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九州シンクロトロン光研究センター
設置の経緯など

令和４年２月４日

１
佐賀県ものづくり産業課

資料２
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設置経緯
1992年（平成4年）九州北部学術研究都市整備構想

…地域の自律的な発展のためには一定の“知の集積”が必要不可欠との考え方の下、そのシンボ
リックな施設として構想

1993年（平成5年）県総合計画に「学術・科学技術」分野設定
…地域の自立的発展基盤としての頭脳拠点整備の重要性を打ち出す

1997年（平成9年）佐賀県科学技術会議設置・科学技術振興ビジョン策定
…「地域産業の高度化や地域の発展のために、基礎的な研究分野での研究資源や研究機能を活
用した新たな研究開発拠点の整備が重要」とされる

1998年（平成10年）整備検討委員会設置
1999年（平成11年）佐賀県シンクロトロン光応用研究施設整備基本計画策定
2003年（平成15年）設置条例制定
2004年（平成16年1月）施設の管理運営開始（指定管理）
2006年（平成18年）施設稼働開始

シンクロトロン光応用研究施設の基本方向（基本計画より）

（１）地域産業の高度化と新規産業の創出
（２）優秀な頭脳の集積
（３）多様な産学官連携拠点の形成
（４）先端科学技術を担う人材の育成
（５）科学技術への理解の促進
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国内の類似施設が、国の研究機関や大学によって設置されているのに対し、九州シンクロトロン光研究セン
ターは、国内で地方自治体が初めて設置した施設です。このため、本研究センターでは、シンクロトロン光の
産業利用を目指した応用研究を中心に据えて、その成果を『地域産業の高度化』や『新しい産業の創出』に活
かすことを目的にしています。
そのほか、「優秀な頭脳の集積」、「多様な産学官連携拠点の形成」、「先端科学技術を担う人材の育成」、

「科学技術への理解の促進」といったことも本研究センターの基本方向に据えています。

施設の基本方向

地域産業の高度化と
新規産業の創出

産学官共同研究、各種研究支援などによ
り、地域産業の研究開発や新製品・新技
術開発に向けた取組みを促進するととも
に、シンクロトロン光と関連の深い分野
における新規産業の創造を図る。

先端科学技術を担う
人材の育成

当施設を教育の場として利用し、シンク
ロトロン光を活用した先端的な研究や調
査・分析を行う人材育成を図る。

科学技術への
理解の促進

シンクロトロン光の産業利用の啓発や、
教育・文化面での利用を図り、産業界を
はじめ、学生・児童の科学技術に対する
理解と関心を深める。

優秀な頭脳の集積
国内はもちろん、アジアをはじめとした
国外からの利用を促進し、優秀な頭脳
（研究者・技術者）の集積を図る。

多様な産学官
連携拠点の形成

産学官共同研究や、地域内の各大学によ
る共同研究を促進することにより、多様
な交流連携を促進する。また、施設運営
に関して、シンクロトロン光施設と大学
間で効率的な連携体制の構築を図る。
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センター概要
１ 目的
九州シンクロトロン光研究センターは、企業や大学、公設試などが単独また

は連携して利用する共同利用型の研究施設です。
当研究センターは、施設の機能充実や利活用を推進しながら、地域産業の高

度化や新産業の育成を目指しています。

２ 施設概要

（１）名称 佐賀県立九州シンクロトロン光研究センター

（２）所在 鳥栖市弥生が丘八丁目7番地

（３）開設 2004年（平成16年）1月【稼働 2006年（平成18年）2月】

（４）敷地・建屋
・敷 地 面 積:12,196.94㎡
・実験研究棟:鉄骨造 ２階建（延面積:6,757.35㎡）
・宿 泊 棟:鉄筋コンクリート造 ２階建（延面積:549.25㎡）
・倉 庫:コンクリートブロック造（延面積:30.00㎡）

（５）光源装置
・電子エネルギー 1.4GeV（14億電子ボルト）
・電子蓄積リング⾧ 75.6m（直径約24ｍ）
・ビームポート（光の取り出し口） 約20カ所

（６）ビームライン（BL）
・県有BL ７本
・他機関BL ４本（佐賀大学:1本、九州大学:1本、住友電気工業:2本）

（７）管理運営 公益財団法人 佐賀県産業振興機構 （2021年4月改称）
:県有ビームライン

:他機関ビームライン 4

BL12
BL11
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九州シンクロトロン光研究センター 令和２年度委託料の内訳（実績） ※単位:千円九州シンクロトロン光研究センター 令和２年度委託料の内訳（実績） ※単位:千円

細事項名
○シンクロトロン光応用研究施設運営費
（指定管理）

細事項名
○シンクロトロン光応用研究施設整備費
（指定管理分）

年間維持運営費 491,206年間維持運営費 491,206 施設整備費 47,140施設整備費 47,140

委託料額 426,454 収入
64,752 委託料額 47,140

維持管理費 311,566 利用推進費 179,640
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施設 運用開始 設置者 蓄積電子 蓄積リング周⾧
(GeV) (mA) (m)

