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人事異動および組織改革に関するお知らせ
当社は、平成 18 年６月１日付で、下記のとおり人事異動および組織改革を実施いたしますので、お知
らせいたします。
記
1．趣旨
当社は、３月１日付で「事業戦略統括」及び「アプリケーション事業統括」を新たに設置し、従来
からの「システム事業統括」とあわせて製品毎の営業体制の整備と、日本オラクル全社にまたがるオ
ペレーションの効率化を図ってまいりました。６月１日からの新年度を迎えるにあたり、１）新たな
成長に向けた戦略の実施 ２）日本オラクルインフォメーションシステムズ株式会社（以下略称：OIS：
旧日本ピープルソフト株式会社、旧日本シーベル株式会社）との連携強化を目的とした組織改革を行
うことといたします。
2．組織改革
（１）製品別事業組織の再編
製品事業を｢システム事業統括｣と｢アプリケーション事業統括｣の二つの事業部門に編成します。デ
ータベース製品とミドルウェア製品事業を担当する｢システム事業統括｣は、従来の｢インダストリー事
業統括｣を統合し、統一した製品戦略の下にパートナー様向け製品販売とインダストリー主要顧客向け
の製品販売を実施します。
ビジネスアプリケーション製品を担当する｢アプリケーション事業統括｣は、従来の営業活動を継続
すると共に、新たにOISとの間で締結するクロスライセンス契約(*)に基づいて両社の連携を強化し、
ビジネスの相乗効果を最大限に発揮させていきます。当事業部門はオラクル・コーポレーション・日
本アプリケーション事業担当シニア・バイス・プレジデント＆ゼネラルマネジャーであるディック・
ウォルベンが、OISのアプリケーションセールス部門と併せて統括します。
（２）製品サポート部門の改編
｢サポートサービス本部｣を｢カスタマーサービス統括本部｣へと名称変更します。同時に、オンデマ
ンド担当部門の体制強化を行います。当統括本部の統括本部長としては常務執行役員細谷哲史が就任
します。細谷は日本オラクルと OIS とのマネジメント契約に基づき OIS のカスタマーサービス部門も
兼任すると共に、両社の連携を強化してまいります。
*日本オラクルインフォメーションシステムズ株式会社（OIS）とのクロスライセンス契約について
本契約は米国オラクル・コーポレーションとの協議に基づき、日本オラクルと OIS 間で協業体制の強
化を目的に締結するものです。これにより、日本オラクルにおける日本ピープルソフト・日本シーベ
ル製品の取り扱い、OIS による日本オラクル社システム製品とのバンドル販売、及びカスタマーサポ
ート業務におけるオペレーションの一元化等の施策を順次進めてまいります。
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３．人事異動
(1) 取締役
新
代表取締役社長 最高経営責任者

氏名
新宅 正明

東 裕二

グサービス統括本部長
取締役 システム事業担当 常務執行役員 シ
ステム営業統括本部長

代表取締役社長 最高経営責任者 兼 システム
事業統括 最高執行責任者
取締役副社長執行役員 事業戦略統括 最高執

取締役 事業戦略担当 兼 アプリケーション
事業担当 副社長執行役員 コンサルティン

旧

行責任者 兼 インダストリー事業統括 最高
執行責任者 兼 コンサルティングサービス本
部長

保科 実

取締役常務執行役員 サポートサービス本部
長

(2) 常務執行役員／執行役員
新
常務執行役員 最高財務責任者 ファイナン
ス本部長 兼 IT・総務担当

氏名
松岡 繁

旧
常務執行役員 最高財務責任者 ファイナンス
本部長 兼 IT・総務担当

常務執行役員 カスタマーサービス統括本部
長 兼 プロダクトサポート本部長 兼

細谷 哲史

サポートサービス本部 バイスプレジデント

茂木 正之

常務執行役員 支社統括本部長

オンデマンド & ACS 本部長
常務執行役員 システム事業統括 支社営業
統括本部長
常務執行役員 システム事業統括 アライア
ンスビジネス統括本部長
常務執行役員 システム事業統括 システム
製品統括本部長 兼 マーケティング本部長

前田 浩

三澤 智光

桑原 宏昭

括本部長

常務執行役員 アプリケーション事業統括
アライアンス統括本部長

執行役員 オラクルユニバーシティ本部長
執行役員 事業戦略統括 アジアパシフィッ
ク事業開発本部長

リケーションマーケティング本部長

進本部長 兼 マーケティング本部長

ストリー第三統括本部長 兼 金融インダス
トリー本部長 兼 ビジネスオンデマンド開

執行役員 インダストリー事業統括 インダ
三露 正樹

ストリー第二統括本部長 兼 産業営業本部
長

武井 直

沼田 治

丹下 博

室長
執行役員 アプリケーション事業統括 アプ

執行役員 システム事業統括 システム事業推

発室長

執行役員 アプリケーション事業統括 支社
営業本部長 兼 アプリケーション営業戦略

スビジネス統括本部長

執行役員 インダストリー事業統括 インダ

常務執行役員 アプリケーション事業統括
エンタープライズアプリケーション営業統

常務執行役員 システム事業統括 アライアン

藤本 寛
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執行役員 オラクルユニバーシティ本部長
兼 支社統括本部 副統括本部長
執行役員 事業戦略統括 アジアパシフィック
事業開発本部長
支社統括本部 西日本支社長 兼 松下事業部
長

