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II 1997年麿総目次 11
く52巻第 1 号～第12号〉

【特集：挑戦する化学】 夢の光 SPring-8 は化学に何をもたらすか（大野英雄先生に聞く）/ rシクロカーポンの

化学」 を切り拓く（戸部義人）／化学がつくるエイズ新薬（多比良和誠）／原始大気から核酸塩碁を合成（小林憲

正）／［ゲノム］解読速度の飛躍的向上をめざす（秋山純一他）／タキソールの不斉合成をめざして（桑岨 功）

［化学論壇】 教養教育はど う あるぺきか（曽我直弘）／ 【解説】 [ 1996年度ノ ーベル化学貨］ 世紀の大発見に立ち
合った三人の化学者（大澤映二）/ ( 1996年度ノ ーベル医学•生理学賞］ 免疫反応の基礎概念を築く（足立 靖•
稲葉宗夫）／ 【連戯講座・コンピュータケミストリーの基礎：第 1 回】 コンビュータケミストリーとは何か（岡

崎 進）／ 【講座•化学の基礎の基礎】 ［有機人名反応編］ディ ールスーアルダー反応（伊与田正彦）／［基礎物性
値編］磁化率（小林速男）／ 【シリーズ・研究室へようこそ】 柴崎正勝研究室（東大 ・ 薬）／ 【リレー連戴•先遣

化学者からの手紙】 研究指導のあり方を思う（朽津耕三）／ 【連載•若いケミストにおくるサイエンスエシッ ク

ス】 化学者に求められる新たな倫理綱領（横山輝雄）／ 【連載講座・科学英語のセンスを磨(/】 注意すぺき否

定表現（鈴木英次）／ 【連戯•鎌ちゃんのアメリカ留学記】 こんなにある I ォーヴァ ーマン研の ミーティング（鎌

谷朝之）／ ［化学の本だな】 r活性酸素の話』／ ［著者に聞きました］（白楽ロックビル）／ 【読者のページ】 大学

教員の任期制を考える
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) ［注目の験文］ 光導笥性スメクチック液晶で高速鑓子伝達を実現，I (加藤隆史）／ゾルーゲル法と光を用いて室温で Si02 薄膜をつくる（辰 i
匹7~ 巳砂昌弘）／有機と無機の機能性材料の融合（大谷文章）／［化学ファイル］ 一般向け科学講演会のあり方（編集部） ［最新のトピッ クス］ 〉

化学 複核金属錯体によるリン酸エステル切断反応の最新の展開（青木伸他）／層間包接半導体クラスターの光化学的特性（佐藤次雄）／自己 {
: 複製の化学（田代健太郎他）
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. 
（特集： 試験問題から見た化学】 大学院入試（岩澤康裕）／大学入試センター試験（一國雅巳）／大学入試（隈 弘

夫）／解答者の視点から化学の大学入試を考える（高倉範之）／理系にも増えてきた推湮入試枠（平澤栄次）／‘国

際化学オリンピック”の問題に挑戦 I (白石振作）／大学院入試の予備校ができた（編集部）／初めて行われた統

ー大学院入試（編集部）／大学院入試問題を解く（高倉範之）／不滅の ？珍答 • 迷答集（海外編）（山崎和）／珍

答 • 迷答は化学への笞鍮（加藤俊二）／入試の得点と卒業時の成績は関係ない ！？ （祖保道夫）

【化学譲壇】科学者のアカウンタビリティ（村上陽一郎）／【解説】 しのびよる環境病化学物質過敏症（宮田幹夫・

難波龍人）／ 【コンピュータケミストリ一の基礎：第 2 回】 MD シミュ レーシ ョンの考え方と手順（岡崎 進）／

［化学の基礎の基礎】 フリーデルークラフツ反応（田辺 賜）／導電率（森田昂行） （研究室へようこそ】 遠藤斗志

也研究室（名大 ・ 理）／ 【先達化学者からの手紙】 我流の研究方法論をもとう（鈴木周ー）／ 【若いケミストにお

くるサイエンスエシッ クス】 科学者は新しい職業（横山輝雄）／ 【科学英語のセンスを磨く ．／】 覚えておきたい

名詞の用法(1)(鈴木英次）／ ［鎌ちゃんのアメリカ留学記】 落ちこぼれていく学生たち（鎌谷朝之）／ 【化学の

本だな】 r元素の王国J/"複雑系”の話題／ 【読者のページ】 教投部の廃止は何をもた らすか
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,' [注目の檎文］ポルフィリンを利用した CD励起子キラ リ テ ィー法（篠田哲史）／チタンを触媒とする Pauson-Khand 反応（裔橋保）／ ＼

