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〈表紙説明〉最近の研究から
 （上段左）  細胞核のみを X 線で照射すると 2 Gy 以下では DNA 損傷修復応答が観察されなかった。（「細胞質の放射線応答が細胞の放射線感受性に与える影響と

そのメカニズム」より）
 （上段右）  光解体・再生式網目状物質の（a）構造，（b）粘弾性変化，および（c）解体性粘着剤に応用した図（「光刺激で遠隔的に剥離・解体可能なシリコーン

エラストマーの合成と構造解析」より）
 （中段）  巨大異常ホール効果を示す反強磁性体 Mn3Sn の磁気構造、XMCD 実験配置（左）と実験で得られたスペクトル（右）（「巨大な異常ホール効果を生み

出す磁気八極子秩序の軟 X 線磁気円二色性」より）
 （下段）  銅型亜硝酸還元酵素のクライオ電子顕微鏡マップ（「クライオ電子顕微鏡単粒子解析による亜硝酸還元酵素のパッキングフリー構造」より）


