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2019年総目次 2019年1月号～12月号

 2019年1 月号

特集：神経免疫学　▼免疫系が脳を動かす　J. キプニス（バージニア大学）
　▼精神疾患の新しいモデル ミクログリア仮説　加藤隆弘／神庭重信（ともに九州大学）
特集：だますAI vs見抜くAI
　▼巧妙化するフェイク動画　B. ボレル（ジャーナリスト）
　▼フェイクを見破る　出村政彬（編集部）
電波のフラッシュ現象　高速電波バーストの正体を追う　D. ロリマー／M. マクラフリン（ともにウェストバージニア大学）
都市洪水からあなたを守る　超精密ハザードマップの試み　L. ドゥエナス＝オソリオ／ D. スブラマニアン／ R. M. スタイン（と
もにライス大学）
歯が語る人類祖先の食生活　P. S. アンガー（アーカンソー大学）
子宮内膜症　ようやく始まった解明　J. ピンコット（フリーライター）　

●挑む 目指すは資源の消費抑制 触媒で世界的課題克服　原 亨和
（東京工業大学）●サイエンス考古学 中絶問題／原子の詩／飛行船と
火災／ニシンが大漁／ウサギの異常発生／まずい酒 ●NEWS SCAN 
日本の糖鎖研究，先細り懸念／使いこなせるか，機械の体／レム睡眠
に必要な遺伝子／筋ジスに遺伝子編集治療／生涯学習するAI／人工
の木材／気候変動リスクを実感せよ／女性リーダーの時代／異星人の
感覚を解読する／フェイスブック男女格差／チーターのお見合いシス
テム／産後うつのメカニズム／ニュース・クリップ ●From nature 
ダイジェスト タンポポの綿毛の秘密 ●科学の森 身近な空気 実験と

観察で偉大さ実感 ●パズルの国のアリス 賞金は仲良く平等に ●
ANTI GRAVITY ペット放棄の科学的考察 ●日本を変えた技術（中） 
地震を再現する振動台　古田 彩（編集部）●グラフィック・サイエ
ンス 太陽黒点の活動周期  ●ヘルス・トピックス プロバイオティ
クスの虚実 ●BOOK REVIEW 『わたしは不思議の環』竹内郁雄（東
京大学名誉教授），『交雑する人類』篠田謙一（国立科学博物館），連
載 森山和道の読書日記『絶滅できない動物たち』『美しき免疫の力』『人
体はこうしてつくられる』『素数の未解決問題がもうすぐ解けるかも
しれない。』ほか ●今月の科学英語

 2019年2 月号

特集：超巨大地震に至る地下の変動　▼北海道胆振東部・大阪北部地震が示すシナリオ　中島林彦（日本経済新聞）協力：西
村卓也（京都大学防災研究所）／北 佐枝子（国立研究開発法人 建築研究所）／高橋雅紀（産業技術総合研究所）
　▼大気中ラドンが示す地下の異変　中島林彦（日本経済新聞）　協力：長濱裕幸（東北大学）
　▼大地震前に観測された電離層の変化　E. バンス（サイエンスライター）
特集：量子もつれ実証　▼最終決着　「ベルの不等式」の破れの実験　R. ハンソン（蘭デルフト工科大学）／ K. シャルム（米国
立標準技術研究所）
　▼アインシュタインの夢 ついえる　測っていない値は実在しない　谷村省吾（名古屋大学） 
ゲノム編集ベビーの衝撃　詫摩雅子（科学ライター）
狂犬病ウイルスで神経網を探索　A. J. マレー（英ロンドン大学ユニバーシティ・カレッジ）
シロアリとフェアリーサークル　L. マルゴネリ（サイエンスライター）

●挑む 光学顕微鏡のマジシャン　タンパク質挙動を可視化　西坂
崇之（学習院大学）●サイエンス考古学 進化論戦争／ヴァンケル
式ロータリーエンジン／ボストン糖蜜災害／鉄条網病／危険な輸血 
●NEWS SCAN 東大の宇宙機構，初のトップ交代／脳の解明手法
「光遺伝学」を確立／偽ウイスキーにストップ／細胞内タンパク質
を特定する顕微鏡／ハイになって踊るタコ／高々山植物を再発見／
携帯の電波で霧発生を予測／鼻をくすぐる数学／インド女性の高い
自殺率／人工クモの糸／ニュース・クリップ／近寄らないで！●
From nature ダイジェスト HIVの隠れ家を探す ●科学の森 法則

