
~~ 
昨年の白川先生に続き， 2 年連続で

ノーベル賞特集を組める喜びをかみしめ

ています．野依先生は じめスタッフの皆

様，無理をお願いしてご執箪いただいた

先生方には，本当 に 「嵐のように」お忙し

いスケジュールのなか，たいへんお世話

になりました．こ の場を借りて心よ りお

礼申し上げます．

◆ 自費出版のご案内 ◆

化学同人は 自費出版のお手伝いをさ

せていただき ます．私的な記念本から

論文集，成果集，専門書，テキストか

ら読み物に至るまで，小社が黄任を

もって編集から出版までお世話させて

いただきます．出版部数や流通形態，

料金等についてのご相談は， 小社編集

部までお気軽にお問い合せください．

◆受賞翌日 (lo月 11 日 ）の名大物質科学国際

研究センタ ー 6 階は，マスコミ各社の取材

でごった返していて，思わず足がすくみま

した . 31 日の対談当日も，前後にほかの取

材が控えていて，時計を気にしながらの 1

時間．でも， 旧知の村井先生が対談相手と

あって，野依先生も かなりリラックスされ

ていたご様子．ホ ッとしました ． （康）

◆ 『化学」に携わり一年問．引継ぎを受けた

ときの『化学』編集部は，白川先生のノーベ

ル化学賞受賞で大忙しでした．そして当分

日本人の受賞はないだろうと．ところが，

このたびの野依先生の受賞．やはり力喜しい

のですが，何かとたいへんな日々が続くこ

とになりました．来年はいくら何でもと

思っていますが，何が起こることやら．（秀）

◆端宮な知識は財産だ ． その財産はどこか

ら来てどこへいくのか知識があるゆえに

不幸になり， 知識があるゆえに罪を犯す人

がいる．正しい知識を得ることができれ

ば，もっと生きやすくなるのにと ， 自分自

身に対して思っています．今， 赤子のよう

にいろいろ学ばなければいけないな～と初

心にかえる今日この頃です ． （麻）
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• 
化学が拓くナノテクノロジ一

