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（上段左）

CoFe2O4 の Fe L2,3 吸収端における角度依存 XMCD 実験の概要（「Si(111) 基板上に作製した CoFe2O4/Al2O3 の界面付近の磁性と
電子状態の研究」より）
（上段右上） 糖の選択的排除モデルに基づくミオグロビンの理論 WAXS 曲線（「X 線と中性子の相補利用による糖のタンパク質水和殻の
保護作用の解明」より）
（上段右下） しきい光電子源と電子衝突実験装置（
「しきい光電子源を用いた超低エネルギー電子 -HD 衝突全断面積の測定」より）
（下段左） 低分子量 G 蛋白質 RhoA とグアニンヌクレオチド交換因子 SmgGDS-558 の複合体構造（
「新規グアニンヌクレオチド交換因子
SmgGDS による RhoA 認識機構の構造基盤」より）
（下段右） モデル蛋白質 OspA-sm1 のプロリン変異体のドメインスワッピング二量体（「ループ再設計による Outer surface protein A (OspA)
のドメインスワッピング」より）

