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表紙説明

（上左） 高品質なグルコースイソメラーゼ結晶の (a) 光学顕微鏡像，(b) 結晶外形の模式図，(c) デジタル（CCD）X 線トポグラフ像
（上右） (A) 実験で観測されたロッキングカーブ回折強度曲線と (B) 動力学的 X 線回折理論から予測される回折強度曲線
（「タンパク質結晶における X 線の動力学的回折効果の観測」より）
（下）
Transverse XMCD 法により観測した La1−xSrxMnO3 薄膜中の強磁性 Mn 3d 電子の軌道占有状態（
「La1−xSrxMnO3 薄膜における基板応力
により誘起された異方的スピン分布の角度依存 X 線磁気円二色性による観測」より）

