
 

2017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 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［2017年 4月 1日付］ 

＜グループ・コーポレート＞ 

・社会イノベーション事業推進本部に事業開発推進本部を新設する。 

・社会イノベーション事業推進本部のアーバンソリューション推進本部をアーバンソリューションビジネ

スユニットに移管する。 

・社会イノベーション事業推進本部のサービス事業推進本部と保守運用サービス本部を統合し、サー

ビス事業推進本部とする。 

・社会イノベーション事業推進本部のグローバル事業推進本部を営業統括本部に移管する。 

・アジア・パシフィック総代表、EMEA・CIS総代表、米州総代表の機能を見直し、従来の各総代表の業

務は社会イノベーション事業推進本部および各地域統括会社の会長・社長が連携して担うこととす

る。 

 

＜産業・流通ビジネスユニット＞ 

・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合し、産業ソリューション事業

部とする。 

 

＜水ビジネスユニット＞ 

・営業統括本部を新設する。 

 

＜金融ビジネスユニット＞ 

・金融システム事業部と金融チャネルソリューション事業部を統合・再編し、金融第一システム事業部

と金融第二システム事業部を設置する。 

 

＜ICT事業統括本部＞ 

・ICT事業統括本部の名称を変更し、システム&サービスビジネス統括本部とする。 

 

＜サービス&プラットフォームビジネスユニット＞ 

・サービス事業推進本部と保守運用サービス本部を統合し、サービス事業推進本部とする。 
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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兼事業開発
推進本部長

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

社会イノベーション事業推進本部サービス事業推進本
部副本部長兼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第二本部長

西内重治

社会イノベーション事業推進本部企画本部長 中国支社副支社長 佐藤和夫

社会イノベーション事業推進本部事業開発推進本部戦
略企画本部長

ICT事業統括本部スマート情報システム統括本部戦略
企画本部主管

石崎健史

社会イノベーション事業推進本部事業開発推進本部戦
略企画本部戦略プロフェッショナル部長

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
ビス事業推進本部サービス事業開発センタ長

磯田英一

社会イノベーション事業推進本部事業開発推進本部戦
略企画本部グローバルサポートセンタ長

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
部企画部担当部長

梶芳光寿

社会イノベーション事業推進本部事業開発推進本部イン
キュベーション本部長

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

二村潤

社会イノベーション事業推進本部事業開発推進本部イン
キュベーション本部ビジネス開発部長

ITビジネスサービス本部ソリューション本部Ｅｘアプロー
チ推進部統括主任技師

吉田秀信

社会イノベーション事業推進本部事業開発推進本部イン
キュベーション本部社会・公共部長

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

谷崎正明

社会イノベーション事業推進本部サービス事業推進本
部トータルエンジニアリング第一本部長兼バリューチェー
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
ビス事業推進本部トータルエンジニアリング第一本部長

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第一本部ス
マートインダストリー部担当部長

宮崎隆之

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
部長兼アーバンソリューションBU街づくりソリューション
本部スマートソサエティ推進センタ長

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第二本部ス
マートソサエティ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

寺谷匡生

IoT推進本部インキュベーション推進本部長 IoT推進本部インキュベーション推進本部部長 中澤秀夫

IoT推進本部IoTプロジェクト推進本部情報制御イノベー
ション部長

IoT推進本部IoTプロジェクト推進本部情報制御イノベー
ション部担当部長

浜本正人

投融資戦略本部プロジェクトファイナンス室長 電力ビジネスユニット海外原子力戦略統括本部欧州原
子力事業開発本部担当本部長兼営業統括本部フロント
強化本部プロジェクトファイナンス部長

開原弘康

投融資戦略本部リスクマネジメント室長 営業統括本部グループ経営推進本部リスクマネジメント
室長

相澤直彦

未来投資本部ロボット・AI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長

鹿志村香

未来投資本部アーバンモビリティプロジェクトリーダ兼社
会イノベーション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副本部長 貫井清一郎

未来投資本部ヘルスケアナショナルプラットフォームプロ
ジェクトリーダ

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
ヘルスケアイノベーションセンタ長

小池麻子

未来投資本部インフラ保守プロジェクトリーダ サービス&プラットフォームBUサービス統括本部サービ
ス事業推進本部長兼社会イノベーション事業推進本部
サービス統括本部サービス事業推進本部長

長谷川雅彦

未来投資本部セキュリティ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長
兼中央研究所長

中屋雄一郎

財務統括本部グループ財務戦略本部長兼投融資戦略
本部アセットマネジメント室長

財務統括本部グループ財務戦略本部長 豊嶋光由
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異動後 異動前 氏名

財務統括本部グループ財務戦略本部財務戦略部長 ICT事業統括本部財務本部金融・AP経理部担当部長 田村博史

財務統括本部グループ財務戦略本部事業開発財務統
括部長兼液晶パネル業務本部長

財務統括本部グループ財務戦略本部事業開発財務統
括部担当部長

江川康二

財務統括本部財務マネジメント本部経理部長 財務統括本部財務マネジメント本部経理部連結決算グ
ループ部長代理

畠山雅史

人財統括本部グローバルトータルリワード部長 人財統括本部グローバル戦略アライアンス部長 古田大三

人財統括本部グローバル戦略アライアンス部長 人財統括本部グローバル戦略アライアンス部担当部長 中田真也

人財統括本部人事勤労本部構造転換プロジェクトリーダ 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

荒川卓也

法務・コミュニケーション統括本部法務本部長兼投融資
戦略本部投融資マネジメント室長

法務・コミュニケーション統括本部法務本部長 土井淳

法務・コミュニケーション統括本部法務本部東池袋法務
本部長兼文書部長兼産業・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

取締役会室部長 田村好章

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
ション本部デジタルコミュニケーション部長

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
ション本部宣伝部企業宣伝グループ部長代理

瀬川佳昭

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
ション本部広報・IR部長

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
ション本部広報・ＩＲ部企画員(但し、日立(中国)有限公司
出向)

宮田剛志

IT統括本部デジタル戦略企画部長 IT統括本部デジタル戦略企画部担当部長 杉島博

IT統括本部情報戦略推進部長 ITビジネスサービス本部企画室担当部長 岩田義雄

営業統括本部副統括本部長 社会イノベーション事業推進本部副本部長 竹内要司

営業統括本部グローバル事業推進本部長 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
部長

鈴木輝也

営業統括本部グローバル事業推進本部米州部長 戦略企画本部経営企画室員(但し、株式会社日立総合
計画研究所出向)

尾崎久明

営業統括本部フロント強化本部第一部長 営業統括本部フロント強化本部第一部担当部長 宮崎宰

営業統括本部フロント強化本部間接販売戦略センタ部
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第二本部ス
マートソサエティ部担当部長

河合一馬

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

営業統括本部フロント強化本部間接販売戦略センタ特
約店センタ担当部長

安田弘樹

営業統括本部総務本部長 研究開発グループ管理統括センタ長 福井浩明

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担当本部長兼
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第二調達部長

野島貴久

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担当本部長兼間
接材調達部長兼ロジ・FTA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
部統括部長

弘瀬祐作

バリューチェーン・インテグレーション統括本部人事・管
理部長兼管理シェアードセンタ長

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

高木辰也
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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プロジェクトマネジ
メント本部長

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

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デバイス調達部長

ICT事業統括本部調達本部プロダクツ調達部長 大林康人

モノづくり戦略本部企画部長 モノづくり戦略本部生産技術強化推進部企画員(但し、
日立(中国)有限公司出向)

小野寺慶夫

モノづくり戦略本部SCM改革推進部長 モノづくり戦略本部SCM改革推進部担当部長 本多行雄

モノづくり戦略本部生産技術強化推進部長 モノづくり戦略本部生産技術強化推進部主管技師 高井和雄

ITビジネスサービス本部副本部長 公共ビジネスユニット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

ITビジネスサービス本部事業主管 ＩＴビジネスサービス本部ソリューション本部長兼ＩＴビジ
ネスサービス本部ＩＴ監査推進室長

神園幸三

ITビジネスサービス本部技術統括部長 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
統括部長

鞍掛稔也

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企画室長 加藤勲

ITビジネスサービス本部ソリューション本部長 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 神田充啓

ITビジネスサービス本部経営情報システム本部経営ビ
ジネスサービス部長兼Smart Transformation Project
強化本部Digital Transformation推進プロジェクト部
長

Smart Transformation Project強化本部Digital
Transformation推進プロジェクト部長兼ITビジネス
サービス本部経営情報システム本部経営情報システム
部長

小林俊介

ITビジネスサービス本部経営情報システム本部経営情
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経営情
報システム部担当部長

小林浩治

ITビジネスサービス本部経営情報システム本部ITサー
ビスマネジメント部長

ITビジネスサービス本部ソリューション本部ERPソリュー
ション部長

寺田辰実

ITビジネスサービス本部統合ITプラットフォーム本部戦
略企画部長

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

羽田真也

ITビジネスサービス本部統合ITプラットフォーム本部
パーソナルデバイスサービス部長

ITビジネスサービス本部e-プラットフォーム本部ユビキタ
スサービス部担当部長

高橋幸喜

ITビジネスサービス本部総務部長 人財統括本部員(但し、日立化成株式会社出向) 西岡佳津子

知的財産本部長兼情報セキュリティ推進部長 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

戸田裕二

知的財産本部戦略企画室長 知的財産本部知財マネジメント本部知財第一部担当部
長

水本大介

知的財産本部知財ビジネス本部長兼知財プラットフォー
ム部長

知的財産本部知財マネジメント本部知財第一部長 佐藤英二郎

知的財産本部知財ビジネス本部社会イノベーション知財
部長

知的財産本部知財ビジネス本部社会イノベーション知財
部担当部長

前田三奈

知的財産本部知財マネジメント本部長 知的財産本部員(但し、Hitachi America, Ltd.出向) 熊崎寿

知的財産本部知財マネジメント本部知財第一部長 知的財産本部戦略企画室長 井上雄

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OSSテクノロジーラボラトリ長

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
情報通信イノベーションセンタ主管研究長兼OSSテクノ
ロジーラボラトリ長

