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２０２０年１月１７日 
三菱商事株式会社 

２０２０年度 役員人事等に係る件 

Ⅰ. 執行役員 

1. 新任執行役員 ： 4 月 1 日付

氏 名 現役職

大河原 誠 財務部長

菊地 清貴 コンシューマー産業グループ CEO オフィス室長

荻久保 直志 都市開発本部長

野島 嘉之 法務部長

高田 明彦 天然ガス第二本部長（兼）LNG グローバルマーケティング部長 

河手 哲雄 人事部長

近藤 恭哉
自動車・モビリティグループ CEO オフィス 

（事業投資・事業構想・デジタル戦略担当）

朝倉 康之 新エネルギー・電力本部長

今村 功 機能素材本部長

羽地 貞彦
Mitsubishi Development Pty Ltd 出向 

（Managing Director & CEO） 

2. 昇役執行役員 ： 4 月 1 日付

新 現 氏 名

常務執行役員 執行役員 平井 康光 

3. 退任執行役員 ： 3 月末日付

役位 氏 名 現役職

常務 

執行役員
西浦 完司 コーポレート担当役員（地域戦略）

水原 秀元 
北米三菱商事会社社長

（兼）米州コーポレート事業支援室長
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Ⅱ. 関連人事 （4 月 1 日付） 

1. コーポレート 

新 現 氏名 

北米三菱商事会社社長 
（兼）米州コーポレート事業 
支援室長 

コーポレート担当役員 
（事業投資総括、CDO） 

常務執行役員 

高岡 英則 

コーポレート担当役員 
（CDO、人事、地域戦略） 

コーポレート担当役員 
（広報、人事） 

常務執行役員 
村越 晃 

コーポレート担当役員（CFO） 

（注 1） 

コーポレート担当役員（CFO） 常務執行役員 

増 一行 

コーポレート担当役員 

（広報、サステナビリティ・CSR、 

総務、法務）、 
チーフ・コンプライアンス・オフィ

サー、緊急危機対策本部長 

コーポレート担当役員 

（サステナビリティ・CSR、総務、

法務）、 
チーフ・コンプライアンス・オフィ 
サー、緊急危機対策本部長 

常務執行役員 

榊田 雅和 

コーポレート担当役員（国内 
開発）（注 2）（兼）関西支社長 

コーポレート担当役員（国内） 
（兼）関西支社長 

常務執行役員 
吉田 真也 

コーポレートスタッフ部門付 監査役室長 
 

山田 容三 

監査役室長 
 

Mitsubishi Corporation  
Finance PLC 出向（Managing  
Director & CEO） 

丹羽 宏子 

コーポレートスタッフ部門付 広報部長 
 

判治 孝之 

広報部長 天然ガス第二本部 
欧州ロシア天然ガス部 

吉田 達矢 

欧州三菱商事会社社長 地域総括部長 執行役員 

片山 祥徳 
地域総括部長 コーポレートスタッフ部門付 

 
篠原 徹也 

ヤンゴン駐在事務所長 

 
地域開発部長 

渡邉 泰明 

地域開発部長 
 

ジャカルタ駐在事務所 
竹本 吉広 

コーポレートスタッフ部門付 
 

グローバルリスク総括部長 
 

檜山 充 

グローバルリスク総括部長 三菱商事インシュアランス㈱ 
出向（代表取締役社長） 

川合 史彦 

（注 1）コーポレート担当役員（CFO）は、主計部、財務部、財務開発部、IR 部に加え、事業 
投資総括部を管掌する。 

（注 2）国内拠点の機能の軸足を「地場のネットワークをベースとした国内市場開発」に置き、 
そのための足場としての国内拠点のあり方を検討・再構築するため、「コーポレート担当 
役員（国内開発）」を置く。上記に伴い、コーポレート担当役員（地域戦略）が有する権限 
のうち、国内部分をコーポレート担当役員（国内開発）の権限とする。 
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（続き） 

新 現 氏名 

Bergé Automocion, S.L.U.出向 
 

財務開発部長 
内田 大三郎 

財務開発部長 Mitsubishi Development Pty 
Ltd 出向（Director & CFO） 

岡田 晴信 

Mitsubishi Development Pty 
Ltd 出向（Director & CFO） 

IR 部長 
 

武久 裕 

IR 部長 MC Finance & Consulting Asia 
Pte. Ltd.出向 
（Managing Director） 

寺田 達彦 

 

