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Vol. 67・1月号
728号

［注目の論文］力を合わせて難題に挑む（中田健也）／100年の謎の解明なるか（荒木光典）／マルコフニコフ則を覆す？！（武田洋平）／
染色体を牽引する「分子エンジン」（西山雅祥）／［最新のトピックス］生体膜トンネルナノチューブ（佐々木善浩・秋吉一成）／シトク
ロム P450の酸化活性種が解明！？（樋口恒彦）／重ねたり包み込んだり（満留敬人・實川浩一郎）／質量分析法による有機反応機構の解
明（山口深雪・小林　修）20

12
年
の
化
学

［注目の論文］ES細胞で発見された DNA塩基（山吉麻子）／セラミック放熱基板材料の革命！？（小林亮太）／芳香環を使った分子
のだまし絵（深澤愛子）／アリもすってんころりん！（遠藤洋史）／［最新のトピックス］足し算から掛け算へ（石谷暖郎・岩本正和）
／熱電ナノ材料の化学合成と高次構造制御（前之園信也）／タンパク質による光エネルギー変換のしくみ（小堀康博・婦木正明）／原
始生命の代謝系で働く特異な酵素 （若木高善）20

12
年
の
化
学

【解説】光に応答する電子を個別に観察！── “姉妹” 光子が拓く超高空間分解能顕微鏡（玉作賢治・澤田 桂・西堀
英治・石川哲也）／【解説】中性条件下で進む不斉相間移動反応──生体内反応系により近い反応系を実現！！（白
川誠司・丸岡啓二）／【解説】べん毛モーター逆回転のしくみに挑む──三つのモデルを巡る熱い論争（今田勝巳・
南野　徹）／【解説】人工細胞の夢ついに達成？！──生命の起源に迫る第一歩（菅原　正・栗原顕輔・鈴木健太郎）
／【随想】40年の研究人生を振り返る旅──大学を退職した一化学者の短期フランス滞在記（杉本豊成）／【化学
レビュー】　ヘテロ環化学：多彩に機能するジケトピペラジン（佐野茂樹・中尾允泰）／【カガクへの視点】ユウレ
イ先生と原発事故（野家啓一）／【商品開発サクセスストーリー】ガムアドバンスケアデンタルペースト：サンスター（長
谷川謹崇）／【放射線の基礎知識】今さら聞けないＱ＆Ａ（川瀬雅也）／【BT化学いまさら問答】すべてが Fによる
（山本雅博・加納健司・前田耕治）／【ノーベル賞受賞者切手から拾う 20世紀の化学＆科学】 人工ダイヤモンド合成に
絡んだ高温化学と高圧科学（小谷野猪之助）／【単位トリビアル】斤（山崎　昶）／【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】多剤耐性細菌の異物排出タンパク質の
しくみを解明（山口明人・中島良介）／『フォトニック結晶』間で光のキャッチボールに成功（野田　進）／今月のヘッ
ドライン（2011年 12月の新聞に掲載された注目記事）

Vol. 67・2月号
729号

［注目の論文］近赤外光でがんを治す！（堀内宏明）／歪みエネルギーへの挑戦状（山﨑　龍）／病院で迅速なフッ素化反応を可能に（南
安規）／RNA 機能を自在に制御する！（今西未来）／［最新のトピックス］人工光合成研究の新展開（玉置悠祐・石谷　治）／化学で味をコ
ントロール！？（三坂　巧）／腐食でつくる先端材料（藤田武志・陳　明偉）／グルタミン酸脱水素酵素の活性調節機構（富田武郎・西山　真）

