
 

 
1 

本社    〒１４０-０００２東京都品川区東品川四丁目１２番７号 

本社別館 〒１０８-８２５０東京都港区港南二丁目１８番１号 

Tel:０３-５７８０-２１１１ ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ:http://www.hitachi-solutions.co.jp/ 

2011年9月21日 
株式会社日立ソリューションズ 

 

機構改革および人事異動に関するお知らせ 

 
 株式会社日立ソリューションズ(本社：東京都品川区、取締役社長：林 雅博／以下、日立ソリューションズ)は、下

記のとおり機構改革および人事異動を行いますのでお知らせいたします。 

 
１．機構改革（2011年10月1日付） 

＜経営企画統括本部＞ 

・ソリューション戦略本部を新設する。 

・ヘルスケアビジネス推進本部を廃止する。 

＜グローバル事業統括本部＞ 

・グローバルビジネス推進本部を、グローバルビジネス企画本部に名称変更する。 

・グローバルビジネス営業本部中国・アジアビジネス推進部を、中国ビジネス推進部とアジアビジネス推進部に分

割する。 

＜営業統括本部＞ 

・全国営業本部日立営業部を、日立営業業務部に名称変更する。 

・銀行営業本部営業第1部と営業第2部を、営業第1部、営業第2部、営業第3部、営業第4部に再編する。 

・グローバル事業統括本部グローバルビジネス営業本部ライフサイエンス営業部を公共営業本部に移管し、営業

第4部の一部と統合し、営業第5部とする。 

＜金融システム事業本部＞ 

・金融システム事業部金融システム第1本部に、グローバル推進部を新設する。 

・金融システム事業部証券システム本部サービスソリューション部を、ソリューションサービス部に名称変更する。 

・金融アプリケーション事業部金融アプリケーション第１本部に、グローバル推進部を新設する。 

＜社会・公共システム事業本部＞ 

・販売企画推進本部を事業企画推進本部に名称変更し、公共システム事業部マネジメント推進部と社会システム

事業部マネジメント推進第１部、マネジメント推進第２部を事業企画推進本部へ移管し、企画部、公共事業推進部、

社会事業推進部に再編する。 

・社会システム事業部社会システム第2本部電力システム第１部と電力システム第2部を統合し、電力システム第

1部とする。 

・社会システム事業部社会システム第2本部電力システム第3部を、電力システム第2部に名称変更する。 

・社会システム事業部社会システム第3本部に、技術支援部を新設する。 

・ヘルスケアビジネス事業部を新設する。 
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・グローバル事業統括本部ライフサイエンス本部をヘルスケアビジネス事業部へ移管し、ライフサイエンス本部と

