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2021年総目次 2021年1月号～12月号

 2021年1 月号

特集：科学の近代史 発見と過ちの175年　▼科学を語る言葉　テキスト解析が示す変遷　L. ダストン（独マックス・プラン
ク科学史研究所）／M. ステファナー（デザイナー）▼SCIENTIFIC AMERICAN創刊175年　過去の偏見を検証する　J. シュ
ワルツ／ D. シュレノフ（ともに SCIENTIFIC AMERICAN 編集部）▼革新をもたらしたテクノロジー　予想外の要件　N. オレスケ
ス（ハーバード大学）／ E. M. コンウェイ（カリフォルニア工科大学）▼感染症との終わりなき戦い　コレラから新型コロナまで
　M. マッケンナ（ジャーナリスト）▼ビッグバンを遂げた宇宙像　太陽系からマルチバースへ　M. リース（英国王室天文官）▼
人類の起源を求めて　様変わりした進化史　K. ウォン（SCIENTIFIC AMERICAN編集部）▼見えてきた大絶滅の原因　 太古の
地層からの警告　P. ブラネン（ジャーナリスト）▼発禁処分になった水爆解説記事　A. W. マッコイ（ウィスコンシン大学マディソ
ン校）▼どこへもつながらなかった地下鉄　K. H. カレッジ（SCIENTIFIC AMERICAN 編集部）▼超常現象の検証に賞金　K. H. 
カレッジ（SCIENTIFIC AMERICAN 編集部）▼ガードナーとエッシャー　S. オーンズ（サイエンスライター）
（再掲）宇宙の謎“ブラックホール”　R. ペンローズ（英ロンドン大学）

●挑む ニュートリノ観測を牽引　宇宙誕生の謎に迫る　市川温子
（京都大学）●科学のアルバム ●サイエンス考古学 反進化論が進化
／パルサーの歓喜／トラック輸送／大陸横断通信線／ハクスリーの舌
鋒／ネバダのラクダ ●NEWS SCAN 【国内ウォッチ】離れた時計で
時刻合わせ／一酸化二窒素，人為的な放出が30％増／データ活用な
ど長所生かす／【TOPICS】／【海外ウォッチ】細胞が迷路を解決す
る戦略／コウモリの大声は訴える／波に乗る寄生虫／皮膚に描き込む
センサー／住宅からの温室効果ガス排出／力比べの歌／嫌気呼吸で金
属化合物合成／ニュース・クリップ／アフリカ上空の電離圏 ●From 

natureダイジェスト 中間質量ブラックホールを重力波で確認 ●パ
ズルの国のアリス 球を収納するケース ●ANTI GRAVITY 本誌最
高のヘマ集 ●グラフィック・サイエンス ポップアートになったパ
ルサーのグラフ  ●BOOK REVIEW 『自由の余地』谷村省吾（名
古屋大学）／『標本バカ』西田佐知子（名古屋大学），連載・森山
和道の読書日記『眠りがもたらす奇怪な出来事』『美食のサピエン
ス史』『ウンコはどこから来て、どこへ行くのか』『LIFESPAN 老い
なき世界』ほか ●今月の科学英語

 2021年2 月号

特集：はやぶさ2 帰還　▼6年間50億キロの旅　中島林彦（日本経済新聞）
　▼小惑星リュウグウの素顔　中島林彦（日本経済新聞）協力：渡邊誠一郎（名古屋大学）
特集：AIに言葉の意味はわかるか　
　▼進化する自然言語処理　吉川和輝（日本経済新聞）協力：戸次大介（お茶の水女子大学）
　▼人の意をくむAI　吉川和輝（日本経済新聞）
人はなぜキレるのか　衝動を生む神経回路　R. D. フィールズ（米国立衛生研究所）
現場ルポ　姿現し始めた核融合実験炉 ITER　C. モスコウィッツ（SCIENTIFIC AMERICAN編集部）
臨死体験　死に瀕した脳が見せる世界　C. コッホ（アレン脳科学研究所）
地球温暖化対策の誤算　植物バイオマスが足りない　E. テーンスマイヤー（エール大学）／ D. ギャリティ（グローバル・エバーグ
リーニング・アライアンス）

