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lご0, 1 月号

口特集 ： 脳の読み方 ＜インタビュー〉三品昌美教授（東京大学医学部）く解説＞脳研究（黒田洋一郎）／
＜脳の不思議に分子メカニズムで迫る〉脳はなぜ脳になったのか（小幡 邦彦）／記憶のメカニズムを探る
（安島綾子）／脳の老化はなぜ起こるのか（石浦章一）／なぜ脳細胞は自ら死を選ぶ？（森啓他）/fMRI 
で探る脳の働き（成瀬 昭二） ＜脳を読むためのカギ物質〉アミロイドタンパク質（宮崎香他）／グルタミ
ン酸受容体（川合述史）／テレンセファリン（森憲作） ／オビオイドペプチド（佐藤公道） /ATP (井上和
秀）／神経栄養因子（晶中寛）／プロテオグリカン（大平敦彦他）／シナプトタグミン（笠井陽子）／一酸化
窒素（唐木英明）

口解説： 1994年度ノーベル化学賞 G. A. Olah 博士——超強酸を駆使してカルポカチオンの存在を実
証

口講座化学基礎の基蠅：鏡像異性体の名づけ方（その 1) (川井正雄）
口巻頭言： 21世紀を日本化学の時代にするために（野依 良治）
ロシリーズ化学異聞 ：モザンデル（粟屋裕） 鎌ちゃんのアメリカ雀学記： 留学を志す人は TOEFL
を（鎌谷朝之） 異文化を探検しよう ：アメリカの中国人科学者（小沢昭弥） 外から見た科学像： 科
学とは必然ではなく偶然として眺めるものか ？ （プルンネンペルク）

:... .... .. ............ .. .. .. . .... ... ....... . ..... .. .. .. ................ .. .. .. .. .. ... ..... .... .. ... ........... .. .. .. .. ... ....... .. .... .. ................ ... .. .......... : 
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化学 化合物を生んだ超分子化学（木村栄一他）／ナノ細孔性炭素の物性化学（金子克美他）／電極界面の分子デザインと化学センシン

・ グ（菅原正雄）／フッ化水素を基盤とするフッ素化反応（檜山為次郎他）
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口特集：化学の原理 チキソ ト ロピ ー （北原文雄）／界面活性（大橋 ゆか子）／吸着 （藤元 薫）／浸透圧
（戸嶋直樹）／潜熱（下田昌弘）／分子間力（水町浩） ／熱伝導（岩瀬 正則）／気化熱（神谷信行）／凝固点降
下（塩谷栄二）／表面張力（山内五郎）／乳化と分散（柳瀬仁茂）／イオン化傾向（神谷信行）／酸化熱（江
本 巖） ／吸熱反応（江本 巖）／昇華（下田昌弘）

口解説 ： 1994年度ノ ーペル医学 • 生理学賞 ギルマン博士・ロッドベル博士—~タンパク質の発見
（伊東広）／超高圧で超分子をつくる（松本澄他）
口講座化学基礎の基礎 ： 鏡像異性体の名づけ方（その 2) (J II井正雄）
口巻頭言 ：科学評論の確立をのぞむ（足立吟也）
ロシリーズ化学異聞 ：デーヴィ（粟屋裕） 鎌ちゃんのアメリカ留学記 ：アメリカの大学院共通試
験（鎌谷朝之） 異文化を探検しよう： 病める社会のなかで化学者は（小沢昭弥） 外から見た科学
像： 西暦4338年の科学技術とは？（プルンネンペルク）
口化学の本棚 ：『地球の化学と環境』／『有機化学の基礎づくり 』

: ..................................................................................................................................................................... : 
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品 人）／逆 Belousov-Zhabotinsky 反応？（山口智彦）／廃棄物の有効利用による排煙浄化技術（下川部雅英） 最新のトピック

