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屈 1994年度総目次<49巻 1-886頁〉

圏特集：化学—夢のある話く化学の夢を語る＞夢の新材料（柳田博明）／究極の有機合成（山本嘉
則）／原子・分子を自在に操る（小宮山政晴）／夢の医薬品（山崎幹夫）／コンピュータが考える未来の化
学（宮本明）／夢のバイオ農薬（松中昭ー）／未来のエネルギー（大角泰章） ＜夢にまつわる話題＞ケク
レは本当に夢を見たのか（山口達明）／夢を追った科学者たちの物語（川崎勝）／夢の読み方（長崎紘
明） SF をカガクする（山崎租）

圏インタビュー：小宮山真先生（東京大学教授）
Ill解説： 1993年度ノーペル化学賞 K. B. Mullis 博士• M. Smith 博士—-DNA の解析に画期的な手
法を開発（関谷剛男）
圏第一縁研究室を訪ねる：長田義仁研究室（北海道大学大学院理学研究科）
Ill巻頭言：果てしない可能性に向けて（向山光昭）
Illシリ ーズ続・内側から見たアメリカの大学：キャンバス内の性の実態(A. T. Tu) 異文化を探検
しよう：こんなに違う薬品に対する考え方（小沢昭弥） Tu さんの英霞教室：学術誌の編集委員 外
から見た科学像：鯨をめぐる二つの科学（プルンネンベルク）
圏化学の本棚：『オランダ人の見た幕末明治の日本J/『明日の環境と人間』
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の シングルソース化は可能か（野村良紀） 最新のトピックス：熱レンズで観測する高励起分子ダイナミクス（渋谷一彦他）／亜 ; 
化学 鉛酵素中における亜鉛機能（木村栄一）／醇素反応の原子レベルでの映像化（小田順一他）／超微粒子の表面（木村啓作）/Tran- : 
: smembrane signalling に基づくイオ ン． 分子検知法の新しい農開（菅原正雄）
• ....................................................................................................................................................... . 

l古9, 2 月号

~ 
圏特集： CM に置場する化学物質 どんな働きがあるの？ 歯垢を分解する｀デキストラナーゼ，，！出血，
アレルギー，炎症に効果‘トラネキサム酸”／青魚に含まれる栄養素｀ドコサヘキサエン酸”／フケ，かゆ
みに効く｀ジンクビリチオン，，／咳，痰に効く｀塩酸プロムヘキシン”／未利用生物資源｀キチン・キトサ
ン,,I胄の荒れを治す｀スクラルファート”／ゴキプリに効< .. ヒドラメチルノン”／かぜに効く酵素｀塩化
リゾチーム”／内臓に分布する必須アミノ酸｀タウリン"I目薬，ヘアケアに｀パンテノール"I抗菌成分｀卜
リクロカルバン"I驚異の保水力｀ヒアルロン酸，，／肌荒れに効く ,.SP セラミド，，／生薬甘草の主成分”グ

リチルリチン酸ジカリウム”／虫歯菌を抑える｀サンフェノン"Iがん予防効果も期待 "'/Jーカロチン，，
圏解説： 1993年度ノーベル医学 • 生理学賞 P.A. Sharp 博士 ·R. ].Roberts博士—分断遺伝子の発
見が与えた衝撃（半田宏）
圏第一縁研究室を訪ねる：岡本佳男研究室（名古屋大学工学部応用化学科）
圏巻頭言：環境問題における化学者の役割（半谷高久）
圏シリーズ 続・内側から見たアメ リ カの大学：アメリカでも医学部は最難関(A. T. Tu) 異文化を
探検しよう：使い捨て文化の見直し（小沢昭弥） Tu さんの英霞教室 ： 受講学生への手紙外から見
た科学像：マーフィーの法則は本当に法則か？（プルンネンペルク）
圏化学の本蠣： 『メディシナルケミストリー』／『マイクロ化学』
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の り DNA(勝又春次他）／ポーリングしたガラスからの第二高躙波発生（粟津浩一） 最斬のトピックス：キラルアシロキシホ : 
化学 ゥ素触媒（山本尚他）／分子エレクトロニクスとメクリックナノワイヤー （清水剛夫他）／バイオミネラリゼーションにおける結 : 

