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I2CNER (九州大学-イリノイ大学 WPI) の目標

水素社会やCO2の回収・貯留（CCS）に向けた障壁を取り除くために
カ ボンニ トラル エネルギ に関する基礎科学を推進カーボンニュートラル・エネルギーに関する基礎科学を推進

水素/CO2 と物質の相互作用に関する研究への異分野融合アプローチ

固体/流体力学、化学、物理、材料、地球科学
基礎となる基本原理に立ち返ったメカニズム（例：吸着、吸収、分解、拡散、反応）の
解明

革新的テクノロジーを可能にし、一般社会の認識と賛同を促進

水素製造、水素吸蔵材料、耐水素脆化材料、次世代燃料電池、物質変換触媒、CO2
分離・濃縮；CO2の地中・海洋貯留分離 濃縮；CO2の地中 海洋貯留

信頼できる科学的情報に基づく社会的決定

カーボンニュートラル・エネルギー社会に向けたCO2 排出削減への現実的な

貢献

Dec. 2010



3
世界トップレベルの学術研究環境（伊都キャンパス）

超高圧電子顕微鏡棟

稲盛フロンティア研究センター

先導物質化学研究所

先端プロジェクト
実験棟

 

CO2ナチュラルアナログ
実験フィールド

ドミトリーⅠ（学生寄宿舎）

実験棟

船舶海洋性能工学 ドミトリーⅡ（学生寄宿舎）船舶海洋性能工学
実験棟

ドミトリ Ⅱ（学生寄宿舎）

中央分析センター WPI新施設建設
予定地水素関連施設

Dec. 2010

予定地
（前ページ参照）



4世界トップレベルの施設（九州大学、伊都キャンパス）
“水素キャンパス” (研究スペース：5000m2以上、研究者： 約100名、学生：約100名)

(275ha)
家庭用燃料電池実証研究

九大方式水素蓄圧器

水素利用技術研究センター
水素材料疲労強度
評価装置

水素物性
評価装置

（学内食堂）

水素エネルギー国際研究センター

水素材料強度実験棟水素材料強度実験棟

燃料電池評価実験室
（飲食店）

水素材料曝露実験棟

家庭用燃料電池実証研究

風レンズ風車

家庭用燃料電池実証研究

Dec. 2010

産総研水素材料先端科学研究センター

HYDROGENIUS 水素ステーション



5Illinois:  A Tradition of Leadership and Impact
Tony Leggett: 2003 Nobel Prize in PhysicsTop-Ten Engineering

G d t PGraduate Programs
1. MIT
2. Stanford
3. UC Berkeley
4 G i T h

Materials Science
and Engineering

Materials Research Laboratory

4. Georgia Tech
5. Illinois
6. Carnegie Mellon
7. Caltech
8 Mi hi

Micro and
Nanotechnology

L b t (MNTL)

Center for Nano
Science and
Technology

Boeing Trusted
Software Center

8. Michigan
9. UT Austin
10. Cornell

Laboratory (MNTL)

Energy Biosciences
Institute

Midwest Geological Sequestration
Computer
Science

NCSANuclear

Consortium

Dec. 2010

Grainger Engineering 
Library

Largest engineering library in 
the nation

PetascaleEngineering
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I2CNER 研究活動

素製造

H2循環
製造、貯蔵、供給、利用

地中・海洋でのCO2循環
CO2回収・貯留(CCS)のリスクマネジメント

CO2分離・濃縮高効率水素

太陽光水素製造
人工光合成

熱物性 CO2 分離 濃縮

(低エネルギー分離)

高効率水素
貯蔵材料

熱物性
(H2, CO2)

インテリジェント物質変換
(廃棄物フリ )

CO2地中貯留

(CO2の長期的挙動
安定性 )

水素構造材料
(耐水素材料) “水素やCO2”と物質とのインターフェイスにおける

物理化学・力学現象の解明

(廃棄物フリー)

CO2海洋貯留次世代燃料電池

、安定性 )物理化学 力学現象の解明

原子 マクロ
物質

吸着、吸収、固溶、
拡散、反応、伝導など

空間スケール
2海洋貯留

(CO2と海洋の乱流
による相互作用) 

次世代燃料電池
(革新的物質・
デバイス)

分子 ‐‐‐ 地球、海洋

時間スケール

ナノ秒 ‐‐‐ 数十年

Dec. 2010

熱流体力学 海洋科学材料科学物理学化学
生物
模倣学

地球科学
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I2CNERのプログラム構成
教育
大学院生、ポスドクおよび教員の人材交流

九州大学とイリノイ大学で非常勤採用九州大学とイリノイ大学で非常勤採用

重要課題に関する注目度の高い会議やワークショップ
期待成果： 主な障壁の特定 ‒ これらが研究課題を導く

毎年、九州大学とイリノイ大学とで交互開催

日米の政府機関と科学者／教員との連携

機関機関
九州大学

基礎研究を促進する国際的ネットワーク構築による国際的な環境の育成

教員の採用、育成、昇給および給与の新しい基準と期待

外国人所長による研究所の独立経営と意思決定

イリノイ大学
日本との共同研究の推進日本との共同研究の推進

21世紀の科学技術に向けて九州大学／イリノイ大学によるアカデミック・カルチャーの
振興

Dec. 2010

振興
次世代を担う科学者の創出

日本、米国、国際社会のためのエネルギー課題への取り組み
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まさに時宜を得た取り組み
(米国大統領が2009年11月13日に東京を訪問)( )

