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　九州大学は知の世界的拠点大学として、また、日本を代表する基幹総合大学として、都市とともに栄え、市民の誇りと頼りにな

る大学を目指しています。その中で、現代社会が直面するさまざまな課題に対して、産官学民の連携活動の中で、オープン・イノ

ベーションに努め、これらの課題を克服する道を切り拓いております。

　九州大学は、エネルギー問題と地球温暖化問題に早くから着目し、究極のクリーンエネルギーである水素エネルギーの利用

に取り組んでいます。文部科学省の21世紀COEプログラムに採択されたことを契機に、学内に水素研究教育拠点を構築しまし

た。それから10年以上にわたり、福岡県・福岡水素エネルギー戦略会議、産業技術総合研究所との連携の下に、低炭素社会を目

指す国家的プロジェクト事業に参画し、この分野で多くの成果を蓄積してきました。本学においても、伊都キャンパスにおける施

設配置、専用施設の建設、先端的実験設備の設置、研究スタッフの充実等に努め、現在、カーボンニュートラル・エネルギー国際

研究所、四研究センター（水素エネルギー国際研究センター、水素材料先端科学研究センター、稲盛フロンティア研究セン

ター、次世代燃料電池産学連携研究センター）、大学院水素エネルギーシステム専攻を含むに至り、世界トップレベル拠点に発

展する道を着実に歩み始めております。

　水素利用をめぐる社会の動きは加速しつつあり、燃料電池を核とするクリーンエネルギー社会の実現に向けて、安全な水素イ

ンフラの開発、高効率、長寿命、低コストの次世代燃料電池の普及が強く求められています。

　新しい伊都キャンパスでは、新たな価値を創造する実証実験キャンパスとして未来社会モデル

の構築に向けたさまざまな取組みが展開されています。この水素エネルギー研究教育拠点を中心

として、大学全体の研究教育活動の中から科学技術イノベーションを創出し、ここ伊都キャンパス

で水素エネルギー社会の実現に努めて参ります。

久保総長あいさつ

九州大学総長

久保　千春

　水素エネルギー技術は、低炭素社会実現へのキーテクノロジーとして期待されています。2009年から家庭用燃料電池の市販が始まり、
また、2014年12月からは燃料電池自動車の一般販売も開始され、それを支えるインフラ整備が進められていますが、実用技術として
は発展途上でもあります。本格的な普及のためには、技術課題の解決や新しい技術の開発が必要ですが、ブレークスルーにつながる研
究成果がエネルギー社会を大きく変える可能性も秘めるチャレンジングな技術分野です。世界の将来を担う学生諸君や若手研究者の活
躍が期待されている分野でもあります。
　九州大学伊都キャンパスにおいては、文部科学省や経済産業省、（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構のご支援のもと、産
業技術総合研究所など関連する研究機関や福岡水素エネルギー戦略会議などの地域とも密に連携し、水素エネルギー分野の高度人材
育成や、基礎基盤研究から産学連携研究、社会実装研究までが一体的に実施されています。
　平成22年度からは、「産学官地域連携による水素社会実証研究」事業がスタートし、基礎基盤・産学連携研究と連動した実証研究を
実施し、産学官と地域が一体となった世界オンリーワンの水素エネルギー研究教育拠点を構築することを目指しています。
　また、平成22年12月に開所した「カーボ
ンニュートラル・エネルギー国際研究所」（文
部科学省世界トップレベル研究拠点プログラ
ム）や平成24年1月に開所した「次世代燃
料電池産学連携研究センター」、平成25年
11月に開所した「革新的イノベーション創出
プログラム（COI STREAM）」拠点、セン
ター・オブ・イノベーション（COI）プログ
ラムのビジョン3「活 気 ある持 続 可能 な

（Active Sustainability）社会の構築」、国
際戦略総合特区事業の活動も進めながら、
水素エネルギー技術を生かした低炭素社会・
脱炭素社会の実現に貢献することを目指して
います。平成28年からは、オール九大の組
織である「エネルギー研究教育機構」の活
動にも全面的に協力しています。

副学長
水素エネルギー国際研究センター長

次世代燃料電池産学連携研究センター長

佐々木 一成

九州大学伊都キャンパスから、
水素エネルギー技術で世界を変えたい。

水素拠点が目指すもの

◎水素技術を生かした低炭素社会のイメージ
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研究紹介

津崎 兼彰（九州大学主幹教授） 佐々木 一成（九州大学主幹教授）福島 良博
（九州大学助教）

白鳥 祐介
（九州大学准教授）

立川 雄也
（九州大学助教）

谷口 俊輔
（九州大学教授）

▶http://www.mech.kyushu-u.ac.jp/̃force/

 安全と効率のための水素脆化の機構解明
　金属材料は荷重を支える性質（強度）と破壊に対する抵抗（靱性）に優
れており安全安心な機械システムの構築に欠かせません。金属材料はさ
らに塑性加工や切削加工また接合加工が容易なために身の回りの多く
の構造物に使われています。この金属材料も使用温度が下がったり異種
元素が混入侵入したりすると脆くなります。水素も金属材料を脆化させ
る元素のひとつです。
　水素ステーションの普及拡大のためには幾つかの克服すべき重要技
術課題があります。その一つが汎用金属材料を安全に使いこなす技術の
構築です。CrやNiを多量に含む高級ステンレス鋼は、水素が侵入して
も脆くなりにくいのですが高コストです。より低コストの汎用鉄鋼材料
を安全に使いこなす技術が求められているのです。
　このためには、水素によって鉄鋼材料はどのように脆くなるのか、その
メカニズムの解明が重要です。鉄鋼材料への水素の侵入挙動、材料中での
水素の存在状態、き裂の発生と伝ぱにおよぼす水素の影響などを解明す
る必要があります。しかも水素ステーションでの状況を考慮して、応力条
件や温度条件などを幅広く系統的に変化させた検討が必要です。安全と
効率を両立させた適切な材料選択と部材形状の設計を可能とするため
に、高圧水素環境疲労試験機や微量水素分析装置さらに微細金属組織解
析装置など最先端の機器を駆使した材料研究に取り組んでいます。
●材料中の水素の存在状態の可視化

●き裂伝ぱ経路と金属組織の関係解明

▶http://www.mech.kyushu-u.ac.jp/̃hup/index.html

 燃料電池を核にした水素社会を目指して
　機械工学部門・水素利用プロセス研究室では、燃料電池を核にした環
境にやさしい水素エネルギー社会の実現を目指して、25年間以上の研
究実績をベースにした燃料電池および関連する水素システムの材料・プ
ロセス研究に取り組んでいます。新材料の開発やメカニズム・プロセス
の解明、システム設計指針の構築、水素技術の実用化に向けた高耐久化
などの各種技術課題の解決を目指しています。そのために、材料調製か
ら電池セルの作製、詳細な電気化学特性評価、ガス分析、微細構造観察、
プロセスシミュレーションなどを一連の研究として行える体制を整え、
研究室専有の燃料電池性能評価装置（約60台）や原子分解能走査透過電
子顕微鏡をはじめとする国内最高水準の研究インフラを駆使し、基礎材
料研究および実用化に向けた産学連携に積極的に取り組んでいます。

01 固体酸化物形燃料電池（SOFC）の電極材料・プロセス研究
　多様な燃料種をフレキシブルに利用できる次世代型燃料電池の実用化を目
指して、電池セルにおける反応プロセスや熱力学的安定性などを解明しなが
ら、高性能で耐久性に優れる燃料電池の開発を行っています。SOFCの国家プ
ロジェクト（NEDO）にも携わっており、長時間被毒耐久性に関する世界初の
データベース作成（平成17年度～）や、超高効率火力発電（トリプルコンバイン
ドサイクル）システム用燃料電池の発電特性及び劣化機構の解明（平成24年度～）
などを目指しています。

02 バイオエネルギーで発電する燃料電池に関する研究
　バイオマスのエネルギー利用に、内燃機関ではなく燃料電池を適用できれば、
効率が高められ、環境負荷をさらに低減することが可能になります。当研究室で
は、平成19年度からバイオエネルギーで発電する燃料電池の研究に着手してお
り、有機性廃棄物から得られる実バイオガス（CH4と
CO2の混合ガス）を固体酸化物形燃料電池（SOFC）
に直接供給して長時間連続運転に成功しています。
一方で、SOFCの可視化システムを開発し、発電中
の温度分布を測定する等、熱機械的信頼性評価も
行っています。

03 メタルサポートSOFCセルの開発
　熱衝撃や燃料枯れ等に対する高いロバスト性を示すSOFCのセル実現を目
指して、耐熱ステンレス鋼を支持体とするメタルサポートSOFCのセル材料・
構造に関する研究開発を行っています。

04 固体高分子形燃料電池（PEFC）の次世代電極・プロセス研究
　高性能・高耐久性の新規PEFC電極触媒の開発
や担体からの材料設計指針構築などの材料研究を
行っています。カーボン腐食の問題を根本から解決
する「カーボンフリー電極触媒」の開発などの成果
を上げています。

05 水素システムにおける基礎学理の構築
　燃料電池などの水素利用システムに関連する「水素利用工学」を確立するこ
とを目指しています。原子・電子・分子レベルの欠陥化学や固体電気化学から、
マクロな性能を左右する熱力学や物質輸送、電極プロセス、水電解さらに電気
化学測定評価法や顕微観察評価法、加速試験法、シミュレーション手法などの
開発を進めています。

図１　銀デコレーション法による材料内部の水素存在位置の可視化（球状黒鉛鋳鉄）。左図：水素存
在位置を示す銀粒子の像、右図：対応する金属組織。黒鉛（Graphite）とパーライト（Pearlite）に水
素が集中している。

図２　水素侵入条件でのき裂伝ぱ経路と金属組織の関係（高Mnオーステナイト鋼）。ECC像
（Electron Channeling Contrast Image）。変形双晶（左図）や焼鈍双晶（右図）に沿ってき裂が伝
ぱしている。

腐食劣化の問題があるカーボンを
全く使わないPEFC電極触媒

九州大学大学院工学研究院
材料強度学研究室

九州大学大学院工学研究院
水素利用プロセス研究室

SOFCを可視化
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伊藤 衡平（九州大学教授） 杉村 丈一（九州大学教授）北原 辰巳
（九州大学准教授）

八木 和行
（九州大学准教授）

中島 裕典
（九州大学助教）

田中 宏昌
（九州大学助教）

▶http://www.mech.kyushu-u.ac.jp/̃fcsl/index.html

　燃料電池や水電解装置はスケールに左右されずに効率も高く、メカニ
カルリンク「レス」で信頼性高くかつ低騒音なため、次世代エネルギー社
会での一要素として期待されます。実用化も始まっていますが、本格的
普及に向けてコスト低減、耐久性・性能向上をはかる必要があります。
このような背景の中で本研究室では、機械工学を基礎とした次の様なア
プローチにより、燃料電池（PEFC、SOFC）や水電解装置に関する研究
開発を進めています。

● セル内部の物質・熱・電荷輸送現象の解明
・フラッディング・乾燥・凍結・非平衡
・電流・温度・濃度・溶解度・拡散係数

● 内部現象の解明に資する新たな計測手法の開発
・極細熱電対群・核磁気共鳴法
・トレーサー法・インピーダンス解析

● 現象把握に基づいたシステム提案
・親水、撥水性の最適化・加湿器レス運転
・新型流路・水素ポンプ

　例えば、自作の被膜付き極細熱電対、
およびアレイ化技術により、セル内部の
3次元温度分布の計測に成功し、「流路下
の温度がリブ下のそれに比べて高い」な
ど詳細な温度分布の把握から内部水挙
動を解析し、PEFCの水管理確立に貢献
しています。
　またコスト低減の方策として、加湿器
レスの技術を開発しています。アノードガス再循環およびカソード湿
度回収システムを設けるとともに、下の写真のような親水・撥水複合
MPL付きGDLを適用することにより加湿器レスでも高い発電性能を可
能にしています。
　更には、詳細なインピーダンス解析によりSOFC単セルの発熱因子を
捉え、数学モデリングに組み込み、セル内温度分布・電流分布を数値解
析によって求め、内部応力を予測し、熱応力破壊の抑制や、電極の有効利
用を目指しています。
　このような研究に対して「考える、話し合う、知恵を身に着ける」の教
育方針とともに取り組み、エネルギー改革の進む今を下支えしたいと考
えています。お気軽に伊藤（kohei@mech.kyushu-u.ac.jp）までコンタ
クトください。

