2019 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［2019 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アーバン&ソサエティ推進本部を廃止する。
 社会イノベーション事業推進本部に、グローバル事業戦略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デジタルサービス推進本部を、グローバル事業戦略推進本
部に移管する。
 コーポレートベンチャリング室を新設する。
 IT 統括本部と IT ビジネスサービス本部を統合し、IT デジタル統括本部を新設する。
 安全マネジメント推進本部を新設する。
 グローバルエネルギープラットフォーム推進統括本部を新設する。
＜モビリティ分野＞
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を、経営戦略統括本部に名称変更する。
 グローバル昇降機事業部を、昇降機事業部に名称変更する。
 グローバル昇降機保全事業部を、フィールドサービス事業部に名称変更する。
＜ヒューマン・ライフ分野＞
 ヒューマン・ライフ事業統括本部を新設する。
＜インダストリー分野＞
(1)産業・流通ビジネスユニット
 産業エンジニアリング事業管理統括本部を新設する。
(2)水・環境ビジネスユニット
 環境事業部を新設する。
(3)インダストリー事業統括本部
 産業・水業務統括本部を再編し、インダストリー事業統括本部を新設する。
 産業機器統括本部を、インダストリー事業統括本部に移管する。

1

＜エネルギー分野＞
(1)原子力ビジネスユニット
 海外原子力戦略統括本部を廃止する。
(2)エネルギービジネスユニット
 電力生産統括本部を、エネルギー生産統括本部に名称変更する。
 電機・パワーエレクトロニクス事業部を廃止する。
(3)エネルギー業務統括本部
 電力・エネルギー業務統括本部を、エネルギー業務統括本部に名称変更する。
 次世代エネルギー協創推進本部を、次世代エネルギー協創事業統括本部に名称変更する。
＜IT 分野＞
 システム&サービスビジネス統括本部の品質保証本部を、品質保証統括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に、アプリケーションクラウドサービス事業部を新設す
る。

2.

人事異動［2019 年 4 月 1 日付]

異動後
Smart Transformation Project 強化本
部間接業務改革プロジェクトリーダ

異動前
Smart Transformation Project 強化本
部間接業務改革プロジェクト部長

氏名
長野央

社会イノベーション事業推進本部副本部
長兼グローバル事業戦略推進本部長

社会イノベーション事業推進本部事業戦
略推進本部長兼デジタルサービス推進本
部副本部長兼 V プロジェクト副プロジェク
トリーダ
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
略推進本部アーバン&ソサエティ本部長
兼社会イノベーション事業推進本部事業
戦略推進本部アーバン&ソサエティ本部ス
マートシティ推進部長
社会イノベーション事業推進本部事業戦
略推進本部新ビジネス開発本部長
社会イノベーション事業推進本部事業戦
略推進本部経営企画部長
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
略推進本部アーバン&ソサエティ本部コー
ポレートリレーション部長兼未来投資本部
インフラ保守プロジェクトリーダ

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長兼ビ
ジネス推進部長
社会イノベーション事業推進本部企画本
部経営企画部長
社会イノベーション事業推進本部事業戦
略推進本部戦略企画本部戦略企画部担
当部長
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兼未来投資
本部インフラ保守プロジェクトリーダ
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甲斐隆嗣

二村潤

屋敷知

岩田充康

竹島昌弘

異動後
社会イノベーション事業推進本部事業戦
略推進本部新ビジネス開発本部イノベー
ション推進センタ長兼社会イノベーション
事業推進本部事業戦略推進本部新ビジ
ネス開発本部スタートアップ推進センタ
Ringo プロジェクトリーダ
社会イノベーション事業推進本部事業戦
略推進本部新ビジネス開発本部スマート
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グローバ
ル事業戦略推進本部グローバル戦略本部
長兼社会イノベーション事業推進本部グロ
ーバル事業戦略推進本部デジタルサービ
ス本部長

社会イノベーション事業推進本部グローバ
ル事業戦略推進本部 IoT ビジネスプロジ
ェクト本部長
社会イノベーション事業推進本部グローバ
ル事業戦略推進本部グローバル戦略本部
戦略企画部長
社会イノベーション事業推進本部グローバ
ル事業戦略推進本部グローバル戦略本部
地域統括･営業推進部長
社会イノベーション事業推進本部グローバ
ル事業戦略推進本部デジタルサービス本
部第一部長
社会イノベーション事業推進本部グローバ
ル事業戦略推進本部デジタルサービス本
部第二部長
社会イノベーション事業推進本部グローバ
ル事業戦略推進本部デジタルサービス本
部第三部長
社会イノベーション事業推進本部グローバ
ル事業戦略推進本部デジタルサービス本
部第四部長
社会イノベーション事業推進本部グローバ
ル事業戦略推進本部デジタルサービス本
部第五部長兼社会イノベーション事業推
進本部グローバル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グローバ
ル事業戦略推進本部 IoT ビジネスプロジ
ェクト本部第一部長
社会イノベーション事業推進本部グローバ
ル事業戦略推進本部 IoT ビジネスプロジ
ェクト本部第二部長

異動前
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
ン本部スマートソサエティ推進センタ長

氏名
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
&ソサエティ推進本部担当本部長兼社会
イノベーション事業推進本部アーバン&ソ
サエティ推進本部街づくりソリューション本
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 IoT ビ
ジネスプロジェクト本部長

谷口直行

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
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
サービス&プラットフォームビジネスユニッ
ト 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
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
第一部担当部長
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
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
グ事業推進部長兼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担当部長
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
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
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吉田美樹

江村文敏

荒井正人

稲田英徳

小柳博文

荻野啓

多田勝己

藤城孝宏

杉本豊和

貝瀬泰輔

笠井真一

異動後
社会イノベーション事業推進本部グローバ
ル事業戦略推進本部 IoT ビジネスプロジ
ェクト本部第三部長
社会イノベーション事業推進本部グローバ
ル事業戦略推進本部 IoT ビジネスプロジ
ェクト本部第四部長
投融資戦略本部副本部長兼投融資戦略
室長

異動前
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

投融資戦略本部副本部長兼投融資戦略
本部プロジェクトファイナンス室長

内藤英雄

未来投資本部ロボット･AIPJ プロジェクトリ
ーダ

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
未来投資本部オープンイノベーション本部
部長

中澤秀夫

未来投資本部ロボット･AIPJ 部長

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

氏名
大竹裕一

平岡貢一

多田和則

平尾昭英

人財統括本部ヘルスケア CHRO 兼ヘル
スケア人事総務本部長

財務統括本部財務マネジメント本部資金
部員(但し、Hitachi International
Treasury Ltd.出向差出)
財務統括本部グループ財務戦略本部財
務戦略部員(但し、Hitachi Europe Ltd.
出向差出)
ヘルスケアビジネスユニット総務本部人事
労政部長

人財統括本部ヘルスケア人事総務本部人
事労政部長

リスクマネジメント本部リスクマネジメント部
担当部長

武田和雄

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業
務改革部長

IT ビジネスサービス本部人事総務部長

高崎総一郎

川畑聡

人財統括本部コーポレート人事総務統括
部長兼コーポレートビジネスパートナリング
部長(IT 部門担当)
人財統括本部営統括･社イ本人事総務本
部営統括総務部長

営業統括本部総務本部人事総務部営業
人事グループ部長代理

大林哲也

人財統括本部研開人事総務本部人事総
務部長

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

三家本芳浩

人財統括本部システム&サービス人事総
務本部人財企画部長

研究開発グループ管理統括センタ人事総
務部長

西部伸二

人財統括本部システム&サービス人事総
務本部グローバルパートナリング部長

近藤寛人

人財統括本部システム&サービス人事総
務本部総務部長

システム&サービスビジネス統括本部人事
総務本部人財企画部員(但し、株式会社
日立ソリューションズ出向差出)
システム&サービスビジネス統括本部人事
総務本部総務部担当部長

人財統括本部システム&サービス人事総
務本部公共人事部長

システム&サービスビジネス統括本部人事
総務本部公共社会人事部担当部長

佐野宏幸

人財統括本部システム&サービス人事総
務本部社会人事部長

システム&サービスビジネス統括本部人事
総務本部公共社会人事部長

中村宏二郎
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西岡佳津子

渡辺新一郎

異動後
人財統括本部システム&サービス人事総
務本部サービスプラットフォーム人事部長
人財統括本部システム&サービス人事総
務本部プロダクツ人事部長
人財統括本部システム&サービス人事総
務本部サービスプラットフォーム･プロダク
ツ勤労部長(但し、株式会社日立社会情報
サービスより出向受入)
グローバル渉外統括本部副統括本部長

異動前
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
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(但し、株式会社日立
社会情報サービスより出向受入)
生活・エコシステム事業統括本部エグゼク
ティブストラテジスト

氏名
平野健太郎

渡部伸也

鈴木圭介

中村晃一郎

グローバル渉外統括本部産業政策本部渉
外第三部長

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一部長

長瀬義一

法務本部ヒューマン･ライフ法務部長兼モ
ビリティ法務部長

法務本部東上野法務部長兼ヘルスケアビ
ジネスユニット総務本部コンプライアンス･
法務部長
リスクマネジメント本部輸出管理部長

幡野高史

リスクマネジメント本部長

後藤仁

リスクマネジメント本部輸出管理部長

日立オートモティブシステムズ株式会社執
行役員 CCO 兼業務管理本部長兼グルー
プ会社室長
法務本部大森法務部担当部長

IT デジタル統括本部副統括本部長

IT ビジネスサービス本部長

浜道勝吾

IT デジタル統括本部 DX 戦略本部長兼
IT デジタル統括本部 DX 戦略本部
Global Management Office 部長
IT デジタル統括本部 DX 戦略本部デジ
タル戦略企画部長

IT 統括本部統括主管

小林健二郎

リスクマネジメント本部リスクマネジメント部
長

IT デジタル統括本部 DX イノベーション
第 1 本部長兼 IT デジタル統括本部 DX
イノベーション第 1 本部 DX アナリティクス
推進部長
IT デジタル統括本部 DX イノベーション
第 1 本部 DX サービス開発部長
IT デジタル統括本部 DX イノベーション
第 1 本部 DXRPA 推進部長
IT デジタル統括本部 DX イノベーション
第 2 本部長兼 IT デジタル統括本部 DX
イノベーション第 2 本部事業イノベーショ
ン推進部長

Smart Transformation Project 強化本
部 Digital Transformation 推進プロジ
ェクト部長
IT ビジネスサービス本部デジタル推進本
部 DX アナリティクス推進部長
IT ビジネスサービス本部デジタル推進本
部 DX サービス開発部 DX サービス開発
グループ統括主任技師
IT ビジネスサービス本部デジタル推進本
部 DX サービス開発部長
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
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月森博基

