
II 1998年度総目次 ■
く53巻 ・ 1 月号-12月号〉

［新響鼎談：科学を伝える】 21世紀に求め られる科学者像（池内 了•黒田玲子・牧野賢治）／【特集 ：「研究室の
電子化」 大作戟/】 「研究室の笥子化」 大作戦/ (藤川茂紀 • 国武豊喜）／発表用 OHP を管理する（岡畑恵雄）／

イ ンターネット技術を授業に活用（光澤舜明）／自動合成をめざした反応を考える（大寺純蔵）
［化学論壇】 飛び入学に 「化学」 も（丸山工作）／【解説】 [1997年度ノーベル化学賞］生体エネルギー変換機構の
解明に挑んだ化学者たち（吉田賢右 ・ 中尾 真）/[1997年度ノーベル医学 • 生理学賞］「プリオン」発見物語一一
それは常識を疑うことから始まった（山内一也）／【連載 ・大学院入試問題を解く】 大阪大学大学院理学研究科
化学専攻（その l) (化学同人大学院入試問題研究会）／【連煎講座・エポニミーから学ぶ化学の基礎の基礎】 ミ
カエリスーメンテンの式（功刀 滋）／マルコフニコフ則（松田 勇）／【シリーズ ・ 研究室へようこそ/】中村栄
ー研究室（東大 ・ 理）／【連載・事故から学ぶ化学物質の正しい知識】 化学物質の危険性ー一火災 • 爆発事故 (1)
（藤原 肇）／【連戟・パイオファンタジー】 ノス寅ダムスの大予言（井手 節）／【シリーズ・裏ラペルを化学す
る］ ビタミン E(法西皓一郎）／【連載・インターネット英語に親しもう】 略語なんかこわくない（安藤 進）／

I Vol. 53 ·1 月号 【連戴·科学英語のセンスを磨(/】 注意すべき副詞の用法(2) (鈴木英次）／［連戴•鎌ちゃんのアメリカ留学
560号 記】カルチャーショック（鎌谷朝之）／［読者のページ】 貴方にと って｀‘ノーペル賞”とは？
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. : へ ［注目の論文］ 環境にやさ しいエポキシ化反応（浅尾直樹）／第 3 世代シンク ロトロン放射光で時間分解ESCA 測定に挑戦/(大西 ·
1~ の
化零 ·

洋）／有機化合物の構造決定が完全自動化された／（船津公人） ／［最新のトピックス］ 生命化学を担う ニューバイオテクノロジー （杉本 ｝
., 直己他）／デンドリマーを利用した糖クラスター（冑山安宏他）／コラーゲンの線維構造と生体内機能（西 則雄他）
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I Vol. 53 · 2 月号
561号

【特集 ： 雪と氷とスポーツのカガク】 （長野オ リンピックの舞台裏を訪ねる］エムウェ ープの氷をつくる（編集
部）／［哲と氷とスポーツのカガク］よく滑る氷，滑らない氷とは？（対馬勝年）/V字ジャンプはなぜ飛ぶのか？
（渡部和彦）／スキーはなぜ滑るのか？（塩野谷 明）／ウィンタースポーツの選手は何を食ぺているのか？（伏

木亨）

【化学論壇】 パプリックコミットメント （柳田博明）／【解説】 古くて新しい金属カルポニルの化学一一新たな
古典 ・ 非古典論争のはじまり（徐 強•江口太郎）／［大学院入試問題を解く】 大阪大学大学院理学研究科化学専
攻（その 2)/[エポニミーから学ぷ化学の基礎の基礎】 ウィルキンソン錯体（植村榮）／シッフ塩基（石田
斉）／【研究室へようこそ ．／ 】 福住俊一研究室（阪大・ エ）／【事故から学ぷ化学物質の正しい知識】 化学物質の
危険性—火災•爆発事故(2)(藤原肇）／［バイオファンタジー】 どんぐりと山寺（井手節）／【裏ラペル

を化学する】 ソルビト ール（吉田真由美）／【インターネット英語に親しもう】 略語アレルギーをなくそう（安藤
進）／【科学英語のセンスを磨(/】 覚えておきたい FROM と BY の用法（鈴木英次）／【鎌ちゃんのアメリカ

