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2023年 2月 28日 

 

 

三菱ケミカルグループ 組織改正および人事異動について 

 

三菱ケミカルグループ※1 は、下記のとおり組織改正および人事異動を行いますのでお知らせいたし

ます。 

 

記 

 

1. 組織改正（2023 年 4 月 1 日付） 

(1) 監査 

 プロセス監査本部を「監査本部」、グローバルプロセス監査部を「グローバル監査部」と

改称する。 

(2) ファイナンス・コミュニケーション・IR 

 「ファイナンストランスフォーメーション部」を新設する。 

(3) デジタル 

 インフォメーションシステム＆テクノロジー本部とデータ＆先端技術本部を「デジタルス

トラテジックプランニング本部」「ビジネスソリューションデリバリー本部」「IT サービス

オペレーション本部」に再編する。 

 ビジネストランスフォーメーション部を「ビジネスプロセストランスフォーメーション

部」と改称する。 

(4) サプライチェーン 

 技術統括本部を「オペレーション（日本）本部」に集約する。 

 サプライチェーン企画本部を新設の「グローバル SC 企画本部」に集約する。 

 環境安全本部とプロダクトスチュワードシップ・品質保証部を新設の「SC 内部統制推進

本部」に集約する。 

(5) ベーシックマテリアルズ 

 事業本部を「石化事業本部」と「炭素事業本部」に再編する。 

(6) スペシャリティマテリアルズ 

 戦略企画本部を「グローバル企画本部」「グローバルマーケットディベロップメント本

部」「R&D 本部」に再編する。 

 アメニティライフ本部を「ライフソリューションズ本部」と改称する。 

 「特殊合成本部」を新設する。 

(7) ポリマーズ＆コンパウンズ／MMA 

 PMMA 本部を「PMMA グローバル本部」と改称する。 
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2. 組織図（2023 年 4 月 1 日付） 
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3. 人事異動（2023 年 4 月 1 日付） 

新職 現職 氏名 

▽監査本部長 コーポレートコミュニケーション

本部 IR 部長 

丸銭 裕子 

（マルゼニ ユウコ） 

▽グループ法人監査部長 グループ法人監査部 山口 淳 

（ヤマグチ ジュン） 

▽執行役シニアバイスプレジデント 

チーフテクノロジーオフィサー 

兼 イノベーション本部長 

兼 イノベーション企画部長 

執行役シニアバイスプレジデント

チーフテクノロジーオフィサー 

ラリー・マイクスナー 

▽デジタルストラテジックプランニン

グ本部長 

インフォメーションシステム&テ

クノロジー本部 プランニング＆

ガバナンス部長 

佐野 吉邦 

（サノ ヨシクニ） 

▽ビジネスソリューションデリバリー

本部長 

インフォメーションシステム&テ

クノロジー本部 海外グループ情

報システムマネジメント部長 

幸 毅彦 

（ユキ タケヒコ） 

▽IT サービスオペレーション本部長 インフォメーションシステム&テ

クノロジー本部長 

加藤 淳 

（カトウ ジュン） 

▽グローバル SC 企画本部長 

兼 オペレーション（Americas）本部長 

兼 オペレーション（EMEA）本部長 

オペレーション（Americas）本部

長 

マイケル・ボルテン 

▽オペレーション（日本）本部長 オペレーション（日本）本部 三重

事業所長 

藤巻 精一 

（フジマキ セイイチ） 

▽グリーントランスフォーメーション

推進本部長 

オペレーション（日本）本部 香川

事業所長 

赤羽 祥男 

（アカハネ ヨシオ） 

▽SC 内部統制推進本部長 環境安全本部長 吉住 正浩 

（ヨシズミ マサヒロ） 

▽執行役エグゼクティブバイスプレジ

デント ベーシックマテリアルズ所管 

兼 ベーシックマテリアルズビジネス

グループ 石化事業本部長 

石化／炭素ビジネスグループ 事

業本部長 

筑本 学 

（チクモト マナブ） 

▽ベーシックマテリアルズビジネスグ

ループ 炭素事業本部長 

石化／炭素ビジネスグループ 事

業本部 炭素事業部長 

加藤 剛 

（カトウ タダシ） 

▽スペシャリティマテリアルズビジネ

スグループ グローバル企画本部長 

アドバンストソリューションズビ

ジネスグループ アメニティライ

フ本部 ライフソリューション事

業部長 

海老原 真道 

（エビハラ シンドウ） 
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▽スペシャリティマテリアルズビジネ

