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第 4 回オープンファシリティシンポジウムは、平成 28 年 1 月 1 日に発足したグローバルファシリティ
センター（以下 GFC）の 1 年間の取り組みの報告と国が進める共用事業の最新情報の共有を目的として、
平成 29 年 1 月 31 日に北海道大学学術交流会館にて開催されたものであり、大学・法人・行政機関・
民間企業など参加機関 27 機関、169 名の方にご参加いただいた。
本シンポジウムは、2 部構成となっており、第 1 部では、始めの GFC センター長である網塚浩北海道
大学教授による本シンポジウムの趣旨説明に続き、文部科学省の科学技術・学術政策局研究開発基盤課
渡辺その子前課長により、
「新たな共用システムの導入と今後の研究開発基盤政策について」と題して、
基調講演が行われ、新たな共用システムの導入に関わる最新の動向が報告された。
その後、研究設備・機器の共用体制の集中的改革を進めていくことを目的とした「先端研究基盤共用促
進事業（新たな共用システム導入支援プログラム）
」に学内で採択された 4 拠点からの活動報告並びに
共用拠点の統括部局である GFC による全体の方向性についての報告が行われた。
第 2 部では、GFC センター長である網塚浩北海道大学教授が、
「グローバルファシリティセンター進
捗状況について」と題して、GFC による 1 年間の活動概要の説明が行われた。続いて、「Universities’
Research Center, University of Yangon: Activities and Capacity Enhancements」と題した Ye Chan ヤン
ゴン大学教授による招待講演が行われた。その後、グローバルファシリティセンター次世代共用化プロ
ジェクト連携室 /URA ステーションの阿部真育氏から試作ソリューション部門と設備リユース部門の紹
介が行われ、グローバルファシリティセンター事業推進室の柳谷龍一特任准教授から国際連携推進部門
の紹介と論文調査データベースの紹介が行われた。さらに産学・地域協働推進機構産学推進本部の杉村
逸郎氏から「最先端共用機器の産業への応用」と題して、産学連携の取り組み事例の紹介が行われた。
引き続き、江端新吾 GFC 副センター長 /URA ステーション主任 URA による進行のもと「イノベーショ
ン創出に資する研究基盤共用のあり方～共用のニーズ変遷と目指すべきゴール～」と題したパネルディ
スカッションが行われた。パネリストには、先の網塚浩氏、渡辺その子氏に加え、中島大輔氏（文部科
学省研究振興局学術機関課研究設備係係長）、大谷文章氏（北海道大学教授）、佐田和己氏（同教授）
、
前仲勝実氏（同教授）を迎え、研究基盤共用のためのマネジメントと大学の研究基盤戦略と政策との連
携というテーマで様々な討論が行われた。最後に川端和重北海道大学理事・副学長による閉会の辞をもっ
て閉会となった。
本シンポジウムのアンケートの回答から、渡辺その子氏の基調講演、先端研究基盤共用促進事業採択 4
拠点の報告、パネルディスカッションが参加者に対して大きな反響を呼んでいたことが見て取れた。シ
ンポジウム全体を通して、8 割以上の方から、内容に “ 満足 ”、“ まあ満足 ” と回答して頂くことができ
た。
「講演・報告の内容も分かり易かった」「GFC はじめ北大と文科省との関係性の質の高さが印象的で、
これからの展開が楽しみ」
「設備市場は使い方が簡単なのでメール周知などをしてほしい」など、本シ
ンポジウムの報告内容への満足度合に関する意見や GFC の今後の取り組みに対する期待の意見が多く
寄せられ、組織の重要性、GFC 自体への関心の高さが伺えた。本シンポジウムにおいて、北海道大学の
機器共用に関する取り組みは全国的にみても先駆的であり、好事例となる期待が持たれていることが改
めて示された。
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第1部

はじめに

第４回北海道大学オープンファシリティシンポジウムを開催するにあたって
北海道大学では、先端機器の有効利用と研究費の

これらミッションの対応は、GFC の「国際連携

効率的な運用を目的とし、創成研究機構・共用機

推進部門」
、
「設備リユース部門」
、
「試作ソリュー

器管理センターにて研究機器・設備の共同利用に

ション部門」のそれぞれの部門によって行われて

よる共有化、民間利用の促進・地域貢献を進めて

おり、センター長として北海道大学総長補佐を、

きた。その結果、国内最大規模の全学機器共用シ

副センター長として URA を配置することで組織

ステムが構築され、学内外の多くの研究者や教員、

全体のガバナンスを高めている。

学生の研究教育活動を支える重要な基盤機能へと
成長を遂げている。

国際連携推進部門では、平成 28 年 2 月 3 日に開
催された「第 3 回北海道大学オープンファシリ

共用機器管理センターで得たノウハウに基づいた

ティシンポジウム～グローバルファシリティセ

更なる発展を目指して、平成２８年１月から共用

ンターキックオフシンポジウム～」における韓国

機器管理センターは、「人材育成」
、
「産学協働」
、

ソウル大学、National Center for Inter-University

「リサイクル」の新たな３本の柱を加えたグロー

Research Facilities(NCIRF) からのスタッフ 3 名の

バルファシリティセンター（以下、GFC）に改組

招致活動や、平成 28 年 12 月にミャンマー・パ

された。

テイン大学にて開催された「第 3 回ミャンマー－
日本国際シンポジウム」への参加により、国際連

さらに、研究設備・機器の共用体制の集中的改革

携の輪を広げている。

を進めていくことを目的とした「先端研究基盤共
用促進事業（新たな共用システム導入支援プログ

設備リユース部門では、中・小規模装置の学内流

ラム）」において、GFC が統括部局となって申請

通を促進することを目的とした「設備市場」の開

した学内 4 共用拠点の全提案が採択され、学内に

設に向けて、学内規程の新規構築を行い、平成

分散する部局独自の共用拠点のネットワーク組織

28 年 12 月 20 日には学内事務職員向けの本シス

であるオープンファシリティプラットフォームに

テムの利用説明会を実施した。そのような学内協

参画する機関を中心として、学内の共用体制及び

議並びに説明会を通して得られた意見に基づき、

共用拠点間の連携強化が、GFC を中心に図られて

平成 28 年 12 月 28 日に「設備市場」が本格始動

いる。

した。

GFC が積極的に取り組むミッションとしては大き

試作ソリューション部門では、平成 28 年 8 月 1

く分けて３つある。第一に、本学が現在最も力を

日に日本軽金属株式会社と取引基本契約を結び、

注いでいる研究教育の国際化やイノベーション人

学内技術職員の学外からの試作品依頼対応を可能

材育成の強化、並びにイノベーション環境整備の

とした。平成 29 年 1 月末現在において、依頼案

推進に対する先端機器共用システム運用体制の構

件数は 8 案件に上り、民間、外部研究機関問わず

築である。第二に、これまで主に高額の先端機器

順調に外部資金獲得を進めている。

を中心に進められてきた設備の共用促進を、学内
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の研究・教育機器の大半を占める中・小規模装置

平成 28 年 1 月に改組して以降、GFC は積極的に

へと拡充できる共用体制を整備することである。

課題解決に向けて具体的な活動を進めてきてい

第三に、学内に存在する先端工作機器共用システ

る。このような背景のもと、平成 29 年 1 月 31

ムの拡充と優秀な工作系技術職員の能力を十分に

日、北海道大学学術交流会館にて「第 4 回北海道

引き出せる体制の整備である。

大学オープンファシリティシンポジウム」を開催

した。シンポジウムには大学・法人・行政機関・
民間企業など参加機関 27 機関、169 名の方にご
参加いただいた。文部科学省からは先端研究基盤
共用促進事業の立ち上げ段階から携わっている
科学技術・学術政策局研究開発基盤課前課長を、
海 外 か ら は ヤ ン ゴ ン 大 学 Universities’ Research
Center よりスタッフ 3 名をお招きした。本報告
書はシンポジウムの概要、講演、報告、パネル
ディスカッションの内容及び事後アンケートの結
果を取りまとめたものである。
今後においても、研究開発活動において、研究基
盤への投資はさらに厳しい状況になることが予想
され、大学組織としてオーガナイズすることを前
提とした機器共用事業はさらに重要な政策となる
ことが予想される。本シンポジウムにおいて北海
道大学における機器共用に関する取り組みは全国
的に見ても先駆的であり、好事例となる期待が持
たれていることが改めて示された。本シンポジウ
ム及び本報告書が機器共用政策を推進する一助に
なれば幸いである。

北海道大学 創成研究機構
グローバルファシリティセンター
センター長 教授

網塚

浩

北海道大学 創成研究機構
グローバルファシリティセンター
副センタ―長 主任 URA

江端

新吾
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2. シンポジウム概要
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2. 1.
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シンポジウム概要

プログラム

2. 2.