の魅力　複雑さを理解　間違う可能性も ●パズルの国のアリス ト
ランプ王国の博覧会会場 ●ANTI GRAVITY 不純異星交遊 ●日本
を変えた技術（下） 八木・宇田アンテナ　石戸 諭（ノンフィクショ
ンライター）●グラフィック・サイエンス 友達の数 ●BOOK 
REVIEW 『タコの心身問題』山本亘彦（大阪大学），『魂に息づく科
学』渡辺政隆（筑波大学），連載 森山和道の読書日記『魚たちの愛
すべき知的生活』『感情とはそもそも何なのか』『図解 宇宙のかたち』
『10億分の1を乗りこえた少年と科学者たち』ほか ●今月の科学
英語

 2019年3 月号

特集：太陽
　▼出生と一族の秘密　R. ボイル（フリージャーナリスト）
　▼定家が見た赤いオーロラ 古文書が語る太陽の激動　中島林彦（日本経済新聞）協力：片岡龍峰（国立極地研究所）
5年後の世界を変える10の科学技術　SCIENTIFIC AMERICAN編集部
周期表の未踏領域「安定の島」を目指して　C. E. デュルマン／M. ブロック（ともに独マインツ大学）
聴こえてきた遺伝子治療の足音　耳の難病に挑む　D. F. マロン（National Geographic誌）
微生物の意外な協力関係　J. マーロウ（ハーバード大学）／ R. ブラークマン（マサチューセッツ工科大学）
聖なる森と生きる　インドのエコシステムピープル　M. ガジル（生態学者）
都市洪水を防ぐ　中国「海綿城市」　E. ギース（サイエンスライター）

●挑む 化学のものづくりに革新 自己組織化で応用目指す　藤田 誠
（東京大学）●サイエンス考古学 熱汚染／きらきらクエーサー変奏
曲／夏時間への嫌悪／エイクリー・カメラ／パナマ運河 ●NEWS 
SCAN ハイパーループに熱い視線／カブリ数物連携機構 野本氏に
ベーテ賞／体内時計を読む方法／氷のノクターン／意思を生む脳回
路／長距離走者の秘密／マナティーの歌／ヘロインをググる／芝生
は環境に優しくない／ニュース・クリップ／フェイシャル・リコー
ル ●From nature ダイジェスト 謎の超新星様天体Cow ●科学
の森 サイエンスは考え方の基本 対象は自然界総て ●パズルの国の

アリス ハリネズミロボットの操作合戦 ●ANTI GRAVITY ザ・
バードマン ●nippon天文遺産 写真天頂筒 ●グラフィック・サイ
エンス 大型哺乳類を滅ぼした人類 ●BOOK REVIEW 『サピエン
ス異変』井上 亨（セキュリティ・エヴァンジェリスト），『トラン
スヒューマニズム』丸山 敬（埼玉医科大学），連載　森山和道の読
書日記『なぜわれわれは外来生物を受け入れる必要があるのか』『人
類との遭遇』『バイオハッキング』『ワンス・アポン・アン・アルゴ
リズム』ほか ●今月の科学英語
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 2019年4 月号

特集：走る動物 ヒト　▼バイオメカニクスから見た走りの人類史　出村政彬（編集部）
　▼運動しなければならない進化上の理由　H. ポンツァー（デューク大学）　
特集：分断の心理学　▼SNSが加速するタコツボ社会　石戸 諭（ノンフィクションライター）／協力：田中幹人（早稲田大学）
　▼科学的思考を阻むバイアス　D. T. ケンリック／A. B. コーエン／ S. L. ニューバーグ／ R. B. チャルディーニ（いずれもアリゾナ州立大学）

