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2016年3月9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（2016年4月1日付） 

＜社会イノベーションシステム事業部＞ 

 社会イノベーション基盤開発本部 第3部を第2部に統合する。 

 

＜営業統括本部＞ 

 産業・流通営業本部を分割し、産業・流通第1営業本部と産業・流通第2営業本部とする。 

 日立グループ営業部を産業営業第5部に名称変更する。 

 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、マーケティング戦略部をそれぞれソリューショ

ンマーケティング部、マーケティングコミュニケーション部に名称変更する。サービスビジネス推進部を新設

する。 

 中部営業本部 第2部、第3部をそれぞれ産業営業部、流通・ソリューション営業部に名称変更する。 

 

＜通信・メディアシステム事業部＞ 

 事業推進部を事業開発部に名称変更する。 

 通信サービス本部 第3部に IoT推進部を統合する。第4部を分割し、第4部と第5部とする。 

 通信アプリケーション基盤本部 第1部の一部を移管し、第2部とする。第2部を第1部と第4部に分割す

る。 

 

＜産業イノベーション事業部＞ 

 Dynamics推進本部を廃止し、Dynamics推進センタに再編する。 

 中部産業・流通本部 第3部を廃止する。 

 関西産業・流通本部 第2システム部を分割し、第2システム部と第3システム部とする。 

 モビリティソリューション本部 モビリティメディアソリューション部をインフォテインメントソリューション部に名

称変更する。 

 

＜クロスインダストリソリューション事業部＞ 

 企画本部 サービスプラットフォーム部を保守サービス部に名称変更する。 
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 セキュリティソリューション本部にセキュリティ企画部を新設する。トータルセキュリティ推進部をトータルセキ

ュリティソリューション部に名称変更する。 

 コンテンツソリューション本部をビジネスコラボレーション本部に名称変更する。第 1 部、フロントソリューショ

ン開発部をそれぞれオープンイノベーション戦略部、フロントソリューション部に名称変更する。第2部と第3

部を統合し、レポートソリューション部とする。第 4部、第 5部をそれぞれコンテンツソリューション部、インフ

ラソリューション部に名称変更する。 

 オフィスマネージメントソリューション本部にオフィスデータビジネス部を新設する。 

 空間情報ソリューション本部 衛星画像ソリューション部を廃止する。防衛・危機管理システム部をソリューシ

ョンビジネス部に名称変更する。スマートインフラソリューション部を新設する。 

 

＜技術統括本部＞ 

 IT技術推進センタを新設する。 

 技術開発本部 知財管理部をプロジェクトマネジメント本部に移管する。 

 

＜品質保証統括本部＞ 

 ソリューション品質保証本部 産業品質保証部と関西・中部品質保証部を再編し、産イ品質保証部と BI品質

保証部とする。 

 

＜監査役会室＞ 

 監査役会室を監査役室に名称変更する。 

 

２．人事異動（2016年4月1日付） 

＜業務改革統括本部＞ 

異動後 異動前 氏名 

副社長執行役員 本部長 専務執行役員 山崎 英二 

＜営業統括本部＞ 

異動後 異動前 氏名 

企画部 担当部長 パートナー営業本部 第1部 担当部長 竹澤 智 

通信・社会営業本部 第1営業部長 
通信・社会営業本部 

第2営業部 担当部長 
田中 伸晃 

通信・社会営業本部 第3営業部長 通信・社会営業本部 第1営業部長 有村 月美 

通信・社会営業本部 

第3営業部 担当部長 
通信・社会営業本部 第3営業部長 万中 正彦 

産業・流通第1営業本部 

産業営業第3部 担当部長 
産業・流通営業本部員 丸山 資彦 
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異動後 異動前 氏名 