研究開発協力 情報・知識・研究者の交換 ワークショップ・会議 標準化研究協力等を通じた米国

日米協力を強化する共同活動を行う九州大学の拠点構想に関連した最初の分野の発表

研究開発協力、情報 知識 研究者の交換、ワ クショップ 会議、標準化研究協力等を通じた米国
国立研究所と日本との共同活動の加速

炭素の回収・貯留に関する協力

（潜在的リスクの予測・軽減のためのモデル化、試験、データ共有や、新しい回収方法、シミュレー
ション手法、モニタリング手法の開発などを含む）

追加的分野における共同研究・開発・展開の強化

（基礎研究、再生可能エネルギー、エネルギー高効率建物、および次世代自動車を含む）

多国間枠組みにおけるエネルギー問題に関する緊密な協力と共同プロジェクトの実施

（「エネルギー・気候に関する主要経済国フォーラム（MEF）」、「国際エネルギー機関（ IEA ）」、「クリ
ーンな開発と気候に関するアジア太平洋パートナーシップ（ APP ）」、「国際省エネ協力パートナー
シ プ（ IPEEC ）」 「国際再生可能エネルギ 機関 （ IRENA ）」 特に日本が2010年度に アメリカシップ（ IPEEC ）」、「国際再生可能エネルギー機関 （ IRENA ）」、特に日本が2010年度に、アメリカ
が2011年度に議長を務める「アジア太平洋経済協力会議（ APEC ）」などを含む）

http://www whitehouse gov/the-press-office/fact-sheet-us-

Dec. 2010

http://www.whitehouse.gov/the press office/fact sheet us
japan-cooperation-clean-energy-technologies
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成功を確信する理由

確立したパ トナ シップ確立したパートナーシップ
中西部地中貯留コンソーシアム （ロブ・フィンリー所長）

カリフォルニア大学バークレー校 （材料工学科との共同研究を実施中）

リバモア・バレー・オープン・キャンパス (LVOC) (NNSA 資金で進行中)
サンディア国立研究所、リバモア (現地にＷＰＩオフィス設置）(
ローレンス・リバモア国立研究所

カリフォルニア大学デービス校

産業協力（ 最新の水素圧縮技術）
米国コンセプツNREC社
モホ ク イノベイティブ テクノロジ インコ ポレ テッドモホーク・イノベイティブ・テクノロジー・インコーポレーテッド

エクソンモービル・コーポレーション

今後確立すべきパ トナ シ プ今後確立すべきパートナーシップ
アルゴンヌ国立研究所 (エネルギー貯蔵)

Dec. 2010
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福岡水素エネルギー戦略会議（日本）

関係強化とインパクト
福岡水素エネルギ 戦略会議（日本）
麻生福岡県知事

トヨタ自動車株式会社の強力な存在感

HYDROGENIUS（日本）
新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO)

DOE(エネルギー省)/ EERE(エネルギー効率と再生可能エネルギー ) (米国)
燃料電池技術プログラム (FCTP)( )

教育、水素貯蔵、水素製造・供給に関心を調整

NSF (国立科学財団) (米国）(国 科学財団) (米国）
重要な機会

NSF国際プログラム (日本対象)

NSF ・DOE (EERE/BES) (特に水素分野で、関係強化のための新しい活動が進行中)( ) (特 水素分野 、関係強 新 活動 進行中)

国際材料研究機関アワード（International Materials Institute awards）

-カリフォルニア大学サンタバーバラ校、リーハイ大学、ノースウェスタン大学、テキサスA&M大学

-九州大学、イリノイ大学、カリフォルニア大学バークレー校、サンディア国立研究所、ゲッチンゲン大学
（ドイツ） テ サリ 大学（ギリシ ）

Dec. 2010

（ドイツ）、テッサリー大学（ギリシャ）

大学院生むけ東アジア太平洋サマーインスティテュート
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水素エネルギー “福岡チーム”

Dec. 2010
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今後10年で期待される成果
安全で信頼性のある水素インフラの設計に向けた耐水素脆化材料

人 光合成 る効率的 拡張 能な水素製造人工光合成による効率的で拡張可能な水素製造

革新的な水素貯蔵材料 (システムとして6質量％以上)革新的な水素貯蔵材料 (システムとして6質量％以上)

革新的な材料・デバイスによる次世代高性能燃料電池

CO2 と廃エネルギーを副生しない新しい物質変換プロセス (触媒による酸化）

低コスト/エネルギーのCO2分離・濃縮プロセス

カーボンニュートラルな水素社会による社会的利点に関する情報発信

Dec. 2010



13I2CNER: 未来を見すえて
CO2 排出を削減し、非化石燃料によるエネルギー・システムを構築するための基礎科学を推進
する とによ て 環境調和型で持続可能な社会の実現に貢献することによって、環境調和型で持続可能な社会の実現に貢献

カーボンニュートラル・エネルギーに関する基礎研究や教育を推進する国際ネットワークを構築

21世紀の技術的課題に対処するために、九州大学の教育・研究の文化を改革

エネルギー源 物質エネルギー源
＆ 再生可能 ： 太陽光, 風

原子力
炭素の形でエネルギーを含有
(炭素、天然ガス、バイオマス)

＆
物質

製造

エネルギー
キャリア 電気

エネルギー変換

熱
（エネルギーの最終廃棄物）

CO2
（物質の最終廃棄物）

廃棄物

Dec. 2010

CO2 回収・貯留または
燃料への転換


