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2020年 3月 16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：星野 達朗)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します。 

 

１．機構改革（2020年 4月 1日付） 

＜営業統括本部＞ 

 営業企画本部に契約支援センタを新設する。 

 通信・社会営業本部 第4営業部を分割し、第4営業部と第5営業部とする。 

 産業営業本部 第2営業部を分割し、第2営業部、第3営業部とする。モビリティ・サービス営業部を

第4営業部に名称変更する。中部営業本部 産業営業部と流通・ソリューション営業部を移管し、第5

営業部とする。 

 デジタルイノベーション営業本部に関西営業本部 mcframe 拡販センタを一部移管する。デジタルイ

ノベーション営業本部 ゼネラルマーケット営業部、デジタルソリューション営業部、デジタルサービ

ス営業推進部、mcframe拡販戦略センタを再編し、デジタルソリューション第1営業部、デジタルソ

リューション第2営業部、デジタルソリューション第3営業部とする。 

 パートナー営業本部に戦略企画部を新設する。 

 中部営業本部をモビリティサービス営業本部に名称変更する。自動車営業部を分割し、第 1営業部と

第2営業部とする。浜松営業部を第3営業部に名称変更する。産業営業本部 モビリティ・サービス営

業部の一部を移管し、第4営業部とする。 

 関西営業本部 流通・サービスソリューション営業部にmcframe拡販センタの一部を統合し、産業ソ

リューション第 1営業部とする。産業ソリューション営業部を産業ソリューション第 2営業部に名称

変更する。通信・社会営業本部 第1営業部の一部を移管し、社会ソリューション営業部とする。 

 

＜社会イノベーションシステム統括事業部＞ 

 事業創生センタを IoT推進センタに名称変更する。 

 

＜産業イノベーション事業部＞ 

 グローバルSCMソリューション本部にmcframeテクニカルセンタを新設する。 

 

＜スマートライフソリューション事業部＞ 

 グローバルアライアンス推進部を新設する。 
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 ワークスタイルイノベーション本部 ワークスタイルイノベーション推進部、デジタルレイバーソリューション部、

リシテアソリューション部、ワークスタイルソリューション部を、それぞれワークスタイルイノベーション企画部、

RPAソリューション部、HRソリューション第 1部、HRソリューション第 2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に運用管理コンサルティングビジネス部を新設する。 

 デジタルシフト開発支援本部にDSCP部を新設する。 

 

＜クロスインダストリソリューション事業部＞ 

 セキュリティソリューション本部 セーフティ＆セキュリティソリューション部を、セキュリティソリューション第 1

部に統合する。 

 ビジネスコラボレーション本部 AI・デジタルソリューション部、インフラソリューション部、空間情報ソリュー

ション開発部を、それぞれデジタルアナリティクスビジネス開発部、インフォメーションシェアリングソリュー

ション部、空間情報ソリューション部に名称変更する。フロントソリューション部の一部とレポートソリューショ

ン部を統合し、ドキュメントマネジメントソリューション部とする。フロントソリューション部の一部を分割し、ビ

ジネスコラボレーション関西推進部とする。 

 

＜業務革新統括本部＞ 

 グループサポート推進本部を新設する。同本部にグローバルサポート推進部を移管し、IT・情報セキュリ

ティ本部 グローバル IT企画部を統合する。IT・情報セキュリティ本部 経営システム部、IT基盤サービス

部、グループ情報セキュリティ統括センタをグループサポート推進本部に移管・再編し、国内グループサ

ポートセンタ、グループ・リスク統括センタとする。グループサポート推進本部に技術革新本部 知財管理

部を移管する。 

 IT・DX推進本部を新設する。同本部に IT・情報セキュリティ本部 業務改革・デジタル化推進センタを移管

する。クロスインダストリソリューション事業部 企画本部 サービス部を移管し、サポートサービス部とする。 

 技術革新本部に Innovation Technology LabとLean Startup Support Centerを新設する。 

 

＜調達本部＞ 

 調達部をソフト調達部に名称変更する。 

 

＜経営戦略統括本部＞ 

 グローバルビジネス推進本部に戦略アライアンス部を新設する。 

 

＜人事総務本部＞ 

 法務・コンプライアンス部を分割し、法務部とコンプライアンス部とする。 
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２．人事異動（2020年 4月 1日付） 

＜デジタルソリューション推進センタ＞ 

異動後 異動前 氏名 

担当部長 
経営戦略統括本部 経営企画本部 

主管技師 
小泉 直久 

 

