
Vol.12, No.2 September 2019 

SAGA-LS Web Magazine 23 

発行：九州シンクロトロン光研究センター 

とりごえ山荘（鳥栖市） 

Contents 
Essay 
利活用例（田口電機工業株式会社） 
ユーザーインタビュー 
SAGA-LS Report 
施設見学者紹介 
スタッフインタビュー 
一般公開のお知らせ 
おすすめデザート 
編集後記 
 



副所長 中川 俊二 

九州シンクロトロン光研究センター 

Essay 

私の夏の風物詩 

九州シンクロトロン光研究センター 

副所長 中川俊二 

 今年も、夏が終わって9月に入ったが、まだまだ暑い日は続いている。 

 私の夏の風物詩は、専ら高校野球である。今年の決勝戦は、石川代表の星稜と大阪代表の

履正社がどちらも初優勝を目指して対戦したが、終盤に突き放した履正社が初優勝で幕を閉

じた。高校野球はプロ野球とは違う面白さやドラマがあり、ついつい見入ってしまう。（佐賀県

勢が負けると急激にトーンダウンはするが・・・） 

 甲子園での佐賀県勢の活躍といえば、何といっても、1994年の佐賀商と、2007年の佐賀北

の全国制覇が私の記憶に深く刻み込まれている。 

 ご存知の方も多いと思うが、両校とも、開会式直後の開幕試合で登場して勝利をつかむと、

選手たちは一戦一戦成長しながら、あれよあれよという間に勝ち進んでいった。また、決勝戦

では満塁ホームランで勝利を決めるという劇的な試合であった。確か、夏の大会の決勝戦で

満塁ホームランが飛び出したのは、佐賀北が優勝するまでは、この２校のみだっだと思う。 

 佐賀商は、2年生エースの峯投手が6試合すべてを投げ抜いた。最近、連投に関して物議を

醸しているが、当時はあまりそういった議論もなく、どちらかといえば、一人で投げ抜いたこと

は賞賛された。 

 また、当時のチームのコーチであった香田氏は、その後、駒大苫小牧高校の監督になり、平

成16年と17年に全国制覇を成し遂げた。ちなみに、17年の優勝投手は、ニューヨークヤンキー

スの田中将大であり、香田氏は育ての親ともいえる。 



副所長 中川 俊二 

九州シンクロトロン光研究センター 

 両校の優勝で、佐賀県民や佐賀出身の人達は、元気と感動をもらったが、私自身もその一人

である。ここ数年、佐賀県勢の活躍はあまり見られないが、またいつか、佐賀県から優勝校が現

れ、元気と感動をもらえる日が来ることを楽しみしている。 

 佐賀北は、無名の公立校が快進撃を続け、当時「がばい旋風」と呼ばれた。開幕試合、引き分

け再試合、延長サヨナラ勝ち、決勝戦での逆転満塁ホームランと、甲子園での楽しみをすべて

経験するといった活躍ぶりだ。対戦相手は、広陵、帝京、宇治山田商など強敵揃いで、これらの

学校を破っての優勝だった。ちなみに、対戦相手のメンバーには、野村祐輔（広陵、現広島）、小

林誠司（広陵、現巨人）、中村晃（帝京、現ソフトバンク）、杉谷拳士（帝京、北海道日本ハム）、中

井大介（宇治山田商、現横浜DeNA）など、プロ野球で活躍する選手も多い。佐賀北の快進撃は

奇跡のように報じられているが、実は日ごろの練習の成果を甲子園でいかんなく発揮した緻密

な戦略で戦いを進めている。そのあたりについてはノンフィクションライターの中村計氏の著

書「佐賀北の夏」に書かれているので、是非皆さんにも読んでいただきたい。 

Essay 



TAGUCHI DENKI KOGYO CO., LTD 

50種類を超える表面処理「めっきのデパート」 

田  口  電  機  工  業  株  式  会  社  

【特集】利活用例を紹介します！！ 

  『 めっきのデパート 』ともいえる、５０種類以上の表面処理品
種を取り揃え、金属、非鉄、セラミックス、プラスチック、合金、
粉体などの様々な素材で加工された、半導体製造装置、液晶製造装
置、自動車、弱電製品、電子部品、建築部品、食品機械、電力機器、
通信機器、航空機部品、医療機器、エネルギー関連など様々な分野
の製品や部品に対し、高品質、高精度の表面処理を行っている会社
です。 

