
  

２０１５年３月２６日 

組織変更・人事異動について 

（２０１５年４月１日付） 

 

１． アプライアンス社における組織変更等 

（ 趣旨・内容 ） 

①テレビ事業部の新設 

テレビ事業における、日本・欧州・アジア・中南米の４地域に集中した商品力強化と地域完結

体制の構築による再成長に向けて、テレビ事業に最適な体制の構築、社内外へのプレゼン

スの向上を図るため、｢テレビ事業部」を新設し、｢ホームエンターテインメント事業部」から 

同事業関連の機能を移管する。 

②パナソニック アプライアンス アジアパシフィック社の新設 

成長著しいアジアにおいて、自己完結・脱日本によるスピード経営で家電事業の成長を加速

するため、家電事業の域内戦略立案・推進・意思決定を担う「パナソニック アプライアンス 

アジアパシフィック社」をアプライアンス社のマネジメント傘下に新設する。 

 

氏    名 新    職 現    職 

品田 正弘 アプライアンス社 

テレビ事業部長 

パナソニック ブラジル（有）副社長 

田岸 弘幸 アプライアンス社 常務 

パナソニック アプライアンス  

アジアパシフィック社 社長 

アプライアンス社 

ＡＰアジア実行プロジェクトリーダー 

 

 

２．ＡＶＣネットワークス社 イノベーションセンターの新設等 

（ 趣旨・内容 ） 

AVC ネットワークス社における２０１８年度ＢｔｏＢソリューション１.５兆円実現に向けて、ビジネス

フロントにおけるイノベーションの加速や顧客密着のソリューション事業を創出する｢イノベーショ

ンセンター」を新設する。 

 

氏    名 新    職 現    職 

江坂 忠晴 ＡＶＣネットワークス社 

 イノベーションセンター所長 

パナソニック システムネットワークス（株） 

 システムソリューションズジャパン 

カンパニー副社長 

 

 

 



３．オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社における組織変更等 

（ 趣旨・内容 ） 

オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社において、成長へ向けた重点分野である「車載」

｢産業」分野における顧客対応力と競争力の強化を狙いとして、以下の体制変更を行う。 

①｢電装システム事業部」にカースイッチ事業、バック＆コーナーセンサ事業、車載カメラモジュ

ール事業を統合し、｢車載エレクトロニクス事業部」を新設する。 

②｢機構部品事業部」と「制御機器事業部」を統合し、「メカトロニクス事業部」を新設する。 

③｢キャパシタ事業部」と「回路部品事業部」を統合し、｢デバイスソリューション事業部」を新設し、

傘下に「パナソニック プレシジョンデバイス（株）」を編入する。 

④エナジー事業担当直下にＴｅｓｌａ社向けの販売を推進する「三洋電機（株） Ｔｅｓｌａビジネスユ

ニット」を新設する。 

⑤新設する三洋電機（株） 二次電池事業部傘下に、現 同社小型二次電池事業部より機能を

移管した｢小型二次電池ビジネスユニット」を新設する。 

⑥アプライアンス社「モータ事業部」を、オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社｢スマ

ートファクトリーソリューション事業部」傘下に「モータビジネスユニット」として移管する。 

⑦戦略機能を集中し意思決定スピードの加速を図るべく、現在のオートモーティブ＆インダスト

リアルシステムズ社のプロフェッショナル・ビジネス・サポート部門のうち、企画センター、経理

センター、人事・総務センターを集約し、カンパニー戦略部門として少数精鋭化した｢カンパニ

ー戦略室」を新設する。 

※オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社の２０１５年４月１日付組織変更については、

２０１５年２月２７日付「取締役・役員および監査役の人事等について」にも記載。 

  

氏    名 新    職 現    職 

山内 隆司 オートモーティブ＆ 

インダストリアルシステムズ社 常務 

 インダストリアル営業本部長 

オートモーティブ＆ 

インダストリアルシステムズ社 常務 

 人事・総務センター所長 

奥田 茂雄 オートモーティブ＆ 

インダストリアルシステムズ社 

車載エレクトロニクス事業部長 

 