岩嵜正明

4



異動後 異動前 氏名

研究開発グループ技術戦略室長兼システムデザインマ
ネジメント室長兼戦略統括センタ長

研究開発グループ技術戦略室戦略統括センタ長 赤津雅晴

研究開発グループ社会イノベーション協創統括本部統
括本部長

戦略企画本部経営企画室担当本部長 船木謙一

研究開発グループ社会イノベーション協創統括本部企
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

山本政行

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
本部経営戦略本部担当本部長

北川央樹

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主管研究長

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サービスデザイン研究
部主管研究員

平井千秋

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

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

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
副統括本部長兼横浜研究所長

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兼CLO

鮫嶋茂稔

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兼人工
知能ラボラトリ長

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
システムイノベーションセンタ知能情報研究部長

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
制御イノベーションセンタ主管研究員兼知能システム制
御ラボラトリ長

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
制御イノベーションセンタ主管研究員

金川信康

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光応用システム研究
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
情報通信イノベーションセンタ光応用システム研究部情
報O2ユニットリーダ主任研究員

星沢拓

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輸送システム研究部長

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
機械イノベーションセンタ輸送システム研究部機械Ｔ４ユ
ニットリーダ主任研究員

川股幸博

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
材料イノベーションセンタエネルギーストレージ研究部長

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
材料イノベーションセンタエネルギーストレージ研究部材
料Ｅ４ユニットリーダ主任研究員

奥村壮文

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先端材料研究部長

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
材料イノベーションセンタ先端材料研究部材料A2ユニッ
トリーダ主任研究員

端場登志雄

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アーキテクチャ研
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インフラシステム研究部員
(但し、日立ヨーロッパ社出向)

谷繁幸

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
システムイノベーションセンタメディア研究部長

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顧客協創プロジェクトユ
ニットリーダ主任研究員

影広達彦

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
データテクノロジーイノベーションセンタ長

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顧客協創プロジェクトプ
ロジェクトマネージャ

西澤格

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
データテクノロジーイノベーションセンタクラウド研究部長

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クラウド研究部情報L4ユ
ニットリーダ主任研究員

木下順史

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

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輸送システム研究部長

鈴木敦

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
ヘルスケアイノベーションセンタ長

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
ヘルスケアイノベーションセンタバイオシステム研究部長

武田健一

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
ヘルスケアイノベーションセンタメディカルシステム研究
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
ヘルスケアイノベーションセンタメディカルシステム研究
部ヘルM3ユニットリーダ主任研究員

五月女悦久

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
ヘルスケアイノベーションセンタバイオシステム研究部長

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
ヘルスケアイノベーションセンタバイオシステム研究部バ
イオB1ユニットリーダ主任研究員

小原賢信

研究開発グループ管理統括センタ長 人財統括本部員(但し、日立マクセル株式会社出向) 西正

研究開発グループ管理統括センタ財務部長 ICT事業統括本部財務本部公共経理部長 藏内隆夫
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異動後 異動前 氏名

研究開発グループ管理統括センタ国分寺総務部長 人財統括本部グローバルタレントマネジメント部員(但し、
株式会社日立総合経営研修所出向)

田中一也

原子力BU技監兼海外EPC統括本部長兼原子力事業
統括本部副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

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

魚住弘人

原子力BU COO兼原子力事業統括本部長 原子力BU原子力事業統括本部副統括本部長 武原秀俊

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

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

松井哲也

原子力BU経営企画本部長兼経営企画部長兼原子力
事業統括本部原子力事業統括センタ長

原子力BU原子力事業統括本部員(但し、日立GE
ニュークリア・エナジー株式会社出向)兼経営企画本部
長兼原子力事業統括センタ長

穴沢和美

原子力BU経営企画本部経営管理部長兼日立GE
ニュークリア・エナジー株式会社事業企画本部原子力経
営管理部長

電力BU経営企画本部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

千葉陽一郎

日立GEニュークリア・エナジー株式会社事業企画本部
原子力広報・渉外部長兼株式会社日立製作所原子力
BU経営企画本部原子力広報・渉外部長

日立GEニュークリア・エナジー株式会社原子力広報・渉
外部長

小澤隆

原子力BU財務部長兼電力BU経理部長兼日立GE
ニュークリア・エナジー株式会社CFO

本社財務統括本部グループ財務戦略本部財務戦略部
員(但し、日立インド社出向)

奥沢和行

日立GEニュークリア・エナジー株式会社原子力営業本
部長兼原子力第一部長兼株式会社日立製作所原子力
BU原子力営業本部長兼原子力第一部長

日立GEニュークリア・エナジー株式会社原子力営業本
部長兼株式会社日立製作所原子力BU原子力営業本
部長

大島光信

原子力BU海外EPC統括本部欧州原子力EPC本部長 原子力BU原子力事業統括本部員(但し、日立GE
ニュークリア・エナジー株式会社出向)

木下詳一郎

原子力BU海外EPC統括本部欧州原子力EPC本部ホ
ライズンプロジェクト営業部長

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

渡辺繁

原子力BU海外EPC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

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チーフプロジェクトマネー
ジャ

岩瀬隆司

日立GEニュークリア・エナジー株式会社原子力営業本
部担当本部長兼原子力営業企画部長兼株式会社日立
製作所原子力BU原子力営業本部担当本部長兼原子
力営業企画部長

東北支社副支社長兼日立GEニュークリア・エナジー株
式会社東北支社長

栗原啓一

日立GEニュークリア・エナジー株式会社原子力品質保
証本部品質保証部長兼株式会社日立製作所原子力
BU品質保証本部原子力事業品質保証推進室長

日立GEニュークリア・エナジー株式会社原子力広報・渉
外部プロセス改革推進室長兼原子力品質保証本部コン
プライアンス推進室長

芝原啓介

電力BU経営企画本部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

原子力BU経営企画本部経営管理部部長代理 松葉瀬広隆

電力BU品質保証本部長兼電力流通品質保証部長兼
エネルギーソリューションBU品質保証本部長

電力BU品質保証本部長兼電力流通品質保証部長兼
エネルギーソリューションBU QAセンタ長

高城秀雄

電力BU品質保証本部QAセンタ長兼品証計測技術開
発センタ長

原子力BU原子力事業統括本部原子力事業統括センタ
員(但し、日立ＧＥニュークリア・エナジー株式会社出向)

中村進祐

電力BU営業企画本部長兼電力・エネルギー業務統括
本部SIB推進室長

電力BU営業企画本部長 明田篤弥

電力BU国際営業本部長 電力BU国際営業本部担当本部長 八木宏幸

電力BU国際営業本部国際営業第一部長 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APAC部員(但し、日立マレーシア社出向)

酒井真一

電力BU電力エネルギー営業本部電力システム営業第
一部長

電力BU電力エネルギー営業本部電力システム営業部
長

廣田英城

電力BU電力エネルギー営業本部担当本部長兼電力シ
ステム営業第二部長

電力BU電力エネルギー営業本部担当本部長 竹入正泰

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BU電力エネルギー営業本部パワーシステム営業
部長

市橋晋
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異動後 異動前 氏名

電力BU電力流通事業部長兼電力流通技術本部長 電力BU電力流通事業部電力流通技術本部長 山本直幸

電力BU電力流通事業部サービス本部長 ヘルスケアBU放射線治療システム事業部シニアマーケ
ティングマネージャ

岡田総太郎

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

電力BU新エネルギーソリューション事業部新エネル
ギーシステム本部担当本部長

山崎勝幸

電力BU新エネルギーソリューション事業部新エネル
ギーシステム本部グローバル推進部長

電力BU新エネルギーソリューション事業部企画部長 高田俊幸

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企画部企画
グループ部長代理

小泉剛

電力BU電力生産統括本部送変電生産本部変圧器設
計部長

電力BU電力生産統括本部送変電生産本部変圧器設
計部担当部長

梶原祐一

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

渡辺能康

エネルギーソリューションBU品質保証本部品質保証部
長

電力BU品質保証本部電力流通品質保証部グローバル
調達品質管理グループリーダ主任技師

松山義宗

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担
当部長

後藤田信広

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パワーエレクトロニクス設計セ
ンタ長

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
チーフプロジェクトマネージャ

清藤康弘

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

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電源システ
ムグループリーダ主任技師

山田宣之

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
業部デジタルエナジー事業推進部長兼CLO

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

佐野豊

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

研究開発グループ技術戦略室長 西野由高

電力・エネルギー業務統括本部CFO兼原子力BU CFO
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

原子力BU財務部長兼電力BU経理部長 関川智

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・エネルギー業務統括本部輸出管理センタ部長代
理

田村耕司

産業・流通BU CSO兼企画本部長兼産業・水業務統括
本部企画本部長

産業・水業務統括本部企画本部長兼企画本部Ｇ空間推
進室長兼産業・流通BU企画本部長

森本健郎

産業・流通BU営業統括本部営業統括本部長 ICT事業統括本部ICT営業統括本部社会プラットフォー
ム営業統括本部長兼第一営業本部長

斎藤隆

産業・流通BU営業統括本部営業企画本部長 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

高橋昌博

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

産業・流通BU営業統括本部営業企画本部営業企画第
一部企画・管理Ｇ部長代理

田宮賢樹

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

産業・流通BU営業統括本部営業企画本部営業企画第
一部企画・管理Ｇ部長代理

菅麻美子

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

産業・流通BU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第六営
業部長

産業・流通BU営業統括本部産業第一営業本部第六営
業部担当部長

茂木淳
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異動後 異動前 氏名

産業・流通BU営業統括本部産業第一営業本部日立グ
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

産業・流通BU営業統括本部産業第二営業本部長付 加藤伸司

産業・流通BU営業統括本部産業第二営業本部医薬シ
ステム営業部長

産業・流通BU営業統括本部産業第二営業本部医薬シ
ステム営業部第三G部長代理

小笠原志郎

産業・流通BU営業統括本部産業第二営業本部自動車
システム第一営業部長

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

小笠原研

産業・流通BU営業統括本部産業第二営業本部自動車
システム第二営業部長

産業・流通BU営業統括本部産業第二営業本部自動車
システム営業部担当部長

竹内謙介

産業・流通BU営業統括本部産業第二営業本部デジタ
ルソリューション営業部長

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営業統括本部産業第三営業本部長 産業・流通BU営業統括本部産業第三営業本部担当本
部長