物質構造科学研究所 PF 1983年（昭和58年）
高エネルギー加速器研究機構

2.5 450 187
物質構造科学研究所 PF-AR 1987年（昭和62年） 6.5 60 377
分子科学研究所 1984年（昭和59年） 自然科学研究機構 0.75 300 53.2
放射光科学研究センター 1997年（平成9年） 広島大学 0.7 350 21.95
立命館大学SRセンター 1999年（平成11年） 立命館大学 0.575 300 3.14

SPring-8 1997年（平成9年） 理化学研究所
高輝度科学研究センター 8 100 1435.95

高輝度産業科学技術研究所 1999年（平成11年） 兵庫県立大学 1.0 300 118.73
九州シンクロトロン光研究センター 2006年（平成18年） 佐賀県 1.4 300 75.6

あいちシンクロトロン光センター 2013年（平成25年） 愛知県、科学技術交流財団 1.2 300 72

次世代放射光施設（整備中） 2023年（令和5年） 量子科学技術研究開発機構 3.0 400 349

国内のシンクロトロン光研究施設

国内最大規模の放射光施設（SPring-8）
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参考資料



©
8

○佐賀県立九州シンクロトロン光研究センター条例

(設置)
第1条 地域の産業の高度化、新産業の創出及び科学技術の振興に寄与するため、佐賀県立九州シンクロトロン光研究センター(以下「研
究センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 研究センターは、鳥栖市に置く。
(施設)
第3条 研究センターの施設は、実験施設、研究施設及び宿泊施設とする。
(指定管理者)
第4条 知事は、研究センターの管理を法人その他の団体に行わせることができる。
2 前項の規定に基づき法人その他の団体に行わせる管理の業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 研究センターの運営に関する業務
(2) 研究センターの施設の利用に関する業務
(3) 研究センターの施設の維持及び管理に関する業務
3 第１項の規定に基づき管理を行わせる者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続は、規則で定める。
4 指定管理者は、規則で定める管理の基準に基づき、その業務を行わなければならない。
(利用料金)
第5条 研究センターの施設を利用する者は、利用の際、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。
2 前項の利用料金は、研究センターの施設の維持及び管理に必要な費用を、当該施設の利用予定者数で除して得た額を限度として、指
定管理者が定める。
3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めるときは、知事の承認を得なければならない。
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(利用の開始)
2 実験施設は規則で定める日から、研究施設及び宿泊施設は平成16年1月1日から利用に供する。
(規則で定める日＝平成18年規則第3号で、平成18年1月13日)

設置条例
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○佐賀県立九州シンクロトロン光研究センター条例施行規則
第1条 この規則は、佐賀県立九州シンクロトロン光研究センター条例（平成１５年佐賀県条例第４２号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請の方法)
第2条 条例第４条第３項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定を受けようとする者は、指定管理者指定申請書に次に掲げる書類を添付して、これを知事に提出しな
ければならない。
(1) 事業計画書
(2) 法人にあっては、法人登記簿の謄本
(3) 指定管理者指定申請書を提出する直近2事業年度における決算に関する書類
(4) その他知事が必要と認める書類
(指定の基準等)
第3条 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に基づき行う。
(1) 佐賀県立九州シンクロトロン光研究センター(以下「研究センター」という。)の施設の平等利用が確保されること。
(2) 前条第１号の事業計画書の内容が、研究センターの施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 当該事業計画書に沿った管理を行う能力を有していること。
2 指定管理者の指定を受けた者は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)第3条第1項の許可を受けなければならない。
(休所日)
第4条 条例第４条第４項に規定する管理の基準(以下「管理の基準」という。)のうち研究センターの休所日は、次に掲げる日を除き、1週間につき2日を限度とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、臨時に休所することができる。
(開所時間)
第5条 管理の基準のうち研究センターの開所時間は、1日につき8時間以上とする。
(使用の制限)
第6条 管理の基準のうち指定管理者が研究センターの施設の使用を許可しないことができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 研究センターの設置の目的に反する使用をするおそれがある場合
(2) 研究センター内の秩序を乱すおそれがある場合
(3) 研究センターの施設又は設備をき損するおそれがある場合
(4) 集団的又は常習的に暴力的行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる場合
(5) その他管理上必要があると認める場合
2 管理の基準のうち指定管理者が研究センターの施設の使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる場合は、前項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。
(1) 使用許可申請書の内容に偽りがあった場合
(2) 使用の許可を受けた者が、使用目的を変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは他に転貸した場合
(3) その他指定管理者の指示に従わない場合
3 指定管理者は、第１項第５号の規定により研究センターの施設の使用の制限をしようとするときは、知事に協議しなければならない。
(平20規則38・一部改正)
(利用料金の承認申請)
第7条 指定管理者は、条例第５条第３項の規定による利用料金の承認を受けようとするときは、利用料金承認申請書(様式)を知事に提出しなければならない。
(事業報告書の提出)
第8条 指定管理者は、毎事業年度終了後3月以内に、次に掲げる書類を知事に提出しなければならない。
(1) 研究センターの管理の業務に関する事業報告書
(2) 決算に関する書類
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年規則第38号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。

条例施行規則


