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大空間や超高層を実現する私たちの鋼構造技術は、製鉄事業で培われた世界トップ
レベルの素材技術をベースにして、NSトラスやアンボンドブレースなどの独自の商品開発力
に支えられ、国内外の経験豊富な施工実績によって、その実力を世界に示しています。

大分スタジアム「ビッグアイ」
□主要用途：多目的スタジアム
□所在地：大分県大分市
□設計：黒川紀章建築都市設計事務所
+竹中工務店
□施工：竹中工務店ＪＶ
□竣工：2001年
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SPACE STRUCTURES

大スパン鉄骨エンジニアリング
サッカー場や競技場など、広大な空間を美しくダイナミックに構成する「特殊鋼構造テクノロジー」。
新日鉄住金グループの鋼材に関する独自のノウハウを活かし、構造設計から工場加工・施工まで行います。

維新百年記念公園陸上競技場
□主要用途：競技場
□ 所在地：山口県山口市
□ 設計：佐藤総合計画
□ 施工：鴻池組・井森工業・山口建設特定JV
□ 竣工：2010年

さいたまスーパーアリーナ
□主要用途：多目的アリーナ
□所在地：埼玉県さいたま市
□設計：ＭＡＳ2000共同設計室（代表：日建設計）
□施工：大成建設ＪＶ
□完工：2000年

東京スタジアム
□主要用途：多目的スタジアム
□所在地：東京都調布市
□設計：日本設計
□施工：鹿島建設ＪＶ
□竣工：2001年

博多の森陸上競技場
（東平尾公園競技場）
□主要用途：競技場
□所在地：福岡県福岡市
□設計：大建設計
□施工：戸田建設JV
□竣工：1995年
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札幌ドーム
□主要用途：多目的スタジアム
□ 所在地：北海道札幌市
□ 設計：原広司・アトリエファイ建築研究所
□ 施工：大成建設・竹中工務店JV
□ 竣工：2001年

豊田スタジアム
□主要用途：多目的スタジアム
□所在地：愛知県豊田市
□設計：黒川紀章建築都市設計事務所
□施工：大成建設ＪＶ
□完工：2001年



SPACE STRUCTURES

新千歳空港旅客ターミナル
□ 主要用途：空港
□ 所在地：北海道千歳市
□ 設計：新千歳空港旅客ターミナルビル設計監理JV
□ 施工：地崎工業・大成建設JV
□ 竣工：1992年

東京国際空港国際線旅客ターミナル
□主要用途：空港
□ 所在地：東京都大田区
□ 設計：羽田空港国際線PTB監理企業体
□ 施工：鹿島建設JV
□ 竣工：2010年
撮影 新建築社写真部

仙台空港ターミナル
□ 主要用途：空港
□ 所在地：宮城県名取市
□ 設計：日建設計
□ 施工：熊谷組JV
□ 竣工：1994年

中部国際空港旅客ターミナル
□ 主要用途：空港
□ 所在地：愛知県常滑市
□ 設計：日建・梓・HOK・アラップ中部国際空港旅客ターミナルビル実施設計共同企業体
□ 施工：竹中工務店JV
□ 竣工：2004年

大阪駅大屋根
□ 主要用途：鉄道駅舎
□ 所在地：大阪府大阪市
□ 設計：西日本旅客鉄道
□ 施工：大阪駅改良他工事特定建設共同企業体
□ 竣工：2011年

関西新空港ターミナル
□主要用途：空港
□所在地：大阪府泉佐野市
□設計：関西国際空港旅客ターミナルビル
□施工：大林組JV（北工区）+竹中工務店JV
□竣工：1994年

p.06 p.07

福岡空港国際線旅客ターミナル
□主要用途：空港
□所在地：福岡市博多区
□設計：HOK、梓設計、松田平田設計、三島設計JV
□ 施工：大成建設JV
□竣工：1999年



