絶賛発売中！！バックナンバーのご注文も承ります！

第6号特集

第7号特集

生物と情報科学の
コミュニケーション

未来予測
動き出した包括的
アグリビジネス最前線 環境モニタリング

第8号特集

第9号特集

第10号特集

生体情報――
ヘルスケアの未来

ウェアラブルで
現場が変わる！
？

｢研究と事業の両輪で『情報 「情報技術が創造する新しい
学』研究を推進｣末松安晴/特 価値観」青木利晴／特集:森
集：須磨佳津江、樋口広芳､ 敏、ＮＴＴ生活環境研究所､荏
福田明、内藤靖彦、大隅清 原製作所、山武、前川製作
治、百瀬浩、原慶太郎／和 所、エバーグリーンプラネッ
井田清一、北川正恭／ユビ ト、日本総研／医療用セン
キタス
サ 江刺正喜／スーパーカミ
オカンデ

｢環境からの視点が教育･ビ 「人と情報が輻輳するまちづ
ジネスを変える｣斎藤信男／ くりを目 指 す 」福 澤 武 ／ 特
特集：磯部雅彦､ＮＴＴデー 集：矢作直樹､エム・シーメ
タ､千葉県､ＮＴＴ生活環境研 ディカル、山武ビルシステム、
究所、東亜ＤＫＫ、パスコＧ
Ｉ
Ｓ 山本義春､篠原菊紀､村上陽
総合研／Ｇ
Ｉ
Ｓの未来形 村井 一郎他／愛知万博／次世代
俊 治 ／ＤＮＡコンピュータ、 ネットワーク 須田達也／燃
電子政府
料電池、ココセコム

｢異分野の知を集めて､未知
の領域へ｣河野通方／特集:
大和裕幸、中田圭一、柿崎
隆夫、三菱重工業、ザイブナ
ー､日立､東芝、橋本毅彦／
ナノテ クノロ ジ ー 福 田 敏
男／環境プランナー講座：
1000年持続可能社会

第16号特集

第18号特集

第20号特集

第17号特集

快適さと
安全・安心と
ヒューマンインタフェイス 情報技術

第19号特集

エネルギー新世紀と 日本の科学・技術と ユビキタスとウェアラブル
ウェアラブル
MOT［技術経営］ が暮らしを変える！？

「世界を変える一匹の蝶々に 「社会が真に求める技術のか 「大学の本質は研究と教育に 「建学の精神を貫き、新たな 「インタフェイスを自在に超えて
なろう！」北川正恭／特集： たち」堀田力／特集：大山永 あり」生駒俊明／特集：湯原 挑戦へ」塚本桓世／特集：立 新たな音に挑む」冨田勲／特
鷲田清一、茂木健一郎、デ 昭、黒田玲子、森昌文、ＮＴ 哲夫、セイコーエプソン、保坂 川敬二、常盤文克、坂田東一、 集：中村伊知哉、
木戸出正継、
ンソー、ＡＴＲ、花王、シャー Ｔ，
セコム、通信総合研究所、 寛、燃料電池：本間琢也、ＮＥ 永松荘一、宮永博史、森健一、 東邦仁虎、徳田英幸、戸辺義
プ、東 芝 他 ／ 研 究 開 発 型 田所諭他／ウェアラブルＰＣ Ｃ／ウェアラブルコンピューテ 星野朝子、西岡郁夫／電磁 人、中島秀之／環境プランニ
NPO振興機構設立へ／環境 と鈴鹿８耐／環境プランニ ィング／丸の内交流会／環 波と人体の影響関係・伊藤公 ング学会／新連載「 伝え合
プランニング学会／環境ビ ング学会／環境ビジネス：日 境プランニング学会／環境ト 一／環境プランニング学会／ い の人類学」西江雅之、
「温
ジネス：日本Ｉ
ＢＭ
故知『真』
」黒崎政男
本Ｉ
ＢＭ
ピック：西嶋洋一
新連載：原島博

「ネイチャーインタフェイス」
は、
ITの未来を先どりした
全く新しい社学連携情報誌です。

ぜひ定期購読を！FAX&E-mailにてご注文承ります。
FAX:03-5222-3581
E-mail:info@natureinterface.co.jp
東京大学をベースにした初のNPO（特定非営利活動法人）WIN
による先端的科学技術情報誌
価格＝2500円（税込）
WIN会員、環境プランニング学会員には自動送付
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創刊号特集
ネイチャー

第2号特集

第3号特集

｢人々のための科学｣の創出
を 吉川弘之／日本の自然
遺産の旅／地球温暖化レポ
ート／咀嚼とヘルスケア／
作物のお医者さん／ウェア
ラブル・コンピュータ図鑑、
分散化エネルギー社会

