
編室ら • 
■集nか

1 月号からのリニューアルに向けて，企

画が着々と進行しています．キーワー ド

は“人" . 最新のトピックに偏ることな

く，化学をつくっていくさまざまな“個

性"にスポットを当てていきたいと思って

います. 1 月号では時の人，田中耕一氏

の業績と人となりに迫 ります．新しい魅

力的な連載も加わって，生まれ変わる 「化

学」にどうぞご期待下さい．

【お詫び】

本号では，当初2002年のノーベル化学貨

を受賞された田中耕一氏の特集企画を予定

しておりましたが， 都合により 2003 年 1 月

号に延期させていただきました．読者の皆

様ご協力いただいた先生方にはたいへん

ご迷惑をおかけいたしますが，何卒ご了承

のほどお頻い申し上げます．

◆世の中は「次の受賞者は誰？」で浮き足

立っているようです．緬集部にもマスコミ

からのそんな問い合わせが舞い込んできま

す．でも本当に伝えてほしいのは，化学の

多様さと，それを支える多くの化学者の姿

です . 1 月号からの 「化学」では，そんな化

学の魅力をできるだけお伝えできるように

がんばって参り ます．ご期待下さい．（康）

◆カガク者ってカッコイイ ！…特集を絹集

していてそう感じました．まるで 「 イン

デイー・ジョーンズ」 のハリソン・フォー

ドみたいです（冗談ではなく ） ． 常に新しい

何かを求めて冒険なさっているからかもし

れません．このヒーローたちの活躍をもっ

と多くの人に観てもらうため，来年も 一培

がんばって参りたいと思います ！ （杉）

• 2002 年もあとわずか．今年は「新社屋へ

のお引っ越し ！ 」で幕を開け，新しい事務

所の温度調整に慣れず，「暑い」だの「寒い」

だのいいながら，あっという間に 1 年が過

ぎてしまいました．新社屋の雰囲気にも慣

れ， 落ち着いて きたとこ ろで，来年はさら

にパワフルな 「化学』を乞うご期待 ！ はじけ

ましょう ！ （麻）
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川中耕一氏 2002年ノーベル化学賞

【座談会】MALDI という技術革新はいかにして生みだされたか

交久瀬五雄・高尾敏文• 平山和雄・司会：上野民夫

【解説］生体高分子研究に新時代を拓いたMALDI法 山岡亮平

【研究現場を見 る ]MALDI-TOFで生体高分子を解析する 荒川隆一

【受賞論文】田中耕一氏の第一報を読む 山岡窟史

【 おめでとう ！ 田中耕一さん】エピソードと人となり

【化学賞同時受賞者の素顔】 山下雅道・小林祐次

................ 
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所 i
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2003 年の化学 (I) ● 注目 の論文と最新のトピックス

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
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3 年予約購読料 20,000円
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ィヒ学 , ,,.. , •• 【特集】化学が拓くナノ テ クノ ロ ジー：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
化学が担う！一大阪大学産業科学研究所高次インターマテリアル研究センター長 川合知二教授に聞＜ ／
［解説］分子の自己組織化でデバイスを創ることができるだろうか？（下村政嗣）／分子の鎖でナノワイヤー
をつくる（大川祐司• 青野正和）／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）／自
己集梢化でナノ回路網をつくる（折原勝男）／「光で回転する分子モーター」をつくる（原田宜之）／【解説】
2001年ノーベル医学生理学賞 細胞分裂制御の謎を解< : 3 人の細胞周期研究者（平田 大）／【科学教育
を考える】“理科嫌い"はなぜ起こる？ー中学 ・高校における化学教育の現状（岡 博昭）／【化学論壇】材料
とナノテクノロジー （北澤宏一）／【研究室へようこそ】渡這正義研究室 （横浜国立大学大学院工学府）／ 【Tu
先生のサイエ ンス英語に親しもう 】ヘッドラインで見るテロの影響 (AnthonyT. Tu)/ [先人たちの足跡】宇
田川棺徳 「舎密開宗」の出版 （西條敏美） ／【Chitchat on Science一教室か ら街角 から］“イオン”のイメージ
の一人歩き （左巻健男 ） ／【 ノーベル賞からみた免疫学入門】新 しい病原体 （スローウイルス・プリオン ） の発
見ーガイジュセクとプルシナーの業績 （石田寅夫）