2. 営業部門 

(1) 天然ガスグループ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（注）既存の収益基盤の事業を括り、「アジア・パシフィック本部」とする。 
グループ収益の第二の柱となる米国・カナダ事業を独立させ、「北米本部」とする。 
「Equity LNG 販売」「新規 LNG 事業開発」「新興 LNG 市場開拓」の機能を括り、 
「LNG 開発・販売本部」とする。 

(2) 石油・化学グループ 

 

 

 

 

 

  

新 現 氏名 
ドゥバイ駐在事務所長 

（兼）イラン三菱商事会社社長 
天然ガスグループ 

CEO オフィス室長 
執行役員 

太田 健司 

天然ガスグループ 
CEO オフィス室長 

北米三菱商事会社ヒューストン 
支店長（兼）米国三菱商事会社 
ヒューストン支店長 

近藤 祥太 

アジア・パシフィック本部長（注） 
 

天然ガス第二本部長 
（兼）LNG グローバルマーケ 
ティング部長 

執行役員 
高田 明彦 

北米本部長（注） 天然ガス第一本部長 執行役員 
齊藤 勝 

LNG 開発・販売本部長（注） Diamond Gas International  
Pte. Ltd.出向 
（Director, Chief Executive） 

津輕 亮介 

新 現 氏名 

石油・化学グループ 
CEO オフィス室長 

石油化学本部長 執行役員 
竹内 修身 

石油化学本部長 石油・化学グループ 
CEO オフィス室長 

鈴木 明文 
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(3) 金属資源グループ 

 

 

 

（注）「金属資源トレーディング本部」は、2019 年度まで本部長を在シンガポールとし、 
Mitsubishi Corporation RtM International Pte. Ltd.の経営執行責任者が兼務する 
体制としていたが、同社の収益基盤が安定化したことから、2020 年度より本部長専任 
とする（在京）。 

(4) 自動車・モビリティグループ 

新 現 氏名 
モビリティ事業本部長（注） 自動車・モビリティグループ 

CEOオフィス 
執行役員 

近藤 恭哉 
（注）現在、自動車事業本部、いすゞ事業本部及びグループ CEO オフィスで各々推進中の 

モビリティ関連事業を統合し、経営資源、知見・ノウハウの一元化を図るため、 
「モビリティ事業本部」を新設する。 

(5) 食品産業グループ 

 

 

 

 

 

(6) コンシューマー産業グループ 

 

 

 

（注）成長市場であるヘルスケア事業を独立させ、「ヘルスケア本部」とする。 
食品流通事業の物流軸での機能強化・業態変革を加速させるため、物流事業と統合し

「食品流通・物流本部」とする。 

(7) 電力ソリューショングループ 

 

（注）電力需要側のサービス事業により効率的かつ機動的に取り組めるよう、需要側 
サービス事業を担う「エネルギーサービス本部」、引き続き収益基盤となる供給側 
事業を担う「海外電力本部」の 2 本部に改編する。 

新 現 氏名 

金属資源トレーディング本部長

（注） 
Mitsubishi Corporation RtM  
International Pte. Ltd.出向 
（Chairman & CEO）（兼）金属 
資源トレーディング本部長 

執行役員 
塩原 恵一 

新 現 氏名 

食品産業グループ付 食品産業グループ 
CEO オフィス室長 

中山 裕章 

食品産業グループ 
CEO オフィス室長 

伊藤ハム米久ホールディングス 
㈱出向（取締役執行役員） 
（伊藤ハム㈱再出向（常務取締

役）） 

山口 研 

新 現 氏名 

ヘルスケア本部長（注） 
 

ヘルスケア・食品流通本部長 執行役員 
山﨑 和 

食品流通・物流本部長（注） 物流事業本部長 
 

田村 幸士 

新 現 氏名 

ヨハネスブルグ支店長 

 
環境事業本部長 

眞壁 恒裕 

海外電力本部長（注） 
 

新エネルギー・電力本部長 執行役員 
朝倉 康之 

エネルギーサービス本部長 
（注） 

電力ソリューショングループ 
CEO オフィス 

岡藤 裕治 
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(8) 複合都市開発グループ 

 