会社概要 

代表取締役社長 
  田口 英信 様 

 自動車、半導体、電気・電子、通信機器、各種機械装置、医療機
器など製造業全般に亘って、西日本を中心に1,700社を超える引先
があります 
 走査電子顕微鏡、蛍光X線めっき膜厚測定装置、ICP発光分光分析
装置など高度な分析・評価装置を保有し、めっき浴の濃度管理、排
水の管理、めっき膜の管理など品質管理を徹底していす。 
 少量多品種に重点を置いた自社設計・施工の生産設備、徹底した
工程管理によって、短納期での生産を可能としています。 

 

特徴 

取組み 

 いち早く、ISO 14001、ISO 9001の国際認証を取得し、RoHS、
REACH規制などにも対応しています。併せて、自社設計・施工によ
る完全オリジナルな全自動排水処理施設を設置するなど、環境に配
慮した取り組みを行っています。 
 また、LIGAプロセスやMEMS、燃料電池関連技術など、めっき関
連の研究開発にも、積極的に取り組んでいます。2017年には、経済
産業省の「地域未来牽引企業」に選定されています。 

TAGUCHI DENKI KOGYO CO., LTD 



 LIGA微細加工技術を主として、MEMS（Micro Electro Mechanical Systems：微小電機械システ
ム）などのナノテクノロジー関連技術、セラミックス等の粉体強化複合めっき、水素関連電極開
発など、当社の特徴であるめっき技術を応用した分野での研究開発を行っています。 
 特に、LIGAプロセスでは、シンクロトロン光を用いたリソグラフィー技術に弊社保有のめっき
技術（Niめっき）を融合させ、マイクロギア、マイクロコネクター等の開発やX線格子デバイスの
開発研究を行っています。 

 
LIGA微細精密加工 

【研究開発】 

  シンクロトロン光研究センターが鳥栖市に設立されたことを契機として、この光源を製造用に

活用できるLIGAプロセスを弊社の次世代技術に位置付けたことがきっかけとなり、開設以来、利
用させていただいています。 
   リソグラフィーの照射実験がレスポンスよく行え、利用勝手が非常に高く、LIGAプロセス実験
を効率よく進められるため、有難く思っています。 
 事業化に向け、今後も引き続き、利用させていただきたいと思います。 

【シンクロトロン光研究センターを利用して】 

  研究開発では、今後の成長戦略として医療分野を

ターゲットに、マイクロマシン、マイクロパーツや医
療用グリッド開発を進めていきます。 
 また、直近の事業展開としては、パワー半導体用の
超高品質めっきラインの増強に注力していきます。 
 それらの展開に当たっては、今後も九州シンクロト
ロン光研究センターを大いに利活用させていただく 
予定です。 
 

【今後の研究開発・事業展開】 

田  口  電  機  工  業  株  式  会  社  

TAGUCHI DENKI KOGYO CO., LTD 



User Interview

【profile】

2002年千葉大学大学院自然科学研究科修了。博士（工学）。

分子科学研究所，CNRS (Grenoble)，高輝度光科学研究センター，

中央大学理工学部，京都大学産官学連携本部を経て，2015年3月より現職。

専門：ナノ構造科学，触媒化学。所属学会：日本化学会，触媒学会

1.日頃、どのような研究をされていますか。

先着100名様限定!