細谷重明

冨田幸宏

野口純司

吉川秀之

浜田成泰

岩切洋

異動後
IT デジタル統括本部 DX イノベーション
第 2 本部事業デジタル基盤推進部長

異動前
IT ビジネスサービス本部経営情報システ
ム本部フロント情報システム部担当部長

氏名
鈴木康弘

IT デジタル統括本部 DX イノベーション
第 3 本部長

システム&サービスビジネス統括本部ＩＴイ
ノベーション本部長

杉本郁雄

IT デジタル統括本部 DX イノベーション
第 3 本部統合 ERP 開発部長

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 SCM 第 2 部長

IT デジタル統括本部 DX イノベーション
第 3 本部統合 ERP 展開部長

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 SCM 第 2 部担当部長

IT デジタル統括本部グローバルソリュー
ション戦略本部ソリューション第一部長

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長

青木宏之

IT デジタル統括本部グローバルソリュー
ション戦略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

遠藤武実

IT デジタル統括本部グローバルソリュー
ション第 1 本部長兼 IT デジタル統括本
部グローバルソリューション第 1 本部 IT
サービスマネジメント部長
IT デジタル統括本部統括管理本部長兼
グローバルソリューション第 2 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 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事業主管

IT デジタル統括本部統括管理本部 IT 監
査推進室長

IT ビジネスサービス本部 IT 監査推進室
統括主任技師

情報セキュリティリスク統括本部長

サービス&プラットフォームビジネスユニッ
トセキュリティ事業統括本部長

斎藤浩

情報セキュリティリスク統括本部情報セキュ
リティ戦略企画本部長

情報セキュリティリスク統括本部サイバー
セキュリティ技術本部長

村山厚

営業統括本部副統括本部長

中部支社長兼中部支社情報セキュリティ
推進部長

菊野仁史

原子力営業本部原子力第三部長兼原子
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)

原子力ビジネスユニット原子力営業本部
原子力国際営業部長兼原子力ビジネスユ
ニット原子力営業本部員(但し、日立 GE
ニュークリア･エナジー株式会社出向)
電力ビジネスユニット電力エネルギー営業
本部新エネルギー営業第一部長

神谷和宏

電力エネルギー営業本部新エネルギー営
業部長

塩崎達郎

金子精二郎

泉田晃弘

神園幸三

寺澤健

中村裕一

電力エネルギー営業本部長兼営業企画
本部長

電力ビジネスユニット営業企画本部長

木村豊

産業･流通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

若林元
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異動後
産業･流通営業統括本部流通営業本部第
二営業部長

異動前
九州支社 SIB 推進営業部長

氏名
関矢剛

産業･流通営業統括本部営業企画本部営
業企画第三部長

産業･流通ビジネスユニット営業統括本部
営業企画第三部長

池田尚

産業･流通営業統括本部流通営業本部ス
マートロジスティクス営業部長

産業･流通ビジネスユニット営業統括本部
流通営業本部第二営業部第三グループ
部長代理
社会ビジネスユニット公共システム営業統
括本部第二営業本部第三営業部長

石鍋昌浩

産業･流通営業統括本部産業第三営業本
部重工部長

産業･流通ビジネスユニット営業統括本部
産業第四営業本部重工部長

松原隆二

産業･流通営業統括本部産業第三営業本
部総合エネルギー第二営業部長

石川歩

産業･流通営業統括本部産業第四営業本
部長

産業･流通ビジネスユニット営業統括本部
産業第四営業本部総合エネルギー営業
部部長代理
産業･流通ビジネスユニット営業統括本部
産業第一営業本部日立グループ営業第
一部長兼 IT ビジネスサービス本部ソリュ
ーション本部ビジネスプロデュース第一部
長
産業･流通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
産業第一営業本部担当本部長

水･環境営業統括本部営業企画部長兼
水･環境ビジネスユニット企画本部営業企
画部長
水･環境営業統括本部社会システム営業
本部社会イノベーション戦略部長

水ビジネスユニット営業統括本部部長兼
水ビジネスユニット企画本部営業企画部
長
グローバル渉外統括本部産業政策本部渉
外第三部長

水･環境営業統括本部社会システム営業
本部営業第一部長

水ビジネスユニット営業統括本部社会シス
テム営業本部営業推進部長

林利一

ヘルスケア営業統括本部診断システム営
業本部中部･北陸支店長

ヘルスケア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部･北陸支店名
古屋第二営業所長
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

伊藤卓司

産業･流通営業統括本部営業企画本部長

産業･流通営業統括本部産業第四営業本
部日立グループ営業第一部長兼 IT ビジ
ネスサービス本部ソリューション本部ビジネ
スプロデュース第一部長
産業･流通営業統括本部産業第四営業本
部デジタルソリューション営業部長

ヘルスケア営業統括本部営業企画本部長
兼ヘルスケア営業統括本部診断システム
営業本部首都圏営業部長
ヘルスケア営業統括本部情報システム営
業部長兼営業企画本部デジタルソリュー
ション推進センタ長
ヘルスケア営業統括本部診断システム営
業本部画像診断営業部長

熊切宜孝

矢島幹也

野田洋介

内堀崇

谷貢司

岡田知巳

松下孝幸

ヘルスケアビジネスユニット営業統括本部
情報システム営業部長

国分令典

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

正木博
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異動後
ヘルスケア営業統括本部診断システム営
業本部関西支店長

異動前
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副支店長

氏名
加来忠美夫

システム&サービスビジネス営業統括本部
営業企画本部クリエイティブプロポーザル
センタ長兼公共システム営業統括本部公
共ビジネス企画本部カスタマ･リレーション
ズセンタ長

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カスタマ･リ
レーションズセンタ長兼システム&サービ
スビジネス統括本部経営戦略統括本部営
業企画本部クリエイティブプロポーザルセ
ンタ長
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プロモー
ションセンタ長
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ソリュー
ション開発営業部長
システム&サービスビジネス統括本部営業
統括本部サービス営業推進本部デジタル
ビジネス営業部担当部長兼事業創生推進
本部事業開発本部ロジスティクス事業推
進部担当部長
関東支社副支社長

川村健

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

システム&サービスビジネス営業統括本部
プラットフォームソリューション営業統括本
部長
システム&サービスビジネス営業統括本部
プラットフォームソリューション営業統括本
部パートナービジネス第二営業本部長兼
第三営業部長
システム&サービスビジネス営業統括本部
プラットフォームソリューション営業統括本
部パートナービジネス第二営業本部第一
営業部長
システム&サービスビジネス営業統括本部
プラットフォームソリューション営業統括本
部ビジネス企画本部事業企画部長

システム&サービスビジネス営業統括本部
プラットフォームソリューション営業統括本
部ビジネス企画本部パートナービジネス推
進センタ長
システム&サービスビジネス営業統括本部
金融システム営業統括本部事業企画本部
長
システム&サービスビジネス営業統括本部
金融システム営業統括本部金融営業第三
本部長

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
業統括本部ビジネス企画本部事業企画部
長
システム&サービスビジネス統括本部営業
統括本部プラットフォームソリューション営
業統括本部ビジネス企画本部パートナー
ビジネス推進センタ長兼プラットフォームソ
リューション営業統括本部ビジネス企画本
部サービス･ソリューション推進センタ長
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
業統括本部ビジネス企画本部パートナー
ビジネス推進センタ第二グループ部長代
理
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長
中国支社山陰支店長兼鳥取支店長
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長谷川大造

坂内聡

清水俊克

甲斐健郎

立石寛

植松博明

佐々木優喜

内堀弥恵子

影山隆士

山本真司

異動後
システム&サービスビジネス営業統括本部
金融システム営業統括本部金融営業第四
本部長
システム&サービスビジネス営業統括本部
金融システム営業統括本部事業企画本部
ビジネス企画部長
システム&サービスビジネス営業統括本部
金融システム営業統括本部事業企画本部
ソリューション営業推進部長
システム&サービスビジネス営業統括本部
金融システム営業統括本部事業企画本部
グローバルビジネス企画部長
システム&サービスビジネス営業統括本部
金融システム営業統括本部金融営業第二
本部第二部長
システム&サービスビジネス営業統括本部
金融システム営業統括本部金融営業第三
本部第一部長
システム&サービスビジネス営業統括本部
金融システム営業統括本部金融営業第四
本部第一部長
システム&サービスビジネス営業統括本部
公共システム営業統括本部長
システム&サービスビジネス営業統括本部
公共システム営業統括本部第一営業本部
第四営業部長
システム&サービスビジネス営業統括本部
公共システム営業統括本部第二営業本部
郵政営業部長
システム&サービスビジネス営業統括本部
公共システム営業統括本部第二営業本部
第五営業部長
システム&サービスビジネス営業統括本部
公共システム営業統括本部事業主管兼第
三営業本部長
システム&サービスビジネス営業統括本部
公共システム営業統括本部第二営業本部
長兼第三営業部長
システム&サービスビジネス営業統括本部
社会プラットフォーム営業統括本部第二営
業本部長

システム&サービスビジネス営業統括本部
社会プラットフォーム営業統括本部第一営
業本部第四営業部長
システム&サービスビジネス営業統括本部
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

異動前
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

氏名
篠原智

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ビジネス企画部担当
部長
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地銀ビジネス企画部
担当部長
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部長

西喜豊

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二部担当部
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ビジネス企画部担当
部長兼アジア戦略グループ部長代理
九州支社金融情報システム営業部長

齋藤健一郎

石原真一

森真佐也

梶芳光寿

齋藤英晴

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

後藤浩司

社会ビジネスユニット公共システム営業統
括本部第一営業本部第四営業部第 1 グ
ループ部長代理
社会ビジネスユニット公共システム営業統
括本部第二営業本部第五営業部長

三浦洋一郎

社会ビジネスユニット公共システム営業統
括本部第二営業本部第五営業部第 1 グ
ループ部長代理
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長(但し、株式会社
日立システムズへ兼務出向)
産業･流通ビジネスユニット営業統括本部
流通営業本部第二営業部長

野林信生

社会ビジネスユニット社会プラットフォーム
営業統括本部第二営業本部担当本部長
兼社会ビジネスユニット社会プラットフォー
ム営業統括本部第二営業本部第一営業
部長
営業統括本部フロント強化本部第二部長

岡村健生

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 NTT 協創推
進部第一グループ部長代理

山元大輔
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中田昌宏

榊原広嗣

佐々木貴俊

粕田岳人

異動後
システム&サービスビジネス営業統括本部
社会プラットフォーム営業統括本部第二営
業本部第一営業部長
システム&サービスビジネス営業統括本部
社会プラットフォーム営業統括本部第一営
業本部第五営業部長
ディフェンス営業本部第 3 営業部長

異動前
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四営業部
長
社会ビジネスユニット社会プラットフォーム
営業統括本部第二営業本部第四営業部
長
ディフェンスビジネスユニット営業本部第 3
営業部海上グループリーダ部長代理

北海道支社長(但し、株式会社日立サンロ
ッカーズ兼務出向差出)

営業統括本部フロント強化本部員(但し、
株式会社日立サンロッカーズ出向差出)

岡博章

北海道支社エネルギーソリューション営業
部長

渡辺繁

東北支社企画部長兼東北支社放射光･
ILC プロジェクト推進室部長

原子力ビジネスユニット原子力事業統括
本部欧州原子力 EPC 本部ホライズンプロ
ジェクト企画部長兼ホライズンプロジェクト
企画グループグループリーダ主任技師兼
原子力営業本部員
金融ビジネスユニット金融システム営業締
括本部金融営業第二本部第三部第 1 グ
ループ部長代理
東北支社企画部地域戦略グループ部長
代理