産業・流通第1営業本部 

産業営業第5部 担当部長 

産業・流通営業本部 日立グループ営業部 

第1グループ 部長代理 
遠藤 智毅 

産業・流通第2営業本部長 

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 情報営業統括本部 

エンタープライズソリューション営業統括本

部 産業第二営業本部長 

原 彰男 

産業・流通第2営業本部 担当本部長 

（兼）流通営業第2部長 
産業・流通営業本部 流通営業第2部長 大曽根 周一 

産業・流通第2営業本部 

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 

第1グループ 部長代理 

小川 直人 

パートナー営業本部長 
ハイブリッドインテグレーションセンタ 

副センタ長 
蜂谷 孝一 

パートナー営業本部 第1部長 パートナー営業本部 第1部 担当部長 齋藤 彰彦 

パートナー営業本部 第1部 担当部長 

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 情報営業統括本部 

ゼネラルマーケットビジネス統括本部 

パートナービジネス第二営業本部 

第三営業部長 

射場 清志 

パートナー営業本部 第2部 担当部長 パートナー営業本部 第1部長 平野 達也 

パートナー営業本部 第2部 担当部長 パートナー営業本部 第1部 担当部長 松浦 陽次 

産業・流通第1営業本部 

社会イノベーション営業推進部長 

（兼）ハイブリッドインテグレーションセンタ 

ソリューションマーケティング部長 

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 

野村 文雄 

ハイブリッドインテグレーションセンタ 

ソリューションマーケティング部 担当部長 

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 
此内 優 

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長 

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 
住澤 妙 

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 

ソリューション開発部 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 

マーケティングコミュニケーション部長 

（兼）サービスビジネス推進部長 

ハイブリッドインテグレーションセンタ 

マーケティング戦略部長 
野田 勝義 

 

＜通信・メディアシステム事業部＞ 

異動後 異動前 氏名 

通信サービス本部 第3部長 通信サービス本部 IoT推進部長 坂口 直樹 

通信サービス本部 第3部 担当部長 

社会イノベーションシステム事業部 

社会イノベーション基盤開発本部 

第3部長 

伊藤 直子 

通信サービス本部 第5部長 
通信サービス本部 第4部 

第2グループ グループマネージャ 
柏木 晃 

通信アプリケーション基盤本部 

第1部 担当部長 

通信アプリケーション基盤本部 

第2部長 
月浦 博利 

通信アプリケーション基盤本部 第2部長 
通信アプリケーション基盤本部 第1部 

第3グループ グループマネージャ 
今村 勝久 

通信アプリケーション基盤本部 

第2部 担当部長 
通信サービス本部 第3部長 和仁 賢治 

通信クラウド基盤本部 OA基盤部長 
通信クラウド基盤本部 OA基盤部 

第1グループ 主任技師 
生山 陽 

 

＜産業イノベーション事業部＞ 

異動後 異動前 氏名 

産業ソリューション本部長 

（兼）Dynamics推進センタ長 

産業ソリューション本部長 

（兼）Dynamics推進本部長 
大池 徹 

産業ソリューション本部 第1部長 
産業ソリューション本部 第1部 

第1グループ グループマネージャ 
若林 辰也 

産業ソリューション本部 第2部 担当部長 
産業ソリューション本部 第2部 

第2グループ グループマネージャ 
田下 隆洋 

産業ソリューション本部 第4部 担当部長 

（兼）Dynamics推進センタ 担当部長 

Dynamics推進本部 

Dynamics事業戦略部長 
加藤 英也 

産業ソリューション本部 第4部 主管技師 産業ソリューション本部 第4部 担当部長 田村 雅之 

中部産業・流通本部 担当本部長 
中部産業・流通本部 

トヨタビジネス推進部長 
加藤 眞治 
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異動後 異動前 氏名 

中部産業・流通本部 第1部長 中部産業・流通本部 第1部 担当部長 加藤 友哉 

中部産業・流通本部 第2部長 中部産業・流通本部 第2部 担当部長 金房 徹郎 

中部産業・流通本部 

トヨタビジネス推進部長 

中部産業・流通本部 

トヨタビジネス推進部 担当部長 
三田 幸宏 

副事業部長 （兼）関西産業・流通本部長 副事業部長 臼杵 誠剛 

関西産業・流通本部 担当本部長 関西産業・流通本部長 小川 健一 

関西産業・流通本部 第1システム部長 産業ソリューション本部 第1部長 池谷 誠一郎 

関西産業・流通本部 第2システム部長 
関西産業・流通本部 第2システム部 

第1グループ グループマネージャ 
井上 英紀 

関西産業・流通本部 第3システム部長 関西産業・流通本部 第2システム部長 宮崎 滋文 

 

＜ビジネスイノベーション事業部＞ 

異動後 異動前 氏名 

企画本部 企画部 担当部長 

産業イノベーション事業部 

Dynamics推進本部 

Dynamics事業戦略部 担当部長 

万仲 茂 

ビジネス・アプリケーション本部 

担当本部長 

クロスインダストリソリューション事業部 

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 

渡部 二郎 

ビジネス・アプリケーション本部 担当部長 ビジネス・アプリケーション本部員 山口 武彦 

ビジネス・アプリケーション本部 

ビジネス・ソリューション部 担当部長 

ビジネス・アプリケーション本部 

ビッグデータ・ソリューション部長 
田嶋 孝次 

ビジネス・アプリケーション本部 

ビッグデータ・ソリューション部長 

ビジネス・アプリケーション本部 

ビッグデータ・ソリューション部 

第1グループ グループマネージャ 

松村 幸治 

 