留学記】 アメリカのパーティ ー（鎌谷朝之）／【化学の本だな】 ［書評] r遷移金属が拓く有機合成』／【読者のペ

ージ】 読者のお便りから
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し ［注目の論文］ 化学パターンの引き込み ・共鳴現象（雨宮 隆他）／光エネルギーを貯蔵する金(I)錯体（川本達也）／表面増強ラマン散乱 ｝
: 11寧血 で 1 個の分子を‘‘見る”（三浦隆史）／廃プラスチック処理の新たな可能性—超臨界メタノ ール中での PET 分解（大谷肇）／コンビ 〉
＾ 化零↓ ケムと進化分子工学が結ばれた/(伊藤嘉浩）／［最新のトピックス］ ‘スーパーシクロファン”が新たな化学を拓く（稲津孝彦他）/DNA¥ 
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IVol.53·3 月号
562号

【特集 ：こんな面白い形の分子―どんな働きがあるの？】 ダンベル型フラー レン（小松紘ー）／カテナン（藤
田誠）／有機ゼオライト（遠藤健 1 青山安宏）／デンドリマー（相田卓三 • 江東林）／カリックスアレーン

（新海征治 •池田篤志）／ロタキサン（原田 明）

【化学論壇】 CO2 削減と化学者の役割（乾 智行）／［追悼寄稿】 福井謙ー先生を悼む（米澤貞次郎）／【大学院入
試問題を解く】 東北大学大学院理学研究科化学専攻（その 1)/【エポニミーから学ぶ化学の基礎の基礎】 メリ
フィールド法（相本三郎）／ヤーンーテラー効果（藤井正明）／［研究室へようこそ．／】 堂免一成研究室（東工大 ・
賀源化学研究所）／［事故から学ぷ化学物質の正しい知識】化学反応の危険性ースケールアップと除熱（藤
原 肇）／【パイオファンタジー】 フランベの夜（井手 節）／［裏ラペルを化学する】 カテキン（綾井宜男）／【イ
ンターネット英語に親しもう】 サーチェンジンを活用しよう（安藤 進）／【科学英語のセンスを磨く ．／】よく
使われる動詞の表現(1) (鈴木英次）／【鎌ちゃんのアメリカ留学記） 大学教育の現場から（鎌谷朝之）／【化学の
本だな】 ［書評] r入門無機材料』／【読者のページ】 読者のお便りから

--............、·······、---· ........., ___ ...................... ~.- ...... , ... ・~-........... -------.. ｷ----ｷｷ.. ···---~·........ ···-·、rヽ..... ............,,,-......... 心...-., ヽ......................--へ_......... _ ......... ｷ-----. ...................... 叫...- ....... --.... ·----····、...-......... 唸
¥ [注目の論文］酸索同位体が記録した｀ダンスガード周期”（大垣一成）／閉環メタセシスによるポリ探状エーテル合成の新展開（門田 i
, 功）／それでも電子は非局在化するか一重原子を含むアリルラジカル種の場合（村井利昭）/DNA 塩基配列を認識する 一~ ＼

1暉症のi
化学 9

ピロールーメチルイ ミダゾールポ リ アミドの利用（杉山 弘）／固相反応を用いる糖鎖の合成（山田暗夫） ／［最新のトピックス］窒素酸化
., 物の新しい接触除去技術への挑戦（岩本正和他）／金属ナノ粒子の構造制御と配列制御（戸嶋直樹他）／化学実験の集積化とナノ流体輸 ｝

送（北森武彦他）
、..............-........ ~.........................、......ヽ._....__........................ ,_ .. ..........、-............ ·---·•.-.................................... -~. ........................... -—.--............. ----..... ｷ--.... · ---•• • .. •• ..  .-............ - .................. 、一_,......... -.......... ~.......... _、............-........ ___ 



I Vol. 53 ·4 月号
563号

【追悼特集：福井謙一博士が遺したもの―21世紀を担う若い化学者へのメッセージ】 ［序文］福井謙一先生
の遺したもの（山邊時雄）／［福井先生のメッセー ジ] 21世紀を担う化学者の役割 （『化学と私』， 化学同人 (1982)
より）／［座談会］若手化学者師を語る（田中一義 •立花明知•山下晃一•長岡正隆・ （司会）山邊時雄）／［解説：
福井の化学］フロンティア軌道理論（藤本 博）／極限的反応座標(IRC) 理論（立花明知）／反応経路理論の応用
への展開（古賀伸明）／福井理論の新しい展開（長岡正隆）／［回想］思い出の福井研究室（田中一義）／福井先生の
『化学』と『アカデミズム』（山下晃一）

