
■ 2017年度総目次■〈72巻・１月号〜12 月号〉

［注目の論文］新たな雲凝結核活性モデルを提案（坂本陽介）／敗血症診断の高速化・自動化に成功（清水久史）／新しい有機分子触
媒の開発（宮川雅道）／水から水素を取りだして “移し換える”（百合野大雅）／［最新のトピックス］がんとテロメア DNA の長さと
のかかわり（竹中繁織）／選択的なかご状錯体の合成（板崎真澄・伊藤昌輝・中沢 浩）／拡張翻訳系におけるケージド化合物の利用（赤
星彰也・大槻高史）／グリーン＆クリーンな光化学反応（神原信志）／分子間の弱い相互作用と生体秩序（下川直史・高木昌宏）20
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【解説】キラルケイ素分子の化学──地球上に存在しなかったキラル分子をつくりだす（井川和宣・友岡克彦）／【解
説】“実用表面” の実態に迫る──理想化界面だけではない，より身近な高分子の界面分析を考える（西野 孝）／【解
説】化学とメタボロミクス──質量分析におけるフラグメンテーションの重要性（有田正規・津川裕司）／【解説】
ナノポアと機械学習による 1細菌の識別──物理計測と機械学習で分子認識能を創る（谷口正輝・鷲尾 隆・川合知
二／【解説】わずかな電気エネルギーで炭素をつなぐ！──乾電池程度の電気で Diels-Alder反応を進める（千葉一
裕・岡田洋平）／【カガクへの視点】女性研究者と Accountability（大坪久子）／【色彩の美と科学】没食子酸鉄と
タンニン鉄（田中陵二）／【日本発！ 発明・発見物語】［事務用品］シュレッダー／修正テープ（吉村忠与志）／【単
位トリビアル】羽（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】高知で新種鉱物を発見！「ブンノアイト」と命名（浜根大輔）／メラニン色素が移動する過程を解明（高
橋淑子・田所竜介）／今月のヘッドライン（2016年 12月の新聞に掲載された注目記事）
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［注目の論文］単分子スイッチの最先端（谷 洋介）／大面積で低コストな光触媒シート（吉田真明）／鉄をもたない非天然ヘムタンパク質（薬
師寺文華）／ AMPでスイッチ ON！（原田真至）／［最新のトピックス］ヘムと四重鎖 DNAの相互作用（山本泰彦・柴田友和）／便利！
汎用試薬を使うトリフルオロメチル化反応（杉石露佳・網井秀樹）／光で操る階層構造（久野恭平・宍戸 厚）／環化重合の新展開（須藤 篤）
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【新春インタビュー】日本の化学は「破壊的イノベーション」を目指せ！ （山本 尚）／【解説】ポリマーの微細構造
を正確に解析！──微量な末端基や部分構造の観測が可能なMultiple WET-NMR法 （大内宗城・田中紀美子）／【解説】
生物に学ぶものづくり──幾何学の定理 × 自己集合＝巨大分子構造体の創成（藤田大士・藤田 誠）／【企業のカガ
ク研究最前線】食品容器包装と化学：雪印メグミルク株式会社ミルクサイエンス研究所（森繁直樹）／【四季のカガク】
［冬 PartⅢ］温泉に魅せられて：北投石生成の謎に挑む（佐々木信行）／【意外と知らない ?! 身近なケミストリー】
接着剤：化学を駆使した便利品（くられ）／【カガクへの視点】世界の難問に科学技術はどう応えるか？：科学的
助言への国際的関心の高まり（有本建男）／【色彩の美と科学】 ベンガラ（弁柄）（田中陵二）／【日本発！発明・
発見物語】［台所家電］IH調理器／電子レンジ（吉村忠与志）／【単位トリビアル】プラトン年（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