 

 

 

 

 

 

3. 拠点長 

(1) 国内 

新 現 氏名 

鉄鋼製品本部付 
 

北海道支社長 
 

藤原 義久 

北海道支社長 

 

三菱商事（上海）有限公司 
内村 雄介 

電力ソリューショングループ付 九州支社長 
 

中島 拓 

コンシューマー産業 
グループ付 

那覇支店長 
 

日比 靖浩 

九州支社長 
（兼）那覇支店長 

カナダ三菱商事会社社長 
（兼）トロント支店長 

池田 尚 

(2) 海外 

新 現 氏名 

北米三菱商事会社社長 
（兼）米州コーポレート事業 
支援室長 

コーポレート担当役員 
（事業投資総括、CDO） 

常務執行役員 

高岡 英則 

天然ガスグループ 
CEO オフィス室長 

北米三菱商事会社ヒューストン 
支店長（兼）米国三菱商事会社 
ヒューストン支店長 

近藤 祥太 

北米三菱商事会社ヒューストン 
支店長（兼）米国三菱商事 
会社ヒューストン支店長 

天然ガスグループ CEO オフィス 
相澤 稔 

九州支社長 
（兼）那覇支店長 

カナダ三菱商事会社社長 
（兼）トロント支店長 

池田 尚 

カナダ三菱商事会社社長 
（兼）トロント支店長 

インドネシア三菱商事会社 
並木 香織 

三菱商事パワーシステムズ㈱ 
出向 

パナマ三菱商事会社社長 
永目 哲 

パナマ三菱商事会社社長 
 

三菱商事パワーシステムズ㈱ 
出向 

山﨑 純一郎 

基礎化学本部付 
 

ベネズエラ三菱商事会社社長 
笹川 洋平 

ベネズエラ三菱商事会社社長 
 

ベネズエラ三菱商事会社 
上村 辰光 

  

新 現 氏名 

複合都市開発グループ CEO 複合都市開発グループ CEO 
（兼）都市インフラ本部長 

常務執行役員 
鴨脚 光眞 

都市インフラ本部長 都市インフラ本部付 
 

成瀬 拓司 

シンガポール支店長 

 
アセットファイナンス本部長 

中西 博 

アセットファイナンス本部長 複合都市開発グループ 
CEO オフィス 

小林 健司 
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（続き） 

新 現 氏名 

プラントエンジニアリング 
本部付 

伯国三菱商事会社 
リオデジャネイロ支店長 

浜野 浩司 

伯国三菱商事会社 
リオデジャネイロ支店長 

千代田化工建設㈱出向 
河合 良英 

自動車・モビリティグループ付 
 

キエフ事務所長 
田川 考平 

キエフ事務所長 

 
自動車事業本部付 

山田 克哉 

コーポレートスタッフ部門付 
 

欧州三菱商事会社社長 
狩野 功 

欧州三菱商事会社社長 地域総括部長 執行役員 

片山 祥徳 

食品産業グループ付 

 

イタリア三菱商事会社社長 
細田 牧 

イタリア三菱商事会社社長 

 

三菱商事ファッション㈱出向 

（常務執行役員） 
古賀 英考 

船舶・宇宙航空機本部付 

 

ギリシャ三菱商事会社社長 
西田 広太郎 

ギリシャ三菱商事会社社長 

 

MC シッピング㈱出向 
小川 真吾 

コーポレートスタッフ部門付 

 

ロシア三菱商事会社社長 
鈴木 賢司 

ロシア三菱商事会社社長 

 

天然ガス第一本部 

オーストラリア天然ガス部長 
岡部 道彦 

コーポレートスタッフ部門付 

 

アルジェ駐在事務所長 

 
齋藤 啓太 

アルジェ駐在事務所長 

 

地域開発部 
福島 崇彦 

三菱商事 RtM ジャパン㈱ 
出向（代表取締役  
副社長執行役員） 

ヨハネスブルグ支店長 

 土井田 安広 

ヨハネスブルグ支店長 

 

環境事業本部長 
眞壁 恒裕 

天然ガスグループ付 

 