溝上宏

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

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部長代理

若林元

産業・流通BU営業統括本部流通営業本部長 産業・流通BU営業統括本部流通営業本部担当本部長 菊池頼光

産業・流通BU産業ソリューション事業部長 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

榎本充博

産業・流通BU産業ソリューション事業部企画本部長 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
リング本部部長

弘重雄三

産業・流通BU産業ソリューション事業部企画本部グロー
バルビジネス企画部長

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

坂口譲司

産業・流通BU産業ソリューション事業部IoT事業推進本
部工場IoT基盤ソリューション部長

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担
当部長

田中茂範

産業・流通BU産業ソリューション事業部サービス事業推
進センタ長

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第一本部ス
マートインダストリー部長

保手濱敦典

産業・流通BU産業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

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担当部
長

吉本美津子

産業・流通BU産業ソリューション事業部産業システム本
部長

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全国システム本部長

佐竹英夫

産業・流通BU産業ソリューション事業部産業システム本
部第六システム部長

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二システム本部長付

勝田浩吉

産業・流通BU産業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企画推進部長

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

前林和幸

産業・流通BU産業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

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第四シス
テム部クラウドイノベーションG主任技師

安齋恵

産業・流通BU産業ソリューション事業部全国システム本
部長

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長

山上直彦

産業・流通BU産業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

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二システム本部第六
システム部長

小澤雅彦

産業・流通BU産業ソリューション事業部全国シス
テム本部トヨタシステム開発センタ長

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全国システム
本部関西第一システム部長

大崎一則

産業・流通BU産業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

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
本部第四システム部長

吉村康一郎

産業・流通BU産業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

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二シス
テム本部第二システム部担当部長

田尾潤
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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部医薬シス
テム本部医薬第二システム部長

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医薬システム
本部医薬第一システム部担当部長

伊藤誠

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設計センタ長

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産業製造ソリューション本
部担当部長

岡田政文

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新事業計画・管理部長

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

楢崎隆也

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・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産業ユーティリティソ
リューション本部主管技師

桑原健一

産業・流通BU産業エンジニアリング事業部産業プ
ロセス本部長

産業・流通BU産業エンジニアリング事業部産業プ
ロセス本部副本部長

伊藤博之

産業・流通BU産業エンジニアリング事業部産業プ
ロセス本部第一部長

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

筒井宏

産業・流通BU産業エンジニアリング事業部産業プ
ロセス本部第二部長

産業・流通BU産業エンジニアリング事業部産業プ
ロセス本部設備エンジニアリング部担当部長

頭島康博

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

産業・流通BU産業エンジニアリング事業部施工生
産技術部担当部長

小出英夫

産業・流通BU産業エンジニアリング事業部C&A統
括本部長兼建築エンジニアリング部長

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

永春昌士

水BUバスラ上水プロジェクト推進本部プロジェク
ト管理部長

水BUバスラ上水プロジェクト推進本部プロジェク
トマネジメント部担当部長

関茂

水BU営業統括本部長 社会イノベーション事業推進本部員(但し、日立アジア社
出向)

森崎裕彦

水BU営業統括本部社会システム営業本部長兼サー
ビス事業営業推進室長

水BU水事業部社会システム営業本部長 植田哲朗

水BU営業統括本部社会システム営業本部営業推進
部長

水BU水事業部社会システム営業本部営業推進部部
長代理

林利一

水BU水事業部国際ビジネス推進室長 水BU水事業部グローバルビジネス推進室員(但し、
日立アメリカ社出向)

角銅興人

水BU水事業部社会システム本部東部システム技術
第一部長

水BU水事業部社会システム本部東部システム技術
部グループリーダ主任技師

神原左千夫

水BU水事業部社会システム本部東部システム技術
第二部長

水BU水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西部システム技術
第一部長兼西部システム技術第二部長

水BU水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
第三部長

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

鴫山久人

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
ジニアリング部担当部長

永見真

水BU水事業部国際システム本部事業企画部長 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

水木文夫

産業・水業務統括本部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CIO兼IT・業革推進本部長 小野哲嗣

産業・水業務統括本部CIO兼IT・業革推進本部長 産業・水業務統括本部IT・業革推進本部担当本部長 赤羽隆幸

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
プロジェクトマネジメント本部ＪＡＺＡＮプロジェクト推進部
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ＪＡＺＡＮプロジェクト推進部長

篠島宗則
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異動後 異動前 氏名

産業・水業務統括本部調達本部集約調達統括部長兼
機器調達部長

産業・水業務統括本部調達本部集約調達統括部長 宮田善弘

産業・水業務統括本部調達本部集約調達統括部中東
調達部長

産業・水業務統括本部調達本部集約調達統括部中東
調達部担当部長

天谷匠

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

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

大芝滋

産業・水業務統括本部調達本部産業・流通調達統括
部産業エンジニアリング調達部長

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

海老沢肇

産業・水業務統括本部調達本部産業・流通調達統括
部産業ソリューション調達部長兼システム&サービ
スビジネス統括本部調達本部ソリューション調達部
長

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

澤井真里

産業・水業務統括本部財務本部営業業務センタ長 本社財務統括本部グループ財務戦略本部受注・債権管
理部担当部長

中島淳

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

株式会社日立パワーデバイスCFO 篭池俊一

ビルシステムBUグローバル経営戦略統括本部経営
改革本部スマート・トランスフォーメーション推進
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事業改
革部長兼業務改革推進部長

宮嶋勝利

ビルシステムBU営業統括本部営業企画本部長 ビルシステムBU営業統括本部営業企画本部企画部
長

星和彦

ビルシステムBU営業統括本部営業企画本部企画部
長

ビルシステムBU営業統括本部営業企画本部企画部
担当部長

後藤貴男

ビルシステムBU営業統括本部グローバル営業本部
長

ビルシステムBUグローバル昇降機事業部アジア・
中東事業統括本部担当本部長

ビクター・シア

ビルシステムBUグローバル昇降機事業部事業企画
本部製品企画部長

ビルシステムBUグローバル経営戦略統括本部事業
戦略本部製品企画部長

岩間純子

ビルシステムBUグローバル昇降機事業部事業企画
本部営業技術部長

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担当部長

渡邉賢章

ビルシステムBUグローバル昇降機事業部グローバルエ
スカレーター事業部副事業部長

ビルシステムBU主管技師長 高橋龍彦

ビルシステムBUグローバル昇降機事業部アジア・
中東事業統括本部長

ビルシステムBUグローバル昇降機事業部副事業部
長兼アジア・中東事業統括本部長兼営業統括本部グ
ローバル営業本部長

長島真

ビルシステムBUグローバル昇降機事業部アジア・
中東事業統括本部アジア・中東事業企画部長

社会イノベーション事業推進本部グローバル事業推
進本部本部長付

石井健一

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

ビルシステムBU調達本部グローバルバリューエン
ジニアリング部長

福家毅

ビルシステムBUグローバル昇降機事業部グローバ
ル開発本部施工開発部長

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

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
本部長

ビルシステムBUグローバル昇降機事業部副事業部
長兼施工統括本部長兼安全品質管理部長

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
本部担当本部長兼海外技術部長

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

金山良悦

ビルシステムBUグローバル昇降機事業部施工統括
本部施工技術部長

ビルシステムBUグローバル昇降機事業部施工統括
本部施工開発部担当部長

高橋康広

ビルシステムBUグローバル昇降機事業部施工統括
本部安全品質推進部長

株式会社日立ビルシステム グローバル昇降機事業部施
工統括本部東京昇降機本部安全推進部長

山田裕士

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企画部長

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

古橋昌也
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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水戸生産
本部エレベーター設計部長

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

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
本部製造部長

株式会社日立ビルシステム グローバル昇降機事業部水
戸生産本部製造部員(但し、Siam-Hitachi Elevator
Co.,Ltd.出向)

梅沢孝志

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

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

元木正彦

ビルシステムBUグローバル昇降機保全事業部テク
ニカルサポートセンター長

株式会社日立ビルシステム グローバル品質保証本部エ
レベーター品質保証部施工・保全品質保証グループ主
任技師

河上一郎

ビルシステムBUグローバル昇降機保全事業部法定
検査部長

ビルシステムBUグローバル昇降機保全事業部保全
業務部長

馬渕浩三

ビルシステムBUグローバル昇降機保全事業部保全
業務部長兼広域災害対策室長

株式会社日立ビルシステム グローバル昇降機保全事業
部保全業務部業務グループ主任技師

辻太郎

ビルシステムBUグローバル昇降機保全事業部カスタ
マーセンター長

株式会社日立ビルシステム グローバル昇降機保全事業
部カスタマーセンター長

中井幹夫

ビルシステムBUグローバル昇降機保全事業部グ
ローバル管制センタープロジェクト長

株式会社日立ビルシステム グローバル昇降機保全事業
部グローバル管制センタープロジェクト長

高須秀樹

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

ビルシステムBUグローバル昇降機保全事業部昇降
機保全技術開発本部長

櫻田博明

ビルシステムBUグローバルソリューション事業部
副事業部長兼新規事業推進部長

ビルシステムBUシステムソリューション部長兼新規事業
推進部長

山本武志

ビルシステムBUグローバルソリューション事業部副事業
部長

株式会社日立ビルシステム グローバルソリューション事
業部副事業部長

大重啓一

ビルシステムBUグローバルソリューション事業部
事業企画部長

株式会社日立ビルシステム グローバルソリューション事
業部ファシリティソリューション部長

松尾忠則

ビルシステムBUグローバルソリューション事業部
ソリューション開発設計部長

株式会社日立ビルシステム グローバルソリューション事
業部ソリューション開発設計部企画開発グループ主任技
師

山本桂

ビルシステムBUグローバルソリューション事業部
ファシリティソリューション部長

株式会社日立ビルシステム グローバルソリューション事
業部ファシリティソリューション部担当部長

笠原仁

ビルシステムBUグローバルソリューション事業部
システムソリューション部長

株式会社日立ビルシステム グローバルソリューション事
業部ソリューション開発設計部長

小山重和

ビルシステムBUグローバルソリューション事業部
冷熱技術部長

株式会社日立ビルシステム グローバルソリューショ
ン事業部冷熱技術部長

稲部英則

ビルシステムBUグローバルソリューション事業部
経営管理部長

株式会社日立ビルシステム グローバルソリューショ
ン事業部経営管理部長

加賀山克

ビルシステムBU調達本部調達企画部長 ビルシステムBU調達本部調達企画部担当部長 西山秀雄

ビルシステムBU調達本部調達一部長 株式会社日立ビルシステム調達本部東京調達部長兼東
京総支社調達部長

永尾英輔

ビルシステムBU調達本部調達二部長 ビルシステムBU調達本部調達企画部長 会津英男

ビルシステムBU調達本部グローバルバリューエン
ジニアリング部長

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員(但し、日立電梯
(中国)有限公司出向)