関東支社副支社長

関東支社金融システム営業部長

金澤節夫

関東支社金融システム営業部長

関東支社金融システム営業部担当部長

野村香緒里

関東支社茨城支店長

営業統括本部フロント強化本部第二部担
当部長

岩本善之

関東支社新潟支店長

関東支社新潟支店営業第一グループ部
長代理

八百板希望

中部支社長兼中部支社情報セキュリティ
推進部長

中国支社長兼中国支社情報セキュリティ
推進部長

渡辺弘之

中部支社企画部長

中部支社流通･パートナービジネス部長

木村智充

中部支社流通･パートナービジネス部長

中部支社交通システム部第二グループ部
長代理

大久保誠一

中部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三部長

山室道明

中部支社交通システム部長

中部支社交通システム部担当部長兼鉄道
ビジネスユニット高速鉄道システムプロジ
ェクト部長代理

岡本和明

北海道支社情報システム第二営業部長
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氏名
古宮俊彦

新郷貴司

徳島新一

今江進一

尾崎真一郎

異動後
関西支社副支社長

異動前
関西支社支社長代理

氏名
大村勉

関西支社副支社長

関西支社企画部長

福田哲生

関西支社企画部長

関西支社協創イノベーション推進部担当
部長

安田佳子

中国支社長兼中国支社情報セキュリティ
推進部長

電力ビジネスユニット電力エネルギー営業
本部長

丸谷雅彦

中国支社副支社長

中国支社電力部長

田中秀人

中国支社電力部長

中国支社電力部電力情報グループ部長
代理

三戸雅之

中国支社副支社長兼中国支社システム&
サービスビジネス推進部長

中国支社副支社長兼中国支社情報セキュ
リティ推進部担当部長

葛上潔

中国支社山陰支店長

中国支社金融システム営業部長

増田健

四国支社長兼協創イノベーション推進部
長兼情報セキュリティ推進部長

四国支社長兼四国支社情報セキュリティ
推進部長

平野智之

九州支社副支社長

九州支社社会･公共システム営業部長

杉本美穂子

九州支社 SIB 推進営業部長

九州支社 SIB 推進営業部部長代理

岩瀬崇幸

九州支社電力システム営業部長

九州支社電力システム営業部電力システ
ムグループ部長代理

森忠士

九州支社社会･公共システム営業部長

九州支社沖縄支店長兼インフラシステムグ
ループ部長代理

奥野雄児

九州支社金融情報システム営業部長

北海道支社情報システム第二営業部長

福山達夫

九州支社北九州支店長

九州支社社会･公共システム営業部担当
部長

森山亮

九州支社沖縄支店長

九州支社北九州支店長

堀井英樹

営業統括本部フロント強化本部第一部長
兼支社業務支援統括部長

営業統括本部フロント強化本部第一部長

宮崎宰

11

異動後
営業統括本部フロント強化本部第二部長
兼グローバル事業サポートセンタ副センタ
長
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

異動前
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

氏名
佐藤克朗

電力ビジネスユニット国際営業本部長

八木宏幸

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海外拠点支援部長

社会イノベーション事業推進本部事業戦
略推進本部グローバル戦略本部員兼地域
コンプライアンス責任者(但し、Hitachi
Europe Ltd. 出向差出)
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
GBS 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･管理部担当部長

藤岡圭亮

バリューチェーン･インテグレーション統括
本部企画本部長兼企画部長

バリューチェーン･インテグレーション統括
本部企画本部管理部長
バリューチェーン･インテグレーション統括
本部 COE 本部長兼バリューチェーン･イ
ンテグレーション統括本部 COE 本部
GBS 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 COE 本部 DX 部長(但し、日立プロ
キュアメントサービス株式会社兼務出向差
出)
バリューチェーン･インテグレーション統括
本部 COE 本部業務改革部長
バリューチェーン･インテグレーション統括
本部機器調達一部長(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より出
向受入)

バリューチェーン･インテグレーション統括
本部インフラデバイス調達部長(但し、株式
会社日立ビルシステムより出向受入)

バリューチェーン･インテグレーション統括
本部材料集約購買部長(但し、株式会社
日立ビルシステムより出向受入)

バリューチェーン･インテグレーション統括
本部工事材料調達部長

高木辰也

大串克宣

バリューチェーン･インテグレーション統括
本部統括本部長付

中野達哉

バリューチェーン･インテグレーション統括
本部 COE 部担当部長

伊藤直行

バリューチェーン･インテグレーション統括
本部 COE 部担当部長

草木康雄

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
器調達部担当部長(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より出向
受入)
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第三グループ担
当部長(但し、株式会社日立ビルシステム
より出向受入)
バリューチェーン･インテグレーション統括
本部バリューチェーン･インテグレーション
推進本部材料･エネルギー調達部金属グ
ループ担当部長(但し、株式会社日立ビル
システムより出向受入)
バリューチェーン･インテグレーション統括
本部バリューチェーン･インテグレーション
推進本部材料･エネルギー調達部金属グ
ループ担当部長兼産業･水業務統括本部
調達本部集約調達部担当部長

入江政規
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石井博俊

北林正行

須藤光司

異動後
バリューチェーン･インテグレーション統括
本部機器調達二部長

バリューチェーン･インテグレーション統括
本部企画本部人財マネジメント部長

異動前
産業･水業務統括本部調達本部集約調達
部長兼バリューチェーン･インテグレーショ
ン統括本部バリューチェーン･インテグレー
ション推進本部担当部長
ディフェンスビジネスユニット調達部長

氏名
宮田善弘

澤畠伸一

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
長

高井和雄

モノづくり戦略本部生産技術強化推進部
長

鉄道ビジネスユニット水戸生産本部生産
統括部生産技術グループリーダ主任技師
兼グローバル生産戦略グループ主任技師
品質保証本部 QA センタ部長兼情報セキ
ュリティリスク統括本部員

村松善徳

品質保証本部 QA センタ企画管理部長兼
品質監査部長

武隈俊次

知的財産本部知財企画部長

知的財産本部員(但し、日立(中国)有限公
司出向差出)

塚本正志

知的財産本部知財戦略部長兼国際標準
化推進室長

知的財産本部員(但し、Hitachi
America，Ltd．出向差出)

比嘉正人

知的財産本部知財第二部長

知的財産本部知財戦略企画部長

水本大介

知的財産本部知財第一部長

知的財産本部知財第二部長

近藤真司

Senior Vice President & Senior
Fellow, Silicon Valley Research
Center, Research & Development
Division, Hitachi America, Ltd.
研究開発グループ基礎研究センタ長兼日
立京大ラボ長兼日立北大ラボ長

Umeshwar
Dayal
(ウメッシュワー・ダ
ヤル)
山田真治

研究開発グループテクノロジーイノベーシ
ョン統括本部エレクトロニクスイノベーショ
ンセンタ長兼中央研究所副所長
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企画ユニットリーダ主
任技師
戦略企画本部経営企画室部長

西村信治

研究開発グループ社会イノベーション協
創統括本部長

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長兼日
立北大ラボ長
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
研究開発グループテクノロジーイノベーシ
ョン統括本部材料イノベーションセンタ長
研究開発グループ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
ョン統括本部制御イノベーションセンタ制
御プラットフォーム研究部制御 C3 ユニット
リーダ主任研究員
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上村理

岡本和孝

川股幸博

高橋絢也

異動後
研究開発グループ日立研究所企画室長

研究開発グループ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
ンセンタ長
研究開発グループ中央研究所企画室長

研究開発グループテクノロジーイノベーシ
ョン統括本部デジタルテクノロジーイノベ
ーションセンタデータサイエンス研究部長
研究開発グループテクノロジーイノベーシ
ョン統括本部エレクトロニクスイノベーショ
ンセンタエネルギーエレクトロニクス研究部
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
研究開発グループテクノロジーイノベーシ
ョン統括本部システムイノベーションセンタ
長
研究開発グループ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
セキュリティ研究部長
研究開発グループテクノロジーイノベーシ
ョン統括本部生産イノベーションセンタ加
工･検査研究部長
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産
業ソリューション強化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
ョン統括本部生産イノベーションセンタ高
信頼実装研究部長
研究開発グループ基礎研究センタ企画室
長
ビルシステムビジネスユニット CFO 兼財
務本部長(但し、株式会社日立ビルシステ
ムより兼務出向受入)

異動前
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 R3 ユニットリーダ主任
研究員
研究開発グループ中央研究所企画室長

氏名
馬場淳史

野口直昭

嶋本泰洋

社会イノベーション事業推進本部アーバン
&ソサイ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
研究開発グループ技術戦略室戦略統括
センタ主任技師

谷崎正明

研究開発グループテクノロジーイノベーシ
ョン統括本部エレクトロニクスイノベーショ
ンセンタエネルギーエレクトロニクス研究部
エレ E4 ユニットリーダ主任研究員
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ヘル B2 ユニッ
トリーダ主任研究員
戦略企画本部経営企画室部長

龍崎大介

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
セキュリティ研究部員(但し、Hitachi
India Pvt. Ltd. 出向差出
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プ
ロセス研究部員(但し、日立(中国)研究開
発有限公司出向差出)
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検
査･計測研究部長
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員(但し、
Hitachi Europe Ltd. 出向差出)
ビルシステムビジネスユニット財務本部長
兼デジタルトランスフォーメーション推進本
部員(但し、株式会社日立ビルシステムより
兼務出向受入)
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馬場貴成

植松千宗

加藤博光

屋代聡

藤原伸一

田中麻紀

高橋昌義

渡辺康一

原田博之

異動後
ビルシステムビジネスユニット CHRO 兼安
全衛生責任者兼リスクマネジメント責任者
兼総務本部長兼法務・コンプライアンス部
長兼建設工事センター長(但し、株式会社
日立ビルシステムより兼務出向受入)
ビルシステムビジネスユニット CMO 兼営
業統括本部長兼ビジネスサポート本部副
本部長(但し、株式会社日立ビルシステム
より兼務出向受入)
ビルシステムビジネスユニット CSO 兼
CTrO 兼品質保証責任者兼経営戦略統
括本部長(但し、株式会社日立ビルシステ
ム出向)
ビルシステムビジネスユニット CTO 兼主
管技師長兼 FVC 研究開発推進本部長兼
管理部長
ビルシステムビジネスユニット国内支社統
括責任者兼フィールドサービス事業部長
兼ビジネスサポート本部長(但し、株式会
社日立ビルシステムより兼務出向受入)
ビルシステムビジネスユニット中国事業責
任者(日立電梯(中国)有限公司董事長助
理兼 CEO)
ビルシステムビジネスユニットアジア・中東
事業責任者兼 Asia and Middle East
Representative Office GM(但し、株式
会社日立ビルシステムより兼務出向受入)
ビルシステムビジネスユニット経営戦略統
括本部経営戦略本部長(但し、株式会社
日立ビルシステムより兼務出向受入)
ビルシステムビジネスユニット経営戦略統
括本部経営戦略本部経営改革部長(但
し、株式会社日立ビルシステムより兼務出
向受入)
ビルシステムビジネスユニット経営戦略統
括本部経営戦略本部投融資戦略部長(但
し、株式会社日立ビルシステムより兼務出
向受入)
ビルシステムビジネスユニット経営戦略統
括本部経営戦略本部ブランドコミュニケー
ション部長(但し、株式会社日立ビルシステ
ムより兼務出向受入)
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(但し、株式会社日立ビル
システムより兼務出向受入)
ビルシステムビジネスユニット営業統括本
部営業企画本部長(但し、株式会社日立ビ
ルシステムより兼務出向受入)

