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2020年総目次 2020年1月号～12月号

 2020年1 月号

特集：AI　人工知能から人工知性へ
　▼想像力を手に入れたAI　知性獲得につながる3つの方法　G. マッサー（SCIENTIFIC AMERICAN編集部）
　▼科学がAIで変わる　吉川和輝（日本経済新聞）　▼科学の方法論に革新　語り：岡田真人（東京大学）
　▼騙されるAI　瀧 雅人（理化学研究所）
特集：深海生物
　▼光るサメの謎　出村政彬（編集部）協力：佐藤圭一（沖縄美ら海水族館）／大場裕一（中部大学）／近江谷克裕（産業技術総合研究所）
　▼深海クラゲの世界を見る　中島林彦（日本経済新聞）協力：D. J. リンズィー（海洋研究開発機構）
中性子星の中はどうなっているか　C. モスコウィッツ（SCIENTIFIC AMERICAN編集部）
食欲の暴走を招く？　超加工食品　E. R. シェル（ボストン大学）
現実になった懸念　温暖化による異常気象　J. フランシス（ウッズホール研究所）

●挑む ミュー粒子で物質を見る　世界初の顕微鏡目指す　三宅康
博（高エネルギー加速器研究機構）●サイエンス考古学 化学戦のルー
ル／切手なめ／読書の友／石油炉／娯楽技術の歴史 ●NEWS SCAN 
暗黒物質とニュートリノに挑む／実用化見えてきたペロブスカイト／
メコンデルタの危険な標高／先延ばしを防ぐ支援ツール／てんかん発
作を予測／羽根の罠／サハラ砂漠の誕生日／視力抜群の子グモ／温暖
化の経済的打撃／家畜が野火を食い尽くす／軌道上の歴史／ニュー
ス・クリップ ●From natureダイジェスト “反復型”バーストの発
見例増える ●パズルの国のアリス 続・モグラ国芸能団と白の騎士の

コラボ ●ANTI GRAVITY タイプAの物語 ●nippon天文遺産 臨
時緯度観測所本館と眼視天頂儀（上）●グラフィック・サイエンス 
温暖化自然変動説にとどめ ●ヘルス・トピックス 女性の心臓病 ●
BOOK REVIEW 『〈現在〉という謎』杉尾 一（上智大学），『科学者
が消える』中西真人（産業技術総合研究所），連載・森山和道の読書
日記『クモのイト』『月はすごい』『統計分布を知れば世界が分かる』
『ビッグデータ探偵団』ほか ●今月の科学英語

 2020年2 月号

特集

特集集

集

特集：量子超越
　▼グーグルが作った量子コンピューター　古田 彩（編集部）協力：藤井啓祐（大阪大学）
　▼化学計算・機械学習　量子コンピューターの2つの挑戦　御手洗光祐（大阪大学）
特集：エマージングテクノロジー　10の科学技術が世界を変える　SCIENTIFIC AMERICAN編集部
重力波望遠鏡KAGRA始動　L. ビリングズ（SCIENTIFIC AMERICAN編集部）
アジア圏の観測拠点の役割担う　中島林彦（日本経済新聞）
遺伝子発現を制御する DNAループのダイナミクス　E. L. エイデン（ベイラー医科大学／ライス大学）
アナム猿人の顔　K. ウォン（SCIENTIFIC AMERICAN編集部
堤防に勝る近自然海岸　R. ジェイコブセン（ジャーナリスト）

●挑む 小型着陸機を月面の狙った場所へ確実に送る　坂井真一郎
（宇宙航空研究開発機構）●サイエンス考古学 電子機器時代／初代
ロケットマン／氷の切り出し／潜水工事／冷蔵と快適な冷房の技術 
●NEWS SCAN 廃液からパラジウムや金，銀／仁科記念賞，3氏
に／陽子サイズの謎／プラズマメスの威力／巻貝と戦う単性エビ軍
団／水中写真を自然色に補正／シルクの組織／コウモリの巧みな音
響探知戦略／歴史に残るかどうかを判定するAI／復活する英国の
河川／ニュース・クリップ／セラミックスを溶接 ●From nature
ダイジェスト はしか感染で免疫の記憶が消失  ●パズルの国のアリ

