
 

 
1 

本社    〒１４０-０００２東京都品川区東品川四丁目１２番７号 

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

 

2015年9月17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：佐久間 嘉一郎／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（2015年10月1日付） 

 社会イノベーション事業推進本部を社会イノベーションシステム事業部に名称変更する。 

 

＜社会イノベーションシステム事業部＞ 

 事業開発部を企画部に名称変更する。 

 ITプラットフォーム事業部 運用管理システム本部 第1部と第5部それぞれの一部事業を移管し、 

新事業推進部を新設する。 

 ITプラットフォーム事業部 社会イノベーション基盤本部を移管し、社会イノベーション基盤開発本部と

する。同本部 第3部を第2部に統合し、同本部 第4部を第3部に名称変更する。 

 

＜営業統括本部＞ 

 営業企画本部を廃止し、同本部 営業企画部と営業推進部を統合し、企画部とする。 

 産業・流通営業本部に社会イノベーション営業推進部を新設する。 

 ハイブリッドインテグレーションセンタ HI 戦略部をマーケティング部に統合し、マーケティング戦略部

とする。セールスサポート部とHI開発部を再編し、セールスサポート部とソリューション開発部とする。 

 関西営業本部産業システム営業第1部を流通システム営業部に、産業システム営業第2部を産業シス

テム営業部に名称変更する。 

 

＜通信・メディアシステム事業部＞ 

 通信クラウド基盤本部 サービスビジネス第3部をサービスビジネス第2部に統合する。 

 

＜産業イノベーション事業部＞ 

 Dynamics推進本部 グローバル推進部をDynamics事業戦略部に統合する。 

 

＜ITプラットフォーム事業部＞ 

 QTATソリューション化推進部を新設する。 

 システム基盤本部 第2部を第1部に統合する。同本部 第3部を第2部に名称変更する。 
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＜クロスインダストリソリューション事業部＞ 

 企画本部 プロダクト計画部をマーケットイン戦略部に名称変更する。同本部 マーケティング推進部

を拡販支援部に名称変更する。同本部にオフィスマネージメントソリューション本部 サービスプラット

フォーム部を移管する。 

 セキュリティソリューション本部 トータルセキュリティ推進部を分割し、先端セキュリティ開発部とトータ

ルセキュリティ推進部とする。セキュリティプロダクト第2部をセキュリティプロダクト第 1部に統合する。

セキュリティプロダクト第3部をセキュリティプロダクト第2部に名称変更する。 

 コンテンツソリューション本部にフロントソリューション開発部を新設する。 

 オフィスマネージメントソリューション本部にHRソリューション部を新設する。 

 空間情報ソリューション本部 グローバル推進部をGIS部に統合する。 

 

＜品質保証統括本部＞ 

 クロスインダストリ品質保証本部 QAセンタを統括本部直轄組織とする。 

 

＜財務本部＞ 

 業務部を収計部に名称変更する。 

 

２．人事異動（2015年10月1日付） 

＜社会イノベーションシステム事業部＞ 

異動後 異動前 氏名 

事業部長 
ITプラットフォーム事業部 

運用管理システム本部長 
小池 雄一 

副事業部長 

（兼）企画部長 

株式会社日立製作所 

情報・通信システムグループ 

情報・通信システム社 

クラウドサービス事業部 

エンジニアリング本部長 

高橋 明男 

企画部 担当部長 事業開発部長 斉田 浩一 

新事業推進部長 

ITプラットフォーム事業部 

運用管理システム本部 第3部 

第1グループ グループマネージャ 

柚山 知之 

新事業推進部 主管技師 
ITプラットフォーム事業部 

運用システム本部 第5部 主管技師 
志村 光弘 

社会イノベーション基盤開発本部 

第2部長 

ITプラットフォーム事業部 

社会イノベーション基盤本部 第3部長 
岸本 喜次 
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異動後 異動前 氏名 

社会イノベーション基盤開発本部 

第2部 主管技師 

ITプラットフォーム事業部 

社会イノベーション基盤本部 第2部長 
鶴田 誠也 

 

