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【10 月 1 日付 SBU 及び SBU 長（事業責任者）名】 

ドメイン/ 

事業本部 
SBU 10 月 1 日付 役職名  氏名 

エネルギー･ 

環境ドメイン 

GTCC 
火力発電システム事業部副事業部長  

兼 エンジニアリング本部長 
内田 聡 

大型コンベンショナル 
火力発電システム事業部副事業部長  

兼 エンジニアリング本部長 
内田 聡 

産業用コンベンショナル 
火力発電システム事業部副事業部長  

兼 MHI プラントエンジニアリング㈱取締役社長 
石川 雅雄 

風車 
風車(陸上) 再生エネルギー事業部陸上風車部長 松浦 一郎 

風車(海上) 再生エネルギー事業部洋上風車部長 宇麼谷 雅英 

太陽光発電システム 再生エネルギー事業部太陽電池部長 竹内 良昭 

舶用ディーゼル 三菱重工舶用機械エンジン㈱取締役社長 相馬 和夫 

舶用機械 三菱重工舶用機械エンジン㈱取締役社長 相馬 和夫 

ポンプ・水車 再生エネルギー事業部水・エネルギー部長 三井 紀夫 

発電事業 営業戦略総括部副総括部長 兼 事業戦略部長 細見 健太郎 

原子力二次系 

火力発電システム事業部エンジニアリング本部 

原子力プロジェクト総括部長  

兼 原子力プロジェクト推進部長 

鈴木 成光 

新製品・ 

その他 

新製品(海淡) 
化学プラント・社会インフラ事業部 

ウォーターソリューションプロジェクト室長 
西澤 眞人 

新製品(地熱) 
火力発電システム事業部エンジニアリング本部 

技監・主幹技師 
齊藤 象二郎 

新製品 

(SOFC) 

火力発電システム事業部 

燃料電池事業室長 
小林 由則 

新製品(ﾘﾁｳﾑ) 再生エネルギー事業部リチウム二次電池室長 戸田 克彦 

軽水炉(国内) 原子力事業部事業部長代理 河野 文紀 

軽水炉(海外) 
原子力事業部事業部長代理  

兼 海外プロジェクト部長 
飯田 将人 

原燃・新分野 原子力事業部プロジェクト部長 大和矢 秀成 

化学プラント 化学プラント・社会インフラ事業部副事業部長 坂 洋一郎 

環境プラント 
火力発電システム事業部 

環境プラント総括部副総括部長 
臼井 寿生 

交通･輸送 

ドメイン 

商船 船舶・海洋事業部長 兼 下関造船所長 柳澤 順三 

交通システム 交通システム事業部長 渡辺 芳治 

ITS 交通システム事業部副事業部長 戸田 裕之 

ボーイング民間機 

(除 787) 
民間機事業部長 巽 重文 

ボーイング 787 ７８７事業部長 廣瀬 圭介 

ボンバルディア向民間機 民間機事業部長 巽 重文 

MRJ ＭＲＪ推進室長 石川 彰彦 

民航エンジン 民航エンジン部長 島内 克幸 

その他民間機 民間機事業部長 巽 重文 
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防衛･宇宙 

ドメイン 

艦艇 艦艇事業部長 羽田 康雄 

防衛航空機 
副ドメイン長 兼 航空機事業部長  

兼 名古屋航空宇宙システム製作所長 
石井 泉 

飛昇体 
誘導・推進事業部長 兼 名古屋誘導推進システム製
作所長 

櫻井 啓司 

官需エンジン・機器 誘導・推進事業部エンジン・機器技術部長 安達 充兼 

特殊機械 特殊機械部長 田中 聖 

宇宙 宇宙事業部長 淺田 正一郎 

特殊車両 特殊車両事業部長 織田 隆夫 

機械･鉄構 

事業本部 

コンプレッサ 三菱重工コンプレッサ㈱取締役社長 大崎 裕章 

ゴム・タイヤ機械 三菱重工マシナリーテクノロジー㈱取締役営業部長 赤間 正俊 

運搬機器 搬送システム 三菱重工マシナリーテクノロジー㈱取締役社長 飯田 和男 

メカトロシステム 三菱重工メカトロシステムズ㈱取締役社長 渡邊 望 

商業印刷機 三菱重工印刷紙工機械㈱営業本部長 片山 継治 

紙工機械 三菱重工印刷紙工機械㈱取締役開発本部長 伊藤 正治 

新聞輪転機 三菱重工印刷紙工機械㈱製造本部長 坂本 亘 

立体駐車場 三菱重工パーキング㈱取締役社長 住田 周三 

先端機器 先端機器事業推進部長 平井 悦郎 

製鉄機械 三菱日立製鉄機械㈱取締役社長 山崎 育邦 

環境設備 三菱重工環境･化学エンジニアリング㈱取締役社長 木村 和明 

射出成形機 三菱重工プラスチックテクノロジー㈱取締役社長 久保田 浩司 

橋梁・鉄装 三菱重工鉄構エンジニアリング㈱取締役社長 吹原 正晃 

食品包装機械 三菱重工食品包装機械㈱取締役社長 浅倉 秀和 

機器・装置 副事業本部長 小池 伸彦 

汎用機・特車 

事業本部 

ターボ ターボ事業部長 梶野 武 

エンジン エンジン事業部長 川井 光彦 

物流機器 ニチユ三菱フォークリフト㈱取締役社長 二ノ宮 秀明 

農業機械 三菱農機㈱取締役社長 島崎 誠 

冷熱 

事業本部 

空調機 冷熱システム事業部長 楠本 馨 

輸送冷機 輸送冷凍機部長 安藤 憲生 

カーエアコン 
三菱重工オートモーティブサーマルシステムズ㈱ 

取締役社長 
武田 公温 

大型冷凍機 冷熱システム事業部長 楠本 馨 

工作機械 

事業本部 

工作機械 副事業本部長 白尾 誠二 

精機品 副事業本部長 白尾 誠二 

 

 

 




