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日本ユニシスグループ機構改革・人事異動

日本ユニシス株式会社（本社：東京都江東区、社長：平岡 昭良、以下 日本ユニシス）は、下記の通り
機構改革と人事異動を行います。 

１．機構改革（2018年4月1日付） 

２．役員人事異動

◆ 執行役員人事（2018年3月31日付） 
３．人事異動（役員以外）（2018年4月1日付） 
◆ 業務執行役員人事 
◆ 組織長人事（ビジネスイノベーション部門、インキュベーション部門、ビジネス

サービス部門、BizDevOps部門、コーポレートスタッフ、支社・支店） 

日本ユニシスグループは、現中期経営計画「Innovative Challenge Plan」で策定したビジョン「ビ
ジネスをつなぎ、サービスを動かす。ICT を刺激し、未来をつくり出そう。」を掲げ、成長戦略で
ある「デジタル／ライフイノベーション領域の拡大」、「ビジネス ICT プラットフォーム領域の変
革」、「企業風土・人財改革」などの重点戦略への取り組みによりビジネスモデルの変革を進め、

企業価値の向上を推進してきました。 
 今後の当社グループを取り巻く外部環境は、異業種からの参入による競争の激化や、デジタル

社会への急激な変化が予想され、さらなる変革が求められています。このような環境も踏まえ、

当社グループは持続的な成長に向け、「顧客・パートナーと共に社会を豊かにする価値を提供し、

社会課題を解決する企業」として、業種・業態の垣根を越え、さまざまな企業を繋ぐビジネスエ

コシステムを創る中核となり、デジタルトランスフォーメーションを実現するサービスの提供企

業を目指した次期中期経営計画（2018→2020）を現在策定中です。 
この次期中期経営計画の方向性にもとづき、注力領域を軸に顧客のビジネス戦略パートナーと

して、プラットフォームサービスを提供する体制を強化するために、機構改革・人事異動を行い

ます。 

１．機構改革 【変更日 2018年 4月 1日】 

■注力領域の選択と集中

NUL グループがビジネスエコシステムの中核企業として価値提供する注力領域を選定し、これら
のビジネスを拡大することでESG（注） 評価を高め、企業価値を向上します。 

・注力領域でのビジネスを拡大するため、ビジネスイノベーション部門に、「ネオバンク戦略本

部」、「スマートタウン戦略本部」、「デジタルアクセラレーション戦略本部」をそれぞれ新設

します。 
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・注力領域の「アセットガーディアン」の推進と、新たな注力領域の特定につながる新事業の

創出を推進するため、インキュベーション部門の全社プロジェクト推進部を強化し、「新事業

創出部」に改称します。 

・業種・業態を越えた顧客・パートナーと共にビジネスエコシステムを拡大するために、ビジ

ネスイノベーション部門のユニット制を廃止し、各注力領域の戦略本部と事業部の連携を強

化します。 

・ビジネスのスピードを加速するため、ビジネスイノベーション部門のインダストリサービス

第一事業部、インダストリサービス第二事業部をビジネス単位に再編し、インダストリサー

ビス第三事業部を新設します。 
 
■価値創造バリューチェーンの再構築とビジネスを支えるプラットフォーム提供力の強化 
従来提供している顧客要求の実現に加え、社会へ提供する新しい価値を市場理解にもとづき自社

で発見・創出し、提供する企業に変革するために、当社グループのバリューチェーンを、サービ

ス提供を軸としたプロセスに変更します。 
 
①  価値を創造するプロセスの強化 
・注力領域に当社グループのリソースを集中し、グループ全体でビジネス拡大を推進するため、

総合マーケティング部に注力領域のポートフォリオのマネジメント機能を強化し、「グループ

マーケティング部」に改称し、各部門連携してマーケティング機能を強化します。 
 
② プラットフォーム提供力の強化 
当社グループ全体でサービス提供プロセスに変革するために、グループ全体で技術部門を再

編してサービス提供プロセスの再構築を行い、ネットワーク効果を創出・拡大する

「BizDevOps 部門」を新設するとともに、ビジネスサービス部門は、顧客の経済価値を高め
ビジネス戦略パートナーとなる機能を強化します。 
 
・サービス企画立案の推進と、技術視点で市場に提供する価値を強化するため、BizDevOps 部
門に「Techマーケ＆デザイン企画部」を設置します。 

・新技術への対応力強化や共通技術領域の技術力を強化するため、ユニアデックス株式会社の

機能を一部移管し、BizDevOps部門に「サポートサービス本部」を新設します。 

・サービス提供を拡大するために、既存のサービスビジネスを集約し、ビジネスサービス部門

の新技術サービス本部を、BizDevOps 部門の「ソリューションサービス本部」に改称します。 
 
■人財改革 
・現中期経営計画で実施している働き方改革／ダイバーシティを推進し、チャレンジを推奨す

る風土改革や人財育成を継続し、人事制度の改革、継続的なローテーションを実施します。 

・チャレンジを推奨する人財育成の一環として、従来の委任型執行役員制度とは別に、従業員

の身分を維持した「業務執行役員制度」を導入し、若手従業員の積極的な登用機会を拡大し

ます。 

・ICT を活用して、障がい者の方に在宅勤務などで働いてもらうことで、Web アクセシビリテ
ィ事業をおもに行う「NUL アクセシビリティ株式会社」を設立し、2018 年 4 月 1 日から事
業を開始します。 
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２．役員人事 