●挑む 災害情報集め「見える化」　迅速な支援や意思決定に　臼田
裕一郎（防災科学技術研究所）●科学のアルバム ●サイエンス考古
学 並列処理マシン／ロケット科学の勝利／存在の4次元／野鳥販
売中／致死的な積み荷 ●NEWS SCAN 【国内ウォッチ】「ムーン
ショット」が始動／カブトムシの角，折り畳んで形成／長さ7倍の
カーボンナノチューブ／【TOPICS】／【海外ウォッチ】細菌の線
毛を電線に／超低温のミステリー／チェルノブイリの遺産／高速電
波バーストの検出例増える／キツツキのけんか／回転する帆／地震
音で海の温度を知る／ニュース・クリップ／水質汚染を調べる新手
法 ●From natureダイジェスト 3元系材料から現れた室温超電導 

●パズルの国のアリス 少しそそっかしい“アマビエ” ●ANTI 
GRAVITY ホントのホント ●ヘルス・トピックス 睡眠時無呼吸症
に男女差 ●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（下）●グラフィック・サイエンス ロックダウンで
静かに ●BOOK REVIEW 『地形と日本人』田家 康（日本気象予
報士会）／『デモクリトスと量子計算』藤井啓祐（大阪大学），連載・
森山和道の読書日記『ヒトの言葉 機械の言葉』『コンピューターは
人のように話せるか？』『認知バイアス』『Mind in Motion』ほか 
●今月の科学英語

 2021年3 月号

特集：COVID-19重症化の謎
　▼免疫系の異様な暴走　肺や血管で何が起きているか　岩崎明子／ P. ウォン（ともにエール大学）
　▼リスクを高める隠れた要因　古田 彩／出村政彬（ともに編集部）
特集：エマージングテクノロジー　見逃せない10の技術　SCIENTIFIC AMERICAN編集部
惑星誕生の現場　星周円盤を見る　M. A. マグレガー（コロラド大学ボルダー校）
オークの進化史　北半球を席巻したドングリの森　A. L. ヒップ（モートン植物園）／ P. S. マノス（デューク大学）／ J. キャヴェンダ＝
ベアズ（ミネソタ大学）
科学不在からの脱却　バイデンに課された4つの難題　SCIENTIFIC AMERICAN編集部／ J. ルブチェンコ（オレゴン州立大学）

DNA解析が明かす先史ヨーロッパ　農耕民による狩猟採集民の征服　L. スピニー（科学ジャーナリスト）　

●挑む 哲学からゲーム開発まで　世界が注目のAI伝道師　三宅陽
一郎（スクエア・エニックス）●科学のアルバム ●サイエンス考古
学 グループ精神療法／クリスマスカードの駆け引き／金庫破りに
毒ガス／地球の年齢／医療用ヒルの養殖／子供の力で洗濯 ●
NEWS SCAN 【国内ウォッチ】 “幻の魚”イトウ，道内7河川に／
日本のコムギ，欧米品種と大きな差異／研究者の中国流出続く／
【TOPICS】／【海外ウォッチ】湿地を作り変えるカニ／行動を変え
た倫理学の授業／女王バチの生殖不全を診断／土のなかの古DNA
／大噴火を生む微結晶／セコイアの身体計測／恐竜の骨を侵した寄

生虫／エルニーニョを運んだ水路／サイの足跡，スマホで追跡／
ニュース・クリップ ●From natureダイジェスト 子供が
COVID-19になりにくい理由  ●パズルの国のアリス 怠け者3人組
のコーカスレース ●ヘルス・トピックス ファージ療法薬 ●
BOOK REVIEW 『羊の人類史』渡辺政隆（東北大学）／『禍いの
科学』丸山 敬（埼玉医科大学），連載・森山和道の読書日記『日本
に現れたオーロラの謎』『脳の大統一理論』『脳を司る「脳」』『ドロー
ダウン』ほか ●今月の科学英語
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 2021年4 月号