異動前
ビルシステムビジネスユニット総務本部長
兼法務・コンプライアンス部長兼グローバ
ル安全統括本部長兼建設工事センター副
センター長(但し、株式会社日立ビルシス
テムより兼務出向受入)
ビルシステムビジネスユニット営業統括本
部長兼建設工事センター長(但し、株式会
社日立ビルシステムより兼務出向受入)
ビルシステムビジネスユニット CEO 付(但
し、Siam-Hitachi Elevator Co., Ltd. へ
出向)
ビルシステムビジネスユニット CTO 兼主
管技師長(但し、株式会社日立ビルシステ
ム兼務出向)
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(但し、株式会社日
立ビルシステムより兼務出向受入)
ビルシステムビジネスユニット CEO 付

ビルシステムビジネスユニットグローバル
昇降機事業部長付(但し、株式会社日立ビ
ルシステムより兼務出向受入)
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(但
し、株式会社日立ビルシステム兼務出向)
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スマー
ト･トランスフォーメーション推進部長(但し、
株式会社日立ビルシステムより兼務出向
受入)
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戦略本部ブランド
戦略部長(但し、株式会社日立ビルシステ
ム兼務出向)
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戦略本部経営戦
略部担当部長(但し、株式会社日立ビルシ
ステム兼務出向)
ビルシステムビジネスユニット営業統括本
部首都圏営業本部長(但し、株式会社日
立ビルシステムより兼務出向受入)
ビルシステムビジネスユニット営業統括本
部員(但し、株式会社日立ビルシステムより
兼務出向受入)
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氏名
新井正美

岩本昌治

大石達郎

藤野篤哉

深尾卓志

水本真治
James Lee
(ジェイムス・リー)

三戸基之

宮嶋勝利

岡本純一

野村耕治

井藤研晋

備前秀一

異動後
ビルシステムビジネスユニット営業統括本
部ソリューション営業本部長兼ファシリティ
&サービス営業部長(但し、株式会社日立
ビルシステムより兼務出向受入)
ビルシステムビジネスユニット営業統括本
部ソリューション営業本部システムプロポ
ーザル営業部長(但し、株式会社日立ビル
システムより兼務出向受入)
ビルシステムビジネスユニット営業統括本
部ソリューション営業本部ソリューション営
業部長(但し、株式会社日立ビルシステム
より兼務出向受入)
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兼第一営業
部長(但し、株式会社日立ビルシステムより
兼務出向受入)
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第二営業部長
(但し、株式会社日立ビルシステムより兼務
出向受入)
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リニューアル営
業推進部長(但し、株式会社日立ビルシス
テムより兼務出向受入)
ビルシステムビジネスユニット営業統括本
部アカウント第二営業本部長兼第三営業
部長(但し、株式会社日立ビルシステムより
兼務出向受入)
ビルシステムビジネスユニット昇降機事業
部事業企画本部長兼海外事業企画部長
(但し、株式会社日立ビルシステムより兼務
出向受入)
ビルシステムビジネスユニット昇降機事業
部事業企画本部事業企画部長(但し、株
式会社日立ビルシステムより兼務出向受
入)
ビルシステムビジネスユニット昇降機事業
部国際営業本部長(但し、株式会社日立ビ
ルシステムより兼務出向受入)
ビルシステムビジネスユニット昇降機事業
部国際営業本部営業部長(但し、株式会
社日立ビルシステムより兼務出向受入)
ビルシステムビジネスユニット昇降機事業
部リニューアル事業部長兼施工本部長(但
し、株式会社日立ビルシステムより兼務出
向受入)

異動前
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
(但し、株式会社日立ビルシステム兼務出
向)
ビルシステムビジネスユニット営業統括本
部営業企画本部開発営業部長(但し、株
式会社日立ビルシステムより兼務出向受
入)
ビルシステムビジネスユニット営業統括本
部アカウント第二営業本部第二営業部第
二グループ部長代理グループ取纏担当
(但し、株式会社日立ビルシステムより兼務
出向受入)
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第一営業部長
(但し、株式会社日立ビルシステムより兼務
出向受入)
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第三営業部長
(但し、株式会社日立ビルシステムより兼務
出向受入)
株式会社日立ビルシステム中部支社リニ
ューアル営業部長

ビルシステムビジネスユニット営業統括本
部アカウント第二営業本部第三営業部長
(但し、株式会社日立ビルシステムより兼務
出向受入)
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海外事業企
画部長(但し、株式会社日立ビルシステム
兼務出向)
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経営管理部
長(但し、株式会社日立ビルシステムより兼
務出向受入)
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担当本部長
(但し、株式会社日立ビルシステム兼務出
向)
ビルシステムビジネスユニットグローバル
営業統括本部営業企画本部企画部長(但
し、株式会社日立ビルシステム兼務出向)
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兼リニュー
アル事業部長(但し、株式会社日立ビルシ
ステムより兼務出向受入)
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氏名
簑輪正樹

元山哲男

藤田敦史

工藤茂

横田貴雄

山田壮一

岩田聡

石井健一

常木裕司

高橋裕介

岸宏

寺田寿生

異動後
ビルシステムビジネスユニット昇降機事業
部リニューアル事業部副事業部長(但し、
株式会社日立ビルシステムより兼務出向
受入)

ビルシステムビジネスユニット昇降機事業
部リニューアル事業部リニューアル事業企
画部長(但し、株式会社日立ビルシステム
より兼務出向受入)
ビルシステムビジネスユニット昇降機事業
部施工本部施工企画部長(但し、株式会
社日立ビルシステムより兼務出向受入)
ビルシステムビジネスユニット昇降機事業
部施工本部工事業績管理部長(但し、株
式会社日立ビルシステムより兼務出向受
入)
ビルシステムビジネスユニット昇降機事業
部施工本部施工管理部長(但し、株式会
社日立ビルシステムより兼務出向受入)
ビルシステムビジネスユニット昇降機事業
部施工本部安全品質推進部長(但し、株
式会社日立ビルシステムより兼務出向受
入)
ビルシステムビジネスユニット昇降機事業
部開発生産統括本部モノづくり企画戦略
本部技術管理センター長(但し、株式会社
日立ビルシステムより兼務出向受入)
ビルシステムビジネスユニット昇降機事業
部開発生産統括本部開発本部開発統括
部長兼システム開発部長(但し、株式会社
日立ビルシステムより兼務出向受入)
ビルシステムビジネスユニット昇降機事業
部開発生産統括本部開発本部施工開発
部長(但し、株式会社日立ビルシステムより
兼務出向受入)
ビルシステムビジネスユニット昇降機事業
部開発生産統括本部生産本部エレベータ
ー設計部長(但し、株式会社日立ビルシス
テムより兼務出向受入)
ビルシステムビジネスユニットフィールドサ
ービス事業部テクニカルサポートセンター
長(但し、株式会社日立ビルシステムより兼
務出向受入)
ビルシステムビジネスユニットフィールドサ
ービス事業部昇降機保全技術開発本部
保全技術開発部長(但し、株式会社日立ビ
ルシステムより兼務出向受入)

異動前
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
業企画部長兼 HK100 推進プロジェクト長
兼エスカレーター事業部エスカレーター事
業企画部担当部長(但し、株式会社日立ビ
ルシステムより兼務出向受入)
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(但し、株式会社日立ビルシス
テムより兼務出向受入)
株式会社日立ビルシステム関西支社昇降
機施工本部生産管理部長兼新設･改販生
産管理グループ長
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
担当部長(但し、株式会社日立ビルシステ
ムより兼務出向受入)
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管理部
担当部長(但し、株式会社日立ビルシステ
ムより兼務出向受入)
株式会社日立ビルシステム関西支社昇降
機施工本部施設部長

氏名
高橋達法

林孝志

田中信明

井上幸次

向山芳人

藤田健治

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
部開発本部エスカレーター開発設計部担
当部長(但し、株式会社日立ビルシステム
より兼務出向受入)
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
部開発本部システム開発部長(但し、株式
会社日立ビルシステム兼務出向)
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管理部
担当部長(但し、株式会社日立ビルシステ
ム兼務出向)
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
部開発本部開発統括部長(但し、株式会
社日立ビルシステム兼務出向)
株式会社日立ビルシステム中部支社次長

五十嵐芳治

株式会社日立ビルシステム九州支社福岡
営業所長

松本良史
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深田裕紀

田所俊之

福家毅

浅井英樹

異動後
ビルシステムビジネスユニットソリューション
事業部副事業部長兼ファシリティソリュー
ション部長(但し、株式会社日立ビルシステ
ムより兼務出向受入)
ビルシステムビジネスユニットソリューション
事業部フロントエンジニアリング部長(但
し、株式会社日立ビルシステムより兼務出
向受入)
ビルシステムビジネスユニットソリューション
事業部ビル ICT ソリューション部長(但し、
株式会社日立ビルシステムより兼務出向
受入)
ビルシステムビジネスユニット品質保証本
部昇降機フィールド品質保証部長(但し、
株式会社日立ビルシステムより兼務出向
受入)
ビルシステムビジネスユニット IT 本部情報
第一システム部長(但し、株式会社日立ビ
ルシステムより兼務出向受入)
ビルシステムビジネスユニット IT 本部情報
第二システム部長(但し、株式会社日立ビ
ルシステムより兼務出向受入)
ビルシステムビジネスユニット財務本部業
務部長(但し、株式会社日立ビルシステム
より兼務出向受入)
ビルシステムビジネスユニット安全推進本
部フィールド安全部長(但し、株式会社日
立ビルシステムより兼務出向受入)
ビルシステムビジネスユニットビジネスサポ
ート本部ビジネスサポート第一部長(但し、
株式会社日立ビルシステムより兼務出向
受入)
ビルシステムビジネスユニットビジネスサポ
ート本部ビジネスサポート第二部長(但し、
株式会社日立ビルシステムより兼務出向
受入)
ビルシステムビジネスユニットビジネスサポ
ート本部業務管理部長兼ビジネスサポート
第三部長(但し、株式会社日立ビルシステ
ムより兼務出向受入)
ビルシステムビジネスユニット監査室長(但
し、株式会社日立ビルシステムより兼務出
向受入)
鉄道ビジネスユニット主管技師長

異動前
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兼ロボティ
クス事業推進部長(但し、株式会社日立ビ
ルシステムより兼務出向受入)
株式会社日立ビルシステム東関東支社ソ
リューション部長

氏名
山本武志

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(但し、
株式会社日立ビルシステムより兼務出向
受入)
株式会社日立ビルシステムグローバル品
質保証本部昇降機フィールド品質保証部
フィールド品質保証グループ主任技師グ
ループ取纏担当
ビルシステムビジネスユニット IT 本部情報
システム部担当部長兼デジタルトランスフ
ォーメーション推進本部員(但し、株式会社
日立ビルシステムより兼務出向受入)
ビルシステムビジネスユニット IT 本部情報
システム部担当部長(但し、株式会社日立
ビルシステムより兼務出向受入)
株式会社日立ビルシステム財務本部東関
東財務グループ部長代理兼東関東支社
財務グループ部長代理
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安全品質推
進部長(但し、株式会社日立ビルシステム
より兼務出向受入)
ビルシステムビジネスユニット営業統括本
部担当本部長(但し、株式会社日立ビルシ
ステムより兼務出向受入)

