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I2CNERとは 

　九州大学カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所(I²CNER：アイスナー)は、低炭素排出、経済効果の高いエネルギーシステ
ムの構築やエネルギー効率の向上などに寄与する基礎研究に取り組んでいます。I²CNERが目指す研究の中には、固体酸化物形燃料電池
(SOFC)、燃料電池における高分子膜、生体触媒を含む新規触媒の開発や、水素を燃料として安全に生産・貯蔵・利用するための技術があ
ります。また、CO₂の回収や貯留技術、あるいはエネルギーの有効利用についても研究しています。さらに、研究者の連携や学際的研究
(異分野融合)を通じて革新的な研究を促進するような、国際的かつ学術的環境を整えることも、I²CNERの重要なミッションです。 

技術オプションのパラメータスペース

世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）
背景
　近年、優れた頭脳の獲得競争が激化してきている中で、我が国が
科学技術の力で世界をリードしていくためには、優秀な人材のグ
ローバルな流動の「環」の中に位置づけられ、世界中から人材が
集まる開かれた研究拠点をつくり、すぐれた研究成果を生み出し
ていく必要があります。

プログラム概要
　世界トップレベル研究拠点プログラム(WPI)は、高いレベルの研
究者を中核とした世界トップレベルの研究拠点の形成を目指す構
想に対して政府が集中的な支援を行うことにより、システム改革
の導入などの自主的な取り組みを促し、世界から第一線の研究者
が集まる、優れた研究環境と高い研究水準を誇る「目に見える拠
点」の形成を目指しています。
　各拠点では、プログラムの4つの柱である「世界最高レベルの研
究水準」「国際的な研究環境の実現」「研究組織の改革」「融合
領域の創出」を実現するため、拠点長の強力なリーダーシップの
もとで拠点形成活動が展開されています。

中核となるクリティカル・マスを超える優れた研究者の集合
　　- 日本の強い分野で研究機関内のトップレベル研究者を集結
　　- 世界から第一線の研究者を招へい

国際水準の研究環境と生活環境
　　- 拠点長の強力なリーダーシップ
　　- 職務上使用する言語は事務部門も含め英語が基本
　　- 厳格な評価システムと評価に基づく給与
　　-スタッフ機能の充実などにより、研究者が研究に専念できる
　　  環境を提供
　　- 世界トップレベル研究拠点にふさわしい施設・設備環境
　　- 宿舎の提供、子女教育支援や生活支援の充実

以上のような取り組みに対して、政府から大規模かつ長期にわ
たる支援が行われます。



　九州大学カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所(I2CNER)は2期目を迎え、私個人としても