【化学綸壇】 若者に期待する（舘糾）／【大学院入試問題を解く】 東北大学大学院理学研究科化学専攻（その
2)/[エポニミ ーから学ぷ化学の基礎の基礎】 ハメット則（三上幸一）／プラッグの条件（山口健太郎）／［研究
室へようこそ．／】 平尾公彦研究室（東大 ・ エ）／【事故から学ぷ化学物質の正しい知識】 化学反応の危険性—
薬品につきまとう混触危険（藤原 肇）／【バイオファンタジー】 春風と招き猫（井手 節）／［裏ラペルを化学す
る】 カラギーナン（山田巳喜男）／【イ ンターネット英語に親しもう 】 著作権を尊頂しよう（安藤進）／［科学英
語のセンスを屠(/】 よく使われる動詞の表現(2) (鈴木英次）／［鎌ちゃんのアメリカ留学記】試薬を注文す
る（鎌谷朝之）／【読者のベージ】 『化学』 読者アンケートから
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'ｷｷ [注目の論文） 光合成反応中心を見る‘目”ーー電子スピンによる解明（秋山公男）／新規不斉骨格をもつ光学活性配位子—高効率触 (
媒的不斉合成の実現へ向けて（魚住泰広他）／混合における巨大濃度ゆらぎ＿無重力で増幅される非平衡拡散（尾関寿美男）／［最新の 〉
トピッ クス） 無機材料の コ ンピナトリアルケミストリー（鯉沼秀臣他）／スクアリン酸の C、合成素子としての応用 （大野正宮）／立体規 i

rｷ 則性ポリマーをラジカル重合でつくる（松本章一）
ｷ--... --..... ·•- • ............ ~.. ................. ~··--ヽ．．．．．”．．．．．．．．．．．．．．．．、--... -............. -........... ―.........、__, ....................... ____ ...........................、一ヽ．，． ．．，．．．，．．．ー............._. __ ......... - .............. , -~. ・ゲ. ...い，............__ .......... _, ......... ヽ_......... .___J 

I Vol. 53• 5 月号
564号

【特集 ： 21世紀の化学ー残された大テーマ：逆説 ~The End of Chemistry• ) 全合成（山本嘉則•門田功）／
大気化学（川崎昌博 • 豊田賢二郎）／理論化学（高塚和夫）／物質の表面（岩澤康裕）／メゾスコピック化学（増原
宏）／キラ リティー（柴崎正勝）／ナノクラスタ ー（茅幸二）／機能性有機材料（城田婿彦）／分子認識（築部
浩）／化学反応機構（加藤頂樹）

【化学論壇】 複雑系の化学への取り組みを（丸山和博）／【大学院入試問題を解く】 東北大学大学院理学研究科化
学専攻（その 3)/【エポニミーから学ぶ化学の基礎の基礎］ ランペル ト —ベールの法則（小尾欣ー）／ラングミュ
アの吸着等温式（森重國光）／【研究室へようこそ．／】 西山久雄研究室（豊橋技科大•物質工）／【事故から学ぷ化
学物質の正しい知識】 危険な物質の取扱い—不安定物質の爆発（藤原 肇）／【バイオフ ァンタジー】 双頭
のイワシの旗の下（井手節）／【インターネ ット英語に親しもう ］ サーチェンジンを活用しよう (2)(安藤
進）／【科学英語のセンスを磨く ．／】 注意すべき動詞の用法（鈴木英次）／【鎌ちゃんのアメリカ留学記】 アメリ
カの大学院生たち（鎌谷朝之）／【化学の本だな】 （書評F酵素反応の有機化学』／【読者のページ】 読者のお便り
か ら

,., ... _へ............, ................ -.. , ......................... ~ ............. 一、.._ .......... い、,.,.... ,.-........、....·~---- ........ . ........ _,_ヽ..... ., ....................... 、-ヽ.............~... ...... ,_,_ ........ ····~---ぃ........._~_ ............、__........ い、.,........ ｷ-.-............... ,.-~ 

［注目の綸文］ 中心金属の酸化還元反応がヘムの軸配位子を変化させる（青野重利）／触媒と配位子の組合せが鍵—ヒドロビニル化反 {
応の効率， 選択性の向上へむけて（垣内史敏）／金属酵素の自己組織化とシーケンシャルな霞子移動ーチオール誘導体を用いた検討 ｝
（南後 守） ／［最新のトピックス］ヒスチジンの NMR―酵素の触媒機構解明に威力（小林祐次他）／第 2 高調波顕微鏡で｀ミクロ”を ｝

f 見る（山田 淳他）/RNA の高次構造予測—ァンチセンス核酸の最適な結合部位の選択（村上 章他）
............ ヘ~--------ヘ.....__ .,-~ ........................ ヘ一..................-~............ ··~- ... ｷ-----........、---................ 鼻，．｀＾ •、.........ヽ ... ...... .-........ , ....』、,...、......., ____ヽ...........、...... ..... ........ ........、ダ.._ .......... ｷ.. ｷ--ｷ........... -............. _.,., ............ J 

