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2016年 3月 9日 

株式会社日立製作所 

 

職制改正ならびに人事異動について 

 

株式会社日立製作所(執行役社長兼COO：東原 敏昭／コード番号：6501)は、以下の職制改正な

らびに人事異動を行います。    

 

１． 職制改正［2016 年 4 月 1 日付］ 

＜グループ・コーポレート＞ 

(1)社会イノベーション事業推進本部 

･ソリューション･ビジネス推進本部を再編し、アーバンソリューション推進本部、サービス統括本部、グ

ローバル事業推進本部、マイニング事業推進本部とする。 

 

(2)営業統括本部 

･営業戦略強化本部を母体にフロント強化本部を設置し、各ビジネスユニットのフロント機能の強化を

図る体制とする。 

・地域戦略本部を社会イノベーション事業推進本部に移管する。(地域戦略本部は廃止) 

・アカウント戦略本部の機能を各ビジネスユニットのフロント部門へ移管する。(アカウント戦略本部は

廃止) 

 

(3)バリューチェーン・インテグレーション統括本部 

･バリューチェーン・インテグレーション推進本部を新設する。 

 

＜原子力ビジネスユニット＞ 

・電力システム社原子力事業統括本部を移管し、日立 GE ニュークリア･エナジーを含めて開発･生産

を一体で運営する体制とする。 

・電力システム社海外原子力戦略統括本部を移管する。 

・電力･インフラシステム営業統括本部から原子力営業部門を移管し、開発･営業を一体運営する体制

とする。(電力･インフラシステム営業統括本部は廃止) 

 

＜電力ビジネスユニット＞ 

・電力システム社発電事業統括本部を移管し、発電事業部とする。 

・エネルギーソリューション社から電力流通事業部、新エネルギーソリューション事業部を移管する。 

・電力･インフラシステム営業統括本部から営業部門を移管し、開発･営業を一体運営する体制とする。

(電力･インフラシステム営業統括本部は廃止) 

・電力システム社日立事業所を移管し、電力生産統括本部とし、開発・生産を一体運営する体制とす

る。 

 

＜エネルギーソリューションビジネスユニット＞ 

・電力情報制御システム事業部、システムエンジニアリング事業部、エネルギー情報システム事業部を
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置く。エネルギー情報システム事業部は、ICT 事業統括本部の社会システム事業部と連携・協働す

る体制とする。 

 

＜電力・エネルギー業務統括本部＞ 

・電力・エネルギー業務統括本部を新設し、原子力ビジネスユニット、電力ビジネスユニット、エネルギ

ーソリューションビジネスユニットの共通業務を一元的に実行して、効率向上を図る体制とする。 

 

＜産業・流通ビジネスユニット＞ 

・電力･インフラシステム営業統括本部と情報・通信システム社エンタープライズソリューション営業統

括本部から営業部門を移管し、営業統括本部とし、開発･営業を一体運営する体制とする。(電力･イ

ンフラシステム営業統括本部、情報・通信システム社エンタープライズソリューション営業統括本部は

廃止) 

・情報・通信システム社エンタープライズソリューション事業部を移管する。 

・インフラシステム社から産業ソリューション事業部を移管する。 

・インフラシステム社から産業プラント事業部を移管し、産業エンジニアリング事業部とする。 

 

＜水ビジネスユニット＞ 

・インフラシステム社から水・環境ソリューション事業部を移管し、水事業部とする。 

・電力･インフラシステム営業統括本部から営業部門を移管する。(電力･インフラシステム営業統括本

部は廃止) 

 

＜産業・水業務統括本部＞ 

・産業・水業務統括本部を新設し、産業・流通ビジネスユニット、水ビジネスユニットの共通業務を一元

的に実行して、効率向上を図る体制とする。 

 

＜ビルシステムビジネスユニット＞ 

・都市開発システム社の海外事業統括本部と国内事業統括本部を廃止し、グローバル昇降機事業部

とグローバル昇降機保全事業部が、それぞれの事業をグローバルに展開する体制とする。併せて、

都市開発システム社の経営戦略統括本部を移管し、グローバル経営戦略統括本部とする。 

 

＜鉄道ビジネスユニット＞ 

・グローバル生産統括本部を置き、技術開発・生産をグローバルに最適化する体制とする。 

・交通システム社の笠戸事業所、水戸交通システム本部を移管する。 

 

＜金融ビジネスユニット＞ 

・情報・通信システム社から金融システム事業部、金融システム営業統括本部、金融チャネルソリュー

ション事業部を移管する。 

 

＜公共ビジネスユニット＞ 

・情報・通信システム社から公共システム事業部、公共システム営業統括本部を移管する。 
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＜ICT事業統括本部＞ 

・SE・サービス、サービスプラットフォーム、プロダクツおよび営業、戦略･企画、管理･スタッフ等で構

成する。 

・SE・サービスは、情報・通信システム社のアプリケーションサービス事業部、社会システム事業部、ス

マート情報システム統括本部のほか、SE・サービスの共通機能で構成する。 

・サービスプラットフォームは、情報・通信システム社のクラウドサービス事業部、IoTビジネス推進統括

本部、サービスイノベーション統括本部等を再編して、サービスプラットフォーム事業本部とし、サイ

バーセキュリティ事業統括本部と IoT･クラウドサービス事業部を置く。サービス＆プラットフォームビ

ジネスユニットと連携して、日立グループ全体で活用できる情報プラットフォームを構築する。 

・プロダクツは、情報・通信システム社のプロダクト統括本部とサービスイノベーション統括本部の一部

を再編し、ITプロダクツ統括本部として、通信ネットワーク事業部とあわせてプロダクツ部門を構成す

る。 

・営業は、情報・通信システム社の情報営業統括本部を ICT 営業統括本部とし、国際情報通信統括

本部をグローバル営業統括本部、ゼネラルマーケットビジネス統括本部をプラットフォームソリューシ

ョン営業統括本部に再編する。 

 

＜ヘルスケアビジネスユニット＞ 

・ヘルスケア社から経営戦略室と営業統括本部を移管する。 

・ヘルスケア社の第一診断機器事業部と第二診断機器事業部を統合し、診断システム事業部とする。 

 

＜サービス＆プラットフォームビジネスユニット＞ 

・サービス統括本部、制御プラットフォーム統括本部、情報プラットフォーム統括本部の 3 部門で構成

する。 

・サービス統括本部は、サービス事業推進本部、保守運用サービス本部、セキュリティ事業推進本部

の 3部門で構成し、社会イノベーション事業推進本部のサービス統括本部と連携･協働して、サービ

スプラットフォームを構築する。 

・制御プラットフォーム統括本部にインフラシステム社の大みか事業所を移管・統合する。 

・情報プラットフォーム統括本部は、ICT 事業統括本部のサービスプラットフォーム事業本部と連携・

協働して、日立グループ全体で活用できる情報プラットフォームを構築する。 

 

＜インダストリアルプロダクツビジネスユニット＞ 

・インダストリアルプロダクツ社から、経営企画統括本部、営業統括本部、電機システム事業部、受変

電システム事業部、機械システム事業部を移管する。 

・営業統括本部に電力･インフラシステム営業統括本部から営業部門を移管し、開発･生産・販売機能

の一体運営をする。(電力･インフラシステム営業統括本部は廃止)  

 

 



２. 人事異動

異動後 異動前 氏名
社会イノベーション事業推進本部副本部長 エグゼクティブＩＴストラテジスト 貫井清一郎

社会イノベーション事業推進本部副本部長兼アーバンソ
リューション推進本部副本部長

社会イノベーション事業推進本部協創ビジネス推進本部
長兼営業統括本部アカウント戦略本部長

竹内要司

社会イノベーション事業推進本部グローバル事業推進
本部長

営業統括本部地域戦略本部ＥＭＥＡ・ＣＩＳセンタ長 鈴木輝也

社会イノベーション事業推進本部マイニング事業推進本
部長

社会イノベーション事業推進本部ソリューション・ビジネ
ス推進本部マイニングプロジェクト本部長

高市孝二

社会イノベーション事業推進本部協創ビジネス推進本部
長

情報・通信システム社ＣＭＯ付 栗栖一樹

社会イノベーション事業推進本部新事業推進本部新事
業開発本部長

社会イノベーション事業開発室新事業開発本部担当本
部長

二村潤

社会イノベーション事業推進本部企画本部担当本部長
兼トランスユニット連携センタ長

社会イノベーション事業推進本部ソリューション・ビジネ
ス推進本部
グローバルエンジニアリング本部 担当本部長
兼 インフラシステム社技術管理センタ長

中西敬一郎

社会イノベーション事業推進本部財務本部長 情報・通信システム社財務本部担当本部長 是澤真

社会イノベーション事業推進本部企画本部企画部長 社会イノベーション事業推進本部企画部長 鈴木季学

社会イノベーション事業推進本部財務本部経理部長 社会イノベーション事業推進本部経理部長 市川浩

社会イノベーション事業推進本部総務部長 情報・通信システム社人事総務本部プラットフォーム人
事部プラットフォーム構造改革プロジェクト部長

松浦康裕

社会イノベーション事業推進本部企画本部マーケティン
グ・コミュニケーション部長

社会イノベーション事業推進本部マーケティング・コミュ
ニケーション部長

屋敷知

社会イノベーション事業推進本部アーバンソリューション
推進本部事業企画本部長兼グローバル事業推進本部
エンジニアリング部長

社会イノベーション事業推進本部ソリューション・ビジネ
ス推進本部グローバルエンジニアリング本部長

吉田美樹

社会イノベーション事業推進本部アーバンソリューション
推進本部パートナー協創ビジネス本部ビル街区ソリュー
ションセンタ長

社会イノベーション事業推進本部ソリューション・ビジネ
ス推進本部ビル街区プロジェクト本部ビル街区ソリュー
ションセンタ部長

小菅佳克

社会イノベーション事業推進本部アーバンソリューション
推進本部パートナー協創ビジネス本部駅・街ソリュー
ションセンタ長

社会イノベーション事業推進本部ソリューション・ビジネ
ス推進本部グローバルエンジニアリング本部パートナー
事業開発センタ長

谷口直行

社会イノベーション事業推進本部サービス統括本部
サービス事業推進本部副本部長兼トータルエンジニアリ
ング本部長

社会イノベーション事業推進本部ソリューション・ビジネ
ス推進本部副本部長兼トータルエンジニアリング本部長
兼社会イノベーション事業推進本部情報セキュリティ推
進部長

富松淳一郎

社会イノベーション事業推進本部サービス統括本部
サービス事業推進本部インダストリプロジェクト本部長
兼産業エンジニアリングセンタ長

社会イノベーション事業推進本部ソリューション・ビジネ
ス推進本部インダストリープロジェクト本部長

権守直彦

社会イノベーション事業推進本部サービス統括本部
サービス事業推進本部サービス事業開発センタ長

社会イノベーション事業推進本部サービス事業推進本
部サービス事業開発センタ長

磯田英一



異動後 異動前 氏名
社会イノベーション事業推進本部サービス統括本部
サービス事業推進本部インダストリプロジェクト本部
サービスエンジニアリングセンタ長

社会イノベーション事業推進本部ソリューション・ビジネ
ス推進本部インダストリープロジェクト本部部長兼トータ
ルエンジニアリング本部サービスビジネス推進センタ担
当部長

越智康

社会イノベーション事業推進本部サービス統括本部
サービス事業推進本部トータルエンジニアリング本部社
会システム部長兼アーバンソリューション推進本部パー
トナー協創ビジネス本部地域活性化ソリューションセンタ
長

社会イノベーション事業推進本部ソリューション・ビジネ
ス推進本部トータルエンジニアリング本部社会システム
部長

寺谷匡生

社会イノベーション事業推進本部サービス統括本部
サービス事業推進本部トータルエンジニアリング本部産
業第一システム部長兼インフラシステム社大みか事業
所経営戦略本部共生自律分散事業開発センタ部長

社会イノベーション事業推進本部ソリューション・ビジネ
ス推進本部トータルエンジニアリング本部産業第一シス
テム部長兼インフラシステム社大みか事業所経営戦略
本部共生自律分散事業開発センタ部長

保手濱敦典

社会イノベーション事業推進本部サービス統括本部
サービス事業推進本部トータルエンジニアリング本部産
業第ニシステム部長兼インフラシステム社都市開発シス
テム社産業制御システム設計部長

社会イノベーション事業推進本部ソリューション・ビジネ
ス推進本部トータルエンジニアリング本部産業第二シス
テム部長兼インフラシステム社都市開発システム社産業
制御システム設計部長

谷口潤

社会イノベーション事業推進本部サービス統括本部
サービス事業推進本部トータルエンジニアリング本部エ
ンジニアリングセンタ長

社会イノベーション事業推進本部ソリューション・ビジネ
ス推進本部グローバルエンジニアリング本部長

菅原敏

社会イノベーション事業推進本部グローバル事業推進
本部企画部長

営業統括本部地域戦略本部企画部部長兼戦略サポー
ト本部グループ連携推進室員

加藤兼司

社会イノベーション事業推進本部グローバル事業推進
本部国際プラットフォーム部長

営業統括本部戦略サポート本部国際プラットフォーム部
長

辰間義之

社会イノベーション事業推進本部グローバル事業推進
本部ＡＰＡＣ部長

営業統括本部地域戦略本部ＥＭＥＡ・ＣＩＳセンタ部長 田中一雄

社会イノベーション事業推進本部グローバル事業推進
本部中国部長

営業統括本部地域戦略本部中国部長 多田亮一

社会イノベーション事業推進本部グローバル事業推進
本部米州部長

営業統括本部地域戦略本部米州センタ副センタ長 鍛代宜士

社会イノベーション事業推進本部グローバル事業推進
本部ＥＭＥＡ・ＣＩＳ部長

営業統括本部地域戦略本部ＥＭＥＡ・ＣＩＳセンタ部長代
理

藤井淳行

社会イノベーション事業推進本部グローバル事業推進
本部ＥＭＥＡ・ＣＩＳ部モスクワ事務所長兼日立製作所地
域コンプライアンス責任者

営業統括本部地域戦略本部ＥＭＥＡ・ＣＩＳセンタモスクワ
事務所長兼日立製作所地域コンプライアンス責任者

柘植敏行

社会イノベーション事業推進本部グローバル事業推進
本部ＥＭＥＡ・ＣＩＳ部中東支店長

営業統括本部地域戦略本部ＥＭＥＡ・ＣＩＳセンタ中東支
店長兼エジプト事務所長兼日立製作所地域コンプライア
ンス責任者

ＨａｍｅｄＧｈａｎｅｍ

社会イノベーション事業推進本部グローバル事業推進
本部海外ＳＩＢ部長

営業統括本部地域戦略本部ＡＰＡＣセンタ部長 二見重之

社会イノベーション事業推進本部マイニング事業推進本
部副本部長

社会イノベーション事業推進本部ソリューション・ビジネ
ス推進本部副本部長

伊藤俊彦

社会イノベーション事業推進本部企画本部長 情報・通信システム社情報営業統括本部エンタープライ
ズソリューション営業統括本部社会・通信システム第一
営業本部長

森通彰

社会イノベーション事業推進本部新事業推進本部長 情報・通信システムグループ社会イノベーション事業開
発室副室長　兼社会イノベーション事業開発室新事業開
発本部長　兼社会イノベーション事業推進本部新事業推
進本部長

坂野裕

ＩｏＴ推進本部副本部長兼ＩｏＴ推進本部インキュベーショ
ン推進本部長

情報・通信システムグループエグゼクティブストラテジス
ト

河村芳彦



異動後 異動前 氏名
ＩｏＴ推進本部企画部長 情報・通信システムグループ社会イノベーション事業開

発室グローバルプロジェクト本部アライアンス推進企画
部主任技師

打越進吾

ＩｏＴ推進本部グローバルプロジェクト推進本部長 情報・通信システムグループ社会イノベーション事業開
発室グローバルプロジェクト本部長　兼社会イノベーショ
ン事業推進本部インキュベーション推進本部グローバル
プロジェクト本部長

江村文敏

ＩｏＴ推進本部グローバルプロジェクト推進本部新事業開
発部長

情報・通信システムグループ社会イノベーション事業開
発室グローバルプロジェクト本部新事業開発部長　兼社
会イノベーション事業推進本部インキュベーション推進
本部グローバルプロジェクト本部新事業開発部長

大橋宏介

ＩｏＴ推進本部グローバルプロジェクト推進本部アライアン
ス推進企画部長

情報・通信システムグループ社会イノベーション事業開
発室グローバルプロジェクト本部アライアンス推進企画
部長　兼社会イノベーション事業推進本部インキュベー
ション推進本部グローバルプロジェクト本部　アライアン
ス推進企画部長

貝瀬泰輔

日立アジア社ゼネラルマネージャー 法務・コミュニケーション統括本部渉外本部国際渉外部
長

菅野恵介

財務統括本部グループ財務戦略本部資金部長 財務統括本部グループ財務戦略本部投資戦略部長 吉岡準人

財務統括本部グループ財務戦略本部受注・債権管理
部長

財務統括本部財務マネジメント本部受注・債権管理
部長

宮尾義継

財務統括本部財務マネジメント本部長兼経理部長 財務統括本部グループ財務戦略本部担当本部長 川崎直行

財務統括本部財務マネジメント本部税務統括部長 財務統括本部グループ財務戦略本部税務統括部担当
部長

濱田将史

財務統括本部財務マネジメント本部財務プロセスソ
リューション部長Ｓｍａｒｔ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｊｅｃｔ強
化本部間接業務改革プロジェクトサブプロジェクトリーダ

Ｓｍａｒｔ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｊｅｃｔ強化本部間接業務
改革プロジェクトサブプロジェクトリーダー兼Ｓｍａｒｔ　Ｔｒａ
ｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｊｅｃｔ強化本部間接業務改革プロジェ
クト財務シェアド推進部長

早田真

人財統括本部副統括本部長兼グローバル人財開発部
長兼人事教育総務センタ総合教育センタ長兼株式会社
日立総合経営研修所代表取締役社長

人財統括本部人事勤労本部長兼人事教育総務センタ
長兼総合教育センタ長兼人財統括本部人事勤労本部タ
レントマネジメント部長兼人財統括本部ダイバーシティ
推進センタ長

田宮直彦

人財統括本部人事勤労本部長兼人事教育総務センタ
長兼人財統括本部ダイバーシティ推進センタ長

人財統括本部中国・アジア人財本部長 迫田雷蔵

人財統括本部人事勤労本部エンプロイーライフサポート
部長兼 福利グループ部長代理兼雇用・処遇改革プロ
ジェクトリーダ

人財統括本部人事勤労本部 トータルリワード部長兼役
割改革推進室制度・業務改革グループ副グループ長

小林由紀子

法務・コミュニケーション統括本部ブランド・コミュニケー
ション本部ＥＢＣ統括部長

ＨＩＴＡＣＨＩ　ＩＮＤＩＡ　ＰＶＴ．ＬＴＤ 川口勇

法務・コミュニケーション統括本部ＣＳＲ・環境戦略本部
長兼ヘルスケアＢＵ渉外本部長

法務・コミュニケーション統括本部ＣＳＲ・環境戦略本部
長兼ヘルスケア社渉外本部長

荒木由季子

グローバル渉外本部副本部長兼国際渉外部長 営業統括本部戦略サポート本部長兼国際関係部長 山野陽一

リスクマネジメント統括本部監査室長 情報・通信システム社ＣＦＯ兼財務本部長 寺田雅男

ＩＴ統括本部長 ＣＩＯ付 中島透



異動後 異動前 氏名
ＩＴ統括本部副統括本部長 ＩＴビジネスサービス本部長 大久保道久

営業統括本部フロント強化本部長 営業統括本部営業戦略強化本部担当本部長 田村豊一郎

営業統括本部フロント強化本部担当本部長兼第三部長 営業統括本部営業戦略強化本部担当本部長兼第三部
長兼地域戦略本部日本部長

南和男

営業統括本部フロント強化本部第一部長 営業統括本部営業戦略強化本部第一部長 小川静幸

営業統括本部フロント強化本部第二部長 営業統括本部アカウント戦略本部アカウント戦略部長 海藤賢一

営業統括本部フロント強化本部間接販売戦略センタ長 営業統括本部営業戦略強化本部間接販売戦略センタ
長

遠藤厚

営業統括本部フロント強化本部間接販売戦略センタ特
約店センタ長

営業統括本部営業戦略強化本部間接販売戦略センタ
特約店センタ長

細川哲夫

営業統括本部グループ経営推進本部長 法務･コミュニケーション統括本部渉外本部長 若林邦広

営業統括本部グループ経営推進本部グループ経営推
進部長

営業統括本部グループ経営推進本部部長 西岡寿

営業統括本部総務本部中国総務部長 モノづくり戦略本部業務管理部部長代理 宮口雅夫

バリューチェーン・インテグレーション統括本部バリュー
チェーン・インテグレーション推進本部長兼プロジェクト
統括本部長兼産業・水業務統括本部ＣＰＯ兼調達本部
長

電力・インフラシステムグループＣＰＯ兼インフラシステム
社調達統括本部長

市原靖久

バリューチェーン・インテグレーション統括本部企画・改
革推進部長

バリューチェーン・インテグレーション統括本部グループ
調達改革推進室長

市川正明

バリューチェーン・インテグレーション統括本部人事・管
理部長

情報・通信システムグループ情報・通信システム社調達
本部ＩＴプラットフォームソフト調達部長

高木辰也

バリューチェーン・インテグレーション統括本部ＣＯＥ部
長兼バリューチェーン・インテグレーション推進本部プロ
ジェクト統括本部リソースマネジメント部長

バリューチェーン・インテグレーション統括本部ソフト調
達部長

浅海清

バリューチェーン・インテグレーション統括本部バリュー
チェーン・インテグレーション推進本部プロジェクト統括
本部副統括本部長兼産業・水業務統括本部調達本部集
約調達統括部中東調達部長

インフラシステム社調達統括本部グローバル調達統括
部中東調達部長

三上徹

バリューチェーン・インテグレーション統括本部バリュー
チェーン・インテグレーション推進本部プロジェクト統括
本部プロジェクトPMO部長

バリューチェーン・インテグレーション統括本部工事調達
部長

堀敬太郎

バリューチェーン・インテグレーション統括本部バリュー
チェーン・インテグレーション推進本部プロジェクト統括
本部プロジェクトSCM部長

インフラシステム社調達統括本部支社調達部担当部長 卯道道彦

バリューチェーン・インテグレーション統括本部バリュー
チェーン・インテグレーション推進本部原価企画部長

バリューチェーン・インテグレーション統括本部ＶＥＣ推進
部長

織田英雄



異動後 異動前 氏名
バリューチェーン・インテグレーション統括本部バリュー
チェーン・インテグレーション推進本部調達エンジニアリ
ング部長

バリューチェーン・インテグレーション統括本部調達エン
ジニアリングセンタ長

福島雅仁

バリューチェーン・インテグレーション統括本部バリュー
チェーン・インテグレーション推進本部デバイス調達部長

バリューチェーン・インテグレーション統括本部デバイス
調達部担当部長

小島栄

バリューチェーン・インテグレーション統括本部バリュー
チェーン・インテグレーション推進本部材料調達部長

バリューチェーン・インテグレーション統括本部材料調達
部長

長野央

バリューチェーン・インテグレーション統括本部バリュー
チェーン・インテグレーション推進本部間接材調達統括
部長

バリューチェーン・インテグレーション統括本部間接材コ
スト改革推進室長

弘瀬祐作

ＩＴビジネスサービス本部長 ＩＴビジネスサービス本部事業主管 田中誠司

ＩＴビジネスサービス本部事業主管 ＩＴ統括本部統括主管 菅宮徳也

ＩＴビジネスサービス本部デジタル推進本部長 ＩＴ統括本部本部主管兼情報戦略企画部長 村林文夫

ＩＴビジネスサービス本部デジタル推進本部データ基盤
部長

ＩＴビジネスサービス本部経営情報システム本部情報活
用推進部長

渋谷亮一

ＩＴビジネスサービス本部デジタル推進本部データ活用
推進部長

ＩＴビジネスサービス本部経営情報システム本部情報活
用推進部担当部長

高浦孝次

ＩＴビジネスサービス本部デジタル推進本部デジタルビジ
ネスサポート部長兼ソリューション本部ソリューション統
括部担当部長

ＩＴビジネスサービス本部ソリューション本部ＩｏＴソリュー
ション推進プロジェクトリーダ兼事業システム部長兼経
営情報システム本部員

冨田幸宏

ＩＴビジネスサービス本部ソリューション本部担当本部長
兼ソリューション第三部長

ＩＴビジネスサービス本部経営情報システム本部担当本
部長兼フロント情報システム部長兼本部員

神田充啓

ＩＴビジネスサービス本部ソリューション本部本部主管兼
システム基盤部長

ＩＴビジネスサービス本部ソリューション本部本部主管兼
ソリューション第三部長

大場学

ＩＴビジネスサービス本部ソリューション本部コーポレート
ソリューション部長兼営業システムグループ主任技師兼
研究開発グループ技術統括センタ担当部長

ＩＴビジネスサービス本部経営情報システム本部コーポ
レート情報システム部長兼ソリューション本部コーポレー
トソリューション部担当部長兼研開サポートグループ主
任技師兼研究開発グループ技術統括センタ担当部長

森博之

ＩＴビジネスサービス本部経営情報システム本部担当本
部長兼フロント情報システム部長

ＩＴビジネスサービス本部経営情報システム本部人財情
報システム部長兼本部員

米玉利紀一郎

ＩＴビジネスサービス本部経営情報システム本部人財情
報システム部長兼本部員兼グローバルＩＴプロモーション
部担当部長

ＩＴビジネスサービス本部経営情報システム本部人財情
報システム部担当部長兼グローバルＩＴプロモーション部
担当部長

北山浩一

ＩＴビジネスサービス本部ＩＴ監査推進室長 ＩＴビジネスサービス本部部長 本野洋輔

知的財産本部副本部長兼知財ビジネス本部長兼社会イ
ノベーション知財部長

知的財産本部副本部長兼知財ビジネス本部長 戸田裕二

知的財産本部知財ビジネス本部知財プラットフォーム部
長

知的財産本部知財ビジネス本部知財ビジネス部長 内山克之



異動後 異動前 氏名
研究開発グループ技師長兼テクノロジーイノベーション
統括本部人工知能ラボラトリ長

研究開発グループ技師長 矢野和男

研究開発グループ技師長兼テクノロジーイノベーション
統括本部デザインシンキングラボラトリ長

研究開発グループ技術戦略室長 有吉司

研究開発グループ技術戦略室長 研究開発グループテクノロジーイノベーション統括本部
長兼日立研究所長

西野由高

研究開発グループ社会イノベーション協創統括本部長
兼中央研究所長

研究開発グループテクノロジーイノベーション統括本部
情報通信イノベーションセンタ長

中屋雄一郎

研究開発グループ技術戦略室主管研究長 研究開発グループ技術戦略室戦略統括センタ長 石川晃

研究開発グループ技術戦略室戦略統括センタ長 情報・通信システム社スマート情報システム統括本部戦
略企画本部長

赤津雅晴

研究開発グループ技術戦略室技術統括センタ研究管理
部長

研究開発グループ技術戦略室技術統括センタ情報企画
部長

角田元泰

研究開発グループ社会イノベーション協創統括本部チー
フアーキテクト室長兼知的財産本部国際標準化推進室
主管技師長

知的財産本部国際標準化推進室主管技師長 市川芳明

研究開発グループ社会イノベーション協創統括本部東
京社会イノベーション協創センタサービスデザイン研究
部主管デザイナー兼地方創生プロジェクトリーダ

研究開発グループ社会イノベーション協創統括本部東
京社会イノベーション協創センタサービスデザイン研究
部主管デザイナー

古谷純

研究開発グループ社会イノベーション協創統括本部東
京社会イノベーション協創センタ顧客協創プロジェクト
リーダ

研究開発グループ社会イノベーション協創統括本部東
京社会イノベーション協創センタ顧客協創プロジェクトプ
ロジェクトマネージャ

後藤康

研究開発グループ社会イノベーション協創統括本部東
京社会イノベーション協創センタサービスデザイン研究
部長

(株)日立システムズ研究開発本部研究開発センタ主任
研究員

馬場健治

研究開発グループテクノロジーイノベーション統括本部
長兼日立研究所長

研究開発グループテクノロジーイノベーション統括本部
材料イノベーションセンタ長

青木雅博

研究開発グループテクノロジーイノベーション統括本部
副統括本部長兼横浜研究所長

研究開発グループテクノロジーイノベーション統括本部
システムイノベーションセンタ長

矢川雄一

研究開発グループテクノロジーイノベーション統括本部
材料イノベーションセンタ長

研究開発グループ技術戦略室戦略統括センタストラテ
ジースタッフ

村上元

研究開発グループテクノロジーイノベーション統括本部
情報通信イノベーションセンタ長

戦略企画本部経営企画室部長 水野弘之

研究開発グループテクノロジーイノベーション統括本部
システムイノベーションセンタ長

研究開発グループ技術戦略室戦略統括センタストラテ
ジースタッフ

池田尚司

研究開発グループテクノロジーイノベーション統括本部
制御イノベーションセンタ長

インフラシステム社大みか事業所経営戦略本部担当本
部長兼経営戦略本部共生自律分散事業開発センタ長
兼制御プラットフォーム開発本部担当本部長兼次世代イ
ンダストリ創生推進本部情報制御イノベーション本部担
当本部長兼共生自律分散推進本部推進室長

入江直彦

研究開発グループテクノロジーイノベーション統括本部
生産イノベーションセンタ長

研究開発グループ横浜研究所企画室長 森正勝



異動後 異動前 氏名
研究開発グループテクノロジーイノベーション統括本部
機械イノベーションセンタ主管研究長兼信頼性インフォ
マティクスラボラトリ長

研究開発グループテクノロジーイノベーション統括本部
機械イノベーションセンタ主管研究員

海保真行

研究開発グループテクノロジーイノベーション統括本部
システムイノベーションセンタ主管研究長

研究開発グループテクノロジーイノベーション統括本部
システムイノベーションセンタ知能情報研究部長

守屋俊夫

研究開発グループテクノロジーイノベーション統括本部
エネルギーイノベーションセンタ電力システム研究部長

研究開発グループテクノロジーイノベーション統括本部
エネルギーイノベーションセンタ電力流通研究部長

楠見尚弘

研究開発グループテクノロジーイノベーション統括本部
エレクトロニクスイノベーションセンタナノプロセス研究部
長

HITACHI HIGH TECHNOLOGIES AMERICA, INC. Semi-
Conductor Equipment Division Senior Manager

根岸伸幸

研究開発グループテクノロジーイノベーション統括本部
機械イノベーションセンタ高度設計シミュレーション研究
部長

研究開発グループ日立研究所企画室主任研究員 西嶋規世

研究開発グループテクノロジーイノベーション統括本部
機械イノベーションセンタ信頼性科学研究部長

研究開発グループテクノロジーイノベーション統括本部
機械イノベーションセンタ高度設計シミュレーション研究
部主任研究員

竹田憲生

研究開発グループテクノロジーイノベーション統括本部
システムイノベーションセンタ知能情報研究部長

研究開発グループテクノロジーイノベーション統括本部
システムイノベーションセンタ知能情報研究部主任研究
員

森脇紀彦

研究開発グループテクノロジーイノベーション統括本部
情報通信イノベーションセンタコンピューティング研究部
長

HITACHI ASIA (MALAYSIA) SDN. BHD.　R&D Senior
Chief Researcher

中村友洋

研究開発グループテクノロジーイノベーション統括本部
情報通信イノベーションセンタネットワーク研究部長

研究開発グループテクノロジーイノベーション統括本部
情報通信イノベーションセンタネットワーク研究部主任研
究員

花岡誠之

研究開発グループテクノロジーイノベーション統括本部
制御イノベーションセンタスマートシステム研究部長

社会イノベーション事業開発室次世代インダストリ創生
本部情報制御イノベーション部主任技師

湯田晋也

研究開発グループテクノロジーイノベーション統括本部
制御イノベーションセンタグリーンモビリティ研究部長

日立オートモティブシステムズ(株)パワートレイン＆電子
事業部パワートレイン設計本部ＥＭＳ機器設計部主任技
師

山岡士朗

研究開発グループテクノロジーイノベーション統括本部
生産イノベーションセンタ生産システム研究部長

研究開発グループテクノロジーイノベーション統括本部
生産イノベーションセンタ生産システム研究部主任研究
員

勝村義輝

研究開発グループテクノロジーイノベーション統括本部
生産イノベーションセンタ回路システム研究部長

研究開発グループ技術戦略室戦略統括センタ主任技師 玉木剛

研究開発グループ管理統括センタ横浜総務部長 日立(中国)有限公司Group HR Business Partnering
Center General Manager

高根衛

研究開発グループ日立研究所企画室長 研究開発グループ技術戦略室戦略統括センタストラテ
ジースタッフ

笹尾桂史

研究開発グループ横浜研究所企画室長 研究開発グループテクノロジーイノベーション統括本部
情報通信イノベーションセンタネットワーク研究部長

坂本健一

取締役会室長 営業統括本部グループ経営推進本部長 内藤理

日立ＧＥニュークリア・エナジー株式会社［取締役会長］
兼原子力ＢＵ　ＣＯＯ兼原子力事業統括本部長兼福島
原子力発電所プロジェクト推進本部長

日立ＧＥニュークリア・エナジー株式会社［取締役会長］
兼電力システム社原子力担当ＣＥＯ兼原子力事業統括
本部長兼福島原子力発電所プロジェクト推進本部長

魚住弘人



異動後 異動前 氏名
原子力ＢＵ技師長兼日立ＧＥニュークリア・エナジー株式
会社［技師長］

電力システム社技師長兼日立ＧＥニュークリア・エナ
ジー株式会社［技師長］

藤森治男

日立ニュークリア・エナジーヨーロッパ社［代表取締役］
兼原子力ＢＵ原子力事業統括本部副統括本部長

電力システム社原子力事業統括本部副統括本部長 臺俊介

原子力ＢＵ原子力事業統括本部欧州原子力ＥＰＣ本部
長兼日立ＧＥニュークリア・エナジー株式会社［副社長］

日立ＧＥニュークリア・エナジー株式会社［副社長］ 久米正

原子力ＢＵ原子力事業統括本部欧州原子力ＥＰＣ本部
ホライズンプロジェクト企画部長

電力システム社原子力事業統括本部欧州原子力ＥＰＣ
本部ホライズンプロジェクト企画部長

渡辺繁

原子力ＢＵ海外原子力戦略統括本部副統括本部長 電力システム社原子力事業統括本部副統括本部長兼
欧州原子力ＥＰＣ本部長兼海外原子力戦略統括本部副
統括本部長

村瀬善昭

原子力ＢＵ海外原子力戦略統括本部欧州原子力事業
開発本部長

電力システム社海外原子力戦略統括本部欧州原子力
事業開発本部長

舛井崇

原子力ＢＵ海外原子力戦略統括本部欧州原子力事業
開発本部事業開発部長

電力システム社海外原子力戦略統括本部欧州原子力
事業開発本部事業開発部長

志賀道憲

原子力ＢＵ海外原子力戦略統括本部欧州原子力事業
開発本部ホライズン事業企画部長

電力システム社海外原子力戦略統括本部欧州原子力
事業開発本部ホライズン事業企画部長

浅妻一郎

原子力ＢＵ経営企画本部経営管理部長兼経営企画本
部員但し、日立ＧＥニュークリア・エナジー株出向

日立ＧＥニュークリア・エナジー株式会社[事業企画本部
原子力経営管理部長］

橋本敦司

原子力ＢＵ財務部長兼電力ＢＵ経理部長 電力システム社グローバルビジネスマネジメント本部経
理部長兼エネルギーソリューション社財務本部部長

関川智

原子力ＢＵ人事勤労部長兼電力・エネルギー業務統括
本部人財開発部長

電力システム社グローバルビジネスマネジメント本部人
財開発部長

大西康之

原子力ビジネスユニット経営企画本部長兼日立ＧＥ
ニュークリア・エナジー株式会社［事業企画本部長］

日立ＧＥニュークリア・エナジー株式会社［事業企画本部
長］

穴沢和美

原子力ＢＵ経営企画本部経営企画部長兼日立ＧＥ
ニュークリア・エナジー株式会社［出向

日立ＧＥニュークリア・エナジー株式会社［事業企画本部
原子力事業企画部長］

阪田浩志

原子力ＢＵ品質保証本部長日立ＧＥニュークリア・エナ
ジー株式会社［原子力品質保証本部長］

日立ＧＥニュークリア・エナジー株式会社［原子力品質保
証本部長］

三村靖

電力ＢＵ電力流通事業部　副事業部長 エネルギーソリューション社電力流通事業部副事業部
長

小宮良孝

電力ＢＵ電力生産統括本部長［兼日立事業所長］兼日
立ＧＥニュークリア・エナジー株式会社［原子力生産本部
長］

電力システム社日立事業所長兼電力システム社ＣＰＯ
兼スマートトランスフォーメーション推進本部長兼日立Ｇ
Ｅニュークリア・エナジー株式会社［日立事業所長］

村山貢一

電力ＢＵ技師長 電力システム社技師長 塩原亮一

電力ＢＵ経営企画本部長兼経営管理部長兼エネルギー
ソリューションＢＵ経営企画本部経営管理部長

電力システム社経営戦略統括本部経営管理本部統括
主管兼経営管理部長

安藤次男



異動後 異動前 氏名
電力ＢＵ経営企画本部経営企画部長 電力システム社経営戦略統括本部経営管理本部企画

部長兼エネルギーソリューション社電力流通事業部企
画部長

工藤拓明

電力ＢＵ人事勤労部長 電力システム社グローバルビジネスマネジメント本部総
務部部長代理

後藤克彦

電力ＢＵスマートトランスフォーメーション推進本部ＶＥ
Ｃ・ＧＰＥＣ推進センタ長

電力システム社スマートトランスフォーメーション推進本
部ＶＥＣ・ＧＰＥＣ推進センタ長

小泉章

電力ＢＵ品質保証本部長兼エネルギーソリューションＢ
Ｕ　ＱＡセンタ長

エネルギーソリューション社品質保証本部長兼ＱＡセン
タ長兼電力システム社品質保証本部国分品質保証部長

高城秀雄

電力ＢＵ品質保証本部電力流通品質保証部長 電力システム社品質保証本部国分品質保証部担当部
長

田川承位

電力ＢＵ品質保証本部信頼性検証室長兼主管技師長
兼日立ＧＥニュークリア・エナジー株式会社［原子力品質
保証本部信頼性検証室長兼主管技師長］

電力システム社品質保証本部信頼性検証室長兼主管
技師長

白木智美

電力ビジネスユニット品質保証本部信頼性検証室主管
技師長兼日立ＧＥニュークリア・エナジー株式会社［事業
企画本部主管技師長兼原子力品質保証本部信頼性検
証室主管技師長］