＜ITプラットフォーム事業部＞ 

異動後 異動前 氏名 

事業部長 副事業部長 丹代 美智夫 

技師長 執行役員 事業部長 徳永 尚文 

企画部 担当部長 企画部 主管技師 園村 智弘 

運用管理システム本部 担当本部長 

（兼）第1部長 
運用管理システム本部 第1部長 小林 仁 
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異動後 異動前 氏名 

イノベーションコンサルティング本部 

プロセスコンサルティング部 担当部長 

イノベーションコンサルティング本部 

プロセスコンサルティング部 

第1グループ グループマネージャ 

大木 昌裕 

 

＜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 

セキュリティソリューション本部 

担当本部長 

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1部長 
加藤 哲哉 

主管技師長 

（兼）セキュリティソリューション本部 

セキュリティ企画部長 

主管技師長 松永 和男 

セキュリティソリューション本部 

セキュリティ企画部 担当部長 

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 担当部長 
高橋 光路 

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 担当部長 

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 第1グループ 

主任技師 

五十嵐 晃 

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 

（兼）先端セキュリティ開発部 担当部長 

セキュリティソリューション本部 

セキュリティプロダクト第1部 担当部長 
近藤 克良 

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 
コンテンツソリューション本部 第3部長 小野原 義浩 

企画本部 

マーケットイン戦略部 担当部長 

（兼）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 

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 

池田 憲治 

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 

コンテンツソリューション本部 

第5部 担当部長 
藏重 一紀 

オフィスマネージメントソリューション本部 

オフィスデータビジネス部長 
コンテンツソリューション本部 第5部長 盛井 恒男 

空間情報ソリューション本部長 

ビジネスイノベーション事業部 

ビジネス・アプリケーション本部 

担当本部長 

太田 和孝 

空間情報ソリューション本部 主管技師長 
空間情報ソリューション本部長 

（兼）衛星画像ソリューション部長 
樋野 隆司 
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異動後 異動前 氏名 

空間情報ソリューション本部 

スマートインフラソリューション部長 

営業統括本部 

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 

萩原 修身 

 

＜技術統括本部＞ 

異動後 異動前 氏名 

IT技術推進センタ長 
技術開発本部 生産技術部長 

（兼）HCDセンタ 担当部長 
英 繁雄 

技術開発本部長 
プロジェクトマネジメント本部長 

（兼）プロジェクトマネジメント推進部長 
千種 実 

技術開発本部 生産技術部長 
技術開発本部 生産技術部 担当部長 

（兼）知財管理部 担当部長 
細美 彰宏 

技術開発本部 生産技術部 主管技師 技術開発本部 生産技術部 主任技師 新海 良一 

プロジェクトマネジメント本部長 技術開発本部長 角田 文広 

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 

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 
清水 亮治 

 

＜品質保証統括本部＞ 

異動後 異動前 氏名 

執行役員 統括本部長 

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 

エンタープライズソリューション事業部長 

森田 英嗣 

ソリューション品質保証本部 

産イ品質保証部長 

ソリューション品質保証本部 

関西・中部品質保証部長 
山本 琢也 

ソリューション品質保証本部 

BI品質保証部長 

ソリューション品質保証本部 

産業品質保証部長 
井上 和隆 

クロスインダストリ品質保証本部 

IP品質保証部 担当部長 

クロスインダストリ品質保証本部 

IP品質保証部 第1グループ 

グループマネージャ 

菊池 陽祐 
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＜調達本部＞ 

異動後 異動前 氏名 

本部長 

株式会社日立製作所 

Smart Transformation Project強化本部 

業務プロセス改革プロジェクト 

サブプロジェクトリーダー 

白浜 嘉市郎 

企画・管理部長 

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 

調達本部 社会システム調達部 担当部長 

若土 聡 

＜経営企画本部＞ 

異動後 異動前 氏名 

執行役員 本部長 

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 

経営戦略統括本部員 [但し、内閣府出向] 

紅林 徹也 

経営企画部長 

営業統括本部 

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 

遠藤 周作 

＜グローバル事業本部＞ 

異動後 異動前 氏名 

本部長 

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 情報営業統括本部 

国際情報通信統括本部長 

藤村 俊之 

事業推進部 担当部長 グローバル事業本部員 竹内 成明 

 

＜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。 