＜営業統括本部＞ 

異動後 異動前 氏名 

企画部長 
株式会社日立製作所 九州支社 

ビジネスソリューション営業部長 
渡邉 伸幸 

企画部 担当部長 営業企画本部 営業企画部長 掛 喜実登 

企画部 担当部長 営業企画本部 営業推進部長 片山 高明 

企画部 担当部長 営業企画本部 営業推進部 担当部長 小泉 章二 

通信・社会営業本部 第3営業部長 
通信・社会営業本部 

第3営業部 担当部長 
万中 正彦 

産業・流通営業本部 

社会イノベーション営業推進部長 

（兼）ビジネスソリューション部長 

産業・流通営業本部 

ビジネスソリューション部長 
野村 文雄 

産業・流通営業本部 

流通営業第1部 担当部長 

産業･流通営業本部 流通営業第1部 

第1グループ 部長代理 
萬屋 龍也 

パートナー営業本部 第1部 担当部長 通信・社会営業本部 第3営業部長 竹澤 智 

ハイブリッドインテグレーションセンタ 

担当部長 

ハイブリッドインテグレーションセンタ 

HI戦略部 担当部長 
福田 桂子 

ハイブリッドインテグレーションセンタ 

マーケティング戦略部長 

ハイブリッドインテグレーションセンタ 

HI戦略部長（兼）マーケティング部長 
野田 勝義 

ハイブリッドインテグレーションセンタ 

マーケティング戦略部 担当部長 

ハイブリッドインテグレーションセンタ 

HI戦略部 担当部長 
遠藤 周作 

ハイブリッドインテグレーションセンタ 

マーケティング戦略部 担当部長 

ハイブリッドインテグレーションセンタ 

マーケティング部 担当部長 
小川 裕之 

ハイブリッドインテグレーションセンタ 

セールスサポート部 担当部長 

ハイブリッドインテグレーションセンタ 

HI開発部 担当部長 
萩原 修身 

ハイブリッドインテグレーションセンタ 

ソリューション開発部長 

ハイブリッドインテグレーションセンタ 

HI開発部長 
此内 優 

ハイブリッドインテグレーションセンタ 

ソリューション開発部 担当部長 

ハイブリッドインテグレーションセンタ 

HI開発部 担当部長 
阿井 一仁 
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異動後 異動前 氏名 

ハイブリッドインテグレーションセンタ 

ソリューション開発部 担当部長 

ハイブリッドインテグレーションセンタ 

セールスサポート部 担当部長 
住澤 妙 

 

＜通信・メディアシステム事業部＞ 

異動後 異動前 氏名 

事業推進部長 

事業推進部 

事業開発グループ グループマネージャ 

（兼）グローバル推進グループ 

グループマネージャ 

宋 永敏 

通信サービス本部 第2部長 
通信サービス本部 第2部 

第2グループ グループマネージャ 
福田 徹 

 

＜産業イノベーション事業部＞ 

異動後 異動前 氏名 

Dynamics推進本部 

Dynamics事業戦略部 担当部長 

Dynamics推進本部 

グローバル推進部長 
万仲 茂 

 

＜ビジネスイノベーション事業部＞ 

異動後 異動前 氏名 

ビジネス・プラットフォーム本部長 
ビジネス・プラットフォーム本部 

第2部長 
市岡 克介 

ビジネス・プラットフォーム本部 

第2部長 

ビジネス・プラットフォーム本部 第2部 

第2グループ グループマネージャ 
小佐野 匡規 

ERPソリューション本部長 ERPソリューション本部 担当本部長 大原 聡一郎 

 

＜ITプラットフォーム事業部＞ 

異動後 異動前 氏名 

企画部長 企画部 担当部長 小泉 直久 

ITプラットフォーム事業部員 

（兼）QTATソリューション化推進部長 

社会イノベーション基盤本部員 

（兼）社会イノベーション基盤本部  

第4部 担当部長 

堀田 匡哉 

運用管理システム本部長 システム基盤本部長 福田 淳 

システム基盤本部長 企画部長 佐納 通彰 

システム基盤本部 第1部長 システム基盤本部 第2部長 岩本 孝寿 
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異動後 異動前 氏名 

システム基盤本部 第1部 担当部長 システム基盤本部 第1部長 村木 隆仁 

 

 

 