電力システム社品質保証本部信頼性検証室主管技師
長兼日立ＧＥニュークリア・エナジー株式会社［事業企画
本部主管技師長］

杉山政司

電力BU品質保証本部信頼性検証室主管技師長兼日立
ＧＥニュークリア・エナジー株式会社［原子力品質保証本
部信頼性検証室主管技師長］

電力システム社品質保証本部信頼性検証室主管技師
長

安齋英哉

電力ＢＵ品質保証本部ＱＡセンタ長 電力システム社品質保証本部ＱＡセンタ長 和田則明

電力ＢＵ品質保証本部新エネルギー品質保証部長 電力システム社品質保証本部新エネルギー品質保証部
長

清水康

電力ＢＵ品質保証本部医療核装置品質保証部長 電力システム社品質保証本部医療核装置品質保証部
長

大塚浩士

電力ＢＵ品質保証本部火力統括品質保証部長 電力システム社品質保証本部火力統括品質保証部長 赤津文彦

電力ＢＵ研究開発企画部長兼原子力ＢＵ研究開発企画
部長兼エネルギーソリューションＢＵ研究開発企画部長

研究開発グループ日立研究所企画室研究戦略ユニット
リーダ主任研究員

菅野周一

電力ＢＵ営業企画本部長 電力・インフラシステム営業統括本部営業企画本部担当
本部長兼日立ＧＥニュークリア・エナジー株式会社［原子
力営業本部営業企画部長］兼国際第一営業本部第一国
際営業企画部長

明田篤弥

電力ＢＵ営業企画本部営業戦略企画部長兼日立ＧＥ
ニュークリア・エナジー株式会社［原子力営業本部原子
力営業企画部長］兼原子力営業企画部長

電力・インフラシステム営業統括本部営業企画本部営業
企画第一部長

長谷川博史

電力ＢＵ国際営業本部長兼国際営業第一部長 電力・インフラシステム営業統括本部国際第一営業本部
長

小西敦史

電力ＢＵ国際営業本部担当本部長兼国際営業企画部
長

日立アメリカ社シニアバイスプレジデント 木村豊

電力ＢＵ国際営業本部国際営業第二部長 台湾日立社総経理 平岡武



異動後 異動前 氏名
電力ＢＵ国際営業本部ソリューション営業部長兼エネル
ギーソリューションＢＵ海外ソリューション営業開発本部
ソリューション営業部長

電力・インフラシステム営業統括本部国際第二営業本部
海外インフラソリューション開発営業室長

片桐浩

電力ＢＵ電力エネルギー営業本部長 中国支社副支社長 丸谷雅彦

電力ＢＵ電力エネルギー営業本部電力システム営業部
長

電力・インフラシステム営業統括本部電力営業本部電力
ソリューション営業部長

廣田英城

電力ＢＵ電力エネルギー営業本部パワーシステム営業
部長

電力・インフラシステム営業統括本部電力営業本部パ
ワーシステム営業部長

市橋晋

電力ＢＵ電力エネルギー営業本部新エネルギー営業第
一部長

電力・インフラシステム営業統括本部エネルギーソ
リューション営業本部新エネルギー営業第一部長

中村裕一

電力ＢＵ電力エネルギー営業本部新エネルギー営業第
二部長

電力・インフラシステム営業統括本部エネルギーソ
リューション営業本部新エネルギー営業第二部長

井上晴奈

電力ＢＵ構造改革統括本部サービス事業強化本部長 電力システム社サービス事業強化本部長 竹内力

電力ＢＵ構造改革統括本部発電ソリューション事業強化
本部長

－ 鈴木和夫

電力ＢＵ発電事業部長 電力システム社発電本統括本部長 佐藤淳二

電力ＢＵ発電事業部副事業部長兼火力本部火力企画
部長

三菱日立パワーシステムズ株式会社 高橋英一

電力ＢＵ発電事業部火力本部長兼インドプロジェクト室
長

電力システム社発電本火力本部長兼インドプロジェクト
室長

高野剛

電力ＢＵ発電事業部火力本部火力技術部長 電力システム社発電本火力本部火力技術部担当部長 佐藤鑑三

電力ＢＵ発電事業部火力本部火力発電保守運営部長 電力システム社発電本火力本部火力発電保守運営部
長

黒江聡

電力ＢＵ発電事業部火力本部火力エンジニアリング部
長

電力システム社発電本火力本部火力エンジニアリング
部長

市川国弘

電力ＢＵ電力生産統括本部製造本部長兼電力投資計
画室長兼モノづくり統括責任者

電力システム社日立事業所製造本部長兼電力投資計
画室長兼電力システム社モノづくり統括責任者

水庭聖

電力ＢＵ電力生産統括本部製造本部グローバル生産推
進部長兼電力環境センタ長

電力システム社日立事業所製造本部グローバル生産推
進部長兼電力環境管理センタ長

嶽本俊明

日立三菱水力株式会社取締役水車部長兼電力ＢＵ電
力生産統括本部水力センタ長

日立三菱水力株式会社取締役水車部長兼電力システ
ム社日立事業所水力センタ長

大嶋勝宏

電力ＢＵ電力生産統括本部自然エネルギー発電システ
ム生産本部長

電力システム社日立事業所太陽光発電システム部長 椎名一弘



異動後 異動前 氏名
電力ＢＵ電力生産統括本部自然エネルギー発電システ
ム生産本部太陽光発電システム部長

電力システム社日立事業所太陽光発電システム部設計
グループリーダ主任技師

名切智春

電力ＢＵ電力生産統括本部自然エネルギー発電システ
ム生産本部自然エネルギー発電企画部長

電力システム社スマートトランスフォーメーション推進本
部ＶＥＣ・ＧＰＥＣ推進センタ担当部長

近野正伸

電力ＢＵ電力生産統括本部自然エネルギー発電システ
ム生産本部風力発電システム部長

電力システム社日立事業所風力発電システム部長 加藤裕司

電力ＢＵ電力生産統括本部自然エネルギー発電システ
ム生産本部自然エネルギー製造・サービス部長

電力システム社日立事業所自然エネルギー製造・サー
ビス部長

佐藤和彦

電力ＢＵ電力生産統括本部環境ソリューション本部長 電力システム社日立事業所環境ソリューション本部長 土山大輔

電力ＢＵ電力生産統括本部環境ソリューション本部環境
システム部長

電力システム社日立事業所環境ソリューション本部環境
システム部長

大塚敏弘

電力ＢＵ電力生産統括本部医療・核装置生産本部長 電力システム社日立事業所医療・核装置生産本部長 竹内一浩

電力ＢＵ電力生産統括本部医療・核装置生産本部企画
部長

電力システム社日立事業所医療・核装置生産本部企画
部長

大内純一

電力ＢＵ電力生産統括本部医療・核装置生産本部放射
線治療システム設計部長

電力システム社日立事業所医療・核装置生産本部放射
線治療システム設計部長

伊賀公紀

電力ＢＵ電力生産統括本部医療・核装置生産本部核融
合・加速器部長

電力システム社日立事業所医療・核装置生産本部核融
合・加速器部長

木戸修一

電力ＢＵ電力生産統括本部国分生産本部長 電力システム社日立事業所国分生産本部長 柳澤志好

電力ＢＵ電力生産統括本部国分生産本部国分企画部
長

電力システム社日立事業所国分生産本部エンジニアリ
ング統括部長

芝田崇徳

電力ＢＵ電力生産統括本部国分生産本部エンジニアリ
ング統括部長

電力システム社日立事業所国分生産本部エンジニアリ
ング統括部海外電力グループリーダ主任技師

助川仁

電力ＢＵ電力生産統括本部国分生産本部高電圧大電
力試験所長

電力システム社日立事業所国分生産本部高電圧大電
力試験所長

木田順三

電力ＢＵ電力生産統括本部国分生産本部開閉装置設
計部長

電力システム社日立事業所国分生産本部開閉装置設
計部長

八田万幸樹

電力ＢＵ電力生産統括本部国分生産本部変圧器設計
部長

電力システム社日立事業所国分生産本部変圧器設計
部長

門脇慎

電力ＢＵ電力生産統括本部国分生産本部送変電製造
部長

電力システム社日立事業所製造本部送変電製造部長 萩野谷貢

電力ＢＵ電力流通事業部グローバル事業経営管理本部
長兼事業管理部長

エネルギーソリューション社電力流通事業部グローバル
事業経営管理本部担当本部長

高橋和彦



異動後 異動前 氏名
電力ＢＵ電力流通事業部グローバル事業経営管理本部
企画部長

エネルギーソリューション社電力流通事業部企画部部
長代理

畠山正幸

電力ＢＵ電力流通事業部電力流通技術本部長 エネルギーソリューション社電力流通事業部電力流通
技術本部長兼国内変電技術部長

山本直幸

電力ＢＵ電力流通事業部電力流通技術本部国内変電
技術部長

エネルギーソリューション社電力流通事業部電力流通
技術本部国内変電技術部変電技術グループリーダ主任
技師

滝浦信義

電力ＢＵ電力流通事業部電力流通技術本部グローバル
変電技術部長

エネルギーソリューション社電力流通事業部電力流通
技術本部グローバル変電技術部長

大森隆宏

電力ＢＵ新エネルギーソリューション事業部新エネル
ギーシステム本部長

エネルギーソリューション社新エネルギーソリューション
事業部新エネルギーシステム本部長兼自然エネルギー
発電運営部長

谷匡宏

電力ＢＵ新エネルギーソリューション事業部企画部長 エネルギーソリューション社新エネルギーソリューション
事業部企画業務部長

徳原康晴

電力ＢＵ新エネルギーソリューション事業部新エネル
ギーシステム本部風力発電推進部長

エネルギーソリューション社新エネルギーソリューション
事業部新エネルギーシステム本部風力発電推進部長

高田俊幸

電力ＢＵ新エネルギーソリューション事業部新エネル
ギーシステム本部太陽光発電推進部長

エネルギーソリューション社新エネルギーソリューション
事業部新エネルギーシステム本部太陽光発電推進部長

角田雅幸

電力ＢＵ新エネルギーソリューション事業部新エネル
ギーシステム本部自然エネルギー発電運営部長

電力システム社新事業開発推進本部研究開発企画部
長

内山倫行

エネルギーソリューションＢＵ事業主管兼電力情報制御
システム事業部電力情報制御本部ＨＶＤＣプロジェクト
推進室長

エネルギーソリューション社事業主管兼ソリューションシ
ステム事業部電力情報制御本部ＨＶＤＣプロジェクト推
進室長

田中主税

エネルギーソリューションＢＵ戦略企画本部長兼戦略企
画部長兼戦略企画本部経営企画室部長

エネルギーソリューション社企画本部担当本部長兼戦
略企画部長兼戦略企画本部経営企画室部長

山田竜也

エネルギーソリューションＢＵ経営企画本部長 エネルギーソリューション社企画本部長 本永哲司

エネルギーソリューションＢＵ経営企画本部経営企画部
長

エネルギーソリューション社企画本部事業企画部長 高橋秀悦

エネルギーソリューションＢＵ財務部長兼電力・エネル
ギー業務統括本部財務部長

電力システム社グローバルビジネスマネジメント本部財
務部担当部長

佐竹朋宏

エネルギーソリューションＢＵ人事勤労部長 エネルギーソリューション社管理本部勤労総務部長 曽根徹

エネルギーソリューションＢＵ海外ソリューション営業開
発本部長

電力・インフラシステム営業統括本部国際第一営業本部
担当本部長

安田次良

エネルギーソリューションＢＵ電力情報制御システム事
業部長

エネルギーソリューション社ソリューションシステム事業
部副事業部長兼エネルギーソリューション社ソリューショ
ン事業開発本部長

清治岳彦

エネルギーソリューションＢＵ電力情報制御システム事
業部副事業部長兼日立ＨＶＢ社シニアエグゼクティブア
ドバイザー

エネルギーソリューション社ソリューションシステム事業
部副事業部長兼日立ＨＶＢ社シニアエグゼクティブアド
バイザー

Ａｌｉｒｅｚａ　Ａｒａｍ



異動後 異動前 氏名
エネルギーソリューションＢＵ電力情報制御システム事
業部ソリューションビジネス推進本部長

研究開発グループ日立研究所企画室長 鮫嶋茂稔

エネルギーソリューションＢＵ電力情報制御システム事
業部ソリューションビジネス推進本部プロジェクト推進部
長兼

エネルギーソリューション社ソリューション事業開発本部
事業開発部チーフプロジェクトマネージャ

佐野豊

エネルギーソリューションＢＵ電力情報制御システム事
業部ソリューションビジネス推進本部デマンドソリュー
ション推進部長

エネルギーソリューション社ソリューションシステム事業
部ソリューションシステム本部デマンドソリューション開
発部長

稲垣征司

エネルギーソリューションＢＵ電力情報制御システム事
業部電力情報制御本部長

エネルギーソリューション社ソリューションシステム事業
部電力情報制御本部長

吉栖立格

エネルギーソリューションＢＵ電力情報制御システム事
業部電力情報制御本部電力情報制御部長

エネルギーソリューション社ソリューションシステム事業
部電力情報制御本部電力情報制御部長

市野澤昌弘

エネルギーソリューションＢＵ電力情報制御システム事
業部電力情報制御本部電力変換システム部長

エネルギーソリューション社ソリューションシステム事業
部電力情報制御本部電力変換システム部長

内海宣昭

エネルギーソリューションＢＵシステムエンジニアリング
事業部電機ソリューション本部長兼インダストリアルプロ
ダクツＢＵ受変電システム事業部長

エネルギーソリューション社ソリューションシステム事業
部電機ソリューション本部長兼インダストリアルプロダク
ツ社受変電システム事業部事業部長

渡辺能康

エネルギーソリューションＢＵシステムエンジニアリング
事業部電機ソリューション本部電源システム部長

エネルギーソリューション社ソリューションシステム事業
部電機ソリューション本部電源システム部長兼インダス
トリアルプロダクツ社受変電システム事業部受変電エン
ジニアリング部長

永野浩一

エネルギーソリューションＢＵシステムエンジニアリング
事業部ソリューション事業開発部長兼エネルギーソ
リューション戦略推進室長

エネルギーソリューション社ソリューション事業開発本部
事業開発部チーフプロジェクトマネージャ

江頭盛充

電力・エネルギー業務統括本部ＣＳＯ兼ＣＣＯ兼原子力
ＢＵ　ＣＳＯ兼ＣＣＯ兼電力ＢＵ　ＣＳＯ兼ＣＣＯ兼エネル
ギーソリューションＢＵ　ＣＳＯ兼ＣＣＯ

電力システム社経営戦略統括本部長兼経営管理本部
長兼電力システム社ＣＣＯ兼エネルギーソリューション社
ＣＣＯ兼管理本部長

小池誠

電力・エネルギー業務統括本部ＣＴＯ兼原子力ＢＵ　ＣＴ
Ｏ兼電力ＢＵ　ＣＴＯ兼エネルギーソリューションＢＵ　ＣＴ
Ｏ

電力システム社ＣＴＯ兼新事業開発推進本部長兼エネ
ルギーソリューション社ＣＴＯ

松田将省

電力・エネルギー業務統括本部ＣＦＯ兼原子力ＢＵ　ＣＦ
Ｏ兼電力ＢＵ　ＣＦＯ兼財務部長兼エネルギーソリュー
ションＢＵ　ＣＦＯ

電力システム社ＣＦＯ兼グローバルビジネスマネジメント
本部財務部長兼エネルギーソリューション社ＣＦＯ兼財
務本部長

加藤知巳

電力・エネルギー業務統括本部ＣＨＲＯ兼　原子力ＢＵ
ＣＨＲＯ兼　電力ＢＵ　ＣＨＲＯ兼　電力生産統括本部　副
統括本部長兼　総務部長兼　エネルギーソリューション
ＢＵ　ＣＨＲＯ

電力システム社グローバルビジネスマネジメント本部総
務部長

家次晃

電力・エネルギー業務統括本部ＣＰＯ兼原子力ＢＵ　ＣＰ
Ｏ兼電力ＢＵ　ＣＰＯ兼スマートトランスフォーメーション
推進本部調達部長兼エネルギーソリューションＢＵ　ＣＰ
Ｏ兼調達部長

電力システム社グローバルビジネスマネジメント本部資
材調達部長兼エネルギーソリューション社管理本部調
達部長

湯浅直幸

電力・エネルギー業務統括本部ＣＩＯ兼原子力ＢＵ　ＣＩＯ
兼電力ＢＵ　ＣＩＯ兼スマートトランスフォーメーション推進
本部ビジネスプロセスＩＴ推進部長兼スマートトランス
フォーメーション推進室長兼エネルギーソリューションＢ
Ｕ　ＣＩＯ

電力システム社ＣＩＯ兼スマートトランスフォーメーション
推進本部 ビジネスプロセスＩＴ推進部長兼スマートトラン
スフォーメーション推進室長兼エネルギーソリューション
社ＣＩＯ

加納朗

電力・エネルギー業務統括本部ＣＰＭＯ兼原子力ＢＵ　Ｃ
ＰＭＯ兼電力ＢＵ　ＣＰＭＯ兼スマートトランスフォーメー
ション推進本部長兼プロジェクトマネジメントオフィス室
長兼プロジェクトマネジメント推進部長兼エネルギーソ
リューションＢＵ　ＣＰＭＯ

電力システム社スマートトランスフォーメーション推進本
部 担当本部長兼プロジェクトマネジメントオフィス室長兼
プロジェクトマネジメント推進部長

山本正毅

電力・エネルギー業務統括本部担当統括本部長兼広
報・渉外部長兼電力ＢＵ発電事業部副事業部長

電力システム社経営戦略統括本部戦略企画本部長兼
広報・渉外部長兼発電事業統括本部副統括本部長

池田啓

電力・エネルギー業務統括本部法務・コンプライアンス
部長

電力システム社経営戦略統括本部経営管理本部法務・
コンプライアンス部長

佐藤貴彦



異動後 異動前 氏名
電力・エネルギー業務統括本部輸出管理センタ長兼鉄
道ＢＵ輸出管理センタ長

電力システム社経営戦略統括本部経営管理本部輸出
管理センタ長兼交通システム社輸出管理センタ長

濱宏

電力・エネルギー業務統括本部グローバル事業アライア
ンス部長

電力システム社経営戦略統括本部戦略企画本部 グ
ローバル事業アライアンス部長

山本和義

電力・エネルギー業務統括本部国際財務部長 電力システム社グローバルビジネスマネジメント本部国
際財務部長兼エネルギーソリューション社財務本部部
長

鈴木浩介

産業・流通ＢＵ　ＣＯＯ兼海外事業推進本部長 インフラシステム社産業プラント・ソリューション部門ＣＥ
Ｏ

村上聖

産業・流通ＢＵ産業ソリューション事業部長兼フィジカル
セキュリティシステム統括本部長

インフラシステム社産業ソリューション事業部長 川田章人

産業・流通ＢＵ産業エンジニアリング事業部長兼産業プ
ロセス本部長

インフラシステム社産業プラント事業部プロセスプラント
本部副本部長

船木昇

産業・流通BU 営業統括本部長 情報・通信システム社 情報営業統括本部 エンタープラ
イズソリューション営業統括本部長兼営業企画本部長

内田優

産業・流通BU 営業統括本部 副営業統括本部長 兼 社
会・通信システム第一営業本部長

情報・通信システム社 情報営業統括本部 エンタープラ
イズソリューション営業統括本部 副営業統括本部長 兼
社会・通信システム第二営業本部長

斎藤隆

産業・流通BU 営業統括本部営業企画本部営業企画第
一部長

情報・通信システム社 情報営業統括本部 エンタープラ
イズソリューション営業統括本部 営業企画本部営業企
画第一部長

小笠原研

産業・流通BU 営業統括本部営業企画本部営業企画第
二部長

情報・通信システム社 情報営業統括本部 エンタープラ
イズソリューション営業統括本部 営業企画本部営業企
画第二部長

高津裕敏

産業・流通BU 営業統括本部営業企画本部営業推進部
長

情報・通信システム社 情報営業統括本部 エンタープラ
イズソリューション営業統括本部 営業企画本部営業推
進部長

池田尚

産業・流通BU 営業統括本部産業第一営業本部長 情報・通信システム社 情報営業統括本部 エンタープラ
イズソリューション営業統括本部 営業企画本部 部長

蠣崎忠康

産業・流通BU 営業統括本部産業第一営業本部第一営
業部長

情報・通信システム社 情報営業統括本部 エンタープラ
イズソリューション営業統括本部 流通営業本部第二営
業部長

加藤隆人

産業・流通BU 営業統括本部産業第一営業本部医薬シ
ステム営業部長

情報・通信システム社 情報営業統括本部 エンタープラ
イズソリューション営業統括本部 産業第一営業本部医
薬システム営業部長

福島宗親

産業・流通BU 営業統括本部産業第一営業本部生活産
業システム営業部長

情報・通信システム社 情報営業統括本部 エンタープラ
イズソリューション営業統括本部 産業第一営業本部生
活産業システム営業部長

戸波博

産業・流通BU 営業統括本部産業第二営業本部長 情報・通信システム社 情報営業統括本部 エンタープラ
イズソリューション営業統括本部 産業第一営業本部長

松山英樹

産業・流通BU 営業統括本部産業第二営業本部 担当本
部長 兼 日立グループ営業第一部長 兼 ソリューション
本部ビジネスプロデュース第一部長

情報・通信システム社 情報営業統括本部 エンタープラ
イズソリューション営業統括本部 産業第二営業本部 担
当本部長 兼 日立グループ営業第一部長 兼 ビジネス
プロデュース第一部長

内堀崇

産業・流通BU 営業統括本部産業第二営業本部第六営
業部長

情報・通信システム社 情報営業統括本部 エンタープラ
イズソリューション営業統括本部 産業第二営業本部第
六営業部長

片山透



異動後 異動前 氏名
産業・流通BU 営業統括本部産業第二営業本部自動車
システム営業部長

情報・通信システム社 情報営業統括本部 エンタープラ
イズソリューション営業統括本部 産業第二営業本部自
動車システム営業部長

松井田茂

産業・流通BU 営業統括本部産業第二営業本部日立グ
ループ営業第二部長 兼 ＩＴビジネスサービス本部 ソ
リューション本部ビジネスプロデュース第二部長

情報・通信システム社 情報営業統括本部 エンタープラ
イズソリューション営業統括本部 産業第二営業本部日
立グループ営業第二部長　兼 ＩＴビジネスサービス本部
ソリューション本部ビジネスプロデュース第二部長

東正之

産業・流通BU 営業統括本部流通営業本部長 兼 営業
企画本部長

情報・通信システム社 情報営業統括本部 エンタープラ
イズソリューション営業統括本部 流通営業本部長

高橋昌博

産業・流通BU 営業統括本部流通営業本部第一営業部
長

情報・通信システム社 情報営業統括本部 エンタープラ
イズソリューション営業統括本部 流通営業本部第一営
業部長

加藤伸司

産業・流通BU 営業統括本部流通営業本部第二営業部
長

情報・通信システム社 情報営業統括本部 公共システム
営業統括本部 第一営業本部第二営業部長

佐々木貴俊

産業・流通BU 営業統括本部流通営業本部第三営業部
長

情報・通信システム社 情報営業統括本部 エンタープラ
イズソリューション営業統括本部 流通営業本部第三営
業部第一Ｇ 部長代理

森卓久

産業・流通BU 営業統括本部流通営業本部第四営業部
長

情報・通信システム社 情報営業統括本部 エンタープラ
イズソリューション営業統括本部 流通営業本部第四営
業部長

西山達也

産業・流通BU 営業統括本部社会・通信システム第一営
業本部第一営業部長

情報・通信システム社 情報営業統括本部 エンタープラ
イズソリューション営業統括本部 社会・通信システム第
一営業本部第一営業部長

内藤明弘

産業・流通BU 営業統括本部社会・通信システム第一営
業本部第二営業部長

情報・通信システム社 情報営業統括本部 エンタープラ
イズソリューション営業統括本部 社会・通信システム第
一営業本部第四営業部長

増田敏充

産業・流通BU 営業統括本部社会・通信システム第一営
業本部第三営業部長

情報・通信システム社 情報営業統括本部 エンタープラ
イズソリューション営業統括本部 社会・通信システム第
一営業本部第五営業部長

大西規文

産業・流通BU 営業統括本部社会・通信システム第一営
業本部第四営業部長

情報・通信システム社 情報営業統括本部 エンタープラ
イズソリューション営業統括本部 社会・通信システム第
一営業本部第六営業部長

岸本晋宏

産業・流通BU 営業統括本部社会・通信システム第二営
業本部長 兼 第四営業部長

情報・通信システム社 情報営業統括本部 エンタープラ
イズソリューション営業統括本部 流通営業本部担当本
部長

石塚俊志

産業・流通BU エンタープライズソリューション事業部長 情報・通信システム社 エンタープライズソリューション事
業部副事業部長

榎本充博

産業・流通BU エンタープライズソリューション事業部 副
事業部長

情報・通信システム社公共システム事業部 官公ソリュー
ション第三本部長

藤澤健

産業・流通BU エンタープライズソリューション事業部企
画本部長

情報・通信システム社 エンタープライズソリューション事
業部企画本部長

林崇

産業・流通BU エンタープライズソリューション事業部企
画本部事業企画部長

情報・通信システム社 エンタープライズソリューション事
業部企画本部事業企画部長

門脇ゆき

産業・流通BU エンタープライズソリューション事業部企
画本部グローバルビジネス推進部長

情報・通信システム社 エンタープライズソリューション事
業部企画本部グローバルビジネス推進部長

坂口譲司

産業・流通BU エンタープライズソリューション事業部企
画本部事業推進部長

情報・通信システム社 エンタープライズソリューション事
業部企画本部事業推進部長

矢野昌文



異動後 異動前 氏名
産業・流通BU エンタープライズソリューション事業部企
画本部サービスビジネス推進部長

情報・通信システム社 エンタープライズソリューション事
業部エンタープライズパッケージソリューション本部ビジ
ネスソリューションセンタビジネスソリューションＧ 部長
代理

鈴木克修

産業・流通BU エンタープライズソリューション事業部プ
ロジェクトマネジメント本部長

情報・通信システム社 エンタープライズソリューション事
業部プロジェクトマネジメント本部長

木原均

産業・流通BU エンタープライズソリューション事業部プ
ロジェクトマネジメント本部プロジェクトマネジメント推進
部長

情報・通信システム社 エンタープライズソリューション事
業部プロジェクトマネジメント本部プロジェクトマネジメン
ト推進部長

柳井秀明

産業・流通BU エンタープライズソリューション事業部エ
ンタープライズパッケージソリューション本部長

情報・通信システム社 エンタープライズソリューション事
業部エンタープライズパッケージソリューション本部長
兼 ビジネスソリューションセンタ長

安達博幸

産業・流通BU エンタープライズソリューション事業部エ
ンタープライズパッケージソリューション本部ＳＡＰビジネ
スソリューション部長

情報・通信システム社 エンタープライズソリューション事
業部エンタープライズパッケージソリューション本部ＳＡＰ
ビジネスソリューション部長

井上和也

産業・流通BU エンタープライズソリューション事業部エ
ンタープライズパッケージソリューション本部ＥＲＰソ
リューション部長

情報・通信システム社 エンタープライズソリューション事
業部エンタープライズパッケージソリューション本部ＥＲＰ
ソリューション部長

大河原宏之

産業・流通BU エンタープライズソリューション事業部産
業第一システム本部長

情報・通信システム社 エンタープライズソリューション事
業部産業第一システム本部長

山上直彦

産業・流通BU エンタープライズソリューション事業部産
業第一システム本部第一システム部長

情報・通信システム社 エンタープライズソリューション事
業部産業第一システム本部第一システム部第一Ｇ 主任
技師

高橋徹

産業・流通BU エンタープライズソリューション事業部産
業第一システム本部第三システム部長

情報・通信システム社 エンタープライズソリューション事
業部産業第一システム本部第三システム部長

勝田浩吉

産業・流通BU エンタープライズソリューション事業部産
業第一システム本部プラットフォームソリューション部長

情報・通信システム社 エンタープライズソリューション事
業部産業第一システム本部プラットフォームソリューショ
ン部長

福住成広

産業・流通BU エンタープライズソリューション事業部産
業第二システム本部長

情報・通信システム社 エンタープライズソリューション事
業部産業第二システム本部長

古井丸敏行

産業・流通BU エンタープライズソリューション事業部産
業第二システム本部ＴＳＣＭソリューションセンタ長

情報・通信システム社 エンタープライズソリューション事
業部産業第二システム本部第六システム部第三Ｇ 主任
技師

亀井章

産業・流通BU エンタープライズソリューション事業部産
業第二システム本部第二システム部長

情報・通信システム社 エンタープライズソリューション事
業部産業第二システム本部第二システム部長

八森尚

産業・流通BU エンタープライズソリューション事業部産
業第二システム本部第六システム部長

情報・通信システム社 エンタープライズソリューション事
業部産業第二システム本部第六システム部長

小澤雅彦

産業・流通BU エンタープライズソリューション事業部産
業第二システム本部ブリヂストンシステムセンタ長

情報・通信システム社 エンタープライズソリューション事
業部産業第二システム本部ブリヂストンシステムセンタ
長

加来泰則

産業・流通BU エンタープライズソリューション事業部産
業第二システム本部グローバルオートモティブシステム
第一部長

情報・通信システム社 エンタープライズソリューション事
業部ＣＩＳ本部スマートモビリティシステムセンタ長

三溝勝広

産業・流通BU エンタープライズソリューション事業部産
業第二システム本部グローバルオートモーティブシステ
ム第二部長

情報・通信システム社 エンタープライズソリューション事
業部グローバルオートモーティブシステム部長

吉井隆司

産業・流通BU エンタープライズソリューション事業部ＣＩ
Ｓ本部長

情報・通信システム社 エンタープライズソリューション事
業部ＣＩＳ本部長 兼 ビジネス推進センタ長

津田芳一



異動後 異動前 氏名
産業・流通BU エンタープライズソリューション事業部ＣＩ
Ｓ本部第一部長

情報・通信システム社 エンタープライズソリューション事
業部ＣＩＳ本部第一部長

宮川祐史

産業・流通BU エンタープライズソリューション事業部ＣＩ
Ｓ本部スマートモビリティ開発部長

情報・通信システム社 エンタープライズソリューション事
業部ＣＩＳ本部第三部長

相川哲盛

産業・流通BU エンタープライズソリューション事業部ＣＩ
Ｓ本部第四部長

情報・通信システム社 エンタープライズソリューション事
業部ＣＩＳ本部第四部長

水野達吏

産業・流通BU エンタープライズソリューション事業部ＣＩ
Ｓ本部ビジネス推進センタ長

Hitachi Consulting Corporation Senior Vice President 柏山正守

産業・流通BU エンタープライズソリューション事業部流
通システム本部長

情報・通信システム社 エンタープライズソリューション事
業部流通システム本部長

中野信

産業・流通BU エンタープライズソリューション事業部流
通システム本部第一システム部長

情報・通信システム社 エンタープライズソリューション事
業部流通システム本部第一システム部長

山野知敬

産業・流通BU エンタープライズソリューション事業部流
通システム本部第二システム部長

情報・通信システム社 エンタープライズソリューション事
業部流通システム本部第二システム部長

磯部雅史

産業・流通BU エンタープライズソリューション事業部流
通システム本部第三システム部長

情報・通信システム社 エンタープライズソリューション事
業部流通システム本部第三システム部長

吉野健介

産業・流通BU エンタープライズソリューション事業部流
通システム本部第四システム部長

情報・通信システム社 エンタープライズソリューション事
業部流通システム本部第四システム部長

吉村康一郎

産業・流通BU エンタープライズソリューション事業部全
国システム本部長

情報・通信システム社 エンタープライズソリューション事
業部全国システム本部長

佐竹英夫

産業・流通BU エンタープライズソリューション事業部全
国システム本部関西第一システム部長

情報・通信システム社 エンタープライズソリューション事
業部全国システム本部関西産業システム部長

大崎一則

産業・流通BU エンタープライズソリューション事業部全
国システム本部関西第二システム部長

情報・通信システム社 エンタープライズソリューション事
業部全国システム本部関西流通システム部長

亀井裕明

産業・流通BU エンタープライズソリューション事業部医
薬システム本部長

情報・通信システム社 エンタープライズソリューション事
業部医薬システム本部長

長谷正嗣

産業・流通BU エンタープライズソリューション事業部医
薬システム本部医薬第一システム部長

情報・通信システム社 エンタープライズソリューション事
業部医薬システム本部医薬第一システム部長

久田紅志

産業・流通BU エンタープライズソリューション事業部医
薬システム本部医薬第二システム部長

情報・通信システム社 エンタープライズソリューション事
業部医薬システム本部医薬第二システム部長

海沼邦晴

産業・流通BU企画本部企画部長 インフラシステム社産業ドメイン企画本部ソリューション
企画部長

小野保夫

産業・流通BU企画本部海外事業開拓部長 インフラシステム社海外事業推進本部海外企画部長 藤原貴彦

産業・流通BU企画本部研究開発技術部長 電力・インフラシステムグループ経営企画本部経営戦略
部担当部長

角本喜紀



異動後 異動前 氏名
産業・流通BU安全・品質保証本部長兼　ＰＭＯ部長 インフラシステム社産業ドメイン安全・品質保証本部長

兼　ＰＭＯ部長
松村昌明

産業・流通BU安全・品質保証本部担当部長兼　ソリュー
ション品質保証部長

インフラシステム社産業ドメイン安全・品質保証本部ソ
リューション品質保証部長

渡部敏夫

産業・流通BU安全・品質保証本部プラント品質保証部長 インフラシステム社産業ドメイン安全・品質保証本部プラ
ント品質保証部長

宮原茂

産業・流通BU安全・品質保証本部安全統括センタ長 インフラシステム社環境・安全・品質保証本部安全セン
タ長

鈴木正一郎

産業・流通BU安全・品質保証本部安全・ＨＳＥ推進セン
タ長

インフラシステム社産業ドメイン安全・品質保証本部安
全・ＨＳＥ推進センタ長

本田茂浩

産業・流通BU ＩｏＴ事業推進本部長 インフラシステム社産業事業推進本部担当本部長 芹沢哲

産業・流通BU海外事業推進本部海外企画部長 インフラシステム社海外事業推進本部海外企画部担当
部長

蔵本将郎

産業・流通BU海外事業推進本部副本部長兼　海外サ
ポート部長

インフラシステム社海外事業推進本部副本部長兼　海
外サポート部長

真木愛一郎

産業・流通BU中東支社長　兼　中東営業部長　兼　環境
システム部長

電力・インフラシステム営業統括本部中東支社長　兼
中東営業部長

深沢紳一

産業・流通BU ＪＡＺＡＮプロジェクト推進本部長 海外大規模プロジェクト統括本部ＪＡＺＡＮプロジェクト推
進本部長

中村裕志

産業・流通BU ＪＡＺＡＮプロジェクト推進本部プロジェクト
マネジメント部長

海外大規模プロジェクト統括本部ＪＡＺＡＮプロジェクト推
進本部プロジェクトマネジメント部長

辻川和行

産業・流通BU ＪＡＺＡＮプロジェクト推進本部エンジニア
リング部長

海外大規模プロジェクト統括本部ＪＡＺＡＮプロジェクト推
進本部エンジニアリング部長

伊藤悦嗣

産業・流通BU ＪＡＺＡＮプロジェクト推進本部建設部長 海外大規模プロジェクト統括本部ＪＡＺＡＮプロジェクト推
進本部建設部長

武田有公

産業・流通BU ＪＡＺＡＮプロジェクト推進本部管理部長 海外大規模プロジェクト統括本部ＪＡＺＡＮプロジェクト推
進本部管理部長

大友真

産業・流通BU営業統括本部副営業統括本部長兼産業
第三営業本部長

電力・インフラシステム営業統括本部シニアプロジェクト
マネージャ　兼　エネルギーソリューション営業本部長

藤井啓三

産業・流通BU営業統括本部営業企画本部営業企画第
三部長

電力・インフラシステム営業統括本部営業企画本部営業
企画第二部長

佐藤幸男

産業・流通BU営業統括本部産業第三営業本部産業第
一部長

電力・インフラシステム営業統括本部都市ソリューション
営業本部都市エネルギーソリューション部長

簑輪正樹

産業・流通BU営業統括本部産業第三営業本部産業第
二部長

(戦企)経営企画室部長代理 佐藤克朗



異動後 異動前 氏名
産業・流通BU営業統括本部産業第三営業本部産業
ユーティリティソリューション営業部長

社会イノベーション事業推進本部 ソリューション・ビジネ
ス推進本部マイニングプロジェクト本部部長代理

池末崇

産業・流通BU営業統括本部産業第三営業本部総合エ
ネルギー営業部長

電力・インフラシステム営業統括本部エネルギーソ
リューション営業本部総合エネルギー営業部長

岩田憲一

産業・流通BU営業統括本部産業プラント営業本部長 電力・インフラシステム営業統括本部産業プラント営業
本部長　兼　産業プラント事業部副事業部長

宇土憲二

産業・流通BU営業統括本部産業プラント営業本部医薬
プラント部長

電力・インフラシステム営業統括本部産業プラント営業
本部医薬プラント部長

高橋建男

産業・流通BU営業統括本部産業プラント営業本部重工
部長

電力・インフラシステム営業統括本部産業プラント営業
本部員(但し、HITACHI INDIA PVT.LTD出向)

