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2016年総目次 2016年1月号～12月号

 2016年1 月号

特集：なぜ眠るのか　▼記憶・免疫・ホルモンを活性化 睡眠パワーに迫る　R. スティックゴールド（ベス・イスラエル・ディーコネス医療センター）

　▼体内時計が壊れると　非24時間睡眠覚醒症候群　E. レイバー＝ワレン（ニューヨーク市立大学）　
アイスキューブ　南極でニュートリノを捉える　F. ハルゼン（ウィスコンシン大学マディソン校）
史上最強の侵略種 ホモ・サピエンス　C. W. マリーン（アリゾナ州立大学）
野菜が体によい本当の理由　微量毒素の効用　M. P. マトソン（米国立老化研究所）
森を動かせ 遺伝子流動アシスト　H. ロズナー（サイエンスライター）
気候変動問題　未来への扉を開けるには　N. オレスケス（ハーバード大学）
特集：ビッグサイエンスを問う　▼ヒト脳プロジェクト混迷の教訓　S. タイル（ジャーナリスト）　▼科学をリードしている国
と機関　▼ビッグサイエンスの実規模　 ▼疫学の手法で殺人を減らす　R. ゲレーロ・ベラスコ（カリ市長）

●挑む 植物の気孔から発生の謎に迫る　鳥居啓子（米ワシントン大
学／名古屋大学）●サイエンス考古学 通信用レーザー／アメリカを
発見したのは日本人？／大陸横断自動車道／高速自動車／ 1861年の
大彗星／マニア●NEWS SCAN 重力波望遠鏡KAGRAが完成／宇宙
天気の予報体制を強化／水を調べて魚の多様性を知る／イノベーショ
ンの先導役目指す／サルが常用する薬／多くの脳疾患にプリオンが関
与？／合成リボソームで新タンパク質を／北極が黒く汚れる日／実に
危険な合成マリファナ／沈む首都ワシントン／魚雷エンジンで宇宙探
査／爆発せずに消える星／深海サンプラー／扇子のような橋 ほか ●

From nature ダイジェスト 古人類学研究に新たな風 ●砂漠の駝鳥 
パグウォッシュ会議　科学者の責務とは ●パズルの国のアリス 回転
テーブルとスイッチ ●ANTI GRAVITY ドローン対サルの大勝負 ●
グラフィック・サイエンス 外来植物は北から南へ ●ヘルス・トピッ
クス 老化を止められるか？ ● illusions知覚は幻 注意して見て ●
BOOK REVIEW 『人体600万年史』三中信宏（農業環境技術研究所），
『超人の秘密』小田伸午（関西大学），連載　森山和道の読書日記『天
野先生の「青色LEDの世界」』『微生物が地球をつくった』『だましの
テクニックの進化』『学術書を書く』ほか ●今月の科学英語

 2016年2 月号

特集：古代エジプトの社会と科学　▼覆る定説　ピラミッドを築いた人々　Z. ゾーリッチ（フリーライター）
　　　▼冥界のナビゲーター　棺に描かれた天体運行表　S. サイモンズ（加マクマスター大学）／ E. タスカー（北海道大学）
姿現す肥満遺伝子　R. J. ジョンソン（コロラド大学）／ P. アンドリュース（ロンドン自然史博物館）
心を持つロボット　P. ファン（香港科技大学）
国際X線天文台　ASTRO-H宇宙へ　中島林彦（編集部）協力：高橋忠幸（宇宙航空研究開発機構）
オリーブ危機　イタリアで広がる謎の病害　B. L. ナドー（ジャーナリスト）　
知られざるウマの生態　W. ウィリアムズ（ジャーナリスト）
地球の情報容量　C. A. ヒダルゴ（マサチューセッツ工科大学）
特集：教育改革に挑む米国　▼テストで学ぶ　A. M. ポール（サイエンスライター）　
　　　▼子供たちも博士だ！　米国の次世代科学スタンダード　M. ウィセッション（ワシントン大学）