参加者所属先

参加者数：169 名（当日受付分含む）

行政機関
（2）

公的研究機関
（2）

その他
（1）

企業
（9）
他大学
（39）
北海道大学
（116）

※他大学の内訳（人）
： 東京工業大学（6）
、名古屋大学（5）、徳島大学（3）、広島大学（3）、大阪大学（3）、
			

福井大学（3）
、ヤンゴン大学（3）、東北大学（2）、鳥取大学（2）、会津大学（1）、

			

宮崎大学（1）
、金沢大学（1）、大分大学（1）、名古屋工業大学（1）、

			

北海道薬科大学（1）
、東京農工大学（1）、高知大学（1）、筑波大学（1）

7
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3. 基調講演
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共通基盤技術の開発

「京」

J-PARC

レーザー

SACLA

SPring-8

先端計測機器開発、光・量子科学
技術等共通基盤技術開発を推進

放射光施設

NMR

ナノテクPF、HPCI、光ビームPF、NMR共用PF

民間活力の導入等

人材育成

競争的研究費改革と連携し、研究組織
のマネジメントと一体となった研究設備・
機器の整備運営の早期確立を支援

新たな共用システム導入の推進

目的に応じたプラットフォーム形成により、
効率的・効果的に研究開発基盤を自立
的に維持・発展

共用プラットフォーム

特定先端大型研究施設の共用の促進に
関する法律に基づき指定

最先端大型研究施設の整備・共用

 「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」（共用促進法）に基づく最先端大型研究施設の整備・共用
 産学官の研究者等への幅広い解放を実現する共用プラットフォームの形成
 競争的研究費改革と連携し、研究組織のマネジメントと一体となった研究設備・機器の整備運営の早期確立を支援し、
研究開発と共用の好循環を実現する新たな共用システムの導入
 研究開発基盤を支える先端計測機器開発、光・量子科学技術等共通基盤技術開発の推進

◯ 研究開発力強化法等に基づき、研究施設、設備について広く共用を進める。また、今後一層財政状況が厳しくなる
中、設備・機器の共用化などの徹底した効率化に努めていく。

研究開発基盤を支える設備・機器共用及び維持・高度化等の推進方策

平成２９年１月３１日
文部科学省科学技術・学術政策局
渡辺その子

新たな共用システムの導入と
今後の研究開発基盤政策について

第4回 北海道大学オープンファシリティシンポジウム基調講演
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◎日立製作所研究開発グループ
・ファインセラミックスセンター
・九州大学超顕微解析研究センター
・東北大学多元物質科学研究所

（4月～7月：FS採択，8月～：採択継続）

※平成28年度～

電磁場解析プラットフォーム

◎高エネルギー加速器研究機構
・佐賀県地域産業支援センター
・高輝度光科学研究センター
・立命館大学ＳＲセンター
・大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
・科学技術交流財団あいちシンクロトロン光センター
・東京理科大学赤外自由電子レーザー研究センター
・兵庫県立大学

（平成25年度～平成27年度に旧補助事業を実施。）

※平成28年度～

光ビームプラットフォーム

◎理化学研究所
・横浜市立大学大学院生命医科学研究科
・大阪大学蛋白質研究所
・北海道大学先端ＮＭＲファシリティ

（平成25年度～平成27年度に旧補助事業を実施。）

※平成28年度～

NMRプラットフォーム

共用プラットフォーム一覧（平成28年度現在）

戦略に基づく整備運用・共用体制の持続的な改善を促す。

◎北海道大学創成研究開発機構
・浜松医科大学
・広島大学自然科学研究支援開発センター

※平成２８年度～

原子・分子の顕微イメージングプラットフォーム

◎横浜市立大学先端医科学研究センター
・国立がん研究センター研究所
（創薬臨床研究分野）
・北里研究所北里大学理学部

（4月～7月：ＦＳ採択，8月～：本採択）

※平成28年度～

ＭＳ共用プラットフォーム

◎海洋研究開発機構地球情報基盤センター
・宇宙航空研究開発機構
・東北大学流体科学研究所
・京都大学防災研究所
・九州大学応用力学研究所

風と流れのプラットフォーム
※平成２８年度～

3

◎：代表機関
・：参画機関

1

拡大する。さらに、こうした施設・設備間のネットワーク構築や、各施設・設備等における利用者視点や組織

研究施設・設備等の産学官への共用を積極的に促進し、共用可能な施設・設備等を我が国全体として

このため、国は（中略）幅広い研究分野・領域や、産業界を含めた幅広い研究者等の利用が見込まれる

持続的な創出や加速が期待される。

るのみならず、その施設・設備等を通じて多種多様な人材が交流することにより、科学技術イノベーションの

世界最先端の大型研究施設や、産学官が共用可能な研究施設・設備等は、研究開発の進展に貢献す

ⅱ）産学官が利用する研究施設・設備及び知的基盤の整備・共用、ネットワーク化

② 研究開発活動を支える共通基盤技術、施設・設備、情報基盤の戦略的強化

の世界的な流れに適切に対応する。

共用、情報基盤の強化等にも積極的に対応するとともに、イノベーションの創出につながるオープンサイエンス

また、こうした研究開発活動を支える共通基盤的な技術、先端的な研究施設・設備や知的基盤の整備・

（２）知の基盤の強化

第４章 科学技術イノベーションの基盤的な力の強化

3.

第五期科学技術基本計画（平成28年1月22日閣議決定）

研究開発基盤の位置づけ

第1部

基調講演

講演資料

3機関8課題

2機関2課題

6機関9課題

出典：文部科学省作成

短期滞在者（海外招へい者を含む。）の利便性
向上や国際共同研究の増加などを通じた研究機関の
魅力の発信。
6

琉球大学

課 題

◆ナノテクノロジー研究推進センター

東京都市大学

◆理工学術院先進理工学研究科
（化学・生命化学専攻／応用化学専攻
／生命医化学専攻／電気・情報生命
専攻／生命理工学専攻）

早稲田大学

北海道大学

◆理学院・物理学系
◆工学院／環境・社会理工学院
科学技術創成研究院未来産業技術研究所

東京工業大学

◆理学系研究科化学専攻
薬学系研究科薬科学専攻・薬学専攻

東京大学

◆共用機器センター
◆大学院理学研究科化学コース
大学院工学研究科共生応用化学専攻
◆大学院薬学研究院創成薬学研究部門

千葉大学

◆化学系機器分析センター
生命医科学研究機器センター
物質・材料分析センター

東京理科大学

東北大学

共用プラットフォームと共用システムの相乗効果、共用法対象施設との連携

• 業績の評価手法の確立
7

研究開発基盤課

• キャリアパスの確立

• 技術支援者の育成方法

 技術支援者（テクニシャン）の不足

設備・機器共用
 共用システムの導入・運営へのトップマネジメントの関与

 プラットフォームの利便性向上についても継続的に取り組むことが必要。

 上記のような研究開発は、研究者が単独で実施することは困難であり、
国や共用プラットフォームが体系的に取り組むことが必要。

5

◆工学研究科電子情報システム・応物系
（電気エネルギーシステム専攻、通信工学専攻、
電子工学専攻、応用物理学専攻）

◆ファーマサイエンス共用ユニット
◆ソフトマター機器共用ユニット
◆先端物性測定共用ユニット
マテリアル分析・構造解析共用ユニット

共用プラットフォーム
 共用プラットフォームが保有する施設・機器のうち次世代ＮＭＲ、超高圧
ホログラフィー電子顕微鏡等のような機器の性能を世界最高の水準に
維持するためには、機器の研究開発の継続が必須。