［注目の論文］酸化的“逆” エステル化反応（喜多祐介）／鉄触媒による新しいメタセシス反応（矢崎 亮）／ベンゼン環パラ位を狙い撃ち！
（安田茂雄）／水分子間のプロトン移動（松田欣之）／［最新のトピックス］天然アミノ酸からつくる温度応答性高分子（西村慎之介・
古賀智之・東 信行）／広がるアズレンの化学（村藤俊宏・谷 文都）／実験と理論化学による反応の遷移状態解明（榊原和久）／メタノー
ルからの環境調和型触媒分子変換（大洞康嗣）20
17
年
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【解説】量子化学計算の常識を覆す 量子コンピュータと量子アルゴリズム──超高速量子アルゴリズムの開発（杉
崎研司・山本 悟・中澤重顕・佐藤和信・工位武治）／【解説】遠紫外分光法──新しい電子分光法の誕生とその応
用（尾崎幸洋・田邉一郎・森澤勇介）／【解説】ナノメートルの穴が揃った多孔質 MOF 薄膜──薄膜に新たな機
能を付加できる MOF 配向制御（岡田健司）／【紹介】3D プリンタで分子の電子雲を再現──きわめて精巧な分子
模型の作製技術（山崎 淳・古宇田 光・長代新治・千田範夫・古賀良太）／【企業のカガク研究最前線】汚れ・臭い
を知り尽くして快適な水まわり空間を：TOTO株式会社（山本政宏）／【意外と知らない? ! 身近なケミストリー】
防犯グッズ ：犯罪被害から身を守るための化学製品（くられ）／【カガクへの視点】本物を見せることの大切さ：
体感型理科教育のすすめ（倉田純一）／【色彩の美と科学】コチニールとカイガラムシの赤（田中陵二）／【日本発！ 
発明・発見物語】［便利さを追求した機器］電波時計／スーパーカブ（吉村忠与志）／【単位トリビアル】舎（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】宇宙線で雲が増加
する現象を裏付けた！（北場育子）／オートファジーが昆虫の変態に関与していることを発見（藤田尚信・福田光則）
／今月のヘッドライン（2017年 1月の新聞に掲載された注目記事）

Vol. 72・3月号
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［注目の論文］配列が明確な共役系らせんオリゴマー（所 雄一郎）／光のエネルギーを化学物質に変換・貯蔵（熊谷 啓）／微小ナノ粒
子の新たな可能性（栗原亮介）／鼓動する有機化学反応（中 寛史）／［最新のトピックス］有機分子触媒を駆使する a-アミノ酸の不斉
合成（稲田大輝・澁谷正俊・山本芳彦）／有機薄膜太陽電池におけるアクセプター分子の開発（今堀 博）／ソーラー酸素サイクル化学（多
田弘明）／アライン化学種を繰り返し用いる合成化学（吉田 優・細谷孝充）20
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【解説】数奇な運命をたどった 110年前の「新元素」ニッポニウム（野津憲治）／【解説】結晶を壊して大きくする !?
──セレンディピティと異分野連携が生んだタンパク質結晶育成法（吉川洋史・丸山美帆子）／【解説】ノーベル賞
からみたクロマトグラフィー── 1世紀もの歴史に刻まれたブレークスルーを追う（松下 至）／【解説】次世代のバッ
テリー──希少・有害元素からの脱却を目指して（熊倉真一・久保田 圭・駒場慎一）／【企業のカガク研究最前線】
温かさの概念を変えた冬物衣料の開発：ミズノ株式会社（荻野 毅）／【意外と知らない ?! 身近なケミストリー】水と油：
混ざり合わない相反する関係（くられ）／【カガクへの視点】勉強は指で（矢野将文）／【化学つれづれ草】 理屈っ
ぽい化学？（田中一義）／【色彩の美と科学】鉛白と亜鉛華（田中陵二）／【日本発！発明・発見物語】［農業機械］ 
田植え機／ コンバイン（吉村忠与志）／【単位トリビアル】綛（桛）（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】イオンチャネルと同様の機能を示す分子を合成（古川修平）
／褐藻成分のフコースが哺乳類の肥満を抑制する !? （潮 秀樹）／今月のヘッドライン（2017年 3月の新聞に掲載さ
れた注目記事）

