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 研究分野： 食品・生活用品 技術分野： X線散乱、X 線イメージング、その他 

ビームラインの横断利用による多面的解析から確認された 
加齢に伴う毛髪内微細構造変化 

株式会社ミルボン 小林翔、青山日和、渡邉紘介、鈴田和之、伊藤廉 

 国連の推定によると、世界の人口の 17.8％が 2060年までに 65歳以上になるとされており、アンチエイジング市場

は今後も拡大すると予測される。頭髪における顕著な加齢変化としては薄毛、白髪、脱毛などがあり、毛根機能に着

目した研究が長く行われてきた。最近では、毛幹部に関しても弾力感の低下やうねり形状毛髪の増加など、加齢に伴

う変化が生じることがわかってきている。しかし、毛幹部における加齢変化に関する科学的知見は十分とはいえない。 

 毛髪は２つの主要な形態学的組織であるキューティクルとコルテックスで構成されている。ナノオーダーで形成され

る複雑な階層構造をもつコルテックスについて、長瀬らは加齢に伴う中間径フィラメントの充填構造変化と毛髪に生じ

るうねり形状の関係を報告している[1]。本研究の目的は、放射光測定技術を横断的に活用することで、加齢に伴うコ

ルテックス微細構造変化を形態学的かつ包括的に明らかにすることにある。我々は、毛髪を大気中で非破壊的に測

定でき、高輝度マイクロビームにより毛髪１本でも充分な検出シグナルが得られる測定法として、BL24XU のマイクロ

ビーム小角 X 線散乱測定（µ-SAXS）や X 線トモグラフィー（µ-CT）に着目した。本研究ではさらに、コルテックスの組

成情報を高い空間分解能で取得するために、BL43IRの放射光顕微 IR法を組み合わせて研究した。 

20代と50代女性毛髪に対する顕微 IR測定から、中間径フィラメント（IF）タンパク質におけるαヘリックス構造の減少

が確認された（図 1a）。µ-SAXS より見いだされた

IF-IF距離の増加（図1b）と合わせると、年齢ととも

に IF 充填密度が減少することが示唆された。ま

た、µ-SAXSからは IFの傾きのバラつきの増加も

見出され、総じて年齢とともに IF 充填構造の配置

が乱れる傾向が捉えられた。図2のµ-CT測定か

らは、マクロフィブリル間領域に形成される細長い

棒状の空洞が加齢とともに増加する傾向が見ら

れたが、これは、マクロフィブリル間領域の美容

処理に対する堅牢性が加齢とともに低下するた

めであることが分かった。当日は、これら詳細を

議論する予定である。 

[1] S. Nagase et al., J. Cosmet. Sci., 60, 637 (2009).

2017A3264, 2018A3264, 2019B1733 
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(a)                                                 (b) 

Fig. 2 Observation of voids inside hair by -CT measurement: (a) three-dimensional images of 20s tip hair, (b) those of 50s tip 
hair. Yellow shapes indicate voids inside hair. The left side of the figure shows hair fibers along the fiber axis, the cuticle region is 

shown in gray, and the cortex region is shown in transparent color, but only voids are shown in yellow, in each of the µ-CT 

observation views. The hair fibers are observed from the side of fiber, and only the voids are displayed in yellow, in the figure on 

the right. 

medulla

IF
-I

F
d

is
ta

n
ce

 /
 n

m

(a) (b) 

Fig. 1 (a) Typical changes in the -helix component ratio with aging 

obtained from microscopic IR measurement, (b) changes in IF-IF 

distance with aging obtained from µ-SAXS measurements. 
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研究分野： 電気化学 技術分野： X 線・軟 X 線吸収分光 

 
 
 

XANESデータ解析における機械学習導入の試み 

～ニッケル水素電池材料への適用～ 

株式会社富士通研究所 1、 ＦＤＫ株式会社 2、 ひょうご科学技術協会放射光研究センター3、  

スプリングエイトサービス株式会社 4、 兵庫県庁 5、 大阪大学 産業科学研究所 6 

土井修一 1、 片岡祐治 1、 安岡茂和 2、 李雷 3、 野瀬惣市 4、 福山直樹 5、 小口多美夫 6 

 