松浦厚

ビルシステムBUグローバル品質保証本部ソリュー
ション品質保証部長

株式会社日立ビルシステム グローバル品質保証本部ソ
リューション品質保証部長

河面昌朗

ビルシステムBU IT本部情報インフラ部長兼IT企画
部長

ビルシステムBU IT本部情報インフラ部長 渡辺順
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異動後 異動前 氏名

ビルシステムBU IT本部情報システム運用部長 ビルシステムBU IT本部情報システム部担当部長 枡田充功

ビルシステムBU財務本部長兼連結財務部長 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社財務本
部長

原田博之

ビルシステムBU財務本部海外財務部長 ビルシステムBU財務本部海外財務部担当部長 小島孝治

ビルシステムBU総務本部長兼法務・コンプライア
ンス部長兼グローバル安全統括本部長

ビルシステムBU総務本部長兼グローバル安全統括
本部担当本部長

中村智

鉄道BU財務本部経理部長 鉄道BU財務本部経理部部長代理 長谷川勲

鉄道BU CSO兼グローバル生産統括本部長 鉄道BUグローバル生産統括本部長兼グローバル生
産企画部長兼グローバル生産管理部長兼経営企画本
部長

荒木良夫

鉄道BUコーポレートプランニングダイレクタ 本社法務・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広報・ＩＲ部長

佐藤正直

鉄道BUコーポレートプラニング・ストラテジーシ
ニアマネージャ

鉄道BU経営企画本部事業戦略企画部担当部長 神谷勇二

鉄道BU CDO兼インテグレーションダイレクタ 鉄道BUインテグレーションダイレクタ 網谷憲晴

鉄道BUグループヘッドオブセールス兼マネージン
グダイレクタ(日本・アジアパシフィック)

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

光冨眞哉

鉄道BU CLO兼Lumada推進本部長 鉄道BU CLO 杉田洋一

鉄道BU Lumada推進本部新ビジネス推進部長 鉄道BU営業統括本部交通営業本部本部長付 熊谷桂一

鉄道BU営業統括本部営業企画部長 鉄道BU営業統括本部本部長付 福井徹

鉄道BU営業統括本部海外交通営業本部長 社会イノベーション事業推進本部グローバル事業推
進本部員(但し、日立アジア社出向)

山川拓也

鉄道BU日本・アジアパシフィック業務企画本部長 鉄道BU経営企画本部事業戦略企画部長 加藤和義

鉄道BU日本・アジアパシフィック業務企画本部業
務企画部長

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

井原公三

鉄道BU調達本部長 インダストリアルプロダクツBU調達本部長 村上公一

鉄道BU調達本部水戸調達部長 鉄道BU調達本部水戸調達部担当部長 田中宏幸

鉄道BUグローバル生産統括本部担当本部長兼グ
ローバル生産管理部長兼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

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兼グローバ
ル生産統括本部担当本部長

水口信章

鉄道BUグローバル生産統括本部グローバル生産企
画部長

鉄道BUグローバル生産統括本部員(但し、日立レー
ルヨーロッパ社出向)

夏井隆博

鉄道BU品質保証本部長 鉄道BU品質保証本部部長 樋口裕久

アーバンソリューションBU事業主管兼事業企画本部長
兼企画部長兼営業戦略部長

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

栗栖一樹

アーバンソリューションBU CSO兼街づくりソリューション
本部長兼街づくりソリューション本部スマートシティ企画
室長

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

吉田美樹
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異動後 異動前 氏名

アーバンソリューションBUビル街区ソリューション本部長 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

小菅佳克

アーバンソリューションBUビル街区ソリューション本部グ
ローバルビジネス開発部長兼ＣＬＯ

社会イノベーション事業推進本部グローバル事業推進
本部エンジニアリング部員(但し、日立アジア社出向)兼
アーバンソリューションBU CLO

宮武唯成

アーバンソリューションBUビル街区ソリューション本部
サービス開発一部長

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
ションセンタ部長

赤津昌幸

アーバンソリューションBUビル街区ソリューション本部
サービス開発二部長兼事業戦略部長

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
ションセンタ部長

末次陽二

アーバンソリューションBU街づくりソリューション本部ス
マートモビリティ推進センタ長

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

谷口直行

ディフェンスBU CEO 公共BU公共システム事業部長 南邦明

ディフェンスBU営業本部第2営業部長兼営業推進部
長

ディフェンスBU営業本部員(但し、株式会社北海道
日立出向)

岩田正博

ディフェンスBU装備システム本部電機・機械シス
テム設計部長

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

飯島毅

金融BU金融第一システム事業部長 金融BU金融システム事業部事業部長 小川正義

金融BU金融第二システム事業部長 金融BU金融システム事業部事業主管金融システム
第四本部長

植田達郎

金融BU金融第一システム事業部金融ソリューショ
ン本部長

金融BU金融システム事業部エグゼクティブプロ
ジェクトマネージャ

笠勝也

金融BU金融システム営業統括本部営業統括本部長 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

湯次善麿

金融BU金融第一システム事業部メガバンク統合推
進本部長兼第二部長

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

中西利彦

金融BU金融第一システム事業部金融チャネルソ
リューション本部長

金融BU金融システム事業部金融システム第二本部
第一部担当部長

伊藤逸朗

金融BU金融第二システム事業部金融システム第二
本部長

金融BU金融システム事業部金融システム第五本部
担当本部長

遠藤孝一

金融BU金融第二システム事業部金融システム第四
本部長

金融BU金融システム事業部金融システム第四本部
担当本部長

小豆島秀典

金融BU金融システム営業統括本部金融営業第二本
部長

九州支社九州中央支店長 松冨元太郎

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

内藤昌浩

金融BU金融第一システム事業部事業推進本部シス
テム統括部長

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担当部長

宮川佳也

金融BU金融第一システム事業部メガバンク統合推
進本部第一部長

金融BU金融システム事業部メガバンク統合推進本
部第一部担当部長

山田貴之

金融BU金融第一システム事業部メガバンク統合推
進本部第三部長

金融BU金融システム事業部メガバンク統合推進本
部第三部担当部長

平田幸伸

金融BU金融第一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全国金融システム本部
第一部担当部長

跡部進

金融BU金融第一システム事業部全国金融システム
本部第一部長

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

中野和則
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異動後 異動前 氏名

金融BU金融第一システム事業部金融ソリューショ
ン本部金融システムサービス第一センタ長

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担当部長

宅和謙

金融BU金融第二システム事業部金融システム第一
本部第一部長

金融BU金融システム事業部金融システム第五本部
第一部担当部長

大村善秀

金融BU金融第二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五本部
第一部担当部長

上村和也

金融BU金融第二システム事業部金融システム第二
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二本部
第一部担当部長

鈴木肇

金融BU金融第二システム事業部金融システム第二
本部第四部長

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

酒井瑞洋

金融BU金融第二システム事業部金融システム第三
本部第一部長

金融BU金融システム事業部金融システム第三本部
第一部担当部長

内田浩史

金融BU金融第二システム事業部金融システム第四
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四本部
第二部担当部長

武村泰夫

金融BU金融システム営業統括本部事業企画本部次
世代バンキングシステム推進部長

金融BU金融システム事業部金融ソリューション第
一本部次世代バンキングシステム推進室担当部長

佐藤信彦

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

関西支社金融情報システム営業部長 徳永和司

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

金融BU金融システム営業統括本部事業企画本部員(但
し、米国日立コンサルティング社出向)

河合進吾

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

金融BU金融システム営業統括本部金融営業第三本
部第二部第4G部長代理

永井隆之

公共社会BU公共システム事業部長 公共BU公共システム事業部副事業部長 細矢良智

公共社会BU公共システム事業部官公ソリューショ
ン第一本部長

公共BU公共システム事業部官公ソリューション第
一本部担当本部長

齋藤由紀夫

公共社会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六部長

公共BU公共システム事業部官公ソリューション第
一本部員(但し、株式会社日立コンサルティング出
向)

伊藤香代

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四部長

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

古田和博

公共社会BU公共システム事業部官公ソリューショ
ン第二本部長兼社会保障グローバル推進センタ長

公共BU公共システム事業部官公ソリューション第
二本部担当本部長兼社会保障グローバル推進センタ
長

田島一順

公共社会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

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第1G主任技師

舘岡和城

公共社会BU公共システム事業部官公ソリューション第
三本部長兼Lumada推進室長

公共BU公共システム事業部官公ソリューション第
四本部官公システム第九部長

小林正樹

公共社会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

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担当部長

藤原茂之

公共社会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

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

矢野賢二

公共社会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六部長

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

松本学

公共社会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

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主管

原崇

公共社会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部長

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

小橋一夫
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異動後 異動前 氏名

公共社会BU公共システム事業部全国公共システム第
一本部長

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

用田明宏

公共社会BU公共システム事業部全国公共システム
第二本部長

公共BU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

大迫勝志

公共社会BU公共システム事業部全国公共システム
第二本部西日本公共システム第一部長

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

山崎寛介

公共社会BU公共システム事業部全国公共システム
第二本部西日本公共システム第二部長

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担当部長

祖母井包

公共社会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

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担当部長

安藤靖

公共社会BU公共システム事業部全国公共システム
第二本部西日本公共システム第四部長

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

前田政夫

公共社会BU公共システム事業部全国公共システム
第二本部西日本公共システム第三部長

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

衛藤博文

公共社会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

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担当部長

小林政彦

公共社会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全国公共システム第三
本部公共システム推進第二部チーフプロジェクトマ
ネージャ

