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拠点構想の概要 
 
 
 

I2CNERは、九州大学に拠点化された国際的な研究プロジェクトであり、そ
のミッションは、低炭素排出かつ低コストなエネルギーシステムの進歩、
およびエネルギー効率の改善に関する基礎研究に取り組むことによって、
継続的かつ環境親和性のある社会の実現に貢献することである。このよう
な広く包括的な目的に達するために、I2CNERは、固体や液体の多様な枠組
みと気体の間における、固体吸着、分離、拡散、分子種の化学的還元、反
応、相互作用などの現象について研究を主導している。これらの現象は、
時・空間の全領域、あるいは原子系から地球系、ナノ秒から数十年にもお
よぶ物質と気体の相互反応の界面において起こる現象である。例えば、
I2CNERの研究が実現を目指す一連の技術には、固体酸化物型燃料電池
（SOFC）、高分子分離膜を用いた燃料電池、生物情報科学などの斬新な触
媒についての概念設計、水素燃料の製造・貯蔵・利用などが包含される。
さらには、CO2の分離・貯蔵技術の基礎となる科学、加えて、付加価値を高
めた化学物質の製造を可能とするCO2変換システムの創生、あるいは再利用
のための電力の貯蔵に関する探索研究も進めている。各々のI2CNERの研究
活動は、究極の研究目標へと続くロードマップ上の短期、中期、そして長
期のマイルストーンを通じて日本のカーボンニュートラル・エネルギー社
会実現のために必要なテクノロジーの組合わせからなるシナリオと密接
に連関し、進展している。イリノイ大学に設置したサテライトと連携しな
がら、I2CNERは、世界各国の主導的研究者らと共に領域融合型研究や教育
協働を育て上げる環境と文化を創出することによって、九州大学キャンパ
スにおいて確固たる位置を確立した。 

ミッションステートメント 
及び/又は 

拠点のアイデンティティー 

I2CNERのミッションは、低炭素排出、経済効果の高いエネルギーシステム
の構築及びエネルギー効率の向上を目指す基礎研究を実施することによ
る、環境調和型で持続可能な社会の実現への貢献である。I2CNERの研究が
実現を目指す数あるテクノロジーは、SOFC、高分子膜ベースの燃料電池、
生体模倣やその他の新規触媒コンセプト、燃料としての水素の製造、貯蔵
及び利用を含む。我々の研究はまた、CO2回収・貯留技術及び付加価値のあ
る化学製品又は再生可能ベースの電力蓄電のためのCO2転換システム構築
に関する基礎科学を探求する。さらに、共同・融合研究(fusion)によるイ
ノベーションを促進する国際的な学術環境を構築することも、I2CNERのミ
ッションである。 

対象分野 

研究領域： 

化学、物理、材料科学、機械学、地球科学、生物模倣、生命科学、計算機

科学、経済、数学などに関わる複合／融合研究 

 

提案したプロジェクトの重要性： 

東日本大震災、その津波、さらには福島原子力発電所事故などから起こっ

た大災害は、日本のエネルギー基盤構成とその将来像について広い範囲の

深刻な問題点を露呈させた。そこには、CO2排出のない持続的エネルギー資

源の開発、さらには、日本のカーボンニュートラル社会を実現するための

安全かつ信頼性の高い二酸化炭素分離・貯留システムの確立に対する極め
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て高い必要性が存在する。日本のカーボンニュートラル社会実現へと至る

核心的な挑戦に向け、科学主導による技術ソリューションの開発に格別の

主眼を置くことにI2CNERの重要性がある。その根拠に、I2CNERの研究ロー

ドマップには、平成26年4月に政府発表された第4次エネルギー基本計画に

盛り込まれた多岐に渡る技術、例えば、次世代電力発電、省エネルギー、

効率的分散型エネルギーシステム、水素経済の実現、次世代自動車に代表

される重要な科学的課題への取り組みが明記されている。  

研究達成目標 

I2CNERにおける研究活動は、テーマ別の研究クラスタ（ディビジョン）内

のプロジェクト目的達成に向けて取り組んでいる。個々のプロジェクトに

おいては、研究が進むにつれて切れ目なく更新される短期、中期、長期の

マイルストーンと、究極的目標に依って、研究が推進される。 

 

