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2017年3月17日 

株式会社日立システムズパワーサービス 

 

機構改革および人事異動について 

 

株式会社日立システムズパワーサービス（代表取締役 取締役社長：森田 隆士、本社：東京都江東区）は、

下記の通り機構改革および人事異動を行いますので、お知らせします。 

 

記 

 

1. 機構改革（2017年 4月 1日付） 

（１）主旨 

2017年度予算必達・2018年度中期経営計画達成に向け、以下の重点方針を踏まえた「競争に勝ち 

抜くための体制」を構築する。 

①東電ＨＤ関連会社として、東電ＨＤ・東電Ｇ各社に対する事業貢献およびＩＣＴ支援による 

  一層のＣＳ向上 

②ePower Cloudを軸としたエネルギー業界での事業拡大と協創 

③グローバルビジネスの展開による更なる成長 

④構造改革の断行による強靭な企業体質への変革 
 

（２）概要 

①事業部門の再編 

構造改革の推進/新たな事業領域・サービス拡大、加速を図るため、事業部門の機能分担を見直し 

「ｅＰｏｗｅｒＣｌｏｕｄ事業部」「ＩｏＴ・プラットフォームサービス事業部」「マネージドサービス事業部」の 

３事業部体制へ再編する。 

②「管理統括本部」の再編 

ガバナンスの強化を図るため、「管理統括本部」を「財務本部」「社長室」の２本部体制へ再編する。 

③「福島復興関連事業推進プロジェクト」の機能・名称変更 

福島関連事業（廃炉・復興）の推進強化を図るため、「福島復興関連事業推進プロジェクト」(臨時組織)

