
第 3回ものづくり日本大賞（2009年度） 

 

内閣総理大臣賞（経済産業省関係） 

黒崎 将夫  新日本製鐵㈱  耐食性を飛躍的に向上させた環境適合燃  

後藤 靖人  新日本製鐵㈱  料タンク用鋼板（エココート―Ｓ）の開発  

山口 伸一  新日本製鐵㈱ 

布田 雅裕  新日本製鐵㈱ 

杉山 誠司  新日本製鐵㈱ 

伊崎 輝明  新日本製鐵㈱ 

水口 俊則  新日本製鐵㈱ 

小山 勇昭  新日本製鐵㈱ 

末木 裕治  新日本製鐵㈱ 

高橋 靖雄  新日本製鐵㈱ 

 

経済産業大臣賞（経済産業省関係） 

鹿内 伸夫  ＪＦＥスチール㈱ 革新的厚鋼板製造プロセスを用いた建産機・ 

諏訪 稔  ＪＦＥスチール㈱ エネルギープラント用高機能高強度厚鋼板 

長尾 彰英  ＪＦＥスチール㈱   

上岡 悟史  ＪＦＥスチール㈱ 

多賀根 章  ＪＦＥスチール㈱ 

平田 健二  ＪＦＥスチール㈱ 

和田 典巳  ＪＦＥスチール㈱ 

伊藤 高幸  ＪＦＥスチール㈱ 

津山 青史  ＪＦＥスチール㈱ 

崎山 哲雄  ＪＦＥスチール㈱ 

 

特別賞（経済産業省関係） 

長谷川 達也  ㈱住友金属小倉  高強度Ｐｂフリークラッキング 

松本 斉  ㈱住友金属小倉  コンロッド用非調質鋼の開発 

佐野 直幸  住友金属工業㈱ 

渡里 宏二  住友金属工業㈱ 

佐藤 武史  ㈱住友金属小倉 

古賀 道和  ㈱住友金属小倉 

飯田 善次  ㈱本田技術研究所 

高田 健太郎  ㈱本田技術研究所 

浅井 鉄也  ㈱本田技術研究所 

木暮 亮介  ㈱本田技術研究所 

 

 



優秀賞（経済産業省関係） 

武衛 康彦  住友金属工業㈱  高張力鋼板をまっすぐに熱間圧延できる革 

鷲北 芳郎  住友金属工業㈱  新的な製造方法の開発 

伊勢居 良仁  住友金属工業㈱ 

斉藤 憲幸  住友金属工業㈱ 

 

小野 守章  ＪＦＥスチール㈱ 次世代 CO2 アーク溶接技術“J-STAR  

片岡 時彦  ＪＦＥスチール㈱ Welding”の開発と高能率溶接技術の実用化 

池田 倫正  ＪＦＥスチール㈱  

安田 功一  ＪＦＥスチール㈱ 

津山 青史  ＪＦＥスチール㈱ 

山内 章  ＪＦＥスチール㈱ 

村山 雅智  ＪＦＥエンジニアリング㈱ 

岩田 真治  ＪＦＥエンジニアリング㈱ 

高畑 清治  ＪＦＥエンジニアリング㈱ 

小田 隆徳  ＪＦＥエンジニアリング㈱ 

 

近藤 淳  ㈱住金鋼鉄和歌山 日本一の連続稼働日数を達成した高炉操 

中村 博史  ㈱住金鋼鉄和歌山 業・保全技術 

小細 温弘  ㈱住金鋼鉄和歌山 

片岸 敬朋  住友金属工業㈱ 

山崎 比呂志  住友金属工業㈱ 

加藤 靖史  住友金属工業㈱ 

上高家 武  ㈱住金鋼鉄和歌山 

陣内 悟  ㈱住金鋼鉄和歌山 

吉野 省三  住金プラント㈱ 

 

久保 晴義  ㈱神戸製鋼所  鋳鋼を使用した低速ディーゼルエンジン  

吉本 篤人  ㈱神戸製鋼所  用クランク軸の高品質、高生産性製造技術  

井嶋 清幸  ㈱神戸製鋼所  の開発 

神崎 祐一  ㈱神戸製鋼所 

石田 斉  ㈱神戸製鋼所 

落 敏行  神鋼検査サービス㈱  

吉田 泰正  ㈱神戸製鋼所 

久保 亮貴  ㈱神戸製鋼所 

山路 鉄生  ㈱神戸製鋼所 

和佐 泰宏  ㈱神戸製鋼所 

 

 



橋村 雅之  新日本製鐵㈱  環境に優しい先進鋼材「鉛を使わない低炭  

新保 泰広  新日本製鐵㈱  快削鋼」の開発 

水野 淳  新日本製鐵㈱ 

宮本 健一郎  新日本製鐵㈱ 

廣角 太朗  新日本製鐵㈱ 

宮西 慶  新日本製鐵㈱ 

伊藤 智  新日本製鐵㈱ 

青木 淳  新日本製鐵㈱ 

稲葉 健一  新日本製鐵㈱ 

伊藤 誠司  新日本製鐵㈱ 

 

藤田 展弘  新日本製鐵㈱  自動車の燃費向上と乗員保護に貢献する  

野中 俊樹  新日本製鐵㈱  良成形性超高強度鋼板の開発  

後藤 貢一  新日本製鐵㈱ 

友清 寿雅  新日本製鐵㈱ 

谷口 裕一  新日本製鐵㈱ 

松村 賢一郎  新日本製鐵㈱ 

 

紀平 寛  新日本製鐵㈱  無塗装橋梁用ニッケル系高耐候性鋼とそ  

宇佐見 明  新日本製鐵㈱  の安心を支える防食技術システムの実用 

都築 岳史  新日本製鐵㈱  化 

田中 睦人  新日本製鐵㈱ 

楠  隆  新日本製鐵㈱ 

安波 博道  (財)土木研究センター  

藤井 康盛  新日本製鐵㈱ 

田辺 康児  新日本製鐵㈱ 

小山 邦夫  日溶工テクノサービス 

原田 佳幸  新日本製鐵㈱ 

 

磯本 辰郎  山陽特殊製鋼㈱  超高圧架空送電線用高強度インバー合金 

春名 靖志  山陽特殊製鋼㈱  線の開発と実用化 

松下 宗弘  山陽特殊製鋼㈱ 

中間 一夫  山陽特殊製鋼㈱ 

仮屋 哲郎  山陽特殊製鋼㈱ 

佐内 正雄  住友電気工業㈱ 

北村 真一  富山住友電工㈱ 

吉田 敦  住友電気工業㈱ 

中田 政孝  住友電気工業㈱ 

西川 太一郎  住友電気工業㈱ 



大谷 潤  新日本製鐵㈱  大型コンテナ船用高強度高靱性厚鋼板（４  

中島 清孝  新日本製鐵㈱  ７キロハイテン）の開発と新規船体構造設  

井上 健裕  新日本製鐵㈱  計 

橋場 裕治  新日本製鐵㈱ 

船津 裕二  新日本製鐵㈱ 

廣田 一博  三菱重工業㈱ 

多田 益男  三菱重工業㈱ 

岩本 清文  三菱重工業㈱ 

橋 吉美  三菱重工業㈱ 

本多 忠勝  三菱重工業㈱ 