匹7年 生理活性の高い硫酸化多糖を求めて（畑中研ー）／ ［化学フ ァ イル］日本人化学者の名を冠した賞（編集部）／ ［最新のトピッ クス］ ラセ ｝
化掌 ミ紐のエナンチオマー選択的活性化に基づく不斉合成（三上幸一 ｛也） ／配位結合を利用して新規高分子化金属錯体をつくる（中 健介 i

他）／ある種のがん細胞はイソプレノイドでアポト ーシスする（泉 俊輔他）/NEXAFS で機能性有機化合物を見る（関 一彦） ( 
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【特集 ：｀学会デピュー“ マニュアル】 学会にはどんな情報があるか（新海征治）／「学会の達人」をめざす君に

（黒田一幸）／備えあれば憂いなし（檜山為次郎）／何疑応答に参加しよ う（原田 明）／スケジュールを決めよう

（三上幸一）／自分を売り込もう（加納航治）／見聞を広げよう（橘和夫）／企業研究者は学会をどう活用すべき

か（和田啓輔）／インターネット上で学会を開 く（津田光徳）／これからの年会のあり方を考える（大橋裕二）

【化学論壇】 学会に初めて参加する君へ（山本明夫）／ 【コンピュータケミストリーの基礎：第 3 回】 F= ma を

も っと一般的な原理で表す（岡崎 進）／ 【化学の基礎の基礎】 ウィッティッヒ反応（川島隆幸）／誘電率（松林伸

幸）／ 【研究室へようこそ】 三木邦夫研究室（京大 ・理）／ 【先達化学者からの手紙】 自分の化学を問い直す機会

（米澤貞次郎）／ 【若いケミストにおくるサイエンスエシックス】 マート ンの 「科学のノルム」 （横山輝雄）／ 【科

学英歴のセンスを磨く ．／】 覚えておきたい名詞の用法(2) (鈴木英次）／ 【鎌ちゃんのアメリカ留学記】 移民を

排除する移民の国（鎌谷朝之）／ 【化学の本だな】 r生物学個人授業』/ tノーベル・ フラウエン』／ 【読者のペー

ジ】 「アカウンタビリティ」は科学者の責務か？
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［注目の論文］ ポリエチ レ ン， ポ リプロピレン合成の新展開（野崎京子）／実用化をめざす熱電発電の材料開発（江LJ浩一）／新しい光・電 (

匹7年の 子機能材料の可能性 c—共役高分子ポリスタナン（大下浄治）／ ［化学フ ァイル）微生物による油の処理技術に期待（編集部）／ ［最新の ：
化攀 トピッ クス］ 励起状態の常識からの解放（木村勝）／飛子力学と分子力学を組み合わせた溶媒効果の計算（菊池修他）／タキソール生 ｝

, 合成研究の新展開（小林惇ー他）／バク テリ アセルロースー―—生合成過程における構造形成（堀井文敬） 1 
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【特集：フレッシュマンのための大学院研究ガイド】 ［先輩からのアドバイス］英語読解力を身につける（相原秀
典）／英会話力を身につける（田渕裕子）／英語での文章表現を身につける（木戸秋悟）／日本語の文章力を身に

つける（叶直樹）／研究発表の基本を身につける（中西郁夫）／人を納得させる話術を身につける（蛭川秀一） ／

ソフトと操作法の基本を身につける（田愕秀胤）／文献検索のコツを身につける（佐藤あやの）／講義と実験を両

立させる（村上達也）／人間関係の基本を身につける（北嶋 浩）／後輩の指導法を身につける（石丸香緒里）／研

究の視野を広げる方法（稲葉謙次）／［大学院の講義一ーー最初の一時間：大学院では何を学ぶのか？］物理有機化
学特論‘‘有考実験“ のすすめ（中井 武）／自分の研究テーマの視点から積極的に講義に参加してほしい（菅原

正）／研究の論理性と面白さ ， そして苦しさを克服したときの喜びを伝えたい（平問正博）／新規な発見を見抜く

ためには毎日の基礎の勉強が必要（今坂藤太郎）

【化学論壇】 大学教育改革の試金石（立川 涼）／ 【コンピュータケミストリーの基礎：第 4 回］ 分子の回転運動
を追跡する（岡崎 進）／【化学の基礎の基礎】バイ ヤーー ビ リガー酸化反応（山下正和）／粘性率（伊吹和泰）／【研