その進歩を喜び、今後私たちが目指す新たな方向性に胸を高鳴らせています。本研究所は、文部科学

省による世界トップレベル研究拠点プログラム(WPI)の拠点として2010年に設立されて以降、大きな

変貌を遂げました。一つ一つの変化を積み重ねることで研究機関としての機能を強化し、最適な資源

利用を実現してまいりました。本年、私たちが最も期待する変革として、エネルギー、特にスマート

パワーグリッドのための応用数学の研究開始が挙げられるほか、I2CNERの既存の研究部門全体におい

てコンピュータサイエンスの連携をさらに強化すること、すなわち、科学的発見とパフォーマンス向

上への迅速なアプローチを可能にするためにコンピュータ計算と実験の潜在的な相乗効果をフル活用

するアイディアなどもあります。また、グリッドやエネルギーのインポート経路へ与える影響を調査

することを目的とした再生可能エネルギーシステムの解析を含めて、エネルギーアナリシス部門の研

究領域を拡大する可能性にも大いに期待を寄せています。しかしながら、いかに多くの画期的な取り

組みを実施しようとも、カーボンニュートラル・エネルギー社会の実現を目指し、今後も基礎科学研

究を着実に継続していく所存です。

　最近のI2CNERの特筆すべき基礎研究として、以下にご紹介いたします。カップリングによる化学合成や原子分解能顕微鏡法、第一原

理モデリングの研究を続けるイリノイ大学のErtekin助教と石原教授は、チタニアの格子中に導入されたドーパント原子が、水素ガスの

光触媒製造の助触媒として非ドープ型の10倍ほどの速度で機能することを初めて実証しました。私たちが認識する限り、これは数ある

ドーパント種の中でも、実測値と計算予測との初の直接比較となります。中嶋教授による「カーボンの高分子被覆」というアプローチ

は、固体高分子形燃料電池に用いられる炭素触媒担体やリチウム空気電池用炭素電極の表面機能を劇的に安定化かつ強化します。この発

見は、長寿命の電極製造を可能にする全く新しい技術をもたらします。清華大学のZhang教授は、新しいラマン分光法を活用し、懸架し

た二次元ナノ材料における電荷・熱輸送を決定する基礎物理を解明しました。このさらなる基礎的解明により、半導体、電子機器、電池

エネルギー、複合材料産業での二次元材料の統合がより容易なものとなります。小江教授のグループは、酸素耐性ヒドロゲナーゼのモ

デルとなる新たな酸素活性化のニッケル-鉄触媒の開発に成功しました。このモデル錯体は、鉄に酸素が結合したサイド－オン型・鉄（4

価）ペルオキソ化合物の世界初の事例です。また別の共同研究アプローチとして、山内准教授とイリノイ大学のKenis教授は大きな表面

荒さを有する銅触媒を用いてCO2の電解還元を行ったところ、エチレン、エタノールへの還元をこれまでの報告値より10倍の電流密度及

び最少の過電圧で実現することができました。辻准教授とノートルダム大学のChristensen教授は、斬新な数値シミュレーションと実験

により、慣性効果がCO2の動的挙動を左右することや、CO2の貯留量がキャピラリー数と、CO2と水の粘性比の2つのパラメータで決定で

きることを明らかにしました。これらの発見は、効率的で安全なCO2貯留に貢献すると考えられます。板岡教授と広瀬WPI招へい教授(ト

ヨタ自動車株式会社)は、地理情報システム分析を利用し、燃料電池自動車の水素ステーションの効率的な配置に向けて、設置有望エリ

アを割り出しました。

　ここI2CNERでは、カーボンニュートラル・エネルギー技術の「well-to-wheel」（一次エネルギーの採掘から消費までの全領域）への

実装に関する典型的な時間スケールを踏まえた上で、未来について語らなければなりません。私たちは、研究所として次になすべきこ

と、そして社会全体として次に何が必要か常に考えています。さらには、私たちの基礎エネルギー研究を活用したカーボンニュートラ

ル・エネルギー社会への移行を促進し、未来をより良くする手段を探求しているのです。今後も、一刻も早いカーボンニュートラル社会

の到来のために努めてまいります。若手研究者が目標を定め、戦略的で革新的な基礎研究による開発を進め社会へ貢献できるような場を

提供し続けることこそが、I2CNERが抱く夢です。

所長からのメッセージ
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九州大学カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所(I²CNER)所長 
ペトロス・ソフロニス
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光エネルギー変換分子デバイス

　本部門は、太陽エネルギーの電気または水素への効率的な変換、有機物に立脚する発光素子、低摩擦損失分子ブラシのための新しい材
料の開発をとおしてCO2発生量の低減に寄与することを目的としています。太陽エネルギーを電気や水素に変換するための水の分解を目
的とした分子光触媒や、新しい無機/有機光触媒、有機発光ダイオード、低摩擦分子の開発等の研究を行っています。また、新しい分子
の設計と合成のみならず、表面の分子配列の解析手法の開発、新しいデバイスの概念の創出等も本部門の研究対象です。

水素適合材料

　本部門の研究目的は、高圧水素貯蔵システムのコスト、性能、安全性の最適化を可能にする基礎科学を提供することです。特に水素に
よる材料の疲労、破壊、トライボロジーに及ぼす影響を解明するための実験方法とモデルの開発、耐水素性のある低コストで高性能（高
強度など）をもつ次世代高度材料の開発を目指しています。

電気化学エネルギー変換

　電気化学は電気エネルギーと化学エネルギーの間の相互変換の方法を提供します。本部門は、電気化学的エネルギー変換、特に高分子形
燃料電池（PEFC）、固体酸化物燃料電池（SOFC）、固体酸化物電解セル（SOEC）そして電池に関する基礎学理の探求と技術的進展を目
的としています。
　PEFCは今後、移動体用の発電装置として重要な役割を担います。その更なる進化の方向の一つとして高温作動化を目指し、これに必要
な電解質や電極の開発と新規学理の創出を図ります。SOFCは定置用の燃料電池として様々な用途に高効率発電装置としての役割を担うこ
とが期待されるため、電極反応や電解質材料、SOECにおいて起きている電気化学プロセス、特に表面や界面で起きるミクロスコピックな
イベントや劣化メカニズムの基本的な理解を通じてその抜本的な高効率化を目指します。電解は、電気エネルギーを化学エネルギーとして
有用な水素に変換する方法です。エネルギーとしての水素の需要の増大に応えるべく、電解装置と関連する電解質、電極材料の開発を図り
ます。また、バッテリーやエネルギー貯蔵技術の開発も本部門の重要な研究テーマです。

