
1 

2018年 3月 12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)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［2018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のマイニング事業推進本部を、事業戦略推進本部に統合す

る。 

 社会イノベーション事業推進本部に、デジタルサービス推進本部とアーバン＆ソサエティ推進本

部を新設する。 

 IoT推進本部を廃止する。 

 法務・コミュニケーション統括本部を廃止する。 

 グローバル渉外本部を、グローバル渉外統括本部に名称変更する。 

 法務・コミュニケーション統括本部の CSR・環境戦略本部を、グローバル渉外統括本部に移管

し、サステナビリティ推進本部に名称変更する。 

 グローバル渉外統括本部に、産業政策本部と国際政策本部を新設する。 

 リスクマネジメント統括本部を廃止する。 

 営業統括本部のグローバル事業推進本部の機能を、社会イノベーション事業推進本部に移管

する。 

 

＜電力ビジネスユニット＞ 

 電機・パワーエレクトロニクス事業部を新設する。 

 

＜エネルギーソリューションビジネスユニット＞ 

 エネルギーソリューションビジネスユニットを廃止し、電力ビジネスユニットと社会ビジネスユニット

に移管する。 

 

＜産業・流通ビジネスユニット＞ 

 産業ソリューション事業部を廃止し、エンタープライズソリューション事業部と、ソリューション＆サ

ービス事業部を新設する。 

 産業エンジニアリング事業部を廃止する。 

 

＜インダストリアルプロダクツビジネスユニット＞ 

 受変電システム事業部を廃止する。 
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＜鉄道ビジネスユニット＞ 

 水戸交通システム本部を、水戸交通システム統括本部に名称変更する。 

 

＜アーバンソリューションビジネスユニット＞ 

 アーバンソリューションビジネスユニットを廃止し、社会イノベーション事業推進本部のアーバン

＆ソサエティ推進本部に移管する。 

 

＜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を、社会イノベーション事業推進本部に移管し、デジタルサービ

ス推進本部に名称変更する。 

 

＜サービス＆プラットフォームビジネスユニット＞ 

 通信ネットワーク事業部を廃止し、その事業を IoT・クラウドサービス事業部に移管する。 

 

2. 人事異動［2018年 4月 1日付／凡例：▽異動後(異動前) 氏名] 

 
異動後 異動前 氏名 

Smart Transformation Project強化
本部プロジェクト･マネジメント推
進室長 

電力ビジネスユニット電力生産統括
本部スマートトランスフォーメーシ
ョン推進本部調達部担当部長 

石川亮平 

社会イノベーション事業推進本部エ
グゼクティブ SIBストラテジスト
兼アーバン＆ソサエティ推進本部長 

社会イノベーション事業推進本部事
業主管 

渡辺薫 

社会イノベーション事業推進本部事
業主管 

IoT推進本部事業主管兼社会イノベ
ーション事業推進本部事業主管 

山口彰二 

社会イノベーション事業推進本部
IoTビジネスプロジェクト本部長 

IoT推進本部グローバルプロジェク
ト推進本部長 

江村文敏 

社会イノベーション事業推進本部
IoTビジネスプロジェクト本部第一
部長 

IoT推進本部グローバルプロジェク
ト推進本部第一部長 

貝瀬泰輔 

社会イノベーション事業推進本部
IoTビジネスプロジェクト本部第二
部長 

IoT推進本部グローバルプロジェク
ト推進本部第二部長 

笠井真一 

社会イノベーション事業推進本部
IoTビジネスプロジェクト本部第三
部長 

IoT推進本部グローバルプロジェク
ト推進本部第二部主任技師 

大竹裕一 

社会イノベーション事業推進本部
IoTビジネスプロジェクト本部第四
部長 

IoT推進本部グローバルプロジェク
ト推進本部第四部長 

平岡貢一 

社会イノベーション事業推進本部事
業戦略推進本部長兼デジタルサービ
ス推進本部副本部長 

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システム＆サー
ビスビジネス統括本部OSSソリュ
ーションセンタ長 

伊藤洋三 

社会イノベーション事業推進本部事
業戦略推進本部担当本部長兼デジタ
ルサービス推進本部デジタルサービ
ス本部長 

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長 

平川真 
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異動後 異動前 氏名 

社会イノベーション事業推進本部事
業戦略推進本部戦略企画本部長 

社会イノベーション事業推進本部事
業戦略推進本部戦略企画本部担当本
部長 

磯田英一 

社会イノベーション事業推進本部事
業戦略推進本部戦略企画本部戦略企
画部長 

社会イノベーション事業推進本部事
業戦略推進本部公共企画本部スマー
トソサエティ部長兼アーバンソリュ
ーションビジネスユニット街づくり
ソリューション本部スマートソサエ
ティ推進センタ長 

寺谷匡生 

社会イノベーション事業推進本部事
業戦略推進本部グローバル戦略本部
長 

社会イノベーション事業推進本部事
業戦略推進本部戦略企画本部長 

石崎健史 

社会イノベーション事業推進本部事
業戦略推進本部グローバル戦略本部
戦略･事業推進部長 

社会イノベーション事業推進本部事
業戦略推進本部戦略企画本部プロジ
ェクト推進部部長代理 

稲田英徳 

社会イノベーション事業推進本部事
業戦略推進本部グローバル戦略本部
営業推進部長 

営業統括本部グローバル事業推進本
部 EMEA･CIS部長 

吉富聰 

社会イノベーション事業推進本部事
業戦略推進本部グローバル戦略本部
地域統括部長 

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 

工藤裕 

社会イノベーション事業推進本部事
業戦略推進本部グローバル戦略本部
マイニング事業推進部長 

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部長 

杉本豊和 

社会イノベーション事業推進本部事
業創生推進本部長 

社会イノベーション事業推進本部事
業創生推進本部副本部長 

西内重治 

社会イノベーション事業推進本部事
業創生推進本部インキュベーション
本部担当本部長兼社会イノベーショ
ン事業推進本部事業創生推進本部イ
ンキュベーション本部スタートアッ
プ推進センタ長 

ITビジネスサービス本部経営情報
システム本部長 

石田英理 

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スマー
トインダストリー開発部長 

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員(但
し、日立(中国)有限公司出向) 

中村和也 

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ロジス
ティクス事業推進部長 

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バリュ
ーチェーンロジスティクス開発部担
当部長 

遠藤毅 

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スマー
ト医薬･医療開発部長 

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クオリ
ティエクセレンス開発部長 

浅田裕之 

社会イノベーション事業推進本部デ
ジタルサービス推進本部デジタルサ
ービス企画本部長 

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 

小田原宏明 

社会イノベーション事業推進本部デ
ジタルサービス推進本部デジタルサ
ービス企画本部企画部長 

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
略企画本部企画部担当部長 

荒井正人 

社会イノベーション事業推進本部デ
ジタルサービス推進本部デジタルサ
ービス本部担当本部長兼デジタルサ
ービス企画本部海外プロジェクト推
進センタ長 

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担当本部長兼戦
略企画本部海外プロジェクト推進セ
ンタ長 

枝茂弘 

社会イノベーション事業推進本部デ
ジタルサービス推進本部デジタルサ
ービス本部第一部長 

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 

小柳博文 
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異動後 異動前 氏名 

社会イノベーション事業推進本部デ
ジタルサービス推進本部デジタルサ
ービス本部第二部長 

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O＆Mサービス
事業推進部長 

藤城孝宏 

社会イノベーション事業推進本部デ
ジタルサービス推進本部デジタルサ
ービス本部第三部長 

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 VPPソリュー
ション部担当部長 

原口正士 

社会イノベーション事業推進本部ア
ーバン＆ソサエティ推進本部担当本
部長兼アーバン＆ソサエティ推進本
部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 

アーバンソリューションビジネスユ
ニット 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 

吉田美樹 

社会イノベーション事業推進本部ア
ーバン＆ソサエティ推進本部ビル街
区ソリューション本部長 

アーバンソリューションビジネスユ
ニットビル街区ソリューション本部
長 

小菅佳克 

社会イノベーション事業推進本部ア
ーバン＆ソサエティ推進本部ビル街
区ソリューション本部グローバルビ
ジネス開発部長 

アーバンソリューションビジネスユ
ニット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 

宮武唯成 

社会イノベーション事業推進本部ア
ーバン＆ソサエティ推進本部ビル街
区ソリューション本部サービス開発
一部長 

アーバンソリューションビジネスユ
ニットビル街区ソリューション本部
サービス開発一部長 

赤津昌幸 

社会イノベーション事業推進本部ア
ーバン＆ソサエティ推進本部ビル街
区ソリューション本部サービス開発
二部長 

アーバンソリューションビジネスユ
ニット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 

末次陽二 

社会イノベーション事業推進本部ア
ーバン＆ソサエティ推進本部街づく
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 

アーバンソリューションビジネスユ
ニット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 

谷口直行 

社会イノベーション事業推進本部ア
ーバン＆ソサエティ推進本部公共企
画本部コーポレートリレーション部
長 

社会イノベーション事業推進本部事
業戦略推進本部公共企画本部コーポ
レートリレーション部長 

谷崎正明 

社会イノベーション事業推進本部ア
ーバン＆ソサエティ推進本部公共企
画本部スマートソサエティ部長街づ
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事
業戦略推進本部公共企画本部スマー
トソサエティ部主任技師 

高野晴之 

社会イノベーション事業推進本部ア
ーバン＆ソサエティ推進本部公共企
画本部社会インフラメンテナンス推
進部長 

社会イノベーション事業推進本部事
業戦略推進本部公共企画本部アフタ
ー＆ライフサイクル部長 

竹島昌弘 

投融資戦略本部業務企画本部人事総
務部長兼未来投資本部業務企画本部
人事総務部長兼戦略企画本部部長 

人財統括本部担当部長 大野佳幸 

投融資戦略本部業務企画本部財務部
長兼未来投資本部財務部長 

社会イノベーション事業推進本部財
務本部経理部部長代理 

淀川隆生 

未来投資本部オープンイノベーショ
ン本部長兼未来投資本部ロボット･
AIPJプロジェクトリーダ 

IoT推進本部インキュベーション推
進本部長 

中澤秀夫 

財務統括本部グループ財務戦略本部
業務改革部長 

財務統括本部グループ財務戦略本部
担当部長 

神戸康太朗 
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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
財務システム部長 

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企画
員(但し、株式会社日立マネジメン
トパートナー出向) 

渡邉弘士 

財務統括本部グループ財務戦略本部
販売システム部長 

財務統括本部グループ財務戦略本部
財務戦略部担当部長 

神先孝 

財務統括本部グループ財務戦略本部
財務プロセスソリューション部長 

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担当
部長兼 Smart Transformation 
Project強化本部間接業務改革プロ
ジェクト部長 

