
章 ページ 行数（図・表） 誤 正

1 9 図1.10の説明 ミバエ細胞 ショウジョウバエの細胞

10 左↓17行目 高速情報処理量技術 高速情報処理技術

11 図1.13の説明 塊集標本 蒐集標本

12 図1.14 哺乳類 哺乳綱

13
図1.15［真正細菌ドメイン］の説
明

棹の形をした構造の 桿状構造（棒状構造）の

14 概念のチェック1.3の1行目 生物学の分類体系の階層に似たメーリングアドレスはどのようになるか 生物学における階層的分類システムは，メーリングアドレスとどのように似ているか

15 右（黄色の囲み）↓2行目 個体の多くの遺伝的形質は変化する 個体間では多くの遺伝的形質が異なっている

15 右（黄色の囲み）↓8行目 推論：繁殖成功の不均等 推論：生殖的成果の不均等

15 右（黄色の囲み）↑5行目 この繁殖成功は この生殖的成果は

15 図1.20 繁殖成功の相違 生殖的成果の相違

16 図1.21の④ 生存と繁殖成功 生存と生殖的成果

20 左↓20行目，24行目 特別な 特定の

21 右↑13行目，7行目 サンゴ色ヘビ サンゴヘビ

21 右↑6行目 サンゴヘビもの サンゴヘビの

22 図1.27の説明 東部サンゴヘビ トウブサンゴヘビ（種名）

22 図1.27 サンゴ色ヘビ サンゴヘビ

23，ⅴ 図1.29［結果］の説明↑1行目 褐色ヘビ 褐色人工ヘビ

23 図1.29［結果］の説明↑3行目 背景に対し斑模様になりやすいようで 背景の中ではっきり目立つらしく

23 右↓3行目 対照群としての偽の褐色ヘビは 対照群としての偽の褐色ヘビがなければ

23 右↓4行目 キングヘビなしの攻撃数は キングヘビへの攻撃数からは

25 左↑13行目 雌が雄を選択する行動 雌が配偶者選び

27 表1.1［進化］ 繁殖成功 生殖的成果

2 42 右↓8行目 水素原子 水素分子

6 128 図6.27（a）の説明 筋と細胞は 筋細胞は

7 139，ⅴ 図7.4［結果］ 細胞の外に面した層 細胞の外側に面した層

9 185 右↓10行目 Acetyl coenzyme Acetyl coenzyme A

191 右↓12行目 膜を横断する 膜を通過する

191 右↓18行目 膜を横切る 膜を通過する

196 右↓3行目 任意嫌気性 通性嫌気性（任意嫌気性）　※通性嫌気性ともいう．任意嫌気性でも間違いではない．

10 206 左↑14行目 （この顆粒は図10.2e中に見える） ⇒（削除）

220 左↓9行目 ベンケイソウ型酸代謝 ベンケイソウ型有機酸代謝

13 272 図13.4 相同染色体の姉妹染色分体 相同染色体の非姉妹染色分体

276 図13.8（グレーの部分） 間基 間期

282 右↑5行目 針のように小さな 針葉の

行数の欄の↓は上からの行数，↑は下からの行数を示します．   なお，行数は見出しも含みます．

『キャンベル生物学』（初刷）正誤表



14 285 左↓10行目 Pgeneration P generation

306 右↓9行目 ホモ接合体 ヘテロ接合体

15 310 図15.2の説明↓1行目 メンデルの1遺伝子雑種 メンデルの2遺伝子雑種

314 右↑10行目 （p.280） （p.315）

16 345 左↓11行目 DNAに金具を架けたような状態にして DNAをゆがめられた状態にして

17 362 図17.14（a）の説明↑1行目 tRNA特異的で tRNA特異的）

368 左↓11行目 リボソーム リソソーム

370
左↑2行目，右↓4，6，17，20，
21行目，図17.23の説明↓2行
目

点変異 点突然変異

379 左↑7行目 カプシド キャプシド

18 390 左↑14行目 タンパク質にしっかり巻き付いて タンパク質の働きによって

