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2017年総目次 2017年1月号～12月号

 2017年1 月号

特集：時空と量子もつれ 
▼ワームホールと量子もつれ 量子時空の謎　J. マルダセナ（プリンストン高等研究所）
▼ホログラフィー原理を解く エンタングルメント・エントロピーと笠・高柳公式　中島林彦（編集部）　協力：大栗博司（米カリフォ
ルニア工科大学／東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構）／高柳 匡（京都大学基礎物理学研究所）
鳥取県中部地震とひずみ集中帯　中島林彦（編集部）協力：西村卓也（京都大学防災研究所）
特集：人新世を考える（後編）
▼120歳時代 健康寿命を延ばす道　B. ギフォード（サイエンスライター） ▼人間性の黄金律　H. ロズナー（サイエンスライター）
▼「知生代」を宇宙にひらく　D. グリンスプーン（惑星科学研究所） ▼知りえない未来　K. S. ロビンソン（SF作家）
しなやかな2足歩行ロボット　J. パブルス（サイエンスライター）
ぴったりの薬を選ぶゲノム薬理検査　D. F. マロン（SCIENTIFIC AMERICAN編集部）

●サイエンス考古学 ウソ発見器／アスファルトで緑化／注意集中の
スパン／自動車／氷を収穫／トンネル時代 ●NEWS SCAN 「未来へ
の投資」は危機的状態／本庶佑博士ら3人に京都賞授与／シベリアの
凍土から炭疽菌／氷が消えると遺跡も消える／分類学の分裂／変化の
風／出番間近の人工膵臓／象さんの足跡，住めば都／音響プリズム登
場／月の地形／ニュース・クリップ ●From nature ダイジェスト 
DNA解析でキリンは4種に ●砂漠の駝鳥 「総括原価」に紛れる原発
事故負担 ●パズルの国のアリス 鏡の国のサイコロ製造工場 ●ANTI 

GRAVITY 天地捏造 ●nippon天文遺産 日本最古の星野写真乾板 
●BOOK REVIEW 『触れることの科学』山本亘彦（大阪大学），『物
理学を変えた二人の男』杉山滋郎（北海道大学名誉教授），連載 森山
和道の読書日記『数学的な宇宙』『絵でわかる人工知能』　『クモの糸
でバイオリン』　『雪と氷の図鑑』ほか ●今月の科学英語

 2017年2 月号

特集：腸内細菌 
▼新時代を迎えた腸内常在菌研究　辨野義己（理化学研究所）
▼活気づく医薬・健康ビジネス　宮田 満（日経BP社特命編集委員）
特集：地球外生命探査 ▼土星の月エンケラドスは生きていた　F. ポストバーグ（独ハイデルベルク大学／独シュツットガルト大
学）／G. トビー（仏ナント大学）／ T. ダンベック（サイエンスライター）
▼見えた！ 木星エウロパの活動　中島林彦（編集部）　協力：関根康人（東京大学）
エルニーニョを追跡する　E. ベッカー（米海洋大気庁）
絶滅危惧種の移住を手助け 生物の引っ越し大作戦　R. コニフ（サイエンスライター）
ごきぶりゾンビ 捕食寄生の神経科学　C. ウィルコックス（ハワイ大学）
どうなる米国のプログラミング教育　A. M. ポール（サイエンスライター）

●サイエンス考古学 遺伝子治療／蚊を駆除／戦争の暗雲／美術ア
カデミー／バラはバラ ●NEWS SCAN 世界最小ロケットで宇宙
へ／ 113番「ニホニウム」正式決定／大隅博士がノーベル賞授賞
式に／光スペクトル情報解析で研究講座／ AI小説への挑戦綴る／
天文衛星ガイアの初データが公開／エウロパで噴出した希望／見直
されたリソソーム／ナマケモノの勤勉な進化／ライオンが賢い理由
／オバマ政権の自然保護／銅が悪臭の感度を増幅／駄洒落の理解で
脳が分業／動物の個性と集団行動／ 10代の若者が干ばつに挑む／