福士達雄 

財務統括本部財務マネジメント本部
長 

鉄道ビジネスユニット CFO兼鉄道
ビジネスユニット財務本部長 

薮田敬介 

財務統括本部財務マネジメント本部
資金部長 

財務統括本部グループ財務戦略本部
財務戦略部長 

田村博史 

財務統括本部財務マネジメント本部
販売管理部長 

財務統括本部財務マネジメント本部
部長 

早田真 

人財統括本部グローバルトータルリ
ワード部長兼グローバル人財戦略推
進部長兼 HRIS部長 

人財統括本部グローバルトータルリ
ワード部長 

古田大三 

人事教育総務センタコーポレートビ
ジネスパートナリング部長 

システム＆サービスビジネス統括本
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 

兼氏隆太 

人財統括本部総務部長 人財統括本部総務部担当部長 山崎和伸 

株式会社日立アーバンインベストメ
ント専務取締役兼株式会社日立製作
所人財統括本部グループ CRE統括
部長 

株式会社日立アーバンインベストメ
ント常務取締役 

千葉知之 

ブランド･コミュニケーション本部
グループブランド戦略部長 

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
宣伝部企画員(但し、Hitachi Asia 
Ltd.出向) 

紺野篤志 

グローバル渉外統括本部産業政策本
部長 

グローバル渉外本部担当本部長 山口雅彦 

グローバル渉外統括本部国際政策本
部長 

グローバル渉外本部副本部長兼国際
渉外部長 

山野陽一 

グローバル渉外統括本部産業政策本
部渉外第一部長兼システム＆サービ
スビジネス統括本部経営戦略統括本
部渉外本部渉外第一部長 

システム＆サービスビジネス統括本
部経営戦略統括本部渉外本部渉外第
一部長 

金子一久 

グローバル渉外統括本部産業政策本
部渉外第二部長 

グローバル渉外本部渉外部長 佐藤良一 

グローバル渉外統括本部産業政策本
部渉外第三部長 

グローバル渉外本部渉外部長 岡田知巳 
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異動後 異動前 氏名 

グローバル渉外統括本部産業政策本
部渉外企画部長 

グローバル渉外本部渉外企画部担当
部長 

秦則明 

グローバル渉外統括本部国際政策本
部国際渉外部長 

グローバル渉外本部渉外企画部長 大倉隆史 

監査室長 財務統括本部財務マネジメント本部
長 

川﨑直行 

IT統括本部長 システム＆サービスビジネス統括本
部 CSO 

野村泰嗣 

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 

営業統括本部グローバル事業推進本
部 APAC部長 

田中一雄 

営業統括本部フロント強化本部グロ
ーバル事業サポートセンタ長 

営業統括本部グローバル事業推進本
部担当本部長 

笹部泰男 

営業統括本部フロント強化本部グロ
ーバル事業サポートセンタ副センタ
長兼営業統括本部グローバル事業サ
ポートセンタ海外拠点支援部長 

営業統括本部グローバル事業推進本
部担当本部長兼グローバル事業推進
本部企画部長 

塩崎康博 

営業統括本部フロント強化本部グロ
ーバル事業サポートセンタ中国事業
支援室長 

営業統括本部グローバル事業推進本
部中国部長 

多田亮一 

営業統括本部総務本部関信越総務部
長 

営業統括本部総務本部担当部長 山口賢司 

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工事調達部長 

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プロジェ
クトマネジメント本部プロジェクト
SCM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プロジェ
クトマネジメント本部機器調達部長 

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プロジェ
クトマネジメント本部プロジェクト
SCM部担当部長 

田中健一 

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カテゴリ
マネジメント推進部長 

産業･水業務統括本部調達本部調達
エンジニアリング部長 

織田恵身 

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東日本調
達本部企画管理部長 

鉄道ビジネスユニット調達本部水戸
調達部長 

田中宏幸 

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東日本調
達本部ハード外注調達部長兼サービ
ス＆プラットフォームビジネスユニ
ット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＆プラットフォームビジネ
スユニット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 

後藤和則 

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
達部長 

日立アプライアンス株式会社調達本
部栃木資材部長 

川口洋史 
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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ロジ･
FTA調達部担当部長 

飯田豪 

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 

産業･水業務統括本部調達本部担当
本部長兼産業･水業務統括本部調達
本部水調達部長 

大芝滋 

品質保証本部副本部長 システム＆サービスビジネス統括本
部品質保証本部長 

加藤浩之 

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 

武藤彰久 

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二部長 

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二部担
当部長 

青木宏之 

ITビジネスサービス本部経営情報
システム本部長 

ITビジネスサービス本部ソリュー
ション本部長 

神田充啓 

ITビジネスサービス本部経営情報
システム本部経営デジタルトランス
フォーメーションセンタ長 

産業･流通ビジネスユニット産業ソ
リューション事業部産業システム本
部第二システム部長 

八森尚 

ITビジネスサービス本部経営情報
システム本部事業デジタル推進シス
テム部長 

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担
当部長 

岩切洋 

知的財産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
プラットフォーム部知財法務 Gグ
ループリーダ部長代理 

松尾聡 

研究開発グループ技師長 研究開発グループ基礎研究センタ主
管研究長 

武田志津 

研究開発グループ技術戦略室オープ
ンイノベーション推進室長 

研究開発グループ社会イノベーショ
ン協創統括本部員兼欧州社会イノベ
ーション協創センタ長(但し、
Hitachi Europe Ltd.出向) 

鳥居和功 

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 

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
ョンセンタプロセスエンジニアリン
グ研究部長 

鈴木朋子 

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材料イノベーシ
ョンセンタ主管研究員 

宮崎克雅 

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
ョンセンタパワーエレクトロニクス
システム研究部長 

中津欣也 

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生産イノベーシ
ョンセンタ長 

戦略企画本部経営企画室部長 中垣亮 

研究開発グループ基礎研究センタ主
管研究長 

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 

水野弘之 

研究開発グループ技術戦略室技術統
括センタ産学官連携部長 

研究開発グループ技術戦略室戦略統
括センタ員(但し、Hitachi America 
Ltd.出向) 

谷越浩一郎 
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異動後 異動前 氏名 

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
ョン協創センタカスタマーフロント
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
トマネージャ 

額賀信尾 

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＆
エンジニアリング部長 

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
ョン協創センタ製品デザイン部員
(但し、Hitachi America Ltd.出向) 

笠井嘉 

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
ョン協創センタプロダクトデザイン
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
ョン協創センタ製品デザイン部
CSP5ユニットリーダ主任デザイナ
ー 

武藤圭史 

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エネルギーイノ
ベーションセンタ高電圧システム研
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
ョンセンタ信頼性科学研究部長 

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
ョンセンタロボティクス研究部機械
R1ユニットリーダ主任研究員 

風間敦 

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材料イノベーシ
ョンセンタ電動機材料研究部長 

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
ョンセンタエネルギーストレージ研
究部長 

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
ョンセンタ材料プロセス研究部長 

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ナノプロセ
ス研究部長 

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材料イノベーシ
ョンセンタ生化学材料研究部長 

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
ン研究部機械 A3ユニットリーダ主
任研究員 

稲葉亨 

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
ョンセンタ産業システム制御研究部
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
ョンセンタスマートシステム研究部
長 

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
ョンセンタ輸送システム制御研究部
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長 

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制御イノベーシ
ョンセンタドライブシステム制御研
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長 

橋本貴之 

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デジタルテクノ
ロジーイノベーションセンタデータ
ストレージ研究部長 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット 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
応用設計部第 3グループ主任技師 

下薗紀夫 

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レクトロニク
スイノベーションセンタコネクティ
ビティ研究部長 

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デジタルテクノ
ロジーイノベーションセンタコネク
ティビティ研究部DTC3ユニットリ
ーダ主任研究員 

奥野通貴 
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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エレクトロニク
スイノベーションセンタ情報エレク
トロニクス研究部長 

研究開発グループ技術戦略室戦略統
括センタ主任技師 

竹村理一郎 

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 

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
ス研究部エレN1ユニットリーダ主
任研究員 

栗原優 

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
ーションセンタシステムアーキテク
チャ研究部シス A6ユニットリーダ
主任研究員 

志村明俊 

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
ーションセンタ社会システム研究部
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 

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生産
E4ユニットリーダ主任研究員 

高橋昌義 

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エレクトロニク
スイノベーションセンタ情報エレク
トロニクス研究部 

倉田英明 

研究開発グループ管理統括センタ茨
城総務部長 

人財統括本部グローバル人財開発部
担当部長 

山田泰雄 

原子力ビジネスユニット原子力事業
統括本部統括本部員(但し、日立 GE
ニュークリア･エナジー株式会社出
向)兼 CCO 

原子力ビジネスユニット原子力事業
統括本部統括本部員(但し、日立 GE
ニュークリア･エナジー株式会社出
向) 

三村靖 

原子力ビジネスユニット経営企画本
部経営企画部長 

エネルギーソリューションビジネス
ユニット経営企画本部経営企画部長 

高橋秀悦 

原子力ビジネスユニット経営企画本
部海外原子力戦略室長兼海外原子力
戦略統括本部欧州原子力事業開発本
部担当本部長 

原子力ビジネスユニット経営企画本
部海外原子力戦略室副室長兼海外原
子力戦略統括本部欧州原子力事業開
発本部担当本部長 

永田好文 

原子力ビジネスユニット原子力営業
本部長(但し、日立GEニュークリ
ア・エナジー株式会社出向)兼福島
原子力発電所プロジェクト推進本部
担当本部長 

電力ビジネスユニット営業企画本部
長兼電力・エネルギー業務統括本部
SIB推進室長 

明田篤弥 

電力ビジネスユニット品質保証本部
電力変換システム品質保証部長 

エネルギーソリューションビジネス
ユニット品質保証本部品質保証部長 

松山義宗 

電力ビジネスユニット営業企画本部
長兼 CLO 

電力ビジネスユニット国際営業本部
担当本部長兼 CLO 

木村豊 

電力ビジネスユニット発電事業部火
力本部長 

電力ビジネスユニット発電事業部火
力本部火力エンジニアリング部長 

市川国弘 

電力ビジネスユニット発電事業部火
力本部火力エンジニアリング部長 

電力ビジネスユニット発電事業部火
力本部火力エンジニアリング部担当
部長 

伊藤亨 
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異動後 異動前 氏名 

電力ビジネスユニット新エネルギー
ソリューション事業部長兼新エネル
ギー企画本部長 

電力ビジネスユニット電力生産統括
本部長［兼日立事業所長］兼新エネ
ルギーソリューション事業部副事業
部長 

村山貢一 

電力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
兼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担当本部長 

