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Vol. 65・１月号
704号

［注目の論文］ケイ藻からナノ粒子？（藪 浩）／太陽系起源論のルネサンス（伊藤正一）／ゴルジ体を再現（細川和生）／［最新のト
ピックス］ヘモゾインの結晶化を阻害する抗マラリア薬（田村 類）／ルテニウム錯体触媒上で水から酸素をどうつくる？（加藤昌子）
／分子を探針にして分子内結合を可視化する（福井賢一）
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［注目の論文］個人のゲノムがスラスラ読める！（佐藤記一）／ダイヤモンドを木星の中心圧力下に置くと…？（榎本真哉）／五次元
光記録の実現！！（深港 豪）／ベストパートナーは多くの出会いで探せ！（佐竹彰治）／［最新のトピックス］価電子の少ない 16 族
元素をもつ化学種（平林一徳・清水敏夫）／ナノ材料も抗原になる？（熊谷 泉・梅津光央）／重合構造をデザインする超分子ポリマー
（池田俊明・灰野岳晴）／トシラートを使う “堅牢な” クロスカップリング反応（仲辻秀文・永瀬良平・田辺 陽）20

10
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【解説】新発想の質量分析イオン化法：非極性溶媒中から試料の直接測定が可能に！（伊永隆史・高見澤 淳）／【解説】
ラマン分光による医療・食品の非破壊分析（Anthony T. Tu）／【紹介】電子雲三次元ガラス彫刻模型 “NEBULA”：
原子と分子の新しい表現（時田澄男）／【クローズアップ】学部生による合成生物学の世界大会 iGEM2009 本選
レポート：Jamboree に参加して（宮澤 悠）／【化学レビュー】創薬化学：新たな切り口で結核菌と戦う！（市川 

聡・松田 彰）／【カガクへの視点】乱暴な科学政策（黒木登志夫）／【トピックスで読む日本一やさしい免疫読本】
獲得免疫も凌駕？ 驚異の自然免疫の営み（中嶋 彰）／【研究者ノート】マルチリンガルのすすめ（相田卓三）／ア
メリカ版 番町皿屋敷（福住俊一）／【人名反応をめぐる人間ドラマ】ウィリアムソン反応 功利主義と実証主義の申
し子（野老山 喬）／【商品開発サクセスストーリー】素材 de ソフト：マルハニチロホールディングス（庵原啓司）
／【クイズで学ぶ 用語の誤用】／【化学ナンバープレイス】／【化学の本だな】書評・今月の注目本・新刊紹介・
読書のススメ／【化学掲示板】臓器まで透けて見えるキンギョ（田丸 浩）／植物の気孔を増やす物質を発見（西村
いくこ）／今月のヘッドライン（2009年 12月の新聞に掲載された注目記事）Vol. 65・2月号

705号

【特別寄稿】科学技術の力で世界をリードするために（川端達夫）／【座談会】理論化学のブレークスルー：この10
年の進歩を振り返り，その未来を語る（諸熊奎治・樋渡保秋・中村宏樹・〈司会〉田中一義）／【解説】機能性ゲル
の魅力：驚異のソフトマテリアル（宮田隆志）／【研究物語】単一分子エレクトロニクス研究を革新させるナノギャッ
プ電極ができた！（和田恭雄）／【時評】Climategate（クライメートゲート）事件：地球温暖化説の捏造疑惑（渡辺 正）
／【カガクへの視点】パラジウムか，パレイディアムか？（佐藤健太郎）／【トピックスで読む日本一やさしい免疫読本】
もう一つの自然免疫物語 DNAと免疫のつながり（中嶋 彰）／【研究者ノート】MIT の人材育成（相田卓三）／メン
デレーエフの椅子（福住俊一）／【人名反応をめぐる人間ドラマ】ホフマン脱離とホフマン転位 産学興隆の主導者（野
老山 喬）／【商品開発サクセスストーリー】乾きまペン：シヤチハタ（筧 章宏）／【クイズで学ぶ 用語の誤用】／【化
学ナンバープレイス】／【化学の本だな】書評・今月の注目本・新刊紹介・読書のススメ／【化学掲示板】右巻きと
左巻きの分子でつくる生分解性高分子（辻 秀人）／土壌細菌で高純度アルコールを化学合成（西原宏史）／今月のヘッ
ドライン（2010年 1月の新聞に掲載された注目記事）Vol. 65・3月号