396 図18.19 トランスポゼース トランスポザーゼ

396 右9，11，15，17行目 トランスポゼース トランスポザーゼ

400 図18.22（a） ラクトース存在 ラクトース不在

400 図18.22（b） ラクトース欠乏 ラクトース存在

19 408 左↑3行目 1匹の 1個体の

422 左↑1行目 何をつくっているのか どのようなものから成り立っているか

20 444 右↑14行目 リン酸基より リン酸基の

455 右↓1行目 同姓の 同性の

21 479 右↑17行目 Wieschau Wieschaus

22 502 左↑2行目 先駆的な仕事， 先駆的な仕事を

503 図22.7の説明↓2行目 ハイラックス イワダヌキ

503 図22.7 イワダヌキ目(イワダヌキ類) イワダヌキ目(ハイラックス類)

23 515 右↑6行目 彼は遺伝的変異がなぜ集団でみられる自然選択に必要とされるか， 彼は自然選択に必要な遺伝的変異がどのようにして集団に現われるか，

520 図23.6の説明 （追加）⇒
野生馬（マスタング）の体表の色が多様であるのは，何世代にもわたる突然変異による
ものである．

523 左↑8行目 遺伝的差異 遺伝的疾患

524 図23.9の説明↑2行目 繁殖成功で 生殖的成果によって

528 左↑10行目 シオガシラアオカケス アオカケス

529 図23.14［技術］の説明↓4行目 シロガシラアオカケス アオカケス

530 左↓1，8行目 交配選択 配偶者選び

24 535 左↑14行目 あるいは種分化 すなわち種分化

541 図24.9 7本の染色体をもつ非減少配偶子 7本の染色体をもつ非減数配偶子

544 左↑2行目 花のつくる密 花のつくる蜜

548 図24.18の説明↓1行目 四足動物 四肢動物

25 557 図25.5の説明↑2行目 フイロモグラ フクロモグラ

558 左↓3行目 フイロモグラ フクロモグラ

559 右↑10行目 たとえば『魚類』を考えると……などがある． たとえば「サカナ（fish）」の付く……などを考えてみるとよい．

566 図25.15（鳥の絵の下） 「種1」……｢種4｣ ｢種I｣……｢種Ⅳ｣



570 左↑14行目 T・キング J・キング

571 右↓15行目 トランスポーザルエレメント 転移性遺伝因子

26 583 左↑9行目 硫化硫黄 硫化水素

584 左↑15行目 海産二枚貝類の 海生動物の殻の

584 図26.6の説明↓1行目 腕足類とよばれる貝類は 腕足動物とよばれる有殻の動物は

590 右↑17行目 「寄主細胞」 「宿主細胞」

591 左↑2行目 レクニノモナス レクリノモナス

28 628 左↑4行目 移動運動として機能する 移動運動に働く

628 右↑7行目 体細胞分裂 有糸分裂

635 右↓2行目 砂虫 砂中

635 右↓8行目 小品 小片

635 右↑5行目 死骸 デトリタス

638 右↑2行目 陸上植物の藻類段階の近縁群の 陸上植物に も近縁な藻類群の

29 666 右↑6行目 非維観束 維管束

30 674 図30.7 雌ずい 心皮，あるいは心皮（雌ずい）

677 右↓7行目 花粉をつける 花粉をつくる

680 右↑1，5行目 テオシンテ テオシント

681 左↓3行目 なぜ野生植物は……起きないのであろうか． なぜ野生植物はこのように比較的短い期間で変化したのだろうか．

684 左↓9行目 ほとんどの被子植物に ほとんどの真正双子葉植物に

31 701 左↓22行目 性誘引物質を招いている 性誘引物質をまねている．

32 715 図32.13（a）の説明 触手冠輪動物の 冠輪動物の

715 図32.13（b）の説明 トロコフォア幼虫 トロコフォア幼生

33 722
図33.3［有輪動物門の写真］の
説明

着色したSEM色） 着色したSEM)

