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２０１６年１０月１日付執行役の担当変更 

および２０１６年１０月１日付主な人事異動について 

 

 

 

 

２０１６年１０月１日付執行役の担当変更 

 

（新担当事項） （現担当事項） （氏名） 

▽執行役副社長（ストレージ＆デバ

イスソリューション所管、ストレ

ージ＆デバイスソリューション社

社長） 

 執行役副社長（ストレージ＆デバイ

スソリューション所管、ライフサイ

エンス事業所管、ストレージ＆デバ

イスソリューション社社長） 

 成毛 康雄 

▽執行役上席常務（エネルギーシス

テムソリューション社統括技師

長、同品質統括責任者） 

 執行役上席常務（エネルギーシステ

ムソリューション社統括技師長、同

品質統括責任者、電力・社会システ

ム技術開発センター長） 

 風尾 幸彦 

 

２０１６年１０月１日付主な人事異動 

 

（発令） （現職） （氏名） 

▽研究開発センター機器試作部長  （同センター同部試作開発担当グル

ープ長） 

 大木 健司 

▽技術統括部ソリューション開発

センターライフサイエンス推進

部長 

 （ライフサイエンス事業統括部ライ

フサイエンス部長） 

 高山 卓三 

▽技術統括部ソリューション開発

センターライフサイエンス推進

部ライフサイエンス解析センタ

ー長 

 （ライフサイエンス事業統括部ライ

フサイエンス部ライフサイエンス

解析センター長） 

 雨宮 功 

▽生産技術センターグローバルモ

ノづくり変革推進部長 

 （同センター同部研究主幹）  武者 整 

▽営業統括部広告部長  （同統括部同部参事）  高橋 洋一 

 

 

  

 

  

 



▽北陸支社企画部長 （インフラシステムソリューション

社ビル・施設ソリューション事業

部企画部企画担当グループ長） 

 

向島 清行 

＜エネルギーシステムソリューション社＞ 

▽配電・変電システム技師長  （直流・蓄電池ソリューション技師

長） 

 高木 喜久雄 

▽系統ソリューション技師長  （電力流通システム事業部スマート

メーターシステム推進部長） 

 斎藤 英揮 

▽内部統制管理室長  （企画部企画担当グループ長）  建部 徹 

▽東芝インターナショナル・ヨーロ

ッパ社社長 

 （火力・水力事業部海外火力営業第

一部海外営業第二担当グループ

長） 

 荻野 立子 

▽電力流通システム事業部スマー

トメーターシステム推進部長 

 （府中エネルギーシステムソリュー

ション工場スマートメーター通信

システム部長） 

 服部 邦彦 

▽ソリューション＆サービス事業

部ミドルソーラー・エネルギーサ

ービス部長兼務 

 同事業部長附  飯島 秀郎 

▽ソリューション＆サービス事業

部海外太陽光発電システム部長 

 （同事業部太陽光発電システム営業

部長） 

 大石 秀昭 

▽ソリューション＆サービス事業

部太陽光発電システム営業部長 

 （同事業部同部機器営業担当グルー

プ長） 

 島田 雄二 

▽電力・社会システム技術開発セン

ター長 

 （同センター理事）  岸野 文徳 

▽府中エネルギーシステムソリュ

ーション工場資材部長 

 （東芝国際調達台湾社）  緑川 逸郎 

▽府中エネルギーシステムソリュ

ーション工場スマートメーター通

信システム部長 

 

 （同工場同部スマートメーターシス

テム開発主幹） 

 高荷 英之 

＜インフラシステムソリューション社＞ 

▽内部管理推進部長兼務  企画部長  福山 寛 

▽調達部長  （生産調達統括部調達室参事）  横山 隆太 

▽調達部小向調達部長  （同部調達企画担当グループ長）  塙 淳 

     



