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［注目の論文］窒素を切断する“鉄” の力（吉田将己）／力を加えると強くなる高分子（岡村晴之）／地球温暖化ガスから医薬品を合成しよう（北
村　充）／きっちり包めばきれいにつくれる（佐藤浩太郎）／［最新のトピックス］脂肪族カルボニル化合物の b炭素活性化（鈴木由美子）
／糖タンパク質の糖鎖を付け替える（比能　洋・西村紳一郎）／ブロック共重合体の自己集合と時間構造化（上木岳士・吉田　亮）

20
14
年
の
化
学

［注目の論文］両性イオン性ゲル（酒井康博）／ “ホッチキス留め”の効果（大石真也）／天然のケイ素運搬化合物を発見？（猪股智彦）
／設計図から薬を探す（當銘一文）／［最新のトピックス］一方向一重らせんヘリケート（瀬恒潤一郎）／複数の形状記憶は可能なのか？
（金子達雄・王　思乾）／不安定な七員環をいかにつくるか？（徳山英利・岡野健太郎）／いよいよ化学の出番がきた進化分子工学（多
田誠一・鵜澤尊規・伊藤嘉浩）20

14
年
の
化
学

【解説】新しい用途が広がる多孔性配位高分子──配位ナノ空間を活用した応用研究（徐　強）／【解説】分子プロー
ブで低酸素環境を可視化する──病的組織のライブイメージングに向けた分子設計（田邉一仁）／【紹介】免疫力
を高める核酸小分子アジュバント── c -di-GMPの新たな機能（兵藤　守・早川芳宏）／【研究物語】天然物有機
化学者がなぜ有機発光体？──未知の分野への転身を語る（山口仁宏）／【My Favorite Research】有機電気化学
における新しい挑戦──マクロ化学修飾電極の確立（長　哲郎）／【カガクへの視点】若者の成長を促すギャップ
イヤー（秦　由美子）／【日本の化学創成期を駆け抜けた 留学生たちのヨーロッパ】真島利行の志（吉原賢二）／【元
Wiley編集者が語る 英語科学論文の執筆をめぐる旅】論文のオリジナリティはこうして生まれる──アナーバーで
学んだ学術的文章の基本（舘野佐保）／【日本発！ 発明・発見物語】［レアアース］ネオジム磁石／青色発光ダイオー
ド／夜光塗料（吉村忠与志）／【単位トリビアル】Ci・Bq（山崎　昶）／【化学の本だな】書評・新刊紹介／【化
学掲示板】市販の酔い止め薬が低身長病治療にも使える？！（大野欽司）／グリーンランドで最古の生命の痕跡を発
見！（掛川　武）／今月のヘッドライン（2013年 12月の新聞に掲載された注目記事）Vol. 69・2月号

753号

［注目の論文］メソスケールのエピタキシャル成長（下嶋　敦）／ 10秒でできるナノエマルション（野々村美宗）／ DNAでできた
“メタマテリアル”（葛谷明紀）／フッ素に “＋” が乗った！？（藤田健志）／［最新のトピックス］ここまでできる！ 短工程全合成（林
雄二郎・佐藤　格）／生命現象を司る DNAのメチル化（林　剛介・岡本晃充）／能ある触媒は活性部位を隠す？（牧田佳真・藤原眞一・
小川昭弥）／がん幹細胞から考えるがんの正体（妹尾昌治・笠井智成・村上　宏・水谷昭文）20
14
年
の
化
学

【新春特集】明日の化学を担う女性化学者 夢を語る　〔インタビュー〕触媒が活性をもつ理由を探求する（唯　美津
木）／〔私が考える化学の「夢」〕ゲルに託す夢（龔　剣萍）／ときめく化合物との出合いを夢みて（島本啓子）／
化学の力を生かした 新しい分子性機能材料の開発（森　初果）／ “無” が拓く分子物性化学の未踏領域（小林由佳）
／〔World Watch〕世界から見た女性化学者の現状──日本の女性化学者への期待を込めて（栗原和枝）／〔随想〕「な
あんだ」をもうひとつ（高橋圭子）／頑張れば誰かが見ていてくれるよ（加藤昌子）／〔化学者を目指す女子学生を
応援！〕CSJ化学フェスタ「飛躍する女性研究者をめざして」を企画して（竹岡裕子）／【解説】“からまる” 水素
結合が氷を融かす──分子動力学シミュレーションか解き明かした複雑過程（松本正和・望月建爾）／【解説】進
化を続ける次世代型ナノ分子磁石──高温動作する単分子磁石を目指して !!（堀井洋司・加藤恵一・山下正廣）／【My 

