
 

1 
 

 

所長のビジョン 

 
カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所 

～ 水素やＣＯ２

 ＣＯ

と物質とのインターフェイスに着目した学際融合研究による 

カーボンニュートラル・エネルギー社会実現への道筋 ～ 
 
 
                            ２０１０年４月２３日 
                            ペトロス・ソフロニス 

                            イリノイ大学 教授 
 
 
 
＜概要＞ 
 

２の排出削減目標を達成し、さらにその目標を上回るためには、ＣＯ２の回収・貯

留または有用燃料への変換（例えば、微生物によるＣＯ２からメタンへの変換）に関する

戦略だけでなく、水素ガスなどの代替エネルギーキャリアを高効率で効果的に製造する方

法を確立することが必要不可欠である。その様な課題に対処するためには、多様な空間・

時間スケール（分子からマイルレベル、ナノ秒から数十年まで）を横断的に取り扱うだけ

でなく、化学、材料科学、地球科学等の従来の学問体系では異なる分野の研究者を結集・

融合・連携させ、協調・相互補完的に研究を行うアプローチへのパラダイムシフトが必須

である。そのため、カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所は、化学、物理学、材

料科学、熱流体力学、地球科学、海洋科学、生物模倣学等多様な分野のトップレベル研究

者同士が刺激し合い、斬新な研究を行える基盤、環境、体制を提供する。そして、本研究

活動によって、水素の製造・貯蔵・利用だけでなく、ＣＯ２の回収・貯留、有用物質への

変換も含めて、革新的で安全で信頼性のあるシステムを確立するための基盤となる新たな

様々な基礎学理を創成する。また、この複雑かつ重要な技術及び社会的変革へ向けての課

題に対処するために必要な次世代の研究者を育て、日本及び国際社会に提供する。 
 さらに、本研究所では、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・

力学メカニズムを解明、制御、操作するための多元多分野にまたがる新しい融合サイエン

スを確立していく。そのメカニズム解明などに基づき、ＣＯ２の排出のない水素製造・物

質変換、水素貯蔵材料、耐水素脆化材料、高効率また燃料電池、安全なＣＯ２の回収、地

中・海洋貯留、ＣＯ２のＣＯと酸素への効率的変換等の革新技術を創出する。本研究所の

究極のビジョンは、新たな燃料の製造、利用システムを確立し、グリーンイノベーション

により、カーボンニュートラル・エネルギー社会の実現に貢献することである。 
本研究所は九州大学に設置し、サテライト機関を米国イリノイ大学に置く。 

両機関は水素と材料の分野で国際的に認知されている。両大学は２００８年に学生と教員

交流に関する協定を結んでいる。 
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１．はじめに 

 

これは、九州大学とイリノイ大学アーバナ・シャンペーン校にとって、カーボンニュー

トラル・エネルギーに関する前例のない国際的研究機関を設置する時宜を得た計画である。

九州大学は、水素と燃料電池に関する研究を国際的に先導する機関である。九州大学の水

素材料先端科学研究センターは、次世代の水素・燃料電池システムの水素誘起材料劣化研

究のための世界最良の設備を備えている。九州大学が位置する福岡県は、大学における最

先端科学研究を強力に支援し、その成果をいち早く新しい技術開発に生かし、実際の社会

で積極的に実証することでよく知られている。イリノイ大学は３０年以上にわたる水素脆

化と材料に関する研究で国際的な名声を得ている。重要なことに、九州大学とイリノイ大

学との間には、すでに大学院生と研究者の交流に関する協定が締結されている。これらす

べての要素は、認知された研究歴と進行中の協力関係をもとにした研究者チームによる本

計画のカーボンニュートラル・エネルギー国際研究所での研究に対して、大学と地方政府

の継続的な研究支援を保証している。このような持続的な研究環境と良質な研究はワール

ドクラスの研究者を本研究所に誘引し、本研究所のミッションの全ての分野において活躍

させることを可能とするであろう。 

 