・高温電気分解液で動作する有機光電池や光電気化学的な水分離技術を用

いて水素製造を行うための太陽エネルギ－の活用；エネルギー保存デバ

イス開発；有機LEDおよび低摩擦ベアリング。 

・水素サービスにおける部品の設計や部材選定に革命を起こす様な、水素

の影響による疲労、破砕、摩耗や焼き付きに支配される材料の特性を予

測するモデルの開発。 

・ 固体高分子形燃料電池(PEFC)や固定酸化物形燃料電池(SOFC)を含む燃

料電池の耐性、効率向上、コストの低減化開発。 

・カーボンニュートラル社会技術における物質の最も効率的な利用を可能

にしたり、熱プロセスにおけるエネルギー効率を改善するための、物質

の熱物性的な物質情報や熱科学・工学の発展拡張。 

・移動あるいは固定された水素貯蔵、並びに水素供給の高度化に向けた新

しい担体物質の研究と開発。 

・次の(i) と(ii)に挙げる開発。 

(i) 太陽光をエネルギー源とし、電気（燃料電池）や水素、炭化水素系

燃料を二酸化炭素を排出せずに製造するための、高度な生物模倣技術

を活かした触媒や製造工程の新発見。 

(ii) 燃料燃焼と再生成のための新しい触媒、および、新低炭素燃料お

よび電力貯蔵とエネルギー配送のためのエネルギーサイクルを実現

する画期的な物質。 

・発電と産業プロセスにおけるCO2分離のための高い効率を備えた物質の開

発、および、(i)液体燃料や中間物質に代表される付加価値のある化学

物質の生産と(ii)再生可能電力の貯蔵の二項を目指す、エネルギー効率

に優れかつ低コストのCO2変換システムの創出。 

・日本における特徴的な地層構造において、効率的な残留性、溶解性、鉱

物CO2貯留性を促進するための、核となる細孔スケールプロセスの発見と

調査研究；これら知見の、安全かつ改善されたCO2貯留系の精密な貯留特

性解析手法への展開；深海底より下部の地層構造におけるCO2の注入／漏

洩を監視するための新しい効率的な手法の開発。 

・カーボン排出、エネルギー効率、現在および発展中のI2CNERおよび他の

エネルギープロセス、技術、およびインフラストラクチャの情報を提供

することにより、I2CNERや世界のエネルギー関連研究がカーボンニュー

トラル社会の実現に向けた適正な目標設定を確かめる助けとする。   

I2CNERや他のエネルギーシステム解析により、カーボンニュートラル社

会実現を目指すI2CNERのビジョンとロードマップを継続的に見直し、更

新する。 
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拠点運営の概要 

 

○ 本研究所は、九州大学総長直轄の組織であり、所長は総長及び研究兼
産業連携担当理事と直接的なつながりを持つ。所長は、研究活動の計
画と実施、研究分野又は部門の構成・確立、毎年の現地視察時の意見
に基づく研究部門の再編成、研究努力の再検討、ポスドク研究者と教
員の採用、トップクラスの研究機関との国際共同研究や連携の構築、
研究成果評価の運営及び予算執行に関する決定に全責任を負う。これ
らについて、所長は、自らが委員長を務め、所内の研究部門長及び所
長が適任とする追加メンバーを含む者等（サイエンス・アドバイザー）
から構成される運営委員会（SSC）に諮問する。   

○ 研究所の重要な要素として、関連研究分野の国内外の主要研究者など
から構成される外部アドバイザリー委員会（EAC）があり、毎年又は
所長が必要と判断すれば随時開催する。EACは、所長の指導力、マネ
ジメント、各研究分野の研究の進捗状況、発案される研究計画などを
含む研究所全体の評価を行い、報告・提案をまとめた報告書を所長に
提供する。研究所活動の最終決定は所長が行う。さらに所長は、自ら
が任命・召集し、定期的に研究所内の個別研究プログラムの評価を行
う内部プログラム評価委員会(IPRC)の助言を受ける。 

