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２０１６－３－３１ 

株式会社 東芝 

 

２０１６年４月１日主な組織改正および人事異動について 

 

 

主な組織改正 

コーポレート関係 

（１） 研究開発センター傘下にあったライフスタイルソリューション開発センターを

「ソリューション開発センター」に改称し、技術統括部直下へ位置づけを見直

す。 

（２） 「デザインセンター」を営業統括部直下へ位置づけを見直す。 

 

エネルギーシステムソリューション社関係 

（１）コーポレート傘下にあった「次世代エネルギー事業開発プロジェクトチーム」を

エネルギーシステムソリューション社傘下に位置付ける。 

（２）電力システム社、社会インフラシステム社傘下にあった「原子力事業部」「火 

力・水力事業部」「電力流通システム事業部」「ソリューション＆サービス事業

部」「電力・社会システム技術開発センター」「京浜事業所」「浜川崎工場」を

エネルギーシステムソリューション社傘下に位置付ける。 

（２） 電力システム社傘下あった府中電力システム工場を「府中エネルギーシステム

ソリューション工場」に改称し、エネルギーシステムソリューション社傘下に

位置付ける。 

 

インフラシステムソリューション社関係 

（１）社会インフラシステム社傘下にあった鉄道・自動車システム事業部を「鉄道シス

テム事業部」と「産業・自動車システム事業部」に分割し、インフラシステムソ

リューション社傘下に位置付ける。「産業・自動車システム事業部」傘下に「車

載システム統括部」「電池システム統括部」および「産業システム統括部」を新

設する。 

（２）社会インフラシステム社、コミュニティ・ソリューション社傘下にあった「セキ

ュリティ・自動化システム事業部」「電波システム事業部」「水・環境システム

事業部」「ビル・施設ソリューション事業部」「府中事業所」「小向事業所」「三

重工場」をインフラシステムソリューション社傘下に位置付ける。 

（３）コミュニティ・ソリューション社傘下にあったコミュニティ・ソリューション事

業部を「社会システム事業部」に改称し、インフラシステムソリューション社傘

下に位置付ける。 

（４）社会インフラシステム社傘下にあった府中社会インフラシステム工場を「府中イ

ンフラシステムソリューション工場」に改称し、インフラシステムソリューショ

ン社傘下に位置付ける。 

 

ストレージ＆デバイスソリューション社関係 

（１） ディスクリート半導体の生産の終息に関連する手続が完了したことから北九州

工場を廃止する。 

（２） ミックスドシグナルIC事業部傘下の大分工場を岩手東芝エレクトロニクス株式

会社へ統合するため、大分工場を廃止する。 
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事業統括部関係 

ヘルスケア社の廃止に伴い、継続事業を統括することを目的に、社長直下に「ライフ

サイエンス事業統括部」を新設する。 

 

 

主な人事異動 

 
（発令） （現職） （氏名） 

▽法務部輸出管理室長  （輸出管理部参事）  戸塚 紳一 

▽エネルギーシステムソリューシ

ョン財務統括責任者 兼 主計

部エネルギーシステムソリュー

ション経理室長 

 （電力システム財務統括責任者） 

 

 加納 久義 

▽インフラシステムソリューショ

ン財務統括責任者 兼 主計部

インフラシステムソリューショ

ン経理室長 

 （社会インフラシステム財務統括

責任者） 

 谷 尚史 

▽ストレージ＆デバイスソリュー

ション財務統括責任者 兼 主計

部ストレージ＆デバイスソリュ

ーション経理室長 

 （セミコンダクター＆ストレージ

財務統括責任者） 

 花澤 秀樹 

▽主計部インダストリアルＩＣＴ

ソリューション経理室長兼務 

 インダストリアルＩＣＴソリュー

ション財務統括責任者 

 富田 たくみ 

▽主計部ライフスタイル経理室長

兼務 

 ライフスタイル財務統括責任者  伊藤 玲 

▽広報・ＩＲ部長  （コーポレートコミュニケーショ

ン部広報・ＩＲ室長） 

 長谷川 直人 

▽広報・ＩＲ部情報開示推進室長  (内部監査部企画担当グループ長)  石山 一可 

▽主計部本社口経理室長  （財務部グローバル税務管理担当

グループ長） 

 辻本 順 

▽主計部エネルギーシステムソリ

ューション経理室京浜経理室長 

 （電力システム社京浜事業所経理

部長） 

 高野 充史 

▽主計部エネルギーシステムソリ

ューション経理室浜川崎経理室

長 

 （社会インフラシステム社浜川崎

工場経理部長） 

 大谷 淳一郎 

▽主計部インフラシステムソリュ

ーション経理室府中経理室長 

 （社会インフラシステム社府中事

業所経理部長） 

 安藤 総一郎 

▽主計部インフラシステムソリュ

ーション経理室小向経理室長 

 （社会インフラシステム社小向事

業所経理部長） 

 中平 康之 
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▽群東電子股分有限公司社長  （台湾先進半導体股分有限公司）  真野 正弘 