▶http://tribo1.mech.kyushu-u.ac.jp/TR/index-j.html

 高圧水素中のトライボロジー
　「トライボロジー」は、1966年に英国で生まれた言葉で、摩擦に関連
して、摩擦表面の間で起こる現象や、潤滑に関する科学と技術を包含す
る学問を意味します。機械のエネルギー損失の一部が摩擦に起因し、ま
た機械の機能がしばしば摩耗によって失われる通り、トライボロジーは
地球規模のエネルギー・環境問題に貢献する重要な分野の一つです。九
州大学トライボロジー研究室では、摩擦面に使用する潤滑油やグリース
の性質とその潤滑作用に及ぼす影響、摩耗、焼付き、転がり疲れなど表面
損傷のメカニズム、運動面シールにおける潤滑と物質移動機構、トライ
ボ現象における気体成分の働きなどの研究テーマに取り組んでいます。
　そのなかで、気体成分の働きに関する研究として、特に水素ガスに着
目して精力的に研究を行っています。摩擦や摩耗は、周囲の気体によっ
て変わり、水素ガス中では空気中とは異なる現象が起こります。水素を
扱う機械では、軸受やバルブ、シールなどのトライボロジーの部品が使
われています。それらを長時間にわたって故障なく機能させるために
は、水素中での使用に適した材料と潤滑方法を明らかにする必要があり
ます。水素中での摩擦の研究で対象としている材料は、各種金属合金、
コーティング膜、高分子材料などで、常圧水素中だけでなく、高圧中での
実験を行っています。表面とその近傍での水素の振る舞い、表面での反
応生成物の形成と移動、化学的性質・機械的性質の変化、及びそれらが
摩擦摩耗にどのように関わっているかを理解する必要があります。将来
の水素機械システムの信頼性に貢献する水素トライボロジーの基礎の
構築を目指して研究を続けて参ります。

トライボロジー界面では、水素の発生、固体への吸着、化学反応、固
体への侵入、拡散などが起こっており、それらによる固体表面層の
力学的、化学的性質の変化を捉える必要があります。

九州大学大学院工学研究院
燃料電池システム研究室

九州大学大学院工学研究院
トライボロジー研究室
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高田 保之（九州大学教授） 松永 久生（九州大学教授）

野口 博司（九州大学教授）

迫田 直也
（九州大学准教授）

▶http://mech.kyushu-u.ac.jp/̃heat/

 高圧水素の熱物性研究
　水素社会構築のためには、水素の熱物性値は必要不可欠であり、知的基
盤情報としての役割を担います。しかしながら、現在、水素の熱物性値は
十分とは言えない状況にあります。そこで、本研究では社会的なニーズを
考慮し、-40ºC～ 500ºC、最大100MPaまでの超高圧域を対象として、
PVT性質（温度‒圧力‒密度または比体積の関係）、粘性係数、熱伝導率と
いった物性を高精度に測定し、その状態曲面を明らかにすることを研究
目的としています。また、得られたデータを基に状態方程式や整理式を作
成し、これらを収録した熱物性データベースを開発しています。

 高圧水素物性測定装置
　100MPa級の超高圧物性を精密に測定することは極めて困難であ
り、本研究では物性測定装置を、独自に設計、開発しています。また、全て
遠隔操作による測定が可能です。PVT性質は、磁気式密度計で測定を
行っています。粘性係数、熱伝導率はそれぞれ振動細線法および、非定常
短細線法を用いて測定しています。

 安全で低コストの水素貯蔵・輸送・供給
システムの構築に向けて

　水素利用機器においては、様々な金属部材が水素ガス環境に曝されます。水
素の一部は材料の内部に侵入し、強度や延性の低下、いわゆる“水素脆化”を引
き起こします。機器の安全と低コスト化を両立するためには、水素脆化現象を
正しく理解することが不可欠です。
　当研究室は、各種金属材料の水素脆化メカニズムの解明、水素ガス環境中で
使用される金属材料の選択基準の確立および水素利用機器の強度設計指針の
確立を通して、より安全で低コストの水素貯蔵・輸送・供給システムの構築
に貢献します。

▶http://www.mech.kyushu-u.ac.jp/̃solid/

 材料の強度安全性に及ぼす水素の影響解明
　水素利用機器を長期間安全に使用するためには、金属材料の疲労強度
に及ぼす水素ガスの影響評価が最も重要な課題の一つです。材料として
は低廉な炭素鋼や低合金鋼などの用途拡大が期待されています。低廉な
材料を合理的に使いこなすには破壊機構の解明が必要です。そこで、一
般的な低炭素鋼の水素ガス中での疲労挙動を調査し、材料の強度安全性
に及ぼす水素の影響解明に取り組んでいます。

● 水素ガス中における疲労き裂
　 伝播機構解明とその応用
　水素ガス中に特有な疲労破面形態を
手がかりに、疲労き裂伝播機構の解明
および合理的な評価法の確立を目指し
ています。得られた結果により、水素ガ
ス中で考慮しなければならない疲労き
裂伝播の繰返し速度依存性を、合理的に説明できるようになりました。

● 微小き裂伝播挙動に及ぼす水素の影響解明
　疲労寿命の大部分を占める微小き裂の伝播挙動に注目して、水素の影響を解
明しています。本研究では、水素ガス環境中の微小き裂伝播解析と破面観察に
よる水素の影響解明により、安全に機器を使用できる設計条件を求めました。

研究紹介

水素物性測定装置
(A) 磁気式密度計
(B) 振動細線法粘性係数測定装置
(C) 非定常短細線法熱伝導率測定装置

（a） 大気中
水素ガス環境中の引張試験における延性の低下（オーステナイト系ステンレス鋼SUS304）

（b） 95MPa水素ガス中

水素ガス雰囲気中疲労破面に現れる擬へき開破面

九州大学大学院工学研究院
熱流体物理研究室

九州大学大学院工学研究院
水素貯蔵システム研究室

九州大学大学院工学研究院
固体力学研究室

A

C

B

濱田　繁
（九州大学准教授）

小山 元道
（九州大学助教）
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林 灯（九州大学教授）北川 敏明（九州大学教授）渡邊 裕章
（九州大学准教授）

永野 幸秀
（九州大学助教）

 燃料電池自動車の本格的普及を目指して
　先進水素システム研究室では、自動車用燃料電池の研究を行ってい
ます。燃料電池自動車の本格的な普及を目指して、性能を左右する重要
な要素である電極触媒について、次のようなアプローチで研究を進め
ています。
・カーボンナノ空間を利用してPt粒子の凝集を抑制することで、高性能・
高耐久性化を実現します。
・カーボン表面をグラファイ
ト化することで、カーボン酸
化に対する耐久性を向上し
ます。
・高効率化に向けて、高温での
電極構造変化を解析し、課題
抽出を行います。
・電子顕微鏡その場観察によ
り劣化メカ二ズムを解明し
ます。

▶http://www.mech.kyushu-u.ac.jp/̃rgd/index-j.html

 水素の燃焼特性
　反応性ガス力学とは、燃焼など反応を伴う流れを広く対象とする学問
体系です。反応性ガス力学研究室では、燃焼に関する基礎から応用までの
幅広い研究を行っています。水素の燃焼、爆発に関して、可燃濃度範囲が
広いことや燃焼速度が大きいことなどが、一般的に知られています。しか
しながら、水素を燃料とするエンジンやガスタービンでの燃焼や、水素漏
洩時の爆発などを考えるうえで、水素の基礎的な燃焼特性については、ま
だ不明な点が多く残されています。水素の燃焼および火炎伝播特性を明
らかにすることは、水素の燃焼効率向上、爆発時の予測あるいは被害の低
減において重要です。
　そこで、水素噴流や予混合気の燃焼について、乱流実験が可能な国内随
一の高圧定容燃焼装置による実験や数値計算を行っています。

研究紹介

図１　火炎のレーザー
断層撮影

図2　水素と炭化水素の
火炎の比較

図3　水素噴流とその燃焼

水素噴流　　　　　　　　　　　　燃焼　

実験　　　　　予測 実験　　　　　予測

九州大学水素エネルギーシステム専攻
先進水素システム研究室

九州大学大学院工学研究院
反応性ガス力学研究室

水素 プロパン

50 nm

Pt

ナノチャンネル構造を有するカーボン

西村　伸（九州大学教授）

 ゴム・樹脂材料に対する高圧水素ガスの影響解明
　水素エネルギー社会を構成する水素機器には、水素ガスをシールするた
めのゴムや樹脂材料が使用されています。高圧水素ガスへの曝露や水素ガ
スの加減圧に伴うOリングなど水素シール材の破壊が懸念されています。
図にゴム製Oリングの高圧水素による破壊モードを示します。ゴム中に溶
解した水素によりブリスタ破壊、はみ出し破壊、座屈破壊が発生します。
　当研究室では、高圧水素雰囲気に曝露したゴム・樹脂材料の水素ガスに
よる破壊現象の解明を進めています。材料中への水素溶解挙動を昇温ガス
脱離分析や核磁気共鳴法を用いて調べ、
材料の破壊挙動との関係を検討してい
ます。さらに、破壊挙動と使用環境、材料
組成や分子構造との相関を検討し、耐水
素特性に優れた材料開発指針の確立を
目指しています。

Three fracture modes of rubber O-ring after 
repeating high-pressure hydrogen gas exposure.

九州大学大学院工学研究院
水素機能材料学研究室

松本 広重（九州大学教授）

 電気化学の原理を用いた水素の製造と利用、
エネルギー変換の研究

　燃料電池や電気分解といった電気エネルギーと化学エネルギーの相互
変換には、電気化学の原理が重要な役割を果たします。固体電解質、特に
400～800℃程度の温度範囲において水素イオンが伝導する「プロトン
伝導性酸化物」や金属酸化物ナノ粒子の界面を伝導場とする「界面プロト
ン伝導性ナノ粒子」の材料研究やその電気化学デバイスへの応用を研究し
ています。再生可能エネルギーを利用した水素製造という観点から、水・
水蒸気電解の研究を推進しています。 

九州大学カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所
電気化学エネルギー変換研究部門

プロトン伝導性酸化物 界面プロトン伝導性材料
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研究紹介

久保田 祐信（九州大学教授）

 水素利用機器のコスト、性能、安全性を最適化する
ための水素による材料強度劣化に関する研究

　水素は、金属材料に侵入して強度の低下を引き起こします。安全に水素利用機
器を使用するためには水素の影響を考慮した機器の設計が必要ですが、同時に
水素利用機器のコストを下げていく努力が必要です。水素の影響が大きいか小
さいかは、材料や周囲の条件によって変わります。水素がどのように作用して材料
の強度を劣化させるのかその機構を解明して、究極的には水素の影響が予測で
きるモデルを確立したいと考えています。水素利用機器にはいろいろな種類があ
り、それらの使用条件も様々です。そのため、実物の機器で重要な高サイクル疲
労やフレッティング疲労という現象についても研究をしています。さらに、次世代
の水素機器用材料として、超微細結晶粒による高強度鋼の開発を行っています。
通常の鉄鋼材料の結晶の大きさ
は数十μm程度ですが、ここでは1
μmまで微細化しています。図には
超微細結晶粒鋼の疲労試験結果
を示します。従来の材料に比べて
疲労強度がかなり高いことが分
かります。超微細結晶により、高強
度かつ水素の影響が少ない材料
が開発されることが期待されてい
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
水素適合材料研究部門

 

　九州大学伊都キャンパスにおける水素研究教育拠点の創設10年を機に、「水
素元年」とも言われる2015年に英語による専門書をまとめました。「我が国が世
界をリードする水素エネルギー分野の世界標準教科書」をコンセプトに、水素エ
ネルギー学の構築を目指して、関連する50名超の教授陣が分担執筆したもので
す（冊子体、PDF版）。

Hydrogen Energy Engineering: A Japanese Perspective
（K. Sasaki, H.-W. Li, A. Hayashi, J. Yamabe, T. Ogura, S.M. Lyth編著）

http://www.springer.com/la/book/9784431560401
https://www.amazon.co.jp/Hydrogen-Energy-Engineering-Perspective-
Technology/dp/4431560408