究極の分子細工の夢を語ろう
【インタビュー】 ナノテクノロジーは化学が拓く 川合知二先生に聞く

［解説】分子の自己組織化でデバイスをつくることができるか？ 下村政嗣

分子の鎖でナノワイヤーをつくる 青野正和他

超高密度 · 超高速フォトンモード分子メモリーをつくる 長村利彦

有機・無機の複合でナノ 回路をつくる 折原勝男

光で回転する分子モーターをつくる 原田宣之

吟2001年度ノーベル医学生理学賞

細胞分裂制御の謎を解く—三人の細胞周期研究者 平田大

令科学教育を考える “理科嫌い"はなぜ起こる？ 岡 博昭

研究室へようこそ 渡溢正義研究室（横浜国立大学大学院工学府）

サイエンス英語に親しもう ●実験室での会話 (2) Anthony T. Tu 

先人たちの足跡 ・ 化学者史跡アルバム 宇田川棺惹 西條敏美

Chitchat on Science—教室から，街角から ロ イオンの一人歩き 左巻健男

ノ ーベル賞からみた免疫学入門 ● ガイジュセクらの業績 石田寅夫

2002年の化学 (I) ● 注目 の論文と最新のトビックス

I 便利でおとくな直接予約
購読に半年と 3 年を追加

『化学』のお求めはおとくで便利

な予約定期購読で．購読期間に

半年と 3 年を加え，より選択肢

が広がりました．お申し込みは

直接小社へ（税・送料込み）．

半年予約購読料 4,500円

1 年予約購読料 8,300円

2 年予約購読料 15,000円

3 年予約購読料 20,000円
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ィヒ学 '~'"o"'
［特集 ： 白川英樹博士の学問と創造性】［緊急独占インタビュー］白川英樹薄士に聞く「世紀の大発見はこう
して生まれた！」ポリアセチ レ ンフィルムの誕生からケミカル・ドーピングの発見まで／［失敗実験の全容］
ポリアセチレンフィルム発見物語（白川英樹）／［研究と業績］冗共役導電性高分子の発展一導電性ポリ アセ
チレンを出発点として（山本隆一） ／導電性高分子が拓 く未来一21世紀に期待される材料としての応用（矢
田静邦）／［素顔］宇治の夕暮れ一白川英樹先生のお人柄とエピソード（赤木和夫）／【化学論壇】研究におけ
る偶然と必然（三枝武夫）／【新連載 · 化学者のための環境学講座】 化学は環境科学への入口（安井 至） ／【新
連載• 先人たちの足跡】桜井錠二 日本近代化学の父（西條敏美）／【何をどうしてつくるか？】折れにくいの
に黒くなめらか一シャープペンの芯「Ain』〔岡林宏明（ぺんてる）〕／【連載 · 21 世紀日本の化学会社はこう
変わる ！】社員に求められる資質一21世紀はプロフェッショナルの時代（高岡成禎）／【連載 · バイオ実験の
ツボ】 その試科デグってない？一試料の保存（片倉啓雄）／【連載 · Chitchat on Scienceー教室から街角から ］
ダイヤモンドが燃える？（左巻健男）／【連載• ノ ーベル賞からみた免疫学入門】細胞性免疫制御の特異性の
発見ードハティ，ツィンカーナーゲルの業績（石田寅夫）／【連載 · Tu先生の英文手紙添削講座】礼状と確認
の手紙 (Anthony T. Tu) 
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特集白JII 英樹博士の学問と創造性

2001 年の

化学

［注目の論文］超音波でナノ材料を創る（宗宮 創）／イムノアソセイマイクロチソプの開発（千葉光一）／有機太陽雹池の時代が来るか？（昆
野昭則）／［最新のトピックス］夢の脱水縮合触媒を探し求めて（石原一彰 • 山本 尚）／表面固化現象一物質はどこから融けるか ？ （ 山本
靖 • 関 —彦・大内幸雄）／世界に羽ばたく日本のオリジナル技術一光触媒のいっそうの広がり（藤嶋 昭）

ィヒ学 ＇こ~MISTRY 【座談会】21世紀の生命化学を考えるーアーラーメイド・バイオケミストリーの目指すもの〔馬場嘉信• 三

原久和• 浜地 格 ・（司会）杉本直己〕／【解説】次世代のエネルギーをつくる！ ーフォ ト・バイオ技術か ら
生まれるクリ ーン燃料（大久保捷敏•佐川 尚）／【化学論壇】石油化学世紀の終焉と生物資源（上野民夫）／
【研究室へようこそ】嵩田十志和研究室 （大阪府立大学大学院工学研究科）／【連載 • 化学者のための環境学
講座】リサイクル法とグ リーン調達法（安井 至）／【連載• 先人たちの足跡】長井長義エフェ ドリンの発見
（西條敏美）／ 【何をどうしてつくるか？ 】造りたてのうまさをそのままにービー ル（鮮度を保つ技術）〔金田
弘挙• 高塩仁愛（サッポロビール）〕／ 【連載 ·21 世紀日本の化学会社はこう変わる！】人事評価とアウトソー
シング（高岡成禎）／【連載・バイ寸実験のツボ】試料のお味は？一試料の濃縮と脱塩（片倉啓雄）／ 【連載・
Chitchat on Scienceー教室から街角から】時速 6km(小波秀雄）／【連載 ・ ノーベル賞からみた免疫学入門】
ヒトの主要組織適合抗原HLAの発見ードーセの業緩（石田寅夫）／【連載 · Tu先生の英文手紙添削講座J 日本
人の英文手紙 (AnthonyT. Tu) 

new central dogma 

2001 年の

化学

［注目の論文］規則的に配列したカーボンナノチュープの“剣山"(京谷 隆） ／分子磁性の新世紀は？ー第 7 同分子磁性国際会議に参加して
（伊藤彰浩）／セ ントラルドグマが見えてきた（久堀 徹）／［最新のトピックス］宵く光る発光タンパク質イクオリンの構造が決まった！一
ペル オキシドを安定化し効率よく 発光する機構（中村英士・大場裕一 ・呉 純）／細胞内におけるタンパク質の品質管理（遠藤斗志也• 西
川周ー）／次l且代の均一系遷移金屈触媒の主役は？（瀧本真徳• 森美和子） /DNAの自己紐織化を利用した超分子構築（松浦和則）／炭素に
水素を貯える科学（村田克之 • 金子克美）