▽主計部ストレージ＆デバイスソ

リューション経理室姫路半導体

経理室長 

 （セミコンダクター＆ストレージ

社姫路半導体工場経理部長） 

 丹羽 淳 

▽主計部ストレージ＆デバイスソ

リューション経理室四日市経理

室長 

 （セミコンダクター＆ストレージ

社四日市工場経理部長） 

 戸村 直大 

▽主計部本社口経理室横浜経理室

長 

 （横浜事業所経理担当グループ長）  渡邉 有紀 

▽人事・総務部産業政策渉外室長  （コーポレートコミュニケーショ

ン部産業政策渉外室長） 

 山口 慶剛 

▽技術統括部品質推進室長  （品質推進部長）  関根 茂 

▽研究開発センター首席技監  （同センター理事）  尾高 敏則 

▽研究開発センター首席技監  （同センター理事）  黒部 篤 

▽研究開発センター知的財産部長  （研究開発統括部知的財産室研究

開発センター知財担当グループ

長） 

 木下 照夫 

▽研究開発センターＬＳＩ基盤技

術ラボラトリー室長 

 （同センター同ラボラトリー研究

主幹） 

 小山 正人 

▽研究開発センタースピンデバイ

スラボラトリー室長 

 （同センターＬＳＩ基盤技術ラボ

ラトリ－室長） 

 村岡 浩一 

▽研究開発センターバックエンド

デバイス技術ラボラトリー室長 

 （同センター特別研究室研究主幹）  杉崎 吉昭 

▽研究開発センタートランスデュ

ーサ技術ラボラトリー室長 

 （同センター表示基盤技術ラボラ

トリー室長） 

 中井 豊 

▽研究開発センター機械・システム

ラボラトリー室長 

 （同センター機械・システムラボラ

トリー研究主幹） 

 廣畑 賢治 

▽技術統括部ソリューション開発

センター長 

 （ヘルスケア社統括技師長）  金澤 博史 

▽生産調達統括部調達室長  （社会インフラシステム社調達統

括責任者） 

 藤巻 宏敏 

▽東芝インド社社長  （東芝ジェイエスダブリュー・パワ

ーシステム社） 

 岡田 朝彦 

▽関東支社西東京支店長兼務  同支社長 兼 同支社総合営業部

長 

 棟方 公輝 

▽関東支社北関東支店長  （コミュニティ・ソリューション社

中部コミュニティ・ソリューショ

ン営業部長） 

 郡 博敏 
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▽関東支社新潟支店長 

 

 

 （コミュニティ・ソリューション社

北陸コミュニティ・ソリューショ

ン営業部長） 

 高倉 寛 

▽関西支社副支社長 兼 同支社

総合営業部長並びに同支社神戸

支店長 

 （コミュニティ・ソリューション事

業部通信システムソリューショ

ン営業部長） 

 坂口 和也 

▽北陸支社長  （電力システム社火力・水力事業部

国内火力営業第一部長） 

 木山 泰 

▽東北支社長 兼 同支社東北復

興推進室長 

 （電力システム社中部・電力部長）  谷内 聡 

▽東北支社企画部長  （営業統括部営業企画担当参事）  大黒 英功 

▽東北支社福島支店長  （社会インフラシステム社電力流

通システム事業部電力流通企画

部業務・企画担当グループ長） 

 狩野 俊太郎 

▽北海道支社長 

 

 （関東支社北関東支店長）  井芹 徳昭 

＜エネルギーシステムソリューション社＞ 

▽首席技監  （電力システム社首席技監）  佐々木 隆 

▽営業統括責任者  （電力システム社営業統括責任者）  井上 正樹 

▽生産統括責任者 兼 調達統括

責任者並びに生産企画部長 

 （電力システム社生産統括責任者）  原田 稔之 

▽経営変革統括責任者  （電力システム社経営変革統括責

任者） 

 石崎 昌之 

▽原子力技師長  （電力システム社原子力技師長）  野田 哲也 

▽軽水炉技師長  （電力システム社軽水炉技師長）  橘川 敬介 

▽火力・水力機器技師長  （電力システム社火力・水力機器技

師長） 

 柴垣 徹 

▽火力・水力プラント技師長  （電力システム社火力・水力プラン

ト技師長） 

 林 正孝 

▽直流・蓄電池ソリューション技師

長  

 （社会インフラシステム社直流・蓄

電池ソリューション技師長） 

 高木 喜久雄 

▽電力・配電システム技師長  （社会インフラシステム社電力・配

電システム技師長） 

 宮脇 文彦 

▽サービス・ソリューション技師長  （社会インフラシステム社サービ

ス・ソリューション技師長） 

 小坂田 昌幸 

▽イノベーション推進室長  （電力システム社イノベーション

推進室長） 

 青木 勝一 
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▽労働安全推進室長  （電力システム社労働安全推進室

