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Vol. 70・1月号
764号

［注目の論文］多核金属分子による人工光合成（村上直也）／芳香環を斬る！（中田憲男）／自律的に変形を繰り返す液晶液滴（内田幸明）
／複雑な多窒素化炭素骨格を一挙に構築！（御前智則）／［最新のトピックス］バイオマス分解酵素に新たなスター（伏信進矢）／たっ
た一つの低速電子が DNAを壊す（高柳敏幸）／多重双安定性金属錯体の化学（大塩寛紀）

20
15
年
の
化
学

［注目の論文］可視光を利用したアンモニアの合成（三友秀之）／銅で勝ち取ったナノグラフェンの新展開（重田雅之）／光レドック
ス /Ni協働触媒反応（仙波一彦）／非タンパク質性アミノ酸合成の新たな進展（吉田将人）／［最新のトピックス］自然界が誇るデザ
イナー（松田侑大・阿部郁郎）／太陽光で水と酸素から過酸化水素を合成する（白石康浩・平井隆之）／合成高分子と天然高分子の融合（三
浦佳子・星野 友・瀬戸弘一）／トポロジー幾何学を触発する高分子の「かたち」（手塚育志）20

15
年
の
化
学

【解説】分子動力学シミュレーションの進化──タンパク質機能の解明からがん治療薬の設計まで（山下雄史・児玉
龍彦）／【解説】夢の卵 “デザイナーエッグ” を目指して──個人の体質に合わせたテーラーメイド食品の開発（石
川伸一）／【提言】「ナノブーム」とは何だったのか？──未来志向の科学研究現場（五島綾子）／【話題】宮沢賢
治は化学とどう向きあったか？──作品から読み取る賢治の化学観（桜井 弘）／【白熱連載講座 有機化学の新たな
指導原理 有機軌道論】● 11二重結合への付加反応の軌道論──位置選択性，ヒドロホウ素化-酸化，Wacker 酸化（稲
垣都士・池田博隆・山本 尚）／【My Favorite Research】たかが溶媒，されど溶媒──研究回顧からの反省と助言（蒲
池幹治）／【意外と知らない?!  身近なケミストリー】 保存料・防腐剤──食の安全を支える縁の下の力もち（くられ）
／【カガクへの視点】化学の好きな生徒を増やそう（福田俊彦）／【元Wiley編集者が語る 英語科学論文の執筆を
めぐる旅】科学論文とビジュアル──パリで生まれた印象派の絵画に学ぶ（舘野佐保）／【日本発！発明・発見物語】
［安全］自動列車保安装置／消雪パイプ（吉村忠与志）／【単位トリビアル】ハウンズフィールド単位（HU）（山崎 

昶）／【化学の本だな】書評・新刊紹介・ランキング／【化学ナンバープレイス】／【化学掲示板】塗布方式によ
る有機 ELディスプレイ実現への第一歩（水上 誠）／昆虫が匂いのもとを探す際の脳内でのしくみを解明（神崎亮平）
／今月のヘッドライン（2014年 12月の新聞に掲載された注目記事）

Vol. 70・2月号
765号

［注目の論文］アザシクロヘキシンの発生とその利用（吉田 優）／二酸化炭素と水から液体燃料を得る（福島 潤）／ Grignard反応剤
の元素を見直す（村井征史）／ゼオライトの骨格内 Al原子の分布を解明（横井俊之）／［最新のトピックス］鉄カルコゲナイド物質の
華麗な超伝導（久保園芳博）／光で動くプラスチック（宇部 達・池田富樹）／プラズモン増強分光法の新展開（山本裕子・伊藤民武・尾
崎幸洋）／環状化合物がつくりだす新しい凝集体（山岸忠明・生越友樹）20
15
年
の
化
学