ィヒ学 芦ふ 【特集】続報 白川英樹博士ノーベル賞授賞式／［カラ ー ロ絵］白川英樹博士ノーベル裳授賞式の表情／［白川
英樹博士ノ ーベルレクチャー］ポ リ アセチ レ ンフィルムの発見一導電性高分子時代の夜明け （ （訳 ） 田中一義〕
/ [2000年度ノーベル授賞式レポー ト］ノーベル賞授賞式への旅ーストックホルムの 9 日間白川英樹先生に
随行して（木島正志· 山辺敏雄）／【解説】巨大な三次非線形光学効果をもつ一次元金属錯体の発見一強相関
電子系とナノワイヤーがカキ（山下正廣）／【化学論壇］化学の学力低下はあるか？一学力の「量」と「質」（小
林啓二）／【研究室へようこそ！ 】鈴木啓介研究室（東京工業大学大学院理工学研究科）／【連載 •化学者のた
めの環境学講座】 「グ リーン」，「エコ」を判定する（安井 至） ／【連載 • 先人たちの足跡】高峰譲吉ジアス
ターゼ・アドレナリンの抽出（西條敏美） ／【連載・ 2 1 世紀日本の化学会社はこう変わる I ]企業のIT革命
への対応一IT化により企業の差別化が進む（高岡成禎）／【連載・バイオ実験のツボ】 あなたのバランス感覚
は？一遠心分離（片倉啓雄）／［連載 ·Chitchat on Scienceー教室から街角から】 ノーベルの真意は？ （左巻
健男）／【連載· ノーベル賞からみた免疫学入門】後天的免疫寛容の発見一メダワ ーの業績（石田寅夫）／【化
学の本だな】 「ベーシック電気化学」（化学同人）
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［注目の論文］ チャネルポアの微細加工とリアルタイムセンシング（二木史朗）／酸素による酸化反応は本当に実用的だろうか？（間瀬暢之）
200 1 年の ／エナンチオ選択的フッ素化の新展開（桑野良一）／［最新のトピックス］分子ワイヤーを用いる高感度センサー（大木一朗• 戸部義人）／低
化学 温単結晶 X 線構造解析による不安定分子種の直接観察（阿部二朗）／無機系紫外線遮蔽剤の開発に関する先端研究（佐藤次雄・矢部信良）／

分解酵素を合成酵素へ変換一糖合成酵素の開発（木村俊作）



ィヒ学 口,... , 【 イ ンタ ビュー ：化学を面白 くする人びと】 「 「超能力Jで理科嫌いをなくす？」滋賀県五個荘中学校 田中玄

伯教諭に聞</【解説】脳科学から脳化学ヘーノーベル賞から見た脳科学入門（山辺敏雄 ·Hans Mehlin) / 

【提言］研究費 申請書は公平に評価されるか？ーPeer Reviewの改良とその限界（中本一男）／ 【化学論壇】失

敗は許されるか ？ （大橋秀雄）／ 【何をどうしてつくるか】水に浸けて45秒で乾く一超速乾マニキュア〔金子

勝之· 曽山美和 （資生堂）〕／ 【研究室へようこそ 】藤田 誠研究室（名古屋大学大学院工学研究科）／【連載・
化学者のための環境学講座】グリーンな物質とLCA的考え方（安井 至）／ 【連載 • 先人たちの足跡】川本幸
民“化学”の言葉を導入 （西條敏美）／【連載 · 21 世紀日本の化学会社はこう変わる！】ITによるコミュニ

ケーショ ン革新― e—メールと e—コマースが経営を変える（高岡成禎）／【連載 ・ バイオ実験のツボ】分母は確

かですか？ータンパク質の定堡（片倉啓雄）／【連載 ·Chitchat on Scienceー教室から街角から】汚れた“神

の手" (小波秀雄）／ 【連載• ノ ーベル賞からみた免疫学入門】免疫抑制剤の開発と臓器と細胞移植による病

気治療ーヒッ チングス，エリオンとマレイ， ト ー マスの業綾 （石田寅夫）
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［注目 の論文］ においの視覚化（林 高史）／金属キ ノンの誕生（小島隆彦）／ナノスペースでき らりとキラル ！ ーゼオラ イト細孔内での不斉

