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2021年 3月 15日 

株式会社日立製作所 

人事異動について 

株式会社日立製作所(執行役社長兼 CEO:東原 敏昭)は、人事異動についてお知らせします。 

人事異動(2021年 4月 1日付) 

グループ・コーポレート 

氏名 異動後 異動前 

馬島 知恵 社会イノベーション事業推進本部長 

営業統括本部本部員(但し、

HITACHI AUSTRALIA PTY 

LTD.出向差出) 

築島 隆尋 
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 

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主管 

寺谷 匡生 
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

業創生推進本部グローバルフラグシ

ッププロジェクト本部長 

吉岡 準人 
財務統括本部財務マネジメント本部

長 

財務統括本部グループ財務戦略本

部事業開発財務部長 

古田 大三 
人財統括本部インダストリーCHRO

兼インダストリー人事総務本部長 

人財統括本部HR トランスフォーメー

ションプロジェクトシニアプロジェクト

マネージャ兼グローバル人財戦略推

進部長兼グローバルトータルリワード

部長

加賀田 美朗 
CPO兼バリュー・インテグレーション

統括本部長 

CPO兼バリューチェーン・インテグレ

ーション統括本部長 

舛井 敦 

システム&サービスビジネス統括本部

CPO兼調達本部長兼バリュー・イン

テグレーション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

CPO兼調達本部長兼バリューチェ

ーン・インテグレーション統括本部副

統括本部長

須崎 宣浩 
グローバル渉外統括本部産業政策

本部長 

グローバル渉外統括本部統括本部

員兼 Hitachi Europe 

GmbH[Belgium Branch 

Representative]  

兼 Hitachi Europe Ltd. [General 

Manager] 
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氏名 異動後 異動前 

荒木 由季子 

グローバル渉外統括本部副統括本

部長[欧州渉外担当]兼Hitachi 

Europe Ltd. [General Manager]

兼 Hitachi Europe GmbH 

[Belgium Branch 

Representative] 

グローバル渉外統括本部サステナビ

リティ推進本部長 

中村 晃一郎 
グローバル渉外統括本部サステナビ

リティ推進本部長 

グローバル渉外統括本部副統括本

部長 

藪田 敬介 監査室長 
財務統括本部財務マネジメント本部

長 

無藤 里志 モノづくり戦略本部長 

日立 Astemo株式会社コーポレート

オフィサー 

シャジー事業部サスペンションビジネ

スユニット長付兼サスペンションジャ

パンリージョナル BU長(日本) 

八木 宏幸 営業統括本部営業企画統括本部長 営業統括本部フロント強化本部長 

川崎 直行 取締役会室監査委員会センタ長 監査室長 

 

研究開発グループ 

氏名 異動後 異動前 

鮫嶋 茂稔 研究開発グループ技術戦略室長 
研究開発グループテクノロジーイノベ

ーション統括本部長 

森田 歩 
研究開発グループテクノロジーイノベ

ーション統括本部長 

研究開発グループテクノロジーイノベ

ーション統括本部副統括本部長 

 

ビルシステムビジネスユニット 

氏名 異動後 異動前 

深尾 卓志 

ビルシステムビジネスユニット COO 

兼日本事業統括本部長(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フィー

ルドサービス事業部長(但し、株式会

社日立ビルシステムより兼務出向受

入) 

荒木 良夫 ビルシステムビジネスユニット CSO 
ビルシステムビジネスユニット CEO

付 

シア・タック・セン・

ビクター 

ビルシステムビジネスユニット CMO

兼 Hitachi Elevator Asia Pte. 

Ltd. [Managing Director] 

Hitachi Elevator Asia Pte. Ltd. 

[Managing Director] 

賈 宇輝 

ビルシステムビジネスユニット China 

Head兼日立電梯(中国)有限公司総

裁 

日立電梯(中国)有限公司総裁 
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氏名 異動後 異動前 

リー・リー・ティア

ム 

ビルシステムビジネスユニット Asia 

Head 

ビルシステムビジネスユニット Asia 

and Middle East Representative 

Office [General Manager] 

井手 浩二 
ビルシステムビジネスユニット SFM 

Head 

ビルシステムビジネスユニット昇降機

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) 

 

ライフ事業統括本部 

氏名 異動後 異動前 

小池 麻子 

ライフ事業統括本部企画本部副本部

長兼ヘルスケア事業成長戦略本部

副本部長 

研究開発グループ技術戦略室長 

 

水・環境ビジネスユニット 

氏名 異動後 異動前 

角銅 興人 
水・環境ビジネスユニット環境事業部

長 

水・環境ビジネスユニット水事業部水

処理システム本部長兼国際ビジネス

推進室長 

 

インダストリー事業統括本部 

氏名 異動後 異動前 

西内 重治 
インダストリー事業統括本部 CSO兼

事業戦略統括本部長 

社会イノベーション事業推進本部事

業創生推進本部長 

 

パワーグリッドビジネスユニット 

氏名 異動後 異動前 

高橋 和彦 パワーグリッドビジネスユニット COO 
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 

山本 直幸 
パワーグリッドビジネスユニット電力流

通事業部長 

エネルギービジネスユニット電力流通

事業部長 

ウルフギャング・ 

ミュラー 

パワーグリッドビジネスユニットエネル

ギーサービス事業統括本部長 

日立 ABBパワーグリッド社[Head of 

Service and Head of Service BU 

Grid Integration] 

 

金融ビジネスユニット 

氏名 異動後 異動前 

小豆島 秀典 金融ビジネスユニット COO 
金融ビジネスユニット金融第二システ

ム事業部長 
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氏名 異動後 異動前 

安部 正和 
金融ビジネスユニット金融第二システ

ム事業部長 

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 

 

社会ビジネスユニット 

氏名 異動後 異動前 

細矢 良智 社会ビジネスユニット COO 
社会ビジネスユニット公共システム事

業部長 

羽山 誉敏 
社会ビジネスユニット公共システム事

業部長 

社会ビジネスユニット CEO付(但し、

Hitachi Solutions(China)Co.,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 

氏名 異動後 異動前 

中野 俊夫 

サービス&プラットフォームビジネスユ

ニット COO兼株式会社日立情報通

信エンジニアリング代表取締役社長 

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長 

伊藤 洋三 

サービス&プラットフォームビジネスユ

ニット Chief Lumada Business 

Officer兼システム&サービスビジネ

ス統括本部 CTO 

社会イノベーション事業推進本部副

本部長 

島田 朗伸 
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統括本

部員(但し、Hitachi Vantara LLC

出向差出) 

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

業部事業主管 

櫻澤 麻美 

サービス&プラットフォームビジネスユ

ニットアプリケーションサービス事業

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 

 

以 上 
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