オートモーティブ＆ 

インダストリアルシステムズ社 

柴田上席副社長付 

車載エレクトロニクス事業担当 

小林 稔 オートモーティブ＆ 

インダストリアルシステムズ社 

車載エレクトロニクス事業部 

 事業部次長 

オートモーティブ＆ 

インダストリアルシステムズ社 

電装システム事業部長 

生駒 宗久 オートモーティブ＆ 

インダストリアルシステムズ社 

エナジー事業担当 ＣＴＯ 

オートモーティブ＆ 

インダストリアルシステムズ社 

技術本部 主席技監 

 （兼）エナジー開発センター所長 

北林 正行 三洋電機（株） 

Ｔｅｓｌａビジネスユニット長 

三洋電機（株） 

小型二次電池事業部 

 ＣＡ事業担当 
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（下線部は、現職に加え、今回新たに任命された役職） 

氏    名 新    職 現    職 

渡邊 庄一郎 三洋電機（株） 

二次電池事業部 事業部次長 

 （兼）小型二次電池 

ビジネスユニット長 

三洋電機（株） 

小型二次電池事業部 技術総括 

尾本 勝彦 オートモーティブ＆ 

インダストリアルシステムズ社 常務 

インダストリアル事業総括担当 

オートモーティブ＆ 

インダストリアルシステムズ社 常務 

企画センター所長 

佐藤 敦司 オートモーティブ＆ 

インダストリアルシステムズ社 

メカトロニクス事業部長 

オートモーティブ＆ 

インダストリアルシステムズ社 

機構部品事業部長 

村瀬 恭通 オートモーティブ＆ 

インダストリアルシステムズ社 

メカトロニクス事業部 事業部次長 

オートモーティブ＆ 

インダストリアルシステムズ社 

回路基板ストラテジックビジネス 

ユニット長 

上田 京治 オートモーティブ＆ 

インダストリアルシステムズ社 

 メカトロニクス事業部 事業部次長 

オートモーティブ＆ 

インダストリアルシステムズ社 

 制御機器事業部長 

小山 一弘 パナソニック セミコンダクター 

ソリューションズ（株）社長 

パナソニック セミコンダクター 

ソリューションズ（株）取締役 

 半導体ビジネスユニット長 

大野 茂 オートモーティブ＆ 

インダストリアルシステムズ社 

デバイスソリューション事業部長 

オートモーティブ＆ 

インダストリアルシステムズ社 

回路部品事業部長 

富永 俊秀 オートモーティブ＆ 

インダストリアルシステムズ社 

デバイスソリューション事業部 

事業部次長 

   （兼）パナソニック プレシジョン 

デバイス（株）社長 

パナソニック プレシジョン 

デバイス（株）社長 

新宮領 理 オートモーティブ＆ 

インダストリアルシステムズ社 

スマートファクトリー 

ソリューション事業部 事業部次長 

 （兼）モータビジネスユニット長 

パナソニック アジアパシフィック（株） 

パナソニック デバイス 

 シンガポール 社長 

  （兼）パナソニック デバイス 

 マレーシア（株）社長 

  （兼）パナソニック デバイス 

 タイ（株）社長 
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（下線部は、現職に加え、今回新たに任命された役職） 

