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2001 年3 月30日 
２００１－０６２ 

 
 

人事異動について 
 
日立製作所は、下記の人事異動を行います。【凡例:▽異動後(異動前) 氏名】 
 
〈４月１日付〉 
<コーポレートシニアスタッフ>  
▽コーポレートシニアスタッフ(研究開発本部中央研究所ストレージ研究部長) 
井村亮 
▽コーポレートシニアスタッフ(研究開発本部日立研究所情報制御第五研究部長) 
福島忠 
▽コーポレートシニアスタッフ(ビルシステムグループ水戸ビルシステム本部副本
部長兼ビルシステム部長) 富田信雄 
▽コーポレートシニアスタッフ(電力・電機グループ情報制御システム事業部主管
技師長) 鍛治明 
▽コーポレートシニアスタッフ(金融・流通システムグループ金融システム事業部
金融第一システム本部長) 山下哲男 
▽コーポレートシニアスタッフ(公共システムグループ公共システム事業部簡易保
険システム開発センタ長) 水田博明 
▽コーポレートシニアスタッフ(家電グループ電化機器事業部員) 山崎功 
▽コーポレートシニアスタッフ(半導体グループ生産統括本部生産企画部長) 浦
山一紀 
▽コーポレートシニアスタッフ(半導体グループシステムＬＳＩ事業部汎用マイコ
ン本部員) 佐野昌 
▽コーポレートシニアスタッフ(自動車機器グループ事業企画本部製品計画部長) 
川本秀隆 
▽コーポレートシニアスタッフ(計測器グループ医用システム本部技術部長) 三
巻弘 
 
<監査室> 
▽上席監査部長(電力・電機グループ電力・電機開発研究所副所長) 三木一克 
▽上席監査部長（次長） 阿曽光明 
▽上席監査部長（次長） 森義幸 
▽上席監査部長（ディスプレイグループ財務部長） 畑中和夫 
 
<グローバル事業開発本部> 
▽部門本部長 (国際事業本部次長) 前間明夫 
▽部門本部長兼輸出管理本部副本部長(国際事業本部副本部長) 岩田真二郎 
▽部門本部長（事業開発室部長) 中塚隆雄 
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<コーポレート・コミュニケーション本部>  
▽常務／本部長兼小平記念東京日立病院監事（常務／本部長）前田正博 
 
<環境本部>  
▽主管技師長(社会環境センタ長) 横山宏 
 
<研究開発本部>  
▽管理統括センタ長 (管理統括センタ中研総務部長) 勝倉教文 
▽研究戦略統括センタ主管技師(研究戦略統括センタ副技師長) 原正視 
▽管理統括センタ中研総務部長 (管理統括センタシ研総務部長) 二瓶智 
▽管理統括センタシ研総務部長 (家電グループ冷熱事業部総務部長) 飛田和彦 
▽中央研究所長兼ライフサイエンス研究センタ長(中央研究所長) 武田英次 
▽中央研究所主管研究長(基礎研究所長) 小泉英明 
▽中央研究所情報システム研究センタ長(中央研究所副所長) 辻畑好秀 
▽中央研究所ソリューションＬＳＩ研究センタ長(中央研究所副所長) 田地新一 
▽中央研究所先端デバイス研究センタ長兼企画室長 (中央研究所企画室長) 関浩
一 
▽中央研究所先端デバイス研究センタストレージ研究部長(中央研究所ストレージ
研究部主任研究員) 高野公史 
▽基礎研究所長(基礎研究所主管研究員) 長我部信行 
▽基礎研究所主管技師(基礎研究所副技師長) 松田強 
▽日立研究所環境・パワー研究センタ長(日立研究所主管研究長) 谷藤真也 
▽日立研究所材料・デバイス研究センタ長(日立研究所企画室長) 小園裕三 
▽日立研究所材料・デバイス研究センタ電子材料研究部長(日立研究所電子材料研
究部長) 小林裕 
▽日立研究所材料・デバイス研究センタエネルギー材料研究部長(日立研究所エネ
ルギー材料研究部長) 青野泰久 
▽日立研究所材料・デバイス研究センタ画像デバイス研究部長(日立研究所画像デ
バイス研究部長) 峯村哲郎 
▽日立研究所ＩＴ応用研究センタ長(日立研究所副所長) 福永泰 
▽日立研究所ＩＴ応用研究センタ情報制御第一研究部長(日立研究所情報制御第一
研究部長) 堀田多加志 
▽日立研究所ＩＴ応用研究センタ情報制御第二研究部長 (日立研究所情報制御第
二研究部長) 川端敦 
▽日立研究所ＩＴ応用研究センタ情報制御第六研究部長(日立研究所情報制御第六
研究部長) 福本英士 
▽日立研究所企画室長 (日立研究所電池システム研究部長) 大原周一 
 
▽日立研究所環境・パワー研究センタ電池システム研究部長(日立研究所電池シス
テム研究部主任研究員) 村中廉 
▽日立研究所環境・パワー研究センタ情報制御第三研究部長(日立研究所情報制御
第三研究部長) 石井潤市 
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▽日立研究所環境・パワー研究センタ情報制御第五研究部長(日立研究所情報制御
第五研究部主任研究員) 上田茂太 
▽機械研究所エグゼクティブプロジェクトマネージャー(機械研究所副所長) 石
井雅治 
▽システム開発研究所主管研究長 (主管技師長) 杉江衛 
▽システム開発研究所主管研究長兼情報・通信プラットフォームグループ事業企
画本部メディアプロセッサ事業推進室長(システム開発研究所主管研究長) 坂東
忠秋 
▽システム開発研究所情報サービス研究センタ長(システム開発研究所員) 田代
勤 
▽システム開発研究所主管研究員(システム開発研究所員) 森文彦 
▽システム開発研究所主管研究員(システム開発研究所主任研究員) 瀬戸洋一 
▽システム開発研究所情報サービス研究センタ第一部長(研究戦略統括センタ企画
室主任技師) 瀬古沢照治 
▽システム開発研究所情報サービス研究センタ第七部長(システム開発研究所主管
研究員) 宝木和夫 
 
<知的所有権本部> 
▽チーフ・エグゼクティブ・スタッフ(副本部長) 平山裕之 
▽主管技師長兼笠戸センタ長(副本部長兼笠戸センタ長) 稲毛諭 
▽主管技師(副技師長) 佐藤文夫 
▽主管技師(副技師長) 藤倉信之 
▽特許企画部長(特許企画センタ長) 渡辺孝弘 
▽商標センタ長(主管) 木下敏生 
▽特許法務・著作権センタ長(主管) 一色秀夫 
▽特許第四部長(特許第三部副部長) 久泉昭彦 
▽特許第五部長(特許第三部副部長) 岩崎重美 
▽特許第六部長(特許第三部副部長) 忰熊嗣久 
▽特許第七部長(特許第四部副部長) 戸田裕二 
▽半導体特許開発センタ長(本部長付) 河合輝代士 
▽ＢＭ特許センタ長(本部長付) 高橋秀治 
 
<電力・電機グループ> 
▽統括主管(次長) 仲山康夫 
▽統括主管(次長) 下川学 
▽統括主管(次長) 杉原誠 
▽インバータ推進本部長(半導体グループ汎用半導体事業部汎用半導体開発設計本
部事業推進部長) 大高成雄 
▽インバータ推進本部チーフオペレーティングマネージャー兼事業企画部長(電機
システム事業部日立生産本部長) 清水幸昭 
▽インバータ推進本部主管技師長(電機システム事業部主管技師長) 刈谷忠昭 
▽エネルギーソリューションサービス推進本部事業戦略室主管技師(電機システム
統括営業本部副技師長) 三井善夫 
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▽事業企画本部事業主管兼火力・水力事業部ビジネスディベロップメントセンタ
長(火力・水力事業部次長) 大田原康彦 
▽財務部長(次長兼財務部長) 森幸雄 
▽勤労企画部長兼日立事業所勤労部長兼総合教育センタ生産技能研修所監事兼日
立工業専門学院監事兼日立工業専修学校監事(産業機器グループ総務部長) 水野
克美 
▽電力統括営業本部電力営業本部長 (電力統括営業本部電力営業本部副本部長兼
開発営業部長兼原子力事業部ＪＮＦＬ再処理施設推進本部副本部長) 安富健 
▽電力統括営業本部電力営業本部開発営業部長(原子力事業部企画本部サービスプ
ロジェクト部部長代理) 小林和徳 
▽電機システム統括営業本部公共営業本部チーフマーケティングマネージャー(電
機システム統括営業本部公共営業本部副本部長) 南伸二 
▽火力・水力事業部事業主管(火力・水力事業部次長) 深井信義 
▽火力・水力事業部日立生産本部長(火力・水力事業部日立生産本部火力プラント
設計部長) 伊佐均 
▽火力・水力事業部火力・水力技術本部海外技術部担当部長(火力・水力事業部火
力・水力技術本部長付) 荒川正美 
▽火力・水力事業部火力・水力技術本部主管技師(火力・水力事業部火力・水力技
術本部副技師長) 中村昭三 
▽火力・水力事業部日立生産本部主管技師(火力・水力事業部日立生産本部副技師
長) 佐藤晴正 
▽火力・水力事業部日立生産本部主管技師(火力・水力事業部日立生産本部副技師
長) 水野貞男 
▽火力・水力事業部日立生産本部主管技師(火力・水力事業部日立生産本部副技師
長) 塚原嘉浩 
▽火力・水力事業部日立生産本部主管技師(火力・水力事業部日立生産本部副技師
長) 田中洋司 
▽火力・水力事業部日立生産本部主管技師(火力・水力事業部日立生産本部副技師
長) 新倉和夫 
▽火力・水力事業部日立生産本部主管技師(火力・水力事業部日立生産本部副技師
長) 秦恒之 
▽火力・水力事業部日立生産本部火力プラント設計部長(火力・水力事業部日立生
産本部長付) 後藤伸穂 
▽火力・水力事業部日立生産本部タービン製造部担当部長(火力・水力事業部日立
生産本部タービン製造部副部長) 上原壮夫 
▽火力・水力事業部日立生産本部水力設計部長(火力・水力事業部日立生産本部タ
ービン設計部副部長) 奥村博司 
▽火力・水力事業部日立生産本部タービン設計部担当部長(火力・水力事業部日立
生産本部タービン設計部副部長) 笹田哲男 
▽火力・水力事業部素形材本部製鋼ロール部長(火力・水力事業部素形材本部製造
部長) 梶原英史 
▽火力・水力事業部素形材本部製鋼ロール部担当部長(火力・水力事業部素形材本
部技術部長) 松尾秀助 
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▽火力・水力事業部素形材本部セラミックス部長(火力・水力事業部素形材本部長
付) 加藤安利 
▽原子力事業部事業主管(原子力事業部企画本部サービスプロジェクト部長) 齊
藤隆 
▽原子力事業部事業主管(原子力事業部次長) 大月惇 
▽原子力事業部企画本部長兼核融合加速器推進部長(原子力事業部日立生産本部
長) 成瀬明輔 
▽原子力事業部企画本部サービスプロジェクト部長(原子力事業部日立生産本部原
子力サービス部長) 羽生正治 
▽原子力事業部企画本部原子力プロジェクト部担当部長(原子力事業部企画本部原
子力プロジェクト部副部長) 津山雅樹 
▽原子力事業部日立生産本部長(原子力事業部次長) 丸彰 
▽原子力事業部日立生産本部主管技師(原子力事業部日立生産本部副技師長) 大
角克己 
▽原子力事業部日立生産本部主管技師(原子力事業部日立生産本部副技師長) 佐
川渉 
▽原子力事業部日立生産本部主管技師(原子力事業部日立生産本部副技師長) 後
田孝一 
▽原子力事業部日立生産本部主管技師(原子力事業部日立生産本部副技師長) 守
屋公三明 
▽原子力事業部日立生産本部主管技師(原子力事業部日立生産本部副技師長) 服
部成雄 
▽原子力事業部日立生産本部主管技師(原子力事業部日立生産本部副技師長) 長
谷川邦夫 
▽原子力事業部日立生産本部主管技師(原子力事業部日立生産本部副技師長) 福
崎孝治 
▽原子力事業部日立生産本部主管技師(原子力事業部日立生産本部副技師長) 布
施元正 
▽原子力事業部日立生産本部主管技師(原子力事業部日立生産本部副技師長) 藤
森治男 
▽原子力事業部日立生産本部主管技師(原子力事業部日立生産本部副技師長) 深
澤哲生 
▽原子力事業部日立生産本部原子力サービス部長(原子力事業部企画本部サービス
プロジェクト部主任技師) 中村文人 
▽原子力事業部日立生産本部原子力サ―ビス部担当部長(原子力事業部日立生産本
部原子力サ―ビス部副部長) 古川秀康 
▽原子力事業部日立生産本部原子力制御計画部長(原子力事業部日立生産本部長
付) 谷川尚司 
▽原子力事業部新事業開発本部主管技師(原子力事業部新事業開発本部副技師長) 
伊藤裕 
▽原子力事業部新事業開発本部主管技師(原子力事業部新事業開発本部副技師長) 
大塚道夫 
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▽原子力事業部新事業開発本部主管技師(原子力事業部新事業開発本部副技師長) 
三吉忠彦 
▽電機システム事業部事業主管(電機システム事業部次長) 加納孝 
▽電機システム事業部電機品信頼性本部長兼電機品システムＱＡセンタ長(電機シ
ステム事業部電機品システムＱＡセンタ長) 八坂保弘 
▽電機システム事業部変電システム本部主管技師(電機システム事業部変電システ
ム本部副技師長) 上出泰生 
▽電機システム事業部国分生産本部変圧器部主管技師(電機システム事業部国分生
産本部変圧器部副技師長) 佐藤重勝 
▽電機システム事業部国分生産本部変圧器部担当部長(電機システム事業部国分生
産本部変圧器部副部長) 嶽本俊明 
▽電機システム事業部国分生産本部受変制御設計部担当部長(電機システム事業部
国分生産本部受変制御設計部副部長) 中村知治 
▽電機システム事業部国分生産本部ガス絶縁開閉装置部主管技師(電機システム事
業部国分生産本部ガス絶縁開閉装置部副技師長) 平澤邦夫 
▽電機システム事業部国分生産本部ガス絶縁開閉装置部担当部長(電機システム事
業部国分生産本部ガス絶縁開閉装置部副部長) 大沼隆 
▽電機システム事業部電機ソリューション本部ドライブシステム部長(電機システ
ム事業部日立生産本部電動機システム部長) 柳生明春 
▽電機システム事業部発電機システム本部主管技師(電機システム事業部発電機シ
ステム本部副技師長) 渡辺孝 
▽電機システム事業部発電機システム本部電力設計部主管技師(電機システム事業
部発電機システム本部電力設計部副技師長) 後藤和夫 
▽電機システム事業部発電機システム本部電動機システム部長(電機システム事業
部日立生産本部電動機システム部員) 相澤秀樹 
▽電機システム事業部電機品信頼性本部電機品質保証部長(電機システム事業部電
機品質保証部長) 国天道治 
▽産業プラント事業部主管技師(産業プラント事業部副技師長) 飯田芳彦 
▽産業プラント事業部主管技師(産業プラント事業部副技師長) 森茂 
▽産業プラント事業部化学・医薬システム本部長(産業プラント事業部化学・医薬
システム本部医薬プロジェクト部長) 加治屋隆司 
▽産業プラント事業部化学・医薬システム本部産業装置製造部長(産業プラント事
業部化学・医薬システム本部産業装置部長) 橋本直人 
▽産業プラント事業部化学・医薬システム本部産業装置設計部長(産業プラント事
業部化学・医薬システム本部産業装置部主任技師) 長谷川俊次 
▽産業プラント事業部化学・医薬システム本部品質保証部長(笠戸事業所品質保証
部長) 川根慎一郎 
▽産業プラント事業部化学・医薬システム本部医薬プロジェクト部長(産業プラン
ト事業部化学・医薬システム本部医薬プロジェクト部主任技師) 村上聖 
▽産業プラント事業部化学・医薬システム本部主管技師(産業プラント事業部化
学・医薬システム本部副技師長) 高木眞人 
▽交通システム事業部主管技師(交通システム事業部副技師長) 中村正武 
▽交通システム事業部主管技師(交通システム事業部副技師長) 岡崎正人 
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▽交通システム事業部笠戸交通システム本部主管技師(交通システム事業部笠戸交
通システム本部副技師長) 高井英夫 
▽交通システム事業部笠戸交通システム本部主管技師(交通システム事業部笠戸交
通システム本部副技師長) 檜垣博 
▽交通システム事業部水戸交通システム本部主管技師(交通システム事業部水戸交
通システム本部副技師長) 田代維史 
▽交通システム事業部水戸交通システム本部主管技師(交通システム事業部水戸交
通システム本部副技師長) 大峽明 
▽交通システム事業部水戸交通システム本部主管技師(交通システム事業部水戸交
通システム本部副技師長) 豊田瑛一 
▽交通システム事業部水戸交通システム本部主管技師(交通システム事業部水戸交
通システム本部副技師長) 中村清 
▽交通システム事業部笠戸交通システム本部車両品質保証部長(交通システム事業
部笠戸交通システム本部主任技師) 松本一憲 
▽社会システム事業部事業主管兼工事エンジニアリング部長(社会システム事業部
次長兼工事エンジニアリング部長) 鈴木程久 
▽社会システム事業部主管技師(社会システム事業部副技師長) 熊澤正博 
▽環境システム推進本部チーフストラティジイマネージャー(環境システム推進本
部副技師長) 長谷川勉 
▽環境システム推進本部主管技師(環境システム推進本部副技師長) 梶隆一 
▽ＩＴ宇宙インフラ推進本部主管技師(ＩＴ宇宙インフラ推進本部副技師長) 池
田雅彦 
▽高度医療支援事業推進本部チーフオペレーティングマネージャー(高度医療支援
事業推進本部副本部長) 上村明 
▽日立事業所調達部長(資材統括部副部長) 橋本純一 
▽日立事業所業務管理部長 (事業企画本部経営情報管理部部長代理) 下谷樹弘 
 