【新春特集】青色革命──ノーベル賞への軌跡　〔インタビュー〕2014年度ノーベル物理学賞受賞 天野 浩 教授に聞
く──窒化ガリウムに惚れ込んで歩んだ研究人生（『化学』編集部）／〔研究物語〕赤﨑が「生み」，中村が「育てた」
青色 LEDにノーベル物理学賞　驚き呼んだ「第三の男」天野の受賞（中嶋 彰）／〔入門〕Q&Aで学ぶ青色 LEDの
基礎知識（杉山正和）／〔解説〕青色 LEDが社会にもたらしたもの──材料の革命（竹田美和）／〔最前線トピッ
クス〕耐性菌を生みださない新たな MRSA感染治療法（森本訓行・小澤俊幸・粟津邦男・鶴田大輔）／【時評】オー
プンアクセスジャーナルの光と影──増加の一途をたどるオープンアクセスジャーナル問題に迫る（尾城孝一）／ 
【白熱連載講座 有機化学の新たな指導原理 有機軌道論】 ● 10 二重結合への付加反応の軌道論──反応機構と立体化学
（稲垣都士・池田博隆・山本 尚）／【四季のカガク】［冬］雪に秘められた科学に迫る（古川義純）／【カガクへの視点】
科学研究と特許にまつわる誤解（杉光一成）／【元Wiley編集者が語る 英語科学論文の執筆をめぐる旅】名著に学
ぶ科学論文執筆能力──不朽の名作『夜と霧』の舞台から（舘野佐保）／【日本発！発明・発見物語】［文房具］シ
ヤチハタ印／折る刃式カッターナイフ（吉村忠与志）／【化学ナンバープレイス】／【化学の本だな】 書評・新刊紹
介・ランキング

【解説】接着現象に残された謎への挑戦──その起源は水素結合なのか？（吉澤一成）／【解説】ナノ空間での分子
吸着の瞬間を捉えた！── X線回折測定を用いた分子吸着過程のスナップショット観察（窪田 亮・田代省平・塩谷
光彦）／【解説】材料開発の新手法 “単粒子診断法”──微小粒子 1個から新しい蛍光体をつくりだす（武田隆史・
広崎尚登・舟橋司朗・解 栄軍）／【解説】ペプチド末端を保護する新たな酵素──生理活性ペプチドのさらなる利
用を目指して（大利 徹）／【紹介】超低密度の透明多孔質ゲルができた !──簡単なプロセスでできる究極素材（早
瀬 元・野々村和也・金森主祥・中西和樹）／【白熱連載講座 有機化学の新たな指導原理 有機軌道論】● 12オレフィ
ンメタセシスの軌道論──遷移金属の結合軌道（稲垣都士・池田博隆・山本 尚）／【カガクへの視点】日本の科学
技術政策の問題点（藤垣裕子）／【元Wiley編集者が語る 英語科学論文の執筆をめぐる旅】世紀のライバル論文 
──ワシントン D.C.の記者会見のその後（舘野佐保）／【日本発！発明・発見物語】［携帯品］メガネの鼻当て／
ウォークマン（吉村忠与志）／【単位トリビアル】ポンド（山崎 昶）／【化学ナンバープレイス】／【化学の本だ
な】書評・新刊紹介・ランキング／【化学掲示板】万能細胞の性質をより受精卵に近づけた！（村山秀之・中内啓光）
／腹のなかで子どもを育てる魚の生態の一端を解明（飯田敦夫）／今月のヘッドライン（2015年 1月の新聞に掲載
された注目記事）

Vol. 70・3月号
766号



［注目の論文］ルールに囚われない薬剤設計（山田圭一）／求核的なリンを求電子的に（楠本周平）／土壌中での放射性セシウムのゆ
くえ（中尾 淳）／不斉ラジカル反応の真の触媒登場！（植田光洋）／［最新のトピックス］高機能化する不斉ヨードラクトン化触媒（荒
井孝義）／二酸化炭素を使いこなす！（木村正成）／新しい酸化物イオン伝導体（石原達己）／天然物合成を変える C－H官能基化（畑山 範）

