
著 者 紹 介 i

リサ・A・アーリ Lisa A. Urryは，ミルズカレッジ（Mills College）生物学科の教授・
学科長である．タフツ大学（Tufts University）を卒業した後，マサチューセッツ工科
大学（MIT）で博士の学位（Ph.D.）を取得した．彼女はウニの胚・幼生の発生におけ
る遺伝子発現について研究を行ってきた．女性や過小評価されるマイノリティが科学
にかかわる機会の促進に深く携わるとともに，発生生物学の入門から，将来のリーダ
ーのための進化学といった非専門課程にわたる授業を教えてきた．“Campbell Biology

in Focus”の共著者でもある．

マイケル・L・ケイン Michael L. Cainは，現在フルタイムで執筆活動をしている生
態学者であり進化生物学者である．彼はボウディンカレッジ（Bowdoin College）を卒
業し，ブラウン大学で修士の学位を取得した後，コーネル大学で博士の学位（Ph.D.）
を取得した．ニューメキシコ州立大学の教員として，入門生物学，生態学，進化学，
植物学，保全生物学を教えてきた．彼は虫や植物の採食行動，長距離の種子拡散，コ
オロギの種分化などに関する多くの科学論文の著者である．“Campbell Biology in

Focus”と生態学の教科書の共著者でもある．

スティーブ・A・ヴァッサーマン Steven A. Wassermanは，カリフォルニア大学サ
ンディエゴ校（UCSD）の教授である．彼はハーバード大学を卒業し，MITで博士の
学位（Ph.D.）を取得した．キイロショウジョウバエを使い，発生生物学，生殖，免
疫系の研究を行ってきた．遺伝，発生，生理学を学部生，大学院生，医学部生に教え
るとともに，入門生物学にも注目している．それに対して UCSDの特別教育賞を受賞
した．“Campbell Biology in Focus”の共著者でもある．

ピーター・V・ミノースキー Peter V. Minorskyはニューヨークのマーシーカレッジ
（Mercy College）の生物学の教授であり，入門生物学，生態学，植物学を教えている．
ヴァッサーカレッジ（Vassar College）を卒業後，コーネル大学で博士の学位（Ph.D.）
を取得した．Peterはケニオンカレッジ（Kenyon College），ユニオンカレッジ，ウェ
スタンコネチカット州立大学，ヴァッサーカレッジでも教鞭をとった．彼はまた，
Plant Physiology誌の科学ライターでもある．研究の関心は，植物がどのようにして
環境変化を感じ取るのかに向けられている．彼は 2008年，マーシーカレッジの優秀
教育賞を受賞した．“Campbell Biology in Focus”の共著者でもある．
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ii 著 者 紹 介

ジェーン・B・リース Jane B. Reeceは『キャンベル生物学 原書 8～10版』の代表
著者であり，ニール・キャンベル Neil Campbellとの長年の共著者でもある．彼女は
ミドルセックス・カウンティ・カレッジ（Middlesex County College）とクイーンズ
ボロ・コミュニティ・カレッジ（Queensborough Community College）で生物学を教
えている．ハーバード大学を卒業後，ラトガース大学（Rutgers University）で修士の
学位を，カリフォルニア大学バークレー校（UCバークレー）で博士の学位（Ph.D.）
をそれぞれ取得した．UCバークレーでの博士課程時代，スタンフォード大学での博
士研究員時代の彼女の研究は，細菌の遺伝的組換えに関するものであった．『キャン
ベル生物学』以外も，すべての「キャンベル」書籍の共著者である．

ニール・A・キャンベル Neil A. Campbell（1946－2004）は，カリフォルニア大学ロ
サンゼルス校を卒業後，カリフォルニア大学リバーサイド校で博士の学位（Ph.D.）
を取得した．彼の研究はもっぱら砂漠や沿岸の植物に関するものであった．彼は 30

年にわたり，コーネル大学，ポモナカレッジ（Pomona College），サンバーナーディ
ーノ・バレーカレッジ（San Bernardino Valley College）で入門生物学を教え，1986

年にはサンバーナーディーノ・バレーカレッジ初の優秀教授賞を受賞した．長年 UC

リバーサイド校の客員研究員でもあった．彼が『キャンベル生物学』をつくった著者
である．
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訳者まえがき iii

　『キャンベル生物学』原書 11版の翻訳をお届けす
る．本書の原著は長年，世界標準の高校から大学での
教科書としての地位にあり，その翻訳出版も日本で広
く受け入れられている．原著は改版のたびに，新しい
知見を盛り込むとともに，基礎的な内容でも提示の仕
方やまとめ方，質問などさまざまな工夫を凝らしてお
り，今回の原書 11版も多くの改訂がなされている．
したがって，本書を初めて読む高校生や大学生だけで
なく，生物学を教えておられる教育者の方々にも興味
深いと推察する．本書のもう 1つの特徴は，生物学に
頻出する無数の遺伝子名などを極力排し，しかも最新
の内容を取り入れているところにある．ともすれば，
大学の専門教育での生物学ではこのような遺伝子名が
羅列されることが多く，関連した他の分野の人々から
敬遠されるきらいもないわけではない．以上さまざま
な魅力をもつキャンベル生物学を多くの方々にお届け
する次第である．
なお，本書の原著“Campbell Biology”はニール・

A・キャンベル Neil A. Campbellの構想によって，彼
とジェーン・B・リース Jane B. Reeceとの共著として
出版された，生物学のほぼすべての分野をカバーした
教科書である．1987年の初版発刊以来，第 11版まで
版を重ねていることからもわかるように国際的に高い
評価を得ており，出版国の米国はもとより世界中の多
くの大学で生物学の教科書として使用されている．ま
た，高校生を対象とした国際生物学オリンピックでも
国際標準教科書に指定されている．“Campbell Biology”
を創始したキャンベルは残念なことに，第 7版刊行直
後の 2004年 10月 21日に亡くなられたが，初版から
の共著者であったリースをはじめとする共著者によっ
てますます意欲的に改版が進めてられている．また，
日本でも本書は国際生物学オリンピックに挑戦する高
校生に広く活用されているが，その当初の翻訳書の刊
行はひとえに（故）小林興先生の翻訳への熱意とご尽
力の賜であった．われわれは小林先生の遺志を受け継
いで，多くの共訳者と査読者の協力を得て，その翻訳
と編集を継続することとした．
原書 9版の翻訳出版から 5年を経た現在，生物学の
発展はさらに勢いを増し，新発見や基本概念の修正と
発展などがさまざまな分野で行われた．特に，生物の
多様性の分子的研究の大きな進歩があり，既存の分類
が見直されたことも大きい．また，再生医療と生命倫
理の問題，エネルギー問題や食糧問題とのかかわり，

温室効果ガス，生物多様性の保全と生物資源の持続的
利用など，生物学と社会とのかかわりもいっそう広が
り，また深まりつつある．これらの事柄が積極的に取
り入れられているのも本書の特徴である．その一方で，
わが国では，現在，高等学校の「生物」は必ずしも必
修科目になっておらず，大学進学者の多くが生物学の
基本概念を十分に学ばないまま大学に入学している．
このような状況は，生物学の急速かつ飛躍的な発展と，
ますます広がる社会とのかかわりを考えれば，求めら
れる生物学教育の姿とは相反する憂慮すべき状況であ
ろう．学生から見れば，生物学の重要性を理解しつつ
も，学ぶべき生物学のテーマが膨大であるため，それ
らに圧しつぶされそうになるかもしれない．学生のみ
ならず，生物学の教師や研究者も，各分野の専門化が
ますます進む中で，生物学の全体像を把握することが
必ずしも容易ではないと感じていることであろう．
わが国で出版されている生物学の教科書で，書き下

ろしまたは翻訳書を問わず，生物学のほぼすべての分
野をカバーして，最新の知見を盛り込みながら，詳し
くかつ平易に述べられたものは数少ない．『キャンベ
ル生物学』はそれらの数少ない書物の 1つであるとい
うだけでなく，その構成においてきわめて独創的であ
る．つまり，生物学の膨大で多様なテーマを羅列的，
個別的にではなく，本書全体を通したいくつかの統一
テーマに基づいて生物学を体系的に理解できるように
構想されている．その統一テーマとは，進化，生命世
界の各階層における組織化，生命現象における創発特
性，重要概念の相互の関連性の理解である．「はじめ
に」にも述べられているように，「重要概念」という
形で，各章の枠組みがはじめに明確に設定され，それ
ぞれの章のエッセンスが何かを理解しやすいように工
夫されている．また，今回の改訂では，図やグラフの
読み取り方，目的に応じたデータの図示法などに特に
力を入れている．巻末にもグラフや科学的探究におけ
る重要概念，データの平均と標準偏差のポイントなど
もまとめられている．
“Campbell Biology”はすでに述べたように，国際生
物学オリンピックに挑戦する意欲的な高校生が学ぶ標
準図書に指定されているが，決して「高校生レベル」
というわけではない．本書の有機的な内容構成と平易
な語り口によって高校生にも理解できると同時に，大
学生はもちろん，大学院生や生物学の講義を担当する
教師にとっても，自分の専門分野に限らず生物学の全