する。 

・ヘルスケアビジネス事業部にヘルスケアシステム本部を新設し、企画部を新設する。 

・公共システム事業部公共システム第 3 本部第 4 部とプロダクトソリューション事業本部システムプロダクト事業部

アプリケーション基盤本部医療システム部を、ヘルスケアシステム本部に移管し、それぞれ第 1 部、第 2 部とす

る。 

＜産業・流通システム事業本部＞ 

・企画本部企画部とPM支援部を統合し、企画部とパートナー支援部に再編する。 

・日立グループSI推進本部を新設し、営業部とソリューション部を新設する。 

・産業ソリューション事業部関西産業ソリューション本部に、医薬システムセンタを新設する。 

・流通ソリューション事業部に、映像ビジネス拡販センタを新設する。 

・流通ソリューション事業部APソリューション本部に、映像ビジネス推進部を新設する。 

＜プロダクトソリューション事業本部＞ 

・グローバルビジネス本部グローバルストレージ設計第1部、グローバルストレージ設計第2部、グローバルストレ

ージ設計第3部、グローバルストレージ設計第4部をそれぞれストレージ第1部、エンティア部、ストレージ第 3

部、ストレージ第2部に名称変更する。 

・システムプロダクト事業部に、アプリケーションサービス推進センタを新設する。 

・システムプロダクト事業部運用管理システム本部基盤設計第1部、基盤設計第2部、基盤設計第3部、基盤設計

第4部、活文設計部を、それぞれ第1部、第2部、第3部、第4部、活文部に名称変更する。 

・システムプロダクト事業部システム基盤本部設計第1部、設計第2部、設計第3部、設計第4部を、それぞれ第

1部、第2部、第3部、第4部に名称変更する。 

・システムプラットフォーム事業部プラットフォームプロダクト本部基本セキュリティ設計部、応用セキュリティ設計部、

静紋設計部を、それぞれ基本セキュリティビジネス部、応用セキュリティビジネス部、静紋ビジネス部に名称変更

する。 

・エンベデッドシステム事業部エンベデッドシステム事業推進本部エンベデッド企画部、エンベデッド事業推進セ

ンタ、エンベデッドプロジェクト管理部、エンベデッドソリューション推進部を、それぞれ企画部、事業推進センタ、

プロジェクト管理部、ソリューション推進部に名称変更する。 

・エンベデッドシステム事業部エンベデッドソリューション本部エンベデッドパッケージ開発部を、プロダクト開発

部に名称変更する。 

＜技術統括本部＞ 

・技術統括本部を新設し、技術開発本部、情報システム本部、プロジェクトマネジメント本部、ソリューション技術本

部を統括する。 

・情報システム本部情報システム企画部、事業基盤システム部、経営基盤システム部を、それぞれ IT 企画部、IT

サポート部、経営情報システム部に名称変更する。 

・情報システム本部にグループ連携推進部を新設する。 
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・プロジェクトマネジメント本部に技術部を新設する。 

・商品技術本部商品技術部、商品ライフサイクルマネジメント部は、それぞれソリューション技術本部ソリューション

技術部、ライフサイクルマネジメント部に名称変更する。 

＜品質保証統括本部＞ 

・品質保証統括本部を新設し、品質保証本部内の各部を移管し、品質保証本部を廃止する。 

 
２．人事異動（2011年10月1日付） 

＜経営企画統括本部＞ 

異動後 異動前 氏名 

副統括本部長 

（兼）経営企画本部 本部長 

（兼）ソリューション戦略本部 本部長 

副統括本部長 

（兼）経営企画本部 本部長 
柳田 三生 

 

＜グローバル事業統括本部＞ 

異動後 異動前 氏名 

グローバルビジネス企画本部 本部長 

（兼）グローバルビジネス営業本部 

   欧米ビジネス推進部 部長 

グローバルビジネス推進本部 副本部長 

（兼）グローバルビジネス営業本部 

   欧米ビジネス推進部 部長 

斉藤 博史 

グローバルビジネス営業本部 

中国ビジネス推進部 部長 

グローバルビジネス営業本部 

中国・アジアビジネス推進部 部長 
丸岡 祥二 

グローバルビジネス企画本部 

グローバルビジネス企画部 部長 

（兼）アジアビジネス推進部 部長 

グローバルビジネス推進本部 

グローバルビジネス企画部 部長 
上野 保樹 

 

＜営業統括本部＞ 

異動後 異動前 氏名 

営業推進本部 

マーケット開拓推進部 担当部長 

グローバル事業統括本部 

グローバルビジネス営業本部 

中国・アジアビジネス推進部 担当部長 

松江 芳夫 

銀行営業本部 

営業第１部 部長  

銀行営業本部 

営業第２部 部長  
塩沢 明 

銀行営業本部 

営業第２部 部長 

銀行営業本部 

営業第２部 第１グループ 部長代理  
三沢 文裕 
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異動後 異動前 氏名 

銀行営業本部 

営業第３部 部長  

銀行営業本部 

営業第１部 部長  
小泉 章二 

銀行営業本部 

営業第４部 部長  

産業・流通営業第１本部 

営業第５部 部長 
櫻井 寛 

公共営業本部 

営業第４部 部長 

（兼）営業第５部 部長 

公共営業本部 

営業第４部 部長 
三田寺 孝之 

産業・流通営業第１本部 本部長 

（兼）営業第５部 部長 

（兼）産業・流通システム事業本部 

   流通ソリューション事業部 

   映像ビジネス拡販センタ 

   副センタ長 

産業・流通営業第１本部 本部長 大石 哲次 

産業・流通営業第１本部 

営業第５部 担当部長 

産業・流通営業第１本部 

営業第２部 担当部長 
橋口 海郎 

 

＜金融システム事業本部＞ 

異動後 異動前 氏名 

金融システム事業部 

金融システム第１本部 

グローバル推進部 部長 

（兼）第４部 担当部長 

金融システム事業部 

金融システム第１本部 

第４部 担当部長 

三浦 孝康 

金融システム事業部 

証券システム本部 

第2部 担当部長 

株式会社日立製作所 

情報・通信システム社 

金融システム事業部 

金融システム第3本部 

第2部 担当部長 

水田 尚彦 

金融システム事業部 

証券システム本部 

ソリューションサービス部 部長 

金融システム事業部 

証券システム本部 

サービスソリューション部 部長 

富永 一明 

金融アプリケーション事業部 

金融アプリケーション第１本部 担当部長 

金融アプリケーション事業部 

金融アプリケーション第１本部 本部員 
高瀬 邦彦 
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異動後 異動前 氏名 