化学か拓くナノテクノロ ジ一

2002年の

化学

Vol. 57 · 1 月号

608号

［注 目の論文］分子でコンピュータをつくる：分子磁石と量子コンピュータ（哩川雅之）／骨の再生を促すセラミソクス（大槻主税）／＿光子
励起反応を利用した三次元ナノストラクチャー形成（加藤晴久 ·I齊津 孝）／［最新のトピックス］無機系ナノ結晶の光物性における新展開
（田中勝久）／金属から金属への配位結合で分子をつなぐ （今野 巧） ／電気が流れる新しい液体：室温溶融塩 （萩原理加）

ィヒ学 , .. _:"oｷｷｷ 【特集］化学がつ くる未来のエネルギー： 燃料電池研究最前線／［解説］燃料電池は未来のエネルギーー化学
エネルギーから電気を取りだす仕組み （渡辺政廣） ／燃料電池自動車が街を走る日 （赤松英昭）／超小型燃料
電池がモバイル機器を動かす日 （久保佳実）／生物の仕組みに学ぶ燃料電池 （辻村消也· 加納健司· 池田篤
治）／【緊急解説】 日本でも発生！狂牛病のサイエンス（福岡伸一）／【解説】若い研究者が語る明日の天然物
化学（村田道雄• 井上将行 ・ 磯部寛之）／【新連載 · 生物兵器とは何か］微生物型生物兵器 ( 1 ) (Anthony T. 
Tu)/ 【科学教育を考える】理科教育再生への道のり一高校と大学の連携教育によって得られるもの（吉本和
夫 ・ 倉光成紀）／【化学論壇】大学には科学革命がよく似合う（伊藤 洋）／【研究室へようこそ］神戸宣明研
究室（大阪大学大学院工学研究科）／【Tu先生のサイエンス英語に親しも う］ヘッドラインで見るアフガニス
タン戦争 (AnthonyT. Tu)/ 【先人たちの足跡】マリー・キュリ ー ポロニウムとラジウムの発見（西條敏美）
/[Chitchat on Science一教室か ら街角から】確率のダブルスタンダード （小波秀雄）／【ノ ーベル賞から み
た免疫学入門】エイズとの戦いーノーベル賞未受賞の業韻 （石田寅夫） ／【化学の本だな】 「事件からみた毒』
（化学同人）

化学がつくる未来のエネルギー

Vol. 57 ·2 月号

609号

［注 目の論文] 0 次元のフラ ーレンを 2 次元にしてみよう（石井知彦）／遷移金属触媒に よる spサ炭素どうしのカップリング反応（忍久保洋）
2002年の ／ビタミン C とがんとの関係（田井章博）／［最新のトピ ックス］大容量二次雹池を目指して ： 炭素系電極活性物質（重原淳孝• 大西 賢）／
化学 たかがアンモニウム塩されどアンモニウム塩：活性物質の膜透過や懃識に凪要な役割をもつ塩（渡辺 裕• 澤崎逹也）／阻害剤を利用す る

タンパク質のアフィニティークロマトグラフィー（菅原二三男）

ィヒ学 '"~ "..'._'' 【特別企画】 2001 年度ノ ーベル賞授賞式／野依良治教授の授賞式に随行して （早川芳宏• 山辺敏雄） ／ノーベ
ル賞 100周年ー科学と人類の進歩を見つめて 1 世紀 （中村 晃） ／【解説］ ナノスケールで語る新しい細胞膜
像ーバイオインスパイアード梢報変換システム構築へ向けて（北島 健）／【話題から】論文評価・業績評価
の難しさー白川論文の引用影評力調査から （小松三蔵）／【新連載 · ナノテクノ ロ ジー 化学からのアプロー
チ】 --f'-../ 細線の形成と量子化コンダクタ ンス（村越 敬• 中戸義幡）／【新 シ リーズ • 生命を化学する 】脳 ・
神経と化学の接点 ( 1 ) 狂牛病 ・ プリオン病と金属イオンの化学（藤井敏司• 杉本直己）／【化学論壇】Blue Sky 
Research と Strategic Research (山本嘉則）／［生物兵器とは何か】微生物型生物兵器 (2) (Anthony T. Tu) 