西田直敏

産業・流通BU営業統括本部産業プラント営業本部海外
推進部長

電力・インフラシステム営業統括本部海外営業開発推進
本部プラントシステム部長

金澤武男

産業・流通BU産業ソリューション事業部産業ソリューショ
ン管理部長

電力・インフラシステム営業統括本部営業企画本部経営
戦略部長

野中孝則

産業・流通BU産業ソリューション事業部産業製造ソ
リューション本部長兼　産業システム設計センタ長兼　産
業制御システム設計部長

産業ソリューション事業部産業製造ソリューション本部長
兼　産業システム設計センタ長

森田和信

産業・流通BU産業ソリューション事業部産業製造ソ
リューション本部産業フロントエンジニアリング部長

産業ソリューション事業部産業製造ソリューション本部産
業フロントエンジニアリング部長

新加裕重

産業・流通BU産業ソリューション事業部産業製造ソ
リューション本部産業システムエンジニアリング部長

産業ソリューション事業部産業製造ソリューション本部産
業システムエンジニアリング部長

濱本洋一

産業・流通BU産業ソリューション事業部産業製造ソ
リューション本部産業プラットフォーム統括部長

産業ソリューション事業部産業ユーティリティソリューショ
ン本部プラットフォーム統括部長

楢崎隆也

産業・流通BU産業ソリューション事業部産業製造ソ
リューション本部セキュリティエンジニアリング部長

産業ソリューション事業部産業ユーティリティソリューショ
ン本部セキュリティエンジニアリング部長

佐藤雅史

産業・流通BU産業ソリューション事業部産業ユーティリ
ティソリューション本部長兼電源ソリューション推進セン
タ長

産業ソリューション事業部産業ユーティリティソリューショ
ン本部長兼　セキュリティシステムセンタ長

古賀裕司

産業・流通BU産業ソリューション事業部産業ユーティリ
ティソリューション本部ユーティリティソリューション部長

産業ソリューション事業部産業ユーティリティソリューショ
ン本部ユーティリティソリューション部長

橋本智一

産業・流通BU産業ソリューション事業部産業ユーティリ
ティソリューション本部ユーティリティエンジニアリング部
長

産業ソリューション事業部産業ユーティリティソリューショ
ン本部ユーティリティエンジニアリング部長

豊紳恵智

産業・流通BU産業ソリューション事業部マテリアル・ロジ
システム本部長兼　ロジシステム部長

グローバル事業統括本部インドＲＤ(但し、Hitachi India
Pvt.Ltd出向)

松本久幸

産業・流通BU産業ソリューション事業部マテリアル・ロジ
システム本部鉄鋼電機計画部長

大みか事業所電機システム本部電機システム計画セン
タ長

海老原一美

産業・流通BU産業エンジニアリング事業部医薬プロセス
本部長

産業プラント事業部プロセスプラント本部長 鈴木春生



異動後 異動前 氏名
産業・流通BU産業エンジニアリング事業部医薬プロセス
本部製薬エンジニアリング部長

産業プラント事業部プロセスプラント本部産業プラント部
長

伊与公一

産業・流通ＢＵ産業エンジニアリング事業部医薬プロセ
ス本部担当本部長兼　製剤エンジニアリング部長

産業プラント事業部プロセスプラント本部担当本部長 福島幸生

産業・流通ＢＵ産業エンジニアリング事業部産業プロセ
ス本部担当本部長兼食飲料・化成品エンジニアリング部
長

産業プラント事業部プロセスプラント本部担当本部長
兼　プロセスエンジニアリング部長

百瀬治男

産業・流通BU産業エンジニアリング事業部産業プロセス
本部産業プラントエンジニアリング部長

産業プラント事業部プロセスプラント本部産業プラント部
担当部長

筒井宏

産業・流通ＢＵ産業エンジニアリング事業部産業プロセ
ス本部担当本部長兼設備エンジニアリング部長

産業プラント事業部プロセスプラント本部担当本部長
兼　テクニカルエンジニアリング部長

浦末章雄

産業・流通ＢＵ産業エンジニアリング事業部産業プロセ
ス本部担当本部長兼　水素事業推進センタ長

産業プラント事業部プロセスプラント本部担当本部長兼
水素事業推進室長

後藤田龍介

産業・流通BU産業エンジニアリング事業部グローバルＣ
＆Ａ統括本部長兼海外Ｃ＆Ａセンタ長

産業プラント事業部グローバルＣ＆Ａ統括本部長兼　海
外Ｃ＆Ａセンタ長

沖野安博

産業・流通BU産業エンジニアリング事業部グローバルＣ
＆Ａ統括本部副本部長兼土木建築エンジニアリング部
長

産業プラント事業部グローバルＣ＆Ａ統括本部副本部長
兼　土木建築エンジニアリング部長

永春昌士

産業・流通ＢＵ産業エンジニアリング事業部産業プロセ
ス本部担当本部長兼建設推進センタ長

産業プラント事業部産業設備建設本部長 渡辺千秋

産業・流通BU産業エンジニアリング事業部施工生産技
術部長

インフラシステム社モノづくり統括本部施工技術開発部
長

佐藤常博

産業・流通BUメカトロニクス本部長兼竜ヶ崎事業所長 産業プラント事業部メカトロニクス本部長兼　竜ヶ崎事業
所長

阿部猪佐雄

産業・流通BUメカトロニクス本部企画部長 産業プラント事業部メカトロニクス本部企画部長 西内章

産業・流通BUメカトロニクス本部営業統括部長 産業プラント事業部メカトロニクス本部営業統括部長 深井愼司

産業・流通BUメカトロニクス本部営業統括部電子システ
ム営業部長

産業プラント事業部メカトロニクス本部営業統括部電子
システム営業部長

浜崎藤人

産業・流通BUメカトロニクス本部営業統括部台北支店長 産業プラント事業部メカトロニクス本部営業統括部台北
支店長

野澤貞雄

産業・流通BUメカトロニクス本部竜ヶ崎事業所ＰＲＰ設計
部長

産業プラント事業部メカトロニクス本部竜ヶ崎事業所ＰＲ
Ｐ設計部長

中村秀男

産業・流通BUメカトロニクス本部竜ヶ崎事業所ＦＭＤ設
計部長

産業プラント事業部メカトロニクス本部竜ヶ崎事業所ＦＭ
Ｄ設計部長

石田剛

産業・流通BUメカトロニクス本部竜ヶ崎事業所ＦＰＤ設計
部長

産業プラント事業部メカトロニクス本部竜ヶ崎事業所ＦＰ
Ｄ設計部長

小菅忠男



異動後 異動前 氏名
産業・流通BUメカトロニクス本部竜ヶ崎事業所製造部長 産業プラント事業部メカトロニクス本部竜ヶ崎事業所製

造部長兼　インフラシステム社モノづくり統括本部生産
技術開発部担当部長

土屋敬三

産業・流通BUメカトロニクス本部竜ヶ崎事業所品質保証
部長

産業プラント事業部メカトロニクス本部竜ヶ崎事業所品
質保証部長

山間伸也

産業・流通ＢＵメカトロニクス本部副本部長兼竜ヶ崎事
業所副事業所長兼ＬＣＳセンタ長

産業プラント事業部メカトロニクス本部竜ヶ崎事業所副
事業所長兼　ＬＣＳセンタ長

石田茂

産業・流通BUメカトロニクス本部竜ヶ崎事業所業務部長 産業プラント事業部メカトロニクス本部竜ヶ崎事業所業
務部長

柴川土明

産業・流通BUメカトロニクス本部竜ヶ崎事業所管理部長 産業プラント事業部メカトロニクス本部竜ヶ崎事業所管
理部長

根本孝一

産業・流通BUコンストラクション推進本部長 産業プラント事業部コンストラクション推進本部長 川野義隆

産業・流通BUコンストラクション推進本部コンストラクショ
ン推進センタ長兼集塵装置部長

産業プラント事業部コンストラクション推進本部コンスト
ラクション推進センタ長兼　集塵装置部長

安藤光一

産業・流通BUコンストラクション推進本部コンストラクショ
ン推進センタ管理部長

産業プラント事業部コンストラクション推進本部コンスト
ラクション推進センタ管理部長

尾中信夫

産業・流通BUコンストラクション推進本部コンストラクショ
ン推進センタ安全管理部長

産業プラント事業部コンストラクション推進本部コンスト
ラクション推進センタ安全管理部長

鈴木伸夫

産業・流通BUコンストラクション推進本部コンストラクショ
ン推進センタ品質保証部長

産業プラント事業部コンストラクション推進本部コンスト
ラクション推進センタ品質保証部長

鈴木文人

産業・流通BUコンストラクション推進本部コンストラクショ
ン推進センタ調達部長

産業プラント事業部コンストラクション推進本部コンスト
ラクション推進センタ調達部長

渡利秀実

産業・流通BUコンストラクション推進本部コンストラクショ
ン推進センタ営業部長

産業プラント事業部コンストラクション推進本部コンスト
ラクション推進センタ営業部長

十代隆之

産業・流通BUコンストラクション推進本部コンストラクショ
ン推進センタ火力部長

産業プラント事業部コンストラクション推進本部コンスト
ラクション推進センタ火力部長

橋本聡

産業・流通BUコンストラクション推進本部コンストラクショ
ン推進センタ電力部長

産業プラント事業部コンストラクション推進本部コンスト
ラクション推進センタインフラ電力部担当部長

小田泰正

産業・流通BUコンストラクション推進本部コンストラクショ
ン推進センタ交通推進部長

産業プラント事業部コンストラクション推進本部コンスト
ラクション推進センタ交通推進部長

中西省三

産業・流通BUコンストラクション推進本部コンストラクショ
ン推進センタ復興支援部長

産業プラント事業部コンストラクション推進本部コンスト
ラクション推進センタ復興支援部長

星成明

水BU水事業部長 インフラシステム社水・環境ソリューション事業部長 三谷哲司

水BU水事業部副事業部長兼グローバル水ソリューショ
ン本部長

水・環境ソリューション事業部副事業部長　兼　グローバ
ル水ソリューション本部長

横山彰



異動後 異動前 氏名
水BU水事業部企画本部長 電力・インフラシステム営業統括本部営業企画本部長 内田光司

水BU水事業部企画本部事業企画部長 水・環境ソリューション事業部企画部長 大野茂毅

水BU水事業部安全・品質保証部長 インフラシステム社環境・安全・品質保証本部品質保証
センタ長

梅林達矢

水BU水事業部社会システム本部担当本部長兼サービ
ス事業推進部長

水・環境ソリューション事業部社会システム本部事業企
画部長

千葉直利

水BU水事業部国際営業本部長 電力・インフラシステム営業統括本部国際第二営業本部
長　兼　グローバル事業統括本部北米ＲＤ

中山易典

水BU水事業部国際営業本部水システム営業部長 電力・インフラシステム営業統括本部海外営業開発推進
本部水環境システム部長

大谷徹

水BU水事業部社会システム営業本部長 電力・インフラシステム営業統括本部社会システム営業
本部長

植田哲朗

水BU水事業部社会システム営業本部営業推進部長兼
企画本部営業企画部長

電力・インフラシステム営業統括本部社会システム営業
本部営業推進部長

谷貢司

水ＢＵ水事業部社会システム営業本部営業第一部長 (電イン営)社会システム営業本部営業第一部部長代理 長瀬義一

水BU水事業部社会システム営業本部営業第二部長 電力・インフラシステム営業統括本部社会システム営業
本部営業第二部長

岡野修一

水BU水事業部社会システム営業本部営業第三部長 電力・インフラシステム営業統括本部社会システム営業
本部営業第三部長

山室道明

水BU水事業部社会システム営業本部水環境システム
推進部長

電力・インフラシステム営業統括本部社会システム営業
本部水環境システム推進部長

斎藤信一

水BU水事業部社会システム本部長 水・環境ソリューション事業部社会システム本部長 岡野邦彦

水BU水事業部社会システム本部事業企画部長 水・環境ソリューション事業部社会システム本部西部シ
ステム技術第二部主任技師

大久保孝道

水BU水事業部社会システム本部施工管理部長 水・環境ソリューション事業部社会システム本部事業企
画部担当部長

佐藤博志

水BU水事業部社会システム本部東部システム技術部
長

水・環境ソリューション事業部社会システム本部東部シ
ステム技術部長

佐藤敏之

水ＢＵ水事業部社会システム本部員兼西部システム技
術第一部長

水・環境ソリューション事業部社会システム本部西部シ
ステム技術第一部長

松本哲

水BU水事業部社会システム本部西部システム技術第
二部長

水・環境ソリューション事業部社会システム本部西部シ
ステム技術第二部長

鴫山久人



異動後 異動前 氏名
水BU水事業部社会システム本部習志野社会システム
部長

水・環境ソリューション事業部社会システム本部習志野
社会システム部長

西谷昌工

水BU水事業部社会システム本部エンジニアリング部長 水・環境ソリューション事業部社会システム本部エンジニ
アリング部長

佐藤昌之

水BU水事業部社会システム本部情報システムエンジニ
アリング部長

水・環境ソリューション事業部社会システム本部情報シ
ステムエンジニアリング部長

石井敦

水BU水事業部グローバル水ソリューション本部事業企
画部長

水・環境ソリューション事業部グローバル水ソリューショ
ン本部事業企画部長

田中孝司

水BU水事業部グローバル水ソリューション本部ビジネス
開発部長

水・環境ソリューション事業部グローバル水ソリューショ
ン本部ビジネス開発部長

西村弘

水BU水事業部グローバル水ソリューション本部エンジニ
アリング部長

水・環境ソリューション事業部グローバル水ソリューショ
ン本部海淡・上下水部担当部長

高島敏一

水BU水事業部グローバル水ソリューション本部担当本
部長　兼プロジェクト推進部長

水・環境ソリューション事業部グローバル水ソリューショ
ン本部担当本部長　兼　海淡・上下水部長

林太

水BU水事業部グローバル水ソリューション本部中東部
長

水・環境ソリューション事業部グローバル水ソリューショ
ン本部中東部長

山口貴史

水BUバスラ上水プロジェクト推進本部長兼水事業部事
業主管

海外大規模プロジェクト統括本部副本部長　兼　バスラ
上水プロジェクト推進本部長

大橋悟

水BUバスラ上水プロジェクト推進本部副本部長兼プロ
ジェクトマネジメント部長

海外大規模プロジェクト統括本部バスラ上水プロジェクト
推進本部副本部長　兼　プロジェクトマネジメント部長

小川昭彦

水BUバスラ上水プロジェクト推進本部エンジニアリング
部長　兼　管理部長

海外大規模プロジェクト統括本部バスラ上水プロジェクト
推進本部エンジニアリング部長　兼　管理部長

水木文夫

産業・水業務統括本部企画本部長兼Ｇ空間推進室長兼
産業・流通BU企画本部長

電力・インフラシステムグループ経営企画本部長 森本健郎

産業・水業務統括本部ＣＳＯ インフラシステム社ＣＳＯ 椙山繁

産業・水業務統括本部ＣＴＯ兼技術開発本部長 インフラシステム社ＣＴＯ兼技術開発本部長 都築浩一

産業・水業務統括本部ＣＩＯ兼ＩＴ・業革推進本部長 インフラシステム社ＣＩＯ兼ＩＴ・業革推進本部長 小野哲嗣

産業・水業務統括本部ＣＦＯ兼財務本部長兼財務部長
兼水財務部長

インフラシステム社財務統括本部担当本部長 橋本秋芳

産業・水業務統括本部ＣＨＲＯ兼人事総務本部長兼イン
ダストリアルプロダクツＢＵ人事総務本部長

人財統括本部人事勤労本部担当本部長 平岡真一

産業・水業務統括本部人事総務本部担当部長兼産業・
流通ビジネスユニット企画本部管理部長

インフラシステム社産業ドメイン企画本部管理部長 穴井崇文



異動後 異動前 氏名
産業・水業務統括本部財務本部担当部長兼　産業・流
通BU中東支社中東財務部長

インフラシステム社財務統括本部担当部長兼　電力・イ
ンフラシステム営業統括本部中東支社中東財務部長

村井道宏

産業・水業務統括本部企画本部経営企画部長 電力・インフラシステムグループ経営企画本部経営戦略
部担当部長

山中淳行

産業・水業務統括本部企画本部渉外部長 電力・インフラシステムグループ経営企画本部事業開発
渉外部長

水上潔

産業・水業務統括本部企画本部広報部長 インフラシステム社人事総務統括本部広報部長 佐藤和弘

産業・水業務統括本部企画本部サービス事業推進室長
兼インダストリアルプロダクツBU営業統括本部アフター
サービス部長

電力・インフラシステムグループ経営企画本部サービス
事業推進室長兼　電力・インフラシステム営業統括本部
国際第二営業本部アフターサービス営業部長

羽富修

産業・水業務統括本部法務・業務サポート本部長兼文
書部長兼インダストリアルプロダクツBU法務本部長

インフラシステム社法務・業務サポート本部長兼　文書
部長兼　インダストリアルプロダクツ社法務本部長

相原和彦

産業・水業務統括本部法務・業務サポート本部法務一
部長

インフラシステム社法務・業務サポート本部法務一部長 幡野高史

産業・水業務統括本部法務・業務サポート本部法務二
部長

インフラシステム社法務・業務サポート本部法務二部長 松村雅史

産業・水業務統括本部法務・業務サポート本部コンプラ
イアンス部長

インフラシステム社法務・業務サポート本部コンプライア
ンス部長兼　(ＤＳ)経営審査室チーフアドバイザ

佐野力

産業・水業務統括本部法務・業務サポート本部建設工
事管理部長兼電力エネルギー業務統括本部建設工事
管理部長

インフラシステム社法務・業務サポート本部建設工事管
理部長兼　電力システム社グローバルビジネスマネジメ
ント本部建設工事管理部長

大澤正仁

産業・水業務統括本部法務・業務サポート本部輸出管
理部長兼インダストリアルプロダクツBU法務本部輸出管
理部長

インフラシステム社法務・業務サポート本部輸出管理部
長兼　インダストリアルプロダクツ社法務本部輸出管理
部長

尾島和郎

産業・水業務統括本部ＩＴ・業革推進本部経営システム
部長

インフラシステム社ＩＴ・業革推進本部経営システム部長 小谷信一郎

産業・水業務統括本部ＩＴ・業革推進本部グローバルＩＴソ
リューション部長

インフラシステム社ＩＴ・業革推進本部グローバルＩＴソ
リューション部長

工藤安正

産業・水業務統括本部ＩＴ・業革推進本部業革推進部長 インフラシステム社ＩＴ・業革推進本部業革推進部長 赤羽隆幸

産業・水業務統括本部ＩＴ・業革推進本部情報セキュリ
ティ統括センタ長

インフラシステム社ＩＴ・業革推進本部情報セキュリティ統
括センタ長

吉川昭男

産業・水業務統括本部調達本部担当本部長兼水調達統
括部長

インフラシステム社調達統括本部担当本部長兼　集約
調達統括部長

坪井秀昭

産業・水業務統括本部調達本部担当本部長兼産業・流
通調達統括部長

インフラシステム社調達統括本部担当本部長兼　グロー
バル調達統括部長兼　グローバル調達戦略部長

大芝滋

産業・水業務統括本部調達本部企画管理統括長兼　調
達エンジニアリング部長

インフラシステム社調達統括本部調達戦略統括部調達
戦略企画部長

篠島宗則



異動後 異動前 氏名
産業・水業務統括本部調達本部企画管理統括部戦略企
画部長

三菱日立パワーシステムズ(株) 立原恵三

産業・水業務統括本部調達本部集約調達統括部長 インフラシステム社調達統括本部調達戦略統括部長兼
管理部長

宮田善弘

産業・水業務統括本部調達本部集約調達統括部機器調
達部長

インフラシステム社調達統括本部集約調達統括部機器
調達部長

田中健一

産業・水業務統括本部調達本部集約調達統括部ソフト
調達部長兼サービス＆プラットフォームBU制御プラット
フォーム統括本部大みか調達統括部ソフト調達部長

インフラシステム社調達統括本部集約調達統括部ソフト
調達部長兼　ソリューション調達統括部茨城ソリューショ
ン調達部長

竹内啓

産業・水業務統括本部調達本部集約調達統括部アジア
調達部長

インフラシステム社調達統括本部グローバル調達統括
部アジア調達部長

奈木治久

産業・水業務統括本部調達本部コンストラクション調達
部長兼　産業・流通BUコンストラクション推進本部コンス
トラクション推進センタ調達部長

インフラシステム社調達統括本部工事調達統括部長兼
工事調達エンジニアリング部長

高柳一夫

産業・水業務統括本部調達本部水調達統括部第一調達
部長

インフラシステム社調達統括本部水・環境調達部長 茂原達也

産業・水業務統括本部調達本部産業・流通調達統括部
竜ヶ崎調達部長

インフラシステム社調達統括本部竜ヶ崎調達部長 上田寛幸

産業・水業務統括本部財務本部営業業務センタ長 インフラシステム社財務統括本部営業業務センタ長 岸田敏靖

産業・水業務統括本部財務本部大規模プロジェクト財務
部長

インフラシステム社財務統括本部大型プロジェクト財務
部長

近野裕信

産業・水業務統括本部財務本部大みか財務部長 インフラシステム社財務統括本部大みか財務部長 入江一之

産業・水業務統括本部財務本部産業・流通財務部長 インフラシステム社財務統括本部産業プラント・ソリュー
ション財務部長

安福隆太郎

産業・水業務統括本部人事総務本部人事教育部長 インフラシステム社人事総務統括本部人事教育部担当
部長

青木正博

産業・水業務統括本部人事総務本部労政部長兼人事総
務本部担当部長

インフラシステム社人事総務統括本部労政部長 佐藤正己

産業・水業務統括本部人事総務本部グローバル人財部
長兼　人事総務本部担当部長

インフラシステム社人事総務統括本部グローバル人財
部長

藤山寿

産業・水業務統括本部人事総務本部総務部長 インフラシステム社人事総務統括本部総務部長 凪邦健

産業・水業務統括本部人事総務本部環境管理部長 インフラシステム社環境・安全・品質保証本部環境管理
第二部長

井上真二

産業・水業務統括本部監査室長兼　電力・エネルギー業
務統括本部監査室長兼　インダストリアルプロダクツBU
監査室長

インフラシステム社監査室長 笠原三郎



異動後 異動前 氏名
産業・水業務統括本部プロジェクトマネジメント本部長 インフラシステム社プロジェクトマネジメント本部長 中田祐司

産業・水業務統括本部プロジェクトマネジメント本部ＰＭ
推進センタ長

インフラシステム社プロジェクトマネジメント本部ＰＭ推進
センタ長

山盛利治

産業・水業務統括本部技術開発本部知的財産センタ長 インフラシステム社技術開発本部知的財産センタ長兼
インダストリアルプロダクツ社経営企画統括本部員

三原芳光

産業・水業務統括本部技術開発本部副本部長兼松戸開
発センタ長兼松戸事業所長

インフラシステム社技術開発本部担当本部長 杉浦匠

産業・水業務統括本部技術開発本部担当本部長兼松戸
開発センタ企画部長

インフラシステム社技術開発本部担当本部長兼　松戸
開発センタ長兼　インフラシステム社松戸事業所長

吉田忍

産業・水業務統括本部技術開発本部松戸開発センタ水
環境システム部長

インフラシステム社技術開発本部松戸企画部長 大西真人

産業・水業務統括本部技術開発本部松戸開発センタ産
業システム部長

インフラシステム社技術開発本部松戸開発センタ空調・
プラントシステム部主管技師

神谷松雄

産業・水業務統括本部技術開発本部松戸開発センタ電
力システム部長

インフラシステム社技術開発本部松戸開発センタ電力シ
ステム部長

今岡静男

産業・水業務統括本部海外本部長 グローバル事業統括本部副本部長 今村陽一

産業・水業務統括本部海外本部アジアＲＤ兼産業・流通
BUシンガポール支店長

グローバル事業統括本部担当本部長兼　電力・インフラ
システム営業統括本部シンガポール支店長

目時信行

産業・水業務統括本部海外本部中東ＲＤ グローバル事業統括本部中東ＲＤ 雄万モハマド

産業・水業務統括本部海外本部企画部長 グローバル事業統括本部企画部長 小玉秀

産業・水業務統括本部調達本部産業・流通調達統括部
第二調達部長兼バリューチェーン・インテグレーション統
括本部バリューチェーン・インテグレーション推進本部プ
ロジェクト統括本部調達ＰＭＯ部長

インフラシステム社調達統括本部産業プラント調達部部
長兼工事調達統括部工事調達エンジニアリング部担当
部長

海老沢肇

株式会社日立ビルシステム取締役副社長兼グローバル
昇降機事業部長兼ビルシステムＢＵ　ＣＯＯ兼グローバ
ル昇降機事業部長兼エスカレーター事業部長

株式会社日立ビルシステムグローバル昇降機事業部長
兼都市開発システム社グローバル昇降機事業部長

上田治

ビルシステムBU ＣＴＯ兼グローバル昇降機事業部グ
ローバル開発本部長

都市開発システム社グローバル開発統括本部グローバ
ル開発本部長

藤野篤哉

ビルシステムBU ＣＩＯ兼ＩＴ本部長 都市開発システム社ＣＩＯ兼ＩＴ本部長 小玉剛久

ビルシステムBU水戸事業所長兼グローバル昇降機事
業部水戸生産本部長

都市開発システム社水戸事業所長兼グローバル昇降機
事業部水戸生産本部グローバルバリューソリューション
センタ長

小松原健

ビルシステムＢＵアジア統括責任者兼Ｈｉｔａｃｈｉ Ｅｌｅｖａｔｏｒ
Ａｓｉａ Ｐｔｅ Ｌｔｄ.会長

株式会社日立ビルシステム代表取締役　取締役社長兼
COO兼都市開発システム社国内事業統括本部長

佐々木英一



異動後 異動前 氏名
ビルシステムBU主管技師長 都市開発システム社主管技師長 簀河原準

ビルシステムBU主管技師長 都市開発システム社主管技師長 高橋龍彦

株式会社日立ビルシステム専務取締役グローバル経営
戦略統括本部長兼ビルシステムＢＵグローバル経営戦
略統括本部長兼経営戦略本部長兼スマート・トランス
フォーメーション推進本部長

株式会社日立ビルシステム専務取締役グローバル経営
戦略統括本部長兼都市開発システム社経営戦略統括
本部経営戦略本部長

木邑照高

ビルシステムBUグローバル経営戦略統括本部経営戦
略本部経営戦略部長

都市開発システム社経営戦略統括本部スマート・トラン
スフォーメーション推進本部スマート・トランスフォーメー
ション推進部担当部長

宮嶋勝利

ビルシステムBUグローバル経営戦略統括本部経営戦
略本部Ｍ＆Ａ戦略部長

都市開発システム社経営戦略統括本部経営戦略本部
経営戦略部長

久保理

ビルシステムBUグローバル経営戦略統括本部経営戦
略本部ブランド戦略部長兼スマート・トランスフォーメー
ション推進本部業務改革推進部長

都市開発システム社経営戦略統括本部経営戦略本部
ブランド戦略部長兼スマート・トランスフォーメーション推
進本部業務改革推進部長

白石兼康

ビルシステムBUグローバル経営戦略統括本部製品戦
略本部長

都市開発システム社経営戦略統括本部製品戦略本部
長

三須靖彦

ビルシステムBUグローバル経営戦略統括本部製品戦
略本部製品企画部長

都市開発システム社経営戦略統括本部製品戦略本部
製品企画部長

岩間純子

ビルシステムBUグローバル経営戦略統括本部製品戦
略本部コスト戦略部長

都市開発システム社経営戦略統括本部製品戦略本部コ
スト戦略部長

大平真一

ビルシステムBUグローバル経営戦略統括本部製品戦
略本部ＳＣＭ戦略部長

都市開発システム社経営戦略統括本部製品戦略本部Ｓ
ＣＭ戦略部長

北村浩一

ビルシステムBUグローバル経営戦略統括本部スマー
ト・トランスフォーメーション推進本部スマート・トランス
フォーメーション推進部長

都市開発システム社経営戦略統括本部スマート・トラン
スフォーメーション推進本部スマート・トランスフォーメー
ション推進部長

岡本純一

ビルシステムBU営業統括本部長兼第一営業本部長兼
グローバルアカウント営業本部長

都市開発システム社営業統括本部長兼グローバルアカ
ウント営業本部長兼電力・インフラシステム営業統括本
部都市ソリューション営業本部長

岩本昌治

ビルシステムBU営業統括本部営業企画本部長 都市開発システム社営業統括本部営業企画本部長 大原武司

ビルシステムBU営業統括本部第一営業本部第一営業
部長

都市開発システム社営業統括本部第一営業本部第一
営業部長

井藤研晋

ビルシステムBU営業統括本部第一営業本部第二営業
部長

都市開発システム社営業統括本部第一営業本部第二
営業部長

岩田聡

ビルシステムBU営業統括本部第一営業本部第三営業
部長

都市開発システム社営業統括本部第一営業本部第三
営業部長

赤津正博

ビルシステムBU営業統括本部第一営業本部第四営業
部長

都市開発システム社営業統括本部第一営業本部第四
営業部長

工藤茂

ビルシステムBU営業統括本部第二営業本部長 都市開発システム社営業統括本部第二営業本部担当
本部長

南公一郎



異動後 異動前 氏名
ビルシステムBU営業統括本部グローバルアカウント営
業本部総合営業部長

都市開発システム社営業統括本部グローバルアカウン
ト営業本部総合営業部長兼電力・インフラシステム営業
統括本部都市ソリューション営業本部総合営業部長

信井敏久

ビルシステムBU営業統括本部グローバルアカウント営
業本部ビジネスパートナー営業部長

都市開発システム社営業統括本部グローバルアカウン
ト営業本部ビジネスパートナー営業部長兼電力・インフ
ラシステム営業統括本部都市ソリューション営業本部ビ
ジネスパートナー営業部長