を「福島関連推進本部」(定常組織)に名称変更する。 
 

2. 人事異動（2017年 4月 1日付） 
異動後 異動前 氏名 

▽専務執行役員 

(兼)営業・マーケティング統括本部 統括本部長 
株式会社日立システムズ 湯原 政文 

▽常務執行役員 

(兼)ｅＰｏｗｅｒＣｌｏｕｄ事業部 事業部長 

常務執行役員 

(兼)ｅＰｏｗｅｒＣｌｏｕｄ事業部長 

(兼)ＩｏＴ・セキュリティサービス事業推進本部 

 本部長 

新井 一之 
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異動後 異動前 氏名 

▽常務執行役員 

ＣＦＯ 

(兼)財務本部 本部長 

(兼)経営サポート統括本部 統括本部長 

(兼)ＩＣＴインフラ事業構造改革本部 副本部長 

執行役員 

ＣＦＯ 

(兼)管理統括本部 統括本部長 

(兼)経営サポート統括本部 統括本部長 

狩野 高志 

▽常務執行役員 

(兼)マネージドサービス事業部 事業部長 

(兼)同事業部 

福島関連推進本部 本部長 

(兼)経営サポート統括本部 副統括本部長 

執行役員 

(兼)マネージドサービス事業部 事業部長 

(兼)同事業部 

福島復興関連事業推進プロジェクト 本部長 

(兼)経営サポート統括本部 副統括本部長 

長浜 太 

▽常務執行役員 

(兼)ＩｏＴ・プラットフォームサービス事業部 

 事業部長 

執行役員 

(兼)プラットフォーム設計事業部 事業部長 

(兼)ＩｏＴ・セキュリティサービス事業推進本部 

 副本部長 

山邊 和哉 

▽執行役員 

(兼)ＩｏＴ・プラットフォームサービス事業部 

 副事業部長 

(兼)同事業部 

ＩｏＴ・セキュリティサービス推進本部 本部長 

(兼)マネージドサービス事業部 副事業部長 

執行役員 

(兼)ＩｏＴ・セキュリティサービス事業推進本部 

 副本部長 

(兼)同本部 

ＩｏＴ基盤技術推進部 部長 

(兼)プラットフォーム設計事業部 副事業部長 

(兼)マネージドサービス事業部 副事業部長 

青山 健一 

▽執行役員 

(兼)社長室長  
株式会社九州日立システムズ 安藤 正樹 

▽執行役員 

(兼)事業サポート統括本部 統括本部長 

(兼)マネージドサービス事業部 副事業部長 

(兼)同事業部 

システム先進化推進プロジェクト 本部長 

マネージドサービス事業部 副事業部長 

(兼)プラットフォーム設計事業部 副事業部長 
並木 辰男 

▽営業・マーケティング統括本部 副統括本部長 

(兼)同統括本部 

東京電力営業本部 本部長 

営業・マーケティング統括本部 

東京電力営業本部 本部長 

(兼)同本部 

東電グループ営業部 部長 

(兼)ＩｏＴ・セキュリティサービス事業推進本部 

 本部主管 

竹宮 好美 

▽営業・マーケティング統括本部 事業主管 

(兼)同統括本部 

社会営業本部 本部長 

株式会社日立システムズ 神谷 敏郎 
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異動後 異動前 氏名 

▽営業・マーケティング統括本部 事業主管 

営業・マーケティング統括本部 事業主管 

(兼)同統括本部 

営業管理部 部長 

石田 行雄 

▽営業・マーケティング統括本部 

 特別コンサルタント 

常務執行役員 

(兼)営業・マーケティング統括本部 

 副統括本部長 

田子 友延 

▽営業・マーケティング統括本部 

東京電力営業本部 

東京電力営業部 担当部長 

営業・マーケティング統括本部 

東京電力営業本部 担当部長 
岩崎 尚行 

▽営業・マーケティング統括本部 

東京電力営業本部 

東電グループ営業部 部長 

マネージドサービス事業部 

ビジネスアウトソーシング本部 主管技師 

(兼)同本部 

ｅＰｏｗｅｒＣｌｏｕｄデータセンタ運用部 部長 

島田 耕介 

▽営業・マーケティング統括本部 

社会営業本部 本部主管 

(兼)同本部 

社会営業部 部長 

(兼)同統括本部 

営業管理部 部長 

営業・マーケティング統括本部 

社会営業本部 本部長 

(兼)同本部 

社会営業部 部長 

(兼)同本部 

情報営業部 部長 

福本 高士 

▽営業・マーケティング統括本部 

社会営業本部 

社会営業部 担当部長 

営業・マーケティング統括本部 

社会営業本部 

情報営業部 担当部長 

飯田 均 

▽ｅＰｏｗｅｒＣｌｏｕｄ事業部 本部主管 

(兼)同事業部 

東電システム開発本部 本部長 

ｅＰｏｗｅｒＣｌｏｕｄ事業部 

ｅＰｏｗｅｒＣｌｏｕｄ推進本部 本部長 
高橋 仁 

▽ｅＰｏｗｅｒＣｌｏｕｄ事業部 

事業戦略部 部長 

ｅＰｏｗｅｒＣｌｏｕｄ事業部 

ｅＰｏｗｅｒＣｌｏｕｄ推進本部 

ビジネスソリューション推進部 部長 

本多 弘治 

▽ｅＰｏｗｅｒＣｌｏｕｄ事業部 

事業戦略部 担当部長 

ｅＰｏｗｅｒＣｌｏｕｄ事業部 

ｅＰｏｗｅｒＣｌｏｕｄ推進本部 主管技師 
武井 健 
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異動後 異動前 氏名 