　訳者まえがき
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iv 訳者まえがき

体像を理解するためのすぐれた教科書である．生物学
はいまや総合科学であり，自然科学，人文科学を問わ
ず，他の分野とのかかわりも広がりつつある．生物学
以外の分野を専攻する者にとっても，生物学の基礎概
念や研究法を知る必要に迫られることが多いであろう．
生物学と社会とのかかわりの広がりには，応用と結び
ついた生物学上の発見に，より大きな関心が寄せられ
るという側面がある．しかし，他の自然科学の分野と
同様に，生物学の基礎研究は正しい自然観，世界観を
築くための普遍的な価値をもつ行為のひとつであり，
生物学の成果の応用は基礎生物学全体の健全な発展の
上に初めて成り立つものである．これらのことを認識
するうえでも，本書が役立つことを願ってやまない．
　本書の原著は非常に丁寧に編集されているが，それ
でも明らかな誤りや不正確な箇所がいくつか認められ
た．その場合はすべて，監訳者または訳者の責任にお
いて，訳者による注釈（訳注）をつけて訂正または補
筆した．また，読者の理解をいっそう助けるための説
明を訳者の責任において脚注として追加した箇所もい
くつかある．また，用語の統一やわかりやすい表現に
訳者，監訳者とも非常に留意して翻訳したが，それで

も不明瞭になった表現や新たな誤りも多々あるかもし
れない．そのような箇所は編集部宛にご教示いただけ
れば幸いである．訂正や追加の説明は丸善出版のホー
ムページで順次公開し，増刷時に取り入れていく予定
である．また，本書は広範囲の分野をカバーしている
ため，統一した用語の中には各専門分野の用例と合わ
ないものもいくつかあるが，ご理解をいただきたい．

　本書の出版にあたっては，丸善出版株式会社企画・
編集部の安平進，堀内洋平，米田裕美の各氏から多大
なご協力を頂いた．特に，米田裕美氏は，訳出の進行
や煩雑な編集作業，全体の統一のための査読協議など，
多大なお世話を頂いた．この場をお借りして厚くお礼
申し上げる．

　2018年 2月

池 内　昌 彦
伊 藤　元 己
箸 本　春 樹
道 上　達 男

M01-05_i-v_campbell_TMO_03.indd   iv 2018/02/05   9:29
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　訳　者　一　覧

　■監訳者

池　内　昌　彦　　東京大学大学院総合文化研究科

伊　藤　元　己　　東京大学大学院総合文化研究科

箸　本　春　樹　　神奈川大学理学部

道　上　達　男　　東京大学大学院総合文化研究科

　■訳　者

池　内　昌　彦　　東京大学大学院総合文化研究科

石　浦　章　一　　同志社大学生命医科学部

伊　藤　元　己　　東京大学大学院総合文化研究科

上　島　　　励　　東京大学大学院理学系研究科

大　杉　美　穂　　東京大学大学院総合文化研究科

太　田　邦　史　　東京大学大学院総合文化研究科

久保田　康　裕　　琉球大学理学部

嶋　田　正　和　　東京大学大学院総合文化研究科

坪　井　貴　司　　東京大学大学院総合文化研究科

中　島　春　紫　　明治大学農学部

中　山　　　剛　　筑波大学生命環境系

箸　本　春　樹　　神奈川大学理学部

兵　藤　　　晋　　東京大学大気海洋研究所

増　田　　　建　　東京大学大学院総合文化研究科

道　上　達　男　　東京大学大学院総合文化研究科

吉　田　丈　人　　東京大学大学院総合文化研究科
　　　　　　　　　総合地球環境学研究所

吉　野　正　巳　　東京学芸大学教育学部

和　田　　　洋　　筑波大学生命環境系
 

 （五十音順，2018年 2月現在）
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著 者 紹 介 vii

21世紀の現在はまさに生命科学の時代であり，生
命科学を理解せずして現代社会や科学技術が成り立た
ないところまできている．それだけ，生命科学と，私
たちヒトや社会とのつながりが大きくなっている．そ
れは , ゲノム解読のみならずゲノムの編集まで可能に
なったことや，インフルエンザを含む感染症の流行，
気候変動に伴う生物多様性の減少の問題，病気などの
画像診断技術の高度化などからうかがえる．20世紀
後半から 21世紀の約 30年間で生命科学が大きく発
展，変容してきた背景には，生命科学の分野に工学や
情報学，環境学，社会学などが入ってきたことが関係
し，新しい学際分野がつくられつつあり，さらに大き
く広がりを見せているのである．
　そのような中で『キャンベル生物学 原書 11版』が
出版されることの意義は非常に大きい．この版では，
図表，写真，モデルを多用した解説を展開し，生物シ
ステムをより理解しやすくしている．また，図の読み
取り問題を新設し，生物学において図を読み解いたり，
図として表現したりするための練習問題を提供してい
る．さらに，従来の生物学がともすれば暗記や知識詰
め込み型であったが，本書では，今後必要とされる問
題解決型演習を多く取り入れている．生物学と関連す
る実生活の諸問題を想定し，科学的な知識や方法を使
ってデータを解釈するこの演習では，説得力のある事
例を通してみなさんを引きつけ，データ解析力が身に
つくよう編集されている．これらのことは ，考え，自
ら判断し，解決するという国際生物学オリンピックの
基本理念とも一致する．
　また本書の特徴のひとつに，科学者・研究者へのイ
ンタビュー記事がある．さまざまな研究者が自身の研
究にどのようにして興味をもったのか，そしてどのよ
うにその研究を始めたのか，何が彼らのモチベーショ
ンとなり，問題解決に至ったのかが紹介されている．
彼らの言葉からは，次世代の担い手であるみなさんへ
のメッセージとともに，科学研究者の人間的側面も垣
間見える．
　今回の改訂は近年の生命科学の著しい進展をふまえ
て，内容も大幅に充実したものになっている．生物は
あらゆる階層において気候変動の影響を受けており，
これは全章を通して探究されている．また，ゲノム科
学，バイオテクノロジー，進化生物学等のさまざまな
分野における技術と知識の急速な変化も反映されてい
る．さらに，生態学分野の大幅な改訂は，生態学の中

心的論題である集団の成長，種間相互作用，社会生物
のダイナミクスなどについて概念的な枠組みをより適
切なものにし，進化の諸原理をより深く統合している
といえる．例として第 3部の遺伝学について少し取り
上げると，2014年のゲノミクスの研究成果として，
ヒトの身長の決定にかかわる遺伝子や遺伝的変異のパ
ターンがどれだけあるかという新たな知見が取り入れ
られている．またこの第 3部では，生きた細胞の遺伝
子を編集するために開発された CRISPR－Cas9シス
テムを解説する項目「遺伝子編集とゲノム」が新設さ
れたことは大きい．ここでは，マウスの遺伝病をこの
システムを用いた遺伝子編集技術で正常に戻した研究
が紹介されている．この技術の利点は，早く，安く，
正確に，簡単に遺伝子改変できることである．これま
ではゲノムを「読む」こと，ゲノムのもつ性質を解析
することが中心であったが，この技術では読んだゲノ
ムを切り貼りし，新しく「編集」できるのである．こ
の遺伝子編集技術をヒトに応用してよいのかどうかは，
世界的に議論されている大きな社会問題である．科学
技術の進歩が私たちヒトのあり方をも問うているので
ある．
地球上には約 1000万種の生物がいて，それぞれの

生物に紡いできた歴史がある．それを生物のもつナチ
ュラルヒストリーとよぶならば，私たちはまだ，ほと
んどの生物のナチュラルヒストリーを知らない．ヒト
を知ることはとても大切であるが，生物の多種多様性
を知ることもきわめて大切である．ヒトがもっていな
い能力や性質を他の生物はもっている．生命の普遍性
または一般化と同時に，特殊性を知ることも，生命の
奥深さと広がりへの入り口である．
生命科学の発展を知ることはたいへん楽しく興味深

い．本当にヒトを知りたいと思うなら，他の多くの生
物をもっと知ることが必要である．進化のところで学
ぶように，ヒトは地球上では他の生物に比べて，あま
り歴史をもたない新参者である．生物は限りなく多様
性をもち，すばらしいものである．ミクロなレベルか
らマクロな個体や集団まで，調和し，共存している．
本書が，みなさんをさらに豊かにしてくれることを願
う．

　2018年 2月 国際生物学オリンピック日本委員会委員長

 東京大学名誉教授

 浅 島　　誠

　さらに充実した「キャンベル生物学」を読者の皆さんへ
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viii ま え が き

　『キャンベル生物学』原書 11版
を出版することはわれわれにとっ
て名誉あることである．この 30

年の間，『キャンベル生物学』は
生物科学における最も重要な教科
書であった．本書は 19の言語に
翻訳され，何百万もの学生に学部
レベルの「生物学」の確固とした
基礎を与えてきた．この成功はニ
ー ル・A・キ ャ ン ベ ル Neil A. 