藤本透

田丸隆

高橋尚嗣

飯塚秀司

小野浩隆

寺田行哉

山田裕士

大原武司

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生産企画グ
ループ主任技師

白倉克己

株式会社日立ビルシステムグローバル昇
降機保全事業部事業企画部担当部長

馬渕浩三

ビルシステムビジネスユニット財務本部担
当本部長(但し、株式会社日立ビルシステ
ムより兼務出向受入)
鉄道ビジネスユニットチーフエキスパート

吉田剛
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戸次圭介

異動後
鉄道ビジネスユニット財務本部資金部長

異動前
鉄道ビジネスユニット財務本部経理部部
長代理(但し、ホーチミンプロジェクトオフィ
ス駐在)
鉄道ビジネスユニット財務本部資金部長

氏名
安川公一郎

鉄道ビジネスユニット人事総務本部 HR
Business Partner 部長

鉄道ビジネスユニット人事総務本部担当
部長

渡辺隆章

鉄道ビジネスユニット人事総務本部人事
Center of Expertise 部長

鉄道ビジネスユニット人事総務本部車両
事業人事総務部長

山口仁

鉄道ビジネスユニット品質保証本部車両
電気･信号システム品質保証部長

久保茂広

鉄道ビジネスユニット営業統括本部交通
営業本部長

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生産本部品質
保証部長
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
営業本部交通部第一グループ部長代理

吉岡智彦

鉄道ビジネスユニット財務本部笠戸経理
部長

末田武寛

山際竜司

鉄道ビジネスユニット Deputy
COO(Rolling Stock) and COO(Rolling
Stock)Japan 付兼 COO(Rolling
Stock)Japan Office 室長
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
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
部車両プロジェクト設計部長
鉄道ビジネスユニット車両電気システム設
計本部変電システム設計部長

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

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
部海外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
通システム統括本部車両システム設計本
部海外車両システム設計部担当部長
鉄道ビジネスユニット輸送システム本部電
力変電システム部長

岩崎充雄

鉄道ビジネスユニット COO(Signalling／
Turnkey)Office 室長

鉄道ビジネスユニット COO(Signalling／
Turnkey)Office 担当部長

鉄道ビジネスユニット輸送システム本部長
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生産本部生産
統括部長

鉄道ビジネスユニット車両電気システム設
計本部変電システム設計部長

中村映

モノづくり戦略本部企画部長

小野寺慶夫

鉄道ビジネスユニット水戸生産本部電気
品製造部長

鉄道ビジネスユニット水戸生産本部電気
品製造部担当部長

福田敦志

鉄道ビジネスユニット調達本部調達部長

鉄道ビジネスユニット調達本部水戸調達
部担当部長

大藤高久
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用田敏彦

真岡明洋

米田康生

異動後
ヒューマン･ライフ事業統括本部企画本部
長兼ヘルスケアビジネスユニットチーフエ
グゼクティブ
ヒューマン･ライフ事業統括本部デジタルフ
ロント事業本部長

異動前
ヘルスケアビジネスユニット CSO 兼 CTO

氏名
長我部信行

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事業主管

大隅英貴

ヘルスケアビジネスユニット CEO 兼グロ
ーバル SCM 本部長

ヘルスケアビジネスユニット COO 兼
CTrO 兼オペレーション統括本部長

山本章雄

ヘルスケアビジネスユニット CSO 兼
CTrO 兼経営戦略室長

ヘルスケアビジネスユニット経営戦略室長

竹尾友良

ヘルスケアビジネスユニットチーフエグゼ
クティブ

河野敏彦

財務統括本部財務マネジメント本部資金
部長

田村博史

ヘルスケアビジネスユニット開発統括本部
第二製品開発本部ソフト開発部長

永尾朋洋

渡邉哲夫

ヘルスケアビジネスユニット分析システム
事業部設計本部プロジェクト推進室長

ヘルスケアビジネスユニット開発統括本部
次世代開発プロジェクト副プロジェクトリー
ダ
ヘルスケアビジネスユニット開発統括本部
技術開発本部コンポーネント開発部機構
一グループリーダ主任技師
ヘルスケアビジネスユニット分析システム
事業部設計本部担当部長

ヘルスケアビジネスユニットヘルスケアソリ
ューション事業部事業開発センタ長

ヘルスケアビジネスユニットヘルスケアソリ
ューション事業部第三部長

森下賢

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
ューション事業部第二部担当部長

潮田武

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
ューション事業部ライフサイエンス事業セ
ンタ長
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担当部長
IT ビジネスサービス本部経営情報システ
ム本部長

菅野和弥

ヘルスケアビジネスユニット CTO
ヘルスケアビジネスユニット CFO 兼財務
本部長
ヘルスケアビジネスユニット診断システム
事業部ソリューションビジネス本部診断支
援ソリューション部長
ヘルスケアビジネスユニット開発統括本部
第一製品開発本部次世代開発プロジェク
トプロジェクトリーダ
ヘルスケアビジネスユニット開発統括本部
技術開発本部コンポーネント開発部長

産業･流通ビジネスユニットデジタルソリュ
ーションデザインセンタ長

産業･流通ビジネスユニットロジスティックス
事業推進本部長
インダストリー事業統括本部事業戦略統括
本部研究技術管理部長

産業･流通ビジネスユニット企画本部研究
開発技術部長兼産業･流通ビジネスユニッ
ト企画本部渉外部長
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星野伸

清水照久

田村公孝

神田充啓

角本喜紀

異動後
産業･流通ビジネスユニット企画本部企画
部長

産業･流通ビジネスユニット安全･品証･PM
本部 QA センタ長
産業･流通ビジネスユニット安全･品証･PM
本部ソリューション品質保証部長

産業･流通ビジネスユニットロジスティクス
事業推進本部戦略企画部長兼社会イノベ
ーション事業推進本部事業創生推進本部
ロジスティクス事業創生本部戦略企画部
長兼スマートロジスティクス部長
産業･流通ビジネスユニットロジスティクス
事業推進本部エンジニアリング部長兼社
会イノベーション事業推進本部事業創生
推進本部ロジスティクス事業創生本部エン
ジニアリング部長(但し、株式会社日立イン
ダストリアルプロダクツより出向受入)
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 M&R 事業推
進本部長
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副事業部長
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
長
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
長
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 M&R 事業推進本
部 M&R 事業推進部長
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サービス事業推進
センタ長
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
ロジスティクスイノベーション部長

異動前
産業･流通ビジネスユニット企画本部企画
部部長代理兼インダストリアルプロダクツビ
ジネスユニット経営企画本部経営企画部
部長代理
産業･流通ビジネスユニット安全･品証･PM
本部担当部長兼ソリューション品質保証部
長
サービス&プラットフォームビジネスユニッ
ト 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主管
技師
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

氏名
林富貴

渡部敏夫

依知川正利

遠藤毅

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ロジスティクスシステ
ム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事業開発本部ロジス
ティクス事業推進部担当部長

森綱康二

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副事業部長兼
M&R 事業推進本部長
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
長
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エンタープライ
ズソリューション事業部全国システム本部
関西第二システム部長
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 M&R 事業推進本
部チーフプロジェクトマネージャ
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サービス事業推進
センタ第二グループ主任技師
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
第一システム部担当部長
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企画推進部長

藤澤健

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
第二システム部担当部長
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上田元春

高橋宰

吉村康一郎

佐藤潤一

柴田明男

小島千樹

前林和幸

長尾淳平

異動後
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全国システム本部
関西第二システム部長
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全国システム本部
医薬第一システム部長
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全国システム本部
医薬第二システム部長
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全国システム本部
医薬システムエンジニアリング部長
産業･流通ビジネスユニットソリューション&
サービス事業部副事業部長兼産業製造ソ
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 IT ソリューション部長
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
ション本部ユーティリティソリューション部長
産業･流通ビジネスユニット産業エンジニ
アリング事業管理統括本部長兼バリューチ
ェーン･インテグレーション統括本部バリュ
ーチェーン･インテグレーション推進本部
長
水･環境ビジネスユニット CEO 兼環境事
業部長兼インダストリー事業統括本部副統
括本部長兼日立プラントサービス取締役
社長
水･環境ビジネスユニット安全･品質保証本
部長兼株式会社日立プラントサービス(兼
務出向)
水･環境ビジネスユニット CTO

水･環境ビジネスユニット水事業部技術開
発部長
水･環境ビジネスユニット水事業部社会シ
ステム本部施工管理部長
水･環境ビジネスユニット水事業部社会シ
ステム本部東部システム技術第二部長

異動前
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
ティブシステム第二部担当部長
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
第二システム部長
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医薬システム本部
医薬第二システム部担当部長
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スマート医薬・
医療開発部担当部長
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
長
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
チーフプロジェクトマネージャ
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
ション本部ユーティリティエンジニアリング
部長
バリューチェーン･インテグレーション統括
本部バリューチェーン･インテグレーション
推進本部長兼プロジェクトマネジメント本
部長兼産業･水業務統括本部 CPO 兼産
業･水業務統括本部調達本部長兼産業･
流通ビジネスユニット JAZAN プロジェクト
推進本部副本部長
株式会社日立プラントサービス取締役社
長

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兼株式会社日立プラ
ントサービス(兼務出向)
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

氏名
長谷川潤一

磯部雅史

山口晶

片岡信典

佐竹英夫

井伊公司

豊紳恵智

市原靖久

中津英司

船木昇

大西真人

水ビジネスユニット水事業部技術開発部
主管技師兼水ビジネスユニット企画本部
事業企画部担当部長
水ビジネスユニット水事業部社会システム
本部施工管理部主任技師

吉川慎一

水ビジネスユニット水事業部社会システム
本部東部システム技術第一部グループリ
ーダ主任技師

三宅吉宜
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柴田哲也

異動後
水･環境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三部長(但
し、九州支社在勤)
水･環境ビジネスユニット水事業部水処理
システム本部海外部長

異動前
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二部担当部長
(但し、中部支社在勤)
水ビジネスユニット水事業部水処理システ
ム本部海淡部担当部長

インダストリー事業統括本部事業戦略統括
本部副統括本部長兼経営管理本部長

株式会社日立産機システム専務取締役

インダストリー事業統括本部 CSO 兼事業
戦略統括本部長兼産業･流通ビジネスユ
ニット CEO 付兼 JAZAN プロジェクトサポ
ート本部長
インダストリー事業統括本部 CIO 兼 IT･
業革推進本部長兼 IT ソリューション統括
部長
インダストリー事業統括本部 CPO 兼調達
本部長兼調達本部 COE 統括部長兼産
業･流通ビジネスユニットインダストリアルプ
ロダクツ本部調達部長(但し、株式会社日
立インダストリアルプロダクツ兼務出向)
インダストリー事業統括本部 CFO 兼財務
本部長兼財務部長兼水財務部長

産業･流通ビジネスユニット CSO 兼 CLO
兼ソリューション&サービス事業部副事業
部長兼 Lumada 事業推進室長兼
JAZAN プロジェクトサポート本部長
産業･水業務統括本部 CIO 兼 IT･業革推
進本部長