榊原雅也

ビルシステムBU営業統括本部グローバルアカウント営
業本部グローバルビジネス推進部長

都市開発システム社営業統括本部グローバルアカウン
ト営業本部グローバルビジネス推進部長

岸宏

ビルシステムBUグローバル昇降機事業部事業企画本
部長

都市開発システム社グローバル昇降機事業部施工統括
本部長

寺田寿生

ビルシステムBUグローバル昇降機事業部事業企画本
部事業企画部長

都市開発システム社グローバル昇降機事業部事業企画
本部事業企画部長

高橋達法

ビルシステムBUグローバル昇降機事業部事業企画本
部海外事業企画部長

都市開発システム社グローバル昇降機事業部事業企画
本部海外事業企画部長

渥美佳也

ビルシステムBUグローバル昇降機事業部事業企画本
部経営管理部長

都市開発システム社グローバル昇降機事業部事業企画
本部経営管理部長

常木裕司

ビルシステムBUグローバル昇降機事業部事業企画本
部ＳＣＭ統括部長

都市開発システム社グローバル昇降機事業部事業企画
本部ＳＣＭ統括部長

岡戸利行

ビルシステムBUグローバル昇降機事業部グローバル開
発本部エレベーター開発部長

都市開発システム社グローバル開発統括本部グローバ
ル開発本部エレベーター開発部長

松岡秀佳

ビルシステムBUグローバル昇降機事業部グローバル開
発本部エスカレーター開発部長兼グローバルエスカレー
ター事業部事業企画部長

都市開発システム社グローバル開発統括本部グローバ
ル開発本部エスカレーター開発部長

山下智典

ビルシステムBUグローバル昇降機事業部グローバル開
発本部技術管理室長

都市開発システム社グローバル開発統括本部グローバ
ル開発本部技術管理室主任技師

高岸優子

ビルシステムBUグローバル昇降機事業部施工統括本
部長

都市開発システム社グローバル昇降機事業部副事業部
長

中田次彦

ビルシステムBUグローバル昇降機事業部施工統括本
部施工統括部長

都市開発システム社グローバル昇降機事業部施工統括
本部施工統括部長

佐藤充

ビルシステムBUグローバル昇降機事業部施工統括本
部施工開発部長

都市開発システム社グローバル昇降機事業部施工統括
本部施工開発部長

森永貴志

ビルシステムBUグローバル昇降機事業部施工統括本
部安全品質管理部長

都市開発システム社グローバル昇降機事業部施工統括
本部安全品質管理部長

松岡弘行

ビルシステムBUグローバル昇降機事業部施工統括本
部グローバル営業技術統括部長

株式会社日立ビルシステムグローバル昇降機事業部施
工統括本部営業技術統括部長

松尾基也

ビルシステムBUグローバル昇降機事業部施工統括本
部海外特別プロジェクト推進室長

都市開発システム社グローバル昇降機事業部施工統括
本部海外特別プロジェクト推進室長

東田芳樹

ビルシステムBUグローバル昇降機事業部施工統括本
部海外施工本部長兼海外施工統括部長

都市開発システム社グローバル昇降機事業部施工統括
本部グローバルテクニカルセンタ長

金山良悦



異動後 異動前 氏名
ビルシステムBUグローバル昇降機事業部施工統括本
部海外施工本部アジアトレーニングセンタ長

都市開発システム社グローバル昇降機事業部施工統括
本部海外施設技術部長

峰村忠志

ビルシステムBUグローバル昇降機事業部水戸生産本
部エレベーター設計部長

都市開発システム社グローバル昇降機事業部水戸生産
本部エレベーター設計部長

古橋昌也

ビルシステムBUグローバル昇降機事業部水戸生産本
部リニューアル設計部長

都市開発システム社グローバル昇降機事業部水戸生産
本部リニューアル設計部長

福田哲

ビルシステムBUグローバル昇降機事業部水戸生産本
部生産統括部長

都市開発システム社グローバル昇降機事業部水戸生産
本部生産統括部長

大沼則彦

ビルシステムBUグローバル昇降機事業部水戸生産本
部製造部長

都市開発システム社グローバル昇降機事業部水戸生産
本部製造部長

金子浩

ビルシステムBUグローバル昇降機事業部水戸生産本
部生産技術部長

都市開発システム社総務本部環境推進センタ長兼グ
ローバル昇降機事業部水戸生産本部生産技術部長

服部好勝

株式会社日立ビルシステム常務取締役グローバル昇降
機保全事業部長兼ビルシステムＢＵグローバル昇降機
保全事業部長

株式会社日立ビルシステム取締役グローバル昇降機保
全事業部長兼都市開発システム社グローバル昇降機保
全事業部長

松崎義夫

ビルシステムBUグローバル昇降機保全事業部事業企
画部長

都市開発システム社グローバル昇降機保全事業部事業
企画部長

石田総寿

ビルシステムBUグローバル昇降機保全事業部保全技
術部長

都市開発システム社グローバル昇降機保全事業部保全
技術部長

狩野昇

ビルシステムBUグローバル昇降機保全事業部保全業
務部長

株式会社日立ビルシステム広域災害対策室長 馬渕浩三

ビルシステムBUグローバル昇降機保全事業部部品統
括部長

都市開発システム社グローバル昇降機保全事業部部品
統括部長

梶山俊貴

ビルシステムBUグローバル昇降機保全事業部保全技
術開発本部長

都市開発システム社グローバル開発統括本部技術開発
本部長

櫻田博明

ビルシステムBUグローバル昇降機保全事業部保全技
術開発本部企画部長

都市開発システム社グローバル開発統括本部技術開発
本部企画部長

山口勝美

ビルシステムBUグローバル昇降機保全事業部保全技
術開発本部保全エンジニアリング開発部長

都市開発システム社グローバル開発統括本部技術開発
本部保全技術開発部長

柴健一

ビルシステムBUグローバル昇降機保全事業部保全技
術開発本部保全システム開発部長

都市開発システム社グローバル開発統括本部技術開発
本部ビルシステム開発部長

川西清司

ビルシステムBUグローバルソリューション事業部長 都市開発システム社グローバルソリューション事業部長 新藤忠男

ビルシステムBUグローバルソリューション事業部海外ソ
リューション部長

都市開発システム社グローバルソリューション事業部海
外ソリューション部長

山本武志

ビルシステムBU調達部長 都市開発システム社調達部長 柴田真人



異動後 異動前 氏名
ビルシステムBUグローバルバリューエンジニアリング部
長

都市開発システム社グローバル開発統括本部グローバ
ル開発本部エレベーター開発部機構システム開発グ
ループリーダ主任技師

福家毅

ビルシステムBUグローバル品質保証本部長 都市開発システム社品質保証本部長 和田富男

ビルシステムBUグローバル品質保証本部技術管理部
長

株式会社日立ビルシステム品質保証本部技術管理部
長

溝部学部

ビルシステムBUグローバル品質保証本部エレベーター
品質保証部長

都市開発システム社品質保証本部昇降機品質保証部
担当部長兼同部昇降機品質保証グループリーダ

加藤久貴

ビルシステムBUグローバル品質保証本部エスカレー
ター品質保証部長

日立水戸エンジニアリング株式会社品質保証部長 渡邊浩嗣

ビルシステムBUグローバル品質保証本部海外品質保
証部長

都市開発システム社品質保証本部グローバル品質保証
部長

星昭二

ビルシステムBUグローバル品質保証本部部品品質保
証部長

都市開発システム社品質保証本部昇降機品質保証部
担当部長

坂本正広

ビルシステムBU ＩＴ本部ＩＴ統括部長 都市開発システム社ＩＴ本部ＩＴ統括部長 小林直美

ビルシステムBU ＩＴ本部情報インフラ部長 都市開発システム社ＩＴ本部情報インフラ部長 渡辺順

ビルシステムBU ＩＴ本部情報システム部長 都市開発システム社ＩＴ本部情報システム部長 田端良吉

ビルシステムBU財務本部長兼連結財務部長兼海外財
務部長

都市開発システム社財務本部長連結財務部長兼海外
財務部長

斎藤直明

ビルシステムBU財務本部国内財務部長 都市開発システム社財務本部国内財務部長 吉田剛

ビルシステムBU財務本部業務部長 都市開発システム社財務本部業務部長 佐藤英紀

ビルシステムBU総務本部長兼法務部長兼リスクマネジ
メント責任者

都市開発システム社総務本部長兼法務部長兼リスクマ
ネジメント責任者

中村智

ビルシステムBU総務本部人事企画部長 都市開発システム社総務本部総務部担当部長 石原順一

ビルシステムBU総務本部労政部長 都市開発システム社総務本部総務部担当部長 池森康宰

ビルシステムBU総務本部総務部長 都市開発システム社総務本部総務部担当部長 木村修

ビルシステムBU総務本部水戸総務部長 都市開発システム社総務本部水戸総務部長 今泉良



異動後 異動前 氏名
ビルシステムBU総務本部社内コミュニケーション部長 都市開発システム社総務本部社内コミュニケーション部

長
山添俊樹

ビルシステムBU総務本部コンプライアンス推進部長 株式会社日立博愛ヒューマンサポート取締役社長 安東泰隆

ビルシステムBU総務本部人材開発センタ長 株式会社日立ビルシステム東京総支社新宿支店長 宝珠山泰博

ビルシステムBUグローバル安全統括本部統括本部長 都市開発システム社グローバル安全統括本部統括本部
長

武田弘行

ビルシステムBUグローバル安全統括本部グローバル安
全推進本部長

都市開発システム社グローバル安全統括本部グローバ
ル安全推進本部長

今野睦夫

ビルシステムBUグローバル安全統括本部グローバル安
全推進本部安全管理部長

都市開発システム社グローバル安全統括本部グローバ
ル安全推進本部安全管理部長

高頭茂

ビルシステムBUグローバル安全統括本部グローバル安
全推進本部フィールド安全部長

都市開発システム社グローバル安全統括本部グローバ
ル安全推進本部フィールド安全部長

薄井信行

ビルシステムBU環境推進センタ長 サイタ工業株式会社飯能昇降機統括本部長 山本修

ビルシステムBU監査室長 都市開発システム社監査室長 小林哲夫

ビルシステムBU輸出管理センタ長 都市開発システム社輸出管理センタ長 赤松秀樹

鉄道ＢＵ　主管技師長 交通システム社　主管技師長 和嶋武典

鉄道ＢＵ　ＣＰＯ 交通システム社　ＣＰＯ 佐久間淳

鉄道ＢＵ　調達本部長 交通システム社　調達本部長 木村俊文

鉄道ＢＵ　調達本部　担当本部長　兼　水戸調達部長 交通システム社　調達本部　担当本部長　兼　水戸交通
システム本部　調達部長

佐々木雅文

鉄道ＢＵ　調達本部　調達部長 交通システム社　調達本部　調達部長 室井健司

鉄道ＢＵ　調達本部　笠戸調達部長 交通システム社　笠戸事業所　笠戸交通システム本部
調達部長

中島陽一郎

鉄道ＢＵ　品質保証本部　部長 株式会社日立パワーデバイス　品質保証部長 樋口裕久

鉄道ＢＵマネージングダイレクタ［日本・アジアパシフィッ
ク］兼ＣＳＯ

交通システム社ＣＳＯ 光冨眞哉



異動後 異動前 氏名
鉄道ＢＵグローバル生産統括本部長兼経営企画本部長 交通システム社経営企画本部長 荒木良夫

鉄道ＢＵ水戸交通システム本部長 交通システム社水戸交通システム本部長 仲田清

鉄道ＢＵ笠戸事業所長兼笠戸交通システム本部長 交通システム社笠戸事業所長兼笠戸交通システム本部
長

川畑淳一

鉄道ＢＵ　ＣＴＯ 交通システム社ＣＯＯ 堀江哲

鉄道ＢＵ技師長 交通システム社技師長兼ＣＴＯ 岩滝雅人

鉄道ＢＵ　ＣＦＯ兼財務本部長 交通システム社ＣＦＯ兼財務本部長 薮田敬介

鉄道ＢＵ　ＣＡＯ兼ＣＨＲＯ兼ＣＣＯ 交通システム社ＣＨＲＯ兼ＣＣＯ 山田哲也

鉄道ＢＵ　水戸交通システム本部　主管技師長 交通システム社　水戸交通システム本部　主管技師長 戸次圭介

鉄道ＢＵ　水戸交通システム本部　技術部長 交通システム社　水戸交通システム本部　交通技術グ
ループ　グループリーダ主任技師

岡俊比古

鉄道ＢＵ　水戸交通システム本部　生産改革推進センタ
長

交通システム社　水戸交通システム本部　生産改革推
進センタ長

吉田隆夫

鉄道ＢＵ　水戸交通システム本部　車両電気システム設
計部長

交通システム社　水戸交通システム本部　車両電気シス
テム設計部長

佐川哲

鉄道ＢＵ　水戸交通システム本部　信号システム設計部
長

交通システム社　輸送システム本部　輸送システム部長 中澤慶光

鉄道ＢＵ　水戸交通システム本部　プロセス設計部長 交通システム社　水戸交通システム本部　信号システム
設計部長

糟谷直大

鉄道ＢＵ　水戸交通システム本部　電気品製造部長 交通システム社　水戸交通システム本部　電気品製造
部長

森高修一

鉄道ＢＵ　水戸交通システム本部　品質保証部長 交通システム社　水戸交通システム本部　交通システム
品質保証部長

富沢一彦

鉄道ＢＵ　笠戸事業所　副事業所長　兼　業務改革推進
室長　兼　インフラ管理センタ長

交通システム社　笠戸事業所　副事業所長　兼　業務改
革推進室長　兼　インフラ管理センタ長

荒川賢一

鉄道ＢＵ　笠戸事業所　笠戸交通システム本部　担当本
部長　兼　グローバル統括プロジェクトリーダ

交通システム社　笠戸事業所　笠戸交通システム本部
担当本部長　兼　グローバル統括プロジェクトリーダ

水口信章

鉄道ＢＵ　笠戸事業所　笠戸交通システム本部　車両シ
ステム設計部長　兼　グローバルモノレールプロジェクト
リーダ

交通システム社　笠戸事業所　笠戸交通システム本部
車両システム設計部長　兼　グローバルモノレールプロ
ジェクトリーダ

渡辺誠



異動後 異動前 氏名
鉄道ＢＵ　笠戸事業所　笠戸交通システム本部　生産設
計センタ長

交通システム社　笠戸事業所　笠戸交通システム本部
生産設計センタ長

西山寛二

鉄道ＢＵ　笠戸事業所　笠戸交通システム本部　車両製
造部長

交通システム社　笠戸事業所　笠戸交通システム本部
車両製造部長

茂山正明

鉄道ＢＵ　笠戸事業所　笠戸交通システム本部　車両品
質保証部長

交通システム社　笠戸事業所　笠戸交通システム本部
車両品質保証部　担当部長

坂本博文

鉄道ＢＵ　笠戸事業所　笠戸交通システム本部　技術部
長

交通システム社　笠戸事業所　笠戸交通システム本部
技術部長

馬場文平

鉄道ＢＵ　笠戸事業所　笠戸交通システム本部　生産統
括センタ長

交通システム社　笠戸事業所　笠戸交通システム本部
生産統括センタ長

向田保雄

鉄道ＢＵ　営業統括本部長　兼　海外交通営業本部長 交通システム社　営業統括本部長　兼　海外交通営業
本部長

唐澤和男

鉄道ＢＵ　営業統括本部　営業企画部長　兼　新ビジネ
ス推進室長

交通システム社　営業統括本部　交通営業本部　ＪＲ部
長

井原公三

鉄道ＢＵ　営業統括本部　交通営業本部長 交通システム社　営業統括本部　交通営業本部長　兼
交通部長

田中徹雄

鉄道ＢＵ　営業統括本部　交通営業本部　ＪＲ部長 交通システム社　営業統括本部　交通営業本部　ＪＲ部
担当部長

坂本義文

鉄道ＢＵ　営業統括本部　交通営業本部　交通部長 交通システム社　営業統括本部　営業企画部長　兼　新
ビジネス推進室長

山際竜司

鉄道ＢＵ　営業統括本部　交通営業本部　システムソ
リューション部長

交通システム社　営業統括本部　交通営業本部　システ
ムソリューション部長

中村徹

鉄道ＢＵ　営業統括本部　交通営業本部　中国部長 交通システム社　営業統括本部　交通営業本部　中国
部　担当部長

大場光春

鉄道ＢＵ　営業統括本部　海外交通営業本部　欧州部
長

交通システム社　営業統括本部　海外交通営業本部
欧州部長

伊藤国彦

鉄道ＢＵ　営業統括本部　海外交通営業本部　ビジネス
開発推進部長

交通システム社　営業統括本部　海外交通営業本部　ビ
ジネス開発推進部長

三浦英俊

鉄道ＢＵ　輸送システム本部長 交通システム社　輸送システム本部長 三和直樹

鉄道ＢＵ　輸送システム本部　電力変電システム部長 交通システム社　輸送システム本部　電力変電システム
部長

中村映

鉄道ＢＵ　輸送システム本部　輸送システム部長 交通システム社　輸送システム本部　輸送システム部
担当部長

長井聡

鉄道ＢＵ　輸送システム本部　関西システム部長 交通システム社　輸送システム本部　関西システム部長 高井智仁



異動後 異動前 氏名
鉄道ＢＵ　輸送システム本部　車両システム部長 交通システム社　輸送システム本部　車両システム部長 大村真史

鉄道ＢＵ　輸送システム本部　グローバル電気品システ
ム部長

交通システム社　水戸交通システム本部　グローバル電
気品システム部長

岸本康治

鉄道ＢＵ　プロジェクトエンジニアリング本部長 交通システム社　プロジェクトエンジニアリング本部長 小牧亨

鉄道ＢＵ　プロジェクトエンジニアリング本部　ホーチミン
プロジェクトリーダ　兼　第三部長

交通システム社　プロジェクトエンジニアリング本部
ホーチミンプロジェクトリーダ　兼　第三部長

寺本律

鉄道ＢＵ　プロジェクトエンジニアリング本部　第一部長
兼　第二部長

交通システム社　プロジェクトエンジニアリング本部　第
一部長　兼　第二部長

山田徹

鉄道ＢＵ　プロジェクトエンジニアリング本部　信号システ
ム部長

交通システム社　プロジェクトエンジニアリング本部　信
号システム部長

二川正康

鉄道ＢＵ　経営企画本部　主管技師　兼　研究開発企画
室長

交通システム社　経営企画本部　主管技師　兼　研究開
発企画室長

横須賀靖

鉄道ＢＵ　経営企画本部　事業戦略企画部長 Ｄｉｒｅｃｔｏｒ，Ｇｌｏｂａｌ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ，Ｈｉｔａｃｈｉ　Ｒ
ａｉｌ　Ｅｕｒｏｐｅ　Ｌｔｄ．

加藤和義

鉄道ＢＵ　経営企画本部　広報部長 交通システム社　経営企画本部　広報・ＩＲ・ブランド部長 高瀬恵美

鉄道ＢＵ　経営企画本部　経営管理部長 交通システム社　経営企画本部　経営管理部長 前川嘉則

鉄道ＢＵ　経営企画本部　環境工事管理部長 交通システム社　経営企画本部　環境工事管理部長 高橋俊幸

鉄道ＢＵ　ＣＦＯ　兼　財務本部長　兼　経理部長 交通システム社　ＣＦＯ　兼　財務本部長　兼　経理部長 薮田敬介

鉄道ＢＵ　財務本部　営業経理部長 交通システム社　財務本部　営業経理部長 末田武寛

鉄道ＢＵ　財務本部　水戸経理部長 交通システム社　財務本部　水戸経理部長 土肥太

鉄道ＢＵ　財務本部　笠戸経理部長 交通システム社　財務本部　笠戸経理部長 岡田喜久男

鉄道ＢＵ　ＣＩＯ　兼　ＩＴ統括本部長 交通システム社　ＣＩＯ　兼　ＩＴ統括本部長 櫻井隆

鉄道ＢＵ　ＩＴ統括本部　ＩＴ統括部長 交通システム社　ＩＴ統括本部　ＩＴ統括部長 竹原直樹

鉄道ＢＵ　ＩＴ統括本部　水戸ＩＴ推進部長 交通システム社　ＩＴ統括本部　水戸ＩＴ推進部長 花田健之



異動後 異動前 氏名
鉄道ＢＵ　ＩＴ統括本部　笠戸ＩＴ推進部長 交通システム社　ＩＴ統括本部　笠戸ＩＴ推進部長 泉田晃弘

鉄道ＢＵ　人事総務本部長兼コンプライアンス部長兼安
全統括センタ長

交通システム社　人事総務本部長兼　コンプライアンス
部長　兼　安全統括センタ長

山下真志郎

鉄道ＢＵ　人事総務本部　人事総務部長 交通システム社　人事総務本部　人事総務部長 新井正美

鉄道ＢＵ　人事総務本部　笠戸総務部長 交通システム社　人事総務本部　笠戸総務部長 武田和雄

鉄道ＢＵ　インテグレーションダイレクタ 交通システム社　インテグレーションダイレクタ 網谷憲晴

鉄道ＢＵ　監査室長 交通システム社　社長付 坂江明彦

ディフェンスＢＵ　ＣＯＯ ディフェンスシステム社ＣＯＯ 藤井正司

ディフェンスＢＵ事業主管兼ＤＳＩＲＴセンタ長兼ＩＣＴ事業
統括本部サービスプラットフォーム事業本部サイバーセ
キュリティ事業統括本部事業主管

ディフェンスシステム社事業主管兼ＤＳＩＲＴセンタ長兼情
報・通信システム社クラウドサービス事業部事業主管

佐藤勝幸

ディフェンスＢＵ経営審査室長 ディフェンスシステム社経営審査室長 溝口健

ディフェンスＢＵ経営企画本部長 ディフェンスシステム社経営企画本部長兼情報保全推
進部長

北方浩

ディフェンスＢＵ経営企画本部経営企画部長 ディフェンスシステム社経営企画本部経営企画部長 大野泰三

ディフェンスＢＵ経営企画本部ＩＴ推進部長兼情報保全推
進部長

ディフェンスシステム社経営企画本部ＩＴ推進部長 平田佳大

ディフェンスＢＵマーケティング本部事業開発センタ長兼
社会イノベーション事業推進本部企画本部セキュリティ
ビジネス推進センタ長

ディフェンスシステム社マーケティング本部事業開発セ
ンタ長兼社会イノベーション事業推進本部ソリューショ
ン・ビジネス推進本部トータルエンジニアリング本部セ
キュリティビジネス推進センタ長

長澤幸廣

ディフェンスＢＵ営業本部長兼マーケティング本部長兼
顧問室長

ディフェンスシステム社営業本部長兼マーケティング本
部長兼顧問室長

今給黎康一

ディフェンスＢＵ営業本部第１営業部長 ディフェンスシステム社営業本部第１営業部長兼営業推
進部長

三本慶二

ディフェンスＢＵ営業本部第２営業部長 ディフェンスシステム社営業本部第２営業部長 鈴木紀和

ディフェンスＢＵ営業本部第３営業部長 ディフェンスシステム社営業本部第３営業部長 藤井真礼緒

ディフェンスＢＵ営業本部営業推進部長 ディフェンスシステム社営業本部第３営業部システムグ
ループＧＬ部長代理

柿木宏公



異動後 異動前 氏名
ディフェンスＢＵ装備システム本部長 ディフェンスシステム社装備システム本部長 吉田正治

ディフェンスＢＵ装備システム本部メカトロニクスシステ
ム設計部長

ディフェンスシステム社装備システム本部メカトロニクス
システム設計部長

佐伯佳彦

ディフェンスＢＵ装備システム本部電機システム設計部
長

ディフェンスシステム社装備システム本部電機システム
設計部長

飯島毅

ディフェンスＢＵ装備システム本部指揮管制システム設
計部長

ディフェンスシステム社装備システム本部指揮管制シス
テム設計部長

杉浦優

ディフェンスＢＵ装備システム本部航空・通信システム設
計部長

ディフェンスシステム社装備システム本部航空・通信シ
ステム設計部長

蓑輪滋

ディフェンスＢＵ情報システム本部長 ディフェンスシステム社情報システム本部長 金子元洋

ディフェンスＢＵ情報システム本部応用システム設計部
長

ディフェンスシステム社情報システム本部応用システム
設計部長

遠藤浩司

ディフェンスＢＵ情報システム本部ＩＣＴ基盤設計部長 ディフェンスシステム社情報システム本部ＩＣＴ基盤設計
部長

小松克彦

ディフェンスＢＵ品質・モノづくり統括本部長 ディフェンスシステム社モノづくり統括本部長兼生産統
括部長

田村哲男

ディフェンスＢＵ品質・モノづくり統括本部生産統括部長 ディフェンスシステム社経営企画本部経営企画部経営
戦略グループＧＬ主任技師

松下聡

ディフェンスＢＵ品質・モノづくり統括本部品質保証部長 情報・通信システム社通信ネットワーク事業部プロダクト
品質保証部長

荻野健二

ディフェンスＢＵ調達部長 ディフェンスシステム社調達部長 織田恵身

ディフェンスＢＵ財務部長 ディフェンスシステム社財務部長 田中憲久

ディフェンスＢＵ人事総務部長 ディフェンスシステム社人事総務部長 松尾真志

金融ＢＵＣＥＯ兼公共ＢＵＣＥＯ　兼　ＩＣＴ事業統括本部Ｏ
ＳＳソリューションセンタ長

情報・通信システム社システム＆サービス部門ＣＯＯ
兼　ＯＳＳソリューションセンタ長

山本二雄

金融ＢＵ金融システム事業部長 情報・通信システム社金融システム事業部長 小川正義

金融ＢＵ金融システム営業統括本部長 情報・通信システム社情報営業統括本部金融システム
営業統括本部長

竹本雅雄

金融ＢＵ金融チャネルソリューション事業部長兼ペイメン
トサービス事業推進本部長

Hitachi Payment Services Private Limited　Chief
Strategy Officer

八木鉄也



異動後 異動前 氏名
金融ＢＵ金融チャネルソリューション事業部チャネルソ
リューション本部チャネルソリューション第三部長

情報・通信システム社金融チャネルソリューション事業
部チャネルソリューション本部ＦＩＮＥＭＡＸセンタ長

西脇立行

金融BU金融システム営業統括本部副営業統括本部長
兼金融営業第二本部長

情報・通信システム社情報営業統括本部金融システム
営業統括本部営業統括本部員

湯次善麿

金融BU金融システム営業統括本部事業企画本部長 情報・通信システム社情報営業統括本部金融システム
営業統括本部事業企画本部ビジネス企画部長

吉川武志

金融BU金融システム営業統括本部金融営業第一本部
長

情報・通信システム社情報営業統括本部金融システム
営業統括本部金融営業第一本部担当本部長

川島和子

金融BU金融システム営業統括本部金融営業第三本部
長

情報・通信システム社情報営業統括本部金融システム
営業統括本部金融営業第二本部長

金井一正

金融BU金融システム営業統括本部金融営業第四本部
長

情報・通信システム社情報営業統括本部国際情報通信
統括本部員

影山隆士

金融BU金融システム事業部事業推進本部長兼ＩＣＴ事
業統括本部システム＆サービス事業管理統括本部プロ
ジェクトマネジメント統括推進本部長

情報・通信システム社金融システム事業部事業推進本
部長

渡辺丈士

金融BU金融システム事業部メガバンク統合推進本部長 情報・通信システム社金融システム事業部 メガバンク統
合推進本部長

服部善成

金融BU金融システム事業部金融システム第一本部長 情報・通信システム社金融システム事業部 金融システ
ム第一本部第一部長

長嵐伸夫

金融BU金融システム事業部金融システム第二本部長
兼第三部長

情報・通信システム社金融システム事業部 金融システ
ム第六本部長

武本要

金融BU金融システム事業部金融システム第三本部長 情報・通信システム社金融システム事業部 金融システ
ム第三本部長

岩岡範明

金融BU金融システム事業部金融システム第四本部長 情報・通信システム社金融システム事業部 金融システ
ム第四本部長

柴田卓郁

金融BU金融システム事業部金融システム第五本部長 情報・通信システム社金融システム事業部 金融システ
ム第五本部長

南章一

金融BU金融システム事業部全国金融システム本部長 情報・通信システム社金融システム事業部 全国金融シ
ステム本部長

野畑利彰

金融BU金融システム事業部金融ソリューション第一本
部長

情報・通信システム社金融システム事業部 金融ソリュー
ション第一本部長

佐々木典将

金融BU金融システム事業部金融ソリューション第二本
部長

情報・通信システム社金融システム事業部 金融ソリュー
ション第二本部長

白木俊彦

金融BU金融システム事業部金融ソリューション第一本
部担当本部長兼次世代バンキングシステム推進室長

情報・通信システム社情報営業統括本部金融システム
営業統括本部事業企画本部担当本部長

松原克之

金融BU金融システム営業統括本部事業企画本部ビジ
ネス企画部長

情報・通信システム社情報営業統括本部金融システム
営業統括本部事業企画本部ビジネス企画部グローバル
ビジネス推進Ｇ主任技師

酒田大樹



異動後 異動前 氏名
金融BU金融システム営業統括本部事業企画本部金融
イノベーション推進センタ長

情報・通信システム社情報営業統括本部金融システム
営業統括本部事業企画本部金融イノベーション推進セ
ンタ長

佐藤信彦

金融BU金融システム営業統括本部事業企画本部金融
ソリューション営業部長

情報・通信システム社情報営業統括本部金融システム
営業統括本部事業企画本部金融ソリューション営業部
担当部長

西村康徳

金融BU金融システム営業統括本部金融営業第一本部
第一部長

情報・通信システム社情報営業統括本部金融システム
営業統括本部金融営業第一本部第一部長

中村崇志

金融BU金融システム営業統括本部金融営業第一本部
第二部長

情報・通信システム社情報営業統括本部金融システム
営業統括本部金融営業第一本部第四部長

篠原智

金融BU金融システム営業統括本部金融営業第一本部
新規ビジネス開発室長

情報・通信システム社情報営業統括本部金融システム
営業統括本部金融営業第一本部新規ビジネス開発室
長兼第１Ｇ部長代理

渡邉貴雄

金融BU金融システム営業統括本部金融営業第二本部
第一部長

情報・通信システム社情報営業統括本部金融システム
営業統括本部金融営業第一本部第二部第４Ｇ部長代理

高木敏行

金融BU金融システム営業統括本部金融営業第二本部
第二部長

情報・通信システム社情報営業統括本部金融システム
営業統括本部金融営業第一本部第三部長

宮下力

金融BU金融システム営業統括本部金融営業第二本部
第三部長

情報・通信システム社情報営業統括本部公共システム
営業統括本部日本郵政グループ営業本部ゆうちょ銀行
営業部長

福山達夫

金融BU金融システム営業統括本部金融営業第三本部
第一部長

情報・通信システム社情報営業統括本部金融システム
営業統括本部金融営業第二本部第一部長

黒澤正俊

金融BU金融システム営業統括本部金融営業第三本部
第二部長

情報・通信システム社情報営業統括本部金融システム
営業統括本部金融営業第二本部第二部長

佐々木修一

金融BU金融システム営業統括本部金融営業第三本部
第三部長

情報・通信システム社情報営業統括本部金融システム
営業統括本部金融営業第二本部第三部長

内藤昌浩

金融BU金融システム営業統括本部金融営業第三本部
第四部長

九州支社金融情報システム営業部長 高嶺達也

金融BU金融システム営業統括本部金融営業第三本部
第五部長

情報・通信システム社情報営業統括本部金融システム
営業統括本部金融営業第二本部第二部第１Ｇ部長代理

金岡良浩

金融BU金融システム営業統括本部金融営業第四本部
第一部長

情報・通信システム社情報営業統括本部金融システム
営業統括本部金融営業第三本部第一部長

谷澤崇道

金融BU金融システム営業統括本部金融営業第四本部
第二部長

情報・通信システム社情報営業統括本部金融システム
営業統括本部金融営業第三本部第二部長兼第１Ｇ部長
代理

松本直彦

金融BU金融システム営業統括本部金融営業第四本部
第三部長

情報・通信システム社情報営業統括本部金融システム
営業統括本部金融営業第三本部第三部長

徳江史明

金融BU金融システム事業部事業推進本部プロジェクト
マネジメント推進部長

情報・通信システム社金融システム事業部 事業推進本
部プロジェクトマネジメント推進部長

大井広毅

金融BU金融システム事業部事業推進本部システム統
括部長

情報・通信システム社金融システム事業部 事業推進本
部システム統括部長

柿本薫



異動後 異動前 氏名
金融BU金融システム事業部事業推進本部サービスデ
ザイン推進部長兼関西支社協創イノベーション推進部Ｅ
ｘアプローチ推進室長

関西支社企画部担当部長兼新事業推進部Ｅｘアプロー
チ推進室長

安田佳子

金融BU金融システム事業部メガバンク統合推進本部第
一部長兼金融チャネルソリューション事業部ペイメント
サービス事業推進本部ソリューション企画部長

情報・通信システム社金融システム事業部メガバンク統
合推進本部第一部長

下山高寿

金融BU金融システム事業部メガバンク統合推進本部第
二部長

情報・通信システム社金融システム事業部メガバンク統
合推進本部第二部長

中西利彦

金融BU金融システム事業部メガバンク統合推進本部第
三部長

情報・通信システム社金融システム事業部メガバンク統
合推進本部第三部長

小川博之

金融BU金融システム事業部金融システム第一本部第
一部長兼第１Ｇ主任技師

情報・通信システム社情報営業統括本部金融システム
営業統括本部事業企画本部ビジネス企画部員

豊川聡

金融BU金融システム事業部金融システム第一本部第
二部長兼第１Ｇ主任技師

情報・通信システム社金融システム事業部 金融システ
ム第一本部第二部長

勝瑞雅也

金融BU金融システム事業部金融システム第二本部第
一部長

情報・通信システム社金融システム事業部 金融システ
ム第六本部第一部長

森田真弘

金融BU金融システム事業部金融システム第二本部第
二部長

情報・通信システム社金融システム事業部 金融システ
ム第二本部第二部長

尾林北人

金融BU金融システム事業部金融システム第三本部第
一部長

情報・通信システム社金融システム事業部 金融システ
ム第三本部第一部長

高濱真史

金融BU金融システム事業部金融システム第三本部第
二部長

情報・通信システム社金融システム事業部 金融システ
ム第三本部第二部長

坂口隆志

金融BU金融システム事業部金融システム第三本部第
三部長

情報・通信システム社金融システム事業部 金融システ
ム第三本部第三部長

小故島正文

金融BU金融システム事業部金融システム第四本部第
一部長

情報・通信システム社金融システム事業部 金融システ
ム第四本部第一部長

鈴木滋

金融BU金融システム事業部金融システム第四本部第
二部長

情報・通信システム社金融システム事業部 金融システ
ム第四本部第二部長

池田秀起

金融BU金融システム事業部金融システム第五本部第
一部長

情報・通信システム社金融システム事業部 金融システ
ム第五本部第四部長

中野和則

金融BU金融システム事業部金融システム第五本部第
二部長

情報・通信システム社金融システム事業部 金融システ
ム第五本部第三部長

福永恭行

金融BU金融システム事業部金融システム第五本部第
三部長

情報・通信システム社金融システム事業部 金融システ
ム第五本部第四部担当部長

森真佐也

金融BU金融システム事業部全国金融システム本部第
一部長兼第１Ｇ主任技師

情報・通信システム社金融システム事業部 全国金融シ
ステム本部第一部長

酒井瑞洋

金融BU金融システム事業部全国金融システム本部第
二部長

情報・通信システム社金融システム事業部 全国金融シ
ステム本部第三部担当部長

江川友基



異動後 異動前 氏名
金融BU金融システム事業部全国金融システム本部第
三部長

情報・通信システム社金融システム事業部 全国金融シ
ステム本部第三部担当部長

山下禅

金融BU金融システム事業部金融ソリューション第一本
部金融システムサービス第一センタ長

情報・通信システム社金融システム事業部 金融ソリュー
ション第一本部金融システムサービス第一センタ長

福本雅美

金融BU金融システム事業部金融ソリューション第一本
部金融システムサービス第二センタ長

情報・通信システム社金融システム事業部 金融ソリュー
ション第一本部金融システムサービス第二センタ長

岸里利彦

金融BU金融システム事業部金融ソリューション第一本
部次世代開発・適用推進センタ長

情報・通信システム社金融システム事業部 金融ソリュー
ション第一本部次世代開発・適用推進第一センタセンタ
長

吉岡孝

金融BU金融システム事業部金融ソリューション第二本
部第一部長

情報・通信システム社金融システム事業部 金融ソリュー
ション第二本部第一部長

後藤哲哉

金融BU金融システム事業部金融ソリューション第二本
部第二部長

情報・通信システム社金融システム事業部 金融ソリュー
ション第二本部第三部長

荒木保雄

金融ＢＵ金融システム事業部事業主管 情報・通信システム社スマート情報システム統括本部長
兼社会イノベーション事業推進本部ソリューション・ビジ
ネス推進本部副本部長兼情報・通信システムグループ
社会イノベーション事業開発室副室長兼社会イノベー
ション事業開発室次世代インダストリ創生本部長兼社会
イノベーション事業推進本部次世代インダストリ創生推
進本部長

徳永俊昭

公共ＢＵ公共システム事業部長 情報・通信システム社公共システム事業部長 南邦明

公共BU公共システム事業部副事業部長 情報・通信システム社公共システム事業部事業主管 細矢良智

公共BU公共システム事業部事業主管 情報・通信システム社公共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