NS-TENSION SYSTEM

テンション構造
軽やかに大スパンの屋根架構を実現するルーフ・システムや、透明感のあるファサードを演出するグレージング・システム。
大容量から小容量まで、設計に応じたテンション材と統一されたデザインのジョイントが用意されています。

呉市総合体育館オーク
アリーナ（メインアリーナ）
□主要用途：体育館
□所在地：広島県呉市
□設計：安井建築設計事務所
□施工：鹿島建設
□竣工：2003年

アイケイ・ビル
□設計：日建設計

きらら博記念公園水泳プール
□主要用途：屋内プール
□ 所在地：山口県山口市
□ 設計：山下設計
□ 施工：五洋建設JV
□ 竣工：2010年

ＮＳテンション・
グレージング・
システム

NS-TRUSSES

システムトラス
鋼管立体トラスによる広大な空間は、スポーツ・文化施設などで様々な建築表現を生みだしてきました。
優れた構造形式として数多くの実績を生んだNSトラスに加え、シンプルで低コストなWトラスなど、多様な可能性を追求しています。

Wトラス 北九州市立戸畑中央小学校 体育館
□主要用途：体育館
□所在地：北九州市
□設計：株式会社高橋上田設計事務所
□施工：首藤工務店JV
□竣工：2002年

テンション材 

束材 

ガラス 
●オープン・システム 

▲

沖縄セルラースタジアム那覇
□主要用途：競技場
□ 所在地：沖縄県那覇市
□ 設計：国建
□ 施工：金秀建設JV
□ 竣工：2009年

とよひらウィング
□主要用途：体育館
□所在地：広島県山県郡
□設計：NSP設計
□施工：五洋建設
□竣工：1996年

新千歳空港ターミナル
□設計：新千歳空港ターミナルビル設計監理JV
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▲

新生銀行旧本店ビル
□主要用途：アトリウム

□所在地：東京都千代田区

□設計：日建設計

□施工：竹中工務店

□竣工：1992年

▲ NSトラス

東京ビッグサイト
□ 主要用途：展示場
□ 所在地：東京都江東区
□ 設計：佐藤総合計画
□ 施工：フジタJV/間組JV
□ 竣工：1995年



STEEL MULLION

マリオン
美しく――ビルの大空間エントランス&アトリウムを彩る意匠性の高い下地鉄骨。
その設計から製作・加工・施工、ガラス・建具類との接合調整まで、私たちのトータルエンジニアリングにお任せください。

東京国際空港東旅客ターミナル
□ 主要用途：空港
□ 所在地：東京都大田区
□ 設計：松田平田・NTTファシリティーズ・
　シーザーペリJV
□ 施工：大成建設JV
□ 竣工：2004年
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明治大学中野キャンパス
□ 主要用途：学校
□ 所在地：東京都中野区
□ 設計：三菱地所設計
□ 施工：清水建設
□ 竣工：2011年

大手町カンファレンスモール
□ 主要用途：事務所
□ 所在地：東京都千代田区
□ 設計：日建設計・三菱地所設計他
□ 施工：清水建設・鹿島建設
□ 竣工：2009年

渋谷ヒカリエ
□ 主要用途：商業施設、事務所
□ 所在地：東京都渋谷区
□ 設計：（株）日建設計・（株）東急設計コンサルタント共同企業体
□ 施工：東急・大成建設共同企業体
□ 竣工：2012年

東京国際空港国際線旅客ターミナル
□主要用途：空港
□ 所在地：東京都大田区
□ 設計：羽田空港国際線PTB監理企業体
□ 施工：鹿島建設JV
□ 竣工：2010年
撮影 新建築社写真部

自在な意匠デザイン性
独自の特殊鉄構技術に裏打ちされた、自由自在なデザイン性――
そのダイナミックな曲面・多面・大空間構造を、イメージの赴くままに。

九州芸文館アネックス１ □ 主要用途：芸術文化交流施設
□ 所在地：福岡県筑後市
□ 設計：福岡県建築都市部営繕課設備課+日本設計+SUEP+井上+産研JV
□ 施工：安達建設
□ 竣工：2012年

