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2022年3月1日 

関 係 各 位 

野村アセットマネジメント株式会社 

 

 

組織の一部改正と役員・社員の異動について 

 

 

野村アセットマネジメント株式会社（CEO兼代表取締役社長:小池広靖）は本日、組織の一部改正と

役員・社員の異動を以下のとおり決定しましたので、お知らせします。 

 

 

1. 組織の一部改正（2022年4月1日） 

 

(1) ユニット制を導入し、運用調査ユニット、資産形成ユニット、機関投資家ユニット、業務ガバナン

スユニット、DX・ビジネスインフラユニット、コーポレートユニット、グローバル・ビジネスユニットを

新設する。また、運用調査ユニット内に、マルチ・マネージャー運用サブユニットを新設する。 

(2) CXソリューション部を新設する。 

(3) 投資信託営業部を資産形成ソリューション部に、機関投資家営業部を機関投資家ソリューション

部にそれぞれ改称する。 

(4) プロダクト・マネジメント二部にプロダクト・ガバナンスに係る業務を設けた上で、プロダクト・ガバ

ナンス部に改称する。 

(5) IT・オペレーション統括部をIT戦略部及びオペレーション戦略部に分割する。 

(6) マーケティング・サポート部をクライアント・サービス部に改称する。 

(7) サステナビリティ推進室を新設する。 

(8) 海外営業管理室をグローバル戦略部に改称する。 

(9) 事業戦略室を新設する。 

 

 

2. 2022年4月1日以降の業務運営体制 

（注） 表右端欄の※は、新任、昇格、役割変更等、実質的な異動があったケースを示します。異動の詳細に

ついては次項「3. 執行役員の異動の詳細」をご参照ください。 

 

【執行役員】 

社長 小池 広靖 CEO（最高経営責任者）、事業戦略

室、資産運用研究所、インターナル・

オーディット部担当 

 

※ 
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常務 荒 幸三 資産形成ユニット（資産形成ソリュー

ション部、大阪支店、福岡営業所）担

当 

 

※ 

常務 鈴木 伸雄 資産形成ユニット長兼資産形成ユニッ

ト（CX ソリューション部、資産形成ソ

リューション部、金融リテラシー推進

部）担当 

 

※ 

常務 荻原 亘 グローバル・ビジネスユニット長兼グ

ローバル・ビジネスユニット（グローバ

ル戦略部）担当 

 

※ 

常務 渡部 昭裕 コーポレートユニット長兼コーポレート

ユニット（総合企画部）担当 

 

※ 

常務 本間 隆宏 CIO、運用調査ユニット長、マルチ・マ

ネージャー運用サブユニット長兼運用

調査ユニット（運用部（債券、インデッ

クス&ソリューションズ、運用管理）、プ

ロダクト・マネジメント部）担当 

 

※ 

執行役員 平松 剛 ノムラ アセット マネジメント UK リミテッ

ド社長兼グローバル・ビジネスユニット

担当 

 

※ 

執行役員 田口 信之 DX ・ビジネスインフラユニット長、
Group IT COO 
 

※ 

執行役員 村尾 祐一 CIO（株式）兼運用調査ユニット（運用

部（株式、マルチアセット&ソリューショ

ンズ）、企業調査部、責任投資調査

部、エンゲージメント推進室、トレー

ディング部）担当 

 

※ 

執行役員 望月 洋幸 業務ガバナンスユニット長、チーフ・リ

スク・オフィサー（CRO）、チーフ・コン

プライアンス・オフィサー（CCO） 
 

※ 

執行役員 縣 清志 機関投資家ユニット長 

 

※ 

執行役員 畦地 理代 コーポレートユニット副ユニット長兼

コーポレートユニット（財務部、サステ

ナビリティ推進室、人事部）担当 

 

※ 

執行役員 中山 貴裕 CIO（グローバル株式）兼運用調査ユ

ニット（運用部（グローバル株式））担

当 

 

※ 
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3. 執行役員の異動の詳細 

（注） 前項「2. 2022年4月1日以降の業務運営体制」掲載順に記載しています。特段の記載がない限り就任

は2022年4月1日付、退任は2022年3月31日付です。 

 

氏名 新 旧 

小池 広靖 社長 CEO（最高経営責任者）、

事業戦略室、資産運用研究

所、インターナル ・オー

ディット部担当 

 

社長 CEO（最高経営責任者）、

資産運用研究所、インター

ナル・オーディット部担当兼

資産運用研究所長 

荒 幸三 常務 資産形成ユニット（資産形

成ソリューション部、大阪支

店、福岡営業所）担当 

常務 国内営業（投資信託営業

部、機関投資家営業部、金

融リテラシー推進部、大阪

支店、福岡営業所）担当 

 

鈴木 伸雄 常務 資産形成ユニット長兼資産

形成ユニット（CX ソリュー

ション部、資産形成ソリュー

ション部、金融リテラシー推

進部）担当 

 