706号

［注目の論文］窒素と炭素だけの光触媒ができた！（天野史章）／ベンゼン環とフッ素をつなぐ触媒反応（中 寛史）／絶縁体が見える
だけじゃない！（湊 丈俊）／星の上を歩く王冠（阿部 肇）／［最新のトピックス］チタノシリケートを触媒とする部分酸化反応（稲
垣怜史・窪田好浩）／有機 EL ディスプレイの開発は理論的分子設計から（小関史朗）／輝きを増すプラズモニクス（三ツ石方也・宮
下徳治）／最後の環状ビニルカチオンをつくる！（落合正仁・宮本和範）20
10
年
の
化
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【新春特集：日本イノベーション物語──発明・発見はこうして訪れた】〔カガクへの視点〕＜特集：日本イノベーショ
ン物語によせて＞先人の顰みに倣う（上山明博）／〔新春座談〕できるか？！「イノベーション立国・日本」（相澤益
男・舛岡富士雄・石井正道）／〔イノベーションの瞬間〕世界最強の永久磁石「ネオジム磁石」：たった 1gで鉄 1kg
をもちあげる磁石はこうして生まれた（佐川眞人）／軽く強く伸びにくい「PAN系炭素繊維」：指に巻ける炭の糸に高
鳴る動悸（進藤昭男）／IT 社会を支える「リチウムイオン二次電池」：完成までに訪れた三つの発明の瞬間（吉野 彰）
／〔コラム〕日本イノベーションの歴史／【2009年ノーベル賞を読み解く】〔化学賞〕リボソームの構造と機能の研
究（森 智行・箱嶋敏雄）／Steitz 博士の業績とお人柄（藤井佳史）／〔物理学賞〕情報社会に革命を起こした光ファイバー
とCCD（横尾俊信）／Kao博士の業績とお人柄（平野正浩）／〔生理学医学賞〕細胞のがん化・老化にかかわるテロメ
アとは？（中山潤一）／【化学レビュー】＜光化学＞単分子追跡で材料のミクロな情報をつかむ！（伊都将司・宮坂 博）
／【トピックスで読む日本一やさしい免疫読本】人類最強の守護神 免疫にあった意外な弱み（中嶋 彰）／【研究者ノー
ト】研究という活動が教えてくれるもの（相田卓三）／「大リーグボール養成ギプス」着用のススメ（福住俊一）／
【人名反応をめぐる人間ドラマ】マイケル付加反応 新世界の一匹狼（野老山 喬）／【商品開発サクセスストーリー】
アクアピット強力ペンタイプ：トンボ鉛筆（坂口友有子）／【クイズで学ぶ 用語の誤用】／【化学ナンバープレイス】
／【化学の本だな】読書のススメ／【化学掲示板】イネの開花を決める 2種類の花成ホルモン（島本 功）／磁石を近づ
けると 500倍硬くなるゲル（三俣 哲）／今月のヘッドライン（2009年 11月の新聞に掲載された注目記事）



［注目の論文］π共役高分子の新しい並べ方（松井 淳）／糖鎖が拓く新たな光がん治療薬（廣原志保）／白色に光るベシクル（河野慎一郎）
／プラスチック抗体ができた！（内藤昌信）／［最新のトピックス］フルオロアルキル基を立体選択的に導入する（今野 勉・石原 孝）
／進化した多孔質炭素（川崎晋司）／ラセミ体アミノ酸の完全な光学分割に挑む（山根 隆）／高指数面からなる多面体金属ナノ結晶
の合成（三宅幹夫・宮林恵子）
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Vol. 65・4月号
707号

