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2002 年 3 月 13 日 
 

 
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】 
 
 
〈〈〈〈４４４４月月月月１日付〉１日付〉１日付〉１日付〉         
<<<<グローバル事業開発本部グローバル事業開発本部グローバル事業開発本部グローバル事業開発本部>>>> 
▽国際業務部長(本部員) 伊藤小一郎 
    
<<<<環境本部環境本部環境本部環境本部>>>> 
▽環境推進センタ長(主任技師) 平野学 
 
<<<<研究開発本部研究開発本部研究開発本部研究開発本部>>>> 
▽管理統括センタ中研総務部長(管理統括センタ中研総務部部長代理) 田宮直
彦 
▽中央研究所ＩＰネットワーク研究センタ長(日立研究所主管研究員) 丸山優
徳 
▽中央研究所ＩＰネットワーク研究センタネットワークプラットフォーム研究
部長(ＩＰネットワーク研究センタバックボーンネットワーク研究部長兼中央
研究所情報システム研究センタネットワークシステム研究部長) 三村到 
▽中央研究所ＩＰネットワーク研究センタネットワークアーキテクチャ研究部
長(ＩＰネットワーク研究センタアクセスネットワーク研究部長) 田辺史朗 
▽中央研究所ソリューションＬＳＩ研究センタ長(中央研究所ソリューション
ＬＳＩ研究センタＵＬＳＩ研究部長) 木村勝高 
▽中央研究所ソリューションＬＳＩ研究センタＵＬＳＩ研究部長(中央研究所
ソリューションＬＳＩ研究センタＵＬＳＩ研究部主任研究員) 尾内亨裕 
▽中央研究所先端デバイス研究センタオプトエレクトロニクス研究部長(中央
研究所先端デバイス研究センタオプトエレクトロニクス研究部主任研究員) 
佐野博久 
▽中央研究所ライフサイエンス研究センタバイオシステム研究部長(中央研究
所長付) 松尾仁司    
▽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ＩＴ応用
研究センタ情報制御第二研究部主任研究員) 山足公也 
▽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(日立研究所企画室
主任研究員) 谷正之 
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▽システム開発研究所長兼情報サービス研究センタ長(システム開発研究所長) 
小坂満隆 
▽機械研究所企画室長(機械研究所エグゼクティブプロジェクトマネージャー) 
石井雅治    
▽生産技術研究所企画室長(生産技術研究所検査システム部長) 坂田智昭 
▽生産技術研究所検査システム部長(研究戦略統括センタ企画室主任技師) 土
井秀明    
    
<<<<知的財産権本部知的財産権本部知的財産権本部知的財産権本部>>>> 
▽本部長兼ＩＰ開発本部長兼ＩＰ開発本部特許第五部長(本部長兼ＩＰ開発本
部長) 作田康夫 
▽総務部長(中国支社総務グループ部長代理) 瀬戸勝典 
▽ＩＰ開発本部特許第三部長(ＩＰ開発本部特許第四部長) 久泉昭彦 
▽ＩＰ開発本部特許第四部長(ＩＰ開発本部特許第五部長) 岩崎重美 
▽ＩＰ開発本部特許第八部長(特許企画部員) 水村武司 
 