　▼コミュニケーションギャップの処方箋　石戸 諭（ノンフィクションライター）
時空の果てをのぞく重力レンズ望遠鏡　D. コウ（宇宙望遠鏡科学研究所）
減量手術が明かした腸と脳の関係　B. ステッカ（サイエンスライター）　
福島第1原発事故　個人被曝線量の解析論文に疑義　滝 順一（日本経済新聞）／古田 彩（編集部）

CO2　1兆トン除去は可能か　R. コニフ（サイエンスライター）

●挑む 合成化学で世界を変える 有用な分子の実現目指す　伊丹健
一郎（名古屋大学）●サイエンス考古学 超ウラン元素／現役だっ
た火打ち石利用／旅行には飛行船／船に冷蔵庫／高級ファッション
人形 ●NEWS SCAN ヒト胚ゲノム編集 ,ルール作りは？／「ウル
ティマ・トゥーレ」姿現す／物理学者 米沢富美子氏逝く／ 2019
年日本国際賞決まる／個性の決め手／うそ発見AI／テッポウウオ
の顔認識／シリカを生んだ超新星爆発／科学アイデアの伝染／共存
する野生動物と家畜／シャコの眼カメラ／飛び立つロボット／フェ
イク尿の問題／ニュース・クリップ ●From nature ダイジェス
ト 月の裏側で調査する中国の探査機 ●科学の森 森林は生物の拠り

所 多大な恩恵もたらす ●パズルの国のアリス 料理番を出し抜け 
●ANTI GRAVITY うんこの科学 ●nippon天文遺産 電波望遠鏡 
第1号 ●ヘルス・トピックス コンピューター診断支援システム ●
グラフィック・サイエンス 北朝鮮の核実験を監視 ●BOOK 
REVIEW 『素粒子論の始まり』筒井 泉（高エネルギー加速器研究
機構），『気象学と気象予報の発達史』木村龍治（東京大学名誉教授），
連載　森山和道の読書日記『9つの脳の不思議な物語』『ウイルス
の意味論』『海と陸をつなぐ進化論』『不老不死のクラゲの秘密』ほ
か ●今月の科学英語

 2019年5 月号

特集：宇宙の暗黒問題　▼変容する暗黒エネルギー　超弦理論が示す新たな予想　中島林彦（日本経済新聞）協力：大栗博
司／村山 斉（いずれも東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構）
　▼暗黒物質は幻か？ 修正重力理論の新たな展開　S. ホッセンフェルダー（独フランクフルト高等研究所）／ S. S. マッガウ（ケー
ス・ウェスタン・リザーブ大学）
特集：格差を科学する　▼仕組まれた経済 格差拡大の理由　J. E. スティグリッツ（コロンビア大学）
　▼不平等が蝕む健康　R. M. サポルスキー（スタンフォード大学）
　▼日本でも進む「格差と健康」研究　古田 彩（編集部）協力：近藤尚己（東京大学）
　▼格差が加速する環境破壊　J. K. ボイス（マサチューセッツ大学アマースト校）
絶滅したハワイの花　マウンテン・ハイビスカスの香りを復活　R. ジェイコブセン（ジャーナリスト）
南極の氷床が崩壊中？　海面上昇加速の危機　R. B. アリー（ペンシルベニア州立大学）
巨大モササウルスの海に迫る スミソニアン博物館からのレポート　西村 絵（日本経済新聞）

●挑む 常識覆す新物質ハンター 固体物理学に革新の波　十倉好紀
（理化学研究所）●サイエンス考古学 鉛中毒の拡大／戦時の銀を回
収／性と間性／史上最悪の飛行機／幼児用歩行器／バッファローと
電信柱 ●NEWS SCAN リュウグウにタッチダウン！／少ない
データで性能を予測／南海トラフ プレート境界掘削断念／第6回
日経「星新一賞」決定／発熱する地球／クジラのおしゃべり／酔っ
払いの記憶／自転車集団の目／ハチに操られるクモ／ダークマター
微生物／脳の特定部分に介入／ガリレオ喪失でアインシュタインが
勝利／ニュース・クリップ ●From nature ダイジェスト 磁極の
動きが速すぎる！●科学の森 動力はエネルギー 機械動かし社会支