熱科学

　本部門の研究目的は、カーボンニュートラル・エネルギー技術における材料の最も効果的な利用及び材料の熱物性、熱科学、熱工学の
知識を増強させることにより、熱的なプロセスのエネルギー効率を改善することです。本部門では、水素及び代替冷媒の熱物性の研究に
おいて、これらの物質の効率的な使用によってCO2排出を削減し、熱、物質移動の基礎科学に関する理解を深化し、新しい熱駆動ヒート
ポンプ、排熱及び新しい冷媒を利用する冷却システムに関する研究をとおして、エネルギー効率改善とCO2排出削減を目指しています。

水素貯蔵

　本部門における研究は、水素のモバイル型及び定置型貯蔵や水素輸送のための新しいキャリア材料を開発することを目的としてい
ます。モバイル水素貯蔵のような貯蔵材料を用いた貯蔵システムでは、水素燃料電池車に要求される項目として、体積、水素重量パーセ
ント、コスト、高速充填放出、そして油井から自動車までの高いエネルギー総合効率での耐久性が挙げられます。水素吸蔵材料を用いた
水素輸送システムでは、水素を大量輸送できるコスト効率が良いトラック輸送に焦点があてられています。材料を用いた定置型水素貯蔵
は、既存の圧縮ガス水素貯蔵よりもコスト効率が良く、エネルギー効率が良いもので、また独自の水素貯蔵基準を満たすものでなければ
なりません。
　本部門独自の重要な研究成果は、ある種の水素貯蔵材料の劣化メカニズムを微視的に示したこと、他の水素貯蔵材料については性能を
向上させる先進的な材料合成法を開発したこと、そして3つ目は水素貯蔵材料の性能を大きく向上させ、まったく新しい材料のカテゴリー
をつくり、水素貯蔵へ導く方法を発見したことです。

研究部門
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CO2分離・転換 

　本部門の研究目的は、a)発電や工業プロセスで用いる高効率なCO2分離材料の開発、b)回収したCO2を液体燃料やその中間体といった有
用物質に高効率で変換するプロセスの開発・構築です。CO2分離では、石炭ガス化複合発電（IGCC）の燃焼前ガス処理、発電所や他の産業
における燃焼後排ガス処理、そして天然ガス田でのガス精製過程をターゲットとして、これらプロセスで用いるCO2分離膜の開発を目指し
ます。従来の膜技術は、実用レベルに達するガス選択性があるものの、ガス透過性の少なさが課題となっています。これを解決するために
は分離膜の薄膜化が有効ですが、現在の分離膜は数ミクロン程度の膜厚にとどまっています。そこで本部門では、高効率なCO2分離に向け
て、分離膜の超薄膜化と分離膜材料開発を主要目標としています。
　またCO2は重要な炭素資源でもあります。そこで本部門では、再生可能エネルギーを用いて、回収されたCO2を電気化学的に物質転換
し、CO2排出量削減を目指します。具体的には、再生可能なエネルギーから作られた電気エネルギーを使い、CO2をCO、メタン、メタノー
ル、エタノールやエチレンなどの有用物質へと電気化学的に転換（還元）する電極、触媒及びそれらのプロセス構築を目指しています。現
在は、電極触媒に添加する貴金属（典型的には銀や金）量の低減（あるいは削減）化、あるいはエチレンやエタノールのような多炭素化合
物へと変換するための銅触媒の開発、さらには電解質、ガス拡散電極（安定性、触媒層の最適化、多孔性）の設計と最適化などの研究に注
力しています。

CO2貯留

　本部門の研究目的は、CO2貯留に適した貯留層の評価手法の開発、圧入したCO2の挙動を予測するためのモデリング手法の開発、長期
的かつ安全なCO2の貯留に向けた圧入/漏洩CO2の効果的なモニタリング手法の開発、及び日本特有の地層に適した革新的なCO2貯留コン
セプトの確立です。これらの目的を達成するために、残留・溶解・鉱物トラッピングを効果的に引き起こす間隙スケールでのCO2挙動を
調べ、さらにそれを貯留層スケールに応用するための基礎研究を進めています。