インダストリー事業統括本部 CTrO 兼スマ
ートトランスフォーメーション推進本部長
インダストリー事業統括本部 CTO 兼
Lumada 事業推進室長兼産業･流通ビジ
ネスユニット CTO 兼 CLO
インダストリー事業統括本部事業戦略統括
本部経営企画部長

インダストリアルプロダクツビジネスユニット
調達本部長兼調達管理部長兼調達企画
統括部長
産業･水業務統括本部 CFO 兼財務本部
長兼財務部長兼大規模プロジェクト財務
部長兼水財務部長
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

氏名
金光治雄

菊地忠昭

稲葉公昭

森田和信

赤羽隆幸

木村俊文

橋本秋芳

小野哲嗣

榎本充博

原子力ビジネスユニット COO 兼原子力事
業統括本部統括本部長兼エネルギー業
務統括本部副統括本部長
原子力ビジネスユニット経営企画本部長
兼 CSO 兼原子力事業統括本部原子力事
業統括センタ長
原子力ビジネスユニット CPMO 兼プロジ
ェクトマネジメントオフィス室長

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
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
原子力ビジネスユニット原子力事業統括
本部統括本部長(但し、日立 GE ニューク
リア･エナジー株式会社より兼務出向受入)
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)
原子力ビジネスユニット海外原子力建設
統括室長

原子力ビジネスユニット欧州原子力事業
開発本部長

原子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長

舛井崇

電力･エネルギー業務統括本部財務部長

佐竹朋宏

原子力ビジネスユニット原子力事業統括
本部原子力事業統括センタ安全統括推進

金井英哲

原子力ビジネスユニット CFO 兼原子力ビ
ジネスユニット財務部長兼エネルギー業務
統括本部財務部長
原子力ビジネスユニット原子力事業統括
本部原子力事業統括センタ現地･安全管
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小財啓賀

久米正

阪田浩志

木下詳一郎

異動後
理統括センタ長兼現地安全推進センタ長
(但し、日立 GE ニュークリア･エナジー株
式会社出向)
原子力ビジネスユニット原子力事業統括
本部インフラ工事本部長(但し、株式会社
日立プラントコンストラクションより兼務出向
受入)
原子力ビジネスユニット原子力事業統括
本部インフラ工事本部営業部長(但し、株
式会社日立プラントコンストラクションより兼
務出向受入)
技監(エネルギーソリューション担当)兼グ
ローバルエネルギープラットフォーム推進
統括本部長
エネルギー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

異動前
センタ長(但し、日立 GE ニュークリア･エ
ナジー株式会社出向)

氏名

株式会社日立プラントコンストラクション

佐藤真人

原子力ビジネスユニット原子力事業統括
本部インフラ工事本部営業部担当部長(但
し、株式会社日立プラントコンストラクション
より兼務出向受入)
技監(エネルギーソリューション事業支援)
兼システム&サービスビジネス統括本部
CTO
三菱日立パワーシステムズ株式会社

林修平

野本正明

森脇文治

エネルギービジネスユニット電力流通事業
部長兼事業経営管理本部長

電力ビジネスユニット電力流通事業部長
兼電力流通技術本部長

山本直幸

エネルギービジネスユニット電力流通事業
部電力流通技術本部長

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、PT．Hitachi
Power Systems Indonesia 出向)
電力ビジネスユニット電力流通事業部事
業経営管理本部事業企画管理部担当部
長
電力ビジネスユニット電力流通事業部事
業経営管理本部グローバル変電技術部担
当部長
電力ビジネスユニット電力流通事業部サ
ービス本部担当部長

八塚裕彦

エネルギービジネスユニット電力流通事業
部事業経営管理本部グローバル企画管理
部長
エネルギービジネスユニット電力流通事業
部電力流通技術本部グローバル変電技術
部長
エネルギービジネスユニット電力流通事業
部サービス本部グローバルサービス部長
エネルギービジネスユニット新エネルギー
ソリューション事業部グローバル推進本部
長
エネルギービジネスユニットエネルギー生
産統括本部製造本部長兼安全統括センタ
長兼電力投資計画室長(但し、日立 GE
ニュークリア･エナジー株式会社出向)
エネルギービジネスユニットエネルギー生
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
エネルギービジネスユニットエネルギー生
産統括本部自然エネルギー発電システム
生産本部太陽光発電システム部長
エネルギービジネスユニットエネルギー生
産統括本部送変電生産本部長兼ビジネス
トランスフォーメーション推進室長

小野寺伸英

樫村俊哉

今野洋志

電力ビジネスユニット新エネルギーソリュ
ーション事業部シニアプロジェクトマネー
ジャ
三菱日立パワーシステムズ株式会社

高田俊幸

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

稲村慎吾

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太
陽光発電システム部設計グループリーダ
主任技師
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

竹ノ下均
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原孝司

野上真治

異動後
エネルギービジネスユニットエネルギー生
産統括本部送変電生産本部担当本部長
兼開閉装置設計部長
エネルギービジネスユニットエネルギー生
産統括本部送変電生産本部送変電製造
部長
エネルギー業務統括本部次世代エネルギ
ー協創事業統括本部エンジニアリング･ビ
ジネス推進本部トレーディングビジネス協
創部長
エネルギー業務統括本部 CFO 兼エネル
ギービジネスユニット CFO 兼財務部長
エネルギー業務統括本部次世代エネルギ
ー協創事業統括本部エンジニアリング･ビ
ジネス推進本部長
エネルギー業務統括本部次世代エネルギ
ー協創事業統括本部戦略企画本部長兼
エネルギービジネスユニット CLO
エネルギー業務統括本部次世代エネルギ
ー協創事業統括本部戦略企画本部新事
業創生部長
エネルギー業務統括本部次世代エネルギ
ー協創事業統括本部戦略企画本部マー
ケティング･戦略部長
エネルギー業務統括本部次世代エネルギ
ー協創事業統括本部エンジニアリング･ビ
ジネス推進本部エンジニアリング部長

異動前
電力ビジネスユニット電力生産統括本部
送変電生産本部担当本部長

氏名
大森荘司

電力ビジネスユニット電力生産統括本部
送変電生産本部送変電製造部担当部長

前田茂

電力ビジネスユニット国際営業本部国際
営業第一部担当部長(但し、株式会社日
立プラントコンストラクションより出向受入)

楠淳二

電力･エネルギー業務統括本部 CFO 兼
原子力ビジネスユニット CFO 兼電力ビジ
ネスユニット CFO 兼財務部長
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担
当本部長兼システムプロポーザル部長
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担当本部長

関川智

江頭盛充

山田竜也

産業･流通ビジネスユニット産営業産業第
四営業本部総合エネルギー営業部長

岩田憲一

福水正隆

エネルギー業務統括本部コミュニケーショ
ン･渉外部長

電力ビジネスユニット電力流通事業部事
業経営管理本部事業企画管理部担当部
長
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
テムプロポーザル部ビジネス推進第 1 グ
ループリーダ主任技師
電力･エネルギー業務統括本部コミュニケ
ーション･渉外部担当部長

金融ビジネスユニット COO

金融第二システム事業部長

植田達郎

金融ビジネスユニット金融第一システム事
業部長

金融ビジネスユニット金融第一システム事
業部事業主管

服部善成

金融ビジネスユニット金融第二システム事
業部長

金融ビジネスユニット金融第二システム事
業部事業主管

小豆島秀典

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担当本部長

福永恭行

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担当本部長

高濱真史

金融ビジネスユニット金融第一システム事
業部事業推進本部金融業務サービスセン
タ長

金融ビジネスユニット金融第一システム事
業部事業推進本部金融業務サービスセン
タ担当部長

熊澤義人
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佐野賢治

柴谷啓策

異動後
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二部長

氏名
坪井久和

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四部長

異動前
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一部担当部
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二部長

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二本部第四部長

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四部長

杉元秀人

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フロント第一部
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一本部第一部長

水上保

社会ビジネスユニット公共システム事業部
公共ビジネス本部長

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企画販売推進
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フロント第一部
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一本部第二部担当部
長
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担当本部長兼
公共システム事業部公共イノベーションビ
ジネス推進本部公共制御システム推進部
長
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長兼社会シ
ステム事業部デジタルソリューション推進
センタ長
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担当本部長

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二本部長

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二本部担当本部長

宮本重弘

社会ビジネスユニット公共システム事業部
社会基盤ソリューション本部長

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二本部長

大迫勝志

社会ビジネスユニット公共システム事業部
公共アプリケーション開発本部長

社会ビジネスユニット公共システム事業部
公共アプリケーション開発本部担当本部
長
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二本部官公システム
第二部第 1 グループ主任技師
サービス&プラットフォームビジネスユニッ
ト 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
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一本部官公システム
第三部担当部長

長谷川智之

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二部長
社会ビジネスユニット公共システム事業部
事業主管

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長

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二本部官公システム
第八部長
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クラ
ウドセンタ長
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一本部官公システム
第三部長
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跡部進

中野和則

掃部武郎

市川博丈

万浪秀祐

小島仁志

長瀬裕和

並木靖

須藤毅

異動後
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全国公共シス
テム統括部長
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
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システ
ム第一部長
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システ
ム第二部長
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システ
ム第三部長
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システ
ム第五部長
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二本部西日本公共シ
ステム第一部長
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二本部西日本公共シ
ステム第三部長
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二本部大阪システム
開発センタ長
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
社会ビジネスユニット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
社会ビジネスユニット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
テム部長
社会ビジネスユニット公共システム事業部
社会基盤ソリューション本部防災安全シス
テム第一部長
社会ビジネスユニット公共システム事業部
社会基盤ソリューション本部防災安全シス
テム第二部長
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学術情報シス
テム第一部長
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学術情報シス
テム第二部長

異動前
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
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
ーション推進部担当部長
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二本部西日本公共シ
ステム第一部長
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システ
ム第二部担当部長
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システ
ム第二部長
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チーフプロジェクト
マネージャ
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二本部西日本公共シ
ステム第一部チーフプロジェクトマネージ
ャ
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二本部西日本公共シ
ステム第三部担当部長
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
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システ
ム第一部長
社会ビジネスユニット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
社会ビジネスユニット公共システム事業部
社会基盤ソリューション本部防災安全シス
テム第一部長
社会ビジネスユニット公共システム事業部
社会基盤ソリューション本部防災安全シス
テム第二部長
社会ビジネスユニット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
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学術情報シス
テム部長
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公共 HPC ソリ
ューションセンタ長
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氏名
原敬次郎

馬場宗之

山崎寛介

山本淳

安達浩

小林政彦

田代真

甲谷和也

長嶺孝二

今和泉善彦

有田泰庸

長滝栄次

佐藤洋行

光宗重之

畑中康一

小野寺進

異動後
社会ビジネスユニット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
社会ビジネスユニット社会システム事業部
長
社会ビジネスユニット社会システム事業部
エネルギーシステム本部長

異動前
社会ビジネスユニット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
社会ビジネスユニット社会システム事業部
事業主管兼 IoT･クラウドサービス事業部
IT モダナイゼーション推進室員
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担当本部長