原敬次郎

公共社会BU公共システム事業部全国公共システム
第三本部長

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

半澤潤一

公共社会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三部長

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

梅北泰輔

公共社会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

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担当部長

光宗重之

公共社会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第三部長

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

鵜山俊一

公共社会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&セキュリティセンタ長

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

森浩康

公共社会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

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

秋田孝洋

公共社会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

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

平野圭一

公共社会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十一部長

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

高倉一敏

公共社会BU公共システム営業統括本部第三営業本
部公共ヘルスケアIT営業部長

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

佐藤敢

公共社会BU公共システム営業統括本部第一営業本
部第四営業部長

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

大越信幸

公共社会BU公共システム営業統括本部第四営業本
部イノベーション営業部長

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

日下徹

公共社会BU公共システム営業統括本部第三営業本
部地域ビジネス推進センタ長

中部支社公共システム営業部長 吉田英樹

公共社会BU公共システム営業統括本部第四営業本
部第六営業部長

公共BU公共システム営業統括本部第三営業本部第
七営業部第2G部長代理

奥山倫弘

公共社会BU公共システム営業統括本部第四営業本
部長

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

西山重憲
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異動後 異動前 氏名

公共社会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

公共BU公共システム営業統括本部第三営業本部第
八営業部第3G部長代理

入江裕章

公共社会BU公共システム営業統括本部第三営業本
部長

東北支社公共システム営業部長 榊原広嗣

公共社会BU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

ICT事業統括本部社会システム事業部副事業部長 松谷淳

公共社会BU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
本部長兼IoT推進本部IoTプロジェクト推進本部長

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
本部電力システム本部長IoT推進本部IoTプロジェクト推
進本部長

朝倉一安

公共社会BU社会システム事業部交通情報システム
本部長

ICT事業統括本部社会システム事業部交通情報シス
テム本部担当本部長兼交通システムエンジニアリン
グセンタ長兼サービス&プラットフォームBU制御プ
ラットフォーム統括本部交通システム本部交通ソ
リューションセンタ長

黒川幸市郎

公共社会BU社会システム事業部社会・通信ソ
リューション本部長

ICT事業統括本部社会システム事業部社会・通信ソ
リューション本部担当本部長

万浪秀祐

公共社会BU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

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
担当部長

三輪幸司

公共社会BU社会システム事業部エネルギー情報シ
ステム本部広域系統システムセンタ長兼エネルギー
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広域系統システムセン
タ長

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

佐々木淳

公共社会BU社会システム事業部交通情報システム本
部担当本部長兼交通システムエンジニアリングセンタ長

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

藤森聡子

公共社会BU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

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チーフプロジェクトマ
ネージャ

大向江雄二

公共社会BU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

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チー
フプロジェクトマネージャ

吉田知弘

公共社会BU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

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

金光直行

公共社会BU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

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
一部担当部長

渡邉秀雄

公共社会BU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
四部長

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
三部担当部長

高田穰

公共社会BU社会プラットフォーム営業統括本部長
兼第二営業本部長

本社社会イノベーション事業推進本部企画本部長 森通彰

公共社会BU社会プラットフォーム営業統括本部第
一営業本部長

ICT事業統括本部ICT営業統括本部社会プラット
フォーム営業統括本部第一営業本部担当本部長

近藤丈晴

公共社会BU社会プラットフォーム営業統括本部第
一営業本部第四営業部長

ICT事業統括本部ICT営業統括本部社会プラット
フォー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

古宮俊彦

公共社会BU社会プラットフォーム営業統括本部第
二営業本部第四営業部長

ICT事業統括本部ICT営業統括本部社会プラット
フォーム営業統括本部第二営業本部第一営業部第一
グループ部長代理

新郷貴司

システム&サービスビジネス統括本部CPMO ICT事業統括本部システム&サービス事業管理統括
本部長

村瀬武志

システム&サービスビジネス統括本部CBRO ICT事業統括本部リスクマネジメント責任者 児玉康平

システム&サービスビジネス統括本部経営戦略統括
本部サービス&プラットフォーム戦略企画本部長

サービス&プラットフォームBU戦略企画本部長 小田原宏明

16



異動後 異動前 氏名

システム&サービスビジネス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企画第一部長

ICT事業統括本部経営戦略統括本部グローバルマネジ
メント本部企画ユニット部長

三浦康

システム&サービスビジネス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企画第二部長

ICT事業統括本部経営戦略統括本部グローバルマネ
ジメント本部企画ユニット部長

鈴木恵太郎

システム&サービスビジネス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第一部長

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

福尾英樹

システム&サービスビジネス統括本部ITイノベー
ション本部デジタルイノベーション部長

ICT事業統括本部ITイノベーション本部SCM第2部
員(但し、日立オムロンターミナルソリューションズ
株式会社出向)

田川善之

システム&サービスビジネス統括本部E2E改革本部
サービス・プラットフォーム開発推進第1部長

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E2Eビジネス推進セ
ンタ長

佐藤重匡

システム&サービスビジネス統括本部E2E改革本部
サービス・プラットフォーム開発推進第2部長

ICT事業統括本部E2E改革本部PHWPセンタ長 澤幡正樹

システム&サービスビジネス統括本部E2E改革本部
サービス・プラットフォーム開発推進第3部長兼社
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
推進センタ長

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担当部長

河村健児

システム&サービスビジネス統括本部営業統括本部
システム&サービスビジネス統括本部営業統括本部
サービス営業推進本部Pentahoプロジェクト室長

本社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Pentahoプロジェクトプロジェクトリーダ

酒井宏昌

システム&サービスビジネス統括本部営業統括本部
サービス営業推進本部デジタルビジネス営業部長

ICT事業統括本部ICT営業統括本部サービス営業推進
本部クラウドサービス営業部長

宮田俊一

システム&サービスビジネス統括本部営業統括本部
サービス営業推進本部ソリューション開発営業部長

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

坂内聡

システム&サービスビジネス統括本部営業統括本部
サービス営業推進本部ビジネスプロデュース企画部
長

ICT事業統括本部サービスプラットフォーム事業本
部ビジネスプロデュース本部ビジネス企画部長

秋沢充

システム&サービスビジネス統括本部営業統括本部
サービス営業推進本部プロモーションセンタ長

ICT事業統括本部サービスプラットフォーム事業本
部ビジネスプロデュース本部プロモーションセンタ
長

長谷川大造

システム&サービスビジネス統括本部営業統括本部
プラットフォームソリューション営業統括本部長

産業・流通BU営業統括本部長 内田優

システム&サービスビジネス統括本部営業統括本部
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

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員(但し、日立データシステムズ
社出向)

都々木直子

システム&サービスビジネス統括本部営業統括本部
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四営業部長

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

伊藤融

システム&サービスビジネス統括本部営業統括本部
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

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

関久仁子

システム&サービスビジネス統括本部システム&
サービス事業管理統括本部長兼プロジェクトマネジ
メント統括推進本部長

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

システム&サービスビジネス統括本部システム&
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IT人財マネジメントセンタ長

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公共生
産技術部長

小山清美

システム&サービスビジネス統括本部システム&
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第一
部長

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

大野久志

システム&サービスビジネス統括本部システム&
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第二
部長

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金融生
産技術部長

上野洋子

システム&サービスビジネス統括本部システム&
サービス事業管理統括本部プロジェクトマネジメン
ト統括推進本部エンジニアリングサポート部長

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ナレッ
ジ推進センタ長

森田真理
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異動後 異動前 氏名

システム&サービスビジネス統括本部システム&
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サポート第一部長

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産業流
通・社会生産技術部長

宮崎肇之

システム&サービスビジネス統括本部システム&
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サポート第二部長

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産業流
通・社会生産技術部担当部長

松田佳之

システム&サービスビジネス統括本部アプリケー
ションサービス事業部事業主管兼アプリケーション
サービス事業部第三アプリケーション本部長

公共BU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

安部正和

システム&サービスビジネス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
三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三アプリケーション設計部第二Ｇ
主任技師

岩佐弘二

システム&サービスビジネス統括本部スマート情報
システム統括本部長兼戦略企画本部長兼OSSソ
リューションセンタ長

ICT事業統括本部スマート情報システム統括本部長 伊藤洋三

システム&サービスビジネス統括本部スマート情報
システム統括本部戦略企画本部担当本部長兼海外プ
ロジェクト推進センタ長

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担当本部長

林重年

システム&サービスビジネス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

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

進藤成純

システム&サービスビジネス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

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

本間聡

システム&サービスビジネス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

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ソリューション部担当部長

小柳博文

システム&サービスビジネス統括本部環境推進本部
環境戦略センタ長

ICT事業統括本部環境推進本部環境戦略センタ担当
部長

奥田徹也

システム&サービスビジネス統括本部コーポレート
コミュニケーション本部長兼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

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

あべ松伸也

システム&サービスビジネス統括本部コーポレートコミュ
ニケーション本部担当本部長兼コーポレートコミュニケー
ション本部CSR部長

ICT事業統括本部コーポレートコミュニケーション本部担
当本部長

奥尾北斗

システム&サービスビジネス統括本部コーポレート
コミュニケーション本部デジタル・マーケティング
推進センタ長

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兼コーポレートコミュニケー
ション本部デジタル・マーケティング推進センタ長