九大水素拠点がまとめた水素エネルギー工学の
英語本が出版されました！

秋葉 悦男（九州大学特任教授）

 水素の安全で効率的な輸送貯蔵を目指して
　水素は二次エネルギーに分類されるエネルギーで電力と相互変換ができる
唯一の燃料です。2014年から市販が開始された燃料電池自動車の燃料とし
て注目されています。また、水素は、東日本大震災以降、出力変動の大きい再生
可能エネルギーで発電した電力をエネルギー貯蔵する媒体としても注目され
てきています。ところが、水素は常温では気体であるため、ガソリンのような
液体燃料に比べて、輸送・貯蔵効率が低いことが課題です。水素社会実現には、
安全で効率的な水素輸送貯蔵技術の確立が不可欠であるとされています。
　水素貯蔵材料はその内部や表面に水素を大量にかつ速やかに吸蔵する材
料で、圧縮水素や液体水素よりも高い体積密度で水素を輸送貯蔵することが
できます。しかしながら、実際に利用するには、水素の重量密度、繰り返し耐久
性、水素の放出温度、反応速度などの課題が残っています。これらの課題を、基
礎研究の成果を基に解決することが研究室の目的です。また、水素貯蔵材料の
応用技術、特に燃料電池自動
車への水素搭載法について
も研究開発を進めています。

トヨタ自動車と秋葉教授が共同で開
発した水素貯蔵材料を搭載した燃料
電池自動車（1996年）

水素エネルギー国際研究センター
水素貯蔵研究部門
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エネルギー研究教育機構

林 灯
■所属：
　グローバルアライアンス部門 教授
■取得学位：
　Ph.D
■専門分野：
　燃料電池、材料化学、電気化学

●主な研究テーマ
　脱炭素社会の実現に向けて、再生可能エネルギーを用いた水電解
水素製造、水素の貯蔵、そして水素を使用した燃料電池発電まで、一
貫した水素エネルギーの研究を行っています。特に、カーボンや金
属からなるポーラスな構造体に着目し、各種デバイスの電極反応お
よび水素吸蔵特性の向上に取組んでいます。また、工学府水素エネ
ルギーシステム専攻・先進水素システム研究室を担当しています。

水素エネルギー国際研究センター

松田 潤子
■所属：
　先端デバイス研究部門 准教授
■取得学位：
　博士（工学）
■専門分野：
　材料科学、電子顕微鏡

●主な研究テーマ
　水素エネルギー社会の実現に向けて、水電解セルや燃料電池の電
極・電解質材料、水素貯蔵材料など水素の製造・貯蔵・利用に関わる
幅広い材料の構造解析の他、水素と金属の相互作用に着目して構造材
料の水素脆性についての研究を行っています。特に、これらの分野に
最新の電子顕微鏡技術を応用して、原子レベルの高分解能解析や、高
温・ガス雰囲気での反応場のその場観察などに取り組んでいます。

●部門紹介
　本部門では、水電解による水素の製造、水素を利用する燃料電池
の発電などに関わる先端デバイスの開発を目指して、最新の解析
技術・手法を取り入れながら、電極反応や電気化学特性劣化のメ
カニズム解明を行っています。特に最先端の電子顕微鏡を用いて、
発電試験前後の燃料電池の構造解析を行うとともに、高温・ガス
雰囲気での反応場のその場観察を行うことにより、高性能材料の
設計につなげます。

エネルギー研究教育機構

李 海文
■所属：
　水素エネルギーシステム部門 准教授
■取得学位：
　博士（工学）
■専門分野：
　水素貯蔵、エネルギー貯蔵、材料工学

●主な研究テーマ
・高性能水素貯蔵材料と水素貯蔵システムの研究開発
・再生可能エネルギーと水素技術の統合システムの研究開発
・先端二次電池材料とその蓄電デバイスに関する研究開発
・各種水素化物における水素貯蔵以外の機能設計および応用展開

●部門紹介
　本部門では、持続可能なクリーンエネルギー社会の実現に向け
て、再生可能エネルギーと水素技術を統合させたシステムの研究
開発、およびそれらに関連する基礎学理の探求を中心的に取り込
んでいます。特に、多様な化学結合状態を有する金属系水素化物や
無機系水素化物などを対象物質として、材料合成、原子・電子構造
解析、物性評価に関する先端技術を駆使し、高性能水素貯蔵材料と
その水素貯蔵システムの研究開発を精力的に実施しています。ま
た、各種水素化物における水素貯蔵以外の機能設計（電気化学応用
など）も含めて、積極的に研究開発を行っています。

●部門紹介
　エネルギー研究教育機構は、世界的エネルギー研究・教育拠点
として、国際パートナーシップを発展させ、世界最高水準のエネ
ルギー学術研究を目指しています。その中でも、本部門は、エネル
ギー分野の最先端の基礎研究を進め、国際的な研究活動を推進し、
エネルギー研究教育機構を牽引する役割を担います。そして、世界
トップレベル大学等との国際連携活動を先導し、世界と伍するエ
ネルギー研究ハブ形成に向けた、エネルギー分野のグローバルア
ライアンス構築に貢献します。

水素エネルギー国際研究センター関連教員の紹介
九大水素拠点の責任運営組織である水素エネルギー国際研究センターでは、関連教員が活躍しています。

研究紹介
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研究装置群のご紹介 材料力学関係
　各種の高圧水素ガス試験機・容器、高性能観察・分析装置を用い、水素脆化の基本原理の解明、データベースの構築、
強度設計指針の確立に取り組んでいます。

研究施設

 120MPa、100MPa水素環境疲労試験機
高圧の水素ガス環境下における疲労試験を行い、
材料の強度に及ぼす水素の影響を解明するための装置

 ゴム材料高圧水素耐久試験機
Oリングなど、高圧水素ガスシール用ゴム部材の
耐久性を評価する装置

 昇温脱離分析装置
高圧水素環境下長時間使用での材料特性の研究開発において、
重要な課題である各種材料中への水素の侵入挙動を分析する装置

●試験ガス：水素　●上限圧力：90MPa　●下限圧力：大気圧
●上下限圧力保持時間：0～ 99時間　●昇圧速度：6MPa/sec
●減圧速度：0.025MPa/sec～20MPa/sec　●計測温度範囲：-60℃～100℃

●水素測定精度：0.01mass ppm　●測定質量数範囲：M/z：1～200
●測定温度範囲：RT～1200℃　●真空度： 5×10-7Pa以下

●イオン源：セシウム（Cs）　●検出下限：Si中のHの場合，7E16 at./cm3以下
●面分解能：1μm以下　●分析可能領域：35μm～250μm径

●電子銃：ショットキー電界放出方式（ZrOタングステン陰極）
●分解能：1.2nm（30kV），3.0 nm（1kV）　●加速電圧：0.5kV～30kV
●試料照射電流：数pA～200nA

 100MPa水素ガス大型曝露容器
金属材料やゴム・樹脂材料に水素ガスチャージを行う装置

 二次イオン質量分析装置
最も軽い（＝検出困難な）元素である水素原子を
高精度で検出可能

 水素環境破面観察システム
結晶方位を判別可能な
EBSD/EDSを搭載したFE走査電子顕微鏡（SEM）

［120MPa水素環境疲労試験機（3台） 仕様］
●試験ガス圧力:最高120MPa
●試験雰囲気ガス:水素,ヘリウム,窒素
●最高試験周波数:10Hz(2台), 20Hz(1台)
●負荷容量:±100kN(2台), ±50kN(1台)
●試験片形状:丸棒,平板,CT
●試験温度:-45 ～ 120℃ (2台) ,室温(1台)
●圧力容器内寸法:直径145mm×高さ460mm

［100MPa水素環境疲労試験機（1台） 仕様］
●試験ガス圧力:最高99MPa
●試験雰囲気ガス:水素,アルゴン,ヘリウム
●最高試験周波数:10Hz
●負荷容量:±100kN
●試験片形状:丸棒,平板,CT
●試験温度:-45 ～ 90℃
●圧力容器内寸法:直径150mm×高さ460mm

●使用気体：水素
●最高使用圧力：100 MPa
●最高使用温度：280℃
●内容積：0.5ml【120MPa水素疲労試験機】

（低圧疲労試験機を含め41台（内120MPa機3台）所有）

（水素材料先端科学研究センター所有）

（九州大学1台所有）（水素材料先端科学研究センター1台所有）

（水素材料先端科学研究センター所有）

（水素材料先端科学研究センター所有）

（水素材料先端科学研究センター所有）
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研究装置群のご紹介 トライボロジー関係
　各種水素雰囲気中摩擦試験機および分析装置を用い、水素雰囲気中におけるトライボロジー特性を調べ、
水素利用システム内で使用されるしゅう動面設計指針の確立に取り組んでいます。

研究施設

 水素環境摩擦試験機
水素雰囲気中で往復動摩擦試験を行う装置

 超高圧水素中摩擦試験機
超高圧水素雰囲気中でピンオンディスク型摩擦試験を行う装置

 水素試験対応型表面分析装置（XPS）
水素雰囲気摩擦試験後の表面分析を行う装置

 高度水素雰囲気制御型摩擦試験機
高純度水素雰囲気中で摩擦試験を行う装置

 水素試験対応型表面分析装置（AES）
水素雰囲気摩擦試験後の表面分析を行う装置

 摩擦試験片高気密移送容器
水素雰囲気摩擦試験後の試験片を、
高真空または不活性ガス下で分析機器に移送する容器

●試験雰囲気：水素， アルゴン，
　　　　　　　ヘリウム, 真空
●最大雰囲気圧力：0.2 MPa
●到達真空度：1×10-5 Pa以下
●最大往復動周波数：20 Hz
●最大負荷荷重：50 N

●試験雰囲気：水素，アルゴン，ヘリウム
●最大雰囲気圧力：45 MPa
●設定温度：-50 ～ 120 ℃
●真空排気圧力：0.1 Pa
●接触形態：ピンオンディスク
●回転ディスク直径：15 ～ 60 mm
●最高回転数：100 rpm
●最大負荷荷重：50 N

●X線源：Al/Mgツインターゲット
               およびAlターゲット
●最小分析直径：30 μm
●到達真空度：7×10-8 Pa以下

●試験雰囲気：水素，アルゴン，
　　　　　　　ヘリウム, 真空
●到達真空度：1×10-5 Pa以下
●最小水分測定量：2 mass ppb
●最小酸素測定量：1 mass ppb
●接触形態：ピンオンディスクまたは往復動
●最大回転数：200 rpm
●最大負荷荷重：200 N

●電子銃：ショットキーフィールド
　　　　　エミッション電子銃
●二次電子像最小分解能：3 nm
●Auger分析最小分解能：8 nm
●到達真空度：5×10-8 Pa以下

●移送元試験機：
　水素環境摩擦試験機
　超高圧水素中摩擦試験機
●移送先分析装置：
　水素試験対応型表面分析装置
　（XPS, AES）
●到達真空度：1×10-4 Pa以下

（水素材料先端科学研究センター所有）

（水素材料先端科学研究センター所有）

（水素材料先端科学研究センター所有）

（水素材料先端科学研究センター所有）

（水素材料先端科学研究センター所有）

（水素材料先端科学研究センター所有）
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研究装置群のご紹介 熱工学・物性関係
　水素のPVT性質（圧力-比体積-温度の関係）、粘性係数、熱伝導率および金属材料における水素の透過係数など、水素に関わる物性値
を最大100MPaまでの領域で測定可能な装置を開発し、精密測定を行っています。

研究施設

 磁気式密度計
アルキメデスの原理から密度を測定する装置。
圧力容器内に設置したシンカーを、同容器内の永久磁
石と、圧力容器外の電子天秤から吊り下げられた電磁石

とのマグネティックカップリ
ングを用いて浮上させ、シン
カーの見かけの質量を測定す
ることで密度を測定します。

 水素透過係数測定装置
金属材料における水素の透過係数を測定する装置。
継目の無いコイル状容器に水素を封入し、圧力減少速度
から水素の透過係数を測定します。また、ガスクロマト
グラフを用いた水素透過係数の測定も可能です。

 定容積式PVT性質測定装置
定容積法によりPVT性質を測定する装置。
一定容積の圧力容器に試料を充填し、温度と圧力を測定
して等密度線上のPVT性質を測定します。

 オリフィス流量測定装置
オリフィスを通過して急速膨張する水素量を測定する装置。
圧力容器亀裂に見立てたオリフィスを通して高圧水素を
急速膨張させ、圧力容器内の温度、圧力変化を測定します。

●温度範囲：室温～250℃
●圧力範囲：～100MPa
●シンカー：質量28g、体積3.3cc

●温度範囲：300℃～ 500℃
●圧力範囲：～1MPa
●容器内容積：50cc

●温度範囲：200℃～ 500℃
●圧力範囲：～100MPa
●圧力容器内容積：250cc

●温度範囲：常温
●圧力範囲：～100MPa
●オリフィス径：0.2mm

（水素材料先端科学研究センター所有）

（水素材料先端科学研究センター所有）

（水素材料先端科学研究センター所有）

（水素材料先端科学研究センター所有）

 粘性係数測定装置
振動細線法により粘性係数を測定する装置。
磁場中に設置した細線に交流電圧を印加することでローレンツ
力を発生させ、細線を振動させることで粘性係数を測定します。