ニュース・クリップ ●From nature ダイジェスト 10カ月間飛
び続けるアマツバメ ●砂漠の駝鳥 大学ランキングを気にするな ●
パズルの国のアリス モグラ大学の卒業試験 ●ANTI GRAVITY フ
ロリダあるある  ●BOOK REVIEW 『つながる脳科学』丸山 敬（埼
玉医科大学），『雨の自然誌』平松和彦（福山市立大学），連載 森山
和道の読書日記『ニワトリ　人類を変えた大いなる鳥』『難病にい
どむ遺伝子治療』『研究するって面白い！』『ホワット・イズ・ディ
ス？』ほか ●今月の科学英語

 2017年3 月号

特集：脳を作る 脳を見る ▼実験室で誕生 脳オルガノイド　J. A. ノブリヒ（オーストリア科学アカデミー分子生物工学研究所）
▼透明化で見えた脳回路 CLARITY法の衝撃　K. ダイサーロス（スタンフォード大学）
ドラマチックだった太陽系形成　L. T. エルキンズ＝タントン（アリゾナ州立大学）
新発見！ 文化が促すシャチの種分化　R. リーシュ（英ロンドン大学ロイヤル・ホロウェイ校）
「ノー」と言えるロボット　G. ブリッグズ（米海軍研究所）／M. シューツ（タフツ大学）
核融合ベンチャーの勝算　W. W. ギブズ（SCIENTIFIC AMERICAN編集部）
枯葉剤エージェントオレンジの霧　C. シュミット（ジャーナリスト）
海底顕微鏡が明かす世界　J. フィッシュマン（SCIENTIFIC AMERICAN編集部）

SCIENTIFIC AMERICANが選ぶ10大イノベーション　SCIENTIFIC AMERICAN編集部

●挑む 「世界」を理解するため人工知能をつくる　松尾豊（東京大
学）●サイエンス考古学 クジラを食べる／磁石の進歩／空飛ぶ車
／働く女性／鉄道と水運 ●NEWS SCAN 世界初，反水素原子を
分光観測／血液がん治療に新手法の可能性／日比谷高で数学の産業
応用講義／サルが作った石器／視覚を備えた植物／アザラシの時間
感覚／緑化屋上，もう1つの効用／増える性感染症／風力タービン
を雷から守る／ミニ衛星2つで宇宙望遠鏡／隠された副作用／
ニュース・クリップ／蚊で蚊を退治 ●From nature ダイジェス
ト 南極海に巨大な海洋保護区 ●砂漠の駝鳥 沖縄科技大学院大 こ

れから進む道は ●パズルの国のアリス 続・モグラ大学の卒業試験 
●ANTI GRAVITY 難局で頼りになるデータ ●nippon天文遺産 
65cm屈折望遠鏡と大赤道儀室（上）●グラフィック・サイエンス 
増える国内避難民 ●ヘルス・トピックス 鎌状赤血球症に驚きの治
療法  ●BOOK REVIEW 『人工知能が変える仕事の未来』井上 亨
（エヴァンジェリスト），『地球の歴史』小出良幸 (札幌学院大学），
連載 森山和道の読書日記『繰り返される宇宙』『脳はいかに意識を
つくるのか』『ゾンビ・パラサイト』『貝と文明』ほか ●今月の科
学英語
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 2017年4 月号

特集：運動と健康 ▼運動のパラドックス なぜやせられないのか　H. ポンツァー（ニューヨーク市立大学ハンター校）
▼うつ病治療に運動を取り入れる　F. ジャブル（SCIENTIFIC AMERICAN編集部）　
量子ビットから生まれる時空　C. モスコウィッツ（SCIENTIFIC AMERICAN編集部）
神話の進化　J. デュイ（パリ第1大学） 
ピルトダウン人の真相　篠田謙一（国立科学博物館）　　
とける永久凍土　T. シューア（北アリゾナ大学）
ヒトの臓器を動物で作る　J. C. イズピスア・ベルモンテ（ソーク研究所）
非科学的デマを斬る──知っておきたい5つの事実　M. シャーマーほか
ケニアの野生動物を守れ リチャード・リーキーに聞く　R. シフマン（環境ジャーナリスト）　　