はじめに： 

SPring-8の高輝度X線を利用することによって、結晶構造や電子状態など材料の本質に迫る分析データを取得す

ることが可能である。 一方で、近年、材料科学分野において、データ科学的手法を駆使して新規の材料設計を行

うマテリアルズ・インフォマティクス（MI）が推進されている。 MIでは、機械学習などのデータ科学的手法により研究

者の先入観にとらわれず客観的にデータを取り扱うことで、従来手法では得ることが困難であった材料情報をデ

ータから効率的に引き出す。 現在、我々の研究グループでは、MI の実践例として、観測したスペクトル・画像とい

った分析データそのものから、データ科学的手法を活用して材料開発に有効な材料情報を抽出するための技術

の開発を進めている。 本研究では、その一例として放射光を活用した代表的な分析データである XAFS スペクト

ルを題材に、スペクトルから着目元素の局所構造や電子状態などが直接推定可能な分析・解析技術の開発を目

的として、スペクトルデータへの機械学習の導入の検討を行った。  

取り組み： 

Co 系物質群の K 吸収端の XAFS スペクトル、特に我々の研究グループが開発を行っているニッケル水素電池用

正極材料向けのCo化合物を念頭に、Co酸化物及び水酸化物に各種アルカリイオンを添加した物質系を対象とし

た。 また、機械学習に入力するデータは、規格化されたXAFSスペクトルとし、各エネルギーにおけるスペクトル強

度そのものを特徴量として利用する方針とした。 これまで、学習データセットの準備を中心に行い、入手可能なCo

系物質の実験 XAFS スペクトルを兵庫県ビームライン BL08B2 で取得するとともに、実験では得にくい準安定な物

質やモデル物質(構造)の計算スペクトルによる学習データの拡充を目的として、大阪大学のグループが開発した

HiLAPW パッケージでの第一原理計算を実施した。観測データに対応した XAFS スペクトル計算を実行し、実験結

果と良く対応することが分かった。図 1に、各種Co化合物の計算スペクトルの例を示す。 また、Co原子を表現す

る記述子の検討を進めるため、構造が既知の Co 系物質の配位状態とスペクトルの比較や Co 酸化物にアルカリ

カチオンが部分的に添加されたノンストイキオメトリCo系のモデル物質において、第一原理計算によるXAFSスペ

クトルの計算を実施した。  

 

 

図 1. 各種Co化合物の計算スペクトルの例 

課題番号2018A3399、2018B3399 
BL08B2 
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研究分野： その他 

 

 

技術分野：その他 

 

 
 
 

ニュースバル放射光施設の現状と今後 〜主として加速器の観点から〜 

兵庫県立大学 高度産業科学技術研究所  橋本 智 

 

はじめに： SPring-8 サイト内にある兵庫県立大学ニュースバル放射光施設は国内大学では最大の放射光源を

有し、軟Ｘ線による産業利用を行ってきた。供用開始から約 20 年が経過した現在、新入射器の建設が開始され大

きな節目を迎えている。光源加速器の現状と今後について説明する。 

新入射器建設： SACLA から SPring-8 電子蓄積リングへの入射実現により、既存の線型加速器は運用停止とな

る。このため理研/JASRI の協力の下でニュースバル専用の新たな 1.0GeV 線型加速器を L4 トンネル内に設置す

ることになった。令和元年度までにクライストロンギャラリーとなる附属棟（図 1）の新設と各種設備の整備が完了し、

令和 2 年 7 月末より既設の L4 ビーム輸送系の撤去と新入射器の設置工事が始まった。年内に工事が完了した

後、RFコンディショニングやビーム調整を経て、令和３年５月中旬から利用運転を再開する予定である。 

ニュースバル光源加速器の現状と今後： ニュースバルの1.5GeV電子蓄積リングは周長118mのレーストラック型

であり、挿入光源として長短二種類のアンジュレータを有する（図２）。平成 29 年度より理研および兵庫県立大理

学研究科との共同研究によるモノサイクル自由電子レーザー開発を開始した。可変テーパーアンジュレータとチャ

ープしたシード光を用いてパルス長が１〜数波

程度の究極に短い放射光発生に向けた実証試

験を行う。令和２年３月にアンジュレータを設置

後、７月末の運転終了までに閉ギャップでの電

子ビーム蓄積、自発放射光の観測、同期タイミン

グ系の開発に成功した。 

また将来の光源リングの高度化改造に向けた

検討が必要であり、その一案がリングの低エミッ

タンス化による放射光の高輝度化である。周長

を大きく変えない条件でのラティス変更により、

現在よりも約一桁のエミッタンス低減が可能であ

る。他の代替案も含めて今後さらに新リング

“NwqSUBARU-2.0”の検討を進める。 

 