●温度範囲：-40℃～ 500℃　●圧力範囲：～1MPa
●細線寸法：直径50μm、長さ24mm

（水素材料先端科学研究センター所有）

 熱伝導率測定装置
非定常短細線法により熱伝導率を測定する装置。
圧力容器内に設置した短細線を加熱し、このときの短細
線の温度変化から熱伝導率を測定します。

●温度範囲：室温～500℃　●圧力範囲：～100MPa
●細線寸法：直径10μm、長さ15mm

（水素材料先端科学研究センター所有）
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研究装置群のご紹介 燃料電池関係
　燃料電池性能評価システムや高分解能走査透過電子顕微鏡をはじめとする世界最高水準の研究インフラを用い、
環境にやさしい次世代エネルギー技術として期待される燃料電池の材料からプロセス、システムまでの研究に取り組んでいます。

研究施設

 燃料電池性能評価システム（SOFC）
SOFCの出力特性を計測すると同時に、セル内部に発生する
様々な過電圧を分離してモニタリングできる装置

 原子分解能透過電子顕微鏡
高感度EDS検出器搭載，原子レベルの分析・観察が可能
な収差補正走査透過電子顕微鏡

 環境制御型透過電子顕微鏡（ETEM）
高温・ガス中の試料の反応を高分解能でその場観察する
ことが可能な装置

 燃料電池性能評価システム（PEFC）
PEFCの出力特性を計測すると同時に、セル内部に
発生する様々な過電圧を分離してモニタリングできる装置

 集束イオンビーム加工観察装置（FIB-SEM）
高分解能SEM像による3D再構築、TEM観察用薄片試料作製

 ICP発光分析装置
試料に含まれる元素の種類や含有量を、
ppbレベルで1分程度の短時間で測定できる装置

●固体酸化物形燃料電池（SOFC）用
●アノードガス：H2、CO2、CO、CH4、N2など
●カソードガス：Airなど

●プローブ系（STEM）収差補正
●STEM像分解能：0.08 nm
●加速電圧：80-200 kV
●100 mm2 SDD検出器
●冷陰極電界放出型電子銃（Cold FEG）
●EELS

●導入ガス種：N2、H2、O2、Air、
　CO、CO2、He、CH4など
●導入ガス圧：10-5 mbar ～ 20 mbar
　（N2の場合）
●照射系（TEM）収差補正
●TEM像分解能：< 0.1 nm
●加熱・電圧印加試料　ホルダ
　（～1000℃）
●加速電圧：80-300 kV
●トモグラフィ
●EELS

●固体高分子形燃料電池（PEFC）用
●アノードガス：H2など
●カソードガス：Airなど

●SEM像分解能：0.9 nm@15 kV
　（Helios）
●低真空・ガス中での観察（ESEM）
　（Versa）
●FIB加速電圧：max. 30 kV
●EDS検出器
●クライオ加工観察
●TEM試料作製

●波長範囲：167nm～ 800nm
●高周波出力：最大 1.6kW
●CCD半導体面検出器
●有効受光面：20.48mm×20.48mm
●有効画素数：1024×1024 ピクセル

（九大水素利用プロセス研究室 約50台所有）（九大燃料電池システム研究室 ３台所有）

（次世代燃料電池産学連携研究センター所有）

（次世代燃料電池産学連携研究センター所有）

（九大水素利用プロセス研究室 約10台所有）（九大燃料電池システム研究室 ５台所有）

（関連装置を計2台保有）

（九大水素利用プロセス研究室所有）
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水素材料先端科学研究センター

 水素材料先端科学研究センター（HYDROGENIUS）
　HYDROGENIUSは、平成18年7月に、産業技術総合研究所が
九州大学と包括連携協定を締結し、新エネルギー・産業技術総合
開発機構の支援の下設立されました。国内外の研究者を結集し、水
素と材料に関わる先端的な研究を進め、世界に類をみない水素集
中研究拠点として高い評価を得てきました。
　平成25年4月に、九州大学は、産業技術総合研究所と培ってき
た研究体制を継承し、さらに発展させることとしました。
　九州大学HYDROGENIUSは、水素材料に関する基本原理の解
明を進め、開発支援、標準化・規制見直し等への協力を通じ、安全
で経済的な水素利用と当該分野における我が国の国際競争力の強
化に貢献することを目指します。

○研究体制

センター長

副センター長

金属材料研究部門

高田 保之
（研究）

尾上 清明
（企画）

西 孝之
（総括）

部門長：松永 久生

杉村 丈一

水素用金属材料種拡大のための
データ集積、データベース構築、
基本原理の探求、材料強度設計法
の提案、耐水素脆化材料探索、規
制見直しと標準化への貢献

高分子材料研究部門

部門長：西村 伸
水素用各種高分子材料のデータ収
集、劣化メカニズム解明、寿命評
価法の提案、耐水素ゴム・樹脂部
材の共同開発

トライボロジー研究部門

部門長：杉村 丈一
水素用摺動材料のトライボロジー
特性のデータ蓄積、材料開発支
援、長期使用による突発的事象防
止と寿命予測のための原理探求

安全評価研究部門

部門長：尾上 清明
水素を安全に取扱うための研究、
安全教育の推進、施設の安全管理
など

物性研究部門

部門長：高田 保之
安全性・信頼性評価のための水素
物性値計測（PVT、粘性、熱伝
導率、音速、露点など）、データ
ベース整備

1．高圧水素実験棟
120MPa程度までの高圧水素環境下での各種実験を行う施設で、物性測定、ト
ライボロジー実験、疲労試験の実験室及び測定室で構成されています。
高圧水素を使用する実験室は、高圧ガス保安法に基づいた安全対策がなされ
ています。
２．高感度精密分析棟
水素脆化等基本原理の解明に必要な実験と分析を行う実験施設で、1MPa未
満の水素を使用する実験室エリアと、遠隔監視・分析室エリアに分かれてい
ます。実験室エリアについては、高圧水素実験棟に準じた安全対策がなされて
います。

世界で唯一の集中研として、加工から分析まで一貫した研究が可能

○実験施設

素 

材
加 

工
曝 

露
試 

験
分 

析

水素量測定
（実験前）

水素量測定
（実験後）
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水素材料先端科学研究センター

○HYDROGENIUSの特徴

○研究目的
安全性と経済性が両立する本格的な水素利用への貢献
◆水素脆化のメカニズム等の基礎原理の解明
◆水素機器の設計・製造への指針を提供
◆安全性の評価・反映、設計の基盤となるデータベースの提供

○「超高圧水素インフラ本格普及技術研究開発事業」（H30～ 34年度　NEDO）
　HYDROGENIUSでは、平成30年度から新たなNEDO事業に取組むことになりました。
　当事業では、FCV の世界最速普及を実現するため、水素ステーション等の普及期を見据えた超高
圧水素技術の研究開発等を進め、規制改革実施計画等に基づく規制見直しや水素ステーションの整備
費・運営費の低減のための技術開発を行います。

１．国内規制適正化に関わる技術開発
●新たな水素特性判断基準の導入に関する研究開発

２．水素ステーションのコスト低減等に関する技術開発
●長寿命高圧水素シール部材・継手部材及び機器開発に関する研究開発
●水素ステーションのホース加速耐久性評価法開発及び耐久性向上に関する研究開発
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カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所（I2CNER）

　　　　  カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所（I2CNER）
 ▶http://i2cner.kyushu-u.ac.jp

文部科学省「世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）」
―World Premier International Research Center Initiative―
　世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）は、2007年から文部科学省の事業として開始されたもので、システム改革の導入等の

自主的な取り組みを促す支援により、第一線の研究者が是非そこで研究したいと世界から多数集まってくるような、優れた研究環境と

きわ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。

　■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

　■国際水準の魅力的な研究環境と生活環境を整備
　　・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）―
　カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所（I2CNER）は、水素エネルギー利用やCO2の効率的な回収や地中貯留（CCS）による

低炭素社会の実現を目指して、技術的な障壁を取り除くブレークスルーを可能にするために必要な科学を創出することを目的として

います。

　I2CNERの研究目標は、水素製造、水素貯蔵、耐水素材料、電気化学デバイス、触媒作用、CO2の分離・転換、CO2地中貯留、エネルギー

アナリシスなどの理解を深め、基礎科学を創出することです。この解決には、化学、物理、材料科学、熱流体力学、地球科学、生物模倣学、

経済学、政策決定、教育的なアウトリーチの融合が不可欠です。

　I2CNERの研究は非常に幅広く、水素、酸素

及びCO₂と物質との界面で起こる現象（及び

その基本的メカニズム）について、多様な空間

スケール（原子から、分子、結晶、地層まで）や

時間スケールにまたがる研究を行っています。

　　　　 

所長　ペトロス・ソフロニス

世界トップレベル研究拠点

日本のカーボンニュートラル・エネルギービジョン
技術オプションのパラメータスペース
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カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所（I2CNER）

■研究体制
　I2CNERは、米国イリノイ大学アー

バナ・シャンペーン校にサテライトを

設置し、強固に連携しています。九州大

学は、世界に誇る最先端の水素研究施

設を備えており、伊都キャンパスで行

われる科学的交流や議論は、国際社会

に強い影響力をもたらしています。ま

た、本研究所は世界各国の科学分野で

活躍する研究者から構成されており、

国内外の研究機関や大学との共同研

究、人材交流などを行っています。

⽀援部⾨⻑:  
増⽥俊⼀

九州⼤学 総⻑：久保 千春
九州⼤学 研究担当理事・副学⻑：井上 和秀

所⻑:
ペトロス・ソフロニス

外部アドバイザリー委員会

内部プログラム評価委員会

運営委員会 教員選考
委員会

SRA
選考委員会

副所⻑:
⽯原達⼰

副所⻑:
髙⽥保之

産学連携諮問委員会

研究部⾨

組織図

SRA: スーパー・リサーチ・アシスタント

イリノイ⼤学サテライト機関

・光エネルギー変換分⼦デバイス

・⽔素適合材料
・電気化学エネルギー変換

・CO2貯留
・エネルギーアナリシス

(エネルギー問題への応⽤数学）

・熱科学
・触媒的物質変換
・CO2分離・転換

次世代冷媒物性
評価研究センター
(NEXT-RP)

サテライトアドバイザリー委員会

産学連携研究群

I²CNERの国際連携ネットワーク

■I²CNER研究棟
　2012年12月に竣工したI²CNER第1研究

棟（右）、2015年2月に竣工したI²CNER第2

研究棟（左）。約10,000㎡の広大な研究環境

で、世界トップレベルの研究者が連携して異

分野融合研究を行っています。

I2CNER アニュアルシンポジウム （2018年1月開催）I2CNER 研究棟 （左：第2研究棟、右：第1研究棟）
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次世代燃料電池産学連携研究センター

 次世代燃料電池産学連携研究センター（NEXT-FC） ▶http://fc.kyushu-u.ac.jp

　クリーンで高効率な発電システムである燃料電池の中でも、固体酸化

物形燃料電池（以下略称、SOFC）は、最も高効率に利用できるタイプで

あり、昨今のエネルギー事情や地球温暖化問題の抜本的な解決策の一つ

として注目されています。しかし、SOFCをはじめとする次世代型燃料

電池の本格的な実用化には、耐久性や信頼性の向上、更なる高性能化など

様々な課題があります。本センターは、このような課題をいち早く克服す

るため、次世代型燃料電池に集中的に取り組む九州大学と、開発企業との

緊密な産学連携により、次世代型燃料電池の開発・早期実用化を可能と

する産学連携研究拠点として設立されました（平成24年1月1日付）。

【センター機能】
○企業研究分室として利用可能な研究員

室や実験室等を完備（機密管理対応）

○原子・ナノレベルや非破壊での燃料電

池の“見える化”が可能な最新鋭解析装

置群が利用可能

○基礎研究から、耐久性・信頼性向上、適

用性拡大、システム技術開発、トラブ

ル解決まで、ワンストップでソリュー

ションを提供

○秘密保持・知的財産管理などを明確化

した共同研究を実施。複数の九大研究

者との共同研究も可能

○参画企業間で、公的プロジェクト提案

を目指した技術交流の機会を提供

○参画企業の研究者・技術者を対象とし

た技術専門講習会を提供。社会人博士

号取得もサポート

○海外研究者との基礎研究プロジェクトにも参加可能

　将来の海外事業展開や海外での専門人材確保も踏まえた、グローバルネットワークの構築もサポート

○主要参画企業の役員等、国や地方自治体の政策責任者、九大主要教職員などで構成される本センター評議委員会が、産業界のニー

ズを抽出して、本センターの運営方針に反映

○内閣官房認定「グリーンアジア国際戦略総合特区」による、各種支援措置への優先対応が可能

【センター棟】
　本センター棟は、経済産業省イノベーション

拠点立地支援事業（「技術の橋渡し拠点」整備事

業）に九州大学が提案した「次世代燃料電池産学

連携研究施設」が採択（平成23年6月30日付）さ

れたことを受け、建設されたものです。（平成24

年11月竣工）

副センター長
石原 達己

副センター長
谷口 俊輔

副センター長
林 灯

センター長
佐々木 一成

カーボンニュートラル・
エネルギー国際研究所

次世代燃料電池産学連携
研究センター
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伊都キャンパス研究施設／安全対策