◆オミクス解析センター
イメージングセンター
疾患モデル解析センター

慶応義塾大学

◆大学院工学研究科
大学院情報科学研究科
◆大学院医学系研究科
◆大学院生命農学研究科

名古屋大学

◆工学研究科

名古屋工業大学

◆大学戦略推進機構グリーンイノベーションセンター

京都工芸繊維大学

◆大学院工学研究院物質化学工学部門
／大学院理学研究科化学専攻
大学院工学研究院材料・生産加工部門
◆大学院医歯薬保健学研究院
（基礎生命科学部門、応用生命科学部門、
統合健康科学部門）

広島大学

◆高知コアセンター

高知大学・JAMSTEC

◆医学部／農学部／理学部
海洋自然科学科（生物系）／
熱帯生物圏研究センター／
戦略的研究プロジェクトセンター

科学技術・学術政策局

⑤

若手研究者等の速やかな研究体制構築（スタート
アップ）に寄与し、活躍の機会を提供。
④ 分野融合や新興領域の拡大や産学官連携の強化等、
研究開発活動を活性化し、新たなイノベーションを
創出。

③

② 学生への教育・トレーニングの効果として、将来的
な学生の研究の幅が広がり、研究力を育成。

研究開発活動を効率化・高度化し、研究開発投資
効果を最大化。

①

4

※数字は、各機関の全体額に占める
運営費交付金の割合を示す（単位：％）

私立大学 ４機関4課題

平成28年度採択数 15機関23課題

新たな共用システム導入研究組織一覧（平成28年度現在）

文部科学省

研究設備・機器の共用化により期待される効果

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

（億円）

国立大学毎の収入構造（平成25年度）と共用システム導入の進捗状況

渡辺その子
前課長

11

12

（北 大）自らのビジョンの中で共用プラットフォームや新たな共用システム
の仕組みを活用しつつ機器の共用化を推進。また、小型の機器は、
学内で取引できる「設備市場」を設置することを計画中。
8

（慶應大）地元の横浜・川﨑の企業との連携を重視。理工学部に設置された
中央研究所は、企業から技術相談（H28年9月現在17社）を受付。

（東工大）クリーンルームを集約化することにより、スケールメリットによる光
熱費の効率化に加え、学生への安全教育や短期滞在者の利便性
の向上等の効果を期待。

（名工大）副学長自らがイニシアティブをとり、共用化スペースや機器を集約
化。地元企業からの共同研究の申出が増加。

発表内容

目 的
共用プラットフォームや新たな共用システムについて理解を深める
とともに、共用化するための課題とその解決策、大学が取り組むべき
マネジメント改革について議論。

キックオフ・シンポジウム（昨年９月６日開催）概要

第1部

基調講演

4. 北海道大学における新たな共用システム導入
支援プログラム採択 4 拠点の整備状況
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+LURPLWVX8HKDUD

'HSDUWPHQW 6KDULQJ +XEV（WRWDO  KXEV）
3

*)& ZLOO H[SDQG WKH VKDULQJ V\VWHP WR HDFK
GHSDUWPHQW DV D XQLYHUVLW\ HTXLSPHQW VKDUHG
QHWZRUN “2SHQ )DFLOLW\ 3ODWIRUP 2)3) ”

Construct a shared platform to support world-class research by providing access to cutting-edge
equipment, special facilities, etc 最先端設備等のオープン化による世界トップレベルの研究基盤共用3)の全学展開

北大近未来戦略・世界の課題解決に貢献

“a Hokkaido University that contributes to the resolution of global issues“
from FUTURE STRATEGY FOR THE 150TH ANNIVERSARY OF HOKKAIDO UNIVERSITY

1H[W*HQHUDWLRQ 5HVHDUFK ,QIUDVWUXFWXUH 6WUDWHJ\ ZLWK *)&

8QLYHUVLW\5HVHDUFK$GPLQLVWUDWRU 85$

2SHQ IDFLOLW\ GHYHORSV WRVHFRQGSKDVHZLWK\HDUVRIDFKLHYHPHQW

4

2

4.

上原 広充

'HYHORSPHQW6WDWXVRI6XSSRUW3URJUDPIRU,PSOHPHQWDWLRQRI
1HZ(TXLSPHQW6KDULQJ6\VWHPLQ+8+XEV

北海道大学における新たな共用システム導入支援
プログラム採択拠点の整備状況

2SHQ )DFLOLW\ +LVWRU\ LQ +RNNDLGR 8QLYHUVLW\

第1部

北海道大学における新たな共用システム導入支援プログラム採択4拠点の整備状況

講演資料

GFC

APPOU

PSOU

MASAOU

MASAOU: material analysis and structure analysis open unit

APPOU: advanced physical property open unit

SMOU: soft matter open unit

PSOU: pharma science open unit

3628

7

5

GFC

6

:H SURPRWH LPSURYHPHQW RI WKH XQLYHUVLW\ UHVHDUFK LQIUDVWUXFWXUH E\ FRYHULQJ DOO 2)3) RUJDQL]DWLRQV

New proposal are being made by OFPF hubs(FY2017)

Effective management with governance

・ revision of open facility system(rule, fee, etc.)
・ establishment of stirring committees in 4 hubs
・ 4-hub joint meeting
・ symposium

Cooperation office (FUTURE) was established in the headquarters

グローバルファシリティセンター

SMOU

MASAOU: material analysis and structure analysis open unit

APPOU: advanced physical property open unit

SMOU: soft matter open unit

$3328

0$6$28

6028

7DUJHW RI WKLV SURJUDP
'HYHORSPHQW RI FRPPRQ
VKDULQJ V\VWHP WKURXJK
FROODERUDWLRQ DQG LQWHJUDWLRQ
RI KXEV V\VWHP DQG *)&

【&KDUDFWHULVWLFV RI +8】

広充

PSOU: pharma science open unit

【2)3)DQGDGRSWHGKXEV】

4 hubs from 22 organization applied to this program as “Sharing Model site” and adopted

5HODWLRQVKLSEHWZHHQ2)3)DQGWKLV3URJUDP

上原
次世代共用化プロジェクト連携室
URA
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SPR
Biacore T200

etc …

RT-PCR CFX96 Touch
& CFXCFX384 Touch

400 MHz NMR

UPLC / MS
Zevo TQ-S

etc …

Next Generation
Sequencer GS Junior

Pharmaceutical instruments in Faculty of Pharm. Sci.

HTS device
HORNET-HTS

Pharmaceutical instruments in CRED

Integrate!

高エネ研
創薬ターゲット

北大病院

治験・医療ネットワーク

北大病院
臨床研究開発センター

治験候補化合物・
診断技術

産学・地域協働推進機構

E101

Abolishment

600 MHz NMR

学内連携

旭川医大

企業連携

repair and maintenance in concert with GFC

Accumulation of UPLC/MS

APPOU

北海道内
４６病院

設立ベンチャー企業
ライラックファーマ
スカイシーファーマ

製薬企業
ベンチャー

high field pulse magnet

札幌医大

北大病院

産学融合ライフ
イノベーション
センター

人材育成本部

北大本部
薬学研究院
理学研究院
先端生命科学院

北大医学研究科
遺伝子制御研究所

大学力強化推進本部
医療・創薬科学プラットフォーム

ヒット・リード化合物

創薬科学研究
教育センター CRED

人獣感染症
センター

Achievement in First year : PSOU

治験

臨床研究設計
治験への仲介

細胞アッセイ・
病態モデル評価

SPring-8

化合物
阪大蛋白研
スクリーニング

疾患

学外連携

創薬ネットワーク（SNS)

 Organization of Drug Discovery Network at Hokkaido Univ.

4. 1.