●挑む 常温常圧のアンモニア合成でエネルギー資源革命　西林仁
昭（東京大学）●サイエンス考古学 ニュートリノの検出／時差ぼ
け／海軍の軍備競争／電報に祝福／都市下水／メートル法の卓越 
●NEWS SCAN 「あかつき」金星周回軌道に／「はやぶさ2」リュ
ウグウに進路／梶田・大村両博士，輝く笑顔／「社会問題解決に工
学は挑戦を」／理科年表が刊行90周年／小石川中教で「安全・安心」
講座／宇宙背景ニュートリノの証拠／ヘビ毒を無害に／交代で歌う
コウモリ／ツイートでわかる所得区分／子供の道路横断をもっと上
手に／鼻の利く男／マントルプルームの姿／地下に水を貯金する／
ニュース・クリップ／エボラを素早く検査 ●From nature ダイ

ジェスト 抗がんウイルス製剤が近く市場に ●砂漠の駝鳥 「もん
じゅ」が開けたパンドラの箱 ●パズルの国のアリス ハートの女王
とマハラジャの勝負 ●ANTI GRAVITY 偉大な足ワザ ●グラ
フィック・サイエンス 細菌でわかるその家の居住者 ●ヘルス・ト
ピックス 回転性めまい ● illusions知覚は幻 歪んだ知覚 ●BOOK 
REVIEW 『ロボットの脅威』浅田稔（大阪大学）　『進化する遺伝子
概念』丸山 敬（埼玉医科大学），連載　森山和道の読書日記『ニュー
トリノで探る宇宙と素粒子』『アインシュタインの時計　ポアンカ
レの地図』『信頼はなぜ裏切られるのか』『植物は〈知性〉をもって
いる』ほか ●今月の科学英語

 2016年3 月号

特集：子どもの脳と心　▼10代の脳の謎　J. N. ギード（カリフォルニア大学サンディエゴ校）
　　　▼赤ちゃんの超言語力　P. K. クール（ワシントン大学）
　　　▼集中学習の窓　臨界期のパワー　ヘンシュ貴雄（ハーバード大学）
恐竜を滅ぼした小惑星衝突プラスアルファ　S. ブルサット（英エディンバラ大学）
「ここ」とはいったいどこなのか？　非局在性の不思議　G. マッサー（SCIENTIFIC AMERICAN編集部）
病原体ナノセンサー　S. O. ケリー（加トロント大学）
米国の望遠鏡ウォーズ　K. ワース（ボストン公共放送局WGBH）
特集：科学技術 革新の系譜　▼未来を拓くイノベーション10　SCIENTIFIC AMERICAN 編集部
　　　▼SCIENTIFIC AMERICANでたどる170年　D. L. ケブルズ（科学史家）

●挑む 森林が紡ぐナノファイバーで強くて軽く地球に優しい材料
　矢野浩之（京都大学）●サイエンス考古学 月を目指す競争／北
海油田／海軍航空隊が離陸／自然災害には技術で／旋毛虫の脅威／
地質時代 ●NEWS SCAN 113番元素は「ジャポニウム」？／政府，
第5期科技基本計画を策定／小惑星衝突のリスク／脳の指紋／太陽
系は水だらけ／転移するがん細胞は増殖しない／ヒトデ必殺ロボッ
ト／冷たい銀行員／地上の測位網／科学の木登り名人／ニュース・
クリップ／バイソン流の民主主義 ●From nature ダイジェスト 
医療現場に遺伝子編集の波 ●砂漠の駝鳥 温暖化防止パリ協定　興

奮と憂鬱と ●パズルの国のアリス 双子に負けるな！新コーカス
レース ●ANTI GRAVITY 数学的オヤジギャグの愉しみ ●グラ
フィック・サイエンス 科学の眠れる美女 ●ヘルス・トピックス 地
中海食と脳の健康  ●BOOK REVIEW 『近代測量史への旅』杉山
滋郎（北海道大学），『ダーウィンの遺産』倉谷 滋（理化学研究所），
連載　森山和道の読書日記『ヒトとイヌがネアンデルタール人を絶
滅させた』『意識と無意識のあいだ』『ありえない生きもの』『菌世
界紀行』ほか ●今月の科学英語
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 2016年4 月号

