
2012年12月27日

株式会社日立システムズ

人事異動について

　株式会社日立システムズ（代表取締役 取締役社長：髙橋 直也、本社：東京都品川区）は、
下記の通り人事異動を行いますので、お知らせします。

記

１．人事異動（2013年1月1日付）

異動後 異動前 氏名

▽ＣＳＲ本部
コーポレート・コミュニケーション部　部長

ＣＳＲ本部
コーポレート・コミュニケーション部　部長
(兼)同本部　ブランド・ＣＳＲ推進部
担当部長

相川　靖

▽ＣＳＲ本部
コーポレート・コミュニケーション部　担当部長

ＣＳＲ本部
ブランド・ＣＳＲ推進部　部長

吉田　憲弘

▽経営戦略統括本部　研究開発本部
研究開発センタ　センタ長
(兼)クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部　クラウド・ＤＣサービス本部
基盤開発部　担当部長

経営戦略統括本部　研究開発本部
研究開発センタ　主管研究員

田代　卓

▽経営管理統括本部
プロジェクト統括・ナレッジ開発本部　主管技師長
(兼)公共・社会事業グループ
公共・社会事業企画本部　主管技師長

経営管理統括本部
プロジェクト統括・ナレッジ開発本部
主管技師長

小川　敏彦

▽営業統括本部　マーケティング本部　本部長
(兼)クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣ事業推進本部　副本部長

営業統括本部　マーケティング本部　本部長 村上　稔

▽営業統括本部　マーケティング本部　営業推進本部
市場開発営業戦略部　部長
(兼)クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣ事業推進本部　拡販推進部
部長

営業統括本部　マーケティング本部
営業推進本部　市場開発営業戦略部　部長

大友　圭子

▽クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ営業本部　本部長
(兼)同グループ　クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣ事業推進本部　副本部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣ営業本部　本部長

江坂　済



異動後 異動前 氏名

▽クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ営業本部　第一営業部　部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣ営業本部　第一営業部　部長

上田　康彦

▽クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ営業本部　第一営業部　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣ営業本部　第一営業部
担当部長

猪股　茂

▽クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ営業本部　第一営業部　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣ営業本部　第一営業部
担当部長

竹本　哲朗

▽クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ営業本部　第二営業部　部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣ営業本部　第二営業部　部長

小田　洋司

▽クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部　統括本部長
(兼)同統括本部　クラウド・ＤＣ事業推進本部　本部長
(兼)同統括本部　クラウド・ＤＣサービス本部　本部長

経営戦略統括本部　研究開発本部　副本部長
(兼)同本部　研究開発センタ　センタ長
(兼)同統括本部　経営戦略本部　副本部長
(兼)クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部　副統括本部長

山口　宏司

▽クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部　事業主管

クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部　統括本部長
(兼)同グループ
インフラクラウド事業推進プロジェクト
本部長

安周　宏

▽クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣ事業推進本部　担当部長

西日本地域グループ　関西支社
第二サービス本部　産業・流通サービス部
担当部長

伊藤　尚

▽クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣ事業推進本部　拡販推進部　担当部長

▽営業統括本部　マーケティング本部
営業推進本部　担当部長
(兼)クラウド・ＤＣ事業グループ
インフラクラウド事業推進プロジェクト
アライアンス事業推進部　担当部長

堀口　真

▽クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣサービス本部　主管技師長

クラウド・ＤＣ事業グループ
インフラクラウド事業推進プロジェクト
主管技師長

鶴　秀夫

▽クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣサービス本部　基盤開発部　部長
(兼)経営戦略統括本部　研究開発本部
研究開発センタ　主管研究員

経営戦略統括本部　研究開発本部
研究開発センタ　主管研究員

田村　峰幸



異動後 異動前 氏名

▽クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣサービス本部　基盤開発部　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
インフラクラウド事業推進プロジェクト
インフラクラウド事業推進部　部長

新貝　知晃

▽クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣサービス本部　基盤開発部　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
インフラクラウド事業推進プロジェクト
インフラクラウド事業推進部　担当部長

佐藤　努

▽クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部　クラウド・ＤＣサービス本部
基盤サービス部　部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
インフラクラウド事業推進プロジェクト
インフラクラウド事業推進部　担当部長