沖縄県立博物館・美術館 □ 主要用途：博物館・美術館
□ 所在地：沖縄県那覇市
□ 設計：石本建築事務所・二基建築
□ 施工：大米建設・東江建設・富士建設JV
□ 竣工：2006年

博多駅前広場大屋根 □ 主要用途：多目的広場 大屋根
□ 所在地：福岡県福岡市
□ 設計：三菱地所設計・JRコンサルタンツ
□ 施工：清水建設・竹中工務店JV
□ 竣工：2010年

東京ミッドタウン
□ 主要用途：広場屋根・キャノピー
□ 所在地：東京都港区
□ 設計：日建設計
□ 施工：竹中工務店
□ 竣工：2007年

COMPREHENSIVE DESIGN



HIGH-RISE STRUCTURES

超高層エンジニアリング
卓越した構造設計と施工技術で、より高く機能美にあふれた当社の超高層建築技術。
国内にとどまらず海外でも数多くの実績で、「先進性」を高く評価されています。

▼B－Con Plaza
□主要用途：モニュメントタワー
□所在地：大分県別府市
□設計：磯崎新アトリエ
□施工：大成建設JV
□竣工：1996年
□高さ：124m

▼New Bank of China
□主要用途：事務所
□所在地：香港
□設計：I.M.Pei & Partners（U.S.A）
□施工：熊谷組
□竣工：1988年
□階数：70F

▼台北国際金融センター
□主要用途：事務所、商業施設
□所在地：台北市
□設計：李祖原建築師事務所
□施工：熊谷組JV
□竣工：2004年
□階数：508m（101F）

▼東京スカイツリー®

□主要用途：電波塔、展望台
□所在地：東京都墨田区
□事業主体：東武鉄道・
東武タワースカイツリー

□ 設計：日建設計
□ 施工：大林組
□ 竣工：2012年
□ 高さ：634m

▼ドコモタワー
□主要用途：電波鉄塔
□所在地：大阪府大阪市
□設計：NTTファシリティーズ
□施工：大林組JV
□竣工：2004年
□高さ：200m

▼福岡タワー
□主要用途：モニュメントタワー
□所在地：福岡県福岡市
□設計：日建設計
□施工：大成建設JV
□竣工：1989年
□高さ：234m

▼Shun Hing Square Di Wang 
□主要用途：事務所
□所在地：
□設計：American Design 
Associates Ltd.

□ 施工：熊谷組
□竣工：1995年
□階数：68F

中国深 訓址市 
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HYBRIDE SYSTEM

ハイブリッド構造（木+鉄）
木材とスチールプレート/テンションロッドによる、「木質系ハイブリッドトラス」が生み出す大空間。
大規模な構造物に暖かみと安らぎを与える新技術として、高い注目を集めています。

▲愛媛県武道館
□主要用途：武道場
□所在地：愛媛県
□設計：愛媛県土木部道路都市局建築住宅課
+石本建築事務所
□施工：竹中・鹿島・二神共同企業体
□竣工：2003年
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ハイブリッド構造例
木材と鋼材をサンドイッチ状に合わせるなど、
さまざまな構造を提案しています。

新潟市食育・花育センター
□主要用途：展示場
□所在地：新潟県
□設計：松田平田設計
□施工：植木・水倉特定共同企業体
□竣工：2011年

宮崎県綾町体育館
□主要用途：体育館
□所在地：宮崎県
□設計：大建設計＋別当JV
□施工：西松建設
□竣工：2004年

宮崎県全天候型運動施設
□主要用途：多目的運動場
□所在地：宮崎県
□設計：大建設計
□施工：戸田建設
□竣工：2004年

写真：（株）鋼構造出版 月刊『鉄構技術』

ハイブリッド材基本ユニット

木材

木材

鋼材



新日鉄住金エンジニアリングの総合力
製鉄のノウハウを活かしたファブリケーションから施工まで。

豊富な経験をもつ施工技術

高度な加工技術と厳格な生産管理

切断

溶接・組み上げ

最先端の構造解析技術
大規模三次元構造物の立体解析、テンション構造物の幾何学的非線形解析、高層建
築の動的非線形解析、鋳鋼や極厚部材を使った接合部のFEM解析、複雑な建方工
程をシミュレートする施工時解析等、最新の解析技術と鋼材技術、更には数ある鋼
構造物の実績から得られるノウハウを組み合わせることで、最高のパフォーマンス
を発揮します。