PSOU: Open Facility in Pharmaceutical Department

Hokkaido University
Faculty of Pharmaceutical Sciences
Center for Research and Education on Drug Discovery (CRED)

Pharmaceutical Sciences Open facility Unit (PSOU)

第1部

北海道大学における新たな共用システム導入支援プログラム採択4拠点の整備状況

ファーマサイエンス共用ユニット

16,012 hours
10,155 hours
17,602 hours
2,912 hours
Screening

Hokkaido University Original Chemical Library

Bioscience

Organic Chemistry

250

500

5

Focused library

lipid（LogP)

Fragment library

Composition of Hokkaido University Chemical Library

CNS
drugs

Screening library

SAR screening library

薬学研究院

Set up organized ID numbers for chemicals

Hit compounds have already been identified in screenings

•

Hokkaido Univ.
Library includes
Nucleic acids
Sugar derivatives
Kinase inhibitors
PPI inhibitors
GPCR modulator
Natural Products

2000 known compounds were already bought and used for screening

•

Known Drugs

Additional 2000 compounds will be included next five years

•

Molecular weight
Natural products
（Da)

2000 compounds were already included

•

勝実

Screening using Hokkaido University
and Univ. of Tokyo chemical libraries

Stocked in -30℃ freezer 1 mM 10 uL
as daughter liquid

Drug optimization
（Lead compound）

Hit Compound(s)

High/Medium Throughput Screening!

Compound Library
prepare assay plate

Design of Assay
system

Hokkaido University Chemical Library

Preclinical
Experiments

Cloud computer
Super computer
etc…

Construct Hokkaido University Original Chemical library



（Structure analysis on
target protein）

High Throughput Screening
(HTS)
Consulting
In silico Screening
（Seeds Hunting）
(suitable for academia)
wet

in silico screening
Virtual simulation of
interaction of Drug and Protein

in silico

Requesting

in the case of CRED center

VVDrug Discovery Compounds Screening & Lead Optimization

前仲

Stocked in -80℃ freezer as mother liquid

10 mM chemicals in 100 ul DMSO solution

2000 unique chemical compounds provided by organic chemistry
laboratories (>2000 chemicals will be added for next five years)



(Hokkaido Univ.：Pharm. Sci.、Medicine、Genetic Medicine
institute、Hospital、Science、Agriculture、Engineering、
AIST、Nat. Inst. of Genetics、Sapporo Medical Univ.、Tokyo
Univ.、Osaka Univ.、Kumamoto Univ.、Companies, etc…）

2012, April - 2016, December
UPLC/MS Xevo G2 Q-Tof
Isothermal Calorimetry Auto iTC
BIAcore T200
HTS support device Hornet HTS

Operational Performance

Requirement of user ID,
Password

Shared System for Drug Discovery

PSOU
教授
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interaction assay

Surface Plasmon Resonanse
Biacore T200

Biacore T-200

Auto

for Fluorescence and Luminescence！

Multi Plate Reader
En spire

for Phenotype assay and cellular death assays !

for Cherry Picking!

Compact Working Station
EDR-24LS

E304

37x700

Spin
37x734.5

PC

Step

PC

CFX384

Conp
Refrigerator Freezer

plate Multidrop EDRwasher combi 24LS

Heater

En Spire
CO2
incubator

HTS device Hornet

Personal
Pipetter

Mosquito

Cell sorter
SH800

Comp

Operetta

CO2
incubator

Step

E302 ; Laboratory for Screening

Heater

37x700

流し台
sink
150x60x85.5
autoclave

Pharmacokinetics

Biophysics

Pipetting Device

Xevo G2S
Q-Tof

RT-PCR CFX96 Touch
& CFXCFX384 Touch

Isothermal Calorimetry
iTC T200

nano-litter Pipetting Device
Mosquito LCP

Only tiny amounts
To dispense (0.1µl)!

High Contents Assay System
Operetta

under sterile
condition!

Pipetting Device
Personal Pipettor

Selecting Pipetting and Detection Device for Screening Users!

Detection Device

Automated!

HTS device HORNET-HTS

Pipetting Device

 Laboratory for Screening 1

Biacore
T200

Dynamic Light Scattering

Differential Scanning Calorimetry
VE-Capillary DSC

Biophysics analysis

 Laboratory for Screening 2

Circular Dichroism
J-820

in silico screening
Collaborators
AIST
Dr. Fukunishi
Dr. Hirokawa

Information Initiative Center XL server（40core) 1 unit
Research Center for Zoonosis Control Supercomputer 1 unit

 in silico Screening

流し台
Sink
150x60x85.5

VP-Capilary
DSC
Odessay

iTC200

Cleenbench

18
CO2
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北海道大学における新たな共用システム導入支援プログラム採択4拠点の整備状況

Mosquito

plate washer
MultiDrop Combi
EDR-24LS

SPR

Synthesis
of Lead
compound!

2 Lead
compounds

Synthesis
of Lead
compound!

2 Lead
compounds

Diaphragm Pump with
Solvent Recovery device
Vario PC 3004

凍結乾燥機＆speedvac

Personal Synthesis device;
Zodiac

Microwave Reactor
Biotage Initiator 8

preclinical assay

Lead Optimization

Compound Screening

Seeds of
Drug Discovery

Pharmacokinetics

Cherry Picking

Interaction analysis

Design Assay system

Pipetting

Phenotype assay

genomics

Organic Chemistry

Library
Preparation

in silico screening

Biophysics

 Supporting all steps of Drug Discovery

Supported synthesis for Lead Optimizations and Library Compounds

Waters HPLC
Preparation system

Flush Automatic Purification
System
Biotage Isolera Prime

薬学研究院

We support all steps of Drug Discovery ;
Consultations for Compounds Screening and Lead Optimization!

2nd screening : 445 hours

3rd screening
: 18 hours

Enzyme
Activity
Analysis

2nd screening : 120 hours

Analogs
300 compounds

12 compounds

SPR

1st screening : 120 hours

64 compounds

DSF

SPR

10
compounds

VP-Capilary
DSC

Draft with motion detector（
DALTON）

勝実

1st screening: 334 hour

10,000 cpd.
Library

in silico
Screening

500
compounds

Personal
Pipettor

HTS device
Hornet
En Spire
Operetta

 Laboratory for Organic Chemistry

前仲

Screening B

200,000 cpd
Library

Screening A

 Supporting Drug Discovery

iTC200

Biacore
T200

Xevo G2S
Q-Tof

E302 ; Laboratory for Screening

PSOU
教授
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 Contact PSOU !

第1部
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北海道大学における新たな共用システム導入支援プログラム採択4拠点の整備状況
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ハードマター
金属、セラミック、プラスチックなど。
硬く高強度であるが、柔軟性、耐衝撃
吸収性がない。

・構造制御・物性予測が容易

・シンプルな構造

結晶・非晶）

ハードマター 金属
セラミック
ミクロ構造
↓
マクロ構造

金属結晶

出村誠

ミクロ構造
↓
中間構造
↓
マクロ構造

ソフトマター
柔らかい物質・材料群に対する総称・概念。
高分子、液晶、ゲル、生体物質などが属
する。世紀の新規成長分野。

・複雑な階層構造と創発機能発現
・非平衡状態とエネルギー散逸
・構造制御・物性予測が困難

腱線維

ソフトマター

ハードマターとソフトマター

❶ソフトマター

北大・先端生命科学研究院

・事業の狙い
・*)&との関係、他の事業
・実績、改善された点
・大学や国に対する課題
・今後の展開、特に事業終了後のユニットのあり方

❸ 6028支援システム

・拠点の戦略、教育・人材育成とのかかわり方

❷ 60グローバルステーション

・解決すべき課題、キーポイント

❶ ソフトマター 60

2

 

 

生体高分子の同定および構造解析のための手法の開発

（白川英樹、アラン・ヒーガー、アラン・マクダイアミッド）

導電性高分子の発見とその開発

（ジョン・フェン、田中耕一、クルト・ヴュートリッヒ）

遺伝子組み換え

全ゲノム情報

全タンパク構造

細胞工学

人工知能

3

（ピエール・ジル・ド・ジェンヌ）

化学合成   新しい触媒を用いた重合法の開発と基礎的研究
（カール・ツィーグラー、ジュリオ・ナッタ）
ナイロン
天然高分子から合成高分子の時代

  高分子化学の理論、実験両面にわたる基礎研究
理論
高分子溶液論
（ポール・フローリー）

絹繊維医療応用

タンパク合成

単純な系の秩序現象〜複雑な物質、特に液晶や高分子の研究
にも一般化され得ることの発見 →物性物理材料開発生命融合分野
化学合成   固相反応によるペプチド合成法の開発
タンパク合成
（ロバート・メリフィールド）

 
理論
ソフトマター

生命化学   '1$化学での手法開発への貢献
'1$合成3&5
（キャリー・マリス、マイケル・スミス）

化学合成

生命科学
06105

ノーベル賞から見る「高分子」関連科学の発展

❶ソフトマター

6028

先端生命科学研究院附属
次世代物質生命科学研究センター
+改組）

6RIW0DWWHU2SHQIDFLOLW\8QLW

6028 ソフトマター機器共用システム

4. 2.