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機械イノベーシ
ョンセンタ長 

大曽根靖夫 

電力ビジネスユニット新エネルギー
ソリューション事業部グローバル推
進部長 

電力ビジネスユニット新エネルギー
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主任
技師 

相河幸昭 

電力ビジネスユニット新エネルギー
ソリューション事業部新エネルギー
システム本部長 

電力ビジネスユニット新エネルギー
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 

内山倫行 

電力ビジネスユニット新エネルギー
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 

電力ビジネスユニット新エネルギー
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風力発
電推進第二グループリーダ主任技師 

間野正博 

電力ビジネスユニット電機･パワー
エレクトロニクス事業部長兼株式会
社日立パワーソリューションズ社長
付 

株式会社日立パワーソリューション
ズ専務取締役 

大山一浩 

電力ビジネスユニット電機･パワー
エレクトロニクス事業部電機ソリュ
ーション本部長 

エネルギーソリューションビジネス
ユニット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ビジネ
スユニット受変電システム事業部長 

永野浩一 

電力ビジネスユニット電機･パワー
エレクトロニクス事業部電機ソリュ
ーション本部システムエンジニアリ
ング部長 

エネルギーソリューションビジネス
ユニット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 

山田宣之 

電力ビジネスユニット電機･パワー
エレクトロニクス事業部電力パワー
エレクトロニクス本部長兼HVDC
プロジェクト推進室長 

エネルギーソリューションビジネス
ユニット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 

田中主税 

電力ビジネスユニット電機･パワー
エレクトロニクス事業部電力パワー
エレクトロニクス本部電力パワ－エ
レクトロニクス設計部長 

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
部電力情報制御本部電力パワ－エレ
クトロニクス設計センタ長 

清藤康弘 

電力ビジネスユニット電機･パワー
エレクトロニクス事業部電力パワー
エレクトロニクス本部電力変換シス
テム部長 

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
部電力情報制御本部電力変換システ
ム部長 

内海宣昭 

電力ビジネスユニット電力生産統括
本部長［兼日立事業所長］兼スマー
トトランスフォーメーション推進本
部長 

電力ビジネスユニット電力生産統括
本部送変電生産本部長兼電力流通事
業部担当本部長 

柳澤志好 

電力ビジネスユニット電力生産統括
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 

電力ビジネスユニット電力生産統括
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担当部長 

佐野貴彦 

電力ビジネスユニット電力生産統括
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 

電力ビジネスユニット電力生産統括
本部自然エネルギー発電システム生
産本部長付 

徳原康晴 
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異動後 異動前 氏名 

電力ビジネスユニット電力生産統括
本部送変電生産本部長兼電力流通事
業部担当本部長 

電力ビジネスユニット電力流通事業
部事業経営管理本部員(但し、
HITACHI T & D SYSTEMS ASIA 
PTE．LTD．出向) 

野上真治 

電力ビジネスユニット電力生産統括
本部総務部長 

電力ビジネスユニット電力生産統括
本部総務部庶務課長 

水出浩司 

電力・エネルギー業務統括本部
CHRO兼原子力ビジネスユニット
CHRO兼電力ビジネスユニット
CHRO兼電力生産統括本部副統括
本部長［兼日立事業所副事業所長］ 

エネルギーソリューションビジネス
ユニット人事勤労部長 

曽根徹 

電力・エネルギー業務統括本部次世
代エネルギー協創推進本部長 

電力ビジネスユニット電力エネルギ
ー営業本部担当本部長 

依田隆 

電力・エネルギー業務統括本部戦略
企画室長 

電力・エネルギー業務統括本部担当
部長 

上野喜秋 

産業・流通ビジネスユニット CSO
兼 CLO兼ソリューション＆サービ
ス事業部産業製造ソリューション本
部長 

産業・流通ビジネスユニット産業ソ
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・流通ビジネ
スユニット CLO 

森田和信 

産業･流通ビジネスユニット企画本
部知財管理部長 

産業･水業務統括本部技術開発本部
知的財産センタ長 

北岡一人 

産業･流通ビジネスユニット海外事
業推進本部副本部長兼海外企画部長 

産業･流通ビジネスユニット海外事
業推進本部副本部長 

真木愛一郎 

産業･流通ビジネスユニット産業エ
ンジニアリング管理本部長 

産業･流通ビジネスユニット産業エ
ンジニアリング事業部長 

船木昇 

産業･流通ビジネスユニット営業統
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･流通ビジネスユニット営業統
括本部産業第一営業本部長付 

野田洋介 

産業･流通ビジネスユニット営業統
括本部産業第三営業本部産業第一部
長 

産業･流通ビジネスユニット営業統
括本部産業第三営業本部産業第二部
長 

佐藤克朗 

産業･流通ビジネスユニット営業統
括本部産業第三営業本部産業第二部
長 

産業･流通ビジネスユニット営業統
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 

若林元 

産業･流通ビジネスユニット営業統
括本部産業第四営業本部重工部長 

産業･流通ビジネスユニット営業統
括本部産業プラント営業本部重工部
部長代理 

松原隆二 

産業･流通ビジネスユニット営業統
括本部産業第四営業本部海外推進部
長 

産業･流通ビジネスユニット営業統
括本部産業プラント営業本部海外推
進部部長付 

平島正也 

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長
兼産業･流通ビジネスユニット CTO 

産業･流通ビジネスユニット産業ソ
リューション事業部長 

榎本充博 

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･流通ビジネスユニット産業ソ
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 

廣井篤 

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エ
ンタープライズパッケージソリュー
ション本部マネージドサービス部長 

産業･流通ビジネスユニット産業ソ
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
SAPビジネスソリューション部担
当部長 

鵜飼健 
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異動後 異動前 氏名 

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産
業システム本部プラットフォームソ
リューション部長 

産業･流通ビジネスユニット産業ソ
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ソリューション部チーフプロ
ジェクトマネージャ 

大河原宏之 

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産
業システム本部第六システム部長 

産業･流通ビジネスユニット産業ソ
リューション事業部産業システム本
部 MHPSセンタ長 

高橋宰 

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モ
ビリティ＆マニュファクチャリング
本部長 

産業･流通ビジネスユニット産業ソ
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担当本部
長 

濱村有一 

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モ
ビリティ＆マニュファクチャリング
本部モビリティ技術開発部長 

産業･流通ビジネスユニット産業ソ
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 TSCM
ソリューションセンタ第一グループ
主任技師 

加藤淳 

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･流通ビジネスユニット産業ソ
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
SAPビジネスソリューション部担
当部長 

山口勇人 

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流
通システム本部プロジェクト開発セ
ンタ長 

産業･流通ビジネスユニット産業ソ
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 

長沼淳 

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流
通システム本部第三システム部長 

産業･流通ビジネスユニット産業ソ
リューション事業部流通システム本
部第二システム部担当部長 

浅田広 

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 

株式会社日立産業制御ソリューショ
ンズ取締役 

稲田和広 

産業･流通ビジネスユニットソリュ
ーション＆サービス事業部産業製造
ソリューション本部産業画像ソリュ
ーション部長 

産業･流通ビジネスユニット産業ソ
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
アリング部主任技師 

根本典明 

産業･流通ビジネスユニットソリュ
ーション＆サービス事業部産業製造
ソリューション本部産業ソリューシ
ョン･サービス部長 

産業･流通ビジネスユニット産業ソ
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
アリング部担当部長 

榎堀武 

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･流通ビジネスユニット産業ソ
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担当本部長 

蜂谷浩二 

水ビジネスユニット企画本部長兼水
ビジネスユニット事業開発推進本部
長 

水ビジネスユニット水事業部事業部
員(但し、朝霞･三園ユーティリティ
サービス株式会社出向)兼社会シス
テム本部担当本部長兼水ビジネスユ
ニット事業開発推進本部長 

千葉直利 

水ビジネスユニット企画本部戦略企
画部長 

水ビジネスユニット水事業部社会シ
ステム本部事業企画部長 

大久保孝道 

水ビジネスユニット企画本部事業企
画部長 

水ビジネスユニット水事業部国際シ
ステム本部事業企画部長 

齋藤仁 

水ビジネスユニット営業統括本部社
会システム営業本部長兼サービス事
業営業推進室長 

関西支社社会システム部長 幾永一朗 

水ビジネスユニット営業統括本部社
会システム営業本部営業第二部長 

九州支社社会･公共システム営業部
長 

山本英夫 
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異動後 異動前 氏名 

水ビジネスユニット水事業部水処理
システム本部長 

水ビジネスユニット水事業部国際ビ
ジネス推進室長 

角銅興人 

水ビジネスユニット水事業部西部シ
ステム技術第一部長兼西部システム
技術第二部長 

水ビジネスユニット水事業部社会シ
ステム本部西部システム技術第一部
GL主任技師 

秦康則 

水ビジネスユニット水事業部デジタ
ルソリューション推進室長 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット制御プラットフォーム統
括本部サービス事業開発本部サービ
ス事業開発部長 

安富弘泰 

水ビジネスユニット水事業部 CTO
兼水事業部技術開発部長 

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 

大西真人 

水ビジネスユニット水事業部水処理
システム本部国内部長兼技術部長 

水ビジネスユニット水事業部社会シ
ステム本部エンジニアリング部長 

佐藤昌之 

産業･水業務統括本部財務本部営業
業務センタ長 

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部長代理 

宮川晃 

産業･水業務統括本部財務本部産業･
流通財務部長 

産業･水業務統括本部財務本部員(但
し、Hitachi Infrastructure 
Systems (Asia) Pte．Ltd．出向) 

関口泰輔 

インダストリアルプロダクツビジネ
スユニット CMO兼営業統括本部長 

営業統括本部長兼インダストリアル
プロダクツビジネスユニットサービ
ス本部長 

辰巳雄一 

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
クツビジネスユニット研究開発本部
長兼技術管理部長 

株式会社日立産機システム研究開発
センタ副センタ長兼インダストリア
ルプロダクツビジネスユニット研究
開発本部副本部長 

三上浩幸 

インダストリアルプロダクツビジネ
スユニット財務本部業務部長 

リスクマネジメント統括本部監査室
部長 

佐野倫也 

インダストリアルプロダクツビジネ
スユニット営業統括本部アフターサ
ービス部長 

インダストリアルプロダクツビジネ
スユニット営業統括本部員(但し、
Hitachi Europe Ltd.出向) 

井内栄昭 

インダストリアルプロダクツビジネ
スユニット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ビジネ
スユニット電機システム事業部電動
機生産本部電機品質保証部電動機品
質保証課長 

