
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サービス統括本部サー

ビス事業推進本部Pentahoプロジェクトリーダ
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

酒井宏昌

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第一本部長

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

ビス事業推進本部トータルエンジニアリング第一本部バ

リューチェーンロジスティクス部長

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ープロジェクト本部サービ

スエンジニアリングセンタ長

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第一本部ス

マートインダストリー部長

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

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第一本部

サービステクノロジーセンタ長

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

菅原敏

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第二本部長

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担当本

部長

西内重治

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第二本部ク

オリティエクセレンス部長

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

二システム部担当部長

浅田裕之

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第二本部ス

マートソサエティ部長

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

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第二本部ア

フター&ライフサイクル部長
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部長

竹島昌弘

社会イノベーション事業推進本部サービス統括本部セ

キュリティ事業推進本部副本部長兼セキュリティ戦略本

部長

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

宮尾健

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

部担当本部長兼企画部長

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部員(但し、日立ジョンソンコントロールズ
空調株式会社出向)

塩崎康博

2016年 9月 20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 CEO：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 10 月 1 日付］ 

＜産業・流通 BU＞ 

・産業ソリューション事業統括本部を新設し、エンタープライズソリューション事業部と産業ソリューション

事業部を統括する体制とする。 

1



異動後 異動前 氏名

IT統括本部統括主管兼IT統括本部デジタル戦略企画
部長

ITビジネスサービス本部経営情報システム本部長 小林健二郎

モノづくり戦略本部長 モノづくり戦略本部担当本部長 菅原貞幸

ITビジネスサービス本部ソリューション本部ソリューション
第一部長

鉄道BU IT統括本部笠戸IT推進部長 泉田晃弘

ITビジネスサービス本部ソリューション本部ソリューション
第三部長

ITビジネスサービス本部グローバルITプロモーション部
員(但し、日立インド社出向)

山本一夫

ITビジネスサービス本部経営情報システム本部長 IT統括本部統括主管 石田英理

ITビジネスサービス本部e-プラットフォーム本部サービス
統括部長

ITビジネスサービス本部e-プラットフォーム本部サービス
統括部担当部長

鞍掛稔也

研究開発グループ中央研究所国分寺・鳩山企画室長 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

エレクトロニクスイノベーションセンタエネルギーエレクトロ

ニクス研究部長

嶋本泰洋

研究開発グループ中央研究所赤坂企画室長 研究開発グループ中央研究所企画室長 助川直伸

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エネルギーエレクトロ

ニクス研究部長

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

エレクトロニクスイノベーションセンタエネルギーエレクトロ

ニクス研究部エレＥ２ユニットリーダ主任研究員

島明生

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システム生産性研究部長

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コラボレーション推進部

主任技師

長船辰昭

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モータシステム研究部長

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

制御イノベーションセンタモータシステム研究部制御Ｍ２

ユニットリーダ主任研究員

橋本貴之

研究開発グループ管理統括センタ調達部長 研究開発グループ管理統括センタ調達部京浜ハード調

達ユニットリーダ部長代理

榎本勇一

電力BU新エネルギーソリューション事業部企画部長 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

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
ギーシステム本部風力発電推進部長

電力BU新エネルギーソリューション事業部企画部長 徳原康晴

産業・流通BU安全・品証・PM本部長 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

木原均

産業・流通BU安全・品証・PM本部安全推進センタ長 産業・流通BU安全・品質保証本部安全統括センタ長 鈴木正一郎

産業・流通BU営業統括本部産業第二営業本部日立グ
ループ営業第一部長兼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一部長

産業・流通BU営業統括本部産業第二営業本部日立グ
ループ営業第一部第二G部長代理兼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一部第

二グループ部長代理

矢島幹也
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異動後 異動前 氏名

産業・流通BU営業統括本部流通営業本部第一営業部
長

産業・流通BU営業統括本部流通営業本部第一営業部
担当部長

平野豊

産業・流通BU産業ソリューション事業統括本部長兼エン
タープライズソリューション事業部長

産業・流通BUエンタープライズソリューション事業部長 榎本充博

産業・流通BU産業ソリューション事業統括本部エンター
プライズソリューション事業部企画本部事業企画部長

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

坂口譲司

産業・流通BU産業ソリューション事業統括本部エンター
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

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員(但し、日立コンサ
ルティング・シンガポール社出向)

前林和幸

産業・流通BU産業ソリューション事業統括本部エンター
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

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本部長付

吉野健介

産業・流通BU産業ソリューション事業統括本部エンター
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

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

担当部長

宅間恵理子

産業・流通BU産業ソリューション事業統括本部エンター
プライズソリューション事業部産業第一システム本部生活

産業システム部長

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第一G主任技師

中澤孝仁

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

MHPSセンタ長

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員(但し、三菱日立パワーシステムズ
株式会社出向)

