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Welcome to I2CNER!
―― 世界各国から研究者を迎えました ! ――
Ki Seok Yoon 氏

キ ソク・ユン

准教授 触媒的物質変換研究部門

アレクサンダー・レネ・パレント

学術研究員 水素製造研究部門

目指しています。この装置によって、太陽エネルギーの蓄電が
可能になり、将来は、持続可能なエネルギー社会が実現します。
母国アメリカでは、列車の運賃が高い上に遅いので、日本での列車の旅をとても楽しん
でいます。週末はハイキングをしたり、教会に出席して過ごしています。

では、私にとって面白いというより難題でもある有機レーザーデ
バイスの研究を行っています。色々な分野に精通した素晴らしい
人々と九州大学で共に研究できることを心より感謝しております。時間がある時は、友
人とこの美しい福岡の街を散策できればと思っております。

Yuya Tachikawa

学術研究員 燃料電池研究部門

ホダ・サダト・エマミ・メイボディ

学術研究員 水素貯蔵研究部門
私の研究は定置型の水素貯蔵材料の開発です。
再生可能エネルギー
貯蔵の開発は、日本のみならず世界的に急務な問題です。水素貯
蔵材料によりコンパクトで、安価で効率的な水素貯蔵システムを
提供しています。
フランスの CNRS で学術研究員として勤務後、この春から
I2CNER に新たに加わりました。日本の美しい自然と美味しい食事のおかげで楽しく生
活しています。異文化である日本での生活は、私にとって真新しい経験です。時間があ
るときはスポーツや映画鑑賞をしています。また日本の名所を訪れ日本についてもっと
知ることができればと思っています。

Takeshi Matsumoto

学術研究員 触媒的物質変換研究部門
環境中にあるアルコールやアンモニア等のシンプルな材料を有効
活用して、化石燃料を一方的に消費し、CO2 等の放出により環境
に負荷を与えてきた従来のシステムに取って代わる、新しいエネ
ルギーサイクルを構築する研究をしています。炭素 (C) や窒素 (N)
等の地球上の限られた元素を有効活用し、酸化物等の排出を抑制し地球環境への負荷を
強いないシステム構築を目指し、人類と地球環境が本当の意味で共存共栄できる社会を
実現するのに貢献できたらと考えています。
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私の研究テーマは、ポリマー材料のフィルム、ポリマー組成物や
バルク等、様々な形態での摩耗です。様々なガスとイオン液体
下での高分子電解質ブラシのトライポロジーを研究し、摩耗軽
減方法を明らかにします。I2CNER に着任する前は、シンガポー
ルの NUS のリサーチフェローとして２年、九州大学では JST
ERATO プログラムで１年、研究者として働いていました。ここ福岡は、静かで過ごし
やすい街です。人々はとても親切で、食べ物はとても美味しく、全てが想像していた以
上です。時間がある時は、歴史書を読んだり、文化について話したり、色々なところに
出かけて過ごしています。

モハメド・レダ・バーバー

I2CNER の 一 員 に な れ て、 と て も 嬉 し く 思 っ て い ま す。HTPEMFC（高温固体高分子形燃料電池）の研究に興味があり、
特に、
触媒側カーボンナノチューブの応用、膜側ポリベンゾイミダゾー
ルの応用、また故障モード解明に向けた MEA（膜・電極接合体）
の耐久性を調べる負荷試験に強い関心があります。
日本に住んで７年が経ちますが、自国であるエジプトと日本の文化の大きな違いは感じ
ません。来日当初は、寿司や刺身を食べるのが苦手でしたが、今では好物の一つになり
ました。スポーツが大好きで、以前はボクシングをしていましたが、今はテニスをして
体を動かしています。

Kaveh Edalati 氏

カベー・エダラティ

学術研究員 水素貯蔵研究部門

数値解析技術を利用し、燃料電池内部のガスの流れや熱、電気の
様子を可視化する研究を行っています。実験計測では把握できな
い電池上での反応分布予測や、理論に基づいた電池性能の低下の
予測手法の開発などを推進しています。最近では FIB-SEM 装置
を用いた電極微細構造データを反映させることで、より詳細な解析を目指しています。
福岡の中でも伊都キャンパスは自然と都市が近い素晴らしいロケーションで、とても好
きな場所です。これからもがんばりたいと思います。

