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Vol. 66・１月号
716号

［注目の論文］“いいとこ取り” で酸素発生（正岡重行）／ピカピカしない量子ドット（増尾貞弘）／血管を再生！（中澤靖元）／固相
合成と大腸菌の連携（野口真人）／［最新のトピックス］量子ドットセルオートマトン（徳永　健）／新しいタンパク質科学の可能性（鎌
形清人・高橋　聡）／筋肉を模倣したソフトアクチュエータ（金藤敬一）／呼吸鎖酵素最後の秘境（村井正俊・三芳秀人）
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［注目の論文］強酸を手なずける（加納太一）／単分子膜のトランジスタ（野田　啓）／筋金を入れる？（梅森昌樹・寺野　稔）／海
からウランを！（伊藤 宏・篠田哲史）／［最新のトピックス］低環境負荷のクロスカップリング（桑野良一）／「論理的に」創る薬（原
田繁春）／非対称な二量体天然物の効率的合成に挑む（向　智里・北垣伸治・稲垣冬彦）／太陽を捕らえよ！（大山陽介・播磨　裕）
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【紹介】「ヒ素で生きる細菌」の発見が生命の定義を覆した──NASAの発表が科学にもたらしたもの（小林憲正）／【解
説】新元素発見を夢見て──日本の無機化学を築いた「柴田雄次」と新元素（野津憲治）／【解説】不斉合成の新
コンセプト 直接エナンチオ収束反応（伊藤　肇）／【解説】燃料電池への元素戦略的アプローチ──配位高分子に
よる非白金電極触媒（山田鉄兵・北川　宏）／【解説】理工系学生・若手研究者が知っておきたい お金の教養講座
──安心して研究人生を送るための基礎知識（宮野真弓）／【化学レビュー】環境化学：レアメタル資源再生の化
学（伊藤秀章）／【カガクへの視点】「情熱は？」（尾古俊博）／【ある鉱物学者の誕生石図鑑】2月：アメジスト
（山川純次）／【商品開発サクセスストーリー】エマルジョンボールペン スラリ：ゼブラ（田中暁紀）／【研究者
ノート】土田英俊先生の思い出（城戸淳二）／フォレスト教授との出会い（安達千波矢）／【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】狙った相手にピタッ　カギ，
カギ穴分子（原田　明）／超高温でも極低温でもゴム状の性質維持（畠　賢治）／今月のヘッドライン（2010年
12月の新聞に掲載された注目記事）Vol. 66・2月号

717号

【座談会】機器分析のブレークスルー──この 10年の進歩を振り返り，その未来を語る（志水隆一・田中耕一・中井　泉・
司会：河合　潤）／【解説】新展開を見せる C - H活性化研究──勃興と転機，そして “CーH functionalization” へ（垣
内史敏）／【解説】歩くタンパク質 “ミオシンⅤ” を捉えた！ ──世界最高の高速原子間力顕微鏡を開発（安藤敏夫）
／【解説】7年の月日を経て構造が明らかに！　一酸化窒素還元酵素 NOR──呼吸酵素の分子進化と温室効果ガスの
産生メカニズム（日野智也・城　宜嗣）／【解説】有機化合物を正極活物質とするリチウム二次電池（杉本豊成）／【時
評】日本の「リン資源」が危ない！──レアメタル騒動の陰で進む資源問題（大竹久夫）／【化学レビュー】分析化
学（化学センサー）：いま「ペーパーセンサーチップ」が面白い！（伊井智明・鈴木孝治・チッテリオ ダニエル）／【カ
ガクへの視点】科学技術関連政策の科学（平澤　泠）／【商品開発サクセスストーリー】エスプリークプレシャス ファ
ンデーション：コーセー（増渕祐二）／【研究者ノート】人前緊張症の治し方（城戸淳二）／「Janglish」のススメ（安
達千波矢）／【ある鉱物学者の誕生石図鑑】3月：アクアマリン（山川純次）／【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】「細胞用まな板」で ES細胞の 9割を肝細胞に（赤池敏広）
／ほぼ 100％の効率の光センサー分子（河合　壯）／今月のヘッドライン（2011年 1月の新聞に掲載された注目記事）