実験従事者に対する安全講習会

環境安全衛生推進室
高圧ガス等安全管理部門長
教授　吉田　茂

　九州大学では、21世紀COEプログラムを契機に、九州大学「エネルギーキャンパス構想」の中核として「水素キャンパス」と位置づけられる伊都キャン
パスにおいて、研究者・大学院生約300名、実験研究スペース15,000m2超の研究教育拠点を構築し、世界最高水準の研究教育環境を整備しました。また、
民間企業会員600社以上の参加を得ている産学連携推進組織「福岡水素エネルギー戦略会議」と連携して、若手研究者が産業界技術者と密に交流し、情報
交換を行える環境の整備を進めてきました。さらに、キャンパスを実証研究の場として活用し、「水素キャンパス」内での水素ステーションの設置や燃料電
池実証研究の実施など、若手研究者が技術革新を身近に体験する機会を提供しています。

　伊都キャンパスでは水素の研究教育拠点に相応しい様々な研究を進めながら、
可燃性ガスである水素を安全に使うための取り組みにも力を注いでいます。ハー
ド面では、集中配管による水素の供給・排出システム、センサー、警報等の保安イ
ンフラはもとより、万一のガス漏れ警報時には水素ガスをボンベ口で遮断し、同時
に実験エリアの電源を遮断するなどの安全対策を整備しています。ソフト面では、
本学環境安全衛生推進室の高圧ガス等安全管理部門の専任教員と密に連携し、ま
た、本センター内に実務経験豊富な高圧ガス製造保安技術者を保安員として常駐
させ、24時間体制の安全管理を行うなど、万全の安全管理体制を整備しています。
本センターを利用する学生、教職員、スタッフには、定期的に開催する水素安全講
習の受講を義務付け、安全第一に研究できる人材の育成に努めています。軽微なイ
ンシデントが生じた際には「ヒヤリハット報告書」を提出させ、その情報を関係者
が共有し、月例の安全衛生会議で対策を検討するなど、安全に実験を行える環境づ
くりに努めています。

伊都キャンパス研究施設

安全対策

カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所
次世代燃料電池産学連携研究センター

水素材料強度実験棟

水素材料曝露実験棟

水素エネルギー国際研究センター
（水素・燃料電池実証サイト） 次世代エネルギー実証施設

燃料電池評価実験室

風レンズ風車水素ステーション
水素材料先端科学研究センター
HYDROGENIUS
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外国人研究者及び客員教授、教職員

　九州大学伊都キャンパスで展開する水素研究拠点は、最先端の施設及び設備を擁し、厚い研究者層に支えられた世界最高レベルの研究拠点です。近未来
に水素エネルギー利用社会の実現を目指すその研究開発は、世界共通の課題である石油に代わる新エネルギー確保と地球温暖化問題の解決を目指すもの
であり、当初から国際的な情報発信と研究者の結集を計画しています。
　これまで、各国において高い業績を有し、研究開発や国際標準化の中軸となっている研究者の招へいや相互交流を通じて、相当数の国際連携拠点を構築
することができました。
　また、受入れに当たっては、良好な生活環境の確保を優先し、専任職員によるきめ細かな生活支援を行うこととしています。
　現在、水素材料、燃料電池に関する研究開発は世界の主要国で進められており、一部は実証実験から実用化へと移行しつつあります。本水素研究拠点で
構築した世界最高レベルのデータベースが水素エネルギー利用社会の実現に向けて十分活用され、国際標準として確立されるために、情報発信を強化す
るとともに、世界の研究者の受入れを積極的に進めています。

研究者紹介

○主な外国人研究者

Prof. Jader Ferreira Furtado Filho

Prof. Petros A. Sofronis

Prof. Darrell Socie

Dr. Jussi Solin

Dr. Brian P. Somerday

Prof. Ian Robertson

Prof. Robert O. Ritchie

Prof. Reiner Kirchheim

■専門分野：
水素雰囲気下の金属と
合金の疲労、国際標準
■所属機関名：
フランス エア・リキード社
CRCD

■専門分野：
材料の水素脆化の
メカニックス
■所属機関名：
アメリカ  イリノイ大学
九州大学 カーボン
ニュートラル・エネルギー
国際研究所

Prof. Harry L. Tuller
■専門分野：
混合導電体
■所属機関名：
マサチューセッツ
工科大学
九州大学 カーボン
ニュートラル・エネルギー
国際研究所

■専門分野：
機械材料工学・金属疲労
■所属機関名：
アメリカ  イリノイ大学

■専門分野：
金属材料強度に関する
研究、国際標準
■所属機関名：
VTT:フィンランド国立
科学技術研究センター

■専門分野：
水素脆化、国際標準
■所属機関名：
サウスウェスト研究所
九州大学 カーボン
ニュートラル・エネルギー
国際研究所

Prof. John A. Kilner
■専門分野：
固体イオニクス
■所属機関名：
インペリアル・カレッジ・
ロンドン
九州大学 カーボン
ニュートラル・エネルギー
国際研究所

■専門分野：
材料工学
水素構造材料
■所属機関名：
アメリカ　ウィスコンシン大学
九州大学 カーボン
ニュートラル・エネルギー
国際研究所

Assoc. Prof. Stephen Lyth
■専門分野：
カーボンナノ構造体
■所属機関名：
九州大学 エネルギー研究
教育機構

■専門分野：
材料の疲労メカニズム
■所属機関名：
アメリカ
カリフォルニア大学
九州大学 カーボン
ニュートラル・エネルギー
国際研究所

■専門分野：
水素の転位の力学

■所属機関名：
ドイツ
ゲッチンゲン大学
九州大学 カーボン
ニュートラル・エネルギー
国際研究所

Prof. Ludwig J. Gauckler
■専門分野：
セラミックス材料科学
■所属機関名：
スイス連邦工科大学
チューリッヒ校

Research Assistant Prof. George Harrington
■専門分野：
固体イオニクス

■所属機関名：
九州大学 持続的共進化
地域創成拠点

Assoc. Prof. Jennifer L.M. Rupp
■専門分野：
燃料電池
セラミックス材料科学

■所属機関名：
マサチューセッツ工科大学
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研究者紹介

〇水素エネルギー国際研究センター　客員教授等（平成30年10月1日現在）
部　門 氏　名 所　属 役　職 専　門

水素製造研究 田島　正喜 公立鳥取環境大学環境学部 教授 バイオエネルギー

水素製造研究 小倉　鉄平 関西学院大学理工学部 准教授 物理化学　化学工学　計算科学

水素利用研究 永田　裕二 YNエネジーコンサルティング 代表 燃料電池システム

水素安全学研究 渡邊　正五 水素エネルギー製品研究試験センター 理事長兼
センター長 燃料電池、水素システム

水素システム研究 福田　応夫 マレーシア・日本国際工科院 教授 トライボロジー

水素エネルギー社会学研究 大門  英夫 同志社大学 研究開発推進機構 研究職員 燃料電池触媒

水素エネルギー社会学研究 松橋　隆治 東京大学大学院工学系研究科 教授 電力エネルギーシステム

部　門 氏　名 職　名

水素製造研究

深田　　智 教授

白鳥　祐介 准教授

坂本　美緒 テクニカルスタッフ

内田　友美 テクニカルスタッフ

NGUYEN THI GIANG HUONG テクニカルスタッフ

水素貯蔵研究

髙田　保之 教授

秋葉　悦男 特任教授

佐島　隆生 助教

中條　裕子 テクニカルスタッフ

林　　理香 テクニカルスタッフ

林　　美幸 事務補佐員

水素利用研究

佐々木一成 主幹教授

谷口　俊輔 教授

河野　正道 教授

竹宮　　聡 学術研究員

部　門 氏　名 職　名

水素利用研究

川畑　　勉 学術研究員

財津あゆみ 学術研究員

瓜生　智愛 学術研究員

野田　志云 学術研究員

藤田　美紀 学術研究員

水素安全学研究 井上　雅弘 准教授

水素システム研究

杉村　丈一 教授

伊藤　衡平 教授

北原　辰巳 准教授

中村　雅浩 テクニカルスタッフ

水素エネルギー社会学研究 林　　　灯 教授

先端材料研究 李　　海文 准教授

先端デバイス研究 松田　潤子 准教授

水素ステーション 森島　良子 テクニカルスタッフ

〇水素エネルギー国際研究センター（平成30年12月1日現在）
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福岡水素エネルギー人材育成センター

　燃料電池は、効率が高く環境への負荷も少ない次世代のエネルギーシステムとして、実用化に向けた研究開発が世界中で精力的に進められていますが、
燃料電池本体のみならずシステム構成機器、補機も含めた材料・システムの低コスト化、さらに耐久性や信頼性など、実用化を目指す上で解決すべき課題
が多いのも事実です。このため産業界では、水素・燃料電池関連技術の実用化を図るために、当該分野において幅広い視野を持った技術者の育成が強く求
められています。こうした産業界の要望を踏まえ、福岡水素エネルギー戦略会議と九州大学水素エネルギー国際研究センターとが連携して、水素・燃料電
池関連の幅広い教育を実施しています。平成30年度、福岡水素エネルギー人材育成センターでは、技術者育成セミナーのリニューアルを行い、「水素入門
コース」及び「水素専門コース」の計２コースを開講しています。
　平成17年度の開講以来、1,200名を超える社会人・学生が本セミナーを受講し、水素・燃料電池に関するスキルアップを行っています。

多角的な人材育成プログラム

ニーズに合わせた様々な人材育成プログラムを実施しています。

社
会
人
向
け

学
生
向
け

向
け

市
民

子
供

博 

士

修 

士

入
門
コ
ー
ス

主に水素・燃料電池分野におけるビジネス展開に関心を持つ企業や、これから取り組もうとする企業の経営者や技術者を対象
に、水素を取り巻く現状や、水素の利活用に関わる技術動向等について幅広く学ぶ。

専
門
コ
ー
ス

主に水素・燃料電池分野への参入を目指して製品開発に取り組んでおり、その技術的な課題の解決を図ろうとする企業の技術者
を対象に、金属材料、ゴム・樹脂、トライボロジーの基礎的知識を習得したうえで、具体的な製品開発事例について学ぶ。

●水素エネルギーシステム専攻
水素エネルギー・低炭素エネルギー関連の最先端研究に従事するとともに、国際連携インターンシップ（海外留学）や産学連携イン
ターンシップ、国際学会発表などを経験させ、幅広い視野を持って将来の社会のリーダーとして国際的に活躍できる人材を育成

博士課程

●水素エネルギーシステム専攻
水素の製造・貯蔵・利用を含むエネルギー技術全体を体系的に学ぶとともに、熱力学・熱工学、材料力学・強度学などの機械系科
目と、電気化学、機能材料学、安全学などの水素・低炭素エネルギーに欠かせない関連科目を習得

修士課程

●公開講座、環境学習等
一般市民の方々や地元小・中学生等に対して、九大の水素エネルギー利用技術や研究施設等を利用した燃料電池やエネルギー・環境問
題に関して理解を深めてもらうための市民講座の実施や、地元自治体等が実施する環境学習などへの協力

福岡水素エネルギー人材育成センター

福岡水素エネルギー人材育成センター

○設立：平成17年10月

○平成30年度実績

　　「水素入門コース」 36名
　　「水素専門コース」 30名

　　（各コース１回実施） 福岡水素エネルギー人材育成センター
校長　河合　大洋　（トヨタ自動車㈱）
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●水素入門コースカリキュラム

1 日目

講義名 講師名

開講挨拶 福岡水素エネルギー戦略会議

校長講話
　　「FCVの開発と初期市場の創出
　　　～水素社会を目指して」

トヨタ自動車（株）
先進技術開発カンパニー　先進技術統括部
担当部長　　　　　　　　河合　大洋　様

我が国における水素社会の実現展望
（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構
次世代電池・水素部　燃料電池・水素グループ
主任研究員　　　　　　　横本　克巳　様