大宮孝

システム&サービスビジネス統括本部監査室長兼監
査室監査センタ長兼監査室内部統制管理センタ長

ICT事業統括本部監査室監査センタ長 横山俊彦

システム&サービスビジネス統括本部品質保証本部
クラウドサービス品質保証部長

ICT事業統括本部品質保証本部クラウドサービス品
質保証部担当部長

佐川茂

システム&サービスビジネス統括本部調達本部調達
企画部長兼システム品調達部長

ICT事業統括本部調達本部公共システム調達部長 高久重仁

システム&サービスビジネス統括本部調達本部調達
管理部長

ICT事業統括本部調達本部調達企画部担当部長 徳田政昭

システム&サービスビジネス統括本部調達本部アラ
イアンス調達部長

ICT事業統括本部調達本部アライアンス調達部担当
部長

竹内太郎

システム&サービスビジネス統括本部調達本部グ
ローバル調達部長

ICT事業統括本部調達本部アライアンス調達部担当
部長

奥村隆

システム&サービスビジネス統括本部調達本部金融
システム調達部長

ICT事業統括本部調達本部サービスプラットフォー
ム調達部長

関根啓一

システム&サービスビジネス統括本部調達本部公共
システム調達部長

ICT事業統括本部調達本部金融システム調達部長 西重陽

システム&サービスビジネス統括本部調達本部サー
ビスプラットフォーム調達部長

ICT事業統括本部調達本部システム品調達部長 日野崇

システム&サービスビジネス統括本部調達本部ハー
ド調達企画部長

ICT事業統括本部調達本部ハード調達企画部担当部
長

天野眞美
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異動後 異動前 氏名

システム&サービスビジネス統括本部調達本部プロ
ダクツ調達部長

ICT事業統括本部調達本部員(但し、日立オムロン
ターミナルソリューションズ株式会社出向)

大西聡

システム&サービスビジネス統括本部財務本部財務
統括部長

ICT事業統括本部財務本部社会システム経理部長 長江浩司

システム&サービスビジネス統括本部財務本部資金
管理部長

ICT事業統括本部財務本部財務部担当部長 椎木正和

システム&サービスビジネス統括本部財務本部公共
経理部長

ICT事業統括本部財務本部財務部長 大和田洋司

システム&サービスビジネス統括本部財務本部営業
業務部長

産業・水業務統括本部財務本部営業業務センタ長 岸田敏靖

システム&サービスビジネス統括本部CHRO兼人事
総務本部長

本社人財統括本部グローバルトータルリワード部長 飯塚毅

システム&サービスビジネス統括本部人事総務本部
部長兼人財企画部長

ICT事業統括本部人事総務本部人財企画部長 三家本芳浩

システム&サービスビジネス統括本部人事総務本部
勤労部長兼直轄人事部長

ICT事業統括本部人事総務本部勤労部長 山内一生

システム&サービスビジネス統括本部人事総務本部制
御プラットフォーム人事部長

本社人財統括本部人事勤労本部構造転換プロジェクト
プロジェクトリーダ

白戸孝典

ヘルスケアBU CSO兼CTO兼分析システム事業部長 ヘルスケアBU CSO兼CTO 長我部信行

ヘルスケアBU COO兼CTrO兼開発統括本部長兼ス
マトラ推進室長

ヘルスケアBU COO兼開発統括本部長 山本章雄

ヘルスケアBU COO ヘルスケアBU CEO付 紺野江里佳

ヘルスケアBU CFO兼財務本部長兼業務部長 ICT事業統括本部財務本部担当本部長 麻蒔昌史

ヘルスケアBU CIO兼情報システム本部長 ヘルスケアBU BPR推進本部情報システム本部長 秋森裕之

ヘルスケアBU主管技師長兼電力BU電力生産統括本
部主管技師長

ヘルスケアBU放射線治療システム事業部主管技師
長兼電力BU電力生産統括本部主管技師長

浅野克彦

ヘルスケアBU主管技師長兼ソフトウェア開発セン
タ長

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

田上正彦

ヘルスケアBU主管技師長 ヘルスケアBU開発統括本部第二技術開発本部長 高野博司

ヘルスケアBU経営戦略室渉外部長 ヘルスケアBU渉外本部担当部長 松田幸夫

ヘルスケアBU経営戦略室薬事品質管理部長 ヘルスケアBU品質保証本部薬事品質管理部第二薬
事品質管理課長

出川宏規

ヘルスケアBU情報システム本部担当本部長兼情報
システム部長

ヘルスケアBU BPR推進本部情報システム本部副本
部長

佐藤博之

ヘルスケアBU営業統括本部情報システム営業部長 ヘルスケアBU営業統括本部診断システム営業本部
医療情報営業部営業二課長

国分令典

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BU営業統括本部診断システム営業本部
関西支店副支店長

尾山孝司

ヘルスケアBU営業統括本部診断システム営業本部
長兼X線治療システム営業本部長

ヘルスケアBU診断システム事業部マーケティング
本部副本部長

吉田理泰
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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
画像診断営業部長

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

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
画像診断アプリケーション部長

ヘルスケアBU営業統括本部診断システム営業本部
MR営業部担当部長

伊藤多恵子

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副部長

大澤毅

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BU営業統括本部診断システム営業本部
首都圏営業部長

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
首都圏営業部長

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

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
中国・四国支店長

ヘルスケアBU営業統括本部診断システム営業本部
中国・四国支店副支店長

石井浩和

ヘルスケアBUグローバル事業統括本部長 ヘルスケアBUグローバル事業統括本部担当本部長 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
兼第二部長

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

田中夏朗

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

ヘルスケアBU診断システム事業部グローバルセー
ルス本部担当本部長

中畑潤一

ヘルスケアBUグローバル事業統括本部担当本部長
兼企画部長

ヘルスケアBU経営戦略室企画本部担当本部長 木山陽子

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
部サービス企画部担当部長

今井雅彦

ヘルスケアBUサービス事業部カスタマーサポート
本部長兼サービスセンタ長

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

坂場昭

ヘルスケアBUヘルスケアソリューション事業部長
兼地域包括ケア・ソリューションセンタ長

ヘルスケアBUヘルスケアソリューション事業部長 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副
事業部長

ICT事業統括本部戦略企画本部長 宇賀神敦

ヘルスケアBUヘルスケアソリューション事業部担
当本部長兼プロジェクト推進センタ長

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

守島浩

ヘルスケアBUヘルスケアソリューション事業部ヘ
ルスケア本部長兼医療情報ソリューション部長

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

藤岡宏一郎

ヘルスケアBUヘルスケアソリューション事業部ヘ
ルスケア本部ヘルスケアITビジネス推進部長

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ビジネス推進部担当部長

藤田昭

ヘルスケアBUヘルスケアソリューション事業部ヘ
ルスケア本部ヘルスケアITサービス部長

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

菅野和弥

ヘルスケアBUヘルスケアソリューション事業部ヘ
ルスケア本部健診・検査ソリューション部長

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

潮田武

ヘルスケアBUヘルスケアソリューション事業部運
用サービス部長

ヘルスケアBUヘルスケアソリューション事業部運
用サービス部担当部長

鈴木達也

ヘルスケアBU外科治療ソリューション本部長 ヘルスケアBU診断システム事業部ビジネス推進本
部長

中西彰

ヘルスケアBU放射線治療システム事業部長兼粒子
線治療システム本部長

ヘルスケアBU放射線治療システム事業部粒子線治
療システム本部長

伊丹博幸

ヘルスケアBU診断システム事業部副事業部長兼第
一本部長

ヘルスケアBUグローバル事業統括本部長兼グロー
バルセールス本部長

前田琢也
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異動後 異動前 氏名

ヘルスケアBU診断システム事業部副事業部長兼第
二本部長兼RAセンタ長

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

尾崎宜生

ヘルスケアBU診断システム事業部ソリューション
ビジネス本部長兼診断支援ソリューション部長

ヘルスケアBU診断システム事業部ビジネス推進本
部担当本部長兼診断支援ソリューション部長

尾藤良孝

ヘルスケアBU診断システム事業部ソリューション
ビジネス本部ブレストソリューション部長

ヘルスケアBU診断システム事業部ビジネス推進本
部プロダクトソリューション部ブレストソリュー
ショングループ部長代理

板谷英彦

ヘルスケアBU診断システム事業部第一本部ビジネ
ス推進部長

ヘルスケアBU診断システム事業部ビジネス推進本
部プロダクトソリューション部担当部長

田中一史

ヘルスケアBU診断システム事業部第一本部プロダ
クトマーケティング部長

ヘルスケアBU診断システム事業部マーケティング
本部戦略マーケティング部長

本堂直之

ヘルスケアBU診断システム事業部第二本部ビジネ
ス推進部長

ヘルスケアBU診断システム事業部ビジネス推進本
部プロダクトソリューション部長

長岡政巳

ヘルスケアBU診断システム事業部第二本部プロダ
クトマーケティング部長

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副部長

伊藤健

ヘルスケアBU診断システム事業部第二本部国際営
業部長

ヘルスケアBU診断システム事業部グローバルセールス
本部員(但し、HITACHI MEDICAL SYSTEMS
MIDDLE EAST S.A.E.出向)

澤田啓一

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

佐藤雅俊

ヘルスケアBU開発統括本部第一製品開発本部長兼
システム開発部長

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

大竹章文

ヘルスケアBU開発統括本部第一技術開発本部長 研究開発グループテクノロジーイノベーション統括
本部ヘルスケアイノベーションセンタメディカルシ
ステム研究部長

橋場邦夫

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
テム開発部副部長

島根宏明

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BU開発統括本部第二製品開発本部担当
本部長

本多琢郎

ヘルスケアBU分析システム事業部分析システム営
業本部医用分析システム営業部長

ヘルスケアBU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副部長

吉田善紀

ヘルスケアBU分析システム事業部分析システム営
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副部長

原田耕一

ヘルスケアBU分析システム事業部分析システム営
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副部長

八須賀淳

ヘルスケアBU SCM統括本部長 株式会社日立ヘルスケア・マニュファクチャリング
取締役社長

田那村圭一

ヘルスケアBU SCM統括本部SCM企画部長 ヘルスケアBU SCM統括本部モノづくり本部SCM企
画部商品課長

中根辰次

ヘルスケアBUバリューチェーン・インテグレー
ション本部長

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

村井啓介

ヘルスケアBUバリューチェーン・インテグレー
ション本部調達二部長

ヘルスケアBU SCM統括本部調達本部担当部長 高田伸吾

ヘルスケアBU品質保証本部開発QA部長 ヘルスケアBU品質保証本部第二品質保証部長 小野英二

ヘルスケアBU品質保証本部フィールドQA部長 ヘルスケアBU品質保証本部第一品質保証部長 前田良介

ヘルスケアBU財務本部財務部長 ヘルスケアBU財務本部財務部担当部長 原田孝
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異動後 異動前 氏名