Vol. 66・3月号
718号

［注目の論文］1分子 DNAシーケンシングの突破口（小村元憲）／光触媒の表面を加工する（齊藤健二）／異なる粒子を巧みに集積
する（飯村兼一）／触媒も，協力すれば効果抜群！（松永茂樹）／［最新のトピックス］光センサータンパク質の情報伝達機能（内藤
晶）／シリルでメタルを掴む（田中雄太・金井　求）／細胞が食べるナノサンドイッチ（會澤純雄・成田榮一）／化学反応を利用した
CO2吸収剤（材）（後藤公佳・大石克嘉）20
11
年
の
化
学

【新春特集：2010年ノーベル賞を読み解く】〔インタビュー：2010年度ノーベル化学賞受賞　鈴木　章 博士に聞く〕
有機ホウ素化合物に魅せられた研究人生──有機ホウ素化合物との出会いから鈴木クロスカップリング反応の発見ま
で／ 〔若い化学者たちへのメッセージ〕感動を与え続けてくれたこと──恩師との出会いが一生を決める（根岸英一）
／〔回想〕根岸英一先生との思い出──根岸研究室で過ごした 2年間を振り返る（高橋　保）／〔コラム〕開拓者
Richard F. Heck先生の横顔──前人未踏の分野に挑んだ孤高の研究者（光藤武明）／〔インタビュー〕今なぜグラ
フェンか？──ノーベル物理学賞の受賞理由，その本質を考える（田中一義）／〔解説〕体外受精技術と生殖補助
医療への貢献──ノーベル生理学医学賞 Edwards博士の業績（入谷　明）／【化学レビュー】メソスコピック材料
化学：細胞膜に学ぶ分子操作（並河英紀・村越　敬）／【解説】プロファイリングによる化合物の作用解析（西村慎一・
吉田　稔）／【クローズアップ】2011年「世界化学年」に向けて（西出宏之）／【カガクへの視点】ガラパゴス化と
フラット化のあいだで（神里達博）／【研究者ノート】研究テーマとの出会い（城戸淳二）／ダブルメジャーの勧め（安
達千波矢）／【商品開発サクセスストーリー】フェアルーセント薬用デイクリームホワイト AD：メナード（森川貴行）
／【ある鉱物学者の誕生石図鑑】1月：ザクロ石（山川純次）／【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】充放電を繰り返しても劣化の少ない電極材料（今井宏明）
／水素原子の直接観察にはじめて成功（幾原雄一）／今月のヘッドライン（2010年 11月の新聞に掲載された注目記事）



［注目の論文］電解液を金属粒子が泳ぐ？（稲木信介）／らせん空間でフラーレンを分ける（亀田直弘）／ “トランス型” Diels-Alder 
反応！？（山下修治）／神経活性の光 ON/OFF 制御（百武篤也）／［最新のトピックス］金属を使わずに水素を活性化できるのか？（森
啓二・秋山隆彦）／触媒的位置選択的官能基化（古田　巧・川端猛夫）／ジベンゾ［a, e］ペンタレン化学の新展開（斎藤雅一）／分
子を操る新たなツール（山田眞二）20
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Vol. 66・4月号
719号

［注目の論文］生きた細胞の上でクリック反応（北岸宏亮）／アミノ酸リシンに新たな翻訳後修飾（中馬吉郎）／有害金属を捕まえろ！
（下条晃司郎）／隠し味に込められた工夫（田代卓哉）／［最新のトピックス］新しい陽電子分子物理化学の確立（立川仁典・北　幸海）
／室温で一酸化炭素を完全に浄化？！（安田佳祐・増井敏行・今中信人）／分子のクリスマスツリーが拓くナノテクノロジー（越智庸介・
山元公寿）／環境ゲノム DNA から新しい生物機能を探す（永島賢治）
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Vol. 66・6月号
721号

