2015 年 3 月 31 日

組織改定 / 役員人事 / 人事異動 （2015 年 4 月 1 日付）
富士通テン（株）（本社：兵庫県神戸市 代表取締役社長：山中 明）は下記の通り、組織改定、役員人事
および人事異動を決定しましたので、お知らせします。
記

＜組織改定＞
【FC 室（新設）】
富士通グループとの連携を強化するため、FC 室を新設する。
【品質保証本部】
各部/室のミッションを明確にするため、企画総括室/品質保証部/品質管理部/部品品質管理室/
評価実験部をそれぞれ品質企画室/品質推進部/顧客品質部/部品品質室/適合性評価部に改称する。
【コーポレートセンター】
1．スマートコスト推進室（新設）
損益改善/コスト競争力の向上を狙いとした経費低減活動を強化するため、スマートコスト推進室を
新設する。
2．キャリアイノベーション室（新設）
シニア人財の最適配置およびキャリア支援を強化するため、キャリアイノベーション室を新設する。
3．健康推進室（統合/改称）
心身の疾病予防活動における専門性を高めるとともにグループ支援を強化するため、健康管理センターと
人事総務部の復職者支援/職場改善活動を統合し健康推進室に改称する。
【営業本部】
1．グローバル営業部（改称）
グローバルでの利益および売上/受注の最大化を加速させることを狙いとしたガバナンスを強化する
ため、地域営業部をグローバル営業部に改称する。
2．インドビジネス推進室（新設）
インドビジネスの更なる拡大を図るため、インドビジネス推進室を新設する。
3．TD ビジネス推進室（改称）
損益改善と事業拡大を積極的に推進するため、TD 事業室を営業本部へ編入し TD ビジネス推進室に
改称する。
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【共通技術推進部（改称）】
技術分野の共通部門として、グローバル開発体制整備/開発リソース管理/設計インフラ強化/設計資産
管理等を推進するため、技術管理部を共通技術推進部に改称する。
【先行開発企画部（新設）】
Vehicle-ICT の商品/技術戦略立案および先行研究開発/先行システム開発の推進を強化するため、
商品企画室/開発企画室/製品企画室を統合/再編し先行開発企画部（本部格）を新設する。
【ITS 技術本部】
1．計画室（改称）
本部の中期計画/方針/リソース/予算等に関する計画/推進を管掌するため、企画総括室を計画室に
改称する。
2．製品企画室（再編/改称）
製品企画室のうち ITS 事業に関する機能を ITS 技術本部へ移管し製品統括室を製品企画室に改称する。
3．品質保証部（再編/新設）
品質強化に向けた体制再構築として、ITS 事業に係る設計品質保証機能を品質保証本部より
ITS 技術本部へ移管し品質保証部を新設する。
4．PF 技術部（再編/改称）
開発企画室より画像処理技術の共通開発機能を ITS 技術本部へ移管しコンポーネント開発部を
PF 技術部に改称する。
5．第一ソフト技術部（再編/改称）
共通ソフトウェアの設計を強化するため、SS 技術本部より同業務を移管しソフト開発部を第一ソフト技術部に
改称する。
6．第二ソフト技術部（新設）
つながる商品の設計/運用を強化するため、SS 技術本部との間で関連業務を見直し第二ソフト技術部を
新設する。
7．アフターマーケット企画開発部（再編/新設）
アフターマーケット向けカーナビゲーションシステムに関わる製品企画/プロジェクトマネジメント強化/
ビジネス推進のため、商品企画室/製品企画室/CI 技術本部/SS 技術本部における関連業務を再編し
アフターマーケット企画開発部を新設する。
【CI 技術本部】
1．計画室（改称）
本部の中期計画/方針/リソース/予算等に関する計画/推進を管掌するため、企画総括室を計画室に
改称する。
2．製品企画室（新設）
製品企画室のうち CI 事業に関する機能を CI 技術本部へ移管し製品企画室を新設する。
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3．品質保証部（再編/新設）
品 質強 化に向 けた体制再 構築 として、CI 事業に係 る設 計品 質保 証機能を品 質保証 本部 より
CI 技術本部へ移管し品質保証部を新設する。
4．PF 企画開発室（新設）
CI 製品における共通化の推進を強化するため、SS 技術本部より共通 PF/周辺技術（LSI 関連）の
ハード開発機能を CI 技術本部へ移管し PF 企画開発室を新設する。
5．第一技術部/第二技術部/第三技術部（改称）
組織名称を統一するため、技術一部/技術二部/技術三部を第一技術部/第二技術部/第三技術部に
それぞれ改称する。
【SS 技術本部】
1．計画室（改称）
本部の中期計画/方針/リソース/予算等に関する計画/推進を管掌するため、企画総括室を計画室に
改称する。
2．品質保証部（再編/新設）
品質強化に向けた体制再構築として、SS 事業に係る設計品質保証機能を品質保証本部より
SS 技術本部へ移管し品質保証部を新設する。
3．PF 企画開発室（新設）
ソフトウェア PF 開発を強化するため、PF 開発部のソフトウェア開発機能と特命プロジェクト室を統合し
PF 企画開発室を新設する。
4．先行ミドル開発部（改称）
車載機の上位ミドルウェアの開発を強化するため、つながるサービス開発部を先行ミドル開発部に
改称する。
5．コアミドル技術部（改称）
各種周辺機器に関連するコアミドルウェア、ドライバの開発を強化するため、周辺技術開発部を
コアミドル技術部に改称する。
6．第二ソフト技術部（統合）
顧客と密接に連携し開発を推進するため、第二ソフト開発部と第三ソフト開発部を統合し第二ソフト技術部
とする。
【AS 技術本部】
1．先行システム開発室（統合/改称）
センサシステムの先行研究を強化するため、センサ先行開発室と SIP プロジェクト室、および開発企画室より
移管した次世代センシング技術を統合し先行システム開発室に改称する。
2．センサ開発室（統合/改称）、センサ技術室（改称）
センサ開発を強化するため、センサ第 2 技術室と G プロジェクト推進室 Fusion 開発チームを統合し
センサ開発室に改称するとともに、センサ第 1 技術室をセンサ技術室に改称する。
≪4 頁に続く≫