◆執行役員人事（2018年 3月 31日付） 

【退任】 
（3月末日任期満了後退任予定） 
▽上席執行役員 角田 道彦  
▽執行役員   笹尾 忍  

 
３．人事異動【変更日 2018年 4月 1日】 

◆業務執行役員人事 

新 職 旧 職 継続職 氏 名 
業務執行役員 
兼 BizDevOps 部門情報
システムサービス部長 

ビジネスサービス部門情報システムサ

ービス部長 
 星 恒夫 

業務執行役員 
兼 経営企画部長 

購買マネジメント部長  藤戸 哲也 

業務執行役員 
兼 ユニアデックス株式
会社 常務執行役員 

ビジネスイノベーション部門公共第一

事業部長 
 渡邉 岳治 

業務執行役員 組織開発部長 業務部長 白井 久美子 
業務執行役員 
兼 ビジネスイノベーシ
ョン部門デジタルアク

セラレーション戦略本

部長 

ビジネスイノベーション部門インダス

トリサービス第一事業部長 
 田中 建 

業務執行役員 
兼 ビジネスイノベーシ
ョン部門スマートタウ

ン戦略本部長 

ビジネスイノベーション部門ファイナ

ンシャル事業部長 
 永島 直史 

業務執行役員 
兼 ビジネスイノベーシ
ョン部門ネオバンク戦

略本部長 

ビジネスイノベーション部門ファイナ

ンシャル第三事業部長 
 竹内 裕司 

業務執行役員 ビジネスサービス部門決済プラットフ

ォームプロジェクト長 
 奥山 直哉 

 
 
◆組織長人事 

◆ビジネスイノベーション部門 
新職 旧職 継続職 氏名 

ビジネスイノベーション推進部

長 
ファイナンシャル第三事業部ビ

ジネス企画統括部長 
 塚本 正昭 

ファイナンシャル第三事業部長 東北支店長   星 和浩 
サービスイノベーション事業部

長 
ファイナンシャル事業部第一統

括部長 
 松本 裕志 
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公共第一事業部長 公共第一事業部エネルギー統括

部長 
 金井 智 

インダストリサービス第一事業

部長 
インダストリサービス第二事業

部長 
 佐藤 秀彰 

インダストリサービス第二事業

部長 
インダストリサービス第一事業

部コマース＆サービス統括部長 
 佐藤 博之 

インダストリサービス第三事業

部長 
インダストリサービス第一事業

部リテール＆サービス統括部関

西営業部長 

 高成田 彰 

 
◆インキュベーション部門  

新職 旧職 継続職 氏名 
新事業創出部長 全社プロジェクト推進部長  森口 秀樹 
 
◆ビジネスサービス部門 

新職 旧職 継続職 氏名 
ビジネスサービス推進部長 決済プラットフォームプロジェ

クト統括一部長 
 加藤 元基 

金融ビジネスサービス第一本部

長 
金融システム第一本部長  小柳 俊治 

金融ビジネスサービス第二本部

長 
金融システム第二本部長  宮田 勲 

AgriBizプロジェクト長 金融システム第三本部長  佐々木 貴司 
金融ソリューション本部長 金融システム第一本部統括一部

長 
 鈴木 智洋 

 
製造ビジネスサービス本部長 公共システム第一本部長  高井 健志 
流通ビジネスサービス本部長 流通システム本部長  荻野 進 
JPプロジェクト長 流通システム本部第二統括部長  柳沢 博一 
公共ビジネスサービス第一本部

長 
公共システム第二本部第一統括

部長 
 国見 徳幸 

公共ビジネスサービス第二本部

長 
公共システム第一本部第二統括

部長 
 中津川 信昭 

 
◆BizDevOps部門  

新職 旧職 継続職 氏名 
Techマーケ＆デザイン企画部長 経営企画部長  伊藤 佳美 
プロセスアウトソーシング本部

長 
ビジネスサービス部門アウトソ

ーシングサービス本部長 
 馬場 定行 

サポートサービス本部長 ビジネスサービス部門アウトソ

ーシングサービス本部インフラ

サービス部長 

 三ツ井 淳一 

ソリューションサービス本部長 ビジネスサービス部門新技術サ

ービス本部長 
 坪内 淳 

プラットフォームサービス本部

長 
ビジネスサービス部門プラット

フォームサービス本部第一統括

部長 

 齋藤 重幸 
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◆コーポレートスタッフ 
新職 旧職 継続職 氏名 

購買マネジメント部長 ビジネスサービス部門新技術サ

ービス本部ビジネスソリューシ

ョン部長 

 若杉 泰至 

経理部長   田中 一晶 
営業経理部長 経理部長  寺西 裕二 
組織開発部長 ビジネスサービス部門金融シス

テム第一本部統括二部システム

四部長 

 藤曲 亜樹子 

グループマーケティング部長 総合マーケティング部長  古林 幹教 
品質マネジメント部長 品質保証部長  桂 智之 
内部監査部長 ビジネスサービス部門ビジネス

サービス推進部長 
 滝本 照久 

 
◆支社・支店 

新職 旧職 継続職 氏名 
東北支店長 静岡支店長  美内 正博 
静岡支店長 ビジネスイノベーション部長イ

ンダストリサービス第一事業部

中部営業部長 

 丸本 光雄 

 
以 上 

 
注: ESG（Environment（環境）、Social（社会）、Governance（企業統治）） 
 
＜報道関係問い合わせ窓口＞ 
日本ユニシス株式会社 広報部 PR室 礒（いそ） 

電話：０３－５５４６－７４０４  E-mail：i-box@unisys.co.jp 
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