ス 大部屋と1人部屋どっちが好き？ ●ANTI GRAVITY 月のゴミ 
●nippon天文遺産 臨時緯度観測所本館と眼視天頂儀（下）●グ
ラフィック・サイエンス 重力波発生源の分布 ●BOOK REVIEW 
『21 Lessons』井上 亨（セキュリティ・エヴァンジェリスト），『文
化がヒトを進化させた』水島 希（総合研究大学院大学），連載・森
山和道の読書日記『驚異の量子コンピュータ』『情動はこうしてつ
くられる』『ヒトの発達の謎を解く』『美味しい進化』ほか ●今月
の科学英語

 2020年3 月号

特集：『三体』の科学▼SF小説『三体』に見る天文学最前線 系外惑星の先にある異星文明　中島林彦（日本経済新聞）　協力：須藤 靖（東京大学）

　▼『三体』に出てくる量子通信は可能か？　古田 彩（編集部）協力：井元信之（大阪大学）
　▼三体問題に進展　周期解に新たな予想　R. モンゴメリー（カリフォルニア大学サンタクルーズ校）
　▼作者 劉慈欣が語るSFと科学技術　語り：劉 慈欣（SF作家）
特集：脳のコネクトーム　▼神経回路網はどのように知性を生み出すのか　M. ベルトレロ／D. S. バセット（ともにペンシルベニア大学）

　▼機械は意識を持ちうるか　C. コッホ（アレン脳科学研究所）

ウイルスをシャットアウトするゲノム改造細菌　R. ジェイコブセン（ジャーナリスト）

X線宇宙望遠鏡チャンドラが明かした宇宙の姿　B. J. ウィルクス（スミソニアン天体物理観測所／チャンドラX線センター）
「統計的に有意」を問い直す　L. デンワース（SCIENTIFIC AMERICAN編集部）
鳴き鳥の多様化の秘密　K. ウォン（SCIENTIFIC AMERICAN編集部）　幼児教育で伸ばすべき力　L. ガーンジー（ニュー・アメリカ財団）

●挑む 南海トラフ地震の描像　シミュレーションで迫る　堀 高峰
（海洋研究開発機構）●サイエンス考古学 月のレーザー反射器／火
星に電話／空気地下鉄／客車の動力 ●NEWS SCAN 世界注目の
研究者，最多は米国／科学的根拠に基づく生態系保全を／ペンギン
の泳法まねた推進装置／荒れた都市部に広がる蚊／秘密信号を伝え
る翅／新材料で作る量子ビット／大腸菌でシロシビン生産／超新星
残骸の地図／欲求の回路／ザトウムシが明かす古代の氷河／ラオス
の消えたトラ／睡眠中にひらめき誘導／ニュース・クリップ ●

From natureダイジェスト AIが地動説を“発見”  ●パズルの国の
アリス くじ引きによる景品分配 ●ANTI GRAVITY ウーバーラッ
ト ●グラフィック・サイエンス 表紙の色が語る歴史 ●ヘルス・ト
ピックス 睡眠障害と認知症 ●BOOK REVIEW 『危機と人類』長
谷川眞理子（総合研究大学院大学），『自己免疫疾患の謎』中西真人
（産業技術総合研究所），連載・森山和道の読書日記『おしゃべりな
糖』『創造性はどこからくるか』『宇宙から帰ってきた日本人』『ド
ライバーレスの衝撃』ほか ●今月の科学英語
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 2020年4 月号

特集：時間結晶　▼ひとりでに時を刻む物質　F. ウィルチェック（マサチューセッツ工科大学）
　▼時間結晶を巡る論争　古田 彩（編集部）協力：渡辺悠樹（東京大学）　
特集：チバニアン　
　▼77万年前の地球を探る　出村政彬（編集部）協力：岡田 誠（茨城大学）／菅沼悠介（国立極地研究所）／羽田裕貴（国立極地研究所）