高橋宰

産業・流通BU産業ソリューション事業統括本部エンター
プライズソリューション事業部モビリティ&マニュファクチャ
リング本部長

産業・流通BUエンタープライズソリューション事業部CIS
本部長

津田芳一

産業・流通BU産業ソリューション事業統括本部エンター
プライズソリューション事業部モビリティ&マニュファクチャ
リング本部第一部長

産業・流通BU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産業ソリューション事業統括本部エンター
プライズソリューション事業部モビリティ&マニュファクチャ
リング本部スマートモビリティ開発部長

産業・流通BU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開発部長

相川哲盛

産業・流通BU産業ソリューション事業統括本部エンター
プライズソリューション事業部モビリティ&マニュファクチャ
リング本部第四部長

産業・流通BU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産業ソリューション事業統括本部エンター
プライズソリューション事業部モビリティ&マニュファクチャ
リング本部ビジネス推進センタ長

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

柏山正守

産業・流通BU産業ソリューション事業統括本部エンター
プライズソリューション事業部モビリティ&マニュファクチャ
リング本部TSCMソリューションセンタ長

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

亀井章

産業・流通BU産業ソリューション事業統括本部エンター
プライズソリューション事業部モビリティ&マニュファクチャ
リング本部グローバルオートモーティブシステム第一部長

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

ム第一部長

三溝勝広

産業・流通BU産業ソリューション事業統括本部エンター
プライズソリューション事業部モビリティ&マニュファクチャ
リング本部グローバルオートモーティブシステム第二部長

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

吉井隆司

産業・流通BU産業ソリューション事業統括本部エンター
プライズソリューション事業部流通システム本部長

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

上田元春
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異動後 異動前 氏名

産業・流通BU産業ソリューション事業統括本部産業ソ
リューション事業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セキュリティ事業推進本部フィジカ