【解説】メビウス芳香族性分子の魅力：ねじれた骨格をもつ不思議な分子（斉藤尚平・大須賀篤弘）／【研究物語】
がん細胞の「柔らかさ」に着目 エレクトリックセンサーチップ開発：論文には載らない研究サイドストーリー（松
井 宏）／【時評】地球温暖化の考え方（増田耕一）／【紹介】DNAとジグソーパズル（遠藤政幸・杉山 弘）／【化
学レビュー】／糖鎖化学：食べ物の化学から発展していく糖鎖工学（小林厚志・正田晋一郎）／【カガクへの視点】「科
学」を読む（原山優子）／【トピックスで読む日本一やさしい免疫読本】米セントコアの賭け TNF の悪事を抗体医
薬で防止（中嶋 彰）／【研究者ノート】「学位」はグローバル社会を生きるためのライセンス（相田卓三）／夏目
漱石の憂鬱（福住俊一）／【人名反応をめぐる人間ドラマ】バイヤー -ビリガー転位反応 老硯学と研究助手との友
愛（野老山 喬）／【商品開発サクセスストーリー】ノロキンクリア：大日本除虫菊（福田泰伸）／【クイズで学ぶ 
用語の誤用】／【化学ナンバープレイス】／【化学の本だな】書評・今月の注目本・新刊紹介・読書のススメ／【化
学掲示板】過酷な条件でも作用するプリオン分解酵素（古賀雄一）／呼吸酵素の働くしくみが明らかに！（吉川信也）
／今月のヘッドライン（2010年 4月の新聞に掲載された注目記事）

［注目の論文］プロトン移動の原動力をキャッチした（水野 操）／触媒もスリムなほうがよい？（亀川 孝）／磁石でタンパク質を釣り上
げる！（矢島 新）／複雑な構造を巧みに合成する（横島 聡）／［最新のトピックス］キラルカルバニオンの化学（佐々木道子・池本陽峰・
武田 敬）／超分子ゲル触媒（椿 一典）／混迷する銅酵素による酸素の 4電子還元（櫻井 武）／人工分子機械の運動を見る（深港 豪・玉
置信之）
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Vol. 65・6月号
709号

［注目の論文］多孔性有機かご型分子（内田さやか）／タンパク質の一分子観測（山口真理子）／ナノ構造で夢の電池を（西條純一）
／メタン → メタノール変換の革新触媒（田中大士）
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Vol. 65・5月号
708号

【特集：リチウムイオン電池革命──電気自動車の普及に必要な特性】〔座談会〕HEVから EVへ：本当に必要な電
池の特性とは（辰巳国昭・吉田裕明・＜司会＞安部武志）／〔図説〕電気自動車とリチウムイオン電池の構造（『化学』
編集部）／〔概説〕自動車サイドから見たリチウムイオン電池の現状：電気自動車に期待することとその課題（出町 敦）
／〔解説〕本当に必要な機能・性質は何か？＜負極材料＞炭素系からシリコン系への革新（境 哲男）／＜正極材料＞
脱レアメタルから始まった次世代電極材料の探索（岡田重人）／＜電解液＞基本的な役割と安全への取り組み（江
頭 港）／〔OTHER SIDE〕電気二重層キャパシタを応用したHEVの現状と展望：HEV（ハイブリッド車）が最適，
PEV（電気自動車）は疑問（西野 敦）／ウユニ塩湖のリチウムをゲットせよ！：資源確保に向けた国家プロジェク
ト（𠮷塚和治）／進化する革新的な電池：今あるリチウムイオン電池をいかに超えるか（金村聖志）／【時評】続・
Climategate 事件：崩れゆく IPCCの温暖化神話（渡辺 正）／【カガクへの視点】化学帝国主義？（吉川弘之）／
【トピックスで読む日本一やさしい免疫読本】免疫系のメッセンジャー 情報伝達分子の不思議な営み（中嶋 彰） 

