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 ビジュアル解説

図 5.16 タンパク質の構造の表示法　88
図 6.32 細胞の分子機械のスケール　136
図 16.7 DNA　369
図 25.8 地質年代スケール　616
図 26.5 系統的関係　642
図 35.11 一次成長と二次成長　878
図 47.8 原腸形成　1186
図 55.13 生物地球化学循環　1403

関連性を考えよう

図 5.26 ゲノミクスとプロテオミクスの生物学への貢献　
98

図 10.23 働く細胞　236
図 18.27 ゲノミクスと細胞シグナル伝達とがん　450
図 23.18 鎌状赤血球対立遺伝子　578
図 33.9 表面積を最大化する　798
図 37.10 界やドメインを超えた相利共生　930
図 39.27 植食者に対する植物の防御のレベル　990
図 40.23 動物・植物の挑戦と解決法　1018
図 44.17 イオンの移動と勾配　1124
図 55.19 働く生態系　1410
図 56.30 気候変動はあらゆる生物学的階層に影響する　

1436

探　究

図 1.3 生物の組織化の階層　4
図 5.18 タンパク質構造の階層　90
図 6.3 さまざまなタイプの顕微鏡　107
図 6.8 真核細胞　112
図 6.30 動物組織の細胞間連絡構造　134
図 7.19 動物細胞のエンドサイトーシス　156
図 11.8 細胞表面の膜貫通型受容体　248
図 12.7 動物細胞の有糸分裂　272
図 13.8 動物細胞の減数分裂　298
図 16.22 真核生物の染色体のクロマチンの詰め込み　380
図 24.3 生殖障壁　588
図 25.7 哺乳類の起源　614
図 27.16 細菌のおもなグループ　674
図 28.2 原生生物の多様性　688
図 29.3 陸上植物の派生的特徴　716
図 29.8 コケ植物の多様性　722
図 29.14 無種子維管束植物　728
図 30.7 裸子植物の多様性　740
図 30.17 被子植物の多様性　748
図 31.10 菌類の多様性　761

図 33.3 無脊椎動物の多様性　790
図 33.43 昆虫類の多様性　817
図 34.42 哺乳類の多様性　852
図 35.10 分化した植物細胞の例　876
図 37.16 植物の珍しい栄養適応　936
図 38.4 花の受粉　944
図 38.12 果実と種子の散布　952
図 40.5 動物の機能と構造　1001
図 41.5 動物たちの 4 つの主要な摂食機構　1029
図 44.12 哺乳類の排出系　1116
図 46.11 ヒトの配偶子形成　1162
図 49.11 ヒト脳の構築　1232
図 50.10 ヒトの耳の構造　1255
図 50.17 ヒトの眼の構造　1260
図 52.2 生態学的研究の領域　1312
図 52.3 地球の気候パターン　1314
図 52.12 陸域バイオーム　1320
図 52.15 主要な水域バイオームの分布　1326
図 53.18 密度依存的調節のメカニズム　1352
図 55.14 水と栄養素の循環　1404
図 55.17 世界各地の復元生態学　1408

研　究

図 1.25 保護色は 2 つの集団の被捕食率に影響するか　
21

図 4.2 原始地球を模した条件で，有機分子はつくられ
るか　64

図 7.4 膜タンパク質は移動するだろうか　143
図 10.10 どの波長の光が光合成を行うのに最も有効だろ

うか　220
図 12.9 後期の過程で，動原体微小管はどちら側の末端

で短縮するのだろうか　274
図 12.14 細胞質に存在するシグナル分子が細胞周期を調

節するのだろうか　278
図 14.3 エンドウの F1 株に自家受粉または他家受粉させ

たとき，F2 株の形質はどうなるか　312
図 14.8 1 つの形質に関する対立遺伝子は，別の形質の

対立遺伝子に対して配偶子に独立して分配さ
れるか，従属して分配されるか　316

図 15.4 野生型の雌のショウジョウバエと変異型の白眼
の雄を交配させたとき，F1 世代と F2世代の
ハエの眼の色はどうなるか　342

図 15.9 2 つの遺伝子の連鎖は形質の遺伝にどのように
影響するか　347

図 16.2 遺伝性の形質は細菌の間を転移できるか　364
図 16.4 T2 ファージの遺伝物質は DNA とタンパク質の

いずれか　366
図 16.11 DNA 複製実験により支持されたのは，保存的

モデル，半保存的モデル，分散的モデルのい

　特色ある図
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ずれか　372
図 17.3 個々の遺伝子は生化学経路の中で機能する酵素