大槻弘達 

インダストリアルプロダクツビジネ
スユニット機械システム事業部企画
部長 

インダストリアルプロダクツビジネ
スユニット機械システム事業部ポン
プ･送風機システム本部主管技師 

長原孝英 

インダストリアルプロダクツビジネ
スユニット機械システム事業部生産
統括部長 

インダストリアルプロダクツビジネ
スユニット機械システム事業部生産
統括本部生産統括部長 

大空忠男 

インダストリアルプロダクツビジネ
スユニット機械システム事業部気体
機システム部長 

インダストリアルプロダクツビジネ
スユニット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 

植木徹 

ビルシステムビジネスユニット
CMO兼グローバル経営戦略統括本
部長 

営業統括本部副統括本部長 竹内要司 

ビルシステムビジネスユニット
CTO兼主管技師長 

ビルシステムビジネスユニット
CTO兼グローバル昇降機事業部グ
ローバル開発本部長兼水戸生産本部
担当本部長 

藤野篤哉 
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異動後 異動前 氏名 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバル昇降機事業部グローバル開発
生産統括本部長  

ビルシステムビジネスユニット
CEO付(但し、日立電梯(中国)有限
公司出向) 

井手浩二 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバル品質保証本部担当本部長兼昇
降機フィールド品質保証部長 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバル品質保証本部担当本部長 

河面勝士 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバル品質保証本部昇降機製品品質
保証部長 

株式会社日立ビルシステムグローバ
ル品質保証本部エレベーター品質保
証部主任技師 

渡部二男 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバル品質保証本部品質管理センタ
ー長 

電力ビジネスユニット品質保証本部
員 

和田則明 

ビルシステムビジネスユニット IT
本部担当本部長 

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 

米玉利紀一郎 

ビルシステムビジネスユニット総務
本部総務主幹 

ビルシステムビジネスユニット水戸
事業所副事業所長 

深田幹雄 

ビルシステムビジネスユニット営業
統括本部営業企画本部ソリューショ
ン営業部長 

産業･流通ビジネスユニット営業統
括本部産業第三営業本部産業第一部
長 

簑輪正樹 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバルソリューション事業部長 

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員 

古賀裕司 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバルソリューション事業部海外ソ
リューション部長 

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海外ソリュ
ーション部部長代理 

甘利陽一 

ビルシステムビジネスユニット営業
統括本部長 

ビルシステムビジネスユニット営業
統括本部副統括本部長 

岩本昌治 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバル営業統括本部長 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバル昇降機事業部アジア･中東事
業統括本部長 

長島真 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバル営業統括本部グローバル営業
本部グローバル営業部長 

ビルシステムビジネスユニット営業
統括本部グローバル営業本部営業部
長 

岸宏 

ビルシステムビジネスユニット営業
統括本部アカウント第一営業本部長 

ビルシステムビジネスユニット営業
統括本部アカウント第一営業本部ビ
ジネスパートナー営業部長 

榊原雅也 

ビルシステムビジネスユニット営業
統括本部アカウント第一営業本部ビ
ジネスパートナー営業部長 

ビルシステムビジネスユニット営業
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 
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異動後 異動前 氏名 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバルソリューション事業部副事業
部長 

ビルシステムビジネスユニットデジ
タルトランスフォーメーション推進
本部担当本部長 

山本武志 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバル品質保証本部長 

ビルシステムビジネスユニットグロ
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 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバル品質保証本部副本部長 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバル品質保証本部員 

杉本浩一 

ビルシステムビジネスユニット IT
本部 IT企画部長 

ビルシステムビジネスユニット IT
本部 IT企画部 IT企画グループ主任
技師 

塩畑文康 

ビルシステムビジネスユニット IT
本部情報インフラ部長 

ビルシステムビジネスユニット IT
本部 IT統括部長 

小林直美 

ビルシステムビジネスユニット IT
本部情報システム部長 

ビルシステムビジネスユニット IT
本部情報インフラ部長 

渡辺順 

ビルシステムビジネスユニット財務
本部連結財務部長 

ビルシステムビジネスユニット財務
本部連結財務部部長代理 

石川昭彦 

ビルシステムビジネスユニット財務
本部国内財務部長 

ビルシステムビジネスユニット財務
本部国内財務部担当部長 

石崎光栄 

ビルシステムビジネスユニット財務
本部水戸財務部長 

ビルシステムビジネスユニット財務
本部国内財務部担当部長 

野田敏基 

ビルシステムビジネスユニット総務
本部人事企画部長兼労政部長 

ビルシステムビジネスユニット総務
本部人事企画部長 

石原順一 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバルソリューション事業部新事業
推進部長 

株式会社日立ビルシステム関西支社
ソリューション部主任技師 

藤本透 

ビルシステムビジネスユニット総務
本部水戸総務部長 

株式会社日立ビルシステム総務本部
東京総務部長 

村手俊之 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバル経営戦略統括本部経営改革本
部長 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバル経営戦略統括本部部長 

三戸基之 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバル昇降機事業部長 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバル昇降機保全事業部長 

松崎義夫 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバル昇降機事業部事業企画本部長 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバル昇降機事業部事業企画本部長 

寺田寿生 
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異動後 異動前 氏名 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバル昇降機事業部事業企画本部事
業企画部長 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバル昇降機保全事業部事業企画部
長 

石田総寿 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバル昇降機事業部事業企画本部製
品企画部長 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバル昇降機事業部事業企画本部事
業企画部担当部長 

皆川宗寿 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバル昇降機事業部事業企画本部ア
ジア事業企画部長 

ビルシステムビジネスユニットグロ
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 

石井健一 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバル昇降機事業部営業技術本部長 

ビルシステムビジネスユニットグロ
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 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバル昇降機事業部営業技術本部営
業技術部長 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバル昇降機事業部事業企画本部営
業技術部長 

渡邉賢章 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバル昇降機事業部リニューアル事
業部国内事業企画部長 

ビルシステムビジネスユニットグロ
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 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバル昇降機事業部リニューアル事
業部施工技術部長 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバル昇降機事業部施工統括本部施
工技術部長 

高橋康広 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバル昇降機事業部エスカレーター
事業部エスカレーター事業企画部長 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバル昇降機事業部グローバルエス
カレーター事業部事業企画部担当部
長 

千葉久生 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバル昇降機事業部施工統括本部施
工企画部長 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバル昇降機事業部施工統括本部施
工統括部長 

佐藤充 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバル昇降機事業部施工統括本部施
工技術部長 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバル昇降機事業部施工統括本部海
外技術部担当部長 

畠山信樹 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバル昇降機事業部グローバル開発
生産統括本部生産本部長 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバル昇降機事業部水戸生産本部担
当本部長 

大沼則彦 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバル昇降機事業部リニューアル事
業部海外事業企画部長 

株式会社日立ビルシステムグローバ
ル昇降機事業部事業企画本部事業企
画部リニューアル事業企画グループ
部長代理 

林孝志 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバル昇降機保全事業部長 

ビルシステムビジネスユニット関西
支社長兼営業統括本部員 

深尾卓志 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバル昇降機保全事業部パーツオペ
レーションセンター長 

ビルシステムビジネスユニットグロ
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 
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異動後 異動前 氏名 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバル昇降機保全事業部昇降機保全
技術開発本部長 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバル昇降機保全事業部昇降機保全
技術開発本部保全システム開発部長 

川西清司 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバル昇降機保全事業部昇降機保全
技術開発本部保全技術開発部長 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバル昇降機保全事業部昇降機保全
技術開発本部企画部長 

山口勝美 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバル昇降機保全事業部昇降機保全
技術開発本部デジタルエンジニアリ
ング部長 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバル昇降機保全事業部昇降機保全
技術開発本部保全エンジニアリング
開発部主管技師 

野中久典 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバル昇降機保全事業部昇降機保全
技術開発本部システム開発部長 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバル昇降機保全事業部昇降機保全
技術開発本部保全エンジニアリング
開発部遠隔保全開発グループ主任技
師 

中村元美 

ビルシステムビジネスユニットグロ
ーバル昇降機保全事業部事業企画部
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主任技師 

中原真也 

鉄道ビジネスユニット営業統括本部
営業企画部長 

鉄道ビジネスユニット営業統括本部
交通営業本部交通部第二グループ部
長代理 

君塚知幸 

鉄道ビジネスユニット営業統括本部
海外交通営業本部グローバルビジネ
スコーディネーション部長 

鉄道ビジネスユニット営業統括本部
海外交通営業本部欧州部長 

伊藤国彦 

鉄道ビジネスユニット営業統括本部
海外交通営業本部事業開発部長 

鉄道ビジネスユニット営業統括本部
海外交通営業本部ビジネス開発推進
部長 

三浦英俊 

鉄道ビジネスユニット営業統括本部
海外交通営業本部プロジェクト部長 

鉄道ビジネスユニット営業統括本部
海外交通営業本部ビジネス開発推進
部担当部長 

黒谷剛 

鉄道ビジネスユニットDeputy CFO
兼財務本部長 

鉄道ビジネスユニット財務本部員
(但し、HITACHI RAIL ITALY 
HOLDINGS S.R.L.出向) 

平柳良一 

鉄道ビジネスユニット財務本部経理
部長 

鉄道ビジネスユニット財務本部経理
部部長代理 

兵頭慎二 

鉄道ビジネスユニットHead of 
System Assurance & Control兼品
質保証本部長 

鉄道ビジネスユニット品質保証本部
長 

樋口裕久 

鉄道ビジネスユニット品質保証本部
交通システム品質保証部長兼水戸交
通システム統括本部品質保証部長 

鉄道ビジネスユニット水戸交通シス
テム本部品質保証部信号システム品
質保証グループリーダ主任技師 

久保茂広 

鉄道ビジネスユニットDeputy 
COO(Rolling Stock) and 
COO(Rolling Stock)Japan 兼水戸交
通システム統括本部長 