6028 ソフトマター機器共用システム

先端研究基盤共用促進事業（新たな共用システム導入支援プログラム）

1

第1部

北海道大学における新たな共用システム導入支援プログラム採択4拠点の整備状況

ソフトマター機器共用ユニット

ソフトマター
生体材料、バイオインスパイアード材料、医用材料
二次元材料
表面、薄膜
デバイス
エネルギー材料
持続可能な開発のための材料
ナノテクノロジー
触媒材料、分離材料
光学材料、フォトニクス材料、光電子材料
磁性材料
電子材料
超伝導体
工学材料、構造材料（金属、合金、セラミックス、複合材料）

人文社会科学
文学 教育 法学
経済

生命科学

理学（基礎自然科学）
数学 物理学 化学 生物学
地学 宇宙

物質科学

実学
医学 歯学 薬学 獣医学
農学 工学 水産学

物質科学

生命科学

生命科学

情報科学

Interdisciplinary

トポロジー

⑥

⑤

❸ 6028支援システム

❷ 60グローバルステーション

❶ ソフトマター 60

https://www.aps.org/publications/apsnews/201505/backpage.cfm

材料科学

工学

数学

自己組織化

③

膜構造

化学

生物学

物理学

インターフェイス・界面

④

②

高分子

7

専門分野：

5

先端生命科学研究院

Fundamental
Academic

20世紀

情報科学

物質科学

破壊

⑦

⑩

①

コロイド

A Big Tent for Soft Matter, Jesse L. Silverberg, APS NEWS, 8, May 2015

アクティブマター

⑧

⑨

生体物質

動的構造・
複雑流体

シミュレーション

理論

実験

アプローチ：

ソフトマター研究は学際領域科学を創造する

❶ソフトマター

誠

21世紀

6

4

出村

「超スマート社会」

 社会の課題解決に資するソフトマ
ターの研究
Sustainable society
 革新的ソフトマター研究が学際・
情報科学
融合領域の科学を創造する
「6RFLHW\」

22世紀

混沌とする世紀の学際・融合領域の
科学をソフトマター研究が先導する

❶ソフトマター

http://www.natureasia.com/ja-jp/natrevmats/about/index

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

取扱領域（掲載順）

年月 創刊

ソフトマター研究のインパクト

űƄƗƘƕƈŃŵƈƙƌƈƚƖŃŰƄƗƈƕƌƄƏƖŃ

 マテリアル研究

❶ソフトマター

SMOU
教授

23

24

北大はゲルなど高分子化合物の分野で国内トップ

http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/actions/201509/18skgikaigi.html

従来のゲルの倍
の靭性を達成

ダブルネットワーク '1 ゲル

人工軟骨・靭帯への応用

医学の常識
「硝子軟骨が再生しない」

軟骨欠損

再建医療

人工ゲル
軟骨応用
靭帯応用
硝子軟骨再生

日・米・欧
特許出願

DNゲルシートを軟骨欠損部の基底に移植す
ると、欠損部（空隙）に硝子軟骨が自然再
生する (Yasuda, Gong, et al: 2009)

医療応用へ向けた研究

医学研究科

安田グループ

ゲル医学応用業績
共著論文 原著編、総説編、治療応用特許 件

人工軟骨（米特許）
Biomaterials (2005)
>生体材料分野の被引用数世界上位@

史上初・強靭ＤＮゲルと骨の直接結合に成功！
人工軟骨・靭帯への応用へ！
Advanced Materials (2016)
日経産業新聞 (2016.5.30)

生体軟組織 靭帯）研究で世界８位の業績 :HERI6FLHQFH

8

10

医学の常識「硝子軟骨が再生しない」を修正

'1ゲル

世界をリードする本学のソフトマター研究の強み・特徴

❷ソフトマターグローバルステーション

北海道大学、新たに２国際大学院
クラスの研究者を抱える。

日本経済新聞（+）

高強度ジェル

北大チームの高強度ジェル
「タフポリマー」を叩く安倍総理

普通のジェル

「革新的研究開発推進プログラム ,P3$&7 」について（+）

内閣府・総合科学技術・イノベーション会議

プログラム・マネージャー 伊藤 耕三

超薄膜化・強靭化「しなやかなタフポリマー」の実現

内閣府「革新的研究開発推進プログラム ,P3$&7 」

社会的背景と国家プロジェクト

❷ソフトマターグローバルステーション

クロスアポイント

海外ユニットと
北大ユニットの
国際共同研究
拠点

 本学が世界をリードする高靱性ゲル研究を機能強化し、
ソフトマター材料研究の世界トップ拠点に発展
 従来の限界を超える究極の高靱性ソフトマター材料を創
製し、産業分野のイノベーションに貢献
 理・工・医・実験・理論を集結した一気貫通した研究・
教育体制を実現し、ソフトマター分野に精通する横断
的・国際的人材を育成

5XELQVWHLQ教授
他名

ノースカロライナ大学

&UHWRQ教授 他名

パリ市立工業
物理化学高等専門学校
(63&,

拠点のミッション

アメリカユニット

フランスユニット

株

高機能フィルム材料

高機能ソフトマテリアル

生体代替材料

省エネゴム材料

産業創出部門の設置 +〜）

北海道大学病院

電子科学研究所

医学研究科

先端生命科学研究院

ブリヂストン
●日本特殊陶業 株
●大阪有機化学工業 株
●大塚化学 株 

産学連携

龔教授 他名

北大ユニット

●

11

第１回国際シンポジウム ŕœŔřőřőŔŖ〜ŔŘ

龔グループ

9

https://gi-core.oia.hokudai.ac.jp/gss/

「ソフトマター 」世紀の新規成長分野
安全・安心な福祉社会への貢献
社会の課題解決に資する研究開発
学際融合領域をリードする人材育成

ソフトマターグローバルステーション
Global Station for Soft Matter (GSS) 2016.4~

❷ソフトマターグローバルステーション
国際連携研究教育局 *,&R5( WK

先端生命科学研究院

ゲルが弱いという常識を覆した

日本米国(8中国韓国
特許取得済み

全材料分野トップ％）

被引用数 回

*RQJHWDO$GY0DW

従来のゲルの倍の靭性を達成

硬い網目と柔らかい網目の対照的構造

ダブルネットワーク '1 ゲル

◆可逆的犠牲結合による自己修復性高靭性ゲルの創製

Nature Materials (2013)
[材料分野の被引用数世界上位1%]

力学的に弱い

不均一構造
（応力集中）

従来のゲル

◆犠牲結合による高靭性原理を発見その普遍性を証明

◆世界で最も高靭性のゲルを創製

『本学の強み』 世界をリードするソフトマター研究

❷ソフトマターグローバルステーション

第1部

北海道大学における新たな共用システム導入支援プログラム採択4拠点の整備状況

センサー
だらけの
ダミー人形

人工心臓
悪い装着性

ロボット人を
怪我させる危険

内視鏡臓器に
傷つきやすい

 + 

漁網

❸ 6028支援システム

❷ 60グローバルステーション

15

•既存の化学物質型物理刺
激型抗付着技術は毒性が高
く、高エネルギーが必要
•次世代抗付着技術は低毒性
・低エネルギーであること
が絶対条件である

先端生命科学研究院

https://gi-core.oia.hokudai.ac.jp/gss/

・海外講師による２週間の講義・演習
・受講：国内外若手研究者大学院生 名
・実践技術演習
・関連施設見学
6028支援システムの活用
（ 6028、)*&、)0,など）