　▼地磁気はなぜ逆転するのか　中島林彦（日本経済新聞）　協力：陰山 聡（神戸大学）

復活するか？ ファージ療法　C. シュミット（ジャーナリスト）
火災竜巻　J. M. フォートホーファー（米森林局）　
完全自律型兵器　N. シャーキー（英シェフィールド大学）
スマホ利用と心の健康　L. デンワース（SCIENTIFIC AMERICAN編集部）

●挑む 生命誕生と存在の謎 地球を調べ宇宙を探る　関根康人（東
京工業大学）●サイエンス考古学 かつては環境問題対処の先導役
だった米国／液晶ディスプレー／窓ガラスの製造／種の終焉／ガラ
スの成型法 ●NEWS SCAN 量子技術の研究開発で工程表／ 1人
あたり1000万円 5年間助成／東大，相次ぎ大型共同研究へ／免疫
力高める仕組み解明／台風の移動 今世紀末に10％遅く／リビング
ラジカル重合に産学注目／植物の免疫反応，試験管で再現／原子の
波で量子世界を探る／ドローン画像で生存者判別／多剤耐性結核菌
を追跡せよ／ CO2からエチレン生産／青かびに次世代鎮痛薬のヒ
ント／ AIボットへの信頼／意外な捕食者たち／先住民管理で絶滅

回避／群れの相転移／ニュース・クリップ ●From natureダイ
ジェスト CO2を食べて増える大腸菌を作出 ●パズルの国のアリス 
双子への新しい協力課題 ●ANTI GRAVITY 殺虫光線 ●nippon
天文遺産 緯度観測所本館 ●ヘルス・トピックス 食物アレルギー 
意外な予防法 ●グラフィック・サイエンス 植物肉バーガー ●
BOOK REVIEW 『21世紀の啓蒙』篠田謙一（国立科学博物館），『40
人の神経科学者に脳のいちばん面白いところを聞いてみた』山本亘
彦（大阪大学），連載・森山和道の読書日記『クリーンミート』
『LIFE3.0』『生物に世界はどう見えるか』『動物に「心」は必要か』
ほか ●今月の科学英語

 2020年5 月号

特集：新型コロナウイルス　▼病原体の実像に迫る　出村政彬／古田 彩 (ともに編集部 )
　▼コロナウイルスはどこから来たのか　S. メイキン（サイエンスライター）
　▼私たちはどう闘うか　座談会：専門家会議メンバーが語る日本の戦略　尾身 茂（地域医療機能推進機構理事長）／脇田
隆字（国立感染症研究所長）／押谷 仁（東北大学教授）
特集：宇宙の化学進化　▼宇宙で最初にできた分子　R. C. フォーテンベリー（ミシシッピ大学）
　▼原始銀河でまき散らされた重元素　中島林彦（日本経済新聞）協力：大内正己（国立天文台／東京大学宇宙線研究所）
インドネシアで見つかった最古の洞窟壁画　K. ウォン（SCIENTIFIC AMERICAN編集部）
がん進化論にもとづく治療戦略　J. デグレゴリ（コロラド大学）／ R. ゲートンビー（モフィットがんセンター）
南米コロンビアの生物多様性　内戦終結で新たな課題　R. ニュワー（サイエンスライター）
運動が記憶力を改善する理由　D. A. ライクレン（南カリフォルニア大学）／G. E. アレクサンダー（アリゾナ大学）
生と死の境界を考える　C. コッホ（アレン脳科学研究所）

●挑む マイクロチップに血管作製 リアルな生命現象に挑む　佐藤
香枝（日本女子大学）●サイエンス考古学 モンキー戦争再び／馬
の空輸／ホランドトンネル／動物取引／家庭用タネ取り機／食の進
化と食べるための技術 ●NEWS SCAN 学術会議，重点計画161
件選定／第7回日経「星新一賞」決定／ HTV-X，自動ドッキング
を計画／鉄筋コンクリ腐食試験を加速／橋の安定性，増水時に即時
推定／光ファイバーで地震観測網／役に立つ雑音／サツマイモの警
告／抗生物質に新たな問題／南極大陸の新たな地図／光による彫刻
／野火の利点／未来を再構想する／ニュース・クリップ ●From 
natureダイジェスト 強力な抗生物質をAIで発見 ●パズルの国の