小玉陽一郎

公共BU公共システム事業部公共プロジェクトマネジメン
ト本部長

情報・通信システム社公共システム事業部公共プロジェ
クトマネジメント本部長

斎藤勝治

公共BU公共システム事業部公共プロジェクトマネジメン
ト本部公共プロジェクトマネジメント推進部長

情報・通信システム社公共システム事業部公共プロジェ
クトマネジメント本部公共プロジェクトマネジメント推進部
長

松尾真一郎

公共BU公共システム事業部公共ビジネス本部長 情報・通信システム社公共システム事業部全国公共シ
ステム第一本部全国公共システム統括部主管

下野昌之

公共BU公共システム事業部公共ビジネス本部事業推
進部長

情報・通信システム社公共システム事業部公共ビジネス
本部事業構造改革推進室長

前野裕一

公共BU公共システム事業部公共ビジネス本部プロモー
ション支援センタ長

情報・通信システム社公共システム事業部公共ビジネス
本部プロモーション支援センタ長

空久保秀彦

公共BU公共システム事業部公共ビジネス本部公共業
務サポートセンタ長

情報・通信システム社公共システム事業部公共ビジネス
本部公共業務サポートセンタ長

内田英一

公共BU公共システム事業部公共イノベーションビジネス
推進本部長

情報・通信システム社公共システム事業部公共イノベー
ションビジネス推進本部公共戦略企画部長

熊谷雪子



異動後 異動前 氏名
公共BU公共システム事業部公共イノベーションビジネス
推進本部公共戦略企画部長

情報・通信システム社公共システム事業部公共イノベー
ションビジネス推進本部公共戦略企画部担当部長

中村信次

公共BU公共システム事業部公共イノベーションビジネス
推進本部システム開発センタ長

情報・通信システム社公共システム事業部公共イノベー
ションビジネス推進本部システム開発センタ開発１Ｇ主
任技師

清水理惠子

公共BU公共システム事業部公共イノベーションビジネス
推進本部公共グローバル推進部長

情報・通信システム社公共システム事業部公共イノベー
ションビジネス推進本部公共グローバル推進部長

中島裕美

公共BU公共システム事業部官公ソリューション第一本
部長

情報・通信システム社公共システム事業部官公ソリュー
ション第一本部長

浜道勝吾

公共BU公共システム事業部官公ソリューション第一本
部官公システム第一部長

情報・通信システム社公共システム事業部官公ソリュー
ション第一本部官公システム第一部担当部長

渡辺直樹

公共BU公共システム事業部官公ソリューション第一本
部官公システム第三部長

情報・通信システム社公共システム事業部官公ソリュー
ション第三本部官公システム第七部長

松本直也

公共BU公共システム事業部官公ソリューション第一本
部官公システム第四部長

情報・通信システム社公共システム事業部官公ソリュー
ション第一本部官公システム第四部長

古田和博

公共BU公共システム事業部官公ソリューション第一本
部官公システム統括部長

情報・通信システム社公共システム事業部官公ソリュー
ション第一本部官公システム統括部長

高橋昌行

公共BU公共システム事業部官公ソリューション第二本
部長

情報・通信システム社公共システム事業部官公ソリュー
ション第二本部長

柳沼健志

公共BU公共システム事業部官公ソリューション第二本
部官公アプリケーション第二部長

情報・通信システム社公共システム事業部官公ソリュー
ション第二本部官公アプリケーション第ニ部長

佐々木浩子

公共BU公共システム事業部官公ソリューション第二本
部官公システム第二部長

情報・通信システム社公共システム事業部官公ソリュー
ション第二本部官公システム第二部長

宮本重弘

公共BU公共システム事業部官公ソリューション第二本
部官公システム第八部長

情報・通信システム社公共システム事業部官公ソリュー
ション第二本部官公システム第八部長

和田朗

公共BU公共システム事業部官公ソリューション第三本
部長

情報・通信システム社公共システム事業部官公ソリュー
ション第三本部担当本部長

羽山誉敏

公共BU公共システム事業部官公ソリューション第三本
部官公システム第五部長

情報・通信システム社公共システム事業部官公ソリュー
ション第三本部官公システム第五部長

半澤潤一

公共BU公共システム事業部官公ソリューション第三本
部官公システム第七部長

情報・通信システム社公共システム事業部官公ソリュー
ション第三本部官公システム第七部チーフプロジェクト
マネージャ

伊藤英治

公共BU公共システム事業部官公ソリューション第四本
部長

情報・通信システム社公共システム事業部官公ソリュー
ション第四本部長

中島祐司

公共BU公共システム事業部官公ソリューション第四本
部官公アプリケーション第四部長

情報・通信システム社公共システム事業部官公ソリュー
ション第四本部官公アプリケーション第四部担当部長

関本寛

公共BU公共システム事業部官公ソリューション第四本
部官公システム第九部長

情報・通信システム社公共システム事業部官公ソリュー
ション第四本部官公システム第九部長

小林正樹



異動後 異動前 氏名
公共BU公共システム事業部官公ソリューション第四本
部担当本部長兼官公ソリューション第二本部社会保障
グローバル推進センタ長

情報・通信システム社公共システム事業部官公ソリュー
ション第四本部担当本部長兼官公ソリューション第二本
部社会保障グローバル推進センタ長

田島一順

公共BU公共システム事業部全国公共システム第一本
部アプリケーション開発第一部長

情報・通信システム社公共システム事業部全国公共シ
ステム第三本部アプリケーション開発第一部長

角裕紀

公共BU公共システム事業部全国公共システム第一本
部アプリケーション開発第二部長

情報・通信システム社公共システム事業部全国公共シ
ステム第三本部アプリケーション開発第二部担当部長

小橋一夫

公共BU公共システム事業部全国公共システム第一本
部自治体システム第一部長

情報・通信システム社公共システム事業部全国公共シ
ステム第一本部自治体システム第一部長

今和泉善彦

公共BU公共システム事業部全国公共システム第一本
部自治体システム第五部長

情報・通信システム社公共システム事業部全国公共シ
ステム第二本部関西・中部公共システム第一部担当部
長

端山浩

公共BU公共システム事業部全国公共システム第一本
部自治体システム第三部長

情報・通信システム社公共システム事業部全国公共シ
ステム第一本部自治体システム第三部長

松本学

公共BU公共システム事業部全国公共システム第一本
部自治体システム第四部長

情報・通信システム社公共システム事業部全国公共シ
ステム第一本部自治体システム第四部長

小森浩隆

公共BU公共システム事業部全国公共システム第一本
部自治体システム第二部長

情報・通信システム社公共システム事業部全国公共シ
ステム第一本部自治体システム第二部長兼ＡＩＳ推進セ
ンタ長

安達浩

公共BU公共システム事業部全国公共システム第一本
部自治体ソリューション推進部長

情報・通信システム社公共システム事業部全国公共シ
ステム第一本部自治体ソリューション推進部担当部長

矢野賢二

公共BU公共システム事業部全国公共システム第一本
部全国公共システム統括部長

情報・通信システム社公共システム事業部全国公共シ
ステム第一本部全国公共システム統括部長

嶌根功吉

公共BU公共システム事業部全国公共システム第一本
部長

情報・通信システム社公共システム事業部全国公共シ
ステム第一本部長

穴山泉

公共BU公共システム事業部全国公共システム第一本
部東北公共システム部長

情報・通信システム社公共システム事業部全国公共シ
ステム第一本部東北公共システム部長

福本真司

公共BU公共システム事業部全国公共システム第二本
部関西・中部公共システム第一部長

情報・通信システム社公共システム事業部全国公共シ
ステム第二本部関西・中部公共システム第一部担当部
長

山崎寛介

公共BU公共システム事業部全国公共システム第二本
部関西・中部公共システム第二部長

情報・通信システム社公共システム事業部全国公共シ
ステム第二本部関西・中部公共システム第二部長

前田政夫

公共BU公共システム事業部全国公共システム第二本
部中国・九州公共システム部長

情報・通信システム社公共システム事業部全国公共シ
ステム第二本部中国・九州公共システム部長

衛藤博文

公共BU公共システム事業部全国公共システム第二本
部長

情報・通信システム社公共システム事業部全国公共シ
ステム第二本部担当本部長

用田明宏

公共BU公共システム事業部全国公共システム第三本
部ＩＤ基盤推進第一センタ長

情報・通信システム社公共システム事業部全国公共シ
ステム第三本部ＩＤ基盤推進第一センタ長

川口直昭

公共BU公共システム事業部全国公共システム第三本
部ＩＤ基盤推進第二センタ長

情報・通信システム社公共システム事業部全国公共シ
ステム第三本部ＩＤ基盤推進第二センタ長

田代真



異動後 異動前 氏名
公共BU公共システム事業部全国公共システム第三本
部公共システム推進第一部長兼公共基盤ソリューション
本部セキュリティソリューション推進センタ長

情報・通信システム社公共システム事業部全国公共シ
ステム第三本部公共システム推進第一部長

小野里博幸

公共BU公共システム事業部全国公共システム第三本
部公共システム推進第二部長

情報・通信システム社公共システム事業部全国公共シ
ステム第三本部公共システム推進第二部長

長嶺孝二

公共BU公共システム事業部全国公共システム第三本
部長

情報・通信システム社公共システム事業部全国公共シ
ステム第三本部担当本部長

櫻澤麻美

公共BU公共システム事業部社会基盤ソリューション本
部ＩＴＳビジネス推進センタ長

情報・通信システム社公共システム事業部防災安全ソ
リューション本部防災安全システム第一部長

日高国彰

公共BU公共システム事業部社会基盤ソリューション本
部社会基盤システム統括部長

情報・通信システム社公共システム事業部防災安全ソ
リューション本部防災安全システム統括部長

梅北泰輔

公共BU公共システム事業部社会基盤ソリューション本
部長

情報・通信システム社公共システム事業部防災安全ソ
リューション本部長

新屋元啓

公共BU公共システム事業部社会基盤ソリューション本
部防災安全システム第一部長

情報・通信システム社公共システム事業部防災安全ソ
リューション本部防災安全システム第一部担当部長

長滝栄次

公共BU公共システム事業部社会基盤ソリューション本
部防災安全システム第二部長

情報・通信システム社公共システム事業部防災安全ソ
リューション本部防災安全システム第二部長

佐藤洋行

公共BU公共システム事業部公共基盤ソリューション本
部長

情報・通信システム社公共システム事業部全国公共シ
ステム第一本部担当本部長

宇都宮洋

公共BU公共システム事業部公共基盤ソリューション本
部学術情報システム部長

情報・通信システム社公共システム事業部全国公共シ
ステム第一本部学術情報システム部長

畑中康一

公共BU公共システム事業部公共基盤ソリューション本
部公共ＨＰＣソリューションセンタ長

情報・通信システム社公共システム事業部全国公共シ
ステム第一本部サイエンスクラスタ推進センタ長

小野寺進

公共BU公共システム事業部公共基盤ソリューション本
部公共ＰＳＩ第一部長

情報・通信システム社公共システム事業部公共イノベー
ションビジネス推進本部公共ＰＳＩ第二部担当部長

柴田猛

公共BU公共システム事業部公共基盤ソリューション本
部公共ＰＳＩ第二部長

情報・通信システム社公共システム事業部公共イノベー
ションビジネス推進本部公共ＰＳＩ第二部長

佐藤康文

公共BU公共システム事業部公共基盤ソリューション本
部公共クラウドソリューション推進センタ長

情報・通信システム社公共システム事業部官公ソリュー
ション第一本部官公システム第四部担当部長

森浩康

公共BU公共システム事業部公共基盤ソリューション本
部西日本学情システム部長

情報・通信システム社公共システム事業部全国公共シ
ステム第一本部西日本学情システム部長

鵜山俊一

公共BU公共システム事業部公共基盤ソリューション本
部統括部長

情報・通信システム社公共システム事業部全国公共シ
ステム第一本部北海公共システム部長

竹原万寿生

公共BU公共システム事業部公共基盤ソリューション本
部文教システム推進部長

情報・通信システム社公共システム事業部全国公共シ
ステム第三本部文教システム推進部長

加藤敦浩

公共BU公共システム事業部公共アプリケーション開発
本部長

情報・通信システム社公共システム事業部全国公共シ
ステム第五本部長

松渕辰生



異動後 異動前 氏名
公共BU公共システム事業部公共アプリケーション開発
本部プロジェクト統括部長

情報・通信システム社公共システム事業部全国公共シ
ステム第五本部プロジェクト統括部長

井上康治

公共BU公共システム事業部公共アプリケーション開発
本部公共アプリケーション開発第一部長

情報・通信システム社公共システム事業部全国公共シ
ステム第五本部第一部長

高田典子

公共BU公共システム事業部公共アプリケーション開発
本部公共アプリケーション開発第三部長

情報・通信システム社公共システム事業部全国公共シ
ステム第四本部第二部長

横井慎一

公共BU公共システム事業部公共アプリケーション開発
本部公共アプリケーション開発第四部担当部長兼サー
ビスビジネス推進センタ長

情報・通信システム社公共システム事業部官公ソリュー
ション第五本部官公アプリケーション第六部担当部長兼
サービスビジネス推進センタ長

植阪昭浩

公共BU公共システム事業部公共アプリケーション開発
本部公共アプリケーション開発第四部長

情報・通信システム社公共システム事業部官公ソリュー
ション第五本部官公アプリケーション第六部長

平野圭一

公共BU公共システム事業部公共アプリケーション開発
本部公共アプリケーション開発第二部長

情報・通信システム社公共システム事業部全国公共シ
ステム第五本部第二部長

鷲頭浩一

公共BU公共システム営業統括本部副営業統括本部長 情報・通信システム社情報営業統括本部公共システム
営業統括本部第一営業本部長

馬島知恵

公共BU公共システム営業統括本部公共ビジネス企画
本部長兼事業管理部長

情報・通信システム社情報営業統括本部公共システム
営業統括本部公共ビジネス企画本部長

佐藤昭

公共BU公共システム営業統括本部公共ビジネス企画
本部カスタマ・リレーションズセンタ長

情報・通信システム社情報営業統括本部公共システム
営業統括本部公共ビジネス企画本部カスタマ・リレー
ションズセンタ広報・デザインＧ　部長代理

川村健

公共BU公共システム営業統括本部第一営業本部長 情報・通信システム社情報営業統括本部公共システム
営業統括本部第二営業本部第三営業部長

後藤浩司

公共BU公共システム営業統括本部第一営業本部第一
営業部長

日立中国有限公司 松田晋介

公共BU公共システム営業統括本部第一営業本部第二
営業部長

情報・通信システム社情報営業統括本部公共システム
営業統括本部第一営業本部第一営業部長

本田嘉之

公共BU公共システム営業統括本部第一営業本部公共
ヘルスケアＩＴ営業部長

情報・通信システム社情報営業統括本部サービス営業
推進本部ヘルスケア営業第一部長兼ヘルスケアＩＴ営業
部長

佐藤敢

公共BU公共システム営業統括本部第三営業本部自治
体第一営業部長

情報・通信システム社情報営業統括本部公共システム
営業統括本部第三営業本部自治体第一営業部長

池田克也

公共BU公共システム営業統括本部第三営業本部自治
体第二営業部長

情報・通信システム社情報営業統括本部公共システム
営業統括本部第二営業本部第四営業部長

小林誠

公共BU公共システム営業統括本部第三営業本部主管 情報・通信システム社情報営業統括本部公共システム
営業統括本部第三営業本部主管

西川和見

公共BU公共システム営業統括本部第三営業本部第七
営業部長

情報・通信システム社情報営業統括本部公共システム
営業統括本部第三営業本部第七営業部長

田村賢

公共BU公共システム営業統括本部第三営業本部第八
営業部長

情報・通信システム社情報営業統括本部公共システム
営業統括本部第三営業本部第八営業部長

西山重憲



異動後 異動前 氏名
公共BU公共システム営業統括本部第三営業本部第六
営業部長

情報・通信システム社情報営業統括本部公共システム
営業統括本部第三営業本部第六営業部長

大島尚

公共BU公共システム営業統括本部第三営業本部長兼
公共ビジネス推進センタ長

情報・通信システム社情報営業統括本部公共システム
営業統括本部第三営業本部長

高橋伸明

公共BU公共システム営業統括本部第四営業本部学術
情報営業部長

情報・通信システム社情報営業統括本部公共システム
営業統括本部第四営業本部学術情報営業部長

渡部真

公共BU公共システム営業統括本部第四営業本部長 情報・通信システム社情報営業統括本部公共システム
営業統括本部第四営業本部長

田中光雄

公共BU公共システム営業統括本部第四営業本部文教
情報営業部長

情報・通信システム社情報営業統括本部公共システム
営業統括本部第四営業本部文教情報営業部長

宮脇孝

公共BU公共システム営業統括本部第二営業本部イノ
ベーション営業部長

情報・通信システム社情報営業統括本部公共システム
営業統括本部第二営業本部イノベーション営業部長

日下徹

公共BU公共システム営業統括本部第二営業本部第五
営業部長

情報・通信システム社情報営業統括本部公共システム
営業統括本部日本郵政グループ営業本部郵政第一営
業部第２Ｇ　部長代理

中田昌宏

公共BU公共システム営業統括本部第二営業本部第三
営業部長

情報・通信システム社情報営業統括本部エンタープライ
ズソリューション営業統括本部産業第一営業本部第一
営業部長

熊切宜孝

公共BU公共システム営業統括本部第二営業本部第四
営業部長

中国支社公共情報システム営業部長兼福山営業所長 大越信幸

公共BU公共システム営業統括本部第二営業本部長 情報・通信システム社情報営業統括本部公共システム
営業統括本部第二営業本部長

坂口敏之

公共BU公共システム営業統括本部第二営業本部郵政
営業部長

情報・通信システム社情報営業統括本部公共システム
営業統括本部日本郵政グループ営業本部郵政第一営
業部長

清水勝孝

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部副
事業本部長兼ＩｏＴ・クラウドサービス事業部長

情報・通信システム社クラウドサービス事業部長 小野猶生

日立データシステムズ社COO兼ＩＣＴ事業統括本部員 情報・通信システム社プラットフォーム部門ＣＯＯ兼ＩＴプ
ラットフォーム事業本部長

橋本崇弘

ＩＣＴ事業統括本部ＣＴｒＯ兼株式会社日立ソリューション
ズ　［取締役社長］

情報・通信システム社ＣＳＯ　兼　システム＆サービス部
門ＣＯＯ　兼　システムソリューション事業統合推進室長
兼　経営戦略統括本部長

柴原節男

ＩＣＴ事業統括本部技師長 情報・通信システム社技師長 前田章

ＩＣＴ事業統括本部エグゼクティブストラテジスト 情報・通信システム社エグゼクティブストラテジスト 岡政秀

ＩＣＴ事業統括本部事業主管兼メインフレームマイグレー
ション推進室長

情報・通信システム社事業主管兼メインフレームマイグ
レーション推進室長

松田芳樹

ＩＣＴ事業統括本部事業主管 情報・通信システム社事業主管 河村俊明



異動後 異動前 氏名
ＩＣＴ事業統括本部リスクマネジメント責任者 情報・通信システム社リスクマネジメント責任者 児玉康平

株式会社日立システムズ取締役副社長執行役員兼当
社ＩＣＴ事業統括本部ＣＩＯ兼ＣＴＯ

株式会社日立システムズ取締役副社長執行役員兼当
社情報・通信システム社ＣＴＯ

小塚潔

ＩＣＴ事業統括本部ＣＳＯ 情報・通信システム社ＣＩＯ兼業務改革統括本部長 野村泰嗣

ＩＣＴ事業統括本部経営戦略統括本部長兼渉外本部長
兼ＩＣＴ営業統括本部営業企画本部長

情報・通信システム社経営戦略統括本部事業主管兼情
報営業統括本部営業企画本部長

松原康範

ＩＣＴ事業統括本部経営戦略統括本部副統括本部長 情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部プロダ
クト統括本部副統括本部長

中野俊夫

ＩＣＴ事業統括本部経営戦略統括本部副統括本部長 情報・通信システム社Ｓｅｎｉｏｒ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｅｖａｎｇｅｌｉ
ｓｔ

安田誠

ＩＣＴ事業統括本部経営戦略統括本部副統括本部長 情報・通信システム社エグゼクティブストラテジスト 青木周平

ＩＣＴ事業統括本部経営戦略統括本部事業戦略本部長
兼経営会計推進センタ長

情報・通信システム社経営戦略統括本部事業戦略本部
長兼経営会計推進センタ長

佐藤尚彦

ＩＣＴ事業統括本部経営戦略統括本部事業戦略本部管
理部長

情報・通信システム社経営管理統括本部経営サポート
本部管理部長兼経営戦略統括本部事業戦略本部管理
部長

中田順二

ＩＣＴ事業統括本部経営戦略統括本部事業開発本部長
兼技術管理センタ長

情報・通信システム社経営戦略統括本部事業戦略本部
担当本部長兼技術管理センタ長

浜野美樹

ＩＣＴ事業統括本部経営戦略統括本部グローバルマネジ
メント本部長

情報・通信システム社経営戦略統括本部グローバルマ
ネジメント本部長

兒玉好人

ＩＣＴ事業統括本部経営戦略統括本部渉外本部渉外企
画部長

情報・通信システム社経営管理統括本部渉外本部渉外
企画部長

白川幸博

ＩＣＴ事業統括本部経営戦略統括本部渉外本部渉外第
一部長

情報・通信システム社経営管理統括本部渉外本部渉外
第一部長

金子一久

ＩＣＴ事業統括本部経営戦略統括本部渉外本部渉外第
二部長

情報・通信システム社経営管理統括本部渉外本部渉外
第二部長

飯塚雄次郎

ＩＣＴ事業統括本部経営戦略統括本部スマートトランス
フォーメーション推進本部長

情報・通信システム社業務改革統括本部スマートトラン
スフォーメーション推進本部長

森芳一

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴイノベーション本部長 情報・通信システム社業務改革統括本部ＩＴ本部長 福中秀忠

ＩＣＴ事業統括本部ＣＩＯ付兼ＩＴイノベーション本部グルー
プＩＴ統合推進室長

日立建機株式会社経営管理統括本部ＩＴ推進本部長 玉樹正人

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴイノベーション本部グループＩＴ企画
部長

情報・通信システム社業務改革統括本部ＩＴ本部グルー
プＩＴ企画部長

川上敦



異動後 異動前 氏名
ＩＣＴ事業統括本部ＩＴイノベーション本部経営情報システ
ム部長

情報・通信システム社業務改革統括本部ＩＴ本部経営情
報システム部長

松井靖

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴイノベーション本部情報管理部長 情報・通信システム社業務改革統括本部ＩＴ本部情報管
理部長

河津弘明

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴイノベーション本部グローバル基盤
サービス部長兼経営情報システム部担当部長

情報・通信システム社業務改革統括本部ＩＴ本部グロー
バル基盤サービス部長兼情報・通信システム社業務改
革統括本部ＩＴ本部経営情報システム部担当部長

姫野晋哉

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴイノベーション本部ハーモニアス・コ
ンピテンスセンタ長

情報・通信システム社業務改革統括本部ＩＴ本部ハーモ
ニアス・コンピテンスセンタ長

堀江哲也

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴイノベーション本部ＳＣＭ第１部長 情報・通信システム社業務改革統括本部ＩＴ本部ＳＣＭ第
１部長

勝家久

ＩＣＴ事業統括本部Ｔイノベーション本部ＳＣＭ第２部長兼
統合ＥＲＰ拡大推進室長

情報・通信システム社業務改革統括本部ＩＴ本部統合Ｅ
ＲＰ拡大推進室長

塩崎達郎

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴイノベーション本部ＳＣＭ第３部長 情報・通信システム社業務改革統括本部ＩＴ本部ＳＣＭ第
３部長

藤岡秀樹

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴイノベーション本部建機ＩＴソリュー
ションセンタ長

日立建機株式会社経営管理統括本部ＩＴ推進本部業務
システム統括センタ長兼戦略システム部長

松田富士夫

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴイノベーション本部戦略システム部
長

日立建機株式会社経営管理統括本部ＩＴ推進本部業務
システム統括センタ戦略システム部ｅ－Ｓｅｒｖｉｃｅシステ
ムグループ部長代理

湯原裕治

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴイノベーション本部ビジネスシステ
ム部長

情報・通信システム社業務改革統括本部ＩＴ本部ＳＣＭ第
２部長

高槻康雄

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴイノベーション本部開発企画部長 日立建機株式会社経営管理統括本部ＩＴ推進本部開発
運用統括センタ開発企画部長

関野浩志

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴイノベーション本部運用企画部長 日立建機株式会社経営管理統括本部ＩＴ推進本部開発
運用統括センタ運用企画部長

泉孝宏

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴイノベーション本部システム技術統
括部長

日立建機株式会社経営管理統括本部ＩＴ推進本部シス
テム技術統括センタ技術戦略部長

宇井健

ＩＣＴ事業統括本部ＩＣＴ営業統括本部営業企画本部営業
企画部長

情報・通信システム社情報営業統括本部営業企画本部
営業企画部長

根村真人

ＩＣＴ事業統括本部ＩＣＴ営業統括本部営業企画本部営業
推進部長

情報・通信システム社情報営業統括本部営業企画本部
営業推進部長

山田清秀

ＩＣＴ事業統括本部ＩＣＴ営業統括本部営業企画本部カス
タマリレーション部長

情報・通信システム社情報営業統括本部営業企画本部
カスタマリレーション部長

上田良彦

ＩＣＴ事業統括本部ＩＣＴ営業統括本部営業企画本部営業
事務統括部長

情報・通信システム社情報営業統括本部営業企画本部
営業事務統括部長

矢野達志

ＩＣＴ事業統括本部ＩＣＴ営業統括本部サービス営業推進
本部長兼サービスプラットフォーム事業本部ＩｏＴ・クラウ
ドサービス事業部ビジネスプロデュース本部長

情報・通信システム社情報営業統括本部サービス営業
推進本部長兼クラウドサービス事業部ビジネスプロ
デュース本部長

樋川克也



異動後 異動前 氏名
ＩＣＴ事業統括本部ＩＣＴ営業統括本部サービス営業推進
本部ソリューション開発営業部長

情報・通信システム社情報営業統括本部サービス営業
推進本部ソリューション開発営業部長

坂内聡

ＩＣＴ事業統括本部ＩＣＴ営業統括本部サービス営業推進
本部クラウドサービス営業部長

情報・通信システム社情報営業統括本部サービス営業
推進本部クラウドサービス営業部長

宮田俊一

ＩＣＴ事業統括本部ＩＣＴ営業統括本部プラットフォームソ
リューション営業統括本部長

情報・通信システム社情報営業統括本部ゼネラルマー
ケットビジネス統括本部統括本部長

山村陽一

ＩＣＴ事業統括本部ＩＣＴ営業統括本部プラットフォームソ
リューション営業統括本部パートナービジネス第一営業
本部長

情報・通信システム社情報営業統括本部ゼネラルマー
ケットビジネス統括本部パートナービジネス第一営業本
部長

磯田滋文

ＩＣＴ事業統括本部ＩＣＴ営業統括本部プラットフォームソ
リューション営業統括本部パートナービジネス第一営業
本部チーフプロジェクトマネージャ

情報・通信システム社情報営業統括本部公共システム
営業統括本部第二営業本部第五営業部長

今野健悟

ＩＣＴ事業統括本部ＩＣＴ営業統括本部プラットフォームソ
リューション営業統括本部パートナービジネス第一営業
本部第一営業部長

情報・通信システム社情報営業統括本部ゼネラルマー
ケットビジネス統括本部パートナービジネス第一営業本
部第一営業部第一グループ部長代理

石橋哲郎

プラットフォームソリューション営業統括本部パートナー
ビジネス第一営業本部員但し株式会社日立ソリューショ
ンズクリエイト出向

ゼネラルマーケットビジネス統括本部パートナービジネ
ス第一営業本部第二営業部長

井出修

ＩＣＴ事業統括本部ＩＣＴ営業統括本部プラットフォームソ
リューション営業統括本部パートナービジネス第一営業
本部第二営業部長

九州支社企画部パートナー営業グループ部長代理 大石誠

ＩＣＴ事業統括本部ＩＣＴ営業統括本部プラットフォームソ
リューション営業統括本部パートナービジネス第一営業
本部第三営業部長

情報・通信システム社情報営業統括本部ゼネラルマー
ケットビジネス統括本部パートナービジネス第一営業本
部第三営業部長

箱崎豪

ＩＣＴ事業統括本部ＩＣＴ営業統括本部プラットフォームソ
リューション営業統括本部パートナービジネス第二営業
本部長

情報・通信システム社情報営業統括本部ゼネラルマー
ケットビジネス統括本部パートナービジネス第二営業本
部長

田村貞雄

ＩＣＴ事業統括本部ＩＣＴ営業統括本部プラットフォームソ
リューション営業統括本部パートナービジネス第二営業
本部第一営業部長

情報・通信システム社情報営業統括本部ゼネラルマー
ケットビジネス統括本部パートナービジネス第二営業本
部第一営業部長

松田雅弘

ＩＣＴ事業統括本部ＩＣＴ営業統括本部プラットフォームソ
リューション営業統括本部パートナービジネス第二営業
本部第二営業部長

情報・通信システム社情報営業統括本部ゼネラルマー
ケットビジネス統括本部パートナービジネス第二営業本
部特定パートナー推進プロジェクト部長代理

伊藤融

ＩＣＴ事業統括本部ＩＣＴ営業統括本部プラットフォームソ
リューション営業統括本部パートナービジネス第二営業
本部第三営業部長

情報・通信システム社情報営業統括本部金融システム
営業統括本部金融営業第三本部第二部担当部長

吉崎鉄也

ＩＣＴ事業統括本部ＩＣＴ営業統括本部プラットフォームソ
リューション営業統括本部パートナービジネス第二営業
本部第四営業部長

情報・通信システム社情報営業統括本部ゼネラルマー
ケットビジネス統括本部パートナービジネス第二営業本
部第四営業部長

関久仁子

ＩＣＴ事業統括本部ＩＣＴ営業統括本部プラットフォームソ
リューション営業統括本部パートナービジネス第二営業
本部チーフプロジェクトマネージャ

情報・通信システム社情報営業統括本部ゼネラルマー
ケットビジネス統括本部パートナービジネス第二営業本
部第二営業部長兼第二営業部第四グループ部長代理

立石寛

ＩＣＴ事業統括本部ＩＣＴ営業統括本部プラットフォームソ
リューション営業統括本部ビジネス企画本部長

情報・通信システム社情報営業統括本部ゼネラルマー
ケットビジネス統括本部ビジネス企画本部長

松本和裕

ＩＣＴ事業統括本部ＩＣＴ営業統括本部プラットフォームソ
リューション営業統括本部ビジネス企画本部事業企画
部長

情報・通信システム社情報営業統括本部ゼネラルマー
ケットビジネス統括本部ビジネス企画本部事業企画部
長

植松博明

ＩＣＴ事業統括本部ＩＣＴ営業統括本部プラットフォームソ
リューション営業統括本部ビジネス企画本部エリアビジ
ネス推進センタ長

情報・通信システム社情報営業統括本部ゼネラルマー
ケットビジネス統括本部ビジネス企画本部エリアビジネ
ス推進センタ長

木原史朗



異動後 異動前 氏名
ＩＣＴ事業統括本部ＩＣＴ営業統括本部プラットフォームソ
リューション営業統括本部ビジネス企画本部パートナー
ビジネス推進センタ長

情報・通信システム社情報営業統括本部ゼネラルマー
ケットビジネス統括本部ビジネス企画本部パートナービ
ジネス推進センタ長

佐々木優喜

ＩＣＴ事業統括本部ＩＣＴ営業統括本部プラットフォームソ
リューション営業統括本部ビジネス企画本部パートナー
支援センタ長

情報・通信システム社情報営業統括本部ゼネラルマー
ケットビジネス統括本部ビジネス企画本部プラットフォー
ムコンフィギレーションセンタ長

八木茂行

ＩＣＴ事業統括本部システム＆サービス事業管理統括本
部長　兼生産技術本部長

情報・通信システム社事業主管　兼　プロジェクトマネジ
メント統括推進本部長　兼　ビジネスソリューション推進
本部長

村瀬武志

ＩＣＴ事業統括本部システム＆サービス事業管理統括本
部プロジェクトマネジメント統括推進本部担当本部長兼Ｉ
Ｔ人財マネジメントセンタ長

情報･通信システム社プロジェクトマネジメント統括推進
本部担当本部長兼情報･通信システム社プロジェクトマ
ネジメント統括推進本部ＩＴ人財マネジメントセンタ長

初田賢司

ＩＣＴ事業統括本部 システム＆サービス事業管理統括本
部プロジェクトマネジメント統括推進本部プロジェクトマ
ネジメント推進部長

情報･通信システム社プロジェクトマネジメント統括推進
本部プロジェクトマネジメント推進部長

大野久志

ＩＣＴ事業統括本部システム＆サービス事業管理統括本
部生産技術本部計画部長

情報･通信システム社生産技術本部計画部長 幕田行雄

ＩＣＴ事業統括本部システム＆サービス事業管理統括本
部生産技術本部ソフトウェアエンジニアリング技術開発
部長

情報･通信システム社生産技術本部ソフトウェアエンジ
ニアリング技術開発部長

岡野信保

ＩＣＴ事業統括本部システム＆サービス事業管理統括本
部生産技術本部基盤開発部長

情報･通信システム社生産技術本部基盤開発部長 中村満明

ＩＣＴ事業統括本部システム＆サービス事業管理統括本
部生産技術本部ナレッジ推進センタ長兼金融生産技術
部オフショアＧ主任技師

情報･通信システム社生産技術本部ナレッジ推進センタ
長

森田真理

ＩＣＴ事業統括本部システム＆サービス事業管理統括本
部生産技術本部金融生産技術部長

情報･通信システム社生産技術本部金融生産技術部長 上野洋子

ＩＣＴ事業統括本部システム＆サービス事業管理統括本
部生産技術本部エンタープライズソリューション・社会生
産技術部長

情報･通信システム社生産技術本部エンタープライズソ
リューション生産技術部長

宮崎肇之

ＩＣＴ事業統括本部システム＆サービス事業管理統括本
部生産技術本部公共生産技術部長兼公共ビジネスユ
ニット公共システム事業部員兼公共システム事業部公
共イノベーションビジネス推進本部システム開発センタ
副センタ長

情報･通信システム社生産技術本部公共生産技術部長
兼(情公共)事業部員兼公共イノベーションビジネス推進
本部システム開発センタ副センタ長

小山清美

ＩＣＴ事業統括本部システム＆サービス事業管理統括本
部ビジネスプロセスマネジメント本部長

情報・通信システム社業務改革統括本部業務プロセス
管理本部長兼業務プロセス管理部長兼建設事業監理セ
ンタ長

坂康禎

ＩＣＴ事業統括本部システム＆サービス事業管理統括本
部ビジネスプロセスマネジメント本部ビジネスマネジメン
ト統括部長

情報・通信システム社業務改革統括本部業務プロセス
管理本部技術部統括センタ長

辻貴志

ＩＣＴ事業統括本部システム＆サービス事業管理統括本
部ビジネスプロセスマネジメント本部金融ビジネスマネ
ジメント部長

情報・通信システム社金融システム事業部技術部長 牧野英人

ＩＣＴ事業統括本部システム＆サービス事業管理統括本
部ビジネスプロセスマネジメント本部公共ビジネスマネ
ジメント部長

情報・通信システム社公共システム事業部公共ビジネス
本部技術部担当部長

鎌田研

ＩＣＴ事業統括本部システム＆サービス事業管理統括本
部ビジネスプロセスマネジメント本部産業ビジネスマネ
ジメント部長

情報・通信システム社エンタープライズソリューション事
業部技術部長

佐取和彦

ＩＣＴ事業統括本部システム＆サービス事業管理統括本
部ビジネスプロセスマネジメント本部社会ビジネスマネ
ジメント部長

情報・通信システム社社会システム事業部技術部長 中田裕明



異動後 異動前 氏名
ＩＣＴ事業統括本部システム＆サービス事業管理統括本
部ビジネスプロセスマネジメント本部サービスビジネスマ
ネジメント部長

情報・通信システム社クラウドサービス事業部事業推進
本部技術部長

渡辺裕行

ＩＣＴ事業統括本部システム＆サービス事業管理統括本
部ビジネスプロセスマネジメント本部経営管理部長

情報・通信システム社業務改革統括本部業務プロセス
管理本部経営管理部長

佐藤左千也

ＩＣＴ事業統括本部システム＆サービス事業管理統括本
部ビジネスプロセスマネジメント本部社会イノベーション
プロセスデザインセンタ長

情報・通信システム社業務改革統括本部業務プロセス
管理本部経営管理部第２Ｇ部長代理

松井恵蔵

ＩＣＴ事業統括本部システム＆サービス事業管理統括本
部ビジネスプロセスマネジメント本部業務プロセス管理
部長

情報・通信システム社業務改革統括本部業務プロセス
管理本部業務プロセス管理部企画Ｇ部長代理

新町健太郎

ＩＣＴ事業統括本部システム＆サービス事業管理統括本
部ビジネスプロセスマネジメント本部スマート情報ビジネ
スマネジメント部長

情報・通信システム社スマート情報システム統括本部戦
略企画本部技術センタ長兼業務改革統括本部業務プロ
セス管理本部技術部統括センタ員

沢田欣男

ＩＣＴ事業統括本部スマート情報システム統括本部長 情報・通信システム社金融システム事業部事業主管兼
金融システム第一本部長

伊藤洋三

ＩＣＴ事業統括本部スマート情報システム統括本部戦略
企画本部長

情報・通信システム社スマート情報システム統括本部ス
マートビジネス本部担当本部長兼社会イノベーション事
業推進本部次世代インダストリ創生推進本部情報制御
イノベーション本部担当本部長

