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組織変更および人事異動に関するお知らせ 

 

当社は、平成28年３月11日開催の取締役会において、下記のとおり平成28年４月１日付の組織変更お

よび人事異動を決議いたしましたのでお知らせいたします。 

  

記 
 
１．組織変更 
主要な変更点は以下のとおりです。 

（１） 取締役の業務執行に関する権限は経営会議ないしは執行役員に委譲し、業務執行の迅速化を図

ることを目的にこれまで導入していた執行役員制度をさらに充実させるべく、非業務執行役員

以外の取締役は全員執行役員を兼務し、業務執行の役割を明示的に分離します。また、組織編

成上第一階層となる組織単位の長には、取締役が兼務する執行役員のほか、取締役会が選任す

る執行役員を配し、業務執行の役割と責任を明確化します。 

（２） コーポレート部門は管理本部を廃止し、組織のフラット化を図るとともに、機能単位に「部」

を設置し、各機能の特性に応じて下位組織として「室」を配置します。 

（３） 事業部門は、お客様への最適なサービスの提供を目的に、サイバーセキュリティ本部とＩＴサ

ービス本部を統合し、ＩＴプロフェッショナル統括本部を設置します。配下にサイバーセキュ

リティ事業部、ＩＴサービス事業部、新たに顧客目線での総合的なソリューション提供を促進

するエンタープライズ・セキュリティサービス事業部を配置し両事業のシナジー効果の最大化

を目指します。 

（４） セキュリティソリューション営業機能の強化を図るため、営業本部に標的型攻撃対策本部、セ

キュリティ戦略統括部の一部、および特別プロジェクト推進部を集約し、セキュリティ営業推

進統括部を新設します。 

（５） 社長室を廃止し、リスク管理機能を新設のリスクマネジメント部に移管し、当社グループ全体

の統合的なリスク管理体制の整備を推進するとともに、役員秘書業務を総務人事部へ移管しま

す。 

（６） 新しいＩＴの流れである「Fintech／IoT」関連ビジネスの事業化の実現を目的に、FIoTech本部

を新設します。 



 

 
２．人事の異動 
（１）取締役（社外取締役を除く。） 

氏名 新役職 旧役職 

髙梨 輝彦 代表取締役社長 執行役員社長 代表取締役社長 

西本 逸郎 取締役 専務執行役員 ＣＴＯ 技術戦略担当 

取締役 専務執行役員 ＣＴＯ 兼 スマート・ビジネ

ス・ファクトリ ＧＭ 兼 標的型攻撃対策本部長 

管掌 サイバーセキュリティ本部 

英 秀明 
取締役 常務執行役員 ＩＴプロフェッショナル統

括本部長 兼 同統括本部 サービス推進室長 
取締役 常務執行役員 ＩＴサービス本部長 

齋藤 理 取締役 常務執行役員 事業戦略担当 取締役 管掌 事業戦略室 

伊藤 信博 
取締役 常務執行役員 法務部長 総務人事・財務経

理・業務推進担当 

取締役 常務執行役員 管理本部長 兼 同本部 法務

部長 

小林 義明 取締役 常務執行役員 経営企画管理部長 
取締役 常務執行役員 経営企画管理室長 兼 社長室

長 

三木 俊明 
取締役 常務執行役員 サイバー・グリッド・ジャパ

ン ＧＭ  スマート・ビジネス・ファクトリ担当 

取締役 常務執行役員 サイバー・グリッド・ジャパ

ン ＧＭ 

 
（２）執行役員 

氏名 新役職 旧役職 

山中 茂生 
常務執行役員 営業本部長 兼 同本部 第三営業統

括部長 
常務執行役員 営業本部長 

加藤 彰子 執行役員 リスクマネジメント部長 － 

野間 美行 執行役員 事業戦略推進部長 理事 事業戦略室長 兼 営業本部 第三営業統括部長 

鎌田 寿雄 執行役員 人事戦略推進部長 兼 総務人事部長 
理事 人事戦略推進室長 兼 管理本部 総務人事統括

部長 兼 同統括部 人事サービス部長 

出口 光浩 
執行役員 財務経理部長 兼 同部 財務室長 兼 社

長付 
管理本部 財務経理統括部長 兼 同統括部 財務部長 

坂本 喜代志 執行役員 業務推進部長 執行役員 ＩＴサービス本部 公共システム統括部長 

竹田 名平 執行役員 FIoTech本部長 － 

中間 俊英 
執行役員 ＩＴプロフェッショナル統括本部 サイ

バーセキュリティ事業部長 

サイバーセキュリティ本部 ＭＳＳ統括部長 兼  

同統括部 ＪＳＯＣ センター長 

倉持 浩明 
執行役員 ＩＴプロフェッショナル統括本部 エン

タープライズ・セキュリティサービス事業部長 

執行役員 ＩＴサービス本部 産業システム統括部長 

兼 同本部 セキュリティディレクションサービス部

長 

肥田木 優 
執行役員 ＩＴプロフェッショナル統括本部 ＩＴ

サービス事業部長 兼 同事業部 ＩＴサービス第三

執行役員 ＩＴサービス本部 金融システム第三統

括部長 



 