ルセキュリティ本部長

産業・流通BU産業ソリューション事業部長 川田章人

株式会社日立プラントコンストラクション営業統括本部担

当本部長兼株式会社日立製作所産業・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

株式会社日立プラントコンストラクション営業統括本部担

当本部長

吉村誠司

水BU水事業部サービス事業推進部長 水BU水事業部社会システム本部情報システムエンジニ
アリング部主任技師

河野秋稔

水BU水事業部国際営業本部水システム営業第一部長 水BU水事業部国際営業本部水システム営業部長 大谷徹

水BU水事業部国際営業本部水システム営業第二部長 水BU水事業部国際営業本部水システム営業部担当部
長

吉田尚樹

水BU水事業部社会システム営業本部水環境システム
部長

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

斎藤信一

産業・水業務統括本部事業主管(PMO統括)兼CTrO兼
スマートトランスフォーメーション推進本部長

産業・水業務統括本部事業主管(PMO統括) 村上勝孝

産業・水業務統括本部IT・業革推進本部産業・流通ITソ
リューション部長

産業・水業務統括本部IT・業革推進本部業革推進部部
長代理

谷口隆

産業・水業務統括本部IT・業革推進本部水ITソリュー
ション部長

産業・水業務統括本部IT・業革推進本部グローバルIT
ソリューション部担当部長

礒山洋一

産業・水業務統括本部人事総務本部産水統人事部長 産業・水業務統括本部人事総務本部人事教育部長 青木正博

産業・水業務統括本部人事総務本部産業人事部長 産業・水業務統括本部人事総務本部労政部長 佐藤正己

産業・水業務統括本部人事総務本部水人事部長兼グ

ローバル人財部長

産業・水業務統括本部人事総務本部グローバル人財部

長

藤山寿

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

ビルシステムBUグローバル経営戦略統括本部経営戦
略本部経営戦略部部長代理

近藤崇司

ビルシステムBUグローバル経営戦略統括本部事業戦
略本部ブランド戦略部長

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

岡本純一

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事業改革部長兼業務

改革推進部長

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

宮嶋勝利

ビルシステムBU営業統括本部営業企画本部業務部長 株式会社日立ビルシステム営業統括本部営業企画本部

業務部長

大野貢嗣

ビルシステムBU営業統括本部営業企画本部開発営業
部長

株式会社日立ビルシステム営業統括本部営業企画本部

開発営業部長

元山哲男
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異動後 異動前 氏名

ビルシステムBU営業統括本部営業企画本部ソリュー
ション営業部長

株式会社日立ビルシステム営業統括本部営業企画本部

ソリューション営業部長

天堵美紀央

ビルシステムBU営業統括本部アカウント第一営業本部
長

株式会社日立ビルシステム営業統括本部第二営業本部

第三営業部長

高岡伸行

ビルシステムBU営業統括本部アカウント第一営業本部
第三営業部長

株式会社日立ビルシステム営業統括本部第二営業本部

第一営業部長

横田貴雄

ビルシステムBU営業統括本部アカウント第二営業本部
第一営業部長

株式会社日立ビルシステム営業統括本部第一営業本部

第一営業部第一グループ部長代理

野川晃宏

ビルシステムBU営業統括本部アカウント第二営業本部
第二営業部長

株式会社日立ビルシステム営業統括本部中国新設営業

グループ部長代理

谷口正樹

ビルシステムBU営業統括本部首都圏営業本部長 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

井藤研晋

ビルシステムBU営業統括本部首都圏営業本部第一営
業部長

株式会社日立ビルシステム営業統括本部第二営業本部

第二営業部不動産第一グループ部長代理

東坂康浩

ビルシステムBU営業統括本部首都圏営業本部第二営
業部長

株式会社日立ビルシステム営業統括本部第二営業本部

第二営業部長

小林正喜

ビルシステムBU営業統括本部首都圏営業本部第三営
業部長

株式会社日立ビルシステム営業統括本部第一営業本部

営業推進部長

谷津修

ビルシステムBU営業統括本部首都圏営業本部第四営
業部長

株式会社日立ビルシステム中部支社リニューアル営業

部長

森田茂

ビルシステムBUグローバル昇降機事業部事業企画本
部中国事業推進部長

ビルシステムBUグローバル昇降機事業部事業企画本
部海外事業企画部担当部長

金原慶武

ビルシステムBUグローバル昇降機事業部アジア・中東
事業統括本部営業管理部長

日立エレベーター・アジア社リージョナルオペレーション

ズグループ セールスディビジョン 副ゼネラルマネー
ジャー

ヤット・ フン・ ショウ

ビルシステムBUグローバル昇降機事業部アジア・中東
事業統括本部経営管理部長

ビルシステムBUグローバル昇降機事業部事業企画本
部経営管理部担当部長兼海外経営管理グループリーダ

佐々木修

ビルシステムBUグローバル昇降機事業部アジア・中東
事業統括本部営業技術部長

日立エレベーター・アジア社リージョナルオペレーション

ズグループ エンジニアリングディビジョン ゼネラルマ
ネージャー

三浦幸男

ビルシステムBUグローバル昇降機保全事業部副事業
部長兼法定検査部長

ビルシステムBUグローバル昇降機保全事業部副事業
部長

元木正彦

鉄道BU調達本部長兼水戸調達部長 鉄道BU調達本部長 木村俊文

鉄道BU CIO兼IT統括本部長 ITビジネスサービス本部事業主管 菅宮徳也
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異動後 異動前 氏名