20
12
年
の
化
学

【特別解説】2011年ノーベル賞を読み解く〔化学賞〕準結晶の発見にノーベル化学賞──「わからないけど面白い」
その不思議な世界（新宮秀夫）／シェヒトマン博士との 10年の交流──逆風に負けない強さと優しさ（蔡　安邦）
／〔生理学・医学賞〕樹状細胞による免疫応答の制御──ノーベル生理学・医学賞 Steinman博士の業績（稲葉カヨ）
／Steinman博士を偲ぶ──親愛なるラルフへ（稲葉カヨ）／〔物理学賞〕宇宙の加速膨張の発見──現代宇宙論
約 100年の歴史と発展（松田卓也）／【解説】触媒 “ひと粒”の構造を捉える！？──極細 X線ビームが解き明かす
触媒の謎（唯 美津木）／【解説】130年かかった夢の化合物──ペックマン色素の新構造異性体を合成（坂本良太・
林　幹大・西原　寛）／【化学レビュー】　超分子化学（カーボンナノチューブ）：進展するカーボンナノチューブの「分
子認識」（中嶋直敏）／【カガクへの視点】アキバ・築地・コンピュータ（美馬のゆり）／【商品開発サクセスストー
リー】温ったかいの何でか？：染めQテクノロジィ（福元郁子）／【放射線の基礎知識】放射線の単位を再考する
（川瀬雅也）／【BT化学いまさら問答】誤差伝播（山本雅博・前田耕治・加納健司）／【ノーベル賞受賞者切手から拾
う 20世紀の化学＆科学】 ポーリングと化学結合論（小谷野猪之助）／【単位トリビアル】匁（山崎　昶）／【化学ナン
バープレイス】／【化学掲示板】気孔の数を制御するペプチドの構造が明らかに（大木進野・森　正之）／磁気ナノ
粒子がん温熱療法の発熱機構を理論的に解明（間宮広明）／今月のヘッドライン（2011年 11月の新聞に掲載された
注目記事）

【解説】幾何学模様をもつ二次元の多孔性分子ネットワーク──固体表面における超分子集合体の形成と制御（田原
一邦・戸部義人）／【解説】宝石にまつわる化学的加工技術──偽物に騙されないための知識と心得（山川純次）／【解
説】アゲハチョウの化学センサ──子どものエサを的確に見分けるしくみ（尾崎克久）／【解説】プロトンリレー
が見えた！──走査トンネル顕微鏡で水素の挙動を捉える（奥山　弘）／【紹介】 世界一大きな科学教室！──ド
イツ・アイデア博 2011に出展して（小松満男）／【化学レビュー】　燃焼化学：ラジカル連鎖反応はどこまでわかっ
たか？（三好　明）／【カガクへの視点】グローバルな人材の育成を（北澤宏一）／【商品開発サクセスストーリー】
シャープペンシル替芯 uni Nano Dia：三菱鉛筆（坂西　聡）／【放射線の基礎知識】放射線と生物（1）（川瀬雅也）
／【BT化学いまさら問答】宇宙人っているのいないの（前田耕治・山本雅博・加納健司）／【ノーベル賞受賞者切手
から拾う 20世紀の化学＆科学】 炭素 14 による年代測定法の確立と発展（小谷野猪之助）／【単位トリビアル】尋（山
崎　昶）／【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】氷の新しい融け方を発見！（佐崎　元）／繊毛の動きのしくみが明らかに（月田早智子・国本晃司）／今月のヘッ
ドライン（2012年 1月の新聞に掲載された注目記事）

Vol. 67・3月号
730号



［注目の論文］均一な人工糖タンパク質の合成（山田耕平）／光る RNAアルファベット（兒玉哲也）／有機触媒から金属触媒への回帰（波
多野　学）／［最新のトピックス］ヒドロゲナーゼの新規酸素耐性機構（庄村康人・樋口芳樹）／海水から得るクリーンエネルギー（吉
澤一成）／まだまだ低すぎるエネルギー変換効率（山口猛央）

20
12
年
の
化
学

［注目の論文］ヒバリマイシノンの全合成（稲井　誠・菅　敏幸）／天然の光合成を超えた！（伊原正喜）／ベンゼンはどこまでつな
げられる？（葛原大軌）／エッジ磁性の直接証拠！？（若林克法） ／［最新のトピックス］二酸化炭素を見分ける！（水野哲孝・内田さ
やか）／触媒の “ハイブリッド”（近藤　梓・寺田眞浩）／分子集合化現象による反応制御（国嶋崇隆）／ますます進化する天然物合
成（早川一郎・木越英夫）20
12
年
の
化
学