アリス 蜘蛛たちのジャンプ力 ●ANTI GRAVITY 医者の不行状 
●グラフィック・サイエンス 炭素税で雇用増 ●BOOK REVIEW
特集 新入生のための読書ガイド　五感の世界を覗いてみよう 鈴木
光太郎（新潟大学名誉教授），人生をともにする本を探して　筒井 
泉（高エネルギー加速器研究機構），最強は誰だ！　矢崎成俊（明
治大学）人類という存在のあり方を問う　渡辺政隆（サイエンス・
ライター／東北大学），連載・森山和道の読書日記『海底の支配者 
底生生物』『魚の自然誌』『知りたい！ネコごころ』『夢の正体』●
今月の科学英語

 2020年6 月号

緊急解説：COVID-19
　▼感染拡大に立ち向かう　出村政彬（編集部）▼細胞侵入の仕組みを探る　S. マラパティー（科学ジャーナリスト）
特集：超巨大火山　▼鬼界カルデラを探る　海底溶岩ドーム発見　中島林彦（日本経済新聞）　協力：巽 好幸（神戸大学）
　▼ラグナ・デル・マウレ　超巨大火山覚醒の仕組み　S. ホール（科学ジャーナリスト）
特集：サイバー戦争　▼加速するＡＩ攻撃　吉川和輝（日本経済新聞）　▼AI時代のサイバー戦争　語り：高倉弘喜（国立情報学研究所）
　▼サイバー監視の攻防　吉川和輝（日本経済新聞）　▼GPSハッキングの脅威　P. トゥリス（サイエンスライター）

麻薬性鎮痛薬からの離脱　C. ウォリス（サイエンスライター）

飛行機はなぜ飛べるのか　いまだに残る揚力の謎　E. レジス（サイエンスライター）　
旅する蝶　オオカバマダラ激減の真相　G. ポプキン（サイエンスライター）

●挑む テラヘルツ波と行動力で宇宙開発の未来を切り開く　笠井
康子（情報通信研究機構）●サイエンス考古学 遺伝子のスイッチ
／声の増幅／ミシンの時代／吊り橋の美／橋：それは「文明の指標」 
●NEWS SCAN 酸化銅微粒子で医薬原料合成／着衣や寝具の湿度
を計測／体の左右決める仕組みで新発見／【TOPICS】／羽根の生
えた飛行ロボット／細胞の老化を心理療法で抑制／ウイルスを検出
するDNAの罠／未来の化石／海底のニュートリノ望遠鏡／一枚上
手の包帯／ヒザラガイのよろい／変形する物質／ニュース・クリッ
ププ ●From natureダイジェスト ハチドリサイズの小さな恐竜 

●パズルの国のアリス 兵士たちの大喧嘩 ●ANTI GRAVITY タイ
タン地球化構想に思う ●ヘルス・トピックス ビタミン剤のみすぎ
の危険 ●BOOK REVIEW 『北大総合博物館のすごい標本』平沢
達矢（東京大学），『がん免疫療法の突破口』中西真人（ときわバイ
オ／産業技術総合研究所名誉リサーチャー），連載・森山和道の読
書日記『地磁気逆転と「チバニアン」』『生命の〈系統樹〉はからみ
あう』『インフィニティ・パワー』『ビジュアル パンデミック・マッ
プ』ほか ●今月の科学英語
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 2020年7 月号