pol. 53·6 月号
565号

【特集： ‘遺伝子“が語る生物の謎一生物はどこまで遺伝子で語れるか】［遺伝子ってなんだ ? ] DNA から遺
伝子まで一一生物の不思議の物質的基礎（渡辺公網）／［遺伝子を探せ/./] 遺伝子の異常が老化を引き起こす
（鍋島陽一）／肥満は遺伝するのか（吉田俊秀•小暮彰典）／アルコールに強くなる遺伝子（宮川 剛）／骨を形成
する遺伝子（小守壽文）／遺伝子で探る動物の類縁関係（日下部慎一）／［話題を探る ］ 遺伝子診断と遺伝子治療
（野島 博）／遺伝子特許のはなし—ヒ ト の遺伝子配列は全人類の共有財産か？（石田佳治）
【化学論壇】 生命をどう解くか（中村 運）／【解説】 タンパク質の機能を担う低分子ペプチド—化学で生物
機能を再現する （杉本直己 • 中野修一）／［エポニミーから学ぷ化学の基礎の基礎】 マクラファティ転位（志田保
夫）／カミンスキー触媒（三瀬孝也）／［研究室へよう こそ．／ 】 中條善樹研究室（京大 ・ エ）／［事故から学ぷ化学
物質の正しい知識］ 高圧ガスの危険性—物理的現象と しての爆発（藤原 肇）／【パイオファ ンタジー】 バ
イエルンより愛をこめて（井手 節）／【イ ンターネット英語に親しもう 】 メ ー リングリストを活用しよ う（安藤
進）／【裏ラベルを化学する】 カゼインナトリウム（高市晶久）／［科学英語のセンスを磨く．／】 よく使われる形
容詞の用法（鈴木英次）／［鎌ちゃんのアメリカ饂学記】 アメリカの人種問題（鎌谷朝之）／【化学の本だな】 ［書
評］『ジャンさんの「英語の頭」 をつくる本』／【読者のページ】 福井謙一先生の追悼行事から

ヤ".. ,, __  .. ,_, .. __、........._、.... .....................~、... ..........._., グ--........ ,.,_ ............ ,_ .............. ~--一................... ~~ ... い、.....·----~ ............. --........ ____ ............. —................................. ,-. ............. -,,ｷ •• ......... , .. , .. がへ...-へ................., 

月 （注目の論文］ 世の中で一番重い元索の二痘結合（小林健二）／ついに解明されたテルペン環化酵素の立体構造（及川英秋）／遷移金属錯 く
体のナノ組織化は触媒活性を向上させる？（丸山 司） /21世紀の NMR構造解析一超伝導磁石の開発と新測定法（出村誠）／化学 ｝
の力で生体を防御する（高橋希之）／［最新のトピッ クス］モデルベプチド を用いた コラーゲンの構造研究（奥山健二他）／夢の次世代プ ｝
ラスチックヘの挑戦ーメタロセン系ポリオ レフィンの構造と物性（甲本忠史他）／｀ウソ”ではない..USO"—高再現性・ 「短寿命」高 合

i 温超伝導物質（山内尚雄他）
¥ .... - ,  ........................ _ _._  ....... • ........ ,~.. .......... .. .. .. .... ヽ_,..... ヽ，....--.--.. --...... ·~-- .............. -----........................ ·--~- ............ -. ........... _、...........ｷ--. ゲ........-,  ...... ヅ..................,_. ............ -........... -............. ___ヘ....J 
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【特集： ＊環境ホルモン“—いま気になる化学物質の正体】 ［解説］『環境ホルモン問題』とは何か？（香山不二

雄）／［研究物語] DES の恐怖は去ったのか？（高杉 遇）／［レポート］ヒトの精子に異変が起きている？（森
千里）／［図説］合成化学物質とホルモンの類似性を探る（松尾昌季）／［作用物質の実態を追う］ダイオキシン類
と甲状腺機能の低下（長山淳哉）／有機スズ化合物による巻貝類のインポセックス（堀口敏宏）／いまだに検出さ
れ続ける有機塩索化合物—PCB, DDT, HCH (福島 実）/PC プラスチックから溶出するピスフェノ ール