Campbellの創始した構想のみな
らず，xxv～xxxiiページに掲げた数百名の校閲者，そ
してこの事業を具体化し，また激励も頂いた編集者，
画家，寄稿者のすべての方々の献身的な協力があった
ことをまさに証明している．
　本書の 11版でわれわれが目指すことは以下の通り
である．

学生が生物の構造と生命現象の諸過程を画像によっ
て理解し，また画像として表現する能力を養う新し
い図や質問，練習問題を通して，視覚化によって情
報を処理し伝達する能力と，視覚化された情報を理
解する能力を高める．
現実の世界で起こるさまざまな問題に科学的な知識
や方法（科学スキル）を実際に使うことによって，
科学スキルを応用する力を養うよう，学生に求め
る．
挑戦する意欲をかき立てる重要な論題の導入や指導
とその学習評価のための方法と材料が備わった教材
を提供することによって，教師を支援する．
学生の能動的な探究と学習の過程で，彼らを引きつ
け，助言し，教えるために教科書とメディアを統合
する．

この版の新しい点
11版のために新たに設けた設問の概要をここに示
す．その詳細といくつかの例については xiv～xxiペ
ージをご参照いただきたい．

ビジュアル解説と図読み取り問題は，生物学におい
て画像を理解し，また画像として表現する練習問題
を学生に提供する．ビジュアル解説には，図表や，
写真，モデルが生物学的なシステムや作用をどのよ
うに表現し，映し出しているかを学生に探究させる

いくつかの質問が組み込まれて
いる．
問題解決演習は，学生に，現実
の世界で起こるさまざまな問題
を解決する際に，科学的な知識
や方法を使ってデータを解釈す
るように仕向ける．この演習は
説得力のある事例研究を通して
学生を引きつけ，データ解析力
を養う練習問題を提供すること
を意図してつくられている．

『キャンベル生物学』の初版から 11版を通してイン
タビューは，それぞれ最も関係のある章に配置され
ている．それらのインタビューは，多様な科学者が
自身の研究にどのようにして興味をもつようになっ
たのか，そしてどのようにしてその研究を始めたの
か，そして何が彼らを鼓舞するのかについて話して
いることを紹介することによって，学生に科学研究
の人間的側面を示す．
生物の階層性のすべてのレベルでの気候変動の影響
について，新しい図（図 1.12）と 1章の考察で始ま
り，新しい「関連性を考えよう」の図（図 56.30）
と，56章で気候変動の原因と結果についての広範
な問題を取り扱うことで締めくくっているように，
本文全体を通して探究している．
この原書 11版は，以前，新しい版が出たときと同
様に，新しい内容と教育方法上の改善を取り入れて
いる．これらはこの「はじめに」に続く x～xiiiペ
ージに要約されている．内容の改訂は，ゲノム科学，
遺伝子編集技術（CRISPR），進化生物学等々の諸分
野における技術と知識における急速な変化を反映し
ている．さらに，第 8部の生態学のか なりの改訂
は，生態学の中心的な論題（集団の成長，種間相互
作用，社会生物のダイナミクスなど）についての概
念的な枠組みをより適切なものにし，進化の諸原理
をより深く統合している．

本書の独自の特徴
一般生物学の教師は，増え続ける大量の情報を体系

化するための概念的な枠組みを，学生にいかにして獲
得させるかという，くじけてしまいそうな難問に直面
している．『キャンベル生物学』の独自の特徴は，本
書によって生物学とその科学的な探究過程の理解をよ

　はじめに

M08-09_viii-ix_campbell_TMO_03.indd   viii 2018/02/05   9:35



は じ め に ix

り深くしていくうちに，このような枠組みが与えられ
ることである．そのようなものとして，「独自の特徴」
は 2009年の「Vision and Change（ビジョンと変化）」
という米国の国民会議によってまとめられた，必要と
される科学的思考などの能力（competency）のうち
の核となる項目に準拠している．さらに，「Vision and 

Change」によって定義された核となる概念は，1章
で導入され，本書全体を貫く統一テーマと近い関係に
ある．「Vision and Change」と『キャンベル生物学』
の両方の主要なテーマは進化である．本書の各章には
少なくとも 1つの進化についての項目がある．そこで
は，その章の内容の進化的な側面に明確に焦点が当て
られ，各章は「進化との関連」と「テーマに関する小
論文」で締めくくられる．
　学生が「木を見て森を見ず」ということがないよう
に，各章は注意深く選んだ 3～9つの重要概念の枠組
みを軸として構成してある．本文，概念のチェック，
問題，重要概念のまとめはすべて，これらの主要な概
念と重要事項の理解をより確かなものにする．
　生物学を学ぶうえで，説明文と図は等しく重要なの
で，説明文と図の統合は，初版以来の本書の独自の特
徴である．新しい「ビジュアル解説」に加えて，本書
で人気のある「探究」の図と「関連性を考えよう」の
図には上記の取り組みが現れている．「探究」の図の
1つひとつは，関連する図と説明文を伴った核心とな
る内容の 1つの学習単元である．「関連性を考えよう」
の図は，生物学全体を貫く基礎概念の関連性を強めて
いる．それによって，学生が情報や知識を細切れな，
互いに関連性のないものにしないようにするのに役立
つであろう．11版では，2つの新しい「関連性を考え
よう」の図を特集した．
　本文のアクティブ・リーディングを奨励するため
に，『キャンベル生物学』には，学生が読んでいる事
柄について，略図を描いたり，図に説明をつけたり，
データをグラフにしたりして，立ち止まって考える多
くの機会が用意されている．アクティブ・リーディン
グにかかわる問題には，「図読み取り問題」「描いてみ
よう」「関連性を考えよう」「どうなる？」「図の問題」
「重要概念のまとめ」「知識の統合」「データの解釈」
が含まれる．これらの問題の解答は学生に，考えるだ
けでなく，記述したり，描画したりすることを求めて
いる．したがって，科学において重要なコミュニケー
ション能力を養うのに役立つであろう．

　最後に，『キャンベル生物学』では，生物学のどの
教程においても必須の構成要素である科学的探究をど
の版においても取り上げている．本文での記述や各部
冒頭のインタビューでの科学的な発見の物語を補完す
るものとして設定した問いかけるタイプの図面は，
「私たちが知っていることは，どのようにして知るこ
とができたか」を学生により深く理解させるのに役立
つ．また，学生は「問題解決演習」「科学スキル演習」
「データの解釈の問題」を通して科学的思考の鍛錬を
行うことができる．これらの学習は，全体として，科
学の方法を適用し，定量的な議論の方法を用いる練習
になる．その能力は，「Vision and Change」で概要が
まとめられている，必要とされる核心的な能力に追加
されるものである．

教師，学生との連携
　われわれの仕事の根底にある最も重要で大切なこと
は，教師そして学生との連携が重要であるというわれ
われの確信である．教師と学生に奉仕する一番の方法
は当然，生物学を適切に教授する教科書を提供するこ
とである．それに加えて，ピアソン社は多様性に富む
教師と学生に，印刷体と電子ファイルの両方の形で教
材を提供している．本書と付録をさらによくするため
にわれわれは絶えず努力しているが，その間に，数百
名の教師による公式の査読のみならず，電子メールや
他の方法による非公式な通信などの，教師と学生から
のフィードバックによって絶大な恩恵を受けている．
　教科書の真の評価は，それが教師の授業と学生の学
習にどのように役に立っているかで決まる．それゆえ，
学生と教師の方々からのご意見を歓迎する．ご教示は
下記の宛先にお願いしたい．

　　　　　　　　Lisa Urry（1章，1～3部）
  　　lurry@mills.edu

　　　　　　　　Micael Cain（4・5・8部）
 　　mcain@bowdoin.edu

　　　　　　　　Peter Minorsky（6部）
 　　pminorsky@mercy.edu

　　　　　　　　Steven Wasserman（7部）
 　　stevenw@ucsd.edu
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x 第 11 版における新しい内容

本項は，『キャンベル生物学』原書 11版における新
しい内容と教育的な手法の変更の重要なものを紹介す
る．

1 章　進化，生物学のテーマと科学的探究
1章の冒頭の紹介記事では，新しく，ネズミの体色
の進化という事例研究を取り上げた．新たな本文と写
真（図 1.12）は，気候変動を種の生存に関連づけてい
る．

第 1部　生命の化学

第 1部では，生命の基盤となる内容を学生が学びや
すいように，題材を新しくした．3章の冒頭と図 3.7
は気候変動による北極海の海氷の減少によって影響を
受ける生物を紹介した．5章では，ラクトース不耐症，
トランス脂肪，血液中のコレステロール値への食事の
影響，タンパク質のアミノ酸配列と構造の関係，天然
変性タンパク質
の記述を更新し
た．新たなビジ
ュアル解説図
5.16は，タンパ
ク質の構造のさ
まざまな図示の
仕方の理解の手
助けとなるはず
である．新たに
設けた問題解決
演習では，魚の
産地偽装を確認するための DNA配列の比較を行う．

第 2部　細　胞

第 2部の改訂のねらいは，題材を学生により身近
で，魅力的なものにすることである．新たなビジュア
ル解説図 6.32は，細胞内のおびただしい数の分子や
構造体を，大きさを合わせてわかりやすく示した．7

章では，家族性の高コレステロール血症と健常のヒト
における LDLの量を，新たな図で示した．8章では，
好熱性細菌を伴う間欠泉の美しい写真とともに酵素機
能の最適温度グラフを提示した（図 8.17）．10章では，
C3植物のイネの遺伝子組換え技術により，C4光合成

を実現して収量を上げるという現在進行中の研究を取
り上げた．11章では，新たな問題解決演習として，
クォラムセンシングを遮断することで，細菌による感
染症のための新たな治療法の研究を取り上げた．12

章では，細菌の細胞分裂における染色体の移動のしく
みの内容を更新した．また，細胞周期のチェックポイ
ントの説明を増やし，2014年に報告された新たなチ
ェックポイントも含めてある．