松本 剛氏

ミョー・ミン

学術研究員 燃料電池研究部門

私たちの研究は効率的な有機電子デバイスの開発です。I2CNER

Hoda Sadat Emami Meibody 氏

Myo Minn 氏

Mohamed Reda Berber 氏

ガク・チヨウ

学術研究員 水素製造研究部門

立川 雄也氏

自然界では植物は色素を利用して太陽からエネルギーを取り出し
ています。自然に存在している色素を参考にして、改良すること
で効率のよい色素を人工的に合成し、これらを利用して水に太陽
光を当てて水素を取り出す研究をしています。また、色素を利用
した有機太陽電池の研究もしています。太陽光を利用してエネルギーを取り出し、環境
に優しく、持続利用可能な次世代エネルギー社会の実現を目指しています。水泳が趣味
なので、海に近い福岡で研究できることをうれしく思っています。

学術研究員 水素製造研究部門

私の研究テーマは水の酸化分子触媒で、人工光合成装置の開発を

Le Zhang 氏

Motonori Watanabe

助教 水素製造研究部門

本年２月１日付けで、九州大学大学院工学研究院応用化学部門から
触媒的物質変換研究部門に着任致しました。福岡は豊かな自然に恵
まれ、海や山からの美味しい食べ物も多く、家族共にこの地での生
活を楽しんでいます。特に、海岸からの景色は非常に綺麗で、古里
の韓国・済州島の海を思い起こさせます。私は、生態系エネルギー
変換システムの理解に基づき、人類が直面しているエネルギーや地球温暖化の課題解決に
応用するための研究開発を行っています。具体的には、
自然系から光合成水分解、
CO2 固定・
変換、さらに水素活性化などを行う新規高機能性金属酵素の探索とその金属酵素の機能解
明を通して、新たなエネルギー変換システムの創成に尽力しております。

Alexander Rene Parent 氏

渡邊 源規氏

塑性変形を使用した固体材料の水素貯蔵性能の改良を研究して
います。特に、大気圧 ･ 常温下で水素化物を形成することがで
きる新しい金属間化合物や合成物の開発を行っています。趣味
は、サッカーと旅行をすることで、お気に入りの場所は別府です。

Fei Jiang 氏

フェイ・ジャン

学術研究員 CO2 貯留研究部門
これまで乱気流や汚染物質拡散といった流体挙動を研究するため、
数値シミュレーションの開発を行ってきました。I2CNER では、
地球温暖化を引き起こす温室効果ガスを低減するため、二酸化炭
素地中貯留（CCS）を研究しています。具体的には岩石中の CO2 の性質を、数値シミュ
レーションで調べます。九州大学で博士号を取得したので、福岡に住んで５年になりま
す。福岡での生活を大変楽しんでいます。趣味は、映画鑑賞と卓球です。

木村 誠一郎氏

Seiichiro Kimura

学術研究員 エネルギーアナリシス研究部門
私は「2050 年までに日本をエネルギー輸出国に変えたい」とい
う志から、エネルギーに関わる世界に飛び込んできました。前職
では液体水素に関わる材料、機器の開発を、博士課程では水素社
会への移行シナリオを研究しました。I2CNER ではエネルギービジョンの作成、その根
拠となる分析モデルの構築などを研究する予定です。また、I2CNER で行われている各
研究の発展にも貢献したいと思っています。
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水素貯蔵研究部門

触媒的物質変換研究部門

よ り 多 くの 水 素 をコ ン
パ クト か つ 安 全 に 貯 め
ることのできる材 料 の
研究を行っています。

廃棄物の副生をともな
わずに物質変換ができ
るグリーン化した化学
反応を研究しています。
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熱科学研究部門

燃料電池研究部門

高圧などの様々な状態にお
ける水素・CO 2 の熱物性や
熱の伝わり方などの伝熱特
性を研究しています。

高い効率で水素等から直接
発電ができる次世代燃料電
池の研究および新しいコン
セプトを提案しています。

二酸化炭素を

CO2分離・転換研究部門
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CO2を効率良く低コスト
で分離・転換する方法を
研究しています。

CO2貯留研究部門
分離・転換したCO 2 を深い
地中、もしくは海底へ安定
して貯留する（閉じ込める）
方法を研究しています。

カーボンニュートラルな
社会とは？
エネルギー利用で排出する
CO2の量を極力少なくし、
自然界で吸収・貯蔵される量との
バランスが保ち続けられるような社会

今回の
インタビュアーは

福岡県立
修猷館高等学校

福岡県立修猷館高等学校 2 年生

福岡県立修猷館高等学校 2 年生

いえいり

宇田

家入

ゆうすけ

祐輔さん

う

だ

そう

颯さん

の皆さんです !