ダルエスサラーム 

駐在事務所長 
細田 雄介 

ダルエスサラーム 

駐在事務所長 

いすゞ事業本部付 
西﨑 健治 

都市インフラ本部  

都市インフラ部 

ナイジェリア三菱商事会社 

社長 
増永 寛文 

ナイジェリア三菱商事会社 

社長 

新エネルギー・電力本部 

電力サービス事業部 
齋藤 誠 

天然ガスグループ付 

 

バスラ駐在事務所長 

 
真貝 昌和 

バスラ駐在事務所長 

 

Diamond Gas Holdings  
Sendirian Berhad 出向 
（Managing Director） 

前田 光治 
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（続き） 

新 現 氏名 

天然ガスグループ付 

 

ドーハ事務所長 

 
戸嶋 雄二 

ドーハ事務所長 

 

天然ガス第一本部 

マレーシア天然ガス部長 
塩月 晋弥 

産業インフラグループ付 

 

ドゥバイ駐在事務所長 

 
鈴木 秀彦 

都市インフラ本部付 

 

イラン三菱商事会社社長 
相澤 博幹 

ドゥバイ駐在事務所長 

（兼）イラン三菱商事会社社長 

天然ガスグループ 

CEO オフィス室長 

執行役員 

太田 健司 

石油本部  

石油製品部 

マスカット駐在事務所長 
小山 圭一 

マスカット駐在事務所長 

 

天然ガスグループ CEOオフィス 
伊藤 剛 

三菱商事パワーシステムズ㈱ 

出向 

コロンボ事務所長 
菅 栄二 

コロンボ事務所長 

 

三菱商事マシナリ㈱出向 

 
梅原 賢一 

コンシューマー産業 

グループ付 

ダッカ事務所長 
西川 嘉一 

ダッカ事務所長 

 

ヨハネスブルグ支店 
李 明浩 

都市開発本部付 

 

ヤンゴン駐在事務所長 
真野 英俊 

ヤンゴン駐在事務所長 

 

地域開発部長 
渡邉 泰明 

泰国三菱商事会社社長 

（兼）泰 MC 商事会社社長 

（注） 

泰国三菱商事会社社長 

（兼）泰 MC 商事会社社長 

（兼）ビエンチャン駐在事務所長 

荻原 勝一 

コーポレートスタッフ部門付 シンガポール支店長 

 
山野 正樹 

シンガポール支店長 

 

アセットファイナンス本部長 
中西 博 

インド三菱商事会社 インド三菱商事会社 

コルカタ支店長 
Rohit Chopra 

インド三菱商事会社 

コルカタ支店長 
インド三菱商事会社 

ムンバイ支店 
Girish Naik 

食品産業グループ付 

 

三菱商事（青島）有限公司 

社長 
藤井 伸明 

三菱商事（青島）有限公司 

社長 

Kewpie Vietnam Co., Ltd.出向 
（Deputy General Director） 

本多 亮 

（注）3 月末日付でビエンチャン駐在事務所を廃止する。 
 
 

※ 6 月 19 日株主総会に付議する取締役・監査役人事は、追って決定する。 
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【参考資料 1】 執行役員の体制 50 名 （4 月 1 日付）  

