
１．人事異動
（発令日：　９月１６日）

＜営業統括本部＞

新　職 旧　職 氏名
 全国営業本部  全国営業本部
 統括営業部長  統括営業部長  高橋　良典
 (兼)ソリューション拡販部長

（発令日：１０月　１日）

＜総合企画本部＞

新　職 旧　職 氏名
 総合企画本部

 総合企画本部 部長  事業戦略部長  長谷川　恵司

平成21年9月17日
日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社

（コード番号9694 東証第一部）

会社人事・機構改革

総合 画本部 部長 事業戦略部長 長谷川 恵司

 総合企画本部
 総合企画本部 部長  グループ戦略部長  金子　隆

 総合企画本部
 総合企画本部 部長  事業開発部長  渡辺　憲和

＜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  サービス事業統括本部
 サービス事業企画部長  サービス事業企画部長  倉本　淳二
 (兼)産業システム事業部  (兼)サービスデリバリ事業推進本部 
  　 事業企画・パートナー支援部 専任部長   　 サービス基盤開発部長
 サービス事業統括本部  サービスデリバリ事業推進本部
 クラウドコンピテンシーセンタ長  サービス基盤開発部 主任技師  藤岡　秀樹

平成21年9月17日
日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社

（コード番号9694 東証第一部）

会社人事・機構改革
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新　職 旧　職 氏名
 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  サービス事業推進部長  小笠原　英道

 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
 センタサービス部長  サービス基盤センタ長  角田　文広
 (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
 サービスデリバリ事業推進本部
 センタサービス部 専任部長  サービスデリバリ事業推進本部 専任部長  前田　高弘

＜技術開発本部＞

新　職 旧　職 氏名
 技術開発本部 次長  技術開発本部 次長
 (兼)知財・技術管理部長  (兼)計画部長  蓑宮　義則

 技術開発本部  技術開発本部
 知財・技術管理部 専任部長  知的財産権センタ長  中重　亮

 技術開発本部  技術開発本部
 知財・技術管理部 専任部長  知的財産権センタ 専任部長  松本　健志

 技術開発本部  技術開発本部
 生産技術センタ センタ長  生産技術センタ チーフＩＴアーキテクト  菅沼　弘

＜ＩＭＳ本部＞

新　職 旧　職 氏名
 ＩＭＳ本部 副本部長  品質保証本部 副本部長
 (兼)品質保証本部 副本部長  (兼)第３品質保証部長  川名　雅彦
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＜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)第２開発本部長  (兼)第１開発本部長  原田　淳

 開発事業部   事業企画本部
 ビジネス企画部長  ビジネス企画部 第１グループ ＧｒＭ  加藤　哲哉

 開発事業部  開発事業部
 パートナー支援部長  グローバル事業推進部 専任部長  衣山　昌之

 (兼)事業企画本部 パートナー支援部長
 開発事業部  事業企画本部
 ＦＰＴ開発センタ長  ＦＰＴ開発センタ長  小倉　正孝

 ソリューション開発本部
 ソリューション開発本部 副本部長  セキュリティ設計部長  臼杵　誠剛

 ソリューション開発本部  ソリューション開発本部
セキュリティ設計部長 セキュリティ設計部 第１グループ 渡部 二郎 セキュリティ設計部長 セキュリティ設計部 第１グループ 渡部 二郎

 ＧｒＭ・シニアプロジェクトマネージャ
 第１開発本部 副本部長

 グローバルビジネス本部長  (兼)グローバル事業推進部長  山口　浩太

 グローバルビジネス本部  第１開発本部
 グローバルストレージ第１設計部長  グローバルストレージ設計部長  外山　和良

 グローバルビジネス本部  第１開発本部
 グローバルストレージ第２設計部長  ミドルソフト第３設計部長  大田原　実

 第１開発本部 副本部長
 第１開発本部長  (兼)ミドルソフト第１設計部長  木下　博文

 第１開発本部 副本部長  事業企画本部
 (兼)ミドルソフト第１設計部長  ビジネス企画部長  石原　繁樹
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新　職 旧　職 氏名
 第１開発本部  第１開発本部
 ＳＭＢ設計部長  ミドルソフト第４設計部  月折　郷子

 チーフソフトウェアデベロップメント
 第２開発本部  第１開発本部
 チーフコンサルタント  チーフコンサルタント  阿部　隆
 (兼)第１開発本部 チーフコンサルタント
 第２開発本部  第１開発本部
 プラットフォーム設計部長  プラットフォーム設計部長  丹代　美智夫