▽ｅＰｏｗｅｒＣｌｏｕｄ事業部 

東電システム開発本部 副本部長 

(兼)同事業部東電システム開発本部 

第三システム開発部 部長 

ｅＰｏｗｅｒＣｌｏｕｄ事業部 

東電システム開発本部 副本部長 
高橋 雅司 

▽ｅＰｏｗｅｒＣｌｏｕｄ事業部 

東電システム開発本部 担当部長 

(兼)同本部 

第一システム開発部 部長 

ｅＰｏｗｅｒＣｌｏｕｄ事業部 

東電システム開発本部 

第一システム開発部 部長 

青木 努 

▽ｅＰｏｗｅｒＣｌｏｕｄ事業部 

東電システム開発本部 

第二システム開発部 担当部長 

(兼)ＩＣＴインフラ事業構造改革本部 担当部長 

ｅＰｏｗｅｒＣｌｏｕｄ事業部 

東電システム開発本部 

第二システム開発部 担当部長 

(兼)同事業部 

ｅＰｏｗｅｒＣｌｏｕｄ推進本部 

ビジネスソリューション推進部 担当部長 

(兼)ＩＣＴインフラ事業構造改革本部 担当部長 

中村 泰敏 

▽ｅＰｏｗｅｒＣｌｏｕｄ事業部 

東電システム開発本部 

第三システム開発部 担当部長 

ｅＰｏｗｅｒＣｌｏｕｄ事業部 

東電システム開発本部 

第三システム開発部 部長 

弘田 倫夫 

▽ｅＰｏｗｅｒＣｌｏｕｄ事業部 

社会・公共ソリューション開発本部 担当部長 

(兼)同本部 

第一ソリューション開発部 部長 

ｅＰｏｗｅｒＣｌｏｕｄ事業部 

社会・公共ソリューション開発本部 

社会・公共ソリューション開発部 担当部長 

平谷 京子 

▽ｅＰｏｗｅｒＣｌｏｕｄ事業部 

社会・公共ソリューション開発本部 担当部長 

(兼)同本部 

第二ソリューション開発部 担当部長 

ｅＰｏｗｅｒＣｌｏｕｄ事業部 

社会・公共ソリューション開発本部 

社会・公共ソリューション開発部 主管技師 

千代 康博 

▽ｅＰｏｗｅｒＣｌｏｕｄ事業部 

社会・公共ソリューション開発本部 

第一ソリューション開発部 担当部長 

ｅＰｏｗｅｒＣｌｏｕｄ事業部 

社会・公共ソリューション開発本部 

社会・公共ソリューション開発部 担当部長 

(兼)マネージドサービス事業部 主管技師 

佐藤 文夫 

▽ｅＰｏｗｅｒＣｌｏｕｄ事業部 

社会・公共ソリューション開発本部 

第二ソリューション開発部 部長 

ｅＰｏｗｅｒＣｌｏｕｄ事業部 

社会・公共ソリューション開発本部 

社会・公共ソリューション開発部 部長 

解良 直樹 

▽ｅＰｏｗｅｒＣｌｏｕｄ事業部 

社会・公共ソリューション開発本部 

第二ソリューション開発部 担当部長 

ｅＰｏｗｅｒＣｌｏｕｄ事業部 

社会・公共ソリューション開発本部 

社会・公共ソリューション開発部 担当部長 

藤本 巧 
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異動後 異動前 氏名 