大空間をコンピュータ上でシミュレーション
「立体フレーム解析」

素材メーカーとして培われた高度な技術をベースに、設計から製作・施工まで
すべての工程に目が行き届いた、トータルエンジニアリング力を発揮します。

仮

WORK FLOW

複雑な三次元構造物においても、３次元CADを駆使して鋼構造技術に裏打ちされた
最適ディテールを御提案します。高い精度で組み上げる加工技術に、最新鋭溶接ロ
ボットと熟練工を組み合わせることで、設計者の高度な要求に確実に答える、高品
質な製品を、リーズナブルに提供します。

現場での地組と大型重機等を有機的に組み合わせた、コストミニマム且つ高品質な現場施
工計画を立案します。施工中の鉄骨の三次元変位や歪をリアルタイムで計測するなどして、
構造物の安全性に十分配慮しつつ、厳格な安全管理のもとでの現場施工を実行します。

3次元CAD設計システム

3DCADによる建方計画

構造解析
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ジョイント部の強度をシミュレーションする「FEM解析」

構造解析・計画

工場加工

現場施工



アンボンド材

鋼板

中心鋼材 座屈拘束材 アンボンドブレース

鋼管

鋼板

鋼管

モルタル
(コンクリート)

制振・免震デバイス
大きな空間を設計する時、地震や風などを考慮した制振・免震部材は欠かせません。
さまざまなデバイスをフレキシブルな設計・製造技術でお届けしています。

アンボンドブレース
耐震部材および制振ダンパーとして、
非常に優れた性能とコストパフォーマンスを有します。

▼アンボンドブレースの構成

耐震SDJパネル
建築・鉄道分野で広く適用できる「鋼製パネル組立補強工法」です。
軽量で無溶接施工が可能なので建物を使用しながらの耐震補強を実現します。

免震U型ダンパー
「積層ゴム一体型」と「別置型」、さまざまな設計ニーズに
お応えできる免震ダンパーです。

積層ゴム一体型ダンパー

別置型U型ダンパー

NSエコパイル
「NSエコパイル」は、泥水・残土などの産業廃棄物や、騒
音・振動など杭工法の問題点を解決し、高支持力、高耐
震性、低コスト、短工期を実現する次世代の杭工法です。

回転圧入のイメージ

ENGINEERING PRODUCTS
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採用実例：日本テレビタワー

圧縮

変形

荷重

引張

アンボンドブレース

座屈しない

引張時：中心鋼材が負担
圧縮時：中心鋼材が負担し、

鋼管+モルタルが座屈を拘束

圧縮

変形

荷重

引張

従来のブレース

地震力 地震力

座屈

地震による
圧縮力

引張時：ブレースが負担
圧縮時：ブレースが座屈

▼ 従来のブレース vs アンボンドブレース

接続パネル

補強パネル

モルタル
注入

はめ込み

テンション構造
実大施工試験

Wトラス耐力実験
（神奈川大学）

RESEARCH AND DEVELOPMENT

研究開発
次世代を担う新しい鋼構造技術の開発に向けて、
飽くなき探求を続けています。

技術開発研究所
富津市の新日鉄住金総合技術センターに立地する技術開発研究所では、
日夜新しい建築技術の開発を続けています。

木・鋼ハイブリッド部材圧縮実験
(東京工業大学）

次世代への
研究開発

Yトラス施工試験

弾塑性骨組解析