A(井口泰泉 • 香山不二雄）／川や海を汚染するノニルフェノール（高田秀重）／可塑剤フタル酸エステルの乱用

（片瀬隆雄）
［化学論壇】 「環境ホルモン」談義（深海 浩）／【エポニミーから学ぷ化学の基礎の基礎】 ギプズの自由エネルギ
-(草川英昭）／ラマン効果（北川禎三）／【研究室へようこそ．／】 佐藤次雄研究室（東北大 ・ 反応化学研究所）／
【事故から学ぶ化学物質の正 しい知識】 粉じんの危険性—粉じん爆発とじん肺（藤原 肇）／【パイオファン
タジー】 金魚鉢の怪（井手節）／【裏ラペルを化学する】 ベクチン（渡辺 浩）／【インターネ ッ ト英語に親しも
う】 フ レームにご用心（安藤 進）／【科学英語のセンスを磨 く．／ 】 形容詞の慣用表現（鈴木英次）／【鎌ちゃんの
アメ リ カ留学記】 アメリカの女性差別（鎌谷朝之）／【化学の本だな】 ［書評］『コーワン無機生化学』／【続者のペ

ージ】 r現境ホルモン」 問題への皆様のご意見を
.--.. --........ _. ......... ,,..., ............ 、へ,._...................、..................,. ヽ●●.... - ..........  - ..........  " ........... .,_,_  ................ ~ .. ....... ....... . _が.......~..... ぶ__............................. -.................... _,_ ......... ____ ................. _. .....、....-.-......... ._、

・ ［注目の論文］タンパク質という会社を部・課にわけると・・・？（冨田昌弘）／典型元素ポルフィリンについての最近の話題（山本陽介）／超 ｝
分子構造を共有結合で固定する（手塚育志他）／［化学ファイル］ 気になる化学界のr環境ホルモン」問題への対応（編集部）／［最新のトピ ｝
ックス］ 新規亜鉛フィンガータンパク質の創製—人エリプレッサーの設計に向けて（杉浦幸雄他）／不斉情報を光でスイッチする（横 ；

; 山 泰他）／感度 • 選択性の高いイオン検出デバイスの開発—ィオン選択性オプトード（鈴木孝治他） ) 
し、....~ ....... --..、.....,_. ....................... -.--............. ,_  .......... _, .... ·-へ.....ヽ9ヽ.............-. 一_.......... 、・グ、_....................... __ヽ.............--........ _一...ヘ_............................... __ ._ ................... ヽ—,.......... -............. -..... ----......... ---...... ヽぶ

【特集： "Domestic Chemistry"のススメ】 『かしこい生活”に役立つ10の化学知識］なぜ金属製のヘラでも傷つ
かないの？—進化するフライパン（岡田和秋）／なぜハイプリッド車は環境にやさしいの？（八重樫武久）／
なぜ水を使わずにクルマがきれいになるの？（横須賀道夫）／なぜ真夏にウールの服を着て暑くないの？（佐藤
唯敏）／黒髪を染めてなぜ茶髪になるの？（安田正明 ・ 大野公男）／なぜペットポトルをリサイクルするの？（根
来功）／スイッチ OTC 薬ってどんな薬なの？（編集部）／なぜ雑菌が繁殖しないの？一化学物質による微
生物制御（後藤達乎）／赤ワインはなぜ身体にいいの？（編集部）／なぜ夏用の浴用剤があるの？（藤原敏雄）
【化学論壇】 化学物質は文化遺産（井口洋夫）／【解説】 超フェルミウム元素の発見をめぐる論争（大浦泰嗣 • 中
原弘道）／【エポニミーから学ぶ化学の基礎の基礎】 ショットキ ー欠陥（宮山 勝 ・ 國島由子）／キュリー温度
（中辻似ー）／［研究室へよう こそ ．／】 小澤文幸研究室（大阪市大・エ）／【事故から学ぶ化学物質の正しい知識】
静電気の危険性・~ 目に見えない着火源（藤原 肇）／【パイオフ ァ ンタジー】 ハッカーの真夏の夜話（井手
節）／【裏ラペルを化学する】 キシリ ト ール（藤田康人）／【インターネッ ト英語に親しもう】 SPAM にご用心

I Vol. 53·8 月号 （安藤 進）／［科学英語のセンスを磨< /】 覚えておきたい as の用法（鈴木英次）／【鎌ちゃんのアメリカ留学
567号 記】 ホームステイのすすめ（鎌谷朝之）／【読者のページ】 読者のお便りから