<<<<電力・電機グループ電力・電機グループ電力・電機グループ電力・電機グループ>>>> 
▽電力・電機開発研究所長兼ＣＴＯ(監査室上席監査部長) 三木一克 
▽電力・電機開発研究所第三部長(電力・電機開発研究所主管研究員) 加藤泰
弘 
▽電力・電機開発研究所第四部長(電力・電機開発研究所第四部主任研究員) 小
林啓信 
▽電力統括営業本部国際電力営業本部火力・原子力第二部長(電力統括営業本部
国際電力営業本部員) 小久保憲一 
▽電機システム統括営業本部プラント営業本部化学プラント第二部長(電機シ
ステム統括営業本部員) 川崎晋一郎 
▽電機システム統括営業本部プラント営業本部重工プラント部長(電機システ
ム統括営業本部公共営業本部公共第二部長) 真鍋靖 
▽電機システム統括営業本部公共営業本部公共第一部長(電機システム統括営
業本部公共営業本部公共第一部部長代理) 三谷哲司 
▽電機システム統括営業本部公共営業本部公共第二部長(電機システム統括営
業本部公共営業本部公共第一部長) 平林龍二 
▽電機システム統括営業本部交通営業本部海外交通部長(電機システム統括営
業本部交通営業本部海外交通部部長代理) 片岡淳 
▽火力・水力事業部火力・水力技術本部長(火力・水力事業部日立生産本部長) 
伊佐均 
▽火力・水力事業部企画本部長兼事業企画部長(火力・水力事業部企画本部事業
企画部長) 住谷吉男 
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▽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タービン設
計部長) 岡部明 
▽火力・水力事業部日立生産本部火力システム設計部長(火力・水力事業部日立
生産本部火力システム部長) 増田豊彦 
▽火力・水力事業部日立生産本部タービン設計部長(火力・水力事業部日立生産
本部タービン設計部担当部長) 笹田哲男 
▽原子力事業部原子力本部カスタマーリレーション推進部長(原子力事業部企
画本部チーフプロジェクトマネージャー) 後藤廣 
▽原子力事業部原子力本部グローバルビジネス推進部長(原子力事業部日立生
産本部原子力建設部長) 遠藤昭夫 
▽原子力事業部日立生産本部メカトロシステムセンタ長(原子力事業部日立生
産本部先端機器システムセンタ長) 大和田政孝 
▽原子力事業部日立生産本部原子力建設部長(原子力事業部日立生産本部原子
力建設部主任技師) 川畑淳一 
▽電機システム事業部発電機システム本部発電機予防保全センタ長((株)日立
エンジニアリングサービス電力本部電力システム部部長補佐主任技師) 近藤
泰人 
▽産業プラント事業部化学・医薬システム本部化学プロジェクト部長(産業プラ
ント事業部化学・医薬システム本部化学プロジェクト部主任技師) 前田法史 
▽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(産業プラント事業
部化学・医薬システム本部長付) 福原洋治 
▽交通システム事業部水戸交通システム本部電気システム計画部長(交通シス
テム事業部水戸交通システム本部車両電気システム設計部長) 岩滝雅人 
▽交通システム事業部水戸交通システム本部交通システム開発センタ長(交通
システム事業部水戸交通システム本部交通システム開発センタ主任技師) 多
田豊 
▽交通システム事業部水戸交通システム本部車両電気システム設計部長(交通
システム事業部水戸交通システム本部交通システム開発センタ長) 堀江哲 
▽社会システム事業部社会システム技術本部長(社会システム事業部工事エン
ジニアリング部長) 鈴木程久 
▽社会システム事業部環境システム本部長(環境システム推進本部システム技
術部長) 尾見仁一 
▽社会システム事業部社会システム技術本部工事エンジニアリング部長(社会
システム事業部公共電機システム部主任技師) 浅田能勝 
▽社会システム事業部社会システム技術本部習志野公共部長(産業機器グルー
プ公共システム統括部長) 銭谷英夫 
▽日立事業所技術部長(日立事業所業務管理部長) 荒原隆一郎 
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<<<<ビルシステムグループビルシステムグループビルシステムグループビルシステムグループ>>>> 
▽営業技術本部東部営業技術部長(営業技術本部首都圏営業技術部長) 木村健
一郎 
▽営業技術本部首都圏営業技術部長(営業技術本部首都圏営業技術部主任技師) 
藤良典 
▽営業技術本部工事管理・安全センタ長(電力・電機グループ電機システム統括
営業本部産業営業本部産業第二部部長代理) 前田孝二 
 