特集：COVID-19パンデミック　▼追跡 新型ウイルスの起源　中国のコウモリ洞窟を探る　J. チウ（サイエンスライター）
▼治療薬開発 3つの戦略　細胞への侵入阻止，ウイルス増殖を抑制…　M. ウォルドホルツ（科学ジャーナリスト）　▼医療現場を蝕む
心の危機　J. モック（科学ジャーナリスト）　▼医療従事者が語るパンデミックの最前線　▼ワクチン迅速開発へ新手法　ウ
イルスの核酸を合成　C. シュミット（科学ジャーナリスト）　▼パンデミック終息へのシナリオ　L. デンワース（SCIENTIFIC 
AMERICAN編集部）　▼長期戦略の模索　第2波に備える　出村政彬（編集部）
特集：核酸医薬 
　▼希少疾患に光明　アンチセンス核酸医薬　L. デンワース（SCIENTIFIC AMERICAN編集部）
　▼遺伝性プリオン病　発症前治療への挑戦　S. M. バラブ／ E. V. ミニケル（ともにブロード研究所）
中生代の空の怪物　翼竜　M. B. ハビブ（南カリフォルニア大学）
進化で読み解く歯の健康学　P. S. アンガー（アーカンソー大学）
水素エネルギー再評価　P. フェアリー（エネルギー・環境ライター）

●挑む 重力レンズ天文学誕生に貢献　謎の天体ダークマターに迫
る　大栗真宗（東京大学）●サイエンス考古学 神経と行動につい
て／アスベストの価値／ダーウィンに関する議論／記念碑的な建物 
●NEWS SCAN プラ製品や塗料に抗ウイルス機能／推進力はマイ
クロ波／情報科学との連携活発に／【TOPICS】／移植用肝臓を生
かし続ける／巨大波の発生／秒読みに入った商業クルー打ち上げ／
DIYで細胞に穴開け／雷には電気で反撃／渡りの学習／脳内の寄生
虫／アリの攻撃性／ニュース・クリップ／デルタ地帯の行方 ●
From natureダイジェスト 人工知能でマウスの表情を解読 ●パ

ズルの国のアリス 外れるとヒントがもらえる賭け ●ANTI 
GRAVITY 憎まれコロナ世にはばかる ●グラフィック・サイエン
ス COVID-19拡大の様子 ●ヘルス・トピックス 肥満がはらむが
んリスク ●BOOK REVIEW 『新型インフルエンザパンデミック
に日本はいかに立ち向かってきたか』丸山 敬（埼玉医科大学），『銀
河の片隅で科学夜話』関場大一郎（筑波大学），連載・森山和道の
読書日記『タコの知性』『新種の発見』『脳波の発見』『女性ホルモ
ンは賢い』ほか ●今月の科学英語

 2020年8 月号

特集：太平洋に消えた巨大島
　▼海底探査が明かす太古のドラマ　佐野貴司（国立科学博物館）
　▼プレートの裂け目から生まれた大地　シャツキー海台　W. W. セーガー（ヒューストン大学）
特集：COVID-19　終わらないパンデミック
　▼データで見る各国の戦略　出村政彬（編集部）
　▼尾身茂 政府対策分科会会長に聞く 動き出した社会で感染拡大をどう防ぐか　語り：尾身 茂（地域医療機能推進機構理事長）

南極の氷河期を生き延びたトビムシの謎　D. フォックス（サイエンスライター）
ネコを殺さず希少ネズミを守る　米キーラーゴ島の見えない出口　C. アーノルド（リポーター）
数理が語る格差拡大のメカニズム　 B. M. ボゴシアン（タフツ大学）

●挑む 新たな光イメージング法を生物学や医学に応用へ　合田圭
介（東京大学）●サイエンス考古学 プレート会合点の姿／マラリア
抑制／近代的な時計製造／発明の才／モノづくり ●NEWS SCAN 
「富岳」の本当の実力／強度近視の関連遺伝子発見／伸縮で変色する
極薄シート／第3世代アルゴリズム登場／硫化スズで原子1層分の
膜／アンモニアを低温合成／【TOPICS】／歩き方を監視するシス
テム／手遅れになったハンドフィッシュ／フロリダ発，極軌道へ／
偽陽性の懸念／重力子が放つ光／無限に続く生殖／殺菌金属／
ニュース・クリップ／赤血球の解毒作用をまねる ●From nature