/【Tu先生のサイエンス英語に親しもう】炭疸菌テロに関連した英語(AnthonyT. Tu)/ 【先人たちの足跡】
桜田一郎 ビニロンの発明（西條敏美） ／【Ch itchat on Scienceー教室から街角から】アドミッションセ ン
ター っ て何をするところ？ （左巻健男 ） ／【化学の本だな】 「グリーンケミストリー」（化学同人）

野依良治教授ノーペル岱授貸式

2002年の

化学

Vol. 57 ·3 月号

6 1 0号

［注目の論文］繰り返し何度でも使える高性能な不斉触媒を目指して （黒星 学）／自動連結プロープを用いたRNA·DNA点変異の検出 （大
槻高史）／第二世代に突入した合成ベクター開発（長崎 健）／［最新の トピ ックス ］ 水中での精密重合：いろいろな重合が水の中でも可能
に ！ （上垣内正己）／パルス電子回折法による気相分子ダイナミクスの実時間直接観測（星名賢之助• 山内 森） ／ルミネセンス消光法に
基づく圧力感応性塗料：その開発と航空機産業への応用（中島謙ー）／次世代の分子インプリント材料：分子の要望にテーラーメイドに応
えるには（小林高臣）／土のDNAから新しい生物活性天然物を生みだす（作田庄平）



イビ学 ,, _,-.: ·'
【インタビュ ー】ロボ ソ ト 合成は化学を変えるか？銅金 巌先生に聞く（聞き手：戸部義人教授）／【研究物
語】 Zn を含む新しい抗糖尿病錯体（桜井 弘）／ 【研究生活「虎の巻」］篭子ジ ャ ーナルを用いた文献整理術一
手間ヒマかけず快適な管理法（杉浦健一）／［随想】 日 本人はなぜ英会話が下手なのか？一外国語をマスター
する方法（三枝武夫）／アメ リカの大学における外国人の貢献（中本一男）／［ナノ テ クノ ロ ジー 化学からの
アプロー チ】ナノワ イヤー，ナノホールなどの 自発的形成（今西哲士・中戸義證）／ 【生命を化学する】脳 ·
神経と化学の接点 (2)ーアルッハイマー病と NO· 金属イ オンの化学（藤井敏司 • 杉本直己）／ 【化学論壇］
日本語か英語か （岡綺廉治）／【研究室へようこそ】塩谷光彦研究室（東京大学大学院理学系研究科）／【生物
兵器 と は何か】毒素兵器 (Anthony T. Tu)/ 【Tu先生のサイエ 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］鈴木梅太郎 オリザニン（ビタミンBil の発見（西條敏美）/[Chitchat 

on Scie nceー教室から街角から】 うそも方便 ？ （小波秀雄）／ ［化学の本だな］『分子細胞生物学』（東京化学

同人）

robo+ic sy_nthes1s 
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I Vol. 57 · :1~ : 

［注 目 の論文] 1 段階で四つの立体中心， 三つの不斉炭素をエナンチオ選択的につくる！ （石丸香緒里）／反芳香族的シクロオクタテトラ
エンヘの挑戦（久保孝史）／光による DNAの突然変異の発現メカニズム（立木次郎）／ ［最新のトピ ック ス］ 多彩な構造を もつリコポジウム
アルカロイド ： 生合成と構造の多様性を探る（小林淳一 • 森田博史） /Marcus 自由エネルギーと電子移動反応の ESR : イオンラジカルは
自分の過去を覚えている（村井久雄）／‘‘硬軟可変な"共有結合による超分子の構築：イ ミン結合を用いた合成（古荘義雄• 高田十志和）