長） 

 松本 浩一 

▽企画部長  （電力システム社企画部長）  塚原 浩一 

▽法務部長  （社会インフラシステム社法務部

長） 

 安富 佳代子 

▽総務部長  （電力システム社総務部長）  塩月 浩司 

▽技術管理部長  （電力システム社技術管理部長）  金澤 寧 

▽情報システム部長  （電力システム社情報システム部

長）  

 波平 英夫 

▽調達企画部長  （社会インフラシステム社統合調

達部長） 

 鎌田 治子 

▽磯子エンジニアリングセンター

ＰＷＲシステム設計部長 

 （電力システム社同センター同部

参事） 

 松永 圭司 

▽磯子エンジニアリングセンター

原子力システム設計部長 

 （電力システム社同センター原子

力機械システム設計部機械シス

テム設計第二担当グループ長） 

 関口 晃一 

▽火力・水力事業部マーケティング

＆事業開発部長 

 （電力システム社同事業部火力プ

ロジェクト部参事） 

 鈴木 健介 

▽火力・水力事業部国内火力営業第

一部長 

 （電力システム社同事業部水力営

業部長） 

 吉川 保志 

▽火力・水力事業部水力営業部長  （電力システム社同事業部国内火

力営業第一部国内営業第一担当

グループ長） 

 大池 正一郎 

▽火力・水力事業部再生可能エネル

ギーサービス部長 

 （電力システム社同事業部再生可

能エネルギー営業事業推進部長） 

 中谷 哲也 

▽広州東芝白雲電器設備有限公司

社長 

 （廊坊電科院東芝避雷器有限公司）  長谷 雅彦 

▽電力流通システム事業部電力系

統システム統括部フィールド・建

設技術部長 

 （社会インフラシステム社浜川崎

工場生産技術部生産企画担当グ

ループ長） 

 並木 眞也 

▽電力流通システム事業部電力系

統システム統括部電力変電技術

部長 

 （社会インフラシステム社電力流

通システム事業部インドプロジ

ェクトチームプロジェクトマネ

ージャー） 

 宮本 剛寿 

▽電力流通システム事業部電力系

統システム統括部海外変電技術

部長 

 （社会インフラシステム社電力流

通システム事業部電力系統シス

テム統括部電力システム技術部

長） 

 尾形 和俊 
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▽電力流通システム事業部電力系

統システム統括部電力系統技術

部長 

 （社会インフラシステム社府中社

会インフラシステム工場電力シ

ステム制御部長） 

 南 裕二 

▽中部・電力部長  （電力システム社中部・電力部原子

力担当グループ長） 

 丹羽 真久 

▽電力・社会システム技術開発セン

ター企画・管理室長 

 （電力システム社電力・社会システ

ム技術開発センターシステム制

御・ネットワーク開発部長） 

 澤田 彰 

▽電力・社会システム技術開発セン

ター原子炉・量子応用技術開発部

長 

 （電力システム社電力・社会システ

ム技術開発センタープラントサ

ービス・応用技術開発部長） 

 落合 誠 

▽電力・社会システム技術開発セン

タープラントサービス・応用技術

開発部長 

 （電力システム社電力・社会システ

ム技術開発センタープラントサ

ービス・応用技術開発部電気物理

応用技術開発主幹） 

 戸坂 泰造 

▽電力・社会システム技術開発セン

ター電機電池応用・パワエレシス

テム開発部長 

 （電力システム社電力・社会システ

ム技術開発センター電機電池応

用・パワエレシステム開発部パワ

エレシステム技術主幹） 

 森川 竜一 

▽電力・社会システム技術開発セン

ターシステム制御・ネットワーク

開発部長 

 （電力システム社電力・社会システ

ム技術開発センターシステム制

御・ネットワーク開発部ネットワ

ークシステム技術開発担当グル

ープ長） 

 馬場 賢二 

▽京浜事業所総務部長  （セミコンダクター＆ストレージ

社四日市工場総務部長） 

 三上 卓也 

▽京浜事業所生産企画部長  （電力システム社京浜事業所経営

変革上席エキスパート） 

 渡辺 祐介 

▽京浜事業所資材部長  （調達部戦略調達企画担当参事）  大塚 輝 

▽京浜事業所品質保証部長  （電力システム社京浜事業所品質

保証部品質管理第一担当グルー

プ長） 

 佐藤 勝 

▽京浜事業所フィールドサービス

部長 

 （電力システム社京浜事業所原動

機部参事） 

 高木 健太郎 

▽京浜事業所原子炉機器部長  （電力システム社京浜事業所原子

炉機器部原子炉機器設計担当グ

ループ長） 

 奥田 健 

▽京浜事業所発電機部長  （電力システム社京浜事業所発電

機部参事） 

 久保 徹 
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▽浜川崎工場資材部長  （統合調達部浜川崎調達部長）  西本 雅弘 

