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AGCディ スプレイグラス米沢
（ADY）は、2008年度のエネルギー
管理優良工場等表彰において「資
源エネルギー庁長官表彰」を受賞
した。この賞は、エネルギー使用
の合理化やエネルギー管理の推進
に不断の努力を重ねることにより、
使用エネルギーの削減に高い効果

AGC Display Glass Yonezawa 
(ADY) received the Director 
General Prize of the Agency of 
Natural Resources and Energy, 
th rough the Award ing o f 
Excellent Energy Conservation 
Factory & Building. The award 
honors factories and other 
faci l i t ies which have made 
mode l p rogres s in energy 
reduction through energy con-
sumpt ion ra t iona l i za t ion , 
promotion of energy manage-
ment , and other constant 
efforts. AGC Display Glass 
Yonezawa was recognized for 
various daily energy reduction 

AGC Display Glass Yonezawa Receives Award From 
the Director-General of the Agency for Natural 
Resources and Energy  
AGC Display Glass Yonezawa / Display Company

AGCディスプレイグラス米沢、
資源エネルギー庁長官表彰を受賞
AGCディスプレイグラス米沢／ディスプレイカンパニー

1 The Agency for Natural Resources and Energy award ceremony.
資源エネルギー庁長官表彰の表彰式
2 Mr. Haruto Hashimoto, president of ADY (left), and Mr. Itaru Matsuda, Senior Manager of 
the Equipment Technology and Engineering Center (right), holding the Awarding of 
Excellent Energy Conservation Factory & Building award letter and plaque.
エネルギー管理優良工場等表彰の表彰状と記念の盾を手にするADYの橋本温人社長（左）と松田至・
設備センター長（右）
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京都大学化学研究所（研究所長：
時任宣博氏）は、AGC旭硝子の寄
附を受け、2009年４月１日より3
年間、寄附研究部門「水化学エネル
ギー（AGC）研究部門」を開設した。

本研究部門においては、地球温
暖化への影響が懸念される温室効
果ガス・CO2の放出を激減させるた
め、水化学反応研究の基礎を活かし、
クリーンな水素エネルギーをつくり

出す反応の技術化に必要
な実証研究を推進する。

Kyoto University’s Institute for 
Chemical Research, headed by 
Nobuhiro Tokito, will open a 
Water Chemistry Energy (AGC) 
department for three years 
beginning on April 1, 2009, 
through a donation from Asahi 
Glass Co., Ltd. 

The research department seeks 
to dramatically reduce emissions 
of the greenhouse gas CO2, 
which is suspected to contribute 
to global warming. It will pro-
mote experimental studies which 
can turn the existing base of 
research on water chemical reac-
tions into technologies that 
create earth-friendly hydrogen 
energy.

This goal of this new depart-
ment at Kyoto University is giving 
revolutionary solutions to envi-
ronmental and energy issues, 
which is also valuable for global 
climate protection and involving 

society in the development of 
education and research. It’s also 
i n l i n e w i t h t he s p i r i t  o f 
“Delivering Technology Solutions 
for Climate Change,” one of the 
pillars of “Build Foundations for 
Growth” in , and 
the Chemicals Company mission, 
Chemistry for a Blue Planet 
(Creating a safe, secure, comfort-
able and environmentally friendly 
world with chemical technology).

1 Dr. Masaru Nakahara, a chemistry PhD and 
head of the Water Chemistry Energy (AGC) 
Research Department.
水化学エネルギー（AGC）研究部門の担当教員であ
る理学博士の中原勝教授

2 Dr. Nakahara (center) and members who 
helped establish the Water Chemistry 
Energy (AGC) department.
中原教授（中央）と「水化学エネルギー（AGC）研究
部門」スタッフ
3 The building at Kyoto University which 
houses the new Water Chemistry Energy 
(AGC) department.

「水化学エネルギー（AGC）研究部門」が開設され
た京都大学の学舎

activities, and its reforms in 
energy ut i l i za t ion. Energy 
reduction is an ongoing task, 
which the entire company will 
continue to work on. 

を挙げ、他の模範になると認めら
れる工場等に贈られる賞である。
社内において日々実施している省
エネのためのさまざまな取り組み
や、エネルギー利用方法の改善等
が評価された形となった。今後も
全社を挙げて継続してエネルギー
削減のために取り組んでいく。

京都大学内に環境エネルギー問
題を革新的に解決するための研究
部門を新設することは、地球環境
を守り、社会と共に教育と研究を
発展させていく上で有益なことで
あり、 「成長基盤の
構築」の柱である「地球温暖化問題
に技術力で貢献」の精神ならびに、
化学品カンパニー のミッ ショ ン

「Chemistry for a Blue Planet 
私たちは化学の力を通じて、安全、
安心、快適で、環境に優しい世の
中を創造します」にも合致するもの
である。
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Kyoto University Opens New Research 
Department Through Donation From AGC   
Chemicals Company

京都大学がAGC寄附研究部門を開設
化学品カンパニー