［注目の論文］目に見えるホスト-ゲスト相互作用（間宮純一）／細胞内のナノ粒子は単独行動可能か？（藤原一彦）／細胞にとって
快適な孔サイズとは？（小幡亜希子）／プログラムされた金属イオンの集積（坂本雅典）／［最新のトピックス］バイオ界面における
水分子の役割は？（田中　賢・林　智広・森田成昭）／糖鎖によるがん克服への挑戦（佐野琴音・小川温子）／分相によるガラスの高
機能化（矢澤哲夫）
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Vol. 66・5月号
720号

【特集：東日本大震災──科学者たちが語る被災体験と提言】〔緊急提言〕東北地方太平洋沖地震──科学者の立場
から（山本嘉則）／〔速報〕A Laboratory of Organic Chemistry under M9.0（磯部寛之）／〔速報〕被災，避難
所生活，そして今思うこと（一刀かおり）／〔提言〕科学者がこの震災で果たすべき役割（唐木英明）／〔提言〕
この原発事故から何を学び取るか（寿楽浩太）／【紹介】X線自由電子レーザーで何ができるか？（矢橋牧名・登
野健介・田中　均・石川哲也）／【解説】光で曲がる不思議なフィルム（細野暢彦・福島孝典・相田卓三）／【解説】
南極湖沼の微生物調査（長沼　毅）／【解説】翻訳をON/OFFする人工 RNAスイッチ（齊藤博英・井上　丹）／【時評】
「トランス脂肪酸は体に悪い」は本当か？（菅野道廣）／【化学レビュー】タンパク質工学：タンパク質の経皮デリ
バリーは本当に可能か？（後藤雅宏・田原義朗）／【ある鉱物学者の誕生石図鑑】5月：ヒスイ（山川純次）／【研
究者ノート】自然の偉大さの前で（城戸淳二）／未来へ向かってスタート・アップ（安達千波矢）／【商品開発サ
クセスストーリー】制電繊維「エレペレ」NS：東レ（田中良幸）／【化学の本だな】書評・今月の注目本・新刊紹介・
読書のススメ／【化学ナンバープレイス】／【化学掲示板】傷めた筋肉をみるみる再生する手法を開発（亀井直輔）
／自閉症における脳の働きが明らかに（鈴木勝昭）／今月のヘッドライン（2011年 3月の新聞に掲載された注目記事）

【特集：次世代スパコンは化学をどう変えるか？！】〔インタビュー〕スーパーコンピュータ「京」が拓く化学の新ステー
ジ（平尾公彦）／〔図説〕「京」の構造と計算科学研究機構（横川三津夫）／ 〔何がどう変わるか？！〕分子軌道計算に
もたらされる “質的” な変化（中嶋隆人）／ “超スパコン” 時代のコンピュータ・シミュレーション（岡崎　進）／創
薬の現場から見た計算科学と次世代スパコン（辻下英樹）／ポストゲノム時代の生命化学と次世代スパコン（杉本直己）
／ “ものづくり企業” のスパコン利用（角田昌也）／第一原理分子動力学計算で電気化学反応を解析する（池庄司民夫）
／果たしてスパコンは役に立つのか（姫野龍太郎）／【解説】火山灰の化学──化学で紐解く地球からのメッセージ（宮
城磯治）／【解説】太陽系有機物の起源が解明された！──同位体が解き明かす隕石有機物のふるさと（橋爪　光・高
畑直人・奈良岡浩・佐野有司）／【化学レビュー】生物有機化学：新たな創薬への道を拓く stapled peptide（樋口　岳・
菅　裕明）／【紹介】周期表がカードゲームになった！えれめんトランプ／ほかにもあるゾ！いろんな科学カードゲー
ム（『化学』編集部）／【カガクへの視点】サイエンス ビジュアリゼーション最前線（田中佐代子）／【ある鉱物学者
の誕生石図鑑】4月：ダイヤモンド（山川純次）／【研究者ノート】化学者には肉を焼かせろ（城戸淳二）／アー・ユー・
ハングリー？！（安達千波矢）／【化学の本だな】書評・読書のススメ／【化学ナンバープレイス】