<<<<情報事業統括本部情報事業統括本部情報事業統括本部情報事業統括本部>>>> 
▽ＩＴ政策推進本部長(情報・通信グループ統括本部長付) 田中捷樹 

▽資材統括部長兼調達企画部長(資材調達事業部調達第一部長) 中野雅夫 
▽事業構造改革本部長(情報・通信グループ統括本部人事企画部長兼国際事業企
画本部事業サポート室長) 山本晴樹    
    
<<<<情報・通信グループ情報・通信グループ情報・通信グループ情報・通信グループ>>>> 
▽セキュリティソリューション推進本部長(システム開発研究所情報サービス
研究センタ長) 田代勤 
▽国際ＩＴビジネス本部長(通信事業部員) 竹村哲夫 
▽生産技術本部長(システムソリューショングループ生産技術統括本部生産技
術第一部長兼システム開発部長) 原田晃 
▽情報システム本部長兼ＣＩＯ兼プロジェクトマネジメント本部長(システム
ソリューショングループ生産技術統括本部長兼プロジェクトマネジメント本部
長) 大野治 
▽国際情報通信営業本部国際事業企画本部戦略企画第二部長(情報・通信グルー
プ統括本部国際情報通信営業本部システム営業部長) 浜田正和 
▽国際情報通信営業本部国際事業企画本部中国市場開拓部長(情報・通信グルー
プ統括本部国際情報通信営業本部中国部長) 江川裕仁 
▽国際情報通信営業本部ＨＤＤ営業部長(情報・通信グループ統括本部国際情報
通信営業本部ＨＤＤ営業部部長代理) 延松敏夫 
▽ソフトウェア事業部企画本部計画部長(システムソリューショングループソ
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) 尾山壮一 
▽ソフトウェア事業部基本ソフトウェア本部ＡＳソフト部長(システムソリュ
ーショングループソフトウェア事業部基本ソフトウェア本部ＡＳソフト統括セ
ンタ長) 福多謙治 
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▽ソフトウェア事業部ストレージソフトウェア本部ストレージビジネスセンタ
長(システムソリューショングループソフトウェア事業部企画本部海外推進部
長) 塙信弘 
▽ソフトウェア事業部ネットワークソフトウェア本部長(システムソリューシ
ョングループソフトウェア事業部ネットワークソフトウェア本部長付) 中村
孝男 
▽ソフトウェア事業部ネットワークソフトウェア本部第１ネットワークソフト
設計部長(システムソリューショングループソフトウェア事業部ネットワーク
ソフトウェア本部第１ネットワークソフト設計部主任技師) 南城忍 
▽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
設計部長兼Ｊａｖａ／ＸＭＬソリューションセンタ長(システムソリューショ
ングループソフトウェア事業部企画本部計画部長) 内山裕敏 
▽ソフトウェア事業部システム管理ソフトウェア本部ＪＰ１ビジネスアライア
ンスセンタ長(システムソリューショングループソフトウェア事業部企画本部
計画部主任技師) 高橋明男 
▽ソフトウェア事業部ソリューション本部第１アプリケーションソリューショ
ン部長(システムソリューショングループソフトウェア事業部ソリューション
本部第２アプリケーションソリューション部長) 徳永幹彦 
▽ソフトウェア事業部生産改革推進統括センタ企画室長(システムソリューシ
ョングループソフトウェア事業部生産改革推進統括センタ生産技術部長) 居
駒幹夫 
▽ソフトウェア事業部生産改革推進統括センタ生産技術部長(システムソリュ
ーショングループソフトウェア事業部ソリューション本部第１アプリケーショ
ンソリューション部長) 馬嶋宏 
▽ソフトウェア事業部サポートサービス本部サポートサービス部長(システム
ソリューショングループソフトウェア事業部サポートサービス本部ソフトウェ
アサポートセンタ長) 鈴木広義 
▽金融システム営業統括本部サービス・製品営業部長(営業統括本部ビジネスリ
レーション推進部プロジェクトマネージャ) 坪田幹人 
▽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(システ
ムソリューショングループ金融システム営業統括本部金融システム第一営業本
部銀行第二部部長代理) 石川康夫 
▽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(シ
ステムソリューショングループ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部長代理) 山村陽一 
▽金融システム事業部アプリケーション開発本部長(システムソリューション
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
計部長) 古里弘幸 
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▽クロスマーケットソリューション事業部ビジネス企画本部長(システムソリ
ューショングループ流通システム事業部流通第二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) 大西博久 
▽クロスマーケットソリューション事業部ＥＲＰソリューション本部長(シス
テムソリューショングループ産業システム事業部シニアプロジェクトマネージ
ャ) 志和木薫 
▽クロスマーケットソリューション事業部ビジネスソリューション本部長(シ
ステムソリューショングループ産業システム事業部産業ビジネスソリューショ
ン本部長) 開一弘 
▽クロスマーケットソリューション事業部ＳＣＭ・ロジスティクスソリューシ