 
 
<産業機器グループ>  
▽事業企画本部長兼営業企画部長兼技術研修センタ長(営業統括本部副本部長兼営
業企画部長) 石津悟 
▽事業企画本部企画部長(事業企画部長) 高井理 
▽事業企画本部空圧機器部長(製品統括本部空圧機器部長) 山田寿紀 
▽事業企画本部ドライブシステム部長(製品統括本部ドライブシステム部長) 藤
原達夫 
▽事業企画本部省力機器部長(製品統括本部省力機器部長) 原田昇一 
▽営業統括本部長(製品統括本部長兼技術研修センタ長) 河野廣次 
▽清水事業所長 (次長) 鈴木昭 
▽清水事業所汎用圧縮機設計部長(汎用圧縮機部長) 青木優和 
▽清水事業所汎用圧縮機製造部長(汎用圧縮機部副部長) 野村康宏 
▽開発センタ長(開発本部開発センタ長) 森永茂樹 
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<ビルシステムグループ>  
▽事業企画本部長兼経営企画室長(営業本部事業企画部長) 武田和利 
▽事業企画本部経営管理部長(経営管理部長) 石塚元 
▽事業企画本部事業推進部長(営業本部事業企画部主任技師) 萩中弘行 
▽事業企画本部海外オペレーション部長(営業本部事業企画部主任技師) 簀河原
準 
▽事業企画本部国際営業部長(営業本部国際営業部長) 神納正昭 
▽営業本部長(関東支社副支社長) 花田哲世 
▽営業本部営業統括部長(営業本部施設第一部長) 米塚伸一 
▽営業本部施設第一部長(営業本部施設第二部長) 猿谷洋一 
▽営業本部施設第二部長(営業本部施設第二部部長代理) 天野實 
▽営業本部営業企画部長(営業本部部長代理) 田部井昇司 
▽営業技術本部長兼東部営業技術部長兼水戸ビルシステム本部ビルシステム専門
技術学校長(営業本部営業技術部長兼水戸ビルシステム本部ビルシステム専門技術
学校長) 関秀明 
▽営業技術本部西部営業技術部長(営業本部営業技術部副部長) 伊奈藤嗣 
▽営業技術本部首都圏営業技術部長(営業本部営業技術部副部長) 木村健一郎 
▽営業技術本部工事管理・安全センタ長(営業本部工事管理・安全センタ長兼営業
技術部副部長) 三澤英夫 
▽ビルソリューション本部長兼ビルソリューション部長(電力・電機グループ交通
システム事業部水戸交通システム本部長付) 渡辺敬一郎 
▽ビルソリューション本部ビルシステム設計部長(水戸ビルシステム本部ビルシス
テム部主任技師) 小林延久 
▽水戸ビルシステム本部長(水戸ビルシステム本部副本部長兼製品統括部長) 藤
井禎三 
▽水戸ビルシステム本部主管技師(水戸ビルシステム本部製品開発センタ主管技
師) 長瀬博 
▽水戸ビルシステム本部主管技師(水戸ビルシステム本部製品開発センタ副センタ
長) 荒堀昇 
▽水戸ビルシステム本部主管技師(水戸ビルシステム本部昇降機設計部副部長) 
佐々木英一 
▽水戸ビルシステム本部エレベータ設計部長兼製品開発センタ長(水戸ビルシステ
ム本部ビルシステム製造部長) 廣瀬正之 
▽水戸ビルシステム本部エスカレータ設計部長(水戸ビルシステム本部昇降機設計
部副部長) 田中正勝 
▽水戸ビルシステム本部製品統括部長(水戸ビルシステム本部製品統括部主任技
師) 切替賢二 
▽水戸ビルシステム本部ビルシステム製造部長(水戸ビルシステム本部情報・生産
システム部副部長) 秋山郁也 
▽水戸ビルシステム本部生産技術担当部長(水戸ビルシステム本部ビルシステム製
造部員) 菊地重昭 
▽財務部担当部長(財務部副部長) 橋谷田三男 
▽資材部長 (水戸ビルシステム本部資材部長) 村谷信之 
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<情報・通信グループ統括本部>  
▽主管技師兼ＱＡセンタ長(副技師長兼ＱＡセンタ長) 日野正史 
▽経営企画本部長(金融・流通システムグループ金融システム事業部金融ビジネス
企画本部員) 山口光雄 
▽経営企画本部ビジョン推進室長(部長) 高林恒廣 
▽経営企画本部通信公共企画部長(通信・社会システムグループ長付) 鈴木太平 
▽経営企画本部ｅ－Ａｓｉａ推進センタ長(本部員) 中上昇一 
▽経営企画本部中国情報化プロジェクト室長(本部長付) 野口跡見 
▽経営企画本部主管(通信・社会システムグループ主管) 吉田進 
▽事業企画本部長兼事業企画部長兼宣伝企画部長(情報コンピュータグループ事業
企画本部長) 福田哲郎 
▽事業企画本部研究開発推進室長(経営企画本部長付) 清水秀樹 
▽事業企画本部戦略企画部長(経営企画本部戦略企画部長) 吉岡正壱郎 
▽事業企画本部情報システム部長(経営企画本部情報システム部長) 岡田之彦 
▽事業企画本部ネットワーク事業推進室長(情報コンピュータグループ事業企画本
部長付) 小林偉昭 
▽事業企画本部ネットワーク事業推進室チーフマネージャ(情報コンピュータグル
ープ事業企画本部長付) 金野千里 
▽事業企画本部情報機器アクセシビリティ事業推進室長(情報コンピュータグルー
プ事業企画本部長付) 小澤邦昭 
▽国際事業企画本部長(ソフトウェア事業部企画本部計画部長兼海外推進部長) 
齋藤眞人 
▽国際事業企画本部海外企画第一部長(経営企画本部海外企画第一部長) 安井馨 
▽国際事業企画本部海外企画第二部長(経営企画本部海外企画第二部長) 森田和
良 
▽国際事業企画本部海外企画第三部長(経営企画本部海外企画第一部部長代理) 
酒井宏明 
▽国際事業企画本部海外事業推進室長(本部長付) 松岡武昭 
▽経営管理本部長兼経営管理第一部長(経営管理第一部長) 菱沼茂樹 
▽経営管理本部経営管理第二部長(経営管理第二部長) 中新井雄一 
▽パートナービジネス統括本部長(パートナービジネス推進本部長) 岩本喬 
▽パートナービジネス統括本部パートナーサポート本部長(パートナービジネス推
進本部副本部長) 大津優 
▽パートナービジネス統括本部パートナーソリューション本部長(パートナービジ
ネス推進本部副本部長) 岡本宗佳 
▽パートナービジネス統括本部パートナーサポート本部企画部長(パートナービジ
ネス推進本部企画部長) 羽賀博明 
▽パートナービジネス統括本部パートナーサポート本部特約店・販社サポート部
長(パートナービジネス推進本部特約店・販社統括部長) 中山達夫 
▽パートナービジネス統括本部パートナーサポート本部ビジネスパートナーサポ
ート部長(パートナービジネス推進本部ビジネスパートナー統括部長) 斉藤良一 
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▽パートナービジネス統括本部パートナーソリューション本部ソリューションサ
ポート部長(パートナービジネス推進本部技術支援部長) 東野正明 
▽パートナービジネス統括本部パートナーソリューション本部ソリューション開
発部長(パートナービジネス推進本部技術支援部部長代理) 津寺省児 
▽パートナービジネス統括本部パートナーソリューション本部ＳＣＢＡＮＫ販売
促進部長(パートナービジネス推進本部ＳＣＢＡＮＫ販売促進部長) 園田晴哉 
▽パートナービジネス統括本部パートナーソリューション本部ＳＣＢＡＮＫサポ
ート部長(パートナービジネス推進本部ＳＣＢＡＮＫサポート部長) 関根章司 
▽営業企画本部営業企画部長(営業企画本部統括営業企画部長) 橋詰裕志 
▽営業企画本部カスタマリレーションセンタ長(営業企画本部長付) 菅谷修 
▽環境推進センタ長(本部長付) 柄崎晃一 
▽ルート業務部長(本部長付) 長野卓雄 
▽財務部長(情報コンピュータグループエンタープライズサーバ事業部経理部長) 
吉岡和夫 
▽財務部ＭＩ推進室長(本部長付) 金石清久 
▽財務部関連会社室長(関連会社部長) 岡田隆昭 
▽人事企画部長(情報コンピュータグループインターネットプラットフォーム事業
部総務部長) 山本晴樹 
▽ＮＴＴ営業統括本部ＮＴＴシステム営業本部長(通信・社会システムグループＮ
ＴＴ営業本部副本部長) 城利一 
▽ＮＴＴ営業統括本部ＮＴＴ西日本営業本部長 (通信・社会システムグループＮ
ＴＴ営業本部副本部長) 小菅渉 
 
 
 