▽府中エネルギーシステムソリュ

ーション工場技術品質管理部長 

 （電力システム社生産企画部長）  伊倉 勉 

▽府中エネルギーシステムソリュ

ーション工場電力システム制御

部長 

 （社会インフラシステム社府中社

会インフラシステム工場電力シ

ステム制御部参事） 

 

 鏡 敏朗 

＜インフラシステムソリューション社＞ 

▽経営変革統括責任者  （社会インフラシステム社経営変

革統括責任者） 

 小林 一三 

▽営業統括責任者 兼 ロジ＆交

通ソリューション事業推進室長 

 （コミュニティ・ソリューション社

事業開発センター長） 

 高辻 哲二 

▽生産統括責任者  （コミュニティ・ソリューション社

生産統括責任者） 

 増山 宏 

▽統括技師長  （社会インフラシステム社統括技

師長） 

 石井 秀明 

▽首席技監  （社会インフラシステム社首席技

監） 

 石橋 尚之 

▽放送・通信技師長  （コミュニティ・ソリューション社

放送・通信技師長） 

 大谷 満 

▽ビルファシリティ技師長  （コミュニティ・ソリューション社

ビルファシリティ技師長） 

 矢代 幸一 

▽調達統括責任者  （コミュニティ・ソリューション社

調達統括責任者） 

 大塚 昭彦 

▽二次電池・車載システム技師長  （社会インフラシステム社二次電

池・車載システム技師長） 

 高橋 不二男 

▽コミュニティ・ソリューション技

師長 

 （コミュニティ・ソリューション社

コミュニティ・ソリューション技

師長） 

 広岡 浩一 

▽ＩｏＴ技師長  （コミュニティ・ソリューション社

統括技師長） 

 近藤 浩一 

▽パワーエレクトロニクス技師長  

兼 産業システム統括部パワー

エレクトロニクスセンター長 

 （社会インフラシステム社パワー

エレクトロニクス技師長） 

 西尾 敦彦 

▽セキュリティ・自動化システム技

師長 

 （社会インフラシステム社セキュ

リティ・自動化システム技師長） 

 山本 健彦 

▽水・環境システム技師長  （コミュニティ・ソリューション社

水・環境システム技師長） 

 殿塚 芳和 

▽電波システム技師長  （内部監査部監査第三担当参事）  矢作 和美 
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▽エネルギーソリューション技師

長 

 （コミュニティ・ソリューション社

コミュニティ・ソリューション事

業部エネルギーソリューション

技術部長） 

 後藤 秀範 

▽鉄道システム技師長  （電力システム社電力・社会システ

ム技術開発センター電機電池応

用・パワエレシステム開発部長） 

 中沢 洋介 

▽安全・衛生管理センター長  （コミュニティ・ソリューション社

安全・衛生管理センター長） 

 深澤 一雄 

▽イノベーション推進室長  （コミュニティ・ソリューション社

イノベーション推進室長） 

 氏家 康晴 

▽企画部長  （コミュニティ・ソリューション社

企画部長） 

 福山 寛 

▽技術企画部長  （コミュニティ・ソリューション社

技術企画部長） 

 中川 和明 

▽情報システム部長  （コミュニティ・ソリューション社

情報システム部長） 

 絹谷 浩晃 

▽法務部長 兼 コンプライアン

ス推進部長 

 （コミュニティ・ソリューション社

法務部長） 

 野田 繁直 

▽総務部長   （社会インフラシステム社総務部

長） 

 松澤 壮一 

▽生産企画部長  （社会インフラシステム社生産企

画部長） 

 小藤 陽久 

▽調達部長  （コミュニティ・ソリューション社

統合調達部長） 

 秋山 裕之 

▽事業開発センター長  （コミュニティ・ソリューション社

事業開発センター海外開発営業

部長） 

 新井 貴晶 

▽事業開発センター海外開発営業

部長 

 （コミュニティ・ソリューション社

事業開発センター海外開発営業

部参事） 

 川崎 太 

▽事業開発センター総合エンジニ

アリング部長 

 （コミュニティ・ソリューション社

事業開発センター総合エンジニ

アリング部参事） 

 金子 清貴 

▽鉄道システム事業部長 

 