＊役職名は、今後の関連人事等により変更となる場合がある。 

執行役員役位 氏  名 新役職等 

社 長 垣内 威彦  

常務執行役員 増  一行 コーポレート担当役員（CFO） 

 萩原  剛 石油・化学グループ CEO 

 吉田 真也 コーポレート担当役員（国内開発）（兼）関西支社長 

 京谷  裕 コンシューマー産業グループ CEO 

 戸出  巌 自動車・モビリティグループ CEO 

 村越  晃 コーポレート担当役員（CDO、人事、地域戦略） 

 
榊田 雅和 

コーポレート担当役員（広報、サステナビリティ・CSR、総務、 
法務）、チーフ・コンプライアンス・オフィサー、 
緊急危機対策本部長 

 鴨脚 光眞 複合都市開発グループ CEO 

 田中 格知 金属資源グループ CEO 

 高岡 英則 北米三菱商事会社社長（兼）米州コーポレート事業支援室長 

 塚本 光太郎 総合素材グループ CEO 

 中西 勝也 電力ソリューショングループ CEO 

 西澤  淳 天然ガスグループ CEO 

 三枝 則生 食品産業グループ CEO 

 松永 愛一郎 産業インフラグループ CEO 

 平井 康光 三菱商事（中国）有限公司社長（兼）北京支店長 

執行役員 柳原 恒彦 北米三菱商事会社 EVP（在シリコンバレー） 

 山﨑  和 ヘルスケア本部長 

 中村 達夫 自動車事業本部長 

 竹内 修身 石油・化学グループ CEO オフィス室長 

 西尾 一範 リテイル本部長 

 岸本 好司 食品化学本部長 

 塩﨑 英輔 炭素本部長 

 片山 祥徳 欧州三菱商事会社社長 

 蜂谷 由文 事業投資総括部長 

 石巻  尚 自動車・モビリティグループCEOオフィス室長 

 久我 卓也 複合都市開発グループ CEO オフィス室長 

 柏木 康全 生鮮品本部長 

 羽場 広樹 石油本部長 

 柏木  豊 電力ソリューショングループ CEO オフィス室長 

 塩原 恵一 金属資源トレーディング本部長 

 荒川  健 消費財本部長 

 若林  茂 いすゞ事業本部長 

 世利 耕一 金属資源本部長（兼）MDP 事業部長 

 川上 泰弘 Cermaq Group AS 出向（Chair of the Board） 

 太田 健司 ドゥバイ駐在事務所長（兼）イラン三菱商事会社社長 
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（続き） 

執行役員役位 氏  名 新役職等 

執行役員 野内 雄三 主計部長 

 齊藤  勝 北米本部長 

 太田 光治 プラントエンジニアリング本部長 

 大河原 誠 財務部長 

 菊地 清貴 コンシューマー産業グループ CEO オフィス室長 

 荻久保 直志 都市開発本部長 

 野島 嘉之 法務部長 

 高田 明彦 アジア・パシフィック本部長 

 河手 哲雄 人事部長 

 近藤 恭哉 モビリティ事業本部長 

 朝倉 康之 海外電力本部長 

 今村  功 機能素材本部長 

 羽地 貞彦 
Mitsubishi Development Pty Ltd 出向 
（Managing Director & CEO） 

（注）監査 及び 経営企画関係は、社長が直掌する。 

 

【執行役員数（4 月 1 日現在）】 

社長  ： 1 名 

常務執行役員 ： 16 名 

執行役員 ： 33 名 

計  ： 50 名 
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【参考資料 2】 組織改編の概要 （4 月 1 日付） 

 

1. 天然ガスグループ 

 既存の収益基盤の事業を括り、「アジア・パシフィック本部」とする。 

 グループ収益の第二の柱となる米国・カナダ事業を独立させ、「北米本部」とする。 

 「Equity LNG 販売」「新規 LNG 事業開発」「新興 LNG 市場開拓」の機能を括り、 

「LNG 開発・販売本部」とする。 

《現》  《新》 

天然ガス第一本部  アジア・パシフィック本部 

本部長：齊藤 勝  本部長：高田 明彦 

天然ガス第二本部  北米本部 

本部長：高田 明彦  本部長：齊藤 勝 

  LNG 開発・販売本部 

  本部長：津輕 亮介 

 

 

2. 自動車・モビリティグループ 

 現在、自動車事業本部、いすゞ事業本部及びグループ CEO オフィスで各々 

推進中のモビリティ関連事業を統合し、経営資源、知見・ノウハウの一元化を図る 

ため、「モビリティ事業本部」を新設する。 

《現》  《新》 

自動車事業本部  自動車事業本部 

本部長：中村 達夫  本部長：中村 達夫 

いすゞ事業本部  いすゞ事業本部 

本部長：若林 茂  本部長：若林 茂 

（グループ CEO オフィス）  モビリティ事業本部 

  本部長：近藤 恭哉 
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3. コンシューマー産業グループ 

 成長市場であるヘルスケア事業を独立させ、「ヘルスケア本部」とする。 

 食品流通事業の物流軸での機能強化・業態変革を加速させるため、物流事業と 

統合し「食品流通・物流本部」とする。 

《現》  《新》 

リテイル本部  リテイル本部 

本部長：西尾 一範  本部長：西尾 一範 

アパレル・S.P.A.本部  アパレル・S.P.A.本部 

本部長：松永 茂生  本部長：松永 茂生 

ヘルスケア・食品流通本部  ヘルスケア本部 

本部長：山﨑 和  本部長：山﨑 和 

物流事業本部  食品流通・物流本部 

本部長：田村 幸士  本部長：田村 幸士 

タイヤ事業は GCEO 直轄 
 
 