Vol. 67・6月号
733号

［注目の論文］免疫力を強化するレセプターの同定（吉岡資郎）／すすを使ってコーティング？！（高山哲生） ／水素化触媒の新展開（西
浦正芳）／謎解きは混み合った環境のなかで（長門石 曉）／［最新のトピックス］特異な周期構造がもつ可能性（江　東林・永井篤志）
／指を曲げて右手と左手をつくりだす（玉置信之）／有機ぺロフスカイトの巨大誘電異常（小林速男・小林昭子）／渦で制御するキラ
リティー（岡野久仁彦・山下　俊）20

12
年
の
化
学

Vol. 67・5月号
732号

【解説】ナノ空間でDNA1分子の動作を捉える──極小の分子システムで操るナノマシン（遠藤政幸・杉山　弘）／【解説】
Happy Wrinkle が創る明るい未来──生物に学んだ表面の微細凹凸加工技術　（遠藤洋史・河合武司）／【解説】
メタンハイドレートの物理化学──クラスレートハイドレートの構造を予測する（松本正和・田中秀樹）／【解説】
グラフェンに学ぶ新しい高分子の設計──二次元周期網目構造（二次元高分子）の有機合成（坂本純二・A. D. シュ
ルター）／【化学レビュー】海洋無機化学：いま，海洋の鉄が面白い！（蒲生俊敬）／【カガクへの視点】　科学教育
の「リアル感」を再考する（山田暢司）／【商品開発サクセスストーリー】明治ヘルシーソフトオフスタイル脂肪分
70％オフ：明治（田村憲美津）／【放射線の基礎知識】放射線と生物（2）（川瀬雅也）／【Essential科学者英語塾】
国際学会での TPO（スティーブン西田）／【BT化学いまさら問答】実は誰もわかってないかもしれない簡単化学（山
本雅博・前田耕治・加納健司）／【ノーベル賞受賞者切手から拾う 20世紀の化学＆科学】ヘルツベルクとフリーラ
ジカル分光学（小谷野猪之助）／【単位トリビアル】斗（山崎　昶）／【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】世界ではじめての青いコチョウランが咲いた！（三位正洋）
／緑膿菌を数分で検出する技術を開発（床波志保）／今月のヘッドライン（2012年 3月の新聞に掲載された注目記事）

Vol. 67・4月号
731号

【特集：日本の化学　その元気度は？】〔対談〕「日本の化学」未来は明るいか？（山本　尚 vs. 柴﨑正勝）／ 〔各分野の元
気度は？〕＜機能材料化学＞日本の化学，これからが本当の勝負（加藤隆史）／＜高分子化学・超分子化学＞ もっと元気になっ
てほしい（原田　明）／＜錯体化学＞ 錯体化学は独創的研究の宝庫（北川　進）／＜糖鎖化学＞ それぞれの大志を抱け！（西
村紳一郎）／＜天然物化学＞ そこに「オリジナリティー」はあるか？！（上村大輔）／＜表面化学＞ 日本の化学は元気だ！（栗
原和枝）／〔海外から見た日本のアクティビティー〕＜有機金属化学＞「日本の化学」は自信をもっていい（奥田　純）／
＜生体イメージング＞ 融合領域における人材を育てよう（小林久隆）／＜界面物理化学・生物物理化学＞ 分野の枠を超え
た新領域を切り開く（田中　求）／＜有機化学＞化学ニッポンの国際化は必要か？（山越葉子）／〔時評〕「日本の化学」は
本当に今も強いか──トムソン・ロイターのデータから（棚橋佳子）／〔中韓WATCH〕躍動する中国と韓国── ぜひ自分
の目で確かめてほしい（中谷和彦）／韓国政府の化学にかける情熱── 新天地で研究室を立ち上げる（河野正規）／〔若
手アンケート〕現場からの声（『化学』編集部）／【カガクへの視点】総論のススメ・表現のススメ（工藤光子）／【放射
線の基礎知識】ラジウム温泉は安全か？（川瀬雅也）／【Essential科学者英語塾】科学者には，どんな英語スキルが必要
か（スティーブン西田）／【BT化学いまさら問答】平衡とエントロピー（加納健司・山本雅博・前田耕治）／【単位トリビ
アル】Stadion（山崎　昶）