 本研究所が成功するためには、以下の項目が不可欠である。 

・ミッションと目標達成のための明確なビジョン、戦略計画の策定 

・国内外の世界トップレベルの研究者の招へいと支援 

・研究者が研究目標を達成するために必要な研究設備・機器等の提供 
・学際融合研究の創成と促進のための研究マネジメント・事務マネジメントの確立 

 

 本研究所のグランドビジョンは、最終的にＣＯ２の排出を行わないエネルギーを効率的

かつ効果的に製造、供給するシステムを構築することである。このビジョンを達成するた

めには、効率的な水素製造（理想的には、有害物質を発生させないエネルギー源・プロセ

スを使うもの）、燃料の製造・利用過程で排出されたＣＯ２の回収・貯留又は燃料への変
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換、エネルギーキャリアとしての水素の効率的利用を可能にする貯蔵・供給システム、さ

らには、水素エネルギー社会での活用へ向けての高効率燃料電池の設計・構築など、様々

な重要課題への取り組みが必須である。 
 この科学技術の重要課題に取り組み、ミッションを達成するため、本研究所には、幅広

い工学・科学研究分野の国内外のトップレベルの研究者が集まり、滞在できるよう、優れ

た研究資源、設備、環境を整える。さらに、本研究所では、共同研究だけでなく人材の相

互交流も含めた国内外の関連研究機関・大学等との共同研究などの連携プログラムを展開

していく。 
 所長は研究所の全体的マネジメントと指導を行う。所長を支援するために、外部アドバ

イザリー委員会及び運営委員会を設置する。運営委員会の主要メンバーは、所内の主任研

究者とし、必要に応じて所長が追加メンバーを招へいできる。外部アドバイザリー委員会

は、国内外の関連研究分野の主要研究者から構成される。委員会は、九州大学において、

毎年、または所長が必要と判断した場合には随時開催する。委員会は、指導力、マネジメ

ント、各分野での研究活動の進捗状況、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、委員会での報告・提案をまとめた報告書を所長に提供する。研究所の活動に関す

る最終決定は所長が行う。 

 研究所では、主要研究成果・研究業績・今後の方向性等をまとめた年次報告、主要研究

業績を紹介するニュースレター、国際的な査読つき学術雑誌への論文の掲載、国際的なシ

ンポジウム、ワークショップの開催・参加、年二度の九州大学または連携研究機関でのワ

ークショップなどにより、研究所での研究活動や目的達成を促進させる。 

 以下に、これらの点について具体的に述べる。 

 

 

 

２．取り組むべき研究分野 

 

 地球温暖化、化石資源価格の高騰、化石資源の有限性などの問題は、代替エネルギー

源・エネルギーキャリアの開発に向けて、社会的、経済的、技術的な駆動力となる。これ

らの問題は将来の日本の繁栄にとって重大であるが、これらの問題解決に成功すれば、全

世界の繁栄にも大きな効果をもたらす。化石資源に頼らないエネルギーキャリアシステム、

特に輸入資源への依存度を減らしたエネルギー製造システムへの移行・実現が望ましい。

水素は、太陽光または次世代原子力エネルギーなどのＣＯ２排出のないエネルギー源を利

用して供給するか、または、化石資源を起源として供給する場合も、ＣＯ２の回収、地

中・海洋貯留やＣＯ２の有用物質への変換などと併用することによって、重要なエネルギ

ーキャリアとなる。水素エネルギー社会システムの確立を可能にするには、水素の供給・

利用に関する科学や工学の課題を解決しなければならない。つまり、水素製造、供給、利

用システムのための高耐水素脆化材料の開発が重要であり、また、様々な面で利用される

高効率で効果的な水素貯蔵材料の開発や、燃料電池の効率向上が必要である。 
 水素は、現在の化石燃料への依存度を低減し、また同時に、ＣＯ２排出量も削減可能な

理想的エネルギー（キャリア）として重要な役割が期待される。水素が完全なカーボンフ

リー・エネルギー源となるためには、ＣＯ２排出のないエネルギー源の利用又は、ＣＯ２

の回収技術の併用による水素の大量製造技術の開発が必要である。本研究所のミッション

は、環境調和型で持続可能な水素エネルギー社会の実現に向けて、基礎科学に基づく技術

的解決策を見出していくことである。このため、本研究所では、水素製造、水素貯蔵材料、

耐水素脆化材料、高効率・高信頼性燃料電池、ＣＯ２の回収、地中・海洋への貯留、ＣＯ

２の排出のない物質変換等の分野を対象とする。 
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 さらに、カーボンニュートラル・エネルギー社会の実現に必要な科学的・工学的ブレイ

