
会社人事・機構改革 

平成 22年 3月 17日 
日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社 

1．人事異動 
（発令日：2010年 4月 1日付） 
 

 ＜サービス事業統括本部＞   

 新 職 旧 職 氏 名 

  サービス事業統括本部長     

  (兼)ＫＡＩＫＡＫＵ！５０・１０本部 副本部長  金融システム事業部長  佐藤 純一郎 

       

  サービスデリバリ事業推進本部  サービスデリバリ事業推進本部   

  サービスデリバリ開発部長  センタサービス部 専任部長  前田 高弘 

       

  サービスデリバリ事業推進本部  サービスデリバリ事業推進本部 

 角田 文広 

  開発サービス部長  センタサービス部長 

  (兼)センタサービス部長  (兼)技術開発本部  

  (兼)技術開発本部      生産技術センタ チーフコンサルタント 

     生産技術センタ チーフコンサルタント   

  セキュリティサービス本部  サービスデリバリ事業推進本部   

  セキュリティサービス部長  サービスデリバリ開発部長  小笠原 英道 

       

    

  ＜技術開発本部＞     

 新 職 旧 職 氏 名 

  技術開発本部長  技術開発本部 副本部長   

  (兼)Ｒｕｂｙセンタ長  (兼)Ｒｕｂｙセンタ長  正村 勉 

       

 
 
 
 
 



  ＜ライフサイエンス本部＞     

 新 職 旧 職 氏 名 

  ライフサイエンス本部 副本部長  ライフサイエンス本部   

  (兼)第１バイオシステム部長  バイオインフォマティクス部長  渡辺 敏正 

       

    ライフサイエンス本部   

 ライフサイエンス本部 専任部長  ソリューション推進部長  浅井 昭弘 

       

  ライフサイエンス本部  ライフサイエンス本部   

  ライフサイエンス営業部長  営業部長  山田 哲司 

       

  ライフサイエンス本部  ライフサイエンス本部   

  第２バイオシステム部長  バイオ解析システム部長  水谷 整 

       

    

  ＜開発事業部＞     

 新 職 旧 職 氏 名 

  開発事業部 副事業部長  開発事業部 副事業部長   

  (兼)グローバルビジネス本部長  (兼)第２開発本部長  原田 淳 

  (兼)第２開発本部長     

  開発事業部  通信・産業ソリューション営業本部   

  システム開発営業部長  第２営業部 第３グループ 部長代理  平岡 仁司 

       

  第２開発本部  第２開発本部   

  九州開発センタ長  九州開発センタ長  石井 巌 

  (兼)広域開発・技術管理部長  (兼)技術管理部長   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ＜エンベデッドシステム事業部＞   

 新 職 旧 職 氏 名 

     (株)日立製作所 情報・通信システム社   

  エンベデッドシステム事業部長   情報・通信グループ ソフトウェア事業部  三木 隆司 

     販売推進本部長   

  エンベデッドソリューション本部  エンベデッドソリューション本部 

 小林 潮 
  エンベデッドパッケージ開発部長  エンベデッドパッケージ開発部長 

  (兼)エンベデッドシステム事業部    

     グローバル事業推進部長   

  エンベデッドシステム本部  エンベデッドシステム本部   

  第３設計部長  第３設計部長  平間 顕一 

  (兼)第４設計部長     

  エンベデッドシステム本部  エンベデッドシステム本部   

  第３設計部  第３設計部 第１グループ  板垣 誠 

  チーフエンベデッドプロジェクトマネージャ  GrM･ｼﾆｱｴﾝﾍﾞﾃﾞｯﾄﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ   

  エンベデッドシステム本部  エンベデッドシステム本部   

  第４設計部  第４設計部長  渡邉 浩 

  チーフエンベデッドプロジェクトマネージャ     

    

  ＜金融システム事業部＞     

 新 職 旧 職 氏 名 

       

  金融システム事業部長  金融システム事業部 副事業部長  三井 利夫 

       

 金融システム事業部   

 ｻｰﾃｨﾌｧｲﾄﾞﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ 金融システム事業部 事業部員 赤座 隆保 

    