燃料電池のしくみ 九州大学大学院　工学研究院　機械工学部門
教授　　　　　　　　　　伊藤　衡平　様

定置用燃料電池システムの技術動向と今後の展開
三菱日立パワーシステムズ（株）
エンジニアリング本部
顧問・技監　　　　　　　小林　由則　様

交流会（自由参加）

2 日目

高効率燃料電池と再生バイオガスを融合させた
地域内エネルギー循環システムの構築について

九州大学大学院　工学研究院　機械工学部門
准教授　　　　　　　　　白鳥　祐介　様

水電解装置の技術動向と今後の展開
日立造船（株）　
機械事業本部
顧問　　　　　　　　　　熊谷　直和　様

山梨県米倉山におけるP2Gシステム技術開発に
ついて

山梨県　
企業局　電気課　研究開発担当
課長補佐　　　　　　　　宮崎　和也　様

国際水素サプライチェーン構築に向けた川崎重工
の取組

川崎重工業（株）　技術開発本部
水素チェーン開発センター
プロジェクト推進部　水素エネルギー利用推
進課
基幹職　　　　　　　　　千代　　亮　様

水素ステーションの構成と規制 （一社）水素供給利用技術協会（HySUT）
理事・事務局長　　　　　池田　哲史　様

事務局からのお知らせ 福岡水素エネルギー戦略会議

●水素専門コースカリキュラム

1 日目

講義名 講師名

開講挨拶 福岡水素エネルギー戦略会議

金属材料の基礎
九州大学大学院　工学研究院　機械工学
部門
教授　　　　　　　　　松永　久生　様

高圧水素用シール材としてのゴムの基礎から応用まで
福岡県工業技術センター
化学繊維研究所 高分子材料チーム
チーム長　　　　　　　木村　太郎　様

トライボロジーの基礎
九州大学大学院　工学研究院　機械工学
部門
教授　　　　　　　　　杉村　丈一　様

水素ステーション用バルブの開発
（株）キッツ　
CLESTEC開発グループ
　　　　　　　　　　　渡辺　　統　様

2 日目

高圧水素用樹脂ホースの開発
九州大学大学院　工学研究院　機械工学
部門
教授　　　　　　　　　西村　　伸　様

高圧水素用ステンレス鋼の開発と実用化 新日鐵住金（株）　尼崎製造所 
カスタマー技術部　　　照沼　正明　様

高圧水素用蓄圧器開発の実例
（鋼製蓄圧器に関する話を中心に）

（株）日本製鋼所
新事業推進本部　水素事業推進室　室蘭
分室
分室長　　　　　　　　荒島　裕信　様

高圧水素用ゴムシールの開発
ＮＯＫ（株）
材料技術部　材料開発二課
副課長　　　　　　　　古賀　　敦　様

[実習]製品評価
（公財）水素エネルギー製品研究試験センター
技術シニアマネージャー
　　　　　　　　　　　讃井　　宏　様

事務局からのお知らせ 福岡水素エネルギー戦略会議

交流会（自由参加）

福岡水素エネルギー人材育成センター

水素入門コース　講義風景

水素専門コース　講義風景

水素入門コース　実習風景

水素専門コース　見学風景
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水素エネルギーシステム専攻

　2010年4月、世界で初めて、水素エネルギーに関わる科学、技術を一貫して学ぶことのできる「水素エネルギーシステム専攻」を九州大学（大学院工学
府）に開設しました。本専攻では、低炭素社会の実現に向けて、水素エネルギー技術を柱とする環境共生型エネルギー技術の基礎学理を習得した技術者・
研究者を育成することを目的としています。
　エネルギーシステムを設計するためには、機械工学が基礎となります。また、水素は物質変換を経て、作ったり使ったりしますので、化学変化を伴うプロ
セスへの理解が重要です。エネルギー用途として使われる多様な金属、高分子、セラミックスなどの材料設計も理解する必要があります。さらに、安全安心
な技術として社会に受け入れてもらえるよう安全を担保するための知識を勉強する必要もあります。これらの学問体系は、エネルギー分野に共通してお
り、本専攻では最先端の研究開発に触れながら、水素エネルギーを軸として、エネルギー工学を総合的に学ぶことができます。
　本専攻内では、修士課程において「通常コース」、「グローバルコース」の２つのコースを設けており、博士課程は「全面的グローバルコース」と位置づけて
います。各コースでは下図に示すようなアドミッションポリシー、カリキュラムポリシー、ディプロマポリシーのもと水素エネルギー社会を担う人材を育
成します。
　なお本専攻の博士課程においては、研究や勉学に集中できるよう経済的な支援制度を用意しています。更に、福岡水素エネルギー戦略会議と連携するな
どしてキャリア形成を支援する体制を整えています。

水素エネルギーシステム専攻

修士課程 博士課程

通常コース 全面グローバルコース

ディプロマポリシー（出口）

カリキュラムポリシー

アドミッションポリシー（入口）

ディプロマポリシー（出口）

アドミッションポリシー（入口）

活動支援

キャリア形成支援

グローバルコース

●機能材料学、化学プロセス、安全工学など
エネルギー工学の基礎学理を理解した
機械系人材
●環境・エネルギーを含む幅広い分野で国際
的に活躍できる技術者・研究者
●エンジニアとして活躍できるゼネラリスト

●水素エネルギー分野のプロフェッショナル
●幅広い視野を持ち、自ら道を切り開ける人材
●低炭素社会を先導する研究者・高度技術者
●エネルギー政策の担い手

●機械工学をはじめとする理工系学科卒の学生
●環境共生型エネルギー分野の技術者・研究者を目指す学生

●本専攻や理工系専攻修士の修了生
●環境共生型エネルギー分野のリーダー・
　プロフェッショナルを目指す学生・社会人

■材料・プロセスを理解できる機械系人材育成
・水素製造、貯蔵、利用
・熱力学、材料力学関連の先端科目
・機能・構造材料学、電気化学
・エネルギー政策論、技術マネジメント

■国際性・コミュニケーション能力を高める教育
・外国人教員による英語講義
・国際会議等における英語ポスター発表

■実学教育
・産業界出身の講師陣による教育

カリキュラムポリシー
■世界最高水準の研究環境を生かした博士研究
■国際性、リーダーシップを高める教育
・国際連携インターンシップ（海外留学）支援
・外国人教員による英語講義
・国際会議における英語プレゼン

■実学教育
・産業界出身の講師陣による講義
・福岡水素エネルギー戦略会議との連携による産業界向け研究発表

英語による入試

海外からの理工系学科卒学生

専攻関連情報は、機械系専攻HP参照
http://www.mech.kyushu-u.ac.jp/index-j.html
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水素エネルギーシステム専攻

○多岐にわたる学科（機械、化学、材料など）から入学可能な入試科目設定
○水素エネルギーに関係する最先端研究に従事
○関係する基礎科学を集中的に勉強
○トップレベル研究者による集中講義を、木曜日午後～金曜日に実施
○世界を舞台に活躍できる研究者・技術者を養成

国際性を高める
教育

政策論

材料・プロセス・機械システムを理解する高度人材の輩出

水素エネルギー学

水素工学

海外インターンシップ（留学）、
外国人教授陣と英語講義の
充実、国際会議発表

機会提供

実学教育・
産学連携

企業インターンシップ、
戦略会議との連携、

産業界技術者との交流、
産業界向け発表機会提供

エネルギー政策、社会受容性
マネジメント
研究開発マネジメント、普及戦略

エネルギー工学
水素製造・輸送・貯蔵・利用、風力、太陽光、原子力、再生可能技術

電気化学
燃料電池、触媒

機能材料学
金属、高分子、セラミックス

安全工学

材料力学・強度学熱力学・熱工学
保安技術、脆化、燃焼

○ 水素エネルギー学の学問体系と教育カリキュラムの全体像

○ 開講する講義
授業科目の名称 担当者 講義内容 キーワード

水素工学概論 佐々木、伊藤、北川、杉村、津﨑、西村、松永、林、
松本、白鳥、北原、迫田

水素製造、水素貯蔵、水素利用、基礎理論（電気化学素過程）、電気化学
計測、水素物性、機械設計、構造材料、機能材料 

水素製造システム 松本 水素製造、化石燃料、再生可能エネルギー、二酸化炭素排出、エネルギーキャリア
水素貯蔵システム 松永、迫田 水素エネルギー、水素輸送、水素貯蔵、応用システム
水素利用プロセス 佐々木 化学熱力学、機能材料、電気化学とその応用、燃料電池
水素利用システム 伊藤、渡邊（正） トレードオフ、最適化、総合効率、安全
水素エネルギー社会システム 廣瀬、岡田、松崎 技術開発、エネルギー史、社会実装、実用化
高圧ガス安全工学 吉田 高圧ガス、高圧ガス設備、安全管理、熱力学、材料力学、流体力学
流体物理 古川 粘性流体、層流、乱流、境界層、乱流モデル、内部流れ、噴流、後流
クリーンエネルギー技術特論 Szmyd、高田（保） 熱伝導、沸騰、凝縮、表面張力
材料の力学特性 津﨑 金属材料、機械的特性、剛性、強度、延性、破壊
トライボロジー 杉村 トライボロジー、摩擦、摩耗、潤滑、表面、接触
熱物質移動論 高田（保）、Cannon 熱物質移動、凝縮、沸騰、輻射
反応性ガス力学 北川、渡邊（裕） 反応性ガス、燃焼、火炎
振動音響工学 雉本、井上、森（博） 自由振動、強制振動、ノイズ、ノイズコントロール
計算知能 木口 機械学習、最適化 

燃料電池工学 白鳥、李、Lyth、北原、林、伊藤、佐々木 燃料電池基礎、燃料電池の効率、不可逆損失、PEFC、DMFC、
SOFC、燃料供給、改質、水素製造

水素製造・貯蔵 松永 水素製造、水素貯蔵
破壊力学 野口 き裂、弾性、塑性、疲労
材料強度学 濱田、高桑 破壊、金属疲労、き裂、強度評価、破損事故、SSモデル

先端エネルギー特論Ⅰ Lyth、佐々木 セラミックス、無機構造材料、無機機能材料、セラミックプロセッシン
グ、マイクロデバイス、センサー、燃料電池

先端エネルギー特論II Glovnea、杉村 トライボロジー、環境、エネルギー、水素、表面・界面
水素エネルギー構造材料学 久保田 水素脆化、強度設計 
水素エネルギー機能材料学 西村 有機化学、高分子、エネルギーデバイス
水素エネルギー電気化学 林、大門 電気化学、エネルギー変換、電極・触媒材料
燃料電池システム 北原 燃料電池、電気化学、計測
トライボロジー特論 八木 トライボロジー、接触、潤滑、材料、化学、環境
先端熱工学特論 高田、河野、濱本 熱物性、熱流動、有効エネルギー、低温工学、冷凍・空調、吸着、マイクロナノ加工、計測
エネルギー政策論 佐々木、尾上、松橋、小野 低炭素エネルギー、国家戦略、新エネルギー政策、ベンチャー育成
技術マネジメント 高田（仁）、白鳥 事業化戦略 、ビジネス戦略、グループ討論
機械工学基礎第一 杉村 材料力学、設計工学、強度、損傷
機械工学基礎第二 高田 エネルギー、サイクル、冷凍
機械工学基礎第三 八木 流体力学、流体機械、流れ
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福岡水素エネルギー戦略会議

福岡水素エネルギー戦略会議総会

 福岡水素エネルギー戦略会議 ▶http://www.f-suiso.jp/

　福岡県は、環境にやさしい水素エネルギー社会の実現に向け、平成16年８月に全国に先駆けて産学官による推進組織「福岡水素エネルギー戦
略会議」を設立しました。研究開発、社会実証、人材育成をはじめ水素エネルギーの開発・普及を総合的に展開し、世界を先導する水素拠点の形
成を目指しています。
　平成20年２月には『福岡水素戦略（Hy-Life プロジェクト）』を掲げ、“水素エネルギー社会の可視化・具現化”を重点として「水素ハイウェイ」
の構築や「水素タウン」の整備などの取り組みを展開してきました。
　平成22年には、その取り組みが評価され、先進国の閣僚級会合である国際水素燃料電池パートナーシップ（IPHE）から、「優秀リーダーシップ
賞」を受賞しました。
　平成23年度からは“水素エネルギーの市場創出・産業化”を重点として水素エネルギー産業の育成・集積に向けて、企業の参入支援やFCVの
普及と水素ステーションの整備に一体的に取り組んでいます。