【特集：福島第一原発事故の衝撃──未曾有の大惨事を乗り越えるための科学者たちの提言】〔原子力・原子力発電
の基礎知識〕「原子力発電の原理」をおさらいする（高木直行）／原子炉内で起こる化学反応（岩田修一）／〔提言：
これからの「原子力」を考える〕原子力の将来は原発事故対策から（田中俊一）／福島原発事故終息へ向けて（吉
岡　斉）／「国民評価を組み込んだ国民参加型」原子力システムの提案（安　俊弘）／さらなる安全性の向上に向
けた諸課題（出光一哉）／〔提言：この事故をどう立て直していくか〕福島の被ばく医療の最前線から（山下俊一）
／エネルギー・環境政策の再構築を（山地憲治）／これからの耐震設計には何が必要か（入倉孝次郎）／〔科学者
の一人としてできること〕「ドキ婆ちゃん」はなぜブログを書いたか（土器屋由紀子）／ Twitter時代の科学情報発
信（野尻美保子）／化学工学会から発信した 東日本の電力不足対策に対する緊急提言（松方正彦）／〔解説〕あら
ためて放射性物質を復習しよう（川瀬雅也）／「水ガラス」あれこれ（山崎　昶）／【解説】液晶テレビを支える
最新化学（多羅尾良吉）／【化学レビュー】ソノケミストリー：今，ナノ微粒化が面白い！（安田啓司・香田　忍）
／【カガクへの視点】高校化学を国際化しよう（竹内敬人）／【ある鉱物学者の誕生石図鑑】6月：ムーンストー
ン（山川純次）／【研究者ノート】わがケミストリー（城戸淳二）／化学にとって大事なもの（安達千波矢）／【商
品開発サクセスストーリー】おひさまの消臭 ふとん用スプレー：エステー（高岳留美）／【化学掲示板】シスプラ
チンの効果を妨害するメカニズムの解明（廣田耕志）／運動や楽器の技能習得にかかわる特別なアミノ酸（掛川　涉）
／今月のヘッドライン（2011年 4月の新聞に掲載された注目記事）



【特集：化学 いま未踏テーマに挑む】〔インタビュー〕人工光合成を化学はいつ実現できるか（井上晴夫）／〔研究
最前線：今どこまで進んでいるか〕Haber-Bosch法を超えるアンモニア合成（西林仁昭）／フラーレン，ナノチュー
ブなどの湾曲型炭素物質の全合成は可能か（伊丹健一郎）／電子顕微鏡はどこまで小さなものを捉えられるのか？（幾
原雄一）／未踏高温超伝導体の探索（齋藤軍治）／水のミクロな構造や働きは解明できたか（松本正和・田中秀樹）
／劣化しない有機太陽電池は実現可能か（松尾　豊）／分子エレクトロニクスはどこまで来たか（木口　学）／ユ
ビキタス元素の触媒は台頭するか（中村正治）／〔coffee break〕人類はどこまで元素を生みだせるか（森田浩介）
／【解説】細菌で放射能汚染を浄化する──光合成細菌とセラミックによる放射性物質の回収（佐々木健・原田敏彦・
大田雅博）／【研究者ノート：地震には負けない】このまま研究が……？！　（光永佳奈枝）／一人ひとりが外交官（大
隅典子）／【カガクへの視点】素人に何がわかる！（若松征男）／【ある鉱物学者の誕生石図鑑】7月：ルビー（山
川純次）／【商品開発サクセスストーリー】バイオの力で消臭する紙の猫砂：アイリスオーヤマ（岸美加子）／【化
学の本だな】書評・今月の注目本・新刊紹介／【化学ナンバープレイス】／【化学掲示板】土星の衛星 タイタン大
気中の窒素の謎を解明（関根康人）／衆議院の会議録を音声認識技術で作成（河原達也）／今月のヘッドライン（2011