---.......... ,_~. ク.-.. ., -~......... ~. .. ................. ... .--................ ,_,-......、・ダ～が....,_ ....... -へ·" ~.-,- --............. ~- ...................... ・....~...... ...... ~.......... ~._ ... .... ,_ . ......... ~ ....... ... .-,---.... ........... --............ -_ .......... --.... --..... ~ ............ 
\ ［注目の論文） 中性子で見るタンパク質の立体構造（佐藤 衛）／なんとも不思議な固体酸触媒反応（野村淳子）／自己集合から自己組織 、
} 化へ—新たなダイナミックな らせん分子の構築（八島栄次他）／電子密度分布を迅速に解析する/—-Jil{f:f,･; I:: CCD を用いた X線 ）

1幽四）， 回折強度データ測定（菅原洋子）／｀ナノ”サイズのワイヤーを電極間に接合する―DNA を鋳型にした導電性銀ワイヤー（今堀 く
化学• 博）／ ［化学ファイル〕 植物のビタミンC生合成経路ってわかっていなかったんだ／（編集部）／［最新のトピックス］‘‘超大孔径”ゼオラ ；

イト合成への挑戦（杉 義弘他）/[2 + 1]型不斉アジリジン化の最近の展開（小松満男他）／触媒表面活性種の動的構造変化をとらえる ）
（岡本康昭）

, ......... , ..、タ........- .....、-·-~-.......、...........-................ ·~--··、......、......,_へ.......-~_ ........ ~ ............. ,_  .......... . .............. -~. ............. -........... -............、_....... , .. 一..........._ヽ,.................... _ ............、................._.._ .... ,..--.... , .. ,_ ............. , 

＇（ドi3 • 9 月号

【特集：どう したらなれる？化学を生かす仕事】 ["就瞭戦線”異状アリ！？］ （アンケー ト）卒業生900人の追跡調
査（編集部）／［私がこの仕事に就いた理由］ 学界と社会との架け橋に…（若林文高）／科学捜査を支える（中村
順）／独創を｀理解する”ことの重要性（林 美穂）／貴重な文化財を後世に…（川野邊 渉）／［就職情報誌編集者
に聞きました） いま化学系学生の求人状況は? (fテックビーイング』編集部 ： 阿部道広）
［化学論壇】 人の流れは変わるか—化学系学生の就職事情／【解説】 DNA は分子ワイヤーになるか？一
超高速霞子移動をめぐる論争（福井啓二郎 • 田中一義）／【焦点： いま塩素を考える】 化学工業における塩素の
役割—いわれなき‘環境汚染の元凶”説に対して（相川洋明）／【エポニミーから学ぶ化学の基礎の基礎】 メ
スバウアー効果（竹田満州雄）／ヒュッケル則（樋口弘行）／［研究室へようこそ ．／】 馬場窟信研究室（徳島大 ・
薬）／【事故から学ぷ化学物質の正しい知識】酸素の危険性（藤原 肇）／【パイオファンタジー】 いつかきた道
（井手 節）／［裏ラペルを化学する】 トレハロース（斉藤典行）／【インターネット英語に親しも う 】 Eーメ ール
を書こう（安藤 進）／［科学英語のセンスを磨く．／】 好ましい表現 ・ 好ましくない表現（鈴木英次）／【鎌ちゃん

のアメリカ留学記】 スタミナの違い（鎌谷朝之）／【読者のページ】 読者のお便りから

.... ,, __ .......... ~ ヽ........_ ................... ---日.... ぃ............__. ............. -, ヽ.........., ..... ~.. ......... -.-、..............~ ................... い....~.、_............. ,._・ク
--~ グヽ....-........ ~.. ........... - ｷ が.................- ........... -......... —....... , __ ....... _'-......... -., 

、 Ci, [注目の論文］ 電極反応を利用して有機分子にフ ッ素官能基を導入する（柏村成史）／シリコンを光学材料に使う/-.. フォトニックバ ｝

” 化学s
ンドギャップ”の可能性（柿本浩一）／複雑な系を解く新しいサンプル法—マルチカノニカル分子動力学法（岡本祐幸）／［最新のトピ ｝

翠 ·t"' ッ クス］ 核酸研究における光化学反応の活用（井上佳久他）／ラジカル環化反応の最近の展開一~鍵反応としての揖要性（徳田昌生他） ; 
<.-.............. - ...... ~ • • ............ ---ヽ...................---............... -, .........、-.......... -, ........... ~. ............ ・--...............、___................ ·--·-グ'、.....、_...... --.......... ~............. -ど..........、......., __ . ..........、--....................................... -.......... _._ 
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【特集：大江戸化学事情—日本の化学の先駆者宇田川棺篭とその時代】 ［生誕200年によせて］化学と能吏
—驚異のマルチ人間 宇田川楷奄の謎にせまる（塚原東吾）／日本の化学を開いた 『舎密開宗』 （芝 哲夫）／
『舎密開宗』の実験を化学教材に（林 良頂）／宇田川三代と蘭学者の時代（幸田正孝）