特集：混迷のパンデミック　▼急拡大する変異株　出村政彬（編集部）▼COVID-19　嗅覚障害の原因と予後　S. サザー
ランド（サイエンスライター）▼強まるストレスにどう対処するか　M. W. モイヤー（SCIENTIFIC AMERICAN 編集部）　
特集：宇宙論にほころび　
　▼真空エネルギーと暗黒エネルギーは折り合えるか　C. モスコウィッツ（SCIENTIFIC AMERICAN 編集部）
　▼ハッブル定数　食い違う観測値　R. パネク（サイエンスライター）
人間関係を把握する脳内マップ　M. シェーファー／ D. シラー（ともにマウントサイナイ医科大学）
探査機がとらえた　生きている火星　C. モスコウィッツ（SCIENTIFIC AMERICAN 編集部）　
さらばGDP　新たな社会幸福度指標の提案　J. E. スティグリッツ（コロンビア大学）
クジラががんにならないわけ　細胞の裏切りを検知するメカニズム　A. アクティピス（アリゾナ州立大学）
宇宙戦争を阻止せよ　高まる衛星間攻撃の緊張　A. フィンクベイナー（サイエンスライター）

●挑む 新型コロナの謎に迫る決断力と機動力の免疫学者　岩崎明
子（米エール大学）●科学のアルバム ●サイエンス考古学 フロー
ト板ガラス／列車の中央制御／冷静な業態転換／地球は固体か溶融
体か？／犬たちの労働／甘いブドウ ●NEWS SCAN  【国内
ウォッチ】数学と光，半導体に変革／ふ化のしやすさ予測／
【TOPICS】／【海外ウォッチ】太陽エネルギーで海水淡水化／動脈
瘤のリアルな模型／多様なDNAカッター／虫の足をすくうシワ／
一緒にフェローフライ／熱で見るヘビの“目” ／ものをいうメッ

セージ／クモの脚の知性／ニュース・クリップ ●From nature
ダイジェスト 生物時計を巻き戻して老齢マウスの視力を回復 ●パ
ズルの国のアリス ヤマネの姪たちの大学訪問 ●ヘルス・トピック
ス 断続的断食 ●BOOK REVIEW 『操作される現実』井上 亨（セ
キュリティ・エヴァンジェリスト）／『BIRTH いのちの始まりを
考える講義』中西真人（ときわバイオ株式会社），連載・森山和道
の読書日記『食の科学』『トポロジカル物質とは何か』『連星からみ
た宇宙』『地球に月が２つあったころ』ほか ●今月の科学英語

 2021年5 月号

徹底解説：COVID-19 ワクチン接種　
　▼日本に上陸 mRNAワクチンの実力　出村政彬（編集部）／協力：長谷川秀樹（国立感染症研究所）
　▼米国に見る大量接種の課題　S. ブッシュウィック（SCIENTIFIC AMERICAN 編集部）
　▼次に控える新設計ワクチン　Z. コーミエ（サイエンスライター）
特集：色彩の科学　▼物理が生んだ究極の黒　鴻 知佳子（フリーランスライター）／協力：雨宮邦招（産業技術総合研究所）
　▼生物が育んだ幻の紫　田中陵二（相模中央化学研究所）
太陽系外からの使者　オウムアムアとボリソフ　D. ジューイット（カリフォルニア大学ロサンゼルス校）／ A. モロ＝マルティン（宇
宙望遠鏡科学研究所）
医師が陥る「減量」神話　V. ソール＝スミス（ジャーナリスト）
拡散を防げ　新型コロナの誤情報　K. H. ジェイミソン（ペンシルベニア大学）

●挑む 太陽系誕生の秘密に迫る異色の天文学者　河北秀世（京都
産業大学）●科学のアルバム ●サイエンス考古学 重力波検出の先
駆者／科学ニュース／無線からラジオへ／優れたパン焼き窯／ヴィ
エリチカ岩塩坑 ●NEWS SCAN  【国内ウォッチ】種子の寿命，
主要50種を解析／ゲノム編集食品に初認可／第8回日経「星新一
賞」決定／地層の年代　花粉で精密測定／【TOPICS】／【海外ウォッ
チ】タコは優れたモデル生物／宇宙での光通信／ビワハゴロモの侵
入／口まねするクジラ／津波が運んだ巨岩／レールのない列車／捕
食する藻類／再び月へ行く意味／ニュース・クリップ ●From 
natureダイジェスト 英国型変異株の致死性は高いのか？ ●パズ
ルの国のアリス ピンポン島訪問記 ●ヘルス・トピックス 口内細菌