鉄道ビジネスユニット水戸交通シス
テム本部長 

仲田清 

鉄道ビジネスユニット水戸交通シス
テム統括本部車両電気システム設計
本部長 

鉄道ビジネスユニット水戸交通シス
テム本部車両電気システム設計部長 

佐川哲 

鉄道ビジネスユニット水戸交通シス
テム統括本部車両電気システム設計
本部駆動システム設計部長 

鉄道ビジネスユニット水戸交通シス
テム本部車両電気システム設計部担
当部長 

寺澤清 
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異動後 異動前 氏名 

鉄道ビジネスユニット水戸交通シス
テム統括本部車両電気システム設計
本部車両情報制御システム設計部長 

鉄道ビジネスユニット水戸交通シス
テム本部車両電気システム設計部車
両情報制御システム計画設計グルー
プリーダ主任技師 

鈴木啓太 

鉄道ビジネスユニット水戸交通シス
テム統括本部車両電気システム設計
本部変電システム設計部長兼輸送シ
ステム本部電力変電システム部長 

鉄道ビジネスユニット水戸交通シス
テム本部車両電気システム設計部担
当部長兼輸送システム本部電力変電
システム部長 

中村映 

鉄道ビジネスユニット水戸交通シス
テム統括本部信号システム設計本部
長 

鉄道ビジネスユニット水戸交通シス
テム本部信号システム設計部長 

中澤慶光 

鉄道ビジネスユニット水戸交通シス
テム統括本部信号システム設計本部
信号保安システム設計部長 

鉄道ビジネスユニット水戸交通シス
テム本部信号システム設計部担当部
長 

飛田安正 

鉄道ビジネスユニット水戸交通シス
テム統括本部信号システム設計本部
グローバル信号システム設計部長 

鉄道ビジネスユニット水戸交通シス
テム本部信号システム設計部グロー
バル信号システムグループリーダ主
任技師 

細井戸隆博 

鉄道ビジネスユニット水戸交通シス
テム統括本部信号システム設計本部
トータル信号制御システム設計部長 

鉄道ビジネスユニット水戸交通シス
テム本部信号システム設計部部長付 

久保盛光 

鉄道ビジネスユニット笠戸事業所長
兼笠戸交通システム統括本部長兼車
両生産本部長兼業務改革推進室長 

鉄道ビジネスユニット笠戸事業所長
兼笠戸交通システム本部長兼業務改
革推進室長 

川畑淳一 

鉄道ビジネスユニット笠戸事業所笠
戸交通システム統括本部生産統括セ
ンタ長 

鉄道ビジネスユニット笠戸事業所笠
戸交通システム本部生産統括センタ
担当部長 

中澤達也 

鉄道ビジネスユニット笠戸事業所笠
戸交通システム統括本部車両システ
ム設計本部長兼海外車両システム設
計部長 

鉄道ビジネスユニットグローバル生
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 

水口信章 

鉄道ビジネスユニット笠戸事業所笠
戸交通システム統括本部車両システ
ム設計本部車両システム設計部長 

鉄道ビジネスユニット笠戸事業所笠
戸交通システム本部車両システム設
計部担当部長 

流川博光 

鉄道ビジネスユニット車両システム
本部長兼車両システム部長 

鉄道ビジネスユニット笠戸事業所笠
戸交通システム本部車両システム設
計部長 

渡辺誠 

鉄道ビジネスユニット車両システム
本部高速鉄道システムプロジェクト
部長 

鉄道ビジネスユニット輸送システム
本部車両システム部長 

大村真史 

鉄道ビジネスユニット COO 
(Signalling / Turnkey)兼 CDO 

鉄道ビジネスユニット CDO兼
Integration Director 

網谷憲晴 

鉄道ビジネスユニット輸送システム
本部関西システム部長 

鉄道ビジネスユニット輸送システム
本部輸送システム部公民鉄･新分野
グループ主任技師 

丸山等 

鉄道ビジネスユニット輸送システム
本部鉄道 IoTシステム部長 

鉄道ビジネスユニット輸送システム
本部関西システム部長 

高井智仁 

鉄道ビジネスユニットプロジェクト
エンジニアリング本部長兼ホーチミ
ンプロジェクトリーダ 

鉄道ビジネスユニットプロジェクト
エンジニアリング本部ホーチミンプ
ロジェクトリーダ 

永澤一彦 

鉄道ビジネスユニットプロジェクト
エンジニアリング本部デジタルレー
ルソリューション部長 

鉄道ビジネスユニット Lumada推
進本部新ビジネス推進部担当部長 

小岩博明 
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異動後 異動前 氏名 

鉄道ビジネスユニット調達本部担当
本部長兼水戸調達部長 

鉄道ビジネスユニット調達本部担当
本部長 

佐々木雅文 

鉄道ビジネスユニット調達本部調達
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長 

天谷匠 

金融ビジネスユニット金融第一シス
テム事業部ペイメントサービス事業
推進本部長兼ソリューション企画部
長 

金融ビジネスユニット金融第一シス
テム事業部事業部員(但し、Hitachi 
Payment Services Pvt. Ltd. 出向) 

奥澤治 

金融ビジネスユニット金融第二シス
テム事業部金融システム第四本部長 

金融ビジネスユニット金融第二シス
テム事業部金融システム第四本部担
当本部長 

池田秀起 

金融ビジネスユニット金融第一シス
テム事業部金融システム第一本部第
三部長 

金融ビジネスユニット金融第一シス
テム事業部金融システム第一本部第
三部担当部長 

勝瑞雅也 

金融ビジネスユニット金融第一シス
テム事業部全国金融システム本部チ
ャネルソリューション第一部長 

金融ビジネスユニット金融第一シス
テム事業部全国金融システム本部チ
ャネルソリューション第一部担当部
長 

濱田友博 

金融ビジネスユニット金融第一シス
テム事業部全国金融システム本部チ
ャネルソリューション第二部長 

金融ビジネスユニット金融第一シス
テム事業部全国金融システム本部チ
ャネルソリューション第二部担当部
長 

河原秀樹 

金融ビジネスユニット金融第一シス
テム事業部金融ソリューション本部
次世代システムフロント部長 

金融ビジネスユニット金融第一シス
テム事業部金融ソリューション本部
次世代システム適用センタ担当部長 

森野浩一郎 

金融ビジネスユニット金融第二シス
テム事業部金融システム第一本部第
一部長 

金融ビジネスユニット金融第二シス
テム事業部金融システム第二本部第
二部長 

鈴木肇 

金融ビジネスユニット金融第二シス
テム事業部金融システム第二本部第
二部長 

金融ビジネスユニット金融第二シス
テム事業部金融システム第一本部第
一部長 

大村善秀 

金融ビジネスユニット金融第二シス
テム事業部金融システム第三本部第
一部長 

金融ビジネスユニット金融第二シス
テム事業部金融システム第三本部第
一部担当部長 

小故島正文 

金融ビジネスユニット金融システム
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 

金融ビジネスユニット金融システム
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 

福田圭 

金融ビジネスユニット金融システム
営業統括本部金融営業第一本部第二
部長 

金融ビジネスユニット金融システム
営業統括本部金融営業第一本部第二
部担当部長 

渡邉貴雄 

金融ビジネスユニット金融システム
営業統括本部金融営業第二本部第三
部長 

東北支社金融システム営業部長 仲西秀明 

金融ビジネスユニット金融システム
営業統括本部金融営業第三本部第二
部長 

金融ビジネスユニット金融システム
営業統括本部金融営業第三本部第三
部担当部長 

関口政史 

金融ビジネスユニット金融システム
営業統括本部金融営業第四本部第一
部長 

金融ビジネスユニット金融システム
営業統括本部金融営業第一本部第二
部長 

篠原智 

社会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三本部
官公システム第五部長 

公共社会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三
本部官公システム第五部第 3グルー
プ主任技師 

内門隆治 
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異動後 異動前 氏名 

社会ビジネスユニット公共システム
事業部公共ソリューション推進第二
本部公共ソリューション推進第四部
長 

公共社会ビジネスユニット社会シス
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 

谷恒一郎 

社会ビジネスユニット公共システム
事業部公共ソリューション推進第二
本部社会保障アプリケーション開発
センタ長 

公共社会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四
本部官公システム第十部担当部長 

高田敏寛 

社会ビジネスユニット公共システム
事業部公共ソリューション推進第一
本部公共ソリューション推進第二部
長 

公共社会ビジネスユニット公共シス
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 

安藤靖 

社会ビジネスユニット公共システム
事業部公共ソリューション推進第一
本部公共ソリューション推進第一部
長兼公共ビジネス本部公共 CSIRT
部長 

公共社会ビジネスユニット公共シス
テム事業部公共ソリューション推進
本部公共システム推進第一部長兼公
共ビジネス本部公共 CSIRT部長 

小野里博幸 

社会ビジネスユニット公共システム
事業部公共ソリューション推進第二
本部公共ソリューション推進第七部
長 

公共社会ビジネスユニット公共シス
テム事業部公共ソリューション推進
本部公共システム推進第二部長 

長嶺孝二 

社会ビジネスユニット公共システム
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 

公共社会ビジネスユニット公共シス
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担当部長 

畔原謙一 

社会ビジネスユニット公共システム
営業統括本部長 

公共社会ビジネスユニット公共シス
テム営業統括本部副営業統括本部長 

馬島知恵 

社会ビジネスユニット公共システム
営業統括本部副営業統括本部長 

公共社会ビジネスユニット公共シス
テム営業統括本部第一営業本部長 

後藤浩司 

社会ビジネスユニット公共システム
営業統括本部公共ビジネス企画本部
長 

公共社会ビジネスユニット公共シス
テム営業統括本部第一営業本部第二
営業部長 

本田嘉之 

社会ビジネスユニット公共システム
営業統括本部第一営業本部長兼第四
営業部長 

公共社会ビジネスユニット公共シス
テム営業統括本部第一営業本部第四
営業部長 

大越信幸 

社会ビジネスユニット公共システム
営業統括本部第三営業本部公共ヘル
スケア IT営業部長 

公共社会ビジネスユニット公共シス
テム営業統括本部第三営業本部公共
ヘルスケア IT営業部第 1グループ
部長代理 

原口彰 

社会ビジネスユニット公共システム
営業統括本部第三営業本部地域ビジ
ネス推進センタ長 

公共社会ビジネスユニット公共シス
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副センタ長 

田村賢 

社会ビジネスユニット社会システム
事業部企画本部長 

公共社会ビジネスユニット社会シス
テム事業部企画本部企画部長 

矢加部太郎 

社会ビジネスユニット社会システム
事業部電力情報制御本部長 

エネルギーソリューションビジネス
ユニット電力情報制御システム事業
部電力情報制御本部長 

吉栖立格 

社会ビジネスユニット社会システム
事業部企画本部企画部長 

公共社会ビジネスユニット社会シス
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 

斎藤功 
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異動後 異動前 氏名 

社会ビジネスユニット社会システム
事業部エネルギー情報システム本部
エネルギー情報企画部長 

公共社会ビジネスユニット社会シス
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
ビジネスユニットエネルギー情報シ
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 

三輪幸司 

社会ビジネスユニット社会システム
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 

公共社会ビジネスユニット社会シス
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第二
グループ主任技師 

守田陽一郎 

社会ビジネスユニット社会システム
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 

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 

齋藤哉 

社会ビジネスユニット社会システム
事業部エネルギー情報システム本部
デジタルソリューション部長 

公共社会ビジネスユニット社会シス
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ビジネス
ユニット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 