える ●パズルの国のアリス 自動ピザカッター ●ANTI GRAVITY 
ヤバすぎランダム化比較試験 ●nippon天文遺産 6mミリ波望遠
鏡 ●グラフィック・サイエンス 平熱は何度？●BOOK REVIEW
特集 新入生のための読書ガイド　幅広い分野の本を読んでみよう 
白石直人（慶応義塾大学），考え抜く力を磨くために　谷口義明（放
送大学），新たな生命科学像を俯瞰する　大隅典子（東北大学），連
載　森山和道の読書日記『進化の法則は北極のサメが知っていた』
『脚・ひれ・翼はなせ進化したのか』『光の量子コンピューター』『予
測の科学はどう変わる？』●今月の科学英語

 2019年6 月号

特集：睡眠とは何か ▼眠気の正体に脳科学で迫る　柳沢正史（筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構) ／詫摩雅子（科学ライター）

　▼実験で明かす睡眠と記憶　K. A. パラー（ノースウェスタン大学）／ D. ウディエット（仏国立保健医学研究機構）
特集：金星 地球の双子星 ▼「あかつき」が見た金星の風　中島林彦（日本経済新聞）協力：中村正人／村上真也（ともに宇宙航空研究開発機構）
　▼第2の地球がたどった道　M. D. ダイアー（惑星科学研究所／マウント・ホリヨーク大学）／ S. E. スムレッカー（米航空宇宙局）／ S. R. ケーン（カリ

フォルニア大学リバーサイド校）

ジャンク化石の山から人類史の宝を探す　T. ハイアム（英オックスフォード大学）／ K. ドウカ（独マックス・プランク人類史科学研究所）

素粒子探索の新数学　アンプリチュードロジー　M. フォン・ヒッペル（デンマーク・ニールス・ボーア国際アカデミー）　
ゲリマンダーを幾何学で見破る　M. デューチン（タフツ大学）　
米国の進化論教育のいま　A. ピオーリ（ジャーナリスト）

●挑む ロボット使う疑似体験 提唱から実用化へ　舘暲（東京大学
●サイエンス考古学 心臓によい水／風疹ワクチン／ついに達成 大
西洋横断飛行／遅々たる歩み／回転サイクリング／磁気嵐／日本流
はハンカチではなく鼻紙 ●NEWS SCAN はやぶさ2 衝突実験に
成功！／実は単細胞 海ぶどうの謎／嗅覚インプラント／手のひら
に乗る恐竜／宇宙から火山を見張る／和らぐ偏見／サンゴの避暑地
／子宮頸がんアプリ／大昔の殺人犯を捕まえる／うまく失敗する方
法／美術のなかのエントロピー／ニュース・クリップ ●From 
nature ダイジェスト 人工の「8文字DNA」／一気に造形する3D

プリンター ●科学の森 人類が続ける地球の探究 智の進歩と知る喜
びに ●パズルの国のアリス 続・ハリネズミロボットの操作合戦 ●
ANTI GRAVITY お寒い慰め ●nippon天文遺産 名大空電研　
1.5m太陽電波望遠鏡 ●グラフィック・サイエンス 遺伝子発現と
服薬 ●ヘルス・トピックス 膵臓がん急増 その背景 ●BOOK 
REVIEW 『生命科学クライシス』丸山 敬（埼玉医科大学），『独楽
の科学』関場大一郎（筑波大学），連載　森山和道の読書日記『進
化する人体』『鳥肉以上、鳥学未満。』『進化する形』『宇宙の果てま
で離れていても、つながっている』ほか ●今月の科学英語
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 2019年7 月号
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特集：ブラックホール撮影成功 
　▼地球サイズの電波望遠鏡で一般相対論を検証　中島林彦（日本経済新聞）協力：本間希樹／秦 和弘／田崎文得（いずれも国立天文台）