【解説】「謎の毒キノコ」の犯人とは……? ：シクロプロペンカルボン酸の特殊性（橋本貴美子・松浦正憲・犀川陽子・
中田雅也）／【解説】光と分子が強く結合するナノ空間の創成：光子を有効利用できる新概念の反応場（上野貢生・
三澤弘明）／【解説】ついに解明！！ ジベレリンの作用機構：ジベレリンは「フタ」を閉じる（村瀬浩司・平野良憲・
箱嶋敏雄）／【解説】未来の情報媒体 電子ペーパーの最前線：化学を駆使した最新の表示技術（北村孝司）／【化学
レビュー】固体化学：銅と鉄に見る新物質探索の鍵（島川祐一）／【カガクへの視点】化学とWEBのフュージョン（山
口潤一郎）／【トピックスで読む日本一やさしい免疫読本】免疫の異端児 IgEと花粉症（中嶋 彰）／【研究者ノート】
英会話はトラウマから（相田卓三）／猿の惑星の教訓（福住俊一）／【人名反応をめぐる人間ドラマ】ウルツ反応 化
学と社会の変革のはざまで（野老山 喬）／【商品開発サクセスストーリー】クールファスト：日清紡テキスタイル（池
田 潔）／【クイズで学ぶ 用語の誤用】／【化学ナンバープレイス】／【化学の本だな】書評・今月の注目本・新刊紹
介・読書のススメ／【化学掲示板】プラセオジムニッケル系酸化物の構造を解明（八島正知）／ハイブリッド型の新
しい酵素反応（舘野 賢）／今月のヘッドライン（2010年 2月の新聞に掲載された注目記事） 



【特集：まもなく開催 !! 国際化学オリンピック】〔巻頭言〕Chemistry：the key to our future：世界に挑む高校生
たちの活躍に期待（野依良治）／〔座談会〕現場が語る科学のオリンピック（伊藤雄二・沼田 治・渡辺 正）／〔紹
介〕国際化学オリンピック 歴代の日本代表メンバー（『化学』編集部）／〔INTERVIEW〕国際化学オリンピック後，
私の歩んだ道（上野功一）／〔チャレンジ〕現役化学者がトライ！！ 化学オリンピックの筆記問題／〔OTHER SIDE 
VIEW〕もう一つの科学オリンピック Intel Science Talent Search（佐藤匠徳）／ Intel Science Talent Searchの概
要（柳原なほ子）／【Report】京都大学総合博物館2010年春季企画展 科学技術Xの謎（『化学』編集部）／【解説】
化学者必携の情報検索サービスSciFinder を 120％使いこなす（村野 亮）／【研究物語】イオン液体の不純物戦記：
水という「pH指示薬」を用いた不純物の検出法（八坂能郎・中原 勝・松林伸幸）／【トピックスで読む日本一やさ
しい免疫読本】「北里」から百年 “奇跡” の新薬 抗体医薬の出現（中嶋 彰）／【研究者ノート】がんばれニッポン：ガ
ラパゴス化からの脱却（相田卓三）／国際共通語としての化学式を高校必修に（福住俊一）／【人名反応をめぐる人
間ドラマ】フィッシャー・インドール合成 近代有機化学のカリスマ（野老山 喬）／【商品開発サクセスストーリー】
アタックNeo：花王（長谷部佳宏）／【クイズで学ぶ 用語の誤用】／【化学ナンバープレイス】／【化学の本だな】
書評・今月の注目本・新刊紹介／【化学掲示板】シリコンチューブのねじり棒？！（森戸春彦）／「しっとり肌」を保
つタンパク質を発見！（曽我部隆彰）／今月のヘッドライン（2010年 5月の新聞に掲載された注目記事）