社会ビジネスユニット社会システム事業部
エネルギーソリューション本部長

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担当本部長

多田昌雄

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長

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担当本部長

坂本敏

社会ビジネスユニット社会システム事業部
企画本部デジタルソリーション推進センタ
長
社会ビジネスユニット社会システム事業部
グローバルデジタル推進センタ長

社会ビジネスユニット社会システム事業部
企画本部企画部担当部長

小西薫

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グローバル
デジタル推進センタ長
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
情報システム第四部担当部長
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第二グループ主任技
師
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
ューション部担当部長
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広域系統シ
ステムセンタ部長

三輪幸司

社会ビジネスユニット社会システム事業部
エネルギーシステム本部エネルギーシス
テム第四部長
社会ビジネスユニット社会システム事業部
エネルギーシステム本部エネルギーシス
テム第五部長
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長
社会ビジネスユニット社会システム事業部
エネルギーソリューション本部広域系統ソ
リューション部長兼サービス&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
統括本部エネルギーソリューション本部広
域系統ソリューション部長
社会ビジネスユニット社会システム事業部
エネルギーソリューション本部デジタルソリ
ューション部長兼サービス&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
括本部エネルギーソリューション本部デジ
タソリューション部長
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
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放送･通信ソリュー
ションセンタ長

氏名
廣瀬健太

北川高維

多賀正光

森分哲

小池隆

野村亘

佐々木淳

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

茂森郁雄

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
ーションセンタ担当部長
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放送･通信ソリュー
ションセンタ担当部長

岡村徳政
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山下彰広

異動後
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四部長
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デジタルソリ
ューション推進部長
株式会社日立システムズ取締役副社長執
行役員兼株式会社日立製作所システム&
サービスビジネス統括本部 CIO 兼 CTO
システム&サービスビジネス統括本部
CQO 兼システム&サービスビジネス統括
本部品質保証統括本部長
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長

異動前
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二部長
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デジタルソリ
ューション推進部担当部長
株式会社日立システムズ取締役副社長執
行役員兼株式会社日立製作所システム&
サービスビジネス統括本部 CIO
システム&サービスビジネス統括本部品質
保証本部長

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グループ IT 企画部長

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員(但し、日立建機株式
会社出向差出)
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 OSS ソリューシ
ョン推進部担当部長
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 OSS ソリューシ
ョン推進部主任技師

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ソフト
ウェア CoE 企画推進部長
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ソフト
ウェア CoEOSS ソリューションセンタ長兼
IoT･クラウドサービス事業部プラットフォー
ムソフトウェア本部 OSS ソリューションセン
タ長
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ソフト
ウェア CoEBlockchain 推進部長
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

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グループ IT 企画部長

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 Blockchain 推
進部長
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主任技師

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協創コミュ
ニケーション推進センタ長
システム&サービスビジネス統括本部品質
保証統括本部社会システム品質保証本部
長
システム&サービスビジネス統括本部品質
保証統括本部金融システム品質保証本部
長
システム&サービスビジネス統括本部品質
保証統括本部 QA 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企画本部広報部
統括主任技師
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
保証統括本部 QA 企画戦略室長兼品質
保証統括本部 QA デジタライゼーション推
進部長

氏名
杉山日出夫

小川健吾

小塚潔

大石晃裕

川上敦

勝部聡

恒川正浩

河合亮

福田圭

諸星勝

中山紀子

安藤正博

システム&サービスビジネス統括本部品質
保証本部担当本部長

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 QA センタ長

根岸学

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

嶋村伸子
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異動後
システム&サービスビジネス統括本部品質
保証統括本部アプリケーション品質保証セ
ンタ長
システム&サービスビジネス統括本部品質
保証統括本部 HRS 推進部長
システム&サービスビジネス統括本部品質
保証統括本部金融システム品質保証本部
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
保証統括本部金融システム品質保証本部
金融第二品質保証部長
システム&サービスビジネス統括本部品質
保証統括本部社会システム品質保証本部
公共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
保証統括本部エンタープライズソリューシ
ョン品質保証部長
システム&サービスビジネス統括本部品質
保証統括本部社会システム品質保証本部
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
保証統括本部サービスプラットフォーム品
質保証本部クラウド&サービス品質保証部
長
システム&サービスビジネス統括本部品質
保証統括本部サービスプラットフォーム品
質保証本部長
システム&サービスビジネス統括本部品質
保証統括本部サービスプラットフォーム品
質保証本部アプリケーションサービス品質
保証部長
システム&サービスビジネス統括本部品質
保証統括本部サービスプラットフォーム品
質保証本部 IT 基盤ソリューション品質保
証部長兼サービスプラットフォーム品質保
証本部サービス&プラットフォーム QA セ
ンタ長
システム&サービスビジネス統括本部品質
保証統括本部サービスプラットフォーム品
質保証本部基盤プロダクツ品質保証部長
システム&サービスビジネス統括本部品質
保証統括本部副統括本部長

システム&サービスビジネス統括本部品質
保証統括本部 IT プロダクツ品質保証本
部長

異動前
システム&サービスビジネス統括本部品質
保証本部品質システムセンタ長

氏名
青木誠

システム&サービスビジネス統括本部品質
保証本部 HRS 推進統括センタ担当部長

前川義之

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

宮下貴博

システム&サービスビジネス統括本部品質
保証本部金融第二品質保証部長

荒井雅一

システム&サービスビジネス統括本部品質
保証本部公共システム品質保証部長

中山仁

システム&サービスビジネス統括本部品質
保証本部エンタープライズソリューション品
質保証部長
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

中野秀一

柴田浩圭

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

佐川茂

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品質保証本部アプ
リケーションサービス品質保証部長
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 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兼 IoT･ク
ラウドサービス事業部品質保証本部サー
ビス&プラットフォーム QA センタ長
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品質保証本部基
盤プロダクツ品質保証部長
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
本部長兼 IT プロダクツ統括本部セキュリ
ティ推進センタ副センタ長
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
本部開発品質保証第 1 部長

水野智之
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田中浩和

前田淳志

増田真三

大橋正己

岡木拓也

異動後
システム&サービスビジネス統括本部品質
保証統括本部 IT プロダクツ品質保証本
部開発品質保証第 1 部長
システム&サービスビジネス統括本部品質
保証統括本部 IT プロダクツ品質保証本
部フィールドサポート品質保証部長
システム&サービスビジネス統括本部品質
保証統括本部 IT プロダクツ品質保証本
部開発品質保証第 2 部長
システム&サービスビジネス統括本部品質
保証統括本部 IT プロダクツ品質保証本
部ハード品質保証部長
システム&サービスビジネス統括本部品質
保証統括本部 IT プロダクツ品質保証本
部プロダクツ QA センタ長
システム&サービスビジネス統括本部品質
保証統括本部制御プラットフォーム品質保
証本部長

システム&サービスビジネス統括本部品質
保証統括本部制御プラットフォーム品質保
証本部システム QA センタ長
システム&サービスビジネス統括本部品質
保証統括本部制御プラットフォーム品質保
証本部品質保証第一部長
システム&サービスビジネス統括本部品質
保証統括本部制御プラットフォーム品質保
証本部品質保証第二部長
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

異動前
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
本部開発品質保証第 1 部担当部長
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
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
本部開発品質保証第 2 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
本部ハード品質保証部長
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
本部プロダクツ QA センタ長
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
本部長兼制御システム事業部員兼システ
ム&サービスビジネス統括本部品質保証
本部員
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
本部システム QA センタ長
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
本部品質保証第二部長
システム&サービスビジネス統括本部財務
本部財務統括部担当部長

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

システム&サービスビジネス統括本部財務
本部財務統括部決算グループ部長代理

山根英男

システム&サービスビジネス統括本部財務
本部産業･流通財務部長

システム&サービスビジネス統括本部財務
本部産業･流通財務部産業経理 1 グルー
プ部長代理

大塚暁裕

システム&サービスビジネス統括本部調達
本部大みか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フト調達セ
ンタ長兼バリューチェーン･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
調達部長兼産業･水業務統括本部調達本
部水調達統括部第二調達部長

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部長兼産業･水業務
統括本部調達本部水調達統括部第二調
達部長

後藤和則
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氏名
村田一浩

大川智明
Tan Liptong(タ
ン・リットン)
吉田健一

前田純浩

梯雅人

古森憲二

廣木達也

島野康彦

中村勝巳

異動後
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
戦略統括本部グローバルマネジメント本部
経営企画部長
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
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
事業企画第一部長
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
事業企画第二部長
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一部長
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本部プロジェクトマ
ネジメント戦略部長
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推進本部金融プロジェク
トマネジメント推進部長
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推進本部公共プロジェク
トマネジメント推進部長
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推進本部社会プロジェク
トマネジメント推進部長
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長兼 HCGSJ
事業推進室長
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事業主管兼第
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三アプリケ
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第二アプリケ

異動前
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
ユニット担当部長
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
営業第二部担当部長
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担当
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エンジニア
リングサポート部長
金融ビジネスユニット金融第一システム事
業部事業推進本部プロジェクトマネジメン
ト推進部長

氏名
首藤卓馬

樋口達雄

市川純理

杉山有哉

小野本陽

林太郎

森田真理

折口卓

社会ビジネスユニット公共システム事業部
公共プロジェクトマネジメント本部公共プロ
ジェクトマネジメント推進部担当部長

関口浩

社会ビジネスユニット社会システム事業部
企画本部 PM 推進センタ長

飯島隆志

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第
三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三アプリケ
ーション本部担当本部長
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
担当部長
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

安部正和
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杉浦勲

吉崎裕史

西脇康人

小縣雅嘉

異動後
ーション本部第二アプリケーション設計部
長

異動前
ーション本部第二アプリケーション設計部
担当部長

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四アプリケ
ーション本部第三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
ーション本部第三アプリケーション設計部
長
ディフェンスビジネスユニット事業主管

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
ーション本部第二アプリケーション設計部
担当部長
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
ーション本部担当部長

斎藤岳

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
ーション本部第三アプリケーション設計部
担当部長
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長

高橋敏浩

ディフェンスビジネスユニット情報システム
本部社会インフラ事業推進部長

ディフェンスビジネスユニット情報システム
本部インテリジェンスシステム設計部長

小松克彦

ディフェンスビジネスユニット情報システム
本部インテリジェンスシステム設計部長

ディフェンスビジネスユニット情報システム
本部インテリジェンスシステム設計部シス
テム開発グループグループリーダ主任技
師
原子力ビジネスユニット原子力事業統括
本部欧州原子力 EPC 本部ホライズンプロ
ジェクト企画部員(但し、Hitachi Nuclear
Energy Europe，Ltd．出向差出)
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事業主管
兼大みか事業所長

野田聡

ディフェンスビジネスユニット調達部長兼
株式会社日立アドバンストシステムズ経営
企画推進本部調達センタ長
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副統括本
部長兼社会ビジネスユニット社会システム
事業部事業主管兼大みか事業所長
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シニアスト
ラテジスト兼グローバルデジタル事業推進
センタ長
サービス&プラットフォームビジネスユニッ
ト制御プラットフォーム統括本部サービス･
制御プラットフォームシステム本部長
サービス&プラットフォームビジネスユニッ
ト制御プラットフォーム統括本部交通制御
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
ト制御プラットフォーム統括本部交通制御
システム本部交通システムエンジニアリン
グセンタ長
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社会･イン
ダストリ制御システム本部長