: 晶形成制御（松永是）／植物の新しい感染誘導因子（上野民夫）
....................................................................................................................................................... ｷ' 

l 燐:r;f9, 3 月号

" 圏特集 ： NMR 徽底解剖 くインタピュ ー＞斉藤肇先生（姫路工業大学理学部） ＜絵とき〉NMR の仕組
み（日元徹） NMR の手法の変遷（竹内敬人） NMR機器開発の歴史（日元徹） NMR の発達は化
学研究をどう変えたか（上村大輔） くNMR研究最前練＞有機化学の研究にどう役立っているか（廣田
洋）／固体材料の解析にどう役立っているか（安藤勲他）／タンパク質の構造解析にどう役立っているか
（伊島理枝子）／溶液の構造解析にどう役立っているか（中原勝）／病気の診断にどこまで使えるか（荒
木力） ＜コラム〉NMR の歴史に寄与した科学者/NMR の次元とは／多核種NMR とは／最も高分解能
の NMR は？／データ解析はどこまで自動化できるか/NMR顕微鏡とは
Ill第一繍研究室を訪ねる：細見彰研究室（筑波大学化学系）
Ill巻頭言 ：研究をとりまく日本の風土，環境（大塚齊之助）
Illシリーズ異文化を探検しよう：西洋と東洋の文化の接点•香港（小沢昭弥） Tu さんの英霞教室：
法律に関連した手紙 外から見た科学像：科学は社会にと っての脅威か？（プルンネンベルク）
Ill付縁大学院入試問麗 ：筑波大学大学院化学研究科
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の 己）／高選択的不斉プロトン化反応（松本 一嗣） 最新の ト ピックス： イオンチャンネルとその人工モデル（小夫家芳明）IC-グ ; 
化学 リコシド化学合成の最新のトビックス（戸嶋一敦）／視覚サイクルにおけるリン脂賓の重要性（左右田健次他）／熱電エネルギ- : 

: 変換と熱電材料の新展開（荒井弘通他）
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Ill特集：企●における化学研究マニュアル く対談＞小野田武〔三菱化成（株）常務取締役〕vs. 軽部征
夫（東京大学教授） くこんなにも違う企業の研究>Q&A 企業における研究開発と人について（銅金
巖）／企業の研究所とはどういうところか（小島秀隆）／研究テーマはどのよ うにして決まるか（高石尚
武）／研究成果は何によって評価されるか（古舘信生）企業研究者として第一線で活躍するために（高
谷隆男）＜企業の研究所を訪ねる〉東レ（株）基礎研究所／（株）クラレ中央研究所／帝人（株）新薬創製研
究所／（株）日本触媒中央研究所／ファイザー製薬（株）中央研究所 ＜若い研究者に閏＜＞企業の研究所と
はこんなところ I 数字でみる日本の化学工業ランキング（山下甫）
Ill解説： c.。研究の最新情報を追う C,o ・フラーレンこの 1 年（篠原久典）
Ill巻頭言： 一個の分子に秘められたロマン（井口洋夫）
Illシリーズ化学異聞： ラヴォワジェ（粟屋裕） 続•内厠から見たアメリカの大学：大学は特殊な社
会か (A. T. Tu) 異文化を探検しよう：香港の街で考えたこと（小沢昭弥） 外から見た科学懺 ：科I Vol. 49, 4 月号 学と勘は対立するものか？（プルンネンペルク）