茂森郁雄 

社会ビジネスユニット社会システム
事業部エネルギー情報システム本部
エネルギー情報プロジェクトセンタ
長 

公共社会ビジネスユニット社会シス
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ビジネスユニ
ット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 

緒方輝男 

社会ビジネスユニット社会システム
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ビジネス
ユニット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 

後藤田信広 

社会ビジネスユニット社会システム
事業部電力情報制御本部デジタルエ
ナジー事業推進部長兼電力ビジネス
ユニット経営企画本部デジタルエナ
ジー推進部長 

エネルギーソリューションビジネス
ユニット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
チーフプロジェクトマネージャ 

稲垣征司 

社会ビジネスユニット社会システム
事業部交通情報システム本部交通デ
ジタルソリューションセンタ長兼交
通情報システム本部交通企画部長 

公共社会ビジネスユニット社会シス
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 

大向江雄二 

社会ビジネスユニット社会システム
事業部交通情報システム本部交通第
一システム部長 

公共社会ビジネスユニット社会シス
テム事業部交通情報システム本部交
通第一システム部担当部長 

宮武学 

社会ビジネスユニット社会システム
事業部交通情報システム本部交通第
二システム部長 

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担
当部長 

崎田一敏 

社会ビジネスユニット社会システム
事業部交通情報システム本部交通第
四システム部長 

公共社会ビジネスユニット社会シス
テム事業部交通情報システム本部交
通第二システム部担当部長 

岡田健一郎 

社会ビジネスユニット社会プラット
フォーム営業統括本部企画本部長兼
企画本部営業企画部長 

公共社会ビジネスユニット社会プラ
ットフォーム営業統括本部第一営業
本部第一営業部長 

内藤明弘 

社会ビジネスユニット社会プラット
フォーム営業統括本部第一営業本部
長兼第一営業本部第一営業部長 

公共社会ビジネスユニット社会プラ
ットフォーム営業統括本部第一営業
本部長 

近藤丈晴 



22 

異動後 異動前 氏名 

社会ビジネスユニット社会プラット
フォーム営業統括本部企画本部 SIB
推進部長 

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担当部長 

荒木春彦 

システム＆サービスビジネス統括本
部 CSO 

システム＆サービスビジネス統括本
部経営戦略統括本部長兼渉外本部長 

松原康範 

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
部営業企画部長 

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
部営業企画部担当部長 

宮武弘 

システム＆サービスビジネス統括本
部 E2E改革本部長 

システム＆サービスビジネス統括本
部 E2E改革本部担当本部長 

片山薫 

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 CSR部長 

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 

奥尾北斗 

システム＆サービスビジネス統括本
部品質保証本部長兼品質保証本部
HRS推進統括センタ長兼品質保証
本部グローバル品質保証センタ長 

システム＆サービスビジネス統括本
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 

大石晃裕 

システム＆サービスビジネス統括本
部品質保証本部担当本部長兼システ
ム＆サービスビジネス統括本部品質
保証本部金融第一品質保証部長 

システム＆サービスビジネス統括本
部品質保証本部金融第一品質保証部
長 

野瀬徹郎 

システム＆サービスビジネス統括本
部品質保証本部担当本部長 

システム＆サービスビジネス統括本
部品質保証本部社会システム品質保
証部長 

安藤正博 

システム＆サービスビジネス統括本
部品質保証本部カンパニーQA推進
センタ長 

システム＆サービスビジネス統括本
部品質保証本部カンパニーQA推進
センタ担当部長 

嶋村伸子 

システム＆サービスビジネス統括本
部品質保証本部社会システム品質保
証部長 

システム＆サービスビジネス統括本
部品質保証本部社会システム品質保
証部担当部長 

柴田浩圭 

システム＆サービスビジネス統括本
部 CPO兼調達本部長 

Smart Transformation Project強化
本部プロジェクト･マネジメント推
進室長 

加賀田美朗 

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 

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員(但
し、Hitachi Asia Ltd. 出向) 

野田靖 

システム＆サービスビジネス統括本
部財務本部社会システム経理部長 

グループ財務戦略本部財務戦略部員
(但し、Hitachi Asia Ltd. 出向) 

神田慎哉 

システム＆サービスビジネス統括本
部人事総務本部公共社会人事部長 

システム＆サービスビジネス統括本
部人事総務本部金融人事部長 

中村宏二郎 

システム＆サービスビジネス統括本
部人事総務本部金融人事部長 

システム＆サービスビジネス統括本
部人事総務本部金融人事部金融人事
グループ部長代理 

三井克也 

システム＆サービスビジネス統括本
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 

システム＆サービスビジネス統括本
部人事総務本部サービスプラットフ
ォーム・プロダクツ人事部担当部長 

平野健太郎 

システム＆サービスビジネス統括本
部経営戦略統括本部長兼経営戦略統
括本部渉外本部長 

システム＆サービスビジネス統括本
部経営戦略統括本部事業戦略本部長
兼事業戦略本部経営会計推進センタ
長 

佐藤尚彦 
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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
部経営戦略統括本部事業戦略本部長
兼経営戦略統括本部事業戦略本部戦
略企画ユニット担当本部長 

システム＆サービスビジネス統括本
部経営戦略統括本部事業戦略本部担
当本部長 

洲崎誠一 

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 

システム＆サービスビジネス統括本
部経営戦略統括本部事業戦略本部担
当本部長 

加藤晋弘 

システム＆サービスビジネス統括本
部経営戦略統括本部事業戦略本部戦
略企画ユニット部長 

システム＆サービスビジネス統括本
部経営戦略統括本部事業戦略本部戦
略企画ユニット担当部長 

堀田敦志 

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 

システム＆サービスビジネス統括本
部経営戦略統括本部事業戦略本部地
域事業推進部員(但し、Hitachi 
Europe Ltd.出向) 

平間博彦 

システム＆サービスビジネス統括本
部経営戦略統括本部事業戦略本部管
理部長 

システム＆サービスビジネス統括本
部経営戦略統括本部事業戦略本部管
理部部長代理 

米井達哉 

システム＆サービスビジネス統括本
部経営戦略統括本部事業開発本部長
兼経営戦略統括本部事業開発本部新
事業開発ユニット担当本部長兼経営
戦略統括本部事業開発本部グローバ
ル事業開発ユニット担当本部長 

システム＆サービスビジネス統括本
部経営戦略統括本部事業開発本部担
当本部長 

山崎融 

システム＆サービスビジネス統括本
部経営戦略統括本部事業戦略本部戦
略企画ユニット部長 

システム＆サービスビジネス統括本
部経営戦略統括本部事業開発本部新
事業開発ユニット部長 

関口知紀 

システム＆サービスビジネス統括本
部経営戦略統括本部事業戦略本部戦
略企画ユニット部長 

システム＆サービスビジネス統括本
部経営戦略統括本部事業開発本部新
事業開発ユニット部長 

伊藤雅樹 

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
ジメント本部長兼グローバルマネジ
メント本部企画第三部長兼グローバ
ルマネジメント本部営業第二部長 

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三部長兼経営戦
略統括本部事業開発本部長グローバ
ル事業開発ユニット部長 

久保田昌代 

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 

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部長代理 

小財啓賀 

システム＆サービスビジネス統括本
部経営戦略統括本部営業企画本部カ
スタマリレーション部長 

システム＆サービスビジネス統括本
部経営戦略統括本部営業企画本部カ
スタマリレーション部担当部長 

宮澤克治 

システム＆サービスビジネス統括本
部経営戦略統括本部渉外本部渉外第
二部長 

システム＆サービスビジネス統括本
部経営戦略統括本部渉外本部渉外第
二部担当部長 

栗原寛 

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二営業部
長 

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三営業部
長 

箱崎豪 

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三営業部
長 

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 

関久仁子 

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
ービジネス第二営業本部第二営業部
長 

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二営業部
長 

大石誠 
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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 

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チーフプロ
ジェクトマネージャ 

立石寛 

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
推進本部長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 

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 

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
推進本部担当本部長プロジェクトマ
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 

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
推進本部担当本部長 

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 IT人財マネジメントセン
タ長 

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
タ担当部長 

後藤協子 

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 

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 

沢田欣男 

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
サービスソリューション本部長 

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
第四アプリケーション本部長兼第四
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 

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
第一アプリケーション本部長 

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
第二アプリケーション本部長 

杉浦勲 

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
第二アプリケーション本部長 

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
第二アプリケーション本部担当本部
長 

前田竜一 

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
第四アプリケーション本部長兼第四
アプリケーション本部第二アプリケ
ーション設計部長 

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
サービスソリューション本部長 

秋庭真一 

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
事業推進部長 

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
第二アプリケーション本部第二アプ
リケーション設計部長 

徳倉正道 

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
サービスソリューション本部デジタ
ルソリューション推進部長 

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
サービスソリューション本部生産技
術統括部チーフコンサルティングマ
ネージャ 

後藤恵美 
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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二アプ
リケーション設計部長 

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一アプ
リケーション設計部担当部長 

溝口博文 

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 

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
第五アプリケーション本部第一アプ
リケーション設計部第一グループ主
任技師 