●挑む 無線送電の技術を応用 世界の電力利用社会に変革　篠原真
毅（京都大学）●サイエンス考古学 人種問題／米国参戦／読者の
不満／トラクターの軌道／ミルク病の原因 ●NEWS SCAN 金星
の弓状模様の謎が解けた！／ iPS細胞で遺伝性難聴に光明／ 2017
年日本国際賞決まる／小石川中教で科学技術セミナー／血流移動ロ
ボットに一歩／無意識にモールス符号を学習／情報共有で実験動物
に優しく／冷ややかな現実／南極で果物栽培／誘発地震に防止対策
／ダニを避けるなら西部へ／水銀汚染に打つ手あり／野生動物管理
官の苦境／ニュース・クリップ ●From nature ダイジェスト 「ぶ
んぶんゴマ」が遠心分離機に ●砂漠の駝鳥 いまここにある科学研

究の危機 ●パズルの国のアリス ヤマネ，また姪たちの信頼を失う 
●ANTI GRAVITY 見る目を持とうよ ●nippon天文遺産 65cm
屈折望遠鏡と大赤道儀室（下）●グラフィック・サイエンス 研究
スタイルいろいろ ●ヘルス・トピックス 鉛の悪影響を見極める ●
BOOK REVIEW 『多面体百科』井ノ口順一（筑波大学），『分節幻想』
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『脳はなぜ都合よく記憶するのか』『紙の世界史』『南極建築
1957-2016』『チョコレートはなぜ美味しいのか』ほか ●今月の
科学英語

 2017年5 月号

特集：スターショット計画 
▼亜光速でアルファ・ケンタウリへ　A. フィンクベイナー（サイエンスライター）
▼日本の宇宙ヨット「イカロス」　中島林彦（編集部）協力：森 治（宇宙航空研究開発機構）
▼ハビタブル惑星プロキシマbの発見　中島林彦（編集部）協力：佐藤文衛（東京工業大学）
特集：言語学の新潮流 
▼チョムスキーを超えて 普遍文法は存在しない　P. イボットソン（英オープン大学）／M. トマセロ（独マックス・プランク進化人類学研究所）

▼口笛言語　J. メイエ（フランス国立科学研究センター）
ついに見えたHIV予防ワクチン　R. W. サンダース（蘭アムステルダム大学）／ I. A. ウィルソン（スクリプス研究所）／ J. P. ムーア（コーネル大学）

キログラムを再定義　T. フォルジャー（科学ジャーナリスト）
究極の選択？ 麻薬依存をイボガインで治療　J. ネスター（サイエンスライター）

●挑む スパコン開発の鬼才シンギュラリティーにらむ　齊藤元章
（PEZY Computing）●サイエンス考古学 原子力／物質／映画の
制作／進化と戦争／銃創／パリの馬乗り人 ●NEWS SCAN 冥王
星のクジラ模様の謎を解く／第4回日経「星新一賞」決定／ウェブ
サービス技術で企業講義／氷河期のチベット人／ミニチュア金属装
置を作る／ジュラ紀のタコ化石／幹細胞から腸管組織／デジタル時
代の性感染症検査／ゾウよけにハチのパワー／ビビッとくる入江／
核融合に未来はあるか？／ニュース・クリップ／メイク・アース・
グレート・アゲン ●From nature ダイジェスト 第8大陸「ジー
ランディア」を探る ●砂漠の駝鳥 余剰プルトニウム問題解決の第