　▼銀河中心の巨大ブラックホールを観測　中島林彦（日本経済新聞）協力：本間希樹／秦 和弘／田崎文得（いずれも国立天文台）

特集：顔 その役割と進化 
　▼認識能力の起源を探る　出村政彬（編集部）
　▼ヒトはどう見分けているか　D. Y. ツァオ（カリフォルニア工科大学）
躁だけの躁うつ病　S. メイキン（サイエンスライター）
デンキウナギの必殺技　K. C. カタニア（バンダービルト大学）
ヒヒの群れに探る社会的きずなの健康学　L. デンワース（サイエンスライター）
異常気象の多発を読み解く　M. E. マン（ペンシルベニア州立大学）
陰謀論が広がる理由　M. W. モイヤー（SCIENTIFIC AMERICAN編集部）

●挑む 離散数学で若手輩出　次は基礎研究の強化　河原林健一（国
立情報学研究所）●サイエンス考古学 ニュートリノの謎／飛行機
に栄光あれ／戦争のタネ／サルに関する言い伝え／画家の職業病 
●NEWS SCAN ネコは自分の名前を聞き分ける／リュウグウの人
工クレーター確認／コウイカは夢を見る？／ニューヨークに“生け
る防波堤” ／できるロボット／アルツハイマー病を診断するAI／
音声を解読する神経信号／行方不明の地震を発見／重金属入りビー
ル！？／環境DNAでサケを数える／ニュース・クリップ ●From 
nature ダイジェスト ファージが細菌感染を“隠す” ●科学の森 探

究欲と開発力で得た“視力”の道具 ●パズルの国のアリス いつまで
続く？ 巴戦 ●ANTI GRAVITY ハチ公よ，お前もか？ ●グラ
フィック・サイエンス 宇宙ゴミだらけ  ●BOOK REVIEW 『進化
の意外な順序』鈴木光太郎（新潟大学），『胎児のはなし』渡辺政隆
（サイエンスライター），連載　森山和道の読書日記『世にも危険な
医療の世界史』『ひとの気持ちが聴こえたら』『ディープラーニング
革命』『宇宙を生きる』ほか ●今月の科学英語

 2019年8 月号

特集：恐竜　その姿と動き　▼実物化石が語る新たな恐竜像　内村直之（科学ジャーナリスト）／古田 彩（編集部）
　▼恐竜たちの走りを再考する　出村政彬／古田 彩（編集部）協力：宇佐見義之（神奈川大学）／平山 廉（早稲田大学）／ 久
保 泰（東京大学総合研究博物館）
　▼トリケラトプスの本当の歩き方　古田 彩（編集部）／協力：藤原慎一（名古屋大学）
特集：ワクチンの予想外の功罪
　▼自然免疫を刺激？　疫学データが示す可能性　M. W. モイヤー（SCIENTIFIC AMERICAN編集部）
　▼デング熱ワクチンの混迷 抗体依存性感染増強　S. ヤスミン（スタンフォード大学）／M. ムカジー（SCIENTIFIC AMERICAN 編集部）

クォークの世界を探る新加速器EIC計画　A. デシュパンデ（ニューヨーク州立大学ストーニーブルック校）／吉田陸太郎（米国立トーマス・ジェ

ファーソン加速器施設）

核ミサイル防衛 米国の幻想　L. グレゴ／D. ライト（ともに「憂慮する科学者同盟」）
文明を拒むアマゾンの部族　タイガー族を守る人々　 A. ピオーリ（ジャーナリスト）

●挑む 惑星形成の謎を解き生命の起源に迫る　坂井南美（理化学
研究所）●サイエンス考古学 アポロがとらえた月震／ポリウォーター
／用水路を行くラバ／木製プロペラ／明朗な運賃／天国の場所 ●
NEWS SCAN 沖縄科技大がトップ10入り／ 2019年度「井上春成
賞」決定／かに星雲から最強ガンマ線／チャームクォークに物質・
反物質の非対称性／死の海の生物／ヤスデの光る生殖肢／培養細菌
アート／自家発電ペースメーカー／インタラクティブ IQテスト／カ
メの絶滅はスローに見える／電気装置の故障を予知／宇宙ステー
ションで1年／ニュース・クリップ ●From nature ダイジェスト 