ス： 膜電位の変化を生起する ホス トーゲス ト分子認識（古賀 憲司他）／結晶内で動くものは見えるか（大橋裕二他） ／メタロセン
: 触媒と新規ポリマーの創製（曽我和雄他）／希土類ルイス酸触媒（稲永純二他）
............ .. ... .. ....... ........ .. ... .. ... ............ ....... .. .. ........... ... .. .. ........... .. . ... .. ......... .. .. ... ... ........... ... ... . .. ........ .. .. .......... .. 
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l ご゜， 3 月号

(i) 

口特集 ： ネ ッ トウーク通信活用法 ネットワーク通信のすすめ（藤原 譲） /SIG ・フォーラムの魅力（一
色健司）／こんな情報が欲しいときどうする？（木本博喜）く最新情報＞オンラインデータベースは今
（飯島邦男）／インターネット活用法（豊田二郎）／化学関連公開ソフトウェア一覧（伊藤 債人）＜コラ
ム〉論文の電子投稿で何が変わるか（小川桂一郎）パ亀の甲倶楽部.J っ てどんなところ？（島田和明）／
学会発表の申し込みもオンラインで（石鍋 正俊他）
口解説 ：タキソール全合成に挑む（桑嶋功）
口講座化学基蠅の基礎： 同位体効果（内藤 周式）
口第一繍研究室を訪ねる ：左右田 健次研究室（京都大学化学研究所）
口巻頭言 ：化学者の耐用年数（森謙治）

ロシリーズ化学異聞e : ドルトン（粟屋 裕） 異文化を探検しよう： 人生創造のための海外旅行（小
沢昭弥） 鎌ちゃんのアメリカ雀学記： 留学するとお金はいくらかかる？（鎌谷朝之） 外から見た
科学像 ：心霊学は科学の一分野？（プルンネンベルク）
口化学の本棚 ： r蛋白質.Jパ計算化学入門J/『有機合成のロジック 』
口付縁大学院入試問麗 ：京都大学大学院 農学研究科

....................................................................................................................................................................... 
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の （中谷清治）／きわめて速い 5-endo 型のラジカル環化反応（柳日馨）／光でつくるレンズを用いた分光法（寺嶋正秀） 最新の
化学 トピックス： 新しいルイス酸型レセプター ATPH を用いる選択的有機合成（山本尚他）／デンドリマー ・ デンドロンの化学（柿

• 本雅明）は電子系カーポンヘのインターカレーション ・ ドー ピング（沖野不二雄）／軟 X線レーザー，レーザープラズマ X 線
: 源， レーザー X 線管と その応用（中島信昭）
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(ii) 

口特集：フレッシュマンのための分野別化学研究の見方 ・考え方 ＜有機化学分野＞有機化学は大きな
入れ物． 対象と方法に制限はない（宮岡清）／＜物理化学分野＞理論が主か実験が主か（加藤肇）／く分析化
学分野＞広範な分野にまたがるテーマ設定と研究戟略（高木誠）／く生物化学分野)in vitro と in vivo 実
験の意味と限界を認識しよう（遠藤斗志也）／く理論化学分野＞理論研究は実験研究に不可欠な先導的・
相補的手段（平尾公彦）／く高分子化学分野＞研究成果が社会に役立つ日を夢みて（西出宏之）／く無機化
学分野＞遷移金属錯体合成のストラテジーシリレン錯体の合成（荻野博）
口開発物語 ：鶏卵抗体（小関誠 • 八田一•金武詐）
口化学は生命にどこまで近づけるカ-<D : 「分子認識J から 「分子意識」の化学へ（杉本直己）
口講座化学基礎の基礎 ：位相（立花明知）
口第一線研究室を訪ねる：篠原久典研究室（名古屋大学大学院理学研究科）
口巻頭言 ：残されたフロンティア（山本明夫）
ロシリーズ鎌ちゃんのアメリカ留学記：実験設備の素晴らしさに感動 I (鎌谷朝之） 外から見た
科学像：因果的な関係だけが科学の対象か？（プルンネンベルク）I Vol. 50, 4 月号 口化学の本棚： 『新物理化学（上・下）』／『先端電気化学』