第 3部　遺　伝　学

13～17章では，遺伝学の理論的な考えと染色体や
分子のレベルで理解を得やすいように改訂を施した．
たとえば，図 13.6の図読み取り問題は，3種類の生活
環において，一倍体（単相）の細胞はどの段階で有糸
分裂するのか，またそのときどんな細胞が生じるのか
を問うている．14章では，2014年のゲノミクスの研
究成果として，ヒトの身長の決定にかかわっている遺
伝子や遺伝的変異の数がいくつかという新たな知見を
取り入れた．図 14.15  bでは，遺伝形質として「耳た
ぶの形」の代わりに「PTCの味覚の有無」を採用し
た．14，15章では概念を拡げて，遺伝学における「正
常」という用語の意味をわかりやすく，また性が生物
をたんに 2つのグループに分けるだけとはもはや考え
られないことを説明した．15章では，性決定におけ
る新たな研究成果と，またミトコンドリア病の遺伝を
避ける技術の説明を取り入れた．新たなビジュアル解
説図 16.7では，DNAの構造をさまざまな図示法で示
した．17章の扉の写真と説明ではアルビノのロバを
取り上げ，学生の興味を遺伝子発現に引きつけるよう
にした．ビードルとテータムの実験を理解を助けるた
めに，栄養要求変異株をどのようにして得たかを説明
する新たな図 17.2を設けた．インスリンの遺伝子の
突然変異を探して，インスリンタンパク質への影響を
問う新たな問題解決演習を導入した．
　18～21章では，DNAの配列決定と遺伝子編集技術
に基づく驚くべき新たな発見を取り入れて，大きな改
訂をした．18章では，ヒストン修飾，核への局在，
転写装置の持続性，ncRNAによるクロマチンのリモ
デリング，長鎖非コード RNA（lncRNA），クロマチ
ン構造を改変する主要制御因子の役割，ゾウに生じる
低頻度のがんにおける p53遺伝子の役割を新しく取
り上げた．「関連性を考えよう」の図 18.27では，「ゲ

　原書 11版における新しい内容

海氷の消失により不利
益を被る生物種：

太陽光の増加と水温の
上昇によって，他の生物
の餌となる植
物プランクト
ンが増加．

プランクトンをこし
とって食べるホッキ
ョククジラはよ
く成長する．

カラフトシシャモ
などいくつかの魚
種はより多くのプ
ランクトンを食べ
られる．

氷上で休息するセイウチ
への影響は不明．

氷上で狩りをするホ
ッキョクグマの
採餌の機会が，
海氷の消失で減
っている．

アラスカのハジロウミバトは，
陸地にある巣から餌の
魚を捕る海氷の縁まで
飛んでいかなければなら
ない．海氷の減少によっ
て，若鳥が飛ぶ距離が遠
くなりすぎて飢えている．

海氷の減少によって利益を受ける生物種：

1979年9月の海氷
2014 年 9月の海氷

グリーンランド

北極点

2014 年 9月の海氷

ベーリング
海峡

北極海

アラスカ

カナダ

ロシア

1979 年 9月～
2014 年 9月まで
に消失した海氷

図 3.7　気候変動の北極地方への影響．
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第 11 版における新しい内容 xi

ノミクス，細胞のシグナル伝達とがん」を拡張して，
細胞のシグナル伝達における多くの知見を取り入れた．
19章では，バクテリオファージに対する細菌の抵抗
性を取り上げ，CRISPR-Cas9システム（図 19.7）を
説明する新たな項目を設けた．エボラ出血熱，チクン
グニア熱，ジカ熱をそれぞれ引き起こすウイルス（図
19.10）やこれまでで最大のウイルスの発見の項目も
取り入れた．蚊による病気の媒介や気候変動の病気の
伝播への影響の危惧について説明を加えた．20章で
は，新たな次世代 DNAシーケンサー装置の写真（図
20.2）と広く普及している RNA配列決定法の新たな
説明（図 20.13）などを取り入れた．生きた細胞の遺
伝子を編集するために開発された CRISPR-Cas9 シ
ステム（図 20.14）を説明する項目「遺伝子とゲノム
編集」を新設した．章の後半には CRISPR-Cas9シス
テムを利用した事例（マウスでチロシン血症という遺
伝病を遺伝子編集技
術で正常に戻した研
究）の知見を新たに
加 え た．最 後 に，
CRISPR‒Cas9システ
ムを利用してヒトの
胚の遺伝子の改変し
た最近の研究に対す
る倫理的な議論や蚊
が媒介する病気と闘
うための遺伝子ドラ
イブ技術を使用して
もよいかという倫理
的な問題提起を取り
入れて改訂した．21

章では，遺伝子配列
関連の情報（配列決
定速度，決定された
生物種の数など）の
更新とともに，米国
で最近立ち上げられ
たヒトのロードマッ
プ・エピゲノム計画
の 新 た な 知 見 や
2015年に発表され
た酵母の重要な 414個の遺伝子に集中した研究の成果
などいくつかを取り入れた．

第 4部　進化のメカニズム

第 4部の改訂のねらいは，進化のデータと概念を図
解の理解や解釈によってサポートできることを強調す
ることにある．そのために，「地質年代スケール」の
ビジュアル解説（図 25.8）と遺伝子流動に関する新た
な図 23.12を新たに加えた．カダヤシの生殖的隔離を
扱った図 24.6，異質倍数性による種分化を扱った図
24.10，昆虫のボ
ディープランの起
源 を 扱 っ た 図
25.25などをわか
りやすくした．ま
た，進化の概念と
社会問題をつなげ
る新たな題材も取
り上げた．その例
と し て は，2015

年に発見された治
療困難な病原体に
効果がある抗生物
質テイクソバクチ
ン（22 章本文），
気候変動が生物の
交雑帯に与える影
響に関する新たな記述（24章），マラリアを媒介する
蚊における殺虫剤耐性遺伝子の伝播に交雑がかかわる
ことを取り上げた新たな問題解決演習（24章）があ
る．第 4部では 22章と 25章の扉で新たな話題，つま
り，22章は共通性と多様性，適応の概念を象徴する
特徴をもった枯葉蛾を取り上げ，25章ではサハラ砂
漠で発見されたクジラの骨の化石を取り上げた．また，
22.3節の本文で短い時間スケールで集団がいかに進化
するかを強調したこと，新たな表（表 23.1）でハーデ
ィ・ワインベルグの平衡が成立する集団に必要な 5つ
の条件を整理したこと，25.1節の新たな題材で RNA

の鋳型鎖の複製が起きる「原始細胞」を最近になって
初めて研究者が創り出すことに成功したことを解説し
たことも挙げられる．

第 5部　生物多様性の進化的歴史

本書の目的は，読者（学生）に生物学における視覚
的な表現を理解して自作してもらうところにある．こ
のため，新たなビジュアル解説（図 26.5 系統的関係）
によって系統樹作成に使用される複数の図示法を紹介
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3

標的遺伝子に突然変異が存
在するとき，正常な遺伝子
のコピーを供給することに
より修復することができる．
修復酵素は正常な遺伝子を
鋳型として用いて，正しい
遺伝子の配列を合成する．

科学者は機能解析のために標
的遺伝子を「ノックアウト」し
て機能を消失させることがで
きる．鋳型DNAが供給されな
いとき，修復酵素がランダム
にヌクレオチドを挿入または欠
失させることにより遺伝子が
機能を失う．

ランダムなヌクレオチド 正常なヌクレオチド

正常（機能の
ある）遺伝子
が鋳型として
使われるまたは

ガイドRNA
相補配列

標的遺伝子
の一部

切断された
標的遺伝子

核

細胞質

DNAを切断する
活性部位

標的遺伝子に
結合する相補的配列

Cas9 タンパク質を標的配列
に「導く」ガイドRNA

Cas9-ガイド RNA複合体

Cas9 タンパク質

Cas9 タンパク質
とガイドRNA
が結合して複合
体を形成し，細胞
に導入される．

核内でガイド
RNAの相補的
配列が標的遺伝子の一
部に結合する．Cas9
タンパク質の活性部位
によりDNAが 2本鎖
とも切断される．

切断されたDNA鎖は細
胞内で 2通りの方法で
「修復」される．

Cas9 活性部位

図 20.14　CRISPR-Cas9 システ
ムを用いたゲノム編集．
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れと地方の適応．
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xii 第 11 版における新しい内容

し，これらの系統樹が何を伝え何を伝えないかがわか
るようにした．さらに視覚的な理解を練習する機会と
して，10以上の「図読み取り問題」を導入した．こ
れは系統樹を解釈するものから，細菌の鞭毛タンパク
質から疎水性のものを探すものまで幅広い．系統樹解
釈に関する新たな内容を盛り込み，姉妹群が進化の関
係について明確に示すこと，系統樹が進化の「方向」
を示すものではないことなどを強調した．他にも大き
な変更として，2015年に発見されたロキアーキオー
タを扱う 26.6節，27.4節，28.1節の内容がある．こ
れは真核生物の姉妹群の可能性がある一群の古細菌で
ある．また，新たな図（図 26.22）は原核生物から真
核生物への遺伝子の水平伝播を扱っている．27.6節の
内容は CRISPR-Cas9システムを扱っており，新たな
図（図 27.21）では CRISPR-Cas9システムの技術が
ヒト免疫不全ウイルス（HIV）の研究に新たな可能性
を拓く一例を示している．29.3節は初期の原始的な森
林が地球の気候変動に及ぼした影響（この場合は，地
球温暖化の逆）を述べている．34章の新たな問題解
決演習はカエルが病原性カビに一定条件でばく露する
ことで抵抗性を獲得できるかどうかを研究した事例デ
ータの解釈を扱っている．他には，多くの系統樹を最
近のデータに基づいて更新したこと，31章の扉の話
題（菌類の菌糸が異なる種の樹木をつないでいる），
33章の扉の話題（「青い竜」ともいう軟体動物のアオ
ミノウミウシが猛毒のカツオノエボシを捕食する），
図 34.37と本文によるカンガルーネズミの乾燥地への
適応の話題，34.7節と図 34.52では，化石と DNAデ
ータが，現生人類とネアンデルタール人が交雑して子
孫を残していたことを示唆しているという新たな題材
などを取り入れた．人類進化の議論では，2015年に
発見されたホ
モ・ナレディ
というヒトの
進化系統の新
たな種を扱っ
た図 34.53と
説明を加え
た．