特集：惑星研究最前線　▼太陽系にもスーパーアース？　惑星Xを探せ　M. D. レモニック（サイエンスライター）
　　　▼系外衛星を発見？　第2の土星リング　M. ケンワージー（蘭ライデン天文台）　
　　　▼マイヨール博士が語る系外惑星発見物語　語り： M. マイヨール（スイス・ジュネーブ大学）
遺伝子スイッチ　J. コズベック（サイエンスライター）
素粒子で地球を透視　田中宏幸（東京大学地震研究所）／G. ベッリーニ／ P. ストロリン（ともにイタリア国立原子核物理学研究所）
福島第1原発の炉心を見る　吉川和輝（日本経済新聞）
CO2回収　夢と現実　D. ビエッロ（SCIENTIFIC AMERICAN編集部）
人々のためのゲノミクス　K. A. ストラウス（特別子どもクリニック）　　

●挑む アルツハイマー病原因タンパク質を絞り治療薬開発に手が
かり　高島明彦（国立長寿医療研究センター）●サイエンス考古学 
技術と雇用／ X線天文学／失明者のスポーツ／最大のゾウ／木材
から紙／ハイテクでサボり ●NEWS SCAN ついに捉えた重力
波！／正念場迎える福島原発廃炉作業／ iPS細胞の研究工程表を改
訂／ 2016年日本国際賞決まる／学芸大附属高で空間情報の講座／
暗黒物質粒子の検出へ王手／これぞトークセラピー？／愛が勝つ／
耳は距離計／急募：代役求む！／イタチを脅かす毒／宇宙のクラゲ
／ニュース・クリップ ●From nature ダイジェスト 人工知能が

囲碁をマスター ●砂漠の駝鳥 うごめきだした次世代原子炉開発 ●
パズルの国のアリス 速乾式拭き掃除機 ●ANTI GRAVITY 誤解，
曲解，カン違い ●グラフィック・サイエンス 途上国でも生活習慣
病が拡大 ●BOOK REVIEW 『宇宙の始まり、そして終わり』須
藤 靖（東京大学），『ガリレオ裁判』青野 透（徳島文理大学），連
載　森山和道の読書日記『生きものたちの秘められた性生活』『ダー
ウィンの覗き穴』『性と愛の脳科学』『10代の脳』ほか ●今月の科
学英語

 2016年5 月号

特集：重力波　▼重力波の直接観測　3つの意義　大栗博司（カリフォルニア工科大学／東京大学）　
　　　 ▼GW150914の衝撃　中島林彦（編集部）協力：大橋正健（東京大学宇宙線研究所）田中貴浩（京都大学）
　　　▼KAGRA始動　▼ビッグバンから上がるのろし　原始重力波に挑む　L. M. クラウス（アリゾナ州立大学）　
　　　▼「宇宙の初期シナリオに新たな視点」　語り：佐藤勝彦 (自然科学研究機構 )

体を守る苦味受容体　R. J. リー／ N. A. コーエン（ともにペンシルべニア大学）
動物は理解？　赤ちゃんはどこから来るのか　H. ダンスワース（ロードアイランド大学）
シリア危機を招いた気候変動　J. ウェンドル（フリーライター）

大絶滅を解剖する　H. リー（サイエンスライター）

アリの集合知　D. M. ゴードン（スタンフォード大学）

●挑む 「やれば何とかなる」 地道に青いバラを実現　田中良和（サ
ントリーグローバルイノベーションセンター）●サイエンス考古学 
ジョセフソン効果／自動車産業告発の書／クートの包囲戦／農業に
技術／悪い空気 ●NEWS SCAN 草舟で3万年前の「航海」を再
現／政府が北極の科学研究を加速／第3回日経「星新一賞」決定／
筑駒などで数学の産業応用講座／原油安で揺らぐ温暖化対策／細菌
も電気通信で“会話” ／逆張りの心不全治療法／分子が姿を変える
瞬間／ゲノム編集で病気に強いブタ／エクソマーズ火星へ／新しい
衝突実験ダミー人形／ニュース・クリップ／大丈夫か，標本の名称
表示 ●From nature ダイジェスト LIGOがつかんだ大勝利 ●砂