ィヒ学 ' " '"J" "
【解説】 プリオンタンパク質の構造変化ー自己触媒複製機構の謎に迫る （井上秀世）／ ［ リレー連載 ・ フ ル オ
ラ スケミス トリー】新しいメデイアによる有機反応ーフルオラスケミスト リ ー（柳 H 馨· 松原 浩）／ ［随
想】ラ イナス・ポーリ ング研究所ーノーベル化学賞· 平和賞受賞者の足跡を訪ねて （村田 晃）／ 【ナノ テ ク
ノ ロ ジー化学からのアプローチ】非線形ダイナミクスによる高次ナノ構造の形成（中西周次 ・ 中戸義證）／
【生命を化学す る】生命分子に任せる ！ 機能性分子のケミカルデザイ ンーコンビナ トリアル ・ モレキュラー
インプリンティングで目指す水系での分子認識（松井 淳 · 杉本直己）／【化学論壇】価値判断と 評価基準（諸
岡良彦）／ ［研究室へようこ そ】江口浩一研究室（京都大学大学院工学研究科）／【生物兵器とは何か】どんな
生物兵器が使われるか (AnthonyT. Tu)/ 【Tu先生のサイエ ンス英語に親 しもう 】面識のない人に手紙を書
く (AnthonyT. Tu)/ 【先人たちの足跡】山岡 望 旧制六商の名物教師， 化学史による化学教育で新境地
（西條敏美） / [ Chitchat on Science一教室か ら街角から】科学リテラシー （左巻健男）／ ［化学の本だな】 『なっ
とくする量子化学j(講談社）

fluorous chemistry 

2002年の

化学

I Vol. 57ｷ!; 悶

［注目 の論文］ ついに達成された ! C,oフラーレンの全合成（戸部義人）／多段階反応をワンポットで行うーアリル位アルキル化 /Pauson
Khand 型反応の連続プロ セス（池田慎一） ／ゴム版印刷によるベシクル転写 ： マイクロコンタ クトプリンティング法（谷口竜王）／［最新の
トピ ッ クス］ キラルリレーを用いるエナンチオ選択的な反応 ： アキラルな分子が不斉を制御する？（西村政昭• 小松満男 ） ／マイクロマシー

• ニ ングと化学（鈴木博章）／サンスク リーン ： 紫外線か ら）J/L を守る ために（増井敏行 ・ 今中信人）

ィヒ学 ＂い、
［新連載•鎌ちゃんの合成技術研究所へ よ う こ そ！】製薬会社における有機合成化学者の役割（鎌谷朝之）／
【 フ ルオ ラ スケミ ス トリー 】不斉触媒のニューグリ ーンフ ァッション：フルオラスポニーテール（武内征司・
中村 豊）／ 【科学教育 を考える】化学にも JABEEがやってきた！ー化学技術者のあるべき姿とその養成に
必要なものとは（伊藤 卓）／ 【解説】生体は糖鎖高分子を どのように認識しているかークラスタ ー効果を医
薬に応用する ために （畑中研ー）／ 【生命 を化学する 】RNAがもた らす新たな機能―RN釦 (RNA干渉）の化学
（大道達雄· 杉本直己）／【化学論壇】化学教育の充実（廣田 襄）／ 【研究室へ ようこそ】神野清勝研究室（豊
橋技術科学大学工学部物質工学系）／ 【生物兵器とは何か 】 生物兵器の有力候補一天然痘 (AnthonyT. Tu)/ 

【Tu先生のサイエ ン ス英語に親し も う 】論文の書 き方 ( 1 ) (Anthony T. Tu)/ 【先人たちの足跡】大庭雪斎

2002年の

化学

「民間格致問答」の出版（西條敏美）／ 【Chitchat on Scienceー教室から街角 から】成功か失敗か （小波秀雄）

［注目 の論文］ハ ンデイな分析装置を目指して （小竹玉緒）／細胞のなかへの直行便： 膜透過ペプチドを表面にもつリ ポソ ーム（河野健司）／
生体系超高感度金属イオンセンサー（高妻孝光）／ ［最新の ト ピックス］ 三核）レテニウムク ラスター反応場がもたらす新化学反応へのプレー
クスルー ： 穏和な条件下でアルカンの炭素—炭素結合を活性化切断 （小宮三四郎）／環境修復のための土壌中の化学（田中俊逸）／タンデム
触媒 ．． 一つの錯体触媒が複数の反応に連続的に作用する（鬼塚清孝）