▽ＩｏＴ・プラットフォームサービス事業部 事業主管 

(兼)同事業部 

ＩｏＴ・セキュリティサービス推進本部 

ＰＩ推進部 部長 

(兼)ｅＰｏｗｅｒＣｌｏｕｄ事業部 事業主管 

ｅＰｏｗｅｒＣｌｏｕｄ事業部 

東電システム開発本部 本部長 

(兼)ＩｏＴ・セキュリティサービス事業推進本部 

 本部主管 

安富 毅彦 

▽ＩｏＴ・プラットフォームサービス事業部 

 主管技師長 

(兼)同事業部 

ＩｏＴ・セキュリティサービス推進本部 

セキュリティ・ネットワーク部 部長 

(兼)経営サポート統括本部 

経営戦略本部 副本部長 

ＩｏＴ・セキュリティサービス事業推進本部 

 本部主管 

(兼)同事業推進本部 

セキュリティ推進部 部長 

(兼)経営サポート統括本部 

グローバル戦略本部 副本部長 

北見 英之 

▽ＩｏＴ・プラットフォームサービス事業部 主管技師 プラットフォーム設計事業部 主管技師 関 紳次 

▽ＩｏＴ・プラットフォームサービス事業部 

業務革新推進部 部長 

ＩｏＴ・セキュリティサービス事業推進本部 

企画部 部長 
小此木 純 

▽ＩｏＴ・プラットフォームサービス事業部 

ＩｏＴ・セキュリティサービス推進本部 

ＩｏＴサービス部 部長 

(兼)同本部 

ＩｏＴ基盤技術部 部長 

(兼)同事業部 

テレワーク推進部 部長 

 (兼)ＩＣＴインフラ事業構造改革本部 担当部長 

ＩｏＴ・セキュリティサービス事業推進本部 

ＩｏＴ-ＰｏＣ推進部 部長 

(兼)同事業推進本部 

テレワーク推進部 部長 

(兼)ＩＣＴインフラ事業構造改革本部 担当部長 

大津 琢磨 

▽ＩｏＴ・プラットフォームサービス事業部 

ＩｏＴ・セキュリティサービス推進本部 

セキュリティ・ネットワーク部 担当部長 

プラットフォーム設計事業部 

東電プラットフォーム設計本部 

東電プラットフォーム設計部 主管技師 

国吉 弘之 

▽ＩｏＴ・プラットフォームサービス事業部 

ＩｏＴ・セキュリティサービス推進本部 

セキュリティ・ネットワーク部 担当部長 

ＩｏＴ・セキュリティサービス事業推進本部 

セキュリティ推進部 担当部長 

(兼)プラットフォーム設計事業部 

社会・公共プラットフォーム設計本部 

ＩｏＴソリューション部 部長 

大島 元礼 

▽ＩｏＴ・プラットフォームサービス事業部 

プラットフォームサービス本部 本部長 

プラットフォーム設計事業部 

社会・公共プラットフォーム設計本部 本部長 
桜庭 均 
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異動後 異動前 氏名 

