・水プロジェクト室長

エンジニアリング本部

プロジェクト総括部 エネルギー・環境ドメイン

ＣＯ２－ＥＯＲ推進室長 化学プラント・社会インフラ事業部 洲崎　誠

兼 マーケティング＆イノベーション本部 ＣＯ２－ＥＯＲ推進室長 

　 オイル＆ガス事業開発室 主幹部員 兼 オイル＆ガス事業開発室 主席部員
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新　職 旧　職 氏　名

エンジニアリング本部 エネルギー・環境ドメイン

プロジェクト総括部 化学プラント・社会インフラ事業部 葉山　晃

建設部長 建設部長

エンジニアリング本部 エネルギー・環境ドメイン

エンジニアリング総括部長 化学プラント・社会インフラ事業部 守田　和裕

兼 エネルギー・環境ドメイン 副事業部長 

　 技術統括室 主幹技師 兼 計画部長

エンジニアリング本部 交通・輸送ドメイン

エンジニアリング総括部 エンジニアリング事業部 今竹　滋典

副総括部長 技術部長

兼 機械・機器エンジニアリング部長

エンジニアリング本部 エネルギー・環境ドメイン

エンジニアリング総括部 化学プラント・社会インフラ事業部 松原　恒

副総括部長 エンジニアリング部長

兼 計装・電気エンジニアリング部長

交通・輸送ドメイン

エンジニアリング本部 エンジニアリング事業部

エンジニアリング総括部 プロジェクト部 

副総括部長 主幹技師 

兼 技術部 主幹技師 

兼 内装設計グループ長

エネルギー・環境ドメイン

エンジニアリング本部 化学プラント・社会インフラ事業部

エンジニアリング総括部 化学プラントプロジェクト管理部 古市　裕之

基本計画部 主幹プロジェクト統括 

技監・部長 兼 ＬＮＧプロジェクト室 主幹プロジェクト統括

エンジニアリング本部 エネルギー・環境ドメイン

エンジニアリング総括部 化学プラント・社会インフラ事業部 塚原　敦

空間エンジニアリング部長 エンジニアリング部 

次長

エンジニアリング本部 エネルギー・環境ドメイン

エンジニアリング総括部 化学プラント・社会インフラ事業部 磯田　厚志

土建エンジニアリング部長 土建エンジニアリング部長

総合研究所 技術統括本部

副所長 総合研究所 内田　澄生

副所長

小佐古　修士
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新　職 旧　職 氏　名

総合研究所 技術統括本部

副所長 総合研究所 徳永　節男

副所長

総合研究所 技術統括本部

副所長 総合研究所 中尾　雅弘

副所長

執行役員フェロー

執行役員フェロー 技術統括本部 

総合研究所 技師長 

技師長 兼 総合研究所

兼 グローバルリサーチ＆  　グローバルリサーチ＆

 　イノベーションセンター長 　 イノベーションセンター長

技術統括本部

総合研究所 総合研究所

業務部長 研究管理部 寺本　尚夫

主幹部員 

兼 主幹部員

総合研究所 技術統括本部

材料研究部長 総合研究所 鎌田　政智

材料研究部長

総合研究所 技術統括本部

製造研究部長 総合研究所 川節　望

製造研究部長

総合研究所 グローバル事業推進本部

化学研究部長 グローバルビジネスイノベーション部 大村　友章

次長 

兼 技術統括本部 技術企画部 主幹部員

総合研究所 技術統括本部

強度・構造研究部長 総合研究所 橋本　幸弘

強度・構造研究部 

主幹研究員

総合研究所 技術統括本部

振動研究部長 総合研究所 山下　勝也

振動研究部長

石出   孝
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新　職 旧　職 氏　名

総合研究所 技術統括本部

機械研究部長 総合研究所 牧野　武朗

機械研究部長

総合研究所 技術統括本部

流体研究部長 総合研究所 杉原　正浩

主幹研究員 

兼 流体研究部 主幹研究員

総合研究所

燃焼研究部長 三菱日立パワーシステムズ（株）に転出 瀬戸口　稔彦

総合研究所 技術統括本部

伝熱研究部長 総合研究所 深川　雅幸

伝熱研究部長

総合研究所 技術統括本部

電気・応用物理研究部長 総合研究所 西田　健彦

電気・応用物理研究部長

ＩＣＴソリューション本部 ＩＣＴソリューション本部

コミュニケーション技術部長 ソフトウェア技術部 渡邊　光浩

次長

ＩＣＴソリューション本部 ＩＣＴソリューション本部

