
 

1 

 
〒105-0023 東京都港区芝浦 1-2-3 Tel: 03- 6757-1111 

www.hitachi-systems-ps.co.jp 

2020年3月18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：坂井 章、本社：東京都港区）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（2020年 4月 1日付） 

 ○主旨・概要 

＜営業・マーケティング統括本部＞ 

  ・事業ドメイン別（HD/原子力、送配電、小売/一般、火力/再エネ）のアカウント営業体制とし、 

   本部を「第一営業本部」「第二営業本部」とする 

  ・「福島プロジェクト」の業務を「ビジネスソリューション営業部」に移管し「福島プロジェクト」は 

   下位組織(課相当)とする 

  ・「パワーソリューション営業部」を「グリッドソリューション営業部」と「パワーソリューション営業部」に分割する 

  ・「クラウドソリューション営業部」を「エナジーソリューション営業部」に名称変更する 

  ・「社会営業部」を新体制にあわせ再配置（廃止）する 

＜ソリューション事業部＞ 

 ①「東電システム開発本部」 

  ・新規事業を推進するための組織「第三システム開発部」を新設する 

 ②「ビジネスイノベーション本部」 

  ・「デジタルソリューション部」を「第一ビジネスソリューション部」に名称変更する 

  ・パッケージソリューションを集約するため「パッケージソリューション部」と「福島復興システム部 」を 

   統合し、「第二ビジネスソリューション部 」とする 

＜マネージドサービス事業部＞ 

 ①「プラットフォームサービス本部」 

  ・外販事業を推進するための組織「外販事業戦略部」を新設する 

  ・「プラットフォーム設計部」を「プラットフォーム設計部」と「プラットフォーム技術部」に分割する 

  ・「プラットフォームサービス部」の一部機能（豊洲センター）を「外販事業戦略部」に移管するとともに 

   「プラットフォーム運用部」に名称変更する 

 ②「データセンタ運営本部」 

  ・「データセンタ運営部」の一部機能（システム監視）を「データセンタシステムサポート部」に移管する 

   とともに「データセンタ業務サポート部 」に名称変更する 

 ③「ビジネスサービス本部」 

  ・「ビジネスサービス部」を「データビジネスサービス部 」に名称変更する 
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2. 人事異動（2020年 4月 1日付） 