第 6部　植物の形態と機能

35章の改訂の狙いは，植物の一次成長と二次成長
の関係をよりわかりやすくするためである．新たなビ
ジュアル解説図 35.11は読者に細胞レベルで植物の成
長を描かせようとしている．「前表皮」，「前形成層」，

「基本分裂組織」という用語を導入し，分裂組織から
成熟組織への移行を強調した．新たなフローチャート
（図 35.24）は木質のシュートにおける成長をまとめて
ある．新たな図（図 35.26）はシロイヌナズナのエコ
タイプ（生態型ともいう）のゲノム解析を取り上げ，
植物の形態を生態学と進化に関連づけている．36章
では，新たな図 36.8で葉の葉脈の微細な枝分かれを
解説し，また師部と木部の間の水の行き来の内容を更
新した．新たな「関連性を考えよう」の図 37.10は生
物分類の門や界を横断した共生関係をまとめて取り上
げた．図 37.12と関連した本文は，土壌中の窒素分が
岩石の風化から生じるという新たな発見を取り入れた．
新たな図 38.3は「心皮」と「雌ずい」という関連し
た用語をわかりやすく解説した．被子植物の花の構造
と生活環の説明は，心皮が大胞子葉，雄ずいが小胞子
葉に由来することを含めて，第 5部における植物の進
化の議論と関連させた．38.3節では，グリホサートと
いう農薬の耐性作物の当面の問題を詳しく議論した．
改訂した図 39.7は植物の細胞の伸長のしくみをわか
りやすく図解した．図 39.8は，ガイドつきツアー旅
行の形式で，頂芽優勢を取り扱った．頂芽優勢にかか
わる糖の役割に関する新たな情報を取り入れた．39.4

節では，新たな問題解決演習によって地球規模の気候
変動が作物の収穫に与える影響を強調した．図 39.26

の病原菌に対する防御応答は簡潔にしてわかりやすく
した．

第 7部　動物の形態と機能

第 7部の改訂のねらいは，動物の構造と生理の描写
をいかにわかりやすくするかということにある．たと
えば，原腸形成は学生が把握しにくい 3次元のプロセ
スであるので，図解（図 47.8）によって明快で確実な
説明とした．さらに，多数の新たな図と改訂図によっ
て，リンパ系と心臓血管の循環系の相互作用（図
42.15）や大脳全体の構造と辺縁系の関係（図 49.14）
などを，その空間的関係を解剖学的にわかりやすく解
説した．45章の新たな問題解決演習は，医学的な謎
への興味を利用して，血液検査と病気の診断の背後に
ある生物学を学ぶ．内容の更新には，喉の渇き（44.4

節）やカンガルーやクラゲの移動など身近な現象の理
解にも及ぶようにした．さらに，本文や図を新しくし
て，最前線のテクノロジーを活用した次のような話題
を盛り込んだ．それらは，昆虫の RNAを利用した抗
ウイルス防御（図 43.4），個人が遭遇した全ウイルス
の迅速で網羅的な解析（図 43.24），成人の褐色脂肪に

図 34.53　ホモ・ナレディの手と足（背面
と側面）の化石．
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関する最近の発見（図 40.16），ヒトの微生物相（図
41.17），単為生殖（46.1節），地磁気感知（50.1節）
である．いつもながら，教育上の微調整としてわかり
やすくしたところも多い．たとえば，神経の興奮にお
ける複数のイオンチャネルの不活性化と電圧による活
性化による相補的な調節（48.3節）や鳥の渡りの遺伝
的因子の実験的解析（図 51.24）などである．

第 8部　生 態 学

生態学に関するこの部は，原書 11版において大幅
に改訂した．概念の枠組みを組み替えて，次のような
生態学の中心的な話題を紹介した．それらは，生命表，
個体ベースでみた個体群の増殖，内的自然増加率「r」，
指数関数的個体群成長，ロジスティック個体群成長，
密度依存性，生物種間相互作用（特に寄生，片利共生，
相利共生），マッカーサーとウィルソンの島嶼の生物
地理モデルである．生態学の原理をより深く統合した
改訂を行った．それらは，新たな重要概念（52.5節），
生態学と進化が相互に作用し合うことに関する 2つの
新たな図（図 52.22，図 52.23），生物の地理的分布が
進化の歴史と生態学的要因との組み合わせで決まるし
くみ（52.4節），5つの「関連性を考えよう」の問題
（生態学的しくみと進化的なしくみの相互作用を問う）
である．気候変動の問題を拡張し強調することを心が
け，次のような改訂をした．それらは，キーストーン

幼児 小児 成人 老人

凡例
フィルミクテス門
バクテロイデス門
アクチノバクテリア門
プロテオバクテリア門
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母乳保育

人工乳

固形食

健康人

抗生物質処方

栄養不足

健康人

肥満

65～80歳

100 歳
以上

図 41.17　ヒトの成長過程による腸内微生物相の違い．

生物種の生存へ
の気候変動の影
響を紹介した新
たな議論と図
（図 52.20）， 気
候変動が純一次
生産（NPP）に
及ぼす影響を説
明した新たな項
目（55 .2 節），
気候変動が野火
と昆虫の大発生
をどのように引
き起こしたかを
説明した新たな図（図 55.8），気候変動が引き起こし
た昆虫の大発生が生態型を炭素のソースからシンクに
どのように変えてしまうのかを説明した新たな問題解
決演習（55章），温室効果に関する新たな図（図
56.29），気候変動の生物学的影響を述べた新たな記述
（56.4節），気候変動の生物学的組織化のあらゆる階層
で及ぼす影響を扱った新たな「関連性を考えよう」の
図（図 56.30）である．他にも更新したものは，以下
の通りである．1人あたりのエコロジカルフットプリ
ントを示す新たな図（図 53.25），巨大な肉食魚と小エ
ビの一見ありそうにない相利共生を扱った 54章の扉
の話題，相利共生のパートナーが利益とともにコスト
を支払っていることを強調した新たな記述（54.1節），
生態学的な相互作用の有効性は時間とともに変化し得
ることを説明した記述（54.1節），島の平衡モデルに
関する新たな図（図 54.29と図 54.30），2種のトガリ
ネズミがライム病の予想外の宿主であったことを示す
新たな図（図 54.31），今日の生物の絶滅速度を典型的
な化石記録からわかるものと比較した新たな記述
（56.1節），悪化した都市の河川の回復を議論した新た
な記述と図（図 56.22）がある．
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図 55.8　気候変動と野火と昆虫の大発
生．
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xiv 大きい図を見る

大きい図を見る

それぞれの章は 3～7個からなる重要概念の枠組みで構成されている．重要概念では，大きな図に焦点
を当てるとともに，補足的な詳細事項を掲載している．

重要概念を読んだ後，概念のチェックによって理解度がチェックできる．

22　変化を伴う継承：ダーウィンの生命観 541

変化を伴う継承：
ダーウィンの生命観 22

図 22.1　枯れ葉に似ていることが，どのようにこの蛾にとって役に立つのか．

　ペルーの熱帯雨林にすむ空腹の鳥は，その森林の生息環境に溶け込ん
だ「枯葉蛾」Oxytenis modestiaを見つけるために目をこらさなければな
らないだろう（図 22.1）．この特徴的な蛾は，12万種以上を含む多様な
チョウ目（鱗

りん

翅
し

目
もく

）昆虫の一員である．すべてのチョウ目昆虫は，発達
した頭部と多くの咀

そ

嚼
しゃく

口
こう

器
き

が特徴的で，貪欲で効率的な採餌能力をもち，
私たちがイモムシとよぶ若齢段階をもつ（枯葉蛾の幼虫段階も，その外
観によっても保護されている．すなわち，脅かされたときに，攻撃する
ヘビに似たように頭を前後に振る）．成虫の場合，すべてのチョウ目昆
虫は 3対の脚と小さな鱗で覆われた 2対の翼をもつ．しかし，多くのチ
ョウ目昆虫は互いに異なってもいる．どのようにして非常に多くの異な
る蛾や蝶が生まれ，その類似点と相違点はどのようにできたのであろう
か．蛾と落葉との類似性はこの蛾にとってどのように役立つのだろうか．
　図 22.1の蛾とその近縁種は，生命に関する 3つの重要な観察を示す．

生命が，その環境における生活に適応する驚くべき方法（ここで，そ
して本文全体を通して，「環境」という用語は，他の生物，ならびに
生物の周囲の物理的側面を指す）
生命の多くの共通した特徴（共通性）
生命の豊富な多様性

　1世紀以上前に，チャールズ・ダーウィン Charles Darwinは，これ
らの 3つの広範な観察の科学的な説明に取り組もうとした．ダーウィン
が著書の『種の起源』でその仮説を発表したときまさに，ダーウィンは
科学革命を起こし進化生物学の時代の幕を開いたのである．
　現在では，私たちは進化 evolutionを，ダーウィンが，地球の多くの

きわめて美しい生物が際限なく重要概念
22.1 ダーウィンは，地球の年齢は若

く，種は不変であるという伝統
的な見解に異議を唱えた

22.2 自然選択による変化を伴う継承
は，生物の適応や生命の共通性
と多様性を説明する

22.3 進化は，圧倒的な量の科学的証
拠で支持されている

枯葉蛾の幼虫（イモムシ）

概念のチェック 22.2
1. 変化を伴う継承の概念は，どのように生命の共通性と
多様性の両方を説明するのか．

2. どうなる？ アンデスの高地に生息していた絶滅哺乳
類の化石を発見した場合，それは南米のジャングルに
生息する現生の哺乳類によりよく似ていると予測する
か，あるいはアジアの高山に生きる現生の哺乳類に似
ていると予想するか．説明しなさい．