吾郷　和美

▽クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部　クラウド・ＤＣサービス本部
アライアンス事業推進部　部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
インフラクラウド事業推進プロジェクト
アライアンス事業推進部　部長

中津　耕一

▽クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部　クラウド・ＤＣサービス本部
アライアンス事業推進部　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
インフラクラウド事業推進プロジェクト
アライアンス事業推進部　担当部長

串崎　充

▽クラウド・ＤＣ事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
サービス企画・運用技術開発本部　本部長
(兼)同本部　データセンタ設計部　部長
(兼)同グループ　クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣサービス本部　主管技師長

クラウド・ＤＣ事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
サービス企画・運用技術開発本部　本部長
(兼)同本部　データセンタ設計部　部長

野村　祥久

▽クラウド・ＤＣ事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
サービス企画・運用技術開発本部　サービス企画部
部長
(兼)同グループ　クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣサービス本部　基盤開発部　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
サービス企画・運用技術開発本部
サービス企画部　部長
(兼)同グループ
インフラクラウド事業推進プロジェクト
インフラクラウド事業推進部　担当部長

市吉　龍一

▽クラウド・ＤＣ事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部　設計本部　本部長
(兼)同グループ　クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣサービス本部　主管技師長

クラウド・ＤＣ事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部　設計本部
本部長
(兼）同グループ
インフラクラウド事業推進プロジェクト
主管技師長

池田　達朗

▽クラウド・ＤＣ事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部　設計本部　拡販推進部
部長
(兼)同グループ　クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣ事業推進本部　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部　設計本部
拡販推進部　部長

中村　和宏

▽クラウド・ＤＣ事業グループ
コンタクトセンタ事業部　基盤設計部　担当部長
(兼)同グループ　クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣサービス本部　基盤開発部　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
コンタクトセンタ事業部　基盤設計部
担当部長
(兼)同グループ
インフラクラウド事業推進プロジェクト
インフラクラウド事業推進部　担当部長

松永　伸二



異動後 異動前 氏名

▽クラウド・ＤＣ事業グループ
リモート監視運用事業部　リモート運用開発部
担当部長
(兼)同グループ　クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣサービス本部　基盤サービス部
担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
リモート監視運用事業部
リモート運用開発部　担当部長
(兼)同グループ
インフラクラウド事業推進プロジェクト
インフラクラウド事業推進部　担当部長

瀧内　博通

▽クラウド・ＤＣ事業グループ
リモート監視運用事業部　リモート運用サービス部
部長
(兼)同グループ　クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣサービス本部　基盤開発部　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
リモート監視運用事業部
リモート運用サービス部　部長

平川　喜之

▽ＩＣＴ基盤事業グループ　ＩＣＴ基盤営業統括本部
統括本部長
(兼)同統括本部　ネットワーク・サービス営業本部
本部長
(兼)クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣ事業推進本部　副本部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
ＩＣＴ基盤営業統括本部　統括本部長
(兼)同統括本部
ネットワーク・サービス営業本部　本部長

中村　公夫

▽ＩＣＴ基盤事業グループ　ＩＣＴ基盤営業統括本部
営業推進部　部長
(兼)クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣ事業推進本部　担当部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
ＩＣＴ基盤営業統括本部　営業推進部　部長

日比　正行

▽ＩＣＴ基盤事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークインテグレーション本部　第三部　部長
(兼)クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部　クラウド・ＤＣサービス本部
基盤開発部　担当部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークインテグレーション本部
第三部　部長

木城　武康

▽サービス・ソリューション事業統括本部
保守設計開発本部
アドバンスドメンテナンスサービス開発部　部長
(兼)同本部　グローバル保守推進プロジェクト
副プロジェクトリーダ

サービス・ソリューション事業統括本部
保守設計開発本部
アドバンスドメンテナンスサービス開発部
部長

林　義明

▽サービス・ソリューション事業統括本部
保守設計開発本部
アドバンスドメンテナンスサービス開発部　担当部長
(兼)同本部　グローバル保守推進プロジェクト
プロジェクトリーダ

サービス・ソリューション事業統括本部
保守設計開発本部
アドバンスドメンテナンスサービス開発部
担当部長

畠山　和也

▽公共・社会事業グループ　公共・社会営業統括本部
統括本部長
(兼)クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣ事業推進本部　副本部長