藤川准教授
山内准教授

福岡県立修猷館高等学校 2 年生

福岡県立修猷館高等学校 2 年生

中水流

中村

な か ず る

ゆうだい

雄大さん

なかむら

みづき

海月さん

の研究所を
訪ねます。
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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）

主任研究者

藤川 茂紀

ture a
CO2 Cap tion
Utiliza

地球の現状

Principal Investigator, Assoc. Prof. Shigenori Fujikawa
International Institute for Carbon-Neutral Energy Research(I2CNER), Kyushu University

世界最薄の人
工
膜

めに必要な基礎研究も行っています。もちろん

CO2 分離技術に関する研究を行っています。

CO2 を出さないクリーンエネルギーの開発も必

家入さん：厳しい条件ですね。

要です。I2CNER では、
色々な面から、
エネルギー

藤川先生：そのとおり。
かなり大変です。
普通
「基

藤川先生：産業革命以降、私たちは非常に多く

問題に関する研究を行っています。

礎科学研究」に「エネルギー」のことは考えな

のエネルギーを使っています。それと並行して

クリーンエネルギーの開発も大切ですが、現在

いことが多いんですよね（笑）
。しかしこれか

地球の平均気温推移は上昇傾向にあります。気

皆さんの生活で使用するエネルギーは、やはり

らの研究はエネルギーも視野に入れなければな

温が 0.4 度程度上昇するだけで北極圏の氷河が

CO2 を排出する方法で作られています。クリー

りません。

溶けて海面が上昇する、あるいは異常気象発生

ンエネルギーに関する研究開発が行われていま

色々な分離方法があると思うのですが、その中で

が多くなるなど様々な問題が起こります。これ

すが、残念ながらいまだそれらの多くは実用段

一番の候補といわれているのが、膜による分離で

は何が原因だと思いますか？

階ではありません。仕方がありませんが、今し

す。つまり膜にガスを吹き付けて、CO2 だけ取

宇田さん：エネルギーを作るときや使うときに放

ばらくは現在の方法に頼るしかありません。従っ

り出せば、安くて簡単でいいですよね。

出された CO2 が大気中に留まり、それによって

て現状の課題として、排出される CO2 をきちん

一同：楽でいいですね！コストも少なそうですし。

温室効果を引き起こしているからだと思います。

と回収し安全に蓄えることが必要なのです。

藤川先生：そうなんです。皆さん、ろ紙を使っ

藤川先生：そのとおり。よく勉強しているね。

た濾過の実験を想像してください。まず非常に

大気中の CO2 濃度が高くなると、地球外に放出

精密に濾過しようと思うと、ろ紙の目は細かい

されない太陽などの熱が増え、大気温度が上昇
します。産業革命以降、大気中の CO2 濃度は急
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准教授