鉄道BU IT統括本部笠戸IT推進部長 鉄道BU IT統括本部笠戸IT推進部担当部長 黒澤秀樹

鉄道BU笠戸事業所笠戸交通システム本部車両製造部
長

鉄道BU笠戸事業所笠戸交通システム本部車両製造部
車両第2課長

竹中剛

鉄道BU笠戸事業所インフラ管理センタ長 鉄道BU笠戸事業所インフラ管理センタ施設グループ主
任技師

神田和生

ディフェンスBU CTO ディフェンスBU経営企画本部主管技師 三村昌弘

ディフェンスBU事業主管兼社会イノベーション事業推進
本部サービス統括本部セキュリティ事業推進本部サイ

バーセキュリティ本部長

ディフェンスBU事業主管 佐藤勝幸

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第二本部社

会インフラビジネス推進センタ長

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

長澤幸廣

金融BU金融システム事業部事業推進本部長 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

柿本薫

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

金融BU金融システム事業部金融システム第一本部第
二部担当部長

竹下英利

金融BU金融システム事業部金融システム第三本部長 金融BU金融システム事業部金融システム第三本部担
当本部長

黒木均

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

金融BU金融システム事業部金融システム第三本部第
三部担当部長

杉元秀人

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

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担当部長

長稔也

金融BU金融システム営業統括本部金融営業第三本部
長

金融BU金融システム営業統括本部金融営業第三本部
担当本部長

下村典弘

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

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
二見重之

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

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担当部長

齋藤哉

公共BU公共システム事業部官公ソリューション第四本
部官公システム第十部長

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

関本寛

公共BU公共システム事業部全国公共システム第三本
部国保システム基盤開発センタ長

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

半澤潤一

公共BU公共システム営業統括本部公共ビジネス企画
本部事業管理部長

公共BU公共システム営業統括本部第二営業本部第三
営業部第2G部長代理

澤野嘉仁
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異動後 異動前 氏名

ICT事業統括本部CPO兼調達本部長 ICT事業統括本部調達本部長 溝口達也

ICT事業統括本部経営戦略統括本部事業戦略本部地
域事業推進部長

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

平尾淳

ICT事業統括本部経営戦略統括本部グローバルマネジ
メント本部営業部長

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

福尾英樹

ICT事業統括本部経営戦略統括本部営業企画本部長 ICT事業統括本部ICT営業統括本部営業企画本部担
当本部長

及川喜弘

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

ICT事業統括本部経営戦略統括本部渉外本部長付 泉菜穂子

ICT事業統括本部ICT営業統括本部サービス営業推進
本部営業企画部長

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販売推進部長

大部達也

ICT事業統括本部ICT営業統括本部サービス営業推進
本部サービスプラットフォームサポートセンタ長

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販売推進部担当部長

北井克佳

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

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

渡辺丈士

ICT事業統括本部アプリケーションサービス事業部第二
アプリケーション本部第一アプリケーション設計部長

ICT事業統括本部アプリケーションサービス事業部第二
アプリケーション本部第一アプリケーション設計部担当部

長

小林吉信

ICT事業統括本部アプリケーションサービス事業部第三
アプリケーション本部第一アプリケーション設計部長

ICT事業統括本部アプリケーションサービス事業部第三
アプリケーション本部第一アプリケーション設計部担当部

長

岡田康

ICT事業統括本部アプリケーションサービス事業部第三
アプリケーション本部第二アプリケーション設計部長

ICT事業統括本部アプリケーションサービス事業部第三
アプリケーション本部第二アプリケーション設計部担当部

長

山田潔

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第二アプリケーション設計部長

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第一アプリケーション設計部担当部

長

森下賢

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兼事業戦略本部長

兼社会イノベーション事業推進本部サービス統括本部セ

キュリティ事業推進本部長兼制御セキュリティ本部長

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兼事業戦略本部長

兼社会イノベーション事業推進本部サービス統括本部セ

キュリティ事業推進本部事業主管

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マネジメント本部長兼社

会イノベーション事業推進本部サービス統括本部セキュ

リティ事業推進本部マネジメント本部長

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マネジメント本部長

荒井稔

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

部長兼社会イノベーション事業推進本部サービス統括本

部セキュリティ事業推進本部セキュリティ先端技術本部

長

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

部長兼社会イノベーション事業推進本部サービス統括本

部セキュリティ事業推進本部担当本部長

瀬野尾修二

ICT事業統括本部IoT・クラウドサービス事業部経営企
画本部長

ICT事業統括本部IoT・クラウドサービス事業部事業推
進本部長

服部隆一

ICT事業統括本部IoT・クラウドサービス事業部経営企
画本部経営企画部長

ICT事業統括本部IoT・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担当部長

指野篤司
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異動後 異動前 氏名

ICT事業統括本部IoT・クラウドサービス事業部経営企
画本部事業推進部長

ICT事業統括本部IoT・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

山根健一

ICT事業統括本部IoT・クラウドサービス事業部経営企
画本部技術管理センタ長

ICT事業統括本部IoT・クラウドサービス事業部事業推
進本部主管

諫田尚哉

ICT事業統括本部IoT・クラウドサービス事業部IoTシス
テム第1本部クラウドネットワーク部長

ICT事業統括本部IoT・クラウドサービス事業部IoTシス
テム第１本部クラウドネットワーク部担当部長

下永浩久

ICT事業統括本部IoT・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3部長

ICT事業統括本部IoT・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部担当部長

仲條修司

ICT事業統括本部IoT・クラウドサービス事業部基盤開
発本部長

ICT事業統括本部IoT・クラウドサービス事業部基盤開
発本部担当本部長

見方享二

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長

ICT事業統括本部IoT・クラウドサービス事業部サービス
ビジネス本部長兼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本部長

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第一

本部サービスビジネス推進センタ長

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

田中慎一

ICT事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部デ
ジタルソリューション推進本部アライアンス推進部長