 （社会インフラシステム社鉄道・自

動車システム事業部鉄道システ

ム統括部長） 

 阿部 公彦 

▽鉄道システム事業部鉄道システ

ム戦略部長 

 （社会インフラシステム社鉄道・自

動車システム事業部鉄道システ

ム統括部鉄道システム戦略部長） 

 築紫 未来 
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▽鉄道システム事業部鉄道システ

ム業務推進部長 兼 同事業部

鉄道品質管理部長 

 （社会インフラシステム社鉄道・自

動車システム事業部鉄道システ

ム統括部鉄道システム業務推進

部長） 

 瀬戸 徹 

▽鉄道システム事業部鉄道システ

ム技術管理部長 

 （社会インフラシステム社鉄道・自

動車システム事業部鉄道システ

ム統括部鉄道システム技術管理

部長） 

 山本 肇 

▽鉄道システム事業部ＭＬ推進部

長 

 （社会インフラシステム社鉄道・自

動車システム事業部鉄道システ

ム統括部ＭＬ推進部参事） 

 和田 賢一 

▽鉄道システム事業部鉄道営業第

一部長  

 （社会インフラシステム社鉄道・自

動車システム事業部鉄道システ

ム統括部鉄道営業第一部長） 

 大内 卓 

▽鉄道システム事業部鉄道営業第

二部長 

 （社会インフラシステム社鉄道・自

動車システム事業部鉄道システ

ム統括部関西鉄道システム営業

部長） 

 高見 泰範 

▽鉄道システム事業部鉄道営業第

三部長 

 （社会インフラシステム社電力流

通システム事業部配電システム

統括部鉄道・産業システム営業部

長） 

 高井 光寿 

▽鉄道システム事業部交通海外営

業部長 

 （社会インフラシステム社鉄道・自

動車システム事業部鉄道システ

ム統括部交通海外営業部長） 

 内田 朋彦 

▽鉄道システム事業部車両システ

ム技術部長 

 （社会インフラシステム社鉄道・自

動車システム事業部鉄道システ

ム統括部車両システム技術部長） 

 白石 茂智 

▽鉄道システム事業部交通ソリュ

ーション部長 

 （社会インフラシステム社鉄道・自

動車システム事業部鉄道システ

ム統括部交通ソリューション部

長） 

 鶴田 慎一郎 

▽鉄道システム事業部鉄道電力シ

ステム技術部長 

 （社会インフラシステム社電力流

通システム事業部配電システム

統括部鉄道電力システム技術部

長） 

 増山 隆雄 

▽鉄道システム事業部関西鉄道シ

ステム営業部長  

 （社会インフラシステム社鉄道・自

動車システム事業部鉄道システ

ム統括部鉄道営業第二部長） 

 南 真哉 
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▽鉄道システム事業部中部鉄道シ

ステム営業部長 

 （社会インフラシステム社鉄道・自

動車システム事業部鉄道システ

ム統括部中部鉄道システム営業

部長） 

 亀井 大和 

▽鉄道システム事業部九州鉄道シ

ステム営業部長 

 （社会インフラシステム社鉄道・自

動車システム事業部鉄道システ

ム統括部九州鉄道システム営業

部長） 

 浜形 政志 

▽産業・自動車システム事業部長  （社会インフラシステム社鉄道・自

動車システム事業部長） 

 青木 勲 

▽産業・自動車システム事業部車載

システム統括部長 兼 同事業

部同統括部ｅドライブシステム

技術部長 

 （社会インフラシステム社自動車

システム統括部ｅドライブシス

テム技術部長） 

 伊藤 渉 

▽産業・自動車システム事業部電池

システム統括部長 

 （社会インフラシステム社副社長）  江草 俊 

▽産業・自動車システム事業部電池

システム統括部電池企画部長  

 （社会インフラシステム社企画部

長） 

 多田 信之 

▽産業・自動車システム事業部電池

システム統括部電池営業推進部

長 

 （社会インフラシステム社鉄道・自

動車システム事業部企画部参事） 

 小林 恭博 

▽産業・自動車システム事業部電池

システム統括部電池技術部長 

兼 同事業部産業システム統括

部蓄電池システム技術部長 

 （社会インフラシステム社産業シ

ステム・機器統括部蓄電池技術部

長） 

 黒葛野 直樹 

▽産業・自動車システム事業部産業

システム統括部産業システム事

業開発部長 

 （東芝ＩＴコントロールシステム

株式会社） 

 任田 聖司 

▽セキュリティ・自動化システム事

業部ＩＣカードシステム営業部

長 

 （社会インフラシステム社セキュ

リティ・自動化システム事業部企

画部企画担当グループ長） 

 後藤 道徳 

▽電波システム事業部営業担当上

席部長 

 （社会インフラシステム社電波シ

ステム事業部参事） 

 林 修樹 

▽電波システム事業部防衛営業第

一部長 

 （社会インフラシステム社電波シ

ステム事業部コンポーネンツ＆

パーツビジネス推進部長） 

 沼田 泉 

▽電波システム事業部電波機器海

外営業部長 

 （社会インフラシステム社電波シ

ステム事業部防衛営業第一部長） 

 西川 晶 

▽水・環境システム事業部水ソリュ

ーション事業開発部長 

 （コミュニティ・ソリューション社