CO2 分離は大切

激に高くなりました。しかし濃度が高いといっ

藤川先生：少し現実的な話をしましょう。例え

ても、大気中の CO2 濃度はわずか約 0.04% に

ば CO2 を分離回収して輸送し、貯留するという

過ぎないんです。このわずかな量が、実は地球

プロセスのうち、どこに最もお金がかかると思

環境にとって深刻な問題を引き起こします。こ

いますか？

のままの増加量で進むと、2100 年には平均気

実は、排出源から CO2 を分離するところが最

温が 6.4 度も高くなるといわれています。従っ

もお金がかかります。CO2 の分離から貯留まで

てできるだけエネルギーを使わずに CO2 を回収

の費用のうち、6 割は分離に必要といわれてい

することが大切です。

ます。しかも分離するために「エネルギーを使

そこで私たちは、発電所や工場から出される排

う」のでさらに CO2 を排出することにつながり

ガスから、CO2 を効率よく「分離・回収」する

ます。そうなると何のために分離しているのか、

研究を行っています。また I2CNER では、この

わからなくなってきますよね。そこで世界中の

回収された CO2 の有効利用や安全に貯留するた

研究者が、
「より低エネルギーで」
「コストの安い」

ほうがいいですよね。小さなものを濾過しよう
とすればするほど、その目はどんどん小さくな
ります。しかし目が小さくなると、今度は濾過

ャレンジ
ナノ膜作りにチ

ナノ膜はなぜ薄いのに丈夫なのですか？
これは二種類の高分子からできています。高分子というのは細くて長い紐だと思っ
てください。この二つの高分子が単純に絡まっているだけでは、
ほどけてしまってバ
ラバラになりますよね。それでは薄くて丈夫な膜はできません。
この場合はその絡ま
りに加え、
さらに化学的な結合でお互いを結び付けています。この結合部分が多い
ほど強度が増すため、
薄くても丈夫な膜ができるわけです。

52 nm

ナノ膜作成の擬似体験！
4 cm

テクニカルスタッフの方々のサポートのもと、
ナノ膜作成に
チャレンジ。初めて使う本格的な機器に ドキドキ 。

シリコン基盤
500nm

ナノ膜

2 cm

プラスチック枠

このナノ膜はCO2を分離する以外にも使い道があるのですか？
膜の材質を変えれば他の物質にも応用できます。例えばCO2より小さな物質で
あるイオンを選択的に分離できると、
リチウムイオンバッテリーを作ることも可能
ですし、ナトリウムイオンが分離できれば海水の脱塩に利用することもできます。
物質を選択的かつ効率的に分離するということは、色々な応用につながります。