 第２開発本部  第１開発本部
 ミドルソフト第３設計部長  ミドルソフト第２設計部長  本廣　優久

 第２開発本部  第１開発本部
 ミドルソフト第４設計部長  ミドルソフト第４設計部長  福田　淳

 第２開発本部  事業企画本部
 ミドルソフト第４設計部  ビジネス企画部  盛井　恒男
 チーフコンサルタント  チーフコンサルタントチ サ タ ト チ サ タ ト
 第２開発本部  第１開発本部
 九州開発センタ長  九州開発センタ長  石井　巌
 (兼)技術管理部長  (兼)技術管理部長

＜エンベデットシステム事業部＞

新　職 旧　職 氏名
 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
 エンベデッド企画部長  エンベデッド企画部長  金澤　広

 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６設計部長  第６設計部員  池田　正士

 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部
 エンベデッド事業推進センタ長  パートナー支援部長  山本　朗

 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部
 エンベデッド事業推進センタ 専任部長  エンベデッド事業推進センタ長  堀内　一郎
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＜金融システム事業部＞

新　職 旧　職 氏名
 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
 銀行営業部長  銀行ソリューション営業部長  塩沢　明

 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
 保険証券営業部長  保険証券ソリューション営業部長  三谷　俊行

 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
 金融サービス営業部長  金融営業部長  竹澤　智

 第１金融システム本部 副本部長  第１金融システム本部 副本部長
 (兼)金融開発技術部長  (兼)金融開発技術部長  増田　忠幸
 (兼)第１金融システム部長
 第１金融システム本部  第１金融システム本部
 第２金融システム部  第１金融システム部長  齋藤　宏
 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保険証券システム部長 第１証券システム部長 大井 健 第１保険証券システム部長 第１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１保険証券システム部  第１保険システム部長  沢井　文昭
 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２保険証券システム部長  第２証券システム部長  木村　謙之

 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長  第１保険アプリケーション開発部長  吉崎　裕史

 第２金融システム本部  第２金融システム本部
 第２保険証券アプリケーション開発部長  第２保険アプリケーション開発部長  内藤　幸司

 第２金融システム本部  第２金融システム本部
 第３保険証券アプリケーション開発部長  第１証券アプリケーション開発部長  仁科　淳
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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３保険証券アプリケーション開発部  第１証券アプリケーション開発部  岩崎　伸広
 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２金融システム本部  第２金融システム本部
 第３保険証券アプリケーション開発部  第２証券システム部  河原　秀樹
 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２金融システム本部  第２金融システム本部
 第４保険証券アプリケーション開発部長  第２証券アプリケーション開発部長  岡田　康

 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長  金融ソリューション技術部  川口　浩司

 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
 北海道金融ソリューション部長  北海道金融ソリューション部長  築地　勝司
 (兼)第４金融ソリューション部  (兼)第１金融ソリューション部 
  　 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
 金融ソリューション本部  金融ソリューション本部
 九州金融ソリューション部  金融ソリューション推進部  長濱　敏寛九州金融ソリ 部 金融ソリ 推進部 長濱 敏寛
 チーフコンサルタント  チーフコンサルタント

＜産業システム事業部＞

新　職 旧　職 氏名
 第１産業システム本部  第１産業システム本部
 第１システム部長  第２システム部長  島田　稔

 第１産業システム本部  第１産業システム本部
 第２システム部長  第２システム部  太田　和孝

 チーフプロジェクトマネージャ
 産業システム事業部

 第２産業システム本部 副本部長  チーフプロジェクトマネージャ  佐々川　英明

 第３産業システム本部長  第１産業システム本部
 (兼)第１システム部長  第３システム部長  立石　寿郎
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新　職 旧　職 氏名
 第３産業システム本部  第１産業システム本部
 第１システム部  内部統制ビジネス推進部長  吉村　雅典
 チーフコンサルタント
 第３産業システム本部  第１産業システム本部
 第２システム部長  第３システム部  佐々木　諭

 チーフプロジェクトマネージャ
 第３産業システム本部  第１産業システム本部
 第２システム部  第３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
 第３産業システム本部  第１産業システム本部
 第３システム部長  第３システム部  寺田　辰実

 チーフプロジェクトマネージャ

 ＜通信・産業システム事業部＞

新　職 旧　職 氏名
 第１通信・産業システム本部  第１通信・産業システム本部
 チーフプロジェクトマネージャ  第１システム部長  岡島　広直

第 通信 産業 テム本部 第 通信 産業 テム本部 第１通信・産業システム本部  第１通信・産業システム本部
 第１システム部長  第３システム部長  佐藤　勝一