<システムソリューショングループ>  
▽ＣＯＯ兼ＭＩ推進センタ長(金融・流通システムグループ副グループ長兼オープ
ンプラットフォームソリューション本部長兼事業企画本部長兼国際ＩＴビジネス
本部長) 若井勝郎 
▽主管技師長(情報コンピュータグループＳＡＮソリューション事業部ストレージ
ソリューション本部長)  旭寛治 
▽主管技師長(情報・通信グループ統括本部ビジネスソリューション事業部主管技
師長)  高橋栄   
▽主管技師(金融・流通システムグループ副技師長) 宮本俊介 
▽システムソリューション事業企画本部長兼企画部長 (金融・流通システムグル
ープ事業企画本部企画部長) 杉浦充 
▽システムソリューション事業企画本部システム技術管理部長(金融・流通システ
ムグループシステム管理部長) 高田秀之 
▽国際ＩＴビジネス本部長(金融・流通システムグループ国際ＩＴビジネス本部副
本部長兼国際ＩＴソリューション部長) 杉井敏夫 
▽国際ＩＴビジネス本部国際ＩＴソリューション部長(金融・流通システムグルー
プ国際ＩＴビジネス本部国際ＩＴソリューション部副部長) 高橋俊実 
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▽国際ＩＴビジネス本部推進部長(金融・流通システムグループ国際ＩＴビジネス
本部長付) 神山文高 
▽オープンプラットフォームソリューション本部長(金融・流通システムグループ
Ｌｉｎｕｘソリューション本部長) 森伸正 
▽オープンプラットフォームソリューション本部ＡＳソリューションセンタ長(情
報コンピュータグループエンタープライズサーバ事業部長付) 石塚拓雄 
▽オープンプラットフォームソリューション本部ＡＳソリューションセンタチー
フマネージャ(金融・流通システムグループ金融システム事業部金融第一システム
本部銀行第四システム部長) 鈴木秀明 
▽オープンプラットフォームソリューション本部ＨＡソリューションセンタ長(金
融・流通システムグループオープンプラットフォームソリューション本部長付) 
鈴木勇次 
▽オープンプラットフォームソリューション本部ＨＰソリューションセンタ長(金
融・流通システムグループオープンプラットフォームソリューション本部長付) 
田所尚 
▽オープンプラットフォームソリューション本部シニアテクニカルマネージャ兼
Ｗｉｎｄｏｗｓソリューションセンタ長兼ＯＲＡＣＬＥコンピテンス推進センタ
長兼パートナービジネスセンタ長(金融・流通システムグループオープンプラット
フォームソリューション本部長付) 岡信博 
▽アプリケーションシステム開発本部チーフプロジェクトマネージャ(金融・流通
システムグループアプリケーションシステム開発本部長付) 佐竹喜次 
▽アプリケーションシステム開発本部第一アプリケーションシステム設計部推進
部長(金融・流通システムグループアプリケーションシステム開発本部第一アプリ
ケーションシステム設計部プロジェクトマネージャ) 山橋哲也 
▽アプリケーションシステム開発本部第一アプリケーションシステム設計部推進
部長(金融・流通システムグループアプリケーションシステム開発本部第一アプリ
ケーションシステム設計部プロジェクトマネージャ) 丸岡直希 
▽アプリケーションシステム開発本部第一アプリケーションシステム設計部推進
部長(金融・流通システムグループアプリケーションシステム開発本部第一アプリ
ケーションシステム設計部プロジェクトマネージャ) 奈良幸則 
▽アプリケーションシステム開発本部第二アプリケーションシステム設計部推進
部長(金融・流通システムグループアプリケーションシステム開発本部第二アプリ
ケーションシステム設計部プロジェクトマネージャ) 牧野正男 
▽アプリケーションシステム開発本部第二アプリケーションシステム設計部推進
部長(金融・流通システムグループアプリケーションシステム開発本部第二アプリ
ケーションシステム設計部プロジェクトマネージャ) 安田佳孝 
▽アプリケーションシステム開発本部第二アプリケーションシステム設計部推進
部長(金融・流通システムグループアプリケーションシステム開発本部第二アプリ
ケーションシステム設計部プロジェクトマネージャ) 野沢克太 
▽アプリケーションシステム開発本部第三アプリケーションシステム設計部推進
部長(金融・流通システムグループアプリケーションシステム開発本部第三アプリ
ケーションシステム設計部プロジェクトマネージャ) 吉田政之 
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▽アプリケーションシステム開発本部第四アプリケーションシステム設計部長(金
融・流通システムグループアプリケーションシステム開発本部第四アプリケーシ
ョンシステム設計部長) 佐々布武司 
▽アプリケーションシステム開発本部第四アプリケーションシステム設計部推進
部長(金融・流通システムグループアプリケーションシステム開発本部第四アプリ
ケーションシステム設計部プロジェクトマネージャ) 高原好則 
▽アプリケーションシステム開発本部第四アプリケーションシステム設計部推進
部長(金融・流通システムグループアプリケーションシステム開発本部第四アプリ
ケーションシステム設計部プロジェクトマネージャ) 柿崎栄治 
▽アプリケーションシステム開発本部第五アプリケーションシステム設計部長(金
融・流通システムグループアプリケーションシステム開発本部第三アプリケーシ
ョンシステム設計部プロジェクトマネージャ) 内山賢一 
▽生産技術統括センタ長兼Ｊａｖａ／ＸＭＬセンタ長 (公共システムグループ主
管技師長) 大野治 
▽生産技術統括センタ生産技術部長(金融・流通システムグループ生産技術部長) 
原田晃 
▽生産技術統括センタシステム開発部長(公共システムグループ公共システム事業
部長付) 小室彦三 
▽生産技術統括センタ情報システム第一部長(金融・流通システムグループ長付) 
石澤康治 
▽生産技術統括センタ情報システム第一部チーフテクニカルマネージャ(金融・流
通システムグループコンピュータセンタサービス部長) 荒井秋博 
▽生産技術統括センタ情報システム第二部長(公共システムグループ公共システム
事業部長付) 内田浩三 
▽品質保証統括センタ長兼品質保証部長兼品質システムセンタ長(金融・流通シス
テムグループ品質保証部長) 毛利守夫 
▽品質保証統括センタ品質保証部チーフクオリティマネージャ(金融・流通システ
ムグループ長付) 桑田憲治 
▽事業推進支援センタ長兼全員運動推進センタ長兼ＪＱＡ推進支援センタ長兼輸
出関連管理センタ長(金融・流通システムグループ長付) 上村正廣 
▽事業推進支援センタ事業推進部長兼アライアンス契約支援センタ長(金融・流通
システムグループ技術部長) 森悦郎 
▽事業推進支援センタプロジェクト管理センタ長兼プロジェクトリスクマネジメ
ントセンタチーフプロジェクトリスクマネージャ(金融・流通システムグループ長
付) 田中良仁 
▽事業推進支援センタプロジェクト管理センタチーフプロジェクトマネージャ(公
共システムグループ公共システム事業部官公システム本部官公アプリケーション
開発部主任技師) 本田伸一 
▽事業推進支援センタプロジェクト管理センタチーフプロジェクトマネージャ兼
プロジェクトリスクマネジメントセンタチーフプロジェクトリスクマネージャ(公
共システムグループ長付) 金田雅憲 
▽事業推進支援センタシニアプロジェクトリスクマネージャ兼プロジェクトリス
クマネジメントセンタ長(金融・流通システムグループ長付) 高橋康夫 
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▽事業推進支援センタプロジェクトリスクマネジメントセンタチーフプロジェク
トリスクマネージャ(金融・流通システムグループ長付) 石渡洋行 
▽事業推進支援センタプロジェクトリスクマネジメントセンタチーフプロジェク
トリスクマネージャ(金融・流通システムグループ長付) 南野猛 
▽事業推進支援センタプロジェクトリスクマネジメントセンタチーフプロジェク
トリスクマネージャ(金融・流通システムグループ長付) 中村康一 
▽資材本部長(資材調達事業部グローバル調達推進部員) 常友勝 
▽資材本部資材企画部長(金融・流通システムグループ資材部長) 大石雅義 
▽資材本部アライアンス部長 (情報・通信グループ統括本部ソフトウェア事業部
資材部長) 佐々木孝人 
▽資材本部ソフトウェア調達第一部長(産業システムグループ資材部長) 坂元弘
和 
▽資材本部ソフトウェア調達第二部長(公共システムグループ資材部長) 岩宮進 
▽資材本部情報制御システム資材部長(電力・電機グループ情報制御システム事業
部資材部長) 松元弘之 
▽財務本部長兼財務部長(金融・流通システムグループ次長兼財務部長) 中村豊
明 
▽財務本部金融システム経理部長(通信・社会システムグループ社会・ネットワー
クシステム事業部経理部経理課長) 岡野安都佐 
▽財務本部産業社会システム経理部長(産業システムグループ財務部長) 川口和
晴 
▽財務本部情報制御システム経理部長(電力・電機グループ情報制御システム事業
部経理部長) 冨樫多喜雄 
▽財務本部公共システム経理部長(公共システムグループ財務部長) 松尾省五 
▽財務本部ソフトウェア経理部長(情報・通信グループ統括本部ソフトウェア事業
部経理部長) 藤林昭範 
▽総務本部長兼人事企画部長兼環境整備センタ長(通信・社会システムグループ総
務部長兼通信事業部総務部長) 新美雅文 
▽総務本部部長(産業システムグループ総務部長) 深澤利廣 
▽総務本部部長(電力・電機グループ情報制御システム事業部総務部長) 勝田章 
▽総務本部部長(公共システムグループ総務部長) 三輪博志 
▽総務本部部長(情報・通信グループ統括本部ソフトウェア事業部総務部長) 柏
正孝 
▽総務本部法務センタ長(金融・流通システムグループ総務部部長代理) 百瀬尚
司 
▽輸出関連管理センタチーフマネージャ(金融・流通システムグループ長付) 和
田信利 
▽ネットワークプラットフォーム事業部長兼技術部長(通信・社会システムグルー
プ社会・ネットワークシステム事業部副事業部長) 古川一夫 
▽ネットワークプラットフォーム事業部品質保証部長(通信・社会システムグルー
プ通信事業部品質保証部副部長) 辻政夫 
▽ネットワークプラットフォーム事業部企画部長(通信・社会システムグループ社
会・ネットワークシステム事業部ネットワークシステム本部主任技師) 青山健一 
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▽ネットワークプラットフォーム事業部ネットワークシステム本部長(通信・社会
システムグループ社会・ネットワークシステム事業部ネットワークシステム本部
長) 黒坂英勝 
▽ネットワークプラットフォーム事業部ネットワークシステム本部ＩＴＳセンタ
長(通信・社会システムグループ社会・ネットワークシステム事業部ネットワーク
システム本部ＩＴＳセンタ長) 室矢英樹 
▽ネットワークプラットフォーム事業部ネットワークシステム本部第１ＳＩ部長
(通信・社会システムグループ社会・ネットワークシステム事業部ネットワークシ
ステム本部第１ＳＩ部長) 前島幸仁 
▽ネットワークプラットフォーム事業部ネットワークシステム本部第２ＳＩ部長
(通信・社会システムグループ社会・ネットワークシステム事業部ネットワークシ
ステム本部第２ＳＩ部長) 高岡和彦 
▽ネットワークプラットフォーム事業部ネットワークシステム本部パートナー事
業推進センタ長(通信・社会システムグループ社会・ネットワークシステム事業部
ネットワークシステム本部パートナー事業推進センタ長) 芦原憲二 
▽ネットワークプラットフォーム事業部関西開発センタ長(通信・社会システムグ
ループ社会・ネットワークシステム事業部ＮＴＴソリューション本部関西開発セ
ンタ長) 天野裕 
▽ネットワークプラットフォーム事業部キャリアソリューション本部長(通信・社
会システムグループ社会・ネットワークシステム事業部キャリアソリューション
本部長) 武居徹 
▽ネットワークプラットフォーム事業部キャリアソリューション本部ＩＰシステ
ム部長(通信・社会システムグループ社会・ネットワークシステム事業部キャリア
ソリューション本部ＩＰシステム部長) 大平義晴 
▽ネットワークプラットフォーム事業部キャリアソリューション本部キャリアシ
ステム推進センタ長(通信・社会システムグループ社会・ネットワークシステム事
業部キャリアソリューション本部キャリアシステム推進センタ長) 堀田巌 
▽金融システム営業統括本部金融システム第一営業本部長(金融・流通システムグ
ループ金融システム事業部金融システム営業本部副本部長) 鄕木章 
▽金融システム営業統括本部金融システム第一営業本部銀行第一部長(金融・流通
システムグループ金融システム事業部金融システム営業本部銀行第一部長) 小松
清 
▽金融システム営業統括本部金融システム第一営業本部担当部長(金融・流通シス
テムグループ金融システム事業部金融システム営業本部銀行第一部部長代理) 村
松茂 
▽金融システム営業統括本部金融システム第一営業本部銀行第二部長(金融・流通
システムグループ金融システム事業部金融システム営業本部銀行第二部長) 三好
春樹 
▽金融システム営業統括本部金融システム第一営業本部銀行第三部長(金融・流通
システムグループ金融システム事業部金融システム営業本部銀行第三部長) 坂井
章 
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▽金融システム営業統括本部金融システム第一営業本部銀行第四部長(金融・流通
システムグループ金融システム事業部金融システム営業本部銀行第二部部長代理) 
手島俊亮 
▽金融システム営業統括本部金融システム第一営業本部ＮＴＴデータ部長(金融・
流通システムグループ金融システム事業部金融システム営業本部長付) 守屋裕司 
▽金融システム営業統括本部金融システム第二営業本部長(金融・流通システムグ
ループ金融システム事業部金融システム営業本部部長) 武本秀徳 
▽金融システム営業統括本部営業企画部長(金融・流通システムグループ金融シス
テム事業部金融システム営業本部営業企画部長) 江勝弘 
▽金融システム営業統括本部金融システム第二営業本部保険第一部長(金融・流通
システムグループ金融システム事業部金融システム営業本部保険第一部長) 鈴木
喜之 
▽金融システム営業統括本部金融システム第二営業本部担当部長(金融・流通シス
テムグループ金融システム事業部金融システム営業本部長付) 小林淳 
▽金融システム営業統括本部金融システム第二営業本部保険第二部長(金融・流通
システムグループ金融システム事業部金融システム営業本部保険第二部長) 大石
哲次 
▽金融システム営業統括本部金融システム第二営業本部担当部長(金融・流通シス
テムグループ金融システム事業部金融システム営業本部保険第二部部長代理) 相
良敏之 
▽金融システム営業統括本部金融システム第二営業本部保険第三部長(金融・流通
システムグループ金融システム事業部金融システム営業本部保険第二部部長代理) 
戸塚民生 
▽金融システム営業統括本部金融システム第二営業本部金融情報第一部長(金融・
流通システムグループ金融システム事業部金融システム営業本部金融情報部長) 
杉山信行 
▽金融システム営業統括本部金融システム第二営業本部金融情報第二部長(金融・
流通システムグループ金融システム事業部金融システム営業本部証券部長) 名村
忠 
▽金融システム営業統括本部金融システム第二営業本部担当部長(金融・流通シス
テムグループ金融システム事業部金融システム営業本部証券部部長代理) 螻川内
敬 
▽金融システム営業統括本部金融システム第二営業本部金融情報第三部長(金融・
流通システムグループ金融システム事業部金融システム営業本部長付) 坂野裕 
▽金融システム事業部エグゼクティブプロジェクトマネージャ(金融・流通システ
ムグループ金融システム事業部金融第一システム本部長) 山下哲男 
▽金融システム事業部金融ビジネス企画本部長(金融・流通システムグループ金融
システム事業部金融ビジネス企画本部副本部長兼事業企画部長) 渡部芳邦 
▽金融システム事業部金融第一システム本部長(金融・流通システムグループ金融
システム事業部金融第一システム本部副本部長) 中里良一 
▽金融システム事業部金融第二システム本部長(金融・流通システムグループ金融
システム事業部金融ビジネス企画本部長) 松縄正人 