■ 二酸化炭素の回収と貯留

■ ナノ膜で CO2 を分離する

B 工場

分離・回収施設B

A 工場

圧入施設A

ておくものですか？
ナノ膜

輸送
海底パイプライン

海底抗口装置

てやるだけです。
中水流さん：実験の結果は、あらかじめ予測し

1

圧入施設B

分離・回収施設A

のです。決めたら模索しながらも、信念をもっ

2

CO2以外の物質

藤川先生：ある程度は想定しています。しかし
実験をやってみなければわからないこともあり

CO2

坑井（ERDなど）

3

ます。よく言われることですが、予想外の結果
が出たときのほうが面白いことがあります。こ
れが研究の醍醐味でもあるのです！

圧入基地（海底）
分離されたCO2

分離されたCO2

遮蔽層
（泥岩など）
帯水層
（砂岩など）

貯留
貯留層は海底下1000m以深

細胞膜は、厚さわずか 5nm しかありません。
これは髪の毛の一万倍も薄いのです。こんなに

僕らの研究が地球を救う!
藤川先生：本日皆さんに紹介したのは、ナノ膜

薄くてしかも柔らかいのに、非常に小さな物質

により効率よく CO2 を分離する研究です。これ

するスピードは遅くなりますよね。これを解決

を正確に分離します。さらに分離にほとんどエ

によって CCS（CO2 貯留）を推進し、地球温

するためにはどうすればいいでしょう？

ネルギーを使いません。いわば
「究極の分離膜」

暖化を抑えることへつながります。

ですね。これを人工的に実現するためには、可

ナノサイズの薄さを
持つ膜

能な限り薄く丈夫な膜を作らなければなりませ
ん。私たちが現在研究を行っている膜は、おそ
らく人工のものとしては世界最薄の膜だと思い

藤川先生：簡単な方法としては、ろ紙を可能な

ます。今はこれを使って、いかに CO2 を選択

限り薄くすることです。薄ければ薄いほど早く

的に分離させるか、ということに注目して研究

通過できますよね。ただし私たちが分離しよう

を行っています。

とする CO2 は、0.31nm（ナノメートル）と

中村さん：いつもどのようにして研究を行って

ものすごく小さなものです。一般的にガス分離

いるのですか？

で利用されている膜の厚さは、数十マイクロ

藤川先生：まずは意義があり、かつ具体的に実

メートル ( μ m) です。つまり CO2 からみる

施できる課題を作ることが大事です。実はこれ

と、自分の大きさより一万倍以上も長い経路を

が一番大変な作業なんですよ。大きな意義をも

通過しなければいけません。これではなかなか

つテーマは意外に簡単にあります。
「宇宙の起

スムーズに通れませんよね。

源を知りたい」
「がんを治したい」などは非常

従って、分離膜は「小さな穴（経路）を持ち、

に意義のあるテーマですね。しかしこれだけで

できるだけ薄い」
ということが究極の目標です。

は研究はできません。この大きな目標に向かっ

なかなか難しい課題です。

てどこからどうやって最初の一歩を踏み出す

しかし生物ではものすごい分離を行っているん

か、これがかなり難しいですね、少なくとも私

ですね。
それは細胞をつくっている細胞膜です。

には困難な作業です。ですが、それも楽しいも

藤川先生
からの
メッセージ

研究とは、自分で問題を見つけ、アプロー
チ方法を考え、解決し、世の中にアピール
していくことであると恩師が教えてくれま
した。これは科学という分野に限らず、ビ
ジネスの世界でも共通していることだと思
います。
研究の面白さ、やりがいを、ぜひ今日の体
験から学んでください。

Interview 01 CO2 Capture and Utilization
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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）

主任研究者

山内 美穂

准教授

Principal Investigator, Assoc. Prof. Miho Yamauchi
International Institute for Carbon-Neutral Energy Research(I2CNER), Kyushu University

c Materi
Catalyti mations
Transfor

ど
こ
に
で
もある金属、その力を探る
白金に代わる触媒で
燃料電池

から電子（e-）と酸素イオン（O+）に分かれ
ます。触媒によって取り出した電子を使用して
発電する仕組みになっています。

ナノ粒子

山内先生：I2CNER で行っている研究の一つに、

燃料電池の触媒として現在使用されているの

山内先生：さて nm（ナノメートル）の大きさ

二酸化炭素の排出が少ない、低炭素社会の実現

が、白金（Pt）です。白金は、プラチナとも

はわかりますか？

に向けた研究があります。
水素は豊富に存在し、

呼ばれ指輪やネックレスなどの装飾品として使

1cm は、10-2m、すなわち 1m の 100 分の 1

水以外の廃棄物を出さないクリーンエネルギー

用されているほか、酸化、錆びにくい点から自

の大きさです。nm は 10-9m、すなわち 10 億

です。枯渇燃料である石油や原子力に代わるエ

動車などの部品にも使用されています。白金は

分の 1m になります。金属を触媒にするために

ネルギーとして、今注目されています。

レアメタル（希少金属）の一つでもあり、採掘

は非常に小さい 2nm ぐらいの「ナノ粒子」を

私たちは水素利用を中心とした『水素エネル

量が少ない上、需要が多いので近年特に価格が

作ります。

ギー社会』の実現に向けて、燃料電池に使う触

高騰しています。

家入さん：なぜナノ粒子にするのですか？

媒の研究に取り組んでいます。燃料電池は、水

私たちは、
安価な鉄
（Fe）
やコバルト
（Co）
やニッ

山内先生：金属はナノ粒子になると活性化され、

素と酸素を使って水を生み出すプロセスで生

ケル（Ni）を使用して白金に負けない触媒を作

触媒として最適になるからです。ナノ粒子にな

まれるエネルギーを利用して電気を発生させ

る研究をしています。

ます。水素分子（H2）は、触媒の働きで電子
（e-）と水素イオン（H+）
、
また空気の酸素（O2）

ナノ粒子の大きさ

触媒に求められる
“高効率・高選択”
中村さん：高効率で高選択の触媒を探している
山内先生：
“高選択”はあまり皆さんにとって
なじみがある言葉でないですね。触媒は、活性
が高く、
高効率 ･ 高選択であるかで評価します。

地球の直径の
10億分の1の大きさは、
12.75mmになります。
地球を1mとすると、
12.75mmが1nmに
相当するのです。

12.750km

と聞きましたが、それはどういう意味ですか？

ナノメートル（nm）
1nm
（1ナノメートル）
は10億分の1m。
とても小さな粒子です。

高効率とは、触媒によってある物質を反応させ
る時、その反応が非常に速いとか、反応物が量

12.75mm (1nm)

的にたくさんできるなどです。
高選択とは、
色々
な種類ではなく狙った物だけ、必要なものだけ
を作れるということです。不要なものができな
いということです。
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出典）独立行政法人 国立環境研究所
http://www.nies.go.jp/kanko/news/27/27-1/27-1-04.html
（図1）
を改変