常務 国内営業（投資信託営業

部、マーケティング・サポー

ト部、ラップビジネス推進

室）担当 

荻原 亘 常務 グローバル・ビジネスユニッ

ト長兼グローバル・ビジネス

ユニット（グローバル戦略

部）担当 

常務 CIO 兼運用調査、マルチ・

マネージャー運用、イノベー

ション・ラボ管掌兼運用調査

（運用部（運用管理）、責任

投資調査部）、トレーディン

グ担当 

 

渡部 昭裕 常務 コーポレートユニット長兼

コーポレートユニット（総合

企画部）担当 

常務 チーフ・リスク・オフィサー

（CRO）兼プロダクト・マネジ

メント、リスク管理、コーポ

レート担当 

 

本間 隆宏 常務 CIO、運用調査ユニット長、

マルチ・マネージャー運用

サブユニット長兼運用調査

ユニット（運用部（債券、イン

デックス&ソリューションズ、

運用管理）、プロダクト・マネ

ジメント部）担当 

 

執行役員 CIO（債券、インデックス&ソ

リューションズ）兼運用調査

（運用部（債券、マルチア

セット&ソリューションズ、イ

ンデックス&ソリューション

ズ））担当 

平松 剛 執行役員 ノムラ アセット マネジメント 

UK リミテッド社長兼グロー

バル・ビジネスユニット担当 

 

執行役員 ノムラ アセット マネジメント 

UK リミテッド社長兼海外営

業担当 
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田口 信之 執行役員 DX・ビジネスインフラユニッ

ト長、Group IT COO 

執行役員 イノベーション・ラボ、国内

営業（DX 推進部）、IT・オペ

レーション担当兼 Group IT 

COO、DX推進部長 

 

村尾 祐一 執行役員 CIO（株式）兼運用調査ユ

ニット（運用部（株式、マル

チアセット&ソリューション

ズ）、企業調査部、責任投

資調査部、エンゲージメント

推進室、トレーディング部）

担当 

 

執行役員 CIO（株式）兼運用調査（運

用部（株式）、企業調査部、

エンゲージメント推進室）担

当兼エンゲージメント推進

室長 

望月 洋幸 執行役員 業務ガバナンスユニット長、

チーフ・リスク・オフィサー

（CRO）、チーフ・コンプライ

アンス・オフィサー（CCO） 
 

執行役員 チーフ・コンプライアンス・オ

フィサー（CCO）兼リーガ

ル・コンプライアンス担当 

縣 清志 執行役員 機関投資家ユニット長 執行役員 国内営業（機関投資家営業

部、ETF事業戦略部）担当 

 

畦地 理代 執行役員 

（新任） 

コーポレートユニット副ユ

ニット長兼コーポレートユ

ニット（財務部、サステナビ

リティ推進室、人事部）担当 

 

 インターナル・オーディット

部長 

中山 貴裕 執行役員 

（新任） 

CIO（グローバル株式）兼運

用調査ユニット（運用部（グ

ローバル株式））担当 

 

 SIO 

板橋 裕 （退任） 2022 年 4 月 1 日付で顧問

に就任予定 

常務 マルチ・マネージャー運用

担当 

 

 

 

4. 社員の異動（2022年4月1日） 

 

氏名 新 旧 

磯 光裕 企業調査部長 企業調査部シニア・エクイティアナリス

ト兼エンゲージメント推進室シニア・エ

ンゲージメント・マネージャー 

内田 陽祐 エンゲージメント推進室長 企業調査部長兼エンゲージメント推

進室チーフ・エンゲージメント・マネー

ジャー 

中村 麻里 アドバイザリー運用部長 海外営業管理室長 

野口 裕史 CXソリューション部長 投資信託営業部チーフ・マーケティン

グ・エグゼクティブ 
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川嶋 昭臣 資産形成ソリューション部長 投資信託営業部チーフ・マーケティン

グ・エグゼクティブ 

空 公彦 機関投資家ソリューション部長 機関投資家営業部長 

佐野 一星 プロダクト・ガバナンス部長 プロダクト・マネジメント二部長 

中嶋 宏聡 IT戦略部長 IT・オペレーション統括部長 

半田 拓 DX推進部長 マーケティング・サポート部長 

寺田 浩子 クライアント・サービス部長 投資信託営業部チーフ・マーケティン

グ・マネージャー 

清水 敏郎 オペレーション戦略部長 IT・オペレーション統括部グループ

リーダー 

佐伯 進 総合企画部長 投資信託営業部長 

大島 みずえ サステナビリティ推進室長 インターナル・オーディット部チーム

リーダー 

野本 裕一 ノムラ アセット マネジメント USA イン

ク社長兼グローバル戦略部長 

ノムラ アセット マネジメント USA イン

ク社長 

仲野 博之 事業戦略室長 総合企画部長 

稲岡 夏紀 資産運用研究所長 金融リテラシー推進部グループリー

ダー 

長岡 裕子 インターナル・オーディット部長 

 

野村ホールディングス（株）グループ・

インターナル・オーディット部 

 

 

以 上 

 

 