515号 Ill化学の本棚：『RNA のニューエイジ』／『基礎有機化学』
........................................................................................................................................................ ('J~:~ に？ごユ宍名。解::::.閑品ぷ芦•なてで:.;.",,~~~~~ 品:;:.;芯ジのな：比かは岱 l
の polymer in salt 型リチウムイオン伝導体（河村純一）／油水界面でのイオン移動を助ける水の｀指，，（大堺利行） 最斬のトピ ; 
化学 ックス：醇素反応の反応中間体（大野惇吉他）／多電子過程と分子変換（土田英俊他）／タンパク質の水素原子交換をひき起こす : 
: ‘ゆらぎ”の実体（遠藤斗志也）／光学分割固体膜の進展（緒方直哉）
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" 圏特集：生物たちの不思●な世界 チョウはどうやって卵を産む植物を選ぶ？（本田計ー）／宿主の物
質をちゃっかり借用（鈴木義人）／ガードマンを雇う植物（高林純示）／海藻にも性フェロモンがあった
（梶原 忠彦）／花を選ぶ虫，虫を選ぶ花（多田内修）／オクトパミン（酒井正樹）／哺乳動物のケミカル・ コ
ミュニケーション（森裕司）／樹木が話す共通語（渡邊定元）／マタタピダンスのその後（村井不二男他）
くコラム ・ 香りのコミュニケーション〉ヒトに媚薬はあるか？／ヒノキのお風呂はなぜ気持ちいい？／天
然鮎の香りの正体
圏第一縁研究室を訪ねる ：矢野重信研究室（奈良女子大学理学部化学科）
憲巻頭言：漱石と●外にみる理系の知性（立花太郎）
圏シリーズ化学異聞： ルプラン（粟屋裕） 続・内債から見たアメリカの大学：審査制度は公正か
(A. T. Tu) 異文化を探検しよう：ラーメ ン，金太郎，ネコは英語の発音？（小沢昭弥） 外から見た
科学懺：科学者の社会的責任とは？（プルンネンペルク）I Vol. 49, 5 月号 圏化学の本棚： rダイヤモンドとガラス』／『セレンディピティーJ

516号 圏付縁大学院入試問麗：奈良女子大学大学院化学研究科
........................................................................................................................................................ C, :r~ ぷの7.ー文ドカ：らモ：ルタ71/富る・クグ質口設仁ぶ:~ぷ占芯ね/:~に!'!i右閤打jは芦ばな~:: : 
の 新物質（直井勝彦）／遷移金属錯体触媒を用いる C=C 結合の高選択的官能基化（近藤輝幸） 最新のトピックス： シリレン錯 : 
化学 体（荻野博他）／キャビラリー電気泳動による光学異性体の分離（寺部茂）／ソルポリシス速度に基づく炭素陽イオン評価の問題 : 

: 点（竹内賢一）／プラスミド DNA の複製調節と熱ショックタンバク質（駒野徹他）／常温光化学ホールバーニング（平尾一之） ; 
ｷ....................................................................................................................................................... 

" 圏特集：化学はいま何が中心テーマなのか 「小原子数固体Jの化学（足立吟也）／有機溶媒にとける
金属分子の働き（村橋俊一）／ミクロ分離化学のすすめ（高木誠）／元素の個性を生かした｀モノ”づくり

（高野幹夫）／クリーンな環境をつくる光触媒（藤嶋昭）／遺伝子の損傷ががんの引き金に（大塚栄子）／
重要性を増す環境触媒（御園生誠）／これからの生体材料に求められるもの（筏義人）／天然物を化学的
に｀観る....創る”（村井章夫）／生物の生命線を解き明かす（山内脩）／実験のなかにチャンスが（奈良坂
紘一）／インテリジェントポリマーからファジーポリマーヘ（緒方直哉）／化学情報をいかに扱うか（合
志陽一）／表面・界面を化学加工する（市川勝）
圏解説：光によ る DNA の損傷とその修復（岡村忠）
圏講座化学基鍵の基彎：芳香族性とは（相原惇ー）
圏第一縁研究室を訪ねる：長尾善光研究室（徳島大学薬学部薬化学研究室）
圏轡頭言 ：化学教育と大学入試（芝哲夫）
圏シリーズ続・内側から見たアメリカの大学：科学者が犯す不正行為(A. T. Tu) 異文化を探検し
よう： ソウルは日本の玄関？ 外から見た科学像 ：科学＝機械という等式は成立するか？（プルンネ

l 笛:r:9, 6 月号 ら品らは直： r量子化学入門』バ原子と分子』
........................................................................................................................................................ 
: 今月のキーワード：ゼロ運動エネルギー光電子分光法（藤井朱鳥） シンポジウム•最新情輯 ：光電気化学に関する国際シンポ : 
~ ~;:; 出バ:,他）最は~~翌·;: 昇;;;;:.;ェ：二iと認は;;;,;.;広翌右'!'ん唸翌度9況~:
化学 —法による酸化物ガラスの電子状態の算出（小和田善之他）／固相反応を用いる高感度原子スペクトル分析（熊丸尚宏他）／表面 : 