Favorite Research】光片道異性化の発見から確立へ―教科書と違う事実が国際的に認知されるまで（徳丸克己）
／【カガクへの視点】見えないモノまで見えてくる！？ 実験中心の理科学習（中山慎也）／【日本の化学創成期を駆
け抜けた 留学生たちのヨーロッパ】真島絵はがきコレクションのインパクト（吉原賢二）／【元Wiley編集者が語
る 英語科学論文の執筆をめぐる旅】論文は心のこもった贈り物─今日から始める論文執筆（舘野佐保）／【日本発！
発明・発見物語】［ノーベル賞］iPS細胞／ソフトレーザー脱離イオン化法／導電性プラスチック（吉村忠与志）／【単
位トリビアル】キュビット（cubit）（山崎　昶）／【化学の本だな】書評・新刊紹介

【解説】カテキンプローブの合成と分子イメージング──緑茶の有効成分カテキンを光らせる（菅　敏幸・浅川倫
宏・奥　直人・清水広介・山田静雄・原田典弘・塚田秀夫）／【解説】中国雲南省 謎の継続的突然死──原因は特
定されたのか？（橋本貴美子）／【解説】磁気科学が拓く医用工学の新展開──静磁場と生体のかかわりを探求す
る（筏　義人）／【解説】有機電子論誕生にかかわった化学者たち──米英 4人の人間の相克（細矢治夫）／【My 

Favorite Research】電子状態解明を目指した「探索の化学」―弱い分子間力研究からナノ集合体の化学へ（茅
幸二）／【カガクへの視点】日本に期待されるパスツール型科学者─関係を構築してこそ個人のヒラメキは実を
結ぶ（馬場靖憲）／【日本の化学創成期を駆け抜けた 留学生たちのヨーロッパ】物理化学の明星―片山正夫から
の便り（吉原賢二）／【元Wiley編集者が語る 英語科学論文の執筆をめぐる旅】書けなくなったら「五つのカノン」
でメモを取る──古代ギリシャで生まれた「伝える技術」（舘野佐保）／【日本発！発明・発見物語】［日用品］セロテー
プ ®／乾電池／リチウムイオン二次電池（吉村忠与志）／【単位トリビアル】ブッシェル（bsh）（山崎　昶）／【化
学の本だな】書評・新刊紹介／【化学掲示板】かゆいところを搔くと感じる快感のしくみが明らかに！（望月秀紀・
柿木隆介）／女性ホルモンの量がオスの攻撃性を調整していた！（筒井和義）／今月のヘッドライン（2014年 1月
の新聞に掲載された注目記事）

Vol. 69・3月号
754号



［注目の論文］不思議な元素アスタチン（髙橋成人）／遷移金属を見分ける含窒素環状カルベン（山口佳隆）／大面積の単結晶単層グラフェ
ンをつくる（保田　諭）／新たな化学反応を見つけよう！（堤　浩）／［最新のトピックス］光で分子を捕まえられるか？（東海林竜也・
坪井泰之）／イミノホスホランを利用する不斉有機分子触媒（中村修一）／蛍光プローブ開発の多様なアイデア（押川祐二・王子田彰
夫）／ホウ素は使える！（永縄友規・西山久雄）20