 16

▽金融システム事業部金融第三システム本部長(金融・流通システムグループ金融
システム事業部金融第一システム本部銀行第一システム部長) 山崎一 
▽金融システム事業部金融第四システム本部長(金融・流通システムグループ金融
システム事業部金融第二システム本部長) 小松敏秀 
▽金融システム事業部金融第五システム本部長(金融・流通システムグループ金融
システム事業部金融第二システム本部銀行第三システム部長) 塩塚啓一 
▽金融システム事業部証券システム本部長(金融・流通システムグループ金融シス
テム事業部金融第三システム本部長) 光永聖 
▽金融システム事業部保険システム本部長(金融・流通システムグループ金融シス
テム事業部金融第四システム本部長兼保険第一システム部長) 矢倉洋一 
▽金融システム事業部金融ソリューションシステム本部長(金融・流通システムグ
ループ金融システム事業部金融ソリューションシステム本部長) 渡部眞也 
▽金融システム事業部金融ビジネス企画本部金融スマートカードシステム部長(金
融・流通システムグループ金融システム事業部金融ビジネス企画本部新規事業推
進部長) 山下廣太郎 
▽金融システム事業部金融ビジネス企画本部推進部長(金融・流通システムグルー
プ金融システム事業部金融ビジネス企画本部長付) 渡辺嘉也 
▽金融システム事業部金融ビジネス企画本部チーフテクニカルスタッフ(金融・流
通システムグループ金融システム事業部金融ビジネス企画本部副技師長) 田中紀
夫 
▽金融システム事業部金融ビジネス企画本部担当部長(金融・流通システムグルー
プ金融システム事業部金融ビジネス企画本部長付) 村松晃 
▽金融システム事業部金融ビジネス企画本部担当部長(金融・流通システムグルー
プ金融システム事業部金融ビジネス企画本部長付) 阿部雄平 
▽金融システム事業部金融第一システム本部第一部長(金融・流通システムグルー
プ金融システム事業部金融第一システム本部銀行第二システム部長) 高口幸雄 
▽金融システム事業部金融第一システム本部第三部長(金融・流通システムグルー
プ金融システム事業部金融第一システム本部長付) 谷口弘幸 
▽金融システム事業部金融第一システム本部推進部長(金融・流通システムグルー
プ金融システム事業部金融第一システム本部長付) 高山茂治 
▽金融システム事業部金融第一システム本部チーフプロジェクトマネージャ(金
融・流通システムグループ金融システム事業部金融第一システム本部システム技
術統括部主任技師) 山本二雄 
▽金融システム事業部金融第二システム本部第一部長(金融・流通システムグルー
プ金融システム事業部金融第一システム本部銀行第三システム部主任技師) 小野
勇人 
▽金融システム事業部金融第二システム本部第二部長(金融・流通システムグルー
プ金融システム事業部金融第一システム本部銀行第三システム部長) 岡田純 
▽金融システム事業部金融第三システム本部第一部長(金融・流通システムグルー
プ金融システム事業部金融第一システム本部銀行第一システム部副部長) 濱崎孝
志 
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▽金融システム事業部金融第三システム本部第二部長(金融・流通システムグルー
プ金融システム事業部金融第一システム本部銀行第一システム部主任技師) 山岡
正樹 
▽金融システム事業部金融第三システム本部第三部長(金融・流通システムグルー
プ金融システム事業部金融第一システム本部銀行第四システム部副部長) 鴨志田
毅 
▽金融システム事業部金融第四システム本部第一部長(金融・流通システムグルー
プ金融システム事業部金融第二システム本部長付) 松谷淳 
▽金融システム事業部金融第四システム本部推進部長(金融・流通システムグルー
プ金融システム事業部金融第二システム本部長付) 松田寛興 
▽金融システム事業部金融第四システム本部推進部長(金融・流通システムグルー
プ金融システム事業部金融第二システム本部銀行第一システム部長) 新枝宏之 
▽金融システム事業部金融第四システム本部推進部長(金融・流通システムグルー
プ金融システム事業部金融第二システム本部銀行第一システム部副部長) 林孝次 
▽金融システム事業部金融第四システム本部チーフプロジェクトマネージャ(金
融・流通システムグループ金融システム事業部金融第二システム本部主任技師) 
田名原正己 
▽金融システム事業部金融第四システム本部第二部長(金融・流通システムグルー
プ金融システム事業部金融第二システム本部長付) 清水俊彦 
▽金融システム事業部金融第五システム本部第一部長(金融・流通システムグルー
プ金融システム事業部金融第二システム本部銀行第二システム部長) 原田高志 
▽金融システム事業部金融第五システム本部第二部長(金融・流通システムグルー
プ金融システム事業部金融第二システム本部銀行第三システム部主任技師) 正木
秀則 
▽金融システム事業部金融第五システム本部推進部長(金融・流通システムグルー
プ金融システム事業部金融第二システム本部銀行第三システム部主任技師) 北村
年章 
▽金融システム事業部証券システム本部第一部長(金融・流通システムグループ金
融システム事業部金融第三システム本部証券システム部長) 深作和彦 
▽金融システム事業部証券システム本部第二部長(金融・流通システムグループ金
融システム事業部金融第三システム本部証券システム部副部長) 田川裕幸 
▽金融システム事業部証券システム本部資本市場システム部長(金融・流通システ
ムグループ金融システム事業部金融第三システム本部資本市場システム部長) 菊
原英武 
▽金融システム事業部保険システム本部第一部長(金融・流通システムグループ金
融システム事業部金融第四システム本部保険第一システム部副部長) 片岡裕司 
▽金融システム事業部保険システム本部チーフプロジェクトマネージャ(金融・流
通システムグループ金融システム事業部金融第四システム本部保険第一システム
部主任技師) 新井敏幸 
▽金融システム事業部保険システム本部チーフテクニカルスタッフ(金融・流通シ
ステムグループ金融システム事業部金融第四システム本部副技師長) 荒井清勝 
▽金融システム事業部保険システム本部第二部長(金融・流通システムグループ金
融システム事業部金融第四システム本部保険第二システム部長) 荒尾辰之 
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▽金融システム事業部保険システム本部チーフプロジェクトマネージャ(金融・流
通システムグループ金融システム事業部金融第四システム本部保険第二システム
部主任技師) 古谷忠雄 
▽金融システム事業部保険システム本部第三部長(金融・流通システムグループ金
融システム事業部金融第四システム本部長付) 野田博士 
▽金融システム事業部金融ソリューションシステム本部第一部長(金融・流通シス
テムグループ金融システム事業部ソリューションシステム本部主任技師) 得能直
明 
▽金融システム事業部金融ソリューションシステム本部第二部長(金融・流通シス
テムグループ金融システム事業部ソリューションシステム本部長付) 神子秀雄 
▽金融システム事業部金融ソリューションシステム本部第三部長(金融・流通シス
テムグループ金融システム事業部ソリューションシステム本部長付) 中村正人 
▽金融システム事業部金融ソリューションシステム本部第四部長(金融・流通シス
テムグループ金融システム事業部ソリューションシステム本部長付) 村上哲雄 
▽産業社会システム営業統括本部エグゼクティブマーケティングマネージャ(通
信・社会システムグループ社会・ネットワークシステム事業部社会システム営業
本部長) 田中吉美 
▽産業社会システム営業統括本部産業システム第一営業本部長(産業システムグル
ープ産業システム事業部産業システム第一営業本部長) 佐藤寛 
▽産業社会システム営業統括本部産業システム第二営業本部長(産業システムグル
ープ産業システム事業部産業システム第二営業本部長) 浅倉信 
▽産業社会システム営業統括本部流通システム営業本部長(金融・流通システムグ
ループ流通システム事業部流通・サービス営業本部流通・サービス第二部長) 片
山誠 
▽産業社会システム営業統括本部社会情報システム営業本部長(通信・社会システ
ムグループ社会・ネットワークシステム事業部社会システム営業本部副本部長) 
高橋和雄 
▽産業社会システム営業統括本部通信ネットワーク営業本部長(通信・社会システ
ムグループ社会・ネットワークシステム事業部通信ネットワーク営業本部長) 林
勉 
▽産業社会システム営業統括本部産業システム第一営業本部営業企画部長(産業シ
ステムグループ産業システム事業部産業ビジネス企画本部営業企画部長) 井上龍
之助 
▽産業社会システム営業統括本部産業システム第一営業本部ソリューション営業
部長(産業システムグループ産業システム事業部産業システム第一営業本部ソリュ
ーション営業部長) 渡辺昌弘 
▽産業社会システム営業統括本部産業システム第一営業本部産業第一部長(産業シ
ステムグループ産業システム事業部産業システム第一営業本部産業第一部長) 丸
山晴馬 
▽産業社会システム営業統括本部産業システム第一営業本部産業第二部長 (産業
システムグループ産業システム事業部産業システム第一営業本部産業第二部長) 
辰巳保彦 
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▽産業社会システム営業統括本部産業システム第一営業本部産業第六部長(産業シ
ステムグループ産業システム事業部産業システム第一営業本部産業第六部長) 大
塩直樹 
▽産業社会システム営業統括本部産業システム第一営業本部産業第七部長(産業シ
ステムグループ産業システム事業部産業システム第一営業本部産業第七部長) 小
林幹夫 
▽産業社会システム営業統括本部産業システム第二営業本部産業第三部長(産業シ
ステムグループ産業システム事業部産業システム第二営業本部産業第三部長) 渡
部正和 
▽産業社会システム営業統括本部産業システム第二営業本部産業第四部長(産業シ
ステムグループ産業システム事業部産業システム第二営業本部産業第四部長) 神
原利之 
▽産業社会システム営業統括本部産業システム第二営業本部産業第五部長(産業シ
ステムグループ産業システム事業部産業システム第二営業本部産業第五部長) 新
藤辰男 
▽産業社会システム営業統括本部流通システム営業本部営業企画部長 (金融・流
通システムグループ流通システム事業部流通・サービス営業本部営業企画部長兼
間接販売推進センタ副センタ長兼ＪＱＡ推進センタ副センタ長) 末松信久 
▽産業社会システム営業統括本部流通システム営業本部ニュービジネス部長 (金
融・流通システムグループ流通システム事業部流通・サービス営業本部ニュービ
ジネス部長兼間接販売推進センタ副センタ長) 宮内基行 
▽産業社会システム営業統括本部流通システム営業本部流通第一部長(金融・流通
システムグループ流通システム事業部流通・サービス営業本部流通・サービス第
一部長) 塩原外信 
▽産業社会システム営業統括本部流通システム営業本部流通第二部長(関東支社茨
城支店長付) 嘉本武司 
▽産業社会システム営業統括本部流通システム営業本部流通第二部担当部長(金
融・流通システムグループ流通システム事業部流通・サービス営業本部流通・サ
ービス第二部部長補) 藤尾良樹 
▽産業社会システム営業統括本部流通システム営業本部流通第三部長兼リテイル
システムソリューションセンタ長(金融・流通システムグループ流通システム事業
部流通・サービス営業本部流通・サービス第三部長) 高瀬敏男 
▽産業社会システム営業統括本部社会情報システム営業本部営業企画部長(通信・
社会システムグループ社会・ネットワークシステム事業部社会システム営業本部
営業企画部長) 白崎秀紀 
▽産業社会システム営業統括本部社会情報システム営業本部交通・社会営業部長
(通信・社会システムグループ社会・ネットワークシステム事業部社会システム営
業本部交通・社会営業部長) 佐々木浩巳 
▽産業社会システム営業統括本部社会情報システム営業本部電力・社会営業部長
(通信・社会システムグループ社会・ネットワークシステム事業部社会システム営
業本部電力・社会営業部長) 石田行雄 



