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　 １．機構改革（２０２３年４月１日付）

（１）研究開発拠点の改称
・「中央モーター基礎技術研究所」（神奈川県川崎市）を「ニデック新川崎テクノロジーセンター」に、
「生産技術研究所」（京都府相楽郡精華町）を「ニデックけいはんなテクノロジーセンター」に改称する。

（２）研究部門の再編
・製品技術研究所に「業務部」、「Ｅ－Ａｘｌｅモジュール開発部」、「次世代モータモジュール開発部」、
「メカトロ・電子モジュール開発部」、「製品要素技術開発部」を新設する。

・生産技術研究所に「企画管理部」、「生産自動化・メカトロ開発部」、「生産ＡＩ・データ科学開発部」、
「検査・品質分析開発部」、「材料・加工・接合技術開発部」を新設する。

・システム生産開発センターに「企画管理部」、「システムプロジェクト推進部」、「システムソフトウエア開発部」、
「電子デバイス生産工程開発部」、「生産工程内製開発部」、「生産標準化推進部」を新設する。

・「ＣＴＯ技術企画部」、「けいはんなテクノロジーセンター業務部」を新設する。

（３）車載事業本部の変更
・第１車載事業部、第２車載事業部の「事業企画部」、車載事業本部直下の「生産企画部」、
「商品戦略企画統括部」を統合し、車載事業本部直下に「戦略統括部」を新設する。
戦略統括部の傘下に「事業企画部」、「生産企画部」を新設する。

・第１車載事業部、第２車載事業部の「営業統括部」を統合し、車載事業本部直下に「営業統括部」を新設する。
営業統括部の傘下に「営業部」、「営業管理部」を新設する。

・車載事業本部直下の「生産管理部」を、第１車載事業部 生産統括部の傘下に移管する。
・プラットフォーム開発センターの「第１開発統括部」と「第２開発統括部」を統合し、「開発統括部」を新設する。
開発統括部の傘下に「開発第１～５部」を新設する。

・第２車載事業部の「プロジェクト推進統括部」を廃止する。
これに伴い、プロジェクト推進統括部傘下の「プロジェクト推進部」を第２車載事業部の直下に移管する。

・第２車載事業部 開発統括部の「開発第４部」を廃止する。
・第２車載事業部 生産統括部の「生産技術第２部」を廃止し、「生産技術第１部」を「生産技術部」に改称する。

   ２．人事異動
（２０２３年４月１日付）

車載事業本部副本部長 兼 車載事業本部副本部長 兼
第１車載事業部長 兼 第１車載事業部副事業部長 兼
プラットフォーム開発センター所長 プラットフォーム開発センター所長
ニデックパワートレインシステムズ㈱社長 日本電産トーソク㈱社長
尼得科(蘇州)有限公司会長

　　常務執行役員 　　常務執行役員
車載事業本部副本部長 兼 中国車載事業統括 兼 車載事業本部副本部長 兼 第１車載事業部長
車載営業統括 尼得科(蘇州)有限公司会長
広州尼得科汽車駆動系統有限公司副会長 広州尼得科汽車駆動系統有限公司副会長
尼得科(蘇州)有限公司取締役

　　常務執行役員 　　常務執行役員
システム生産開発センター所長 グローバル生産技術統括本部長

かねこ　のぼる

　　常務執行役員 金子 晃 　　常務執行役員

    はやふね   かずや

早舩　一弥

2023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  

（ 新 ） （ 旧 ）

おおにし　ひろし

大西　寛
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　　常務執行役員 　　常務執行役員
最高業績管理責任者 最高業績管理責任者
最高営業責任者 最高営業責任者
グローバル営業統括本部長 兼 グローバル営業統括本部長 兼
営業戦略部長 営業戦略部長
ニデックアメリカ㈱会長 米国日本電産㈱会長
ニデック（上海）国際貿易有限公司会長

車載事業本部副本部長 兼 第２車載事業部長 兼 車載事業本部副本部長 兼 第２車載事業部長
車載生産統括 ニデックモータ(大連)有限公司会長兼社長
ニデックモータ(大連)有限公司会長 日本電産凱宇汽車電器(江蘇)有限公司会長
ニデック凱宇汽車電器(江蘇)有限公司会長 ニデック自動車モータ(浙江)有限公司会長
ニデック自動車モータ・アメリカ合同会社会長
ニデック自動車モータ(浙江)有限公司会長
ニデック自動車モータ・メキシコ合同会社会長

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
最高業務管理責任者 経営企画部・リスク管理室・広報宣伝部・総務部担当
経営企画部・リスク管理室・広報宣伝部・総務部担当 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 リスク管理委員会委員長
リスク管理委員会委員長 日本電産グローバルサービス㈱会長
ニデックグローバルサービス㈱会長 ニデック(上海)管理有限公司会長
ニデック(上海)管理有限公司会長