▽ＩｏＴ・プラットフォームサービス事業部 

プラットフォームサービス本部 

プラットフォーム設計部 部長 

プラットフォーム設計事業部 

社会・公共プラットフォーム設計本部 

社会・公共プラットフォーム設計部 部長 

飯島 幸雄 

▽マネージドサービス事業部 センタ長 
マネージドサービス事業部 

東電データセンタ運営本部 本部長 
長野 哲也 

▽マネージドサービス事業部 

システム先進化推進プロジェクト 主管技師長 

マネージドサービス事業部 

東電データセンタ運営本部 主管技師長 
磯部 真一 

▽マネージドサービス事業部 

福島関連推進本部 

福島関連推進部 部長 

マネージドサービス事業部 

福島復興関連事業推進プロジェクト 担当部長 

(兼)同事業部 主管技師 

中嶋 康彦 

▽マネージドサービス事業部 

福島関連推進本部 

福島関連推進部 担当部長 

マネージドサービス事業部 

福島復興関連事業推進プロジェクト 担当部長 
宮崎 賢治 

▽マネージドサービス事業部 

データセンタ運営本部 本部長 

(兼)同事業部 

システム先進化推進プロジェクト 担当部長 

プラットフォーム設計事業部 

東電プラットフォーム設計本部 本部長 

(兼)ＩｏＴ・セキュリティサービス事業推進本部 

 本部主管 

桐原 和弘 

▽マネージドサービス事業部 

データセンタ運営本部 主管技師長 

(兼)同事業部 

システム先進化推進プロジェクト 担当部長 

マネージドサービス事業部 

ビジネスアウトソーシング本部 本部長 
西川 光明 

▽マネージドサービス事業部 

データセンタ運営本部 

データセンタシステムサポート部 部長 

マネージドサービス事業部 

東電データセンタ運営本部 

データセンタシステムサポート部 部長 

宮尾 渡 

▽マネージドサービス事業部 

データセンタ運営本部 

データセンタシステムサポート部 担当部長 

マネージドサービス事業部 

東電データセンタ運営本部 

データセンタシステムサポート部 担当部長 

松井 幸司 
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異動後 異動前 氏名 

▽マネージドサービス事業部 

データセンタ運営本部 

データセンタシステムサポート部 担当部長 

プラットフォーム設計事業部 

東電プラットフォーム設計本部 

東電プラットフォーム設計部 部長 

杉本 康彦 

▽マネージドサービス事業部 

データセンタ運営本部 

ｅＰｏｗｅｒＣｌｏｕｄデータセンタ運用部 部長 

事業サポート統括本部 

技術部 主管技師 

(兼)マネージドサービス事業部 主管技師 

小泉 嘉永 

▽マネージドサービス事業部 

データセンタ運営本部 

データセンタ運営部 部長 

マネージドサービス事業部 

東電データセンタ運営本部 

データセンタ運営部 部長 

坂口 栄二 

▽マネージドサービス事業部 

ビジネスアウトソーシング本部 本部長 

(兼)同事業部 

福島関連推進本部 

福島関連推進部 担当部長 

マネージドサービス事業部 センタ長 渋谷 和弘 

▽マネージドサービス事業部 

ビジネスアウトソーシング本部 主管技師 

マネージドサービス事業部 

ビジネスアウトソーシング本部 

ビジネスアウトソーシング部 主管技師 

浜野 勇一 

▽マネージドサービス事業部 

ビジネスアウトソーシング本部 

サテライトサービス部 部長 

マネージドサービス事業部 

東電データセンタ運営本部 

データセンタ設備運用部 部長 

(兼)ＩｏＴ・セキュリティサービス事業推進本部 

セキュリティ推進部 担当部長 

磯田 一生 

▽マネージドサービス事業部 

ビジネスアウトソーシング本部 

サテライトサービス部 本部長付 

マネージドサービス事業部 

東電データセンタ運営本部 

データセンタ設備運用部 担当部長 

高野 知浩 

▽事業サポート統括本部 特別コンサルタント 

役員常務執行役員 

(兼)事業サポート統括本部長 

(兼)ＩＣＴインフラ事業構造改革本部 副本部長 

坪田 幸司 

▽事業サポート統括本部 

品質保証本部 主管技師 

(兼)営業・マーケティング統括本部 

東京電力営業本部 担当部長 

事業サポート統括本部 

技術戦略部 部長 

(兼)営業・マーケティング統括本部 

東京電力営業本部 担当部長 

石井 克博 
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異動後 異動前 氏名 

▽事業サポート統括本部 

プロジェクトマネジメント本部 本部長 

事業サポート統括本部 

プロジェクトマネジメント部 部長 
石堂 雅幸 

▽経営サポート統括本部 

副統括本部長 

経営サポート統括本部 

副統括本部長 

(兼)同統括本部 

グローバル戦略本部 本部長 

(兼)同本部 

グローバル戦略部 部長 

齋藤 眞人 

▽経営サポート統括本部 

経営戦略本部 本部長 

(兼)ＩＣＴインフラ事業構造改革本部 本部主管 

経営サポート統括本部 

経営戦略本部 本部長 

(兼)同本部 

経営戦略部 部長 

(兼)ＩＣＴインフラ事業構造改革本部 本部主管 

(兼)ＩｏＴ・セキュリティサービス事業推進本部 

 本部主管 

青柳 貴史 

▽経営サポート統括本部 

経営戦略本部 

経営戦略部 部長 

株式会社日立製作所 南 巧太 

▽財務本部 事業主管 株式会社北海道日立システムズ 岩崎 正己 

▽財務本部 

財務部 部長 

管理統括本部 

財務本部 

財務部 

決算グループ 部長代理 

三浦 裕徳 

▽社長室 担当部長 
管理統括本部 

社長室 担当部長 
足立 法裕 

▽社長室 担当部長 株式会社日立システムズ 堤 泰志 
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■報道機関のお問い合わせ先 

株式会社日立システムズパワーサービス 営業・マーケティング統括本部 福田、武井 

〒135-0034 東京都江東区永代二丁目 37 番 28 号 

TEL：03-6757-1130（直通） E-mail ： press-ps@ml.hitachi-systems.com 

以上 

＊記載の会社名、製品名はそれぞれの会社の商標または登録商標です。 

 