石崎健史

ＩＣＴ事業統括本部スマート情報システム統括本部ヘル
スケア本部長兼ヘルスケアＢＵヘルスケアソリューション
事業部担当本部長

情報・通信システム社スマート情報システム統括本部ヘ
ルスケア本部長

藤岡宏一郎

ＩＣＴ事業統括本部スマート情報システム統括本部ス
マートビジネス本部長兼社会イノベーション事業推進本
部社会イノベーション事業推進本部新事業推進本部新
事業開発本部担当本部長

情報・通信システム社スマート情報システム統括本部ス
マートビジネス本部長兼ＩＴビジネスサービス本部ソ
リューション本部担当本部長兼社会イノベーション事業
開発室新事業開発本部本部員兼社会イノベーション事
業推進本部新事業推進本部担当本部長

平川真

ＩＣＴ事業統括本部スマート情報システム統括本部戦略
企画本部企画部長

情報・通信システム社経営戦略統括本部事業戦略本部
経営企画ユニット部長

伊藤淳史

ＩＣＴ事業統括本部スマート情報システム統括本部サー
ビス事業マネジメント推進センタ長

情報・通信システム社スマート情報システム統括本部戦
略企画本部プロジェクトマネジメント推進センタ長

谷口浩一

ＩＣＴ事業統括本部スマート情報システム統括本部ヘル
スケア本部ヘルスケアＩＴビジネス推進部長

情報・通信システム社スマート情報システム統括本部ヘ
ルスケア本部ヘルスケアＩＴビジネス推進部長

山中俊哉

ＩＣＴ事業統括本部スマート情報システム統括本部ヘル
スケア本部保険者事業ソリューション部長

情報・通信システム社スマート情報システム統括本部ヘ
ルスケア本部保険者事業ソリューション部長兼公共シス
テム事業部官公ソリューション第二本部本部長付

高倉一敏

ＩＣＴ事業統括本部スマート情報システム統括本部ヘル
スケア本部ヘルスケアＩＴサービス部長

情報・通信システム社スマート情報システム統括本部ヘ
ルスケア本部ヘルスサイエンスソリューション部長

菅野和弥

ＩＣＴ事業統括本部スマート情報システム統括本部ヘル
スケア本部医療情報ソリューション部長

情報・通信システム社スマート情報システム統括本部ヘ
ルスケア本部医療情報ソリューション部長

成田弘哉

ＩＣＴ事業統括本部スマート情報システム統括本部ヘル
スケア本部健診・検査ソリューション部長

情報・通信システム社スマート情報システム統括本部ヘ
ルスケア本部健診・検査ソリューション部長

潮田武

ＩＣＴ事業統括本部スマート情報システム統括本部ス
マートビジネス本部スマート情報システム部長兼社会イ
ノベーション事業推進本部新事業推進本部新事業開発
本部担当部長

情報・通信システム社スマート情報システム統括本部ス
マートビジネス本部システム部長

多田勝己



異動後 異動前 氏名
ＩＣＴ事業統括本部スマート情報システム統括本部ス
マートビジネス本部Ｏ＆Ｍサービス事業推進部長兼
サービスプラットフォーム事業本部サイバーセキュリティ
事業統括本部担当部長

情報・通信システム社スマート情報システム統括本部ス
マートビジネス本部Ｏ＆Ｍクラウドサービス事業推進セ
ンタ長兼ＩＴビジネスサービス本部ソリューション本部ＩｏＴ
ソリューション推進プロジェクト担当部長兼サイバーセ
キュリティ事業統括本部担当部長

藤城孝宏

ＩＣＴ事業統括本部スマート情報システム統括本部ス
マートビジネス本部Ｔ＆Ｄソリューション部長

情報・通信システム社スマート情報システム統括本部
サービスプラットフォーム本部サービスプラットフォーム
ソリューション部長

本間聡

ＩＣＴ事業統括本部スマート情報システム統括本部ス
マートビジネス本部ＶＰＰソリューション部長

情報・通信システム社スマート情報システム統括本部戦
略企画本部企画部長

水野善弘

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部事
業主管兼ＩｏＴ推進本部ＩｏＴプロジェクト推進本部担当本
部長兼情報制御イノベーション部長

情報・通信システム社スマート情報システム統括本部事
業主管兼ビッグデータソリューション本部長兼情報・通
信システムグループ社会イノベーション事業開発室副室
長兼次世代インダストリ創生本部情報制御イノベーショ
ン部長兼社会イノベーション事業推進本部次世代インダ
ストリ創生推進本部担当本部長兼情報制御イノベーショ
ン本部長

渡邉友範

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部デ
ジタルソリューション推進本部ビックデータビジネス開発
センタ長

情報・通信システム社スマート情報システム統括本部
ビッグデータソリューション本部先端ビジネス開発センタ
長

工藤伸弘

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部デ
ジタルソリューション推進本部ＡＩビジネス推進室長

情報・通信システム社スマート情報システム統括本部
ビッグデータソリューション本部ＡＩビジネス推進室長

難波康晴

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部デ
ジタルソリューション推進本部Ｅｘアプローチ推進センタ
長

情報・通信システム社スマート情報システム統括本部Ｅｘ
アプローチ推進センタ長

豊田誠司

ＩＣＴ事業統括本部輸出関連管理本部長 情報・通信システム社経営管理統括本部経営サポート
本部担当本部長兼輸出関連管理部長

小金宏行

ＩＣＴ事業統括本部環境推進本部長 情報・通信システム社グローバルモノづくり統括本部共
通設計本部長

出居昭男

ＩＣＴ事業統括本部環境推進本部環境戦略センタ長 情報・通信システム社経営管理統括本部経営サポート
本部環境戦略センタ長

並河治

ＩＣＴ事業統括本部環境推進本部環境推進センタ長 情報・通信システム社経営管理統括本部経営サポート
本部環境推進センタ長

金久保貴史

ＩＣＴ事業統括本部環境推進本部環境整備センタ長 情報・通信システム社経営管理統括本部経営サポート
本部環境整備センタ長

柄沢敏行

ＩＣＴ事業統括本部環境推進本部製品回収サービスセン
タ長

情報・通信システム社経営管理統括本部経営サポート
本部製品回収サービスセンタ長

宮内雅司

ＩＣＴ事業統括本部人事総務本部担当本部長兼コンプラ
イアンス本部長

情報・通信システム社人事総務本部担当本部長兼経営
管理統括本部コンプライアンス本部長

高本真樹

ＩＣＴ事業統括本部コーポレートコミュニケーション本部長 情報・通信システム社経営管理統括本部コーポレートコ
ミュニケーション本部本部長

あべ松伸也

ＩＣＴ事業統括本部コーポレートコミュニケーション本部ブ
ランド戦略部長

情報・通信システム社経営管理統括本部コーポレートコ
ミュニケーション本部ブランド戦略部長

大宮孝

ＩＣＴ事業統括本部コーポレートコミュニケーション本部宣
伝部長兼宣伝１Ｇ部長代理

情報・通信システム社経営管理統括本部コーポレートコ
ミュニケーション本部宣伝部長

平野知樹



異動後 異動前 氏名
ＩＣＴ事業統括本部コーポレートコミュニケーション本部広
報部長兼広報１Ｇ部長代理

社会イノベーション事業推進本部マーケティング・コミュ
ニケーション部担当部長

谷井幹太郎

ＩＣＴ事業統括本部コーポレートコミュニケーション本部Ｃ
ＳＲ部長兼ＣＳＲ部長代理兼ブランド戦略部担当部長

情報・通信システム社経営管理統括本部コーポレートコ
ミュニケーション本部ブランド戦略部担当部長

増田典生

ＩＣＴ事業統括本部監査室長 情報・通信システム社経営管理統括本部監査室長兼監
査センタ長兼内部統制管理センタ長

山口博

ＩＣＴ事業統括本部監査室監査センタ長 情報・通信システム社経営管理統括本部監査室監査セ
ンタ部長

横山俊彦

ＩＣＴ事業統括本部監査室内部統制管理センタ長 情報・通信システム社財務本部ＩＴプラットフォーム経理
部長

菅野道明

ＩＣＴ事業統括本部品質保証本部長 情報･通信システム社品質保証本部長兼情報･通信シス
テム社高信頼性プロジェクト管理本部員

加藤浩之

ＩＣＴ事業統括本部品質保証本部担当本部長 兼品質保
証本部グローバル品質保証センタ長

情報･通信システム社品質保証本部担当本部長兼情
報･通信システム社品質保証本部グローバル品質保証
センタ長兼情報･通信システム社高信頼性プロジェクト
管理本部員

大石晃裕

ＩＣＴ事業統括本部品質保証本部カンパニーＱＡ推進セ
ンタ長兼品質保証本部ＱＡセンタ長兼品質保証本部ＱＡ
センタＳＳＴ推進Ｇ主任技師

情報･通信システム社品質保証本部カンパニーＱＡ推進
センタ長兼情報･通信システム社品質保証本部ＱＡセン
タ長兼(情クラ)セキュリティ先端技術本部ＨＩＲＴセンタ員
兼情報･通信システム社品質保証本部ＱＡセンタＳＳＴ推
進Ｇ主任技師

宮山久夫

ＩＣＴ事業統括本部品質保証本部品質システムセンタ長 情報･通信システム社品質保証本部品質システムセンタ
長

相澤滋

ＩＣＴ事業統括本部品質保証本部ＨＲＳ推進部長 情報･通信システム社高信頼性プロジェクト管理ＨＲＳ推
進部長

小林康志

ＩＣＴ事業統括本部品質保証本部アプリケーション品質保
証センタ長兼品質保証本部金融システム品質保証部担
当部長

情報･通信システム社品質保証本部アプリケーション品
質保証センタ長兼情報･通信システム社品質保証本部
金融システム品質保証部担当部長

中野秀一

ＩＣＴ事業統括本部品質保証本部金融システム品質保証
部長

情報･通信システム社品質保証本部金融システム品質
保証部長

野瀬徹郎

ＩＣＴ事業統括本部品質保証本部金融チャネルソリュー
ション品質保証部長

情報･通信システム社品質保証本部金融システム品質
保証部担当部長

岩本貞次

ICT事業統括本部品質保証本部公共システム品質保証
部長兼公共ビジネスユニット公共システム事業部員

情報･通信システム社品質保証本部公共システム品質
保証部長兼(情公共)事業部員

中山仁

ＩＣＴ事業統括本部品質保証本部サービス品質統括セン
タ長

情報･通信システム社品質保証本部サービス品質統括
センタ長兼クラウドサービス品質保証部長兼情報･通信
システム社クラウドサービス事業部セキュリティ先端技
術本部ＨＩＲＴセンタ員

中田雅弘

ＩＣＴ事業統括本部品質保証本部スマート情報システム
品質保証部長

情報･通信システム社品質保証本部クラウドサービス品
質保証部担当部長兼クラウドサービス品質保証部クラ
ウドＧ主任技師

山下禎文

ICT事業統括本部品質保証本部エンタープライズソ
リューション品質保証部長

情報･通信システム社品質保証本部エンタープライズソ
リューション品質保証部長

山田健治

ＩＣＴ事業統括本部品質保証本部社会システム品質保証
部長

情報･通信システム社品質保証本部社会システム品質
保証部長兼社会システム品質保証部保証Ｇ主任技師

安藤正博



異動後 異動前 氏名
ＩＣＴ事業統括本部品質保証本部クラウドサービス品質
保証部長

情報･通信システム社品質保証本部社会システム品質
保証部担当部長兼品質システムセンタ主任技師

水野智之

ＩＣＴ事業統括本部調達本部長 バリューチェーン・インテグレーション統括本部企画管理
部長

溝口達也

ＩＣＴ事業統括本部調達本部担当本部長兼ハード調達企
画部長

情報・通信システム社調達本部担当本部長兼ハード調
達企画部長

佐藤耕一

ＩＣＴ事業統括本部調達本部調達企画部長 情報・通信システム社調達本部公共システム調達部長
兼カンパニー調達企画部長

高取寿

ＩＣＴ事業統括本部調達本部アライアンス調達部長兼プ
ラットフォーム調達部担当部長兼バリューチェーン・イン
テグレーション統括本部バリューチェーン・インテグレー
ション推進本部プロジェクト統括本部サービス協創アラ
イアンス部長

情報・通信システム社調達本部グローバル調達企画部
長

舛井敦

ＩＣＴ事業統括本部調達本部金融システム調達部長 情報・通信システム社調達本部金融システム調達部金
融調達第１Ｇ部長代理

西重陽

ＩＣＴ事業統括本部調達本部公共システム調達部長 情報・通信システム社調達本部公共システム調達部担
当部長

高久重仁

ＩＣＴ事業統括本部調達本部社会システム調達部長 情報・通信システム社調達本部社会システム調達部長 吉崎哲朗

ＩＣＴ事業統括本部調達本部産業流通ソリューション・
サービス調達部長

情報・通信システム社調達本部サービス・ソリューション
調達部長

澤井真里

ＩＣＴ事業統括本部調達本部プラットフォーム調達部長 戦略企画本部経営企画室企画員(但し、株式会社日立
総合計画研究所出向)

関根啓一

ＩＣＴ事業統括本部調達本部ＰＣＢＡ部品調達部長 情報・通信システム社調達本部ＰＣＢＡ部品調達部長 大林康人

ＩＣＴ事業統括本部調達本部ＣＴＯ調達部長 情報・通信システム社調達本部ＣＴＯ調達部ＣＴＯ調達
第２Ｇ部長代理

大沼謙太郎

ＩＣＴ事業統括本部調達本部システム品調達部長 情報・通信システム社調達本部金融システム調達部長 日野崇

ＩＣＴ事業統括本部ＣＦＯ兼財務本部長 情報・通信システム社財務本部長担当本部長 河野喜次

ＩＣＴ事業統括本部財務本部担当本部長兼フロントビジ
ネス財務部長

情報・通信システム社財務本部プラットフォーム財務部
長

麻蒔昌史

ＩＣＴ事業統括本部財務本部担当本部長兼サービス・プ
ラットフォーム・プロダクト財務部長兼サービス＆プラット
フォームＢＵ財務部長

情報・通信システム社財務本部サービス経理部長 森山英一

ＩＣＴ事業統括本部財務本部財務部長 情報・通信システム社財務本部財務部長 大和田洋司

ＩＣＴ事業統括本部財務本部営業業務部長 情報・通信システム社財務本部営業業務部長 青木和良



異動後 異動前 氏名
ＩＣＴ事業統括本部財務本部金融・ＡＰ経理部長 情報・通信システム社財務本部金融・ＡＰ経理部長 桑田哲郎

ＩＣＴ事業統括本部財務本部公共経理部長 情報・通信システム社財務本部公共経理部長 藏内隆夫

ＩＣＴ事業統括本部財務本部社会システム経理部長 情報・通信システム社財務本部社会システム経理部長 長江浩司

ＩＣＴ事業統括本部財務本部産業・流通財務部長 情報・通信システム社財務本部公共経理部担当部長 新畑寿一

ＩＣＴ事業統括本部財務本部サービスプラットフォーム経
理部長

情報・通信システム社財務本部サービス経理部担当部
長

大熊基之

ＩＣＴ事業統括本部財務本部プロダクト経理部長 情報・通信システム社財務本部ＩＴプラットフォーム経理
部担当部長

大野拓明

ＩＣＴ事業統括本部ＣＨＲＯ兼人事総務本部長 情報・通信システム社ＣＨＲＯ　兼　人事総務本部長 豊島聖史

ＩＣＴ事業統括本部人事総務本部人財企画部長 情報・通信システム社人事総務本部人財企画部長 三家本芳浩

ＩＣＴ事業統括本部人事総務本部勤労部長 人財統括本部員(但し、日立アプライアンス株式会社出
向［総務本部　栃木総務部長］)

山内一生

ＩＣＴ事業統括本部人事総務本部総務部長 情報・通信システム社人事総務本部総務部長 佐藤義幸

ＩＣＴ事業統括本部人事総務本部法務部長 情報・通信システム社人事総務本部　法務部長 原山英之

ＩＣＴ事業統括本部人事総務本部金融・公共人事部長 情報・通信システム社人事総務本部金融・ＡＰ人事部長 中村宏二郎

ＩＣＴ事業統括本部人事総務本部直轄人事部長 情報・通信システム社人事総務本部直轄人事部長 伊藤雅夫

ＩＣＴ事業統括本部人事総務本部産業・社会人事部長 情報・通信システム社人事総務本部人財企画部担当部
長　兼　社会人事部長

佐藤康友

ＩＣＴ事業統括本部人事総務本部サービスプラットフォー
ム・プロダクツ人事部長

情報・通信システム社人事総務本部サービス人事部長 兼氏隆太

ＩＣＴ事業統括本部社会システム事業部長兼エネルギー
ソリューションＢＵエネルギー情報システム事業部長

情報・通信システム社社会システム事業部長 永野勝也

ＩＣＴ事業統括本部ＩＣＴ営業統括本部グローバル営業統
括本部長兼グローバル営業第二本部長

情報・通信システム社情報営業統括本部国際情報通信
統括本部グローバル営業第二本部長

林原正晃

ＩＣＴ事業統括本部ＩＣＴ営業統括本部グローバル営業統
括本部グローバル営業第一本部長

情報・通信システム社情報営業統括本部国際情報通信
統括本部グローバル営業第一本部長

北村聡



異動後 異動前 氏名
ＩＣＴ事業統括本部ＩＣＴ営業統括本部グローバル営業統
括本部グローバル営業第一本部主管兼プロジェクトサ
ポートセンタ長兼ＤＩＳプロジェクト長

情報・通信システム社情報営業統括本部国際情報通信
統括本部グローバル営業第一本部主管兼プロジェクト
サポートセンタ長兼ＤＩＳプロジェクト長

浜崎孝志

ＩＣＴ事業統括本部ＩＣＴ営業統括本部グローバル営業統
括本部グローバル営業第一本部営業第一部長

情報・通信システム社情報営業統括本部国際情報通信
統括本部グローバル営業第一本部営業第一部長

平尾淳

ＩＣＴ事業統括本部ＩＣＴ営業統括本部グローバル営業統
括本部グローバル営業第一本部営業第二部長

情報・通信システム社情報営業統括本部国際情報通信
統括本部グローバル営業第一本部営業第二部長

福尾英樹

ＩＣＴ事業統括本部ＩＣＴ営業統括本部グローバル営業統
括本部グローバル営業第二本部Ｈｉｔａｃｈｉコンバージェン
ス部長兼社会イノベーション事業推進センタ長

情報・通信システム社情報営業統括本部国際情報通信
統括本部グローバル営業第二本部Ｈｉｔａｃｈｉコンバージェ
ンス部長兼社会イノベーション事業推進センタ長

後藤裕里

ＩＣＴ事業統括本部ＩＣＴ営業統括本部グローバル営業統
括本部グローバル営業第二本部地域事業推進部長

情報・通信システム社情報営業統括本部国際情報通信
統括本部グローバル営業第二本部地域事業推進部長

酒井宏昌

ＩＣＴ事業統括本部ＩＣＴ営業統括本部グローバル営業統
括本部グローバル営業第二本部中国事業推進部長

情報・通信システム社情報営業統括本部国際情報通信
統括本部グローバル営業第二本部中国事業推進部長

笠井伸一

ＩＣＴ事業統括本部ＩＣＴ営業統括本部グローバル営業統
括本部管理企画部長

情報・通信システム社情報営業統括本部国際情報通信
統括本部管理企画部長

木村健一

ＩＣＴ事業統括本部アプリケーションサービス事業部長 情報・通信システム社アプリケーションサービス事業部
副事業部長

山橋哲也

ＩＣＴ事業統括本部アプリケーションサービス事業部第一
アプリケーション本部長

情報・通信システム社アプリケーションサービス事業部
第四アプリケーション本部長

近藤徹

ＩＣＴ事業統括本部アプリケーションサービス事業部サー
ビスソリューション本部長

情報・通信システム社アプリケーションサービス事業部
サービスソリューション本部サービス統括部長

秋庭真一

ＩＣＴ事業統括本部アプリケーションサービス事業部第四
アプリケーション本部長

情報・通信システム社アプリケーションサービス事業部
第四アプリケーション本部第二アプリケーション設計部
長

元山厚

ＩＣＴ事業統括本部アプリケーションサービス事業部第五
アプリケーション本部長

情報・通信システム社社会システム事業部交通情報シ
ステム本部担当本部長

内山賢一

ＩＣＴ事業統括本部アプリケーションサービス事業部サー
ビスソリューション本部サービス統括部長

情報・通信システム社アプリケーションサービス事業部
サービスソリューション本部技術統括部チーフテクニカ
ルマネージャ

清水薫

ＩＣＴ事業統括本部アプリケーションサービス事業部第五
アプリケーション本部第一アプリケーション設計部長

情報・通信システム社社会システム事業部交通情報シ
ステム本部開発センタ長

草部真一

ＩＣＴ事業統括本部アプリケーションサービス事業部第五
アプリケーション本部第二アプリケーション設計部長

情報・通信システム社社会システム事業部交通情報シ
ステム本部開発センタ事業推進グループ主任技師

茂木栄

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部サ
イバーセキュリティ事業統括本部セキュリティ先端技術
本部ＨＩＲＴセンタ長

情報・通信システム社クラウドサービス事業部セキュリ
ティ先端技術本部ＨＩＲＴセンタ長

角田浩一

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部サ
イバーセキュリティ事業統括本部セキュリティ先端技術
本部セキュリティ先端技術部長

情報・通信システム社クラウドサービス事業部セキュリ
ティ先端技術本部セキュリティ先端技術部長

淡路幸嗣

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部サ
イバーセキュリティ事業統括本部セキュリティ先端技術
本部セキュリティイノベーション推進センタ長

情報・通信システム社クラウドサービス事業部セキュリ
ティ先端技術本部セキュリティ技術戦略部長

澤田昭人



異動後 異動前 氏名
ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部事業主管兼基盤開発本部長

情報・通信システム社クラウドサービス事業部基盤開発
本部長

郷博

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部グループクラウドサービスセ
ンタ長

情報・通信システム社クラウドサービス事業部グループ
クラウドサービスセンタ長

井上進一朗

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部ビジネスプロデュース本部ビ
ジネス企画部長

情報・通信システム社クラウドサービス事業部ビジネス
プロデュース本部ビジネス企画部長

秋沢充

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部ビジネスプロデュース本部ア
ライアンス推進センタ長

情報・通信システム社クラウドサービス事業部ビジネス
プロデュース本部アライアンス推進センタ長

小川秀樹

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部ビジネスプロデュース本部ビ
ジネスプロデュースセンタ長

情報・通信システム社クラウドサービス事業部ビジネス
プロデュース本部商品・プロモーション部長

杉山和仁

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部エンジニアリングサービス本
部長

情報・通信システム社クラウドサービス事業部エンジニ
アリングサービス本部長

九野伸

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部エンジニアリングサービス本
部プロフェッショナルサービス部長

情報・通信システム社クラウドサービス事業部エンジニ
アリングサービス本部エンジニアリング第１部長

山中悟

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部エンジニアリングサービス本
部サービスインテグレーション部長

情報・通信システム社クラウドサービス事業部エンジニ
アリングサービス本部エンジニアリング第２部担当部長

杉之下広

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部エンジニアリングサービス本
部セキュリティソリューション部長

情報・通信システム社クラウドサービス事業部エンジニ
アリングサービス本部認証ソリューション部長

松本健司

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部アプリケーション開発本部長

情報・通信システム社クラウドサービス事業部アプリ
ケーション開発本部長

桃木典子

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部アプリケーション開発本部Ｓａ
ａＳビジネス基盤開発センタ長

情報・通信システム社クラウドサービス事業部アプリ
ケーション開発本部ＳａａＳビジネス基盤開発センタ長

饗庭健司

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部アプリケーション開発本部ア
プリケーション第１部長

情報・通信システム社クラウドサービス事業部アプリ
ケーション開発本部アプリケーション第１部長

吉田貴宏

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部アプリケーション開発本部ア
プリケーション第２部長

情報・通信システム社クラウドサービス事業部アプリ
ケーション開発本部アプリケーション第２部長

一瀬勝彦

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部基盤開発本部基盤・サービス
開発センタ長

情報・通信システム社クラウドサービス事業部基盤開発
本部基盤・サービス開発センタ長

吉田高明

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部基盤開発本部クラウド基盤
サービス第１部長

情報・通信システム社クラウドサービス事業部基盤開発
本部クラウド基盤サービス第１部長

並木靖

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部基盤開発本部クラウド基盤
サービス第２部長

情報・通信システム社クラウドサービス事業部基盤開発
本部クラウド基盤サービス第２部長

鈴木克典

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部基盤開発本部クラウドセンタ
サービス設計部長

情報・通信システム社クラウドサービス事業部基盤開発
本部クラウドセンタサービス設計部長

片岡成史

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部基盤開発本部東日本クラウド
センタ部長

情報・通信システム社クラウドサービス事業部基盤開発
本部東日本クラウドセンタ部長

古賀誠



異動後 異動前 氏名
ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部基盤開発本部西日本クラウド
センタ部長

情報・通信システム社クラウドサービス事業部基盤開発
本部西日本クラウドセンタ部長

浦中智勝

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部基盤開発本部グローバルク
ラウド推進センタ長

情報・通信システム社クラウドサービス事業部基盤開発
本部グローバルクラウド推進センタ長

三好崇史

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部事業推進本部長

情報・通信システム社クラウドサービス事業部事業推進
本部セキュリティ事業企画部長

服部隆一

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部事業推進本部事業企画部長

情報・通信システム社クラウドサービス事業部事業推進
本部事業企画部長

柴田雅之

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部事業推進本部事業管理部長

情報・通信システム社クラウドサービス事業部事業推進
本部事業管理部長

右馬伸一

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部ソリューション販売推進部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部ＩｏＴビ
ジネス推進統括本部ソリューション販売推進部長

大部達也

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部品質保証部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部ＩｏＴビ
ジネス推進統括本部品質保証部長

小松春彦

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部ＩｏＴビジネス本部長

情報・通信システム社通信ネットワーク事業部事業部長
付兼ＩｏＴビジネス推進統括本部ＩｏＴビジネス本部本部長

三村到

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部ＩｏＴビジネス本部ＩｏＴ戦略部
長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部ＩｏＴビ
ジネス推進統括本部ＩｏＴビジネス本部ＩｏＴ戦略部長

矢崎武己

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部ＩｏＴビジネス本部ＩｏＴビジネス
推進部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部ＩｏＴビ
ジネス推進統括本部ＩｏＴビジネス本部ＩｏＴビジネス推進
部長

山根健一

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部ＩｏＴシステム第１本部長兼Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部ＩｏＴシステム第一本部クラウ
ドネットワーク部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部ＩｏＴビ
ジネス推進統括本部ＩｏＴシステム本部クラウドネットワー
ク部長

野明俊道

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部ＩｏＴシステム第１本部Ｍ２Ｍソ
リューション部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部ＩｏＴビ
ジネス推進統括本部ＩｏＴシステム本部Ｍ２Ｍソリューショ
ン部長

小泉一人

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部ＩｏＴシステム第２本部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部ＩｏＴビ
ジネス推進統括本部ＩｏＴシステム本部長

赤塚弥作

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部ＩｏＴシステム第２本部ネット
ワークシステム第１部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部ＩｏＴビ
ジネス推進統括本部ＩｏＴシステム本部ネットワークシス
テム第一部長

滝沢武久

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部ＩｏＴシステム第２本部ネット
ワークシステム第２部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部ＩｏＴビ
ジネス推進統括本部ＩｏＴシステム本部ネットワークシス
テム第二部長

山崎孝

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部ＩｏＴシステム第二本部Ｃｏｍ
ｍｕｎｉＭａｘ製品事業推進センタ長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部ＩｏＴビ
ジネス推進統括本部ＩｏＴシステム本部ＣｏｍｍｕｎｉＭａｘ
製品事業推進センタ長

大島雅弘

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部ＩｏＴ開発本部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部ＩｏＴビ
ジネス推進統括本部ＴＭＳ本部長

川西秀彦

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部ＩｏＴ開発本部プラットフォーム
第１部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部ＩｏＴビ
ジネス推進統括本部ＴＭＳ本部ＴＭＳ１部長

中原成人



異動後 異動前 氏名
ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部ＩｏＴ開発本部プラットフォーム
第２部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部ＩｏＴビ
ジネス推進統括本部ＴＭＳ本部ＴＭＳ２部長

加藤伸哉

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部サービスビジネス本部長兼デ
ジタルソリューション推進本部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部サー
ビスイノベーション統括本部サービスビジネス本部長兼
サービスイノベーション統括本部ＳＡＰＨＡＮＡビジネス推
進プロジェクトリーダ

首藤卓馬

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部サービスビジネス本部サービ
スビジネス推進部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部サー
ビスイノベーション統括本部サービスビジネス本部サー
ビスビジネス推進部長

指野篤司

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部ビッグデータ本部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部サー
ビスイノベーション統括本部ビッグデータ本部データアプ
リケーション部長

永山光春

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部ビッグデータ本部システム＆
データアプリケーション部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部サー
ビスイノベーション統括本部ビッグデータ本部システムア
プリケーション部長

村井和男

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部ビッグデータ本部ビッグデー
タ検証センタ長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部サー
ビスイノベーション統括本部ビッグデータ本部データアプ
リケーション部担当部長

橋本哲也

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部ＩＴ基盤ソリューション本部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部サー
ビスイノベーション統括本部ＩＴ基盤ソリューション本部長

奥原進

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部ＩＴ基盤ソリューション本部基
盤インテグレーション部長兼ＩｏＴ・クラウドサービス事業
部ＩＴ基盤ソリューション本部ＪＰ１ビジネス推進センタ長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部サー
ビスイノベーション統括本部ＩＴ基盤ソリューション本部基
盤インテグレーション部長兼サービスイノベーション統括
本部ＩＴ基盤ソリューション本部ＪＰ１ビジネス推進センタ
長兼情報・通信システム社ＩＴ基盤ソリューションセンタ部
長

堀江亨

ＩＣＴ事業統括本部ＯＳＳソリューションセンタ担当部長兼
ＩｏＴ・クラウドサービス事業部ＩＴ基盤ソリューション本部Ｏ
ＳＳソリューションセンタ長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部サー
ビスイノベーション統括本部ＩＴ基盤ソリューション本部Ｏ
ＳＳソリューションセンタ長兼情報・通信システム社ＯＳＳ
ソリューションセンタ部長兼サービスイノベーション統括
本部ＩＴ基盤ソリューション本部プラットフォームサービス
部長

安井隆宏

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部ＩＴ基盤ソリューション本部基
盤システム部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部サー
ビスイノベーション統括本部ＩＴ基盤ソリューション本部基
盤システム部長

村社剛明

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部ＩＴ基盤ソリューション本部基
盤サーバ部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部サー
ビスイノベーション統括本部ＩＴ基盤ソリューション本部基
盤サーバ部長

田邉慎一

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部ＩＴ基盤ソリューション本部
データセンタシステム部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部サー
ビスイノベーション統括本部ＩＴ基盤ソリューション本部省
電力設備システム部長

古谷野宏一

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部ＩＴ基盤ソリューション本部プ
ラットフォームサービス部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部サー
ビスイノベーション統括本部ＩＴ基盤ソリューション本部プ
ラットフォームサービス部長

高津弘幸

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部ＩＴ基盤ソリューション本部基
盤ソフトウェア部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部サー
ビスイノベーション統括本部ＩＴ基盤ソリューション本部基
盤ソフトウェア部長

五百木伸洋

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部ＩＴ基盤ソリューション本部ＤＢ
部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部サー
ビスイノベーション統括本部ＩＴ基盤ソリューション本部Ｄ
Ｂ部長

大田原実

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部ＩＴソリューションＱＡ本部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部サー
ビスイノベーション統括本部ＩＴソリューションＱＡ本部長

梯雅人

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部ＩＴソリューションＱＡ本部ビッ
グデータ・ソリューション品質保証部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部サー
ビスイノベーション統括本部ＩＴソリューションＱＡ本部ビッ
グデータ・ソリューション品質保証部長

前田淳志



異動後 異動前 氏名
ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部Ｉｏ
Ｔ・クラウドサービス事業部ＩＴソリューションＱＡ本部ＩＴ基
盤ソリューション品質保証部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部サー
ビスイノベーション統括本部ＩＴソリューションＱＡ本部ＩＴ
基盤ソリューション品質保証部長

依知川正利

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部デ
ジタルソリューション推進本部デジタルソリューションビ
ジネス推進部長兼サービス＆プラットフォームＢＵ情報
プラットフォーム統括本部事業開発部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部サー
ビスイノベーション統括本部サービスビジネス本部社会
イノベーション事業推進部長

奈良裕

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部デ
ジタルソリューション推進本部ビッグデータソリューション
部長兼社会イノベーション事業推進本部サービス統括
本部サービス事業推進本部トータルエンジニアリング本
部サービスビジネス推進センタ長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部サー
ビスイノベーション統括本部ビッグデータ本部ビッグデー
タソリューション部長兼ソリューション・ビジネス推進本部
トータルエンジニアリング本部サービスビジネス推進セ
ンタ長

田中慎一

日立データシステムズ社エグゼクティブヴァイスプレジデ
ント兼ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部長

日立データシステムズ社エグゼクティブヴァイスプレジデ
ント兼ＩＴプラットフォーム事業本部プロダクト統括本部長

ジョン・マンスフィールド

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部副統括本部長
兼販売推進本部長

日立データシステムズＣＯＲＰ．［ＳＶＰ］ 島田朗伸

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部企画本部長兼
企画本部事業企画部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部企画
本部長兼ＩＴプラットフォーム事業本部企画本部経営企
画部長

山本康友

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部企画本部経営
管理部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部企画
本部経営企画部担当部長

飯田靖

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部企画本部広報
部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部企画
本部広報部長

真田明美

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部販売推進本部
販売戦略部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部販売
推進本部ビジネスリレーション開発部長

斎藤宣之

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部販売推進本部
プロモーションセンタ長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部販売
推進本部プロモーションセンタ長

吉村誠

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部販売推進本部
第１システム設計部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部販売
推進本部第１システム設計部第１Ｇ主任技師

宇野裕次

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部販売推進本部
第２システム設計部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部販売
推進本部第２システム設計部長

赤坂俊逸

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部販売推進本部
第３システム設計部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部販売
推進本部第３システム設計部長

福田劍充

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部販売推進本部
パートナービジネス部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部販売
推進本部パートナービジネス部長

根本康一

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部販売推進本部
ソリューションビジネス統括部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部販売
推進本部ソリューションビジネス統括部長

荒井達郎

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部販売推進本部
技術部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部販売
推進本部技術部長

村山茂樹

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部販売推進本部
内販部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部販売
推進本部内販部長

伊藤寿彦

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部グローバルサ
プライチェーン本部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部グロー
バルサプライチェーン本部長