 20

▽産業社会システム営業統括本部通信ネットワーク営業本部通信システム営業部
長(通信・社会システムグループ社会・ネットワークシステム事業部通信ネットワ
ーク営業本部通信システム営業部長) 町田均 
▽産業社会システム営業統括本部通信ネットワーク営業本部通信パートナー営業
部長(通信・社会システムグループ社会・ネットワークシステム事業部通信ネット
ワーク営業本部通信パートナー営業部長) 飯野和幸 
▽産業社会システム営業統括本部通信ネットワーク営業本部ネットワーク営業部
長(通信・社会システムグループ社会・ネットワークシステム事業部通信ネットワ
ーク営業本部ネットワーク営業部長) 村本真一 
▽産業システム事業部産業ビジネス企画本部シニアアライアンススタッフ(産業シ
ステムグループ産業システム事業部産業ビジネス企画本部長付) 舘野宏 
▽産業システム事業部産業第二システム本部シニアプロジェクトマネージャ兼Ｉ
Ｔ２１推進センタ長(産業システムグループ産業システム事業部産業第二システム
本部副本部長兼ＩＴ２０００サポートセンタ長) 小笠原均 
▽産業システム事業部全国システム本部長(産業システムグループ産業システム事
業部全国システム統括本部長) 川端康仁 
▽産業システム事業部全国システム本部シニアプロジェクトマネージャ兼ＪＡビ
ジネスセンタ長(産業システムグループ産業システム事業部全国システム統括本部
長付) 川田治男 
▽産業システム事業部全国システム本部シニアプロジェクトマネージャ(産業シス
テムグループ産業システム事業部全国システム統括本部長付) 開一弘 
▽産業システム事業部品質保証部長(産業システムグループ品質保証部長) 紺井
英俊 
▽産業システム事業部技術部長(産業システムグループ技術部長) 住田浩 
▽産業システム事業部産業第一システム本部チーフプロジェクトマネージャ(産業
システムグループ産業システム事業部産業第一システム本部長付) 粕谷正雄 
▽産業システム事業部全国システム本部チーフプロジェクトマネージャ(産業シス
テムグループ産業システム事業部全国システム統括本部長付) 集治俊信 
▽産業システム事業部全国システム本部部長(産業システムグループ産業システム
事業部全国システム統括本部部長) 江口良司 
▽産業システム事業部全国システム本部ソリューションビジネスセンタ長(産業シ
ステムグループ産業システム事業部全国システム統括本部ソリューションビジネ
スセンタ長) 奥出聡 
▽産業システム事業部全国システム本部ニュービジネス推進センタ長 (産業シス
テムグループ産業システム事業部全国システム統括本部ニュービジネス推進セン
タ長) 野上治 
▽産業システム事業部全国システム本部アプリケーション開発センタ長(産業シス
テムグループ産業システム事業部全国システム統括本部アプリケーション開発セ
ンタ長) 鷲北修 
▽産業システム事業部全国システム本部北海システム部長(産業システムグループ
産業システム事業部全国システム統括本部北海システム部長) 坂倉健司 
▽産業システム事業部全国システム本部東北システム部長(産業システムグループ
産業システム事業部全国システム統括本部東北システム部長) 千葉陽一郎 
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▽産業システム事業部全国システム本部中部システム部長(産業システムグループ
産業システム事業部全国システム統括本部中部システム部長) 森脇裕 
▽産業システム事業部全国システム本部中部システム部担当部長(産業システムグ
ループ産業システム事業部全国システム統括本部中部システム部副部長) 鳥居玄
一 
▽産業システム事業部全国システム本部関西第一システム部長(産業システムグル
ープ産業システム事業部全国システム統括本部関西第一システム部長) 岩井章 
▽産業システム事業部全国システム本部関西第一システム部担当部長(産業システ
ムグループ産業システム事業部全国システム統括本部関西第一システム部副部長) 
大倉基広 
▽産業システム事業部全国システム本部関西第三システム部長(産業システムグル
ープ産業システム事業部全国システム統括本部関西第三システム部長) 山本信司 
▽産業システム事業部全国システム本部中国システム部長(産業システムグループ
産業システム事業部全国システム統括本部中国システム部長) 影山孝明 
▽産業システム事業部全国システム本部九州システム部長(産業システムグループ
産業システム事業部全国システム統括本部九州システム部長) 有光健一郎 
▽情報制御システム事業部主管技師長(電力・電機グループ情報制御システム事業
部主管技師長) 森清三 
▽情報制御システム事業部ネットワークシステム本部長(電力・電機グループ情報
制御システム事業部副事業部長兼情報制御エンジニアリング部長) 太田秀夫 
▽情報制御システム事業部システム設計本部長(電力・電機グループＩＴ宇宙イン
フラ推進本部次長) 森田憲一 
▽情報制御システム事業部情報制御ソリューション本部長(電力・電機グループ情
報制御システム事業部情報制御機器設計部長) 高橋義明 
▽情報制御システム事業部制御システム本部長(電力・電機グループ情報制御シス
テム事業部副事業部長) 梓獪淸 
▽流通システム事業部流通システム本部長兼システムサポートセンタ長兼リテイ
ルシステムソリューションセンタ長兼技術統括センタ長(金融・流通システムグル
ープ流通システム事業部流通・サービスシステム本部長) 大西博久 
▽流通システム事業部流通システム本部流通第二システム部長(金融・流通システ
ムグループ流通システム事業部流通・サービスシステム本部長付) 大野重行 
▽流通システム事業部流通システム本部流通第三システム部長(金融・流通システ
ムグループ流通システム事業部流通・サービスシステム本部流通第三システム部
長) 村瀬武志 
▽流通システム事業部流通システム本部流通第四システム部長(金融・流通システ
ムグループ流通システム事業部流通・サービスシステム本部コンシューマ・ファ
イナンスソリューション部副部長) 藤田和男 
▽流通システム事業部流通システム本部ｅ－Ｔｒａｄｅソリューション部長(金
融・流通システムグループ流通システム事業部流通・サービスシステム本部流通
第二システム部長) 花岡哲郎 
▽流通システム事業部流通システム本部ロジスティクスソリューション部長(金
融・流通システムグループ流通システム事業部流通・サービスシステム本部ロジ
スティクスソリューション部副部長) 石井幸一 
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▽流通システム事業部流通システム本部推進部長(金融・流通システムグループ流
通システム事業部流通・サービスシステム本部ロジスティクスソリューション部
長) 西村芳和 
▽社会情報システム事業部エグゼクティブプロジェクトマネージャ(通信・社会シ
ステムグループ社会・ネットワークシステム事業部副事業部長兼ＮＴＴソリュー
ション本部長) 浅井新二 
▽社会情報システム事業部主管技師長(通信・社会システムグループ社会・ネット
ワークシステム事業部主管技師長) 野口一幸 
▽社会情報システム事業部交通システム本部長(通信・社会システムグループ社
会・ネットワークシステム事業部社会ソリューション本部長) 五十嵐和夫 
▽社会情報システム事業部電力システム本部長(通信・社会システムグループ社
会・ネットワークシステム事業部社会ソリューション本部副本部長兼北電プロジ
ェクト推進センタ長) 安藤弘之 
▽社会情報システム事業部キャリアシステム本部長(通信・社会システムグループ
社会・ネットワークシステム事業部キャリアソリューション本部副本部長) 温井
和彦 
▽社会情報システム事業部交通システム本部第一システム部長(通信・社会システ
ムグループ社会・ネットワークシステム事業部社会ソリューション本部社会第一
システム部長) 汐見龍徳 
▽社会情報システム事業部交通システム本部第二システム部長(通信・社会システ
ムグループ社会・ネットワークシステム事業部社会ソリューション本部長付) 田
原辰彦 
▽社会情報システム事業部電力システム本部電力システム部長(通信・社会システ
ムグループ社会・ネットワークシステム事業部社会ソリューション本部社会第二
システム部長) 馬渕祐一 
▽社会情報システム事業部キャリアシステム本部キャリアシステム部長(通信・社
会システムグループ社会・ネットワークシステム事業部キャリアソリューション
本部キャリアシステム部長) 神浦眞一 
▽社会情報システム事業部キャリアシステム本部ＮＴＴシステム部長(通信・社会
システムグループ社会・ネットワークシステム事業部ＮＴＴソリューション本部
ＮＴＴシステム部長) 原康二 
▽社会情報システム事業部キャリアシステム本部ＮＴＴデータシステム部長(通
信・社会システムグループ社会・ネットワークシステム事業部ＮＴＴソリューシ
ョン本部ＮＴＴデータシステム部長) 松尾俊博 
▽社会情報システム事業部技術部長(通信・社会システムグループ社会・ネットワ
ークシステム事業部技術部長) 大塚善彦 
▽社会情報システム事業部品質保証部長(通信・社会システムグループ社会・ネッ
トワークシステム事業部品質保証部長) 五味文男 
▽公共システム営業統括本部公共システム第一営業本部長(公共システムグループ
公共システム事業部公共システム第一営業本部長兼官庁営業第二部長) 北山隆一 
▽公共システム営業統括本部公共システム第二営業本部長兼自治体営業第一部長
(公共システムグループ公共システム事業部公共システム第二営業本部長兼自治体
営業第一部長) 荻山得哉 
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▽公共システム営業統括本部公共システム第三営業本部長(公共システムグループ
公共システム事業部公共システム第二営業本部医療営業部長) 塩見和男 
▽公共システム営業統括本部営業企画部長(公共システムグループ公共システム事
業部営業企画部長) 吉山透 
▽公共システム営業統括本部営業企画部担当部長(公共システムグループ公共シス
テム事業部長付) 頓野義則 
▽公共システム営業統括本部公共システム第一営業本部官庁営業第一部長(公共シ
ステムグループ公共システム事業部公共システム第一営業本部官庁営業第一部長)  
萩原徹 
▽公共システム営業統括本部公共システム第一営業本部官庁営業第二部担当部長
(公共システムグループ公共システム事業部公共システム第一営業本部官庁営業第
二部部長代理) 高津次朗 
▽公共システム営業統括本部公共システム第一営業本部官庁営業第三部長(公共シ
ステムグループ公共システム事業部公共システム第一営業本部官庁営業第三部長) 
亀尾和弘 
▽公共システム営業統括本部公共システム第一営業本部官庁営業第三部担当部長
(公共システムグループ公共システム事業部長付) 輪竹博之 
▽公共システム営業統括本部公共システム第一営業本部官庁営業第四部長(公共シ
ステムグループ公共システム事業部公共システム第一営業本部官庁営業第四部長) 
津田義孝 
▽公共システム営業統括本部公共システム第一営業本部官庁営業第五部長(公共シ
ステムグループ公共システム事業部公共システム第一営業本部官庁営業第五部長) 
竹谷正憲 
▽公共システム営業統括本部公共システム第二営業本部自治体営業第一部担当部
長(公共システムグループ公共システム事業部長付) 秋葉穂 
▽公共システム営業統括本部公共システム第二営業本部自治体営業第二部長兼全
国自治体営業統括センタ長(公共システムグループ公共システム事業部公共システ
ム第二営業本部自治体営業第二部長) 出店秀隆 
▽公共システム営業統括本部公共システム第三営業本部学術情報営業部長(公共シ
ステムグループ公共システム事業部公共システム第二営業本部学術情報営業部長) 
三好一義 
▽公共システム営業統括本部公共システム第三営業本部医療営業部長(公共システ
ムグループ公共システム事業部長付) 竹沢喜孝 
▽公共システム事業部電子政府プロジェクト推進本部長(公共システムグループ公
共システム事業部官公システム本部副本部長兼官公システム第二部長) 山中大三
郎 
▽公共システム事業部官公システム本部長兼学術情報システム本部長(公共システ
ムグループ公共システム事業部官公システム本部長) 佐久間嘉一郎 
▽公共システム事業部全国公共システム本部長(公共システムグループ公共システ
ム事業部全国公共システム統括本部長) 林義裕 
▽公共システム事業部アプリケーションプロダクツ本部長(公共システムグループ
公共システム事業部全国公共システム統括本部副本部長) 最上義彦 
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▽公共システム事業部医療情報システム本部長(公共システムグループ公共システ
ム事業部医療情報システム本部長) 藤田政昭 
▽公共システム事業部チーフコンサルタント(公共システムグループ公共システム
事業部副技師長) 橋詰明英 
▽公共システム事業部事業企画本部パートナービジネス推進センタ長(公共システ
ムグループ公共システム事業部長付) 網盛博 
▽公共システム事業部事業企画本部カスタマ・リレーションズセンタ長(公共シス
テムグループ公共システム事業部長付) 大澤隆男 
▽公共システム事業部電子政府プロジェクト推進本部ＧＰＫＩ事業推進センタ長 
兼情報・通信グループ統括本部ｅ－Ａｓｉａ推進センタ長兼(株)日立総合計画研
究所主管研究員(公共システムグループ公共システム事業部長付) 中上昇一 
▽公共システム事業部官公システム本部官公システム第一部担当部長(公共システ
ムグループ公共システム事業部官公システム本部官公システム第一部主任技師) 
木村利昭 
▽公共システム事業部官公システム本部官公システム第二部長(公共システムグル
ープ公共システム事業部長付) 佐久間勉 
▽公共システム事業部官公システム本部官公アプリケーション開発部長兼電子行
政基盤開発部長(公共システムグループ公共システム事業部官公システム本部官公
アプリケーション開発部長) 作田勝保 
▽公共システム事業部官公システム本部ＪＴＳシステム開発センタ長(公共システ
ムグループ公共システム事業部長付) 加藤政夫 
▽公共システム事業部官公システム本部官公システム第五部長兼官公システム企
画統括センタ長(公共システムグループ公共システム事業部官公システム本部官公
システム第五部長) 高橋克之 
▽公共システム事業部学術情報システム本部科学技術システムセンタ長兼学術情
報システム部担当部長(公共システムグループ公共システム事業部長付) 浅輪晃 
▽公共システム事業部学術情報システム本部生命科学システムセンタ長兼学術情
報システム部担当部長(公共システムグループ公共システム事業部長付) 荒井稔 
▽公共システム事業部全国公共システム本部電子自治体基盤技術統括センタ長(公
共システムグループ公共システム事業部長付) 飯野敏章 
▽公共システム事業部全国公共システム本部チーフコンサルタント(公共システム
グループ公共システム事業部長付) 金田玄一 
▽公共システム事業部全国公共システム本部自治体システム第四部長(公共システ
ムグループ公共システム事業部長付) 天明宏行 
▽公共システム事業部アプリケーションプロダクツ本部電子自治体ソリューショ
ン統括センタ長(公共システムグループ公共システム事業部長付) 任田信行 
▽公共システム事業部アプリケーションプロダクツ本部総合行政アプリケーショ
ン開発部担当部長(公共システムグループ公共システム事業部長付) 中島史也 
▽公共システム事業部アプリケーションプロダクツ本部介護保険・福祉システム
部長(公共システムグループ公共システム事業部長付) 成清智常 
▽ソフトウェア事業部エグゼクティブサーバマネージャ兼サポートサービス本部
長 (情報・通信グループ統括本部ソフトウェア事業部アプリケーションソフトウ
ェア本部長) 吉村紀久雄 
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▽ソフトウェア事業部エグゼクティブマーケティングマネージャ (情報・通信グ
ループ統括本部ソフトウェア事業部次長) 斉木吉彦 
▽ソフトウェア事業部エグゼクティブストラテジースタッフ兼企画本部長兼計画
部長兼海外推進部長 (情報・通信グループ統括本部ソフトウェア事業部企画本部
長兼金融・流通システムグループ事業企画本部副本部長) 鳥居哲郎 
▽ソフトウェア事業部基本ソフトウェア本部シニアプロジェクトマネージャ(情
報・通信グループ統括本部ソフトウェア事業部基本ソフトウェア本部副本部長) 
菊池純男 
▽ソフトウェア事業部アプリケーションソフトウェア本部長 (情報・通信グルー
プ統括本部ソフトウェア事業部アプリケーションソフトウェア本部副本部長) 正
井一夫 
▽ソフトウェア事業部基本ソフトウェア本部ＡＳソフト室ＡＳソフト統括センタ
長兼オープンプラットフォームソリューション本部ＡＳソリューションセンタチ
ーフマネージャ(情報・通信グループ統括本部ソフトウェア事業部長付) 福多謙
治 
▽ソフトウェア事業部ソリューション本部システム設計部長兼オープンプラット
フォームソリューション本部Ｗｉｎｄｏｗｓソリューションセンタチーフマネー
ジャ(情報・通信グループ統括本部ソフトウェア事業部ソリューション本部システ
ム設計部長) 緒方博通 
▽ソフトウェア事業部アプリケーションソフトウェア本部プロダクツリエイゾン
部長兼オープンプラットフォームソリューション本部ＯＲＡＣＬＥコンピテンス
センタチーフマネージャ(情報・通信グループ統括本部ソフトウェア事業部アプリ
ケーションソフトウェア本部プロダクツリエイゾン部長) 小川誠一 
▽ソフトウェア事業部企画本部計画部チーフテクニカルマネージャ(情報・通信グ
ループ統括本部ソフトウェア事業部企画本部計画部副部長) 尾山壮一 
▽ソフトウェア事業部基本ソフトウェア本部第１ＯＳ設計部チーフプロジェクト
マネージャ(情報・通信グループ統括本部ソフトウェア事業部基本ソフトウェア本
部第１ＯＳ設計部副部長) 山岸正 
▽ソフトウェア事業部主管技師(情報・通信グループ統括本部ソフトウェア事業部
副技師長) 藤田不二男 
▽ソフトウェア事業部基本ソフトウェア本部言語設計部チーフプロジェクトマネ
ージャ(情報・通信グループ統括本部ソフトウェア事業部基本ソフトウェア本部言
語設計部副部長) 安崎篤郎 
▽ソフトウェア事業部基本ソフトウェア本部ＡＳソフト室ＡＳソフト統括センタ
チーフプロジェクトマネージャ(情報・通信グループ統括本部ソフトウェア事業部
長付) 熊撝裕之 
▽ソフトウェア事業部基本ソフトウェア本部ＡＳソフト室ＡＳソフト開発センタ
チーフプロジェクトマネージャ(情報・通信グループ統括本部ソフトウェア事業部
基本ソフトウェア本部第１ＯＳ設計部副部長) 田村正義 
▽ソフトウェア事業部主管技師(情報・通信グループ統括本部ソフトウェア事業部
副技師長) 住吉孝史 
▽ソフトウェア事業部ネットワークソフトウェア本部第２ネットワークソフト設
計部チーフプロジェクトマネージャ(情報・通信グループ統括本部ソフトウェア事
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業部ネットワークソフトウェア本部第２ネットワークソフト設計部副部長) 鬼頭
昭 
▽ソフトウェア事業部ネットワークソフトウェア本部第３ネットワークソフト設
計部チーフプロジェクトマネージャ(情報・通信グループ統括本部ソフトウェア事
業部ネットワークソフトウェア本部第３ネットワークソフト設計部副部長) 山光
忠 
▽ソフトウェア事業部システム管理ソフトウェア本部システム管理ソフト設計部
チーフプロジェクトマネージャ(情報・通信グループ統括本部ソフトウェア事業部
システム管理ソフトウェア本部システム管理ソフト設計部副部長) 植野俊雄 
▽ソフトウェア事業部システム管理ソフトウェア本部システム管理ソフト設計部
チーフプロジェクトマネージャ(情報・通信グループ統括本部ソフトウェア事業部
システム管理ソフトウェア本部システム管理ソフト設計部副部長) 大矢雅章 
▽ソフトウェア事業部システム管理ソフトウェア本部ネットワーク管理ソフト設
計部チーフプロジェクトマネージャ (情報・通信グループ統括本部ソフトウェア
事業部システム管理ソフトウェア本部ネットワーク管理ソフト設計部副部長) 松
永和男 
▽ソフトウェア事業部システム管理ソフトウェア本部ネットワーク管理ソフト設
計部チーフプロジェクトマネージャ(情報・通信グループ統括本部ソフトウェア事
業部システム管理ソフトウェア本部ネットワーク管理ソフト設計部副部長) 黒崎
芳行 
▽ソフトウェア事業部アプリケーションソフトウェア本部関西ソリューション部
チーフプロジェクトマネージャ(情報・通信グループ統括本部ソフトウェア事業部
アプリケーションソフトウェア本部関西ソリューション部副部長) 石田和久 
▽ソフトウェア事業部アプリケーションソフトウェア本部第１アプリケーション
ソリューション部チーフプロジェクトマネージャ(情報・通信グループ統括本部ソ
フトウェア事業部アプリケーションソフトウェア本部第１アプリケーションソリ
ューション部副部長) 馬嶋宏 
▽ソフトウェア事業部アプリケーションソフトウェア本部第１アプリケーション
ソリューション部チーフプロジェクトマネージャ(情報・通信グループ統括本部ソ
フトウェア事業部アプリケーションソフトウェア本部第１アプリケーションソリ
ューション部副部長) 亀城嘉人 
 