漠の駝鳥 原発の安全性への司法の問いかけ ●パズルの国のアリス 
距離100メートル隔たった兵士たち ●ANTI GRAVITY ひげ解析
が提起した真面目な問題 ●グラフィック・サイエンス 旅行者が運
ぶジカ熱 ●ヘルス・トピックス 過剰反応 ●BOOK REVIEW特集 
フレッシュマンのための読書ガイド　人の営みとしての科学　藤田
一郎（大阪大学），発見と考察の歴史を読む　藤嶋昭（東京理科大学），
研究倫理を身につけるために　武藤香織（東京大学），連載　森山
和道の読書日記『地底』『日本海』『日本人はどこから来たのか？』『心
配学』●今月の科学英語

 2016年6 月号

特集：生物のGPS　▼空間認識のカギ握るグリッド細胞　M.-B. モーザー／ E. I. モーザー（ともにノルウェー科学技術大学）
　　　 ▼脳内マトリックスの衝撃　J. J. クニエリム（テキサス大学）
動物の発生で働く細胞のコンパス 平面内細胞極性　P. N. アドラー（バージニア大学）／ J. ネイサンズ（ジョンズ・ホプキンズ大学）
中性子の寿命の謎　G. L. グリーン（テネシー大学）／ P. ゲルテンボルト（仏ラウエ・ランジュバン研究所）

J-PARCで中性子を探る　中島林彦（編集部）協力：三島賢二（高エネルギー加速器研究機構）
CRISPRと「組み換え」作物　バイオ農業の行方　S. S. ホール（サイエンスライター）
エコツアーに揺れるガラパゴス　P. トゥリス（サイエンスライター）　死をもたらす地下水 ヒ素汚染の恐怖　K. デイグル（環境ライター）
ある彗星ハンターの思い出　D. H. レビー（サイエンスライター・天文学者）　
優美なる方程式　C. モスコウィッツ（SCIENTIFIC AMERICAN編集部）

●挑む “こころの病”の実体を突き止める　加藤忠史（理化学研究
所）●サイエンス考古学 米国民の健康／酵素の構造／シャクルト
ン救出さる／弾丸摘出手術にX線／海に点火／病気のにおい ●
NEWS SCAN 「あかつき」金星観測開始！／「ひとみ」に深刻な
トラブル／ 3m級ホホジロザメを全身標本に／動き出した気候変動
緩和対策／瀬戸際のライオン／ 4月の雨が5月の隕石をつれてくる
／群れて転移するがん細胞／ SLS初の乗員は小型衛星／マッシュ
ルームバーガーに注目／山越えシルクロード／エベレストの天気予
報／ニュース・クリップ／親をなくした虫たちは ●From nature 

ダイジェスト 命令されると責任を感じない ●砂漠の駝鳥 ホリエモ
ンが機運を生んだ宇宙活動法 ●パズルの国のアリス 顔色をうかが
い合うクラブ王室の面々 ●ANTI GRAVITY 言葉がない　 ●グラ
フィック・サイエンス 生命の環 ●ヘルス・トピックス 片頭痛に予
防薬 ●BOOK REVIEW 『ダークマターと恐竜絶滅』福江 純（大
阪教育大学），『生物はなぜ誕生したのか』三中信宏（農業・食品産
業技術総合研究機構），連載　森山和道の読書日記『美の考古学』『お
いしさの人類史』　『五〇億年の孤独』　『ウイルスは生きている』ほ
か●今月の科学英語
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 2016年7 月号