527号 口付録大学院入試問麗 ：名古屋大学大学院理学研究科
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品： 澤孝史） 最新のト ピックス：ポルフィリン集合体と電子過程（土田英俊他） ／超音速分子ジェット分光分析法（今坂藤太郎）/ j 

驚異的な強さの細胞毒性をもつ海洋ペプチド（楠見武徳）／分子軌道の直接観測（柳下明）
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口特集 ：定数物語 く解説＞化学における定数（朽津耕三）＜数値が語るドラマ＞真空中の光速度（大井
みさほ）／プランク定数（高田誠二）／電気素量と電子の質量（後藤美智子）／アポガドロ定数（中山貫）／
ポルツマン定数（森村正直）／ファラデ一定数（原宏）／気体定数と理想気体のモル体積（田村牧）／セ
ルシウス温度目盛のゼロ点（菅宏）／標準大気圧（西條敏美）／微細構造定数（細矢治夫）／ポーア半径
とポーア磁子（岡田知二）／リュードペリ定数（盛永篤郎）／万有弓l力定数（西條敏美）
口解説 ： D-アミノ酸を通して生物を見る（藤井紀子）
口化学はどこまで生命に近づけるか②：触媒分子として核酸を使おう（多比良和誠）
口講座化学基鍵の基礎 ：原子の大きさ（西本吉助）
口第一線研究室を訪ねる ：伊藤公一研究室（大阪市立大学理学部物質科学科）
口巻頭言 ：研究室間，大学間の交流を I (大島泰郎）
ロシリ ーズ鎌ちゃんのアメリカ留学記 ：日本とこんなに違う大学院の授業（鎌谷朝之） 外から見I Vol. 50, 5 月号 た科学像 ：科学とは疑うことか？（プルンネンベルク）

528号 口付録大学院入試問題： 大阪市立大学大学院理学研究科
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晶 ス： 急進展をみせるシロールの化学（玉尾皓平他）／一酸化窒素(NO)の神経系における役割（駒野徹他）／層状物質由来の無機 i 
超薄膜と有機物質の交互積層（黒田 一幸）/Mn(lfl) -ザーレン錯体触媒による二露結合のエナンチオ選択的エポキシ化反応（藤 : 

; 澤有他）
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口特集： c.o ・ フラーレンの可能性 くインタピュー＞飯島澄男博士(NEC 基礎研） ＜研究最前線>Ceo •
フラーレンの構造と物性（谷垣勝己） /Cao • フラーレンの反応性（山子茂）／カーボンナノチュープは今
（湯村守雄） ＜応用の可能性>Ceo を高効率で精製する方法はあるか（鈴木剛他）IC.。を水溶化する（北
沢宏一他）/Cs。から機能性材料をつくる（鈴木敏泰）／フラーレン薄膜は何に使えるか（鯉沼秀臣他）／
金属を内包したカプセルとチュープ（齋藤弥八）／メモリー素子へ応用できるか（川添良幸他）／電極材
料としての Coo (東原秀和）IC.。は磁性体になるか（田中一義）／アモルファスダイヤモンドの合成（平
井寿子他）IC.。の生物活性は？（広部 雅昭他）
口化学はどこまで生命に近づけるカ-@: 改造車ベースとして核酸を使おう（井上丹）
口巻頭言 ：海は超活性天然物の宝庫（安元健）I Vol. 50, 6 月号 ロシリーズ鎌ちゃんのアメリカ雀学記：ティーチング・アシスタント悪戦苦闘の記外から見た科

529号 学像： 科学実験は人格までも変えてしまうものか？（プルンネンベルク）
.......................................................................................................... .......................................................... 