赤井伸行 

ヘルスケアビジネスユニット COO
兼グローバルビジネス統括本部長 

ヘルスケアビジネスユニット COO 紺野江里佳 

ヘルスケアビジネスユニット経営戦
略室企画本部経営企画部長 

ヘルスケアビジネスユニット経営戦
略室企画本部事業開発部担当部長 

山内悦子 

ヘルスケアビジネスユニット経営戦
略室渉外部長 

ヘルスケアビジネスユニット経営戦
略室渉外部部長代理 

吉田輝 

ヘルスケアビジネスユニット営業統
括本部副統括本部長 

ヘルスケアビジネスユニット営業統
括本部担当本部長兼診断システム営
業本部関西支店長 

宇都宮康之 

ヘルスケアビジネスユニット営業統
括本部営業企画本部長 

ヘルスケアビジネスユニット営業統
括本部営業企画本部担当本部長 

松下孝幸 

ヘルスケアビジネスユニット営業統
括本部診断システム営業本部長 

ヘルスケアビジネスユニット営業統
括本部診断システム営業本部九州支
店副支店長 

藤本浩史 

ヘルスケアビジネスユニット営業統
括本部診断システム営業本部北海道
支店長 

ヘルスケアビジネスユニット営業統
括本部診断システム営業本部東北支
店弘前営業所長 

小林資 

ヘルスケアビジネスユニット営業統
括本部診断システム営業本部関西支
店長 

ヘルスケアビジネスユニット営業統
括本部診断システム営業本部中国･
四国支店長 

石井浩和 

ヘルスケアビジネスユニット営業統
括本部診断システム営業本部中国･
四国支店長 

ヘルスケアビジネスユニット営業統
括本部診断システム営業本部関東支
店副支店長 

佐藤慶一 

ヘルスケアビジネスユニット営業統
括本部診断システム営業本部九州支
店長 

ヘルスケアビジネスユニット営業統
括本部診断システム営業本部画像診
断営業部担当部長 

幸田隆晴 

ヘルスケアビジネスユニット診断シ
ステム事業部長兼第二本部長 

ヘルスケアビジネスユニット診断シ
ステム事業部副事業部長兼 RAセン
タ長 

尾崎宜生 

ヘルスケアビジネスユニット診断シ
ステム事業部第二本部プロダクトマ
ーケティング部長 

ヘルスケアビジネスユニット診断シ
ステム事業部第二本部プロダクトマ
ーケティング部第二グループ部長代
理 

万木貴宏 

ヘルスケアビジネスユニット診断シ
ステム事業部第二本部ビジネス推進
部長 

ヘルスケアビジネスユニット診断シ
ステム事業部第二本部ビジネス推進
部長 

熊井秀樹 

ヘルスケアビジネスユニット開発統
括本部戦略企画部長 

ヘルスケアビジネスユニット診断シ
ステム事業部第一本部ビジネス推進
部担当部長 

若松立也 

ヘルスケアビジネスユニット開発統
括本部第一製品開発本部コンポーネ
ント開発部長 

ヘルスケアビジネスユニット開発統
括本部第一製品開発本部コンポーネ
ント開発部担当部長 

宇野隆也 

ヘルスケアビジネスユニット開発統
括本部第一製品開発本部ソフト開発
部長 

ヘルスケアビジネスユニット開発統
括本部第一製品開発本部ソフト開発
部制御ソフト一グループリーダ主任
技師 

依田健一 
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異動後 異動前 氏名 

ヘルスケアビジネスユニット開発統
括本部第一技術開発本部アプリケー
ション開発部長 

ヘルスケアビジネスユニット開発統
括本部第一技術開発本部アプリケー
ション開発部アプリ開発二グループ
リーダ主任技師 

村山直之 

ヘルスケアビジネスユニット開発統
括本部第一技術開発本部探触子開発
部長 

ヘルスケアビジネスユニット開発統
括本部第一製品開発本部コンポーネ
ント開発部フロントエンドグループ
リーダ主任技師 

岸伸一郎 

株式会社日立ヘルスケア･マニュフ
ァクチャリング電子管統括部長兼株
式会社日立製作所ヘルスケアビジネ
スユニット開発統括本部第二技術本
部 X線管設計部長 

ヘルスケアビジネスユニット SCM
統括本部員(但し、株式会社日立ヘ
ルスケア･マニュファクチャリング
出向) 

村杉勝義 

ヘルスケアビジネスユニット放射線
治療システム事業部運用サービス本
部長兼フィールドサービス部長 

ヘルスケアビジネスユニット放射線
治療システム事業部粒子線治療シス
テム設計本部担当本部長 

篠原幸一 

ヘルスケアビジネスユニット放射線
治療システム事業部運用サービス本
部プロジェクト推進部長 

ヘルスケアビジネスユニット放射線
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ソリューション
部プロジェクト推進グループ主任技
師 

青野英浩 

ヘルスケアビジネスユニット放射線
治療システム事業部設計本部長兼シ
ステム設計部長 

ヘルスケアビジネスユニット放射線
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 

藤澤達哉 

ヘルスケアビジネスユニット分析シ
ステム事業部長兼営業本部長 

ヘルスケアビジネスユニット分析シ
ステム事業部長 

大黒浩 

ヘルスケアビジネスユニット分析シ
ステム事業部主管技師長兼先端医療
ソリューションセンタ長 

ヘルスケアビジネスユニット開発統
括本部第二技術開発本部担当本部長 

雨宮健介 

ヘルスケアビジネスユニット分析シ
ステム事業部営業本部担当本部長兼
分析システム国際営業部長 

ヘルスケアビジネスユニット分析シ
ステム事業部分析システム営業本部
担当本部長 

森川真司 

ヘルスケアビジネスユニット分析シ
ステム事業部営業本部医用分析シス
テム営業部長 

ヘルスケアビジネスユニット分析シ
ステム事業部分析システム営業本部
東日本分析システム営業部検査機器
営業グループ部長代理 

佐藤直 

ヘルスケアビジネスユニットヘルス
ケアソリューション事業部担当本部
長兼第二部長 

ヘルスケアビジネスユニットヘルス
ケアソリューション事業部システム
本部長 

藤岡宏一郎 

ヘルスケアビジネスユニットヘルス
ケアソリューション事業部担当本部
長兼第三部長 

ヘルスケアビジネスユニットヘルス
ケアソリューション事業部デジタル
イノベーション本部長 

増岡義政 

日立ヘルスケアシステムズ株式会社
医療 IT事業部開発本部医科開発第
二部長兼株式会社日立製作所ヘルス
ケアビジネスユニットヘルスケアソ
リューション事業部病院システム部
長 

ヘルスケアビジネスユニットヘルス
ケアソリューション事業部システム
本部病院システム部担当部長 

平沼雅英 

ヘルスケアビジネスユニットオペレ
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本部長兼第
一部長 

ヘルスケアビジネスユニットバリュ
ーチェーン･インテグレーション本
部長 

村井啓介 
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異動後 異動前 氏名 

ヘルスケアビジネスユニットオペレ
ーション統括本部品質保証本部長 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット ITプロダクツ統括本部
プロダクツQA本部フィールドサポ
ート品質保証部長 

石村忠幸 

ヘルスケアビジネスユニットオペレ
ーション統括本部品質保証本部開発
QA部長 

ヘルスケアビジネスユニット品質保
証本部フィールドQA部担当部長 

山崎雄一郎 

ヘルスケアビジネスユニットオペレ
ーション統括本部品質保証本部フィ
ールド QA部長 

ヘルスケアビジネスユニット品質保
証本部フィールドQA部 CT品質保
証グループリーダ主任技師 

千葉伸一 

ヘルスケアビジネスユニット総務本
部環境推進室長 

ヘルスケアビジネスユニット総務本
部担当本部長 

樋口孝志 

日立ヘルスケアシステムズ株式会社
CHRO兼ヘルスケアビジネスユニ
ット総務本部担当本部長兼人事労政
部長 

日立メディカルコンピュータ株式会
社取締役兼総務部長 

上田訓人 

ヘルスケアビジネスユニット教育セ
ンタ長 

ヘルスケアビジネスユニット教育セ
ンタ副センタ長 

寺本佳代子 

ヘルスケアビジネスユニット輸出管
理部長 

ヘルスケアビジネスユニット輸出管
理部担当部長 

前山和勇 

ディフェンスビジネスユニット事業
主管 

ディフェンスビジネスユニット情報
システム本部長 

金子元洋 

ディフェンスビジネスユニットドロ
ーン事業統括責任者兼ドローン事業
開発センタ長 

IoT推進本部担当本部長 飯野隆之 

ディフェンスビジネスユニット経営
企画部長 

ディフェンスビジネスユニット情報
システム本部応用システム設計部長 

遠藤浩司 

ディフェンスビジネスユニット営業
本部長兼顧問室長 

ヘルスケアビジネスユニット営業統
括本部営業企画本部長 

中山昌彦 

ディフェンスビジネスユニット営業
本部第 1営業部長兼第 2営業部長 

ディフェンスビジネスユニット営業
本部第 2営業部長兼営業推進部長 

岩田正博 

ディフェンスビジネスユニット営業
本部営業推進部長 

ディフェンスビジネスユニット営業
本部営業推進部社会システムグルー
プグループリーダー部長代理 

稲田昌彦 

ディフェンスビジネスユニット装備
システム本部長兼次世代防衛ビジネ
ス戦略室長 

ディフェンスビジネスユニット経営
企画部長 

蓑輪滋 

ディフェンスビジネスユニット情報
システム本部長兼社会イノベーショ
ン事業推進本部アーバン＆ソサエテ
ィ推進本部公共企画本部社会インフ
ラビジネス推進センタ長 

ディフェンスビジネスユニット情報
システム本部担当本部長 

大野泰三 

ディフェンスビジネスユニット情報
システム本部応用システム設計部長 

ディフェンスビジネスユニット情報
システム本部応用システム設計部指
揮･統制グループグループリーダー
主任技師 

渡邉厳 

ディフェンスビジネスユニット情報
システム本部応用システム設計部チ
ーフプロジェクトマネージャ兼
DSIRTセンタ長 

ディフェンスビジネスユニット情報
システム本部応用システム設計部チ
ーフプロジェクトマネージャ 

長澤幸廣 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット制御プラットフォーム統
括本部統括本部長兼社会ビジネスユ
ニット制御システム事業部長 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニットサービスプラットフォー
ム事業本部長 

小野猶生 
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異動後 異動前 氏名 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット制御プラットフォーム統
括本部情報制御第一本部長兼情報制
御第三本部担当本部長兼サービスプ
ラットフォーム事業本部セキュリテ
ィ事業統括本部制御･フィジカルセ
キュリティシステム本部担当本部長 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット制御プラットフォーム統
括本部情報制御第一本部担当本部長
兼情報制御第一本部原子力制御シス
テム設計部長兼情報制御第三本部セ
キュリティセンタ長兼サービスプラ
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ソリュー
ション本部担当本部長兼サービスプ
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ソリュ
ーション本部制御セキュリティ戦略
部長 

花見英樹 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット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＆プラットフォームビジネ
スユニット制御プラットフォーム統
括本部情報制御第三本部担当本部長 

谷口潤 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット制御プラットフォーム統
括本部サービス事業開発部長 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット制御プラットフォーム統
括本部サービス事業開発部担当部長 

佐竹修一 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット制御プラットフォーム統
括本部経営戦略本分事業企画部長 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット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担当
部長 

榎本敦史 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット制御プラットフォーム統
括本部情報制御第一本部原子力制御
システム設計部長 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット制御プラットフォーム統
括本部情報制御第一本部原子力制御
システム設計部グループリーダ主任
技師 

兵藤貴史 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット制御プラットフォーム統
括本部情報制御第二本部電力システ
ム設計部長 

制御プラットフォーム統括本部情報
制御第二本部電力システム設計部グ
ループリーダ主任技師 

小西裕一 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット制御プラットフォーム統
括本部情報制御第三本部セキュリテ
ィセンタ長兼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
本部制御･フィジカルセキュリティ
システム本部制御セキュリティ戦略
部長 

