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役員人事および組織改正に関するお知らせ 

  
当社は、2020 年 1 月 1 日付の役員人事および組織改正を決議しましたのでお知らせいたしま

す。本件に関する詳細につきましては、別紙プレスリリースをご参照ください。 
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2019 年 12 月 4 日 

トヨタ自動車株式会社 

 

役員人事および 

組織改正、幹部職の担当変更、人事異動について  
 

 

トヨタ自動車㈱（以下、トヨタ）は、2020 年 1 月 1 日付の役員人事および組織改正を発表しました。 

 

トヨタは、持続的な成長に向け、ビジネスユニットの設置や地域本部の再編、カンパニー制の 

導入等など、それぞれのビジネスや地域毎に、現場に近いリーダーが即断即決で必要な施策を実行 

できる体制づくりを進めてまいりました。また、本年 1月には、「経営のスピードアップ」に加え、現

場に根差した「専門性」と「人間性」を兼ね備えたプロ人材の育成を狙いに、役員体制の変更と 

幹部職の設定を行いました。今までにないスピードで激しく変化する外部環境の中で、構造改革に 

向けた重点課題に早急に対応するため、柔軟な人材の配置のための仕組みづくりや人材育成を実施 

してまいりました。 

 

今回の人事や組織改正では、それらの取り組みをより一層加速させるため、領域長を「統括部長」

と「フェロー」に見直し、執行役員以上のトップ経営陣と実務を担当する現場の間の階層を 

さらに減らすことで、実行力のさらなる強化とスピードアップを推し進めてまいります。また同時に、

トップによるそれそれの現場での指導・育成を通じ、組織全体の力の一層の底上げを図って 

まいります。 

 

今回の体制変更について、豊田章男社長は以下のように述べています。 

「CASE 革命によって、これからのクルマは情報によってあらゆるモノ・サービスとつながり、社会シ

ステムの一部になってまいります。これからはアライアンスの時代であり、『仲間づくり』が重要とな

ります。まずは、トヨタで働く一人ひとりが『この人と一緒に仕事をしたい』と思われる人間になら

なければなりません。仲間から『選ばれるトヨタ』になるために、人事制度の見直しも含め、 

専門能力と人間力を身につけた人材の育成に取り組んでまいります。」 

 

  



 
 

Ⅰ．役員人事 

１）1月 1日付 執行役員・Fellow の変更 

◇新任執行役員（3 名） 

氏 名 現 役 職 

中嶋 裕樹 Mid-size Vehicle Company (Executive Vice President) 

奥地 弘章 先進技術開発カンパニー(President) 

佐藤 恒治 Lexus International Co. (Executive Vice President) 

◇新任 Senior Fellow（1 名） 

氏 名 現 役 職 

James Kuffner 
Toyota Research Institute - Advanced Development, Inc.  

CEO and Representative Director 

◇退任執行役員（2 名） 

 

  

 

 

２）1月 1日付 新執行役員の体制 

◇社長・副社長の担当     ＊…現担当から変更がある役員  (除：組織改正等による名称変更) 

氏 名 新担当 現担当 

 豊田 章男 
Chief Executive Officer 

Chief Branding Officer 

Chief Executive Officer 

Chief Branding Officer 

 小林 耕士 

サステナビリティ推進室 

Chief Financial Officer 

Chief Risk Officer 

サステナビリティ推進室 

Chief Financial Officer 

Chief Risk Officer 

 Didier Leroy 
事業・販売(President) 

Chief Competitive Officer 

事業・販売(President) 

Chief Competitive Officer 

＊ 寺師 茂樹 

トヨタシステムサプライ 

トヨタ ZEV ファクトリー(本部長) 

Chief Technology Officer 

トヨタシステムサプライ 

トヨタ ZEV ファクトリー(本部長) 

先進技術開発カンパニー(Chairman) 

パワートレーンカンパニー(Chairman)

Chief Technology Officer 

 河合 満 
総務・人事本部(本部長) 

工場統括 

総務・人事本部(本部長) 

工場統括 

＊ 友山 茂樹 

GAZOO Racing Company(President) 

Chief Information Security Officer

コネクティッドカンパニー(Chairman)

GAZOO Racing Company(President) 

Chief Information Security Officer

＊ 吉田 守孝 

クルマ開発センター(センター長) 

モノづくり開発センター(センター長)

新興国小型車カンパニー(Chairman) 

クルマ開発センター(センター長) 

Mid-size Vehicle Company(President)

MS 統括部(部長兼務) 

◇Executive Fellow の担当         

氏 名 

佐藤 和弘 

澤 良宏 



 
 

 氏 名 新担当 現担当 

 Gill A. Pratt 

Toyota Research Institute, Inc. CEO

先進技術開発カンパニー 

(Executive Fellow) 