• 吸着種解析法としての電子剌激脱離法の最近の発農（岩澤康裕他）／液晶の電場配向運動（濱口宏夫他）
• ...................................................................................................................................................... . 
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圏特集：新・元素物露水素（宮崎淳）／ヘリウム（八隅定夫）／ホウ素（山本嘉則）／炭素（遠藤守信）／
窒素（松永猛裕）／酸素（金償次）／フッ素（松尾仁）／アルミニウム（成田緑）／ケイ素（今井聖）／リン
（吉藤正明）／硫黄（古川尚道）／カルシウム（池上司）／チタン（野村洋一）／バナジウム（道端齊）／鉄
（端山文忠）／銅（前義治）／亜鉛（冨田寛）／ガリウム（杉村健太郎）／ゲルマニウム（舛本泰章）／セレン
（瀬子義幸）／モリプデン（西村允）／スズ（大寺純蔵）／アンチモン（田沼静ー）／ガドリニウム（渡部徳
子）／タングステン（五十嵐廉）／イリジウム（海老原充）／水銀（佐藤祐一）／ビスマス（田沼静ー）／アス
タチン（馬場宏）

衝第一緯研究室を訪ねる：田中渥夫研究室（京都大学 工学部合成 •生物化学教室）
衝巻頭言： 論語と有機化学（深海浩）

I 
圏シリーズ化学異聞：エルー（粟屋裕） 異文化を探検しよう：異文化を理解する ことの難しさ（小

Vol. 49, 7 月号 沢昭弥） 外から見た科学像：古代ギリシャ時代に見られる科学（プルンネンペルク）
518号 圏化学の本棚：『S 高校化学クラプ日記』／『国際化学産業史』
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: 今月のキーワード：酸化的ストレス（木村光他） シンポジウム• 最新情帽 ：タンパク質設計に関する国際会議（森島 績） 注 : 0 :: 芯％艮超只悶竺竺::~~字：~:'.翌竺？？竺：：匹芯丁ば霜::::;翌？芯 l
化学 生成のエネルギーは？（小林憲正） 最新のトピックス：新機能フォトクロミ・ック分子（入江正浩）／エイズの発症における酸 : 

化的ストレスの役割（木村光他）／有機溶媒系の低分子ゲルの構造と機能性（新海征治他）／色素の電子スペクトルの MO 計算 ; 
（西本吉助）／ポリマーアロイの画像解析（西敏夫）
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" 圏特集：●にまつわる化学 くインタビュ ー〉中嶋暉紀先生（サントリー生物有機科学研究所所長）
毒の質問箱（田宮徹） ＜毒研究最前線〉どんな研究が注目されているか（高崎親久） ＜毒研究の現場
を訪ねる〉Anthony T. Tu 研究室（コロラド州立大学生化学 · 分子生物学） ＜研究ドキュメント〉フグ
毒テトロドトキシン物語（酒井浄） ＜写真で見る＞毒をもった動物たち (A. T. Tu) 世界の毒研究者
(A. T. Tu) <研究室の毒＞化学薬品は危険がいっぱい？（廣井正男）
圏解説：凝縮系の化学反応分子動力学（長岡正隆•山邊時雄）
圏講座化学基蠅の基鍵 ：不斉有機合成（林民夫 ・ 魚住泰広）
圏巻頭言：化学と生物学のインターフェース（伴義雄）

I 
111シリーズ化学異聞： ニュートン（粟屋裕） 異文化を探検しよう：貴方の研究は社会に貢献して

Vol. 49, 8 月号 いるか？（小沢昭弥） 外から見た科学像：科学は傲慢な行いか？（プルンネンペルク）
51遠 Ill化学の本棚： rケムコム』／『ガラスヘの誘い』

ｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷ C, :::; 工ご雰~:~~竺l1a.':.寄はふ竺!4!~~~~門？こ~;デぷ畠;';,~;,;;.;:は品 l
の "LiMnO," (菅野了次）／時間分解 FT-IR分光法の最新の進歩（鳥海弥和） 最新の トピックス：新しい昆虫フェロモン（森謙 ; 
化学 治）／タンパク質結晶学と構造生物学の新たな飛躍（三木邦夫）／バルクガラスからの第二高調波発生（那須弘行）／不斉ポルフィ : : リンの合成とその機能（生越久靖他）／フロンによるオゾン層破嬢（富永健） : 
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II!特集：すぐれもの分子大研究 磁石になる分子（阿波賀邦夫）／電気を通す分子（加藤礼三）／超伝導
を示す分子（斉藤軍治）／光を電気に変える分子（藤平正道他）／光の波長を変える分子（松岡賢）／化学
反応で発光する分子（磯部稔）／多彩な色をだす分子（近藤忠雄他）/DNA を切る分子（平間正博）／分
子を認識する分子（上野昭彦）／化学反応をコントロールする分子（高谷秀正他）／右と左を見わける分
子（築部浩）／情報を記録する分子（佐野充）／学習する分子（松本睦良）／エネルギーを蓄える分子（西
久保忠臣）