部長 

 
（３）管理職人事 

氏名 新役職 旧役職 

丸山 司郎 常務理事 ＣＴＯ付 戦略アライアンス担当 常務執行役員 サイバーセキュリティ本部長 

持田 敏行 内部監査室長 内部監査部長 

白石 通紀 理事 経営企画管理部 部長付 執行役員 経営企画管理室 副室長 

大貫 大輔 経営企画管理部 部長付 経営企画管理室長付 

洞野 卓宏 経営企画管理部 経営企画室長 経営企画管理室 経営企画部長 

佐伯 秋乃 経営企画管理部 経営管理室長 経営企画管理室 経営管理部長 

岩﨑 勝 経営企画管理部 ＩＲ広報室長 経営企画管理室 ＩＲ広報部長 

犬塚 正典 スマート・ビジネス・ファクトリ マネジャー 
スマート・ビジネス・ファクトリ 担当部長 兼 同 

推進グループ 統括マネジャー 

川口 洋 
サイバー・グリッド・ジャパン サイバー・グリッ

ド研究所長 

サイバーセキュリティ本部 セキュリティ戦略統括

部 担当部長 

伊東 寛 
常務理事 サイバー・グリッド・ジャパン ナショ

ナルセキュリティ研究所長 

常務理事 サイバー・グリッド・ジャパン ナショナ

ルセキュリティ研究所長 

上野 津代志 
理事 サイバー・グリッド・ジャパン データコン

ピューティング研究所長 

理事 サイバー・グリッド・ジャパン データコンピ

ューティング研究所長 

吉岡 良平 
サイバー・グリッド・ジャパン ＩＣＴ利用環境啓

発支援室長 
－ 

向山 暢彦 総務人事部 総務サービス室長 管理本部 総務人事統括部 総務サービス部長 

平林 美穂 総務人事部 人事サービス室長 － 

山中 聡 総務人事部 人材開発室長 管理本部 総務人事統括部 人材開発部長 

吉野 浩史 財務経理部 経理室長 管理本部 財務経理統括部 経理部長 

立花 千春 業務推進部 副部長 管理本部 業務統括部長 兼 同統括部 購買部長 

米田 保典 業務推進部 営業業務室長 管理本部 業務統括部 営業業務部長 

水口 賀雄 業務推進部 購買室長 － 

加藤 晃秀 業務推進部 審査室長 管理本部 審査・品質保証部長 

萩原 利彦 
理事 営業本部 副本部長 兼 同本部 ＩＴ営業推進

統括部長 

執行役員 営業本部 ソリューション営業統括部長  

兼 同統括部 アクシス事業所長 



 

田嶋 等 理事 営業本部 第一営業統括部長 
理事 営業本部 第一営業統括部長 兼 同統括部 第

二営業部長 

山嵜 敦之 営業本部 第一営業統括部 第一営業部長 営業本部 第三営業統括部 第二営業部長 

川瀬 健一郎 営業本部 第一営業統括部 第二営業部長 営業本部 第一営業統括部 第一営業部長 

池田 芳輝 理事 営業本部 第二営業統括部長 理事 営業本部 第二営業統括部長 

金野 武 営業本部 第二営業統括部 第一営業部長 同左 

原口 光平 営業本部 第二営業統括部 第二営業部長 同左 

東 俊介 
営業本部 第三営業統括部 エンタープライズ営業

部長 
営業本部 エンタープライズ営業部長 

堀江 誠司 営業本部 第三営業統括部 ＩＴサービス営業部長 営業本部 第三営業統括部 第一営業部長 

近藤 正規 営業本部 第三営業統括部 公共営業部長 営業本部 第四営業統括部 サービス営業部長 

三浦 康弘 
理事 営業本部 第四営業統括部長 兼 同統括部 サ

ービス技術部長 

理事 営業本部 第四営業統括部長 兼 同統括部 サ

ービス技術部長 

阪口 博美 営業本部 第四営業統括部 サービス営業部長 － 

西島 洋史 営業本部 ＩＴ営業推進統括部 営業推進部長 － 

古畠 眞佐登 営業本部 ＩＴ営業推進統括部 アクシス事業所長 － 

可児 康之 理事 営業本部 セキュリティ営業推進統括部長 理事 営業本部 ラージアカウント担当 

信太 貞昭 
営業本部 セキュリティ営業推進統括部 副統括部

長 兼 同統括部 ソリューション推進部長 

サイバーセキュリティ本部 セキュリティ戦略統括

部長 兼 同統括部 セキュリティプロダクト事業推

進部長 兼 サイバー・グリッド・ジャパン 

白畑 厚志 
営業本部 セキュリティ営業推進統括部 副統括部

長 
経営企画管理室 特別プロジェクト推進部長 

田代 綾 
営業本部 セキュリティ営業推進統括部 営業推進

部長 
－ 

清原 健二 
営業本部 セキュリティ営業推進統括部 アカウン

トコンサルティング部長 
営業本部 第一営業統括部 副統括部長 

小野 康弘 営業本部 Dynatrace事業推進部長 営業本部 Dynatrace事業部長 

倉林 俊介 営業本部 名古屋事業所長 同左 

守田 智成 営業本部 福岡事業所長 同左 

佐藤 豊彦 理事 ＩＴプロフェッショナル統括本部 本部長付 
執行役員 サイバーセキュリティ本部 副本部長 兼

同本部 セキュリティビジネス統括部長 

秋山 宜範 理事 ＩＴプロフェッショナル統括本部 副本部長 執行役員 サイバーセキュリティ本部 副本部長 



 

