
2009年の当社グループの動きを写真と年表で振り返ります。
開発案件等はプレスリリース日を基準に掲載しています。

13 　2009年12月号

12月
2 0 0 8

本田技研工業㈱殿より「2009
年優良感謝賞（品質部門）」
を受賞

26日
名古屋製鉄所の渡辺秀美さ
んが第 13 回リサイクル技術
開発本多賞を受賞

28日

「新日鉄グループ第４回技能
トライアスロン大会」を八幡
製鉄所で開催

5日

八幡製鉄所第 5 コークス炉
を再稼働

12日
新日鉄エンジニアリング㈱が
三井鉱山㈱（現 日本コーク
ス工業㈱）、POSCO 向け
コークス乾式消火設備を連続
受注

25日
名古屋製鉄所の永田昌之さ
んが平成 20 年度安全優良
職長厚生労働大臣顕彰を
受賞

15日

2月

名古屋製鉄所が㈶全日本
交通安全協会から優良事
業所表彰を受賞

16日
ソウルで POSCO・新日鉄
によるジョイントコンサートを
開催

17日
新日鉄が参画する府省連携
プロジェクト「革新的構造材
料を用いた新構造システム建
築物の研究開発」の実大実
証実験が公開

20〜21日

ヴァーレ社保有のウジミナス
社株式の購入について基本
合意

29日
室蘭製鉄所の中山秀明さん
と大分共同火力の小倉正夫
さんが平成 20 年度省エネル
ギー月間表彰で経済産業大
臣賞を受賞

10日

1月
2 0 0 9

大分製鉄所第１高炉の改修
のための休止を前倒し実施

1日



14　2009年12月号

八幡製鉄所が第 50 回鉄鋼
安全表彰で優良賞（高炉事
業所部門）を受賞

25日
君津製鉄所が「人材育成活
動展示会」を開催

25日
「ニッテツスーパーフレーム工
法」が平家店舗などで国土交
通大臣認定を取得

26日

名古屋製鉄所が愛知県東海
市の養父新田緑地植樹祭に
参加

28日
新日鉄エンジニアリング㈱が
全国初の食品廃棄物由来の
バイオエタノール 3% 混合ガ
ソリンの利用試験を開始

26日
「VLCC用耐孔食鋼板NSGP-1
の開発」「厚板 CLC-μプロ
セスの開発」「ハット形鋼矢板
900 の開発」が平成 20 年度
発明改善表彰社長賞を受賞