:ご~;~ ~~~;.'; ! ;;;~: 構孟微；悶塁：江心9カふくの霜；；テクリ;,シオン”””言し雰
ィ各 ィオン伝導ガラスの開発（南 努他）／フラー レンによる表面改質（神野清勝）／表面再構成と反応性（岩澤康裕他）/ras がん遺伝

子の作用を阻害する物質（梅沢一夫）
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(iii) 

l 翌~o, 7 月号

口特集 ： 研究現場の最斬機鑓たち くインタピュー＞石田泰夫氏（島津製作所取締役） く最新機器のデ
ータはこんな顔＞高速液体クロマトグラフ（中田文弥）／ガスクロマトグラフ（田辺竹三）／質量分析装

置（加藤 義昭）／自記分光光度計（西村節志）／フーリエ変換赤外分光装置（大久保 優晴）／高周波プラズ

マ発光分光分析装置（高橋務）／走査型プロープ顕微鏡（坂井文樹） IX 線回折装置（高檎良定）／光音響

分光装置（亀岡 優）／電子スビン共鳴装置（増水章季）IX 線光電子分光装置（田口雅英）／キャピラリー
電気泳動装置（北岸恵子）／二次イオ ン質量分析装置（田口雅英）IX 線分析顕微鏡（細川好則）／核磁気
共鳴装置（鴨修）
ロ特設記事 ：毒ガスを化学する (Anthony T. Tu) 

口化学はどこ まで生命に近づけるか④：金属イオ ンを使って核醸を切ろ う（小宮山真）
口講座化学基蔓の基鍵 ：冗結合と 6 結合（藤本博）
口巻頭言 ：常に貪欲に知識を広げる努力を .r (村上幸人）
ロシ リ ーズ鎌ちゃんのアメリ カ雀学記 ：頻発する日本人による交通事故（鎌谷朝之） 外か ら見た
科学像 ： 科学とは普遍法則を個性化することか？ （プルンネンペルク）

:ｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷ: 
: シンポジウム• 最新情輯 ：医用高分子に関する国際会議（筏義人） 注目の麟文から： Phytosiderophore と Super Sidero-

a···"の合成に成功（濱田康正）／生成脱離分子の振動・回転 ・ 並進エネルギー と表面反応ダイナミクス（国森公夫）／固体 NMR
の で配位子タンパク質複合体の立体構造を決定（内藤晶）／細胞膜に開いたイオンのトンネル（宇都 正幸） 最新の トピ ックス ：

化学 光学活性 a-ヘテロ原子置換有懺金属化合物（吉田潤一 他） / 5 配位ケイ素錯体（神谷寛ー）/DNA の両鎖を切断する分子ハサ
: ミ（杉浦幸雄他）／有機イオンラ ジカルの構造ひずみ（塩谷 優他）

ｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷ 

• . si 
織撼·ffl麿サリン—....... _i: 

ロ,~ 甜゜， 8 月号

@ 

ロ特集 ： 化学物質としてのサリン サリンの生い立ち (Anthony T. Tu) /サリンの性質（吉藤 正明） ／
サリンの生理活性（鈴木康男）／サリ ンの毒性（宮本 徹）／サリンの検出法(Anthony T. Tu) /私にとっ
てのサリン事件（森謙治）
口素朴な醍間 ： 遷移金属原子の電子配置の謎（阿武聰信）
口化学はどこまで生命に近づけるカ'<ID: 酵素を働かすために金属イオンを使おう（渡辺芳人）
口鵬座化学基覆の基蔓 ：相と相転移（松尾 隆祐）
口饒み物 ：原爆投下への謀略（粟屋裕）

口巻頭言 ：理科教育はこれからどうなる？（井上祥平）

ロシ リーズ 鎌ちゃんのアメリカ留学記 ： 目にあまる留学生の振る舞い（鎌谷朝之） 外から見た科
学像 ：科学とは情緒的要素を欠いたものか？（プルンネンペルク）

口化学の本棚 ： 『生体材料学』／『新高分子化学序論』

:ｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷ: 

□后ぢ祐：右？五ぷぷf品·::ばぶぷ；：：:: ュる土霜~~竺ごぢぢ盆~=::百？ぷ闘
の 不斉触媒反応における非線形効果のモデル化（原田 俊郎） 最斬の トピックス ：タ ンバク質の新しい構造決定法（田中 勲 他）／
化学 ポリシアロガングリオシドの化学合成（長谷川明他）／シトクロム P-450 をめぐる植物と病原菌の攻防（岩村 俄）／機能集積表