年 5月の新聞に掲載された注目記事）

【解説】ついに攻略 !! 難攻不落の交差ティッシェンコ反応── Ni（0）を触媒とするアルデヒドの交差エステル合成
（星本陽一・大橋理人・生越専介）／【解説】超伝導で量る分子の質量──フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴
質量分析計（高谷　光・齋藤和徳・根岸雄一）／【解説】フォトクロミズム 10 年の躍進──日本勢が牽引した世界
的展開（横山　泰）／【紹介】電子書籍版『量子化学』を講義に使う──東大教養（駒場）で始まった実験的な試み（真
船文隆）／【紹介】化学的ハンダづけ？！──単分子デバイス回路実現に大きな前進（大川祐司・館山佳尚・青野正
和）／【提言】「色バリアフリー」をご存知ですか？──学会プレゼンやアウトリーチ活動で配慮したい色の話（稲
葉利江子）／【化学レビュー】有機元素化学：重い典型元素は遷移金属元素を超えられるか？！（笹森貴裕・時任宣博）
／【BT 化学いまさら問答】「平衡」に閉口！？（加納健司・前田耕治・山本雅博）／【カガクへの視点】誰かが〈博士〉
と出逢う，その日のために（岸田一隆）／【ある鉱物学者の誕生石図鑑】9月：サファイア（山川純次）／【研究者
ノート】少し研究のお話を？！（光永佳奈枝）／「アウトリーチ活動」ってどうよ？（大隅典子）／【放射線の基礎
知識】「 臨界」とはなんぞや？！（川瀬雅也）／【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】盗撮防止に赤外線を混ぜてカメラをかく乱！（越前　功）／恐怖記憶の
分子メカニズムを解明！（高橋琢哉）／今月のヘッドライン（2011年 7月の新聞に掲載された注目記事）

Vol. 66・9月号
724号

［注目の論文］生細胞内でパラジウム触媒反応？ （泉　実）／ホモキラリティーの起源を探る（清野淳司）／マイクロ流路で海水を淡
水化？！ （村上裕二）／溶液の超高速軟 X 線分光（長坂将成）／［最新のトピックス］ボウル状・リング状の共役系をチューブへ（川
瀬　毅）／受容体オリゴマーの新展開（藤井秀明・平山重人・長瀬　博）／超分子が拓く可能性（久保和也・芥川智行・中村貴義）／
コア/シェル触媒は燃料電池自動車普及の鍵？！ （大門英夫・稲葉　稔）
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Vol. 66・7月号
722号

［注目の論文］化学物質で昆虫の生き様を探る（永田晋治）／南・東南アジアの大規模地下水ヒ素汚染（福士圭介）／トンネル内のほ
うが速度が速い？（中山　哲）／（-）-ジアジフェノリドの全合成（江角朋之）／［最新のトピックス］タンパク質機能を光でコントロー
ル（寺嶋正秀）／光の作用で界面上の物質が移動する？！（関　隆広）／新しい DNAポリメラーゼを創る！（武井史恵・中谷和彦）
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【解説】Non -レアメタルなクロスカップリング反応──超原子価ヨウ素反応剤との出合いから導電性ポリマー合成ま
で（北　泰行・土肥寿文・森本功治）／【解説】グラフェンを用いたバイオセンサー──カーボンナノバイオテクノロ
ジーの時代（三好大輔・杉本直己）／【解説】テトラシラシクロブタジエンの初合成──いかに達成したか，何が期待
されるか（松尾　司・鈴木克規・玉尾皓平）／【解説】電流で 1塩基分子を識別する──第三世代 DNA シーケンサー
に向けた新原理の誕生　（谷口正輝・川合知二）／【研究物語】日本固有のバイオマス資源「サクラン」──レアメタ
ル回収から医療品開発まで，広がる可能性（岡島麻衣子・立山誠治・金子達雄）／【紹介】朋遊荘探訪記──明日の
科学好きを育てる手づくりの理科教育（山崎　昶）／【化学レビュー】キラル分子化学：キラル分子の不斉起源とホモ
キラリティーの謎に迫る（硤合憲三・川﨑常臣）／【放射線の基礎知識】「ヨウ素剤」はどう効くか？！（川瀬雅也）／【カ
ガクへの視点】科学をもっと身近なものに（出口由加子）／【研究者ノート】「ご縁」って信じますか？！（光永佳奈枝）
／研究室のメンテナンス（大隅典子）／【ある鉱物学者の誕生石図鑑】8月：ペリドット（山川純次）／【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】アコヤガイで黒真珠を養殖！ 