インフォメーション技術部長 ソフトウェア技術部長 小幡　高靖

エネルギー・環境ドメイン エネルギー・環境ドメイン

経営管理総括部 経営管理総括部 藤沢　昌之

副総括部長 企画管理部長

兼 グループ経営推進室長

エネルギー・環境ドメイン

エネルギー・環境ドメイン 経営管理総括部

経営管理総括部 企画管理部 

企画管理部長 次長 

兼 ドメイン財務総括部

　 機械・設備システム財務部 主幹部員

池田　敏昭
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新　職 旧　職 氏　名

エネルギー・環境ドメイン エネルギー・環境ドメイン

営業戦略総括部長 化学プラント・社会インフラ事業部 寺沢　賢二

兼 エンジニアリング本部 本部長代理 副事業部長 

兼 営業戦略総括部 副総括部長

エネルギー・環境ドメイン エネルギー・環境ドメイン

営業戦略総括部 営業戦略総括部 島元　文治

副総括部長 副総括部長 

兼 営業戦略部長 兼 事業戦略部長

エネルギー・環境ドメイン エネルギー・環境ドメイン

技術統括室長 経営管理総括部 福泉　靖史

副総括部長

エネルギー・環境ドメイン エネルギー・環境ドメイン

原子力事業部 経営管理総括部 松藤　稔

原子力企画管理部長 企画管理部 

兼 経営管理総括部 主幹部員 次長

エネルギー・環境ドメイン

エネルギー・環境ドメイン 経営管理総括部

原子力事業部 エネルギー・環境調達部 高橋　雅樹

調達部長 主幹部員 

兼 経営管理総括部 主幹部員 兼 調達部 主幹部員

エネルギー・環境ドメイン エネルギー・環境ドメイン

原子力事業部 営業戦略総括部 松田　裕士

原子力部長 プラント営業部 

兼 営業戦略総括部 主幹部員 次長

エネルギー・環境ドメイン

（株）菱友システム技術に転出 営業戦略総括部 真島　浩一

神戸原子力営業部長

エネルギー・環境ドメイン

エネルギー・環境ドメイン 営業戦略総括部

原子力事業部 神戸原子力営業部 赤木　謙介

神戸原子力営業部長 次長 

兼 サービス二課長

エネルギー・環境ドメイン グローバル事業推進本部

原子力事業部 グループ営業推進総括部 楠本　勝

九州支社長 主幹部員 

兼 九州支社長
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グローバル事業推進本部

エネルギー・環境ドメイン グループ営業推進総括部 

原子力事業部 主幹部員 村田　哲也

北海道支社長 兼 北海道支社長 

兼 国内業務部　北海道業務グループ長

エネルギー・環境ドメイン グローバル事業推進本部

原子力事業部 グループ営業推進総括部 蓮井　靖信

四国支社長 主幹部員 

兼 四国支社長

交通・輸送ドメイン

三菱航空機（株）に転出 品質保証総括部 寺境　弘之

ＭＲＪ品質保証部長

交通・輸送ドメイン

三菱航空機（株）に転出 ＭＲＪ事業部 桝谷　啓介

業務部長

防衛・宇宙ドメイン 防衛・宇宙ドメイン

副ドメイン長 飛昇体事業部長 櫻井　啓司

兼 航空機・飛昇体事業部長 兼 名古屋誘導推進システム製作所長

防衛・宇宙ドメイン 防衛・宇宙ドメイン

航空機・飛昇体事業部 航空機事業部 白石　仁志

副事業部長 副事業部長

兼 名古屋誘導推進システム製作所長

防衛・宇宙ドメイン 防衛・宇宙ドメイン

先端技術事業部 航空機事業部 中野　博司

副事業部長 副事業部長

兼 企画グループ長

防衛・宇宙ドメイン 防衛・宇宙ドメイン

航空機・飛昇体事業部 エンジン・機器部長 守田　昌史

副事業部長

防衛・宇宙ドメイン

防衛・宇宙ドメイン 飛昇体事業部 

航空機・飛昇体事業部 副事業部長 

副事業部長 兼 営業部長 

兼 企画部長 兼 業務部長 

兼 先端技術事業部　事業推進部 主幹部員

砂田　憲司



－11－

新　職 旧　職 氏　名

防衛・宇宙ドメイン 防衛・宇宙ドメイン

航空機・飛昇体事業部 航空機事業部 西ヶ谷　知栄

副事業部長 副事業部長

防衛・宇宙ドメイン 防衛・宇宙ドメイン

航空機・飛昇体事業部 航空機事業部長 藤田　徹

事業部長代理 

兼 名古屋航空宇宙システム製作所長

防衛・宇宙ドメイン 防衛・宇宙ドメイン

航空機・飛昇体事業部 航空機事業部 河合　晃宏

営業部長 営業部長 

兼 先端技術事業部 事業推進部 主席部員

防衛・宇宙ドメイン 防衛・宇宙ドメイン

航空機・飛昇体事業部 航空機事業部 佐藤　裕子