 

 

 

  

 
ニュースバル 

HO-03 

図 1. ニュースバル放射光施設空撮写真 図 2. ニュースバル電子蓄積リング 

図 3. ニュースバル放射光輝度スペクトル：現在（左）

と高輝度改造案NewSUBARU-2.0（右） 
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研究分野：産業利用・半導体・電子材料 技術分野： X 線散乱 

 
 
 

軟Ｘ線共鳴散乱・反射率法による有機材料の構造解析 

兵庫県立大学・高度産業科学技術研究所  原田哲男、山川進二、渡邊健夫 

 

 極端紫外線（EUV）リソグラフィーは、半導体の量産技術として 2019 年より利用が開始された。現在はハーフピッ

チ 16 nmの線幅を有する回路への適用だが、５年後にはハーフピッチ 10 nmへの適用が検討されている。このよう

な微細パタンではフォトレジスト（以下、レジスト）のアスペクト比の制限より、レジスト膜厚は 20 nm程度まで薄膜化

する。膜厚が薄くなると EUV 透過率が高くなり、レジストにて吸収されるフォトン数が減る。少ないフォトン数での露

光においては、レジスト中の官能基のばらつきがパタン線幅のばらつきに大きな影響を与える。そのため、均質な

レジストが求められる。また、薄膜化により表面層や基板界面付近の下層の占める割合が多くなる。特に基板界

面付近の下層には、レジスト本体とは特性の違う層が分離していることが知られている。この分離層は、パタン倒

れや下層におけるパタン線幅ばらつきの悪化などを引き起こす。そのため、微細パタンではレジスト材料自体のば

らつきを抑えることはもちろん、官能基の極性の偏りによる官能基の局在化などを抑える必要がある。 

 このような官能基の局在化は通常のＸ線反射率法やＸ線散乱法ではコントラストが全くつかず、均一な膜として評

価される。これは通常のＸ線測定で利用するエネルギーは 8 keV程度であり、密度差が主なコントラストとなるため

である。そこで我々は炭素 K 吸収端近傍付近の共鳴吸収ピーク付近で散乱と反射率を用いた。それぞれ、軟Ｘ線

共鳴散乱法（Resonant soft-X-ray Scattering: RSoXS）と軟Ｘ線共鳴反射率法(RSoXR: Resonant soft-X-ray reflectivity)

と呼ばれる手法である。散乱測定によりレジスト中の官能基の２次元的な不均一性を評価し、反射率測定により

界面に存在する分離層を評価した。 

 測定は NewSUBARU 放射光施設 BL-10 ビームラインで行った。測定サンプルは市販の電子線リソグラフィー用

化学増幅レジストである。散乱測定ではレジストを窒化シリコンメンブレン上に塗布し、反射率測定ではレジストを

ウェハ上に 80 nmの厚さでスピン塗布した。図１(a)は炭素K吸収端領域の各共鳴ピークでの散乱測定結果である。

レジスト中の官能基のばらつきにより、エネルギー毎の散乱プロファイルが q = 0.1 nm-1付近で分離している。この

プロファイルの分離が２次元的な官能基のばらつきを示している。図1(b)は共鳴ピーク間の287.1 eVでのθ-2θ反

射率測定結果である。フィッティング結果より、基板界面と表面側には5 nm程度の分離層が存在する。特に、基板

界面側の分離層は吸収係数の違いが大きく、基板と親和性の良い官能基が分離している。 

 このように、軟Ｘ線測定を用いることで従来は評価の難しかったレジスト中の官能基の局在やばらつき、分離層

が評価できる。レジストメーカーの産業利用により、EUVリソグラフィー用レジストの高性能化をサポートする。 

 

 
                       (a)                                              (b) 

Fig1. レジストの(a) 透過による軟Ｘ線共鳴散乱測定結果と (b) 287.1 eVでの共鳴反射率測定結果.  
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