関西コミュニティ・ソリューショ

 芳賀 信久 
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ン営業第二部長） 

▽水・環境システム事業部水・環境

システム技術第一部長 

 （コミュニティ・ソリューション社

水・環境システム事業部中部制御

システム技術部長） 

 岡崎 吉倫 

▽水・環境システム事業部水・環境

システム技術第二部長 

 （コミュニティ・ソリューション社

水・環境システム事業部水・環境

システム技術部長） 

 的場 雅啓 

▽水・環境システム事業部中部制御

システム技術部長 

 （コミュニティ・ソリューション社

水・環境システム事業部水・環境

システム技術部水・環境システム

技術第二担当グループ長） 

 梅田 賢治 

▽社会システム事業部通信システ

ムソリューション営業部長 

 （東芝通信インフラシステムズ株

式会社） 

 江尻 昌弘 

▽社会システム事業部放送ソリュ

ーション営業部長 

 （コミュニティ・ソリューション社

コミュニティ・ソリューション事

業部放送ソリューション営業部

参事） 

 松本 理彦 

▽社会システム事業部エネルギー

ソリューション技術部長 

 （コミュニティ・ソリューション社

コミュニティ・ソリューション事

業部エネルギーソリューション

技術部参事） 

 福田 真一郎 

▽ビル・施設ソリューション事業部

戦略室長 

 （コミュニティ・ソリューション社

ビル・施設ソリューション事業部

技術第一部長） 

 野田 肇 

▽ビル・施設ソリューション事業部

ソリューション・サービス部長 

 （コミュニティ・ソリューション社

ビル・施設ソリューション事業部

戦略室長） 

 徳永 星馬 

▽ビル・施設ソリューション事業部

フィールド建設部長 

 （コミュニティ・ソリューション社

ビル・施設ソリューション事業部

白山プロジェクト室建設技術担

当参事） 

 花田 雄一 

▽ビル・施設ソリューション事業部

技術第一部長 

 （コミュニティ・ソリューション社

生産企画部長） 

 細井 昌一 

▽関西インフラシステムソリュー

ション営業第一部長 

 （コミュニティ・ソリューション社

関西コミュニティ・ソリューショ

ン営業第一部社会システム第三

担当グループ長） 

 小笠原 安成 

▽関西インフラシステムソリュー

ション営業第二部長  

 （コミュニティ・ソリューション社

北関東・信越コミュニティ・ソリ

 橋本 統弘 
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ューション営業部長） 

▽中部インフラシステムソリュー

ション営業部長 

 （コミュニティ・ソリューション社

関西コミュニティ・ソリューショ

ン営業第一部社会システム第二

担当グループ長） 

 岡本 勝也 

▽中国インフラシステムソリュー

ション営業部長 

 （コミュニティ・ソリューション社

中国コミュニティ・ソリューショ

ン営業部社会システム担当グル

ープ長） 

 荒木 勝彦 

▽中国インフラシステムソリュー

ション営業部鳥取営業所長 兼 

同部山口営業所長 

 （コミュニティ・ソリューション社

中国コミュニティ・ソリューショ

ン営業部社会システム担当参事） 

 坂巻 剛聡 

▽北陸インフラシステムソリュー

ション営業部長  

 （コミュニティ・ソリューション社

事業開発センター国内開発営業

部参事） 

 平井 光一 

▽東北インフラシステムソリュー

ション営業部長 

 （コミュニティ・ソリューション社

東北コミュニティ・ソリューショ

ン営業部社会システム担当グル

ープ長） 

 鈴木 康之 

▽東北インフラシステムソリュー

ション営業部山形営業所長 

 （コミュニティ・ソリューション社

水・環境システム事業部関東水・

環境システム営業第一部東関東

水・環境システム課主務） 

 阿部 幸弘 

▽北関東・信越インフラシステムソ

リューション営業部長 

 （コミュニティ・ソリューション社

北関東・信越コミュニティ・ソリ

ューション営業部水・環境システ

ム第一担当グループ長） 

 平 幸夫 

▽柏崎工場製品技術部長  （社会インフラシステム社柏崎工

場製品技術部製品担当グループ

長） 

 菊間 祐一 

▽府中インフラシステムソリュー

ション工場鉄道システム部長 

 （社会インフラシステム社府中社

会インフラシステム工場鉄道シ

ステム部鉄道システム開発設計

第一担当グループ長） 

 村井 純 

▽小向事業所マイクロ波技術部長  （社会インフラシステム社小向事

業所マイクロ波技術部経営変革

エキスパート） 

 吉川 善久 

▽小向事業所ＳＡ企画部長  （社会インフラシステム社小向事

業所ＳＡハードウエア設計部長） 

 西明 一哉 
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▽小向事業所ＳＡハードウエア設

計部長 

 （社会インフラシステム社小向事

業所ＳＡハードウエア設計部参

事） 

 高橋 誠 

▽三重工場長  （社会インフラシステム社三重工

場管理部参事） 

 