27日

新日鉄と住友金属工業㈱の
両社グループにおける電弧溶
接ステンレス鋼管の事業統合
を発表

2日
「近代製鉄発祥 150 周年記
念事業」を振り返るパネル展
を本社で開催（～7月末）

2日
崔天凱中国駐日大使が君津製鉄所を見学
3日

「コークス炉リフレッシュの実
現を可能にした極限環境下
での診断・補修技術の開発」
で第55回大河内賞 大河内
記念生産賞を受賞

11日

3月

新日鉄ソリューションズ㈱が
旅行総合サイト「楽天トラベ
ル」のシステム基盤を増強

18日

君津製鉄所第 2 高炉のバン
キング実施

28日

タンクの提供：ユニプレス㈱

大分製鉄所が第 1高炉改修
工事を開始

11日

㈱新日鉄都市開発の「シティ
タワー西梅田」が大阪市ハウ
ジングデザイン賞を受賞

17日

ウジミナス社が新ロゴマーク
を発表

18日
㈱新日鉄都市開発の産学
連携による再開発プロジェ
クト「 芝 浦ルネサイト」の 
オフィス棟「芝浦ルネサイト
タワー」が竣工

18日

日鉄ドラム㈱協賛 スチール
ドラムによるライブパフォー
マンスを開催

26〜28日
環境適合型自動車燃料タン
ク用鋼板「エココート®- S」が
市村産業賞を受賞

28日

インドネシア LNG 契約延長
に関して基本合意書を締結

13日

ニッテツテクノ＆サービス㈱
の早瀬賢一郎さんが㈳日本
金属学会「第40回研究技術
功労賞」を受賞

28日

新日鉄エンジニアリング㈱と
トピー工業㈱が橋梁・鋼構
造事業統合へ検討開始

23日

技術開発本部に展示コーナー
（Futtsu Innovation Plaza）
がオープン

31日
チタン薄板が羽田空港新滑
走路に大量採用

30日



15 　2009年12月号

CSM 施工機によるソイルセ
メント鋼製地中連続壁工法
が初採用

14日
八幡製鉄所戸畑地区の転炉粗鋼累計生産量 2 億ｔを達成
14日

方向性電磁鋼板が独シーメ
ンス社「サプライヤー・アワー
ド 2008（品質）」を受賞

29日
大分製鉄所が原料荷役 3 号
アンローダーを更新

30日

八幡製鉄所が響灘埋立地で
植樹会を開催

31日

八幡製鉄所の松本弘隆さん、広畑製鉄所の成田福春さん、
室蘭製鉄所の大西隆夫さんが平成 21 年度文部科学大臣表
彰創意工夫功労者賞を受賞

6日
堺ブレイザーズが 2008/09 
V・プレミアリーグで準優勝

12日

角形鋼管を用いた新形式メ
タル床版橋「角太橋®」が老
朽橋梁の更新で採用増加

23日
「ハイパービーム®」（外法一
定Ｈ形鋼）のサイズメニュー
を拡充

13日
京都大学フィールド科学教育
研究センター社会連携教授・
畠山重篤さんを迎え、役員へ
の講話「鉄が地球温暖化を
防ぐ」を実施

13日

皇太子殿下が紀尾井ホールで開催された日本初の国際ヴィオラ
コンクール入賞記念コンサートにご臨席

31日

麻生首相（当時）が中国・首
都鋼鉄の CDQ（コークス乾
式消火設備）を視察

30日

6月

室蘭製鉄所創業 100 周年協
賛事業で社会人野球「第 61
回 JABA 北海道結成記念
大会」を開催

31日

厳しい経営環境に鑑み、役
員報酬の一部返上と臨時休
業の実施（室蘭、釜石、堺、
東京、光）を決定