航空機業務部長 業務部長

防衛・宇宙ドメイン 防衛・宇宙ドメイン

航空機・飛昇体事業部 航空機事業部 直塚　洋一

航空機品質保証部長 品質保証部長

防衛・宇宙ドメイン 防衛・宇宙ドメイン

航空機・飛昇体事業部 航空機事業部 池田　力

航空機技術部長 航空機技術部長 

兼 先端技術事業部 先端技術部 主幹技師 兼 先端技術事業部 先端技術部 主幹技師

防衛・宇宙ドメイン 防衛・宇宙ドメイン

航空機・飛昇体事業部 航空機事業部 片山　健

ヘリコプタ技術部長 ヘリコプタ技術部長

防衛・宇宙ドメイン 防衛・宇宙ドメイン

航空機・飛昇体事業部 航空機事業部 山田　弘之

航空機電子システム技術部長 電子システム技術部長 

兼 先端技術事業部 先端技術部 主幹技師 兼 先端技術事業部　先端技術部 主幹技師

防衛・宇宙ドメイン 防衛・宇宙ドメイン

航空機・飛昇体事業部 航空機事業部 廣田　英光

航空機製造部長 製造部長
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防衛・宇宙ドメイン 防衛・宇宙ドメイン

航空機・飛昇体事業部 航空機事業部 貞井　俊介

フライトテスト部長 フライトテスト部長 

兼 名古屋航空宇宙システム製作所 主幹部員 兼 名古屋航空宇宙システム製作所 主幹部員

防衛・宇宙ドメイン 防衛・宇宙ドメイン

航空機・飛昇体事業部 航空機事業部 小菅　健男

プロダクトサポート部長 プロダクトサポート部長

防衛・宇宙ドメイン 交通・輸送ドメイン

航空機・飛昇体事業部 ＭＲＪ事業部 浜口　悟

飛昇体業務部長 業務部

事業管理グループ長

防衛・宇宙ドメイン 防衛・宇宙ドメイン

航空機・飛昇体事業部 飛昇体事業部 平原　裕之

飛昇体品質保証部長 品質保証部長

防衛・宇宙ドメイン 防衛・宇宙ドメイン

航空機・飛昇体事業部 飛昇体事業部 江口　雅之

飛昇体技術部長 飛昇体技術部長 

兼 先端技術事業部 先端技術部 主幹技師 兼 先端技術事業部　先端技術部 主幹技師

防衛・宇宙ドメイン 防衛・宇宙ドメイン

航空機・飛昇体事業部 飛昇体事業部 黒田　能克

飛昇体電子システム技術部長 電子システム技術部長 

兼 先端技術事業部 先端技術部 主幹技師 兼 先端技術事業部　先端技術部 主幹技師

防衛・宇宙ドメイン 防衛・宇宙ドメイン

航空機・飛昇体事業部 飛昇体事業部 佐藤　渉

飛昇体製造部長 工作部長

防衛・宇宙ドメイン 防衛・宇宙ドメイン

宇宙事業部 宇宙事業部 坪井　正徳

宇宙システム技術部長 宇宙システム部 

次長

防衛・宇宙ドメイン 防衛・宇宙ドメイン

宇宙事業部 宇宙事業部 吉川　公人

宇宙機器技術部長 宇宙機器部長



－13－

新　職 旧　職 氏　名

機械・設備システムドメイン 機械・設備システムドメイン

製造・調達総括部 品質総括部長 桑原　正和

副総括部長 兼 品質マネジメント室長

兼 品質マネジメント室長

機械・設備システムドメイン 機械・設備システムドメイン

製造・調達総括部 生産総括部 矢田　晋一

副総括部長 加工センター長 

兼 加工センター長 兼 主幹技師

機械・設備システムドメイン 機械・設備システムドメイン

製造・調達総括部 機械・設備システム調達部長 松本　隆嗣

機械・設備システム調達部長 兼 事業戦略総括部 主幹部員

兼 事業戦略総括部 主幹部員

機械・設備システムドメイン 機械・設備システムドメイン

製造・調達総括部 品質総括部 上野　潤

相模原品質保証部長 相模原品質保証部長

機械・設備システムドメイン

機械・設備システムドメイン 冷熱事業部

製造・調達総括部 大型冷凍機技術部 

冷熱品質保証部長 主席技師 西崎　太真

兼 冷熱事業部 営業部 主幹技師 兼 営業部 主席技師 

兼 ＩＣＴソリューション本部 兼 ＩＣＴソリューション本部

　 ソリューションセンター 主幹技師  　ソリューションセンター 主席技師

機械・設備システムドメイン 機械・設備システムドメイン

製造・調達総括部 品質総括部 尾木　靖夫

機械品質保証部長 機械品質保証部長

兼 品質マネジメント室 主幹技師

機械・設備システムドメイン Mitsubishi Turbocharger Asia Co.,Ltd. 

製造・調達総括部 に転出〔社長〕 金山　紀彦

相模原製造部長

以　上
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