金融アプリケーション事業部 

金融アプリケーション第１本部 

グローバル推進部 部長 

金融システム事業部  

金融システム第２本部 

第４部 主任技師 

内薗 淳 

金融アプリケーション事業部 

金融アプリケーション第1本部 

第３部 担当部長 

金融アプリケーション事業部 

金融アプリケーション第１本部 

第４部 担当部長 

齋藤 宏 

金融アプリケーション事業部 

金融アプリケーション第２本部 

第１部 担当部長 

金融アプリケーション事業部 

金融アプリケーション第２本部 

第１部 第２グループ 

グループマネージャ 

大澤 和之 

 

＜社会・公共システム事業本部＞ 

異動後 異動前 氏名 

社会システム事業部 事業部長付 

（兼）事業企画推進本部 本部長 

社会システム事業部 事業部長付 

（兼）販売企画推進本部 本部長 

   （兼）販売推進第１部 部長 

出店 秀隆 

事業企画推進本部 

企画部 担当部長 

社会システム事業部 

マネジメント推進第１部 部長 
古家 憲二 

事業企画推進本部 

企画部 担当部長 

公共システム事業部 

マネジメント推進部 部長 
井上 康治 

事業企画推進本部 

企画部 担当部長 

社会システム事業部 

マネジメント推進第２部 部長 
高橋 宏彰 

事業企画推進本部 

公共事業推進部 部長 

販売企画推進本部 

販売推進第1部 担当部長 
中駄 康博 

事業企画推進本部 

社会事業推進部 部長 

販売企画推進本部 

販売推進第２部 部長 
秋田 孝洋 

公共システム事業部 

公共システム第２本部 

第２部 部長 

公共システム事業部 

公共システム第２本部 

第２部 担当部長 

西 恵和 

公共システム事業部 

公共システム第３本部 本部長 

公共システム事業部 

公共システム第３本部 担当本部長 
古川 博彦 
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異動後 異動前 氏名 

社会システム事業部 

社会システム第２本部 

電力システム第１部 担当部長 

社会システム事業部 

社会システム第２本部 

電力システム第２部 担当部長 

高実 篤志 

社会システム事業部 

社会システム第３本部 担当本部長 

（兼）産業・流通システム事業本部 

   流通ソリューション事業部 

   Vプロジェクト推進本部 

   担当本部長 

産業・流通システム事業本部 

流通ソリューション事業部 

Vプロジェクト推進本部 担当本部長 

（兼）公共・社会システム事業本部 

   社会システム事業部 

   社会システム第３本部 担当本部長 

紀平 篤志 

社会システム事業部 

社会システム第３本部 

技術支援部 部長 

社会システム事業部 

社会システム第３本部 

第４部 担当部長 

花岡 孝史 

社会システム事業部 

社会システム第３本部 

技術支援部 担当部長 

社会システム事業部 

社会システム第３本部 

第６部 担当部長 

柳澤 保夫 

社会システム事業部 

社会システム第３本部 

第１部 部長 

社会システム事業部 

社会システム第３本部 

第４部 部長 

松平 秀樹 

社会システム事業部 

社会システム第３本部 

第１部 担当部長 

社会システム事業部 

社会システム第３本部 

第１部 部長 

金房 徹郎 

社会システム事業部 

社会システム第３本部 

第４部 部長 

社会システム事業部 

社会システム第３本部 

第５部 担当部長 

古本 欣也 

社会システム事業部 

社会システム第３本部 第６部 担当部長 

社会システム事業部 

社会システム第３本部 第４部 

第２グループ グループマネージャ 

津野 哲也 

執行役員 

公共システム事業部 事業部長 

（兼）ヘルスケアビジネス事業部 

   事業部長 

執行役員 

公共システム事業部 事業部長 
栗原 勘仁 
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異動後 異動前 氏名 