03-1234-1111

ヘアケア商品プレゼント

九州大学
大学院理学研究院化学部門
准教授

村山 美乃先生

固体触媒や吸着剤の研究をしています。金，銀，白金，パラジウムなど主に貴金属をシリカなど高比

表面積の酸化物上に固定化したものを触媒や吸着剤とし，有用な有機化合物を合成する新しい反応

を開発したり，日本酒の老香を除去したりしています。触媒や吸着剤の性能は，固定化された貴金属

の化学状態や粒子径に大きく影響されるので，放射光X線を利用してこれらの構造を調べています。

2.当研究センターご利用のきっかけを教えてください。

九州大学へ5年前に着任したのがきっかけで，九州大学ビームライン（BL06）を利用しています。既に

ユーザーだった同じ学科の先生方とビームライン担当の杉山先生がお声かけくださいました。それまで

は放射光施設といえば，遠方まで泊りがけで行っていましたが，日帰りで利用できるので実験面だけで

なく，時間面でも予算面でも助かっています。

3.シンクロトロン放射光を使われた感想はいかがですか。測定手法など含めて教えてください。

修士課程の学生だった頃からシンクロトロン放射光を使った

実験をしています。触媒だけでなく，DVDなどの記録メディア

材料や二次電池材料の分析もしてきました。九州大学に着

任後は，X線吸収微細構造（XAFS）測定をしていますが，そ

れ以前には，回折，光電子分光，トモグラフィーなども測定し

ました。オペランド測定に必要な時間分解能・空間分解能が

得られるので，材料研究を進める上で，シンクロトロン放射光

はなくてはならないものとなっています。
村山生先（SAGA-LSにて）



4.貴機関におけるシンクロトロン放射光利用の位置付けを教えてください。

先着100名様限定!

03-1234-1111

自然科学研究において，シンクロトロン放射光の果たす役割の大きさは計り知れません。専用の施

設を持つ大学もそれほど多くはなく，この恵まれた研究環境を最大限に活かしていきたいです。昨年

度，理学部化学科では2年生の研修旅行で九州シンクロトロン光研究センターを見学するなど，教育

にも役立てています。

5.当研究センターへのご要望、今後の抱負などお聞かせください。

いつもセンターのスタッフの方々には大変お世話になっており，感謝の言葉しかありません。先日

は，日本酒の研究に関連して，佐賀県の地酒と佐賀県産業労働部のご担当の方をご紹介くださり，

分析実験だけでなく産学連携でもご指導，ご支援いただきました。老香を吸着除去する装置が実用

化され，九州シンクロトロン光研究センターを利用した成果として，多くの方々に使っていただけるよう

に，さらに研究を進めていきたいです。

6. 研究を進めるうえでのスタンスやポリシーなど、一言お願いします。

実験系の研究者としては定番のことかもしれませんが，丁寧に，コツコツと，粘り強く，でしょうか。た

まに近道をしようとすると，ほとんどが失敗に終わってしまい，あまり器用ではないので積み重ねを大事

にしようと心がけています。あとは，くじけない心を保つために九州の食とお酒で息抜きすることです。

インタビューへの

ご協力ありがとうご

ざいました。

実験中の村山先生



SAGA-LS Report

センターから

秋の寄せ植え

第3回

県内企業の皆様の課題を解決する

取組において、シンクロトロン光（放射

光）の利用をご検討していただくため、

「企業利用支援セミナー」を開催しま

した。当日は、19名の皆様に参加い

たき、シンクロトロン光の活用事例の

紹介や産業利用コーディネート活動

概要の説明、実験ホールの見学会

を行いました。

当研究センターをご利用していただ

けることを期待しています。

2019年7月1日

企業利用支援セミナー

研究成果報告会

92名の皆様に参加いたき、研究基

盤として当研究センターをアピール

することができました。当日は、九州

大学の高原先生の講演や他機関

ビームライン（佐賀大学・九州大学）

の研究成果の発表、SAGA-LSの

機器・ソフトの整備報告などの内容

で開催しました。

地方における研究基盤として、当研

究センターをよろしくお願いします。

2019年5月20日

＊研究成果発表

＊ポスター発表
＊見学会

＊講演される高原先生

＊実験ホールの見学会

＊セミナーの様子



SAGA-LS Report

秋の寄せ植え

第3回

ものづくりや科学に親しみ、楽しむこと

ができるイベント「SAGAものスゴフェ

ス タ 」 に 今年 も出展 し ま し た 。

銅線に通電すると、くるくると回る「単

極モーター」を作りにたくさんの子供

たちが参加してくれました。

モーターが回りだすとにっこりと表情

を変えていました。

2019年8月24日～25日

ものスゴフェスタ

社会人（企業、大学及び公的研究

機関の研究・技術職）及び学生の皆

様を対象に「サマースクール2019」

を開催しました。基礎的な講義の初

級コースとXAFSを始めとする代表的

な実験方法の実習の中級コースで、

20名の皆様にご参加いただきました。

熱心に受講されている様子です。

2019年8月21日～23日

サマースクール2019

＊初級コース（講義）の様子

＊中級コース（実習）の様子

＊工作の様子



 4月から8月にかけて、多くの方々にご見学いた
だきました。 
 また、 7月27日～8月1日にかけて第43回全国
高等学校総合文化祭（さが総文2019）が、佐賀
県で開催されたため、全国から参加した多くの高
校生が当センターを訪れました。 