ヘルスケアBU総務本部担当本部長兼人事労政部長 人財統括本部員(但し、日立(中国)有限公司出向) 高畑正徳

ヘルスケアBU教育センタ長 ヘルスケアBU経営戦略室企画本部担当本部長 一ノ瀬隆文

ヘルスケアBU監査室長 ヘルスケアBU財務本部副本部長 小町博之

サービス&プラットフォームBU制御プラットフォー
ム統括本部情報制御第二本部長

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

福岡昇平

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
ム統括本部経営戦略本部長

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長兼事業企画部長

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
ム統括本部情報制御第一本部長

サービス&プラットフォームBU制御プラットフォー
ム統括本部電機システム本部長

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
ム統括本部情報制御第三本部長

サービス&プラットフォームBU制御プラットフォー
ム統括本部制御プラットフォーム開発本部長

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長

本社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

入江直彦

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IoT・クラウドサービス事業部ＩＴソリューショ
ンQA本部長

梯雅人

サービス&プラットフォームBU制御プラットフォー
ム統括本部情報制御第一本部発電・電力制御システ
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
ム統括本部サービス事業開発本部担当部長

千葉大春

サービス&プラットフォームBU制御プラットフォー
ム統括本部情報制御第一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
部担当部長

武本剛

サービス&プラットフォームBU制御プラットフォー
ム統括本部情報制御第三本部IoT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
ム統括本部制御プラットフォーム開発本部CPM

武澤隆之

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

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グループリーダ主任技師

西村卓真

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

産業・水業務統括本部調達本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

竹内啓

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ハード調達部長

サービス&プラットフォームBU制御プラットフォー
ム統括本部大みか調達統括部管理グループ部長代理

後藤和則

サービス&プラットフォームBUサービスプラット
フォーム事業本部長

ICT事業統括本部サービスプラットフォーム事業本
部副事業本部長兼IoT・クラウドサービス事業部長)

小野猶生

サービス&プラットフォームBUサービスプラット
フォーム事業本部セキュリティ事業統括本部長

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サイバー
セキュリティ事業統括本部事業戦略本部長兼社会イ

斎藤浩

サービス&プラットフォームBU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長

ICT事業統括本部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副事業部長

石井武夫

サービス&プラットフォームBUサービスプラット
フォーム事業本部経営企画本部長

ICT事業統括本部サービスプラットフォーム事業本
部IoT・クラウドサービス事業部経営企画本部長

服部隆一

サービス&プラットフォームBUサービスプラット
フォーム事業本部セキュリティ事業統括本部セキュ
リティ戦略本部長

ICT事業統括本部サービスプラットフォーム事業本
部IoT・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

サービス&プラットフォームBU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事
業推進本部長

ICT事業統括本部サービスプラットフォーム事業本
部IoT・クラウドサービス事業部経営企画本部担当
本部長

本間久雄

サービス&プラットフォームBU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エ
ンジニアリングサービス第１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IoT・クラウドサービス事業部IoT開発本部長

川西秀彦
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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エ
ンジニアリングサービス第2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IoT・クラウドサービス事業部IoTシステム第2本
部長

赤塚弥作

サービス&プラットフォームBU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ア
プリケーションサービス第１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IoT・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

サービス&プラットフォームBU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ア
プリケーションサービス第2本部長

本社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

越智康

サービス&プラットフォームBU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エ
ンタープライズプロダクツ本部長

ICT事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部
IoT・クラウドサービス事業部IT基盤ソリューション本部担
当本部長

榊原忠幸

サービス&プラットフォームBU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
データ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
IoT・クラウドサービス事業部IT基盤ソリューション本部
DB部担当部長

原憲宏

サービス&プラットフォームBU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運
用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IoT・クラウドサービス事業部IT基盤ソリュー
ション本部システム管理ソフト設計部長

石田貴一

サービス&プラットフォームBU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オ
ペレーティングシステム本部長

ICT事業統括本部サービスプラットフォーム事業本
部IoT・クラウドサービス事業部経営企画本部員(但
し、株式会社日立システムズ出向)

加藤明

サービス&プラットフォームBU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フ
ロー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IoT・クラウドサービス事業部ビッグデータ本部
長

永山光春

サービス&プラットフォームBU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品
質保証本部長

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

水野智之

サービス&プラットフォームBU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

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情報プラット
フォーム統括本部事業開発本部事業開発部長

奈良裕

サービス&プラットフォームBU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Exアプローチ推
進センタ長

豊田誠司

サービス&プラットフォームBU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AIビジネス推進室長

難波康晴

サービス&プラットフォームBU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
グローバルマーケットプレース推進部長

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アライアンス推
進部長

稲場淳二

サービス&プラットフォームBUサービスプラット
フォーム事業本部経営企画本部経営企画部長

ICT事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部
IoT・クラウドサービス事業部経営企画本部経営企画部
長

指野篤司

サービス&プラットフォームBUサービスプラット
フォーム事業本部経営企画本部事業管理部長

ICT事業統括本部サービスプラットフォーム事業本
部IoT・クラウドサービス事業部経営企画本部事業
管理部長

右馬伸一

サービス&プラットフォームBUサービスプラット
フォーム事業本部経営企画本部技術管理センタ長

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

諫田尚哉

サービス&プラットフォームBUサービスプラット
フォーム事業本部セキュリティ事業統括本部マネジ
メント本部事業管理部長

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
本部事業管理部統括主任技師

山本克

サービス&プラットフォームBU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事
業推進本部事業推進部長

ICT事業統括本部サービスプラットフォーム事業本
部IoT・クラウドサービス事業部経営企画本部事業
推進部長

山根健一
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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事
業推進本部SB事業推進部長

ICT事業統括本部サービスプラットフォーム事業本
部IoT・クラウドサービス事業部経営企画本部事業
推進部担当部長

桐山隆司

サービス&プラットフォームBU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事
業推進本部直販チャネル部長

ICT事業統括本部サービスプラットフォーム事業本
部IoT・クラウドサービス事業部ビッグデータ本部
システム基盤ソリューション部長兼IoT・クラウド
サービス事業部経営企画本部ソリューション事業推
進室長

小林敦

サービス&プラットフォームBU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事
業推進本部パートナチャネル部長

ICT事業統括本部サービスプラットフォーム事業本
部IoT・クラウドサービス事業部ビッグデータ本部
システム基盤ソリューション部担当部長

更田洋吾

サービス&プラットフォームBU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エ
ンジニアリングサービス第1本部M2Mソリューショ
ン部長

ICT事業統括本部サービスプラットフォーム事業本
部IoT・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

小泉一人

サービス&プラットフォームBU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エ
ンジニアリングサービス第1本部クラウドネット
ワーク部長

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

下永浩久

サービス&プラットフォームBU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エ
ンジニアリングサービス第1本部プロフェッショナ
ルサービス部長

ICT事業統括本部サービスプラットフォーム事業本
部IoT・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

山中悟

サービス&プラットフォームBU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エ
ンジニアリングサービス第1本部サービスインテグ
レーション部長

ICT事業統括本部サービスプラットフォーム事業本
部IoT・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

杉之下広

サービス&プラットフォームBU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エ
ンジニアリングサービス第1本部セキュリティソ
リューション部長

ICT事業統括本部サービスプラットフォーム事業本
部IoT・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

松本健司

サービス&プラットフォームBU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エ
ンジニアリングサービス第2本部ネットワークシス
テム第1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部長

滝沢武久

サービス&プラットフォームBU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エ
ンジニアリングサービス第2本部ネットワークシス
テム第2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

仲條修司

サービス&プラットフォームBU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エ
ンジニアリングサービス第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IoTシステム第2本
部ネットワークシステム第2部長

山崎孝

サービス&プラットフォームBU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ア
プリケーションサービス第1本部アプリケーション
第1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IoT・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

サービス&プラットフォームBU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ア
プリケーションサービス第1本部アプリケーション
第2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IoT・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

サービス&プラットフォームBU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ア
プリケーションサービス第1本部アプリケーション
第3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IoT・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

サービス&プラットフォームBU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ア
プリケーションサービス第1本部アプリケーション
第4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IoT・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

中原成人

サービス&プラットフォームBU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ア
プリケーションサービス第1本部アプリケーション
第5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IoT・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

加藤伸哉

サービス&プラットフォームBU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ア
プリケーションサービス第2本部デジタルソリュー
ション開発部長

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

川本真一

24



異動後 異動前 氏名

サービス&プラットフォームBU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ア
プリケーションサービス第2本部アプリケーション
ソリューション部長

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ビッグデータソリューション
部長兼本社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

田中慎一

サービス&プラットフォームBU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ア
プリケーションサービス第2本部次世代AI開発部長

ICT事業統括本部サービスプラットフォーム事業本
部IoT・クラウドサービス事業部ビッグデータ本部
ビッグデータ検証サービス部長

橋本哲也

サービス&プラットフォームBU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ア
プリケーションサービス第2本部アプリケーション&
データサービス部長

ICT事業統括本部サービスプラットフォーム事業本
部IoT・クラウドサービス事業部ビッグデータ本部
システム基盤ソリューション部担当部長

谷口尚子

サービス&プラットフォームBU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ア
プリケーションサービス第2本部アプリケーション
開発部長

ICT事業統括本部サービスプラットフォーム事業本
部IoT・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担当部長

山口達也

サービス&プラットフォームBU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ア
プリケーションサービス第2本部ソフトウェアエン
ジニアリング部長

ICT事業統括本部サービスプラットフォーム事業本
部IoT・クラウドサービス事業部IT基盤ソリュー
ション本部ソフトウェアエンジニアリング部長

四野見秀明

サービス&プラットフォームBU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
データマネジメント本部データベースサービス部長

ICT事業統括本部サービスプラットフォーム事業本
部IoT・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担当部長

岡林康弘

サービス&プラットフォームBU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
データマネジメント本部DB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IoT・クラウドサービス事業部IT基盤ソリュー
ション本部DB部第6Gグループリーダ主任技師

熊谷昌大

サービス&プラットフォームBU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運
用マネジメント本部システム管理ソフト設計部長

ICT事業統括本部サービスプラットフォーム事業本
部IoT・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