14
年
の
化
学

［注目の論文］窒化ホウ素ナノチューブで発電する？（嘉副　裕）／内部空間をもつポリマーのドーナツリング（中村泰之）／アクチ
ンとチューブリンの複合体形成（大野　修）／アルツハイマー病の原因物質の正体？（相馬洋平）／［最新のトピックス］銀ナノクラ
スターの新展開（小西克明・福永直人）／太陽光発電の新時代（林　紅・張　燁・安部健太郎・河本邦仁）／ p共役系に組み込まれた
遷移金属の力（田中隆行・大須賀篤弘）／ランダムな変異導入技術に光明！？（河原崎泰昌・伊藤圭祐）20

14
年
の
化
学

Vol. 69・5月号
756号

【解説】p共役骨格を動かして機能を発現する ──立体構造も電子構造も変えられるハイブリッド p共役分子（齊藤尚
平・山口茂弘）／【解説】生合成経路を模倣した骨格多様化合成──ニチニチソウに学ぶアルカロイド骨格のつくり
分け（大栗博毅・溝口玄樹）／【解説】タンパク質超分子をパズルのように創る──組織化された次世代超分子の創
成を目指して（廣田　俊・長尾　聡）／【白熱連載講座　有機化学の新たな指導原理 有機軌道論】❷化学結合とポー
リング仮説の軌道論（稲垣都士・池田博隆・山本　尚）／【My Favorite Research】有機金属錯体に魅せられて──
ジルコニウムを用いる反応からストリキニーネの全合成へ（森　美和子）／【カガクへの視点】ビッグサイエンスの
苦悩（横山広美）／【日本の化学創成期を駆け抜けた 留学生たちのヨーロッパ】留学生悲喜こもごも（吉原賢二）／【元
Wiley編集者が語る 英語科学論文の執筆をめぐる旅】査読者の立場になってみると──サンディエゴでサイエンティ
フィック・インテグリティを議論する（舘野佐保）／【日本発！発明・発見物語】［匠の技］痛くない注射針／金箔／
養殖マグロ（吉村忠与志）／【単位トリビアル】束（山崎　昶）【化学の本だな】書評・新刊紹介／【化学掲示板】アメー
バの『ガラスの殻』建築の様子をはじめて観察！（野村真未・石田健一郎）／高強度で粘り強い新しい金属を開発！（飴
山　惠）／今月のヘッドライン（2014年 3月の新聞に掲載された注目記事）

Vol. 69・4月号
755号

【白熱連載講座　有機化学の新たな指導原理 有機軌道論】［白熱対談］今こそ有機軌道論へ パラダイムシフト（稲
垣都士 × 山本　尚）／❶鈴木-宮浦クロスカップリングの軌道論（稲垣都士・池田博隆・山本　尚）／【研究物語】
ニホンミツバチの特異な生態 ──スズメバチへの対抗手段と分蜂群の誘引物質（坂本文夫）／【紹介】ニホンウナ
ギ由来の蛍光タンパク質 UnaG ──ビリルビンセンサーとしての応用（宮脇敦史・熊谷安希子）／【話題】宮沢賢
治の元素知識の謎に迫る ──もう一つの『化學本論』の存在（桜井　弘）／【カガクへの視点】科学者として考古
学と付き合うために（村上　隆）／【日本の化学創成期を駆け抜けた 留学生たちのヨーロッパ】日本の無機化学の
先駆者たち（吉原賢二）／【元Wiley編集者が語る 英語科学論文の執筆をめぐる旅】Angewandteの舞台裏──ヴァ
インハイムの編集者たち（舘野佐保）／【日本発！発明・発見物語】［探知機］魚群探知機／自動改札機／八木アン
テナ（吉村忠与志）／【単位トリビアル】サロス（saros）（山崎　昶）／【化学の本だな】書評・新刊紹介／【化
学掲示板】院内感染の原因菌，緑膿菌の増殖を抑える技術を開発（荘司長三・白瀧千夏子）／高分子を含む系で準
結晶ができるしくみを解明！（堂寺知成）／今月のヘッドライン（2014年 2月の新聞に掲載された注目記事）