異動後 異動前 氏名 

▽役員 

 (兼)マネージドサービス事業部 副事業部長 

役員  

(兼)ソリューション事業部 副事業部長 
山邊 和哉 

▽営業・マーケティング統括本部 事業主管 

(兼)同統括本部 

第一営業本部 本部長 

営業・マーケティング統括本部 事業主管 

(兼) 同統括本部 

エネルギーソリューション営業本部 本部長 

松岡 弘明 

▽営業・マーケティング統括本部 

第一営業本部 副本部長 

営業・マーケティング統括本部 

エネルギーソリューション営業本部 副本部長 
斎藤 重雄 

▽営業・マーケティング統括本部 

第一営業本部 

ビジネスソリューション営業部 主管 

営業・マーケティング統括本部 

エネルギーソリューション営業本部 

福島プロジェクト 部長 

岩崎 尚行 

▽営業・マーケティング統括本部 

第一営業本部 

ビジネスソリューション営業部 部長 

営業・マーケティング統括本部 

エネルギーソリューション営業本部 

ビジネスソリューション営業部 部長 

梅田 健太郎 

▽営業・マーケティング統括本部 

第一営業本部 

グリッドソリューション営業部 部長 

営業・マーケティング統括本部 

エネルギーソリューション営業本部 

パワーソリューション営業部 部長代理 

入江 秀樹 

▽営業・マーケティング統括本部 

第二営業本部 本部長 

営業・マーケティング統括本部 

社会ソリューション営業本部 本部長 

(兼) 同本部 

社会営業部 部長 

福本 高士 

▽営業・マーケティング統括本部 

第二営業本部 副本部長 

営業・マーケティング統括本部 

社会ソリューション営業本部 副本部長 
金井 博文 

▽営業・マーケティング統括本部 

第二営業本部 本部主管 

(兼) 同本部 

エナジーソリューション営業部 部長 

営業・マーケティング統括本部 

社会ソリューション営業本部 本部主管 

(兼) 同本部 

クラウドソリューション営業部 部長 

長谷川 博史 

▽営業・マーケティング統括本部 

第二営業本部 

エナジーソリューション営業部 担当部長 

営業・マーケティング統括本部 

社会ソリューション営業本部 

クラウドソリューション営業部 担当部長 

浜野 勇一 

▽営業・マーケティング統括本部 

第二営業本部 

エナジーソリューション営業部 主管 

営業・マーケティング統括本部 

社会ソリューション営業本部 

社会営業部 主管 

權野 雅人 
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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 