; 面をも つ新しい抗血栓性材料（明石満他）
..... .. ... .............. .................. .. ..................... .... .............. .. .. ..... ....... ... .. .... .. .. ... .. ...... ...... .. .. .... ... ... ....... ... .. ....... ..... 
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l雲0, 9 月号

@ 

口特集 ： 地震予知 蓄積した地殻ひずみから地震の前兆を読みとる（竹本 修三）／三成分ひずみ系は地
震の初期過程をとらえ られるか（坂田正治）／遺跡の発掘は地震予知に役立つ（寒川旭）／火山の噴火と

大地震との関連を探る（木村政昭）／精密水温測定で地震前の地下水の動きを探る（島村英紀）/VAN 
法は直前予知の有効な手段か（長尾年恭）／地震の前兆を伝える超低周波の電磁波（早川正士）／地下水

中のラドン濃度は地震に伴って変化する（脇田宏）／地電流の異常信号は地下からの緊急電信（榎本祐
嗣）／深層海水中の鉄とマンガンは地震前兆のシグナルか（中山英一郎） ＜話題＞私も見た ／地震の前
兆（編集部）

口解説 ：光を使った分子診断（金城政孝）

口化学はどこ まで生命に近づけるカ'@: 反応の効率を上げるために電子移動を活性化しよう（福住俊一）
口巻頭言 ：化学のイメージアップをめざして（鳥居滋）
ロシリーズ 鎌ちゃんのアメリカ留学記 ：栄誉に輝 く化学者を間近に（鎌谷朝之） 外から見た科学

像 ：科学は応用に対して無実であるか？（プルンネンベルク）

O化学の本棚 ： 『分析化学』／『新 ・ 分子の世界』

....................................................................................................................................................................... 

:ここ年:~1;.1!~需ぶぷよ云,;,;~/は芦;/~~~~-:~:,i:.:.:, 心竺芯：：悶芯？
の （中沢隆）／光合成系の光誘起電荷分庫により生じる局所高電場（太田 償廣） 最新のトピッ クス ：鎖状立体制御に有効なキラ
化学 Iレ金属アミドの開発とかアミノ隙合成への応用（斎藤 清機）／状態選択イオ ンサ｝子反応 その後（小谷野猪之助）／金属錯体触
: 媒による co. の活性化と接触電気化学還元（小倉興太郎他）／メタン資化細菌の有効利用（大倉一郎他）
....................................................................................................................................................................... 
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一

口特集 ： 研究看の評価を考える—大学人560人のアンケートから 研究者が考える‘研究者の条件”
とは／研究者の評価と論文／招待講演は評価の重要な指標か／研究者にとって賞のもつ意味は／研究と教
育は両立するか／研究者と一般社会のかかわり方／自己評価制度を評価すると／評価をめぐる問題点 を
探る／評価制度はどう変わっていくのか くコラム〉SCI とイ

言I I星層量量~~~~~登場；；こ五ここご学像
ンパクトファクター／投稿するならこの雑

533号 口化学の本棚 ： 『がん産業』1『創薬化学』／『生物活性天然物の化学合成』
................................................ ........................................................................................ ............................... . 

: シンポジウム•最新情韓：第17回糖質シンポジウム 注目の論文から： 弱い強磁性を示す純有機結晶（杉本豊成他）／ポーラ分 : 
:子の積み木細工（伊藤紳三郎）／自己修復機能をもつ「賢い」血（小濯文幸他） ／ガングリオシドのトポロジー と認識との関連 : 
化学

性（佐藤智典） 最新のトピックス：金属内包フラーレンの反応性と電子的特性（赤阪健他）／大気中のラジカル測定（秋元 肇 i 
他）／メタロセン—無機層間化合物の構造化学（松林玄悦）／遺伝情輻の伝達に核酸の化学構造は必要か（稲木良昭） : 

ｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷ ................................................................................ 