クスルーを起こすためには、基本原理に立ち返って、水素、ＣＯ２

カーボンニュートラル・エネルギー社会
○水素は、様々なエネルギーを利用して製造でき、また、エネルギーのキャリアとしても利用可能。

○化石燃料やバイオマスなどの物質エネルギーの廃棄物はCO2。 また、再生可能エネルギーの廃棄物は熱。

○廃棄物であるCO2及び排熱を最小にしつつ、水素と電気とのエネルギー変換も有効に活用した最適なトータル・
エネルギー・システムを構築することが重要。

再生可能な
１次エネルギー

(太陽光、風力、地熱等)

物質エネルギー
（炭素の形でエネルギーを含有）

(化石燃料、バイオマス等)

水素 電気

熱
（エネルギーの最終廃棄物）

CO2
（物質の最終廃棄物）

エネルギー変換

生産

CO2 回収・貯留・燃料への転換

(エネルギー、
物質)

(エネルギー・
キャリア)

(最終廃棄物)

や酸素と、物質とのイ

ンターフェイスにおける様々な現象を異分野融合的な視点から把握し、その基礎となるメ

カニズムを解明することが重要である。すなわち、本研究所での研究は、空間的には原子

から分子、材料、地層、海洋まで多次元空間スケール、また時間的にはナノ秒から数十年

以上の幅広い時間スケールにまたがる異分野科学の融合によって達成されるべきものであ

る。 
 

 

 

 
 

 

 

３．研究の概要 
 
 カーボンニュートラル・エネルギー社会の実現に必須な科学に対する九州大学研究拠点

のアプローチとは、物質間のインターフェイス現象に着目した化学、物理学、材料科学、

熱流体力学、地球科学、海洋科学、生物模倣学などの融合による新学術領域の創成である。

つまり、原子レベルから地球規模のマクロまでの様々な時間・空間レベルでの情報を科学

的に統合することによって、横断的に関連多分野の研究を発展させることである。これは

グローバルな課題であり、我々はその解決のために、カーボンニュートラル・エネルギー

国際研究所を設立し、本研究所を本課題解決へのグローバルリーダーとして確立すること

を目指す。 
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 本研究所のミッションは、環境調和型かつ持続可能なカーボンニュートラル・エネルギ