スグループ グローバルマーケットデ

ィベロップメント本部長 

アドバンストソリューションズビ

ジネスグループ 戦略企画本部 マ

ーケット戦略部長 

ロン・デノー 

▽スペシャリティマテリアルズビジネ

スグループ インフォメーション&エ

レクトロニクス本部長 

アドバンストソリューションズビ

ジネスグループ インフォメーシ

ョン＆エレクトロニクス本部 戦

略企画部長 

若林 聡 

（ワカバヤシ サトシ） 

▽スペシャリティマテリアルズビジネ

スグループ アドバンストマテリアル

ズ本部長 

アドバンストソリューションズビ

ジネスグループ Americas 本部 

Performance Polymers 部長 

デイビッド・シュウプ 

▽スペシャリティマテリアルズビジネ

スグループ 特殊合成本部長 

Gelest 社 社長 ジョナサン・ゴフ 

▽スペシャリティマテリアルズビジネ

スグループ R&D 本部長 

アドバンストソリューションズビ

ジネスグループ 戦略企画本部長 

関 基弘 

（セキ モトヒロ） 

▽スペシャリティマテリアルズビジネ

スグループ Americas 本部長 

アドバンストソリューションズビ

ジネスグループ Americas 本部 

Engineering Shapes & Solutions 

部長 

バーニー・ウィルムス 

▽スペシャリティマテリアルズビジネ

スグループ China 本部長 

アドバンストソリューションズビ

ジネスグループ インフォメーシ

ョン＆エレクトロニクス本部長 

下平 靖雄 

（シモダイラ ヤスオ） 

▽スペシャリティマテリアルズビジネ

スグループ APAC 本部長 

（3 月 1 日付当社グループ入社予

定） 

クマール・ポール 

▽スペシャリティマテリアルズビジネ

スグループ 日本本部長 

アドバンストソリューションズビ

ジネスグループ アドバンストマ

テリアルズ本部長 

松尾 弘樹 

（マツオ ヒロキ） 

・ファイナンストランスフォーメーション部長については後日公表予定です。 

・組織図（2023 年 4 月 1 日付）記載の組織に関係する人事異動を今回公表しています。 

・2023 年 4 月 1 日付で、アドバンストソリューションズビジネスグループを「スペシャリティマテ

リアルズビジネスグループ」、石化／炭素ビジネスグループを「ベーシックマテリアルズビジネス

グループ」と改称します。（2023 年 1 月 20 日発表済） 

以上 

 

※1 三菱ケミカルグループは、三菱ケミカルグループ株式会社とそのグループ会社の総称です。 
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（ご参考） 

 
 

1. 三菱ケミカル株式会社の取締役の異動 

 

役位 現在 2023 年 4 月 1 日付 

代表取締役 福田 信夫 江口 幸治 

代表取締役 池川 喜洋 福田 信夫 

取締役 藤原 謙 筑本 学 

取締役 － 藤原 謙 

取締役 － 池川 喜洋 

 
 

2. 田辺三菱製薬株式会社の取締役の異動 

 

役位 現在 2023 年 4 月 1 日付 

代表取締役 上野 裕明 辻村 明広 

代表取締役 － 上野 裕明 

取締役 小林 義広 小林 義広 

取締役 藤原 謙 藤原 謙 

 
 

 

お問合せ先 

三菱ケミカルグループ株式会社 

コーポレートコミュニケーション本部 

メディアリレーション部 TEL：03-6748-7140 