20
15
年
の
化
学

［注目の論文］ゼオライトに蓋をする（中西貴之）／触媒作用を切り替えるロタキサン（江上寛通）／カイコが紡ぐアカデミア創薬（上
野 匡）／タンパク質電子移動の巧みな分子戦略（野尻正樹）／［最新のトピックス］パラジウム触媒直接的アリール化重合（脇岡正幸・
小澤文幸）／効率的 a-シアリル化反応の開発（真鍋良幸・深瀬浩一）／小さくて大きな電気スイッチ（高井淳朗・竹内正之）／「第 4

世代の灯り」の立役者（垣花眞人・加藤英樹・小林 亮・佐藤泰史）20
15
年
の
化
学

Vol. 70・5月号
768号

【解説】昆虫制御のケミカルバイオロジー──オカラミンが示す世界（松田一彦）／【解説】分子パーツを組み上げて
三次元磁性体を創る──新しい“ピラードレイヤー構造”というアプローチ（福永大樹・宮坂 等）／【解説】トリチウ
ムを安全に扱うための触媒開発──核融合の実用化に近づく大きな一歩（岩井保則・久保仁志・大嶋優輔）／【解説】
蛍光イメージング技術を革新する高性能色素──二光子励起顕微鏡の実用化へ大きく前進（仁子陽輔・小西玄一）／【紹
介】ゴムのように伸縮する不思議なガラス──常識を覆した新しい機能材料（稲葉誠二）／【カガクへの視点】その
研究はなぜ重要なのかと問われたら（村上道夫）／【元Wiley編集者が語る 英語科学論文の執筆をめぐる旅】テクニカ
ルライティングと科学論文──自動車の街デトロイトで発展した技術文書の作成技法（舘野佐保）／【大学院生・研
究者のためのストレス・マネジメント】 同級生が研究室に来なくなった（原田 淳）／【日本発！発明・発見物語】［医
療機器］自動血圧計／パルスオキシメータ（吉村忠与志）／【単位トリビアル】仞（山崎 昶）／【化学ナンバープレ
イス】／【化学の本だな】書評・新刊紹介・ランキング／【化学掲示板】「糖分オフ」でも甘いトマトの開発に成功！
（江面 浩）／トンボは色覚にかかわる遺伝子が並外れて多い！（二橋 亮）／今月のヘッドライン（2015年 3月の新
聞に掲載された注目記事）

Vol. 70・4月号
767号

【インタビュー：新・化学を創ってゆく人びと】 「ユニーク」を目指そう！（伊丹健一郎）／【解説】フラッシュケ
ミストリー──フラスコではできない合成化学を目指して（吉田潤一・永木愛一郎・金 熙珍・市成大輔）／【解説】
小さな力で多彩な色をだす構造色ゲル──新しいメカノクロミック材料の合成法とその応用（中島 祐・龔 剣萍）／
【解説】宇宙探査が解き明かす生命誕生の謎──ロゼッタ・はやぶさ 2・たんぽぽ計画への期待（小林憲正）／【四
季のカガク】［春］日本の春を彩る桜の科学（吉丸博志）／【意外と知らない?! 身近なケミストリー】プラスチック
──豊かな生活に欠かせない万能素材（くられ）／【カガクへの視点】環境道と Up-Spiral Life のすすめ（奥 彬）／【元
Wiley編集者が語る 英語科学論文の執筆をめぐる旅】TOEFLトレーニングで論文執筆能力を鍛える──人種のるつ
ぼ シンガポールの会議で感じたこと（舘野佐保）／【大学院生・研究者のためのストレス・マネジメント】研究や
ゼミの議論についていけない（原田 淳）／【日本発！発明・発見物語】［織物］自動織機／ニットマシン（吉村忠与志）
／【単位トリビアル】丈（山崎 昶）／【化学ナンバープレイス】／【化学の本だな】書評・新刊紹介・ランキング／【化
学掲示板】ネコの移動の歴史を遺伝学的に調査する手がかりを発見！（宮沢孝幸）／花咲かホルモン「フロリゲン」
をついに捉えた！（辻 寛之）／今月のヘッドライン（2015年 2月の新聞に掲載された注目記事）