［注目の論文］第三級アルコールをひっくり返す！（西川慶祐）／ついに達成！エリスロポエチンの全合成（片山秀和）／一つひとつきっ
ちり並べる（北山雄己哉）／植物性ポリフェノールコーティング（江島広貴）／［最新のトピックス］選択的ペプチド触媒の今とこれ
から（工藤一秋）／古くて新しい超音波乳化法（跡部真人）／細胞と化学の狭間に秘められた可能性（蟹江　慧・荏原充宏・加藤竜司）
／金属塩いらずで，お易い御用です（村井利昭）20
14
年
の
化
学
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【解説】人工光合成も夢じゃない !? 有機分子と金属錯体でつくる光捕集システム（由井樹人・石谷　治）／【解説】
二酸化炭素と海水でプラスチック原料を合成 !! ──ホウ素ドープダイヤモンドによる電解反応（中田一弥・寺島千晶・
藤嶋　昭・栄長泰明）／【解説】水界面で起こるフェントン反応のメカニズム──直接測定を可能にした独創的手法
とは？（江波進一）／【白熱連載講座　有機化学の新たな指導原理 有機軌道論】❸位相の概念を理解する（稲垣都士・
池田博隆・山本　尚）／【My Favorite Research】触媒作用を解明した新方法──外からの推測から直接観察へ（田
丸謙二）／【カガクへの視点】科学と化学（村上陽一郎）／【日本の化学創成期を駆け抜けた 留学生たちのヨーロッパ】
桜井錠二をめぐる人びと（吉原賢二）／【元Wiley編集者が語る 英語科学論文の執筆をめぐる旅】再考──論文に
おける引用・コピー＆ペースト（舘野佐保）／【日本発！発明・発見物語】［素材］炭素繊維／ビニロン／カーボン
ナノチューブ（吉村忠与志）／【単位トリビアル】咫（山崎　昶）／【化学の本だな】書評・新刊紹介／【化学掲示板】
おむつかぶれの発症メカニズムを解明！（椛島健治）／高効率のバイオディーゼル燃料合成用触媒（佐野紀彰）／
今月のヘッドライン（2014年 4月の新聞に掲載された注目記事）



【解説】化学物質を感知する人工細胞センサー──性フェロモンのレセプター遺伝子をベシクル内で発現させる（豊
田太郎・藤浪真紀・野本知理・神崎亮平・櫻井健志・中谷　敬）／【解説】現代の錬金術 !? 元素間融合による “人工”
ロジウムの創製──ナノサイズ効果を利用した新規機能性材料の研究　（草田康平・小林浩和・北川　宏）／【時評】
若手研究者への海外留学のススメ ── 一流科学者を目指すなら，世界に目を向けよう！（Anthony T. Tu）／【白
熱連載講座　有機化学の新たな指導原理 有機軌道論】❹超共役の軌道論（稲垣都士・池田博隆・山本　尚）／【My 

Favorite Research】“面白そう” から展開した科学研究──さまざまなテーマ，人との出会い（今榮東洋子）／【カ
ガクへの視点】「舎密」から「化学」へ──科学用語の翻訳をめぐって（垂水雄二）／【日本の化学創成期を駆け抜
けた 留学生たちのヨーロッパ】真島がつき合った医者たち（吉原賢二）／【元Wiley編集者が語る 英語科学論文の
執筆をめぐる旅】アクセプトされる論文のリバイズ──論文推敲の道はローマに通ず !?（舘野佐保）／【日本発！発明・
発見物語】［先進技術］ハイブリッド自動車／胃カメラ／新幹線（吉村忠与志）／【単位トリビアル】布（山崎　昶）
／【化学の本だな】書評・新刊紹介／【化学掲示板】NMR・MRIの感度を 1万倍以上高めることに成功（北川勝浩）
／針状結晶がプロテアーゼの殺虫効果を高めていた！？（今野浩太郎）／今月のヘッドライン（2014年 5月の新聞
に掲載された注目記事）

【解説】最先端顕微鏡で捉えた酸化物薄膜の成長メカニズム ─表面・界面物性の解明と新規材料の創成に向けて
（一杉太郎・清水亮太）／【解説】機能性高分子を利用したヒト ES/iPS細胞の大量培養技術 ─物理化学と再生医
療との融合（尾辻智美・西野泰斗・中辻憲夫）／【紹介】エネルギーを使い分けるハイブリッド型べん毛モーター
─環境に適応するナノマシンの実現に向けて（曽和義幸）／【話題】実験者が男か女かで実験結果が異なる !?