  金融ソリューション営業本部  金融ソリューション営業本部   

  金融パッケージ拡販推進部長  保険証券営業部 第４グループ  坂口 隆志 

    ＧｒＭ・シニアＩＴアーキテクト   

  第１金融システム本部  第１金融システム本部   

  第１金融システム部長  第１金融システム部 第１グループ  内藤 英樹 

    ＧｒＭ・シニアプロジェクトマネージャ   

    第１通信・産業システム本部   

  第２金融システム本部 副本部長  第５システム部長  宮田 功勝 

       

 



 
 新 職 旧 職 氏 名 

  第２金融システム本部  第２金融システム本部   

  第１保険証券システム部長  第１保険証券システム部 第１グループ  大町 一樹 

    ＧｒＭ・シニアプロジェクトマネージャ   

  第２金融システム本部  第２金融システム本部   

  第２保険証券システム部長  第１保険証券システム部長  大井 健 

       

  第２金融システム本部  第２金融システム本部   

  第２保険証券システム部  第２保険証券システム部長  木村 謙之 

  チーフプロジェクトマネージャ     

  第２金融システム本部  第２金融システム本部   

  第１保険証券アプリケーション開発部  第２保険証券アプリケーション開発部長  内藤 幸司 

  チーフプロジェクトマネージャ     

  第２金融システム本部  第１通信・産業システム本部   

  第２保険証券アプリケーション開発部長  第５システム部 第３グループ  中居 剛 

    ＧｒＭ・シニアプロジェクトマネージャ   

  金融ソリューション本部  金融ソリューション本部 

 榎本 浩 
  第２金融ソリューション部長  北陸金融ソリューション部長 

    (兼)第３金融ソリューション部 

       チーフプロジェクトマネージャ 

  金融ソリューション本部  金融ソリューション本部   

  第３金融ソリューション部長  金融ソリューション技術部  柳田 雄二 

    チーフコンサルタント   

  金融ソリューション本部  金融ソリューション営業本部   

  第３金融ソリューション部  金融パッケージ拡販推進部長  原田 正敏 

  チーフプロジェクトマネージャ     

  金融ソリューション本部  金融ソリューション本部 

 築地 勝司 
  第４金融ソリューション部  北海道金融ソリューション部長 

  チーフプロジェクトマネージャ  (兼)第４金融ソリューション部 

       チーフプロジェクトマネージャ 

  金融ソリューション本部  金融ソリューション本部   

  第４金融ソリューション部  金融ソリューション技術部長  芝 修 

  チーフプロジェクトマネージャ     

  金融ソリューション本部  金融ソリューション本部   

  第１金融サービス部  第３金融ソリューション部長  井下 剛 

  チーフプロジェクトマネージャ     



 
 新 職 旧 職 氏 名 

  金融ソリューション本部  金融ソリューション本部   

  第３金融サービス部長  第５金融ソリューション部長  白木 俊彦 

       

    

  ＜公共社会システム事業部＞     

 新 職 旧 職 氏 名 

  社会・公共ソリューション営業本部  第２公共システム本部   

  拡販推進部長  ソリューション事業推進部 拡販推進グループ  秋田 孝洋 

    ＧｒＭ・シニアプロジェクトマネージャ   

  第１公共システム本部 副本部長     

  (兼)第５システム部長  第１公共システム本部 副本部長  服部 勝利 

       

  第１公共システム本部  第１公共システム本部   

  第２システム部長  第４システム部長  泉谷 修次 

       

  第１公共システム本部  第１公共システム本部   

  第２システム部  第２システム部長  西 恵和 

  チーフプロジェクトマネージャ     

  第１公共システム本部  第１公共システム本部   

  第４システム部長  第４システム部 第２グループ  宮崎 敦 

    ＧｒＭ・シニアプロジェクトマネージャ   

       

  第２公共システム本部長  第２公共システム本部 副本部長  荒木 克純 

       

    第２公共システム本部   

  第２公共システム本部 副本部長  ソリューション事業推進部長  古川 博彦 

       

  第２公共システム本部  第２公共システム本部   

  第１システム部長  第１システム部長  中島 祐司 

  (兼)公共社会システム事業部 事業企画部長     

  第２公共システム本部  第２公共システム本部 
  

 長谷川 智之 

  