執行役員  

グローバル事業統括本部 副統括本部長

（兼）ヘルスケアビジネス事業部 

   副事業部長 

執行役員  

グローバル事業統括本部 副統括本部長 

（兼）グローバルビジネス推進本部 

   本部長 

久慈 正一 

ヘルスケアビジネス事業部 

ライフサイエンス本部 本部長 

グローバル事業統括本部 

ライフサイエンス本部 本部長 

（兼）ライフサイエンスソリューション部 

   部長 

渡辺 敏正 

ヘルスケアビジネス事業部 

ライフサイエンス本部 部長 

グローバル事業統括本部 

ライフサイエンス本部 部長 
浅井 昭弘 

ヘルスケアビジネス事業部 

ライフサイエンス本部 

ライフサイエンスソリューション部 部長 

グローバル事業統括本部 

ライフサイエンス本部 

ライフサイエンスソリューション部 

担当部長 

山本 顕次 

ヘルスケアビジネス事業部 

ライフサイエンス本部 

バイオシステム部 部長 

グローバル事業統括本部 

ライフサイエンス本部 

バイオシステム部 部長 

菅野 和弥 

ヘルスケアビジネス事業部 

ヘルスケアシステム本部 本部長 

公共システム事業部 

公共システム第３本部 本部長 
荒木 克純 

ヘルスケアビジネス事業部 

ヘルスケアシステム本部 

企画部 部長 

（兼）第１部 担当部長 

公共システム事業部 

公共システム第３本部 

第４部 部長 

松渕 辰生 

ヘルスケアビジネス事業部 

ヘルスケアシステム本部 第１部 部長 

（兼）公共システム事業部 

   公共システム第２本部 第２部 

   担当部長 

公共システム事業部 

公共システム第２本部 

第２部 部長 

泉谷 修次 
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異動後 異動前 氏名 

ヘルスケアビジネス事業部 

ヘルスケアシステム本部 

第１部 担当部長 

公共システム事業部 

公共システム第３本部 

第４部 担当部長 

津金 聡 

ヘルスケアビジネス事業部 

ヘルスケアシステム本部 

第２部 部長 

プロダクトソリューション事業本部 

システムプロダクト事業部 

アプリケーション基盤本部 

医療システム部 部長 

讃岐 雅 

 

＜産業・流通システム事業本部＞ 

異動後 異動前 氏名 

企画本部 

企画部 担当部長 

企画本部 

PM支援部 部長 
福原 洋 

企画本部 本部長 

（兼）パートナー支援部 部長 
企画本部 本部長 石下谷 清 

（兼）日立グループSI推進本部 本部長 

 （兼）ソリューション部 部長 

株式会社日立製作所 ＩＴ統括本部 

情報システム事業部 

経営情報システム本部 担当本部長  

（兼）企画本部 担当本部長 

株式会社日立製作所 ＩＴ統括本部 

情報システム事業部 

経営情報システム本部 担当本部長  

佐々川 英明 

営業統括本部 

産業・流通営業第１本部 

営業第２部 部長 

（兼）産業・流通システム事業本部 

日立グループSI推進本部 営業部 部長 

営業統括本部 

産業・流通営業第１本部 

営業第２部 部長 

鈴木 有二 

産業ソリューション事業部 

産業サービスソリューション本部 

第３部 部長 

産業ソリューション事業部 

産業サービスソリューション本部 第２部 

第３グループ グループマネージャ 

西田 富美男 

産業ソリューション事業部 

関西産業ソリューション本部 

第1部 部長 

（兼）医薬システムセンタ センタ長 

産業ソリューション事業部 

関西産業ソリューション本部 

第1部 部長 

橋本 和明 
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異動後 異動前 氏名 

執行役員 

流通ソリューション事業部 

事業部長 

（兼）映像ビジネス拡販センタ センタ長 

執行役員 

流通ソリューション事業部 

事業部長 

秋山 恵穂 

企画本部 担当本部長 

（兼）流通ソリューション事業部 

    映像ビジネス拡販センタ 

    副センタ長 

企画本部 担当本部長 高橋 まゆみ 

流通ソリューション事業部 

APソリューション本部 

ビジネスインテリジェンス部 

担当部長 

流通ソリューション事業部 

APソリューション本部 

セールスフォースソリューション部 部長 

山本 重樹 

流通ソリューション事業部 

APソリューション本部 

セールスフォースソリューション部 部長 

流通ソリューション事業部 

APソリューション本部 

セールスフォースソリューション部 

担当部長 

斉藤 孝紀 

流通ソリューション事業部 

APソリューション本部 本部長 

（兼）映像ビジネス推進部 部長 

流通ソリューション事業部 

APソリューション本部 本部長 
小野 龍治 

流通ソリューション事業部 

APソリューション本部 

映像ビジネス推進部 担当部長 

株式会社日立製作所 

情報・通信システム社 

ビジネスソリューション推進本部 

ITコンサルティング部 部員  

柴田 巧一 

流通ソリューション事業部 

流通サービスソリューション本部 

担当本部長 

流通ソリューション事業部 

Ｖプロジェクト推進本部 部長 

（兼）第１部 部長 

中嶋 義弘 

流通ソリューション事業部 

流通サービスソリューション本部 

第１部 部長 

流通ソリューション事業部 

流通サービスソリューション本部 

第２部 部長 

加藤 光春 

流通ソリューション事業部 

流通サービスソリューション本部 第２部 

部長 

流通ソリューション事業部 

流通サービスソリューション本部 第２部 

主任技師 

仲川 弘之 
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異動後 異動前 氏名 

流通ソリューション事業部 

ＥＲＰソリューション本部 第１部 部長 

流通ソリューション事業部 

ＥＲＰソリューション本部 第１部 

第２グループ グループマネージャ 

大原 聡一郎 

 