 
 
▽ソフトウェア事業部ソリューション本部ネットワークアプリケーションソリュ
ーション部チーフプロジェクトマネージャ(情報・通信グループ統括本部ソフトウ
ェア事業部ソリューション本部ネットワークアプリケーションソリューション部
副部長) 松尾洋 
▽ソフトウェア事業部ソリューション本部システム設計部チーフプロジェクトマ
ネージャ (情報・通信グループ統括本部ソフトウェア事業部ソリューション本部
システム設計部副部長) 物井秀俊 
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▽ソフトウェア事業部販売推進本部販売推進部チーフマーケティングマネージャ
(情報・通信グループ統括本部ソフトウェア事業部販売推進本部販売推進部副部
長) 柴垣邦彦 
▽ソフトウェア事業部サポートサービス本部ソフトウェアサポートセンタチーフ
サポートサービスマネージャ (情報・通信グループ統括本部ソフトウェア事業部
長付) 黒木孝哉 
▽ソフトウェア事業部品質保証部チーフクオリティマネージャ(情報・通信グルー
プ統括本部ソフトウェア事業部品質保証部副部長) 橋本肇 
▽ソフトウェア事業部品質保証部チーフクオリティマネージャ(情報・通信グルー
プ統括本部ソフトウェア事業部品質保証部副部長) 三木隆司 
▽ソフトウェア事業部主管技師兼ＪＱＡ推進室長(情報・通信グループ統括本部ソ
フトウェア事業部副技師長) 横山陽一 
▽ソフトウェア事業部主管技師兼ソフトウェア管理室長 (情報・通信グループ統
括本部ソフトウェア事業部副技師長) 堀内純孝 
▽ビジネスソリューション事業部エグゼクティブストラテジースタッフ(情報・通
信グループ統括本部ビジネスソリューション事業部企画室長) 水野康彦 
▽ビジネスソリューション事業部企画部長(情報・通信グループ統括本部ビジネス
ソリューション事業部副技師長) 石田厚子 
▽ＳＡＮソリューション事業部ストレージソリューション本部長(情報・通信グル
ープ統括本部ソフトウェア事業部主管技師長) 米田茂 
 
<情報・通信プラットフォームグループ>  
▽事業企画本部長 (通信・社会システムグループ事業戦略統括センタ長) 田中捷
樹 
▽事業企画本部シニアプランニングマネージャ(情報コンピュータグループ事業企
画本部副本部長兼企画部長) 大島信幸 
▽事業企画本部部長(情報コンピュータグループ事業企画本部部長) 和田健一 
▽事業企画本部事業戦略部長 (通信・社会システムグループ事業戦略統括センタ
事業戦略企画部長) 高瀬晶彦 
▽事業企画本部事業開発部長(情報コンピュータグループストレージシステム事業
部長付) 野沢正史 
▽事業企画本部業務部長(通信・社会システムグループ次長兼企画部長) 関根重
明 
▽事業企画本部プラットフォームソリューション事業推進センタ長兼サポートサ
ービス事業推進センタ長(情報コンピュータグループ事業企画本部付) 田村聖一 
▽事業企画本部サポートサービス事業推進センタチーフマネージャ(情報コンピュ
ータグループ事業企画本部付) 鈴木康文 
▽事業企画本部メディアプロセッサ事業推進室チーフマネージャ(情報コンピュー
タグループ事業企画本部付) 森啓倫 
▽財務本部長(情報コンピュータグループストレージシステム事業部次長兼経理部
長) 橘高明  
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▽総務本部長兼国際事業サポートセンタ長兼エンタープライズサーバ事業部総務
部長兼インターネットプラットフォーム事業部総務部長(金融・流通システムグル
ープ総務部長) 市川滋 
▽国際情報通信営業本部通信システム営業部長 (通信・社会システムグループ国
際営業部長) 谷口恭彦 
▽プラットフォームソリューション開発本部システムプロフェッショナルサービ
ス部長兼システムソリューショングループオープンプラットフォームソリューシ
ョン本部ＨＡソリューションセンタチーフマネージャ(情報コンピュータグループ
プラットフォームソリューション開発本部システムプロフェッショナルサービス
部長) 柴田隆 
▽プラットフォームソリューション開発本部Ｓｕｎサポートセンタ長兼システム
ソリューショングループオープンプラットフォームソリューション本部Ｓｕｎソ
リューションセンタ長(情報コンピュータグループプラットフォームソリューショ
ン開発本部長付) 高橋範行 
▽プラットフォームソリューション開発本部Ｗｉｎ２Ｋソリューションセンタ長
兼システムソリューショングループオープンプラットフォームソリューション本
部Ｗｉｎｄｏｗｓソリューションセンタチーフマネージャ(情報コンピュータグル
ーププラットフォームソリューション開発本部長付) 山川恵子 
▽プラットフォームソリューション開発本部オープンプラットフォームソフト設
計部長兼システムソリューショングループオープンプラットフォームソリューシ
ョン本部Ｌｉｎｕｘソリューションセンタ長(情報コンピュータグループプラット
フォームソリューション開発本部オープンプラットフォームソフト設計部長) 萬
田雅人 
▽エンタープライズサーバ事業部主管技師(情報コンピュータグループエンタープ
ライズサーバ事業部副技師長) 竹田克己 
▽エンタープライズサーバ事業部シニアプロジェクトマネージャ(情報コンピュー
タグループエンタープライズサーバ事業部スーパーサーバ開発本部副本部長) 稲
上泰弘 
▽エンタープライズサーバ事業部シニアプロジェクトマネージャ(情報コンピュー
タグループエンタープライズサーバ事業部技術開発本部副本部長) 木下佳明 
▽エンタープライズサーバ事業部メインフレーム本部長(情報コンピュータグルー
プエンタープライズサーバ事業部メインフレーム本部員) 大島喜男 
▽エンタープライズサーバ事業部技術部チーフマネージャ(情報コンピュータグル
ープエンタープライズサーバ事業部技術部副部長) 細渕良之 
▽エンタープライズサーバ事業部メインフレーム本部メインフレーム開発部チー
フマネージャ(情報コンピュータグループエンタープライズサーバ事業部メインフ
レーム本部メインフレーム開発部副部長) 山本章雄 
▽エンタープライズサーバ事業部主管技師(情報コンピュータグループエンタープ
ライズサーバ事業部副技師長) 西向井忠彦 
▽エンタープライズサーバ事業部スーパーサーバ開発本部テクニカルサーバ開発
部長(情報コンピュータグループエンタープライズサーバ事業部スーパーサーバ開
発本部ＲＩＳＣ開発部長) 澤本英雄 
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▽エンタープライズサーバ事業部スーパーサーバ開発本部テクニカルサーバ開発
部チーフマネージャ(情報コンピュータグループエンタープライズサーバ事業部ス
ーパーサーバ開発本部ＲＩＳＣ開発部副部長) 中川八穂子 
▽エンタープライズサーバ事業部スーパーサーバ開発本部テクニカルサーバ開発
部チーフマネージャ(情報コンピュータグループエンタープライズサーバ事業部ス
ーパーサーバ開発本部ＲＩＳＣ開発部副部長) 山下芳明 
▽エンタープライズサーバ事業部スーパーサーバ開発本部基幹サーバ開発部長(情
報コンピュータグループエンタープライズサーバ事業部スーパーサーバ開発本部
次世代基幹サーバ開発部長) 二宮和彦 
▽エンタープライズサーバ事業部スーパーサーバ開発本部ハイエンドサーバ開発
部長(情報コンピュータグループエンタープライズサーバ事業部長付) 栗山和則 
▽エンタープライズサーバ事業部主管技師(情報コンピュータグループエンタープ
ライズサーバ事業部副技師長) 大黒崇弘 
▽エンタープライズサーバ事業部技術開発本部テクノロジー開発部チーフマネー
ジャ(情報コンピュータグループエンタープライズサーバ事業部技術開発本部テク
ノロジー開発部副部長) 根津利忠 
▽エンタープライズサーバ事業部製造本部製造部チーフマネージャ(情報コンピュ
ータグループエンタープライズサーバ事業部製造本部製造部副部長) 勝田良和 
▽エンタープライズサーバ事業部品質保証部チーフマネージャ(情報コンピュータ
グループエンタープライズサーバ事業部品質保証部副部長) 田所昭 
▽エンタープライズサーバ事業部経理部長 (情報コンピュータグループ情報機器
事業部経理部長) 萩原賢一 
▽エンタープライズサーバ事業部総務部チーフマネージャ(情報コンピュータグル
ープエンタープライズサーバ事業部総務部副部長) 伊東隆 
▽インターネットプラットフォーム事業部主管技師(情報コンピュータグループイ
ンターネットプラットフォーム事業部副技師長) 桧山邦夫 
▽インターネットプラットフォーム事業部事業戦略室長兼インターネットプラッ
トフォームソリューションサービスセンタ長(情報コンピュータグループインター
ネットプラットフォーム事業部長付) 吉田浩三 
▽インターネットプラットフォーム事業部クオリティ＆カスタマサポートセンタ
長(情報コンピュータグループインターネットプラットフォーム事業部長付) 田
村正一 
▽インターネットプラットフォーム事業部オープンサーバ本部長(情報コンピュー
タグループインターネットプラットフォーム事業部オープンサーバ本部ＰＣサー
バ開発部長) 金子徹 
▽インターネットプラットフォーム事業部ＩＴ企画推進センタ長(情報コンピュー
タグループインターネットプラットフォーム事業部長付) 荒井良尚 
▽インターネットプラットフォーム事業部生産統括本部長(情報コンピュータグル
ープインターネットプラットフォーム事業部生産統括本部生産計画部長) 貞光均 
▽インターネットプラットフォーム事業部販売推進本部サーバ拡販センタ長兼シ
ステムソリューショングループオープンプラットフォームソリューション本部Ｈ
Ｐソリューションセンタチーフマネージャ(情報コンピュータグループインターネ
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ットプラットフォーム事業部オープンサーバ本部ＵＮＩＸサーバ開発部副部長) 
石川佐孝 
▽インターネットプラットフォーム事業部事業戦略室マーケティング部長(情報コ
ンピュータグループインターネットプラットフォーム事業部マーケティング部長) 
木村政孝 
▽インターネットプラットフォーム事業部事業戦略室事業企画室長(情報コンピュ
ータグループインターネットプラットフォーム事業部長付) 源馬英明 
▽インターネットプラットフォーム事業部販売推進本部ＰＣ通信販売センタ長(情
報コンピュータグループインターネットプラットフォーム事業部販売推進本部長
付) 山崎新太郎 
▽インターネットプラットフォーム事業部インターネットプラットフォームソリ
ューションサービスセンタインターネットビジネス部長(情報コンピュータグルー
プインターネットプラットフォーム事業部インターネットビジネス部長) 雫二公
雄 
▽インターネットプラットフォーム事業部クオリティ＆カスタマサポートセンタ
品質保証部長(情報コンピュータグループインターネットプラットフォーム事業部
品質保証部長) 林明 
▽インターネットプラットフォーム事業部クオリティ＆カスタマサポートセンタ
サーバＱＡセンタ長(情報コンピュータグループインターネットプラットフォーム
事業部主任技師) 穂積守久 
▽インターネットプラットフォーム事業部オープンサーバ本部ＰＣサーバ開発部
長(情報コンピュータグループインターネットプラットフォーム事業部オープンサ
ーバ本部ＰＣサーバ開発部主任技師) 中井幸一 
▽インターネットプラットフォーム事業部オープンサーバ本部サーバ製品マーケ
ティングセンタ長(情報コンピュータグループインターネットプラットフォーム事
業部オープンサーバ本部主任技師) 石井厚廣 
 