析にチャレンジ
ナノ粒子の分

触媒とは？
過酸化水素水
H2O2に酸化マ
ンガンMnO2
ると分解して酸
を加え
素と水になる実
験を中学で行
思います。過酸
ったと
化水素水はそ
のまま置いて
反応せず酸素
いても、
と水になること
はないですが
ンガンを加える
、酸化マ
ことで酸素と水
になります。

ナノ粒子の世界に触れてみた！

2H2O2 →
2H2O＋O2

金のナノ粒子より金の作成。ナノ粒子の分析。
科学の奥の深さを実感。

酸化マンガンは
反応の前後で
変化せず、反応
る働きをしてい
を進め
る物質です。
この様な働き
をする物質を
触媒と言いま
す。
過酸化水素水
（H2O2）

酸素
（O2）

酸化マンガン
（MnO2）

ると、活性サイトであるコーナー、エッジ、表

山内先生：鉄は強磁性体（簡単に磁性を帯びる

面の占める割合が増加します。つまり、表面に

ことが可能な物質）ですが、サイズが小さくな

露出している原子が多くなるということです。

ると磁力が弱くなったり、火がつきやすくなる

原子は表面エネルギーが高く、反応物とより強

といった性質があります。

い化学吸着を起こすから活発になるのです。だ

宇田さん：身近に感じていた金属を研究してい

から同じ金属でも性質が変わります。たとえば

くと、色々なことがわかるのですね。

金。皆さん、金についてどんなイメージを持っ
ていますか？
中水流さん：金と言えば金色の金属でしょうか。
山内先生：金イコール金色と思いますよね。で

水

山内先生
からの
メッセージ

元素戦略プロジェクト

も、ナノサイズにすると、光に反応して粒子の

山内先生：今までは触媒といえば白金など貴金

大きさにより、
赤や青色になるのです。
他には？

属が主で、資源が乏しい日本では輸入に頼って

中村さん：とても高価。

きました。

山内先生：そうですね。金が高価なのは、錆な

私の研究は、物質・材料の機能、特性を明らか

どが起こらない安定した金属だからです。とこ

にすることで、希少元素や有害元素を使うこと

ろがナノ粒子になると性質が変わり、反応がす

なく、高い機能をもった物質・材料を開発する

ごく活発になるのです。

ことです。これは『元素戦略』という日本の科

中村さん：他の金属、鉄のナノ粒子はどんな性

学界が総力をあげているプロジェクトの一環で

質があるのですか？

もあるのです！

世の中にある元素はほとんどが金属
なので、皆さんにも研究する余地が
まだたくさんあります。自分の好き
な金属を見つけて掘り下げて研究し
ていけば、いつかはノーベル賞につ
ながるような大発見ができるかもし
れません（笑）
。

終えて
インタビューを
家入

文系も理系も関
係なく、科学を勉強
することは社会で仕
事をするのに必須な
んですね。

祐輔

さん

本物の実験器具
に囲まれて感激し
ました。
科学の最前線を体験
できてよかった！

中水流

様々なチャレンジ
や発見、目に見えな
い努力の結晶があっ
て研究が発展してい
くんですね。

さん
宇田 颯

雄大 さ
ん

村

中

月
海

ん
さ

温暖化をストッ
プするための研究っ
て奥が深いですね。
CO2を出さないよう
にするのは大変な
んですね。

Interview 02 Catalytic Materials Transformations
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Report アメリカ科学振興協会 (AAAS) 年次大会