【特集：化学情報・WEBツールの活用術】〔座談会〕つくり手が語る 情報ツールが拓く化学研究の新しいステージ（上
野京子・黒田雅子・棚橋佳子）／〔解説〕情報収集・管理の達人が語る 化学研究ライフハック！（山口 潤一郎）／〔紹介〕
純国産・単結晶構造解析ソフトウェア Yadokari-XG 2009：個人 PCで，無償で三次元構造を再現！（甲 千寿子・
根本 隆・權 垠相・秋根茂久・脇田啓二）／〔コラム〕学問や日常を語る 科学者，研究者のブログ（『化学』編集部）
／〔コラム〕研究に役立つ データベース＆ソフトウェア（『化学』編集部）／〔プラス・ワン〕「情報」で戦う企業
研究者が薦める “使える” 化学情報ツール（『化学』編集部）／【ノーベル賞講演】冬眠するクマ，抗生物質そして
進化するリボソーム（前編）：“Hibernating Bears, Antibiotics and The Evolving Ribosome”（Ada Yonath・小
林祐次＜訳＞）／【解説】ピセン超伝導のメカニズム：その物性化学とエレクトロニクスへの応用（久保園芳博・
岡本秀毅・神戸高志・藤原明比古）／【カガクへの視点】エコとジオ（尾池和夫）／【トピックスで読む日本一やさ
しい免疫読本】「細菌学の開祖」の偉業と蹉跌 結核菌発見もワクチン開発に失敗（中嶋 彰）／【研究者ノート】お
料理上手は実験上手？（松崎有未）／夢をもっていますか？：「就職」を語る前に（松下祥子）／【人名反応をめぐ
る人間ドラマ】ウィッティヒ反応 元祖ヘテロ原子化学（野老山 喬）／【化学ナンバープレイス】

Vol. 65・9月号
712号

［注目の論文］「界線」活性剤？（松原弘樹）／ナノインプリントで有機薄膜太陽電池をつくる（梅山有和）／ナノ磁石を合成する細胞
内小器官（新垣篤史）／［最新のトピックス］溶液内における光化学反応の新展開（福村裕史）／液晶で動くプラスチック（近藤瑞穂・
川月喜弘）／ DNA損傷チミンダイマーを修復する（田地川浩人・川畑 弘）
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Vol. 65・7月号
710号

［注目の論文］鉄の刃物はよく切れる？（芝原文利）／白金の使用量が 1/13に？（根岸雄一）／磁場で遠隔操作ができるプロペラ粒子（諏
訪雅頼）／採れぬなら，つくってしまえクランビジン（下川 淳）／［最新のトピックス］有機触媒は地球温暖化防止に貢献できるか（松
岡真一）／見える！ リングポリマー分子の「かたち」と「うごき」（山本拓矢・手塚育志）／レゴ遊びに学ぶゼオライト合成（佐野庸治・
近江靖則）／解き明かされる触媒表面の姿（近藤 寛）20
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【提言】「水素経済社会」は到来するか？：いまメタノールエコノミーを考える（齋藤彰久）／【解説】バイオリンの
至宝ストラディバリの謎に挑む（宮坂 力・Andreas Preuss）／【解説】キノコが作物を育てる！？：「フェアリーリング」
の解明と農業への応用（河岸洋和）／【解説】ついに解明！サリドマイドが起こす催奇性の謎：標的分子セレブロン
を突き止めたFGビ－ズ（伊藤拓水・坂本 聡・半田 宏）／【Report】化学のドクターコースを対象に奨学金制度がスター
ト？！：その概要と理念を聞く（『化学』編集部）／【化学レビュー】天然物化学：自然界からの贈り物を美しくつくる（庄
司 満）／【カガクへの視点】研究者の事件をどう減らすか？（白楽ロックビル）／【トピックスで読む日本一やさしい
免疫読本】天然痘との長き戦い ジェンナー以前に人類の知恵（中嶋 彰）／【研究者ノート】ワタクシのヒトトナリ（松
崎有未）／仕分けの「うしろ」の教育（松下祥子）／【人名反応をめぐる人間ドラマ】ディールス -アルダー反応 師
弟の好リレー（野老山 喬）／【商品開発サクセスストーリー】スリクソンシリーズ：SRI スポーツ（芦野武史）／【ク
イズで学ぶ 用語の誤用】／【化学ナンバープレイス】／【化学の本だな】書評・今月の注目本・新刊紹介・読書のス
スメ／【化学掲示板】絶対零度で熱を伝える不思議な有機絶縁体？！（山下 穣）／青酸を利用した新発想の半導体洗
浄技術（小林 光）／今月のヘッドライン（2010年 6月の新聞に掲載された注目記事）