3

【AE 技術本部】
1．計画室（改称）
本部の中期計画/方針/リソース/予算等に関する計画/推進を管掌するため、企画総括室を計画室に
改称する。
2．製品企画室（新設）
製品企画室のうち AS/AE 事業に関する機能を AE 技術本部へ移管し製品企画室を新設する。
3．先行システム開発部（統合/改称）
パワートレーン製品の先行開発を強化するため、技術開発室をシステム開発室へ統合し先行システム開発部に
改称する。
4．制御ソフト技術部（統合/改称）
パワートレーン製品の制御仕様開発とソフトウェア開発の効率化を図るため、パワトレ開発部を
ソフト技術部へ統合し制御ソフト技術部に改称する。
5．パワトレ技術部（統合)
他社協業領域のパワートレーン製品の開発効率化を図るため、パワトレ技術部の他社協業製品の
ハード設計担当部門と、ソフト技術部のソフト結合設計担当部門を統合する。
6．制御システム技術部（統合/改称）
非協業領域における制御システム開発のスピード向上を図るため、パワトレ開発部とパワトレ技術部の
非協業製品の設計部門をパワエレ技術部へ統合し制御システム技術部に改称する。
【調達本部】
1．グローバル調達企画部（改称）
グローバル統括機能を強化するため、日本調達センターよりグローバルマネジメント機能（海外拠点窓口）を
移管しグローバル調達企画部に改称する。
2．調達部（改称）
本社機能としてのミッション/位置付けを明確にするため、日本調達センターを調達部に改称する。
【生産本部】
1．グローバル生産企画室（新設）
生 産 戦 略 /企 画 と本 部 統 括 機 能 を強 化 するため、生 産 管 理 部 の中 長 期 生 産 戦 略 機 能 および
生産技術一部の生産技術戦略機能を統合しグローバル生産企画室を新設する。
2．ものづくりＩＴ推進室（新設）
ＩＴを活用した、ものづくり改革のスピードアップを図るため、ものづくりに関するシステム開発機能を
生産技術一部より独立させ、ものづくり IT 推進室を新設する。
3．生産管理部（統合）
グローバル生産管理機能強化と業務の徹底した効率化を図るため、生産管理部と SCM 室を統合する。
4．生産技術部（統合）
他社を凌駕できるものづくり改革を実行するため、生産技術一部と生産技術二部を統合し生産技術部
とする。
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＜取締役＞
【新】
取締役執行役員副社長
品質・生産担当