3の道 ●パズルの国のアリス ヤマネの姪たちの習い事 ●ANTI 
GRAVITY アスパラガス尿と私 ●nippon天文遺産 20cm屈折望
遠鏡と第一赤道儀室 ●グラフィック・サイエンス 増える双子の出
生 ●ヘルス・トピックス 鍼治療の神話 ●BOOK REVIEW特集 フ
レッシュマンのための読書ガイド　生み出すこと　小谷元子（東北
大学），憧れのだれかになってみる　鈴木光太郎（新潟大学），楽し
くて前向きな人生に　中西真人（産業技術総合研究所），連載 森山
和道の読書日記『おっぱいの進化史』『毛の人類史』『毒々生物の奇
妙な進化』『植物はなぜ薬を作るのか』●今月の科学英語

 2017年6 月号

特集：インフレーション理論の現在 ▼小松英一郎が語る 絞られてきたモデル　中島林彦（日本経済新聞）協力：小松英一郎（独
マックス・プランク宇宙物理学研究所）▼インフレーション理論は盤石か？　A. アイジャス／ P. J. スタインハート（ともにプリンスト
ン大学）／A. ローブ（ハーバード大学）
特集：恐竜から鳥へ ▼羽根と翼の進化　S. ブルサット（英エディンバラ大学）▼見えた！恐竜の色　J. ヴィンサー（英ブリストル大学）

“陰の血管”を育てて心臓病を治す　G. ルバーニ（アンジオネティクス）
医療用アイソトープが足りない テクネチウム危機　M. ペプロー（科学ジャーナリスト）
火星旅行の壁 宇宙放射線で脳障害　C. L. リモリ（カリフォルニア大学アーバイン校）
家畜工場から耐性菌　M. W. モイヤー（SCIENTIFIC AMERICAN 編集部）
新生児ゲノム検査の期待と不安　B. ロックマン（サイエンスライター）

●挑む ES細胞から腸をつくる 子どもの治療めざす　阿久津英憲
（国立成育医療研究センター）●サイエンス考古学 宇宙背景放射／
外来種／地下での戦争／牛追い電気棒／スエズ運河の懸念／牛乳は
冷所に ●NEWS SCAN スーパー KEKB，実験準備大詰め／改良
VIRGOが近く稼働／地震の音で津波を検知／空気清浄網戸／石炭
火力は農作物も害する／アヒル目隠し実験／地衣類引っ越し作戦／
着陸管理システム離陸待ち／ニュース・クリップ／感染症対策は十
分か？ ●From nature ダイジェスト トリアンギュレンの合成に
成功 ●砂漠の駝鳥 先端科学と生命倫理 広く議論始める時期 ●パ

ズルの国のアリス ハート王室の金庫を開錠せよ ●ANTI 
GRAVITY 「5秒ルール」を考える ●nippon天文遺産 レプソル
ド子午儀と子午儀室（上） ●グラフィック・サイエンス 計算科学
で読む文学 ●ヘルス・トピックス がん遺伝子検査のいま ●
BOOK REVIEW 『フンボルトの冒険』藤田雅矢（作家／植物育種
家），『なぜペニスはそんな形なのか』丸山 敬（埼玉医科大学），連
載　森山和道の読書日記『ちいさい言語学者の冒険』『ウニはすご
い バッタもすごい』『宇宙に「終わり」はあるのか』『人類と気候
の10万年史』ほか ●今月の科学英語
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 2017年7 月号

特集：トランプvs科学 
▼トランプの激震　川合智之（日本経済新聞ワシントン支局）
▼変わる世界の勢力図　滝 順一（日本経済新聞編集委員）
▼ネットで軽くなる「事実」の重み　長倉克枝（サイエンスライター）
陰謀論を増幅 ネットの共鳴箱効果　W. クアトロチョッキ（伊 IMTルッカ高等研究所）
特別リポート 未来の医療：難病と戦う細菌ロボット　M. ウォルドホルツ（ジャーナリスト）
本当に賢いAIを見分ける新チューリングテスト　G. マーカス（ニューヨーク大学）
炭疽菌兵器の恐怖　P. S. カイム（北アリゾナ大学）／D. H. ウォーカー（テキサス大学）／ R. A. ジリンスカス（ミドルベリー国際大学院）
硫黄の川が生んだカダヤシの進化　R. リーシュ（英ロンドン大学ロイヤル・ホロウェイ校）／M. プラス（中国・西北農林科学技術大学）
アニマルCSI 動物虐待を科学捜査　J. バード（フロリダ大学）／ N. ウィットリング（アメリカ動物虐待防止協会）
貧困から子供の脳を救う　K. G. ノーブル（コロンビア大学）