ソフトマター専攻（予定）

❶ ソフトマター 60

ソフトマターは上記の様々な社会の
課題解決に資する次世代の基盤材料

ソフトマター材料革命

船舶

•付着阻害化学物質による養殖魚の汚染
•燃費の増加による温暖化ガス排出量の増加
•付着生物除去の為生じる経済的損失

誠

生命科学院

14

ゴム代替タイヤ材料による
自動車燃費向上と&2削減

環境汚染、資源不足
で省エネルギー、環
境にやさしい新物質
材料の開発が課題

13

海洋付着生物（フジツボ、藻、貝等）
の付着による水産業への悪影響

世紀の新規成長分野
環境・エネルギー問題への貢献

社会の課題解決に資するソフトマターの研究

❷ソフトマターグローバルステーション

出村

新専攻の設置計画

 + 

世紀の新規成長分野
学際融合領域をリードする若手研究者育成（大学院教育）

*,&R5( ,QWHUQDWLRQDO6RIW0DWWHU6XPPHU6FKRRO
&RRUJDQL]HGE\+RNNDLGR6XPPHU,QVWLWXWH

12

ソフトマターは安全・安心な福祉
社会を支える次世代の物質

ソフトマター材料革命

ソフトマターの材料特性
柔軟性、
低摩擦性、
高靱性、
潤滑性、
自己修復性、 自律応答性、
衝撃吸収性、 抗付着性、
低摩擦性、
生体適合性
など

❷ソフトマターグローバルステーション

人工触覚
センサー
電極だらけ

人工関節
衝撃に弱い

ハードマターが不向きな
再建医療・介護機器等応用例

世紀の新規成長分野
安全・安心な福祉社会への貢献

社会の課題解決に資するソフトマターの研究

❷ソフトマターグローバルステーション

SMOU
教授

25

26

*%、力学測定機器

●材料科学系装置群

各種顕微鏡

●細胞工学系装置群

試料処理装置、06、105

●分子解析系装置群

北キャンパス総合研究棟２号
館

支援装置群のイメージ

ソフトマター機器共用ユニット

16

など

 6028シンポジウム開催

 利用講習会（他事業の装置実習コース連携）

 6028スポット保守支援制度の実施（6028登録
または登録予定装置対象）

 オープンファシリティへの機器登録促進と登録済
み機器へのサポート（登録予定機器の登録申請作
業サポートは6028スタッフ（博士研究員、技術
補佐員）が実施）

 持続可能な機器の共用管理のモデルの確立。停止
中の105装置の再起動・移設・保守作業を実
施。移設後の維持管理は6028

 6028運営委員会の設置。 *)&との連携

+の実績、改善点、広報

【6028】：本学のソフトマターに関する世界トップレベ
ルの教員を結集した総長直轄の研究力強化活動拠点に6028
を併設し、ソフトマター分野融合の先端的・機動的な複合領
域研究のスタートアップ支援、大型共同研究等の産学連携の
強化に活用

6028構想のポイント
• 新設の次世代物質生命科学研究センター
における機器共用を中心とした取組み
• 異分野研究者間の共用機器利用にも配慮
した充実した支援・教育体制
• ソフトマター*6研究拠点を中心とする
国際的な学際領域での高度な人材育成を
効果的に支援

ソフトマターグローバル
ステーション研究拠点
+設置）

❸6028支援システム

先端生命科学研究院附属
次世代物質生命科学研究セ
ンター +改組）

6RIW0DWWHU2SHQIDFLOLW\8QLW

❸6028支援システム

•

プログラム

&

%

$

6028プログラム運営委員会へ*)&参画
で共用システム構築を効果的に推進
原則として、研究センター内のすべての
大型機器を共用化し*)&へ登録
先端共用機器を用いた人材育成：国際研
修コース産学3%/コースなどを効果的
に開設

*)&との連携の特徴

(C)

(C)

(A)

6RIW0DWWHU2SHQIDFLOLW\8QLW

6028シンポジウム 

❸6028支援システム

•

•

ソフトマター*6は総長直轄の国際連携研究
拠点で本学の教育・研究力強化の重点施策
次世代物質生命科学研究センターに先端機
器を集約し機器共用の管理・教育支援機能
を開発
両者が組むことで先端共用機器による国際
的な教育研究力強化・人材育成の連携効果
を期待

ソフトマター*6の研究戦略と
6028支援システムの活用

(B)

6028支援システムの研究組織

❸6028支援システム

19

第1部

北海道大学における新たな共用システム導入支援プログラム採択4拠点の整備状況

20

新専攻設置（予定）：共用システム活用による大学院教育

人材育成：*)&連携による共用体制・教育支援環境の整備

・今後の展開

国際交流

60グローバルステーションのミッション達成

6028支援システムの研究力強化への貢献

・大学や国に対する課題

❶ ソフトマター 60
❷ 60グローバルステーション
❸ 6028支援システム

先端研究基盤共用促進事業（新たな共用システム導入支援プログラム）

❸6028支援システム

SMOU
出村
誠
先端生命科学研究院
教授

27

28
HWF

×

独自開発のプローブ
・高圧下輸送
特性測定プローブ
・誘電率測定プローブ
・微小比熱測定プローブ
・磁気トルク測定
プローブ
・メスバウワー測定用
低温クライオスタット
HWF
共有スペース
コア物理部門
（化学・
応用物理）

理学部他

装置管理者
グループ

他大学所有汎用
測定ユニット

汎用測定ユニット

共有スペース

極低温液化センター

委員長液化センター長

運営委員会

これにより利用者のレベルに応じた実質的な対応が可能

・各共用装置には供出研究室から装置管理者を指名
・使用経験豊富な大学院生（RA、短期支援員）によるユー
ザーサポート

をすることによる豊富な経験
・最先端の測定装置を使いたい大学院生にとっても経験
豊富なRAまたは短期支援員 にサポートしてもらうことに
よるさまざまな装置の利用経験
・学内外の新たな共同研究の進展の期待

・大学院生が様々な分野の物質科学の研究者のサポート

・窓口として組織のスタッフ自身がコー ディネータを担当

3

技術スタッフ

機械工作室

技術スタッフ

液化センター

技術
サポート部

人材育成体制

（１） APPOUの共用の仕組みの特徴

*)&との連携
• オープンファシリティへ機材の登録
• *)&で計画されている全学機器リサイクルシステム「設備市場」の活用

・希釈冷凍機

・超広帯域誘電
分光測定装置

・熱・輸送特性
測定装置

汎用測定ユニット
・強磁場
マグネット

独自技術を用いた最先端物性測定装置

汎用測定機器でない独自開発の多重極限環境（低温、高圧）測定環境・技術の共有化
液化センターを中心とした+Hを含む液体ヘリウムリソースの集約、集中管理
利用者のレベルに応じた多層的なサポート体制
独自開発プローブ部の保守・開発による技術スタッフのスキル向上
物性研究における北海道地区の拠点形成と若手研究者へのスタートアップ環境の提供

多層的なサポート体制

（１） APPOUの共用の仕組みの特徴

グローバルファシリティセンター *)&

2

ファーマサイエンス共用ユニット
3628
ソフトマター機器共用ユニット
6028
先端物性測定共用ユニット
$3328
理学研究院教授
河本 充司
極低温液化センター長
$3328代表
マテリアル分析・構造解析共用ユニット
0$6$28

◆ 共用システム統括部局







◆ 共用システム運営組織

次世代研究基盤戦略

•
•
•
•
•

先端物性共用ユニット $3328

4. 3.