［注目の論文］単一ナノバブルの Laplace圧（藤井 翔）／自己不斉増幅反応を “狙って” つくりだす（長田裕也）／化学の力でタンパ
ク質を自在に変換（山次健三）／新しい脱酸素的フッ素化試薬（住井裕司）／［最新のトピックス］細胞内核酸類の操作に向けた化学
的アプローチ（中村重孝・藤本健造）／分子性金属鎖の化学（中島隆行・棚瀬知明）／ビアリール骨格の新しい構築法（川本拓治・上村
明男）／ “化学機械エンジン” と呼ばれるタンパク質群（和田 啓・高橋康弘）20
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【インタビュー：新・化学を創ってゆく人びと】前向きに自分の研究を自分の手でやろう！（山東信介）／【解説】
タングステンが細胞初期化の秘密を解く！── DNA修飾を 1塩基レベルで解析（林 剛介・岡本晃充）／【解説】
RNA二重鎖を読み解く新技術──三重鎖核酸形成を利用する蛍光プローブ（佐藤貴哉・佐藤雄介・西澤精一）／【研
究物語】反芳香族化合物を重ねると芳香族化合物になるのか？──積層反芳香族ポルフィリンによる三次元芳香族
性の発現（野澤 遼・忍久保 洋）／【企業のカガク研究最前線】環境を考えた粘着剤の研究開発：ニチバン株式会社（東
海林 寿）／【四季のカガク】［春 Part II］花粉のカタチのカガク（藤木利之）／【カガクへの視点】地方から見た次
世代の理系人材育成（崎山智司）／【色彩の美と科学】石の青と緑（田中陵二）／【日本発！発明・発見物語】［ブ
ロック］点字ブロック／消波ブロック（吉村忠与志）／【単位トリビアル】段（山崎 昶）／【化学ナンバープレイス】
／【化学の本だな】新刊紹介・ランキング／【化学掲示板】ロタウイルスの人工合成を達成！（小林 剛）／ガンマ
線を高精度に可視化する手法を開発！（谷森 達）／今月のヘッドライン（2017年 2月の新聞に掲載された注目記事）

［注目の論文］酸化鉄ナノ粒子が腫瘍の増殖を抑制（田村篤志）／編んでつくる多孔質な Pdナノシート（宮川雅矢）／高分子微粒子
のガラス転移（石毛亮平）／ユニークなアミド結合形成反応（朝比奈雄也）／［最新のトピックス］単一白金金属原子の特異な触媒作
用（神谷和秀・中西周次）／ステンドグラスから光デバイスへ（立間 徹）／つくってみたらこんなことが見えてきた（杉本健士・松谷裕二）
／ペプチドナノファイバーを基盤とする生医学材料の開発（和久友則・田中直毅）／金属錯体によるメタンの C-H結合活性化（小島隆彦）20
17
年
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【インタビュー：新・化学を創ってゆく人びと】新しい発想に突き動かされた研究を！（伊藤 肇）／【解説】メタノー
ル蒸気で色と磁性を変える錯体結晶──刺激応答材料開発における新たなアプローチ（加藤昌子）／【解説】分子
の瞬間の動きをコマ取り撮影できた！──光機能性物質の動作メカニズムの解明に進展（石川忠彦・腰原伸也・羽
田真毅）／【話題】理化学研究所創立 100周年を紐解く──日本の科学の源流「理化学研究所」とは（富田 悟）／【企
業のカガク研究最前線】トップアスリートの能力を支える最先端スポーツボールの開発 ：株式会社ミカサ（小川龍
太郎）／【カガクへの視点】自分の研究成果が将来もたらす影響（北原義典）／【化学つれづれ草】福井研究室の
日常（田中一義）／【色彩の美と科学】石の黄色・草の黄色（田中陵二）／【日本発！発明・発見物語】［外出先で
の役立ち品］ 傘ぽん／レンズ付フィルム（吉村忠与志）／【単位トリビアル】 乗（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】サリン中毒に効果的な解毒剤の候補化合物を合成！（櫻
田宏一）／ゲノム編集で太りやすいマダイが生まれた！（木下政人）／今月のヘッドライン（2017年 4月の新聞に
掲載された注目記事）