 福井 正浩 

＜ストレージ＆デバイスソリューション社＞ 

▽ＳＳＤ技師長 兼 ＳＳＤ統括

部フラッシュストレージ事業戦

略部長 

 （フラッシュストレージシステム

技師長） 

 大島 成夫 

▽ｅＳＳＤ技師長  （ＳＳＤ技師長）  柳 茂知 

▽内部管理推進部長兼務  経営変革統括責任者  服部 正勝 

▽東芝エレクトロニクス・ヨーロッ

パ社社長 

 同社  森永 明 

▽フラッシュメモリ技師長  （先端メモリ開発センター長附）  井納 和美 

▽電子デバイス＆ストレージ営業

センターデジタルマーケティン

グ部長 

 （企画部広報・ＩＲ担当グループ

長） 

 玄地 恵 

▽電子デバイス＆ストレージ営業

センター国内営業統括部半導体

直販営業第一部長 

 （同センター同統括部同部参事）  岸 信夫 

▽ロジックＬＳＩ統括部ロジック

ＬＳＩ営業推進部長兼務 

 同統括部長  岸本 憲治 

▽姫路半導体工場品質保証部長兼

務 

 ディスクリート半導体事業部ディ

スクリート半導体信頼性技術部長 

 長峰 真嗣 

▽姫路半導体工場ＩＴ推進部長  （ＩＴ推進部グループ長附）  山下 一生 

▽姫路半導体工場技術部長  （ディスクリート半導体事業部半

導体応用技術部長） 

 水川 康 

▽先端ディスクリート開発センタ

ー先端エピ・プロセス開発部長  

 （同センター先端ガリウムナイト

ライドプロセス開発部長） 

 水島 一郎 

▽ミックスドシグナルＩＣ事業部

ミックスドシグナルＩＣ製品技

術部長 

 （同事業部同部ミックスドシグナ

ルＩＣ製品技術第一担当グルー

プ長） 

 牛島 知巳 

▽メモリ事業部メモリ応用技術第

二部長 

 （同事業部同部メモリ応用技術第

五担当グループ長） 

 井上 敦史 
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▽四日市工場メモリパッケージ技

術部長兼務 

 メモリ事業部メモリパッケージ開

発部長 

 井本 孝志 

▽メモリ事業部ＳＳＤ統括部長 

兼 同事業部同統括部ＳＳＤ企

画・生産管理部長並びに同事業部

同統括部ＳＳＤ応用技術部長 

 （同事業部メモリ応用技術第二部

長） 

 横塚 賢志 

▽メモリ事業部ＳＳＤ統括部ＳＳ

Ｄ営業推進部長 

 （東芝エレクトロニクス・ヨーロッ

パ社社長） 

 長沢 尚志 

▽メモリ事業部ＳＳＤ統括部ｃＳ

ＳＤ技術部長 

 （同事業部カード・ＳＳＤ技術部

長） 

 金澤 一久 

▽メモリ事業部ＳＳＤ統括部ｄＳ

ＳＤ技術部長 

 （同事業部カード・ＳＳＤ技術部グ

ループ参事） 

 木内 英通 

▽メモリ事業部ＳＳＤ統括部ｅＳ

ＳＤ技術部長 

 （同事業部ｅＳＳＤ技術部長）  木村 彰宏 

▽メモリ事業部ＳＳＤ統括部ＳＳ

Ｄ要素技術部長 

 （同事業部ＳＳＤシステム技術開

発部長） 

 奈良 伸芳 

▽メモリ事業部ＳＳＤ統括部ＳＳ

Ｄ品質保証部長 

 （同事業部カード・ＳＳＤ技術部ｃ

ＳＳＤ評価担当参事） 

 安部 隆行 

▽イメージセンサ事業統括部長  （同統括部長附）  星 忠秀 

▽イメージセンサ事業統括部イメ

ージセンサ開発第一部長 

 （同統括部イメージセンサ応用技

術部参事） 

 時任 良彦 

▽イメージセンサ事業統括部イメ

ージセンサ開発第二部長 

 （東芝メモリシステムズ株式会社）  田口 秀樹 

▽大分分室長兼務  メモリ事業部ロジックＬＳＩ製品

技術部長 

 綾部 昌之 

▽メモリ事業部メモリ技術研究開

発センター長 

 （同事業部先端メモリ開発センタ

ー先端モジュール技術開発部長） 

 神垣 哲也 

▽メモリ事業部メモリ技術研究開

発センター第一技術開発部長 

 （半導体研究開発センター新規メ

モリ・デバイス技術開発部新規メ

モリ・デバイス技術開発第一担当

グループ長） 

 川中 繁 

▽メモリ事業部メモリ技術研究開

発センター第二技術開発部長 

 （半導体研究開発センター新規メ

モリ・デバイス技術開発部長） 

 石丸 一成 

▽メモリ事業部メモリ技術研究開

発センター第三技術開発部長 

 （四日市工場第二生産技術部長）  沼野 正訓 

▽メモリ事業部メモリ技術研究開

発センター第四技術開発部長 

 （半導体研究開発センターリソグ

ラフィプロセス技術開発部長） 

 井上 壮一 

▽メモリ事業部先端メモリ開発セ

ンター長 

 （同事業部同センター先端メモリ

デバイス開発部長） 

 丸山 徹 



 15 / 17 
 

▽メモリ事業部先端メモリ開発セ

ンター先端メモリデバイス開発

部長 

 （同事業部同センター先端メモリ