特集：暗黒エネルギー　▼暗黒エネルギーの謎　A. G. リース（ジョンズ・ホプキンズ大学）／M. リヴィオ（宇宙望遠鏡科学研究所）
　　　▼闇の宇宙を探る 暗黒エネルギーサーベイ　J. フリーマン（米国立フェルミ加速器研究所／シカゴ大学）
　　　▼すばるが見つめるダークサイド　中島林彦（編集部）協力：宮崎 聡（国立天文台）
特集：熊本地震　▼火の国の地下を解く　中島林彦（編集部）協力：清水 洋（九州大学）／巽 好幸（神戸大学）／西村卓也（京都大学）
　　▼古文書が語る肥後地震　協力：西村卓也（京都大学）▼近づく南海トラフ地震，直下型の続発に警戒　語り：尾池和夫（元京都大学総長）
脳から老廃物を排出 グリンパティック系　M. ネーデルガード／ S. A. ゴールドマン（ともにロチェスター大学）
現代人の源流？　ホモ・ナレディ　K. ウォン（SCIENTIFIC AMERICAN編集部）

20世紀文化遺産の危機　S. エバーツ（サイエンスライター）　

60億人のアフリカ 人口問題の処方箋　R. エンゲルマン（ワールドウォッチ研究所）

●挑む 数理とコンピューターで生まれる折り紙の美　三谷純（筑
波大学）●サイエンス考古学 月面軟着陸／食べ物の経済学／飛行
船の係留法／時を守るイルカ／ヘリは無理？／真夏より暑い夏 ●
NEWS SCAN 超巨大噴火の火口を地下探査／ 2016年度大賞に東
大・阿部准教授／「ひとみ」の運用を断念／高レベル廃棄物埋設で
沿岸部案／違法伐採木材の輸入規制へ／英大，京都賞受賞者招きイ
ベント／自動運転車の事故責任／タリーモンスターの正体／集中し
ているか退屈か？／ブラックホールの自転をつかむ／砂漠の大河／
胃薬が起こす腸トラブル／ひらめきは正しいか？／二次林のパワー
／結核を血液検査で診断／ニュース・クリップ／水道管が危ない●

From nature ダイジェスト 脳刺激で運動選手の能力向上？ ●砂
漠の駝鳥 モバイルミュージアムの挑戦をみる ●パズルの国のアリ
ス 毎日意見を変えるダイヤの兵士たち ●ANTI GRAVITY ゴリラ
の鼻歌 ●グラフィック・サイエンス 雷ホットスポット●ヘルス・
トピックス 快楽飢餓と闘う ●BOOK REVIEW 『胎児期に刻まれ
た進化の痕跡』渡辺政隆（筑波大学），『フューチャー・クライム』
井上亨（セキュリティ・エヴァンジェリスト），連載　森山和道の
読書日記『カッコウの托卵』『奇妙な菌類』『生命デザイン学入門』『メ
カ屋のための脳科学入門』ほか ●今月の科学英語

 2016年8 月号

特集：量子コンピューター　▼難関を突破するモジュール量子計算　C. R. モンロー（メリーランド大学）／ R. J.ショルコフ
（エール大学）／M. D. ルーキン（ハーバード大学）　▼量子暗号が登場する日　T. フォルジャー（サイエンスライター）　▼量子
暗号研究 日本の最前線を見る　武岡正裕（情報通信研究機構）
特集：がん免疫療法　▼がん免疫療法2016　3つのアプローチ　K. ウェイントラーブ（サイエンスライター）　▼本庶佑　免
疫チェックポイント阻害剤に道　竹下敦宣（日本経済新聞）　 ▼坂口志文　制御性T細胞を発見　永田好生（日本経済新聞）
太陽系 混沌からの誕生　K. バティギン（カリフォルニア工科大学）／G. ラフリン（カリフォルニア大学）／A. モルビデリ（仏コートダジュール天文台）

史上最大の飛ぶ鳥　ペラゴルニス　D. T. セプカ（ブルース博物館）／M. ハビブ（南カリフォルニア大学）
魚は天才ハンターだ！　J. バルコム（動物行動学者・著述家）　ミャンマーのエコツーリズム　R. ニュワー（サイエンスライター）　　
気候変動戦争を回避せよ　A. ホーランド（アメリカ安全保障プロジェクト）