氏名

今尾雅尚

宇都宮洋

樽谷信一

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
第二本部長

福岡昇平

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制御プラッ
トフォーム開発本部長
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
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
第二本部交通ソリューションセンタ長

入江直彦

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
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岡田光教

長谷川晋

石田貴一

異動後
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エネルギ
ーソリューション本部長
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原子力･発
電制御システム本部長
サービス&プラットフォームビジネスユニッ
ト制御プラットフォーム統括本部 PM 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
ト制御プラットフォーム統括本部サービス･
制御プラットフォームシステム本部サービ
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･
制御プラットフォームシステム本部サポート
サービスセンタ長
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･
制御プラットフォームシステム本部メンテナ
ンス&リペア設計部長
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サービス･
制御プラットフォームシステム本部制御セ
キュリティ設計部長兼サービス&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
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
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･
制御プラットフォームシステム本部システム
技術開発センタ長
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交通制御
システム本部 ATOS センタ長
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エネルギ
ーソリューション本部電力システム設計部
長兼社会ビジネスユニット社会システム事
業部エネルギーソリューション本部電力シ
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エネルギ
ーソリューション本部送変電制御システム
設計部長兼社会ビジネスユニット社会シス
テム事業部エネルギーソリューション本部
送変電制御システム設計部長

異動前
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
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
第二本部チーフプロジェクトマネージャ
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

氏名
千葉大春

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
事業開発本部サポートサービスセンタ担
当部長
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

桐山隆司

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グルー
プリーダ主任技師
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 ATOS センタ長
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
第二本部電力システム設計部長

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
第一本部発電･電力制御システム設計部
チーフプロジェクトマネージャ
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松本一人

菊池智

佐竹修一

西村卓真

石場光朗

大平崇博

畑中秀行

小西裕一

小松親司

異動後
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原子力･発
電制御システム本部発電制御システム設
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生産統括
本部生産管理部長
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生産統括
本部製造部長
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生産統括
本部生産･情報システム部長
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生産統括
本部環境推進センタ長
サービス&プラットフォームビジネスユニッ
トサービスプラットフォーム事業本部副事
業本部長

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長兼セキュリティソリュ
ーション本部長
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アプリ
ケーションクラウドサービス事業部長
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ソフト
ウェア CoE 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セキュリティインキュベ
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デジタ
ルソリューション推進本部長兼 Lumada
イノベーション統括センタ長

異動前
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&プラットフォームビジネスユニッ
ト制御プラットフォーム統括本部生産統括
本部生産管理部生産管理グループ部長
代理
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 IoT システム設計部担当部長
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生産統括
本部生産･情報システム部担当部長
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生産統括
本部製造部長
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長兼システム&サ
ービスビジネス統括本部 OSS セ副センタ
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セキュリティソリューシ
ョン本部長
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副事業部長
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 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プラットフォームソ
フトウェア本部担当本部長
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
トサービスプラットフォーム事業本部デジタ
ルソリューション推進本部担当本部長
Lumada イノベーション統括センタ長兼
Smart Transformation Project 強化本
部 Digital Transformation 推進プロジ
ェクト部長
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氏名
鈴木洋之

赤津裕一

門間隆之

波呂浩一郎

瀬川智広

石井武夫

九野伸

野明俊道

桃木典子

安井隆宏

石原修

山本敬

異動後
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デジタルインテグ
レーション本部長
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エンジニアリングサ
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アプリ
ケーション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アプリ
ケーション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 本部長兼 PaaS 事
業推進センタ長
サービス&プラットフォームビジネスユニッ
トサービスプラットフォーム事業本部アプリ
ケーション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

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アプリ
ケーションクラウドサービス事業部働き方
改革ソリューション本部長
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ソフト
ウェア CoE ソフトウェア生産技術部長

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経営
企画本部経営企画部長
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
企画本部広報･プロモーションセンタ長
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経営
企画本部グローバルアライアンス推進部
長兼 S&PF アライアンス部長

異動前
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通信ネットワーク本
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 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
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
IoT･クラウドサービス事業部 MI 事業推進
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 2 本部ソフトウェアエンジニアリン
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経営
企画本部経営企画部担当部長
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プロモー
ションセンタ担当部長
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グローバルマー
ケットプレース推進部担当部長兼 IT プロ
ダクツ統括本部企画本部事業企画部担当
部長
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氏名
南條健

坂井和隆

指野篤司

高木順一朗

本間久雄

原田宏美

中島恵

和田光弘

坂川浩二郎

篠原康也

荘司知樹

異動後
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ソリューション事
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デジタ
ルソリューション推進本部ビジネスエンジ
ニアリング部長
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デジタ
ルソリューション推進本部デジタルトランス
フォーメーション推進部長
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セキュ
リティ事業統括本部セキュリティインキュベ
ーション推進本部セキュリティ事業推進部
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セキュ
リティ事業統括本部セキュリティインキュベ
ーション推進本部セキュリティインキュベー
ション推進部長
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セキュ
リティ事業統括本部サイバーセキュリティ
技術本部 HIRT センタ長
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サイバーセキュリティ
技術本部プロダクトセキュリティセンタ長
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サイバーセキュリティ
技術本部事業管理部長
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デジタルインテグ
レーション本部デジタルインテグレーション
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デジタルインテグ
レーション本部デジタルインテグレーション
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エンジニアリングサ
ービス第 1 本部インテグレーション&サー
ビス第 1 部長

異動前
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ソリ
ューション事業推進部長
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ビジ
ネスエンジニアリング部長
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

氏名
小林敦

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サイバーセキュリティ
技術本部セキュリティイノベーション推進セ
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セキ
ュリティ企画部担当部長

澤田昭人

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セキュ
リティ事業統括本部サイバーセキュリティ
技術本部 HIRT センタ IRTG 統括主任
技師
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サイバーセキュリティ
技術本部 HIRT センタ長
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マネジメント本部事業
管理部長
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 2 本部アプリケーションソリューシ
ョン部長
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サービス
プラットフォームサポートセンタ長

藤原将志

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 M2M ソリューション部第
3 グループ主任技師
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山田大介

佐藤重匡

夏目学

角田浩一

山本克

田中慎一

北井克佳

田中宏司

異動後
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 本部インテグレーション&サー
ビス第 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エンジニアリングサ
ービス第 1 本部インテグレーション&サー
ビス第 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エンジニアリングサ
ービス第 1 本部インテグレーション&サー
ビス第 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 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 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
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 本部アナリシスサービス部長
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プラットフォームソ
フトウェア本部プラットフォームサービス部
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プラットフォームソ
フトウェア本部 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
長兼テクニカルマイグレーションセンタ長
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フローマネジメント
本部基盤ソフトウェア部長兼 AI 開発セン
タ長

異動前
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 本部クラウドネットワーク部長

氏名
下永浩久

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通信ネットワーク本
部通信ネットワーク第 4 部長

荻原正樹

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

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
部担当部長
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
部第 2 グループリーダ主任技師
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プラットフォームソ
フトウェア本部プラットフォームサービス部
担当部長
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 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
担当部長
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フローマネジメント
本部基盤ソフトウェア部長

齋藤哲武
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岩間江津子

渡邊孝行

石崎知晴

横山隆幸

五百木伸洋

異動後
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クラ
ウド基盤サービス第 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基盤開発本部クラ
ウド基盤サービス第 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エンタープライズ
プロダクツ本部アライアンス開発センタ長
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アプリ
ケーション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
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アプリ
ケーション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
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アプリ
ケーションクラウドサービス事業部運用マ
ネジメント本部チャネルビジネス推進部長
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アプリ
ケーション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アプリ
ケーション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アプリ
ケーション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アプリ
ケーション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 本部サービス事業
開発部長

異動前
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クラ
ウド基盤サービス第 1 部担当部長
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働き方改革ソリュー
ション推進本部グループクラウドサービス
部担当部長
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タープライズ
プロダクツ本部基盤サーバ部主管技師兼
基盤ハードウェア部主管技師
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
部システム管理ソフト設計部長

氏名
廣瀬泰之

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チャ
ネルビジネス推進部長
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 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 部担
当部長
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

広瀬肇

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

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事業推進本部
Lumada 事業推進部長

星野和義
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武田誠司

堀越睦

堀江亨

更田洋吾

杉浦康信

一瀬勝彦

異動後
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アプリ
ケーション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
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アプリ
ケーションクラウドサービス事業部働き方
改革ソリューション本部働き方改革ソリュー
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アプリ
ケーションクラウドサービス事業部働き方
改革ソリューション本部働き方改革エンジ
ニアリングサービス部長
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アプリ
ケーションクラウドサービス事業部働き方
改革ソリューション本部働き方改革デジタ
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アプリ
ケーションクラウドサービス事業部働き方
改革ソリューション本部働き方改革クラウド
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アプリ
ケーションクラウドサービス事業部働き方
改革ソリューション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 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モノづくり共通技
術本部長兼主管技師長
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企画本部長
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ハードウェア開発
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サービ
ス&ソリューション本部長
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ソフト
ウェア CoE 開発コンサルティング部長

異動前
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 2 本部アプリケーション開発部長

氏名
山口達也

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
ション推進本部働き方改革ソリューション
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 IoT･
クラウドサービス事業部働き方改革ソリュー
ション推進本部グループクラウドサービス
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

荒井達郎

井上進一朗

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働き方改革ソリュー
ション推進本部グループクラウドサービス
部担当部長
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 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主管技師長

岡山隆司

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企画本部担当本
部長
サービス&プラットフォームビジネスユニッ
ト IT プロダクツ統括本部ハードウェア開発
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 IT プロダクツ統括本部ハードウェア開発
本部担当本部長兼サービス&ソリューショ
ン本部担当本部長
サービス&プラットフォームビジネスユニッ
ト 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
計部担当部長

藤井啓明
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菅原正則

位守弘充

柴田正文

箕輪信幸

福田裕一

北村正芳

異動後
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 HCI 拡販センタ長
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ビジネ
ス本部ビジネスオペレーション推進部長
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ハードウェア開発
本部プロダクツ第 1 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ハードウェア開発
本部プロダクツ第 2 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ハードウェア開発
本部応用技術設計部長
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クラウド&プロダクツ
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プロダクツサービ
ス&ソリューション本部 HCI ソリューション
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ロダクツサービ
ス&ソリューション本部 SAP クラウドサービ
ス部長
関西日立株式会社社長

異動前
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 HCI 拡販センタ副
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ビジネ
ス本部ビジネスオペレーション推進部担当
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ハードウェア開発
本部プロダクツ第 1 設計部担当部長
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ハードウェア開発
本部バリューエンジニアリングセンタ長
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ハードウェア開発
本部プロダクツ第 1 設計部主管技師
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担当
部長兼ソフトウェア･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
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クラウド&プロダクツ
サービス部担当部長兼 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
本部働き方改革ソリューション部担当部長
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ハードウェア開発
本部プロダクツ第 2 設計部担当部長

氏名
環泰彰

坪田耕二

鶴田進

井手淳也

新田敏裕

内海勝広

加藤雄一朗

小林雅弘

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ビジネ
ス本部ソリューションビジネス推進部長

峯松哲也

関西支社副支社長

橋詰秀彦

以 上
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