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2021年 3月 24日 

株式会社日立パワーソリューションズ 

職制改正ならびに人事異動について 

株式会社日立パワーソリューションズ(取締役社長：安藤 次男)は、以下の通り職制改正ならびに人

事異動を行います。 

１.職制改正(2021年 4月 1日付)

・エネルギーソリューション事業統括本部ならびにサービス&プロダクトソリューション事業統括本部

を廃止し、｢再エネソリューション本部｣｢パワーシステムソリューション本部｣｢サービスソリューション

本部｣｢デジタルエンジニアリング本部｣｢プロダクトソリューション本部｣とする。

・「エネルギーソリューション&サービス事業推進本部」を「ソリューション事業推進本部」に名称変更

する

２.人事異動(2021年 4月 1日付)

氏名 異動後 異動前 

清治 岳彦 

CDO 

（株式会社日立製作所エネルギー業

務統括本部 CIO兼エネルギービジネ

スユニット Chief Lumada Business

Officerを兼務） 

株式会社日立製作所エネルギー業務

統括本部 CIO 兼エネルギービジネス

ユニット Chief Lumada Business

Officer 兼エネルギー業務統括本部

Lumada推進本部長 

小村 昭義 
CTO 兼経営戦略本部主管技師長兼

経営戦略部研究開発センタ長 

経営戦略本部主管技師長兼研究開

発センタ長兼スマトラ推進センタ長 

[略称について] 

CDO : Chief Digital Officer 

CTO : Chief Technology Officer 

構造改革統括本部

氏名 異動後 異動前 

丹 洋之 プロジェクトリスク管理室長 
経営戦略本部プロジェクト統括センタ

長 

石井 賢治 経営戦略本部長 経営戦略本部担当本部長 

葉佐 澄仁 
経営戦略本部経営企画部長兼構造

改革・スマトラ室長 

経営戦略本部戦略企画部長兼エネ

ルギーソリューション&サービス事業

推進本部 VOC推進センタ長 
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氏名 異動後 異動前 

中沢 健二 経営戦略本部経営戦略部長 経営戦略本部戦略企画部担当部長 

 

品質保証本部 

氏名 異動後 異動前 

橋本 信彦 
品質保証本部長兼品質・環境管理セ

ンタ長 
品質保証本部長 

宮永 健一 
品質保証本部担当本部長兼再エネソ

リューション品質保証部長 

エネルギーソリューション事業統括本

部品質保証統括部長 

渡辺 修 
品質保証本部担当本部長兼サービス

ソリューション品質保証部長 

サービス&プロダクトソリューション事

業統括本部品質保証統括部長 

引田 重信 
パワーシステムソリューション品質保

証部長 

サービス&プロダクトソリューション事

業統括本部品質保証統括部パワーシ

ステム品質保証グループリーダ主任

技師 

星 秀和 
デジタルエンジニアリング品質保証部

長 

サービス&プロダクトソリューション事

業統括本部品質保証統括部情報・制

御品質保証グループリーダ主任技師 

斉藤 誠 プロダクトソリューション品質保証部長 品質保証センタ長 

 

ソリューション事業推進本部 

氏名 異動後 異動前 

石川 拓也 プロジェクトマネジメント部長 
エネルギーソリューション&サービス 

事業推進本部担当部長 

信太 孝義 フロントエンジニアリング部長 

エネルギーソリューション&サービス 

事業推進本部産業エネルギーソリュ

ーション部長 

 

再エネソリューション本部 

氏名 異動後 異動前 

小杉 英顕 事業企画部長 
エネルギーソリューション事業統括本

部事業企画センタ長 

酒寄 修 EC風車サービス部長 

エネルギーソリューション事業統括本

部再エネソリューション本部サービス

部長 
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氏名 異動後 異動前 

恒川 誠 PV・ギア風車サービス部長 

サービス&プロダクトソリューション事

業統括本部パワーシステムサービス

本部電力システムサービス部担当部

長兼サービス&プロダクトソリューショ

ン事業統括本部自然エネルギー推進

センタ長 

 