究室へようこそ】下村政嗣研究室（北大 ・ 電子科学研究所）／ 【先違化学者からの手紙】 研究テーマとその取組

み方（大木道則）／ 【若いケミストにおくるサイエンスエシックス］ 科学に国境はあるか（横山輝雄）／ 【科学英

語のセンスを磨(/】覚えておきたい形容詞の用法(1) (鈴木英次）／ 【鎌ちゃんのアメリカ留学記】 気さくな

雰囲気の講演会（鎌谷朝之）／ 【化学の本だな】 『科学を計る』／［編集者に聞きました］『大阪大学工学部工学研
究科』（三田出版会）／ 【饒者のページ】 「科学技術基本計画J は研究環境を改善するか ？
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［注目の議文］レーザーを用いて生体組織を高分子フィルムヘ転写する （福村裕史）／宇宙空間の DIBs の正体は？（住吉吉英）／サイズ ・ i 

霞J7牢） 形状のそろ った金微粒子を規則正しくな らべる I (若林知成）／ ［化学ファイル］ 化学に新風を一ーコンビナ トリ アルケ ミ ストリ ー （編集 〉
化’ 響 部）／ ［最新のトピックス］ 遷移金属錯体によるインタ ーエレメント結合の活性化を利用した触媒反応（南達哉他）／反応場を STM で i
.. 観察する（島ノ江憲剛他）／ー電子還元における選択性の制御と触媒化（小川昭弥）
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• 

【現代化学の焦点 ： Coo l なぜ球形になるのか？】 c•• ・ フラ ー レンの生成をめぐるさまざまな仮説（篠原久典）／
フラーレ ンはプロックが積み重なるように規則的に組み上がる（阿知波洋次）／フラーレンはラ ンダムなケージ

構造から成長する（丸山茂夫）／第一原理分子動力学でフラー Vンの生成過程を探る（川添良幸）

【特別企画：大学人のための特許講座】 日本の再生を願って~的所有権の立場から（山本秀策）

【化学論壇】 産学共同の新しいあり方（相澤益男）／ 【コンピュータケミストリーの基礎：第 5 回】 分子に働くカ

を見積もる (1) (岡崎進）／ 【化学の基礎の基礎】 メンシュトキン反応（山高博）／旋光度（原田宣之） 【研究

室へようこそ】 金子克美研究室（千葉大 ・理）／ 【先遠化学者からの手紙】 21世紀の化学に夢はあるか（吉田善

ー）／ 【若いケミストにおくるサイエンスエシックス】商品としての科学（横山輝雄）／ 【科学英語のセンスを磨

(/】覚えておきたい形容詞の用法(2) (鈴木英次）／ 【鎌ちゃんのアメリカ留学記】 ucr の仕事人たち （鎌谷朝

之）／ 【化学の本だな】 『フラーレンの化学と物理~/ [著者に聞きました］『増訂 お雁い米国人科学教師』 （渡

辺正雄） （続者のページ】 読者のお便りから

,.、--...... __ , __ , .. ,,,_ ...... , ... ,,. 号........... ...........、-~が......... ..._, ........... ~ ......... ~................. ~ .................... --ヽ......................_、..........._ .........、--......... ~- .......... .-、..........................···- ~ ·.......... ~ . が. ..........~ ........... -_ ................ , 

i [注目の論文］新しい分子配向の制御 ポルフィリ ンの車輪状集合体（杉浦健一）／パイオレメ ディエーシ ョ ンの利用—有機リン系殺虫 {
四7転 剤を分解する微生物（中崎清彦）／電極表面を光機能性分子で修飾した ら ？（黒星 学）／ ［最新のトピックス］光合成反応中心におけ る i
化攣 黛子化連鎖反応—単一電子トランジスタ ーとしての働き（山崎巌）/DNA をな ら ぺる（岡畑恵雄）／酸化物スーバーク ラ スタ ーの合 (