堀江亨

サービス&プラットフォームBU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運
用マネジメント本部システム管理サービス部長

ICT事業統括本部サービスプラットフォーム事業本
部IoT・クラウドサービス事業部ＩＴ基盤ソリュー
ション本部システム管理ソフト設計部担当部長

広瀬肇

サービス&プラットフォームBU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オ
ペレーティングシステム本部プラットフォームサー
ビス部長

ICT事業統括本部サービスプラットフォーム事業本
部IoT・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

高津弘幸

サービス&プラットフォームBU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オ
ペレーティングシステム本部基盤システム部長

ICT事業統括本部サービスプラットフォーム事業本
部IoT・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

村社剛明

サービス&プラットフォームBU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フ
ローマネジメント本部システム&データアプリケー
ション部長

ICT事業統括本部サービスプラットフォーム事業本
部IoT・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

村井和男

サービス&プラットフォームBU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フ
ローマネジメント本部基盤ソフトウェア部長

ICT事業統括本部サービスプラットフォーム事業本
部IoT・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

五百木伸洋

サービス&プラットフォームBU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基
盤開発本部クラウド基盤サービス第1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IoT・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

サービス&プラットフォームBU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基
盤開発本部データセンタ部長

ICT事業統括本部サービスプラットフォーム事業本
部IoT・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

サービス&プラットフォームBU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基
盤開発本部建設工事管理センタ長

ICT事業統括本部サービスプラットフォーム事業本
部IoT・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兼IoT・クラ
ウドサービス事業部建設工事管理センタ長

古谷野宏一

サービス&プラットフォームBU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基
盤開発本部ワークスペース基盤センタ長

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ソリューションビジ
ネス統括部長

荒井達郎

サービス&プラットフォームBU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エ
ンタープライズプロダクツ本部基盤ハードウェア部
長

ICT事業統括本部サービスプラットフォーム事業本
部IoT・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担当部長

篠原公一

サービス&プラットフォームBU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エ
ンタープライズプロダクツ本部基盤サーバ部長

ICT事業統括本部サービスプラットフォーム事業本
部IoT・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

田邉慎一
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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品
質保証本部アプリケーションサービス品質保証部長

ICT事業統括本部サービスプラットフォーム事業本
部IoT・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

田中浩和

サービス&プラットフォームBU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品
質保証本部IT基盤ソリューション品質保証部長

ICT事業統括本部サービスプラットフォーム事業本部
IoT・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

前田淳志

サービス&プラットフォームBU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品
質保証本部基盤プロダクツ品質保証部長

ICT事業統括本部サービスプラットフォーム事業本
部IoT・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担当部長

増田真三

サービス&プラットフォームBUサービスプラット
フォーム事業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

林慎一郎

サービス&プラットフォームBUサービスプラット
フォーム事業本部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第一部長

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

木檜保夫

サービス&プラットフォームBUサービスプラット
フォーム事業本部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第二部長

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

稲葉直樹

サービス&プラットフォームBUサービスプラット
フォーム事業本部通信ネットワーク事業部技術部長

ICT事業統括本部サービスプラットフォーム事業本
部通信ネットワーク事業部技術部長

山田大介

サービス&プラットフォームBUサービスプラットフォーム
事業本部セキュリティ事業統括本部セキュリティ戦略本
部セキュリティ企画部長

社会イノベーション事業推進本部サービス統括本部
セキュリティ事業推進本部セキュリティ戦略本部部
長

堀江武

サービス&プラットフォームBU ITプロダクツ統括
本部成長戦略推進室長

ICT事業統括本部ＩＴプロダクツ統括本部ストレージ構造
改革推進プロジェクト本部長

安積義弘

サービス&プラットフォームBU 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販売戦
略部長

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販売戦略部担当部長

赤坂俊逸

サービス&プラットフォームBU 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

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担当本部長

青野則和

サービス&プラットフォームBU ITプロダクツ統括
本部プロダクツビジネス本部長

ICT事業統括本部ITプロダクツ統括本部統括本部員兼
ＩＴプロダクツ統括本部プロダクトビジネス本部長(但し、
日立データシステムズ社出向)

後藤照雄

サービス&プラットフォームBU ITプロダクツ統括
本部プロダクツビジネス本部プロダクツビジネス推
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
ビジネス本部プロダクトビジネス推進部担当部長

多田和則

サービス&プラットフォームBU ITプロダクツ統括
本部プロダクツQA本部開発品質保証第2部長

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2部第3Gグループリーダ主任
技師

タン　リットン

インダストリアルプロダクツBUCMO インダストリアルプロダクツBU CMO兼営業統括本部統
括本部長

川野薫

インダストリアルプロダクツBU調達本部長兼調達
企画管理部長

鉄道BU調達本部長兼水戸調達部長 木村俊文

インダストリアルプロダクツBUモノづくり本部環
境管理センタ長

産業・水業務統括本部人事総務本部環境管理部担当
部長

吉原祐二

インダストリアルプロダクツBU財務本部電機シス
テム財務部長

インダストリアルプロダクツBU財務本部財務部長 小貫康史

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BU財務本部財務部部
長代理

小林浩央

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

関西支社営業統括本部総務本部関西・四国総務部長
兼情報セキュリティ推進部長

石原宏

インダストリアルプロダクツBU営業統括本部統括
本部長兼インダストリアルプロダクツBUサービス
本部長

インダストリアルプロダクツBU営業統括本部副統
括本部長兼インダストリアルプロダクツBUサービ
ス本部長

辰巳雄一

インダストリアルプロダクツBU営業統括本部コン
ポーネント第一部長

産業・流通BU営業統括本部産業第三営業本部員(但
し、株式会社関東日立出向)

内匠良輔

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

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

鎌形秀樹
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異動後 異動前 氏名

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

インダストリアルプロダクツBU営業統括本部員(但
し、日立アメリカ社出向)

永岡千明

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IoTシステム設計部
長

インダストリアルプロダクツBU電機システム事業
部電機制御システム本部制御システム部員(但し、株
式会社日立産業制御ソリューションズ出向)

高谷壮一

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BU機械システム事業部事業
主管

高津恭

インダストリアルプロダクツBU機械システム事業
部生産統括本部長

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長兼プロジェクト管理部長

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
部生産統括本部生産統括部長

インダストリアルプロダクツBU機械システム事業
部プロジェクト統括本部生産管理部生産管理課長

大空忠男

インダストリアルプロダクツBU機械システム事業
部生産統括本部工程管理部長

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IT・業務プロセス改革推進部長

本社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担当部長

山寺宏

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
兼東部センタ長

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・サービス部担
当部長兼西部センタ長

渡部哲雄

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BU機械システム事業
部員(但し、日立ポンプ製造(無錫)有限公司出向)

松井志郎

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セス圧縮機設計部長

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プロジェクト計画部長

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
部品質保証部長

インダストリアルプロダクツBU機械システム事業
部品質保証部担当部長

岩永英晶

北海道支社インフラシステム営業部長 水BU水事業部社会システム営業本部営業第二部部
長代理

佐藤宏之

北海道支社業務企画部長 北海道支社業務企画部担当部長 小松範嘉

東北支社副支社長 原子力BU原子力営業本部員(但し、日立ＧＥニュークリ
ア・エナジー株式会社出向)

山本宏明

東北支社公共システム営業部長 東北支社公共システム営業部担当部長 矢森剛

関東支社支社長兼情報セキュリティ推進部長 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

山村陽一

関東支社副支社長 中部支社副支社長 甲斐健郎

横浜支社社会・交通システム営業部長 横浜支社社会・交通システム営業部担当部長 土屋輝高

中部支社副支社長兼トヨタ部長 中部支社企画部長兼トヨタ部統括部長 小島由久

中部支社企画部長 中部支社産業システム部長 吉田憲司

中部支社産業システム部長 中部支社トヨタ部長 杉原裕行

中部支社公共システム営業部長 中部支社公共システム営業部第二グループ部長代理 伊藤誠悟

営業統括本部総務本部中部総務部長 営業統括本部総務本部九州総務部長 大垣裕子
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異動後 異動前 氏名

関西支社副支社長 関西支社京都支店長 橋詰秀彦

関西支社支社長代理 関西支社公共情報システム営業部長 大村勉

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・パートナービジネス営業部担当部長 河村嘉則

関西支社金融情報システム営業部長 金融BU金融システム営業統括本部金融営業第二本
部第二部担当部長

西濱健

関西支社公共情報システム営業部長 公共BU公共システム営業統括本部第三営業本部自
治体第二営業部第3グループ部長代理

江崎秀治

関西支社京都支店長 関西支社流通・パートナービジネス営業部長 藤井秀也

営業統括本部総務本部関西・四国総務部長兼関西支
社情報セキュリティ推進部長

営業統括本部総務本部中部総務部長 小平潟仁

中国支社副支社長 中国支社岡山支店長 葛上潔

中国支社岡山支店長 中国支社産業流通情報システム営業部長 勝山博之

中国支社システム&サービスビジネス推進部長 中国支社金融情報システム営業部長 船越雄一郎

中国支社金融システム営業部長 中国支社金融情報システム営業部金融統括グループ
部長代理

増田健

四国支社支社長兼情報セキュリティ推進部長 関西支社副支社長 平野智之

九州支社支社長兼情報セキュリティ推進部長 九州支社副支社長 梅野淳司

九州支社副支社長兼電力・産業システム営業部長 九州支社電力システム営業部長 吉田徳昭

九州支社企画部長 九州支社企画部担当部長 床島俊治

九州支社SIB推進営業部長 ICT事業統括本部社会プラットフォーム営業統括本
部第一営業本部NTT協創プロジェクト部長代理

関矢剛

九州支社北九州支店長 九州支社産業システム営業部長 堀井英樹

九州支社社会・公共システム営業部長 九州支社社会システム営業部長 山本英夫

九州支社九州中央支店長 本社営業統括本部フロント強化本部第三部部長代理 林正和

営業統括本部総務本部九州総務部長 本社ITビジネスサービス本部総務部長 新野聡

株式会社日立インフォメーションアカデミー取締役
社長

ICT事業統括本部人事総務本部人財企画部担当部長 石川拓夫

以 上 
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