デニソワ人化石をチベットで発見  ●パズルの国のアリス またまた
小切手帳勝負の双子 ●ANTI GRAVITY つける薬がないケース ●
nippon天文遺産 野辺山ミリ波干渉計 ●グラフィック・サイエンス 
新語のソース ●ヘルス・トピックス リンゴ型肥満 ●BOOK 
REVIEW 『天才少年が解き明かす奇妙な数学！』山﨑秀記（一橋大
学名誉教授），『人類の歴史とAIの未来』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『王家の遺伝子』
『生命の歴史は繰り返すのか？』『「かわいい」のちから』『メンタル
ローテーション 』ほか ●今月の科学英語

 2019年9 月号
特別付録
「親と子の科学の冒険」

特集：アポロから半世紀　人類，月へ
　▼あの「小さな一歩」から　C. モスコウィッツ（SCIENTIFIC AMERICAN編集部）▼アポロ11号 飛行士たちの足跡を追う
　E. ベル（SCIENTIFIC AMERICAN編集部）▼アポロの収穫 月の石が語る太陽系の黎明期　E. ジャウィン（米国立自然史博物館）
　▼月誕生に新説　「シネスティア」　S. J. ロック（カリフォルニア工科大学）／ S. T. スチュワート（カリフォルニア大学デービス校）
　▼月探査ミッションの通信簿　（SCIENTIFIC AMERICAN編集部）▼日本が挑む有人探査へのロードマップ　中島林彦（日本経
　済新聞）　協力：佐々木 宏／坂井真一郎（ともに宇宙航空研究開発機構）／秋元衆平（ispace）▼月面争奪戦　A. マン（サイエンスライター）
　▼開かれ　た月面基地ムーンビレッジ構想　ESA長官に聞く　C. モスコウィッツ（SCIENTIFIC AMERICAN編集部）
特集：実験で迫る量子世界の深奥
　▼時空の量子化をとらえる　T. フォルジャー（科学ジャーナリスト）
　▼波動関数の収縮は物理現象か？　T. フォルジャー（科学ジャーナリスト）　
ウナギ絶滅回避なるか　間近に迫る完全養殖　 出村政彬（編集部）
再生能力を引き出す薬　K. ストレンジ／ V. イン（ともにノボ・バイオサイエンシズ）
シャチの悲嘆　死を悼む動物たちPart2　 B. J. キング（ウィリアム・アンド・メアリー大学）

●サイエンス考古学 遺伝的浮動／浮動する大陸／汽船にエアメール
／よどんだ水／太陽の燃焼／石炭経済 ●NEWS SCAN 国内学会，
中高生に熱い視線／第3回野口英世アフリカ賞決定／第7回日経「星
新一賞」募集開始／攻撃を抑止するアラームコール／進化アルゴリ
ズムで最適の翼／粘菌の賢さ／超音波による治療／シカとコウモリ
の共生関係／ IoP：植物のインターネット／不平等な大気汚染／
ニュース・クリップ ●From nature ダイジェスト 火星の地震を初

観測 ●パズルの国のアリス ハリネズミが描く三角形 ●ANTI 
GRAVITY 微積分の楽しみ ●グラフィック・サイエンス 太陽時正午
は何時？ ●BOOK REVIEW 『ネコ・かわいい殺し屋』西田隆義（滋
賀県立大学），『京大的アホがなぜ必要か』中西真人（産業技術総合
研究所），連載　森山和道の読書日記『虫や鳥が見ている世界』『鳥
頭なんて誰が言った？』『アルゴリズムはどれほど人を支配してい
るのか？』『「うつ」は炎症で起きる』ほか ●今月の科学英語
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 2019年10 月号