＜営業統括本部＞ 

異動後 異動前 氏名 

営業企画本部長 

（兼）営業企画本部 契約支援センタ長 
営業企画本部長 佐藤 昭 

営業企画本部 営業推進部 担当部長 
パートナー営業本部 

インサイドセールス推進部 担当部長 
片山 高明 

通信・社会営業本部 第 1営業部長 
通信・社会営業本部 第 1営業部 

担当部長 
佐野 進 

通信・社会営業本部 第 1営業部 

担当部長 
通信・社会営業本部 第 3営業部長 永井 修 

通信・社会営業本部 第 3営業部長 
産業営業本部 

モビリティ・サービス営業部長 
田中 伸晃 

通信・社会営業本部 第 5営業部長 
通信・社会営業本部 第 4営業部 

担当部長 
福田 桂子 

産業営業本部 第 2営業部長 産業営業本部 第 2営業部 担当部長 遠藤 智毅 

産業営業本部 第 3営業部長 

株式会社 日立製作所 

営業統括本部 産業・流通営業統括本部 

産業第一営業本部 第六営業部長 

茂木 淳 

【新任】 

産業営業本部 第 4営業部長 
― 辻井 浩伸 

【新任】 

産業営業本部 第 5営業部長 
― 鈴木 誠二 

【新任】 

流通・サービス営業本部 第 2営業部長 
― 小澤 英俊 

デジタルイノベーション営業本部 

デジタルソリューション第 1営業部長 

デジタルイノベーション営業本部 

ゼネラルマーケット営業部長 
渡邉 伸幸 

デジタルイノベーション営業本部 

デジタルソリューション第 2営業部長 

デジタルイノベーション営業本部 

デジタルサービス営業推進部長 
平野 達也 
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異動後 異動前 氏名 

デジタルイノベーション営業本部 

デジタルソリューション第 2営業部 

担当部長 

関西営業本部 mcframe拡販センタ長

（兼）デジタルイノベーション営業本部 

mcframe拡販戦略センタ長 

川村 陸 

デジタルイノベーション営業本部 

デジタルソリューション第 3営業部長 
流通・サービス営業本部 第 2営業部長 大橋 正幸 

デジタルイノベーション営業本部 

デジタルソリューション第 3営業部 

担当部長 

デジタルイノベーション営業本部 

デジタルソリューション営業部長 
野本 正樹 

パートナー営業本部 戦略企画部長 
パートナー営業本部 第 1営業部 

担当部長 
前田 倫江 

【新任】 

パートナー営業本部 第 2営業部長 
― 下田 良洋 

モビリティサービス営業本部 

第 1営業部長 
中部営業本部 自動車営業部長 山本 亨 

モビリティサービス営業本部 

第 2営業部長 
中部営業本部 浜松営業部長 齋藤 洋一 

モビリティサービス営業本部 

第 3営業部長 
中部営業本部 産業営業部長 中島 史郎 

モビリティサービス営業本部  

第 4営業部長 
中部営業本部 自動車営業部 担当部長 山下 好治 

関西営業本部 

産業ソリューション第 1営業部長 

関西営業本部 

流通・サービスソリューション営業部長 
木村 貴則 

関西営業本部  

社会ソリューション営業部長 
通信・社会営業本部 第 1営業部長 岩下 和裕 

 

＜社会イノベーションシステム統括事業部＞ 

異動後 異動前 氏名 

IoT推進センタ長 

産業イノベーション事業部 

グローバルSCMソリューション本部 

SCMソリューション第 1部 担当部長 

杉尾 尚久 
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＜社会イノベーションシステム事業部＞ 

異動後 異動前 氏名 

モビリティソリューション本部 

オートモティブソリューション部 

担当部長 

モビリティソリューション本部員 堀内 一郎 

モビリティソリューション本部 

オートモティブソリューション部 主管技師 

業務革新統括本部 技術革新本部 

技術企画部 主管技師 
新海 良一 

モビリティソリューション本部 

コネクテッドモビリティソリューション部長 

モビリティソリューション本部 

コネクテッドモビリティソリューション部 

担当部長 

岸本 喜次 

モビリティソリューション本部 

プラットフォーム開発部 担当部長 

ITプラットフォーム事業部 

デジタルシフト開発支援本部 

ソフトウェア開発支援部 担当部長 

水森 源宏 

 