ダイジェスト 重症者の死を防ぐステロイド薬  ●パズルの国のアリ
ス ポーンたちの背比べ ●ANTI GRAVITY 間違いただし ●グラ
フィック・サイエンス 激増する人工衛星 ●ヘルス・トピックス 腸内
細菌と医薬 ●BOOK REVIEW 『外来アリのはなし』西田隆義（滋
賀県立大学），『まどわされない思考』丸山 敬（埼玉医科大学），連
載・森山和道の読書日記『考えるナメクジ』『心を知るための人工
知能』『あいまいな会話はなぜ成立するのか』『ディープメディスン』
ほか ●今月の科学英語

 2020年9 月号

特集：解明進む新型コロナウイルス
　▼図説：感染・増殖・防御の仕組み　M. フィシェッティ（SCIENTIFIC AMERICAN編集部）
　▼ゲノム解析でウイルスの謎に挑む　出村政彬（編集部）
　▼世界規模のトラウマ　克服への処方箋を探る　L. デンワース（SCIENTIFIC AMERICAN編集部）
特集：室温超電導　実現への突破口
　▼予測モデルがもたらした可能性　B. ヘンダーソン（サイエンスライター）
　▼新たな有力候補　超高圧の量子固体　中島林彦（日本経済新聞）協力：只野央将（物質・材料研究機構）是常 隆（東北大学）有田
亮太郎（東京大学）
もうトリ頭とは言わせない　解き明かされた鳥の脳の秘密　 O. ギュントュルキュン（独ルール大学ボーフム）
山火事の見えない脅威　機上観測があぶり出す健康被害　K. ディックマン（フリージャーナリスト）
ピグミーの森　 J. ルイス（英ロンドン大学ユニバーシティ・カレッジ）

●挑む 宇宙気候学の気鋭 宇宙と地球環境に迫る　宮原ひろ子（武
蔵野美術大学）●サイエンス考古学 “大さじ一杯”の月／食べごろマ
ンゴー／学校と陸軍／キノコになる細胞とクジラになる細胞／宇宙探
査 ●NEWS SCAN サバクトビバッタが大量発生／猿橋賞，市川氏
に／ヘリウム中の不規則な流れ／窒素を埋め込んだナノチューブ／
第8回日経「星新一賞」募集開始／【TOPICS】／冥王星のハートの
奥に／フィルム状のワクチン／絶滅の根絶に向けて／家禽になり損
ねたキジ／南極の魚の血液ドーピング／フィートの統一／マラリア
原虫の由来を追跡／オピオイド関連死を再推計／ニュース・クリッ

プ／水質検査を容易に ●From natureダイジェスト コロナウイル
ス血栓症の謎 ●パズルの国のアリス ポーンたちのプレゼント交換 
●ANTI GRAVITY 真っ平御免の大間違い ●グラフィック・サイエ
ンス 乳幼児の死亡率 ●ヘルス・トピックス 免疫力の強化法 ●
BOOK REVIEW 『新型コロナウイルス　脅威を制する正しい知
識』武村政春（東京理科大学），『ツキノワグマのすべて』『ヒグマ
大全』渡辺政隆（東北大学），連載・森山和道の読書日記『アインシュ
タインの影』『深宇宙ニュートリノの発見』『生命はデジタルででき
ている』『意識の神秘を暴く』ほか ●今月の科学英語
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 2020年10 月号

特集：地球人の孤独　フェルミのパラドックス　▼なぜ私たちは宇宙人と遭遇しないのか　C. シャーフ（コロンビア大学）

　▼インフレーション理論から探る地球外生命の存在確率　中島林彦（日本経済新聞）協力：戸谷友則（東京大学）／山岸明彦（東京薬科大学）
特集：洪水災害を予測する　▼3時間先はどうなる？　危険度分布が示す切迫度　古田 彩（編集部）協力：太田琢磨（気象庁）
　▼避難を促す情報提供　久保田啓介（日本経済新聞）
　▼1カ月後の天気は？　よく当たる長期予報を目指して　K. ピジョン（ジョージ・メイソン大学）
新型コロナウイルス　免疫系の戦い　出村政彬（編集部）
動物のソーシャル・ディスタンシング　 D. M. ホーリー（バージニア工科大学）／ J. C. バック（ノースカロライナ大学ウィルミントン校）