｢人類の文明と地球環境は共
存しうるの か ｣ 石 弘 之 ／ 特
集：磯部雅彦、林友直、秋道
智彌、松田裕之／カラスの
移動追跡 樋口広芳／里山の
生態系、走査プローブ顕微
鏡／環境プランナー講座

｢自然界と情報技術のはざま 「情報技術の功罪をとおして
で」石井威望／特集：東昭、 未 来 を 語 る 」月 尾 嘉 男 / 特
鷲田清一、池内紀 他／ウェ 集：原島博､石井裕、佐倉統、
アラブルコンピュータの未 後藤仁敏／医療情報技術の
来 林泉、SII、大和裕幸、 進化：三石衛、コアネット東
東大工学部／自立型ロボッ 北／Ｇ
Ｉ
Ｓ：富士通Ｆ
Ｉ
Ｐ／ゼロ
ト／環境ビジネス
エミッション 鵜浦真紗子

第11号特集

第12号特集

第13号特集

きわめて親愛なる
新しいエチカ
インタフェイスの世界 私たちの
「水際物語」

第4号特集

第5号特集

進化する
コミュニケーション

感性の
コミュニケーション

第14号特集

｢独創力・起創力で社会に貢
献する技術を｣軽部征夫／特
集：港千尋､三輪敬之、松下
温／野依良治ノーベル賞受
賞記念／いのちを支援する
技術 土肥健純／ダイオキシ
ン・環境ホルモン対策会議

第15号特集

ウェアラブル・
テクノロジーの新思潮 食の信頼を取り戻せ！ 次世代のヘルスケア バイオとITが
ファッション最新事情「技術ウィービング」 テクノロジーが支える食の安心 健康情報システム
医療を変える
「環境ビジネスが技術革新を
牽引する」山路敬三／特集：
廣瀬通孝、志水英二、塚本
昌彦、インフィニオン、ミノル
タ、チクマ他／黒崎政男／
ナノフォトニクス 大津元一／
環境プランナー講座：環境
リスク

ノーベル賞受賞記念・小柴 「『ユニバソロジ』の世界観 「自然を理解する新しい知の 「豊かな生命世界を次代に渡
昌俊インタヴュー／特集：月 を養え！」毛利衛／特集・テ 創造」中村桂子／特集：一番 すために」堂本暁子／特集：広
尾嘉男、坂村健、佐藤知正、 クノロジーが支える食の安 ケ瀬康子、高橋龍太郎、ＷＩ 井良典、伊賀立二、ＮＴＴ物性
軽部征夫、畑村洋太郎／ビ 心：新山陽子、大澤信一、杉 Ｎのバイタルケアネットワー 基礎研究所、都甲潔、松原謙
ジョンチップ 石川正俊／環 山純一、ＮＴＴ環境エネルギ ク、斎藤滋 他／バーチャル 一、藤原正浩他／連載：池内
境プランニング学会 磯部雅 ー研、平藤雅之、藤原俊六 リアリティ 舘●／環境プラ 了、小林恭二、茂木健一郎／
彦 、講 座：エ ネ ル ギ ー 概 郎、他／植物工場／環境プ ンニング学会／環境ビジネ 環境プランニング学会／環境
ビジネス：キヤノン
論／日経環境経営度調査
ランニング学会
ス：キヤノン

第21号特集

光技術が照らす
未来の生活
「社会が本当に求めているこ
とをビジネスにしていく」飯田
亮／特集：藤嶋昭、浜松ホト
ニクス、ＴＯＴＯ、花王、オリン
パス、パイオニア／環境プラ
ンニング学会 あいおい損保
と連携／新連載「地球環境リ
テラシー」門脇仁
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おもな取扱い書店

［東京・日本橋・銀座］
八重洲ブックセンター ／日本橋 丸善 ／ 旭
屋 銀座店 ／ 新丸ビル 冨山房丸ノ内売店
［神田・お茶の水］
三省
堂本店 ／ 東京堂 ／ 駿河台GAIA ／ お茶の水 ＧＡ
Ｉ
Ａ ／ 書泉
ブックタワー
［神保町］
書泉 グランデ
［本郷］
文永堂書店 ／ 東大生
協 本郷店
［新宿］
紀伊国屋 新宿本店
［渋谷・目黒］
ブックファー
スト渋谷店 ／ 有隣堂 目黒店［池袋］
ジュンク堂書店 ／ リブロ池
袋店
［その他の地域］
共栄堂
（茨城県土浦市）
／ブックマンズアカ
デミー前橋店／ブックマンズアカデミー太田店／書泉 西葛西店 ／
書泉 ブックドーム
（埼玉県川口市）／ ジュンク堂書店 大阪本店
／ ジュンク堂書店 三宮店 ／ ジュンク堂書店 福岡店