●挑む 人工知能の可能性信じグランドチャレンジを主導　松原 仁
（公立はこだて未来大学）●サイエンス考古学 体外授精／発電力
アップ／戦法の革新／電報料金高すぎ！／都市の食肉処理場／アヘ
ンと税収 ●NEWS SCAN 113番元素は「ニホニウム」／古文書
が語る太陽活動／理数・情報系教育強化で見直し／第4回日経「星
新一賞」募集開始／日本の科学技術外交で成果／ DNA鑑定の死角
／ジカ熱コネクション／醜い動物に愛の手を／脳の内堀を突破／鳥
の胎教／インターネットの北西航路／探査機ジュノー木星到達へ／
立木が折れる風速／ニュース・クリップ／上空400kmに実験室

オープン ●From nature ダイジェスト ヘビ毒に立ち向かう新手
法 ●砂漠の駝鳥 AIロボット兵器　規制はできるか ●パズルの国
のアリス トランプ王室晩餐会の席順 ●ANTI GRAVITY 速球勝負 
●グラフィック・サイエンス 近視が増える ●ヘルス・トピックス 
医療記録売ります ●BOOK REVIEW 『心臓の科学史』井出利憲（広
島大学名誉教授／愛媛県立医療技術大学名誉教授），『脳からみた自
閉症』丸山 敬（埼玉医科大学），連載　森山和道の読書日記『森を
食べる植物』『カメラ？ カメラ！ カメラ？！』『脳・心・人工知能』
『柔らかヒューマノイド』ほか ●今月の科学英語

 2016年9 月号
夏休み特別付録
「親と子の科学の冒険」

特集：人工知能　▼爆発的に進化するディープラーニング　Y. ベンジオ（加モントリオール大学）▼完全な自動運転車はでき
るか　S. E. シュラドーバー（カリフォルニア大学バークレー校）　▼スーパーAI恐るべし？　S. ラッセル（カリフォルニア大学バーク
レー校）　▼AIベンチャー　プリファード・ネットワークスの挑戦　吉川和輝（日本経済新聞）
超新星に新タイプ続々発見　D. ケイセン（カリフォルニア大学バークレー校）
重力波の“超新星”も相次ぎ発見　中島林彦（編集部）
最速ランナーの秘密　 D. F. マロン（SCIENTIFIC AMERICAN編集部）
痒みの科学　S. サザーランド（サイエンスライター）
言語学バトル　印欧語族の起源をめぐって　M. バルター（サイエンスライター）
ポストエボラ症候群　 S. ヤスミン（科学ジャーナリスト）
クラゲの圧力遊泳術　 J. フィッシュマン（SCIENTIFIC AMERICAN編集部）
土壌を肥やすペレニエーション農法　 J. P. レガノルド（ワシントン州立大学）／ J. D. グラバー（米国際開発庁）

●挑む 再生医療研究のホープ iPS細胞から臓器を作る　武部貴則
（横浜市立大学）●サイエンス考古学 人工知能／活動写真／猛威を
振るうポリオ／戦車登場の報告／遠い未来に ●NEWS SCAN 最
大級の研究船「かいめい」稼働／自ら磨け研究倫理／分野横断で科
学技術の問題提起／京都賞は金出，本庶両博士ら3人に／清潔すぎ
る実験用マウス／系外惑星の撮影に「スターシェード」／飛んで火
に入らぬ街の虫／ジカ熱対策オリンピック／病的な好奇心／皮膚に
くっつく日焼け止め／海水からウランを／虹色ゼブラフィッシュ／
幼児の認知道具セット／オートフォーカス眼鏡／高速で動く断層 

ほか ●From nature ダイジェスト 自然界の第5の力を発見？ ●
砂漠の駝鳥 東京五輪　持続可能にするには ●パズルの国のアリス 
ビリヤード名人対グリフォン ●ANTI GRAVITY 賢い“賢さテス
ト”  ●グラフィック・サイエンス 食物多様性が減衰 ●ヘルス・ト
ピックス 貧困の病 ●BOOK REVIEW 『ニューヨークタイムズの
数学』瀬山士郎（群馬大学名誉教授）,『ジャンクDNA』中西真人
（産業技術総合研究所），連載　森山和道の読書日記『恐竜はホタル
を見たか』『人類進化の謎を解き明かす』『人工知能は敵か味方か』『脳
はいかに治癒をもたらすか』ほか ●今月の科学英語
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 2016年10 月号