インテグレーション開発部長） 

 大内 和也 

▽メモリ事業部先端メモリ開発セ

ンター先端モジュール技術開発

部長 

 （同事業部同センター先端メモリ

インテグレーション開発部アド

バンス・インテグレーション開発

第二担当グループ長） 

 松野 光一 

▽メモリ事業部先端メモリ開発セ

ンター先端メモリインテグレー

ション開発部長 

 （同事業部四日市工場第三生産技

術部長） 

 宮島 秀史 

▽四日市工場総務部長  （岩手東芝エレクトロニクス株式

会社） 

 奥井 和彦 

▽四日市工場ＩＴ推進部長  （ＩＴ推進部グループ長附）  弓 秀信 

▽四日市工場第二生産技術部長  （同工場同部長附）  赤堀 浩史 

▽四日市工場第三生産技術部長  （同工場同部プロセス技術第一担

当グループ長） 

 金高 秀海 

▽半導体研究開発センターバック

エンドデバイス技術開発部長 

 （同センター同部グループパッケ

ージ開発主幹） 

 

 千田 大丞 

＜インダストリアルＩＣＴソリューション社＞ 

▽海外事業推進室長  インダストリアルＩＣＴソリュー

ション社長附 

 勝田 徹 

▽経営変革推進部長兼務  経営変革統括責任者  市橋 徹 

▽東芝ソフトウェア開発ベトナム

社社長 

 （ＩｏＴテクノロジーセンター長

附） 

 重中 圭太郎 

▽インダストリアルＩＣＴセキュ

リティセンター企画管理部長兼

務 

 ＩｏＴテクノロジーセンター企画

管理部長 

 菅澤 孝佳 

▽ＩｏＴテクノロジーセンター先

端ソフトウェア開発部長 

 （同センター企画管理部技術戦略

担当参事） 

 守屋 哲朗 

▽ＩｏＴテクノロジーセンターデ

ィープラーニング技術開発部長 

 （ヘルスケア社ヘルスケア開発セ

ンターゲノム・ヘルスケアデータ

解析担当グループ長） 

 斉藤 龍則 

▽インダストリアルＩＣＴセキュ

リティセンターセキュリティ運

用推進部長 

 （ＩｏＴテクノロジーセンターシ

ステム＆セキュリティ技術部参

事） 

 源島 朝昭 
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▽インダストリアルＩＣＴセキュ

リティセンターセキュリティ技

術部長 

 （同センター主査）  斯波 万恵 

▽商品統括部企画部長   （同統括部プロダクト＆サービス

マーケティング部長） 

 綿引 賢 

▽商品統括部プロダクト＆サービ

スマーケティング部長 

 （同統括部同部参事）  中島 一雄 

▽商品統括部メディアインテリジ

ェンス商品推進部長 

 （ＩｏＴ＆メディアインテリジェ

ンス事業開発室メディアインテ

リジェンス事業開発部参事） 

 黒沼 俊 

▽商品統括部パートナー営業部長  （パートナービジネス推進部パー

トナー営業部長） 

 下田 護 

▽商品統括部海外営業部長   （パートナービジネス推進部企画

部長） 

 大濱 一宏 

▽商品統括部マネージドサービス

商品推進部長  

 （東芝ソリューション株式会社）  中島 芳彦 

▽生産・調達統括部生産企画部長  （東芝ソリューション株式会社）  鴻野 和之 

▽営業推進部国内営業企画部長兼

務 

 営業推進部長附  平田 雅一 

▽営業推進部九州営業・技術部長  （東芝ソリューション株式会社）  水口 正俊 

▽流通・金融ソリューション事業部

メディアソリューション技術部

長 

 （同事業部同部メディアソリュー

ション技術第一担当グループ長） 

 山元 庸 

 

▽流通・金融ソリューション事業部

情報・通信サービスソリューショ

ン技術部長 

 （同事業部運輸・モバイルソリュー

ション技術部長） 

 韮澤 義将 

▽製造・産業・社会インフラソリュ

ーション事業部企画部長 

 （同事業部同部参事）  三橋 和夫 

▽製造・産業・社会インフラソリュ

ーション事業部製造商品企画部

長 

 （商品統括部商品企画部ＩＴＯ＆

ＢＰＯサービス商品企画担当グ

ループ長） 

 甲斐 武博 

▽製造・産業・社会インフラソリュ

ーション事業部製造ソリューシ

ョン技術部長 

 （経営企画部海外事業管理担当参

事） 

 濱頭 正才 

▽製造・産業・社会インフラソリュ

ーション事業部社会インフラソ

リューション技術部長 

 

 （東芝ソリューション株式会社）  和氣 正秀 
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＜ライフサイエンス事業統括部＞ 

▽ライフサイエンス事業統括部長  （ヘルスケア社企画部参事）  布施 雅啓 

以 上 

 

 