［注目の論文］細胞に優しい超解像イメージング（川口充康）／酵素模倣触媒による特異なアルコール酸化（前野 禅）／メタンを有用
化成品にする鉄不均一系触媒（田村正純）／ GPUマシンでシミュレーション （藤本和士）／［最新のトピックス］高い選択性制御を可
能にするケイ素置換効果（岡本和紘・大江浩一）／ヒドロホウ素化で二酸化炭素を捕まえろ！（金城 玲）／酸化グラフェンハイブリッド
（竹平 裕・速水真也）／三次元に飛躍するオリゴチオフェン（井上亮太・長谷川真士・真崎康博）20
15
年
の
化
学

Vol. 70・6月号
769号

【インタビュー：新・化学を創ってゆく人びと】化学の力で生命現象を解明したい !!（齊藤博英）／【解説】謎に包
まれた加硫反応機構の新知見── 21世紀のゴム加硫技術へのブレークスルー（池田裕子・小林久芳・粷谷信三）／【解
説】超分子連鎖重合を実現するための基本戦略──鍵は「開始剤がなければ重合しないモノマー」と「開始剤」（宮
島大吾・姜 志亨・相田卓三）／【白熱連載講座 有機化学の新たな指導原理 有機軌道論】● 13オニウムイオンの軌道論
──相間移動触媒，有機分子触媒，酵素反応（稲垣都士・池田博隆・山本 尚）／【伝説の生化学者 沼 正作 物語】
第 1回　こうして誕生したデンセツの京大医化学第二講座（柿谷 均）／【意外と知らない?! 身近なケミストリー】シャ
ンプーとコンディショナー──化学の力で髪をサラサラきれいに！（くられ）／【カガクへの視点】「質」が問われ
る産学連携（石田秋生）／【元Wiley編集者が語る 英語科学論文の執筆をめぐる旅】ニュートンの傑作論文──イ
ギリスの歴史と伝統は科学論文にも息づいていた（舘野佐保）／【大学院生・研究者のためのストレス・マネジメント】
職員との人間関係が気になって眠れなくなった（原田 淳）／【日本発！発明・発見物語】［食品］レトルト食品／
インスタントラーメン（吉村忠与志）／【化学ナンバープレイス】／【化学の本だな】書評・新刊紹介・ランキン
グ



【解説】新規 MRSA抗生物質ライソシン Eの発見──カイコを用いる治療効果を指向したスクリーニング創薬（浜
本 洋・関水和久）／【解説】半導体性カーボンナノチューブの高効率分離──ダイナミック超分子配位化学に基づ
いた分離剤の開発（利光史行・中嶋直敏）／【研究物語】フラーレンと金属内包フラーレンの生成機構── 30年
の論争についに終止符が打たれた！（中西勇介・篠原久典）／【伝説の生化学者 沼 正作 物語】 第 2回 論文作成を
めぐる壮絶をきわめたデスマッチ（柿谷 均）／【四季のカガク】［夏］夜空を彩る炎の芸術 花火の科学（伊東一臣）
／【カガクへの視点】分析化学と考古学の共同研究（谷一 尚）／【元Wiley編集者が語る 英語科学論文の執筆をめ
ぐる旅】女性と論文執筆──ヴァージニア・ウルフがケンブリッジで訴えたこと（舘野佐保）／【大学院生・研究
者のためのストレス・マネジメント】就職活動がうまくいかない（原田 淳）／【日本発！発明・発見物語】［レジャー
施設］プラネタリウム／アクリル製巨大水槽（吉村忠与志）／【単位トリビアル】グラーヴ（grave）（山崎 昶）／
【化学ナンバープレイス】／【化学の本だな】書評・新刊紹介・ランキング／【化学掲示板】隕石内の結晶が明らか
にした天体衝突条件（久保友明）／藻類の光合成を支える CO2濃縮システムを解明（山野隆志・福澤秀哉）／今月
のヘッドライン（2015年 5月の新聞に掲載された注目記事）