  第３システム部長  第５システム部 第１グループ 

    ＧｒＭ・シニアプロジェクトマネージャ 

       チーフプロジェクトマネージャ 

 



 
 新 職 旧 職 氏 名 

       

  第３公共システム本部長  第２公共システム本部長  小玉 陽一郎 

       

  第３公共システム本部  第２公共システム本部   

  第３システム部長  第３システム部長  上村 文夫 

       

  第３公共システム本部  第２公共システム本部   

  第３システム部  第３システム部  武智 富夫 

  チーフプロジェクトマネージャ  チーフプロジェクトマネージャ   

  第３公共システム本部  第３公共システム本部   

  北海道公共システム部  社会基盤地図システム部長  北川 伸浩 

  チーフプロジェクトマネージャ     

    

  ＜産業・通信システム事業部＞     

 新 職 旧 職 氏 名 

  産業・通信システム事業部長  産業システム事業部長   

  (兼)サービス事業統括本部 副統括本部長  (兼)サービス事業統括本部長  秋山 恵穂 

       

       

  産業・通信システム事業部 副事業部長  産業システム事業部 副事業部長  関本 正一 

       

  産業・通信システム事業部 副事業部長     

  (兼)第４システム本部長  第１通信・産業システム本部長  畑矢 幸士 

       

  産業・通信システム事業部     

  ｻｰﾃｨﾌｧｲﾄﾞﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ  第２産業システム本部 副本部長  佐々川 英明 

  (兼)第３システム本部 第３システム部長     

  産業・通信システム事業部   第１産業システム本部   

  第１システム本部 第１システム部  第１システム部  山口 武彦 

  チーフプロジェクトマネージャ  シニアプロジェクトマネージャ   

  産業・通信システム事業部   第２産業システム本部   

  第２システム本部 第１システム部  ＳａａＳビジネス部長  山本 重樹 

  チーフプロジェクトマネージャ     

 
 



 
 新 職 旧 職 氏 名 

  産業・通信システム事業部   第２産業システム本部   

  第２システム本部 第３システム部  第３システム部 第１グループ  田嶋 孝次 

  チーフプロジェクトマネージャ  ＧｒＭ・シニアプロジェクトマネージャ   

  産業・通信システム事業部   第３産業システム本部長   

  第３システム本部長  (兼)第１システム部長  立石 寿郎 

  (兼)第１システム部長  (兼)第３システム部長   

  産業・通信システム事業部   第３産業システム本部   

  第３システム本部 第１システム部  第２システム部  板東 司 

  チーフプロジェクトマネージャ  チーフプロジェクトマネージャ   

  産業・通信システム事業部   第１通信・産業システム本部    

  第４システム本部   チーフプロジェクトマネージャ  岡島 広直 

  チーフプロジェクトマネージャ     

  産業・通信システム事業部   第１通信・産業システム本部   

  第４システム本部 第４システム部長  第４システム部長  宮下 善行 

       

  産業・通信システム事業部   第１通信・産業システム本部   

  第４システム本部 第５システム部長  第１システム部長  佐藤 勝一 

       

  産業・通信システム事業部   第３通信・産業システム本部   

  第５システム本部 第１システム部  第３システム部長  花岡 孝史 

  チーフプロジェクトマネージャ     

 産業・通信システム事業部 第２通信・産業システム本部 

野口 善之 

 第５システム本部 第２システム部 第２システム部長 

  チーフプロジェクトマネージャ  

 (兼)Ｖプロジェクト推進本部  

 チーフプロジェクトマネージャ  

  産業・通信システム事業部   第３通信・産業システム本部 

 伊藤 裕規 

  第５システム本部 第３システム部長  第３システム部 第１グループ 

    ＧｒＭ・シニアプロジェクトマネージャ 

    (兼)通信・産業システム事業部  

       事業企画・パートナー支援部 

       ソリューション企画グループ ＧｒＭ 

  産業・通信システム事業部   第３通信・産業システム本部   

  第５システム本部 第３システム部  第２システム部  柳澤 保夫 

  チーフプロジェクトマネージャ  チーフプロジェクトマネージャ   

 