─動物行動学の実験の再現性に与える波紋（内林政夫）／【KAGAKU◆HUMAN TALK】有機化学徒から仏教学
者に転じた　佐々木 閑 さん（『化学』編集部）／【白熱連載講座　有機化学の新たな指導原理 有機軌道論】❻位相
環境から立体選択性を論じる（稲垣都士・池田博隆・山本　尚）／【My Favorite Research】分子集合体の多彩さ
に魅せられて─幻の秩序氷を求めて（菅　宏）／【カガクへの視点】科学は無邪気なあやとり遊びなのか（渡辺政隆）
／【元Wiley編集者が語る 英語科学論文の執筆をめぐる旅】フラーレン論文のチームワーク─優れた研究には優
れたチームワークが欠かせない！（舘野佐保）／【日本発！発明・発見物語】［生活必需品］インスタントコーヒー
／コシヒカリ／蚊取り線香（吉村忠与志）／【単位トリビアル】sthène（ステーヌ）（山崎　昶）／【化学の本だな】
書評・新刊紹介／【化学掲示板】アサガオの老化遺伝子を発見！（渋谷健市）／より多様なウイルスに効く次世代
抗ウイルス薬を開発（萩原正敏）／今月のヘッドライン（2014年 7月の新聞に掲載された注目記事）

Vol. 69・9月号
760号

［注目の論文］量子収率 200％の光化学反応を目指して（山本俊介）／古くて新しいクムレンの話（加藤真一郎）／水素が出し入れ可
能な化合物バッテリー（石塚智也）／フッ素原子一つで選択性が変わる（浅野圭佑）／［最新のトピックス］光と物質が織りなす新し
い物質相（長澤文嘉・大貫温順・村越　敬）／孔のなかで金属イオンの電子状態を操る！（板谷篤司・佐藤峰夫）／無容器プロセスの
新しい展開（井上博之・増野敦信）20
14
年
の
化
学

Vol. 69・7月号
758号

［注目の論文］攻撃をかわしつつイオンを運ぶ（三宅純平）／発光分子の理論設計（蒲池高志）／フッ素樹脂でフッ素化させる（近松　彰）
／医薬品関連分子への直接的な同位体導入（土肥寿文）／［最新のトピックス］界面機能の制御された高分子材料（織田ゆか里・田中敬二）
／タンパク質リン酸化反応の可視化に向けて（谷岡　卓・神野伸一郎・榎本秀一）／水圏生物のキラキラ光反射のメカニズム（岩坂正
和）／一酸化炭素を低温で検知できるセンサ（田村真治・今中信人）20

14
年
の
化
学

【研究物語】ついに完成！世界最小の炭素ナノリング ──五つのベンゼン環をリング状につなげる合成法の開発（茅
原栄一・山子　茂）／【解説】歴史に影響を与えた有機化合物──薬学と化学，それぞれの視点で見たキニーネの物
語（桐原正之）／【解説】光学活性アミンを合成する変異型酵素──自然界にない新しいアミン酸化酵素の開発（浅
野泰久・安川和志・中野祥吾）／【時評】迷走を続ける STAP 細胞騒動 ── STAP をめぐる五つの “不可解” （『化学』
編集部）／【白熱連載講座　有機化学の新たな指導原理 有機軌道論】❺アンチペリプラナーの軌道論（稲垣都士・池
田博隆・山本　尚）／【My Favorite Research】遺伝暗号の研究から学んだ核酸合成──分子生物学の黎明期に立ち
会って（大塚榮子）／【カガクへの視点】理科教育と “ものづくり” ── “なるほど！” への道筋（鎌田正裕）／【元
Wiley編集者が語る 英語科学論文の執筆をめぐる旅】実験ノートは研究者の財産 ──世界を変えた論文のアイデアは
スウェーデンにあった（舘野佐保）／【日本発！発明・発見物語】［精密］クォーツ腕時計／光触媒／フラッシュメモ
リ（吉村忠与志）／【化学の本だな】書評・新刊紹介／【化学掲示板】PM 2.5の化学成分をリアルタイム測定する装
置を開発！（松見　豊）／ミクロンサイズの真球単結晶を世界ではじめて作製（芦田昌明）／今月のヘッドライン（2014

