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2020年 3月 16日 

株式会社日立製作所 

 

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)は、人事異動についてお知らせします。 

 

人事異動(2020年 4月 1日付) 

1．コーポレート 

氏名 異動後 異動前 

ロレーナ・デッラ

ジョヴァンナ 
CDIO 

Hitachi Europe S.R.L. 

[Country Manager Italy] 

橋本 秋芳 
Smart Transformation Project 強

化本部長 

Smart Transformation Project 強

化本部副本部長 

磯田 英一 社会イノベーション事業推進本部事

業戦略推進本部長 

社会イノベーション事業推進本部事

業創生推進本部事業開発本部長 

鹿志村 香 未来投資本部エイジングソサエティプ

ロジェクトリーダ兼研究開発グループ

技師長 

日立グローバルライフソリューションズ

株式会社取締役 

秋山 岳志 財務統括本部グループ財務戦略本

部業務統括センタ長 

財務統括本部グループ財務戦略本

部担当本部長 

平野 泰男 
インベスター・リレーションズ本部長兼

ブランド・コミュニケーション本部長 

ブランド・コミュニケーション本部長 

野本 正明 営業統括本部技術主監 技監(エネルギーソリューション担当)

兼グローバルエネルギープラットフォ

ーム推進統括本部長 

八木 宏幸 営業統括本部フロント強化本部長 営業統括本部フロント強化本部担当

本部長 

明田 篤弥 エネルギー営業統括本部長 原子力営業本部長 

山本 宏明 エネルギー営業統括本部原子力営業

本部長 

東北支社副支社長 

廣田 英城 エネルギー営業統括本部電力エネル

ギー営業本部長 

電力エネルギー営業本部電力システ

ム営業第一部長 

松山 英樹 産業・流通営業統括本部長 産業・流通営業統括本部産業第二営

業本部長 

植田 哲朗 水・環境営業統括本部長 水・環境営業統括本部国際営業本部

長 

榊原 広嗣 システム&サービスビジネス営業統括

本部ディフェンス営業本部長 

システム&サービスビジネス営業統括

本部公共システム営業統括本部事業

主管 
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都々木 直子 システム&サービスビジネス営業統括

本部プラットフォームソリューション営

業統括本部長 

システム&サービスビジネス営業統括

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 

堀内 浩祐 システム&サービスビジネス営業統括

本部金融システム営業統括本部長 

営業統括本部員 

(但し、Hitachi Asia Ltd.出向差出) 

湯次 善麿 関東支社長 システム&サービスビジネス営業統括

本部金融システム営業統括本部長 

山村 隆彦 北陸支社長 中部支社副支社長 

 

2．研究開発グループ 

ウメッシュワー・ 

ダヤル 

技師長 研究開発グループ社会イノベーション

協創統括本部長 

森 正勝 社会イノベーション協創統括本部長 研究開発グループ員(但し、Hitachi 

Europe Ltd.出向差出) 

西澤 格 テクノロジーイノベーション統括本部副

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

ション統括本部デジタルテクノロジーイ

ノベーションセンタ長 

鈴木 朋子 技師長 研究開発グループ社会イノベーション

協創統括本部ビジネスエンジニアリング

センタ長 

 

3．ビルシステムビジネスユニット 

氏名 異動後 異動前 

荒木 良夫 CEO付 鉄道ビジネスユニット CEO付 

井手 浩二 昇降機事業部長 昇降機事業部開発生産統括本部長 

 

4．ヘルスケアビジネスユニット 

氏名 異動後 異動前 

尾崎 宜生 放射線診断事業部長 診断システム事業部長 

糸永 研二 超音波診断事業部長 診断システム事業部副事業部長 

 

5．産業・流通ビジネスユニット 

氏名 異動後 異動前 

藤澤 健 デジタルソリューション事業統括本部

長 

エンタープライズソリューション事業部

長 

上田 元春 エンタープライズソリューション事業部

長 

エンタープライズソリューション事業部

副事業部長 

佐竹 英夫 ソリューション&サービス事業部長 ソリューション&サービス事業部副事

業部長 
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6．水・環境ビジネスユニット 

氏名 異動後 異動前 

柳澤 志好 水事業部長 CEO付 

 

7．インダストリー事業統括本部 

氏名 異動後 異動前 

稲田 和広 CTO 産業・流通ビジネスユニットソリューシ

ョン&サービス事業部長 

 

8．エネルギービジネスユニット 

氏名 異動後 異動前 

松本 宏一 新エネルギーソリューション事業部長 新エネルギーソリューション事業部自

然エネルギー発電システム生産本部

担当本部長 

 

9．エネルギー業務統括本部 

氏名 異動後 異動前 

阪田 浩志 CSO 経営戦略本部副本部長 

大曽根 靖夫 CTO エネルギービジネスユニット新エネル

ギーソリューション事業部統括技術主

管 

 

10．グローバルエネルギープラットフォーム推進統括本部 

氏名 異動後 異動前 

高橋 和彦 グローバルエネルギープラットフォー

ム推進統括本部長 

グローバルエネルギープラットフォー

ム推進統括本部副統括本部長 

 

11．社会ビジネスユニット 

氏名 異動後 異動前 

藤井 正司 ディフェンスシステム事業部長 ディフェンスビジネスユニット COO 

 

12．システム&サービスビジネス統括本部 

氏名 異動後 異動前 

赤津 雅晴 CTO 研究開発グループ技師長 

矢川 雄一 CIO 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中

央研究所長 
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村瀬 武志 Chief Project Management 

Officer兼システム&サービス事業管

理統括本部長 

Chief Project Management 

Officer 

松原 康範 CSO兼 CTrO兼経営戦略統括本部

長 

CSO 

舛井 敦 CPO兼調達本部長兼バリューチェー

ン・インテグレーション統括本部副統

括本部長 

調達本部担当本部長 

 

13．サービス&プラットフォームビジネスユニット 

氏名 異動後 異動前 

花見 英樹 制御プラットフォーム統括本部長 制御プラットフォーム統括本部副統括

本部長 

熊崎 裕之 Chief Lumada Business Officer サービスプラットフォーム事業本部長 

石井 武夫 サービスプラットフォーム事業本部長

兼 IoT・クラウドサービス事業部長 

サービスプラットフォーム事業本部副

事業本部長 

 
[略称について] 
CDIO : Chief Diversity & Inclusion Officer 
CEO : Chief Executive Officer 
CIO : Chief Information Officer 
COO : Chief Operating Officer 
CPO : Chief Procurement Officer 
CSO : Chief Strategy Officer 
CTO : Chief Technology Officer 
CTrO : Chief Transformation Officer 

 

以 上 
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このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、 

お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と

情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


	人事異動について
	1．コーポレート
	2．研究開発グループ
	3．ビルシステムビジネスユニット
	4．ヘルスケアビジネスユニット
	5．産業・流通ビジネスユニット
	6．水・環境ビジネスユニット
	7．インダストリー事業統括本部
	8．エネルギービジネスユニット
	9．エネルギー業務統括本部
	10．グローバルエネルギープラットフォーム推進統括本部
	11．社会ビジネスユニット
	12．システム&サービスビジネス統括本部
	13．サービス&プラットフォームビジネスユニット