＜産業イノベーション事業部＞ 

異動後 異動前 氏名 

【新任】 

グローバルERPソリューション本部 

担当本部長 

（兼）グローバルERPソリューション本部 

ポストモダンERP推進センタ長 

グローバルERPソリューション本部 

ポストモダンERP推進センタ長 
添田 知子 

【新任】 

グローバルERPソリューション本部 

担当本部長 

グローバルERPソリューション本部 

SAPソリューション部長 
早樋 憲治 

【新任】 

グローバルERPソリューション本部 

ビジネスオペレーション第 1部 

担当部長  

― 吉戸 勝洋 

【新任】 

グローバルERPソリューション本部 

カスタマーエンゲージメントソリューション部 

担当部長 

― 濱岡 信雄 

グローバルERPソリューション本部 

SAPソリューション部長 

グローバルERPソリューション本部 

SAPソリューション部 担当部長 
大山 哲生 
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異動後 異動前 氏名 

【新任】 

グローバルERPソリューション本部 

SAPソリューション部 担当部長 

― 井村 淳 

【新任】 

グローバルSCMソリューション本部長 

社会イノベーションシステム統括事業部 

事業創生センタ長 
加藤 英也 

グローバルSCMソリューション本部 

担当部長 

グローバルSCMソリューション本部 

関西ソリューション部 担当部長 
渡辺 久 

【新任】 

グローバルSCMソリューション本部 

mcframeテクニカルセンタ長 

― 小中 伸敏 

【新任】 

グローバルSCMソリューション本部 

関西ソリューション部 担当部長 

― 宮本 宏昌 

自動車アカウント本部長 自動車アカウント本部 担当本部長 加藤 眞治 

【新任】 

自動車アカウント本部 担当本部長 
自動車アカウント本部員 三田 幸宏 

【新任】 

自動車アカウント本部  

トヨタシステム第 1部長 

― 小口 達也 

 

＜スマートライフソリューション事業部＞ 

異動後 異動前 氏名 

【新任】 

副事業部長  
クラウドソリューション本部長 伊藤 裕規 

【新任】 

担当本部長（兼）企画部長 
企画部長 橋本 和広 

【新任】 

プロジェクト統括部 担当部長 
― 小林 秀人 

通信サービス本部 

通信サービスインキュベーション部 

担当部長 

通信サービス本部 

テレコムソリューション部 担当部長 
奥出 隆之 

通信サービス本部 

テレコムソリューション部 担当部長 

通信サービス本部 

ビリングサービス部 担当部長 
児玉 ひとみ 
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異動後 異動前 氏名 

【新任】 

通信サービス本部 

ビリングサービス部 担当部長 

― 東常 竜也 

クラウドソリューション本部長 クラウドソリューション本部 担当本部長 津野 哲也 

【新任】 

クラウドソリューション本部 担当本部長 

クラウドソリューション本部 

ネットワークソリューション部長 
古賀 博則 

クラウドソリューション本部 

ネットワークソリューション部長 

クラウドソリューション本部 

サービスビジネス部 担当部長 
齊藤 秀暁 

【新任】 

クラウドソリューション本部 

MSサービス部 担当部長 

― 恋塚 征志 

【新任】 

クラウドソリューション本部 

MSサービス部 主管技師 

― 古山 浩之 

【新任】 

ワークスタイルイノベーション本部 

ワークスタイルイノベーション企画部長 

（兼）グローバルアライアンス推進部長 

― 小倉 文寿 

【新任】 

ワークスタイルイノベーション本部 

HRソリューション第 1部 担当部長 

― 南坂 浩一 

 

＜ビジネスイノベーション事業部＞ 

異動後 異動前 氏名 

【新任】 

デジタルソリューション本部 

デジタルソリューション第 1部 担当部長 

― 岡田 達彦 

【新任】 

デジタルソリューション本部 

デジタルソリューション第 2部 主管技師 

― 羽根 孝泰 

デジタルソリューション本部 

デジタルソリューション第 3部 担当部長 

デジタルソリューション本部 

デジタルソリューション第 1部 担当部長 
西田 富美男 
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異動後 異動前 氏名 

【新任】 

クロスマーケット・サービス本部 

担当本部長 

企画部 担当部長 和仁 賢治 

クロスマーケット・サービス本部 

担当部長 

クロスマーケット・サービス本部 

クロスマーケット・サービス第 2部 

担当部長 

加藤 光春 

クロスマーケット・サービス本部 

クロスマーケット・サービス第 1部長 

クロスマーケット・サービス本部 

クロスマーケット・サービス第 3部長 
田嶋 孝次 

【新任】 

クロスマーケット・サービス本部 

クロスマーケット・サービス第 2部 

担当部長 

― 大内 教博 

クロスマーケット・サービス本部 

クロスマーケット・サービス第 3部長 

クロスマーケット・サービス本部 

クロスマーケット・サービス第 3部 

担当部長 

前田 高弘 

【新任】 

クロスマーケット・サービス本部 

クロスマーケット・サービス第 3部 

担当部長 

― 日高 恵司 

 