【解説】人工ナノ粒子を抗体医薬へ──プラスチック抗体で標的タンパク質の機能を中和する（小出裕之・三浦佳子・
奥 直人・星野 友）／【解説】グラフェンナノリボン形成過程を数理モデルで予測！──直感を覆すエントロピーの
効果（Daniel Packwood・一杉太郎）／【研究物語】宇宙誕生の謎に挑んだ大学生たち──ビッグバン元素合成研
究の重要な核反応の測定にはじめて成功（川畑貴裕）／【企業のカガク研究最前線】野菜の機能性成分に注目した
品種育成：タキイ種苗株式会社（富永直樹）／【意外と知らない ?! 身近なケミストリー】芳香剤・消臭剤：暮らし
を彩る香りの科学（くられ）／【カガクへの視点】化学教育研究の再興（喜多雅一）／【誰も教えてくれない！有
機化学の基本のキ】シクロヘキサン，ちゃんと書けてる？（矢野将文）／【美しさは化学のおかげ！コスメの化学】
最近のファンデーションがどれも自然できれいな仕上がりになるのはなぜ？（野々村美宗）／【化学つれづれ草】米
国の研究資金事情（田中一義）／【色彩の美と科学】紅（田中陵二）／【日本発！発明・発見物語】［情報管理］QRコー
ド／ CD-R（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／【化学掲
示板】魔女の雑草「ストライガ」の新しい駆除物質を開発！（北畑信隆・朽津和幸）／呼吸や代謝の機能をもたな
い常識外な微生物群を発見（鈴木志野）／今月のヘッドライン（2017年 7月の新聞に掲載された注目記事）
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［注目の論文］翻訳後修飾による D-アミノ酸の導入（尾﨑太郎）／酸化数がカギ？（谷口剛史）／ケイ素生物はつくれるか？（村木則文）
／単結晶 Siインスパイアードポリマー（石割文崇）／［最新のトピックス］不斉合成の新展開（阿野勇介・茶谷直人）／軸不斉ビアリー
ル化合物の新たな不斉合成戦略（白川誠司）／光触媒活性サイトの地図を手に入れよう！（立川貴士）／オレフィンメタセシス化学の最
近の進展（野村琴広）20
17
年
の
化
学

【解説】バイオ工学を駆使した天然ゴムの合成──生合成機構の解明と安定供給に大きく前進（和氣駿之・山下 哲・
中山 亨・高橋征司）／【解説】がん組織にナノ粒子を集積させる──副作用がなく，少ない投与量で済むがん治療に
向けて（唐澤 悟）／【解説】氷の結晶成長を止める新しい不凍タンパク質──食品の品質，細胞の生命力を維持でき
る凍結技術の実現へ期待（近藤英昌・津田 栄）／【研究物語】世界初，カーボンナノベルト合成までの軌跡── 12
年の歴史とドラマ（伊丹健一郎・瀬川泰知・大町 遼・八木亜樹子）／【企業のカガク研究最前線】AI，VR時代を支
える材料開発：東レ株式会社（富川真佐夫）／【カガクへの視点】元素の発見は人間ドラマ（森 弘之）／【美しさは
化学のおかげ！コスメの化学】サンスクリーンはどうして紫外線を防げるの？（野々村美宗）／【化学つれづれ草】
米国のベンチャー企業（田中一義）／【色彩の美と科学】鉛丹と密陀僧（田中陵二）／【日本発！発明・発見物語】［ディ
スプレイ］液晶ディスプレイ／プラズマディスプレイ（吉村忠与志）／【単位トリビアル】宮（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】ゲノム解析で食虫植物の進化解
明に一歩前進（長谷部光泰）／カビが生長する仕組みを解明！（竹下典男）／今月のヘッドライン（2017年 6月の
新聞に掲載された注目記事）

Vol. 72・8月号
795号

 ［注目の論文］タンパク質の分子構造変化を捉える（藤橋雅宏）／光触媒粒子上の電子と正孔の分布を可視化（久富隆史）／電子相関
を取り込んでスピン状態を決定（川上貴資）／二酸化炭素から飽和脂肪酸を合成（美多 剛）／［最新のトピックス］100年にわたる超
伝導物質探索の営み（藤岡正弥・海住英生・西井準治）／合成分子の自己組織化による細胞死の誘導（丸山達生）／新規ナノ薬剤 ナノ・
プロドラッグ（小関良卓・笠井 均）／中低温域で作動する固体イオニクス材料（矢部智宏・関根 泰）20