最新の科学・技術を青少年にアピールする
科学 ･ 技術フェスタ

2013 年 2 月 14 日（木）～ 2 月 18 日（月）
ボストン（アメリカ）

2013 年 3 月 16 日（土）・17 日（日）
京都パルスプラザ（京都）

2 月 14 日（木）から 2 月 18 日（月）の 5 日間、ボストン（アメリカ）
で開催された『アメリカ科学技術振興協会年次大会（AAAS）
』に文部科学省

3 月 16 日（土）
、17 日（日）の２日間、京都パルスプラザ（稲盛ホール、

と世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）6 拠点 * が参加しました。

大展示場）で開催された『科学 ･ 技術フェスタ』に WPI の６拠点 * が出展し

AAAS は、科学雑誌 Science を発行していることで知られていますが、そ

ました。

の他にも科学の発展と社会還元を振興するための色々な活動を行っている非営

このイベントは、最新の科学 ･ 技術を青少年にアピールすることを目的とし

利団体です。
科学技術振興機構（JST）が主催するパビリオンの一環としてブースを出

ており、今年で３回目になります。I2CNER は、大阪大学免疫学フロンティア

展し、最新の研究成果や WPI の特徴である国際的、学術的な環境について紹

研究センター (IFReC) との合同ブースを出展し、
「世界トップレベルの研究に

介しました。また、理化学研究所、つくば国際戦略総合特区と共に“Japan：

触れてみよう！」をテーマに、
水素製造（人工光合成）の実験や研究者による『エ

Your next carrier destination”と題したワークショップを開催し、日本に

ネルギー』と『免疫学』のミニレクチャーを行いました。期間中 500 名以上

は国際的に開かれた研究機関が多数あることを紹介するとともに、海外の若手

が訪れ、研究者と交流を深めました。

研究者や学生向けの公募情報等を公開しました。

*AIMR, Kavli IPMU, iCeMS, IFReC, MANA, I2CNER

「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
拠点を形成するため、文部科学省が 2007 年度より開始した事業です。第一線の研究者が世界から多数集まって
くるような、優れた研究環境と極めて高い研究水準を誇る「目に見える研究拠点」の形成を目指しています。

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）
低炭素社会の実現に向けて、水素エネルギー利用
と CO2 の回収・貯留に関する課題を、原子レベル
から地球規模の科学の融合により解決する研究拠点
です。

東北大学
原子分子材料科学高等研究機構（AIMR）
物理学、
化学、
材料化学、
バイオエンジニアリング、
電子・機械工学の領域を融合させ、
革新的な機能性材料を創製・開発します。さらに、材料科学の統一的学理の創成
のため、2011 年度より数学ユニットが加わり、国際材料科学研究拠点の形成を
目指しています。

大阪大学
免疫学フロンティア研究センター（IFReC）
様々な生体イメージング（画像化）の技術と免疫反応を予測する生態情報
学を用いて、体を病原体から守る免疫システムの全貌解明を目指す新しい
免疫学の研究拠点です。

物質・材料研究機構
国際ナノアーキテクトニクス研究拠点（MANA）
従来のナノテクノロジーを革新した材料開発の新しいパラダイム
「ナノアーキテクトニクス」のもと、画期的な材料を開発する研究拠点です。

京都大学
物質−細胞統合システム拠点（iCeMS）
細胞科学と物質科学を統合した新たな学際領域の創出を目標とし、幹細胞
研究（ES/iPS 細胞など）やメゾ科学を発展させ、医学・創薬・環境・産業
に貢献する研究拠点です。

東京工業大学
地球生命研究所(ELSI)
地球惑星科学および生命科学分野の世界一線の研究者を結集し、
「生命の起源に
関する研究は生命が生まれた初期地球環境の研究と不可分である」というコンセ
プトのもと、地球、さらには地球−生命システムの起源と進化の解明に挑みます。

編集後記

筑波大学
国際統合睡眠医科学研究機構(IIIS)
「眠る」という現象のメカニズムや役割の解明を行い、睡眠障害および関
連する疾患の制御を通して人類の健康増進に貢献することを目指した睡眠
研究拠点です。

名古屋大学
トランスフォーマティブ生命分子研究所 (ITbM)
世界屈指の分子合成力を推進力とし、合成化学者と動植物分子生物学者の連携により、生
命科学・技術を根底から変える革新的機能分子「トランスフォーマティブ生命分子」を生
み出す研究拠点です。
「分子をつなげ、価値を生み、世界を変える」
、これが我々の思いです。
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■ I CNER では、さまざまなイベントを開催しています。
http://i2cner.kyushu-u.ac.jp/ja/results/seminar.php（I2CNER のイベント情報）
詳しくは
2

		

東京大学国際高等研究所 カブリ数物連携宇宙研究機構（Kavli IPMU）
数学、物理学、天文学等の研究者が集まり、宇宙の始まり、進化の解明など、宇宙
の謎に迫る研究拠点です。

で

検索

■ 広報誌の仕事に携わると、言葉で表現する難しさを痛感します。しかし、I2CNER で行われて
いる世界トップレベルのプロジェクトや研究熱心な研究者を、少しでも分かりやすくご紹介
できるように頑張って参ります。
皆さまからのご意見 ･ ご感想お待ちしております。
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