（三浦　猛）／温めると縮む新材料を開発（東　正樹）／今月のヘッドライン（2011年 6月の新聞に掲載された注目記事）
Vol. 66・8月号

723号

［注目の論文］鉄（V）ニトリド錯体からのアンモニア合成（有川康弘）／イミニウムイオンの新しい発生法（難波康祐）／ 1 枚で 2 度
おいしい（山本崇史）／メタノールを有機化学の材料に（丹羽　節）／［最新のトピックス］バイオミネラルの “新たな輝き”（加藤且也・
野々山貴行・木下隆利）／ 急進する芳香族トリフルオロメチル化反応開発（袖岡幹子・江上寛通）／古くて新しい抗がん剤（阿部憲孝）
／ナノ安全科学研究の最前線（東阪和馬・堤　康央）20
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【解説】Woodward 教授の見果てぬ夢──研究メモに遺された室温超伝導への想い（田中一義）／【解説】フラーレン
と遷移金属の特性を活かした分子フォトダイオード──光コンピュータ実現への新提案（松尾　豊）／【解説】ビタ
ミン B12人工酵素──光の照射で環境汚染物質を分解！（嶌越　恒・久枝良雄）／【解説】国宝再生への秘薬 !?──
劣化した PVA を分解・除去する酵素（酒井清文）／【紹介】ニンテンドー 3DSで原子構造を立体視──もっと手軽
に原子の立体画像を楽しもう（大門　寛）／【紹介】放射線で青く光るプラスチック ?!──安価で手軽な探知機への
大きな一歩（中村秀仁）／【単位トリビアル】バレル（山崎　昶）／【カガクへの視点】危機予言とメディア・リテ
ラシー（佐藤卓己）／【放射線の基礎知識】「半減期」を再考しよう（川瀬雅也）／【研究者ノート】祭りに湧いた８
月の仙台（光永佳奈枝）／英語はいつから国際語？（大隅典子）／【ある鉱物学者の誕生石図鑑】10月：トルマリン（山
川純次）／【BT化学いまさら問答】単位の弾き語り（前田耕治・加納健司・山本雅博）／【商品開発サクセスストーリー】 
バスクリンクール：バスクリン（松本圭史）／【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】ビフィズス菌による長寿効果を確認！（松本光晴）／透析患者も食べられる
低カリウムメロンを開発（浅尾俊樹）／今月のヘッドライン（2011年 8月の新聞に掲載された注目記事）