秘書室・人事部担当 秘書室・人事部担当
秘書室長

製品技術研究所長 生産技術研究所長 兼
生産技術研究所支援統括部長

グローバル生産技術統括本部 
システム生産開発センター副所長 兼 生産技術第１部長
生産標準化推進部長

車載事業本部　 日本電産ヨーロッパ㈱社長
　事業改善推進担当
ニデックヨーロッパ㈱社長

システム生産開発センター グローバル生産技術統括本部 
システムプロジェクト推進部長 　生産技術第２部長

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

車載事業本部 車載事業本部
　戦略統括部長 兼 同事業企画部長 　第２車載事業部 事業企画部長

車載事業本部　 車載事業本部　
　プラットフォーム開発センター 管理部長 　プラットフォーム開発センター　

　管理部 第１チームリーダー

車載事業本部 車載事業本部 
　第２車載事業部 プロジェクト推進部長 　第２車載事業部

　プロジェクト推進統括部 プロジェクト推進部長

　　常務執行役員

うしお　ふみあき

　　常務執行役員 牛尾　文昭 　　常務執行役員

たかはし　とおる

髙橋　亨

いがらし　かずつぐ

　　常務執行役員 五十嵐　一嗣

　　執行役員 岸本　真 　　執行役員

そり　しゅういちろう

　　執行役員 蘇理　修一郎

     ひらた　  ともこ

　　執行役員 平田　智子 　　執行役員

 きしもと  しん

いいづか　ひろふみ

飯塚　洋文

いのうえ　たくろう

井上　琢朗

いわた　けんじ

岩田　健次

やすい　たくお

安井　琢人

あかつか　あきら

赤塚　明

あたらし　たかお

新子　剛央
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車載事業本部 車載事業本部
　プラットフォーム開発センター 開発統括部長 　プラットフォーム開発センター 
製品技術研究所　 　第１開発統括部長 兼 第２開発統括部長
　Ｅ－Ａｘｌｅモジュール開発部長

車載事業本部 車載事業本部 
　プラットフォーム開発センター 　プラットフォーム開発センター 
　開発統括部 開発第４部長 　第２開発統括部 開発第１部長

車載事業本部　 車載事業本部　
　営業統括部 営業部長 　第２車載事業部 

　営業統括部 営業部長

製品技術研究所　
　次世代モータモジュール開発部長 車載事業本部 プラットフォーム開発センター副所長

システム生産開発センター グローバル生産技術統括本部 
企画管理部長 　企画管理部長 

ニデックエレクトリックモータ・セルビア有限会社社長 ニデックエレクトリックモータ・セルビア有限会社部長

グループ中国圏営業副統括 グループ中国圏営業副統括
小型モータ事業本部 小型モータ事業本部
　営業統括部 副統括部長 　営業統括部 副統括部長
ニデック（上海）国際貿易有限公司副会長

製品技術研究所副所長 中央モーター基礎技術研究所 
　研究第２部長

車載事業本部　 車載事業本部　
　第１車載事業部 事業経理部長 　第１車載事業部　

　事業経理部　第1グループリーダー

ニデック（上海）国際貿易有限公司社長 日電産（上海）国際貿易有限公司副社長
尼得科（蘇州）有限公司駐在

生産技術研究所 生産技術研究所 
　検査・品質分析開発部長 　研究第４部 第２グループリーダー

滋賀技術開発センター所長 車載事業本部 
車載事業本部 　商品戦略企画統括部長
　事業改善推進担当 滋賀技術開発センター所長

小型モータ事業本部 小型モータ事業本部
　技術開発統括部長 兼 技術開発第２部長 　技術開発統括部長

車載事業本部 車載事業本部
　第１車載事業部ＣＦＯ 　第１車載事業部 事業経理部長

ニデックモータ（大連）有限公司社長 ニデックモータ（大連）有限公司副社長
日電産（上海）国際貿易有限公司社長
車載事業本部
　第１車載事業部 営業統括部長 

車載事業本部 車載事業本部
戦略統括部 生産企画部長 生産企画部長

　　執行役員

かやま　かずお

香山　一夫

おおえ　たかゆき

大江　貴之

おおかど　かずあき

大門　一顕

おおかわ　あつし

かわさか　やすき

川阪　康樹

きの　てつお

木野　哲夫

きむら　まさひろ

木村　誠宏

大川　敦

かたおか　なかば

片岡　央

さわだ　しげおき

澤田　茂興

しみず　 としあき

清水　俊晶

しみず　ふみひろ

清水　文博

こにし　いっせい

小西　一成

こ　ちゅうぎ

顧　仲義

さえき　てつお

佐伯　哲夫

すなおか　ひろき

砂岡　紘樹

たいなか 　 のぶと

田井中　信人
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生産技術研究所 生産技術研究所 
　生産自動化・メカトロ開発部長 　研究第３部長