【解説】錯体型人工光合成へ向けて！──金属錯体触媒による酸素発生反応に新展開（吉田将己・正岡重行）／
【解説】エントロピー変化ΔSをわかりやすく解剖する──エントロピーに対するモヤモヤを解消（玉垣誠三）／
【解説】分子認識を“この目で”見る──巨視的世界で実現した超分子のホスト-ゲスト相互作用（原田　明・山口浩靖・
高島義徳・橋爪章仁）／【時評】「分子技術イニシアティブ」とは何か──時代の背中を押す National Prideの再認
識を促す（村井眞二）／【化学レビュー】高分子化学：新しい熱電変換材料としての導電性高分子──省エネルギー
のための有機エレクトロデバイス（戸嶋直樹）／【カガクへの視点】「科学，すっげー！」を伝えるために（くられ）
／【放射線の基礎知識】高速増殖炉と核融合炉（川瀬雅也）／【Essential科学者英語塾】語彙力アップの効率的方
法（リー マクダウル・スティーブン西田）／【BT化学いまさら問答】Jumpin’ Jack Flash！（山本雅博・前田耕治・
加納健司）／【ノーベル賞受賞者切手から拾う 20世紀の化学＆科学】未決着のまま共に受賞したゴルジとカハルの
論争（小谷野猪之助）／【単位トリビアル】尺（山崎　昶）／【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】液化・固化を光照射のみで制御！（秋山陽久）／長期保存
のフリーズドライ精子から子が誕生（金子武人）／今月のヘッドライン（2012年 4月の新聞に掲載された注目記事）



【解説】達成！！ ヒバリマイシノンの全合成──次つぎと現れる問題を解決，合成化学の冒険（竜田邦明・細川誠二郎）
／【解説】全固体電池の最前線──いま世界でどこまで進展しているか？（辰巳砂昌弘・林　晃敏）／【解説】二
つの顔をもつ溶融高分子──圧力に応じて異なる構造をとっていた！（千葉文野・竹中幹人・船守展正）／【イン
タビュー】まもなく開催！特別展「元素のふしぎ」──モノで魅せる元素の世界（若林文高）／【紹介】名称と元
素記号決定！ 二つの新元素（桜井　弘）／【紹介】世界化学年 切手発行顛

てんまつ
末記（新井和孝・安部浩司）／【カガク

への視点】福井謙一に見る「逆方向の学び」と創造性（古川　安）／【放射線の基礎知識】今さら聞けないＱ＆Ａ（2）（川
瀬雅也）／【Essential科学者英語塾】「読む習慣」の効能（スティーブン西田）／【BT化学いまさら問答】山鉾巡
る，単位も巡る（前田耕治・加納健司・山本雅博）／【ノーベル賞受賞者切手から拾う 20世紀の化学＆科学】ズウェ
イルとフェムト化学（小谷野猪之助）／【単位トリビアル】海里（山崎　昶）／【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】原始細胞の分裂を油膜で表現（四方哲也・
鈴木宏明）／塩害に強いスーパーイネを作成！（阿部知子）／今月のヘッドライン（2012年 5月の新聞に掲載された
注目記事）