ー社会の実現を達成することである。そのため、地球温暖化問題の解決や化石燃料の代替

エネルギーシステムの開発に向けて、下記の研究テーマを設定する。これらの全ての研究

課題に共通する水素、ＣＯ２や酸素と物質とのインターフェイスの概念を図に示す。環境

調和型持続可能なカーボンニュートラル・エネルギー社会への移行を達成するために必須

なものとして当初設定する研究テーマは以下の通りである。 
１）光触媒による水分解のような人工光合成による水素製造  

   －グリーン水素製造を目指して－  

２）水素適合構造材料  

   －安全で信頼性のある水素社会インフラの設計を目指して－ 

３）次世代燃料電池材料 

   －高効率なエネルギー変換のための基礎学理の確立と新デバイス創製を目 

    指して－ 

４）水素、ＣＯ２などの高圧域（例えば 100MPa）の基礎熱物性及び熱流動特性 

   －幅広い温度・圧力下での水素・物質間の相互作用及び超臨界ＣＯ２

６）高度化学変換と触媒  

   －廃棄物を生じない物質変換法の確立を目指して－  

７）先進的ＣＯ

の安定 
性の解明を目指して－  

５）水素貯蔵材料の研究  

   －効率的な水素貯蔵システムの設計を目指して－  

２分離・濃縮プロセス  

   －効率的ＣＯ２分離・濃縮技術の開発を目指して－  

８）ＣＯ２地中貯留の安定性 

   －地中でのＣＯ２挙動及び岩石や水との三相共存状態での安定性などの解明を 

目指して－ 

９）ＣＯ２海洋貯留の安定性  

   －海洋における中規模渦の影響の解明を目指して－  

10）ＣＯ２

 本研究プログラムは、関連多分野にまたがる学際領域における融合科学に関するもので

ある。そのため、広範な空間的・時間的スケールでの固体・液体・気体間のインターフェ

イスにおける相互作用を探求し、最先端科学的手法に基づく実験・理論、シミュレーショ

ンを相乗的に融合させる。すなわち、実験は予測モデル開発に情報を提供し、また予測モ

デルは適切な実験によって検証する。コンピュータシミュレーションや予測モデルは実験

結果の解釈に役立てる。例えば、第一原理（アブイニシオ）量子力学計算は、物質表面・

内部の電子状態の変化の解明に利用でき、物質表面への水素の初期吸着・乖離過程に関す

る理解を深め、軽量水素貯蔵材料の開発を加速する。また、物質内部界面の水素耐久性の

把握にもつながり、高圧水素環境でも水素との反応にバリア性を有する微細構造の創製に

つながる。 
 

のＣＯと酸素への変換及び再利用可能なエネルギーへの変換のための高効

率で環境にやさしいアプローチ 

－カーボンニュートラル・エネルギー社会を目指して－ 
 



 

6 
 

 

“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

熱流体
力学

海洋
科学

材料
科学

物理学
地球
科学

化学
生物
模倣学

CO2 海洋貯留
(CO2と海洋の乱流に

よる相互作用)

CO2 分離・濃縮
(低エネルギー分離 ) 

高効率水素
貯蔵材料

次世代燃料電池
(革新的物質・

デバイス)

CO2 地中貯留
(CO2の長期的挙動)

インテリジェント
物質変換

(廃棄物フリー)

人工光合成
(グリーン水素製造)

水素構造材料
(耐水素材料)

原子 マクロ物質
分子、材料、機械、海洋、地球

学問領域の融合

空間スケール

ピコ秒 - - - 世紀
時間スケール

学問領域の融合による
カーボンニュートラル･エネルギー研究プログラム

吸着、吸収、固溶、
拡散、反応、伝導など

 
 
 
 
 

４．研究達成目標 
 
 研究所の最重要達成目標としては、水素エネルギーの革新的で安全な製造・貯蔵・利用

（水素製造、水素貯蔵材料、耐水素脆化材料、燃料電池、物質変換等）やＣＯ２の分離、

地中・海洋への貯留及びＣＯ２の有用物質への変換技術等の基盤となる基礎科学の確立で

ある。そのためには、固体・液体の二相系での気体と物質の相互作用を特徴づける反応、

吸着、吸収、固溶、拡散など、原子レベルの現象を解明する基礎科学の確立が必須である。

我々の研究成果・科学的評価データ等を社会に提供・普及することにより、ＣＯ２の地

中・海洋貯留についての社会的受容性の促進に貢献する。従って、カーボンニュートラ

ル・エネルギー社会の実現に向けての個々の研究における主な研究達成目標は次の通りで

ある。 
・人工光合成型など、革新的な環境調和型水素製造プロセスの実現。 
・安全で信頼性のある水素経済基盤の設計に向けての耐水素脆化合金の開発。  
・最先端材料・デバイス研究による次世代型超高性能燃料電池の実現。  
・水素貯蔵量６質量％以上の革新的水素貯蔵材料の実現。  
・廃棄物を最小化し、ＣＯ２を排出しない高度物質変換の実現。 
・ＣＯ２吸収原理の解明による、革新的で低エネルギーなＣＯ２分離・濃縮プロセス

の実現。  
・ＣＯ２の地中・海洋貯留についての科学的見方、あるいは利点を社会へ情報発信。  
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５．研究体制、関係機関との連携 
 
