
 

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

 

2019年3月12日 

株式会社日立ソリューションズ 

 

執行役員の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、下記の通り

執行役員の異動を行いますのでお知らせします。 

 

記 

 

1.昇任執行役員【2019年4月1日付】（ ）は現職 

専務執行役員  吉田 靖志（常務執行役員） 

常務執行役員  紅林 徹也 （執行役員） 

常務執行役員  塚崎 貴之 （執行役員） 

常務執行役員  平野 仁一 （執行役員） 

 

 

2.新任執行役員【2019年4月1日付】（ ）は現職 

執行役員   臼杵 誠剛 （産業イノベーション事業部長） 

執行役員   丹代 美智夫 （ITプラットフォーム事業部長） 

執行役員    原 彰男 （営業統括本部 流通・サービス営業本部長） 

執行役員    平間 顕一（社会イノベーションシステム事業部 副事業部長） 

執行役員    山橋 哲也（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 

アプリケーションサービス事業部長） 

 

 

3.退任執行役員【2019年3月31日付】（ ）は現職 

山崎 英二 （副社長執行役員）（※1） 

井上 雅行 （専務執行役員） 

富永 由加里（常務執行役員）（※2） 

久保田 健二（執行役員）（※3） 

杉本 昌彦 （執行役員）（※4） 

 

※1：2019年4月1日付にて株式会社日立ソリューションズ東日本および 

株式会社日立ソリューションズ西日本 エグゼクティブアドバイザーに就任予定 

※2：2019年4月1日付にて当社チーフダイバーシティオフィサーに就任予定 

※3：2019年4月1日付にて株式会社日立ソリューションズ西日本 社長執行役員に就任予定 

※4：2019年4月1日付にて株式会社よみうりコンピュータに転籍予定 

 



 
2 

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/ 

 

＜ご参考＞ 

1.新任者の略歴 

 

氏  名 臼杵 誠剛 （うすき せいごう） 

生年月日 1961年  9月26日     
略  歴 1984年  4月 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社 入社 

  （現 株式会社日立ソリューションズ） 

 2003年 10月 クロスインダストリ―・ソリューション事業部 

  セキュリティビジネス部 専任部長 

 2006年 10月 開発事業部 ソリューション開発本部 ソリューション開発部長 

 2007年 10月 開発事業部 ソリューション開発本部 セキュリティ設計部長 

 2009年 10月 開発事業部 ソリューション開発本部 副本部長 

 2010年 10月 プロダクトソリューション事業本部 第2プロダクトソリューション事業部 

  ソリューション開発本部長 

 2011年  4月 プロダクトソリューション事業本部 システムプラットフォーム事業部 

  プラットフォームプロダクト本部長 

 2013年 10月 プラットフォームソリューション事業本部 プロダクトソリューション事業部 

  副事業部長 

 2014年  4月 プラットフォームソリューション事業本部 プロダクトソリューション事業部長 

 2014年 11月 営業統括本部 ハイブリッドインテグレーションセンタ 副センタ長 

 2015年  4月 産業イノベーション事業部 副事業部長 

 2016年 10月 社会イノベーションシステム事業部 副事業部長 

 2017年  4月 社会イノベーションシステム事業部 副事業部長 

  兼 産業イノベーション事業部 副事業部長 

 2018年  4月 産業イノベーション事業部長（現在） 
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氏  名 丹代 美智夫 （たんだい みちお） 

生年月日 1959年  8月31日  
   
略  歴 1982年  4月 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社 入社 

  （現 株式会社日立ソリューションズ） 

 2002年  2月 開発事業部 開発本部 プラットフォーム設計部長 

 2006年  4月 開発事業部 第1開発本部 パッケージソリューション部長 

 2006年 10月 開発事業部 第1開発本部 プラットフォーム設計部長 

 2010年 10月 プロダクトソリューション事業本部 第2プロダクトソリューション事業部 

  第2開発本部長 

 2011年  4月 プロダクトソリューション事業本部 システムプロダクト事業部 

  システム基盤本部長 

 2013年  4月 プラットフォームソリューション事業本部 ITプラットフォーム事業部 

  エンベデッドビジネス本部長 

 2014年  4月 プラットフォームソリューション事業本部 ITプラットフォーム事業部 

  社会インフラ基盤本部長 

 2015年  4月 ITプラットフォーム事業部 副事業部長 

 2016年  4月 ITプラットフォーム事業部長（現在） 
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氏  名 原 彰男 （はら あきお） 