【座談会】化学企業 37社が集結！ 「博士人材」育成──改革への第一歩を聞く──化学人材育成プログラムにかける
産業界の想い（杉下秀幸・山崎知巳・松本芳彦）／【解説】窒素固定酵素の魔力に惹かれて──生物に学ぶ新しい
化学の開拓（干鯛眞信）／【解説】かご型ホウ素錯体が魅せる新たな一面──芳香族部位を認識するルイス酸触媒（安
田　誠・馬場章夫）／【解説】有機分子スピンバッテリーの開発──縮重フロンティア分子軌道を利用した二次電
池（西田辰介・森田　靖・佐藤和信・工位武治）／【解説】次世代に向けた核酸医薬品の新技術── RNA干渉法
を用いた分子標的核酸医薬の開発（仲矢丈雄・黒田雅彦・大木忠明）／【化学レビュー】食品化学：デンプンの暴

4

れ
4

をどう制御する！？（高橋幸資）／【カガクへの視点】デジタルカメラは科学の眼（伊知地国夫）／【放射線の基
礎知識】放射化分析（川瀬雅也）／【Essential科学者英語塾】コミュニケーションの国際マナー（スティーブン西
田）／【ノーベル賞受賞者切手から拾う 20世紀の化学＆科学】ハッセル，バートンと立体配座解析（小谷野猪之助）
／【単位トリビアル】エントロピー（山崎　昶）／【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】固相ゲル中にタンパク質結晶を育成（杉山　成）／毛嚢

のう
が司る新たな免疫

機能を発見！（永尾圭介）／今月のヘッドライン（2012年 7月の新聞に掲載された注目記事）
Vol. 67・9月号

736号

［注目の論文］ペプチドコンホメーションを光で制御（尾谷優子）／離れた場所からはなれ
4 4 4

業！？（鳶巣　守）／二酸化炭素をメタノー
ルに！（生長幸之助）／異なる機能をもつ結晶をつくり分ける（山田幾也）／［最新のトピックス］金属ヒドリド試薬を猛追する分子
触媒（碇屋隆雄・榧木啓人）／タンパク質のアロステリックな動きが見えた！（水野　操・水谷泰久）／バイポーラ電気化学の新展開（稲
木信介・淵上寿雄）／高選択的 C-H活性化触媒の開発（荒川健吾・人見　穣・小寺政人）20
12
年
の
化
学

Vol. 67・7月号
734号

［注目の論文］脂質膜は名“翻訳”家？！（安原主馬）／被曝による急性死が薬で防げる！？（渡邉瑞貴）／エネルギー貯蔵材料の新展開（吉
川浩史）／炭素ボウル分子の簡便な合成法（中江隆博）／［最新のトピックス］積み上げてつくる多孔性結晶（田代省平・窪田　亮・
塩谷光彦）／スライドするグラフト共重合体（池田俊明・灰野岳晴）／フローケミストリーでマラリアを克服！？（石神　健・渡邉秀典）
／アダプティブな分子の自己組織化（森川全章・君塚信夫）20
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【解説】クリゾチニブ開発秘話──異例の速さで承認されたがん治療薬（鎌谷朝之）／【解説】何事もやってみなけ
ればわからない！──元企業研究者の化学と実験に関する一考察（藤原光人）／【解説】ヘリカルグラファイト誕生
──花炭に学ぶヘリカルポリアセチレンからの構築（松下哲士 ・赤木和夫）／【紹介】新しい学術論文誌 Biomaterials 
Science が誕生します！（Serin Dabb）／【随想】オッド・ハーキンスの法則へ続く道──ある化学者のドイツ留学日
記（杉森　彰）／【化学レビュー】界面化学：超撥水表面の設計と高機能化──さらなる付加価値の向上を目指して（荻
原仁志・佐治哲夫）／【カガクへの視点】周縁から見えてくる豊かさ（隠岐さや香）／【放射線の基礎知識】放射線
の規制値（川瀬雅也）／【Essential科学者英語塾】効果的なスライド＆ポスターデザイン（スティーブン西田）／【BT