特集：ゲームを科学する　▼ビデオゲームで認知力アップ　D. バヴェリア（スイス・ジュネーブ大学／ロチェスター大学）／C. S. グリー
ン（ウィスコンシン大学マディソン校）　▼ビデオゲームを教育に　A. ガーシェンフェルド（Eラインメディア）
▼ポケモンGOの先は？　IoTからIoAへ 　語り：暦本純一 (東京大学)

オシリス・レックス　米国版はやぶさの挑戦　D. S. ローレッタ（アリゾナ大学）
はやぶさ微粒子が語る波乱の小惑星史　中島林彦（編集部）協力：圦本尚義（北海道大学／宇宙航空研究開発機構）
リサ・ランドールが語る暗黒物質銀河　語り：L. ランドール（ハーバード大学）
人類を進化させた石器作り　 D. スタウト（エモリー大学）
細胞コンピューター　T. K. ルー／O. パーセル（ともにマサチューセッツ工科大学）
トラ集団を追いかけろ　 K. U. カランス（野生動物保護協会）　シェール開発で地震誘発　 A. クチメント（SCIENTIFIC AMERICAN編集部）

ス・クリップ／くちばしが生き残りの秘訣か ●From nature ダ
イジェスト ホビットの祖先？　小型成人の骨発見 ●砂漠の駝鳥 地
球環境が直面する新たな危機？ ●パズルの国のアリス いつ賭け
る？ いくら賭ける？ ●ANTI GRAVITY 戦場の科学●グラフィッ
ク・サイエンス 世界は高度肥満へ ●ヘルス・トピックス 個別化医
療の矛盾 ●BOOK REVIEW 『重力波は歌う』川端裕人（作家），『神
経ハイジャック』船橋新太郎（京都大学名誉教授），　連載　森山和
道の読書日記　『なぜ蚊は人を襲うのか』『趣味からはじめる昆虫学』
『天文学者たちの江戸時代』『外来種は本当に悪者か？』ほか●今月
の科学英語

●挑む 「タフ」で「しなやか」　物性両立したポリマー　伊藤耕三（東
京大学）●サイエンス考古学 DNAからタンパク質／冷戦時代のス
パイ事件／戦車をめぐる戦い／太陽ボイラー／イナゴの大群襲来 
●NEWS SCAN ニュートリノに「CPの破れ」？／新粒子，姿現
さず／ブラックホール連星の起源に新説／個人情報保護で揺れる医
学研究／コスモス国際賞に岩槻邦音博士／トヨタ，森の保全で
WWF支援／遺伝子注入で絶滅回避／物理を考える脳／バイオフィ
ルムを突破する酵素／ “バイオニック・リーフ”登場／究極の模型
飛行機／忘れる方法を覚えられる？／ 14億ドルの“無駄”／こんな
に多い世界の食品ロス／安全で効果的なアレルギー治療／ニュー

別冊209『犬と猫のサイエンス』
別冊210『古代文明の輝き』
別冊211『アートする科学』 
別冊212『サイバーセキュリティー』 
別冊213『生命解読2　細胞から個体へ』
別冊214『人類危機　未来への扉を求めて』
書籍『日経サイエンスで鍛える科学英語 ノーベル賞科学者編』
書籍『パズルの国のアリス2 数学パズルの迷宮』

 2016年11 月号

特集：宇宙の超巨大構造　▼天の川を従えるラニアケア超銀河団　N. I. リベスキンド（独ポツダム天体物理学研究所）／ R. B. 

タリー（ハワイ大学）▼宇宙で最も空っぽな場所 スーパーボイド　 I. ザプーディ（ハワイ大学）
梶田隆章が語る宇宙・素粒子研究の未来　語り：梶田隆章 (東京大学 )　聞き手：中島林彦（編集部）　
ハンチントン遺伝子のパラドックス　C. ズッカート／ E. カッターネオ（ともに伊ミラノ大学）
人類の健康診断　W. W. ギブズ（SCIENTIFIC AMERICAN編集部）　塩水で農業　M. ハリス（科学技術ライター）
恐竜時代の哺乳類　S. ブルサット（英エディンバラ大学）／ Z.-X. ルオ（シカゴ大学）