【旧】
取締役執行役員副社長
生産担当

【氏名】
高 田
充

＜執行役員＞
【新】
執行役員常務 製品開発・CI/SS/ITS 担当

【旧】
執行役員常務 製品開発・CI/SS 担当

【氏名】
浅田 裕之

執行役員 ITS 技術本部長
（兼）FC 室長

執行役員 ITS 技術本部長

鈴木

執行役員 営業本部トヨタ営業部担当
（兼）トヨタ事業所長

執行役員 製品企画室 ECE

敬 島

執行役員 SS 技術本部長
（兼）情報システム部長

理事 情報システム部長

田尻

道夫

執行役員 AS 技術本部長
（兼）先行開発企画部長

製品企画室 ECE
（兼）開発企画室長

高橋

淳二

眞人

治

（※）ECE：Executive Chief Engineer

＜技監＞
【新】
技監 先行開発企画部担当

【旧】

【氏名】
大 川
徹

【旧】

【氏名】
音羽 良二

富士通株式会社

＜顧問＞
【新】
特命顧問 顧客品質担当

常任顧問

＜人事異動＞
【新】
品質保証本部品質企画室長

【旧】
品質保証本部企画総括室長

【氏名】
山 内
修

品質保証本部部品品質室長

品質保証本部部品品質管理室長

後藤

孝司

品質保証本部品質推進部長

品質保証本部品質保証部長

中嶋

利博

品質保証本部顧客品質部長

品質保証本部品質管理部長

尾田

哲也

品質保証本部適合性評価部長

品質保証本部評価実験部長

梅谷

一之
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【新】
コーポレートセンター秘書室長

【旧】
コーポレートセンター経営企画室 EX

【氏名】
藤本 亮誠

コーポレートセンター経営企画室長

コーポレートセンター経営企画室主査

吉田

廣之

コーポレートセンタースマートコスト推進室長 コーポレートセンター経営企画室主査

白 井

剛

コーポレートセンター人事総務部長
（兼）コーポレートセンター
キャリアイノベーション室長

コーポレートセンター人事総務部長

後藤

俊樹

コーポレートセンター
コーポレートコミュニケーション室長

富士通テン販売株式会社出向

浮田

哲治

コーポレートセンター
人事総務部総務グループ長
（兼）コーポレートセンター健康推進室長

コーポレートセンター人事総務部主査
（兼）東京事業所管理室長

阿部

清文

コーポレートセンター
人事総務部人事グループ長
（兼）東京事業所管理室長
（兼）トヨタ事業所管理室長

コーポレートセンター人事総務部主査

糸井川

営業本部営業企画部長
（兼）営業本部 TD ビジネス推進室長

商品企画室長

佐藤

営業本部グローバル営業部長

営業本部地域営業部主査

瀬戸山 郁代

理事
営業本部 OEM 営業部担当
営業本部カスタマーサービス部担当

営業本部 OEM 営業部長

田 井

営業本部 OEM 営業部長

ITS 技術本部製品統括室長
（兼）製品企画室 ITS ビジネスグループ CE
（兼）ITS 技術本部企画総括室長

前川

克行

営業本部インドビジネス推進室長

BR-I プロジェクト長

中村

幸夫

共通技術推進部長

技術管理部長

柳

先行開発企画部企画室長

開発企画室主査

大和

俊孝

先行開発企画部システム開発室長

開発企画室基盤技術 TL

今宮

隆英

睦

裕彦

聡

浩
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【新】
ITS 技術本部計画室長

【旧】
ITS 技術本部企画総括室事業企画 TL

【氏名】
佐々木 満

ITS 技術本部品質保証部長

ITS 技術本部製品統括室主査

横山

ITS 技術本部 PF 技術部長
（兼）ITS 技術本部製品企画室長