触媒的物質変換

　本部門は、基礎科学と工学の両面に基づいた新しい触媒を開発し、革新的なカーボンニュートラル技術の創出を目的としていま
す。太陽エネルギー及び省エネルギーに係る触媒の研究に焦点をあてたもので、エネルギー、電力、工業生産過程における格段のエ
ネルギー効率の向上及びCO2排出削減に寄与する潜在力をもっています。また、天然の酵素機能に基づいたH2、CO2、H2Oを活性化さ
せるバイオミメティクス触媒の開発、至る所豊富な大気をオキシダントとして活用する省エネルギーで新しいグリーン物質変換シス
テム、燃料酸化触媒、カーボンニュートラル電力発生サイクル用新奇材料の再生や製造などについて研究を行っています。

エネルギーアナリシス

　本部門はI2CNERにおいて重要な役割を担っています。本部門では、CO2排出やエネルギー効率、コストに基づき、I2CNER内の研究を
含め、現在及び将来のエネルギー技術について研究・分析しています。さらに本部門では、カーボンニュートラル・エネルギー社会を実
現するためにI2CNERが示すべきビジョンやロードマップの作成と、その継続的な見直しや改訂を行い、I2CNERにおける研究が国内外の
CO2排出量削減に大きく貢献できるよう支援しています。研究部門との強力な協力関係のもと、本部門で描くシナリオでは、最も有望か
つ新しい技術オプションを適用し、2050年までに日本のCO2排出量を1990年比で70-80％削減する可能性を追求しています。I2CNERの
各部門における研究は本部門の作成するシナリオと密接に関連しており、各研究プロジェクトのロードマップにおける短期・中期・長期
的なマイルストーンは、シナリオで取り上げられた有望な技術オプションの開発と展開のタイミングを考慮して設定されていま
す。これらのシナリオとI2CNER各部門のロードマップは、I2CNERでの研究及び世界的なエネルギー研究の進行に伴い継続的に見
直しと更新が行なわれます。これにより、I2CNERの研究がカーボンニュートラル・エネルギー社会の実現にどのように貢献しているか
を示すことができると考えます。
　さらに、エネルギーアナリシス研究部門は、日本でのカーボンニュートラル・エネルギー社会構築を達成する上で重要な障害となりう
る事象や条件等の分析も行ないます。本部門では今後、再生可能エネルギーを利用した発電や新たなエネルギー貯蔵技術を考慮した電力
インフラ、燃料電池自動車等への供給を想定した水素製造及び輸送のインフラ整備、再生可能燃料の輸入等の課題分析を行う予定です。

研究部門
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シャンペーン校

九州大学
 

マサチューセッツ
工科大学

インペリアル・
カレッジ・
ロンドン

SINTEF／NTNU

オックスフォード
大学

カリフォルニア大学
アーバイン校/NFCRC

スイス連邦
工科大学（ETH）

サンディア国立研究所
リバモア

CARB

ノートルダム大学

テッサリー大学

バンドン工科大学

ニューサウスウェールズ大学

サウスウェスト研究所

 
 

ヘルムホルツ協会

ゲッティンゲン大学

マレーシア
工科大学

清華大学

ベルゲン大学

テキサス大学
オースティン校

米国エネルギー省

エディンバラ
大学

ウィスコンシン大学
マディソン校

6       

　I²CNERは、ミッション達成に向け、国際的に著名な研究所や大学、国内外の研究室などと連携体制を構築しています。これらの連携体制が、研
究者や研究所同士の交流を促進し、研究者の連携や学際的研究(異分野融合)への発展に寄与しています。 