 
▽インターネットプラットフォーム事業部ＰＣクライアント本部ＰＣクライアン
ト製品マーケティングセンタ長(情報コンピュータグループインターネットプラッ
トフォーム事業部ＰＣクライアント本部製品マーケティング部主任技師) 中村正
雄 
▽インターネットプラットフォーム事業部ＰＣクライアント本部ペリフェラルユ
ニットセンタ長(情報コンピュータグループインターネットプラットフォーム事業
部)ＰＣクライアント本部主任技師) 川下朝好 
▽インターネットプラットフォーム事業部生産統括本部生産計画部長(情報コンピ
ュータグループインターネットプラットフォーム事業部生産統括本部生産計画部
主任技師) 森尾邦雄 
▽インターネットプラットフォーム事業部特許推進センタ長(情報コンピュータグ
ループインターネットプラットフォーム事業部長付) 沢田栄夫 
▽インターネットプラットフォーム事業部ＩＴ企画推進センタＩＴ企画推進室長
(情報コンピュータグループインターネットプラットフォーム事業部長付) 菅政
之 
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▽ＲＡＩＤシステム事業部事業企画本部長(情報コンピュータグループストレージ
システム事業部ビジネス推進本部長) 久野潔 
▽ストレージ事業部ヘッド・メディア本部長兼ヘッド設計部長(情報コンピュータ
グループストレージシステム事業部技術開発本部長) 城石芳博 
▽ストレージ事業部製造本部長(情報コンピュータグループインターネットプラッ
トフォーム事業部生産統括本部長) 森田和夫 
▽ストレージ事業部管理本部長(半導体グループ次長兼大手町総務部長) 清島俊
雄 
▽ストレージ事業部技術部長(情報コンピュータグループストレージシステム事業
部ＨＤＤ本部長付) 森部義裕 
▽ストレージ事業部ヘッド・メディア本部ディスク設計部長(情報コンピュータグ
ループストレージシステム事業部ＨＤＤ本部ディスク設計部主任技師) 加藤章 
▽情報機器事業部企画本部長(情報コンピュータグループ情報機器事業部ソリュー
ション本部長付) 町田哲夫 
▽情報機器事業部開発本部長兼エレクトロニクス設計部長(情報コンピュータグル
ープ情報機器事業部開発本部エレクトロニクス設計部長) 藤岡良記 
▽情報機器事業部経理部長(情報コンピュータグループ財務部副部長) 菅沼義彦 
▽情報機器事業部総務部長(関西支社総務部長) 朝野順男 
 
<デジタルメディアグループ>  
▽プロキュアメントディレクター (次長) 砂子芳照 
▽グループエグゼクティブ(デジタルメディア営業本部副本部長兼営業開発部長) 
中谷裕 
▽メディアステーション本部プリンティングシステム部長(デジタルメディアシス
テム事業部システム本部プリンティングシステム部長) 岡田正 
▽事業統括本部担当部長(デジタルメディア営業本部コンシューマプロダクツ営業
部長) 吉野正則 
 
▽事業統括本部担当部長(デジタルメディア製品事業部員) 太田充彦 
▽事業統括本部担当部長(家電グループ事業統括本部広報・渉外部部長代理) 田
胡修一 
▽事業統括本部ＡＶ商品企画部長 (ＡＶ商品企画部長) 野田哲夫 
▽事業統括本部カラープリンタ商品企画部長 (カラープリンタ商品企画部長) 遠
藤伸一 
▽財務部長(家電グループ電化機器事業部経理部長) 根本吉榮 
▽デジタルメディア開発本部主管技師(デジタルメディア開発本部主管研究員) 
野田勝 
▽デジタルメディア開発本部主管技師(デジタルメディア開発本部副技師長) 千
賀清 
▽デジタルメディア開発本部主管技師(デジタルメディア開発本部副技師長) 立
石路博 
▽デジタルメディア開発本部主管技師(デジタルメディア開発本部長付) 長嶋敏
夫 
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▽デジタルメディア開発本部モバイル・ブロードバンド開発センタ長(デジタルメ
ディア開発本部副本部長兼第一部長) 村田敏則 
▽デジタルメディア開発本部ストレージシステム開発センタ長(デジタルメディア
開発本部第二部長) 奥万寿男 
▽デジタルメディア開発本部モバイル・ブロードバンド開発センタブロードバン
ド開発部長 (デジタルメディア開発本部第一部長) 水上博之 
▽デジタルメディア開発本部モバイル・ブロードバンド開発センタモバイルＩＴ
開発部長(デジタルメディア開発本部第四部長) 桑原禎司 
▽デジタルメディア開発本部モバイル・ブロードバンド開発センタセルラー開発
部長(デジタルメディア開発本部第五部長) 本多豊太 
▽デジタルメディア開発本部ストレージシステム開発センタビデオシステム開発
部長(デジタルメディア開発本部第二部主任技師) 大坪宏安 
▽デジタルメディア開発本部ストレージシステム開発センタＤＶＤ開発部長(デジ
タルメディア開発本部ＤＶＤ開発センタ長) 竹内敏文 
▽デジタルメディア開発本部生活ソフト開発部長(デジタルメディア開発本部生活
ソフト開発センタ長) 鈴木利雄 
▽デジタルメディア開発本部戦略企画室長(デジタルメディア開発本部長付) 野
口敬治 
▽デジタルメディアシステム事業部担当本部長(デジタルメディアシステム事業部
次長) 植松正之 
▽デジタルメディアシステム事業部プロジェクタ本部長(デジタルメディアシステ
ム事業部映像本部副本部長) 山田健勇 
▽デジタルメディア営業本部セールスディレクター(デジタルメディア営業本部副
本部長) 四津三樹男 
▽デジタルメディア営業本部セールスディレクター兼営業開発部長 (デジタルメ
ディア営業本部ＡＶ営業部長) 山本和明 
▽デジタルメディア営業本部セールスディレクター兼システム開発営業部長 (デ
ジタルメディア営業本部システム開発営業部長) 矢野英治 
▽デジタルメディアシステム事業部映像本部主管技師(デジタルメディアシステム
事業部映像本部副技師長) 山口茂 
▽デジタルメディアシステム事業部映像本部担当部長(デジタルメディアシステム
事業部映像本部副技師長) 金子衛司 
▽デジタルメディアシステム事業部映像本部開発部長 (デジタルメディアシステ
ム事業部開発部長) 平畠茂 
▽デジタルメディアシステム事業部映像本部開発部主管技師(デジタルメディアシ
ステム事業部開発部副技師長) 山際明 
▽デジタルメディアシステム事業部業革推進室長(デジタルメディアシステム事業
部長付) 三谷奇夫 
▽デジタルメディアシステム事業部業革推進室主管技師(デジタルメディアシステ
ム事業部副技師長) 笠井肇 
▽デジタルメディアシステム事業部業革推進室担当部長(デジタルメディアシステ
ム事業部長付) 木村穣良 
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▽デジタルメディアシステム事業部グローバル事業企画センタ長(デジタルメディ
アシステム事業部長付) 原澤彰弘 
▽デジタルメディアシステム事業部システム本部映像・ネットワークシステム部
担当部長(デジタルメディアシステム事業部システム本部映像・ネットワークシス
テム部副部長) 鈴木仁 
▽デジタルメディアシステム事業部プロジェクタ本部プロジェクタ設計部長(デジ
タルメディアシステム事業部映像本部プロジェクタ設計部長) 海崎一洋 
▽デジタルメディアシステム事業部プロジェクタ本部オプトユニット設計部長(デ
ジタルメディアシステム事業部映像本部オプトユニット設計部長) 大塚康男 
▽デジタルメディア営業本部ＡＶ営業部長 (デジタルメディア営業本部ＡＶ営業
部部長代理) 高橋憲二 
▽デジタルメディア営業本部コンシューマプロダクツ営業部長 (デジタルメディ
ア営業本部コンシューマプロダクツ営業部部長代理) 中江隆比古 
▽デジタルメディア営業本部営業企画部担当部長(デジタルメディア営業本部映像
システム営業部長) 秋元俊一 
▽デジタルメディア営業本部営業企画部担当部長(経営管理部長) 清水勝彦 
▽デジタルメディア営業本部システム開発営業部担当部長(デジタルメディア営業
本部映像システム営業部副部長) 大日野満 
▽デジタルメディア営業本部モバイル営業部担当部長(デジタルメディア営業本部
モバイル営業部副部長) 糸賀御弦 
▽デジタルメディア営業本部ディスプレイ営業部担当部長(デジタルメディア営業
本部長付) 多治見淑高 
 
<家電グループ>  
▽事業戦略部長 (事業統括本部事業戦略部長) 深水祥光 
▽ビジネスサポート本部広告部長 (事業統括本部広告部長) 倉澤豊宏 
▽ビジネスサポート本部広告部担当部長(事業統括本部広告部副部長) 市村幸隆 
▽ビジネスサポート本部環境推進センタ長 (事業統括本部環境推進センタ副セン
タ長) 三浦武裕 
▽ビジネスサポート本部広報・渉外部長(業務サポート事業部宣伝センタ長) 竹
林正夫 
▽ビジネスサポート本部勤労企画部長(事業統括本部総務部長) 市野健二 
▽情報システム部長 (事業統括本部情報システム部長) 橋本哲郎 
▽物流システム部長 (事業統括本部物流システム部長) 山下直樹 
▽財務部担当部長(財務部副部長) 石津善正 
▽財務部担当部長 (財務部副部長) 岩武浩 
▽家電営業本部システム営業部長(家電営業本部特販営業部長) 佐藤文昭 
▽電化機器事業部経理部長(電化機器事業部経理部副部長) 木邑照高 
▽熱器ライティング事業部営業本部長兼営業部長(熱器ライティング事業部次長兼
営業部長) 岡本和之 
 
<ディスプレイグループ>  



 34

▽エグゼクティブプロジェクトマネージャー兼マーケティング部長(次長兼マーケ
ティング部長) 渡部源一 
▽営業企画本部長(次長) 若林肇 
▽茂原事業所長(次長) 田中裕成 
▽茂原事業所開発本部長(開発本部長) 衣川清重 
▽茂原事業所技術本部長 (固体素子設計部長) 太田博文 
▽茂原事業所茂原製造本部長(茂原製造本部長) 市川光男 
▽マーケティング部担当部長(マーケティング部副部長) 染谷栄 
▽マーケティング部担当部長(マーケティング部副部長) 大橋一夫 
▽技術本部ＦＰＤ設計部担当部長(ＦＰＤ設計部副部長) 青木典夫 
▽技術本部ＦＰＤ設計部担当部長(ＦＰＤ設計部副部長) 大和田淳一 
▽技術本部ＦＰＤ設計部技術主管(ＦＰＤ設計部副技師長) 小西信武 
▽技術本部ＦＰＤ設計部技術主管(ＦＰＤ設計部副技師長) 二見利男 
▽技術本部固体素子設計部長(固体素子設計部主任技師) 柴田克彦 
▽技術本部固体素子設計部技術主管(固体素子設計部副技師長) 竹本一八男 
▽茂原製造本部ＴＦＴ製造部担当部長(茂原製造本部ＴＦＴ製造部副部長) 真子
益一 
▽茂原製造本部ＴＦＴ製造部技術主管(茂原製造本部ＴＦＴ製造部副技師長) 山
本英明 
▽茂原製造本部生産技術部担当部長(茂原製造本部生産技術部副部長) 熊田修 
▽開発本部技術主管(開発本部副技師長) 宮田健治 
▽開発本部技術主管(開発本部副技師長) 長江慶治 
▽開発本部技術主管(開発本部材料開発センタ副技師長) 神藤保彦 
▽開発本部画像開発センタ技術主管(開発本部画像開発センタ副技師長) 岩村亮
二 
▽開発本部材料開発センタ技術主管(開発本部材料開発センタ副技師長) 林伸明 
▽ブラウン管設計部技術主管(ブラウン管設計部副技師長) 白井正司 
▽財務部長(半導体グループ財務部副部長) 向山健治 
 