松尾邦之



異動後 異動前 氏名
ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部グローバルサ
プライチェーン本部生産計画部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部グロー
バルサプライチェーン本部生産計画部長

小嶋美浩

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部グローバルサ
プライチェーン本部生産技術部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部グロー
バルサプライチェーン本部生産技術部長

柴田明宏

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部グローバルサ
プライチェーン本部ＢＰＲ推進部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部グロー
バルサプライチェーン本部ＢＰＲ推進部長

古澤一優

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部グローバルサ
プライチェーン本部環境・施設管理センタ長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部グロー
バルサプライチェーン本部環境・施設管理センタ長

渡邊秀樹

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部プロダクトビジ
ネス本部長

情報・通信システム社公共システム事業部官公ソリュー
ション第三本部官公システム第六部長

位守弘充

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部プロダクトビジ
ネス本部ＰＦマーケットリサーチセンタ部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部プロダ
クト統括本部プロダクトビジネス本部プロダクト戦略部担
当部長

樋口達雄

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部プロダクトビジ
ネス本部プロダクトビジネス推進部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部プロダ
クト統括本部プロダクトビジネス本部プロダクト戦略部長

進藤成純

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部プロダクトビジ
ネス本部ビジネスオペレーション推進部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部プロダ
クト統括本部プロダクトビジネス本部海外事業推進部長

長瀬則和

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部プロダクトビジ
ネス本部次世代ＰＦビジネス推進部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部プロダ
クト統括本部プロダクトビジネス本部プロダクトビジネス
推進部ストレージビジネス１Ｇグループリーダ主任技師

大崎伸之

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部プロダクトビジ
ネス本部国内テクニカルサポート部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部プロダ
クト統括本部プロダクトビジネス本部ＩＡサーバビジネス
推進センタ担当部長

三村和子

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部ハードウェア開
発本部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部プロダ
クト統括本部ハードウェア開発本部担当本部長

井上充

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部ハードウェア開
発本部ハードプラットフォーム設計部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部プロダ
クト統括本部ハードウェア開発本部ハードプラットフォー
ム設計部長

吉田健

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部ハードウェア開
発本部ハードエンジニアリング部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部プロダ
クト統括本部ハードウェア開発本部ハードエンジニアリ
ング部長

安部慎二

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部ハードウェア開
発本部バリューエンジニアリングセンタ長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部プロダ
クト統括本部ハードウェア開発本部バリューエンジニア
リングセンタ長

井手淳也

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部基盤ソフトウェ
ア開発本部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部プロダ
クト統括本部基盤ソフトウェア開発本部長

石川篤

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部基盤ソフトウェ
ア開発本部ＬＰＡＲ設計部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部プロダ
クト統括本部基盤ソフトウェア開発本部ＬＰＡＲ設計部担
当部長

芳野泰成

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部基盤ソフトウェ
ア開発本部ストレージシステム第１設計部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部プロダ
クト統括本部基盤ソフトウェア開発本部ストレージシステ
ム第１設計部担当部長

高田豊

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部基盤ソフトウェ
ア開発本部ストレージシステム第２設計部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部プロダ
クト統括本部基盤ソフトウェア開発本部ストレージシステ
ム第２設計部長

春間敏行



異動後 異動前 氏名
ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部基盤ソフトウェ
ア開発本部ストレージシステム第３設計部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部プロダ
クト統括本部基盤ソフトウェア開発本部ストレージシステ
ム第３設計部長

白川明洋

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部基盤ソフトウェ
ア開発本部プロダクトインターオペラビリティ設計部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部プロダ
クト統括本部基盤ソフトウェア開発本部プロダクトイン
ターオペラビリティ設計部長

小澤匡二

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部基盤ソフトウェ
ア開発本部デバイス応用設計部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部プロダ
クト統括本部ハードウェア開発本部デバイス応用設計部
長

内海勝広

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部基盤ソフトウェ
ア開発本部データ統合ストレージ設計部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部プロダ
クト統括本部基盤ソフトウェア開発本部ストレージシステ
ム第１設計部長

古海昇

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部基盤ソフトウェ
ア開発本部プロダクト開発サポート部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部プロダ
クト統括本部基盤ソフトウェア開発本部プロダクト開発サ
ポート部長

小林正明

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部統合プラット
フォームソリューション本部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部サー
ビスイノベーション統括本部統合プラットフォームソ
リューション本部長

荒井弘治

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部統合プラット
フォームソリューション本部クラウドプラットフォームサー
ビス部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部サー
ビスイノベーション統括本部統合プラットフォームソ
リューション本部クラウドプラットフォームサービス部長

對馬隆幸

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部統合プラット
フォームソリューション本部統合プラットフォームソリュー
ション部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部サー
ビスイノベーション統括本部統合プラットフォームソ
リューション本部ＵＣＰソリューション部長

田畑謙三

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部統合プラット
フォームソリューション本部イノベーションプラットフォー
ムコンピテンスセンタ長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部サー
ビスイノベーション統括本部統合プラットフォームソ
リューション本部イノベーションプラットフォームコンピテ
ンスセンタ

鬼頭昭

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部ソフトウェア・
サービス開発本部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部プロダ
クト統括本部管理ソフトウェア開発本部長

佐々木大介

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部ソフトウェア・
サービス開発本部ユーザエクスペリエンス設計部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部プロダ
クト統括本部管理ソフトウェア開発本部ユーザエクスペ
リエンス設計部長

的池玲子

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部ソフトウェア・
サービス開発本部アーキテクチャセンタ長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部プロダ
クト統括本部管理ソフトウェア開発本部アーキテクチャセ
ンタ長

紅山伸夫

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部ソフトウェア・
サービス開発本部システム管理ソフト設計部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部プロダ
クト統括本部管理ソフトウェア開発本部システム管理ソ
フト設計部長

石田貴一

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部ソフトウェア・
サービス開発本部プラットフォーム管理ソフト設計部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部プロダ
クト統括本部管理ソフトウェア開発本部プラットフォーム
管理ソフト設計部長

小俣光輝

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部ソフトウェア・
サービス開発本部プラットフォーム管理ソリューション設
計部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部プロダ
クト統括本部管理ソフトウェア開発本部プラットフォーム
管理ソリューション設計部長

日野直樹

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部プロダクトＱＡ
本部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部プロダ
クト統括本部プロダクトＱＡ本部担当本部長

大橋正己

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部プロダクトＱＡ
本部担当本部長兼開発品質保証第２部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部プロダ
クト統括本部プロダクトＱＡ本部管理ソフトウェア品質保
証部長

管正志

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部プロダクトＱＡ
本部フィールドサポート品質保証部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部プロダ
クト統括本部プロダクトＱＡ本部サーバ品質保証部長

石村忠幸



異動後 異動前 氏名
ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部プロダクトＱＡ
本部開発品質保証第１部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部プロダ
クト統括本部プロダクトＱＡ本部ストレージ品質保証部長

岡木拓也

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部プロダクトＱＡ
本部ハード品質保証部長

情報・通信システム社グローバルモノづくり統括本部
ハード品質保証部長

吉田健一

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部プロダクトＱＡ
本部プラットフォームＱＡセンタ長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部プロダ
クト統括本部プロダクトＱＡ本部プラットフォームＱＡセン
タ長

前田純浩

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部開発基盤本部
長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部プロダ
クト統括本部開発基盤本部長

中村博

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部開発基盤本部
ソフトウェア生産技術部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部プロダ
クト統括本部開発基盤本部ソフトウェア生産技術部長

四野見秀明

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部開発基盤本部
プロジェクトマネジメント部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部プロダ
クト統括本部開発基盤本部プロジェクトマネジメント部長

佐藤幸策

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部開発基盤本部
知財戦略部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部プロダ
クト統括本部開発基盤本部知財戦略部長

須藤茂幸

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部開発基盤本部
改革推進部長兼輸出管理部長

情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部プロダ
クト統括本部開発基盤本部改革推進部長

井形博之

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部エンジニアリン
グ第１本部長兼エンジニアリング第１本部マイクロデバ
イス業務センタ長

グローバルモノづくり統括本部ＰＦ総合エンジニアリング
本部長

宮本和久

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部エンジニアリン
グ第１本部サービスプラットフォーム開発推進部長

グローバルモノづくり統括本部共通設計本部開発第２部
担当部長

佐藤重匡

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部エンジニアリン
グ第１本部モノづくり強化推進部長

グローバルモノづくり統括本部モノづくり強化推進部長 三井津健

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部エンジニアリン
グ第１本部設計基盤センタ長

グローバルモノづくり統括本部設計基盤センタ長 中山道明

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部エンジニアリン
グ第１本部デジタルエンジニアリング部長

グローバルモノづくり統括本部デジタルエンジニアリング
部長

澤幡正樹

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部エンジニアリン
グ第１本部開発生産統括部長

グローバルモノづくり統括本部ＰＦ総合エンジニアリング
本部開発生産統括部長

清水照久

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部エンジニアリン
グ第１本部第２設計部長

グローバルモノづくり統括本部ＰＦ総合エンジニアリング
本部第２設計部長

上野聡

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部エンジニアリン
グ第２本部長

グローバルモノづくり統括本部共通設計本部担当本部
長

船田孝

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部エンジニアリン
グ第２本部共通開発第１部長

グローバルモノづくり統括本部共通設計本部開発第１部
長

中島和則

ＩＣＴ事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部エンジニアリン
グ第２本部共通開発第２部長

グローバルモノづくり統括本部共通設計本部開発第２部
長

尾野孝之



異動後 異動前 氏名
通信ネットワーク事業部経営管理部長 通信ネットワーク事業部事業企画部長兼人財配置最適

化プロジェクト員
末廣励尚

通信ネットワーク事業部ネットワークサービス本部長兼
ネットワークサービス本部新事業推進第一部長

通信ネットワーク事業部事業部長付兼通信ネットワーク
事業部ソリューション部長兼通信ネットワーク事業部事
業協創プロジェクト担当部長

南條健

通信ネットワーク事業部ネットワークサービス本部新事
業推進第二部長

通信ネットワーク事業部事業協創プロジェクト担当部長
兼通信ネットワーク事業部人財配置最適化プロジェクト
員

岡本学

通信ネットワーク事業部ネットワークサービス本部基幹
ネットワーク部長

通信ネットワーク事業部基幹ネットワーク部長 東孝昭

通信ネットワーク事業部ネットワークサポート本部長 通信ネットワーク事業部事業部長付兼通信ネットワーク
事業部事業協創プロジェクト担当部長兼通信ネットワー
ク事業部人財配置最適化プロジェクト員

坂井和隆

通信ネットワーク事業部ネットワークサポート本部ネット
ワーク開発部長

通信ネットワーク事業部ネットワークサポートサービス部
長兼通信ネットワーク事業部事業協創プロジェクト担当
部長

木檜保夫

通信ネットワーク事業部ネットワークサポート本部ネット
ワークサポートサービス部長

通信ネットワーク事業部ネットワークサポートサービス部
担当部長兼通信ネットワーク事業部事業協創プロジェク
ト担当部長

稲葉直樹

通信ネットワーク事業部技術部長兼ＩＴプロダクツ統括本
部エンジニアリング第１本部モノづくり強化推進部員

通信ネットワーク事業部技術部長兼通信ネットワーク事
業部技術部生産計画グループ部長代理兼グローバルモ
ノづくり統括本部生産管理センタ員

山田大介

通信ネットワーク事業部生産技術部長兼ＩＴプロダクツ統
括本部エンジニアリング第１本部モノづくり強化推進部
員

通信ネットワーク事業部生産技術部長兼グローバルモノ
づくり統括本部生産管理センタ員兼通信ネットワーク事
業部人財配置最適化プロジェクト員

松崎直弥

通信ネットワーク事業部品質保証部長 通信ネットワーク事業部ネットワークソリューション品質
保証部長

阿部雅之

通信ネットワーク事業部建設工事管理センタ長兼通信
ネットワーク事業部ネットワークサービス本部新事業推
進第一部担当部長兼ＩｏＴ・クラウドサービス事業部建設
工事管理センタ長

通信ネットワーク事業部建設工事管理センタ長兼通信
ネットワーク事業部事業協創プロジェクト担当部長兼通
信ネットワーク事業部ソリューション部担当部長兼ＩｏＴビ
ジネス推進統括本部建設工事管理センタセンタ長兼通
信ネットワーク事業部人財配置最適化プロジェクト員

日隈功

ＩＣＴ事業統括本部社会システム事業部副事業部長 情報・通信システム社社会システム事業部副事業部長 松谷淳

ＩＣＴ事業統括本部社会システム事業部企画本部長兼Ｉｏ
Ｔ推進本部ＩｏＴプロジェクト推進本部サイバー・フィジカ
ル・システム部長

情報・通信システム社社会システム事業部担当本部長
兼　社会イノベーション事業開発室次世代インダストリ創
生本部サイバー・フィジカル・システム部長　兼　社会イノ
ベーション事業推進本部次世代インダストリ創生推進本
部サイバー・フィジカル・システム本部長

宮本繁

ＩＣＴ事業統括本部社会システム事業部企画本部企画部
長

情報・通信システム社社会システム事業部企画部長 矢加部太郎

ＩＣＴ事業統括本部社会システム事業部企画本部ＰＭ推
進センタ長

情報・通信システム社社会システム事業部ＰＭ推進セン
タ長

飯島隆志

ＩＣＴ事業統括本部社会システム事業部エネルギー情報
システム本部長兼エネルギーソリューションBUエネル
ギー情報システム事業部エネルギー情報システム本部
長

情報・通信システム社社会システム事業部エネルギー
情報システム本部長

福岡昇平

ＩＣＴ事業統括本部社会システム事業部エネルギー情報
システム本部エネルギー情報システム第一部長兼エネ
ルギーソリューションBUエネルギー情報システム事業部
エネルギー情報システム本部エネルギー情報システム
第一部長

情報・通信システム社社会システム事業部エネルギー
情報システム本部エネルギー情報システム第四部長

武智富夫



異動後 異動前 氏名
ＩＣＴ事業統括本部社会システム事業部エネルギー情報
システム本部エネルギー情報システム第二部長兼エネ
ルギーソリューションBUエネルギー情報システム事業部
エネルギー情報システム本部エネルギー情報システム
第二部長

情報・通信システム社社会システム事業部エネルギー
情報システム本部エネルギー情報システム第一部長

多田昌雄

ＩＣＴ事業統括本部社会システム事業部エネルギー情報
システム本部エネルギー情報システム第三部長兼エネ
ルギーソリューションBUエネルギー情報システム事業部
エネルギー情報システム本部エネルギー情報システム
第三部長

情報・通信システム社社会システム事業部エネルギー
情報システム本部エネルギー情報システム第五部長

松村宣也

ＩＣＴ事業統括本部社会システム事業部エネルギー情報
システム本部エネルギー情報システム第四部長兼エネ
ルギーソリューションBUエネルギー情報システム事業部
エネルギー情報システム本部エネルギー情報システム
第四部長

情報・通信システム社社会システム事業部エネルギー
情報システム本部エネルギー情報システム第二部長

大原昇

ＩＣＴ事業統括本部社会システム事業部エネルギー情報
システム本部プラットフォームソリューション部長兼エネ
ルギーソリューションBUエネルギー情報システム事業部
エネルギー情報システム本部プラットフォームソリュー
ション部長

情報・通信システム社社会システム事業部エネルギー
情報システム本部エネルギー情報システム第三部長

佐々木淳

ＩＣＴ事業統括本部社会システム事業部エネルギー情報
システム本部ビジネスソリューション部長兼エネルギー
ソリューションBUエネルギー情報システム事業部エネル
ギー情報システム本部ビジネスソリューション部長

情報・通信システム社社会システム事業部エネルギー
情報システム本部エネルギーソリューション第一部長

茂森郁雄

ＩＣＴ事業統括本部社会システム事業部エネルギー情報
システム本部ＩｏＴソリューション部長兼エネルギーソ
リューションBUエネルギー情報システム事業部エネル
ギー情報システム本部ＩｏＴソリューション部長

情報・通信システム社社会システム事業部エネルギー
情報システム本部エネルギーソリューション第二部長

緒方輝男

ＩＣＴ事業統括本部社会システム事業部交通情報システ
ム本部長

情報・通信システム社社会システム事業部交通情報シ
ステム本部長

平田博之

ＩＣＴ事業統括本部社会システム事業部交通情報システ
ム本部交通第一システム部長兼クラウド事業推進センタ
長

情報・通信システム社社会システム事業部交通情報シ
ステム本部交通第一システム部長　兼　クラウド事業推
進センタ長

斎藤功

ＩＣＴ事業統括本部社会システム事業部交通情報システ
ム本部ＩＣ乗車券開発センタ長

情報・通信システム社社会システム事業部交通情報シ
ステム本部ＩＣ乗車券開発センタ長

佐藤裕一

ＩＣＴ事業統括本部社会システム事業部交通情報システ
ム本部マルスシステムセンタ長

情報・通信システム社社会システム事業部交通情報シ
ステム本部マルスシステムセンタ長

白石聡子

ＩＣＴ事業統括本部社会システム事業部交通情報システ
ム本部放送・通信ソリューションセンタ長

情報・通信システム社社会システム事業部交通情報シ
ステム本部放送・通信ソリューションセンタ長

安間弥人

ＩＣＴ事業統括本部社会システム事業部交通情報システ
ム本部交通第二システム部長

情報・通信システム社社会システム事業部交通情報シ
ステム本部交通第二システム部長

西利昌

ＩＣＴ事業統括本部社会システム事業部交通情報システ
ム本部交通第三システム部長

情報・通信システム社社会システム事業部交通情報シ
ステム本部交通第三システム部長

福地正興

ＩＣＴ事業統括本部社会システム事業部社会・通信ソ
リューション本部長

情報・通信システム社社会システム事業部テレコムソ
リューション本部長

北川高維

ＩＣＴ事業統括本部社会システム事業部社会・通信ソ
リューション本部イノベーションソリューション第一部長

情報・通信システム社社会システム事業部テレコムソ
リューション本部ソリューション第一部長

坂本敏

ＩＣＴ事業統括本部社会システム事業部社会・通信ソ
リューション本部イノベーションソリューション第二部長

情報・通信システム社社会システム事業部テレコムソ
リューション本部ソリューション第三部担当部長

杉山日出夫

ＩＣＴ事業統括本部社会システム事業部社会・通信ソ
リューション本部イノベーションソリューション第三部長

情報・通信システム社公共システム事業部官公ソリュー
ション第一本部官公システム第三部長

金光直行



異動後 異動前 氏名
ＩＣＴ事業統括本部社会システム事業部社会・通信ソ
リューション本部イノベーションソリューション開発部長

情報・通信システム社社会システム事業部テレコムソ
リューション本部ソリューション第四部担当部長

仲根伸一

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部サ
イバーセキュリティ事業統括本部長

情報・通信システム社サイバーセキュリティ事業統括本
部長　兼公共システム事業部副事業部長　兼社会イノ
ベーション事業推進本部セキュリティ事業統括本部長

斎藤浩

ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部サ
イバーセキュリティ事業統括本部セキュリティ先端技術
本部長

情報・通信システム社クラウドサービス事業部セキュリ
ティ先端技術本部長

瀬野尾修二

ヘルスケアＢＵ　ＣＯＯ［診断システム事業担当］兼ＸＲビ
ジネス改革プロジェクトリーダ

ヘルスケア社副社長兼第二診断機器事業部長 山本章雄

ヘルスケアＢＵ　ＣＯＯ［超音波事業担当］兼超音波事業
統括室長

ヘルスケア社副社長兼第一診断機器事業部長 清村幸利

ヘルスケアＢＵ　ＣＳＯ兼ＣＴＯ兼地域包括ケア・ソリュー
ションセンタ長

ヘルスケア社ＣＴＯ兼ＣＳＯ 長我部信行

ヘルスケアＢＵグローバル事業統括 ヘルスケア社グローバル事業統括本部長 有安秀之

ヘルスケアＢＵ　ＣＩＯ兼ＣＴｒＯ兼ＢＰＲ推進本部長兼スマ
トラ推進室長

ヘルスケア社経営戦略室長兼ＣＩＯ兼情報システム本部
長

小泉憲一

ヘルスケアＢＵ　ＣＭＯ兼営業統括本部長 情報・通信システム社情報営業統括本部公共システム
営業統括本部事業主管

小原順二

ヘルスケアＢＵ　ＣＦＯ兼財務本部長 ヘルスケア社ＣＦＯ兼財務本部長 山田展也

ヘルスケアＢＵ　ＣＨＲＯ兼総務本部長 ヘルスケア社ＣＨＲＯ兼ＣＣＯ兼総務本部長兼環境本部
副本部長兼リスク対策本部長兼コンプライアンス本部長

佐々木良二

ヘルスケアＢＵ主管技師長兼ソリューション統括 ヘルスケア社技管ＭＲＩビジネス統括兼第二診断機器事
業部副事業部長

前田常雄

ヘルスケアＢＵ主管技師長兼分析システム事業統括 ヘルスケア社分析システム事業部長 松原昌平

ヘルスケアＢＵグローバル事業統括地域責任者[アメリ
カ担当]

ヘルスケア社グローバル事業統括本部副統括本部長兼
輸出管理本部長

谷口恭彦

ヘルスケアＢＵグローバル事業統括地域責任者[ＥＭＥＡ
担当]

ヘルスケア社財務本部副本部長兼グローバル事業統括
本部副統括本部長兼経営戦略室副室長

小町博之

日立(中国)有限公司副総経理兼ヘルスケアＢＵグロー
バル事業統括地域責任者[中国担当]