Toyota Research Institute, Inc. CEO

先進技術開発カンパニー(Fellow) 

 

◇執行役員の担当     ☆…新任 ＊…現担当から変更がある役員  (除：組織改正等による名称変更) 

 氏 名 新担当 現担当 

 James E. Lentz 
北米本部(本部長) 

ﾄﾖﾀ ﾓｰﾀｰ ﾉｰｽ ｱﾒﾘｶ㈱ 

北米本部(本部長) 

ﾄﾖﾀ ﾓｰﾀｰ ﾉｰｽ ｱﾒﾘｶ㈱ 

 宮内 一公 

Toyota Compact Car Company  

(President) 

トヨタ自動車東日本㈱ 

Toyota Compact Car Company  

(President) 

トヨタ自動車東日本㈱ 

 村上 晃彦 

欧州本部(副本部長) 

東アジア・オセアニア・中東本部 

(本部長) 

欧州本部(副本部長) 

東アジア・オセアニア・中東本部 

(本部長) 

 佐藤 康彦 国内販売事業本部(本部長) 国内販売事業本部(本部長) 

＊ 上田 達郎 
中国本部(本部長) 

トヨタ自動車(中国)投資㈲ 

中国・アジア本部(本部長) 

トヨタ自動車(中国)投資㈲ 

 Johan van Zyl 

欧州本部(本部長) 

ﾄﾖﾀ ﾓｰﾀｰ ﾖｰﾛｯﾊﾟ㈱ 

南アフリカトヨタ自動車㈱ 

欧州本部(本部長) 

ﾄﾖﾀ ﾓｰﾀｰ ﾖｰﾛｯﾊﾟ㈱ 

南アフリカトヨタ自動車㈱ 

 小川 哲男 
北米本部(副本部長) 

ﾄﾖﾀ ﾓｰﾀｰ ﾉｰｽ ｱﾒﾘｶ㈱ 

北米本部(副本部長) 

ﾄﾖﾀ ﾓｰﾀｰ ﾉｰｽ ｱﾒﾘｶ㈱ 

 小木曽 聡 

CV Company(President） 

(チーフエンジニア兼務) 

トヨタ車体㈱ 

CV Company(President） 

(チーフエンジニア兼務) 

トヨタ車体㈱ 

 白柳 正義 
渉外広報本部(本部長) 

調達本部(本部長) 

渉外広報本部(本部長) 

調達本部(本部長) 

 朝倉 正司 

TPS 本部(本部長) 

生産企画本部(本部長) 

工場統括 

TPS 本部(本部長) 

生産企画本部(本部長) 

工場統括 

＊ 前田 昌彦 

パワートレーンカンパニー

(President) 

 パワートレーン統括部(部長兼務) 

中国・アジア本部(副本部長) 

ﾄﾖﾀ ﾀﾞｲﾊﾂ ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ｱﾝﾄﾞ  

ﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ㈱ 

インドネシアトヨタ自動車㈱ 

新興国小型車カンパニー(President) 

 宮崎 洋一 

事業業務部 

営業業務部 

KD 事業部(部長兼務) 

販売支援部 

事業業務部 

営業業務部 

KD 事業部(部長兼務) 

販売支援部 

氏 名 新担当 現担当 



 
 

＊ 近 健太 

経理本部(本部長) 

先進技術開発カンパニー(Fellow) 

経理本部(本部長) 

先進技術開発カンパニー 

 (Executive Vice President) 

 山本 圭司 
コネクティッドカンパニー

(President) 

コネクティッドカンパニー 

(President) 

＊ 岡田 政道 

生産企画本部(副本部長) 

GAZOO Racing Company(生産担当) 

工場統括 

元町工場(工場長) 

三好工場(工場長) 

明知工場(工場長) 

生産企画本部(副本部長) 

ユニット系工場担当 

三好工場(工場長) 

明知工場(工場長) 

☆

＊ 
中嶋 裕樹 

Mid-size Vehicle Company 

(President) 

Mid-size Vehicle Company 

(Executive Vice President) 

(チーフエンジニア兼務) 

☆ 奥地 弘章 先進技術開発カンパニー(President) 先進技術開発カンパニー(President) 

☆

＊ 
佐藤 恒治 

Lexus International Co. 

 (President) 

(チーフエンジニア兼務) 

Lexus International Co. 

 (Executive Vice President) 

(チーフエンジニア兼務) 

 

◇Senior Fellow の担当                                                 ☆…新任  

 氏 名 新担当 現担当 

☆ James Kuffner 

Toyota Research Institute - Advanced 

Development, Inc. CEO 

先進技術開発カンパニー 

(Senior Fellow) 

Toyota Research Institute - 

Advanced Development, Inc. CEO  

and Representative Director 

 

 