北海道大学

◆ 研究機関

先端研究基盤共用促進事業
新たな共用システム導入支援プログラム
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先端物性共用ユニット

4

例：磁気特性測定装置の予定表

（２） 共通管理システムの構築状況

6

・平成28年度末には、共通webサイトからAPPOUが管理
する装置の予約状況が確認可能となる予定

・管理者グループで調整後各ユーザーに連絡するととも
にWebに公開し、いつでもスケジュールが確認できる体
制を構築

・毎月15日までに翌月の利用希望調査

利用頻度の高い装置

（２） 共通管理システムの構築状況

5

7

充司

多種多様な物理特性を自動で測定するシステムであり、最大9Tの磁
場下で、広い温度範囲(2K - 400K)における輸送現象や熱的特性の
測定を行うことができる。全自動制御による高精度な比熱測定が可能
なオプションが装備されている。
共用実績（平成28年度見込み）：3792時間
保守再生：オプションの修理

河本

熱・輸送特性測定装置 PPMS

最も普及しているSQUID(超伝導量子干渉素子)を用いた高感度の磁化
測定システムである。最大5Tの磁場下で、広い温度範囲(2K - 400K)に
おいて試料の磁化測定を行うことができる。
共用実績（平成28年度見込み）：6576時間
保守再生：超伝導磁石電源の更新

磁気特性測定装置 MPMS

（３） 主な共用装置

先端物性共用ユニットのホームページ
https://sites.google.com/site/advancedmaterialsshareunit/home

（２） 共通管理システムの構築状況

APPOU
理学研究院
教授
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8

（６） 効率的な運用体制
研究室間で重複して所有していた「磁気特性測定装置」お
よび「熱・輸送特性測定装置」はそれぞれ1台をシャットダ
ウンし効率的な運用体制を構築

（５） 共用機器の数
今年度末までに、APPOUで20台の装置を共用機器とし
て運用開始予定 （3台は全学オープンファシリティシステ
ムに登録してあり、5台は現在登録申請中）

10

メスバウアー分光装置
原子核のエネルギー準位間のγ線の共鳴吸収を測定することで、対象とす
る元素の電子状態を調べることができる透過型メスバウアー分光装置。対
象とする核種は57Feと151Euである。クライオスタットを用いて液体ヘリウ
ム温度まで測定可能。
共用実績（平成28年度見込み）：360時間

多重極限多核種NMR測定システム
1.7K~300Kの温度範囲において、磁場、周波数を変化させることであらゆ
る核種に対応したNMR測定システムである。高精度圧力制御システムを
利用して、最大4GPaの圧力下で測定ができ、単結晶試料の常圧下角度回
転測定も可能である。
共用実績（平成28年度見込み）：648時間

「多重極限高磁場（19/17T）測定装置」を用いた物性測定装置であり、1.5K
までの極低温、4GPaまでの圧力下を組み合わせた多重極限下における輸
送現象等の物性測定が可能である。
共用実績（平成28年度見込み）：1536時間

多重極限物性測定システム

（３） 主な共用装置

11

（２）共用機器の稼働率
平成28年度の稼働率は約50％
総稼働時間
28240時間
共用に供した時間
14000時間

（１） スタッフの配置状況
・技術補助員(1名)：RA・短期支援員の指導とマネジメント
・RA・短期支援員(約30名)：各共用装置の整備、ユー
ザーサポート等の補助業務

共用システムの運営 I

・工学部より「希釈冷凍機」を移設

・ファーマサイエンス共用ユニット(PSOU)より
「多重極限多核種NMR測定システム用マグ
ネット」を移設

・室蘭工業大学より「交流比熱測定システム」
を移設

（４） 機器の再配置の実施状況

9
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12

14

（３） 特徴的な取り組み
・「トライアルユース」や共用装置を利用した成果発表会を
通して交流を推進し、北海道内全域の関連研究を統括
する拠点形成を目指す。
・大学院生向けに本共用装置群の原理や応用例に関する
講義を開設する。
・低温、高圧の汎用技術の講習を一括化して行ない、技
術スタッフを含めた技術の継承のシステムを構築する。
・実験系教員で安全対策ワーキンググループをつくり安全
対策の充実を図る。

平成２９年度にむけて II

（３） その他、特徴的な取組
・キックオフミーティングの開催(平成28年9月23日)
・体験入学の実施(平成28年8月8日)
・理学部物理学科の学生実験に共用装置を利用したテー
マを実施
・スーパーサイエンスハイスクール(SSH)に協力
・石狩教育フォーラムにおける小中学生への低温の世界
の紹介(平成28年8月9日)
・「トライアルユース」に室蘭工業大学、産総研、東北大学、
学習院大学の4件申し込みがあり実施

共用システムの運営 II

13

（２） 共用機器の稼働率
平成29年度は、新規共有機器の利用促進と共有機器利
用の効率化により稼働率60%を目指す。

（１） スタッフの配置
・技術補助員(1名)：RA・短期支援員の指導とマネジメント
・RA・短期支援員(約30名)：各共用装置の整備、ユー
ザーサポート等の補助業務

平成２９年度にむけて I

APPOU
河本
充司
理学研究院
教授
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Material Analysis and Structure Analysis Open unit

正敏
啓太

准教授
技術職員

◆橋本
◆宮﨑
◆王
◆遠堂
◆栗芝

直幸
宣幸
永明
敬史
綾子

教授 （副運営委員長）
技術専門職員
特任助教
技術職員
技術職員

ナノ・マイクロマテリアル分析研究室

◆坂入
◆鈴木

光電子分光分析研究室

◆石政 勉
特任教授（運営委員長）
◆高倉 洋礼
准教授
◆山ノ内 友里香 技術職員

高エネルギー超強力X線回折室

工学研究院

MASAOUは──

保孝
逸子

准教授
技術専門職員

祐貴
靜
美耶

特任助教
技術職員
事務職員

以上、
15名のメンバーで活動しています。

◆中川
◆平川
◆菊地

MASAOU事務室

◆松尾
◆今村

電子科学研究所

Members; MASAOU運営メンバー

Purpose: Supporting advanced studies in material science and engineering
Method: Analysis from structure to electronic state applying electrons and X-rays
Key points: Comprehensive support from preparation to measurement, and analysis
Virtual organization based on existing joint-use-laboratories
Efficient use of accumulated techniques and know-how
Coordinators that connect independent groups of specialists
Collaboration with companies making analytical instruments
Education and development of next generation scientists and engineers

目標： 先端マテリアル研究を支援して、世界的な拠点構築
手法： 電子とX線を使った結晶構造から電子状態までの分析
特徴： 試料作製から測定・解析までの総合的な支援体制
既存共同利用施設の上にのったバーチャルな組織
バラバラだった専門家集団を結びつけるコーディネーター
蓄積してきた技術やノウハウの有効活用
分析機器企業との連携、若手研究者・技術者の育成

・粉末X線回折装置
(XRD, RINT-2000)

◆高エネルギー超強力X線回折室
工学研究院 フロンティア棟 3階08

・薄膜評価用2次元X線回折装置 (XRD, D8-Discover)
・中低温対応粉末X線回折装置 (XRD, RINT-2000)
・粉末X線回折装置 (XRD, RINT-UltimaⅢ)
・X線光電子分光装置 (XPS, JPS-9200)
・フーリエ変換型赤外線吸収分光光度計 (FT-IR, 660 plus)
・紫外可視近赤外分光光度計 (UV-vis, Lamba 900S)

◆電子科学研究所
北キャンパス 電子科学研究所 創成棟 研究棟

◆MASAOU事務室
工学研究院 材料化学棟 1階104

・透過型電子顕微鏡 (TEM, JEOL-2010)
・エネルギー分散型蛍光X線分析装置 (XRF, JSX-3100RⅡ)
・顕微レーザーラマン分光装置 (LabRam 1B)
・粒度分布測定装置 (MT3300EXⅡ)
・不活性雰囲気サンプリング装置 (Axis Pro)
・薄膜試料作製装置イオンスライサー (EM-09100IS)
・クロスセクションポリッシャー (CP, SM-09010)
・凍結真空乾燥装置 (ES-2030)

◆ナノ・マイクロマテリアル分析研究室
工学研究院 材料化学棟 2階212

・走査型電子顕微鏡 (LV-SEM, JSM-6510LA)
・原子間力顕微鏡 (AFM, SPA400)
・共焦点型レーザー顕微鏡 (LSCM, 1LM21D)
・クロスセクションポリッシャー (CP, SM-09010)

◆光電子分光分析研究室
工学研究院 フロンティア棟 1階03

構造観察・解析関連：９台
組成・状態分析関連：５台
試料作製装置：５台
オープンファシリティ登録：内数6台

全19装置の内訳

MASAOU instruments; MASAOU機器

Organization; 研究組織図

4. 4.

Strategy; MASAOUの戦略

マテリアル分析・構造解析共用ユニット

MASAOU
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マテリアル分析・構造解析共用ユニット

Total Operation Time and For Open Use (2016. April - Dec.)