見学のご紹介 

5月31日、佐賀大学より留学生
の方々が6名お見えになりまし
た。 
実験ホールの見学により、実際
にどのように利用をしているか
理解できたとコメントをいただ
きました。 

7月23日、株式会社トクヤマ様
ご一行がセンター周辺の工場見
学の一環としてお見えになりま
した。 
見学ホールにて研究員がご案内
しているところを撮影させてい
ただきました。 

7月31日、大村高等学校理数科
の学生が見学にこられました。 
みなさん熱心に担当者の説明に
耳を傾けていらっしゃいました。
今後の進路を考える上で、一助
になればと願っています。 



  

7月27日から8月1日にかけて佐賀県を会場に、 

全国高等学校総合文化祭が開催されました。 

その一環として、自然科学部門及び新聞部門に 

全国から参加した高校生が当センターを見学に訪れました。 

若さと熱気が実験ホールを包み込んだ二日間でした。 

8月1日 
新聞部門のみなさん 

センターで得られた成果が、
社会にどのように貢献して
いるかなど、様々な視点か
ら質問をいただきました。 

7月29日 
自然科学部門のみなさん 

説明を担当した職員によると 
高校生らしからぬ（？） 
専門度が高く手ごわい質問が 
多かったそうです。 

新聞部門の皆さんが作った新聞は次のページで！ 



素敵な紙面をつくってくれてありがとう！ 



Staff Interview 

【研究内容】   「データ駆動科学による高次元X線吸収計測の革新」 
 
【座右の銘】   「七転び八起き」 ネバーギブアップ! 
 
【尊敬する人物】 「Richard Feynman」 (リチャード・ファインマン) 
        ノーベル物理学賞受賞者 
 
【マイブーム】  「チェス」 将棋はチェスより難しい 
 
        「リンディーホップ」 20年代のスイングダンスです。 
 
 
 
 
 

Fabio Iesari 

ご出身はイタリア中部にある静かな港町、チヴィタノーヴァ・マルケ。 

当研究センターに来られる前に、1年と数ヶ月富山の大学で研究されていました。 

イタリアの方にやっぱり聞いてみたいのは食べ物のこと。 

ピザの好きなトッピングは「プロシュート」、 

好きなパスタの種類は「カルボナーラ」、  

そしてイタリアでは、コーヒー といえばエスプレッソが一般的だそうです。 

リンディーホップのイメージ→ 

イラスト出典：speckyboy.com, Vecteezy 







ショーケースからお好みのケーキが選べます。

鳥栖で大人気のパティスリー「アンジェココ」をご
紹介します。県道17号線から一本入ると、絵本の世
界さながらのかわいらしいお菓子の村が広がります。
敷地内には、ケーキや焼き菓子、パンなどがならぶ
本館をメインに、ジェラートやチーズケーキ、紅茶
やさんのコテージ、ランチもいただけるカフェや
イートインスペースなど様々なかわいらしい建物が
立ち並びます。

まるで宝石のようにきれいなケーキやチョコ
レートがならびます。

イートインスペースではコーヒーなど
の飲み物とスイーツがいただけます。

チーズスフレの家

ジェラートの家
紅茶とエクレアの家

プレートランチ（ケーキとドリンク付）
￥1600

パブ風のカフェ。パスタや
焼きカレーなどもありました。

アンジェ・ココ

Sweets Village 

Ange Coco

焼き菓子コーナー。
種類も豊富です。

Lunch



SAGA-LSから山道を車で10分ちょっと、 
河内ダムの湖畔に「とりごえ温泉 栖の宿」があります。 
テニスコートやキャンプができる多目的広場、 
そして温泉もあって、 
のんびりした時間を楽しむことができます。 
（宴会も送迎付きで受付するそうです！） 
温泉の入浴料金は大人300円、中学生200円、 
小学生以下無料です。日帰り入浴もできます。 
ぜひお立ち寄りください。 

編集後記 

川内ダムと「風の見える橋」 

キャンパー発見！ 
すぐ上のとんがり屋根の建物が温泉です。 

釣り人発見！ 
すごく暑い日だったのですが、何が釣れるのでしょうか。 

奥が親水公園になっていて、 
夏休み中は水遊びができるようです。 

発行日：2019年9月19日 Webマガジン編集委員：石郷岡 / 東山 