○ 2名の副所長が、所長を補佐する。石原教授は、ワークショップのと
りまとめ、セミナーシリーズの運営、施設・研究装置に関する事項等
の責任者であり、高田教授は、教員選考、国際及び産学連携、大学院
生の研究に関する事項等の責任者となる。SSC及び副所長2名の役割
は、厳密に諮問的なものであり、最終決定については所長が全責任を
負う。 

○ 所長は、研究所の支援部門を統率する支援部門長のサポートを受け
る。支援部門長の役割は、研究所運営のための事務的支援を行うこと
である。支援部門内での公用語は英語である。 

○ 所長のペトロス・ソフロニス教授は、イリノイ大学アーバナ・シャン
ペーン校の教員である。イリノイ大学サテライトは、学生・研究者交
流、米国内の共同研究の推進及び国際研究活動強化のための拠点とし
て設立された。 

○ 所長の不在時（米国勤務中）の研究所運営は、研究所内規「22．研究
所の管理運営」に準拠する。 

 
 

研究体制 
 

 

I2CNERは、九州大学の恒久部局としての第二期を開始する。2019年までに

10名のテニュア主任研究者をI2CNERに配置する予定である。全体総数20～

25名中、残り10～15名分の主任研究者ポストは、以下を通じて確保する。 

a)「学内派遣制度」による他部局からの教員派遣 

b)他部局（経済、理、数理等）とのクロス・アポイントメント制度 

c)海外の連携機関及び産業界とのクロス・アポイントメント制度 

また、上述の a), b)及び c)とは別に、海外・産業界から主任研究者レベ

ルの客員特別研究員（Visiting Fellow）やクロス・アポイントメントに

よる主任研究者を招聘する。現在、I2CNER所属の 24名の主任研究者のう

ち、7名が外国人である。全体としては、専任教員 16名、ポスドク研究者

35～40 名、テクニカルスタッフ 30名他を雇用し、産学官からの訪問教員

や研究者も多数招聘予定である。  

イリノイ大学サテライトは、本研究体制の重要な構成要素であり、九州大

学におけるI2CNERの研究を補完し、学生・研究者の米国との交流を促進す

る。 九州大学とイリノイ大学間のあらゆるレベルにおける連携に関する

覚書、特に学生交流のための協定が締結されている。イリノイ大学サテラ

イトは、機械科学工学部内に位置し、広々としたオフィス・スペースを確

保しており、日本人研究者がイリノイ・キャンパス訪問時に使用可能であ

る。サテライトでは、教員を8名、ポスドク研究者を2名、リサーチアシス

タントを10名、事務スタッフ2名を雇用予定である。サテライト教員の研

究室は、九州大学の共同研究者による利用が可能である。さらに、キャン

パス内の共有施設及び研究室は、使用料を払えば全ての研究者が使用でき
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る。イリノイ大学Office of Technology Management (OTM)は、九州大学

産学連携本部(IMAQ)と連携し、知的財産（IP）管理及び技術移転を国内外

で推進していく。 また、カリフォルニア大学アーバイン校の国立燃料電

池研究センター(NFCRC)、ノルウェー科学技術大学（NTNU）/ 産業科学技

術研究所（SINTEF）と、それぞれ研究交流及び共同研究に関する覚書を、

カリフォルニア大気資源委員会(CARB)とは基本合意書を交わしている。 

加えて、I2CNER主任研究者、専任教員及びポスドク研究者と、海外の一流

機関の教員及び研究者の間では、現在約20の共同研究活動が行われてい

る。これらの連携機関の例としては、MIT、UCバークレー、マックス・プ

ランク、オックスフォード大学、ドイツ研究センターヘルムホルツ協会の

Helmholtz Zentrum Geesthacht (HZG)、大連化学物理研究所、スイス連邦

工科大学（ETH)などが挙げられる。  

事務部門長 藤木 幸夫、九州大学名誉教授 

 
環境整備の概要 

 