第二営業本部 

パワーソリューション営業部 主管 

営業・マーケティング統括本部 

エネルギーソリューション営業本部 

ビジネスソリューション営業部 主管 

千葉 利之 

▽営業・マーケティング統括本部 

第二営業本部 

パワーソリューション営業部 部長 

営業・マーケティング統括本部 

エネルギーソリューション営業本部 

パワーソリューション営業部 部長 

島田 耕介 

▽営業・マーケティング統括本部 

第二営業本部 

パワーソリューション営業部 主管 

営業・マーケティング統括本部 

社会ソリューション営業本部 

クラウドソリューション営業部 主管 

末松 裕 

▽ソリューション事業部 

ソリューション事業戦略部 部長 

(兼)戦略サポート本部 担当部長 

戦略サポート本部 

新事業推進部 部長 
入澤 裕介 

▽ソリューション事業部 

東電システム開発本部 本部長 

ソリューション事業部 

社会ソリューション開発本部 本部長 
平谷 京子 

▽ソリューション事業部 

東電システム開発本部 

第三システム開発部 担当部長 

ソリューション事業部 

東電システム開発本部 主任技師 
鈴木 理恵 

▽ソリューション事業部 

東電システム開発本部 

第三システム開発部 部長 

ソリューション事業部 

東電システム開発本部 

第二システム開発部 担当部長 

宇佐見 能一 

▽ソリューション事業部 

社会ソリューション開発本部 本部長 

ソリューション事業部 

東電システム開発本部 本部長 
青木 努 

▽ソリューション事業部 

社会ソリューション開発本部 副本部長 

ソリューション事業部 

社会ソリューション開発本部 副本部長 

(兼) 同本部 

第二ソリューション開発部 部長 

遠藤 徳夫 

▽ソリューション事業部 

社会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 

ソリューション事業部 

社会ソリューション開発本部 

第二ソリューション開発部 

第一グループ 主任技師 

伊賀 竜彦 

▽ソリューション事業部 

ビジネスイノベーション本部 

第一ビジネスソリューション部 部長 

ソリューション事業部 

ビジネスイノベーション本部 

デジタルソリューション部 部長 

飯島 準 
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異動後 異動前 氏名 

▽ソリューション事業部 

ビジネスイノベーション本部 

第二ビジネスソリューション部 主管技師 

ソリューション事業部 

ビジネスイノベーション本部 

パッケージソリューション部 主管技師 

藤本 巧 

▽ソリューション事業部 

ビジネスイノベーション本部 

第二ビジネスソリューション部 主管技師 

ソリューション事業部 

ビジネスイノベーション本部 

パッケージソリューション部 部長 

千代 康博 

▽ソリューション事業部 

ビジネスイノベーション本部 

第二ビジネスソリューション部 担当部長 

ソリューション事業部 

ビジネスイノベーション本部 

福島復興システム部 担当部長 

金子 雅男 

▽ソリューション事業部 

ビジネスイノベーション本部 

第二ビジネスソリューション部 部長 

ソリューション事業部 

ビジネスイノベーション本部 

福島復興システム部 部長 

稲葉 直樹 

▽マネージドサービス事業部 事業部員 マネージドサービス事業部 事業主管 桐原 和弘 

▽マネージドサービス事業部 事業主管 

(兼)同事業部 

プラットフォームサービス本部 本部長 

マネージドサービス事業部 

プラットフォームサービス本部 本部長 
青柳 貴史 

▽マネージドサービス事業部 

マネージドサービス事業戦略部 部長 

(兼)戦略サポート本部 担当部長 

マネージドサービス事業部 

ビジネスサービス本部 

ビジネスサービス部 部長 

小寺 敦志 

▽マネージドサービス事業部 

プラットフォームサービス本部 

外販事業戦略部 部長 

マネージドサービス事業部 

データセンタ運営本部 

システム先進技術部 部長 

国吉 弘之 

▽マネージドサービス事業部 

プラットフォームサービス本部 

プラットフォーム技術部 担当部長 

マネージドサービス事業部 

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担当部長 

鈴木 健司 

▽マネージドサービス事業部 

プラットフォームサービス本部 

プラットフォーム技術部 部長 

マネージドサービス事業部 

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 担当部長 

三井 貴裕 

▽マネージドサービス事業部 

プラットフォームサービス本部 

プラットフォーム運用部 部長 

マネージドサービス事業部 

プラットフォームサービス本部 

プラットフォームサービス部 部長 

赤尾 信洋 
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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 副本部長 

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 

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 

システム先進技術部 部長 

マネージドサービス事業部 

データセンタ運営本部 

システム先進技術部 担当部長 

小竹 則晃 

▽マネージドサービス事業部 

データセンタ運営本部 

システム先進技術部 担当部長 

マネージドサービス事業部 

データセンタ運営本部 

システム先進技術部 

システムインフラグループ 主任技師 

平間 秀樹 

▽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 

データセンタ運営本部 

データセンタ運営部 部長 

松井 幸司 

▽マネージドサービス事業部 

データセンタ運営本部 

データセンタ業務サポート部 部長 

マネージドサービス事業部 

マネージドサービス事業戦略部 部長 

(兼)戦略サポート本部 担当部長 

関 紳次 

▽マネージドサービス事業部 

ビジネスサービス本部 

データビジネスサービス部 部長 

マネージドサービス事業部 

ビジネスサービス本部 

サテライトサービス部 部長 

磯田 一生 

▽マネージドサービス事業部 

ビジネスサービス本部 

サテライトサービス部 部長 

マネージドサービス事業部 

ビジネスサービス本部 

サテライトサービス部 担当部長 

(兼)営業・マーケティング統括本部 

エネルギーソリューション営業本部 

福島プロジェクト 担当部長 

宮崎 賢治 

▽事業サポート本部 主管技師長 

事業サポート本部 本部主管 

(兼) 同本部 

品質保証部 部長 

平林 浩彦 

▽事業サポート本部 本部主管 

(兼)事業サポート本部 

品質保証部 部長 

株式会社日立製作所 三浦 浩之 

▽戦略サポート本部 本部主管 

(兼) 同本部 

経営戦略部 部長 

ソリューション事業部 本部主管 

(兼) 同事業部 

ソリューション事業戦略部 部長 

(兼)戦略サポート本部 担当部長 

本多 弘治 

▽戦略サポート本部 

新事業推進部 部長 

戦略サポート本部 

経営戦略部 部長 
依田 丞司 
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異動後 異動前 氏名 

▽業務サポート本部 本部主管 

(兼)同本部 

人財戦略部 部長 

業務サポート本部 本部主管 渋谷 和弘 

▽業務サポート本部 

総務部 担当部長 

業務サポート本部 

総務部 

ＣＳＲグループ 部長代理 

南雲 順子 

 

 

■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 業務サポート本部総務部 南雲 

〒105-0023 東京都港区芝浦一丁目 2番 3号 

TEL：03-6757-1111（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。 

 