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担当部長

稲場淳二

ICT事業統括本部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長

ICT事業統括本部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

林慎一郎

ICT事業統括本部E2E改革本部サービス・プラット
フォーム開発推進部長

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

佐藤重匡

ICT事業統括本部E2E改革本部モノづくり強化推進部
長兼サービス事業推進本部トータルエンジニアリング第

一本部E2Eビジネス推進センタ部長

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

三井津健

ICT事業統括本部E2E改革本部IoTハードウェア技術
開発第1部長

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

中島和則

ICT事業統括本部E2E改革本部IoTハードウェア技術
開発第2部長

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

尾野孝之

ICT事業統括本部ITプロダクツ統括本部長 ICT事業統括本部経営戦略統括本部副統括本部長 中野俊夫

ICT事業統括本部ITプロダクツ統括本部企画本部事業
企画部長

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担当部長

田村卓嗣

ICT事業統括本部ITプロダクツ統括本部プラットフォー
ムエンジニアリング本部長

ICT事業統括本部ITプロダクツ統括本部販売推進本部
担当本部長

有田恭隆

ICT事業統括本部ITプロダクツ統括本部プラットフォー
ムエンジニアリング本部第2システム設計部長

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

福田劍充
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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ラットフォー
ムエンジニアリング本部テクニカルアカウント部長

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

根本康一

ICT事業統括本部ITプロダクツ統括本部プラットフォー
ムエンジニアリング本部ビジネス統括部長

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

村山茂樹

ICT事業統括本部ITプロダクツ統括本部プロダクトビジ
ネス本部ビジネスオペレーション推進部長

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担当部長

橋本進太郎

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グローバルサービス部長

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

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クラウドプラットフォームサービ

ス部長

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

ス部担当部長

大野哲史

ICT事業統括本部調達本部社会システム調達部長 ICT事業統括本部調達本部プラットフォーム調達部担当
部長

三田美紀

ヘルスケアBU再生医療プロジェクトリーダ ヘルスケアBUヘルスケアソリューション事業部再生医療
プロジェクト担当部長

大友純

ヘルスケアBU放射線治療システム事業部主管技師長
兼ソフトウェア開発センタ長

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

田上正彦

ヘルスケアBU放射線治療システム事業部粒子線治療
システム本部粒子線治療マーケティング部長

ヘルスケアBU放射線治療システム事業部担当部長 渕上繁記

ヘルスケアBU放射線治療システム事業部粒子線治療
システム設計本部長兼予防保全センタ長

ヘルスケアBU放射線治療システム事業部粒子線治療
システム本部粒子線治療システム設計部長

伊賀公紀

ヘルスケアBU放射線治療システム事業部粒子線治療
システム設計本部粒子線治療システム設計部長

ヘルスケアBU放射線治療システム事業部粒子線治療
システム本部粒子線治療システム設計部チーフプロジェ

クトマネージャ

藤田毅

ヘルスケアBU放射線治療システム事業部粒子線治療
システム設計本部原価低減推進室長

ヘルスケアBU開発統括本部第二製品開発本部システ
ム開発部担当部長

鈴木啓之

ヘルスケアBU放射線治療システム事業部X線治療シス
テム部長

ヘルスケアBU放射線治療システム事業部X線治療シス
テムグループ部長代理

吉田光宏

ヘルスケアBU SCM統括本部調達本部調達二部長 ヘルスケアBU SCM統括本部調達本部調達二部副部
長

別所英彦

ヘルスケアBU品質保証本部長 ヘルスケアBU品質保証本部担当本部長 重森一郎

ヘルスケアBU財務本部資金部長 ヘルスケアBU財務本部資金部部長代理 細野徹

サービス&プラットフォームBU戦略企画本部部長 戦略企画本部経営企画室部長 山本敬
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異動後 異動前 氏名

サービス&プラットフォームBU戦略企画本部部長 ICT事業統括本部ITプロダクツ統括本部企画本部事業
企画部担当部長

久芳靖

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
本部長兼サービス事業開発本部長兼広域プロジェクト推

進室長兼ICT事業統括本部サービスプラットフォーム事
業本部長

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
本部長兼広域プロジェクト推進室長

阿部淳

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
本部サービス事業開発本部部長兼電機システム本部社

会制御システム設計部長

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

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兼社

会イノベーション事業推進本部サービス統括本部セキュ

リティ事業推進本部制御セキュリティ本部部長

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兼社

会イノベーション事業推進本部サービス統括本部セキュ

リティ事業推進本部担当部長

花見英樹

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

ント兼サービス&プラットフォームディビジョンゼネラルマ
ネージャー兼株式会社日立製作所サービス&プラット
フォームBU情報プラットフォーム統括本部長

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

熊﨑裕之

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
機生産本部生産統括部長

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担当部長

小池正敏

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BU機械システム事業部プロ
ジェクト統括本部プロジェクト管理部担当部長

篠原久文

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
ビス統括部長

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
機システム本部員

金井俊介

以 上 
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