II!第一線研究室を訪ねる：高久洋研究室（千葉工業大学工学部工業化学科）
圏巻頭言：宇宙の進化と生物の進化（野田春彦）
圏シリ ーズ 化学異聞： ルーエ（粟屋裕） 異文化を探検しよう： Competitor は人生に生きがいを与
えてくれる（小沢昭弥） 外から見た科学像 ：科学とは｀理性のカ，，への飽くなき信仰か？（プルンネン

l 燐49, 9 月号 ;~ はi乃本棚： r化学者池田菊苗』1『生分解性高分子』
ｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷ 

ロ閃芦ぶぷ霜ぷ溢:~~~-:愕名iジ；応~~~:~,竺唸品編二品呼？吝 l
の 有機ホウ素の特性を生かした高分子設計（中條善樹他） 最新のトピックス：液液界面における分子挙動を光散乱で見る（澤田 : 
化学 嗣郎他）／高度にメソポアが発達した炭素繊維（安田源他）／シミュレーションによるフラーレン生成過程の解明（中西浩一郎 : 
: 他） ／酵素触媒によるポリエステルの合成（小林四郎他）／分子モーターと化学一機械エネルギー変換（吉川研一他） : 
........................................................................................................................................................ 



l 襟:r:9 , 10月号

(iv) 

圏特集：見てきたような化学の話表面での化学反応を原子レベルで見ることができるのか（田中虔
ー）／化学反応は遷移状態を通って進む？（本間健二）/Ceo は球形なのか（阿知波洋次）／ベンゼン環は
正六角形か？（中田宗隆）／宇宙には炭素鎖分子が存在？（齋藤修二）／アモルファス固体の構造は不規
則？（鈴木謙爾）／電子移動反応では電子が動いている？（仁木克己）／単分子膜は本当に一つの分子層
か（下村政嗣）／液晶分子は電場をかけると配向する？（近藤昇一）／超伝導では電子がペアになって動
いている？（立花明知）／クラウンエーテルは金属イオンを包接する？（庄野利之）／フォトクロミック
分子は光で異性化？（市村國宏）／超伝導体は磁湯を排除する？（外村彰）／分子の間には分子間力が働
いている？（近藤保）
圏解説 ：沈黙の同位体で探る湖の生態系（和田英太郎・山田佳裕）
圏話麗：神経ガス｀サリン” の正体(Anthony T. Tu) 

圏第一繍研究室を訪ねる：板谷證悟研究室（東北大学工学部基礎物理化学講座）
圏巻頭言：若手研究者の養成（山本勇麓）
圏シリーズ化学異聞：ベルセーリウス（粟屋裕） 異文化を探検しよう：リサイクル社会の新しい
哲学（小沢昭弥） 外から見た科学像：科学は旅としてとらえられるか（プルンネンベルク）
圏化学の本棚：『高圧バイオサイエンス』バストレス探究』

............................................................................................ ｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷ CJ:: 悶;;:;, ぷに~~i."'=:~1-·~ ふン芯;:;~-..-::;~芯門::イii,f,!",.';ぶ芯築翌~=盆幻: : 
の ットワーク構造（加藤隆史）／酵素との人工的電子移動コミュニケーション（相秦隆正） 最新のトピックス：遷移金属を内包 : 
化学 する新しい希土類ハロゲン化物（齋藤太郎）／情報伝達にかかわる分子種と新しいタンバク質の修飾（浅野朗）/CO, 排出低減 : . の水素エネルギー化学（玉浦裕）／微小薄膜電極を用いる生体分子•細胞の操作（民谷栄一他）
......................................................................... ............................................................................... 