光化学反応（山下弘巳）／［最新のトピックス］ 次世代の超強酸ー超低配位性カルボランアニオン（北川敏ー • 竹内賢一）／金属内包フラー

レン化学の最前線一常磁性から反磁性へ（若原孝次• 赤阪 健 • 小林 郁· 永瀬 茂）／階状銅酸化物の超伝導不可逆磁場特性ーニつの

ブロック の役割分担（中根茂行 ·Maari t Karppinenｷ 山内尚雄）／気相分子ク ラスタ ーの レ ーザー分子分光最前線一新しいタイ プの水素結

合の発見 （江幡孝之• 藤井朱烏· 三上直彦）

ィヒ学 ~二＂、
【解説】 イオン性液体一デザインで広がるその機能 （塩谷光彦）／海の生き物の知恵に学ぶーバイオミネラリ

ゼーション （石灰化）を in vitroで （市川和彦）／赤外線で人体を観る一脂質，糖，酸素の振舞い（吉田 敏）

／【特別企画】 r化学』600号の歩み （編集部）／ 【化学論壇】これからの化学（廣田榮治）／ 【研究室へようこそ】

谷垣勝己研究室（大阪市立大学大学院理学研究科）／ 【連載 • 化学者のための環境学講座】 グ リ ーンケミスト

リー（安井 至）） ／【連載• 先人たちの足跡】野D英世梅毒原体スピロヘータの発見 （西條敏美）／【連載・

21 世紀 ・ 日本の化学会社は こう変わる！】ITによる マネー ジメント革新―ERP と SCMによる企業経営の効

率化 （高岡成禎）／【連載・バイオ実験のツボ】ま っ すぐなとき に止めた ?-f亭止法による酵素活性の測定（片

倉啓雄） ／【連載 ·Chitchat on Scienceー教室から街角から 】どこでも備長炭電池（左巻健男）／【連載 ・ ノー

ベル賞からみた免疫学入門】鋳型説の化学的検証ーポーリ ング， レーダーバーグ，アンフィンゼンの業績

（石田寅夫）／【化学の本だな】 『折り紙で広がる化学の世界J(化学同人）

2001 年の

化学
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［注目の論文］粒成長を完全抑制する焼結法が発見された ！ ーナノ構造セラミックス完全桐密体合成（巻野勇喜雄）／一気呵成か？植物ホル

モン ・サ イトカイニンのシ グナル伝達経路の解明 （青山卓史）/Never Give Up—複雑な天然物の全合成 （菅 敏幸）／［最新のトピック ス］

ミト コンドリアを標的とした抗がん剤ーアポト ーシス研究におけるバイオプローブの貢献（掛谷秀昭 • 三宅婚延 • 長田裕之）／シ トクロム

P450による水素引抜き反応の同位体効果量子ー化学計算からのアプローチ（吉澤一成）／壁に囲まれた不思議な空間一“奪われし＂自 由 ？

（尾関寿美男）／シンクロトロン放射光による液／液界面へのアプローチーX線を界面に微小角度で照射するテクニ ック （原田誠•岡田哲男）

ィヒ学 ~:·、
［特集： 再燃する超伝導フィーバー】［イ ンタビュ ー］ 「新超伝導体はこうして発見された」青山学院大学 秋

光 純先生に聞 </C60超伝導最新 レポートー最近の学会から（谷垣勝己）／電場効果ドーピングとは一フ

ラーレン，アントラセン，高分子も超伝導に（石黒武彦）／酸化物超伝尊体は今 ：新物質探索と実用化の進

展（山本文子）／層状窒化物超伝導体の発見（山中昭司）／磁気励起子が媒介する新しい超伝導のメカニズム

（佐藤憲昭）／超高圧下では酸素も超伝導になる！ （天谷喜一 • 清水克哉）／新 しい有機超伝導体の開発ー合

成の観点から（瀧宮和男· 大坪徹夫）／「磁場誘起超伝導転移」を示す有機伝導体一磁性有機超伝導体の最近

の発展（小林速男）／【化学論壇】 21世紀の化学の担い手へ（岩村 秀）／ 【研究室へようこそ】山下正廣研究室

（東京都立大学大学院理学研究科）／ 【連載• 化学者のための環境学講座】再びグリ ーン ケミストリー（安

井 至）／【連載 · 先人たちの足跡】 ワグネル明治初期のお雇い教師，陶器窯業の分野で大きな足跡（西條

敏美）／【連載 · 21 世紀・日本の化学会社はこう変わる！】研究開発のマネージメ ントーどのよ うにしてイ

ノベーションを生みだすか（高岡成禎）／【連載・バイオ実験のツボ】 その傾き ， 正しいの？一連続法による
酵素活性の測定（片倉啓雄）／ 【連載 ·Chitchat on Scienceー教室から街角から】教科書に残る歴史的遺物（小
波秀雄） 【連載・ノーベル賞からみた免疫学入門】間接鋳型説とクローン選択説ーバーネットの業績 （石田寅