●挑む CERNから福島へ測定を重ね事実を紡ぐ　早野龍五（東京
大学名誉教授）●サイエンス考古学 “モンキー法”に幕／ランダム
アクセスメモリー／夜間飛行／甘いもの好き／フランスの洗濯 ●
NEWS SCAN 科学にただ乗りする“イノベーション”創出／原始
惑星系のガスの起源／筑波大学附属駒場でサイエンス講座／ニュー
トリノで核監視／進化する地図／頑なな姿勢を解きほぐす／光電気
化学で水素／古代食に見えた性差別／バイオニック義手／赤子の脳
が覚えている言語／跳べ！ロボット／鳥の巣はドーム型が先／
ニュース・クリップ ●From nature ダイジェスト 初の蛍光カエ

ルを発見 ●砂漠の駝鳥 社会のあり方問うゲノム編集の応用 ●パズ
ルの国のアリス 鏡の国はスパイ天国? ●ANTI GRAVITY 銃と大
麻はNGワード？ ●グラフィック・サイエンス ハッブル望遠鏡の
永遠の遺産 ●nippon天文遺産 レプソルド子午儀と子午儀室（下）
●ヘルス・トピックス 危険な血栓を取り除く ●BOOK REVIEW 
『外来種のウソ・ホントを科学する』西田隆義（滋賀県立大学），『さ
さやかな知のロウソク』渡辺政隆（筑波大学），連載 森山和道の読
書日記『痛覚のふしぎ』『昆虫の行動の仕組み』『心を操る寄生生物』
『モラルの起源』ほか ●今月の科学英語

 2017年8 月号

特集：ブラックホールをあぶり出せ 
▼星を引き裂く姿 潮汐破壊現象　S. B. センコ／ N. ゲーレルズ（ともに米航空宇宙局ゴダード宇宙飛行センター）
▼放浪するブラックホールを探す　中島林彦（日本経済新聞）　協力：岡 朋治（慶応義塾大学）　
特集：アルツハイマー病はこう防ぐ 
▼大規模調査で見えたカギ 生活習慣でリスク低減　M. キビペルト／ K. ハカンソン（ともにスウェーデン・カロリンスカ研究所）
▼アルツハイマー病に負けない力を蓄える　D. A. ベネット（ラッシュ大学）
キツネがイヌに化けるまで　L. トルート（細胞学・遺伝学研究所＝ロシア）／ L. A. デュガトキン（ルイビル大学）

1000兆分の1秒の反応を見る 連続フェムト秒結晶構造解析　P. フロム／ J.C.H. スペンス（ともにアリゾナ州立大学）
微生物の長距離飛行　D. シュマーレ／ S. ロス（ともにバージニア工科大学）
この水は危険か？ 米国のパーフルオロ化合物汚染　C. シュミット（ジャーナリスト）

●挑む 古代魚を使って探る遺伝子，細胞，種の進化　神田真司（東京
大学）●サイエンス考古学 高効率農業／海洋底拡大説／野の草花
を守る／貨車用のケーブルカー／歯学教育／ニューヨークの名折れ 
●NEWS SCAN 次世代ガンマ線天文台来春稼働／第5回日経「星
新一賞」募集開始／太陽の運行を刻む現代芸術施設／ AMEDが発
足2周年シンポ／科学ジャーナリスト賞 大賞は中国新聞記者らに
／サメの祖先に手がかり／動き出す米国の砕氷船建造計画／パーキ
ンソン病を早期検出／直流送電ルネサンス／ピザ職人ロボット修行
中／宇宙技術で森林消防士を守る／血液検査で放射線被曝を判別／
新しいリライタブルペーパー／チップ上に月経周期を再現／ニュー