特集特特集集

特集：カンブリア前夜　
　▼生命爆発の導火線 エディアカラ生物の進化　R. A. ウッド（英エディンバラ大学）

　▼最古の左右相称動物　モンゴルで生痕化石を発見　中島林彦（日本経済新聞）協力：大路樹生（名古屋大学）
特集：「天気の子」の空　
　▼雲研究者に聞く　映画に描かれた東京の異常気象　中島林彦（日本経済新聞）協力：荒木健太郎（気象庁気象研究所）
　▼『天気の子』の空はこうして生まれた　対談：新海 誠（監督）×荒木健太郎（気象監修）
凄ワザ解剖　動物の暗視能力　A. ダンス（サイエンスライター）
超常識の宇宙推進システム　マッハ効果スラスター　 S. スコールズ（サイエンスライター） 
道具使用の起源を探る霊長類考古学　M. ハスラム（フリーの研究者）
片目を開けて眠る動物たち　半球睡眠　 G. G. マセッティ（伊パドヴァ大学）
グランドキャニオンの生態系　回復への道　 H. ハンスマン（フリーライター）

発の代償 ほか●From nature ダイジェスト 造血幹細胞を大量増
幅する技術 ●パズルの国のアリス アナゴ先生の美術作品 ●ANTI 
GRAVITY この宇宙は数学で解け ●グラフィック・サイエンス 水
問題に注目 ●ヘルス・トピックス 感染症と遺伝子変異 ●BOOK 
REVIEW 『わたしは哺乳類です』水島 希（総合研究大学院大学），『宇
宙と宇宙をつなぐ数学』小山信也（東洋大学），連載　森山和道の
読書日記『キリン解剖記』『恐竜博士のめまぐるしくも愉快な日常』
『幸せをつかむ数式』『ユニバース2.0』ほか●今月の科学英語

●挑む 多言語の逐次翻訳完成 次は高精度の同時翻訳　隅田英一郎
（情報通信研究機構）●サイエンス考古学 磁気バブル／忍び寄るポ
リオ／郵便配達は自動車で／飛行機での狩りは禁止／ヒ素食い人／
火事に備えてスライド棚 ●NEWS SCAN 政府，10年ぶりにバイ
オ戦略／培養細胞の評価，総合的に／京都賞受賞者決まる／ブルー
プラネット賞決定／シャチにはサメも怖気づく／ハエトリ鳥の目／
笑い声を聞き分ける能力／新たな脳画像法 fMRE／蘇生バッグを自
動化／紫外線照明で衝突防止／磁気嵐ハザードマップ／セクハラ告

別冊230『孤独と共感　脳科学で知る心の世界』
別冊231『アントロポセン　人類の未来』
別冊232『認知科学で探る　心の成長と発達』
別冊233『魚のサイエンス』

 2019年11 月号

特集：北極融解　▼氷が消える海　中島林彦（日本経済新聞）協力：菊地 隆（海洋研究開発機構）
　▼北極海争奪戦　M. フィシェッティ（SCIENTIFIC AMERICAN編集部）
　▼にらみ合いの行方　K. スティーブン（持続可能性高等研究所＝ドイツ）
特集：BMIで拡張する身体　▼意図を汲んで動くマシン　R. アンダーセン（カリフォルニア工科大学）
　▼第3の腕を手に入れる　古田 彩（編集部）協力：西尾修一／平田雅之（ともに大阪大学）
世界の全情報をタマゴ1個に　DNAストレージ　J. E. ダールマン（ジョージア工科大学／エモリー大学）
闘争の動物行動学　G. アーノット／ R. W. エルウッド（ともに英クイーンズ大学ベルファスト）
特別リポート：生殖医療の現在　▼卵子凍結ブームの死角　L. マンディ（ジャーナリスト）▼抜け落ちた視点　月経の科学
的解明　V. ソール＝スミス（ジャーナリスト）▼国際比較：妊産婦死亡率　M. R. マクレモア（カリフォルニア大学サンフランシスコ校）

●From nature ダイジェスト 複雑なポーカーゲームでAIが勝利   
●パズルの国のアリス モグラ国芸能団と白の騎士のコラボ ●
ANTI GRAVITY 蚊は人類の吸
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敵 ●ヘルス・トピックス 大音響が
耳を傷つける仕組み ●BOOK REVIEW 『クロード・シャノン 情
報時代を発明した男』竹内郁雄（東京大学名誉教授），『大英自然史
博物館 珍鳥標本盗難事件』渡辺政隆（筑波大学），連載　森山和道
の読書日記『時間は存在しない』『生物の中の悪魔』『人体、なんで
そうなった？』『麺の科学』ほか ●今月の科学英語