有貝 英行 
ＩＴプロフェッショナル統括本部 サイバーセキ

ュリティ事業部 ＪＳＯＣ センター長 
－ 

内田 法道 
ＩＴプロフェッショナル統括本部 サイバーセキ

ュリティ事業部 サイバー救急センター長 

サイバーセキュリティ本部 セキュリティビジネス

統括部 サイバー救急センター長 

磯 貴浩 
ＩＴプロフェッショナル統括本部 サイバーセキ

ュリティ事業部 サービスマネジメント部長 

サイバーセキュリティ本部 ＭＳＳ統括部 サービ

スマネジメント部長 

大槻 晃助 

ＩＴプロフェッショナル統括本部 サイバーセキ

ュリティ事業部 セキュリティアカデミー プロデ

ューサー 

サイバーセキュリティ本部 セキュリティ戦略統括

部 セキュリティアカデミー プロデューサー 

峯岸 大輔 

ＩＴプロフェッショナル統括本部 エンタープラ

イズ・セキュリティサービス事業部 エンタープラ

イズシステム部長 

ＩＴサービス本部 産業システム統括部 第一サー

ビス部長 

又江原 恭彦 

ＩＴプロフェッショナル統括本部 エンタープラ

イズ・セキュリティサービス事業部 セキュリティ

ソリューション部長 

サイバーセキュリティ本部 セキュリティビジネス

統括部 セキュリティソリューション部長 

渡部 友一 

ＩＴプロフェッショナル統括本部 エンタープラ

イズ・セキュリティサービス事業部 システムアセ

スメント部長 

サイバーセキュリティ本部 ＭＳＳ統括部 システ

ムアセスメント部長 

永井 英徳 

ＩＴプロフェッショナル統括本部 エンタープラ

イズ・セキュリティサービス事業部 セキュリティ

ディレクションサービス部長 

－ 

野尻 晃史 
理事 ＩＴプロフェッショナル統括本部 ＩＴサー

ビス事業部 ＩＴサービス第一部長 

執行役員ＩＴサービス本部 金融システム第一統括

部長 兼 同本部 教育部長 

森山 伸一 
理事 ＩＴプロフェッショナル統括本部 ＩＴサー

ビス事業部 ＩＴサービス第二部長 

執行役員 ＩＴサービス本部 金融システム第二統

括部長 兼 同本部 エリアサービス部長 

なお、当社の平成 28年４月１日付組織の詳細については別紙「株式会社ラック 組織図」をご参照くだ

さい。 

 



平成28年４月１日現在　

エンタープライズ・
セキュリティサービス事業部

サービスマネジメント部

セキュリティアカデミー

エンタープライズシステム部

セキュリティソリューション部

FIoTech本部

ＩＴサービス事業部

セキュリティディレクションサービス部

システムアセスメント部

ＩＴサービス第一部

ＩＴサービス第二部

ＩＴサービス第三部

名古屋事業所

福岡事業所

サイバーセキュリティ事業部

ＩＴプロフェッショナル統括本部
サービス推進室

ＪＳＯＣ

サイバー救急センター

アカウントコンサルティング部

Dynatrace事業推進部

セキュリティ営業推進統括部
ソリューション推進部

営業推進部

ＩＴ営業推進統括部
営業推進部

アクシス事業所

第四営業統括部
サービス営業部

サービス技術部

公共営業部

第一営業部

第二営業部

第一営業部
第二営業統括部

第二営業部

第三営業統括部
エンタープライズ営業部

ＩＴサービス営業部

営業本部 第一営業統括部

法務部

業務推進部
営業業務室

購買室

審査室

人材開発室

財務経理部
財務室

経理室

経営会議

テクニカルオフィス

サイバー・グリッド・ジャパン

データコンピューティング研究所

ＩＣＴ利用環境啓発支援室

総務人事部
総務サービス室

人事サービス室

別紙

株主総会

リスクマネジメント部
監査役会

スマート・ビジネス・ファクトリ

サイバー・グリッド研究所

ナショナルセキュリティ研究所

ＩＲ広報室

経営管理室

経営企画室

内部監査室

事業戦略推進部

取締役会 経営企画管理部

リスク管理委員会

代表取締役社長

人事戦略推進部
ＣＴＯ

株式会社ラック 組織図 
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