ス・クリップ／正確な土砂崩れ予測モデル ●From nature ダイ
ジェスト 世界初のナノカーレース ●砂漠の駝鳥 温暖化防止の推進 
日本はぶれずに ●パズルの国のアリス 勝負の決着を早めるには ●
ANTI GRAVITY クモのとんでもない食事量 ●グラフィック・サイ
エンス 膨大な昆虫が渡りを実行 ●nippon天文遺産 9cmバンベ
ルヒ子午儀 ●BOOK REVIEW 『ライト兄弟』横山広美（東京大学），
『超拡大で虫と植物と鉱物を撮る』尾崎煙雄（千葉県立中央博物館），
連載 森山和道の読書日記『銀河宇宙観測の最前線』『バッタを倒
しにアフリカへ』『鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ。』
『人はどのように鉄を作ってきたか』ほか ●今月の科学英語

 20176年9 月号
夏休み特別付録
「親と子の科学の冒険」

特集：マルチバースと多世界 
▼マルチバースと多世界 インフレーション理論と量子力学のつながり　野村泰紀（カリフォルニア大学バークレー校／東京大学）
▼提唱者野村康紀に聞く 今なぜマルチバースか　語り：野村泰紀（カリフォルニア大学バークレー校／東京大学校）聞き手：古田彩（編集部）
▼「インフレーション理論に異議」に物理学者33人が大反論
脅威増す北朝鮮の弾道ミサイル　高坂哲郎（日本経済新聞編集委員）
ALSに新たな手がかり アンチセンス医薬の可能性　L. ペトルチェリ（メイヨー・クリニック）／A. D. ギトラー（スタンフォード大学）
迫る！ 北米横断日食　 J. M. パサチョフ（ウィリアムズ大学）
向こう1000年の日食　M. フィシェッティ（SCIENTIFIC AMERICAN編集部）
消えたグリーンランドのバイキング　Z. ゾーリッチ（フリーライター）
ホモ・ナレディ「ネオ」の姿　 K. ウォン（SCIENTIFIC AMERICAN編集部）
トウモロコシを守れ ネクイハムシとの戦い　 H. ノードハウス（ジャーナリスト）

●挑む 共創を科学する異能　最良の人のつながり研究　三輪敬之
（早稲田大学）●サイエンス考古学 物性科学／役立たない考案／消防
車／ナポレオンと農業／ピラミッドの目的 ●NEWS SCAN 火の玉
にならずに大気圏再突入／銀河中心部にススまみれの変光星／沖縄
科技大，正念場の6年目／植物は聞こえている？／海に沈んでいた
アマゾン／子育て行動遺伝子／おばあちゃんの友達ロボット／夢に迫
る／衰えゆく森／秘密とウソ／ロケット材料が熱い／海面上昇の詳
細マップ／ニュース・クリップ／インド洋の海底地形 ●From nature 
ダイジェスト 2次元の磁石が誕生／ニホンアナグマの駆除に懸念 

●砂漠の駝鳥 人気科学館の伝統 楽しさ伝える思い ●パズルの国の
アリス 続・勝負の決着を早めるには ●ANTI GRAVITY 根掘り歯
掘り ●グラフィック・サイエンス まだ遠い北西航路 ●nippon天文
遺産 樺太国境を決めたバンベルヒ子午儀 ●ヘルス・トピックス 青
色光が奪う眠り ●BOOK REVIEW 『ビジュアル数学全史』山﨑秀
記（一橋大学），『「生きものらしさ」をもとめて』中西真人（産業技
術総合研究所），連載 森山和道の読書日記『働きたくないイタチと
言葉がわかるロボット』『歌うカタツムリ』『人類はなぜ肉食をやめ
られないのか』『地球は本当に丸いのか？』ほか ●今月の科学英語
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 2017年10 月号