17
年
の
化
学

【解説】分子クラウディングワールド──クラウディングによる疾患や分子進化の化学的制御（高橋俊太郎・杉本直己）
／【解説】波打つ構造が電極過程を変える！──ナノ構造化表面・界面による触媒開発の試み（坂牛 健）／【解説】
芳香環で「笊」を編む──ナノメートルサイズのボウル分子のボトムアップ合成（池本晃喜・佐藤宗太・磯部寛之）／【解
説】現代農業に革命の予感！花を咲かせるフロリゲンとは？（辻 寛之）／【紹介】ビールの苦み成分がアルツハイマー
病を防ぐ？──ホップ由来イソa酸の効能（阿野泰久・高島明彦）／【企業のカガク研究最前線】変わらないため
に変わり続ける青白黒の MONOストライプ：株式会社トンボ鉛筆（小林賢二）／【カガクへの視点】分散製造と化学：
ケミストリー 4.0 の時代に向けて（岡田 武）／【美しさは化学のおかげ！コスメの化学】美白化粧品はどうしてしみ・
そばかすを防げるの？（野々村美宗）／【化学つれづれ草】博士課程 考（田中一義）／【色彩の美と科学】エジプシャン・
ブルーとハン・ブルー（田中陵二）／【日本発！発明・発見物語】［健康食品］カルピス®／グリコ（吉村忠与志）／【単
位トリビアル】 駟（山崎 昶）／【化学ナンバープレイス】／【化学の本だな】新刊紹介・ランキング／【化学掲示板】
深海熱水噴出孔周辺における自然発生的な発電現象を実証！（山本正浩）／タンパク質微結晶を使って神経細胞を
並べることに成功（森 肇）／今月のヘッドライン（2017年 5月の新聞に掲載された注目記事）

Vol. 72・7月号
794号

［注目の論文］炭酸水からお酒がつくれる！？ （小河脩平）／スーパーキャパシタの新材料（井口弘章）／空気中でも触媒活性を示す酵
素（奥野将成）／不活性アレーンのパラ位選択的官能基化（原田慎吾）／［最新のトピックス］パラジウム錯体化学の進展（村橋哲郎）
／血糖値測定に用いるバイオセンシング技術（レーブ ノヤ・早出広司）／分子集合体による新しいフォトクロミックシステム（内田欣吾・
横島 智）／電荷で決まる？ 歪みで決まる？ それとも？？（岩田隆幸・新藤 充）20

17
年
の
化
学



Vol. 72・11月号
798号

【インタビュー：新・化学を創ってゆく人びと】常にワクワク，世界を変える研究を！（山口茂弘）／【解説】ナノレ
ベル間隔で異なる酵素を並べる！──複雑な多段階反応を可能にする分子コンビナートへの挑戦（中田栄司・森井 孝）
／【紹介】メタマテリアルで「色」をつくる──アルミニウムのナノ構造体で可視光全域を再現（田中拓男）／【紹介】
再生医療をつなぐ「ひも」──中空状ファイバで実現する高効率なヒト iPS細胞培養（池田和弘・竹内昌治）／【研
究物語】光でらせん構造が解ける超分子線維──生体系にはない独自機能の実現を目指して（矢貝史樹）／【カガク
への視点】今こそ，大学は良識の府としての役割を！（福田 猛）／【誰も教えてくれない！有機化学の基本のキ】化
合物にきちんと命名できてる？（後編）（矢野将文）／【美しさは化学のおかげ！コスメの化学】「保湿はスキンケア
の基本」っていうけど，なぜ化粧品の保湿成分で肌が潤うの？（野々村美宗）／【化学つれづれ草】妄想と基礎研究
資金（田中一義）／【色彩の美と科学】ツユクサと青花の青（田中陵二）／【日本発！発明・発見物語】［洗濯］全
自動洗濯機／糸くず取りネット（吉村忠与志）／【単位トリビアル】紀（暦年）（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

［注目の論文］細胞内分子を塗り分ける（蓑島維文）／メタンの変換反応開発に向けて（亀尾 肇）／カーボンドットとゼオライトの複
合系（中川哲也）／ N-H結合を切る！（竹内勝彦）／［最新のトピックス］カルボン酸をホウ素に変える（山口潤一郎）／無機酸化
物ナノ材料を 1段階反応で合成する（大谷政孝・小廣和哉）／未来のエネルギーを支える藻類バイオマス（山口 渉・田中 寛・今村壮輔）
／バウンドラバーの半世紀の謎に迫る（干川康人・京谷 隆）20
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Vol. 72・10月号
797号

［注目の論文］環電流はどこまで観測される？（石田真敏）／全固体型リチウム硫黄電池（鈴木耕太）／窒素だけを取りだす（近藤 篤）／どっ
ちが強い？（小林祐輔）／［最新のトピックス］パラジウム触媒が導く新規メタラート転位（野木馨介・依光英樹）／量子状態を制御した
分子による表面反応（倉橋光紀）／化学プローブは求愛タンパク質の心をどう射留めるのか？（門出健次・村井勇太）／「重いベンゼン環」
をめぐる新展開（水畑吉行・時任宣博）20