ョン本部長(システムソリューショングループ情報制御システム事業部情報制
御ソリューション本部設備制御ソリューション部長) 佐々布昭義 
▽産業・流通システム事業部産業第二システム本部長兼産業第六システム部長
(システムソリューショングループ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産業第六システム部長) 小笠原均 
▽産業・流通システム事業部流通第二システム本部長(システムソリューション
グループ流通システム事業部シニアプロジェクトマネージャ) 東野外美男 
▽情報制御システム事業部電力制御システム本部長(システムソリューション
グループ情報制御システム事業部電力制御システム本部原子力制御システム設
計部長) 高野芳行 
▽情報制御システム事業部制御システム品質保証部長(システムソリューショ
ングループ情報制御システム事業部品質保証部制御システム品証担当部長) 
菊地武丈 
▽情報制御システム事業部情報制御品質保証部長(システムソリューショング
ループ情報制御システム事業部品質保証部電子装置品証担当部長) 小出進 
▽情報制御システム事業部交通システム本部第二アプリケーションシステム設
計部長(システムソリューション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推進部長) 野沢克太 
▽公共システム営業統括本部営業企画本部長(情報・通信グループ統括本部経営
管理本部長) 菱沼茂樹 
▽公共システム営業統括本部営業企画本部営業戦略センタ長(システムソリュ
ーショングループ公共システム営業統括本部公共システム第一営業本部電子政
府営業推進センタ長) 亀尾和弘 
▽公共システム営業統括本部営業企画本部電子行政営業支援センタ長(システ
ムソリューショングループ公共システム事業部事業企画本部販売統括推進部長
兼パートナービジネス推進センタ長) 三柴広 
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▽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官庁営業第二部長
(システムソリューショングループ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長) 津田義孝 
▽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(システムソリュー
ショングループ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) 荻山得哉  
▽公共システム営業統括本部公共システム第三営業本部自治体営業第一部長
(システムソリューショングループ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) 三田寺孝之 
▽公共システム営業統括本部公共システム第四営業本部長(システムソリュー
ショングループ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) 塩
見和男 
▽公共システム事業部官公ソリューション本部長(システムソリューショング
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長兼官公シス
テム企画統括センタ長) 綱健一郎 
▽公共システム事業部官公ソリューション本部官公システム第一部長(システ
ムソリューション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官公ソリューション本部官公システム第三部長(システ
ムソリューショングループ公共システム事業部電子政府プロジェクト推進本部
電子政府プロジェクト推進部担当部長兼官公システム本部官公システム第三部
担当部長) 平川真 
▽公共システム事業部官公ソリューション本部官公システム第五部長兼ＩＴサ
ポートセンタ長(システムソリューション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六部長兼ＩＴサポートセンタ長) 加藤政夫 
▽公共システム事業部官公ソリューション本部官公システム第七部長(システ
ムソリューション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
第三部長) 永野勝也 
▽公共システム事業部官公ソリューション本部電子認証開発センタ長(システ
ムソリューショングループ公共システム事業部電子政府プロジェクト推進本部
ＧＰＫＩ事業推進センタ担当部長) 岸本芳典 
▽公共システム事業部公共ソリューション本部長(システムソリューショング
ループ公共システム事業部電子政府プロジェクト推進本部長兼電子政府プロジ
ェクト推進部長) 山中大三郎 
▽公共システム事業部公共ソリューション本部官公システム企画統括センタ長
(システムソリューショングループ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) 米沢東夫 
▽公共システム事業部公共ソリューション本部官公システム第六部長(システ
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ムソリューション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
第四部担当部長) 窪田和彦 
▽公共システム事業部全国公共システム本部政府自治体関連プロジェクト推進