ITS 技術本部コンポーネント開発部長

竹 江

ITS 技術本部第一ソフト技術部長

ITS 技術本部ソフト開発部長

丸岡

正人

ITS 技術本部第二ソフト技術部長

SS 技術本部企画総括室主査

岡田

浩二

正穂
章

ITS 技術本部アフターマーケット企画開発部長 製品企画室 CI/SS ビジネスグループ CE

山 根

亨

CI 技術本部計画室長

CI 技術本部企画総括室長

大谷

CI 技術本部製品企画室長

CI 技術本部技術二部長

美 甘

CI 技術本部品質保証部長

SS 技術本部主査

渡邉

信治

CI 技術本部 PF 企画開発室長

SS 技術本部 PF 開発部長

澤井

利仁

CI 技術本部第一技術部長

CI 技術本部技術一部長

宮本

直敏

CI 技術本部第二技術部長

CI 技術本部技術開発室長

伊藤

淳治

CI 技術本部第三技術部長

CI 技術本部技術三部長

佐藤

哲哉

SS 技術本部計画室長

SS 技術本部企画総括室長

丸山

美徳

SS 技術本部品質保証部長

SS 技術本部企画総括室主査

富 田

SS 技術本部 PF 企画開発室長

SS 技術本部特命プロジェクト室長

新穂

浩成

SS 技術本部先行ミドル開発部長

SS 技術本部つながるサービス開発部長

宮野

和彦

SS 技術本部コアミドル技術部長

SS 技術本部周辺技術開発部長

橋本

行博

SS 技術本部第一ソフト技術部長

SS 技術本部 PF 開発部 PF ソフト開発 TL

余 川

SS 技術本部第二ソフト技術部長

SS 技術本部第三ソフト開発部長

野口

清司
徹

力

琢
哲宏
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【新】
AS 技術本部先行システム開発室長

【旧】
AS 技術本部センサ先行開発室長

【氏名】
関
哲 生

AS 技術本部センサ開発室長

AS 技術本部センサ第 2 技術室長

伊佐治

AS 技術本部センサ技術室長

AS 技術本部センサ第 1 技術室長

杉浦

慎一

AE 技術本部計画室長

AE 技術本部 AE/AS 企画総括室長

山根

温夫

AE 技術本部製品企画室長

製品企画室 AE/AS ビジネスグループ CE

山崎

伸仁

AE 技術本部先行システム開発部長

AE 技術本部システム開発室長

鷹 取

AE 技術本部 PF ソフト開発部長

AE 技術本部ソフト開発部長

阿部

顕徳

AE 技術本部制御ソフト技術部長

AE 技術本部ソフト技術部長

東田

博文

AE 技術本部制御システム技術部長

AE 技術本部パワエレ技術部長

松 浦

章

調達本部グローバル調達企画部長

調達本部調達企画部長

藤 下

学

調達本部調達部長

調達本部日本調達センター長

金子

忠幸

生産本部グローバル生産企画室長

生産本部生産管理部長

藤岡

新一

生産本部ものづくり IT 推進室長

生産本部生産技術一部システム開発・部品加工TL 岩 本

雅美

生産本部生産管理部長

生産本部 SCM 室長

三枝

佳弘

生産本部生産技術部長

生産本部生産技術二部長

小河畑 幸次

富士通天研究開発（天津）有限公司出向

富士通テンソリューションズフィリピン出向

横山

義彦

富士通テン韓国出向

営業本部営業技術室 EX

清水

哲夫

修

剛

（※）ECE：Executive Chief Engineer、CE：Chief Engineer（部長職）、TL：Team Leader（課長職）、EX：Expert（課長職）
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