制御プラットフォーム統括本部情制
一原子力制御システム設計部グルー
プリーダ主任技師 

石場光朗 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット制御プラットフォーム統
括本部品質保証本部品質保証第一部
長 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット制御プラットフォーム統
括本部品質保証本部品質保証部担当
部長 

廣木達也 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット制御プラットフォーム統
括本部品質保証本部品質保証第二部
長 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット制御プラットフォーム統
括本部品質保証本部品質保証部担当
部長 

島野康彦 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニットサービスプラットフォー
ム事業本部長 

Hitachi Vantara Corporation 
EVP，兼サービス＆プラットフォー
ムビジネスユニットマーケットプレ
イス推進本部長 

熊崎裕之 



29 

異動後 異動前 氏名 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット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
部副統括本部長兼制御･フィジカル
セキュリティシステム本部長 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット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
部副統括本部長 

宮尾健 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット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
事業部働き方改革ソリューション推
進本部長 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット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 

桃木典子 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット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 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット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 

吉田貴宏 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット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
事業部通信ネットワーク本部長兼通
信ネットワーク本部アラクサラ管理
統括部長 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット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長 

坂井和隆 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット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 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット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 

指野篤司 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニットサービスプラットフォー
ム事業本部経営企画本部情報セキュ
リティ統括部長 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニットサービスプラットフォー
ム事業本部経営企画本部情報セキュ
リティ統括部副部長 

清水英則 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット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 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット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
ジネス推進部担当部長 

武田景 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット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
部制御･フィジカルセキュリティシ
ステム本部フィジカルセキュリティ
戦略部長 

産業･流通ビジネスユニット産業ソ
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
アリング部長兼サービス＆プラット
フォームビジネスユニットサービス
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ソリ
ューション本部フィジカルセキュリ
ティ戦略部長 

佐藤雅史 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット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
部制御･フィジカルセキュリティシ
ステム本部スマートセキュリティ部
長 

社会イノベーション事業推進本部事
業戦略推進本部公共企画本部スマー
トソサエティ部長 

長山剛 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット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 Lumada事業
推進部長 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット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担当
部長 

星野和義 
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異動後 異動前 氏名 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット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 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット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
ム管理サービス部主管技師 

石崎知晴 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット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通信ネットワー
ク事業推進部長 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット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
経営管理部長 

末廣励尚 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット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通信ネットワー
ク技術部長 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット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＆プラットフォームビジネ
スユニット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 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット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
部担当部長 

荻原正樹 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット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本部ネットワークソリューション
部長 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット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 

林慎一郎 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット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本部エッジコンピューティング部
長 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット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部担当
部長 

原田宏美 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット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本部サービスインテグレーション
部長 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット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
担当部長 

時英幸 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット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
事業部通信ネットワーク本部通信ネ
ットワーク第 1部長 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット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 

木檜保夫 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット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
事業部通信ネットワーク本部通信ネ
ットワーク第 2部長 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット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 

稲葉直樹 



31 

異動後 異動前 氏名 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット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
事業部通信ネットワーク本部通信ネ
ットワーク第 3部長 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット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
ークサポート第三部長 

中山卓郎 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット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
事業部通信ネットワーク本部通信ネ
ットワーク第 4部長 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット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基幹ネッ
トワーク部長 

東孝昭 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット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
事業部通信ネットワーク本部通信ネ
ットワーク生産技術部長 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット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
生産技術部長 

松崎直弥 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット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 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット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 

一瀬勝彦 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット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 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット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 

饗庭健司 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット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 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット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 

中原成人 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット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
事業部働き方改革ソリューション推
進本部ワークスペース基盤サービス
部長 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット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 

荒井達郎 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット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通信ネットワー
ク品質保証部長 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット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
品質保証部長 

阿部雅之 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット ITプロダクツ統括本部
事業主管 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット ITプロダクツ統括本部
基盤ソフトウェア開発本部長兼 IT
プロダクツ統括本部 SDS推進プロ
ジェクト室長 

石川篤 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット ITプロダクツ統括本部
主管技師長 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット 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 

紅山伸夫 
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異動後 異動前 氏名 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット ITプロダクツ統括本部
モノづくり推進室長 

システム＆サービスビジネス統括本
部 E2E改革本部長 

宮本和久 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット ITプロダクツ統括本部
モノづくり推進室設計基盤センタ長 

システム＆サービスビジネス統括本
部 E2E改革本部設計基盤センタ長 

伊藤卓司 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット ITプロダクツ統括本部
モノづくり推進室 IoTハードウェア
技術開発部長 

システム＆サービスビジネス統括本
部 E2E改革本部 IoTハードウェア
技術開発第 1部長 

中島和則 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット ITプロダクツ統括本部
モノづくり推進室開発生産統括部長 

システム＆サービスビジネス統括本
部 E2E改革本部開発生産統括部長 

清水照久 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット ITプロダクツ統括本部
基盤ソフトウェア開発本部長兼 IT
プロダクツ統括本部 SDS推進プロ
ジェクト室長 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット ITプロダクツ統括本部
基盤ソフトウェア開発本部担当本部
長 

山本政信 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット ITプロダクツ統括本部
プロダクツQA本部担当本部長兼
ITプロダクツ統括本部セキュリテ
ィ推進センタ長 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット ITプロダクツ統括本部
プロダクツQA本部担当本部長 

管正志 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット 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 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット 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
本部担当本部長 

矢部英明 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット 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 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット 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 

河口知基 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット 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 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット 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担当部長 

大隅朋彦 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット ITプロダクツ統括本部
基盤ソフトウェア開発本部担当本部
長兼基盤ソフトウェア開発本部スト
レージシステム設計部長 

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デジタルテクノ
ロジーイノベーションセンタストレ
ージ研究部長 

志賀賢太 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット 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
ジ技術開発部長 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット 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
ジシステム設計部長 

春間敏行 
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異動後 異動前 氏名 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット 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
ジ運用管理設計部長 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット 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
ジシステム設計部担当部長 

前田昌美 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット 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
ツインターオペラビリティ設計部長 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット 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
ロダクツ管理ソリューション設計部
長 

日野直樹 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット ITプロダクツ統括本部
プロダクツサービス＆ソリューショ
ン本部グローバルサービス部長 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット ITプロダクツ統括本部
企画本部員(但し、Hitachi Vantara 
Corporation出向) 

田代純也 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット ITプロダクツ統括本部
ソフトウェア･サービス開発本部グ
ローバルソリューション設計部長 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット ITプロダクツ統括本部
プロダクツサービス＆ソリューショ
ン本部員(但し、Hitachi Vantara 
Corporation出向) 

佐佐木秀貴 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット ITプロダクツ統括本部
ソフトウェア･サービス開発本部ソ
フトウェア･サービス開発本部アー
キテクチャセンタ長 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット 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担当部長 

小野卓也 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット 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
ロダクツ管理ソフト設計部長 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット 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
ロダクツ管理ソフト設計部第 5グル
ープリーダ主任技師 

益山雄介 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット 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
ロダクツ管理ソリューション設計部
長 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット 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
ロダクツ管理ソリューション設計部
担当部長 

内田智斉 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット ITプロダクツ統括本部
プロダクツQA本部フィールドサポ
ート品質保証部長 

サービス＆プラットフォームビジネ
スユニット ITプロダクツ統括本部
プロダクツQA本部フィールドサポ
ート品質保証部担当部長 

大川智明 

北海道支社情報システム第一営業部
長 

公共社会ビジネスユニット公共シス
テム営業統括本部第四営業本部文教
情報営業部第 1グループ部長代理 

森下聡 

北海道支社情報システム第二営業部
長 

金融ビジネスユニット金融システム
営業統括本部金融営業第二本部第三
部長 

福山達夫 

北海道支社業務企画部長 営業統括本部フロント強化本部第二
部担当部長 

針尾寿 

東北支社社会･産業システム営業部
長 

東北支社社会･産業システム営業部
担当部長兼社会システム第一グルー
プ部長代理 

工藤克彦 

東北支社金融システム営業部長 金融ビジネスユニット金融システム
営業統括本部金融営業第一本部第一
部第 3グループ部長代理 

杉山祐太郎 
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関東支社副支社長 関東支社社会システム営業部長 原秀樹 

関東支社社会システム営業部長 四国支社電力･社会インフラ営業部
長 

白川洋一 

関東支社産業･流通システム営業部
長 

関東支社産業･流通システム営業部
第一グループ部長代理 

菊池仁志 

関東支社北関東支店長 関東支社企画部長 上田充宏 

関東支社千葉支店長 関東支社北関東支店長 長倉一茂 

関東支社企画部長 関東支社産業･流通システム営業部
長 

安藤豊 

横浜支社支社長 株式会社北海道日立代表取締役 髙倉哲雄 

中部支社副支社長 中部支社副支社長兼トヨタ部長 小島由久 

中部支社トヨタ部長 中部支社トヨタ部担当部長 野村耕史 

中部支社金融システム営業部長 中部支社トヨタ部第一グループ部長
代理 

三枝宏充 

関西支社支社長 未来投資本部インフラ保守プロジェ
クトリーダ 

長谷川雅彦 

関西支社社会システム部長 水ビジネスユニット営業統括本部社
会システム営業本部営業第二部長 

岡野修一 

関西支社交通部長 九州支社交通システム営業部長 白井伸和 

関西支社産業システム第一営業部長 関西支社産業システム部担当部長 村上敬一 

関西支社産業システム第二営業部長 産業･流通ビジネスユニット営業統
括本部産業第一営業本部第六営業部
第二グループ部長代理 

脇村卓 

関西支社神戸支店長 関西支社NTT営業部長兼公共社会
ビジネスユニット社会プラットフォ
ーム営業統括本部第一営業本部西日
本営業部長 

本田正昭 

関西支社NTT営業部長兼社会ビジ
ネスユニット社会プラットフォーム
営業統括本部第一営業本部西日本営
業部長 

関西支社NTT営業部長付 福田泰久 

四国支社電力･社会システム営業部
長 

関西支社社会システム部第一グルー
プ部長代理 

宮内謙 

九州支社産業システム営業部長 産業･流通ビジネスユニット営業統
括本部産業プラント営業本部総合エ
ネルギー営業部部長代理 

手束喜和 

九州支社交通システム営業部長 九州支社交通システム営業部情報シ
ステムグループ部長代理 

大久保真 

九州支社社会･公共システム営業部
長 

九州支社社会･公共システム営業部
担当部長 

杉本美穂子 

 

 

以 上 
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