部長(システムソリューショングループ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) 飯野敏章 
▽公共システム事業部全国公共システム本部電子都庁推進部長兼ＪＤＣ推進セ
ンタ長(システムソリューショングループ公共システム事業部全国公共システ
ム本部電子都庁推進部長) 浅輪晃 
▽公共システム事業部全国公共システム本部北東北公共システムセンタ長(シ
ステムソリューショングループ公共システム事業部全国公共システム本部東北
公共システム部担当部長) 長谷川悌二 
▽公共システム事業部全国公共システム本部岡山公共システムセンタ長(シス
テムソリューショングループ公共システム事業部全国公共システム本部中国公
共システム部担当部長) 小松史 
▽公共システム事業部アプリケーションプロダクツ本部自治体ソリューション
開発部長(システムソリューショングループ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) 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介護保険・福祉アプリ
ケーション開発部長(システムソリューショングループ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) 成清智常 
▽公共システム事業部アプリケーションプロダクツ本部ＡＰＰ生産管理センタ
長(システムソリューショングループ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) 秋元敏夫 
▽公共システム事業部アプリケーションプロダクツ本部自治体ＡＰＰ統括部長
(システムソリューショングループ公共システム事業部事業企画本部販売統括
サポートセンタ長) 林康 
▽公共システム事業部電子行政事業推進本部電子行政推進部長(システムソリ
ューショングループ公共システム事業部事業企画本部ソリューション・サービ
ス企画部長) 豊島久 
▽公共システム事業部電子行政事業推進本部ソリューション創造部長(システ
ムソリューショングループ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グローバルビジネス推進センタ長) 中上昇一 
▽ＮＴＴ営業統括本部営業企画部長(情報・通信グループ統括本部ＮＴＴ営業統
括本部第二営業部長) 楠原正光 
▽ＮＴＴ営業統括本部第二営業部長(情報・通信グループ統括本部ＮＴＴ営業統
括本部第二営業部部長代理) 東浩司 
▽ネットワークソリューション事業部ＩＰソリューション本部長(研究開発本
部ＩＰネットワーク研究センタ長) 郷原忍 
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▽ネットワークソリューション事業部ＩＰソリューション本部システム部長
(情報・通信グループ統括本部事業戦略部長) 高瀬晶彦 
▽エンタープライズサーバ事業部主管技師長(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長) 池田公一 
▽エンタープライズサーバ事業部技術部長(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) 細渕良之 
▽エンタープライズサーバ事業部システム本部サーバシステム部長(エンター
プライズサーバ事業部長付) 内田満利 
▽エンタープライズサーバ事業部サーバ設計本部長(エンタープライズサーバ
事業部メインフレーム本部長) 川田岩治    
▽エンタープライズサーバ事業部サーバ設計本部基幹サーバ開発部長(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) 
栗山和則 
▽エンタープライズサーバ事業部サーバ設計本部サーバ設計部長(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) 石井保弘    
▽エンタープライズサーバ事業部サーバ開発本部長(エンタープライズサーバ
事業部主管技師長) 笠井憲一 
▽エンタープライズサーバ事業部サーバ開発本部ハイエンドサーバ開発部長
(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
発部チーフマネージャ) 河村俊明 
▽エンタープライズサーバ事業部技術開発本部パッケージング開発部長(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主任技師) 今井
勉 
▽エンタープライズサーバ事業部生産設計部長(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設計部長) 柴田晃男 
▽エンタープライズサーバ事業部ＩＰネットワーク本部ネットワークソフト開
発部長(エンタープライズサーバ事業部ＩＰネットワーク本部ネットワークア
ーキテクチャ部チーフマネージャ) 下城孝 
▽エンタープライズサーバ事業部ＩＰネットワーク本部ネットワーク設計部長
(エンタープライズサーバ事業部ＩＰネットワーク本部ネットワークアーキテ
クチャ部長) 林剛久 
▽エンタープライズサーバ事業部ＩＰネットワーク本部ネットワーク開発部長
(エンタープライズサーバ事業部ＩＰネットワーク本部ネットワーク企画部長) 
滝安美弘 
▽エンタープライズサーバ事業部ＩＰネットワーク本部ネットワークソリュー
ション部長(エンタープライズサーバ事業部ＩＰネットワーク本部ネットワー
ク部長) 島貫猛 