ィヒ学
【解説】一本の一次元金属錯体が磁石の性質を示す ナノワイヤー単分子磁石ができた ！一室温単分子磁石
を目指して（宮坂 等• 山下正廣）／【鎌ちゃんの合成技術研究所へようこそ！］合成技術研究所の三つの研
究室（鎌谷朝之）／［フ ルオラスケミス ト リ ー］フルオラス触媒を用いたグリーンな多相系反応プロセスの構
築（三上幸一 • 松澤啓史）／ 【生命を化学する】21世紀の錬金術？バイオナノテクノロジー一金ナノ粒子とバ
イオセンシング（赤松謙祐• 杉本直己） ／【話題から】論文評価・ 業禎評価の難しさ (2)―研究業績と発表論
文引用評価法の動き（小松三蔵）／ 【化学論壇］研究者の養成と社会貢献（大塚栄子）／【研究室へようこそ】小
林 光研究室（大阪大学産業科学研究所）／［生物兵器 と は何か］ペスト， 野兎病，ブルセラ病 (AnthonyT.
Tu)/ 【Tu先生のサイエ ンス英語に親しもう】論文の書 き方 (2) (Anthony T. Tu)/ 【先人 た ちの足跡】 三宅
速 胆石症の権威一墓碑に刻まれたアインシュタインの追悼文（西條敏美）/[Chitchat on Scie nce一教室
から街角から】 カルメ焼 きを教室で（左巻健男）／ 【化学の本だな】 『生化学 基礎の基礎一知っ ておき たいコン
セプト」（化学同 人）

2002年の

化学
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［注 目 の論文］高分子膜イオンセンサーの選択性と膜中の錯生成反応 （勝田正一）／新規なキノン型補酵素と架橋構造の発見 （宮原郁子）／ナ
ノテクのスーパー スターに論文捏造疑惑（編集部）／［最新のトピ ッ クス］ 切る酵素からつなげる酵素へ ： グリコシンタ ーゼを用いるオリゴ
穂合成（藤田雅也• 正田晋一郎）／ヒストンコ ード：ヒスト ン翻訳後修飾のダイナミズムとその生理的意義（廣田淳子・高尾敏文）／有機化
学の反応の概念を見直す（相田美砂子）

イビ学 '"'"e"' 【科学教育 を考える】 「教養の化学」で 日本を立て直そ う！一「ゆとり教育」の呪縛を大学で断ち切れ！ （石
田昭人）／【解説】基礎研究から応用までのキーテクノロジー一糖鎖自動合成装置 "Golgi"(西村紳一郎）／【鎌
ち ゃ んの合成技術研究所へようこそ！］医薬品開発を支える陰の力（鎌谷朝之）／ 【 フルオラス ケ ミス トリー 】
フッ素特性を活かした触媒開発ーフッ素系溶媒を使用しない［固／液］ フルオラスニ相系への新展開（石原
一彰 •山本 尚 ） ／【生命を化学す る】小分子で巨大タンパク質の挙動を操るータンパク質のドメイン ・ ス
ワッピングとその制御 （中野修一 · 杉本直己）／［化学論壇】アルケ ミス ト （秋葉欣哉）／ 【研究室へ よ うこそ】
加藤隆史研究室（東京大学大学院工学系研究科）／ 【生物兵器とは何か】ボッリ ヌス毒素とリシン (AnthonyT.
Tu)/ 【Tu先生のサイエンス英語に親しも う】広告 (Advert isement ) から英語を学ぶ (AnthonyT. Tu)/ [先
人 た ちの足跡］真島利行 ウルシオールの発見（西條敏美）／【Chitchat on Science一教室から街角から】情
報科の授業と「ゆとり教育」 ｛小波秀雄）／ 【化学の本だな］ 『ク ー ン・フェルスターリンク物理化学」（丸善）

「敦養の化学R日本を立て直そう I

2002年の
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［注目 の論文］優れたバイオインタ ーフェースの設計を目指して：疎水性ポリマー表面に吸着したペプチドの解析（岩崎泰彦）／液品性ウイ
ルスは紐子ドソトの設計士（金子達雄）／進化し続ける不斉アルドール反応 ：ル イス塩基触媒によ る活性化（山田奨二） ／［最新の トピ ック
ス］ 空気に安定なトリアルキルホスフィン前駆体 ： 有機合成反応に，も っ と使いやすくなった（大洞康嗣 • 辻 康之）／光躯動プロトン ポ
ンプの方向性を決める 反応（神取秀樹）