【化学論壇】 宇田川棺奄と 『舎密開宗J (芝 哲夫）／【現代化学の焦点】 環境にやさしい超臨界流体（梶本興亜先

生に聞く）／【エポニミーから学ぷ化学の基礎の基礎】 カ ー効果（廣田 襄）／ディ ークマン縮合（谷利陸平）／

【研究室へよ う こそ ．／】 西川恵子研究室（千葉大院 ・ 自然科学）／【事故から学ぷ化学物質の正しい知識】 相次ぐ
石油流出事故（藤原肇）／【パイオファンタジー】 月夜の訪問者（井手節）／［インターネ ッ ト英語に親しも
う】 環境ホルモンは和製英語か（安藤 進）／【裏ラペルを化学する】 乳果オリゴ糖（藤田孝輝）／［科学英語のセ
ンスを磨く ．／ 】 動詞と名詞の使い分け（鈴木英次）／【鎌ちゃんのアメリカ留学記】 兵士ライアンを救え（鎌谷朝
之）／［読者のページ】 読者のお便りから

rク....,. .. , _____ ,, ... , • . -~- .......、---~----........................ ヽ---- ........ ,.,_~_ ......... .-.... ヽ-.............. グ---、〇...................,,_ .,_、..............,-.......... ~... ..... ·,-~..........、_,.............. • ............... _____  ..........、._...... ヘ，.... .、--......... --- .................. , 

) [注目の論文］ 超分子化合物を使って Cぃ と c,。 を分離するー架橋カリックス [5]アレンを用いた検討（藤原好恒）／大きな分子も精 ；
度よく計算— IMOMM 法による有機金属触媒反応の理論的考察（深谷治彦）/~Levinthal のパラドックス”は解けたのか？（鴇田昌 ｝
之）／液体中の粒子の拡散は瞬間的な振動 と関係があるか？（衣川健一）／キラルルイス酸触媒がイミノ基を効率よく活性化する一~ィ ！
ミンの不斉アルキル化反応（清水 兵）／［最新のトピックス］プロ ト ン伝導性固体電解質材料の開発一~ ＜

{ 弘他）／有機半導体の笥子構造研究の新展開—ェネルギーギャップをはさむ価電子 ・ 空状態の直接観測（佐藤直樹）／フラーレ ンに内 〉

, ..... ~-_ .......... -........ ヽ—ヽ_................ が.......~ ヽ_.......... - ·~.. .......... ~ ・........~ ................ _. .... , .................. ~- ......................................... --..-........ ~~ ........... , ___ .................'---~ ............. _._ ........... ~ .......... ~ ........ , ...'-J { 包された金属原子は静止しているか？（赤阪健他）

【特集 ： 健康をはかる—医療現場で活躍する化学】［解説］臨床検査の読み方—化学ではかる健康状態
（塚田 裕）／［医療機器最前線］血液や尿はどのように検査されるのか？―生化学検査の仕組み（高畑藤
也）／ポジトロン CT から何がわかるのか（佐藤友彦）/X線撮影も進化する一~アナログか ら デジタルヘ（小

林正明）／［気になる病気を診断する) PCR による 0157ベロ毒素遺伝子の迅速検出（向井博之）／骨粗慇症を早
期に発見する骨塩量測定（美藤忠生）／［自分でできる健康管理］体脂肪計は何をはかっているの？（佐藤 等）／
バイオセ ンサーで尿糖チェック I (中嶋聡）

【化学論壇】 科学者よ ， も っ と発言を．”（北野大）／【解説】 アメリカ化学会 Web版ジャーナルの活用法（羽田
幸代）／【エポニミーから学ぷ化学の基礎の基礎】 アレニウスの式（本間健二）／核オーバーハウザー効果（宗宮
創）／【研究室へよう こ そ ．／】 高橋 保研究室（北大 ・ 触媒化学研究センター）／［事故から学ぷ化学物質の正 し
い知識】 有害物質による環境汚染（藤原 肇）／［バイオファンタジー】 奇人のペッ ト （井手 節）／【イ ンターネ
ッ ト英語に親 し もう】 絶対音感は Absolute pitch か？（安藤進）／【科学英語のセンスを磨く ．／】 続 • 動詞と

I Vol. 53 ·11月号 名詞の使い分け（鈴木英次）／【鎌ちゃんのアメリカ留学記】 ボスのいない一日（鎌谷朝之）／【化学の本だな】
570号 ［書評］ 『水の書』／【読者のページ】 読者のお便りから

』.......、-·-·· ......_, ....... ｷｷｷ--ｷ-...... .......... ....... .、-·--ヽ..............~ ............ ~........ ,_. ............... -'-......................... __ヽ_... ヽ...................ヘ-··-"、......~.. ....... ----.......、_,.............. ぃ......, ...... --...... 、―-·....... 、-一..が,...... .__クヘ， ............_. 