福岡水素エネルギー戦略会議
設 立：平成16年8月3日
顧 問：小川　　洋（福岡県知事）

塩田　康一（九州経済産業局長）
北橋　健治（北九州市長）
髙島宗一郎（福岡市長）
久保　千春（国立大学法人九州大学 総長）

会 長：谷本　進治（新日鐵住金株式会社 代表取締役副社長）　
副会長：津吉　　学（岩谷産業株式会社 常務執行役員 産業ガス・機械事業本部 水素本部 水素ガス部長）

桑原　　豊（JXTGエネルギー株式会社 取締役常務執行役員 新エネルギーカンパニー・プレジデント）
深澤　和広（ トヨタ自動車株式会社 常務理事 パワートレーンカンパニー ＦＣ担当 先進技術開発カンパニー 

先進技術統括部 部長）
佐々木一成（九州大学副学長・水素エネルギー国際研究センター長）

幹事会：会員中核企業などで組織
事務局：福岡県商工部新産業振興課
会員数：平成30年11月30日現在

815（企業659、大学118、行政・研究・支援機関38）
設立当初　144（企業63、大学64、行政・研究・支援機関17）

役員は平成30年11月30日現在 

○水素エネルギー分野における日本最大の産学官連携組織

○Hy-Life プロジェクトの全体概要 ○国際水素燃料電池パートナーシップ（IPHE）
    「優秀リーダーシップ賞」と授賞式の様子
　（2010年5月17日、ドイツEssen）

0

研究開発

地球温暖化対策の推進
新エネルギーの普及促進
地域イノベーションの創出

水素エネルギー
新産業の
育成･集積

世界最先端の
水素情報拠点の

構築

社会実証
(モデル事業)

九州大学
水素材料先端科学研究センター

産総研･九大
水素材料強度ラボラトリ

九州大学
カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所
次世代燃料電池産学連携研究センター

水素タウン水素エネルギー
製品研究試験
センター

福岡水素エネルギー
人材育成センター

水素先端世界フォーラム

水素人材育成
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FCVの普及と水素ステーション整備の一体的推進

 FCVの普及促進
○ ＦＣＶの率先導入
・県公用車として３台導入
・県内自治体、企業に対して導入を働きかけ

○ タクシー事業者への導入支援
・全国で初めて５台導入（平成27年3月）

○ ＦＣＶの理解促進
県公用車を活用して、県内各地で展示や試乗会を行う「ふくお
かＦＣＶキャラバン」、さらに九州各県に拡大した「九州ＦＣＶ
キャラバン」を実施

○ ＦＣＶ等に関する情報発信
　 （http://www.fcvclub.jp）
国や県、市町村が行う支援制度、FCV等に関する最新情報 など

○ ＦＣバス導入に向けた研究会の開催
ＦＣバス導入にあたっての課題や対応策の検討を行うため、地
元関係者等による研究会を開催

 「ふくおかFCVクラブ」
　地元の産学官が一体となって設立した「ふくおかＦＣＶクラブ」を核に、ＦＣＶの普及と水素
ステーションの整備を一体的に推進中。
（設立日：平成26年8月19日）

〔組織体制〕
代　　表　　麻生　　泰　　九州経済連合会会長
　　　　　　小川　　洋　　福岡県知事

〔会　　員〕
FCVの導入や水素ステーションの整備に意欲・関心を持つ
福岡県内の企業・大学・行政等（会員数 275機関（平成30
年11月現在））

〔活　　動〕
FCVの理解促進、FCV等に関する情報発信、FCVの率先
導入、水素ステーションの整備促進

 水素ステーションの整備促進
・候補地の紹介から地権者との交渉まで一貫したサポート
・県独自の補助金（1件4,400万円）による支援
・平成27年11月、西日本初となる県庁敷地内のステーションを整備
・現在、県内10か所で水素ステーションがオープン

ふくおかFCVクラブロゴマーク

キックオフイベント（平成26年8月19日）

FCVタクシー合同出発式（平成27年3月25日）

ふくおかＦＣＶキャラバン

県公用車（トヨタ「ミライ」） 県公用車（ホンダ「クラリティ」）

福岡県庁水素ステーション開所式

（平成27年11月30日）

イワタニ⽔素ステーション⼩倉
（北九州市⼩倉北区⾼浜）

福岡県庁⽔素ステーション
（福岡市博多区東公園）

⼋幡東⽥⽔素ステーション
（北九州市⼋幡東区東⽥）

東浜⽔素ステーション
（福岡市東区東浜）

Dr.Driveセルフ福岡空港店
⽔素ステーション

（糟屋郡志免町別府北）

Dr.Driveセルフ太宰府インター店
⽔素ステーション
（⼤野城市御笠川）

Dr.Driveセルフ伊都店
⽔素ステーション
（福岡市⻄区⻄都）

福岡県内の⽔素ステーション

福岡市中部⽔処理センター
⽔素ステーション

（福岡市中央区荒津）

福岡宮⽥⽔素ステーション
（宮若市上有⽊）

「⻄⽇本初の
県庁敷地内ステーション」

Dr.Driveセルフ古賀店
⽔素ステーション
（古賀市久保）

別紙図
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産学官地域連携による水素社会実証研究事業

 産学官地域連携による水素社会実証研究事業
　平成22年度から、「産学官地域連携による水素社会実証
研究」事業がスタートしました。水素利用技術を生かした
低炭素社会実現のため、福岡県及び福岡水素エネルギー
戦略会議と連携して「水素キャンパス」（伊都キャンパス）
で、基礎基盤・産学連携研究と連動した実証研究を実施
し、産学官と地域が一体となった世界オンリーワンの水
素エネルギー研究教育拠点を構築することを目指してい
ます。
　本事業では、全学公募により、多くの部局・部門の研究
者が参画した計52件の全学プロジェクトが実施されまし
た。

（Ａ）燃料電池関連
課題番号 研究責任者 所　　　属 研究課題名
A01 林　　　灯 水素エネルギー国際研究センター　水素利用研究部門 カーボンナノ構造制御による高耐久性化を目指したPEFCの開発
A02 佐々木　一成 水素エネルギー国際研究センター　水素利用研究部門 カーボンフリーPEFC電極触媒の実証研究
A03 Stephen LYTH カーボンニュートラル･エネルギー国際研究所　燃料電池部門 燃料電池へのグラフェンの応用ーPEFC用触媒および触媒担体としての新規グラフェン材料の開発
A04 藤ヶ谷　剛彦 工学研究院　応用化学部門 高分子被覆による触媒担持体高耐久化手法の開拓
A05 西原　正通 カーボンニュートラル･エネルギー国際研究所　燃料電池部門 高分子電荷移動錯体複合膜を用いたプロトン伝導異方性の評価と燃料電池発電性能への応用
A06 北原　辰巳 工学研究院　機械工学部門 次世代PEFC高性能ガス拡散層の開発と実証
A07 松本　広重 カーボンニュートラル･エネルギー国際研究所　水素製造研究部門 ナノ粒子を原料とした微細構造電極の開発
A08 奥山　勇治 稲盛フロンティア研究センター　次世代環境技術研究部門 燃料電池への応用を目指した酸化物プロトン伝導体の設計

A09 Nicola Perry カーボンニュートラル･エネルギー国際研究所　燃料電池部門 Sr置換による高耐久性SOFC用カソード材料の開発
(Development of new high-durability solid oxide fuel cell cathode compositions by Sr replacement)

A10 谷口　俊輔 水素エネルギー国際研究センター　水素利用研究部門 次世代型メタルサポートSOFCセル実現に不可欠なステンレス鋼／導電性酸化物界面安定化技術の開発

A11 Sean Bishop カーボンニュートラル･エネルギー国際研究所　燃料電池部門 SOFC電極用新規遷移金属および貴金属含有CeO2固溶体の酸素交換速度に関する研究
（Study of oxygen exchange rate of novel transition and precious metal CeO2 solid solutions for SOFC electrodes）

A12 伊藤　衡平 工学研究院　機械工学部門　 燃料電池の水・熱管理手法の提案と検証
A13 立川　雄也 カーボンニュートラル･エネルギー国際研究所　燃料電池部門 SOFC平板セルアノード可視化技術の開発
A14 中島　裕典 工学研究院　機械工学部門　 燃料極支持型ハニカムSOFCスタック発電の実証研究
A15 長田　稔子 工学研究院　機械工学部門　 金属粉末射出成形を利用した燃料電池用微細セパレータの作製
A16 川畑　　勉 水素エネルギー国際研究センター　水素利用研究部門 固体酸化物形燃料電池のセル作製技術多様化に関する研究
A17 XU Yang（徐揚） 工学研究院　機械工学部門 インプリントプロセスを応用した高効率SOFC セルの開発
A18 白鳥　祐介 工学研究院　機械工学部門　 カーボンニュートラル燃料電池の実証研究
A19 大尾　岳史 水素エネルギー国際研究センター　水素利用研究部門 PEFCのEDS・TEMトモグラフィーによる4次元ナノスケール評価

（Ｂ）水素技術研究関連
課題番号 研究責任者 所　　　属 研究課題名
B01 北岡　卓也 農学研究院　環境農学部門 水素製造ペーパー構造体触媒の開発と実証
B02 小倉　鉄平 水素エネルギー国際研究センター　水素製造部門 バイオガスからの水素製造における実触媒表面を模擬した反応シミュレーション解析
B03 工藤　真二 先導物質化学研究所 先端素子材料部門 木質バイオマスのアルカリ溶解／水熱接触改質による水素製造
B04 酒井　孝明 分子システム科学センター La系ペロブスカイト型プロトン伝導体を用いた薄膜電解質水素分離セルの試作
B05 秋葉　悦男 工学研究院　機械工学部門　 高性能かつエネルギー効率の高い炭素系水素吸着材料の開発
B06 李　　海文 水素エネルギー国際研究センター　水素貯蔵研究部門 車載用水素貯蔵材料のためのケミカルハイドライドの開発
B07 Huaiyu Shao カーボンニュートラル･エネルギー国際研究所　水素貯蔵研究部門 定置型エネルギー貯蔵を目指したMg系水素貯蔵材料の新規開発
B08 久保田　祐信 工学研究院　機械工学部門 高圧水素容器材料の水素脆化による急速破壊評価とその防止に関する研究

B09 濱田　　繁 工学研究院　機械工学部門 水素ステーション用高圧容器・配管材料の安全設計
（昨年度課題「B22 水素ステーション用高圧容器・配管材料の安全設計」の継続）

B10 松永　久生 工学研究院　機械工学部門 優れた耐水素脆化特性を有する低合金鋼の探索
B11 河江　達也 工学研究院　エネルギー量子工学部門　 低温環境下における金属に対する水素の拡散・脆化現象に関する研究
B12 山辺　純一郎 水素エネルギー国際研究センター　水素安全学研究部門 酸化皮膜の水素侵入抑制効果に関する研究

B13 Aleksandar Staykov カーボンニュートラル･エネルギー国際研究所　水素製造研究部門
金属酸化皮膜表面における水素吸着・脱離に関する理論的研究．水素侵入に及ぼす酸化物構造と水素ガス圧
力の影響．（Theoretical study of H2 adsorption and dissociation on metal oxide surfaces. Eff ect 
of the oxide structure and H2 gas pressure on the hydrogen entry in the material.）

B14 石元　孝佳 稲盛フロンティア研究センター　次世代エネルギー研究部門　 水素科学のための量子化学計算シミュレータの開発～水素物性の本質に迫る～
B15 三浦　則雄 産学連携センター　プロジェクト部門 水素社会の実現を支援する高性能固体電気化学式ガスセンサの開発
B16 高松　　洋 工学研究院　機械工学部門 常温駆動マイクロビーム型水素漏洩センサの開発
B17 野田　志云 水素エネルギー国際研究センター　水素利用研究部門 水素純度センサー新規材料に関する基礎研究
B18 井上　雅弘 工学研究院　地球資源システム工学部門　 水素漏洩センサーの最適配置の実証に関わる水素拡散の実験的研究
B19 劉　　傳軍 システム情報科学研究院　情報エレクトロニクス部門 ポルフィリン金属錯体を用いた燃料電池被毒ガスの可視化センシング
B20 澤江　義則 工学研究院　機械工学部門　 高圧水素用制御バルブの信頼性向上に関する実証研究
B21 迫田　直也 工学研究院　機械工学部門　 高圧水素放出過程における熱流動特性の研究
B22 永野　幸秀 工学研究院　機械工学部門 水素漏洩時の水素爆発阻止に向けた水素火炎の消炎現象に関する研究
B23 西村　　伸 工学研究院　機械工学部門　 実燃料模擬ガスを用いた実証評価による水素ガス燃料循環用ダイヤフラムポンプの開発
B24 葛西　昌弘 水素エネルギー国際研究センター　クリーンエネルギー社会システム研究部門 水素エネルギー貯蔵用デバイス開発を目的とする固体内イオン拡散現象計測手法の開発
B25 井藤賀　久岳 水素材料先端科学研究センター 高圧水素ガス中における弾塑性破壊靭性試験の確立
B26 藤原　広匡 水素材料先端科学研究センター 水素環境下での使用を目的とした高分子材料の補強材と樹脂材料に関する研究