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<<<<ユビキタスプラットフォームグループユビキタスプラットフォームグループユビキタスプラットフォームグループユビキタスプラットフォームグループ>>>> 
▽技術戦略本部長(デジタルメディアグループデジタルメディアシステム事業
部員) 渡辺修徳 
▽事業統括本部広告部長(家電グループビジネスサポート本部広告部担当部長) 
市村幸隆 
▽事業統括本部広報渉外部長(デジタルメディアグループ事業統括本部担当部
長) 田胡修一 
▽業務部長(デジタルメディアグループ事業統括本部担当部長) 松川進 
▽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・通信グループ統括本部インターネットプラットフォーム事業部事業戦略室
マーケティング部部長代理) 篠塚秀樹    
▽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・通信
グループ統括本部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
室部長代理) 山口雅彦 
▽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
タサーバシステムソリューション部長(情報・通信グループ統括本部インターネ
ットプラットフォーム事業部インターネットソリューション本部サポートサー
ビス部長) 野田慎也 
▽インターネットプラットフォーム事業部資材部長(情報・通信グループ統括本
部通信事業部資材部長) 海江田直    
▽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
(デジタルメディアグループ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開発部主任技師) 高橋正彦 
▽デジタルメディア事業部経理部長(デジタルメディアグループ財務部担当部
長) 中島弘文 
▽デジタルメディア事業部企画室長(デジタルメディアグループデジタルメデ
ィアシステム事業部企画室担当部長) 木村穣良 
▽デジタルメディア事業部海外企画センタ長(デジタルメディアグループ事業
統括本部ディスプレイ企画部長) 持田秀人 
▽デジタルメディア事業部ブロードバンド機器本部長(デジタルメディアグル 
ープデジタルメディアシステム事業部映像本部長) 由木幾夫 
▽デジタルメディア事業部ブロードバンド機器本部主管技師長((株)日立情映
テック映像メディア本部長) 西瀬戸孝明 
▽デジタルメディア事業部ブロードバンド機器本部商品企画部長(デジタルメ
ディアグループ事業統括本部商品企画部長) 野田哲夫 
▽デジタルメディア事業部ブロードバンド機器本部デジタルレコーダ設計部長
(デジタルメディアグループデジタルメディア製品事業部ビデオ機器本部デジ
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タルビデオ機器設計部長) 大内丈志郎 
▽デジタルメディア事業部ＤＭネットワークシステム本部長(デジタルメディ
アグループ事業統括本部新端末プロジェクトリーダ) 渡辺久治 
▽デジタルメディア事業部ＤＭネットワークシステム本部メディアシステム部
長(デジタルメディアグループシステム本部担当部長) 大日野満 
▽デジタルメディア事業部プロジェクタ本部商品企画部長(デジタルメディア
グループ事業統括本部ディスプレイ企画部担当部長) 上市晃 
▽モバイル端末事業部事業企画本部長(デジタルメディアグループグループエ
グゼクティブ) 嶋本望 
▽モバイル端末事業部事業企画本部企画部長(Ｎｅｔ－ＰＤＡベンチャーカン
パニー事業企画担当部長) 松田栄司 
▽モバイル端末事業部設計本部長(デジタルメディアグループデジタルメディ
ア製品事業部モバイルシステム本部長) 萩谷真一 
▽モバイル端末事業部設計本部モバイル設計部長(デジタルメディアグループ
デジタルメディア製品事業部モバイルシステム本部ＣＤＭＡ設計部主任技師) 
冨原裕之 
▽モバイル端末事業部設計本部ソフト設計部長(デジタルメディアグループデ
ジタルメディア製品事業部モバイルシステム本部ソフト設計部主任技師) 細
田昌仁 
▽モバイル端末事業部品質保証部長(デジタルメディアグループデジタルメデ 
ィア製品事業部品質保証部長) 桜井芳夫 
▽デジタルメディア営業本部営業企画部長(デジタルメディアグループデジタ
ルメディア営業本部メディアＰＣ営業部長) 山本順信 
▽デジタルメディア営業本部情報機器営業部長(デジタルメディアグループデ
ジタルメディア営業本部特販営業部部長代理) 山田直通 
▽デジタルメディア営業本部メディアＰＣ営業部長(デジタルメディアグルー
プデジタルメディア営業本部ＡＶ営業部部長代理) 高橋茂樹 
▽デジタルメディア営業本部米州営業部長(デジタルメディアグループデジタ
ルメディア営業本部プロジェクタ営業部長) 木庭和信 
▽デジタルメディア営業本部欧州営業部長(デジタルメディアグループデジタ
ルメディア営業本部員) 中村晃一郎 
▽デジタルメディア営業本部中国アジア営業部長(デジタルメディアグループ
デジタルメディア営業本部員) 花井直 
▽デジタルメディア営業本部アライアンス営業部長(デジタルメディアグルー
プデジタルメディア営業本部マルチメディア営業部長) 森島康裕 
▽デジタルメディア営業本部グローバルオペレーション部長(デジタルメディ
アグループデジタルメディア営業本部営業企画部長) 佐久間斉 
▽デジタルメディア営業本部ＫＤＤＩ営業部長(デジタルメディアグループデ