＜クロスインダストリソリューション事業部＞ 

異動後 異動前 氏名 

企画本部 担当部長 企画本部 事業推進部長 小林 潮 

企画本部 事業推進部長 企画本部 事業推進部 担当部長 橋本 和広 

セキュリティソリューション本部 

先端セキュリティ開発部長 

セキュリティソリューション本部 

トータルセキュリティ推進部長 
松本 丘 

セキュリティソリューション本部 

先端セキュリティ開発部 主管技師 

セキュリティソリューション本部 

トータルセキュリティ推進部 主管技師 
鮫島 吉喜 

セキュリティソリューション本部 

トータルセキュリティ推進部長 

（兼）セキュリティソリューション第1部 

担当部長 

セキュリティソリューション本部 

セキュリティソリューション第1部長 

（兼）トータルセキュリティ推進部 

担当部長 

坂本 篤郎 

セキュリティソリューション本部 

セキュリティソリューション第1部長 

セキュリティソリューション本部 

セキュリティソリューション第1部 

担当部長 

小川 清司 

セキュリティソリューション本部 

セキュリティプロダクト第1部長 

セキュリティソリューション本部 

セキュリティプロダクト第2部長 
加藤 哲哉 

セキュリティソリューション本部 

担当本部長 

（兼）セキュリティプロダクト第2部長 

セキュリティソリューション本部 

担当本部長 

（兼）セキュリティプロダクト第1部長 

渡部 二郎 

セキュリティソリューション本部 

セキュリティプロダクト第2部 担当部長 

オフィスマネージメントソリューション本部 

サービスプラットフォーム部 担当部長 

（兼）セキュリティプロダクト第3部 

担当部長 

正木 克典 

コンテンツソリューション本部 

フロントソリューション開発部長 

コンテンツソリューション本部 

第1部 担当部長 
濱田 智孝 

コンテンツソリューション本部 第1部長 

（兼）フロントソリューション開発部 

担当部長 

コンテンツソリューション本部 

第1部長 
三宅 立記 
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異動後 異動前 氏名 

企画本部 マーケットイン戦略部 

担当部長 

（兼）コンテンツソリューション本部 

第2部長 

企画本部 プロダクト計画部 担当部長 

（兼）コンテンツソリューション本部 

第2部 担当部長 

池田 憲治 

オフィスマネージメントソリューション本部 

HRソリューション部長 

オフィスマネージメントソリューション本部 

サービスプラットフォーム部 担当部長 
笠松 哲也 

オフィスマネージメントソリューション本部 

リシテア部長 

（兼） HRソリューション部 担当部長 

オフィスマネージメントソリューション本部 

リシテア部 担当部長 
橋爪 徹雄 

空間情報ソリューション本部 GIS部長 

（兼）グローバル事業本部 事業推進部 

担当部長 

空間情報ソリューション本部 

グローバル推進部長 

（兼）グローバル事業本部 事業推進部 

担当部長 

ギュルテキン 

バハディア 

空間情報ソリューション本部 

GIS部 担当部長 
空間情報ソリューション本部 GIS部長 北川 伸浩 

空間情報ソリューション本部 

防衛・危機管理システム部長 

空間情報ソリューション本部 

防衛・危機管理システム部 担当部長 
丑屋 幸男 

 

＜品質保証統括本部＞ 

異動後 異動前 氏名 

QAセンタ長 
クロスインダストリ品質保証本部 

QAセンタ長 
松本 道春 

QAセンタ 担当部長 

クロスインダストリ品質保証本部 

QAセンタ 主任技師 

（兼）保証グループ グループマネージャ 

下谷 潤 

 

＜経営企画本部＞ 

異動後 異動前 氏名 

副社長執行役員 業務改革統括本部長 

（兼）品質保証統括本部長 

（兼）経営企画本部長 

（兼）グローバル事業本部長 

副社長執行役員 業務改革統括本部長 

（兼）品質保証統括本部長 

（兼）グローバル事業本部長 

中里 良一 
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＜本件に関する問い合わせ先＞ 

担当部署：経営企画本部 広報・宣伝部  担当者：竹谷、安藤 

Tel：03‐5479‐5013  Fax：03‐5780‐6455  E-mail：koho@hitachi-solutions.com 

以 上 

 

日立ソリューションズ グループは、お客様の業務ライフサイクルにわたり、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。 

 

※ ハイブリッドインテグレーションは、株式会社日立ソリューションズの登録商標です。 