氏    名 新    職 現    職 

高橋 学 オートモーティブ＆ 

インダストリアルシステムズ社 

スマートファクトリー 

ソリューション事業部 事業部次長 

 （兼）パナソニック 溶接 

システム（株）社長 

パナソニック 溶接システム（株）社長 

清水 義正 オートモーティブ＆ 

インダストリアルシステムズ社 常務 

カンパニー戦略・企画担当 

 （兼）カンパニー戦略室長 

オートモーティブ＆ 

インダストリアルシステムズ社 

企画センター 

 カンパニー経営企画担当 

  （兼）管理担当（ＣＩＯ・ＣＳＯ・ＣＲＯ） 

小黒 克也 オートモーティブ＆ 

インダストリアルシステムズ社 常務 

人事担当 

オートモーティブ＆ 

インダストリアルシステムズ社 

人事・総務センター 人事担当総括 

 （兼）オートモーティブ人事グループ 

マネージャー 

中堀 真介 オートモーティブ＆ 

インダストリアルシステムズ社 常務 

管理担当（ＣＲＯ・ＣＱＯ・ＣＩＯ・ＣＳＯ） 

三洋電機（株）執行役員 

オートモーティブ＆ 

インダストリアルシステムズ社 常務 

品質・調達・ロジスティクス担当（ＣＱＯ） 

なお、現、同社 キャパシタ事業部長 高橋 寛 は、パナソニック アジアパシフィック（株）  

パナソニック デバイス シンガポール社長（兼）パナソニック デバイス マレーシア（株）社長 

（兼）パナソニック デバイス タイ（株）社長とする。 

現、同社 常務 インダストリアル営業本部長 阿比留 拓也 は、同社 デバイスソリューション

事業部 営業総括とする。 

 

 

４．｢デザインカンパニー」の機能・名称変更等 

（ 趣旨・内容 ） 

４カンパニーがこれまで以上に自己完結型の経営を完遂できるよう、商品デザイン開発機能を

カンパニーに前線化する。 

一方で、当社のデザインを戦略的視点で企画し一貫性と統一性を担保する仕組みや、長期的

かつカンパニーの枠組みに捕らわれない先行開発、人材育成、当社のデザインを対外的に代

表する機能等は維持し、「デザイン戦略室」と名称変更する。 

  

氏    名 新    職 現    職 

根岸 豊 デザイン戦略室長 デザインカンパニー社長 
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５．｢グローバル調達社」の新設等 

（ 趣旨・内容 ） 

集中契約・集中購買の拡大と、より効率的な調達活動を推進するため、全社調達行政・調達集

中オペレーションを担う「グローバル調達社」を新設し、全社の関連する調達機能の移管・統合

を図る。また、グローバル調達社傘下に「集中契約センター」を新設する。 

 

 （下線部は、現職に加え、今回新たに任命された役職） 

氏    名 新    職 現    職 

和田 充紀 グローバル調達社 社長 ＡＶＣネットワークス社 

 グローバルプロキュアメントセンター 

所長、 

プロキュアメント社担当、 

全社調達改革推進担当 

永田 雅春 グローバル調達社 

 集中契約センター所長 

  （兼）オートモーティブ＆ 

インダストリアルシステムズ社 

  インフォテインメントシステム事業部 

   グローバルプロキュアメントセンター 

所長 

オートモーティブ＆ 

インダストリアルシステムズ社  

 インフォテインメント事業部 

  グローバルプロキュアメントセンター 

所長 

 

 

６．本社部門・プロフェッショナル ビジネス サポート部門における組織の名称変更 

（ 趣旨・内容 ） 

部課制の導入にあわせ、コーポレート戦略本部、プロフェッショナル ビジネス サポート部門傘

下の組織について、名称変更を行う。 

 

＜コーポレート戦略本部＞ 

新  名  称 現  名  称 

経営企画部 経営企画グループ 

経理事業管理部 経理事業管理グループ 

人材戦略部 人事戦略グループ 

 

＜プロフェッショナル ビジネス サポート部門＞ 

新  名  称 現  名  称 

経理・財務部 経理・財務グループ 

監査部 監査グループ 

人事労政部 人事・労政グループ 

施設管財部 施設管財グループ 
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ブランドコミュニケーション本部 