Vol. 66・10月号
725号

［注目の論文］ミトコンドリア表面を特異的に光らせる（鈴木孝禎）／八方美人なアルギニン（石水　毅）／手術中に神経を光らせる！（花
岡健二郎）／ “毒” であるのは単なる偶然？（藤井　学）／［最新のトピックス］遷移金属-ケイ素三重結合の構築（飛田博実）／第
三の超伝導メカニズムの可能性（下志万貴博・辛　埴）／金属内包フラーレン（山田道夫・佐藤　悟・赤阪　健・永瀬　茂）／バイオ
マスからポリマー原料をつくる（冨重圭一）20
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【特集：化学 温故知新──記念年に振り返る，その業績が科学に与えた影響】〔ノーベル賞 110周年〕ノーベル賞の化
学への貢献とは（竹内敬人）／〔超伝導発見 100周年〕超伝導研究 100年の軌跡（村上雅人）／〔ヨウ素発見 200周年〕
ヨウ素利用の新たな展開（海宝龍夫）／〔福井謙一先生ノーベル化学賞受賞 30周年〕HOMO-LUMO 概念の誕生（田
中一義）／〔鈴木梅太郎先生ビタミン B1発見 100周年〕鈴木梅太郎は何を遺したか？（荒井綜一）／〔HeLa細胞誕
生 60周年〕HeLa細胞は生命科学をどう変えたか（清野　透）／〔ラザフォードによる原子核発見 100周年〕 原子核
理論研究に横たわる多くの未解決問題（中務　孝）／〔東京大学理学部化学教室 150周年〕写真で見る 日本化学の源
流（佐藤健太郎・小澤岳昌）／〔ブンゼン生誕 200周年・キュリー夫人ノーベル化学賞受賞 100周年〕独り身礼賛と
夫婦協同（野老山喬）／【化学レビュー】物理有機化学：有機エレクトロニクスの最前線（辻　勇人・中村栄一）／【カ
ガクへの視点】理科好きな人間を育てるために（立澤比呂志）／【単位トリビアル】マイル（山崎　昶）／【ある鉱
物学者の誕生石図鑑】11月：トパーズ（山川純次）／【研究者ノート】ある研究者の一日は…？（光永佳奈枝）／科
学的文章の「お作法」（大隅典子）／【放射線の基礎知識】核反応は諸刃の剣（川瀬雅也）／【BT化学いまさら問答】
化学のなかのジキルとハイド（前田耕治・加納健司・山本雅博）／【化学ナンバープレイス】／【化学掲示板】昆虫
の体液で発電させ原発災害ロボに？！（森島圭祐）／スパコンが手のひらサイズになる新原理を考案（山本喜久）／今
月のヘッドライン（2011年 9月の新聞に掲載された注目記事）

Vol. 66・11月号
726号

［注目の論文］細胞内の pHを察知して蛍光を ON/OFF！（弓場英司）／同じ非晶質なのに！？（神谷奈津美）／タンパク質との電子の
架け橋（知久昌信）／成功の “ 鍵” は最小公倍数？（久木一朗）／［最新のトピックス］平面状カチオンと対アニオンの新たな関係（前
田大光）／反応・計測場としての氷（高橋さつき・岡田哲男）／有機材料で光共振器をつくると意外な効果が（三井　正）
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Vol. 66・12月号
727号

【特集：理工系大学の「根本的な地震対策」を考える】〔インタビュー〕石巻専修大学の例── 一体何が大学を守っ
たのか？（指方研二・尾形孝輔）／〔解説〕免震構造はいかに有効か──被害が最小限にとどまった東北薬科大学（吉
村祐一）／耐震補強工事の思わぬ「弱点」──東北大学多元研の例から（和田健彦）／〔提言〕3.11の教訓を生か
す──地震国日本における校舎・実験棟のあり方（河野裕彦・美齊津文典）／【解説】続・化学研究ライフハック！
──超高速文献収集術を伝授（山口潤一郎・望田憲嗣）／【解説】サハラソーラーブリーダー計画──宇宙船地球号
の持続的発展に向けたドン・キホーテ的研究（鯉沼秀臣・角谷正友・中井　泉）／【解説】電子 1個を触媒とする
カップリング反応──いかに遷移金属と同じように電子を操るか（白川英二）／【カガクへの視点】「科学」という
枠にこだわらず（中村桂子）／【単位トリビアル】坪（山崎　昶）／【放射線の基礎知識】世田谷事件の真相とは？
（川瀬雅也）／【研究者ノート】備えあれば憂い少なし！？（光永佳奈枝）／学術集会は誰のため？（大隅典子）／【あ
る鉱物学者の誕生石図鑑】12月：トルコ石（山川純次）／【BT化学いまさら問答】タンカーは 1 円玉で動く？（山
本雅博・前田耕治・加納健司）／【商品開発サクセスストーリー】 そのまんま もやせる土（ど）：タキイ種苗（増田
晃士）／【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

［注目の論文］キレートの傘をかぶった女性ホルモン（松島綾美）／ 2核錯体でヘテロ原子を追いかけろ！（野元昭宏）／MOF合
成の新戦略（堀内　悠）／がん化学療法の新しい戦略（桒原正靖）／［最新のトピックス］改良が進む近赤外発光材料（宇野英満・奥
島鉄雄）／無機ナノシート液晶（宮元展義）／美に貢献するナノ技術（柴田雅史）
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