化学いまさら問答】天国（平衡） と現実（速度）（加納健司・山本雅博・前田耕治）／【ノーベル賞受賞者切手から拾
う 20世紀の化学＆科学】グリニャール試薬とチーグラー -ナッタ触媒（小谷野猪之助）／【単位トリビアル】馬力
（山崎　昶）／【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】鉄酸化物の特性変化メカニズムを解明（陳　威廷・島川祐一）／抗菌タンパク質を含む絹糸をつくるカイコ！？
（土屋佳紀）／今月のヘッドライン（2012年 6月の新聞に掲載された注目記事）

Vol. 67・8月号
735号

［注目の論文］助けもいらずに歩く小さな分子（五島健太）／キラルな多孔質シリカのレプリカ作製（森本和也）／［最新のトピックス］
金属が再び未来を照らす（米澤　徹）／一次元電子系の常識を打ち破れ（熊谷翔平・高石慎也・山下正廣）／糖化学者の挑戦（野口真
人・正田晋一郎）／ダイヤモンドが電極に！？（栄長泰明）
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【クローズアップ】「胆管がん」の原因を化学の目で見る──ジクロロメタンの環境リスク論（井上和也）／【解説】
複製・進化する人工核酸── XNA の創製とその波及効果（桒原正靖）／【解説】ゲストごとに輝きを変える “有機宝石”
──包接結晶のダイナミクスと外部刺激応答スイッチング（藤内謙光・樋上友亮・久木一朗・宮田幹二）／【解説】ヘビー
級ケトン「ゲルマノン」誕生！！ ──ケトンにない反応性が拓く化学反応の新世界（松尾　司）／【紹介】東北大学
院生ドイツ滞在記──化学 100年の杜の都 震災からの新しい一歩（市川拓哉・松野太輔・百井雄一）／【化学レビュー】
ナノ粒子化学：ITOナノ粒子の新展開（村松淳司）／【カガクへの視点】「5時から男」の起業（千田範夫）／【放射
線の基礎知識】考古学と放射線（川瀬雅也）／【Essential科学者英語塾】「人マネ」のススメ（スティーブン西田）／【ノー
ベル賞受賞者切手から拾う 20世紀の化学 &科学】20世紀最大の化学工業ハーバー -ボッシュ法（小谷野猪之助）／【単
位トリビアル】ノット（山崎　昶）／【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】骨の細胞を整列させる！（中野貴由・松垣あいら）／深海エビの体内に紙を分解する
酵素を発見！（小林英城）／今月のヘッドライン（2012年 8月の新聞に掲載された注目記事）Vol. 67・10月号

737号

［注目の論文］鉄が可能にしたシンプルな環骨格形成（永野高志）／抗がん剤を運ぶダイヤモンド（大場友則）／細胞の温度地図をつ
くる（百武篤也）／両手利きの不斉触媒（小野寺 玄）／［最新のトピックス］ペプチド合成最前線（鈴木啓介・瀧川　紘）／「歪み」
が見せる新しい化学（中本真晃・関口　章）／鉄分バランスを整える（青野重利）／生体高分子に迫る（大内　誠・澤本光男）
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【特集：再考 セシウムと放射性物質──体内・環境中での挙動と除去技術】〔セシウムの基礎〕セシウムの基礎的性質
と特徴（桜井　弘）／セシウムの体内動態と排出促進（石原　弘）／〔環境中での挙動〕土壌から作物へ──放射性
セシウムの移行と分布（塚田祥文）／大気中の放射性物質の分布と変動──事故の記録を可能な限り正確に残すため
に（渡邊　明）／〔期待される放射性物質の除去技術〕ナノ粒子化プルシアンブルーによる吸着能の向上（川本　徹）
／CNTのセシウム吸着の可能性──スパコンを用いたシミュレーション（手島正吾）／ Cs，Sr，Iを特異的に吸着
する藻による除去技術（岩本浩二・白岩善博）／ Csや Srを高速で除去する繊維（斎藤恭一）／微細気泡で汚染土壌
を浄化──ナノバブル水の生成メカニズムとその洗浄効果（上田義勝・徳田陽明）／凝集沈降法に基づくセシウム除
染技術（有冨正憲）／ Cs回収のためのメソポーラス・プルシアンブルー（蒲池雄一郎・山内悠輔）／＜ Column＞ 