3. 関連性を考えよう 遺伝子型と表現型の関係について
復習しなさい（図 14.5，図 14.6 を参照）．あるエン
ドウ集団では，白の表現型をもつ花が，自然選択でよ
り有利であると仮定する．集団中の p対立遺伝子の
頻度は，時間の経過とともにどのようになるかを予測
し，あなたの推論を説明しなさい．

  （解答例は付録A）

各章の最初には，章の本文へと誘
う興味深い質問とともに，視覚的
にダイナミックな写真を載せてい
る．

重要概念のリストでは，章全体を
カバーする大きな考えを紹介して
いる．

章全体に関する質問によって，本文を
アクティブに読む励みとなる．

「どうなる？」の質問によって，何を
学んだかを示すことが求められる．

「関連性を考えよう」の質問によって，
以前に示された内容とこの章の内容と
を関連づけることが求められる．
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大きい図を見る xv

重要概念のまとめでは，章のおもなポイントに改めて焦点を当てる．

42章のまとめ
重要概念のまとめ

単純なボディープランをもつ動物では，拡散による
環境と細胞との間の物質交換を，胃水管腔が仲介す
る．長い距離を拡散するには時間がかかるため，ボ
ディープランの複雑な動物には，環境との物質交換
を行う器官と細胞との間で溶液を移動させる，循環
系が存在する．節足動物や大部分の軟体動物は，血
リンパが器官を直接浸す開放血管系をもつ．脊椎動
物は，血液がポンプと管による閉鎖的なネットワー
クの中を循環する，閉鎖血管系をもつ．
脊椎動物の閉鎖血管系は，血液と血管，そして 2つ
から 4つの小室をもつ心臓から構成される．血液は
心臓の心室から送り出されて，動脈を通り，血液と
間質液の間で化学的物質交換を行う場である毛細血
管に入る．静脈は血液を毛細血管から心房に戻し，
心房は心室に血液を送る．硬骨魚，サメ，エイはそ
の循環系に単一のポンプをもつ．空気呼吸をする脊
椎動物は 1つの心臓へと合体した 2つのポンプをも
つ．心室の数と分離における変化は，異なる環境や
代謝要求への適応を反映している．

? 閉鎖血管系内の溶液の流れは，移動する距離，移
動する方向，駆動力に関して，細胞とその環境との
間の分子の動きと比べてどのように異なるのか．

右心室は血液を肺へと送り出し，肺では血液は酸素
を付加して二酸化炭素を解離させる．肺からの酸素
を豊富に含む血液は左心房に入り，左心室から体組
織へと送り出される．血液は，右心房を通って心臓
へと戻る．

循環系は交換界面と体中の細胞とをつなぐ

42.1

心臓収縮の協調的な周期が哺乳類の二重循環を
駆動する

42.2

　

肺胞上皮
細胞

排出空気

全身の
静脈

体組織

肺動脈

肺胞
毛細血管

全身の
毛細血管

吸入空気
肺胞内
空間

肺静脈

全身の
動脈心臓

CO2 O2

O2CO2

心臓からの押し出しと充満の一連の過程である心臓
周期は，収縮期とよばれる収縮相と，拡張期（弛緩
期）とよばれる弛緩相からなる．心臓の機能は，脈
拍（1分間で何回心臓が拍動するか）および心拍出
量（1分間にそれぞれの心室が押し出す血液の量）
を測定することにより評価できる．
心拍は，右心房の洞房結節（ペースメーカー）での
インパルスに起因する．インパルスは心房の収縮を
引き起こし，房室結節では遅延が生じ，束枝とプル
キンエ繊維に沿って伝わり，心室の収縮を引き起こ
す．神経系やホルモン，体温がペースメーカーの活
動に影響を与える．

? 障害をもつ心臓弁を手術によって取り替えた後，
心臓機能にはどのような変化が起こると期待される
か．

血管はその機能に適応した構造をもっている．毛細
血管は狭い直径と薄い壁をもち，物質交換を促進す
る．その大きな総断面積の結果として，血流の速さ
は毛細血管床で最も遅い．動脈は血圧を維持するた
めの厚い弾性壁をもつ．静脈は血液を心臓に戻すこ
とに寄与する一方向性の弁をもつ．血圧は，心拍出
量の変化や細動脈の収縮の変化により変動する．
体液は毛細血管から漏れ出し，リンパ系によって血

血圧と血流のパターンは血管の構造と配置を反
映する

42.3

遺伝暗号の進化

進化 　遺伝暗号は最も簡単な細菌から最も複雑な植
物や動物まで，地球上の生物に広く共有され，ほぼ普
遍的である．たとえば RNAコドン CCGは，遺伝暗
号が調べられたすべての生物の中でアミノ酸のプロリ
ン（Pro）に翻訳される．遺伝子をある生物から他種
類の生物に移す実験を行うと，新たな宿主の中でその
遺伝子が転写・翻訳され，図 17.7に示すような鮮や
かな結果がもたらされることもある．ヒトの遺伝子を
細菌に導入し，医療用にインスリンなどのヒトのタン
パク質を合成するように細菌をプログラムすることも
可能である．こうした応用はバイオテクノロジーの分
野で多くのめざましい発展をもたらしている（20.4節
参照）．

ほぼ普
遺伝暗
プロリ
他種
でその
な鮮や
伝子を
のタン
ことも
ーの分

0.4節
（a）ホタルの遺伝子を発現する

タバコ．黄色の光は，ホタ
ルの遺伝子の産物であるタ
ンパク質により触媒される
化学反応により発するもの
である．

クラゲの遺伝子を発現する
ブタ．科学者はクラゲ由来の
蛍光タンパク質の遺伝子をブ
タの受精卵に導入した．受精
卵の1つから写真のような蛍
光を発するブタが誕生した．

（b）

図 17.7　進化の証拠：異なる生物種の遺伝子の発現．共通の
祖先から進化したため，多様な生物が共通の遺伝暗号を用いて
いる．ある生物に第 2の生物種のDNAを導入することにより，
第 2の生物に特有のタンパク質を生産するようにプログラムす
ることが可能である．
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2．哺乳類において，心臓に戻る肺静脈の血液は，は
じめに　　に流れ込む．
　（A）左心房　　（C）左心室
　（B）右心房　　（D）右心室
3．脈拍は　　の直接的な測定である．
　（A）血圧　　　　　（C）心拍出量
　（B）1回拍出量　　  （D）心拍数
4．呼吸を止めたときに，以下の血液中ガスの変化の
うち，最初に呼吸を促すものはどれか．
　（A）酸素の上昇　　（C）二酸化炭素の上昇
　（B）酸素の低下　　（D）二酸化炭素の低下
5．両生類とヒトが共通してもつ特徴の 1つは，次の
うちどれか．
　（A）心臓小室の数
　（B）循環系のために完全に分離した回路
　（C）循環系の回路の数
　（D）体循環における低い血圧

レベル 2：応用／分析
6．左の足指で血液中に放出された二酸化炭素分子が
鼻から吐き出されたとすると，二酸化炭素分子は
　　を除く下記のすべての経路を通るはずである．
　（A）肺静脈　　（C）右心房
　（B）肺胞　　　（D）右心室
7．活動的な筋細胞のまわりの間質液と比較して，こ
れらの細胞に達する動脈の血液は　　を有してい
る．
　（A）より高い Po2

　（B）より高い Pco2

　（C）より高い炭酸水素濃度
　（D）より低い pH

レベル 3：統合／評価
8．描いてみよう　ヒトの 1回の心臓周期に関して，
時間に対する血圧の変化をグラフに表しなさい．大
動脈，左心室，右心室における圧を異なる線で描く
こと．時間軸の下には，心房圧が最大となると期待
される時間を示す垂直矢印を書き込みなさい．
9．進化との関連　映画の怪物のゴジラが闘う敵の 1

つが，数十mの翼幅をもつガに似た架空生物のモ
スラである．かつて生息した最大の昆虫類は，翼幅

0.5 mの古生代のトンボ類である．呼吸とガス交換
に焦点を当て，なぜ巨大昆虫類が存在しないと考え
られるのか，説明しなさい．
10．科学的研究・データ
の解釈　ヒト胎児のヘ
モグロビンは成人のヘ
モグロビンとは異なる．
グラフ中の，2つのヘ
モグロビンの解離曲線
を比較しなさい．2つ
のヘモグロビンがどのように異なるのかを記述し，
その違いの利点を説明する仮説を提案しなさい．
11．科学，技術，社会　多数の研究が，喫煙を心臓
血管疾患や肺疾患と関係づけている．健康に関する
ほとんどの専門家によれば，喫煙は米国の予防可能
な早死の原因となっている．タバコの広告を完全禁
止することに賛成する論拠は何か．反対の論拠は何
か．禁止に賛同するかあるいは反対するか．説明し
なさい．
12．テーマに関する小論文：相互作用　ある運動選
手は，競技会に備えて Po2を低く保ったテントの中
で睡眠をとる．登山家は非常に高い峰に登るとき，
純酸素のボトルから息を吸う．これらの行動を，ヒ
トの体での酸素運搬メカニズムや気体環境との生理
学的な相互作用と関連させて，300～450字で記述
しなさい．
13．知識の統合
 

　ミズグモ Argyroneta 

aquaticaは水中で，
絹糸の網の中に空気
を貯める．なぜこの
適応は鰓をもつより
も，より有利だと考
えられるのか．動物
間におけるガス交換
媒体とガス交換器官
の違いを考慮に入
れ，説明しなさい．