成設計指針（西岡孝訓他）
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• 

【現代化学の焦点：生命の痕跡を探せ．／】火星上で生命が誕生した可能性（小林憲正）／南極隕石中の有機物はど

こか ら きたか？（小島秀康）／有機物は宇宙に普遍的に存在する（松本敏雄）／生命の証拠の探し方（河崎行繁）

【特別企画：日本の科学技術政策】 ［どうする？科学技術振興］ 日本学術振興会井上明俊氏に聞＜ ／通産省工業
技術院吉海正憲氏に聞＜ ／科学技術振興乎業団藤川 舜氏に間＜／ ［プロジェク ト リ ーダーは語る］科学技
術振興巧業団板谷固液界面プロジェクト（板谷謹悟）／文部省重点領域研究動的蛋白結晶解析領域（坂部知

平）／通産省工業技術院アトムテクノロジー研究体（丸山瑛ー）

［化学論壇】プロ ジ ェクトリ ーダーに求められるもの（緒方直哉）／【コンピュータケミストリーの基礎 ：第 6 回】

分子に働く力を見積もる (2) (岡崎 進）／【化学の基礎の基礎］スワーン酸化（大村寛治）／透磁率（山内 淳）／

【研究室へようこそ】 明石 満研究室（鹿児島大 ・エ）／ ［先達化学者からの手紙】 化学のアイ デンテ ィ テ ィ ー （妹

尾 学）／ 【若いケミストにおくるサイエンスエシックス】 科学における成長の限界（横山輝雄）／ 【科学英語の

センスを磨く．／】注意すべき接続詞の用法(1) (鈴木英次）／ 【鎌ちゃんのアメリカ留学記】 食生活の違いを痛

感 I (鎌谷朝之）／ 【化学の本だな】 r物質科学』／『光クリ ーン革命』／ ［読者のページ］ 読者のお便りから

... ｷ--.. -ｷ-.--... .-..... -.......... --, ....................... ._~- ........... --._ ......... ____ ,,. 、....., ............. , __ ........... -. ......'-~ -...... -. .............. ｷ--.. --........ ヘ·-、.......、__.__ ........... __• ............ - ................ •··-·- ·.. .-··~........... -,, ..........、__........ . 

［注目の論文］ ポリマー材料によるレーザーの実現（中村貴義他）／デン ド リマーを利用 した遺伝子導入（長崎健）／電子状態の円錐型交 {
呻1隼の 差（小泉裕康）／ ［化学ファイル］ 化学 ・ 化学技術戦略推進機構に望む（編集部）／ ［最新のトピックス］ エ ノ ラ ー ト 類の触媒的不斉プロ i
化攀

ト ン化反応（菊地哲雄他）／シクロオキシゲナーゼ阻害剤分子設計の新展開（多田俊治他）／最近の触媒的不斉合成（和田善行他） ! 

ン ヘ．．．．心__....... ~- -...... 、-,.............. 伽,- ｷ - - ｷ... .-................... ~ ... -.........  一.......____ ....... _._ .........、・_... ..,.... ..................... _..、--.............. ,_、......·~ ·.......... ~ ............ -.-ヽ ............. ..._ ._. ................... ._—........ _ ............ ~...、....__. __ 



【特集 ： 化学が拓くペンチャーピジネス】 ［インタビュ ー] N夜光（ルミノーバ）はこうして生まれた—根本特

殊化学（株）会長村山義彦氏に聞＜ ／［起業家精神に学べ/ ) ペンチャー企業の興し方十章（水野博之）／『こ

の技術”で元気な企業］清潔志向時代に貢献するアミノ酸金属系抗菌剤〔（株）日鉱芦塚一夫）／物理屋がつく

った生体反応測定装置〔日本レ9ーザ電子（株）米田勝寅）／機能性食品を通して健康を見つめる〔太陽化学（株）

石垣正一 • 金 武詐）／［大学とペンチャー］ ベンチャー・ビジネス ・ ラボラトリーがめざすもの（編集部）
【化学論壇】 rベンチャー」への意識改革（松田治和）／ 【解説】 ネットワークダイ ナ ミックスの窓から見た化学

（奈良重俊）／ 【コンピュータケミストリーの基礎： 第 7 回】 運動方程式を解く（岡崎 進）／ ［化学の基礎の基

礎】 シャープレス酸化（伊藤芳雄）／半減期（中西 孝）／ ［研究室へようこそ】 井上佳久研究室（阪大・エ）／ 【先
遠化学者からの手紙l 分野の開拓をめざせ / (三角荘ー）／ 【若いケミストにおくるサイエンスエシッ クス】 科