748 表33.7［解説］4行目，7行目 胃水管系 胃水管腔

34 752 図34.2 総鰭類 葉鰭類

764 概念のチェック34.4↑2行目 総鰭類 葉鰭類

764 左↓8行目 肉鰭類 葉鰭類

782 図34.41 アウストラロピテクス・アフェレンシス アウストラロピテクス・アファレンシス

783 図34.42の説明（a），（c） アフェレンシス アファレンシス

784 左↑12行目 aferensis afarensis

787 右↑７行目 肉鰭類 葉鰭類

35 795 図35.1，左↓5，8行目 スイレン ハゴロモモ

798 図35.5（d）の説明↓2行目 地表面化 地表面下

799 左↓6行目 葉全体に……いるのかもしれない．
葉に侵入する病原体を小葉1枚で食い止めることによって，葉全体に広がるのを防いで
いるのかもしれない．

799 左↑6行目 表層組織 表皮組織

799 図35.7（b）の説明↓1行目 ちくちくしたセイヨウナシのような オプンチアなどの

800 図35.9 厚膜細胞 厚壁細胞



800
図35.9［厚膜細胞］の説明↓2，
4，5，9行目，↑6，5，4，3行目

厚膜細胞 厚壁細胞

800
図35.9［厚膜細胞］の説明↑6
行目および図

繊維細胞 fiber cell 繊維 fiber

801
図35.9［師部の糖を誘導する細
胞］の説明↓3，5行目

被子植物 裸子植物

801
図35.9［師部の糖を誘導する細
胞］の説明↓6行目

師管膜 師管要素

801
図35.9［師部の糖を誘導する細
胞］の説明↓12行目

師管 師板

801
図35.9［師部の糖を誘導する細
胞］の説明↓13行目

師板 師管

801
図35.9［師部の糖を誘導する細
胞］の説明↑8行目

膜である．この膜 細胞である．この細胞

802 右↑11行目 細胞壁をもたない 細胞壁以外の細胞成分である

802 右↑7行目 形成は 変化は

802 右↑5行目 柔組織，厚角組織，厚膜組織 柔細胞，厚角細胞，厚膜細胞

802 概念のチェック35.1 地上の生物 地上の生活

804 図35.12の説明↓2行目 減数分裂 体細胞分裂

808 右↓2行目 被子植物，双子葉植物の組織 裸子植物のすべてと，多くの双子葉植物の組織

808 右↑2行目 切片 区分

810 左↓14行目 真皮 心皮

810 右↓7行目 中心を閉じてしまっているからである 中心に近いからである

811 左↑6行目 現に 実際には

811 右↓15行目 その未分化な細胞の塊の中で分化しない細胞はない それは未分化な細胞の塊ではない

812 左↓7行目 これらの多くは対になっており これらの多くは重複しており

812 右↓2行目 成長：細胞分裂と細胞伸長 成長：細胞分裂と細胞容積増大

812 右↓5行目 細胞拡張 細胞容積増大

812 右↑2,4,5行目 細胞拡大 細胞容積増大

813 左↓3行目 細胞拡大 細胞容積増大

814 左↓6行目 細胞をもつfass 細胞をもつ．fass

815 左↑10行目 細胞分裂は対称ではないので 細胞分裂は対称なので

816 左↑3行目 突然変異体の……『印のついた』ものである． 突然変異細胞の分裂によって生じる細胞の系譜にも同じ印がつく．

817 左↓2行目 スイレン ハゴロモモ

817 左↑8行目 ミバエ ショウジョウバエ



817 図35.30 図35.30　花弁分化における器官決定遺伝子と相形成．
(a)ふつうのシロイヌナズナの花．シロイヌナズナはふつう，花の部位の4つの形をもって
いる；がく片（Se），花弁（Pe），雄ずい（St），心皮（Ca）
(b)異常なシロイヌナズナの花．研究者は異常な花が発達するという器官決定遺伝子の
いくつかの突然変異体を明らかにしてきた．この花は雄ずいの部位に余分な花弁があ
り，ふつうの植物では花弁が心皮になっている．