•エディンバラ大学（イギリス）

•インペリアル・カレッジ・ロンドン（イギリス）

•オックスフォード大学（イギリス）

•テッサリー大学（ギリシャ）

•スイス連邦工科大学（スイス）

•ゲッティンゲン大学（ドイツ）

•ヘルムホルツ協会（ドイツ）

•マックス・プランク研究所（ドイツ）

•ノルウェー科学技術大学(NTNU)（ノルウェー）

•ノルウェー産業科学技術研究所(SINTEF)（ノルウェー）

•ベルゲン大学（ノルウェー）

•清華大学（中国）

•中国科学院大連化学物理研究所（中国）

•マレーシア工科大学（マレーシア）

•バンドン工科大学（インドネシア）

•ウィスコンシン大学マディソン校（アメリカ）

•カリフォルニア州大気資源局(CARB)（アメリカ）

•カリフォルニア大学バークレー校（アメリカ）

•サンディア国立研究所リバモア（アメリカ）

•カリフォルニア大学アーバイン校／NFCRC（アメリカ）

•サウスウェスト研究所（アメリカ）

•テキサス大学オースティン校（アメリカ）

•ノートルダム大学（アメリカ）

•マサチューセッツ工科大学（アメリカ）

•米国エネルギー省（アメリカ）

•ニューサウスウェールズ大学（オーストラリア）

（2016年4月1日現在）

I2CNERの国際連携ネットワーク

人員構成

研究者構成 支援スタッフ構成 日本人／外国人研究者人数比較



科研費、受託研究費、
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I2CNER組織図

九州大学総長
九州大学研究担当理事・副学長

・光エネルギー変換分子デバイス 　　　・熱科学 ・CO2分離・転換

・水素適合材料 　　　・水素貯蔵 ・CO2貯留

・電気化学エネルギー変換 　　　・触媒的物質変換 ・エネルギーアナリシス

外部アドバイザリー委員会 
(EAC)*

内部プログラム評価委員会 
(IPRC)

スーパー・リサーチ・
アシスタント(SRA)
 選考委員会

教員選考委員会
 (FRC)

運営委員会 
(SSC)

副所長 副所長

イリノイ大学サテライト機関

アドバイザリー委員会

エグゼクティブ・アドバイザー

*外部アドバイザリー委員会（External Advisory Committee (EAC)）
関連分野の国内外のリーダーからなる外部アドバイザリー委員会によって研究所全体の評価が毎年行われます。
委員会メンバーは、国際的なコミュニティから採用されます。
• Ronald J. Adrian (Chair), Arizona State University, USA
• Deborah Myers (Vice-Chair), Argonne National Laboratory, USA
• Robert J. Finley, Illinois State Geological Survey, USA
• Reiner Kirchheim, University of Göttingen, Germany
• Robert McMeeking, University of California, Santa Barbara, USA
• Kevin Ott, Los Alamos National Laboratory, USA
• Tetsuo Shoji, Tohoku University, Japan
• Fraser Armstrong, University of Oxford, UK
• Michael Celia, Princeton University, USA
• Monterey Gardiner, BMW Group Japan

WPI 補助金 競争的研究資金

I2CNER所長

支援部門長
支援部門

9研究部門
附属次世代冷媒物性
評価研究センター 

(NEXT-RP)



I2CNER研究棟

　九州大学カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所（I²CNER）が世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）の拠点とし
て設立されて3年が経ち、2013年1月にI²CNER第1研究棟が伊都キャンパスに完成しました。I²CNER設立以来、国内外からの
研究者数が大幅に増加し、世界トップレベル研究拠点にふさわしい質の高い研究環境を維持するためにより広いスペースが必
要となったことから、2015年2月に、4階建て・総面積5,000㎡のI²CNER第2研究棟が竣工しました。
　カーボンニュートラルな社会を構築するというI²CNERのミッションとビジョンに忠実に基づき、I²CNER第2研究棟は持続可能
性、調和、環境への影響に配慮したデザインがなされています。

左: I2CNER第2研究棟, 右: I2CNER第1研究棟

福岡空港から九大学研都市駅まで（35分）
「福岡空港」駅 （姪浜・唐津方面行）→
姪浜からJR筑肥線→「九大学研都市」駅下車

博多駅から九大学研都市駅まで（30分）
「博多」駅（姪浜・唐津方面行き）→
「九大学研都市」駅下車

天神駅から九大学研都市駅まで（25分）
「天神」駅（姪浜・唐津方面行き）→
「九大学研都市」駅下車

九大学研都市駅から （15分）
昭和バス「九大工学部前」行に乗車→

「九大ビッグオレンジ前」下車

Access Map

Contact us
九州大学
カーボンニュートラル・エネルギー
国際研究所(I²CNER)
〒819-0395 福岡市西区元岡744
Phone: 092-802-6935 
Fax: 092-802-6939
E-mail: wpisyogai@jimu.kyushu-u.ac.jp

（福岡）都市高速 JR 地下鉄 西鉄 天神ー大牟田 線
10km86420

高速道路 主要道路

博多湾

姪浜
西新

天神
伊都キャンパス

至唐津
至熊本

至北九州

JR筑肥線

山陽新幹線

九大学研都市

国道202号線

国道3号線

国
道

3号
線

箱崎地区

福岡空港
博多駅博多駅

病院地区

大橋地区

原町農場

筑紫地区
（福岡）都市高速

西九州道

福岡IC

太宰府IC

九州道

2016.8