炭素税の正しい決め方　G. E. メトカーフ（タフツ大学）
災害支援が破壊した先住民社会　ニコバル諸島からの報告　 A. サイニ（インド工科大学デリー校）／ S. J. シン（加ウォータールー大学）

ス・クリップ ●From natureダイジェスト 培養細胞塊で胚発生
を模擬 ●パズルの国のアリス サイコロで地雷原を進む ●ANTI 
GRAVITY 握手は時代遅れ  ●nippon天文遺産 五島プラネタリ
ウム カール・ツァイスⅣ型投影機（上）●グラフィック・サイエ
ンス 悪名高きハリケーン ●ヘルス・トピックス 薬物治療で十分な
心臓病も ●BOOK REVIEW 『さらば、神よ』渡辺政隆（東北大学），
『世界一の巨大生物』平沢達矢（東京大学），連載・森山和道の読書
日記『カモノハシの博物誌』『アリ語で寝言を言いました』『すごい
ぜ！菌類』『合成テクノロジーが世界をつくり変える』ほか●今月
の科学英語

●挑む 故障を織り込んだ発想で宇宙工学のエキスパートに　木村
真一（東京理科大学）●サイエンス考古学 郊外化／航空貨物／絶
対に試さないでね／電信の台頭／物資の輸送 ●NEWS SCAN 水
沢観測所，今年度は観測継続／建物被害を迅速に把握／可視光で水
を効率よく分解／ハサミムシに収納のヒント／研究45件に1億円
緊急助成／大きな魚は体温変わりにくく／エピゲノム原因の病気を
再現／【TOPICS】／金星が灼熱地獄に変わった理由／東アフリカ
に巨大津波の痕跡／生体内に構造を組み立てる／赤色の研究／ライ
ダーで蚊を監視／毒ヘビに咬まれたときの錠剤／カメの性別を判定
する血液検査／見えない特徴で探す／舗装と洪水の関係／ニュー

別冊236『心と行動の科学』
別冊237『食と健康』
別冊238『感染症　ウイルス・細菌との闘い』
別冊239『人工知能　機械学習はどこまで進化するのか』

 2020年11 月号

特集：アルツハイマー病　▼弔鐘の記憶 ある患者家族の手記　J. シャーキン（サイエンスライター）▼発病の謎を解く新たな視点
　K. S. コシク（カリフォルニア大学サンタバーバラ校） ▼なぜ女性に患者が多いのか 更年期に起こる脳の変化　J. ピンコット（フリーライター）
　▼浮上した大気汚染のリスク E. R. シェル（ジャーナリスト）▼発症を抑える治療を目指す　西道隆臣（理化学研究所脳神経科学研究センター）
特集：暗黒物質の有力候補 ステライルニュートリノを追う
　▼動き出した米国の探索実験　W. C. ルイス／ R. G. ファン・デ・ワーテル（ともに米国立ロスアラモス研究所）
　▼精密実験で正体を探る　中島林彦（日本経済新聞）協力：丸山和純（高エネルギー加速器研究機構）
COVID-19　見えてきた治療薬　出村政彬（編集部）
ペスト禍を生き抜いたガリレオ　H. マーカス（ハーバード大学）
優しくなければ生き残れない　進化史に見るホモ・サピエンス成功のカギ　B. ヘア／ V. ウッズ（ともにデューク大学）

ジェスト ミトコンドリアDNAを正確に編集 ●パズルの国のアリ
ス みんなで操作するハリネズミロボット ●ANTI GRAVITY 巣ご
もりの友 ●グラフィック・サイエンス 100万タイプの種子 ●ヘル
ス・トピックス 譫妄の予防策 ●BOOK REVIEW 『砂と人類』加
藤耕一（東京大学），『幻覚剤は役に立つのか』丸山 敬（埼玉医科
大学），連載・森山和道の読書日記『「第二の不可能」を追え！』『ハ
ダカデバネズミのひみつ』『400年生きるサメ、4万年生きる植物』
『都市で進化する生物たち』ほか ●今月の科学英語