MASAOUスタッフとの相談、測定代行料金は発
生しません。装置のご利用については、各施設
で設定した料金のみの課金となります。

・研究目的に応じたコーディネート
初心者教育、実験支援
最適機器についてのアドバイス
測定後の解析方法アドバイス
・委託測定
・各種セミナーの開催

MASAOU事務室で行なえること

特任助教：中川 祐貴
技術職員：平川 靜
事務職員：菊地 美耶

スタッフ

工学研究院 材料化学棟1F MC104

場所

Role of the MASAOU office; MASAOU事務室の役割

工学研究院

ごみ焼却排ガス処理用の材料開発
蛍光X線分析装置 (XRF)による焼却灰の組成分析
焼却灰の組成分析
環境ナノマイクロ物質モニタリング―北大札幌キャンパスの花粉推移と予報構築 ―

環境科学・環境工学

勉

セシウム含有模擬燃料を用いた物性評価に関する基礎研究
エネルギー炉用材料の機械的特性および物性に及ぼす微細組織の影響
安全性を追求した革新的炉心材料利用技術に関する研究開発
改良ステンレス鋼被覆管の設計基準事故下での材料試験及び
基礎物性データ整備
三次元電子顕微鏡観察のスループット向上を目指した試料処理及び
解析法の構築

石政

材料工学

包装フィルム断面構造
窒化ホウ素の表面化学プロセス
カチオンの金属腐食への影響
環境セルを用いたガス雰囲気における物質反応のその場観察

化学工学
クロスセクションポリッシャーにより作成した包装フィ
ルム断面の分析

Subjects; 利用課題
Zn基正20面体準結晶の単結晶育成
V基3元合金での準結晶探索
希土類-遷移金属複合酸化物の結晶構造と物性
ミリングにより粉砕したグラファイトの結晶化度に
関するデータベースの構築
海底鉱床中の物質キャラクタリゼーション
粘土試料に含まれる鉱物同定

結晶学・結晶工学

共用の実施状況（2016年4〜12月）

MASAOU
教授
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MASAOU banner

MASAOU Web site

http://www.eng.hokudai.ac.jp/labo/masaou/index.html

Achievements page

Flow page

Facilities page

Index page

△裏面

ユニット名称入り

MASAOUのロゴデザイン

△表面

MASAOU紹介両面印刷用パンフレット

MASAOU Homepage （English）

MASAOU装置ご利用案内パンフレット

MASAOU装置そばに三角コーンを設置

Leaflets; パンフレットなど

トップページ

MASAOUバナー

利用実績

各施設

ご利用の流れ

随所にリンクを貼ってあるので、調べなくても、必要なサイトへジャンプで
きます。

http://www.eng.hokudai.ac.jp/labo/masaou/index.html

Example: bilingual manual for foreign students and researchers

サイドバー

トップメニューバー

MASAOU独自のホームページ

MASAOUホームページ
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6. 2017年度（平成29年度）合同施設説明会
開催予定：4月25日、26日、27日のどれか

5. X線解析セミナー(平成29年年2月予定)
分析機器企業（RIGAKU）技術者による
セミナー

第1回MASAOUセミナー

4. 第1回MASAOUセミナー（主催、平成29年1月16日）
海外研究者(ドイツ、Martin-Luther University: Prof.Dr. W. Widdra）
による講演

3. X線使用に関する安全講習会（共催、平成28年5月17日）

2. 第4回微小部・表面分析研究ユーザーズミーティング（5月12日共催）
学外（北陸先端科学技術大学院：村上達也）
および分析機器企業（日本電子：中山智香子、田中章泰、大西市朗）を
含む全７講演者

1. 応用物理学実験IIでの機器利用（粉末X線回折計、9日間）

本年度の教育・人材育成活動と次年度の予定

(4) 機器が学内に分散している
(5) MASAOUの将来像は重要な検討課題

現状は、1つの施設内にナノテクと新共用が混在

(3) ナノテクプラットフォームとの整合性

概算要求がいつ通ったかに大きく依存

(2) 装置の充実度に大きな差

高エネルギー超強力X線回折室（1983年から）
光電子分光分析研究室（1976年から）
ナノ・マイクロマテリアル分析研究室（1975年から）
電子科学研究所（2003年から）

既存の共同利用体制との擦り合わせ
(1) 各施設は共同利用施設としての長い歴史をもつ

2. 組織としての課題

(1) 次第に老朽化する装置の更新
(2) 予期せぬ故障についての対処

1. 運用上の課題

Future subjects; 今後の課題

MASAOU
石政
勉
工学研究院
教授
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5. アンケート結果

37
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アンケート結果

1. あなたのご所属は？
（回答者のみ）
企業
（1）

その他
（1）

北海道大学
以外の大学
（19）

公的研究機関
（2）

北海道大学
（教職員）
（18）

北海道大学
（学生）
（4）

2. 本シンポジウムをどのようにお知りになりましたか？
（複数回答可）
回答数
国立大学法人機器・分析センター協議会関係者向け一斉メール

8

本学オープンファシリティ利用者向け一斉メール

6

本学部局担当者等からの一斉メール

13

その他一斉メール

4

指導教員からの勧め

6

知人からの紹介

6

ポスター・リーフレット

7

本学ホームページ

5

その他

4

3. 本シンポジウムの感想をお聞かせください。
3-1. ご自身の活動に参考になったものは以下のうちどれですか？
（複数回答可）
回答数

38

講演「新たな共用システムの導入と今後の研究開発基盤政策について」

33

講演「ヤンゴン大学 URC の管理・運営について」

9

報告「北海道大学における新たな共用システムの導入支援プログラム採択 4 拠点の
整備状況」

25

報告「グローバルファシリティセンター進捗状況について」

12

報告「試作ソリューション部門、設備リユース部門の紹介」

15

報告「国際連携推進部門の紹介と論文調査データーベースについて」

10

報告「最先端共用機器の産業への応用」

6

パネルディスカッション「イノベーション創出に資する研究基盤共用のあり方
〜共用のニーズ変遷と目指すべきゴール〜」

24

その他

0

3-2. 全体を通じて、
本シンポジウムはいかがでしたか？
やや不満
（0）

不満
（0）

普通
（7）
満足
（19）
まあ満足
（16）

4.今後シンポジウムで取り上げてほしい話題・企画
■ 予算・内訳・実例
■ 各学部の先生、学部内の機器利用について教えてもらいたい
■ 人材育成について焦点を当ててほしい（例も含めて）
■ 利用成果などの報告
■ 人材育成、キャリアパスプラン
■ 広く意見交換できる場（パネルディスカッションの一環）
であるとなお良かったと思います
■ オプションでキャンパスツアー（試作ソリューション部門等）
があるとなお良かったです
■ Open Facilityを実際に利用して研究が進んだ実例を紹介して欲しい
■ 資金的裏付け、オペレーションコスト
■ 民間の委託分析とのすみわけ
■ 産業界の機器利用と課金システム
■ 人材育成の実際（現場における育成方法）
■ 異分野交流会の場としても利用できたらと思います
■ 設備リユースについてもっと詳しく知りたい
（お金の流れや事務的なことについて）
■ GFCと深い関係のあるURAの業務紹介
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第1部

アンケート結果

5. その他

ご意見・ご感想

■ 大学の中でもプロジェクトと組織の重要性を感じました
■ GFCはじめ北大と文科省との関係性の質の高さが印象的でした、
これからの展開を楽しみにしています
■ フリカンバンも英語で？
■ かた苦しくなく、聞くことができたシンポジウムでした
■ 講演・報告の内容も分かり易かったです
■ Open Facilityに登録されている装置と、登録されてない装置がそれぞれたくさんあると思いますが、
その違いは何でしょうか？装置所有者たちへのコマーシャル不足でしょうか？
■ オープンファシリティシンポのプレゼンなのにパワーポイントの文字が小さくて困りました。
■ 設備市場は使い方がかんたんなのでちょっとしたメール周知でひろがるのでは
■ オープンファシリティに登録される機器が増えるにつれて、
同様な機器のどれを選ぶべきかといった情報
が必要となる。そのような情報をHPに載せていただきたい。
■ 事業における委託費・補助金における人件費は3～5年なので
「長い試用期間」
と考えれば企業の方から
見ればうらやましい限りだと思います。終わった時に優秀であれば大学として雇うべきです。
■ 利用料金が少々分かりづらいかと思います
（料金の簡単な説明もあると良いと思います）
■ 利用する前にお試し利用の制度はつくれますでしょうか
記入内容は一部編集して記載しています
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