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（上）Rh 表面における NO 還元反応の質量分析および XPS によるオペランド計測「軟 X 線 in-situ/ オペランド光電子分光による触媒解析」
より
（下左）熱プロセスに潜む有機ハロゲン化合物（R–X）生成の仕組み（写真は廃電気・電子製品の野焼きサイト）「熱プロセスにおける有
機ハロゲン化合物と重金属の関係」より
（下右）3 つの鉄だけ TtuA (tRNA 硫黄修飾酵素 ) に結合している [4Fe-4S] 型鉄硫黄クラスター「鉄硫黄クラスターが関与する tRNA チオ化
修飾酵素の詳細な反応機構解明を目指した研究」より