Vol. 65・8月号
711号

［注目の論文］並べるだけでまったく別の材料に…（永野修作）／カーボンナノチューブで布を織る（藤ヶ谷剛彦）／歩く分子を使っ
てものを運ぶには？（松本謙一郎）／仲を取りもつ低分子添加物（波多野慎悟）／［最新のトピックス］進化しつつある分子ワイヤー
（二瓶雅之・大塩寛紀）／現代の錬金術（神成尚克・尾崎純一）／冷たい電子と分子の反応（河内宣之）／第三の生命鎖は制御できるか？
（高橋大介・戸嶋一敦）20
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【解説】金属を使わない不斉酸化的カップリング触媒：無機ヨウ素酸塩へのブレークスルー（石原一彰・Muhammet 

Uyanik）／【解説】光で金属 -半導体転移する金属酸化物：次世代の光記録材料として期待の新物質（大越慎一）／【時
評】その実験データ解析，ちょっとどーなん ?!（山本雅博）／【化学レビュー】有機金属化学：ものづくりに役立
つ協奏機能分子触媒（碇屋隆雄）／【ノーベル賞講演】冬眠するクマ，抗生物質そして進化するリボソーム（後編）
“Hibernating Bears, Antibiotics and The Evolving Ribosome”（Ada Yonath・小林祐次＜訳＞）／【カガクへの
視点】若者は，自信をもって科学を楽しもう！（丸 幸弘）／【トピックスで読む日本一やさしい免疫読本】成人Ｔ
細胞白血病との戦い 骨髄移植で免疫系を再構築（中嶋 彰）／【研究者ノート】ラボ内情報共有あれこれ（松崎有未）
／助手の試練：車椅子からの風景（松下祥子）／【商品開発サクセスストーリー】鉄骨飲料：サントリー（野中裕司）
／【クイズで学ぶ 用語の誤用】／【化学ナンバープレイス】／【化学の本だな】書評・今月の注目本・新刊紹介・
読書のススメ／【化学掲示板】筋肉が効率よく運動できる理由を解明（茅 元司）／塩化鉄で水田中のカドミウムを
浄化！（牧野知之）／今月のヘッドライン（2010年 8月の新聞に掲載された注目記事）Vol. 65・10月号

713号

［注目の論文］貝， 骨， 歯の成分はこうしてできる（藤森厚裕）／一つの分子を検出する（宗 伸明）／液体ワインオープナー！？ （深谷幸信）
／どれが本物？（平賀良知）／［最新のトピックス］Csp3 –H結合の触媒的官能基化に挑む！（根本裕之・赤井周司）／近未来材料の
シルセスキオキサン（海野雅史）／新世紀の論理的創薬（常盤広明）／環を使った化学のマジック（山﨑 龍・斎藤慎一）
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【解説】正倉院宝物を彩る化学：化学分析で明らかにされた古代の天然染料（中村力也）／【インタビュー】小惑星「イトカワ」
その微粒子の分析に挑む！（𡈽山 明）／【研究物語】化学反応で起こった「ウサギとカメ」：アミノ基より反応しにくい
ヒドロキシ基が選択的にアシル化される！（真島和志）／【時評】これからの理科教育はどう変わるか？：「ゆとり」を
見直す学習指導要領の改訂（川瀬雅也）／【化学レビュー】エネルギー化学：注目されるグリーンエネルギーデバイス キャ
パシタと低炭素・省エネ社会（直井勝彦）／【カガクへの視点】化学産業が日本経済を牽引する（橘川武郎）／【トピッ
クスで読む日本一やさしい免疫読本】姿を変える抗体の謎 先端部は利根川 定常部は本庶（中嶋 彰）／【研究者ノート】
よく遊びよく学べ（松崎有未）／理系女子な恋人：文理分け，やめませんか？（松下祥子）／【商品開発サクセスストー
リー】ギャツビーウェアデオドラントスプレー：マンダム（澤田真希）／【クイズで学ぶ 用語の誤用】／【化学ナンバー
プレイス】／【化学の本だな】書評・今月の注目本・新刊紹介・読書のススメ／【化学掲示板】有機材料を使った高
性能トランジスタ（竹谷純一）／低コスト化を実現したアクリルアミド製造法（押木俊之）／今月のヘッドライン（2010