（一部の解答は付録 A）
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重要概念のまとめとその質
問によって，各概念から出
された考えについての理解
度がチェックできる．

まとめの図は，重要な
情報を視覚的に要約し
ている．

「進化との関連」の質
問は，各章のまとめの
中に含まれている．

「知識の統合」の質問では，
章で理解した内容をもと
に，興味深い写真の説明が
求められる．

進化は生物学の基本的テーマであり，
本書全体を通して強調している．
各章に，進化との関連づけを
明示的に示した項目を用意している．
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xvi 図の読み取り能力を鍛える

　図の読み取り能力を鍛える

枝に沿った各位置は，その先に名
づけられた分類群につながる系統
の祖先を表す．

姉妹群は，他の群と共有されていな
い祖先を共有する生物群である．チ
ンパンジーとヒトはこの系統樹の姉
妹群の一例である．

　系統樹は，生物群がどのような関係にあるかに関する仮説を視覚的に表す． この図で
は，系統樹が情報を伝達するように描く方法を探る．

系統樹の部品

系統図の
別の表現

この系統樹は，分類群とよばれる枝の先端にある 5つの生物群がどのような関係があるかを示す． 
各分岐点は，そこから分化する進化系統の共通祖先を表す．

これらの図は，時間の経過とともに分岐する進化系統を表すために枝の視覚的な類推を使用する
ため，「樹」とよばれている． 本書では，系統樹は通常上に示したように水平に描画され，表して
いる系統関係を変更することなく，同じ系統樹が垂直に，あるいは斜線で描画できる．

この分岐点は，この系
統樹に示されているす
べての動物群の共通の
祖先を表す．

各水平の枝は，進化系統を表している． この図
では，時間や遺伝的変化量などの情報を表すと
指定していない限り，分枝の長さは任意である
（図 26.13 参照）．

魚類

カエル

トカゲ

チンパン
ジー

ヒト

魚類魚類 カエル トカゲ チンパンジー ヒト カエル トカゲ チンパンジー ヒト

垂直系統樹 斜線の系統樹

分岐点からの
回転

分岐点のまわりの系統樹の枝を回転させても，表している進化的関係は変化しない． その結果，分枝先
端に分類群が現れる順序は重要ではない．重要なのは，系統が共通祖先から分岐した順序を示す分岐パ
ターンである．

注：分類群の順
序は，最後に表示
された分類群（こ
の系統樹ではヒト）を「導く」一
連の進化を表すものではない．

3つの青い分岐点のま
わりに，左の系統樹の
枝を回転させると，右
の系統樹が得られる．

魚類

カエル

トカゲ

チンパン
ジー

ヒト 魚類

カエル

トカゲ

チンパン
ジー

ヒト

図 26.5　ビジュアル解説　系統的関係

1  この系統樹によると，どの群の
生物がカエルと最も近縁か．

2  図中の，カエルとヒトの最新の
共通祖先を表す部分にラベルを
つけなさい．

3  これらの 2つの系統樹には
いくつの姉妹分類群が示さ
れているか．それらを特定
しなさい．

4  図 26.2 の横向きの系統樹を，縦向きの系統
樹と斜線の系統樹として再描画しなさい．

5  右側の系統樹を，緑の
分岐点を中心に回転さ
せて再描画しなさい．
これら 3つの系統樹
のそれぞれにおいて，
ヒトと近縁な順に 2
つずつ挙げ，その理由
を説明しなさい．

NEW! ビジュアル解説は，生物学において図やモデルをどのように解釈するかを
教えるものである．図中の質問によって，図の読み取り能力を鍛える．

ビジュアル解説
図 5.16　タンパク質の構造
の表示法

図 6.32　細胞の分子機械の
スケール

図 16.7　DNA

図 25.8　地質年代スケール

図 26.5　系統的関係

図 35.11　一次成長と二次
成長

図 47.8　原腸形成

図 55.13　生物地球化学循
環
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図の読み取り能力を鍛える xvii

喉頭

舌

咽頭

声門

（a）気管が開く
胃へ

食物の小塊

上がった
喉頭蓋

収縮した
食道括約筋

食道 声門が
上がって閉じる

下がった
喉頭蓋

（b）食道が開く

弛緩した
食道括約筋

気管

肺へ

図 41.9　ヒトの気道と消化管の断面図．ヒトでは咽頭は気管と食道につながっている．
（a）ほとんどの場合，食道括約筋が収縮して食道は閉じられ，気管は開いたままである．（b）
食物塊が咽頭に達すると，嚥下反射が引き起こされる．気管の上部にある喉頭が動いて喉
頭蓋とよばれるふたを下げ，食物が気管に入らないようにする．同時に，食道括約筋が弛
緩し食物塊を食道に通す．気管が次に再び開いて食道が波状収縮し，食物塊が胃に移動する．

図読み取り問題 水を飲んでいるときに笑うと，液体は外鼻孔から噴出するだろう．笑い
が呼気を含むことを考慮して，この図を使いながら，なぜこれが起こるかを説明しなさい．

酸素の泡葉図 2.17　光合成：太陽エネ
ルギーによる物質の再配置．
カナダモは淡水の沈水性植物
で，太陽光で駆動される光合
成という化学反応で，二酸化
炭素と水の原子を再配置し，
糖を生産する．糖の多くは，
さらに別の栄養物質に変換さ
れる．酸素ガス（O2）は光合
成の副産物である．写真では
水中の葉から酸素の泡が漏れ
出ていることに注意しなさい．

描いてみよう 葉の中で進行する光合成の反応式と生成物の名
前と反応の方向を示す矢印を，この写真に書き込みなさい．

NEW! 図読み取り問題
で，図や写真の解釈の
練習をする．

発展！　描いてみようの演習では学生にビ
ジュアル化する練習をさせる．ここでは紙
に鉛筆で構造を描き，図に注釈をつけた
り，実験データをグラフ化したりすること
が求められる．
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xviii  図解で「関連性を考えよう」

　図解で「関連性を考えよう」

578 第４部　進化のメカニズム
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分子レベルでの出来事

鎌形赤血球対立遺伝子のテンプレート鎖ではチミ
ンがアデニンに置換され，転写中に産生される
mRNAの 1つのコドンを変化させる．この変化
は，鎌状赤血球ヘモグロビンにおけるアミノ酸置
換を引き起こす．すなわち，ある位置のバリンが
グルタミン酸で置換される（図 5.19 参照）．

細胞への影響
・異常なヘモグロビン繊維は，心臓に戻ってくる血管に見られる
ような低酸素状態において，赤血球を鎌状に変形させる．

・点突然変異により，鎌状赤血球対立遺伝子は野生型対立遺伝子と
単一の塩基が異なる（図 17.26 参照）．

・その結果として生じる1アミノ酸の変化が，低酸素条件下での鎌
状赤血球ヘモグロビンタンパク質間の疎水性相互作用をもたらす．
・結果として，鎌状赤血球タンパク質は互いに結合して鎖状になり，
繊維を形成する．

　この子どもは鎌状赤血球症を罹患し，鎌状赤血球対立遺伝子を 2コピー有する保有する遺
伝的障害をもつ．この対立遺伝子は，赤血球中の酸素運搬タンパク質であるヘモグロビンの
構造および機能に異常を引き起こす． 鎌状赤血球症は治療しなければ致命的であるが，一部
の地域では鎌状赤血球症対立遺伝子は 15～ 20％の高頻度に達することある．このような有
害な対立遺伝子が，どのようにして普遍的になるのだろうか．

染色体上の鎌形赤
血球症対立遺伝子

テンプレート鎖

鎌形赤血球

正常は赤血球

鎌形赤血球
ヘモグロビン

正常なヘモグロビン

繊維

低酸素状態

野生型
対立遺伝子

578 第４部　進化のメカニズム

図 23.18　関連性を考えよう

鎌状赤血球対立遺伝子

11 の関連性を考えるための図により，さまざまな章の内容をまとめ，「全体像」における各項目の関連
性を視覚的に表現している．

関連性を考えるための図
図 5.26　ゲノミクスとプロテオ
ミクスの生物学への貢献

図 10.23　働く細胞

図 18.27　ゲノミクスと細胞シグ
ナル伝達とがん

図 23.18　鎌状赤血球対立遺伝子

図 33.9　表面積を最大化する

NEW!　図 37.10　界やドメイン
を超えた相利共生

図 39.27　植食者に対する植物の
防御のレベル

図 40.23　動物・植物の挑戦と解
決法

図 44.17　イオンの移動と勾配

図 55.19　働く生態系

NEW!　図 56.30　気候変動はあ
らゆる生物学的階層に影響する
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 図解で「関連性を考えよう」 xix

23　集団の進化 579

られる
        

人間から吸血したときに感
染した蚊がマラリアを広げ
る（図 28.16 参照）．

熱帯熱マラリア原虫（寄生単細胞真核生物）
によるマラリアの分布

鎌形赤血球
対立遺伝子の頻度

>15.0%

     
3.0
6.0
9.0
12.0

6.0%
9.0%
12.0%
15.0%

凡例

・鎌状赤血球の形成により，鎌状赤血球対立遺伝子の 2つのコピー
でホモ接合体が鎌状赤血球症を引き起こす．

・ある種の鎌状化はヘテロ接合体でも起こるが，疾患を引き起こす
のに十分ではない．それらは鎌状赤血球の特徴を有する（図
14.17 参照）．

正常な赤血球は柔軟性
があり，細い血管を通
って自由に流れること
ができる．

・鎌状赤血球対立遺伝子を 2つもつホモ接合体は，
鎌状赤血球症によって死亡するため強く選択さ
れる． 対照的に，ヘテロ接合体は鎌状赤血球に
よる有害作用はほとんどないが，ホモ接合体よ
りもマラリアで生き残る可能性が高い．