製品技術研究所　 ニデックモータ（大連）有限公司副社長
メカトロ・電子モジュール開発部長

小型モータ事業本部 日本電産(浙江)有限公司社長
　車載小型モータ事業部長

生産技術研究所 生産技術研究所 
　生産ＡＩ・データ科学開発部長 　研究第４部長

生産技術研究所副所長 生産技術研究所副所長 兼 
　研究第２部長

車載事業本部　 車載事業本部　
　購買統括部　購買第１部長 　購買統括部　購買第１部 部長

フィリピン日本電産㈱副社長 フィリピン日本電産㈱部長

システム生産開発センター グローバル生産技術統括本部 
電子デバイス生産工程開発部長 モジュール技術グループリーダー

生産技術研究所 生産技術研究所 
　材料・加工・接合技術開発部長 　研究第１部長

車載事業本部 車載事業本部 
　第２車載事業部副事業部長 兼 生産統括部長 　第２車載事業部副事業部長 兼

　生産統括部長 兼 同生産技術第２部長

小型モータ事業本部　 フィリピン日本電産株式会社副社長
　車載小型モータ事業部 開発統括部長

ニデックモータ（浙江）有限公司社長 日本電産（浙江）有限公司副社長

車載事業本部 車載事業本部
　プラットフォーム開発センター 　プラットフォーム開発センター 
　開発統括部 開発第２部長 　第１開発統括部 開発第３部長

車載事業本部 車載事業本部 
営業統括部 営業管理部長 第２車載事業部

グローバル購買統括本部 営業統括部 営業管理部長
　グローバルＳＣＭ部長 グローバル購買統括本部 

　グローバルＳＣＭ部長

システム生産開発センター 中央モーター基礎技術研究所
システムソフトウエア開発部長 研究第２部長 第１グループリーダー

車載事業本部 車載事業本部
営業統括部長 第２車載事業部 営業統括部長

車載事業本部 車載事業本部
　プラットフォーム開発センター 　プラットフォーム開発センター 
　開発統括部 開発第１部長 　第１開発統括部 開発第１部長

ちよまつ　のぶみつ

千代松　伸光

つじむら　しげひろ

辻村　成浩

ともやま　しんいち

友山　進一

たでら　たかみつ

田寺　孝光

ぬまた　まさし

沼田　理志

はなの　まさあき

花野　雅昭

 はが　ひでひろ

芳賀　英博

   とよしま　  なおこ

豊嶋　直穂子

なかたに　けいいちろう

中谷　圭一郎

にしやま　たける

西山　健

ひろた　しずま

廣田　静馬

ふくむら　ともひろ

福村　友博

ふじの　けんたろう

藤野　健太郎

はせがわ　ともひろ

長谷川　朋広

はちけん　あきとし

八間　昭寿

はまぎし　けんいちろう

濵岸　憲一朗

ふじはら　ひさし

藤原　久嗣
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車載事業本部 車載事業本部
　プラットフォーム開発センター 　プラットフォーム開発センター 
　開発統括部 開発第５部長 　第２開発統括部 開発第２部長

システム生産開発センター グローバル生産技術統括本部 
生産工程内製開発部長 　生産技術第１部 第２グループリーダー

車載事業本部 車載事業本部
　第２車載事業部 　第２車載事業部 
　開発統括部 開発第３部長 　開発統括部 開発第４部長

車載事業本部 車載事業本部
　プラットフォーム開発センター 　プラットフォーム開発センター 
　開発統括部 開発第３部長 　第１開発統括部 開発第５部長

ＣＴＯ技術企画部長 小型モータ事業本部
　精密小型モータ事業部
　開発統括部 開発第３部 部長

製品技術研究所　 中央モーター基礎技術研究所 
　業務部長 　業務部長

けいはんなテクノロジーセンター業務部長 生産技術研究所支援統括部
　業務部長

車載事業本部 車載事業本部 
　第２車載事業部 開発統括部長 兼 　第２車載事業部 開発統括部長 兼
　同開発第２部長 　プロジェクト推進統括部長

車載事業本部 車載事業本部
　第１車載事業部 　生産管理部長
　生産統括部 生産管理部長

車載事業本部 車載事業本部 
　第２車載事業部 　第２車載事業部
　開発統括部 開発第１部長 　開発統括部 開発第２部長

製品技術研究所　 中央モーター基礎技術研究所
　製品要素技術開発部長 研究第１部長

　　以　　上

ますだ　こういちろう

増田　耕一郎

まつした　もとお

松下　源生

みたに　こういち

三谷　康一

ほその　たつお

細野　辰夫

ほんだ　たけし

本田　武

やまうち　まさなお

山内　政直

やました　よしあき

山下　佳明

やまもと　かずゆき

山本　和志

みま　しゅんいち

美馬　俊一

みやけ　やすし

三宅　靖

むらかみ　しゅんすけ

村上　俊輔
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