1日

4月

提供：（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構

5月

新日鉄マテリアルズ㈱がパ
ワーデバイス用炭化ケイ素単
結晶ウェハの販売を開始

1日

新日鉄住金ステンレス㈱の
クロム系ステンレス異形鉄筋

「NSSD410」が新経団連会
館に採用

1日
柔道部の西山将士・高橋
和彦両選手が全日本選抜体
重別選手権大会で優勝

5日

入社式を行い、宗岡社長が
新入社員 227 名にメッセー
ジを贈った

1日
君津製鉄所独身寮を「ニッテ
ツスーパーフレーム工法」で
建設

1日



16　2009年12月号

柔道部の高橋和彦選手が第
25 回ユニバーシアード競技
大会（無差別級）で銅メダル

11日
新日鉄エンジニアリング㈱が
本社地区事業拠点（本社ビ
ル、相模原事業所、日鉄パ
イプライン㈱本社）を大崎に
集約・移転。技術開発研究
所を富津へ移転

14日

「第19 回新日鉄音楽賞」贈呈
式・受賞記念コンサートを紀尾
井ホールで開催（フレッシュアー
ティスト賞：クァルテット・エク
セルシオ、特別賞：金山茂人氏）

15日

港湾地域での低騒音・低振
動・高支持力鋼管杭施工法

「RSプラス®」を開発

25日
「鉄鋼スラグ水和固化体製人
工石材・ブロック」の開発技
術が第 11 回国土技術開発
賞・優秀賞を受賞

26日
君津製鉄所が廃プラスチッ
ク累計処理量 50 万 tを達成

27日

極厚高強度の小径熱間圧延
電縫鋼管の本格販売を開始

29日
製鉄所現場に対する安全支
援体制の強化を目的に「安
全推進部」を設置

1日

新日鉄ソリューションズ㈱が
クラウド・コンピューティング
の実証検証センターを開設

1日
毎日小学生新聞に「鉄の知
恵袋」を連載

5日
日鉄コンポジット㈱がシール
ドトンネル分岐合流部の施
工法「セグメント切削シールド
工法」を実用化

9日

7月

第39 回日本溶接協会賞において、「高耐食亜鉛めっき鋼板用
タッチアップレス溶接材料の開発」が技術賞（開発奨励賞）、 

「溶接ワイヤおよび溶接方法」が溶接注目発明賞を受賞

11日

鈴木金属工業㈱の第三者
割当増資を引き受け連結子
会社化

15日
「TN-X 工 法向け鋼 管 杭 」
「ジャイロプレス工法®向け
鋼管杭」がエコマークを取得

23日

コンクリート中詰め合成セグ
メントが京王電鉄㈱の鉄道
地下化プロジェクトで初採用

3日
新日鉄鉄鋼情報コンサルティ
ング（北京）有限公司広州分
公司が中国・広州の大学生
に日本文化を紹介

5日

ソウルで POSCO・新日鉄
による日韓伝統音楽交流「美
しい未来へ」を開催

27〜28日

名古屋製鉄所が献血運動の
推進により厚生労働大臣表
彰を受賞

16日
新日鉄化学㈱の開発材「シ
ロキサン変性ポリイミドシー
ト」が JAXA の宇宙材料曝
露実験試料に採用

21日
第 3 回ものづくり日本大賞で、「エココート®-S の開発」が内閣
総理大臣賞、「鉛を使わない低炭快削鋼の開発」「良成形性超
高強度鋼板の開発」「高強度高靭性厚鋼板（47 キロハイテン）
の開発と新規船体構造設計」「ニッケル系高耐候性鋼と防食
技術システムの実用化」が優秀賞を受賞