17
年
の
化
学

【解説】安定な可視光水分解触媒──バンド制御の新たな可能性（藤戸大徳・阿部 竜・陰山 洋）／【解説】月に吹く
地球からの風──月周回衛星「かぐや」による，地球起源酸素の観測（寺田健太郎）／【時評】逆行するアメリカの
温暖化対策──世界は足をとられるか（藤倉 良）／【化学の本だな：著者インタビュー】DOJIN 選書 075『アリ！な
んであんたはそうなのか──フェロモンで読み解くアリの生き方』（尾崎まみこ）／【企業のカガク研究最前線】お茶
で世界をつなぎ，笑顔を届ける：株式会社伊藤園（衣笠 仁）／【四季のカガク】［秋 Part III］ キノコのカガク：カエン
タケの毒成分を追って（橋本貴美子）／【カガクへの視点】学生の意識改革を促す：大学初年次からの学術体験（増
田 建）／【誰も教えてくれない！有機化学の基本のキ】化合物にきちんと命名できてる？（矢野将文）／【美しさは
化学のおかげ！コスメの化学】最近のメイクはほとんど化粧直しをしなくてすむほど長もちするのはなぜ？（野々村
美宗）／【化学つれづれ草】日本の大学と研究資金（田中一義）／【色彩の美と科学】コバルトブルーと呉須（田中
陵二）／【日本発！発明・発見物語】［繊維と染料］世界一薄い絹織物／シコニン（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／【化学掲示板】新たな人工補酵素でギ酸をつくる効率を
最高値に（天尾 豊）／ネコの糞尿被害を防止する新技術開発に成功（宮崎雅雄）／今月のヘッドライン（2017年 8
月の新聞に掲載された注目記事）

Vol. 72・12月号
799号

［注目の論文］新たな金属酵素の発見（淡川孝義）／多角形の液滴（福山真央）／結晶面で活性が変わる !?（山下智史）／ホスホニウ
ム塩を求電子剤に（荒江祥永）／【最新のトピックス】X 線結晶構造解析による光合成反応機構の理解（石北 央）／有機中性 pラジ
カルの近赤外光吸収（村田剛志・森田 靖）／ジャスモン酸のケミカルバイオロジー（林 謙吾・上田 実）

20
17
年
の
化
学

【特別解説：2017年ノーベル賞を読み解く】〔化学賞〕構造解析のためのクライオ電子顕微鏡の開発──生体分子の
構造はこうして解明された（岩崎憲治）／〔生理学・医学賞〕概日リズムの分子メカニズムの解明──すべてはそ
こから始まった（吉村 崇）／〔物理学賞〕世界初の「重力波」の観測──宇宙物理学・天文学にもたらす意義とは
（和泉 究）／【解説】正方形型シクロブタジエンの初観測に成功！──π共役系科学の裾野を広げる実験的証明（中
本真晃・Yitzhak Apeloig・関口 章）／【解説】分子触媒を利用した窒素固定反応の新展開──新しい反応経路を通
ることで触媒活性が向上 !（西林仁昭・荒芝和也・永澤 彩・中島一成・吉澤一成・田中宏昌）／【カガクへの視点】
化学のグローバル人材を育成する（園部利彦）／【誰も教えてくれない！有機化学の基本のキ】立体表記法，使いこ
なせてる？（矢野将文）／【美しさは化学のおかげ！コスメの化学】アンチエイジング化粧品はどのようなしくみで
シワを目立たなくしたり改善したりするの？（野々村美宗）／【化学つれづれ草】企業と大学の研究（田中一義）／【色
彩の美と科学】スオウとアカミノキの赤（田中陵二）／【日本発！発明・発見物語】［産業機器］自動販売機／郵便
物自動処理装置（吉村忠与志）／【化学ナンバープレイス】／【化学の本だな】新刊紹介・ランキング／【化学掲示板】
ゼニゴケの全ゲノムを解読！（河内孝之・John L. Bowman・大和勝幸）／過冷却水がドロドロになる理由を解明！
（川﨑猛史・金 鋼）／今月のヘッドライン（2017年 10月の新聞に掲載された注目記事）