新規材料開発に役立つ 放射性物質の吸着材料データ（山田裕久）／〔Another Side〕福島第一原発で活躍した世界で
一台の特殊な消防車（千葉孝之・石井泰弘・宮本雄佑）／チェルノブイリとアメリカの除染例（大西康夫）／放射線
リスク再考──科学は今どこまで語れるか（川口勇生・岸本充生）／【解説】 脱法ハーブには何が入っているのか？─
─混入化合物とその人体への影響（舩田正彦）／【カガクへの視点】基準値の根拠を探る（岸本充生）／【放射線の
基礎知識】X線とは何か（川瀬雅也） ／【単位トリビアル】リーグ（山崎　昶））／【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

Vol. 67・11月号
738号

［注目の論文］メダカの学校は “動画” のなか !?（寺井琢也）／炭素鎖末端をピンポイント酸化（上條　真）／配位高分子を用いたリチ
ウム二次電池（堀毛悟史）／発光分子で磁場を可視化！（田原弘宣）／［最新のトピックス］キャリアドーピング法による鉄系超伝導体（飯
村壮史・細野秀雄）／ここまで来た！ 絶対配置の決定法（森　直・井上佳久）／ありふれた元素からなる SiO2の新たな魅力（黒田一幸）
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Vol. 67・12月号
739号

【特集：2012年ノーベル賞を読み解く】〔化学賞〕GPCR研究の “三つの”ブレークスルー──レフコヴィッツ博士とコ
ビルカ博士の業績（伊東　広）／ Lefkowitzラボでの思い出（黒瀬　等）／〔生理学・医学賞〕岡田節人博士に聞く と
もに異端児だった旧友ガードン博士の受賞を祝う（阿形清和）／細胞初期化研究のマイルストーン──ガードン博士か
ら山中博士までの半世紀（佐藤匠徳）／ iPS 細胞技術の創薬への活用──どこが新しい？ 何が変わる？（太田　章）／
＜GPCR研究の源泉＞「アドレナリン」を発見した日本人（上山明博）／＜紹介＞ iPS細胞をすごろくで学ぶ！？『Re: 

人生ゲーム』（工藤光子）／〔物理学賞〕量子論を現実世界で再現── “理論から“実現”への扉を開けたアローシュと
ワインランド（北野正雄）／【時評】コーラ飲料に発がん物質が !?── 4-メチルイミダゾールの発がん性を巡る波紋（内
林政夫）／【研究物語】なぜアカトンボは “赤い”のか？──身近な昆虫からの新発見 !! 天然の抗酸化物質？（二橋　亮）
／【カガクへの視点】科学者脳を量産する方法（山崎健一）／【単位トリビアル】ラングレー（山崎　昶）／【放射線の
基礎知識】PET・SPECTとは？（川瀬雅也）／【Essential科学者英語塾】海外研修・留学の心得（藤田斉之・スティー
ブン西田）／【ノーベル賞受賞者切手から拾う 20世紀の化学 &科学】オゾン層破壊の解明（小谷野猪之助）／【化
学ナンバープレイス】／【化学掲示板】伸びると変色する不思議な高分子材料を開発！（大塚英幸）／鉄鋼の接合過
程の 3次元可視化に成功！（藤井英俊・森貞好昭）／今月のヘッドライン（2012年 10月の新聞に掲載された注目記事）

［注目の論文］孤独な原子は働き者（近藤剛弘）／フラーレン（C60）が規則正しく並んだ！（小林広和）／遷移金属を使わなくてい
いの？（森山克彦）／酵素反応のスイッチを入れる（若林里衣）／［最新のトピックス］バイオマスリファイナリーの新展開（駒野谷 将・
福岡　淳）／次世代型タンパク質蛍光標識技術（堀 雄一郎・菊池和也）／安定なアミド結合を温和に切断！（清水悠平・森本浩之・大嶋孝志）
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