新規抗生物質 ●砂漠の駝鳥 BSE全頭検査で学ぶリスク管理のあり
方 ●パズルの国のアリス 鏡の国も異常気象 ●ANTI GRAVITY 
猫の幸せのために ●グラフィック・サイエンス 米国都市に貧富の
新傾向 ●nippon天文遺産　天文遺産への思い 渡部潤一（国立天
文台） ●BOOK REVIEW 『脳にきく色　身体にきく色』横山広美
（東京大学），『あなたの体は9割が細菌』中西真人（産業技術総合
研究所），　連載　森山和道の読書日記『植物たちの静かな戦い』『星
くずたちの記憶』『ビッグデータの残酷な現実』『サイボーグ化する
動物たち』ほか ●今月の科学英語

●挑む 金・銀・銅含む黒鉱　沖縄海底で“養殖”へ　野崎達生（海
洋研究開発機構）●サイエンス考古学 中国の技術／塩の供給／鉄，
合金，必要性／サマータイム実験／電気式クリーム製造器／石油
vs.鯨油 ●NEWS SCAN 2億5000万年後の超大陸／地下の生命
圏はどこまで？／素材開発で課題解決狙う説明会／暗黒物質探索の
暗闇／宇宙にキラル分子／自閉症者の優れた聴覚／血痕からわかる
犯人の年齢／神経科学者の就職先／涙バンク構想が浮上／キログラ
ムの新しい定義／脳はいちいち音読しない／太平洋無人島の自然／
ニュース・クリップ ●From nature ダイジェスト ヒトの鼻から

 2016年12 月号

詳報 ノーベル賞　「オートファジー」解明でノーベル生理学・医学賞！　大隅良典博士
▼細胞内の“ゴミ捨て場”に隠されていたリサイクル機構　永田好生（日本経済新聞）　▼顕微鏡下に見えた驚異の世界　日
本経済新聞科学技術部　▼細胞を支える掃除役 オートファジー（再録）　V. デレティック（ニューメキシコ大学）／ D. J. クリオン
スキー（ミシガン大学）　▼物理学賞：物質の「トポロジカル相」を発見　▼化学賞：分子マシンを設計・合成
▼シン・ゴジラの科学　中島林彦（編集部）協力：長沼 毅（広島大学）／松本義久（東京工業大学）／藤倉克則（海洋研究開発機構）
▼折り紙で解くシン・ゴジラ　中島林彦（編集部）　　協力：三谷 純（筑波大学）
特集：人新世を考える　▼地層に刻まれる人類の時代　J. ザラシーウィッツ（英レスター大学）　▼気候変動が変える社会　K. ピー
ク（科学ジャーナリスト）　▼新人口爆発と超高齢化　M. ヴィステンドール（Science誌）　▼人類を追い詰める格差社会　A. ディートン
（プリンストン大学）　▼遺伝子改変人類が誕生？　S. S. ホール（サイエンスライター）

で終わらない「もんじゅ」問題 ●パズルの国のアリス 続・賢者た
ちのチーム戦 ●ANTI GRAVITY 渦々した体験 ●nippon天文遺
産 ブラッシャー天体写真儀 ●BOOK REVIEW特集 ゲノム医療と
人の未来（石井哲也・北海道大学）／人工知能とロボットを知る（森
山和道・サイエンスライター）／私たちは何者なのか　人類の歴史
を考える（渡辺政隆・筑波大学）●今月の科学英語

●サイエンス考古学 雑音／トーマス・エジソンかく語りき／豚コ
レラ／都市の除雪／色いろいろ／スケート大流行 ●NEWS SCAN 
クローン動物短命説は誤りだった／医療用マリファナの挑戦／乳
房にマイクロバイオーム／ GOES-R，アー，ゴー！／シカは南北
方向へ逃げる／ハイハイ支援ロボット／好きなことをするのが一
番／大統領候補の科学評定／ニュース・クリップ ●From nature
ダイジェスト クマムシの保護タンパク質を発見 ●砂漠の駝鳥 廃炉