とがん転移 ●nippon天文遺産 スプートニクとエクスプローラー
を追跡したベーカー =ナン カメラ●グラフィック・サイエンス 日
が長くなるスピード ●BOOK REVIEW特集 新入生のための読書
ガイド　広い視野で世界を楽しむ　宮原ひろ子（武蔵野美術大学）
／珠玉の随筆に導かれて　橋本幸士（大阪大学）／大学生になった
今こその読書を　石浦章一（東京大学名誉教授）／歴史を解明する
進化的思考の広がり　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『脳はこうして学ぶ』『あなたはこうし
てウソをつく』『人は簡単には騙されない』『花粉症と人類』●今月
の科学英語

 2021年6 月号

特集：時空と情報　▼ブラックホールの情報パラドックス　解決へ新たな糸口　S. B. ギディングス（カリフォルニア大学サンタバーバラ校）

　▼量子情報で解き明かす重力理論　中島林彦（日本経済新聞）協力：大栗博司（東京大学／米カリフォルニア工科大学）／高柳 匡（京都大学）

特別解説：COVID-19 危うい後遺症　体内で何が起きているのか　出村政彬（編集部）
DNAが明かす疫病史　ペスト流行とローマの興亡　J. P. クローズ（サイエンスライター）　
知られざる水源　山岳氷河の危機　W. イマージール（オランダ・ユトレヒト大学）
シンクロすると心がつながる　同期運動の科学　M. ザラスカ（サイエンスライター）
生まれる前から不平等　胎児を蝕む貧困　J. カリー（プリンストン大学）
日本の調査が明かす　経済格差と子供の健康　山縣然太朗（山梨大学）
鳥が多様になった道筋　K. ウォン（SCIENTIFIC AMERICAN 編集部）

●挑む 脳のブラックボックスを開く 見た映像を脳活動から再現　
西本伸志（大阪大学）●科学のアルバム ●サイエンス考古学 シチ
メンチョウの社会階層／雷は2度落ちる／月面爆撃／ウミガメさん
たら電報食べた／若気の至りによる年齢差別 ●NEWS SCAN 【国
内ウォッチ】 エドテック，そろり始動／ CO2直接回収の研究活発
化／第13回中谷賞 奨励賞決まる／無線給電で動作する通信素子／
【TOPICS】／【海外ウォッチ】ダイアウルフはウルフにあらず／花
もどき／捨て身で防ぐチョウの攻撃／ポンペイの壁画と噴火堆積物
／予測の代償／トラにワクチン／河川水の色／山火事後の森の再生

／ニュース・クリップ ●From natureダイジェスト 「100万年の
壁」を破った古DNA解析 ●パズルの国のアリス チェス王室での
チェストーナメント ●ヘルス・トピックス ヨガと脳の健康 ●
nippon天文遺産 日ソ共同の衛星追跡で活躍　AFUカメラ ●グラ
フィック・サイエンス 鉛汚染の歴史 ●BOOK REVIEW 『新型コ
ロナとワクチン　知らないと不都合な真実』北澤京子（京都薬科大
学）／『悪魔の細菌』中西真人（ときわバイオ株式会社），連載・
森山和道の読書日記『家は生態系』『寿命遺伝子』『ヒトはなぜ自殺
するのか』『AIの雑談力』ほか ●今月の科学英語
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 2021年7 月号

