
 

平成１９年 ２月２３日 
各 位  

会 社 名 株式会社 日立ハイテクノロジーズ 
代 表 者 執行役社長 林 將章 
本社所在地 東京都港区西新橋一丁目２４番１４号 
コード番号 ８０３６（東証・大証第一部） 
問い合せ先 社長室 広報・IRグループ 部長代理 

加藤弘之（電話：０３－３５０４－５１３８） 

執行役の異動に関するお知らせ 
 
当社は、平成１９年２月２３日開催の取締役会で下記のとおり執行役の異動を決議しましたので、

お知らせいたします。 
記 

 
＜執行役【平成１９年４月１日付】 （ ）内は現職＞ 
１．昇任 
代表執行役 執行役社長 大林 秀仁 （代表執行役 執行役専務 

ライフサイエンス営業統括本部長 
兼ＣＳＲ推進本部長 兼ＣＲＯ 兼ＣＰＯ） 

代表執行役 執行役専務 

半導体製造装置営業統括本部長 
兼グループ戦略本部長 
兼ＣＳＲ推進本部長 兼ＣＲＯ 

中野 和助 （執行役常務 半導体製造装置営業統括本部長 
兼グループ戦略本部長） 

代表執行役 執行役専務 

ナノテクノロジー製品事業本部長 

川崎 義直 （執行役常務 ナノテクノロジー製品事業本部長 
兼ナノテクノロジー製品事業本部那珂事業所長）

執行役専務 宮内 真澄 （執行役常務 ＣＤＢ推進本部長）  

執行役常務 
財務本部長 兼ＣＳＲ推進本部副本部長 

飯塚 茂 （執行役 業務本部長） 

執行役常務 
ライフサイエンス営業統括本部長 

増山 正穂 （執行役 ライフサイエンス営業統括本部  
バイオシステム営業本部長） 

執行役常務 
ＣＤＢ推進本部長 

林 充宏 （執行役 日立ハイテクノロジーズ中国会社社長）

執行役常務 
ＦＰＤ・ＨＤ装置営業本部長 

仙石 俊男 （執行役 西日本支社長 兼関西支店長） 

執行役常務 
ナノテクノロジー製品事業本部研究開

発本部長 兼ファインテック製品事業

本部事業本部長付 兼ＣＴＯ 

大木 博 （執行役 ナノテクノロジー製品事業本部研究

開発本部長 兼ファインテック製品事業本部

事業本部長付 兼ＣＴＯ 

 



 
 
２．新任 
執行役 
ライフサイエンス営業統括本部 
バイオ・分析システム営業本部長 

小林 紀雄 （ライフサイエンス営業統括本部 
事業戦略本部長） 

執行役 
ナノテクノロジー製品事業本部 
那珂事業所長 

松坂 尚 
 

（ナノテクノロジー製品事業本部 
那珂事業所副事業所長） 

執行役 
西日本支社長 兼関西支店長 

宮崎 正啓 （電子デバイス営業本部長） 

 
３．退任【平成１９年３月３１日付】 
桑田 芳郎 （代表執行役）  

林 將章 （代表執行役 執行役社長）  

三澤 寛 （執行役常務）  

 
なお、取締役候補者は後日開催される指名委員会にて決定する予定です。 
 
＜ご参考＞ 
１． 平成１９年４月１日付の当社執行役は次のとおりとなります。 

代表執行役執行役社長 大林 秀仁 ＜昇任＞  
代表執行役執行役専務 中野 和助 ＜昇任＞ 半導体製造装置営業統括本部長 

兼グループ戦略本部長 兼ＣＳＲ推進本部長 
兼ＣＲＯ 

代表執行役執行役専務 川崎 義直 ＜昇任＞ 
 

ナノテクノロジー製品事業本部長  

執行役専務 宮内 真澄 ＜昇任＞  
執行役常務 金内 寛 日立ハイテクノロジーズシンガポール会社社長 
執行役常務 桜木 雅夫 経営戦略室長 兼ＣＩＯ 
執行役常務 添田 信弘   
執行役常務 水澤 浩 ファインテック製品事業本部長 
執行役常務 和田 憲也 日立ハイテクノロジーズ中国会社社長 
執行役常務 飯塚 茂  ＜昇任＞ 財務本部長 兼ＣＳＲ推進本部副本部長 
執行役常務 増山 正穂 ＜昇任＞ ライフサイエンス営業統括本部長 
執行役常務 林 充宏  ＜昇任＞ ＣＤＢ推進本部長 
執行役常務 仙石 俊男 ＜昇任＞ ＦＰＤ・ＨＤ装置営業本部長 
執行役常務 大木 博  ＜昇任＞ ナノテクノロジー製品事業本部研究開発本部長 

兼ファインテック製品事業本部事業本部長付 
兼ＣＴＯ 

 



 
執行役 森 民生 日立ハイテクノロジーズアメリカ会社社長 
執行役 水野 克美  人事総務本部長 
執行役  安藤 力   日立ハイテクノロジーズヨーロッパ会社社長 
執行役 田地 新一 ナノテクノロジー製品事業本部笠戸事業所長 
執行役 中村 修 半導体製造装置営業統括本部 

評価装置営業本部長 
執行役 小林 紀雄 ＜新任＞ ライフサイエンス営業統括本部 

バイオ・分析システム営業本部長 
執行役 松坂 尚  ＜新任＞ ナノテクノロジー製品事業本部那珂事業所長 
執行役 宮崎 正啓 ＜新任＞ 西日本支社長 兼関西支店長 
 
 
２． 新任執行役の略歴 

小林 紀雄（こばやし のりお） （１９５０年 ８月２５日生） 
１９７３年 ４月 日製産業（株）入社 
１９９５年 ８月 科学システム海外二部長 
２００２年１０月 （株）日立ハイテクノロジーズ 

ライフサイエンス事業統括本部医用システム営業本部海外医用部長 
２００３年 ４月 ライフサイエンス事業統括本部事業企画本部長 
２００５年 ４月 ライフサイエンス営業統括本部事業戦略本部長（現任） 

 
 
松坂 尚（まつざか たかし）  （１９５２年 ７月２０日生） 
１９７７年 ４月 (株)日立製作所入社 中央研究所 
２０００年 ８月 同社計測器グループエレクトロニクスシステム本部第二設計部副技師長 
２００１年１０月 （株）日立ハイテクノロジーズ 

那珂事業所エレクトロニクスシステム第二設計部主管技師 
２００４年１０月 ナノテクノロジー製品事業部那珂事業所ＥＢリソグラフィシステム設計部長 
２００６年１０月 ナノテクノロジー製品事業本部那珂事業所副事業所長（現任） 
                                    

 
宮崎 正啓（みやざき まさひろ） （１９５４年 ４月１３日生） 
１９７７年 ４月 日製産業（株）入社 
２０００年 ４月 アメリカ日製産業会社ヴァイスプレジデント 
２００２年 ６月 （株）日立ハイテクノロジーズ 電子営業本部副本部長 

 ２００４年 ７月 電子営業本部長 
２００５年 ４月 電子デバイス営業本部長（現任） 

 
以 上 

 
 