を指定しているだろうか　390
図 18.22 Bicoid タンパク質はショウジョウバエの前端を

決定するモルフォゲンか　443
図 19.2 タバコモザイク病の原因は何か　458
図 20.16 分化した動物細胞の核は生物個体への分化を誘

導できるか　493
図 20.21 完全に分化したヒト細胞を再プログラム化して

幹細胞を作製することはできるか　496
図 21.18 ヒトの系統で急速に発達した FOXP2 遺伝子の

機能は何か　532
図 22.13 集団の食料源の変更は，自然選択による進化を

引き起こすか　551
図 23.16 雌は「よい遺伝子」を示す形質に基づいて交配

相手を選択しているのか　577
図 24.7 異所的集団の分化により生殖的隔離が生じるか　

591
図 24.12 シクリッドの性選択は生殖的隔離を生ずるか　

595
図 24.18 ヒマワリにおいて，交雑がどのように種分化に

つながったのか　601
図 25.26 湖のイトヨの棘の喪失の原因は何か　630
図 26.6 鯨肉として売られている食品はどのような種か　

644
図 27.10 原核生物は環境変化に対応して急速に進化でき

るのだろうか　667
図 28.24 真核生物系統樹の根はどこなのか　704
図 29.9 コケ植物は，土壌からの主要な栄養の損失速度

を低くできるか　723
図 31.20 内生菌は木本に利益を与えているのか　767
図 33.30 節足動物のボディープランは新しい Hox遺伝子

を獲得することによって生じたのだろうか　
811

図 34.51 ネアンデルタール人との間で遺伝子流入が起
こったのか　861

図 36.18 ソース付近の師管液はシンク付近より糖濃度が
高いか　916

図 37.11 根の内側および外側における細菌のコミュニ
ティの構成はどれくらい多様だろうか　931

図 39.5 イネ科植物の子葉鞘のどの部が光を感じて，ど
のようにシグナルを伝えるのだろうか　969

図 39.6 シュートの先端から基部へのオーキシン極性移
動は何によって起こるのか　969

図 39.16 赤色光と遠赤色光の照射順の種子発芽への効果　
978

図 40.17 ビルマニシキヘビは卵を温める際，どのように
して熱を発生させるか　1012

図 40.22 休止状態，概日時計には何が起こるか　1017
図 41.4 先天性異常の頻度に食物はどれくらい影響する

のだろうか　1027
図 42.25 何が呼吸窮迫症候群を引き起こすのか　1070
図 44.20 アクアポリンの変異が尿崩症を引き起こすのか　

1126

図 46.8 ショウジョウバエの雌が 2度交尾したとき，精
子の利用に偏りが生じるのはなぜか　1159

図 47.4 卵における Ca2＋の分布は受精膜の形成と協調し
ているか　1182

図 47.23 灰色三日月環は，どのようにして最初の 2 つの
娘細胞の発生ポテンシャルに影響を与えるか　
1197

図 47.24 原口背唇部は，両生類胚の他の細胞の予定運命
を変化させることができるだろうか　1198

図 47.26 極性化活性帯は脊椎動物の肢のパターン形成に
どのような役割を果たすか　1199

図 50.23 哺乳類はいかにして異なる味を識別するのか　
1266

図 51.8 ジガバチは巣を見つけるのに地標を利用してい
るか　1290

図 51.24 種内での渡りの航路の差異は遺伝的に決まって
いるか　1301

図 53.14 子育てはヨーロッパチョウゲンボウの親の生存
にどのような影響を与えるのか　1350

図 54.3 種のニッチは種間競争に影響されるか　1367
図 54.18 ヒトデの 1種 Pisaster ochraceus はキーストーン

捕食者だろうか　1378
図 55.6 ロングアイランド沿岸における植物プランクト

ンの生産量を制限しているのはどの栄養素か　
1396

図 55.12 温度は，生態系における落葉の分解にどのよう
な影響を与えるのか　1402

図 56.13 イリノイ州のソウゲンライチョウの激減は，何
が原因か　1423

研究方法  

図 5.21 X 線結晶解析法　92
図 6.4 細胞分画法　108
図 10.9 吸収スペクトルの測定　220
図 13.3 核型の作成　294
図 14.2 エンドウの交雑　311
図 14.7 検定交雑　315
図 15.11 連鎖地図の作製　352
図 20.3 合成による塩基配列決定：次世代シーケンサー　

479
図 20.7 ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）　483
図 20.11 単一の遺伝子の発現レベルの RT–PCR 解析　　

488
図 26.15 分子系統学の問題への最節約法の適用　650
図 35.21 気候を研究するために年輪年代学の方法を利用

する　885
図 37.7 水耕栽培　926
図 48.8 細胞内記録　1210
図 53.2 標識再捕獲法を用いて個体数を推定する　1340
図 54.12 分子生物学的な方法で微生物の多様性を特定す

る　1375
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