特集：日本海溝移動説 
▼東北の山脈はこうしてできた▼フィリピン海プレートの動きを探る　中島林彦（日本経済新聞）　協力：高橋雅紀（産業技術総合研究所）
特集：若冲の科学 
▼若冲が描いた虫たちを語る　倉谷滋（形態進化学者）／橋本麻里（美術ライター）
▼若冲を生んだ江戸の博物学　橋本麻里（美術ライター）
▼「若冲の青」を再現する　古田 彩（編集部）　協力：田中陵二（化学者）／浅野信二（画家）
謎のボヤジアン星　K. カルティエ／ J. T. ライト（ともにペンシルベニア州立大学）
ヒトらしさを生んだ遺伝子欠失　P. L. レノ（フィラデルフィア・オステオパシー医科大学）
温暖化対策の要 インドへの処方箋　V. シバラム（外交問題評議会）
地衣類に見る共生の姿　 E. ギース（科学・環境ライター）

中性子星の核心に迫るNICER ●砂漠の駝鳥 情報の検証促す組織 
日本でも発足 ●パズルの国のアリス 大工と白騎士，鏡の国の面子
をかけて ●ANTI GRAVITY 事情聴取 ●グラフィック・サイエン
ス 騒音に痛む耳  ●BOOK REVIEW 『セレンゲティ・ルール』三
中信宏（農業・食品産業技術総合研究機構農業環境変動研究セン
ター），『心はいつ脳に宿ったのか』鈴木光太郎（新潟大学），連載 
森山和道の読書日記『汗はすごい』『人はなぜ太りやすいのか』『キ
ノコとカビの生態学』『海に沈んだ大陸の謎』ほか●今月の科学英
語

●挑む 鉄道に超電導革命を リニアの次は送電線　富田優（鉄道総
合技術研究所）●サイエンス考古学 貧民街の隠れた構造／火山の
力／軍馬の野戦病院／マラリアにキニーネ／オンデマンド ●
NEWS SCAN 東大の研究不正 対応に温度差／日比谷高で数学の
産業応用授業／京都賞とブループラネット賞決まる／オーストラリ
アの侵入者／顔認識のメカニズム／プラスチックを食べる虫／孤島
を汚すプラスチック／ハイテクでゾウを守る／排出量取引に踏み出
すメキシコ／踊るクマちゃん／噴火，氷河期，大量絶滅／ニュース・
クリップ／傷ついたハートの修復 ●From nature ダイジェスト 

別冊215『重力波・ブラックホール 一般相対論のいま』
別冊216『AI 人工知能の軌跡と未来』
別冊217『大地震と大噴火』 
別冊218『脳科学のダイナミズム』 
別冊219『人類への道 知と社会性の進化』

 2017年11 月号

特集：見えてきた記憶のメカニズム ▼記憶をつくり変える　井ノ口 馨（富山大学）
▼連想を生むニューロン集団　A. J. シルバ（カリフォルニア大学ロサンゼルス校）
特集：免疫療法のブレークスルー ▼登場したCAR-T療法 実力と課題　宮田 満（日経BP）
▼CAR-T細胞でがんを攻撃　A. D. ポージー／C. H. ジューン／ B. L. レバイン（いずれもペンシルベニア大学）
カッシーニの土星探査13年　C. ポルコ（宇宙科学研究所）
誰が作ったのか？ 最古の石器発見で揺らぐ定説　K. ウォン（SCIENTIFIC AMERICAN編集部）
ダンスの進化 人はなぜ踊るようになったのか　T. シンガー（科学ジャーナリスト）
クルマ社会から駐車場をなくす　C. ラッティ／A. ビダーマン（ともにマサチューセッツ工科大学）

の解決 ●パズルの国のアリス 展示台の設計 ●ANTI GRAVITY 
悪人づら ●グラフィック・サイエンス 出産日時 ●nippon天文遺
産　20cmトロートン望遠鏡 ●ヘルス・トピックス その検査，大
丈夫？ ●BOOK REVIEW 『物理学は世界をどこまで解明できる
か』佐々木節（京都大学）『芸術・無意識・脳』藤田一郎（大阪大学），
連載　森山和道の読書日記『重力波で見える宇宙のはじまり』『意
識の進化的起源』　『世界からバナナがなくなるまえに』　『マンボウ
のひみつ』　ほか ●今月の科学英語