年 9月の新聞に掲載された注目記事）Vol. 65・11月号
714号

［注目の論文］ホタルの発光効率はどのくらい？（加藤太一郎）／有機薄膜太陽電池の明るい未来（桑原貴之・髙橋光信）／イオン液体を反
応場とする無機合成（林 晃敏）／ゲルで見分ける！（浜崎亜富）／［最新のトピックス］Ir触媒による光学活性アリルアミン合成（梅田 塁・
西山 豊）／メカノクロミズムによる固体発光（唐澤 悟・古賀 登）／不斉有機分子触媒の新しい活性化法（西川俊夫・中崎敦夫）／チオール - 
エン反応（岡村晴之・白井正充）20
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Vol. 65・12月号
715号

【緊急解説：2010年ノーベル化学賞】クロスカップリング研究の流れを追う：Heck・鈴木・根岸のブレークスルー
はどこにあったか（大嶌幸一郎）／〔図解〕一目でわかる クロスカップリング反応（『化学』編集部）／〔年表〕クロスカッ
プリング反応に関連した研究の流れ（『化学』編集部）／【特集：バイオ燃料はエネルギー問題を救うか】／〔インタビュー〕
石油を生みだす藻 ?!：ボトリオコッカスの重油生産メカニズムと今後の期待（渡邉 信）／〔解説〕世界がしのぎを削
るバイオ燃料技術：研究動向と IEA のシナリオ（横山伸也）／〔基礎講座〕バイオ燃料の今を知る！ （芋生憲司）／〔オ
ピニオン〕バイオ燃料は本当にCO2 を減らしてくれるのか？（穴澤秀治）／〔時評〕バイオ燃料：海外はどうなって
いるか？日本はどうするか？（五十嵐泰夫）／〔研究現場から〕バイオマス燃料に期待されている新しい固体触媒の
開発（馬場俊秀・宮地輝光）／あらゆるバイオマスを一括転換！ FT合成（椿 範立）／バイオ燃料研究を変革する細胞
表層工学（植田充美）／〔まとめ〕バイオ燃料に未来はあるのか（横山伸也）／〔コーヒーブレイク：バイオ燃料あれこれ〕
海藻からバイオエタノールをつくる！（佐藤 實）／ヒツジのフンがバイオ燃料をつくる ?!（横山 浩）／中米原産「ジャ
トロファ」への期待と課題（柴垣奈佳子）／【カガクへの視点】「わからない」感覚を理解する（内田麻理香）／ 【トピッ
クスで読む日本一やさしい免疫読本】免疫の力でがんに挑む 外傷はできず副作用少ない魅力（中嶋 彰）／【研究者ノー
ト】Macか?!  Winか?! （松崎有未）／大学における研究の存在意義 （松下祥子）／【クイズで学ぶ 用語の誤用】

［注目の論文］光合成を再現 （矢貝史樹・関 朋宏）／離れたドメインの共同性（森 健）／流動誘起構造転移は不可逆か？（藤井修治）
／［最新のトピックス］溶液NMRで解析する膜タンパク質（伊藤 隆）／水素化脱硫触媒の最近の展開（石原 篤）／金属で光を捉える（立
間 徹）
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