パワーシステムソリューション本部 

氏名 異動後 異動前 

田中 弥 パワーシステムソリューション本部長 

サービス&プロダクトソリューション事

業統括本部パワーシステムサービス

本部長 

藤村 尚 

パワーシステムソリューション本部担

当本部長兼プロジェクトマネジメント室

長 

エネルギーソリューション事業統括本

部再エネソリューション本部担当本部

長 

瀬能 俊彦 事業企画部長 
サービス&プロダクトソリューション事

業統括本部事業企画センタ長 

青木 勝俊 安全・製造統括センタ長 
エネルギーソリューション&サービス事

業推進本部工事・製造統括センタ長 

 

サービスソリューション本部 

氏名 異動後 異動前 

岡部 正伸 
サービスソリューション本部担当本部

長兼プロジェクトマネジメント室長 

サービス&プロダクトソリューション事

業統括本部情報・制御サービスソリュ

ーション本部担当本部長兼プロジェク

トマネジメントオフィス室長 

中言 利一 事業企画部長 

サービス&プロダクトソリューション事

業統括本部事業企画センタ情報・制

御企画グループリーダ主任技師 

伊藤 隆吾 受変電システム部長 

サービス&プロダクトソリューション事

業統括本部パワーシステムサービス

本部受変電システム部担当部長 
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デジタルエンジニアリング本部 

氏名 異動後 異動前 

藤田 聡志 デジタルエンジニアリング本部長 
エネルギーソリューション&サービス事

業推進本部担当本部長 

梶山 知弘 デジタルソリューション部長 

サービス&プロダクトソリューション事

業統括本部情報・制御サービスソリュ

ーション本部デジタルソリューション部

システムエンジニアリンググループリ

ーダ主任技師 

 

プロダクトソリューション本部 

氏名 異動後 異動前 

米内 修二 
プロダクトソリューション本部副本部長

兼プロジェクトマネジメント室長 

サービス&プロダクトソリューション事

業統括本部プロダクトソリューション本

部副本部長 

大部 仁 事業企画部長 

サービス&プロダクトソリューション事

業統括本部事業企画センタプロダクト

企画グループリーダ主任技師 

 

営業統括本部 

氏名 異動後 異動前 

菊地 哲博 
発電エネルギーソリューション営業統

括部分散エネルギー営業部長 

発電エネルギーソリューション営業統

括部地域エネルギー営業部新事業開

発グループリーダ部長代理 

藤井 孝史 
パワーシステムソリューション営業統

括部長 

産業エネルギーソリューション営業統

括部長 

山下 剛 

パワーシステムソリューション営業統

括部エネルギーソリューション営業部

長 

産業エネルギーソリューション営業統

括部産業エネルギーソリューション営

業部長 

西島 郁夫 

パワーシステムソリューション営業統

括部マニュファクチャリング&ファシリ

ティ営業部長 

パワーシステムサービス営業部マニュ

ファクチャリンググループリーダ部長

代理 

塩入 幸信 サービス&デジタル営業統括部長 パワーシステムサービス営業部長 

梶永 英之 
サービス&デジタル営業統括部サー

ビスソリューション営業部長 

フロント営業統括部中国支店長 
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氏名 異動後 異動前 

藤田 弘之 
サービス&デジタル営業統括部デジ

タルエンジニアリング営業部長 

情報・制御サービスソリューション営業

部長 

山田 隆士 
フロント営業統括部副統括部長兼茨

城支店長 

フロント営業統括部北海道支店長 

中村 徹 フロント営業統括部北日本営業部長 フロント営業統括部東北支店長 

北川 勉 フロント営業統括部中日本営業部長 フロント営業統括部関西支店長 

岩橋 透 フロント営業統括部西日本営業部長 フロント営業統括部九州支店長 

 

調達本部 

氏名 異動後 異動前 

押部 浩康 
調達本部担当本部長兼調達統括部

長 

調達本部担当本部長兼調達統括セ

ンタ長 

 

人事総務本部 

氏名 異動後 異動前 

山本 淑人 人財開発部長 人財開発部担当部長 

 

以 上 
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