特集：太陽系誕生の謎を探る　▼惑星の種　コンドリュール　J. オカラガン（フリージャーナリスト）▼はやぶさ2計画　リュ
ウグウのサンプルから原始太陽系に迫る　中島林彦（日本経済新聞）協力：橘 省吾（東京大学／宇宙航空研究開発機構）
特集：ヒトバイローム 　▼あなたの中にいる380兆個のウイルス　D. プライド（カリフォルニア大学サンディエゴ校）
　▼ウイルスの“化石”ががんを抑える　古田 彩（編集部）　協力：伊東潤平／佐藤佳（ともに東京大学）
未知の素粒子が存在か？　D. ガリスト（科学ジャーナリスト）

COVID-19 国内で広がる変異株　出村政彬（編集部）　
脳と心のはざまの病気　機能性神経症状症　D. クォン（ジャーナリスト）
トポロジーで解けた量子ホール効果の謎　S. ミキャラキス（カリフォルニア工科大学）
エメラルドゴキブリバチは三度毒針を刺す　K. C. カタニア（バンダービルト大学）
忘れられたパンデミック　スペイン風邪の集合的記憶　S. ハーシュバーガー（サイエンスライター）
ロックの危機　気候変動がエレキギターを脅かす　P. ルンワル（ジャーナリスト）

●挑む 「接ぎ木」のスペシャリスト 食料問題の解決目指す　野田
口理孝（名古屋大学）●科学のアルバム ●サイエンス考古学 ウイ
ルス抑制／人間の不死性／キュリー夫人の重みある誉／微積分はた
めになる／裏庭のガス井戸 ●NEWS SCAN  【国内ウォッチ】妊
娠中の運動が子の肥満を防ぐ／無視できないEVの「排ガス」
【TOPICS】／【海外ウォッチ】タイタンの深い海／オプトジェネティ
クスの広がり／多様化の原動力／クジラの声で海底下を探る／泥火
山のメカニズム／リモート時代の手話／この血痕の主は誰だ？／
ニュース・クリップ／拒絶反応を血液検査で検知 ●From nature

ダイジェスト 涙を分泌するオルガノイド／意外に大きかった火星
のコア ●パズルの国のアリス サミットでの席順 ●nippon天文
遺産 海軍観象台・帝国大学東京天文台跡　日本経緯度原点（上）
●グラフィック・サイエンス コレステロールの場所交代 ●ヘルス・
トピックス コロナワクチン　忌避の回避策 ●BOOK REVIEW 
『アント・ワールド』渡辺政隆（同志社大学）／『「運命」と「選択」
の科学』丸山 敬（埼玉医科大学），連載・森山和道の読書日記『深
層学習の原理に迫る』『計算する生命』『脳進化絵巻』『皮膚の秘密』
ほか ●今月の科学英語

 2021年8 月号

特集：宇宙幼年期の謎
　▼大きすぎる120億年前の銀河団　A. S. ロング（カリフォルニア大学アーバイン校）
　▼最初期に出現したモンスター銀河　R. G. アンドルーズ（サイエンスライター）
人を襲うカビ　真菌感染症　COVID-19 で高まるリスク　M. マッケンナ（ジャーナリスト）
失った手を取り戻す　移植手術でわかった神経の可塑性　S. H. フレイ（ミズーリ大学）
世界最古の都市遺跡に見る「我が家」の起源　 A. ニューイッツ（科学ジャーナリスト）
数学者たちの黒板アート　 C. モスコウィッツ（SCIENTIFIC AMERICAN編集部）
イルカは本当に右利きなのか　K. ヤーコラ（イルカ研究センター）

●挑む エクソソームでがん克服を　若手研究者の育成も夢　星野
歩子（東京工業大学）●科学のアルバム ●サイエンス考古学 米国も
メートル法へ／他の銀河にもラジカル／火星からの無線信号／月刊誌
になります／邪悪な魚たち●SCOPE ゲノムで探るデニソワ人の足
跡／ COVID-19 今後のシナリオ／テントウムシの滑らない足／デジ
タル都市が映す未来／京都賞・ブループラネット賞決まる ●
ADVANCES 長引くDDTの悪影響／塵が積もると／サンゴの培養／
イッカクの記録／アメーバが教えてくれる創薬／新興ウイルスのリ
スクを評価／湖のメタンを利用する／ラット駆除で島の生態系が復
活／ニュース・クリップ ●From natureダイジェスト 核実験で生
じていた準結晶／ベテルギウスが暗くなったわけ ●パズルの国の