学研究のモード転換（横山輝雄）／【科学英語のセンスを磨＜／】 注意すぺき接続詞の用法(2) (鈴木英次）／ ［鎌

ちゃんのアメリカ留学記】 ホームシックとのつきあい方（鎌谷朝之）／ 【化学の本だな】 『有機人名反応』／『化

学物語25講』／ 【続者のページ】 読者のお便りから
ぐ.........,._. ●●ぃ，，..~---...... -.,., ....... 會●....、_...................... ,-.............. ~, ......、＿、..... .._へ........~. .. , .... ｷ-ｷ----ｷ • ..............、--.............. -., ......... ~. ...... _.、.......--......... ,.-, ........... --.. .. , .... ..........、-ヽ...........一... ......-グ.......__. ........ _.., 
! ［注目の論文］超原子価ヨウ紫分子を部品として超分子化合物を組み立てる（北村二雄）／「光るタンパク質」 GFP の構造と蛍光特性（平 (

四7年の 野 誉）／非メバロン酸経路によるイソプレノイドの生合成（作田庄平）／ ［最新のトピッ クス］ 銅複核錯体による酸素分子活性化反応の ｝
化零 新しい中間体（谷文都他）／多くの車輪が光を仕事に変える（垣谷俊昭）／タキソールと同一の作用機序をもつ抗がん活性抗生物質工ポ ？

ら チロンの全合成（中村精一他）
t,.. ............ _. ヽ.....,_ .... が.__................ ___ .................、-............... ,_ヽ.....、_.........、--.......... .--ｷ.......... _ヘ-................ ___. • .............. --....... __.  ....... _ .......、__...... • ----........ .--一............、-ヽ.........--_ ........ ヘ--..... ｷ-..--........ .-.... .. 

• 
［特集：クローン動物の衝撃】 [Natiヽre の論文を読む］ クローン ヒッジはこうしてつくられた（山田雅保）／［解

説］ クローン技術は何をめざしているか（高橋清也•今井 裕）／ ［「クロ ーン技術」 …私はこう考える］ 生物学

の視点から…（小関治男）／生殖技術全体の問題として（村上閣一郎）／モラトリアム こ そが必要だ（池内 了）／

倫理性は科学からは生まれない（中村 運）／「ヒトでもやってみたい」 という欲求にどう対応するのか（牧野賢

治）／法規制のための幅広い議論の場を（米本昌平）／ ‘生命”をめぐる話題ゆえの特殊性（横山輝雄）

【化学論壇】 これからの工学教育（白井江芳）／ 【解説） 機能性材料をめざすゼオ ライ ト合成（前田和之•水上宮

士夫）／ 【コン ピュータケミストリーの基礎：第 8 回） 分子の軌跡から化学を抽出する（岡崎 進）／ 【化学の基

礎の基礎】 マイケル付加（山本景詐）／熱伝導率（八田一郎）／【研究室へようこそ】映合懲三研究室（東京理科大・

理）／ 【先逢化学者からの手紙］ より よい研究のために一言（笛木和雄）／ 【若いケミストにおくるサイエンスエ

シックス】 科学者の説明義務（横山輝雄）／ 【科学英語のセンスを磨(_/】 貨えておきたい代名詞の用法（鈴木英

次）／ ［鎌ちゃんのアメリカ留学記】 「たまごっち」， アメリカに上陸（鎌谷朝之）／ 【特別企画：大学院入試問題

を解く】 東京大学大学院理学系研究科化学専攻（高倉範之）／ 【化学の本だなl 『入門「エイズ学」J/ .. 遺伝子”
を読んでみよう .I / 【読者のページ】 「ク ローン研究」 に歯止めをかけるべきか？

, .. ~..... ,.-, ヽ.......__. ......... _._ ............. ....、-へ，.............ぃ，...-............ 心·-.... ヽ....-.................、......___ .............、.---.-.................. .,._ .............. __._ .. , .. -................、.....蝙-....... -.-ヽ.............ヘ.__  .................. , ............、..........~....... -へ............-.-. 
{ [注目の論文］テニスポールから ソフトボールヘ＿自己相補性二分子によるカプセル超分子（小川 智）／生体から学ぶ超分子ヒドロゲ (

函7年の ルの設計（大谷 亨他）／二核ルイス酸によって広がる新規反応の可能性（宇梶裕）／ ［最新のト ピッ クス］ 自然界のホモキラリティー ）
化攀 の起源にせまる（三木定雄）／導電性と液品性の融合-i!J111tE~JT-=f1!rilf/iQ)afiEt:. (~*fU;I;;) /7 1v :i - Jv~Q)~l¥J:.f1f 7 1/ 1vft&Jt, ( 
i の新展開（北村雅人）
, .... ~ .......... -...... - .....、.., ヽ＿．、......................._,., ................................. -., ........ --..... ·-· .、.......__ .............. ,---...................... _ . .__ ... .,__. .... -........ _, ......... -............. ~ ................ ~ ·-............ _. ヘ..... .- .......... _ ..... ヽ●.. _ ......... .J 