l 器-.,;9 , 11月号

" 圏特集：化学を元気にする方法 く対談〉森島績教授（京都大学工学部）vs. 諸岡良彦教授（東工大・資
源研） ＜化学を元気にする方法）日本の化学工業の飛躍のために（宮本純之）／講義をもっと面白く I
（大塚時雄）／‘ストーリー性”のある研究を/ (和田昭允）／もっと化学に‘夢”を（岡崎廉治）／もっと
化学の面白さを/ (綿抜邦彦）／スター待望論（編集部）／見て，触れて， 感じて・・・（白石振作） 夢・化学
-21(龍弘道） ＜提言＞理系離れに対処するには物理教育と化学教育の連携が必要/ (霜田光一） い
ってきました/一日体験入学（編集部） 日本化学会記者会見より（編集部） ＜アンケート）化学の面白
さを子供たちに私はこうやっている

圏第一縁研究室を訪ねる：小山昇研究室（東京農工大学 工学部物質生物工学科）
圏追悼：現代化学の父ライナス ・ ポーリング博士（村田晃）
圏巻頭言： 若者の理工系離れに早急な対策を（丸山和博）
Illシリ ーズ化学異聞： ウェーラー（粟屋裕） 翼文化を探検しよう：日本は太平洋戦争でア ジアの
国々に何をしたのか（小沢昭弥） 外から見た科学像：大衆が見た 18世紀の科学（プルンネンペルク）
圏化学の本棚： rバイオテクノロジ一』バライナス・ポーリング』

...................................... ..... .. . ........................... ............. . ............. ..................................................... 
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の ヘリックス転位と不斉誘導の増幅（高田十志和）／細胞中での遺伝子のスイッチ on-off を可能にした化学（袖岡幹子） 最新の ; 
化学 トピックス：重水素置換と相転移（松尾隆祐）／遷移金属錯体による飽和結合の活性化（榊茂好）／情輯と機能を共有する人工生 : 
: 体分子（宍戸昌彦他）／フラーレンの化学における未解決の問題（大澤映二他）／非ケイ酸塩層状結晶の層間架橋（山中昭司） : 
• ................................................................ . ...................................................................................... 

l 笛49, 12月号

や
圏特集：世紀末は大発見の時代 く検証)19世紀末とは化学にとってどんな時代だったのか（古川安）
く新世紀を拓いた大発見＞希ガス ・ 放射性元素の発見から原子構造の解明へ（阪上正信）／電子の存在を
確認（杉山滋郎）／量子論の基礎を築く（佐野正博）／錯体化学の始まり（海崎純男）／生命の秘密に挑
む有機化学（竹内敬人）IX 線の発見（札野順）／物理化学の誕生に貢献した四人の大化学者（妹尾学）／
液晶の発見（太田和親）／フッ素の単離（國分信英）／グリニャール試薬の発見（山本明夫）／コレラ菌の
発見（竹田美文） 19世紀末に誕生した化学の手法（本浄高治）／明るい世紀末？（下坂英） ＜年表)19
世紀末の科学と世相（古川安）
圏第一縁研究室を訪ねる：加納航治研究室（同志社大学工学部機能分子工学科）
薗巻頭言： いま化学者も日本のゆく末を熟考すべきときにきた（坪村宏）
慟シリーズ異文化を探検しよう：知られざるアジアのイスラム教国（小沢昭弥） 外から見た科学
像 ：オッカムの剃刀としての科学（プルンネンベルク）
衝化学の本棚：『化合物半導体』1天然有機化合物の構造解析』／『危険は予測できるか．／』
衝付録大学院入試問疇：同志社大学大学院工学研究科

............................................................................................. ........................................................... 
: 今月のキーワード：近接場光学顕微鏡（平本昌宏） シンポジウム• 最新情輯 ：第15回 IUPAC光化学会議（石田昭人） 注目 : 

994 の論文から：貝が捕食者を知る方法（中村英士）／半導体量子井戸構造における単一発光中心のイメ ージング（平本昌宏） 最 : 。新のトピックス：安定シリレンの単離と三重項シリレンヘのアプローチ（楔井英樹他）／酵素工学の最近の展開（今西幸男）／接 : 
化学 触脱硫モデル反応（巽和行）／糖尿病をなおすバナジウム錯体（桜井弘）／水を含む溶媒中での水素結合を利用した分子認識と超 : 

: 分子構築（国武豊喜他）
• ...................................................................................................................................................... . 

http://www.tcpdf.org