アリス 電球スイッチの奇妙な設定 ●グラフィック・サイエンス 80
日で一新する人体 ●ヘルス・トピックス いまの高齢者は“若い”の
か？●BOOK REVIEW 『オッカムのかみそり』三中信宏（農業・
食品産業技術総合研究機構）／『パンデミックの世紀』中西真人（と
きわバイオ株式会社），連載・森山和道の読書日記『爆発する宇宙』
『宇宙を解く唯一の科学 熱力学』『海馬を求めて潜水を』『絶滅魚ク
ニマスの発見』ほか ●今月の科学英語

 2021年9 月号

特集：ヤポネシア　▼47都道府県人のゲノムが明かす日本人の起源　出村政彬（編集部）　協力：大橋 順（東京大学）／篠田
謙一（国立科学博物館）／藤尾慎一郎（国立歴史民俗博物館）／齋藤成也（国立遺伝学研究所）
　▼浮かび上がる縄文人の姿と祖先　古田 彩（編集部）　協力：篠田謙一／神澤秀明（ともに国立科学博物館）／佐藤孝雄（慶應義塾大学）

米国で大発生　17年ゼミの生存戦略　K. ウォン（SCIENTIFIC AMERICAN編集部）
暗黒物質探しの切り札　新XENON実験　C. モスコウィッツ（SCIENTIFIC AMERICAN編集部）
天文学の常識を覆す 大質量星の様々な最期　A. Y. Q. ホー（カリフォルニア大学バークレー校）
ロケット大量打ち上げ時代の大気汚染　 M. N. ロス（エアロスペース・コーポレーション）／ L. デイビッド（宇宙ジャーナリスト）
鳥の追跡調査 100年で見えてきたこと　K. ウォン（SCIENTIFIC AMERICAN編集部）
空飛ぶドラゴンの解剖学　 M. B. ハビブ（ロサンゼルス自然史博物館）／ T. ウィットラッチ（イラストレーター）

SNSがしょうもない情報であふれるメカニズム　 F. メンツァー（インディアナ大学）／ T. ヒルズ（英ウォーリック大学）

●挑む AIで基礎学力を効率よく 「社会でいきる力」伸ばす　稲田
大輔（atama plus 代表取締役CEO）●科学のアルバム ●サイエン
ス考古学 バッタの偏揺れ制御法／味覚ラジオ／永遠のオレンジ／初
の人工皮革／クロロホルムの不思議 ●NEWS SCAN  【国内ウォッ
チ】1年半で承認された3つの薬／浣腸で酸素を供給／空気の湿度
変化で発電する／第9回日経「星新一賞」募集始まる／【TOPICS】
／【海外ウォッチ】恐竜の骨のジグソーパズル／骨オルガノイドが
登場／深海の奇妙なやつら／ VRゲームの脳トレ効果／キノコから
作る布地／海藻の肖像／ 1000兆分の1の放射性物質を検出／粘菌
の記憶／ニュース・クリップ ●From natureダイジェスト 小さな

太鼓で量子もつれを観測／女子サッカー選手は頭部損傷のリスクが
高い ●パズルの国のアリス コイン投げで4回連続の表 ●nippon
天文遺産 海軍観象台・帝国大学東京天文台跡　日本経緯度原点（中）
●グラフィック・サイエンス 恐竜が眠っている場所 ●ヘルス・トピッ
クス 臨床試験もリモートで ●BOOK REVIEW 『食卓を変えた植
物学者』西田隆義（滋賀県立大学）／『Liquid液体』関場大一郎（筑
波大学），連載・森山和道の読書日記『深層サメ学』『バレット博士
の脳科学教室 7 1/2章』『スピルオーバー』『おもしろい石と人の物
語』ほか ●今月の科学英語
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 2021年10 月号