年 6月の新聞に掲載された注目記事）
Vol. 69・8月号

759号

［注目の論文］わずか 1工程で分子プローブ化できる！（古徳直之）／ナノサイズの直方体を自在に並べる（片桐清文）／タンパク質
の機能を光照射のみで制御（西山靖浩）／純品で行う糖鎖機能解析（佐々木　要）／［最新のトピックス］狭バンドギャップ強誘電体
の開発（廣瀬　靖・長谷川哲也）／タンパク質どうしの相互作用を捉える（小山ふみ・渡辺賢二）／水熱反応でつくられる新しいビス
マス酸化物（熊田伸弘・武井貴弘・三浦　章）20

14
年
の
化
学



Vol. 69・10月号
761号

［注目の論文］レペニンの全合成（占部大介）／金属ナノクラスターの発光メカニズム（塩塚理仁）／マイクロアレイ化しても蒸発の心
配なし！（藤田恭子）／大きな分子を一気に合成！（平野康次）／［最新のトピックス］“duel” のない “dual”な関係（竹中和浩・笹井
宏明）／酸化物ナノ結晶は貴金属を超える（阿部英樹）／躍進するプロテアソーム阻害剤（千葉拓也・松田　彰・市川　聡）／ “還元さ
れた” カーボンナノチューブ（野々口斐之・河合　壯）20

14
年
の
化
学

【解説】“Simple and Strong”ジアリールボリニウムイオンの開発──「超ルイス酸分子化学」の開拓へ向けて（庄子良晃・
田中直樹・福島孝典）／【解説】分子の形を電子物性に活かす──準平面構造を鍵骨格に用いた電荷輸送性材料の開
発（若宮淳志・西村秀隆・村田靖次郎）／【解説】被害を受けた仲間の香りを取り込んで身を守る ! ──植物間の化
学コミュニケーション解明に向けて（杉本貢一・松井健二・高林純示）／【提言】化学研究室の安全教育と事故対策
── UCLAの事故に学ぶ（木村　修）／【白熱連載講座　有機化学の新たな指導原理 有機軌道論】❽カルボニル基の
軌道論（稲垣都士・池田博隆・山本　尚）／【My Favorite Research】化学者の眼でダイヤモンドを見直す──ダイ
ヤモンド分子からナノダイヤモンドへ（大澤映二）／【カガクへの視点】化学と就活（山本昭生）／【元Wiley編集
者が語る 英語科学論文の執筆をめぐる旅】論文執筆と時間─アインシュタインを育んだチューリッヒ（舘野佐保）
／【日本発！発明・発見物語】［癒し］温水洗浄便座／青いバラ／養殖真珠（吉村忠与志）／【化学の本だな】書評・
新刊紹介／【化学掲示板】アミノ酸の原料物質を宇宙空間に確認！（大石雅寿）／乾燥しても死なない「ネムリユス
リカ」のゲノムを解読（黄川田隆洋）／今月のヘッドライン（2014年 9月の新聞に掲載された注目記事）Vol. 69・11月号

762号

［注目の論文］ 過程は関係ない，ただ最大障壁のみが重要（橋本　剛）／ラジカルを並べる（片桐幸輔）／セイヨウトネリコの森に希
望の光（加藤　光）／マウスの脳を光らせる（竹内雅宜）／［最新のトピックス］発展を続けるオレフィンメタセシス反応（小坂田耕
太郎）／ DNA ナノワイヤーを用いる電子デバイス（山名一成）／有機光レドックス触媒は有機合成に有用か？（太田　拓・辻　詩織・
長谷川英悦）／触媒的不斉酸化反応にも大活躍！（安井浩司・小田木　陽・長澤和夫）20