【解説】アーキアで見つかった新しい核酸分解経路──光合成反応の起源と進化に迫る発見（青野 陸・佐藤喬章・
跡見晴幸）／【解説】大気化学研究の最前線──二次生成有機エアロゾル SOAの生成メカニズムに迫る（猪俣 敏・
廣川 淳・坂本陽介）／【解説】原子間力顕微鏡で化学結合は見えるのか？── AFMで見ているのは何なのか（杉
本宜昭）／【解説】藍の伝統技術のなかに息づく化学──化学の目で見る藍染めのミステリアスな原理（牛田 智）
／【伝説の生化学者 沼 正作 物語】 第 4回 病を隠して研究の陣頭指揮をとる（柿谷 均）／【カガクへの視点】知っ
ておきたい利益相反の意味と広がり（新谷由紀子）／【元Wiley編集者が語る 英語科学論文の執筆をめぐる旅】 論
文の謝辞， 作法とユーモア──カナダの研究者の論文が投げかけた波紋（舘野佐保）／【大学院生・研究者のため
の ストレス・マネジメント】プレゼンテーションがうまくできない（原田 淳）／【日本発！発明・発見物語】［家電
製品］電気炊飯器／エコキュート（吉村忠与志）／【単位トリビアル】秒（山崎 昶）／【化学ナンバープレイス】
／【化学の本だな】書評・新刊紹介・ランキング／【化学掲示板】人工的に生みだされた生物学的な “新種”（下田 親）
／バケツ 1杯の水から生息している魚種を特定する新技術（宮 正樹）／今月のヘッドライン（2015年 7月の新聞
に掲載された注目記事）

Vol. 70・9月号
772号

［注目の論文］原子スケールで捉えた金属-担体間相互作用（大山順也）／押すだけで分子が並ぶ？（小林洋一）／ナノメートル領域の
FT-IR を測る（本多貴之）／電気パルスで活性化するナノ領域の反応（廣瀬崇至）／［最新のトピックス］鉄と酸素が出会った瞬間を
捉える（森本祐麻・伊東 忍）／金属イオンが機能制御する化学（舩井達也・浦田秀仁）／複合高分子の自発構造（松下裕秀・高野敦志）
／分子かクラスターか？（綱島 亮）20
15
年
の
化
学

Vol. 70・7月号
770号

［注目の論文］遷移金属を使わない開環メタセシス重合（打田 聖）／高酸化ストレス環境で活性化するナノ粒子（東 秀紀）／スズ原子
のかごで小分子を活性化（鈴木克規）／天然抗菌ペプチドの生合成機構を解明（後藤佑樹）／［最新のトピックス］ CO2の触媒的化学
変換（前田千尋・依馬 正）／広がるイオン液体の世界（多々良涼一・渡邉正義）／小さくても存在感のあるシクロプロペン（宮田興子・
上田昌史）／有機化合物による分子レベル自己触媒反応（重野真徳・山口雅彦）20

15
年
の
化
学

【解説】バイオマス資源をプラスチック原料に！ ──植物を通じた CO2の資源化を目指して（橘 熊野・粕谷健一）／
【解説】超分子タンパク質を用いて金属の反応を操る──最新の人工金属タンパク質研究が拓く新しい世界（安部 聡・
稲葉 央・上野隆史）／【研究物語】コラニュレン骨格がイリジウムで切れた！──錯体化学研究から誕生した新しい
触媒反応（田代省平・山田美穂子・塩谷光彦）／【紹介】レーザーを使った歯の修復技術──歯の主成分で虫歯や知
覚過敏を治す（本津茂樹・吉川一志）／【伝説の生化学者 沼 正作 物語】 第 3回 ぶっちぎりのアセチルコリン受容体（柿
谷 均）／【意外と知らない?! 身近なケミストリー】虫除け剤と殺虫剤──虫と人類の飽くなき戦い（くられ）／【カ
ガクへの視点】博士になって世界に雄飛しよう（坂口謙吾）／【元Wiley編集者が語る 英語科学論文の執筆をめぐる旅】
躍進する中国と飽和した日本──論文出版の国際的なデータから見えてくるもの（舘野佐保）／【大学院生・研究者
のためのストレス・マネジメント】後輩の指導がうまくできない（原田 淳）／【日本発！発明・発見物語】［匠の技］
万年時計／石垣工法（吉村忠与志）／【単位トリビアル】フラスコ（flask）（山崎 昶）／【化学ナンバープレイス】／【化
学の本だな】書評・新刊紹介・ランキング／【化学掲示板】魚類の体温と泳ぐスピードには関係があった！（渡辺佑基）
／伸縮OK！ 布地にプリントできる筋電センサー（染谷隆夫）／今月のヘッドライン（2015年 6月の新聞に掲載さ
れた注目記事）