●挑む 膨大な分析と柔軟な発想 オートファジーに迫る　野田展生
（微生物化学研究所）●サイエンス考古学 呼吸不全の集中治療／戦
車改め登山タンク／馬の失業／ワクチン論議／「カーディフの巨人」 
●NEWS SCAN 日本発論文の引用数低迷／ひび割れで描いた絵画
／エボラ治療の最前線／自力移動ができたディッキンソニア／完璧
なクレープの作り方／渡り鳥，ごちそうさま／意地悪つまずき実験
／シンプルな群れロボット／足跡プールが育む小動物／分断された
大河／ヒ素を食べるシダ／一緒に飛ぶ理由／ニュース・クリップ 

 2019年12 月号

詳報ノーベル賞　▼ノーベル化学賞　電極革新が生んだ新電池　出村政彬／古田 彩（編集部）

▼物理学賞　現代宇宙論の確立と系外惑星の発見　▼生理学・医学賞　低酸素環境に応答するメカニズムの解明
特集：真実と嘘と不確実性 　
【第1部 真実を問い直す】▼物理学におけるリアリティー　G. マッサー（SCIENTIFIC AMERICAN編集部）▼数学は発明か発見か K. 
ヒューストン＝エドワーズ（オーリン工科大学）▼脳が「現実」を作り出す　A. K. セス（英サセックス大学）

【第2部 嘘という行為】▼嘘をつく動物たち　B. J. キング（ウィリアム・アンド・メアリー大学）▼デマ拡散のメカニズム　C. オコナー／

J. O. ウェザオール（ともにカリフォルニア大学アーバイン校）▼腐敗は伝染する　D. アリエリー（デューク大学）／ X. ガルシア＝ラダ（ハーバー

ド大学）▼選挙を狙うハッキング攻撃　J. A. ハルダーマン（ミシガン大学）／ J. シュワルツ（SCIENTIFIC AMERICAN編集部）

【第3部 深まる不確実性】▼過剰な心配，過小な心配　リスク判断の心理学　B. フィッシュホフ（カーネギーメロン大学）▼エラーバー
の読み方　J. ハルマン（ノースウェスタン大学）▼自己不確実感が社会を脅かす　M. A. ホッグ（クレアモント大学院大学／英ケント大学）▼情
報操作社会に生きる　C. ウォードル（非営利組織ファースト・ドラフト）

ご存じ？ ●グラフィック・サイエンス 肥満と寿命：グラフの読み
方 ●ヘルス・トピックス 男子を脅かす口腔がん ●BOOK 
REVIEW特集 古生物学を楽しむ  平沢達矢（理化学研究所），科学
者たちの歩んだ道　 関場大一郎（筑波大学），納得の医療を目指し
て　丸山 敬（埼玉医科大学），連載　森山和道の読書日記『人類は
噛んで進化した』『家畜化という進化』『ネコもよう図鑑』『神経美学』
●今月の科学英語

●サイエンス考古学 マリファナ考／新年の挨拶／ものごとの本質
／挫折した飛行／はがきの発明／脳の時計 ●NEWS SCAN 逆プル
フリッヒ効果／フォノンを量子ビットに／卓上の重力波検出器／我
が子を遠くへ運ぶカエル／あなたも感じる「数学の美」／遺体を使
わない解剖実習／ HIV感染の詳細マップ／見えた！分子トラップ
／ニュース・クリップ／サソリ毒の秘密 ●From natureダイジェ
スト 炭素だけのリング状分子を合成 ●ANTI GRAVITY 不可知を

別冊234『最新免疫学　がん治療から神経免疫学まで』
別冊235『進化と絶滅 生命はいかに誕生し多様化したか』
書籍『気持ちが晴れればうまくいく　「こころ」を健康にする本Ⅱ』
書籍『パズルの国のアリス3　ハートの女王とマハラジャの対決』