• 

【カラー特集：ここまで進んだ ．／化学の視覚化】 ［解説］入門 ・分子グラフィックス（田辺和俊）／ ［ここまで進ん

だ！化学の視覚化］バーチャルリアリティ ーによる材料設計（三浦隆治他）／薬物と二分子膜との相互作用（北村

一泰）／酵索の立体構造と基質認識機構（広津 建）／ナ ノスペース中での分子の挙動（鈴木孝臣他）／フラーレ

ン-C62 の役割（吉田満帆）／ガス ・ ハイド レー トの構造（田中秀樹）／グルタチオン合成酵素の反応（小田順

ー）／邸分子—液晶界面の大規模なシミュレーション（上原正光他）／ポルフィリンを核にした機能性デンドリマ

- (相EH卓三） ／分子軌道法で見る有機分子の反応性（大本消之他）／液液界面における反応性（渡會 仁）／双頭

型糖脂質結晶の分子動力学シミュレーション（三上益弘）／シトクロム c 酸化酵索の立体構造（井上典子他）／フ

ォトレジスト材料のスペクトル解析（早野智明他）

【化学論壇） これからの化学者の仕事（銅金 巖）／ 【解説】 メタン—メタノール転化の反応機構をさぐる（吉澤一

成 • 山邊時雄）／ 【連穀・大学院入試問題を解く】 名古屋大学大学院理学研究科物質理学専攻化学系（その l) (高

倉範之）／ 【コ ンピュータケミストリーの基礎 ： 第 9 回】 シミュレーション結果を視覚化する（岡崎 進）／ 【化

．、 学の基礎の基礎】 ビルスマイヤー反応（宇野英満）／膨張率（阿竹 徹）／ ［研究室へようこそ】 河本邦仁研究室~ 9 (名大 ・ エ）／ 【先遁化学者からの手紙】 大学の研究と教育について思うこと（三枝武夫）／ 【若いケミストにお
Op,, ~ · くるサイエンスエシッ クス） 日本にも科学運営官を（横山輝雄）／ 【科学英語のセンスを磨＜／） 注意すぺき代

l 燐i2• 9 月号 名詞の用法（鈴木英次）／ ［鎌ちゃんのアメリカ留学記】 ポランティア先進国アメリカ ． その実状は…（鎌谷朝
之）／ 【化学の本だな】 ［著者に聞きま した］『科学者』（月本 裕）／ 【読者のページ】 読者のお便りから

........ ,,、....、......" .. ,... , ... --.... , ,, ..... ---、... ..,-.......... ~-.......... ,_ ぐ'、~.......、...-........ -_, .......... ~. ...................... - ·~ " ......... ,,, ..............、ヽ......,_ヽ.....-,, .. , .......... " ., ................. ,, ...... , • .............. =-ｷｷ いが·--......、_.........、--- .. .. 

i [注目の論文］ゼオライト単結晶膜による分子の分離（松方正彦）/'It! 子励起状態で求核誼換反応は起こるか？（三枝洋之）／光合成系の人、
函7年》 工的な構築~ト ン輸送（小林正美）／［化学ファイル］火星探査で活躍したアルファプロ トン X 線分光器（編集 ＼
化’ 攀 部）／ ［最新のトピッ クス］配位性金属—金属結合をもつ錯体をつく る（中沢 浩）／酵素の非線形振動反応（秀島武敏）／イオンビ9ームを(

利用する新しい光機能材料の創製（山下弘巳他）
..... ,~. ........... ~, .... _ ... , ......... -..................... ~- ........ ,.~.- ·• ....... ~.....、--、...._ ...........、_.. , .............. ·~-··、................、--゜..........,.~--·---, ...、_.. , ..、......---.....、一”｀員................ ...........い、,............、...會......~... ヘ.,__....... ,_ ......... . 



l 翌埒2 • 10月号

【特集 ： ダイオキシン徹底研究】 ［研究物語］ いまダイオキシン問題を考える（脇本忠明）／［化学物質としての
ダイオキシン］ダイオキシンの化学とその毒性（森田昌敏）／［汚染の実態］ ダイオキシン汚染はどこまで進ん
でいるのか（宮田秀明）／データで見るダイオキシン (1) : 食品中に含まれるダイオキシン（宮田秀明）／ ［話題