特集：新しい恐竜像　▼ジュラシック・パークの“毒吐き恐竜” ディロフォサウルスの本当の姿　M. A. ブラウン（テキサス大学オー
スティン校）／A. D. マーシュ（化石の森国立公園）▼卵の化石から読み解く恐竜の進化　真鍋 真（国立科学博物館）
特集：宇宙の夜明けを見る　▼最初の星を探せ　日本発の宇宙望遠鏡計画　井上昭雄（早稲田大学）／谷口義明（放送大学）
　▼月の裏側に電波望遠鏡　A. アナンサスワーミー（科学ジャーナリスト）
共生細菌サプリがサンゴ礁を救う？　E. スヴォボダ（サイエンスライター）
インフルエンザが消えた1年　K. ピーク（SCIENTIFIC AMERICAN編集部）
飲み水を求めて　渇きが促した人類進化　A. Y. ロージンガー（ペンシルベニア州立大学）
天然ガス供給網を利用する脱炭素社会への近道　M. E ウェバー（テキサス大学オースティン校）
反抗期の脳とうまく向き合うには　L. デンワース（SCIENTIFIC AMERICAN編集部）

natureダイジェスト COVIDが脳を害する仕組み ●パズルの国の
アリス 赤白のポーンたちの写真撮影 ●nippon天文遺産 海軍観
象台・帝国大学東京天文台跡　日本経緯度原点（下）●グラフィッ
ク・サイエンス ホルモン分泌の季節 ●ヘルス・トピックス 医療機
器のバイアス ●BOOK REVIEW 『海がやってくる』田家 康（日
本気象予報士会）／『疾病捜査官』丸山 敬（埼玉医科大学），連載・
森山和道の読書日記『海獣学者、クジラを解剖する。』『においが心
を動かす』『もしも人食いワニに噛まれたら！』『ダニが刺したら穴
2つは本当か？』ほか●今月の科学英語

●挑む 国産技術で天体望遠鏡を企業とともに磨き実用化　栗田光
樹夫（京都大学）●科学のアルバム ●サイエンス考古学 木星探査
のパイオニア／ CATVは12チャンネル／蛾は無線を使っている？
／タバコの害／フォスコロの遺体 ●SCOPE ヒト受精卵ゲノム編集
の行方／音楽の「耳コピ」AIにおまかせあれ／デルタ株の脅威／井
上春成賞決まる ●ADVANCES 思考による文字タイピング／ウイ
ルスか細菌か？／最も白い白／歴史を封じ込めた宝石／フラットラ
ンドの電子／除虫菊の秘密／新たな「月の石」／ “おとり文書”でハッ
カーを幻惑／異星の地下生命／ニュース・クリップ ●From 

別冊242『人間らしさの起源　社会性，知性，技術の進化史』
別冊243『脳と心の科学　意識，睡眠，知能，心と社会』
別冊244『動物の行動と進化　環境が育んだ驚異』
別冊245『天文遺産　宇宙を拓いた日本の天文学者たち』

 2021年11 月号

特集：mRNAワクチン　▼新型コロナ 変異ウイルスといかに戦うか　出村政彬（編集部）▼知られざる30年の開発史　出
村政彬（編集部） ▼がんや難病　新たな治療戦略　古田 彩（編集部）
創刊50周年企画：科学の50 年 そして現在
　南部陽一郎の「対称性の自発的破れ」から半世紀　宇宙の暗黒に迫る　村山 斉（カリフォルニア大学バークレー校／東京大学）
人類最初のアメリカ大陸への旅　J. ラフ（カンザス大学）
発見目前？　系外惑星の月　R. ボイル（フリージャーナリスト）

1億年の眠りから覚めた細菌　J. フレイザー（サイエンスライター）
さらばグローバル経済　持続可能な地球を実現する方法　A. コタリ（カルパブリクシュ）

能にした変異 ●パズルの国のアリス 電子コイン投げ機 ●Science 
in Images 目を奪う「目」●グラフィック・サイエンス 有人宇宙
飛行の新時代 ●ヘルス・トピックス 現実味帯びるがんの血液検査 
●BOOK REVIEW 『鳥類のデザイン』平沢達矢（東京大学）／『最
悪の予感　パンデミックとの戦い』中西真人（ときわバイオ株式会
社），連載・森山和道の読書日記『夢を見るとき脳は』『意識はどこ
から生まれてくるのか』『ジェンダーと脳』『カイメン』ほか ●今
月の科学英語