ヘルスケア社グローバル事業統括本部第二診断機器国
際営業本部長

藤本武宏

ヘルスケアＢＵ経営戦略室長兼企画本部長 ヘルスケア社経営戦略室企画本部長 竹尾友良

ヘルスケアＢＵ経営戦略室企画本部経営企画部長 ヘルスケア社経営戦略室企画本部経営企画部長 神山卓也



異動後 異動前 氏名
ヘルスケアＢＵ経営戦略室企画本部事業開発部長 ヘルスケア社経営戦略室企画本部事業開発部長 小国哲

ヘルスケアＢＵ経営戦略室企画本部技術戦略部長 ヘルスケア社経営戦略室企画本部技術戦略部長 島田和之

ヘルスケアＢＵ経営戦略室ブランド・コミュニケーションセ
ンタ長

ヘルスケア社経営戦略室ブランド・コミュニケーションセ
ンタ長兼メディカルフォーラム柏館長

大友一成

ヘルスケアＢＵ経営戦略室知的財産部長 株式会社日立メディコ知的財産部長 青柳雅一

ヘルスケアＢＵ　ＢＰＲ推進本部情報システム本部長 ヘルスケア社経営戦略室情報システム本部副本部長 秋森裕之

ヘルスケアＢＵ　ＢＰＲ推進本部情報システム本部情報
システム部長

ヘルスケア社経営戦略室情報システム本部三鷹情報シ
ステム部長

牛島英三

ヘルスケアＢＵ営業統括本部副統括本部長兼診断シス
テム営業本部長

ヘルスケア社営業統括本部第二診断機器国内営業本
部長

横山裕

ヘルスケアＢＵ営業統括本部副統括本部長兼サービス
事業部副事業部長

ヘルスケア社営業統括本部副統括本部長兼第一診断
機器国内営業本部長兼サポートサービス事業部副事業
部長兼第一診断機器国内サービス本部長

仲山善光

ヘルスケアＢＵ営業統括本部営業企画本部長兼営業企
画部長

ヘルスケア社営業統括本部営業企画本部長兼営業企
画部長兼ソリューション営業部長

中山昌彦

ヘルスケアＢＵ営業統括本部営業企画本部営業管理部
長

ヘルスケア社営業統括本部第一診断機器営業管理部
長

山内孝二

ヘルスケアＢＵ営業統括本部粒子線治療システム営業
本部長

ヘルスケア社営業統括本部粒子線治療システム営業本
部長

岡田総太郎

ヘルスケアＢＵ営業統括本部粒子線治療システム営業
本部担当本部長兼粒子線治療システム営業部長

ヘルスケア社営業統括本部粒子線治療システム営業本
部粒子線治療システム営業部長

木山陽子

ヘルスケアＢＵ営業統括本部Ｘ線治療システム営業本
部長

ヘルスケア社営業統括本部Ｘ線治療システム営業本部
長

河野克典

ヘルスケアＢＵ営業統括本部Ｘ線治療システム営業本
部治療システム営業部長

ヘルスケア社営業統括本部Ｘ線治療システム営業本部
治療システム営業部長

村本浩一

ヘルスケアＢＵ営業統括本部Ｘ線治療システム営業本
部治療システム技術部長

ヘルスケア社営業統括本部Ｘ線治療システム営業本部
治療システム営業部担当部長

今村浩志

ヘルスケアＢＵ営業統括本部診断システム営業本部ＵＳ
営業部長

ヘルスケア社営業統括本部第一診断機器国内営業本
部ＵＳ営業部長

福山和隆

ヘルスケアＢＵ営業統括本部診断システム営業本部Ｍ
Ｒ営業部長

ヘルスケア社営業統括本部第二診断機器国内営業本
部国内ＭＲ・ＣＴ営業部長

正木博

ヘルスケアＢＵ営業統括本部診断システム営業本部ＣＴ
営業部長

ヘルスケア社営業統括本部営業企画本部営業コンプラ
イアンス推進部長兼コンプライアンス本部推進部長

幸田隆晴



異動後 異動前 氏名
ヘルスケアＢＵ営業統括本部診断システム営業本部ＸＲ
営業部長

ヘルスケア社営業統括本部第二診断機器国内営業本
部横浜支店長

柴原利至

ヘルスケアＢＵ営業統括本部診断システム営業本部医
療情報営業部長

ヘルスケア社営業統括本部第二診断機器国内営業本
部医療情報営業部長

佐久間雅裕

ヘルスケアＢＵ営業統括本部診断システム営業本部ビ
ジネスパートナー営業部長

ヘルスケア社営業統括本部第二診断機器国内営業本
部関西支店長

中田誠

ヘルスケアＢＵ営業統括本部診断システム営業本部北
海道支店長

ヘルスケア社営業統括本部第二診断機器国内営業本
部北海道支店長

勝山裕央

ヘルスケアＢＵ営業統括本部診断システム営業本部東
北支店長

ヘルスケア社営業統括本部第二診断機器国内営業本
部東北支店長

松下孝幸

ヘルスケアＢＵ営業統括本部診断システム営業本部関
東支店長

ヘルスケア社営業統括本部第一診断機器国内営業本
部ＵＳ営業部北関東営業エリアマネージャー兼埼玉支
店長

松田敏男

ヘルスケアＢＵ営業統括本部診断システム営業本部首
都圏営業部長

ヘルスケア社営業統括本部第二診断機器国内営業本
部東京支店副支店長

坂本洋

ヘルスケアＢＵ営業統括本部診断システム営業本部中
部・北陸支店長

ヘルスケア社営業統括本部第二診断機器国内営業本
部中部支店長

福圓孝明

ヘルスケアＢＵ営業統括本部診断システム営業本部関
西支店長

ヘルスケア社営業統括本部第一診断機器国内営業本
部ＵＳ営業部近畿営業エリアマネージャー兼大阪支店
長

宇都宮康之

ヘルスケアＢＵ営業統括本部診断システム営業本部中
国・四国支店長

ヘルスケア社営業統括本部第一診断機器国内営業本
部ＵＳ営業部中国・四国営業エリアマネージャー兼広島
支店長

中岡義幸

ヘルスケアＢＵ営業統括本部診断システム営業本部九
州支店長

ヘルスケア社営業統括本部第一診断機器国内営業本
部ＵＳ営業部九州営業エリアマネージャー兼福岡支店
長

高木省三

ヘルスケアＢＵ営業統括本部分析システム営業本部長
兼医用分析システム営業部長

ヘルスケア社営業統括本部分析システム営業本部医用
分析システム営業部長

大田清典

ヘルスケアＢＵ営業統括本部分析システム営業本部汎
用分析システム営業部長

ヘルスケア社営業統括本部分析システム営業本部計測
システム営業部長

生島聡

ヘルスケアＢＵ営業統括本部分析システム営業本部東
日本分析システム営業部長

ヘルスケア社営業統括本部分析システム営業本部計測
システム営業部関東営業エリアマネージャー

中北和宏

ヘルスケアＢＵ営業統括本部分析システム営業本部西
日本分析システム営業部長

ヘルスケア社営業統括本部分析システム営業本部計測
システム営業部中部営業エリアマネージャー

三嶋淳二郎

ヘルスケアＢＵ営業統括本部分析システム営業本部分
析システム国際営業部長

ヘルスケア社グローバル事業統括本部分析システム国
際営業部長

原徹男

ヘルスケアＢＵ営業統括本部分析システム営業本部分
析システムサービス部長

ヘルスケア社サポートサービス事業部分析システム
サービス本部分析システムサービス部長

三上章

ヘルスケアＢＵグローバル事業統括本部長兼グローバ
ル事業統括地域責任者[ＡＰＡＣ担当]兼診断システム事
業部副事業部長兼第二グローバルセールス本部長

ヒタチメディカルシステムズミドルイーストエスエーイー取
締役

前田琢也



異動後 異動前 氏名
ヘルスケアＢＵグローバル事業統括本部担当本部長兼
第二部長

ヘルスケア社グローバル事業統括本部第一診断機器国
際営業本部担当本部長

瀧寺正芳

ヘルスケアＢＵグローバル事業統括本部担当本部長兼
第一部長兼ＳＣＭ統括本部モノづくり本部ＳＣＭ企画部
長

ヘルスケア社グローバル事業統括本部企画室副室長兼
第一部長兼営業統括本部営業ＳＣＭ推進室長

田中夏朗

ヘルスケアＢＵサービス事業部長 ヘルスケア社サポートサービス事業部長兼第二診断機
器国際サービス本部長

五十嵐芳実

ヘルスケアＢＵサービス事業部サービス事業企画本部
長

ヘルスケア社サポートサービス事業部サービス事業企
画本部長

篠原幸一

ヘルスケアＢＵサービス事業部サービス事業企画本部
サービス企画部長

ヘルスケア社経営戦略室企画本部経営企画部担当部
長

上島浩但

ヘルスケアＢＵサービス事業部サービス事業企画本部
ＵＳサービス企画部長

ヘルスケア社サポートサービス事業部第一診断機器国
内サービス本部メディカルシステムサービス部担当部長

山中敦

ヘルスケアＢＵサービス事業部カスタマーサポート本部
長

ヘルスケア社サポートサービス事業部カスタマーサポー
ト本部長

坂場昭

ヘルスケアＢＵサービス事業部カスタマーサポート本部
サービスセンタ長

ヘルスケア社サポートサービス事業部カスタマーサポー
ト本部サービスセンタ長兼サービス企画開発部長

鹿野光明

ヘルスケアＢＵサービス事業部カスタマーサポート本部
サービス＆パーツコントロールセンタ長

ヘルスケア社サポートサービス事業部第二診断機器国
内サービス本部中四国サービス部長

小澤和伸

ヘルスケアＢＵサービス事業部国内サービス本部長 ヘルスケア社サポートサービス事業部第二診断機器国
内サービス本部長

鳥谷越辰男

ヘルスケアＢＵサービス事業部国内サービス本部北海
道サービス部長

ヘルスケア社サポートサービス事業部第二診断機器国
内サービス本部北部サービス部担当部長

上野幸雄

ヘルスケアＢＵサービス事業部国内サービス本部東北
サービス部長

ヘルスケア社サポートサービス事業部第二診断機器国
内サービス本部北部サービス部長

松田利雄

ヘルスケアＢＵサービス事業部国内サービス本部首都
圏サービス部長

ヘルスケア社サポートサービス事業部第二診断機器国
内サービス本部首都圏第一サービス部長

幾島弘司

ヘルスケアＢＵサービス事業部国内サービス本部関東
サービス部長

ヘルスケア社サポートサービス事業部第二診断機器国
内サービス本部首都圏第二サービス部担当部長

渡部仁

ヘルスケアＢＵサービス事業部国内サービス本部中部
サービス部長

ヘルスケア社サポートサービス事業部第二診断機器国
内サービス本部中部サービス部長

小池毅

ヘルスケアＢＵサービス事業部国内サービス本部関西
サービス部長

ヘルスケア社サポートサービス事業部第二診断機器国
内サービス本部首都圏第二サービス部長

西岡忍

ヘルスケアＢＵサービス事業部国内サービス本部中四
国サービス部長

ヘルスケア社サポートサービス事業部第二診断機器国
内サービス本部関西サービス部長

荒木芳之

ヘルスケアＢＵサービス事業部国内サービス本部九州
サービス部長

ヘルスケア社サポートサービス事業部第二診断機器国
内サービス本部九州サービス部長

吉村基



異動後 異動前 氏名
ヘルスケアＢＵサービス事業部国際サービス部長 ヘルスケア社サポートサービス事業部第二診断機器国

際サービス本部国際サービス部長
平川健

ヘルスケアＢＵヘルスケアソリューション事業部長 ヘルスケア社新事業推進室長 香田克也

ヘルスケアＢＵヘルスケアソリューション事業部本部主
管兼運用サービス部長

ヘルスケア社第二診断機器事業部事業推進本部長 松尾仁司

ヘルスケアＢＵヘルスケアソリューション事業部担当本
部長兼医療情報システム部長

ヘルスケア社新事業推進室医療情報システム本部長 渡部滋

ヘルスケアＢＵヘルスケアソリューション事業部担当本
部長兼Ｉ＆Ｉサービス部長

ヘルスケア社新事業推進室新事業推進部担当部長 増岡義政

ヘルスケアＢＵ放射線治療システム事業部長 ヘルスケア社放射線治療システム事業部長 中村文人

ヘルスケアＢＵ放射線治療システム事業部粒子線治療
システム本部長兼粒子線治療ソリューション部長

ヘルスケア社放射線治療システム事業部粒子線治療シ
ステム本部長兼粒子線治療ソリューション部長

伊丹博幸

ヘルスケアＢＵ診断システム事業部長 ヘルスケア社第一診断機器事業部副事業部長兼第一メ
ディカルシステム技術本部長兼第二診断機器事業部副
事業部長

河野敏彦

ヘルスケアＢＵ診断システム事業部副事業部長兼マー
ケティング本部長兼第一グローバルセールス本部長

ヘルスケア社マーケティング統括本部長兼第一本部長 清水尚

ヘルスケアＢＵ診断システム事業部ソリューション本部
長兼クラウドソリューション部長

ヘルスケア社第二診断機器事業部ＭＲＩシステム本部長 中西彰

ヘルスケアＢＵ診断システム事業部ソリューション本部
プロダクトソリューション部長

ヘルスケア社第二診断機器事業部ＸＲシステム本部第
二設計部長

長岡政巳

ヘルスケアＢＵ診断システム事業部ソリューション本部ク
リニカルソリューション部長

ヘルスケア社第二診断機器事業部事業推進本部低侵
襲治療ビジネス部長

上田尚樹

ヘルスケアＢＵ診断システム事業部マーケティング本部
事業戦略部長

ヘルスケア社マーケティング統括本部第一本部事業戦
略部長

本堂直之

ヘルスケアＢＵ診断システム事業部マーケティング本部
プロダクトマーケティング部長

ヘルスケア社マーケティング統括本部第一本部プロダク
トマーケティング部長

若松立也

ヘルスケアＢＵ診断システム事業部マーケティング本部
マーケティングコミュニケーション部長

ヘルスケア社マーケティング統括本部マーケティングコ
ミュニケーション部長

津田毅

ヘルスケアＢＵ診断システム事業部ＭＲ先端アプリシス
テム本部長

ヘルスケア社第二診断機器事業部ＭＲＩシステム本部担
当本部長

尾藤良孝

ヘルスケアＢＵ診断システム事業部ＭＲ先端アプリシス
テム本部ＭＲアプリ技術部長兼開発統括本部第二技術
開発本部ＭＲアプリ開発部長

ヘルスケア社第二診断機器事業部ＭＲＩシステム本部ソ
フト開発部長

磯部正幸

ヘルスケアＢＵ診断システム事業部第一グローバル
セールス本部ＵＳ国際営業部長

ヘルスケア社グローバル事業統括本部第一診断機器国
際営業本部国際営業部長

本多秀行



異動後 異動前 氏名
ヘルスケアＢＵ診断システム事業部第二グローバル
セールス本部担当本部長兼放射線国際営業部長

ヘルスケア社グローバル事業統括本部企画室長兼第二
診断機器国際営業本部国際ＣＴ営業部長

小室寛

ヘルスケアＢＵ開発統括本部長兼第一製品開発本部長
兼ＲＡセンタ長

ヘルスケア社第一診断機器事業部副事業部長兼第一メ
ディカルシステム技術本部副本部長兼第一製品開発部
長

糸永研二

ヘルスケアＢＵ開発統括本部副統括本部長兼第二製品
開発本部長

ヘルスケア社第二診断機器事業部ＣＴシステム本部長 尾崎宜生

ヘルスケアＢＵ開発統括本部第一製品開発本部システ
ム開発部長

ヘルスケア社第一診断機器事業部第一メディカルシス
テム技術本部第一製品開発部主管技師

大竹章文

ヘルスケアＢＵ開発統括本部第一製品開発本部コン
ポーネント開発部長兼ＵＳ設計室長

ヘルスケア社第一診断機器事業部第一メディカルシス
テム技術本部第二製品開発部長

笠波恒夫

ヘルスケアＢＵ開発統括本部第一製品開発本部ソフト
開発部長

ヘルスケア社第一診断機器事業部第一メディカルシス
テム技術本部メディカルシステムソフト開発部長

丸山恒二

ヘルスケアＢＵ開発統括本部第一技術開発本部長 ヘルスケア社第一診断機器事業部第二メディカルシス
テム技術本部副本部長

栗山欽治

ヘルスケアＢＵ開発統括本部第一技術開発本部アプリ
ケーション開発部長

ヘルスケア社第一診断機器事業部第二メディカルシス
テム技術本部第一技術開発部長

伊藤安啓

ヘルスケアＢＵ開発統括本部第一技術開発本部探触子
開発部長

ヘルスケア社第一診断機器事業部第二メディカルシス
テム技術本部探触子開発部長

吉田尚浩

ヘルスケアＢＵ開発統括本部第二製品開発本部担当本
部長兼システム開発部長

ヘルスケア社第二診断機器事業部ＣＴシステム本部シ
ステム設計部長

佐藤雅俊

ヘルスケアＢＵ開発統括本部第二製品開発本部ソフト
開発部長

ヘルスケア社第二診断機器事業部ＣＴシステム本部ソフ
ト開発部長

宮崎靖

ヘルスケアＢＵ開発統括本部第二技術開発本部長 ヘルスケア社第二診断機器事業部ＸＲシステム本部長 高野博司

ヘルスケアＢＵ開発統括本部第二技術開発本部コン
ポーネント開発部長

ヘルスケア社モノづくり統括本部第二診断機器共通技
術本部共通設計部長

村山伸康

ヘルスケアＢＵ開発統括本部第二技術開発本部基盤技
術開発部長

ヘルスケア社第二診断機器事業部ＸＲシステム本部第
二設計部画質ＣＬＳグループグループリーダ主任技師

鈴木克己

株式会社日立ヘルスケア・マニュファクチャリングＸ線管
統括部担当部長兼ヘルスケアＢＵ開発統括本部第二技
術開発本部Ｘ線管設計部長

ヘルスケア社第二診断機器事業部ＸＲシステム本部Ｘ線
管設計部長

秋田浩二

ヘルスケアＢＵ分析システム事業部長 ヘルスケア社第一診断機器事業部副事業部長兼第二メ
ディカルシステム技術本部長

宮本一夫

ヘルスケアＢＵ分析システム事業部汎用分析システム
技術部長

ヘルスケア社分析システム事業部計測システム技術部
長

加藤徹

ヘルスケアＢＵ分析システム事業部医用分析システム
技術部長

ヘルスケア社分析システム事業部医用分析システム技
術部長

古城義之



異動後 異動前 氏名
ヘルスケアＢＵ分析システム事業部分析システムソフト
開発部長

ヘルスケア社分析システム事業部分析システムソフト開
発部システム一課長

深見到

ヘルスケアＢＵ　ＳＣＭ統括本部長 ヘルスケア社モノづくり統括本部長兼海外製造本部長 木見田裕治

ヘルスケアＢＵ　ＳＣＭ統括本部副統括本部長兼品質保
証本部長

ヘルスケア社モノづくり統括本部副本部長兼海外製造
本部副本部長兼品質保証本部長兼環境本部長

田上正彦

ヘルスケアＢＵ　ＳＣＭ統括本部モノづくり本部長 ヘルスケア社モノづくり統括本部第一診断機器生産企
画本部副本部長

長野智一

ヘルスケアＢＵ　ＳＣＭ統括本部モノづくり本部担当本部
長兼環境推進室長

ヘルスケア社モノづくり統括本部第二診断機器共通技
術本部長

松下伸二

ヘルスケアＢＵ　ＳＣＭ統括本部モノづくり本部生産統括
部長

ヘルスケア社モノづくり統括本部第一診断機器生産企
画本部担当部長

小出敏和

ヘルスケアＢＵ　ＳＣＭ統括本部調達本部長兼調達二部
長兼バリューチェーン・インテグレーション本部長

ヘルスケア社調達本部長兼調達一部長兼調達三部長 木村信明

ヘルスケアＢＵ　ＳＣＭ統括本部調達本部調達一部長 ヘルスケア社モノづくり統括本部第一診断機器生産企
画本部購買部長

荒木健介

ヘルスケアＢＵ　ＳＣＭ統括本部調達本部ＶＥＣセンタ長 ヘルスケア社調達本部ＶＥＣセンタ長 亀山茂樹

ヘルスケアＢＵ品質保証本部第一品質保証部長 ヘルスケア社品質保証本部薬事品質管理部副部長 前田良介

ヘルスケアＢＵ品質保証本部第二品質保証部長 ヘルスケア社品質保証本部第二診断機器品質保証部
長

小野英二

ヘルスケアＢＵ品質保証本部薬事品質管理部長 ヘルスケア社品質保証本部薬事品質管理部長 渡邉英明

ヘルスケアＢＵ財務本部担当本部長兼業務部長 ヘルスケア社業務本部長兼業務部長 原良夫

ヘルスケアＢＵ財務本部財務部長 ヘルスケア社財務本部財務部長 小林栄一

ヘルスケアＢＵ財務本部開発・生産経理部長 ヘルスケア社財務本部三鷹財務部長 原島信義

ヘルスケアＢＵ財務本部資金部長 ヘルスケア社財務本部担当部長 赤崎大一郎

ヘルスケアＢＵ総務本部担当本部長兼人事労政部長兼
法務・コンプライアンス部長

ヘルスケア社総務本部人事総務部担当部長 江藤慎一

ヘルスケアＢＵ総務本部総務部長 ヘルスケア社総務本部三鷹総務部長 加藤裕之



異動後 異動前 氏名
ヘルスケアＢＵ教育センタ長 ヘルスケア社営業統括本部副統括本部長兼分析システ

ム営業本部長兼サポートサービス事業部分析システム
サービス本部長

山田孝一

ヘルスケアＢＵ監査室長 ヘルスケア社監査室長 今村行人

ヘルスケアＢＵ輸出管理部長 ヘルスケア社輸出管理本部輸出管理部担当部長 金野誠

サービス＆プラットフォームＢＵ制御プラットフォーム統
括本部技師長

インフラシステム社技師長 堀田多加志

サービス＆プラットフォームＢＵ情報プラットフォーム統
括本部長兼ＩＣＴ事業統括本部サービスプラットフォーム
事業本部長

情報・通信システム社サービスイノベーション統括本部
長兼社会イノベーション事業推進本部共生自律分散推
進本部長

熊崎裕之

サービス＆プラットフォームBU戦略企画本部長 研究開発グループ技術戦略室シニアストラテジースタッ
フ

小田原宏明

サービス＆プラットフォームBU戦略企画本部　部長 研究開発グループ情報通信イノベーションセンタコン
ピューティング研究部情報Ｃ５ユニットリーダ主任研究員

小日向宣昭

サービス＆プラットフォームBU人事総務部長 インフラシステム社人事総務統括本部大みか総務部長 岩見健太郎

サービス＆プラットフォームBUサービス統括本部セキュ
リティ事業推進本部長　兼　社会イノベーション推進本部
サービス統括本部セキュリティ事業推進本部長

社会イノベーション推進本部セキュリティ事業統括本部
部長

宮尾健

サービス＆プラットフォームBU情報プラットフォーム統括
本部事業開発本部長

情報・通信システム社経営戦略統括本部経営戦略統括
本部事業戦略本部経営企画ユニット　部長

小野寺剛

サービス＆プラットフォームBU情報プラットフォーム統括
本部デジタルソリューション開発本部デジタルソリュー
ション開発部長

社会イノベーション推進本部共生自律分散推進本部共
生自律分散プラットフォーム部担当部長　兼　情報・通信
システム社スマート情報システム統括本部スマート情報
システム統括本部サービスプラットフォーム本部　Ｉｎｔｅｌｌｉ
ｇｅｎｔ　Ｏｐｅｒａｔｉｏｎｓ　Ｓｕｉｔｅ設計センタ長

川本真一

サービス＆プラットフォームBU制御プラットフォーム統括
本部経営戦略本部長

エネルギーソリューション社ソリューションシステム事業
部ソリューションシステム本部長

畑中長則

サービス＆プラットフォームBU制御プラットフォーム統括
本部経営戦略本部事業企画部長

インフラシステム社大みか事業所経営戦略本部事業企
画部長

沼里匡章

サービス＆プラットフォームBU制御プラットフォーム統括
本部経営戦略本部事業開拓センタ長

インフラシステム社大みか事業所経営戦略本部事業企
画部担当部長

澤田昌文

サービス＆プラットフォームBU制御プラットフォーム統括
本部経営戦略本部技術部長

インフラシステム社大みか事業所技術部長 田村光男

サービス＆プラットフォームBU制御プラットフォーム統括
本部電力システム本部長　兼　ＩｏＴ推進本部ＩｏＴプロジェ
クト推進本部長

インフラシステム社大みか事業所電力システム本部長 朝倉一安

サービス＆プラットフォームBU制御プラットフォーム統括
本部電力システム本部電力システム設計部長

インフラシステム社大みか事業所電力システム本部電
力システム設計部長

菊池智

サービス＆プラットフォームBU制御プラットフォーム統括
本部電力システム本部発電・電力制御システム設計部
長

インフラシステム社大みか事業所電力システム本部発
電・電力制御システム設計センタ長

清水悟



異動後 異動前 氏名
サービス＆プラットフォームBU制御プラットフォーム統括
本部電力システム本部原子力制御システム設計部長
兼　制御プラットフォーム開発本部セキュリティセンタ長

インフラシステム社大みか事業所電力システム本部原
子力制御システム設計センタ長

花見英樹

サービス＆プラットフォームBU制御プラットフォーム統括
本部交通システム本部長

インフラシステム社大みか事業所交通システム本部長 小林毅

サービス＆プラットフォームBU制御プラットフォーム統括
本部交通システム本部交通システム設計部長

インフラシステム社大みか事業所交通システム本部交
通システム設計部長

大田健二

サービス＆プラットフォームBU制御プラットフォーム統括
本部交通システム本部ＡＴＯＳセンタ長

インフラシステム社大みか事業所交通システム本部ＡＴ
ＯＳセンタ長

岡田光教

サービス＆プラットフォームBU制御プラットフォーム統括
本部電機システム本部長

インフラシステム社大みか事業所電機システム本部長
兼　インダストリアルプロダクツ社電機システム事業部
パワーエレクトロニクス本部長

荒金聡一

サービス＆プラットフォームBU制御プラットフォーム統括
本部電機システム本部マイニングセンタ長

インフラシステム社大みか事業所電機システム本部マイ
ニングセンタ長

杉浦達人

サービス＆プラットフォームBU制御プラットフォーム統括
本部電機システム本部電機制御システム設計部長

インフラシステム社大みか事業所電機システム本部電
機制御システム設計部グループリーダ主任技師

南村敏文

サービス＆プラットフォームBU制御プラットフォーム統括
本部電機システム本部社会制御システム設計部長

インフラシステム社大みか事業所電機システム本部社
会制御システム設計部長

安富弘泰

サービス＆プラットフォームBU制御プラットフォーム統括
本部制御プラットフォーム開発本部長　兼　情報プラット
フォーム統括本部デジタルソリューション開発本部長

インフラシステム社大みか事業所制御プラットフォーム
開発本部長　兼　共生自律分散推進本部共生自律分散
プラットフォーム部長

大橋章宏

サービス＆プラットフォームBU制御プラットフォーム統括
本部制御プラットフォーム開発本部制御プラットフォーム
開発部長

インフラシステム社大みか事業所制御プラットフォーム
開発本部制御プラットフォーム設計部長

松本一人

サービス＆プラットフォームBU制御プラットフォーム統括
本部制御プラットフォーム開発本部制御プラットフォーム
設計部長

インフラシステム社大みか事業所制御プラットフォーム
開発本部制御プラットフォーム設計部グループリーダ主
任技師

小林崇

サービス＆プラットフォームBU制御プラットフォーム統括
本部生産統括本部長

インフラシステム社大みか事業所シニアプロジェクトマ
ネージャ

小川尚雄

サービス＆プラットフォームBU制御プラットフォーム統括
本部モノづくり統括設計部長

インフラシステム社大みか事業所電機システム本部社
会制御システム設計部グループリーダ主任技師

堤浩明

サービス＆プラットフォームBU制御プラットフォーム統括
本部生産統括本部生産管理部長

インフラシステム社大みか事業所生産統括部長 山口裕利

サービス＆プラットフォームBU制御プラットフォーム統括
本部生産統括本部製造部長

インフラシステム社大みか事業所製造部長 瀬川智広

サービス＆プラットフォームBU制御プラットフォーム統括
本部生産統括本部生産・情報システム部長

インフラシステム社大みか事業所生産・情報システム部
長

松橋好徳

サービス＆プラットフォームBU制御プラットフォーム統括
本部品質保証部長

インフラシステム社大みか事業所品質保証部長 樫村伸哉

サービス＆プラットフォームBU制御プラットフォーム統括
本部システムＱＡセンタ長

インフラシステム社大みか事業所システムＱＡセンタ長 古森憲二



異動後 異動前 氏名
サービス＆プラットフォームBU制御プラットフォーム統括
本部環境管理センタ長

インフラシステム社環境・安全・品質保証本部環境管理
第一部長

真柄雅利

サービス＆プラットフォームBU制御プラットフォーム統括
本部大みか調達統括部長　兼　産業・水業務統括本部
調達本部産業制御調達部長　兼　水調達統括部第二調
達部長

インフラシステム社調達統括本部ソリューション調達統
括部長　兼　電力・デバイス調達部長

野島貴久

株式会社日立産機システム常務取締役［経営サポート
本部長］兼インダストリアルプロダクツBUＣＦＯ

株式会社日立産機システム常務取締役［経営サポート
本部長］兼インダストリアルプロダクツ社財務本部長

稲葉公昭

インダストリアルプロダクツBU経営企画統括本部副統括
本部長兼機械システム事業部事業企画本部長

インダストリアルプロダクツ社経営企画統括本部副統括
本部長

塚本康博

インダストリアルプロダクツBU経営企画統括本部経営企
画部長

インダストリアルプロダクツ社経営企画統括本部経営戦
略部長

高堀千勢

株式会社日立産機システム［研究開発センタ長］兼イン
ダストリアルプロダクツBU研究開発本部長兼技術管理
部長

株式会社日立産機システム［研究開発センタ長］兼イン
ダストリアルプロダクツ社経営企画統括本部研究開発セ
ンタ長

相馬憲一

株式会社日立産機システム［研究開発センタ知的財産
権部長］兼インダストリアルプロダクツBU研究開発本部
知財管理部長

株式会社日立産機システム［研究開発センタ知的財産
権部長］

小塙章

インダストリアルプロダクツBU品質保証本部長 品質保証本部ＱＡセンタ長 小辻宣俊

インダストリアルプロダクツBU品質保証本部ＱＡセンタ
長

インフラシステム社環境・安全・品質保証本部製品・プラ
ント保証センタ長兼インダストリアルプロダクツ社品質保
証本部ＱＡセンタ長

菊池智之

インダストリアルプロダクツBUモノづくり本部長 インダストリアルプロダクツ社電機システム事業部パ
ワーエレクトロニクス本部担当本部長兼パワーエレクト
ロニクス生産統括部長

内山悦郎

インダストリアルプロダクツBUモノづくり本部生産技術開
発部長

インフラシステム社モノづくり統括本部生産技術開発部
長

小林悟

インダストリアルプロダクツBUＩＴ推進本部長 インダストリアルプロダクツ社ＩＴ推進本部長 奥山雅弘

インダストリアルプロダクツBU ＩＴ推進本部ＩＴ統括部長 インフラシステム社ＩＴ・業革推進本部経営システム部担
当部長

石井正克

インダストリアルプロダクツBU調達本部長 インダストリアルプロダクツ社調達本部長 村上公一

インダストリアルプロダクツBU調達本部調達企画管理部
長

情報・通信システム社調達本部システム品調達部長 村井啓介

インダストリアルプロダクツBU調達本部土浦調達部長 インダストリアルプロダクツ社調達本部土浦調達部長 平原茂

インダストリアルプロダクツBU財務本部長 インフラシステム社財務統括本部担当本部長兼財務部
長

細谷幸生

インダストリアルプロダクツBU財務本部財務部長 インダストリアルプロダクツ社財務本部財務部長 小貫康史



異動後 異動前 氏名
インダストリアルプロダクツBU財務本部土浦財務部長 インダストリアルプロダクツ社財務本部土浦財務部長 菅龍介

インダストリアルプロダクツBU人事総務本部人事企画部
長

インダストリアルプロダクツ社人事総務本部人事企画部
長

今井聡

インダストリアルプロダクツBU人事総務本部土浦総務部
長

インダストリアルプロダクツ社人事総務本部土浦総務部
長

荒川卓也

インダストリアルプロダクツBU人事総務本部茨城総務部
長

インダストリアルプロダクツ社人事総務本部担当部長 伊藤淳

インダストリアルプロダクツBU営業統括本部副統括本部
長

電力・インフラシステム営業統括本部産業ソリューション
営業本部長

辰巳雄一

インダストリアルプロダクツBU営業統括本部企画部長 インダストリアルプロダクツ社電機システム事業部企画
部長

福田光

インダストリアルプロダクツBU営業統括本部コンポーネ
ント第一部長

電力・インフラシステム営業統括本部産業ソリューション
営業本部コンポーネント一部長

鈴木淳

インダストリアルプロダクツBU営業統括本部コンポーネ
ント第二部長

電力・インフラシステム営業統括本部産業ソリューション
営業本部コンポーネント二部担当部長

米野広樹

インダストリアルプロダクツBU営業統括本部国際第一部
長

日立(中国)有限公司電機部総監 秋永敏雄

インダストリアルプロダクツBU営業統括本部国際第二部
長

電力・インフラシステム営業統括本部国際第二営業本部
国際営業第二部長

鎌形秀樹

インダストリアルプロダクツBU営業統括本部インド支店
長

電力・インフラシステム営業統括本部インド支店長 尾川哲男

インダストリアルプロダクツBUサービス本部企画部長 インダストリアルプロダクツ社経営企画統括本部企画部
長

三島充裕

株式会社日立産機システム専務取締役兼インダストリア
ルプロダクツＢＵ　ＣＳＯ兼経営企画統括本部長

株式会社日立産機システム常務取締役兼インダストリア
ルプロダクツ社ＣＳＯ兼経営企画統括本部長

荒谷豊

インダストリアルプロダクツＢＵ電機システム事業部長 インダストリアルプロダクツ社電機システム事業部長兼
電動機生産本部長

今井勇人

インダストリアルプロダクツBU電機システム事業部企画
部長

インダストリアルプロダクツ社電機システム事業部電機
制御システム本部マーケティング推進部担当部長

水谷修二

インダストリアルプロダクツBU電機システム事業部電機
制御システム本部長

インダストリアルプロダクツ社電機システム事業部電機
制御システム本部担当本部長

奥慎太郎

インダストリアルプロダクツBU電機システム事業部電機
制御システム本部員兼制御システム部長

インフラシステム社大みか事業所制御プラットフォーム
開発本部員兼情報制御機器センタ長

日向一弘

インダストリアルプロダクツBU電機システム事業部電機
制御システム本部パワエレシステム部長

インダストリアルプロダクツ社電機システム事業部電機
制御システム本部パワエレシステム部長

宮部隆明



異動後 異動前 氏名
インダストリアルプロダクツBU電機システム事業部電機
制御システム本部ドライブシステム部長

インダストリアルプロダクツ社電機システム事業部電機
制御システム本部ドライブシステム部担当部長

田中正隆

インダストリアルプロダクツBU電機システム事業部電動
機生産本部長

インダストリアルプロダクツ社電機システム事業部電動
機生産本部担当本部長兼電機製造部長

矢滝年隆

インダストリアルプロダクツBU電機システム事業部電動
機生産本部電機プロダクト設計部長

インダストリアルプロダクツ社電機システム事業部電動
機生産本部電機プロダクト設計部長

吉成良孝

インダストリアルプロダクツBU電機システム事業部電動
機生産本部電機製造部長

インダストリアルプロダクツ社電機システム事業部電動
機生産本部電機製造部回転機製作課長

森義和

インダストリアルプロダクツBU電機システム事業部電動
機生産本部電機品質保証部長

インダストリアルプロダクツ社電機システム事業部電動
機生産本部電機品質保証部長

安井啓裕

インダストリアルプロダクツBU電機システム事業部電動
機生産本部改革センタ長

インダストリアルプロダクツ社電機システム事業部電動
機生産本部改革センタ長

鈴木隆之

インダストリアルプロダクツBU電機システム事業部パ
ワーエレクトロニクス本部長

北京日立控制系統有限公司総経理 豊田昌司

インダストリアルプロダクツBU電機システム事業部パ
ワーエレクトロニクス本部パワーエレクトロニクス設計部
長兼ＨＨＰＥ支援センタ長

インダストリアルプロダクツ社電機システム事業部パ
ワーエレクトロニクス本部パワーエレクトロニクス設計部
グループリーダ主任技師

宮田博昭

インダストリアルプロダクツBU電機システム事業部パ
ワーエレクトロニクス本部パワーエレクトロニクス生産統
括部長

ＨｉｔａｃｈｉＨｉ－ＲｅｌＰｏｗｅｒＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓＰｖｔ．Ｌｔｄ．ＶｉｃｅＰｒ
ｅｓｉｄｅｎｔ

堀江弘昭

インダストリアルプロダクツBU電機システム事業部パ
ワーエレクトロニクス本部パワーエレクトロニクス品質保
証部長

インダストリアルプロダクツ社電機システム事業部パ
ワーエレクトロニクス本部パワーエレクトロニクス品質保
証部長

山下武志

インダストリアルプロダクツＢＵ機械システム事業部長 インダストリアルプロダクツ社機械システム事業部長 野際日出人

インダストリアルプロダクツＢＵ機械システム事業部副事
業部長兼プロジェクト統括本部長兼プロジェクト管理部
長

インダストリアルプロダクツ社機械システム事業部副事
業部長兼土浦生産統括本部長

小沼輝明

インダストリアルプロダクツＢＵ機械システム事業部副事
業部長

インダストリアルプロダクツ社機械システム事業部副事
業部長兼機械システムエンジニアリング本部長

山田洋

インダストリアルプロダクツＢＵ機械システム事業部プロ
ジェクト統括本部調達品工程管理部長

インダストリアルプロダクツ社調達本部土浦調達部担当
部長兼購買第四グループ部長代理

藤田和孝

インダストリアルプロダクツＢＵ機械システム事業部プロ
ジェクト統括本部生産管理部長

インダストリアルプロダクツ社機械システム事業部土浦
生産統括本部生産管理部長

上曽哲

インダストリアルプロダクツＢＵ機械システム事業部事業
企画本部企画部長

インダストリアルプロダクツ社機械システム事業部技術
部長

中島浩

インダストリアルプロダクツＢＵ機械システム事業部ＩＴ・
業務プロセス改革推進部長

インフラシステム社ＩＴ・業革推進本部生産工場ＩＴソ
リューション部長

打越幹雄

インダストリアルプロダクツＢＵ機械システム事業部シス
テム技術部長兼水ＢＵ水事業部社会システム本部機械
システム技術部長

インダストリアルプロダクツ社機械システム事業部シス
テム技術部長兼インフラシステム社水・環境ソリューショ
ン事業部社会システム本部機械システム技術部長

大久保忠男



異動後 異動前 氏名
インダストリアルプロダクツＢＵ機械システム事業部ＨＷ
Ｐ改革本部長

インダストリアルプロダクツ社機械システム事業部海外
事業推進部長兼原価低減推進室長

中尾剛

インダストリアルプロダクツＢＵ機械システム事業部ポン
プ・送風機システム本部長

インダストリアルプロダクツ社機械システム事業部ポン
プ・送風機技術本部長

吉井秀行

インダストリアルプロダクツBU機械システム事業部ポン
プ・送風機システム本部ポンプグローバルセンタ長

インダストリアルプロダクツ社機械システム事業部ポン
プ・送風機技術本部ポンプグローバルセンタ長

穴見和広

インダストリアルプロダクツＢＵ機械システム事業部ポン
プ・送風機システム本部施工・サービス部長

インダストリアルプロダクツ社機械システム事業部ポン
プ・送風機技術本部施工・サービス部長

谷直樹

インダストリアルプロダクツＢＵ機械システム事業部ポン
プ・送風機システム本部ポンプシステム部長

インダストリアルプロダクツ社機械システム事業部ポン
プ・送風機技術本部ポンプシステム部長

丹治正孝

インダストリアルプロダクツＢＵ機械システム事業部ポン
プ・送風機システム本部送風機システム部長

インダストリアルプロダクツ社機械システム事業部ポン
プ・送風機技術本部送風機システム部長

内山毅

インダストリアルプロダクツＢＵ機械システム事業部気体
機システム本部長

インダストリアルプロダクツ社機械システム事業部気体
機技術本部長

松野秀紀

インダストリアルプロダクツＢＵ機械システム事業部気体
機システム本部フロントエンジニアリング部長

インダストリアルプロダクツ社機械システム事業部機械
システムエンジニアリング本部フロントエンジニアリング
部長

伊藤篤志

インダストリアルプロダクツＢＵ機械システム事業部気体
機システム本部プロジェクト計画部長

インダストリアルプロダクツ社機械システム事業部気体
機技術本部プロジェクト統括部長

折笠秀明

インダストリアルプロダクツＢＵ機械システム事業部気体
機システム本部機器設計部長

インダストリアルプロダクツ社機械システム事業部気体
機技術本部機器設計部長

植木徹

インダストリアルプロダクツＢＵ機械システム事業部気体
機システム本部本体設計部長

インダストリアルプロダクツ社機械システム事業部業務
プロセス改革推進室担当部長

松永裕之

インダストリアルプロダクツＢＵ機械システム事業部気体
機システム本部ＡＳ・ソリューション部長

インダストリアルプロダクツ社機械システム事業部気体
機技術本部ＡＳ・ソリューション部長

高橋一樹

インダストリアルプロダクツＢＵ機械システム事業部機械
制御システム部長

インダストリアルプロダクツ社機械システム事業部機械
制御技術本部機械制御システム部長

浅野雄志

インダストリアルプロダクツＢＵ機械システム事業部ロジ
スティクスシステム部長

インダストリアルプロダクツ社機械システム事業部機械
制御技術本部ロジスティクスシステム部長

長島由和

インダストリアルプロダクツＢＵ機械システム事業部製造
部長

インダストリアルプロダクツ社機械システム事業部土浦
生産統括本部製造部長

石井正人

インダストリアルプロダクツＢＵ機械システム事業部生産
技術部長

インダストリアルプロダクツ社機械システム事業部土浦
生産統括本部安全衛生環境管理センタ長

坂敬裕

インダストリアルプロダクツＢＵ機械システム事業部安全
衛生環境管理センタ長

インダストリアルプロダクツ社機械システム事業部土浦
生産統括本部安全衛生環境管理センタ担当部長

桑原邦央

インダストリアルプロダクツＢＵ機械システム事業部特機
システム部長

インダストリアルプロダクツ社機械システム事業部事業
部長付兼土浦生産統括本部特機システム部長

磯田幸雄



異動後 異動前 氏名
インダストリアルプロダクツＢＵ機械システム事業部サー
ビスソリューション部長

インダストリアルプロダクツ社機械システム事業部サー
ビスソリューション部長

新弘幸

インダストリアルプロダクツＢＵ機械システム事業部品質
保証部長

インダストリアルプロダクツ社機械システム事業部品質
保証部長

日野省司

北海道支社長 情報・通信システム社ＩＴプラットフォーム事業本部販売
推進本部本部長

小林毅

北海道支社エネルギーソリューション営業部長 エネルギーソリューション社ソリューション事業開発本部
ソリューション事業開発部担当部長

橘裕司

営業統括本部総務本部北海業務企画部長兼北海道支
社業務企画部長但し、北海道支社在勤

営業統括本部総務本部北海業務企画部長 安藤誠二

東北支社企画部長 東北支社インフラシステム営業部担当部長 佐藤文行

関東支社社会システム営業部長 関東支社インフラシステム営業部長 原秀樹

関東支社産業・流通システム営業部長 関東支社産業・流通情報システム営業部長 安藤豊

関東支社茨城支店長 関東支社新潟支店長 中村仁

関東支社新潟支店長 電力・インフラシステム営業統括本部社会システム営業
本部　営業第三部部長代理

有野芳弘

横浜支社社会・交通システム営業部長 横浜支社インフラシステム営業部長 熊岡聖之進

横浜支社公共・金融情報システム営業部長　兼　情報統
括部長

横浜支社公共・金融情報システム営業部長 川淵祐司

中部支社電力システム部長 中部支社電力部長 柴田正史

中部支社社会システム部長 中部支社社会システム部担当部長 有瀧智之

北陸支社社会・産業システム営業部長　兼　金沢支店長 電力・インフラシステム営業統括本部社会システム営業
本部　第一部　部長

下川忍

関西支社電力・エネルギーソリューション部長 関西支社産業システム部長 一色勇紀夫

関西支社ヘルスケアソリューション部長 関西支社社会システム部担当部長 前川広樹

関西支社産業ＩｏＴ推進部長 関西支社産業システム部担当部長 中辻博之



異動後 異動前 氏名
関西支社産業システム部長 関西支社産業システム部部長代理 田邊武志

関西支社流通・パートナービジネス営業部長 関西支社流通情報システム営業部長 藤井秀也

関西支社企画部長 関西支社電力部長 福田哲生

関西支社協創イノベーション推進部長 関西支社新事業推進部長 小林純雄

中国支社副支社長 営業統括本部営業戦略強化本部第二部長 相田信一

中国支社公共情報システム営業部長 情報・通信システムグループ情報・通信システム社情報
営業統括本部公共システム営業統括本部第三営業本
部第八営業部第３グループ部長代理

三国新一

四国支社愛媛支店長兼協創イノベーション推進部長 四国支社愛媛支店長 戎井真二

九州支社副支社長 情報・通信システム社情報営業統括本部金融システム
営業統括本部事業企画本部長

木下浩一

九州支社社会システム営業部長 関東支社茨城支店長 山本英夫

九州支社金融情報システム営業部長 情報・通信システム社情報営業統括本部金融システム
営業統括本部金融営業第二本部第四部第２グループ部
長代理

齋藤英晴

九州支社九州中央支店長 九州支社熊本支店長 松冨元太郎

日立ＧＥニュークリア・エナジー株式会社［原子力営業本
部長］兼原子力ＢＵ原子力営業本部長

日立ＧＥニュークリア・エナジー株式会社［原子力営業本
部長］

大島光信

日立ＧＥニュークリア・エナジー株式会社［原子力営業本
部原子力第一部長］兼原子力ＢＵ原子力営業本部原子
力第一部長

日立ＧＥニュークリア・エナジー株式会社［原子力営業第
一部長］

山本宏明

日立ＧＥニュークリア・エナジー株式会社［原子力営業本
部原子力第二部長］兼原子力ＢＵ原子力営業本部原子
力第二部長

電力・インフラシステム営業統括本部営業企画本部営業
企画第三部長

武本慎二郎

日立ＧＥニュークリア・エナジー株式会社［原子力営業本
部原子力国際事業開発営業部長］兼原子力ＢＵ原子力
営業本部原子力国際事業開発営業部長

日立ＧＥニュークリア・エナジー株式会社［原子力営業本
部原子力国際事業開発営業部長

斎藤雅哉

日立ＧＥニュークリア・エナジー株式会社［原子力営業本
部原子力国際営業部長］兼原子力ＢＵ原子力営業本部
原子力国際営業部長

日立ＧＥニュークリア・エナジー株式会社［原子力営業本
部原子力営業第二部長］

神谷和宏

日立GEニュークリア・エナジー株式会社［原子力国際技
術本部長］兼原子力ＢＵ原子力事業統括本部原子力海
外事業技術センタ長

日立GEニュークリア・エナジー株式会社［原子力国際技
術本部長］兼電力システム社原子力事業統括本部原子
力海外事業技術センタ長

吉村真人

日立GEニュークリア・エナジー株式会社原子力技術本
部長兼原子力ＢＵ原子力事業統括本部原子力事業技
術センタ長

日立GEニュークリア・エナジー株式会社［原子力技術本
部長］兼電力システム社原子力事業統括本部原子力事
業技術センタ長

梶山直希



異動後 異動前 氏名
日立GEニュークリア・エナジー株式会社［原子力技術本
部事業主管］兼兼原子力ＢＵ海外原子力戦略統括本部
ベトナム原子力プロジェクト推進本部長兼ベトナムプロ
ジェクト推進室長

日立GEニュークリア・エナジー株式会社［原子力技術本
部事業主管兼東通１号建設準備室長］兼電力システム
社海外原子力戦略統括本部ベトナム原子力プロジェクト
推進本部長兼ベトナムプロジェクト推進室長

澄川順二

日立GEニュークリア・エナジー株式会社原子力品質保
証本部 原子力品質保証統括部長

日立GEニュークリア・エナジー株式会社日立事業所 原
子力プラント部 担当部長

小貝真名美

日立GEニュークリア・エナジー株式会社原子力技術本
部 原子力技術部長

日立GEニュークリア・エナジー株式会社原子力エンジニ
アリング・調達本部 原子力計画部 チーフプロジェクトマ
ネージャ

朝倉伸治

日立GEニュークリア・エナジー株式会社原子力エンジニ
アリング・調達本部 原子力タービンエンジニアリング部
長

日立GEニュークリア・エナジー株式会社原子力エンジニ
アリング・調達本部 原子力タービンエンジニアリング部
原子力タービンエンジニアリンググループリーダ主任技
師

小川雪郎

日立GEニュークリア・エナジー株式会社原子力エンジニ
アリング・調達本部 原子力調達エンジニアリング部長

日立GEニュークリア・エナジー株式会社日立事業所 原
子力設計部長

稲田康徳

日立GEニュークリア・エナジー株式会社原子力生産本
部 原子力設計部長

日立GEニュークリア・エナジー株式会社日立事業所 原
子力設計部 予防保全機器設計グループリーダ主任技
師

玉古博朗

日立電鉄交通サービス株式会社　代表取締役社長 電力システム社CHRO兼グローバルビジネスマネジメン
ト本部長

館岡司

株式会社日立ビルシステム 代表取締役取締役社長 株式会社日立ビルシステム 代表取締役取締役会長兼
CEO

佐藤寛

株式会社日立建設設計 代表取締役社長 北海道支社長 橘滋夫

日立電梯(中国)有限公司董事総裁 日立(中国)有限公司董事兼総経理兼日立電梯(中国)有
限公司董事総裁

水本真治

日立(中国)有限公司董事兼総経理 営業統括本部地域戦略本部本部長付 金森秀人
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