コーポレートブランドプランニング部 

ブランドコミュニケーション本部 

コーポレートブランドプランニンググループ 

ブランドコミュニケーション本部 

グローバルコミュニケーション部 

ブランドコミュニケーション本部 

グローバルコミュニケーショングループ 

 

 

７．リスク・ガバナンス本部 副本部長等の任命 

氏    名 新    職 現    職 

新井 克彦 リスク・ガバナンス本部 副本部長 リーガル本部 副本部長 

長沢 秀治 全社ＣＴＯ室 

技術戦略部長 

（兼）新規事業創出推進部長 

（兼）技術担当役員付 企画総括担当 

三洋電機（株）取締役 常務執行役員 

経営企画本部長 

 （兼）法務担当 

堤 篤樹 アプライアンス社 

コールドチェーン事業部長 

アプライアンス社 

コールドチェーン事業部 

 コールドチェーン事業総括 

なお、現事業部長 菱谷 清 は、独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構出向

とする。 

 

松永 陽介 アプライアンス社 

キッチンアプライアンス事業部長 

パナソニック マレーシア（株）社長 

河野 明 アプライアンス社 

 日本地域コンシューマー 

マーケティング部門 

   パナソニック コンシューマー 

マーケティング（株）社長 

   （兼）コンシューマーマーケティング 

ジャパン本部副本部長（営業総括） 

日本地域コンシューマー 

マーケティング部門 

 コンシューマーマーケティング 

 ジャパン本部 副本部長（営業総括） 

   （兼）パナソニック コンシューマー 

マーケティング（株）副社長 

なお、現社長 野崎 薫 は、アプライアンス社 日本地域コンシューマーマーケティング部門 

中島部門長付 主幹とする。 

 

長尾 久和 パナソニック産機システムズ（株）社長 パナソニックＥＳ産機システム（株）社長 

山内 政直 アプライアンス社 常務 

パナソニック チャイナ（有） 

パナソニック 

 アプライアンス社(中国)社長 

アプライアンス社 

モータ事業部長 

なお、現社長 木嶋 忠敏 は、アプライアンス社 経営企画部 中国事業担当とする。 
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氏    名 新    職 現    職 

中川 憲亮 エコソリューションズ社 

マーケティング本部 

 住建営業統括部長 

エコソリューションズ社 

マーケティング本部 

 戦略企画室長 

大瀧 清 エコソリューションズ社 常務 

 製造担当、品質・環境推進担当、 

 地球環境保全統括者、 

 総括安全衛生管理者 

  （兼）ものづくり革新本部長 

アンカーエレクトリカルズ（株）社長 

なお、現、同社 常務 全社製造担当、品質・環境推進担当、全社総合安全管理者 木村 規久男 

は、同社 製造担当付 エグゼクティブアドバイザーとする。 

 

増子 泰弘 ＡＶＣネットワークス社 常務 

品質・ソフトウェア戦略担当 

ＡＶＣネットワークス社 常務 

 パナソニック システムネットワークス（株） 

  オフィスプロダクツ事業部長 

松本 時和 ＡＶＣネットワークス社 常務 

モノづくりプロセス担当 

ＡＶＣネットワークス社 

技術本部 

 ＡＶＣ技術開発センター所長 

香田 敏行 ＡＶＣネットワークス社 

事業開発センター所長 

パナソニック システムネットワークス（株） 

セキュリティシステム事業部長 

島田 伊三男 パナソニック システムネットワークス（株） 

セキュリティシステム事業部長 

パナソニック システムネットワークス（株） 

セキュリティシステム事業部 事業総括 

廣瀬 諭
ゆ

紀
き

雄
お

 パナソニック マーケティング 

 ヨーロッパ（有） 

 パナソニック コンシューマー  

マーケティング ヨーロッパ 社長 

パナソニック ノースアメリカ（株） 

パナソニック コンシューマー  

エレクトロニクス社 副社長 

なお、現社長 松下 理一 は、パナソニック ブラジル（有）社長とする。 

 

 

以   上 
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