\ 

イビ学 "' り0'" 【特集】化学英語に強 くなる ！ ／英語論文の基本一つながりと構造に注意しよう（橋本喜代太）／インタ ー
ネッ ト で英語を学ぶ（金子周司）／体験的英語学習法（橋本公太郎）／私の英語体験一留学して思う英語上達
法（新留琢郎· 鯉） I I 雅之• 山東信介• 井上将行）／翻訳とはいかなる行為であるべきか （福岡伸一）／【解説】
生体触媒による有用物質変換と環境浄化 （中村 薫 • 山中理央 • 松田知子）／ 【科学を楽 し く】若者に感動を
与える実険授業を ！一高校生が大学で体験する分子生物学実習 を例に （吉本和夫 ・ 倉光成紀） ／ 【生命を化
学す る】疾患治療における化学ー遺伝子治療からタンパク質セラピーヘ（富澤一仁 • 松下正之 · 杉本直己 ・
松井秀樹）／【新連載• 英語なんかに負 けるな！］日本人と英語 （中村収三 • 宇野誠一）／ 【新連載 • おい しい
化学の話】 「いただき ます」と「ごちそうさま」（江角彰彦）／ 【化学論壇】新 しい化学の領域（和田啓輔）／ 【生物
兵器とは何か】生物兵器の検出 (AnthonyT. Tu)/ 【Tu先生のサイエ ンス英語に親し も う】科学雑誌の広告か
ら学ぽう (Anthony T. Tu) / 【先人たちの足跡］宇都宮三郎 明治初期の化学技術の確立に貢献 （西條敏美）
/ <Chitchat on Scienceー教室から街角から 】必要だからつくる！ （左巻健男）／ 【化学の本だな】 K甚礎固
め 〉化学』（化学同人）
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［注 目 の論文］ 光合成酸素発生マンガンクラスターの構造は解明されたか？ （野口 巧）／構造から機能へ：生物無機化学のあらたな展開
（引地史郎）／海から生まれた抗がん剤 ： エクチナサイジン 743の全合成（西川俊夫）／［最新の トピ ックス ］ 触媒的シリル化反応における最
近の進歩：ヒドロシランより生じるシリル金屈錯体の新しい利用（石山竜生）／マラ リア原虫によ るヘモグロビンの消化と ヘムの解毒（奥
浩之）／キ レ ーション効果を利用したC-Hおよびc-c結合の触媒的活性化（宮部奈人）



ィヒ学 '''"@ '''
【研究物語】凍結に挑む細菌の知恵を追って一氷を操る不思議なタンパク質（河原秀久• 小幡 斉）／【解説】
堡子生物無機化学のすすめ一呈子化学計算に よる生物無機化学の新展開（吉澤一成 ）／【科学教育を考える】
理科の先生をどのように養成すべきか一教育大学生の理科認識と新理科教育法科目の試み（川勝 博）／【生
命を化学する】簡単にコンピュータ生命化学一パソコンでタンパク質を化学する （杉本直己• 安松 勲）／
【化学論壇】「21世紀COE プログラム」を考える （森島 績）／【研究室へようこそ】時任宣博研究室（京都大学
化学研究所）／【生物兵器とは何かl生物兵器から身を守るには (1) (AnthonyT. Tu)/【英語なんかに負ける
な！】英語は勉強すればするほど使えなくなる（中村収三 • 宇野誠一）／【おいしい化学の話】われ らがヒー
ロー，石焼きイモ（江角彰彦）／【Tu先生のサイエンス英語に親しもう 】 Prime('), Dash (-) , Hyphen(-) 

について (AnthonyT. Tu)/ 【先人たちの足跡l橋田邦彦 電気生理学と科学哲学ー服毒自殺 した悲劇の文
部大臣（西條敏美）/ [ Chitchat on Science一教室から街角か ら】マイナスイオン（小波秀雄）／【化学の本だ

な l 『遺伝子化学」（化学同人）

氷を操る不思I信 なタンバク 質

I Vol. 57 · 1瓜悶

［注 目の論文］ ‘‘混ぜるだけで分析OK"の新しいイムノセンシング：抗原の結合情報を蛍光に自力変換する抗体（小林典裕）／炭素配位子だ
2002年の けからできた裔配位ケイ素化合物（河内 敦）／磁極で操る電極反応—界面電子移動における磁気効呆 （小柳津研一） ／［最新のトピック ス］
化学 固体NMRによるねじれ角測定を用いた分子構造解析（藤原敏道）/~-ラク タム合成のルネサンス（毛塚智子・山田 徹）／マイクロエマル