＜プロダクトソリューション事業本部＞ 

異動後 異動前 氏名 

システムプロダクト事業部 

アプリケーションサービス推進センタ 

センタ長 

システムプロダクト事業部 

企画部 担当部長 
武内 敏 

システムプロダクト事業部 

アプリケーションサービス推進センタ 

担当部長 

システムプロダクト事業部 

広域開発・拡販支援部 担当部長 
宝迫 尚行 

システムプロダクト事業部 

アプリケーション基盤本部 

担当部長 

システムプロダクト事業部 

アプリケーション基盤本部 

ミドルソフトソリューション部 担当部長 

江澤 哲男 

システムプラットフォーム事業部 

プラットフォームソリューション本部 

セキュリティソリューション部 

担当部長 

システムプラットフォーム事業部 

プラットフォームソリューション本部 

セキュリティソリューション部 

ネットワークセキュリティグループ  

主任技師 

坂本 篤郎 

エンベデッドシステム事業部 本部長 

エンベデッドシステム事業部 

エンベデッドシステム開発第１本部  

本部長 

井上 隆次 

エンベデッドシステム事業部 

エンベデッドシステム開発第１本部 

本部長 

エンベデッドシステム事業部 

エンベデッドシステム開発第1本部 

副本部長 

平間 顕一 

エンベデッドシステム事業部 

エンベデッドソリューション本部 

コンサルティング部 担当部長 

エンベデッドシステム事業部 

エンベデッドシステム開発第１本部 

第１部 担当部長 

高林 秀明 
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＜技術統括本部＞ 

異動後 異動前 氏名 

常務執行役員  

プロダクトソリューション事業本部 

事業本部長 

（兼）技術統括本部 統括本部長 

（兼）情報セキュリティ統括本部 

   統括本部長 

常務執行役員  

プロダクトソリューション事業本部 

事業本部長 

（兼）情報セキュリティ統括本部 

   統括本部長 

前澤 裕行 

技術開発本部 

開発構造改革センタ センタ長 

技術開発本部 

開発構造改革センタ 担当部長 
重松 絵里生 

情報システム本部 

グループ連携推進部 部長 

情報システム本部 

経営基盤システム部 担当部長 
川上 敦 

プロジェクトマネジメント本部 

技術部 部長 

（兼）プロジェクト推進第１部 担当部長 

プロジェクトマネジメント本部 

プロジェクト推進第１部 担当部長 
中坪 公明 

 

＜品質保証統括本部＞ 

異動後 異動前 氏名 

常務執行役員  

品質保証統括本部 統括本部長 

（兼）技術統括本部 副統括本部長 

（兼）情報セキュリティ統括本部 

   副統括本部長 

常務執行役員  

情報セキュリティ統括本部 副統括本部長 
森 悦郎 

品質保証統括本部 副統括本部長 品質保証本部 本部長 田中 実 

関西品質保証部 部長 
品質保証本部 関西品質保証部 

第１グループ グループマネージャ 
奥村 一郎 
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＜人事総務統括本部＞ 

異動後 異動前 氏名 

人事総務統括本部 部長 教育部 部長 井藤 敏之 

人事総務統括本部 部長 総務部 担当部長 荒井 秀樹 

教育部 部長 教育部 担当部長 和田 修一 

 

＜監査室＞ 

異動後 異動前 氏名 

監査室 部長 
生産技術開発本部 

生産技術センタ 担当部長 
藤井 幹也 

 
 
＜本件に関するお問い合わせ先＞ 
担当部署： コーポレート・コミュニケーション本部 広報・宣伝部 
担当者：鈴木、槇田 
Tel：03－5479－5013  Fax：03－5780－6455  E-mail：koho@hitachi-solutions.com 
 
日立ソリューションズは、お客様の業務ライフサイクルにわたり、オンプレミス・クラウド連携を始めとする豊富なソリュー

ションを全体最適の視点で組み合わせ、ワンストップで提供する『ハイブリッドインテグレーション』を実現します。 
 
 
 

以 上 