夫）／【化学の本だな】 「これならわかるマススペクト ロ メトリ ー」（化学同人），『溶液内イ オン平衡に基づく

分析化学J (化学同人）

再燃する超伝芍フィーパー
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［注目の論文］高分子マイクロエマルション （好村滋行）／細胞の顔つきと自 己免疫疾患（長束俊治）／合成分子で人間の器官を模倣する一外

2001 年の 部刺激によ り伸縮する分子（＝分子筋肉？）（河野富ー）／［最新のトピックス ］ 一個の原子で化学する一超アク チノイド元素への挑戦（篠

化学 原 厚） ／金属ナノ粒子の調製と新機能（魚住泰広・佃 達哉）／高周期14族元素を含む共役二重結合化合物 （武田亘弘· 時任宣博）／生体

膜の ラフト (raft) 構造一細胞のシグナル伝達への関与とその応用の可能性（佐々木善浩 • 菊池純一）

ィヒ学 ~:~·- · · ·
【特別インタビュー】「化学から宇宙，そして未来ヘー好奇心を次の世代に伝えたい」日本科学未来館館長
毛利 衛博士に聞＜／【研究物語】マイルドでク リーンな酸化反応： N- ヒ ドロキ シフタルイミ ドを使った合

成法の開発（石井康敬）／ 【短期集中新連載・ コ ンビナトリアル ・バイ オエンジニアリングヘの誘い】酵母の
細胞表層工学を用いたシステム（植田充美• 田中渥夫）／【化学論壇】工学倫理教育を考える（中村収三）／【研
究室へよ うこそ】大野弘幸研究室 （東京農工大学工学部） ／【新連載 · Tu先生のサイエンス英語に親しもう】
研究室を見回 して… (Anthony T. Tu)/ 【連載• 化学者のための環境学講座】水道水は危険か？ー トレ ンド

分析と環境負荷分類の手法による検討（安井 至）／ 【連載• 先人たちの足跡】南方熊楠粘菌研究の大博物

学者（西條敏美）／［連載 · 21 世紀日本の化学会社はこう変わる！ ］独創的な研究と開発―そのために企業は
何をなすべきか（高岡成禎）／ 【連戟 ・バイ オ実験のツボ】きれいに泳いでますか？ （その 1)一核酸の電気泳
動 （片倉啓雄）／【連載・ Chitchat on Scienceー教室から街角から】次期学習指導要領で心配なこと （左巻健
男）／ 【連載• ノ ーベル賞からみた免疫学入門】自然選択説とイディオタイプネ ッ ト ワーク説＿イエルネの

業績（石田寅夫）／【化学の本だな 】 ［実験室の笑える？笑え ない！事故実例集」（講談社），『有機反応の立体
選択性J(化学同人）
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［注目の論文］次々とクローニングされていく植物ホルモンレセ プター（丹生谷博）／ホルボキサゾールBの全合成一人工不斉反応剤を活用

した高選択的不斉アルドール反応（井深遼太郎 ・ 椎名 勇）／［最新のトピ ック ス］不斉アルドール反応の新たなステージ（馬場良泰· 袖岡

幹子）／ラジカル反応におけるメデイエーターの新展開 （小川昭弥）／超臨界二酸化炭素を用いた新規染色技術（篠田 隆• 田村和弘）

ィヒ学 ~" い、 【インタビュー 】 「化学物質はホントに怖いものなのか一その正しい捉え方とつき合い方」国際純正応用化学
連合 (IUPAC ) 委員宮本純之先生に聞＜／【解説】植物の 自 家不和合性の謎が解けた ！ ー自己 · 非自 己の識
別の妙味 （柴 樽史•高山誠司）／ 【短期集中連載 ・ コ ンビナトリアル ・ バイオエンジニアリ ングヘの誘い】

ファージを用いたシステム（近藤昭彦） 【化学論壇】環境教育への期待（平石次郎）／ 【研究室へようこそ】下東
康幸研究室（九州大学大学院理学研究院）／ 【連戟 ·Tu先生のサイエンス英語に親しもう］研究室を見回して
… ( 2 ) (Anthony T. Tu) / 【連載• 化学者のための環境学講座】究極の環境問題一NIMBY(安井 至）／ 【連
載 • 先人たちの足跡】高野長英ラボアジェ化学の紹介（西條敏美）／ 【連載 · 21 世紀日本の化学会社はこう