ション：水， irl1 の相互溶解から高分子の混合まで（陸枝陣信）

化学 '"'"'""'
【速報 2002年ノーベル化学賞］島津製作所 田中耕一氏が受賞! 3 年連続の化学賞は43歳企業のエンジニ
アの手に（編集部）／［解説】 プロセスケミストリ ーのめざすもの（富岡 清）／【科学教育を考える】化学教育
で国際貢献一発展途上国向けの実験書づくりに携わって（川泉文男）／【生命を化学する】生命化学のすすめ
一生命現象を化学に活用する （中野修一 • 杉本直己）／［化学論壇】「爽やかな学習・競争」の教育環境（佐野
悼敏）／［研究室へようこそ】村田道雄研究室 （大阪大学大学院理学研究科）／ 【生物兵器とは何か］生物兵器
から身を守るには (2) (Anthony T. Tu)/ 【英語なんかに負けるな l 】 漢文と英文（中村収三• 宇野誠一）／
【 おいしい化学の話】 ヴォジョレー解禁迫る ！ でもまずは，緑茶で一服しませんか？（江角彰彦）／【Tu先
生のサイエンス英語に親しもう】薬の説明書で英語を学ぶ (1) (Anthony T. Tu) /【先人たちの足跡］湯浅年
子 パ リに生きた日本女性初の国際的物理学者（西條敏美）／ 【Chitchat on Science一教室から街角から】
SEPUP という教育法（左巻健男）／【化学の本だな】 『ペリ環状反応―第三の有機反応機構J (化学同人）
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［注目の論文] AFM で描く埠電性高分子ナノワイヤー（奥崎秀典）／有機太陽電池の高効率化を目指して（藤田克彦）／低分子マイクロアレ
2002年の ィ ： 有機化学を基盤としたポストゲノム科学への挑戦（掛谷秀昭）／［最新のトピックス］ 不斉触媒開発の超効率化を可能にするハイスルー
化学 プットスクリーニング法（川端裕寿 • 林 昌彦） /DNAは薬になる ： 免疫系の活性化から微生物の増殖抑制まで（松田一彦）／シリコンレー

ザー（金光義彦）

ィヒ学 い"~'"
【特集】 2002 化学この 1 年／ ［座談会] 2002 化学この 1 年一田中一義・戸部義人 ・杉本直己／先生にと って
2002年とは？ （高橋孝志 • 田中浩士／八島栄次／小宮山真／西原 寛／山 田 淳／柴崎正勝 ・ 熊谷直哉／
堂免一成／今堀 博／鋏合憲三／早出広司／明石 満／民谷栄一）／【生命を化学する】わが国から発信す
る化学概念ーモレキュラークラウデイングと in cell Chemist1-y (杉本直己• 三好大輔）／［化学論壇】男女共
同参画と科学の進歩（相馬芳枝）／【生物兵器とは何かl進化する生物兵器対処法(AnthonyT. Tu)/ 【英語な
んかに負けるな！］日 本人の“はなれわざ”（中村収三• 宇野誠一）／【おいしい化学の話】や って来ましたカ
二の季節あつあつの「カニす き」を……残さず食べる？？（江角彰彦）／ 【Tu先生のサイエ ンス英語に親しも
う】薬の説明書で英語を学ぶ (2 ) (Anthony T. Tu) / 【先人たちの足跡】高島 秋帆 高島流砲術の開祖徳丸ヶ
原で西洋式砲術の大演習（西條敏美）／ 【Chitchat on Scienceー教室から街角から】「ふわふわ」はいかが？（小
波秀雄）／【化学の本だな 】 「化学するアタマー論理的思考力を鍛える本』（化学同人）