を探る］ キノコがダイオキシンを分解する？（高田 智）／ ［身近なダイオキシン問題） ごみ焼却炉から排出さ
れるダイオキシンとその対策（田中 勝）／データで見るダイオキシン (2) : ごみ焼却炉から排出されるダイオ

キシン（田中 勝）／［研究最前線］超臨界水によるダイオキシンの分解（佐古猛）

【化学論壇】 動き だした SPring-8(勝部幸輝）／ 【大学院入試問題を解く】 名古屋大学大学院理学研究科物質理学

専攻化学系（その 2)(高倉範之）／ 【コンピュータケミストリーの基礎 ： 第10回】 温度と圧力を制御する MD 法

（岡崎 進）／ 【化学の基礎の基礎】 レフ ォ ルマ ト スキー反応（田丸良直）／溶解度（羽藤正勝）／ 【研究室へよう

こそ】 前田瑞夫研究室（九大 ・ エ）／ 【先違化学者からの手紙】 研究の こと ， 大学のこと（野崎 一）／ 【若いケ

ミストにおくるサイエンスエシッ クス】 倫理とエシックスの問（横山輝雄）／ 【科学英語のセンスを磨く ．／】 程

度 ・ 数 ・ 栄の表現（鈴木英次）／ 【鎌ちゃんのアメリカ留学記】 TA悪戦苦闘の記 part 2(鎌谷朝之）／ 【化学の

本だな】 r レー ン超分子化学J/ 【読者のページ】 読者のお便りから

, ......... -, ....... _、...........~................、か、..、...... ..........., ヘ_................ _. .......... _ ........ _~-- ........... - --~ が..................-ｷ-ｷ-................ _._ .......、---........... _ ............... - ................... ,,、·-~-............. ~ ..... -.~ -...... ____ ............. -, 
L注目の論文j 低分子魚金属錯体によるシトクロム C 酸化酵索のモデル化（増田秀樹他）／ ｀重い”有機化学の新展開 不飽和ケイ素を含 ｝

霞＂年） んだ環状化合物（坂本健吉）／コンピナトリアルケミストリ ーの新しいコンセプ ト 低分子ライプラリーの効率的構築（嶋田豊司）／［化学 ）

化攀 フ ァイル］「常湿核融合」 実証研究打ち切り（編集部）／ ［最新のトピッ クス] RNA を切断できる DNA 酵索の発見（関根光雄）/Ru ピニ ）
t リデン錯体触媒による閉環メタセシス（西口郁三）/8,2 酵紫の活性部位の構造と Co-C 結合の開裂様式（篤越 恒他） \ 

し~......~- --.... い｀｀．．．．ヽ—...................·-.-~. • , ............ ~ . ~·.... . .... . ,,-,  ........ ヽ --.... · ·~-が................_、......... .................----............... ~ .......... ~-........ ｷｷｷｷｷ---.............. ~ .......... , ....................... ヽ... .... ........、..........、.--.... --......、-.......... . 