（１）研究体制 
 
研究体制は、研究テーマに基づいて構成する。研究所スタート時は、大きく分けて、①

水素製造・供給、②水素貯蔵、③ＣＯ２分離・貯留・変換、④エネルギーと社会、の４部

門を予定している。各部門は、科学的な目的・目標の設定と日常的なマネジメントを行う

科学アドバイザーにより統括される。また、各部門では九州大学だけでなく、国内外の大

学・研究機関からの世界トップクラスの研究者によって、研究チームを構成する。研究所

のミッションを推進するために、また、各研究部門に必要な先端研究者を確保するために、

所長は主任研究者と共に、定期的に国内外から研究者にホワイトペーパーを提出させる。

また、所長は、研究所全体のミッションに対するこれらのホワイトペーパーのメリットと

価値について、外部アドバイザリー委員会からも意見を求める。これを参考にして研究者

の採用を行うことにより、流動的な研究環境が維持でき、研究部門に必要な研究者を確保

する。 
 
 

（２）関係機関との連携 
 
 研究所ミッションを達成するために、国内外の研究機関の研究者と連携して、研究所ミ

ッションにとって重要な共同研究等を推進する。本取り組みは、共同研究だけでなく人材

交流も含まれる。研究チーム全体での定例会や、連携機関との主要研究会議等はインター

ネット会議システムを利用して行う。研究のベースを九州大学外へも広げることにより、

研究所の活動を一層促進させ、当該関連分野での中核機関（センター・オブ・エクセレン

ス）としての位置付けを確立する。 
 
①サテライト機関 
・米国イリノイ大学、アーバナ・シャンペーン校 ： 
 所長、ソフロニス教授は米国イリノイ大学、アーバナ・シャンペーン校の教授で、材料

の力学的特性に対する水素の影響に関する分野で 国際的に認知されている。米国イリノ

イ大学で行われている他の研究活動にも、本拠点構想で提案されているプログラムに共通

するものがある。そのため 、イリノイ大学には、本研究所のサテライト機関を設置し、

緊密な共同研究、人材交流を行う。また、米国イリノイ大学において、研究所関連の研究

活動を展開するだけでなく、このサテライト機関には、米国内の他大学・研究機関におけ

る重要な研究計画や優秀な研究者を発掘し、連携するための基盤としての機能も持たせる。

所長であるソフロニス教授がサテライト機関長も兼ね、イリノイ大学工学部長へ報告を行

う。本拠点案が採決された後、九州大学―イリノイ大学間で、現在行っている大学院生の

交換留学提携に加えて、研究・研究者交流のための提携を協議する。両大学は、米国イリ

ノイ大学に本研究所のサテライト機関を設置する。 
 

②連携機関 
 国際的に著名な機関からの優秀な研究者とそれぞれの機関が有する先端的な研究設備を

利用する共同研究を実施する。これには、研究者の研究能力を高めることと、研究を支援

するサイトビジットも目的としている。主要な研究機関は以下の通りである。 
・東北大学 
・東京大学大気海洋研究所 
・産業技術総合研究所 



 

8 
 

 

・米国カリフォルニア大学バークレー校 
・米国マサチューセッツ工科大学 
・米国サンディア国立研究所 
・英国インペリアルカレッジ 
・スイス連邦工科大学  
・中国清華大学 
・中国科学院大連化学物理研究所 

 
 