I2CNERの第1及び第2研究棟（平成27年2月竣工予定）は、主任研究者、専任

教員と研究者オフィス、研究室及び支援部門を集結させ、「under one roof」

コンセプトを実現している。どちらの研究棟も、共同研究を促進するため

の共同実験室や、その場で即座に打合せを行えるよう電子黒板を備えた広

々としたラウンジなどを完備し、最先端の研究施設として設計されてい

る。I2CNERラボラトリーは、低エネルギーイオン散乱分光装置 (LEIS)や、

表面・界面分析を行う二次イオン質量分析計(TOF-SIMS)など、最先端の装

置を備えている。I2CNER支援部門は事務サポートの基盤を成し、研究者への

支援を提供する。 異分野融合研究の推進と若手研究者の育成のため、競

争的資金プログラムやスタートアップ資金等が整備されている。処遇は、

「国立大学法人九州大学カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所職

員の就業に関する特例を定める規則」に準拠しており、大学の給与体系と

は別に、能力に基づいた特別の給与体系を採用している。教員及び研究者

各自の業績評価は、所長及び副所長2名により、年1回又は所長が必要と判

断すれば更に頻繁に実施される。有能なポスドク研究者や教員の採用は、

研究所の主要メンバーから成る教員選考委員会(FRC)が管理し、同委員会

は所長の監督下にある。研究者雇用には、イリノイ大学における採用方法

と同様のものを用いている。 

研究所の公用語は、英語である。 

世界的レベルを評価する
際の指標等の概要 

I2CNER は、ミッション重視（グリーンイノベーション）型の研究所ではあ

るが、その焦点は基礎科学に置かれている。そのため、本研究所の成功は

以下の基準に基づき評価される。 

1) 日本政府のグリーンイノベーション戦略を可能にするための研究努力

及び目標の関連性 

2) 研究を行うためのアプローチ。これは、ハイインパクトかつ領域指向

のジャーナルに掲載される論文の質によって評価される。  

3) 国際的な賞の授与及び論文引用数。これらは、総合的な知名度・認知

度の指標となる。  

4) 研究ロードマップにおけるマイルストーン及びターゲットの実現度  

5) 国際的研究所との連携レベル、異分野融合研究の取り組みとその度合

い6) 提携企業の数と質 

7) 特許申請 

8) 技術移転関連の実績件数 

最も重要な基準は、質の高さをI2CNER活動すべてに浸透させることであ

る。 

http://ejje.weblio.jp/content/%E5%A4%A7%E9%80%A3%E5%8C%96%E5%AD%A6%E7%89%A9%E7%90%86%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80
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研究資金等の確保 

 

主要な日本人主任研究者を含むI2CNER構成員よる過去5年間（平成21～25
年度：1ドル=120円）の獲得研究資金は、年平均23億4千万円以上にのぼる。
今後は、積極的に外部の財源確保を目指し、より多くの外部資金を継続し
て獲得していくことが目標となる。 

充当計画 
年度 27 28 29 30 31 合計      

申請金額 

（百万円） 
1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 6,350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ホスト機関からのコミッ

トメントの概要 
 

九州大学の戦略的ビジョンの概要は、大学を「世界的研究・教育拠点とし
て位置付け」、「卓越した研究者にとって魅力ある学術環境の整備をとお
した分野横断的/異分野融合研究の推進によって、新しい学問分野を促進
する」ことである。この取り組みの中で、九州大学は、持ち得る全てのリ
ソースを活用し、本研究所を支援していく。以下は、その積極的な方策の
具体例となる。 

 I2CNERの恒久的機関及び世界最先端のカーボンニュートラル・エネルギ
ー研究所としての成功を確実にする。 

 本学へのWPIビジョンを実行できるよう、所長に全面的な権限を与える。 

 イリノイ大学との連携と交流をさらに促進する。 

 産業界との共同研究を推進し、知的財産の管理や国内外の技術移転を促
進する。 

 I2CNERの「フェロー・プログラム」や、九州大学の「クロス・アポイン
トメント制度」等の新たな取り組みを活用し、海外の大学・研究機関か
ら優れた研究者をI2CNERに招聘する。 

 研究及び予算執行のための運営体制の強化を支援する。 

 「教員の学内派遣制度」等の人事制度を活用し、I2CNER研究者の参加に
ついて便宜を図るため、関連学部と調整する。 

 国際業務の遂行上、英語を使用言語とする内部システムを向上する。 

 俸給システム（能力に応じた給与制度）を見直す。 

 

 