変わる！】環境への対応一環境経営は21世紀企業の必須条件（高岡成禎）／【連載 ・ バイオ実験のツボ】きれ
いに泳いでますか？（その 2)ータンパク 質の電気泳動（片倉啓雄）／【連載 ·Chitchat on Scienceー教室か
ら街角から】原子の発見はいつだった？（小波秀雄）／【連載 ・ ノーベル賞からみた免疫学入門］ラ ジオイム
ノアッセイ法の開発ーヤローの業績（石田寅夫）／【化学の本だな】 ［ヘゲダス遷移金属による有機合成」 （東

京化学同人）， 「超分子化学の基礎J(化学同人）
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［注 目 の論文］生物の試さなかった可能性を試すーランダムな配列から機能をもったタンパク質をセレクションする（立花 亮）/DNAの
化学修飾が遺伝子を守る？ （小泉 望）/Stork教授の宿題ーキニーネ合成における立体制御（臼杵克之助）／ ［最新のトピックス］高輝度放

射光の利用で可能になっ た共鳴光電子分光法の新展開（小杉信博）／タンパク質反応中間体の構造とダイナミクス一時間分解X 線結晶構

造解析は究極の実験か？ （寺的正秀）／温度感応性ポ リマーを用いた水系液体クロマ トグラフィー （倉田香織・土橋 朗） ／糖タンパク質の
全合成 をめざして（北條裕信）

ィヒ学 正い,, ' ' 【特集： NMRが拓く新しい化学の世界】［インタビュー］ 「NMRが拓くプロテオミクスの世界」理研• 廣EB
洋先生に聞< /今どきのNMRを正しく使いこなすにはーブラックボックスにしない方法 （児嶋長次郎）／

NMRが1GHzの壁を超える 日 （和田 仁）／不思議な超臨界流体をNMRで観る（永阪文惣• 江口太郎）／天然
物化学での最新NMR (木越英夫）／固体NMRで高分子の構造を観る （中沖隆彦）／【化学論壇】 第三世代の化

学の時代ー化学から物質創成へ（寺西大三郎）／［短期集中連載・コ ンビナ トリアル ・ バイオエンジニアリ

ングヘの誘い】PCRを用いたシステム （福崎英一郎 ・小林昭雄） ／【研究室へようこそ】三澤弘明研究室 （徳島
大学大学院工学研究科）／【連載 · Tu先生のサイエ ンス英語に親しもう】実験室での会話 (AnthonyT. Tu)/ 

【連載•化学者のための環境学講座】化学物質過敏症と環境問題（安井 至）／【連載• 先人たちの足跡】池田
菊苗『味の素」 の発見（西條敏美）／ 【 ト ッ プインタビュー ・ 21 世紀日本の化学会社はこう変わる！】「日本の
石油化学工業は世界一になれるか？」丸善石油化学（株）小野峰雄社長に聞く （聞き手：高岡成禎）／【連載 ·

バイオ実験のツボ】 ほんとに全部DNA ? -DNAの抽出，精製，定量（片倉啓雄）／【連載 · Chitchat on Scト
enceー教室から街角から】ナトリウムの大きな固まりを水に入れると？（左巻健男）／【連載 • ノーベル賞か

らみた免疫学入門】遣伝子工学に関する諸技術の開発ーバーグ，サ ンガー，ギルバート，スミ ス，マリ ス

の業緩（石田寅夫）／［化学の本だな】 「化学 • 生物兵器概論J( じほう）

NM 砂拓く新しい化学の世界
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［注 目 の論文］ ナノテクノロジーを利用したがん診断ーマイクロチップでイムノアッセイを高感度迅速化する（大塚浩二）／光学活性アミン

による触媒的不斉炭素—炭素結合生成反応ー不斉付加環化やFriedel-Crafts アルキル化反応が含水系で使える ！ （白井隆一） ／小分子によ る
タンパク質機能のスイ；；チン グ（萩原正規• 森井 孝） ／ ［最新のトピ ッ クス］ タンパク質のダイナミクスーバクテリオロドプシ ンを中心に

して（木寺詔紀）／非環状化合物の立体配置をNMRで決める （村田道訛 • 松森信明）／究極の官能基化反応ーア ルカ ンの炭素—水素結合を直
接官能碁に変換する（藤田健一 • 山 n 良平）



ィヒ学 '"り、
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【解説】アドレナリン発見物語一100年を経て再評価される高峰譲吉の業績 （飯沼和正） ／【研究物語】有機FET