2002年の
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［注目の論文］熱応答性プロックコポリマー：わずかな温度差で“ミセルの内と外"が切り替わる（松本幸三） ／微生物間の“対話”のしくみを
解き明かすタンパク質 ， 微生物フェロモン，および二重鎖DNAからなる複合体の立体構造（阿部尚樹）／カーボンナノチュープを可溶化
する新手法（村上裕人）／ ［最新の トピ ッ クス］今，プロリンに注目！：含窒素五員環化合物の触媒効果に期待（石川 勉） ／ポストゲノムシー
クエンス時代の細胞内タンパク質複合体ネソトワークの解析（長谷川慎 ・ 半田 宏）／自然免疫にかかわる細固細胞表層の複合糖質（隅田
泰生 ・橋本雅仁）

キラル分離の理論と実際
分離例集， データリ．スト
今井一洋・後藤順一•津田孝雄編 この分野の第一線の研究
者による執筆，現在までのキラル化合物分離報告文献のほ
ぽ完全な掲載さらにキラル化合物分離のクロマ トグラム
を多数掲載．研究の蓄積を網羅した. B 5/本体4800円

極限状態を見る放射光アナリシス
日本分光学会測定法シリーズ40
尾嶋正治編物質科学・バイオテクノロジー，および産業分
野のどんなところで高輝度放射光を用いたアナ リシスが要
求され，どのように利用されているか，そして今後どのよ
うな方向に向かうのかを解説する. A 5/本体4000円

茶の機能生体機能の新たな可能性
村松敬一郎他編近年，がんをはじめとする生活習慣病の予
防に果たすお茶の役割の重要性が世界的な規模で広く認識
されてきた．本書は，茶に含まれる諸成分がもっている様々
な医学的効用について解説する. B5 /本体 7600 円

21世紀腸内フローラ研究の
新しい動向 配フローラシンポジウム 10
光岡知足編 A 5/本体4800円

PCR実験マニュアル
原理から応用まで 生物化学実験法47
駒野徹編著遺伝子やタンパク質の情報を速やかに，か
つ正確に提供できる PCR について，誰もがすぐに実行で
きるようにわかりやすく記述する. A 5/本体3400円

対流圏大気の化学と地球爛境
秋元益•河村公隆•中澤高清•鷲田伸明編 大気微量成分が
どこから放出され， どのように拡散•輸送され，光化学反
応を受けて変質し，最終的にどうやって大気中から取り除
かれるのか，そのプロセスを解説する. B 5 /本体4200円

新型電池の材料化学
季刊化学総説 49
日本化学会編携帯電話や電気自動車，電力貯蔵への利用な
ど，社会的関心が高まっているハイテク電池に化学材料が
いかに関わっているかを解説する . B 5 /本体 4800 円

シルクロードのアサガオ
花と人とのかかわりあい
山田正篤著 ヒマラヤの原種に近い小さ くて単純なアサガ
オから大輪性で多様な品種が生まれる不思議さなど，身近
な草木について語る楽し いエ ッセイ集. A 5/本体1300円

※価格は税別（詳しい目次はホームページで. http: //www.jssp.co. jp/) 
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化学者のための多変量解析
ケモメトリックス入門

:~ 汀．｀讐喜竺：閂讐•著 . 
化学にも必須の統計処理、多変量解析を解説。化学、とりわけ分析化学にはデータ解析が不可欠。
しかも現代は二成分から多成分へ、最小二乗法から多変量解析の時代。その多変量解析を化学者に
pかりやすく解説。

~書環~~ー
1. 化学と多変量解析 2数学，統計学の基礎 3. 王成分分析と回帰分析 4. スペクトルの前処理
5. 実験計画法 6. 多変量解析を応用した混合スペクトルの分離

目でみる機能性有機化学新版錯体化学基礎と最新の展開
齋藤勝裕•著 A5·222頁・定価：本体3,500円（税別 ）

先端の話題、機能性物質を有機化学の目で解説。 機能性物
質の機能はどのような機構で発想し作用するのだろうか。 そ
の原理を、図と文章が見開きの読みやすいレイアウトと簡潔
な説明で、分子レベルからやさしく解説。

基礎錯体化学研究会・編 A5·254頁・定価：本体3,800円 （税別 ）

基礎と応用をバランスよく解説した改訂新版。 基礎科学の簡
潔な解説とともに、生命科学・材料科学への応用をわかりや
すく紹介した好評の教科書の全面改訂版。 境界領域に大きく
発展する錯体化学を平易に紹介。
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