（Ｃ）システム研究関連
課題番号 研究責任者 所　　　属 研究課題名
C01 高田　　仁 経済学研究院産業マネジメント部門（ビジネス・スクール）兼ロバート・ファン／アントレプレナーシップ・センター 水素関連技術のビジネス化に関する共同研究
C02 板岡　健之 カーボンニュートラル･エネルギー国際研究所　エネルギーアナリシス部門 水素利用先進地域における水素および水素利用技術の社会受容性の研究
C03 古山　通久 稲盛フロンティア研究センター　次世代エネルギー研究部門 炭素社会のグランドデザインに向けた支援ツールの開発と低炭素社会における水素・燃料電池技術の寄与の定量化
C04 木村　誠一郎 カーボンニュートラル･エネルギー国際研究所　エネルギーアナリシス部門 水素供給インフラ設置最適化シミュレーションモデルの高度化
C05 高田　保之 工学研究院　機械工学部門　 水素ステーションの運転効率に関する調査研究
C06 三輪　宗弘 附属図書館付設記録資料館　 米国の航空機用ガソリン製造技術と水素製造技術―連合国に供給を可能にした技術－
C07 古川　雅人 工学研究院　機械工学部門 水素ハウス実現のための風レンズ風車の高性能化実証研究

本事業が目指す包括的な技術開発と人材育成

情報交換

九州大学「水素キャンパス」実証研究

最新技術情報

大学発技術普及戦略 安全技術 基礎学理

専門人材安全安心実用技術技術情報

外部評価・支援

（3）「水素先端技術データべース」
　　作成のためのグローバルな
　　技術動向調査の実施

（8）最先端水素エネルギー
技術の普及
啓発活動の実施

（7）産学連携
インキュベーション
の推進

（6）安全な水素社会の
ための「水素ヒヤリ
ハット集」編纂

（5）水素人材育成
プログラムの
拡充実施

抽出技術課題の
基礎基盤研究
へのフィードバック

情報
共有

人材
交流

九大発の
水素技術の
開発と実証

（1）技術実証・社会実証の推進と抽出技術課題の
基礎基盤研究へのフィードバック

「水素エネルギー国際研究センター」

世界の水素エネルギー普及を先導。世界オンリーワン水素拠点形成。

（2）将来の実証研究を見据えた
先端基礎基盤研究の本格実施

（4）世界トップクラス客員教員
　　の招聘による国際連携
　　の強化

◎実証研究提案（平成25年度開始）

◎本特別経費事業が目指す包括的な技術開発と人材育成
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九州大学エネルギー研究教育機構（Q-PIT）/ 水素エネルギー製品研究試験センター

 九州大学エネルギー研究教育機構（Q-PIT）

 水素エネルギー製品研究試験センター（HyTReC）

　本機構では、COP21で採択された「パリ協定」における目標「今世紀後半に、人為的な温室効果ガスと吸収源による除去の均衡を達成」とい
う地球規模の課題に立ち向かう研究を推進するとともに、未来社会のエネルギーシステムを構想し、技術・産業・社会のパラダイムシフトを
先導していきます。そして人類に負荷を感じさせないエネルギー社会のデザインと地球環境との共存を目指します。

　現代のエネルギー問題は、エネルギー需要の世界的増加、資源の枯渇、価格高騰、温暖化、放射能を含む環境汚染、天災、人災、サイバーテロ等
の社会的問題の要因ともなり得ます。容易とはいえませんが、人類が安定して平和に暮らしていくためには、これらの課題解決への積極的な取
組が不可欠です。本機構は、人文社会学系、理工系をはじめとする本学の総合大学としての強みを活かして生まれた研究教育の新しいプラット
ホームです。幅広い研究分野の教員、大学院生、学部学生が往来して自由闊達な研究教育環境を作り上げ、本学の総合力を発揮することで「今世
紀後半、そして2100年の健全なエネルギー社会」の具現化に挑戦します。

　過去に行われたエネルギー研究により世界は豊かさを得た一方、資
源の枯渇、環境汚染等の問題が深刻化の一途です。エネルギー研究を先
導してきた大学の責務として、次世代へつながる研究を見据えながら
人材の育成を進め、持続可能な未来型エネルギー社会の実現に尽力し
たいと考えています。

　本機構におきましては、多様な活動を意欲的に推進し、つねに未来の
課題に挑戦し続けてまいります。関係各位におかれましては、今後とも
ご支援ご協力をよろしくお願い致します。

九州大学総長・エネルギー研究教育機構長　久保　千春

　水素エネルギー製品研究試験センターは、水素エネルギー新産
業の育成・集積を図るため、福岡県が中心となって平成21年3月
に設立されました。
　水素エネルギー新産業の育成・集積のためには、多様な企業の
参入促進・競争環境の創出により、各種関連製品の低コスト化・
高性能化を図ることが必要です。また、民間企業が水素エネルギー
新産業へ新規参入するためには、水素ガス環境下での製品試験に
より、自社製品の性能・信頼性を証明することが必要不可欠です。
しかし、水素ガス環境下における製品試験には高額な初期投資が
必要であることから、企業が水素エネルギー新産業へ新規参入す
る際の妨げとなっています。
　このような課題を解決し、水素エネルギー新産業の育成・集積
を推進するため、当センターでは、九州大学水素材料先端科学研究
センター（HYDROGENIUS）の世界最先端の研究成果を基に、水
素ガス環境下で使用する「バルブ」「センサー」「ホース」の他、自動
車用、輸送トレーラ用、水素ステーション用の中型・大型の水素貯
蔵容器まであらゆる水素関連製品の耐久試験や民間企業との共同
研究開発などを通じて、水素エネルギー新産業への参入を支援し
ます。

○センター施設概要
設 立：平成21年3月6日

センター長：渡邊正五（理事長）

開 所：平成22年4月、平成26年4月 新試験棟完成※

所 在 地：福岡県糸島市富915-1（糸島リサーチパーク内）
※平成26年4月に、水素ステーション用大型水素タンクの開発、
実用化に取り組む企業を支援するため、新しい試験施設が完成
しました。

主 要 設 備： 高圧水素試験室、環境温度圧力サイクル試
験室、破裂試験室、振動試験室等20の試験室
（※各試験室には制御監視室を完備）
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情報発信

 水素先端世界フォーラム／エネルギーウィーク
　水素先端世界フォーラムは、水素社会の実現に向けた国内外の取り組みや研究成果を幅広く産業界へ普及させることを目的として、2007年
から毎年実施し、世界の水素関係者の「重要な交流の場」となっています。2018年は12回目となり、2日間で約800名を超える方々に参加頂
きました。

 総合特区事業「スマート燃料電池社会実証」
　「スマート燃料電池社会実証」では、高効率発電が可能な次世代燃料電池を九大キャンパス内に集中設置して性能評価を実施するとともに、
先端分析機器を整備し、燃料電池の解析・評価法を確立することにより、家庭用燃料電池の普及拡大、業務用・産業用燃料電池の本格的な市場
投入につなげます。また、水素の高圧貯蔵や系統電力との連系、燃料電池自動車と再生可能エネルギーを組み合わせた社会システムの実証を行
い、次世代燃料電池を核としたエネルギー社会の実現を目指しています。

水素先端世界フォーラム2018

会　期：2018年2月1日（木）、2月2日（金）

会　場：アクロス福岡（福岡市）他

内　容：2月1日　水素先端世界フォーラム2018

　　　　2月2日　HYDROGENIUS研究シンポジウム

主　催：九州大学 水素材料先端科学研究センター

　　　　経済産業省 九州経済産業局

　　　　九州大学 エネルギー研究教育機構

　　　　九州大学水素エネルギー国際研究センター

　　　　福岡水素エネルギー戦略会議

　　　　九州経済連合会

　　　　産総研・九大水素材料強度ラボラトリ
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施設の視察・見学

 施設の視察・見学
　九州大学の水素プロジェクトが目指す水素利用社会の実現は、社会のシステムを大きく転換するものであるため、人材育成、研究開発と共に
普及啓発を使命に掲げ、学外からの視察を積極的に受け入れています。燃料電池など水素エネルギー関連技術の進歩を知ることができる「水素
社会ショールーム」やキャンパス内のエネルギー情報を「エネルギーの見える化」画面として公開するなど、水素エネルギーに対する正しい理解
や到来する水素エネルギー社会のイメージを広める活動にも取り組んでいます。
　また、小・中・高校生、一般市民向けに水素に関する模擬講義を実施し、社会に開かれた大学としての取り組みにも力を入れています。

○平成29年度　九州大学水素プロジェクト訪問者数・件数

○視察・見学の様子（一部紹介）※肩書きは当時のもの

平成29年度実績

企業

学校

海外

行政

一般

報道

84件
80件
56件
39件
35件

3件
297件

734人
4484人

851人
294人

1020人
7人

7390人

・平成29年度の見学・視察実績は、297件7390人。1日平均およそ30人の来訪者数。
・九大水素プロジェクトがスタートしてからの件数・人数は、延べ約3250件、約56,000人。
・視察件数が最も多いのは、企業84件（734人）で全体の約30％、人数では、学校4484人（80件）で全体の約60％。
　海外は、15カ国から56件（851人）。過去最多。

人数【7390人】

学校

一般

海外

企業

行政

報道

学校, 4484, 61%一般, 1020, 14%

海外, 851, 12%
企業, 734,10%

行政, 294,4% 報道, 7, 0.1%

件数【297件】

企業

学校

海外

行政

一般

報道

企業, 84, 28%

学校, 80, 27%海外, 56, 19%

行政, 39, 13%

一般, 35, 12% 報道, 3, 1%

水素プロジェクト訪問者数・件数の推移（平成20年度～29年度）
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149149

14411441

206206

30713071
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42524252

298298 29729757065706

35335361416141

538538

93789378

348348

70767076 73907390

九大のシンボル的な活動として、大学全体に貢献！

文部科学大臣　松野博一様 MIT教授の方々 衆議院文部科学委員会英国大使館

アカデミックフェスティバル2018 いとしまチャレンジ学教室 糸島市水素エネルギー体験学習会

文部科学省　新妻政務官様 中国科学技術部　王志剛部長（大臣） さくらサイエンスプラン
（東南アジア高校生）

英進館新一年生・九大見学会
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産学官地域連携で、水素利用社会の実現を目指しています。

 九州大学　水素エネルギー国際研究センター
〒819-0395　福岡市西区元岡744（ＨＹ３０）　TEL：092-802-6776　FAX：092-802-3223
URL:http://h2.kyushu-u.ac.jp/　E-mail:info@h2.kyushu-u.ac.jp
 （担当：藤田）

 九州大学　カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所　支援部門
〒819-0395　福岡市西区元岡744　TEL：092-802-6930　FAX：092-802-6939
URL:http://i2cner.kyushu-u.ac.jp　E-mail:wpisyogai@jimu.kyushu-u.ac.jp
 （担当：増田／支援部門長）

 九州大学　次世代燃料電池産学連携研究センター
〒819-0395　福岡市西区元岡744（NEXT-FC）　TEL：092-802-6776　FAX：092-802-3223
URL:http://fc.kyushu-u.ac.jp/　Email:info@fc.kyushu-u.ac.jp
 （担当：藤田）

 九州大学　水素材料先端科学研究センター
〒819-0395　福岡市西区元岡744（ＨＹ１０）　TEL：092-802-3924　FAX：092-802-3928
URL:http://hydrogenius.kyushu-u.ac.jp　E-mail:kikaku@hydrogenius.kyushu-u.ac.jp
 （担当：西／副センター長〔総括担当〕）

 九州大学　工学部等事務部学術研究支援課
〒819-0395　福岡市西区元岡744（ウエスト4号館）　TEL：092-802-2405　FAX：092-802-2406
E-mail:koegsuisin@jimu.kyushu-u.ac.jp

 福岡水素エネルギー戦略会議
〒812-8577　福岡市博多区東公園7番7号　TEL：092-643-3448　FAX：092-643-3421
URL:http://www.f-suiso.jp/　E-mail:info@f-suiso.jp（担当：山北／福岡県商工部新産業振興課企画監）
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