●挑む 発生や進化の仕組み 独自の視点で解き明かす　田中幹子
（東京工業大学）●科学のアルバム ●サイエンス考古学 デスバレー
の魚／地下核実験／エジソンの重役テスト／元祖・合成音声／熱が
風邪を防ぐ？ ●SCOPE 薄まる日本の存在感／環境DNA分析で農
業設備を守る ●ADVANCES 電子線タイコグラフィーの威力／腎
臓結石の地質学／音嫌悪症のメカニズム／根食い虫を根本的に研究
／実験時刻の落とし穴／気候変動の値札／掃除屋はスイッチグラス
／華やかな花は注目の的／我が州が誇る青カビ／ニュース・クリッ
プ ●From natureダイジェスト デルタ株の爆発的な広がりを可

 2021年12 月号

詳報ノーベル賞：▼温暖化予測で真鍋博士らに物理学賞▼気候変動の「複雑な正体」に挑む　吉川和輝（日本経済新聞）
協力：野沢 徹（岡山大学）▼再掲：数百年後は“ジュラシック・パーク” 　語り：真鍋淑郎　ほか
特集：新型コロナ 次の治療薬は　▼多様な変異ウイルスに効く抗体　 出村政彬（編集部）▼タンパク質工学の新潮流　ワク
チンや抗体医薬を自由に設計する　 R. ジェイコブセン（ジャーナリスト）
創刊50周年企画：進化続ける分子の精密合成　自己組織化で創るナノ空間　 藤田 誠（東京大学）
大規模なつながりは突然に　ネットワークの相転移を語る数理　K. ヒューストン＝エドワーズ（ジャーナリスト）
感覚経験は脳のどこで生まれるのか 電気刺激で意識を探る　 C. コッホ（アレン研究所／タイニーブルードット財団）
宇宙膨張の歴史を明かす銀河地図　K. ドーソン（ユタ大学）／ W. パーシバル（加ウォータールー大学）
熱くなる極北のるつぼ スヴァールバル諸島からの報告　 G. ディッキー（環境ジャーナリスト）
賢い農法で地球を救う　 J. ハンデルスマン（ウィスコンシン大学マディソン校）

の動物たちの雄姿 ●グラフィック・サイエンス 傑出数学者の系譜 
●ヘルス・トピックス 抗生物質は少量がベター ●BOOK 
REVIEW特集 自然史の楽しみ　佐藤たまき（東京学芸大学）／エビ
デンスをめぐって　北澤京子（京都薬科大学）／人と社会と自然を
つなぐ科学　谷口真人（総合地球環境学研究所），連載・森山和道の
読書日記『沈没船博士、海の底で歴史の謎を追う』『「木」から辿る
人類史』『発明は改造する、人類を。』『極端豪雨はなぜ毎年のように
発生するのか』●今月の科学英語

●科学のアルバム ●サイエンス考古学 鳥たちの呼吸法／求む！：
実験する教師／進歩した火災報知器／求む！：実際的な教育／乾燥
肉 ●ADVANCES 人の移動の数理／検査もできる使い捨てマスク
／コンクリートに充電／カイロウドウケツの秘密／ホーム・スウィー
ト・フォーム／鳥の目から見えるもの／それらしい音／循環DNAで
病気を早期発見／改変大腸菌で色素製造／ニュース・クリップ ●
From natureダイジェスト COVIDの重症化に自己抗体が関連か
／新型コロナウイルスは動物からヒトへ2度ジャンプした？ ●パ
ズルの国のアリス 盗み見の効用 ●Science in Images アフリカ

別冊246『感染症Ⅱ　新型コロナと闘う』
別冊247『アインシュタイン　巨人の足跡と未解決問題』
書籍『ちゃんと知りたい! 新型コロナの科学』
書籍『アイスクリームが教えてくれる　「こころ」を健康にする本Ⅲ』