事業戦略統括 営業企画室長

新

氏名

執行役員 アプリケーション事業統括 アプ ヴィヴェック
リケーション SC 本部長
執行役員 チーフリーガルオフィサー 法務
室長
執行役員 人事本部長

執行役員 事業戦略統括 経営企画室長

マハジャン

木村 俊明

村田 聡

吉川 剛史

旧
インダストリー事業統括 アプリケーション
事業推進本部 プロダクトオペレーションズ
長
執行役員 チーフリーガルオフィサー 法務室
長
執行役員 人事本部長

事業戦略統括 経営企画室長

(3)本部長／室長／支社長／支店長
新
システム事業統括 システム営業統括本部
製造・流通・サービス営業本部長
システム事業統括 システム営業統括本部
通信・メディア・公益営業本部長
システム事業統括 システム営業統括本部
公共・医療営業本部長
システム事業統括 システム営業統括本部
Oracle Direct 長

氏名
谷口 英治

関屋 剛

白石 昌樹

岩田 健一

システム事業統括 アライアンスビジネス統
括本部 テクノロジーアライアンス第一営業

安田 正樹

システム事業統括 支社営業統括本部 北海
道支社長
システム事業統括 支社営業統括本部 東北
支社長
システム事業統括 支社営業統括本部 中部
支社長 兼 トヨタ事業部長
システム事業統括 支社営業統括本部 関西
支社長

インダストリー事業統括 インダストリー第
二統括本部 通信・公益営業本部長
インダストリー事業統括 インダストリー第
三統括本部 公共インダストリー本部長
システム事業統括 Oracle Direct 長

括本部 テクノロジーアライアンス営業本部

システム事業統括 アライアンスビジネス統
前原 広幸

本部長

括本部 ビジネスパートナー営業本部長

業本部長

長

システム事業統括 アライアンスビジネス統

システム事業統括 アライアンスビジネス統

システム事業統括 クロスインダストリー営

システム事業統括 アライアンスビジネス統

本部長

括本部 テクノロジーアライアンス第二営業

旧

括本部 テクノロジーアライアンス営業本部
富士通ストラテジックアライアンス営業部
長

猪子 敬介

吉田 淳

中村 昌己

小笠原 誠

角谷 憲之
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システム事業統括 アライアンスビジネス統
括本部 ビジネスパートナー営業本部長
支社統括本部 北海道支社長

支社統括本部 東北支社長
支社統括本部 中部支社長
兼 トヨタ事業部長
支社統括本部 西日本支社副支社長

新
システム事業統括 支社営業統括本部 西部
支社長
システム事業統括 支社営業統括本部 北陸
支店長
システム事業統括 支社営業統括本部 中
国・四国支店長
システム事業統括 支社営業統括本部 沖縄
支店長
システム事業統括 システム製品統括本部
アドバンストソリューション本部長
システム事業統括 グローバルアライアンス
戦略本部長
システム事業統括 システム技術統括本部長
兼 アライアンス技術本部長
システム事業統括 システム技術統括本部
ソリューション技術本部長
システム事業統括 システム営業企画室長

氏名
江口 良和

支社統括本部 西部支社長

河村 潤一

支社統括本部 西日本支社 北陸支店長

大木 良郎

支社統括本部 西日本支社 広島支店長

前田 隆之

支社統括本部 沖縄支店長

林徹

松島 晴彦

新井 智

松本 修也

佐伯 哲夫

アプリケーション事業統括 エンタープライ
ズアプリケーション営業統括本部 ストラテ

前田 和彦

ジックアカウント営業本部長
アプリケーション事業統括 エンタープライ
ズアプリケーション営業統括本部 産業営業

旧

システム事業統括 アドバンストソリューシ
ョン本部長
システム事業統括 グローバルアライアンス
戦略本部長
システム事業統括 システムソリューション
本部長
インダストリー事業統括 インダストリー第
二統括本部 テクノロジーSC 部長
事業戦略統括 営業企画室 セールスインテ
リジェンス部長
執行役員 インダストリー事業統括 インダス
トリー第一統括本部長
インダストリー事業統括 インダストリー第

柴崎 洋介

二統括本部 産業営業本部 流通・サービス営

本部長

業部長

アプリケーション事業統括 エンタープライ

インダストリー事業統括 インダストリー第

ズアプリケーション営業統括本部 金融営業

島藤 孝弘

本部長
アプリケーション事業統括 ビジネスアプリ
ケーション営業本部長

業部長
本田 匡史

コンサルティングサービス統括本部 アプリ
ケーションコンサルティング営業開発本部

石川 正明

長
コンサルティングサービス統括本部 アプリ
ケーションコンサルティング第一本部長
コンサルティングサービス統括本部 アプリ
ケーションコンサルティング第二本部長
コンサルティングサービス統括本部 テクノ
ロジーコンサルティング本部長

三統括本部 金融インダストリー本部 第一営

平山 正信

下薗 和秀

小守 雅年

4

インダストリー事業統括 アプリケーション
営業本部長
インダストリー事業統括 アプリケーション
ソリューション本部長
コンサルティングサービス本部 アプリケー
ションコンサルティング部長
コンサルティングサービス本部 インダスト
リーコンサルティング部長
コンサルティングサービス本部 テクノロジ
ーコンサルティング部長

新
事業戦略統括 事業推進室長
経営監査室長

氏名
宮本 竜哉

旧
インダストリー事業統括 インダストリー第
三統括本部 医療インダストリー本部長

高岡 由美子 経営監査室長

以 上
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