(j) 

口特集：ミクロの世界の掟 く解説〉ナノ ・ ピコ・フェムトの世界（荒川 泰彦） ナノクラスター（近藤
保他）／電子顕微鏡（小林隆史）／超高速分光（玉井尚登）／超微量分析（北森武彦）／近接湯光学（大津元
ー）／ナノバイオロジー（楠見明弘） ＜研究最前線＞サイズのそろった超微粒子をつくる（野坂芳雄）／
ナノスペース中の分子を探る（金子克美）／生体がつくるナノ材料を利用する（松永是）／光受容物質の
反応を追う（神取秀樹）／ピコニュートンの力を測る（小嶋寛明）
口講座化学基礎の基礎 ：反応速度（冨永博夫）
口第一線研究室を訪ねる ：今坂藤太郎研究室（九州大学工学部応用物質化学科）
口巻頭言 ：いま一度‘‘倫理”を考える（泉美治）
ロシリーズ鎌ちゃんのアメリカ雀学記： 大学院生の研究室選び（鎌谷朝之） 外から見た科学像：I Vol. 50, 11月号 科学の知識は人類に危害を加えるものか？（プルンネンベルク）

534号 口化学の本棚： 『入門環境汚染のトキシコロジーJ/『非水溶液の電気化学』バ糖鎖ハイプリッド』

ｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷ 
..................................................................................................... .. 

三り訊篇だで~!六字？烹~.;•:,よ品ぷ唸亡ぷふ卜性キ半シ合ン成古ば:-:久？は悶 [ 
の 制御（山下 晃一他） 最新のトピックス ：触媒抗体を生みだす免疫システムの多様性（藤井郁雄他）／冗共役高分子の最近の進 : 
化学 歩（山本隆一他） ／！）ン酸部修飾オリゴ DNA の立体選択的合成法（早川芳宏他）／ホスト ーゲスト化学におけるマススペクトロ : 
: メトリ ー（澤田正寅他）

ｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷ ........................................................... 

―•一_,,___ _ 

担占. 化学者・法・論理

--·~~--拿9

@ 

口特集：化学看・法・倫理 つくってはいけないもの， 使ってはいけないもの（福島洋）／製造物責任は
どこまで問われるか？—-PL 法の基礎知識（佐野弘） ／特許をめぐる係争はなぜ絶えないのか？（佐伯
憲生）／化学物質は危険なものか？（大島輝夫）／研究には危険がつきものなのか？（大島榮次）／化学は
地球を汚すものか？（浅野直人）／日本はコ ピー天国か？（松下正）
口化学は生命にどこまで近づけるか⑧：いきいきとした生命のモデルに化学を使おう（吉川研一）
口講座化学基礎の基礎： 表面（岩澤康裕）
口第一縁研究室を訪ねる ：橘和夫研究室（東京大学大学院理学系研究科化学専攻）
口巻頭言 ： 優秀な人材育成のための‘‘大学院重点化”を考える（安藤亘）
ロシリーズ鎌ちゃんのアメリカ留学記：研究と教育の二極化（鎌谷朝之） 外から見た科学像 ：科I Vol. 50, 12月号 学とは悪いイ メージがつ きまとうものか？（プルンネンベルク）

535号 口化学の本棚：『＜化学増刊 124〉均一系触媒反応設計のための戦略』／『有機質量分析法』

.................................................. .................................................................................................................... 
: シンポジウム•最新情輯：第 3 回アジア分析科学会議（林 震燦他） 注目の論文から： リオトロ ビ ック液晶構造を反映したモレ : 
(!):;;;; ご空需悶ぷば：：如;'!'~==は？牙悶？＆累：ば芸？虎芸品品 l 
化学 害剤の合成（西山 繁） ／水素移動反応におけるト ンネル効果（富岡秀雄）／高分子反応試薬（中條善樹他）／環状ホスホリル化合物 : 
: を用いる高選択的合成（秋葉欣哉他）
...... ... ... .. ........ ... .. ... ....... .. ... .. .......... .... ........... ...... ...... ..................................................................................... 
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