・マラリアがふつうである地域では，これらの反
対方向の選択圧の正味の効果はヘテロ接合体が
利点となる．これは集団に進化的変化をもたら
した．その産物は，以下の地図に示されている
ように，鎌状赤血球対立遺伝子頻度が比較的高
い地域である．

人体への影響

集団の進化

ホモ接合体の鎌状赤血球は
毛細血管を塞ぎ，心臓，腎臓，
脳などの臓器に大きな痛み
や損傷を与える．

～
～
～
～

23　集団の進化 579

関連性を考えよう マラリアが存在しない地域では，鎌状赤血球対立遺伝子の
ヘテロ接合体である個体が選択されるか，または選択されないだろうか．説明
しなさい．

各章の関連性を
考える質問は，
この章の内容を
以前の章で提示
された資料に関
連づけて考える
ような内容とな
っている．
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xx 科学スキル演習

　科学スキル演習

科学スキル演習は，データ分析，グラフ化，実験計画や数学的能力など，生物学に必要とされる重要な
スキルを会得するために実際のデータを用いている．

科学スキル演習

2組のデータの散布図の解釈
グルコースの細胞への取り込みは年齢によって影響を受
けるか　動物の重要なエネルギー源であるグルコースは
運搬タンパク質を使って促進拡散によって細胞内に輸送
される．この演習では，齢の異なるモルモットの赤血球
細胞へのグルコースの継時的な取り込みを調べた実験の
データの解釈を行い，細胞のグルコースの取り込み速度
がモルモットの齢に依存しているかどうかを結論づける．

実験方法　研究者はモルモットの赤血球細胞を放射性同
位元素を含む 300  mMのグルコース溶液（pH 7.4）中
で，25℃の条件下に置いた．10分または 15分おきに，
試料の細胞をそれから取り出して，細胞内の放射能をも
つグルコースの濃度を測定した．使用した細胞は 15日
齢または 1ヵ月齢のモルモットに由来する．

実験データ　複数の組のデータがある場合は，比較のた
めに，それらのデータを同じグラフにプロットするのが
便利だろう．このグラフには，各組の点（組ごとに同じ
色）からなる「散布図」が描かれている．そこでは，そ
れぞれの点が 2つの数値（一方が他方の変数）を表し
ている．データの各組について，その動向をわかりやす
くするために，それらの点に最も合致した曲線が描かれ
ている（グラフに関する追加情報は付録 Fを参照）．

データの解釈
1．最初にグラフの各部が理解できるか確認しなさい．
（a）どの変数が独立変数か．すなわち，研究者によ
って規定される変数か．（b）どの変数が従属変数か．
すなわち，実験処理に依存し，研究者によって測定さ

れる変数か．（c）赤い点は何を表しているか．（d）
青い点は何を表しているか．
2．グラフ上のデータの各点をもとに，データの表を作
成しなさい．その表の左の列を「処理時間（分）」と
しなさい．
3．このグラフは何を示しているか．15日齢と 1ヵ月齢
のモルモットの赤血球細胞でのグルコースの取り込み
を比較してその差を述べなさい．
4．15日齢と 1ヵ月齢のモルモットの赤血球細胞でのグ
ルコースの取り込みの差を説明する仮説を立てなさい
（グルコースがどのようにして細胞内に取り込まれる
かについて考えること）．
5．立てた仮説を検証するための実験を考えなさい．
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20

0
0 10 20 30 40 50 60

処理時間（分）

モルモットの赤血球細胞へのグルコースの継時的な取り込み

放
射
性
グ
ル
コ
ー
ス
の
濃
度

（
m
M
）

15 日齢のモルモット
１ヵ月齢のモルモット

データの出典　T. Kondo and E. Beutler, Developmental changes in glucose 
transport of guinea pig erythrocytes, Journal of Clinical Investigation 65: 
1-4 （1980）.

それぞれの科学スキル演習
は各章の内容に関連した実
験に基づいている．

ほとんどの科学スキル演習
は，演習内に引用している
ように，出版された研究デ
ータを用いている．

質問は難しく設定されてい
て，段階的に新たなスキル
を見ていくことにより，よ
り高度なレベルの批判的思
考の機会を提供する．

 1 章　対となる棒グラフの解釈
 2 章　放射性同位体の標準崩壊曲線の計算とデータ解釈法
 3 章　実験データの散布図を回帰直線を用いて解釈する
 4 章　モル数とモル比を扱う
 5 章　ポリペプチドの配列データを解析する
 6 章　スケールバーを使って細胞の体積と表面積を計算

する
 7 章　2組のデータの散布図の解釈
 8 章　線グラフをつくって傾きを計算する
 9 章　棒グラフをつくって仮説を検証する
10章　回帰直線つきの散布図を作成する
12章　ヒストグラムは何を意味しているか
13章　折れ線グラフを作成しデータを読み取る
14章　ヒストグラムの作成と分布パターンの解析
15章　カイ二乗（Χ2）検定を使う
16章　表のデータを解析する

17章　シーケンスロゴの解釈
18章　DNA欠失実験の分析
19章　塩基配列の系統樹の分析によるウイルス進化の理解
21章　アミノ酸配列の相同性の解釈
22章　予測の検証 
23 章　データ解釈と予測のためのハーディ・ワインベル

グの式の利用
24章　独立変数と従属変数の特定，散布図の作成，およ

びデータの解釈
25章　グラフからの量的データの推定と仮説構築
26章　進化仮説を検証するためにタンパク質の配列デー

タを用いる
27章　平均値と標準誤差を計算し，解釈する
28章　遺伝子塩基配列比較の解釈
29章　棒グラフの描画とデータの解釈
30章　自然対数を使ってデータを解釈する

科学スキル演習は各章にある
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問題解決への科学スキルの適用 xxi

　問題解決への科学スキルの適用

NEW!　問題解決演習は，学生に対し，科学スキルを適用して，実世界の問題解決を想定した実際のデ
ータの解釈を練習する．

問題解決演習

魚の偽装に
だまされるか
　魚のサケを購入するとき，養殖され
たアトランティックサーモンSalmo 
salar よりも，高価な野生のパシフィ
ックサーモン（Oncorhynchus 属）の
ほうが望ましいと思うだろう．しか
し，調査によると約 40％の魚は値段
に見合わないものであった．

この演習では，サケの切り身のラベルが偽装されているかどうか調べる．

方法　調査の原理は，同一種内の個体もしくは近縁種のもの由来のDNA
配列同士は，もっと系統的に離れた種の配列よりもよく似ているというこ
とである．

データ　野生のギンザケOncorhynchus kisutch として販売されているサ
ケの切り身を購入した．このラベルが正しいかどうか調べるため，ある遺
伝子の短いDNA配列を，この魚と 3種のサケの同じ遺伝子の標準配列と
比較する．その配列は：
O. kisutch（ギンザケ）というラベルのサンプル
 5′─CGGCACCGCCCTAAGTCTCT─3′
　　　　 O. kisutch（ギンザケ）5′─AGGCACCGCCCTAAGTCTAC─3′

標準配列
　O. keta（シロザケ） 5′─AGGCACCGCCCTGAGCCTAC─3′

　　　　　Salmo salar（アトランティックサーモン）
 5′─CGGCACCGCCCTAAGTCTCT─3′

解析　1．3つの標準配列（O. kisutch, O. keta，S. salar）の一致の有無
を 1塩基ごとに調べ，購入したサケの配列と一致しない塩基に印をつ
けなさい．
2．一致しない塩基数を，（a）O. kisutch とサンプルの間，（b）O. keta と
サンプルの間，（c）S. salar とサンプルの間で答えなさい．
3．それぞれの標準配列とサンプルの塩基の一致度を％で答えなさい．
4．これらのデータにのみ基づいて，このサンプルの種名を，その根拠と
ともに述べなさい．

31 章　ゲノムデータの解釈と仮説の提唱
32章　相関係数を計算し解釈する
33章　実験のデザインとデータの解釈を理解する
34章　直線回帰式
35章　データ解釈のために棒グラフを使う
36章　温度係数を計算し，解釈する
37章　観察する
38章　正と負の相関を使ってデータを解釈する
39章　棒グラフから実験結果を解釈する
40章　円グラフの解釈
41章　遺伝的変異体を用いた実験から得られたデータの

解釈
42章　ヒストグラムの作成と解釈
43章　共通の x軸の 2つの変数を比較する
44章　定量データの記述と解釈
45章　対照を含む実験を設計する

46章　推測と実験計画
47章　スロープの変化を解釈する
48章　科学的表記法で示された数値データを説明する
49章　変異体を用いた実験を計画する
50章　対数グラフを説明する
51章　定量的なモデルで得られた仮説の検証
52章　棒グラフと線グラフを作成してデータを解釈する
53章　ロジスティック関数で個体群成長をモデル化する
54章　棒グラフと散布図をつくる
55章　定量的データを解釈する
56章　振動するデータのグラフを描く

問題解決演習
5章：魚の偽装にだまされるか
11 章：皮膚の傷は致死的にな
り得るか
17 章：インスリンの突然変異
は 3種類の乳幼児の新生児
期糖尿病の原因か
24 章：交雑はマラリアを伝播
する蚊の殺虫剤耐性を促進す
るか
34 章：ワクチンで両生類の集
団を救えるか
39 章：気候変動はどのように
作物の生産性に影響するだろ
うか
45 章：この患者において甲状
腺機能は正常だろうか
55 章：昆虫の大発生は，森林
が大気からCO2 を吸収する
能力を脅かすか
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