Vol. 70・8月号
771号

［注目の論文］高耐光性二重項発光分子の創製（菅谷知明）／金属粒子中の磁性不純物原子の磁気状態（荒川 雅）／マイクロ RNAの
高感度検出（嶋田直彦）／金属イオン環境に応答する接着材料（浦川 理）／［最新のトピックス］脂質を見分ける天然物（伊藤寛晃・
井上将行）／光がつくる物質のキラリティー（中野 環・王 玥・吉満隼人）／最新構造の“炭”で白金に挑む！（稲田雄飛・雨夜 徹）
／高分子鎖を介して分子を引っ張る！（今任景一・後関頼太・大塚英幸）20

15
年
の
化
学



Vol. 70・10月号
773号

［注目の論文］触媒の力で合成スキームを革新（赤川賢吾）／水より軽いだけで世界が広がる（北隅優希）／セルロースを溶かすイオン
液体（八坂能郎）／ 1粒子の振る舞いを直接観察する（西村 俊）／［最新のトピックス］テルペン環化がおもしろい！（保野陽子・品
田哲郎）／高原子価遷移金属を利用する有機合成反応（奥田靖浩・西原康師）／タンパク質の部位特異的な機能修飾（佐藤伸一・中村浩之）
／ C型肝炎の経口治療薬が上市された！（塚野千尋）20

15
年
の
化
学

【解説】化学で解き明かす火山噴火のメカニズム──御嶽山，箱根山に見る火山活動の実態（大場 武）／【解説】化
学研究における特許出願のススメ──大学研究者から見た意義とは？（小川禎一郎）／【解説】生命現象の解明に挑
むサイボーグ超分子──機能を維持したまま生体分子クラスターを人工分子に移植（佐藤宗太・加藤晃一・藤田 誠）
／【紹介】牛の霜降り状態が NMR でわかる !? ──片側開放型 NMRが拓く新たな可能性（中島善人）／【四季のカガク】
［秋］晩秋を彩る自然の妙 紅葉の科学（百瀬忠征・小関良宏）／【カガクへの視点】科学の健全な発展のために──
誠実な科学者の心得（浅島 誠）／【元Wiley編集者が語る 英語科学論文の執筆をめぐる旅】論文捏造とブダペスト宣
言──論文捏造防止マニュアルで研究環境をチェックしよう（舘野佐保）／【大学院生・研究者のためのストレス・
マネジメント】論文が書けない（原田 淳）／【日本発！発明・発見物語】［動力］電力揚水機／ CVCCエンジン（吉
村忠与志）／【単位トリビアル】立米（山崎 昶）／【化学ナンバープレイス】／【化学の本だな】書評・新刊紹介・
ランキング／【化学掲示板】シマウマの種類を見分けるマーカー遺伝子を開発（伊藤英之・村山美穂）／虫のフンから
木造文化財の制作年代がわかった！（大河内隆之）／今月のヘッドライン（2015年 9月の新聞に掲載された注目記事）Vol. 70・11月号