図35.30　花発生時における器官決定遺伝子と形態形成．
(a) シロイヌナズナの正常な花．通常のシロイヌナズナの花は，がく片（Se），花弁
（Pe），雄ずい（St），心皮（Ca）という4つの輪の部分に分けることができる．
(b) 異常なシロイヌナズナの花．研究者は，いくつもの異常な花の発生を引き起こす器
官決定遺伝子の突然変異体を同定してきた．この花は，雄ずいが生じる位置に余分な
セットの花弁をもち，通常の花の心皮が内部花に置き換わっている．

817 左↓6行目～819ページ右↓3
行目まで「花芽形成の遺伝的
制御」

（差替え）⇒ 花形成の遺伝的制御
　花の形成は栄養成長から生殖成長への相転換が関与する．この転換は日長などの
環境刺激と植物ホルモンなどの内部シグナルの組合せにより誘導される（39章の花形
成の制御，参照）．無限成長の栄養成長と異なり，生殖成長は有限成長である．すなわ
ち，花の形成により，茎頂分裂組織によるシュートの成長が止まる．栄養成長から花芽
形成への転換は花の分裂組織決定遺伝子meristem identity geneのスイッチオンによ
る．花の分裂組織決定遺伝子の産物であるタンパク質は，無限成長を行う栄養分裂組
織から有限成長の花分裂組織への転換に必要な遺伝子群を制御する転写因子であ
る．
　茎頂分裂組織から花が誘導されると，そこにつくられる各葉原基は，その相対位置に
基づき特殊なタイプの花器官――雄ずい，心皮，がく片，花弁――に分化する（基本的
な花の構造を示してある図30.7参照）．上から見ると，花器官は4つの同心円，あるいは
輪に分化する．すなわちがく片は（ 外の）第四の輪を形成し，花弁は第三の輪を，雄
ずいは第二の輪を，心皮は（ 内の）第一の輪を形成する．植物学者はこの特徴的な
花形態のパターン形成を制御しているいくつもの器官決定遺伝子を同定している．器官
決定遺伝子はホメオティック遺伝子ともよばれ，転写因子をコードしている．位置情報に
より，特定の花器官の原基でどの器官決定遺伝子organ identity geneが発現するかが
決まる．その結果，新しく生じた葉が，花弁や雄ずいなどの特殊な花器官に分化する．
ショウジョウバエにおいてホメオティック遺伝子の突然変異により触角の場所に足が生
えるように，植物の器官決定遺伝子の突然変異は，図35.30に示される花弁が雄ずい
の場所に生じるような異常花の形成を引き起こす．
異常な花をつける突然変異体を集め研究することにより，研究者は3つのクラスの花器
官決定遺伝子を同定してクローン化したので，いかにこれらの遺伝子が働いているか
がわかり始めた．図35.31aに示されている花形成のABCモデルABC modelは，これら3
つの遺伝子がいかに4つのタイプの花器官形成を決定しているかを明らかにしている．
ABCモデルでは，各クラスの器官決定遺伝子は花分裂組織の2つの輪においてスイッ
チがオンになっていることを提唱している．ふつうA 遺伝子は2つの外側の輪（がく片と
花弁）でスイッチが入り，B 遺伝子は真中の2つの輪（花弁と雄ずい）で，C 遺伝子は内側
（以下は同じ）

818 図35.31

図35.31　花の分化における器官決定遺伝子機能のABC仮説．
(a) ABC仮説の概略図．植物の突然変異体の研究により花の器官の空間的なパターン
形式を決定する．3つの器官決定遺伝子があることを明らかにした．これらの遺伝子A，
B，Cは横断面で見る花の分裂組織の概略図である．これらの遺伝子は，がく片，花
弁，雄ずい，心皮の分化に応答する．遺伝子発現を制御するがく片はA遺伝子のみが
活性である分裂組織から分化する．花弁はA，B両遺伝子が発現する部位から分化す
る．雄ずいはBとC遺伝子が活性である部位から分化する．心皮はC遺伝子のみが発現
する部位で分化する．
(b)花の器官決定突然変異の側面観．A遺伝子またはC遺伝子の活性が読み違いであ
るとすると，その他の活性は4つの渦巻きを通して機能的なA，B，C器官決定遺伝子が
欠けている突然変の表現形を説明することができる．