公共・社会事業グループ
公共・社会営業統括本部
統括本部長

河田　淳一

▽公共・社会事業グループ
公共・社会営業統括本部　本部主管

公共・社会事業グループ
公共・社会事業企画本部　主管技師長

柿内　希夫

▽公共・社会事業グループ
公共・社会営業統括本部　チーフコンサルタント

公共・社会事業グループ
公共・社会事業企画本部
チーフコンサルタント

森重　福一



異動後 異動前 氏名

▽公共・社会事業グループ
公共・社会営業統括本部　公共営業企画第一部
部長

公共・社会事業グループ
公共・社会事業企画本部
公共マーケティング部　部長

山本　真一郎

▽公共・社会事業グループ
公共・社会営業統括本部　公共営業企画第一部
担当部長
(兼)クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣ事業推進本部　担当部長

公共・社会事業グループ
公共・社会営業統括本部　第三営業本部
第二営業部　担当部長

荒井　正純

▽公共・社会事業グループ　公共・社会営業統括本部
公共営業企画第二部　部長

公共・社会事業グループ
公共・社会営業統括本部　企画部　部長

豊田　浩司

▽公共・社会事業グループ　公共・社会営業統括本部
公共営業企画第二部　担当部長

公共・社会事業グループ
公共・社会営業統括本部　企画部　担当部長

東雲　和弘

▽公共・社会事業グループ　公共情報サービス事業部
主管技師

調達本部　国際調達部　主管技師 隅蔵　渉

▽公共・社会事業グループ
自治体情報サービス事業部
東日本自治体システム第一本部　本部主管
(兼)同グループ　公共・社会事業企画本部　本部主管

公共・社会事業グループ
自治体情報サービス事業部
東日本自治体システム第一本部　本部主管

石川　頼雄

▽金融事業グループ　金融営業統括本部　統括本部長
(兼)クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣ事業推進本部　副本部長

金融事業グループ　金融営業統括本部
統括本部長

和田　淳

▽金融事業グループ　金融営業統括本部
第一営業本部　第一営業部　部長
(兼)クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣ事業推進本部　担当部長

金融事業グループ　金融営業統括本部
第一営業本部　第一営業部　部長

佐藤　勝彦

▽金融事業グループ　金融情報サービス事業部
事業開発部　部長
(兼)クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣサービス本部　基盤開発部　担当部長

金融事業グループ　金融情報サービス事業部
事業開発部　部長

藤井　均

▽産業・流通事業グループ　産業・流通営業統括本部
統括本部長
(兼)クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣ事業推進本部　副本部長

産業・流通事業グループ
産業・流通営業統括本部　統括本部長

栗原　浩



異動後 異動前 氏名

▽産業・流通事業グループ　産業・流通営業統括本部
第三営業本部　第二営業部　部長
(兼)クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣ事業推進本部　担当部長

産業・流通事業グループ
産業・流通営業統括本部　第三営業本部
第二営業部　部長

山脇　信彦

▽産業・流通事業グループ
産業・流通情報サービス事業部
産業第二システム本部　Ｖソリューション設計部
部長
(兼)クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部　クラウド・ＤＣサービス本部
基盤サービス部　担当部長

産業・流通事業グループ
産業・流通情報サービス事業部
産業第二システム本部
Ｖソリューション設計部　部長

大江　伸登

▽西日本地域グループ　西日本事業企画本部
営業企画部　担当部長
(兼)クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣ事業推進本部　拡販推進部　担当部長

西日本地域グループ　西日本事業企画本部
営業企画部　担当部長

江口　隆広

▽西日本地域グループ　関西支社
営業本部　産業営業部　担当部長
(兼)クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣ事業推進本部　担当部長

西日本地域グループ　関西支社
営業本部　産業営業部　担当部長

中田　龍二

■報道機関のお問い合わせ先
株式会社日立システムズ　CSR本部コーポレート・コミュニケーション部　松林、杉山、藤原
〒141-8672 東京都品川区大崎一丁目2番1号
TEL 03-5435-5002（直通） 　　　　　　　　　E-mail  press.we@ml.hitachi-systems.com

以　上