 
タイヤ事業、紙・パッケージング事業、 
コンシューマーマーケティング事業は 
GCEO 直轄 

 

 

4. 電力ソリューショングループ 

 電力需要側のサービス事業により効率的かつ機動的に取り組めるよう、需要側 

サービス事業を担う「エネルギーサービス本部」、引き続き収益基盤となる供給側 

事業を担う「海外電力本部」に改編する。 

《現》  《新》 

環境事業本部  海外電力本部 

本部長：眞壁 恒裕  本部長：朝倉 康之 

新エネルギー・電力本部  エネルギーサービス本部 

本部長：朝倉 康之  本部長：岡藤 裕治 

  
Eneco 関連は GCEO 直轄 
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【参考資料 3】 全社 DX 戦略推進体制について 

 

・ 2019 年度にコーポレート担当役員（CDO）を任命、管下にデジタル戦略部を設置し、 

全社デジタル戦略の推進体制を構築した。その後、NTT 社との業務提携、HERE 社への 

投資などデジタル戦略に係る取組みを公表し、2020 年度からは構想をより進化させ、 

実行するフェーズとなる。 

・ 今後は、あらゆる業界に接地面を有するわが社の産業知見と、NTT 社のデジタル知見や 

技術のそれぞれを活かして、各産業でのデジタルトランスフォーメーション（産業 DX）の 

取組みを推進していく。 

・ その体制として、2020 年 4 月 1 日付で、全社タスクフォースを組成し、「食品流通」等の 

分野での産業 DX の具現化を目指す。 

複数の部門・グループを跨った取組みとなることから、関係グループ CEO を 

タスクフォースリーダーに任命し、人材を全社から集め、実行体制を構築する。 

 

 

以   上 
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２０２０年１月１７日 

三 菱 商 事 株 式 会 社 

 

経   歴   書 
 

  氏  名 ： 平 井  康 光 （ひらい やすてる） 

 

  生年月日 ： １９６１年 ９月２８日生（５８才） 

 

  学  歴 ： １９８４年 ３月 慶應義塾大学経済学部 卒業 

 

  略  歴 ： １９８４年 ４月 三菱商事株式会社入社（厚板部） 

 １９８６年  ５月 中国語研修生（台北、１９８７年９月～ 北京） 

 １９８８年  ６月 業務部 

 １９９０年１２月 天津事務所 

 １９９２年  ６月 北京事務所 

 １９９５年  ７月 中国総代表付（兼）北京事務所 

 １９９７年  ６月 業務部 

 ２０００年  ４月 燃料グループ付 

 ２００２年１０月 地域総括部 

 ２００４年  ３月 経営企画部（会長業務秘書） 

 ２００９年  ８月 総務部 

 ２０１０年  ４月 地球環境事業開発部門 CEO オフィス室長 

 ２０１２年  ４月 東アジア統括補佐 

（兼）三菱商事（上海）有限公司社長 

（兼）上海事務所長 

 ２０１４年  ４月 執行役員就任 

 （２０１５年３月～５月  Harvard Business School AMP 派遣） 

 ２０１５年 ４月 東アジア統括補佐 

（兼）三菱商事（上海）有限公司社長 

（兼）上海事務所長 

（兼）三菱商事（上海）有限公司 武漢支店長 
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 ２０１７年 ４月 東アジア統括 

（兼）三菱商事（中国）有限公司社長 

（兼）北京支店長 

 ２０１８年１０月 東アジア統括 

（兼）三菱商事（中国）有限公司社長 

（兼）北京支店長 

（兼）三菱商事（広州）有限公司社長 

 ２０１９年 ４月 三菱商事（中国）有限公司社長 

（兼）北京支店長 

  

以  上 
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