のルーツは日本にあった！ ー導電性ポ リマーから超伝導まで （肥塚裕至）／【新シ リーズ ・ 科学教育を考え

る】理科教育があぶない一亡国の教科書検定 （渡辺 正）／ 【新シ リーズ ・ 科学 を楽 し く l 】 『夢· わくわく化

学展2001 』 を訪ねてー化学の“おもしろさ”と“楽しさ”を伝えるには （編集部） ／【化学論壇】混室効果ガス削

減に向けて（井上 元） ／ 【研究室へようこそ】杉本直己研究室 （甲南大学理工学部） ／ 【連載 · Tu先生のサイ

エンス英語に親しもう 】数字の表現 (AnthonyT. Tu)/ 【連載• 化学者のための環境学講座】環境ホルモン問

題の今後（安井 至）／ 【連戟 • 先人たちの足跡】青地林宗わが国初の物理化学書『気海観瀾』の公刊 （西條敏

美）／【 ト ッ プインタビュー ・ 21 世紀日本の化学会社はこう変わる！ 】 「世界のマーケットで生き残る戦略一

目指すは“グローバルエクセレントカンパニー"」住友ベークライト （株） 守谷恒夫社長に聞く（聞き手：高岡

成禎）／【連載・バイオ実験のツボ】ち ゃ んと調べた？一実験方法の調べ方 （片倉啓雄） ／［連載 · Chitchat on 

Scienceー教室から街角から】相関関係と因果関係 （小波秀雄） ／【連載・ノ ーペル賞からみた免疫学入門］免

疫逍伝子の解明一利根川進の業績 （石田寅夫） ／【化学の本だな 】 「集梢型金属錯体』（講談社）

［注目の論文］二重に活性化すれば触媒はさらに高活性に！ （小笠原正道）／赤外分光法が巻きおこすトンネル分光法の解釈をめぐる新しい

2001 年の 動き（吉留俊史）／ポリジアセチレン／シリケートメ‘ノ複合体の自 己組織化と光機能（松本明彦）／ ［最新の トピ ックス ］単一成分系の有機金

化学 屈伝導体や有機磁性伝沌体（杉本豊成• 植田一正） /Amadori転位を利用する酵素GTPシクロヒドロレース I の反応機構（箱嶋敏雄 ・真板

宣夫） ／進化分子工学に よる核酸分子の多様な機能の創出とデバイス化（野川誠之• 伊藤嘉浩）

ィヒ学 ~-m...,
JI依良治教授ノーヘル化学賞受賞

I Vol. 56 · 11 月号
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【特別企画 ・ 野依良治教授 2001 年度ノーペル化学賞受賞】 ［ インタビュ ー ］ 「研究はみずみずしく，単純明快

に！ 」野依教授研究フィロソフィーを語る／【解説】光で結晶が伸び縮みする？ーフォトクロミズムの新た

な可能性 （小畠誠也· 入江正浩）／【シ リーズ・科学教育を考える 】私の女子大奮戦記 化学を教えるとはど

ういうことか？ （泉 有亮）／【シリーズ・科学を楽し< !】科学の楽しさを伝えたいー大学の枠を超えた教

育活動（青田浩幸） ／【化学論壇】自動制御の重要性（荒木光彦） ／【研究室へようこそ 】増田秀樹研究室（名古

屋工業大学工学部）／ 【連載 · Tu先生のサイエンス英語に親しもう】数式の表現 (1) (Anthony T. Tu) / 【連

載• 化学者のための環境学講座】「環境ホルモン」としての規制？（安井 至）／【連載 • 先人たちの足跡】ハ

ラタマ舎密局のお雇いオランダ人化学者（西條敏美）／【 ト ップインタビュ ー ・ 21 世紀日本の化学会社はこ

う変わる！】「‘‘世界で勝てる事業”への転換ー選択と集中，そして飛躍へJ宇部興産（株）常見和正社長に聞

く （聞き手：高岡成禎） ／【連載 ·Chitchat on Scienceー教室から街角から 】 ［ 「理数力J崩壊j その後 （左巻健
男）／ 【連載· ノーベル賞からみた免疫学入門】モノクローナル抗体の作製法の開発ーーミルシュタインとケー