生年月日 1959年 10月24日     
略  歴 1984年  4月 株式会社日立製作所 入社 

 2003年  4月 情報・通信グループ 産業システム事業部 産業第1本部 第2営業部長 

 2004年  1月 情報・通信グループ 産業システム事業部 産業第1本部 

  第1営業部 チーフマーケティングマネージャ 

 2005年  4月 情報・通信グループ 産業・流通システム事業部 産業第1本部 担当部長 

 2006年  4月 情報・通信グループ 産業・流通システム営業統括本部 産業第1営業本部員 

  （但し、日立エス・シー株式会社出向） 

 2007年  4月 情報・通信グループ 産業・流通システム営業統括本部 

  産業第1営業本部 担当部長 

 2008年 10月 情報・通信グループ 産業・流通システム営業統括本部 

  産業第1営業本部 第1営業部長 

 2012年  4月 情報・通信システムグループ 情報・通信システム社 

  産業・流通システム営業統括本部 産業第1営業本部長 

 2013年  4月 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営業統括本部 産業第1営業本部長 

 2014年  4月 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 流通営業本部長 

 2015年  4月 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2営業本部長 

 2016年  4月 株式会社日立ソリューションズ 営業統括本部 産業・流通第2営業本部長 

 2017年  4月 営業統括本部 流通・サービス営業本部長（現在） 
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氏  名 平間 顕一 （ひらま けんいち） 

生年月日 1965年  4月27日  
   
略  歴 1988年  4月 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社 入社 

  （現 株式会社日立ソリューションズ） 

 2006年 10月 開発事業部 第2開発本部 第4設計部長 

 2008年 10月 エンベデッドシステム事業部 エンベデッドシステム本部 第5設計部長 

 2009年  7月 エンベデッドシステム事業部 エンベデッドシステム本部 第3設計部長 

 2010年 10月 プロダクトソリューション事業本部 エンベデッドシステム事業部 

  エンベデッドシステム本部 副本部長 

 2011年  4月 プロダクトソリューション事業本部 エンベデッドシステム事業部 

  エンベデッドシステム開発第1本部 副本部長 

 2011年 10月 プロダクトソリューション事業本部 エンベデッドシステム事業部 

  エンベデッドシステム開発第1本部長 

 2012年 10月 産業・流通システム事業本部 産業ソリューション事業部 

  エンベデッドソリューション本部長 

 2015年  4月 産業イノベーション事業部 モビリティソリューション本部長 

 2017年  4月 社会イノベーションシステム事業部 モビリティソリューション本部長 

 2018年  4月 社会イノベーションシステム事業部 副事業部長（現在） 
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氏  名 山橋 哲也 （やまはし てつや） 

生年月日 1961年  4月27日  
   
略  歴 1986年  4月 株式会社日立製作所 入社 

 2001年  4月 システムソリューショングループ アプリケーションシステム開発本部 

  第一アプリケーションシステム設計部 推進部長 

 2002年  4月 情報・通信グループ 金融システム事業部 アプリケーション開発本部 

  第1システム設計部長 

 2005年  4月 情報・通信グループ アプリケーション開発事業部 共通技術統括センタ長 

 2006年  4月 情報・通信グループ アプリケーション開発事業部 

  金融アプリケーション開発本部 第一システム設計部長 

 2006年 10月 情報・通信グループ アプリケーション開発事業部 

  金融アプリケーション開発本部長 

 2009年  4月 情報・通信グループ アプリケーション開発事業部 第一開発本部長 

 2011年 12月 情報・通信システム社 金融システム事業部 金融システム第二本部長 

 2012年  4月 情報・通信システムグループ 情報・通信システム社 

  金融システム事業部 事業主管 

 2013年  4月 情報・通信システムグループ 情報・通信システム社 

  アプリケーションサービス事業部 事業主管 

 2015年  4月 情報・通信システムグループ 情報・通信システム社 

  アプリケーションサービス事業部 副事業部長 

 2016年  4月 ICT事業統括本部 アプリケーションサービス事業部長 

 2017年  4月 システム&サービスビジネス統括本部 

  アプリケーションサービス事業部長（現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7 

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/ 

 

2. 当社執行役員 体制【2019年4月1日付】 

役 職 名 氏   名 分 掌 

社長執行役員 星野 達朗 統括 

専務執行役員 吉田 靖志 
国内事業 

業務革新、品質保証、調達担当 

常務執行役員 紅林 徹也 
経営戦略統括本部 

デジタルソリューション推進センタ担当 

常務執行役員 砂山 和廣 
財務本部 

監査室担当 

常務執行役員 塚崎 貴之 営業統括本部 

常務執行役員 中村 智 
人事総務本部 

健康管理センタ担当 

常務執行役員 平野 仁一 
ビジネスイノベーション事業部 

社会イノベーションシステム統括事業担当 

常務執行役員 森田 英嗣 
グローバル事業 

(日立ソリューションズアメリカ社  取締役会長  兼 CEO) 

執 行 役 員 石原 繁樹 クロスインダストリソリューション事業部 

執 行 役 員 臼杵 誠剛 社会イノベーションシステム統括事業部 

執 行 役 員 丹代 美智夫 
品質保証統括本部 

調達担当 

執 行 役 員 原 彰男 営業統括本部 

執 行 役 員 平間 顕一 社会イノベーションシステム事業部 

執 行 役 員 山橋 哲也 業務革新統括本部 

 

＜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 