774号

［注目の論文］ 分子を並べた有機太陽電池（加治屋大介）／ LED-NMRで探る光レドックス触媒機構（荒川幸弘）／らせんの内部構造
を操る（寺田佳世）／メタ位選択的な官能基化反応（村岡貴子）／［最新のトピックス］酸素を“資源”とするファインケミカル合成（田
中真司・佐藤一彦）／酵素電子デバイス（冨永昌人・戸上 純）／薄膜固体ナノ化学による新奇機能の発現（菅 大介・島川祐一）／シングレッ
トフィッション（久保孝史）20

15
年
の
化
学

Vol. 70・12月号
775号

【特別解説：2015年ノーベル賞を読み解く】〔化学賞〕DNA 修復機構の発見──遺伝情報を安定に維持するための
しくみ（倉岡 功）／〔物理学賞〕 素粒子物理学に大きな進展をもたらしたニュートリノ振動の発見（安田 修）／ 
〔生理学・医学賞〕［Part 1］世界の寄生虫症患者を救ったエバーメクチンの発見（塩見和朗）／［Part 2］抗マラリ
ア薬開発の歴史とこれから（井原正隆）／［余話］今日に生きる 『神農本草経』（佐竹元吉）／【インタビュー】リ
チウムイオン二次電池 研究開発の源流を語る──負極材料の開発史を中心に（山邊時雄）／【意外と知らない?! 身
近なケミストリー】化粧品──肌の美しさと健康を守るアイテム（くられ）／【カガクへの視点】アクティブラー
ニングを化学の教育指導に（谷藤尚貴）／【元Wiley編集者が語る 英語科学論文の執筆をめぐる旅】メンデルのセ
レンディピティと論文の結語―─チェコの一修道士の論文が世界を変えるまで（舘野佐保）／【大学院生・研究者
のためのストレス・マネジメント】適応障害で休職してしまった（原田 淳）／【日本発！発明・発見物語】［映像機器］
ブラウン管テレビ／ VHS 方式ビデオレコーダー（吉村忠与志）／【単位トリビアル】ドラム（drum）（山崎 昶）／【化
学ナンバープレイス】

［注目の論文］自己組織化がもたらすアミノ酸ヒドロゲル（奈須野恵理）／難攻不落の城をついに攻略！（井川貴詞）／一つの光子を
二つに分ける新戦略（楊井伸浩）／ハロゲン結合を利用した試薬開発（相川光介）／【最新のトピックス】芳香環の新しいつなげ方（巳
上幸一郎・横澤 勉）／生体分子モーター機能を操る（井上裕一・石島秋彦）／機能材料としての金錯体（山田重之・堤 治）

20
15
年
の
化
学

【解説】融けたホウ素は金属なのか？──宇宙実験技術で明らかになった溶融状態のホウ素の謎（岡田純平・石川毅彦・
木村 薫）／【解説】素粒子ミュオンを使った新しい元素分析法──非破壊で三次元的に元素分布を測定する（二宮和彦）
／【研究物語】触媒で体内時計のリズムを変える──異分野融合がもたらした新分子の発見（伊丹健一郎・吉村 崇）／【白
熱連載講座 有機化学の新たな指導原理 有機軌道論】● 14 C－H結合活性化の軌道論（池田博隆・稲垣都士・山本 尚）／ 
【伝説の生化学者 沼 正作 物語】最終回 沼 正作先生が遺したもの（柿谷 均）／【意外と知らない?! 身近なケミストリー】
宝石──自然が生みだした芸術品（くられ）／【カガクへの視点】理系こそ日本語力（馬場眞知子）／【元Wiley編
集者が語る 英語科学論文の執筆をめぐる旅】訂正や論文撤回からイノベーションへ―─失敗に寛容なシリコンバレー
（舘野佐保）／【大学院生・研究者のためのストレス・マネジメント】実験がうまくいかない（原田 淳）／【日本発！
発明・発見物語】［娯楽］カラオケ／ファミコン（吉村忠与志）／【単位トリビアル】メトン周期（Meton）（山崎 昶）
／【化学ナンバープレイス】／【化学の本だな】書評・新刊紹介・ランキング