●挑む 理論疫学駆使して新型コロナ克服目指す　西浦 博（京都大
学）●サイエンス考古学 原子力への期待／「上空の風」をつかむ
／薬がなかったころの花粉症対策／農業用の蒸気機関／農業の機械
化 ●NEWS SCAN 星が生まれる場所の謎に挑む／【TOPICS】／
炭素年代推定に大幅改定／漂流物を捕捉する／氷上の追跡装置／紙
きれで山火事と戦う／闘牛士のように身をかわす魚／変色して知ら
せるウエアラブル／セミの羽の秘密／トマトが持つ変異の驚異／
ニュース・クリップ／ヒッチハイクする卵 ●From natureダイ

 2020年12 月号

特集：星の地図を作る
　▼見えてきた天の川銀河の姿　M. J. リード（ハーバード・スミソニアン天体物理学センター）／ X.-W. ジェン（中国・南京大学）
　▼銀河のダイナミズムを探る VERA計画大詰め  　中島林彦（日本経済新聞）協力：本間希樹（国立天文台）
特集：特集：長期化するCOVID-19　　▼ワクチンの実力　出村政彬（編集部）
　▼AIDSの経験に学ぶ　 W. A. ヘーゼルティン（アクセスヘルス・インターナショナル）
　▼米国を騒がす誤情報　 T. ルイス（SCIENTIFIC AMERICAN編集部）
　▼パンデミックが変えた睡眠と夢　 T. ニールセン（加モントリオール大学）
学ぶと配線の太さが変化　シナプスだけじゃない脳の情報処理システム　 R. D. フィールズ（米国立衛生研究所）
手の指　予想外の起源と進化　J. A. ロング（豪フリンダース大学）／ R. クルティエ（加ケベック大学）
征服をまぬがれたマヤ人　ラカンドン族の歴史　 Z. ゾーリッチ（フリーライター）

ストレステスト／微粒子大気汚染と死亡率 ほか ●From nature
ダイジェスト 人工衛星網が天文観測の妨げに ●パズルの国のアリ
ス いつまで続く？ 変身ショー ●ANTI GRAVITY 地獄絵図 ●グ
ラフィック・サイエンス 新型コロナとインフルエンザ ●BOOK 
REVIEW特集 人類進化を読む　篠田謙一（国立科学博物館）／対称
性の話　関場大一郎（筑波大学）／数学パズルの至福　竹内郁雄（東
京大学名誉教授），連載・森山和道の読書日記『恐ろしい感染症から
たくさんの命を救った現代ワクチンの父の物語』『予測学』『イヌは
何を考えているか』『宇宙考古学の冒険』●今月の科学英語

●挑む 盗撮を防ぎフェイク見破る情報セキュリティーの異能　越
前 功（国立情報学研究所）●サイエンス考古学 体外受精／戦艦vs
雷撃機／マルク暴落への対応／心霊主義／ポストに特許／米国の郵
便サービス ●NEWS SCAN ノーベル賞（ゲノム編集技術の開発／
ブラックホールの予言と実証／ C型肝炎ウイルスの発見）／渡り
鳥は気象予報士／衛星から世界最高速でデータ伝送／銀原子7個の
ナノクラスター／ミャンマー初の人工衛星計画始動／超新星を薄切
りに／鉱脈探しに新手法／遠く離れたマグマ溜まり／海藻が謎解き
のカギに／凍結に強いコンクリート／オパールのなかに／サンゴの

別冊240『気候大異変　いま地球で何が起こっているのか』
別冊241『巨大ブラックホール　宇宙と銀河の進化を探る』
書籍『知っておきたい「がん講座」　リスクを減らす行動学』
書籍『数学の力　高校数学で読みとくリーマン予想』