12  

ジタルメディア営業本部モバイル営業部長) 糸賀御弦 
▽デジタルメディア営業本部モバイル営業部長(デジタルメディアグループデジ
タルメディア営業本部モバイル営業部部長代理) 岡田実 
    
<<<<ディスプレイグループディスプレイグループディスプレイグループディスプレイグループ>>>> 
▽主管技師長(茂原事業所開発本部画像開発センタ長) 斉藤裕 
▽茂原事業所開発本部画像開発センタ長(茂原事業所開発本部画像開発センタ
統括主任技師) 大倉理 
▽茂原事業所総務部長(本社秘書室部長代理) 藤岡真 
 
<<<<資材調達事業部資材調達事業部資材調達事業部資材調達事業部>>>> 
▽部品調達一部長(情報・通信グループ統括本部ＰＲＰ推進センタチーフプロ 
ジェクトリーダ) 佐久間淳 
▽人材開発部長(調達二部業務グループ部長代理) 藤本聡 
 
<<<<モノづくりモノづくりモノづくりモノづくり技術事業部技術事業部技術事業部技術事業部>>>> 
▽主管技師長(生産技術研究所主管研究員) 松崎吉衛 
▽モノづくり人材育成センタ長(家電グループ長付) 太田光洋 
    
<<<<情報システム事業部情報システム事業部情報システム事業部情報システム事業部>>>> 
▽企画部長(ｉ．ｅ．ネットサービスグループ情報システム事業部情報管理本部
調達システム部長) 山之内茂英 
▽情報管理本部長兼ＥＲＭシステム部長(ｉ．ｅ．ネットサービスグループ情報
システム事業部情報管理本部長) 冨岡啓 
▽情報管理本部コーポレートＩＴ推進部長(ｉ．ｅ．ネットサービスグループ情
報システム事業部ネットワーク統括本部情報サービス部長) 浜野俊二 
▽情報管理本部調達システム部長(電力・電機グループ事業企画本部生産革新部
部長代理) 岡本寛 
▽情報管理本部営業システム部長(ｉ．ｅ．ネットサービスグループ情報システ
ム事業部情報管理本部支社情報システム部長兼ビジネスシステム部長) 広野
富雄 
▽ｅ－プラットホーム本部長兼ネットワークセキュリティ管理部長(ｉ．ｅ．ネ
ットサービスグループ情報システム事業部Ｅ推進室長) 高橋修 
▽ｅ－プラットホーム本部認証サービス部長(ｉ．ｅ．ネットサービスグループ
情報システム事業部情報管理本部ＥＲＭシステム部長) 吉松孝文 
    