 
 新 職 旧 職 氏 名 

  産業・通信システム事業部   第１通信・産業システム本部   

  第５システム本部 第４システム部長  第５システム部 第６グループ  池谷 誠一郎 

    ＧｒＭ・シニアＩＴスペシャリスト   

  産業・通信システム事業部   第１通信・産業システム本部   

  第５システム本部 第４システム部  第５システム部  佐藤 祐一 

  チーフプロジェクトマネージャ  チーフプロジェクトマネージャ   

  産業・通信システム事業部   

 Ｖプロジェクト推進本部長 第２通信・産業システム本部長 紀平 篤志 

    

  産業・通信システム事業部   通信・産業システム事業部   

  事業企画部 専任部長  事業企画・パートナー支援部 専任部長  蒲谷 知幸 

       

  産業・通信システム事業部   通信・産業システム事業部   

  パートナー支援部長  事業企画・パートナー支援部長  高橋 宏彰 

       

    

  ＜営業統括本部＞    

 新 職 旧 職 氏 名 

  営業統括本部 副統括本部長  営業統括本部 副統括本部長   

  (兼)産業ソリューション営業本部長  (兼)全国営業本部長  手島 俊亮 

       

  産業ソリューション営業本部  産業ソリューション営業本部   

  基幹ソリューション営業部長  基幹ソリューション営業部   野村 文雄 

    第２グループ 部長代理   

  産業ソリューション営業本部  産業ソリューション営業本部   

  産業第３営業部 専任部長  産業第２営業部 専任部長  橋口 海郎 

       

  通信・産業ソリューション営業本部  金融ソリューション営業本部   

  第１営業部 専任部長  金融サービス営業部長  竹澤 智 

       

  全国営業本部長  全国営業本部   

  (兼)統括営業部長  ソリューション営業部長  土村 昌夫 

       

 
 



 
 新 職 旧 職 氏 名 

  全国営業本部  全国営業本部   

  戦略営業部長  統括営業部長  高橋 良典 

    (兼)全国営業支援部長   

  全国営業本部  産業ソリューション営業本部   

  ソリューション営業部長  基幹ソリューション営業部長  栗原 雅司 

       

       

  ＜商品技術本部＞     

 新 職 旧 職 氏 名 

  商品技術本部  プロジェクトマネジメント統括本部   

  商品ライフサイクルマネジメント部長  プロダクトライフサイクルマネジメント部長  河村 弘隆 

       

    

  ＜国際推進本部＞     

 新 職 旧 職 氏 名 

  国際推進本部  中国ビジネス推進本部   

  中国ビジネスマーケティング部長  マーケティング部長  松江 芳夫 

       

  国際推進本部  中国ビジネス推進本部 

 豊本 英文 
  中国ビジネスマーケティング部 ﾁｰﾌｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ  マーケティング部 チーフコンサルタント 

  (兼)産業・通信システム事業部   (兼)産業システム事業部  

     事業企画部 チーフコンサルタント     事業企画・パートナー支援部 ﾁｰﾌｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

       

  ＜プロジェクトマネジメント統括本部＞     

 新 職 旧 職 氏 名 

  プロジェクトマネジメント統括本部長  プロジェクトマネジメント統括本部長   

  (兼)商品技術本部長  (兼)中国ビジネス推進本部 副本部長  森 悦郎 

    (兼)商品技術本部 副本部長   

    

    

    

    

    



  ＜人事総務本部＞     

 新 職 旧 職 氏 名 

    人事総務本部   

  人事総務本部 専任部長  人事部 労政グループ 部長代理  井上 正人 

       

  人事総務本部 総務部長  人事総務本部   

  (兼)人事サポート部長  人事サポート部長  大類 浩 

       

       

  ＜ＣＳＲ本部＞     

 新 職 旧 職 氏 名 

  ＣＳＲ本部長     

  (兼)ＫＡＩＫＡＫＵ！５０・１０本部 副本部長  ＣＳＲ本部長  永野 顕隆 

       

  ＣＳＲ本部 副本部長    

  (兼)法務部長 ＣＳＲ本部 副本部長  百瀬 尚司 

       

       

  ＜ＫＡＩＫＡＫＵ！５０・１０本部＞     

 新 職 旧 職 氏 名 

       