I 燐ぷ •ll月号

• 

【特集 ： 化学兵器】 化学兵器禁止機関査察局長秋山一郎氏からのメッセ ー ジ／化学兵器ってどんなもの？

(Anthony T. Tu)/残された化学兵器はどうやって処分する? (Anthony T. Tu) /アメリカの化学兵器テロ

対策(Anthony T. Tu)/解甜剤・予防楽の仕組み（井上尚英）

【焦点：科学の業績評価】 サイテイション ・ インデックスとインパク ト ・ ファクター（窪田輝蔵）

【化学論壇】 笛吹けど踊れず（渡辺 正）／ 【解説】 右手化合物と左手化合物のつくり分けー一~移金属錯体を用

いた触媒的不斉合成（桑野良一 • 伊藤嘉彦）／ 【大学院入試問題を解く】 京都大学大学院工学研究科化学系 6 専

攻（その 1) (高倉範之）／ 【コンピュータケミストリーの基礎 ： 第11回】 MD 計算の研究現場（岡崎 進）／ 【化

学の基礎の基礎】 ウィリアムソン反応（政田浩光）／熱容慧（白神達也）／ 【研究室へようこそ】 喜多村 舜研究

室（北大 ・ 理）／ 【先違化学者からの手紙】 学問をめざす君へ（野田春彦）／ 【若いケミストにおくるサイエンス

エシックス） 科学と女性（横山輝雄）／ 【科学英語のセンスを磨く ．／ 】 程度 ・数 ・星の注意すぺき用法（鈴木英次）／

【鎌ちゃんのアメリカ留学記） 日本人のアイデンティティ ー（鎌谷朝之）／ 【化学の本だな】 『科学がきらわれる

理由,/ 【読者のページ】 r飛び級」• 「飛び入学」 問題を考える

、がヽ...·~--- ..... ~.......... _.、............-~- · ヽ..............._. __ ............. ~--.... ----ｷ------........ ,_ --へ...................·--~-夕....い、.......、グ ........ __. ____ .......... ,_,__ ........ -..... ヘ..,、_........、·--

! [注目の論文］ポルフィリン変異種の世界一一カルバポルフィリンヘの道（古田弘幸）／カルボアニオン反応におけるエナンチオ制御の新 ｝
四7攀の 展開（友岡克彦）／固体触媒の活性点を STM で観る（中村潤児）／［化学ファイル］ 「二酸化炭素削減」化学からの取り組み（編集部）／［最 ）

化攣 新のトピッ クス］立方最密構造と六方最密構造， どちらが安定 ？（稲辺保）／ケイ素およびゲルマニウム陽イオンヘの挑戦（南条真佐人 〉
) 他）／フラーレン分子｀球面の内側”の化学に迫る（伊藤正人他） ) 
~. ...... ., .• ~ .... -.... ....、.................. ....--~.. .......... _ ...、····-~..........ヘ_... _ .. _・.........、.....ｷ,-........................... _グ_............... ~,-·.. -ヘ_...... --_ ........... ---..................... ·---一............--...... , .... ｷ--..... •-.-,. • .......... J 

l 燐J2·12月号

• 

【特集 ： 発見から100年一一電子の不思議】［発見物語J J. J. トムソンは何を見たのか（西尾成子）／［電子の基
礎の基礎］揖子力学における霞子の描像（江沢 洋）／ ［話題を探る］竜子は分割できないのか？一—ーなお残る
電子の謎（江口 徹）／ ［研究最前線） 咤子がつくる新しい光ー一放射光（小谷野猪之助）／新しい分子磁性体を
求めて（阿波賀邦夫）／高温超伝弓体のメカニズムを探る（岸尾光二） ／祖子の雲で見る物質表面—-STM(魚崎

浩平 • 山田 亮）／いまなぜ電子移動反応か（垣谷俊昭）

【化学論壇】 Quo Vadis? Chemistry (化学はどこに行くのか ？）（諸岡良彦）／ 【大学院入試問題を解く】 京都大

学大学院工学研究科化学系 6 専攻（その 2) (高倉範之）／ ［コンピュータケミストリ ーの基礎 ： 最終回】 コンピ

ュータシミュ レーショ ンの将来と課題（岡崎 進）／ ［化学の基礎の基礎】 グリニャール反応（服部徹太郎）／分

極率（伊藤博敏）／ 【研究室へよ う こそJ 民谷栄ー研究室（北陸先端科学技術大学院大学）／ 【先達化学者からの

手紙】 人類の共有財産の構築へ（坪井正道）／ 【若いケミストにおくるサイエンスエシックス：最終回】 大学に

サイエンスエシックス講座を（横山輝雄）／ 【科学英語のセンスを磨＜／】 注意すべき副詞の用法(1) (鈴木英

次）／ ［鎌ちゃんのアメリカ留学記】 ソーシャルセキュリティ ー カー ド（鎌谷朝之）／ ［読者のページ】 読者のお
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［注目の論文］表面プラズモン共嗚が解く生体分子の相互作用（林 高史）／オイルゲル化剤の最新の展開（英 謙二）／均ーなサイズの力 {
叡W隼の ーボンナノチュープが一方向に並んだ/ (京谷隆）／［化学ファイル］生体エネルギー機構の解明に 1997年度ノーペル化学貰（編集部）/ ) 

化攣 ［最新の トピッ クス］ 分子を閉じ込める化学•~極微空間の構築と反応 ・ 機能への応用（上野昭彦他）／小型 ・ 簡易分析装置への挑戦—_)

\ マイクロチップ ・ ケミストリ ー（今坂藤太郎）／低次元分子磁性の光機能化~ シスの光制御（長井圭治他） f 
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