14
年
の
化
学

Vol. 69・12月号
763号

【特別解説：2014年ノーベル賞を読み解く】〔物理学賞〕青色光に魅せられた研究者たち──信念が実を結んだ青色発光
ダイオードとその波及効果（藤田静雄）／〔生理学・医学賞〕 脳内での空間認知メカニズムを解明！──自分の居場所を
認識する神経細胞の発見（佐々木拓哉）／〔化学賞〕回折限界を超えた超解像蛍光顕微鏡──“物理”の限界を超え“生命”
科学の進展に貢献（永井健治）／〔化学賞〕超解像蛍光顕微鏡を可能にした蛍光分子──有機化学の観点から（阿部
二朗）／【解説】単一キラリティーのカーボンナノチューブ合成 !──合成法のマイルストーンとその成功のポイント【白
熱連載講座　有機化学の新たな指導原理 有機軌道論】❾エノール，エノラートとイミンの軌道論（稲垣都士・池田博隆・
山本　尚）／【My Favorite Research】機能を創発する化学システムと分析化学──人と化合物との出会い（四ツ柳
隆夫）／【カガクへの視点】福島原発事故と「科学の失敗」（吉岡　斉）／【元Wiley編集者が語る 英語科学論文の執
筆をめぐる旅】時の運を掴むには？─執筆の楽しさを知ったエヴァンストン（舘野佐保）／【日本発！発明・発見物語】
［医薬品］オリザニン／タカジアスターゼ／コエンザイムQ10（吉村忠与志）／【化学掲示板】超音波で植物の健康
診断ができる？！（蔭山健介）／カテキンの抗ウイルス効果が脂肪酸でパワーアップ！（開發邦宏）／今月のヘッドラ
イン（2014年 10月の新聞に掲載された注目記事）

［注目の論文］鈴木カップリングだけではない！（濱　直人）／線虫タワーをつくりだす極長鎖ワックス（野下浩二）／ライバルは遷
移金属！（鷹谷　絢）／ポツンと離れた第四級不斉炭素を構築する（吉村文彦）／【最新のトピックス】タンパク質の部位特異的修飾
法の最近の進展（上田　宏）／有機超電子供与体を用いる還元的変換反応（根東義則）／水素エネルギー社会の実現を近づける（高
崎祐一・髙見澤　聡）／新しいフラーレン構造の発見（山田道夫・赤阪　健・永瀬　茂）20
14
年
の
化
学

【解説】“燃える氷” メタンハイドレートが融けるしくみ──「京」コンピュータが解き明かす分解機構（矢ケ崎琢磨・
松本正和・田中秀樹）／【紹介】脳を透明化して観察する CUBIC 法──透明化溶剤と画像解析による新技術（田井
中一貴・洲崎悦生・上田泰己）／【時評】科学研究と特定秘密保護法──科学者が知っておくべき注意点とは？（尾
﨑彰俊）／【異色対談】 若い研究者におくるセレンディピティ談義─仏教的視点も交えながら（三枝武夫×佐々木 閑）
／【白熱連載講座　有機化学の新たな指導原理 有機軌道論】❼典型元素と遷移元素化合物の軌道論（稲垣都士・池田
博隆・山本　尚）／【My Favorite Research】有機超原子価化合物の ubiquity──第三周期以降の典型元素から炭素
へ（秋葉欣哉）／【カガクへの視点】10月 23日は化学の日（瀬田　博）／【元Wiley編集者が語る 英語科学論文の
執筆をめぐる旅】アブストラクトは論文の玄関口（舘野佐保）／【日本発！発明・発見物語】［装備品］携帯電話のバ
イブ機能／エアバッグ／カーナビゲーション（吉村忠与志）／【単位トリビアル】denier（デニール）（山崎　昶）／
【化学の本だな】書評・新刊紹介／【化学掲示板】封筒内の禁止薬物をテラヘルツ波で探知！？（川瀬晃道）／透明度
を極めた氷ができた！（上村靖司）／今月のヘッドライン（2014年 8月の新聞に掲載された注目記事）