15日

提供：JAXA

新日鉄ソリューションズ㈱の
100％子会社である㈱金融エ
ンジニアリング・グループが

「データマイニング」の国際競
技会で第 2 位に入賞

28日

第 54 回全国溶接技術競技
会で君津製鉄所の森田洋司
さんが優良賞を受賞

11日



17 　2009年12月号

道路橋基礎で「NS エコパイ
ル®」の斜杭構造が初採用

8日

大分製鉄所第 1高炉が再稼
働。世界最大のツイン高炉
体制がスタート

2日

東京スカイツリー®に建築構
造用高降伏強度鋼材が大量
採用

26日
「新日鉄ハット＋Ｈ工法」が
海外土木工事に初採用

27日

『アニュアルレポート2009』
を発行

1日
新日鉄をはじめ世界の鉄鋼
メーカー 16 社が参画する
World Auto Steel が 次 世
代電気自動車、ハイブリッド
車の車体コンセプトを発表

3日

高性能鋼材「BHS」が大規模
採用された東京港臨海大橋

（仮称）の架設が始まる

4日
「新日鉄グループ第5 回もの
づくり現場力向上 JK大会」
を本社で開催

11日

『環境・社会報告書 2009』を
発行

1日

新日鉄と今治造船㈱が衝突
時の安全性が高い船舶を共
同開発。変形性能の高い鋼
材を実
船に初
適用

25日

9月

東京大学総合研究博物館
「鉄－137 億年の宇宙誌」展
に協賛（～11月3日）

24日
光鋼管部が「PIC®（Pipe in 
Coil）」累計生産量 70万ｔを
達成

29日
室蘭製鉄所が「創業100 周
年記念式典」を開催

30日

新日鉄ソリューションズ㈱が
㈱ベネッセコーポレーション
の IT プロジェクト統合管理
システムを構築

6日
NPO 法人ものづくり教育た
たらが「子どもたたら教室」を
開催（～ 11月）

9日

本社を丸の内パークビルディ
ングに移転

17日

8月

タイの事業会社サイアム・ユ
ナイティッド・スティール社と
サイアム・ティン・プレート
社が 2009 年総理大臣賞を
受賞

24日

東海 REX の林尚克外野手
が、都市対抗野球に 10 年
連続出場で日本野球連盟・
毎日新聞社から表彰

21日

近隣高校生を対象に君津製
鉄所が初のインターンシップ
研修を開催

22〜24日

堺ブレイザーズ前監督の中
垣内祐一氏が JOCスポーツ
指導員として海外派遣される

1日

「平成 21年度戦略特許発明表彰」を27名の社員に授与
9日

『鉄の薄板・厚板がわかる本』
（日本実業出版社）を発行

1日
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POSCO・新日鉄プレゼンツ
日韓伝統音楽交流「共に響
く、明日への調べ」を紀尾井
ホールで開催

11日

環境対応型の新しい黒色電
気亜鉛めっき鋼板「ジンコー
ト®ブラック」がパナソニック
製薄型テレビに初採用

8日

㈱新日鉄都市開発「芝浦ア
イランド ブルームホームズ」
がグッドデザイン賞を受賞

1日

君津製鉄所第 2 高炉を再
稼働

4日
スチール缶リサイクル協会

（会長：内田耕造副社長）
が「スチール缶リサイクル率
88.5％を達成」と発表

7日
第 12 回全国玉掛け安全競
技会で名古屋製鉄所の山下
悠介さんが優勝、君津製鉄
所の鈴木浩之さんが準優勝

9日
宗岡社長が北京で開催され
た世界鉄鋼協会年次総会に
出席

10〜14日

工業標準化表彰で前原郷治
さんが内閣総理大臣表彰、
八木隆義さんが経済産業大
臣表彰を受賞

14日
新日鉄とPOSCOとのベト
ナム冷延合弁工場が竣工

19日
㈱新日鉄都市開発が「第 1
回ワーキング・ママ 住まいの
アイデアコンペ」受賞作品展
を開催

29日

「ジャイロプレス工法®」が
河川護岸改修工事で採用
本格化

16日

「鉄－ 137 億年の宇宙誌」
展をモチーフにした、学習絵
本第 9 巻『鉄と生命の新・モ
ノ語リ』、第 10 巻『鉄と文明
の新・モノ語リ』を発行

5日

「鉄鋼プロセスにおける耐火
物のリサイクル技術」が平成
21 年度資源循環技術・シス
テム表彰経済産業省産業技
術環境局長賞を受賞

2日

10月

11月

インドネシアのブリキ製造・
販売会社ラティヌサ社へ出
資、経営権を取得

11日

JAXA 筑波宇宙センターで、
小中学生が宇宙・地球と鉄
の関わりを学ぶ「銀河教室 
in つくば」を開催

20〜21日

新日鉄ソリューションズ㈱が
SAP アプリケーションの導
入サービスを開始

1日

新日鉄ソリューションズ㈱が
クラウド型 Web 会議サービ
スの提供を開始

4日

新日鉄化学㈱、大阪大学大
学院工学研究科、岩谷産業
㈱が共同で、マイクロ波を
用いた新規プロセスにより、

「ニッケル微粒子」合成に成功

16日
大分製鉄所の次世代型コー
クス炉（第 5 コークス炉）が
日経地球環境技術賞／もの
づくり環境特別賞を受賞

18日

12月

エコプロダクツ 2009 に出展

10〜12日

堺ブレイザーズの千葉進也
選手が現役引退

30日

提供：毎日小学生新聞

「新日鉄グループ第 5 回技能
トライアスロン大会」を大分
製鉄所で開催

12日
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