ラーの業績 （石田寅夫）

2001 年の

化学

［注目の論文］ナノワイヤーでつ くるナノレ ーザー （八尾浩史） ／ポーラスマテリアル内に触媒活性中心を構築する（薩摩 篤） ／酵素反応中

心の機能構築をめざして一鉄錯体によるオ レ フィンの不斉ジヒドロキシル化反応（貞木俊英）／［最新の トピ ッ クス］暗黒星雲で炭素鎖分子

はどのようにつくられるのか（長村吉洋）／ポ リエ ンの電子励起一重項状態に関する最新の話題ー教科書の内容はもう古い（伊藤隆夫）／ス

・ピンクロスオーバー現象による記録素子と表示素子（砂月幸成• 松本尚英）／アミノ酸配列が決まればタンパク質の立体構造は一義的に決

まるのか？ フォールデイングの誤りが引き起こす現象 （ 白木賢太郎・高木昌宏）

ィヒ学 ~~"@ '"
2001年震ノーヘル化学賞受貸

口野依良治教授 化学への献身
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607号

【特集： 2001 年度ノーベル化学賞受賞野依良治教授ー化学への献身】 ［特別対談］化学の研究は私の人生―

野依良治教授 化学の魅力を語る （聞き手：村井真二） ／野依良治教授ノーベル化学賞受賞おめでとう （野崎

ー）／［ノーベル化学賞解説］ キラル触媒による不斉合成（大嵩幸一郎）／おめでとう野依先生―歴代スタッ

フ師を語る （早川芳宏· 鈴木正昭• 西沢麦夫• 橋本俊ー・北村雅人・大熊 毅· 村田静昭）／［研究物語］超

不斉触媒BINAP錯体一完全不斉合成に挑む（野依良治 · 故高谷秀正）／【解説】七員環が発する新しい光一有

機EL用赤色蛍光色素の開発（松岡 賢）／今，クロスカ ップリングが熱い一 日本で生まれ育った革新的化

学技術（消水正毅・檜山為次郎）【緊急解説】炭疸菌の攻撃を受けるアメリカ (AnthonyT. Tu)/ 【化学論壇】

野依良治先生ノーベル化学賞受賞を祝して（小野田武）／【連載 ·Tu先生のサイエンス英語に親しもう】数式

の表現 (2 ) (Anthony T. Tu)/ 【連載· 化学者のための環境学講座】環境問題の解決とエコプレミアム（安井

至） ／【連載 • 先人たちの足跡】黒田チカ紅花の色素の構造を決定した日本初の女性化学者 （西條敏美）／【連

載 ·Chitchat on Science一教室から街角から】予言（小波秀雄）／ 【連載• ノ ーベル賞からみた免疫学入門】

オーストラリア抗原の発見ープラムバーグの業績 （石田寅夫）

［注目の論文]pHによ っ て姿を変える希土類錯体（篠田哲史）／協同的分子間 Jahn-Teller歪みの基づく分子性強磁性秩序ーTDAE-C60電荷移

2001 年の 動錯体の強磁性発現機構（佐藤和信）／キラルな単結晶表面の化学（佐々木岳彦）／［最新のトピックス］マイクロ燃料電池一超小型化技術と

化学 しての固体酸電解質とバイオ燃料電池（梅田 実）／酸素イオンと電子を辿ぶ酸化物混合母電体一省エネルギー型酸素選択透過膜としての

展開（寺岡靖剛） ／フラスコに保存できる炭素二価化学柾 （中本哀晃• 関 口 章）
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IMTマイクロ化学研究用賣材

• 「光らない分子」も超高感度に測定できます。

• 単一分子レペルの定星的検出も可能です。

i 仕 様 I 励起波長 532nm 
プローブ波長 670nm
感度 吸光度： 10-7-10-8Abs 
サイズ H55 X W28X D55cm 
電源 AC100VX2 

KAST 「北蒻プロジェクト」 酬究lllf葬品

lllt10tbemlt11/ tblP 
•1J ーズナブルなスタンダードチップを御提供致します。
●研究者のニーズに合わせたオリジナルチップの制作も承ります。
お気軽に御相談下さい。

IMT スタンダー ドチッブ例

竺三竺二 ,cc.o,~.,
'""" 
ロ

唱ご口
IMTオーダーメイドチッブの例

チップホルダー

より良い製品を御提供するため、仕様·型式は予告無く変更することがあります。
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シリンジ

シリンジ針

マイクロ化零鶴覇蝙虞●籠
〒213-0012 川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP東棟 508 TEL/FAX 044-811-6521 

お問合せ・資料の御請求は

販売代理店榛式会社化研 〒310-0903 水戸市堀町1044 企ii!i室藤田
e-mail kkikalru@kakenlabo.co. jp 
TEL 029-227-4485 FAX 029-227-4082 
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