●挑む 北極環境研究の精鋭 世界の気象学を牽引　猪上淳（国立極
地研究所）●サイエンス考古学 月の肌合い／先生が生徒に抱く期
待／十月革命／スカンクの価値／石炭か石油か／幻の電信ケーブル 
●NEWS SCAN オマーンで古代のマントルを掘削／太古の地球を
月に探る／ガの眼に学んだ表示画面／最古のホモ・サピエンス？／
皮膚をまねた日焼け止め／宵っ張り遺伝子／赤ちゃんが見る色／霧
の向こうを見る／新しい無線ペースメーカー／ニュース・クリップ
／クジラが巨大化した理由 ●From nature ダイジェスト 「真の
青色」のキクが誕生 ●砂漠の駝鳥 金融経済で加速する温暖化問題

 201年12 月号

特集：ニュートリノの物理学 
▼反物質が消えた謎 米国が挑むDUNE実験　C. モスコウィッツ（SCIENTIFIC AMERICAN編集部）
▼日本のハイパーカミオカンデ始動へ　中島林彦（日本経済新聞）　協力：塩澤眞人（東京大学宇宙線研究所）
▼梶田隆章が語る研究展望　存在感高まる中国，韓国　語り：梶田隆章（東京大学宇宙線研究所）
特集：性とジェンダーの科学（前編）▼男女の脳はどれほど違う？　L. デンワース（サイエンスライター）▼トランスジェンダーの子
どもたち　K. R. オルソン（ワシントン大学）▼性はXとYだけでは決まらない　A. モンタニェス（SCIENTIFIC AMERICAN編集部）

カロリー神話の落とし穴　S. B. ロバーツ／ S. K. ダス（ともにタフツ大学）
海の魚に異変？ 酸性化がもたらす異常行動　D. L. ディクソン（デラウェア大学）　
特別リポート：サステイナブルな都市 ▼都市で地球を救え　W. マクダナー（建築家）▼浪費都市よさらば　 M. E. ウェバー（テキサス大学）

戯曲 ●パズルの国のアリス モグラ国芸能団によるモグラ叩き芸 ●
ANTI GRAVITY 電動丸のこジョーズ ●グラフィック・サイエンス 
変わる原子炉地図 ●nippon天文遺産 日本最初の理科年表 ●ヘ
ルス・トピックス お寒い冷却療法 ●BOOK REVIEW特集 数学を
楽しむ　竹山美宏（筑波大学），気象学を読む　田家康（日本気象予
報士会），建築の持続性を考える　加藤耕一（東京大学），連載 森山
和道の読書日記『物理2600年の歴史を変えた51のスケッチ』『動
物の賢さがわかるほど人間は賢いのか』『人類の祖先はヨーロッパで
進化した』『知られざる地下微生物の世界』●今月の科学英語

●サイエンス考古学 X線星／伝染する薬剤耐性／映画フィルム／
カリブの津波／欲しいな，床暖房 ●NEWS SCAN ノーベル物理学
賞　LIGOによる重力波観測で栄誉／ノーベル生理学・医学賞　24
時間を刻む分子機構を解明／ノーベル化学賞　体内の分子をそのま
ま観る／安全なリチウムイオン電池／ソーラー推進宇宙船に期待／
宇宙資源と国際法／怯えるピューマ／巨木引っ越し作戦成功／遺伝
的妥協／ランゲオモルフの謎／触覚ナビ／ニュース・クリップ／木
造高層ビルで排出削減 ●From natureダイジェスト コウモリの
レーダーに死角 ●砂漠の駝鳥 研究と社会の溝映す科学者主人公の

別冊220『よみがえる恐竜 最新研究が明かす姿』
別冊221『微生物の驚異』
別冊222『食の未来 地球海食からゲノム編集まで』
書籍『健康寿命を延ばすサイエンス』
書籍『挑む！科学を拓く28人』