<<<<システム事業部システム事業部システム事業部システム事業部>>>> 
▽主管技師長(サービスシステム本部長) 坂井裕 
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▽ユビキタス推進センタ長(サービスシステム本部ブロードバンドネットワー
クソリューション部長) 生田昭 
▽企画本部長(産業・流通システム本部長) 石田康 
▽企画本部事業企画部長(公共・社会システム本部空港プロジェクト推進センタ
長) 川畑真一 
▽企画本部コンセプト・デザインセンタ長(主任デザイナー) 谷口守孝 
▽公共・社会システム本部空港プロジェクト推進センタ長(公共・社会システム
本部社会第二システム部主任技師) 北爪友一 
▽産業・流通システム本部長兼ロジスティクスシステム部長(産業・流通システ
ム本部ロジスティクスシステム部長) 岸野清孝 
▽産業・流通システム本部産業システム部長(産業・流通システム本部産業シス
テム部主任技師) 小笠原一夫 
    
<<<<デバイス開発センタデバイス開発センタデバイス開発センタデバイス開発センタ>>>> 
▽情報通信ＬＳＩ設計本部ミックスドシグナルＬＳＩ設計部長(デバイス技術
開発本部プラットフォーム開発部長) 中野哲夫 
▽情報通信ＬＳＩ設計本部高性能論理付メモリ開発部長(情報通信ＬＳＩ設計
本部高性能論理付メモリ開発プロジェクトチーフプロジェクトマネージャ) 
小林徹 
▽生産計画部長(生産計画グループ部長代理) 滝光輝 
    
<<<<支社支社支社支社>>>> 
▽北海道支社業務企画部長(北海道支社部長代理) 原哲朗 
▽横浜支社副支社長(関西支社副支社長) 上村隆志 
▽横浜支社情報システム第三営業部長(横浜支社情報システム第三営業部部長
代理) 佐藤光児 
▽横浜支社第二電機システム部長(横浜支社長付) 日比野和雄 
▽四国支社電力・電機システム部長(四国支社愛媛支店長) 八木進一郎 
▽四国支社愛媛支店長(四国支社電機システム部長) 前田仁芳 
▽中部支社長代理(中部支社金融情報システム営業部副部長) 神谷勝二 
▽中部支社電力部長(中部支社電力部担当部長) 高島保夫 
▽中部支社産業システムソリューション第二営業部長(中部支社産業システム
ソリューション第二営業部部長代理) 野田茂行 
▽中部支社トヨタグループ情報システム営業部長(中部支社産業システムソリ
ューション第二営業部長) 湯原政文 
▽中部支社経理部長(電力・電機グループ営業業務部部長代理) 今村行人 
▽中部支社豊田支店長(中部支社電力部長) 池田陸人 
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▽関西支社副支社長(関西支社公共情報システム営業部長) 苅田祥史 
▽関西支社産業システム部長(関西支社産業システムソリューション第二営業
部長) 濱口基 
▽関西支社産業情報システム営業部長(関西支社産業システムソリューション
第一営業部長) 安達春雄 
▽関西支社公共情報システム営業部長(関西支社公共情報システム営業部部長
代理) 秋野啓一 
▽関西支社経理部長(関西支社経理部部長代理) 横村俊文 
▽九州支社事業サポート部長(九州支社部長) 宮原正 
 
 
                                                               以  上 
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