▽産業システム統括部バッテリー

海外営業部長 

（同統括部産業パワーエレクトロ

ニクス・蓄電池システム営業部参

事） 

長瀬 聡 

▽水・環境システム事業部水・環境

システム海外営業部長 

 （事業開発センター海外開発営業

部参事） 

 二見 賢一 

▽セキュリティ・自動化システム事

業部ロボティクス・画像セキュリ

ティ営業部長 

 （同事業部参事）  柚井 英人 

▽鉄道システム事業部鉄道フィー

ルド建設部長 

 （同事業部鉄道電力システム技術

部参事） 

 小谷 幸慈 

▽北海道インフラシステムソリュ

ーション営業部長 

 （同部社会システム担当グループ

長） 

 佐川 文彦 

▽小向事業所企画部長  （技術統括部ソリューション開発

センターオーディオ＆ビジュア

ル技術開発部参事） 

 岩田 和紀 

▽小向事業所ＳＡ製造部長  （同事業所ＳＡ企画部生産企画担

当参事） 

 

 平松 岳久 

＜ストレージ＆デバイスソリューション社＞ 

▽電子デバイス＆ストレージ営業

センター国内営業統括部関西半

導体特約営業部長 

 （同センター同統括部首都圏半導

体特約営業部参事） 

 丸林 朋弘 

▽ディスクリート半導体事業部グ

ローバルビジネス推進部長兼務 

 同事業部ディスクリート半導体企

画・生産管理部長 

 田口 善之 

▽ディスクリート半導体事業部組

立生産技術部長 

 （同事業部同部参事）  小串 昌弘 

▽ディスクリート半導体事業部デ

ィスクリート応用技術センター

長 兼 同事業部同センターデ

ィスクリート応用技術企画部長 

 （同事業部参事）  高橋 望 

▽ディスクリート半導体事業部デ

ィスクリート応用技術センター

モバイル・マルチマーケット応用

技術部長 

 （同事業部小信号半導体応用技術

部長） 

 山本 知彦 

 

 

 

  

 

 

  

 

 



▽ディスクリート半導体事業部デ

ィスクリート応用技術センター

パワーマネジメント応用技術部

長 

（同事業部パワー半導体応用技術

部パワー半導体応用技術第一担

当グループ長） 

小野寺 純 

▽ディスクリート半導体事業部デ

ィスクリート応用技術センター

車載・産業応用技術部長 

 （同事業部ハイパワーデバイス技

術部ハイパワーデバイス応用技

術担当グループ長） 

 北川 元章 

▽ディスクリート半導体事業部デ

ィスクリート応用技術センター

オプティカルカプラ応用技術部

長 

 （同事業部光半導体応用技術部参

事） 

 野口 宗昭 

▽ストレージプロダクツ事業部ス

トレージプロダクツ事業企画部

長 

 （同事業部グローバルＳＣＭ部長）  山崎 学 

▽ストレージプロダクツ事業部グ

ローバルＳＣＭ部長 

 （同事業同部参事）  後藤 千寿 

▽ストレージプロダクツ設計生産

統括部長 兼 同統括部ストレー

ジプロダクツ統括企画部長 

 （同統括部ストレージプロダクツ

統括企画部長） 

 高橋 俊親 

▽半導体研究開発センターソフト

ウェアソリューション技術開発

部長 

 （システム・ソフトウェア推進セン

ター長） 

 古森 誠司 

▽半導体研究開発センターパッケ

ージソリューション技術開発部

長 

 （同センターバックエンドデバイ

ス技術開発部長） 

 千田 大丞 

▽半導体研究開発センター設計技

術開発部長 

 

 （ミックスドシグナルＩＣ事業部

設計技術開発部長） 

 堀川 和成 

＜部品材料事業統括部＞ 

▽企画・業務部長  （同部企画・業務担当グループ長）  犬山 伸幸 

▽電解機能水事業開発部長 

 

 （企画・業務部長）  櫻井 正敏 

＜インダストリアルＩＣＴソリューション社＞ 

▽インダストリアルＩＣＴセキュ

リティセンター長兼務 

 ソフトウェア技師長  天野 隆 

▽営業推進部関西営業・技術部長  （同推進部同部関西営業第二担当

グループ長） 

 木田 和幸 



▽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

ョン営業第二部長 

 （営業推進部関西営業・技術部長）  塚田 裕司 

 以 上 

 

本資料に関するお問合せ先： 

広報・ＩＲ部メディア広報担当 高瀬、槻本   ＴＥＬ ０３（３４５７）２１００ 

 