＜ITプラットフォーム事業部＞ 

異動後 異動前 氏名 

【新任】 

企画部 担当部長 
― 和田 修 

運用管理システム本部 主管技師 
運用管理システム本部 

プロダクトビジネス部 主管技師 
志村 光弘 

【新任】 

運用管理システム本部 

運用管理事業企画部長 

― 久保田 俊司 

運用管理システム本部 

運用管理コンサルティングビジネス部長 

運用管理システム本部 

運用管理事業企画部長 
疋田 哉 



 
9 

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:https://www.hitachi-solutions.co.jp/ 

 

異動後 異動前 氏名 

【新任】 

運用管理システム本部 

運用管理コンサルティングビジネス部 

担当部長 

― 甘利 理子 

【新任】 

デジタルプラットフォーム本部 

主管技師 

― 荒川 啓之 

【新任】 

デジタルシフト開発支援本部 

担当本部長 

クロスインダストリソリューション事業部 

ビジネスコラボレーション本部 

インフラソリューション部長 

藏重 一紀 

【新任】 

デジタルシフト開発支援本部 

DSCP部長 

― 丸山 高志 

 

＜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 

【新任】 

主管技師長 

セキュリティソリューション本部 

セキュリティプロフェッショナルセンタ長 
近藤 克良 

企画本部 事業推進部長 企画本部 事業推進部 担当部長 野中 幸重 

【新任】 

企画本部  

デジタルサービス事業推進部長 

― 内山 太介 

企画本部 

デジタルサービス事業推進部 担当部長 
企画本部 拡販支援部長 小池 智浩 

企画本部 拡販支援部長 企画本部 事業推進部長 花岡 孝史 

セキュリティソリューション本部長 

（兼）セキュリティソリューション本部 

セキュリティプロフェッショナルセンタ長 

セキュリティソリューション本部長 宇佐見 憲司郎 

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 

担当部長 

セキュリティソリューション本部 

セーフティ＆セキュリティソリューション部長 
丑屋 幸男 

【新任】 

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 担当部長 

― 河浦 直人 
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異動後 異動前 氏名 

【新任】 

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 

― 御園 琢馬 

【新任】 

ビジネスコラボレーション本部  

担当本部長 

（兼）ビジネスコラボレーション本部 

デジタルアナリティクスビジネス開発部長 

ビジネスコラボレーション本部 

AI・デジタルソリューション部長 
濱田 智孝 

【新任】 

ビジネスコラボレーション本部 

マーケティング推進部長 

― 中川 克幸 

ビジネスコラボレーション本部 

デジタルアナリティクスビジネス開発部 

担当部長 

ビジネスコラボレーション本部 

レポートソリューション部 担当部長 
橋本 亮 

ビジネスコラボレーション本部 

ドキュメントマネジメントソリューション部長 

ビジネスコラボレーション本部 

レポートソリューション部長 
小野原 義浩 

【新任】 

ビジネスコラボレーション本部 

ドキュメントマネジメントソリューション部 

担当部長 

― 石田 育央 

ビジネスコラボレーション本部 

インフォメーションシェアリングソリューショ

ン部長 

ビジネスコラボレーション本部 

インフラソリューション部 担当部長 
奥村 尚幸 

【新任】 

ビジネスコラボレーション本部 

インフォメーションシェアリングソリューショ

ン部 担当部長 

― 岡村 光昭 

ビジネスコラボレーション本部 

ビジネスコラボレーション関西推進部長 

ビジネスコラボレーション本部 

フロントソリューション部長 
松本 秀樹 

ビジネスコラボレーション本部 

ビジネスコラボレーション関西推進部 

担当部長 

ビジネスコラボレーション本部 

AI・デジタルソリューション部 担当部長 
中川 真一 
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＜業務革新統括本部＞ 