 
６．研究評価・情報発信 
 
 所長は、研究評価会議を九州大学で年１回開催し、この会議には外部アドバイザリー委

員会メンバーに加え、研究分野の国内外の著名な主要研究者を招へいし、指導・マネジメ

ントなど研究所の運営全体を評価する。まず、各研究分野の部門長は、研究活動概要、主

要研究成果・業績、今後の研究の方向性・研究活動等を報告し、各主任研究者は、研究成

果、研究所メンバー・連携機関との相乗的な研究活動、今後の研究活動方向を報告するも

のとする。それらの報告は口頭又はポスタープレゼンテーションとする。研究評価会議は、

各研究分野の研究成果、今後の研究活動に関して評価報告書を提供する。所長はこの評価

報告書の結果を踏まえ、外部アドバイザリー委員会及び運営委員会の意見も聞きながら、

各研究分野・テーマへの研究費の配分を決定する。研究費配分の最終決定は所長が行う。 
 
 研究所の認知度の評価尺度として、１）掲載学術論文の質とインパクト、２）研究所の

価値を示す共著学術論文の数、３）所内研究者による国際学会でのシンポジウム・討論会

の開催、４）ＭＥＸＴ，ＪＳＰＳ，ＵＳ ＮＳＦ，ＵＳ ＤＯＥ、欧州委員会などの政府

機関からの参加を促すような研究動向を決めるワークショップ・シンポジウムの開催、

５）所内研究者の国際学会参加、６）所内研究者の政府パネル・国立研究所研究への参加

招へい、７）特許・研究業績を挙げる。 
 
 
 
７．研究所の運営 
 

 本研究所の目標の一つは、九州大学全体の研究運営のモデルとなることである。この新

しい研究運営においては、所長候補者の運営スタイル、研究業績、これまでの大学での実

経験が強く反映される体制とする。所長の責務は研究チームの構成、国際研究者公募、ト

ップクラス研究機関との共同研究や交流の構築、研究の成果評価の運営、研究評価会議報

告に基づく研究チームの再構成、研究活動の再検討、研究者評価、研究予算・歳出の監視

などである。 
 
 研究所は九州大学総長直轄の組織とし、研究計画、研究体制、研究分野の構成・確立、

予算執行等、研究所の管理運営に関する事項について、所長が意思決定できる体制を整え

る。これらについて、所長は、自らが委員長を務め、所内の主任研究者等から構成される

運営委員会にも諮る。 
 

 また、研究所に不可欠な要素として、国内外の関連研究分野の主要研究者から構成され

る外部アドバイザリー委員会を設置する。委員会は九州大学において、毎年または所長が
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必要と判断すれば随時開催する。委員会は、指導力、マネジメント、各研究分野における

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う。委員会は、委

員会での報告・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。 
 

 所長の下に、研究マネジメント面での補佐をする副所長を置く。所長室は所内研究者の

事務的な支援を行う専用の支援部門の支援部門長により支援される。支援部門は、公用語

としての英語での業務遂行が可能な環境を整備する。支援部門の効率的かつ適切な運営の

ために、ポスドク等を積極的に登用することなどにより、研究所での研究活動を把握して

いる者による支援部門の運営を図る。 
 
 
 
８．最後に 
 

  我々は、グリーンイノベーションによるカーボンニュートラル・エネルギー社会の実現

という目標に対し、技術的課題の解決に向けた基礎科学研究を行うことをミッションとす

る研究拠点を提案する。本研究所の目標は、水素エネルギー社会の実現に必要な科学を確

立し、効果的なＣＯ２の回収、地中・海洋貯留等に必要な革新的なブレイクスルーをもた

らすことである。研究分野として、人工光合成による水素製造、高効率燃料電池触媒、水

素貯蔵、耐水素脆化合金の開発、ＣＯ２と渦流または地層の相互作用、超臨界ＣＯ２とＣ

Ｏ２結晶の熱力学・化学物性などを挙げる。それらにおける現象に関連する本質的に異な

る時間・空間スケールは電子から海洋・地層レベルにまで及ぶため、これらの時間・空間

スケールを効率的に横断的に取り扱うアプローチが必須である。本研究所での研究は学際

的であり、化学、物理学、材料科学、熱流体力学、地球科学、海洋科学、生物模倣学等多

分野にまたがる新しい融合サイエンスを確立していく。これらの研究活動のためには、産

業界・国立研究所の参加を伴う国際的展開が必要不可欠である。本研究所は、国内外有識

者による厳格な研究評価により、また、世界トップレベルの学術水準により運営を行って

いく。我々は本研究所による科学的発見・発展は、現代社会のＣＯ２排出量（カーボンフ

ットプリント）の削減や、カーボンニュートラル・エネルギー社会の確立に大きく貢献す

るものと確信する。 