<半導体グループ> 
▽主管技師長兼アナログ技術本部長(主管技師長) 堀田正生 
▽部門長(電子統括営業本部副本部長兼第五営業本部長) 伊東秀昭 
▽部門長(システムＬＳＩ事業部副事業部長) 御法川和夫 
▽部門長(生産統括本部副本部長兼甲府製造本部長兼システムＬＳＩ事業部システ
ムＬＳＩ第三本部長) 梅沢正春 
▽部門長(システムＬＳＩ事業部副事業部長) 稲吉秀夫 
▽部門長兼国内第一営業部長(電子統括営業本部副本部長兼第二営業本部長兼シス
テムＬＳＩ事業部副事業部長) 大谷浩美 
▽部門長(電子統括営業本部システムＬＳＩ技術本部長) 上田誠一 
▽部門長(システムＬＳＩ事業部汎用マイコン本部長) 内堀清文 
▽部門長兼欧州ＭＮＣ部長(電子統括営業本部第三営業本部長兼汎用半導体事業部
副事業部長) 広瀬義隆 
▽部門長(システムＬＳＩ事業部システム開発設計本部長) 林慶治郎 
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▽部門長兼ＳＣＭ推進本部長(電子統括営業本部第一営業本部長) 廣瀬義幸 
▽部門長兼情報システム本部長(システムＬＳＩ事業部先端マイコン本部長) 高
松良一 
▽部門長(システムＬＳＩ事業部システムＬＳＩ第二本部長) 小倉節生 
▽経営企画本部長兼事業企画部長(事業企画統括本部事業企画部長) 赤尾泰 
▽業務革新本部長(システムＬＳＩ事業部長付) 荻上勝己 
▽国際ディスプレイ営業本部長(電子統括営業本部国際ディスプレイ本部長) 澁
谷昌道 
▽トランジスタ・ダイオードビジネスユニットダイレクタ(汎用半導体事業部長
付) 志村勲 
▽光素子ビジネスユニットダイレクタ(汎用半導体事業部汎用半導体開発設計本部
光素子設計部長) 平嶋賢治 
▽スタンダードリニア・ロジックビジネスユニットダイレクタ(汎用半導体事業部
汎用半導体開発設計本部ＩＣ設計部主任技師) 神谷幸也 
▽カスタムミックスドシグナルＩＣビジネスユニットダイレクタ(システムＬＳＩ
事業部システムＬＳＩ第二本部ネットワークＬＳＩ設計部長) 金子憲二 
▽ＬＣＤビジネスユニットダイレクタ(システムＬＳＩ事業部システムＬＳＩ第三
本部ＬＣＤドライバ設計部長) 菊地明 
▽ＩＣカードビジネスユニットダイレクタ(システムＬＳＩ事業部システムＬＳＩ
第三本部ＩＣカード設計部長) 佐藤恒夫 
▽汎用ＭＣＵビジネスユニットダイレクタ(電子統括営業本部第四営業本部長) 
鏑流馬賢一 
▽自動車・産業ビジネスユニットダイレクタ(電子統括営業本部第四営業本部員) 
吉野康隆 
▽ＰＣ関連ビジネスユニットダイレクタ(汎用半導体事業部マーケティング本部
員) 伊藤高志 
▽ネットワークビジネスユニットダイレクタ(システムＬＳＩ事業部システムＬＳ
Ｉ第一本部カスタムＬＳＩ設計部長) 平木俊司 
▽移動体ビジネスユニットダイレクタ(電子統括営業本部第三営業本部移動体通信
営業部長) 江塚孝彦 
▽ＲＦミックスドシグナルＩＣビジネスユニットダイレクタ(システムＬＳＩ事業
部システムＬＳＩ第二本部セルラーＬＳＩ設計部長) 南村英二 
▽マイクロモジュールビジネスユニットダイレクタ(汎用半導体事業部汎用半導体
開発設計本部マイクロモジュール設計部長) 小林邦雄 
▽モバイルメモリビジネスユニットダイレクタ(システムメモリ事業部第一設計本
部長兼フラッシュ第一設計部長兼ＳＲＡＭ設計部長兼ＥＥＰＲＯＭ設計部長) 内
田英明 
▽メディアフラッシュメモリビジネスユニットダイレクタ(システムメモリ事業部
第二設計本部長兼メモリシステム設計部長) 福井信義 
▽サーバ通信メモリビジネスユニットダイレクタ(ＤＲＡＭ事業部副事業部長) 
山村雅宏 
▽システムメモリビジネスユニットダイレクタ(電子統括営業本部長付) 屋鋪直
樹 
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▽応用システム技術本部長 (システムＬＳＩ事業部応用システム開発部長) 大塩
忠 
▽カスタマサービス本部長兼支社センタ長 (電子統括営業本部システムＬＳＩ技
術本部デジタル民生技術部長) 豆田順一 
▽ソフト技術本部長 (事業企画統括本部長付) 山城治 
▽ソフト技術本部主管技師長(システムＬＳＩ事業部副技師長) 大場信弥 
▽設計技術本部長(システムＬＳＩ事業部先端マイコン本部ＳＨプロセッサー設計
部長) 原英夫 
▽ビジネス企画本部長兼ＦＦ２１推進センタ長兼販売戦略部長(電子統括営業本部
営業企画本部戦略企画部長) 渡辺泰紀 
▽ロジスティックソリューション本部長(汎用半導体事業部生産計画部長兼ＳＣＭ
統括本部汎用半導体生産計画部長) 千田邦英 
▽技術・生産企画本部長兼企画部長(生産統括本部製造部長兼ＳＣＭ統括本部販売
企画部長) 室伏秀之 
▽先端プロセス技術本部長(デバイス開発センタ副センタ長兼半導体技術開発本部
長) 川本佳史 
▽量産プロセス技術本部長(生産統括本部生産技術センタ長) 長尾眞樹 
▽デバイス技術本部長兼不揮発性メモリモジュール開発部長(システムＬＳＩ事業
部デバイス開発設計本部副本部長) 小高雅則 
▽那珂製造本部長(システムＬＳＩ事業部デバイス開発設計本部長) 佐藤英一郎 
▽甲府製造本部長(システムＬＳＩ事業部システムＬＳＩ第一本部長) 西村光太
郎 
▽高崎製造本部長(汎用半導体事業部高崎製造本部長) 河西厚 
▽テスト技術本部長(システムＬＳＩ事業部システム開発設計本部副本部長) 三
善正之 
▽実装技術本部長(生産統括本部実装技術センタ長付) 下社貞夫 
▽実装技術本部主管技師長(生産統括本部実装技術センタ長) 矢木邦博 
▽資材調達本部長(次長) 中川英二 
▽財務本部長兼業務部長(次長兼財務部長) 三好崇司 
▽人材戦略本部長(研究開発本部次長兼管理統括センタ長) 大西力 
 
<自動車機器グループ> 
▽主管技師長(産業機器グループ開発本部長) 石川芳壽 
▽主管技師(副技師長) 岡崎勉 
▽主管技師(副技師長) 徳田博厚 
▽生産統括本部長(グループ長付) 筒井光圀 
▽グローバルビジネスセンタ長兼アライアンス戦略室長(次長) 西島裕詞 
▽事業企画本部製品計画部長(事業企画本部製品計画部部長代理) 船崎謙 
▽営業本部拡販推進センタ茨城担当部長(営業本部長付) 神長洋 
▽営業本部開発品営業担当部長(営業本部長付) 多賀毅 
▽グローバルビジネスセンタ海外事業推進部(海外事業推進部長) 津田俊輔 
▽制御システム設計部チーフプロジェクトリーダー(制御システム設計部主任技
師) 永野正美 
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▽電子本部主管技師(電子本部チーフプロジェクトリーダー) 杉浦登 
▽電子本部チーフプロジェクトリーダー(電子本部第一電子設計部主任技師) 石
川秀明 
▽電子本部電子技術開発センタ長(電子本部主任技師) 内山薫 
▽電子本部電子製造部長(エンジン本部エンジン機器製造部第二製作課長) 中嶋
久典 
▽電装本部主管技師(副技師長) 本部光幸 
▽電装本部第一電装部製造管理担当部長(電装本部第一電装部主任技師) 大串稔 
▽電装本部第二電装部製造・生産技術担当部長(電装本部第二電装部主任技師) 
玉木数則 
▽生産統括本部生産管理部長(生産管理部長) 渡部伸一 
▽生産統括本部サービス部品部長(サービス部品部長) 山森平太郎 
▽生産統括本部生産技術部長(生産技術部長) 坂本哲也 
▽生産統括本部生産技術部金型・成形技術担当部長(生産技術部長付) 友崎良蔵 
▽生産統括本部生産合理化推進センタ長(グループ長付) 松元信昭 
▽品質保証部信頼性評価センタ長(品質保証部副部長) 高橋実 
▽品質保証部量産品品質保証センタ長(品質保証部副部長) 越田良一 
▽生産統括本部資材部長(資材部長) 小林國男 
▽財務部アライアンス担当部長(財務部副部長) 藤村一路 
 
<計測器グループ> 
▽エレクトロニクスシステム本部担当本部長(エレクトロニクスシステム本部副本
部長) 中泉泰 
▽那珂事業所長(次長兼企画部長) 大林秀仁 
 
<ｉ．ｅ．ネットサービスグループ>  
ｅ－ｍａｒｋｅｔｐｌａｃｅ推進室長 (情報サービス事業部副事業部長) 上田健 
 
<半導体製造装置グループ> 
▽半導体装置本部笠戸品質保証部長(半導体装置本部品質保証課長) 大本博秀 
▽半導体装置本部主管技師(半導体装置本部副技師長) 西海正治 
▽半導体装置本部主管技師(半導体装置本部副技師長) 有松啓治 
▽半導体装置本部主管技師(半導体装置本部副技師長) 瀬戸山英嗣 
 
<ライフサイエンス推進事業部>  
▽主管技師長(事業部長付) 原田義則 
▽主管技師長(事業部長付) 近藤惠 
 
<放送・通信システム推進事業部>  
▽エグゼクティブスタッフ(次長) 藤田憲二 
▽配信・課金サービス部長(衛星情報配信サービス部長) 倉田哲洋 
▽システム技術本部主管技師(システム技術本部宇宙システム設計部主任技師) 
山田徹 
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<ディフェンスシステム事業部>  
▽主管技師長(エンジニアリング本部副本部長) 佐久間智 
▽エンジニアリング本部長(主管技師長) 松本邦顕 
 
<業務革新推進本部>  
▽財務プロジェクトマネージャ(次長) 林代治 
 
<モノづくり技術事業部>  
▽主管技師長(企画センタ長) 渡辺武征 
▽主管技師長(開発・設計技術強化センタ長) 林利弘 
▽主管技師長(物づくり技術強化センタ長) 谷本道夫 
▽主管技師(開発・設計技術強化センタ副技師長) 光田耕一 
▽主管技師(物づくり技術強化センタ副技師長) 佐々木秀昭 
▽主管技師(物づくり技術強化センタ副技師長) 小野禮史 
▽シニアプロジェクトマネージャー(トータルＳＣＭ推進センタ長) 清水盾夫 
▽シニアプロジェクトマネージャー(主管技師長) 村上碩哉 
▽シニアプロジェクトマネージャー(事業部長付) 斉藤敏男 
▽開発・設計技法推進センタ長(主管技師長) 福田節雄 
▽企画センタ長(企画センタ副技師長) 小松原保幸 
▽トータルＳＣＭ推進センタ長(トータルＳＣＭ推進センタ副技師長) 二ノ宮滋 
▽統合ＤＥ推進センタ長(開発・設計技術強化センタ副技師長) 佐々木泰生 
▽モノづくり技術強化センタ長(研究開発本部生産技術研究所長付) 中村敬一 
▽ｅ－ＰＥＣセンタ長(生産プロジェクト推進センタ副技師長) 関根次雄 
 
<総合教育センタ> 
▽技術研修所副技師長(計測器グループ副技師長) 寺山孝男 
 
<システム事業部> 
▽公共・社会システム本部長(公共・社会システム本部公共システム部長) 吉岡
達夫 
▽公共・社会システム本部公共システム部長(事業部員) 東出康宏 
▽ＩＴＳ推進センタ長(ＩＴＳ推進センタ副センタ長) 尾田至 
 
<デバイス開発センタ> 
▽センタ長兼半導体技術開発本部長 (センタ長) 安斎昭夫 
▽主管技師(副技師長) 藤田実 
▽主管技師(副技師長) 水上浩一郎 
▽主管技師(副技師長) 綿谷由純 
▽製造本部長 (副センタ長兼製造本部長) 村山幸男 
▽情報通信ＬＳＩ設計本部長(副センタ長兼情報通信ＬＳＩ設計本部長) 小出一
夫 
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▽システムＬＳＩ開発センタ本部長 (副センタ長兼システムＬＳＩ開発センタ長) 
鳥居周一 
▽情報通信ＬＳＩ設計本部チーフプロジェクトマネージャ(副技師長) 小林徹 
▽情報通信ＬＳＩ設計本部チーフテクニカルマネージャ(情報通信ＬＳＩ設計本部
プロセッサＬＳＩ設計部副部長) 丹場展雄 
▽情報通信ＬＳＩ設計本部プラットフォーム開発部長(情報通信ＬＳＩ設計本部   
プロセッサＬＳＩ設計部長) 中野哲夫 
▽半導体技術開発本部チーフテクニカルマネージャ(半導体技術開発本部プロセス
開発部副部長) 徳永尚文 
▽製造本部チーフテクニカルマネージャ(製造本部製造部副部長) 小泉亨 
 
<支社>  
▽東北支社電子機器部長(半導体グループ電子統括営業本部第四営業本部営業第一
部部長代理) 中村彰宏 
▽関東支社副支社長(電力・電機グループ日立事業所業務管理部長) 永井雅律 
▽中部支社副支社長(中部支社産機システム部長) 渡辺保夫 
▽中部支社電力部担当部長(中部支社電力部部長代理) 高島保夫 
▽中部支社産機システム部長(中部支社産機システム部部長代理) 菅沼恵慈 
▽関西支社副支社長兼総務部長(関西支社副支社長) 高橋保雄 
 
 
                                                                        
以  上 