  ＫＡＩＫＡＫＵ！５０・１０本部長  ＫＡＩＫＡＫＵ！５０・１０本部 副本部長  諸島 伸治 

       

 
２．機構改革（発令日：２０１０．４．１付） 
（サービス事業統括本部） 

・サービスデリバリ事業推進本部に開発サービス部を新設する。 

・セキュリティサービス本部にセキュリティサービス部を新設する。 

（中国ビジネス推進本部） 

 ・中国ビジネス推進本部を廃止する。 

（ライフサイエンス本部） 

 ・営業部をライフサイエンス営業部に名称変更する。 

・ソリューション推進部を廃止する。 

・バイオインフォマティクス部およびバイオ解析システム部を再編し、それぞれ第１バイオシステム部および第２バイオシステム部とする。 



（開発事業部） 

・第２開発本部技術管理部を広域開発・技術管理部に名称変更する。 

（エンベデッドシステム事業部） 

・事業部直属にグローバル事業推進部を新設する。 

（金融システム事業部） 

・金融ソリューション営業本部金融サービス営業部を廃止する。 

・第２金融システム本部旧第２保険証券アプリケーション開発部を第１保険証券アプリケーション開発部に統合する。 

・第１通信・産業システム本部第５システム部の一部を第２金融システム本部に移管し、第２保険証券アプリケーション開発部とする。 

・金融ソリューション本部金融ソリューション技術部を廃止する。 

・金融ソリューション本部第５金融ソリューション部を第３金融サービス部に名称変更する。 

・金融ソリューション本部北海道金融ソリューション部を廃止する。 

・金融ソリューション本部北陸金融ソリューション部を廃止する。 

（公共社会システム事業部） 

・事業部直属に事業企画部を新設する。 

・社会・公共ソリューション営業本部に拡販推進部を新設する。 

・第１公共システム本部第４システム部を分割し、それぞれ第４システム部および第５システム部とする。 

・第２公共システム本部ソリューション事業推進部を廃止する。 

・第２公共システム本部旧第３システム部を第３公共システム本部に移管する。 

・第２公共システム本部に第３システム部を新設する。 

・第３公共システム本部社会基盤地図システム部を北海道公共システム部に統合する。 

（産業・通信システム事業部） 

・産業システム事業部と通信・産業システム事業部を統合し、産業・通信システム事業部とする。 

・第１産業システム本部、第２産業システム本部および第３産業システム本部をそれぞれ第１システム本部、第２システム本部および 

第３システム本部に名称変更する。 

・第２産業システム本部ＳａａＳビジネス部を第２システム本部第１システム部に統合する。 

・第３産業システム本部第２システム部を第３システム本部第１システム部に統合する。 

 ・第１通信・産業システム本部を廃止する。 

・第２通信・産業システム本部および第３通信・産業システム本部をそれぞれ第４システム本部および第５システム本部に名称変更する。 

 ・第１通信・産業システム本部第４システム部および第１システム部を第４システム本部に移管し、それぞれ第４システム部および 

第５システム部とする。 



 ・第２通信・産業システム本部第２システム部を第５システム本部第２システム部に移管・統合する。 

・第１通信・産業システム本部第５システム部の一部を第５システム本部に移管し、第４システム部とする。 

 ・Ｖプロジェクト推進本部を新設する。 

・産業システム事業部事業企画・パートナー支援部および通信・産業システム事業部事業企画・パートナー支援部を再編し、 

それぞれ事業部直属の事業企画部およびパートナー支援部とする。 

（営業統括本部） 

・全国営業本部戦略営業部を新設する。 

・全国営業本部全国営業支援部を廃止する。 

（商品技術本部） 

・プロジェクトマネジメント統括本部プロダクトライフサイクルマネジメント部を商品技術本部に移管し、商品ライフサイクル 

マネジメント部とする。 

（国際推進本部） 

・中国ビジネス推進本部マーケティング部を国際推進本部に移管し、中国ビジネスマーケティング部とする。 

（その他） 

・監査委員会室を廃止する。 

以 上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【お問い合わせ先】 
日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社 CSR本部 広報・宣伝部 広報 IRグループ TEL 03（5479）5013  

（住所）〒140-0002 東京都品川区東品川 4丁目 12番 7号                                