 通信・産業システム事業部  通信・産業システム事業部
 事業企画・パートナー支援部 専任部長  新事業企画部長  蒲谷　知幸

＜品質保証本部＞

新　職 旧　職 氏名
 品質保証本部  品質保証本部
 第３品質保証部長  第３品質保証部  牛込　龍人

 チーフＱＡスペシャリスト
 品質保証本部  品質保証本部
 第３品質保証部  第１品質保証部 第２品質保証課  小野　法生
 チーフＱＡスペシャリスト  課長・シニアＱＡスペシャリスト

 (兼)ＱＡ技術グループ ＧｒＭ
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＜営業統括本部＞

新　職 旧　職 氏名
 営業統括本部 副統括本部長   (株)日立製作所 
 (兼)全国営業本部長   中国支社 副支社長  手島　俊亮

  (兼)情報セキュリティ推進部 担当部長
 全国営業本部  全国営業本部
 統括営業部長  統括営業部長  高橋　良典
 (兼)全国営業支援部長  (兼)ソリューション拡販部長

＜商品技術本部＞

新　職 旧　職 氏名
 商品技術本部  商品技術本部
 商品技術部長  契約統括部長  石原　成夫

 (兼)商品技術推進部長

＜国際推進本部＞

新　職 旧　職 氏名
 国際推進本部  国際推進本部
 グローバルビジネス推進部長  グローバルビジネス推進部 部長代理  伊藤　敏明伊

２．職制改正
（発令日：１０月１日）

　を廃止する。

・サービス基盤開発部をクラウドコンピテンシーセンタに名称変更する。
・サービス基盤センタをセンタサービス部に名称変更する。

（総合企画本部）
・事業戦略部、グループ戦略部、事業開発部を廃止する。
（サービス事業統括本部）
・サービス事業推進部をサービスデリバリ開発部に名称変更する。

（技術開発本部）
・知的財産権センタと計画部および生産技術センタの一部（製品セキュリティ）を統合し、知財・技術管理部とする。
（開発事業部）
・事業企画本部ビジネス企画部、パートナー支援部、ＦＰＴ開発センタを事業部直属に移管する。これに伴い事業企画本部　　

・グローバルビジネス本部を新設する。
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・グローバルビジネス本部にグローバルストレージ第２設計部を新設する。
・第１開発本部にＳＭＢ設計部を新設する。

　第４設計部、九州開発センタを移管する。

・第１開発本部グローバルストレージ設計部をグローバルビジネス本部に移管し、グローバルストレージ第１設計部とする。

・第１開発本部ミドルソフト第２設計部を廃止する。

（金融システム事業部）
・金融ソリューション営業本部銀行ソリューション営業部を銀行営業部と名称変更する。
・金融ソリューション営業本部保険証券ソリューション営業部を保険証券営業部と名称変更する。
・金融ソリューション営業本部金融営業部を金融サービス営業部と名称変更する。

（エンベデットシステム事業部）
・エンベデットソリューション本部エンベデット企画部を事業部直属に移管する。
・パートナ支援部をエンベデット事業推進センタに移管・統合する。

・第２金融システム本部第１証券アプリケーション開発部を第３保険証券アプリケーション開発部に名称変更する。

・第２開発本部を新設し、第１開発本部から技術管理部、プラットフォーム設計部、ミドルソフト第３設計部、ミドルソフト

・第２金融システム本部第２証券アプリケーション開発部を第４保険証券アプリケーション開発部に名称変更する。
金融ソリ ーション本部金融ソリ ーション推進部を金融ソリ ーション技術部に移管 統合する

・第２金融システム本部第１保険システム部および第１証券システム部を移管・統合し、第１保険証券システム部とする。

・第２金融システム本部第１保険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名称変更する。
・第２金融システム本部第２証券システム部を第２保険証券システム部に名称変更する。

・第２金融システム本部第２保険アプリケーション開発部を第２保険証券アプリケーション開発部に名称変更する。

・第３産業システム本部第１システム部、第２システム部、第３システム部を新設し、第１産業システム本部第３システム

（通信・産業システム事業部）
　部および内部統制ビジネス推進部を移管・再編する。

（産業システム事業部）
・第１産業システム本部第２システム部を再編し、第１産業システム本部第１システム部および第２システム部とする。

・金融ソリューション本部金融ソリューション推進部を金融ソリューション技術部に移管・統合する。

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　TEL03（5479）5013
（住所）〒140-0002　東京都品川区東品川4-12-7 

以上

・第１通信・産業システム本部第１システム部と第３システム部を統合する。

■問合せ先

（商品技術本部）
・商品技術本部契約統括部および商品技術推進部を移管・統合し、商品技術部とする。

・新事業企画部を事業企画・パートナー支援部に移管・統合する。
（営業統括本部）
・全国営業本部ソリューション拡販部を全国営業支援部に名称変更する。
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