I c注目の諭文］ 超分子は光合成の夢を見るか？—―ー リング状に閉じた超分子構造（國武雅司）／液晶性を利用した新しいフォト リ フラク t

1螂年の ティプ材料(JI I 月喜弘）／炭素ラジカルは立体化学的に安定か？（友岡克彦）／生物無機化学における最近のクリ ー ン ヒ ッ トーガラ ク ;

, ト ー ス酸化酵素の触媒的モデル系（小島隆彦）／衝撃波における新しい波—高時間分解能での分光測定（坂本 章）／［最新のトピック ｝
化~I.掌

,. ス］ポリマーの農業生産への道 （木村良昭）／分子認識ゲルの可能性（渡辺正義他）／新規な特性をもつ分子性導体の開発—冗ス ピンカ ）
> ラム， イ オン伝導チャンネルの導入（杉本豊成）
,_,_ ......... ｷ--....... ____ ,. .......... _,. ·~__ ........................ ・,............. , ...、-···か...._, .. ·-•'-··-·...、.............·----··、.........., •, .......... , ____  ................ ｷ--..... __  , - .、......-........... ··~·-·• ......................... -.............. ~ ヽ.............~ ....... --.-ｷ,, ヘ..J 

【特集 ： 化学サミ ッ ト '98-1せ界の第一線化学者が語る研究と教育】 ［第10回仙台国際学術シンポジウム「科
学者が語る先進諸国の文化と教育」より］アメリカンドリームは教育から (B . Lipshutz) /シーボルトとハラタ

マ以来のオランダ(H. Hiemstra)/芸術や遺跡だけでないイタリア (G. Gaunti) /ペルギーの化学教育事情
(N. De. Kimpe) /イギリスの大学とエコケミストリ ー指向 (K. Smith)/伝統から未来へ＿ ドイツ流(R.

Hoffmann)/パスツール後のフランス (J . Normant) /21世紀のよき生活はよき分子から—ヵナダ(V .
Snieckus) 

【化学論壇】 大学のビッグバン（山本嘉則）／【エポニミーから学ぷ化学の基礎の基礎】 マンニッヒ反応（小林和
裕）／【事故から学ぷ化学物質の正しい知識】 有菩物質による災害（藤原 棗）／【バイオフ ァ ンタジー】 宇宙戦

~ ... i'!!:.i; 纏饂！ 艦 ト マトの最期（井手 節）／【インターネッ ト英語に親し もう 】 ベアのサングラス？（安藤進）／【科学英語のI Vol. 53· 12月号 センスを磨く ．／ 】 英語らしい表現（鈴木英次）／【鎌ちゃんのアメリカ留学le】 研究室の事故（鎌谷朝之）／【化学
571号 の本だな】 ［書評］『反応量子化学』／【読者のページ］ 読者のお便りから

,-.............. ヽヽ....•··~.............. -~---·、.....................、_................. ·、..........·--··- ···~- -·• ........、......._、... ....... ....................__ , .................. __. ......... -、-·-.... · ·---···........、-~,.......................... ~. .......... _..,., ......、クヘ...........·~ ····· 
; ［注目の論文］超高速 • 超微黛分析への挑戦—マイクロチ 、、プキャビラリー電気泳動の可能性（大塚浩二）／水溶液中の金属錯体構造 (

, 1~ 
を見る/(松原英一郎他）／無機酸化物クラスターの分子設計とその特異的酸化触媒作用（水野哲孝他）/ 4 級ホスホニウム塩のセレンデ ！

化掌 ィ ビティー的な効果—不活性な塩化ア リ ールの活性化と触媒活性の向上仕西林仁昭） ／対成分が主役になった導電性錯体一ICSM / 
... • '98の発表か ら （矢持秀起）／［最新の ト ピ ッ クス） フラーレンは分子？それともク ラ スタ ー ？（田路和幸）／いま強磁場が面白い— ;

} 化学反応の強磁場制御最前線（谷本能文）
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