異動後 異動前 氏名 

グループサポート推進本部長 

（兼）グループサポート推進本部 

グローバルサポート推進部長 

（兼）グループサポート推進本部 

グループ・リスク統括センタ長 

IT・情報セキュリティ本部長 

（兼）IT・情報セキュリティ本部 

IT基盤サービス部長 

山口 一之 

グループサポート推進本部 

国内グループサポートセンタ長 

IT・情報セキュリティ本部 

グループ情報セキュリティ統括センタ長 
隅垣 隆夫 

グループサポート推進本部 

国内グループサポートセンタ 担当部長 

IT・情報セキュリティ本部 

経営システム部長 
佐藤 広志 

IT・DX推進本部長 

IT・情報セキュリティ本部 担当本部長 

（兼）IT・情報セキュリティ本部 

グローバル IT企画部長 

長 哲也 

【新任】 

IT・DX推進本部 

業務改革・デジタル化推進センタ 

担当部長 

― 松上 憲一 

IT・DX推進本部 サポートサービス部長 
クロスインダストリソリューション事業部 

企画本部 サービス部長 
杉田 潔 

プロジェクトマネジメント本部 

ビジネスマネジメント推進部 担当部長 

プロジェクトマネジメント本部 

プロジェクトマネジメント推進部 担当部長 
山口 武彦 

【新任】 

プロジェクトマネジメント本部 

プロジェクトマネジメント推進部長 

― 峰川 和人 

技術革新本部長 

（兼）デジタルソリューション推進センタ 

副センタ長 

（兼）技術革新本部 

Innovation Technology Lab センタ長 

株式会社日立製作所 

サービス＆プラットフォームビジネスユニット 

サービスプラットフォーム事業本部 

デジタルソリューション推進本部 

主管技師長 

五十嵐 明夫 

技術革新本部 

Lean Startup Support Center 

担当部長 

技術革新本部 戦略技術部 

担当部長 
福本 義久 
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異動後 異動前 氏名 

技術革新本部 戦略技術部長 

（兼）Lean Startup Support Center 

センタ長 

技術革新本部 戦略技術部長 細美 彰宏 

技術革新本部 研究開発部 

主管研究員 

株式会社日立ソリューションズ・テクノロジー 

システムソリューション本部 

システム製品開発部 担当部長 

阪田 健 

 

＜調達本部＞ 

異動後 異動前 氏名 

本部長（兼）企画・管理部長 本部長 日野 崇 

 

＜経営戦略統括本部＞ 

異動後 異動前 氏名 

常務執行役員 

経営戦略統括本部長 

（兼）Chief Lumada Business Officer 

（兼）Chief Group Relations Officer 

常務執行役員 

経営戦略統括本部長 

（兼）Chief Lumada Business Officer 

（兼）グローバルビジネスセンタ長 

紅林 徹也 

経営企画本部 担当本部長 

株式会社 日立製作所 

ヘルスケアビジネスユニット 

経営戦略室 新事業推進センタ 

担当部長 

藤田 昭 

経営企画本部 経営企画部長 

（兼）事業企画部長 
経営企画本部 経営企画部長 井上 真一 

【新任】 

経営企画本部 広報・宣伝部長 
― 安藤 雅代 

経営企画本部 環境管理部長 経営企画本部 環境管理部 担当部長 藤田 和敏 

【新任】 

経営企画本部 ビジネス戦略部 

担当部長 

― 渡邉 浩一 

グローバルビジネス推進本部長 

（兼）グローバルビジネスセンタ長 
グローバルビジネス推進本部長 渡辺 敏正 

グローバルビジネス推進本部 

経営管理部長 

グローバルビジネス推進本部 

経営管理部 担当部長 
堀田 智洋 
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異動後 異動前 氏名 

グローバルビジネス推進本部 

事業推進部 担当部長 

株式会社日立製作所 

システム＆サービスビジネス統括本部 

経営戦略統括本部 事業戦略本部 

地域事業推進部員 

HITACHI ASIA (THAILAND) CO., LTD. 

Info-Communications Technology 

Solutions Business Unit  

Deputy General Manager   

福尾 英樹 

【新任】 

グローバルビジネス推進本部 

戦略アライアンス部長 

― 市川 博一 

 

＜人事総務本部＞ 

異動後 異動前 氏名 

常務執行役員 

人事総務本部長 

（兼）Chief Diversity Officer 

常務執行役員 

人事総務本部長 
中村 智 

法務部長 

株式会社日立製作所 

法務本部 モビリティ法務部 

ビルシステム契約グループ 部長代理 

株式会社日立ビルシステム 

人事総務本部 法務・コンプライアンス部 

担当部長 

高部 健太郎 

コンプライアンス部長 

株式会社日立ソリューションズ・テクノロジー  

経営サポート本部 

コンプライアンス法務部長 

叶谷 裕一 

 

＜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：多田、安藤 

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

以 上 

 