図35.31　花発生時における器官決定遺伝子の働きを示したABCモデル．
(a) ABCモデルの概念図．植物突然変異体の研究により，3つのクラスの器官決定遺伝
子があり，花器官の空間的なパターン様式を決定することが明らかになった．その遺伝
子は，花分裂組織の縦断面の概念図では，A，B，Cと表わされている．これらの遺伝子
は，がく片，花弁，雄ずい，心皮の分化に関与する他の遺伝子の発現を制御する．がく
片はA遺伝子のみの活性がある分裂組織部位から分化する．花弁はA，B両遺伝子が
発現する部位から分化する．雄ずいはB，C遺伝子の活性がある部位から分化する．心
皮はC遺伝子のみが発現している部位から分化する．
(b)花の器官決定突然変異の側面図．(a)で紹介したモデルに加え，AまたはC遺伝子の
活性が失われたとき，もう一方の活性が4つの輪のすべてに広がるという規則を組み合
わせることにより，A，B，C器官決定遺伝子の機能が失なわれた突然変異体の表現型
を説明することができる．

822 右↓2行目 特別な日に使う ある日の1日間であなたが利用する

36 824 図36.3の説明 植物細胞の溶出輸．送細胞の外側からH
+
をポンプで取り込む……

プロトンポンプが溶質輸送のエネルギーを供給する．細胞の外側へH
+
をポンプで汲み

出す……



825 右↑11行目 1kg/気圧/cm
3

1kg/cm
2

827 左↓10行目 plasmolyzeか，縮まり plasmolyze，すなわち

827 左↑5行目 時間とともに膨れ上がる ほとんど常に膨れ上がっている

828 左↓1行目 勾配を下げてしまうという拡散の「速度」 勾配に沿って拡散する「速度」

829 左↓9行目 汁液を生じる 汁液を押しやる

829 左↓10行目 それは現に長距離輸送から引き出される それは実際には長距離輸送を駆動する

829 左↓16行目 管をふさぐと排水管の直径を効果的に減らせるので 管がつまると排水管の直径が減るので

832 図36.12②の説明↑1行目 蒸発に取って代わる． 蒸発によって置き換えられる．

832 図36.12③の説明↑1行目 水を木部から引っ張り出し，圧力はさらに大きくなる． 水をより圧力の大きな木部から引っ張り出す．

833 図36.13の説明↑3行目 葉で示された 左に示した

833 図36.13の説明↑2行目 これらの特別な値は これらの値は

837 左↓1行目 優雅に 精妙に

837 右↓4行目 糖の全消耗または 糖を消費または

837 右↓7行目 夏に貯蔵する炭水化物は 夏に炭水化物を蓄える間は

837 右↓19行目 糖はシンク輸出 糖はシンクへ輸出

837 右↑14行目 糖を入れられた師部は 糖が師部に入るのに

837 右↑8行目 師管のシンクの端にスクロースを入れ込まない 師管のシンク側の端にスクロースを移す

838 図36.1７（a）の説明↑2行目 実際に 能動的に

839 図36.19［実験］の説明↓4行目 数時間にわたって……危機に陥る． 針のところで切断すると数時間にわたって師管液が流れ出る．

839 図36.19［実験］の説明↑2行目 吸い込まれる 流出する

839 概念のチェック36.5 低温でポテトは分解され……糖に変わる 低温でジャガイモはデンプンを糖に分解する

842
［進化との関係］の説明↓1行
目

葉の分析は，葉の単位面積あたり気孔密度を過去200年にわたり調べられてきた．
葉の分析により，葉の単位面積あたり気孔が過去200年にわたり減少してきていること
が示された．

842 ［科学的研究］の説明↑2行目 試験 検証

37 843 右↑8行目 窒素イオン 硝酸イオン

843 図37.1の説明 ソラマメの エンドウの

844 右↓19行目，↑6行目 リン酸 リン

845 表37.1［元素］ リン酸 リン

845 右↑1行目 リン酸 リン

846 右↓11行目 相利共生 相互作用

846 右↑19行目 腐食 腐植質

846 右↑4行目 土壌を好むというのは菌類の 土壌を好む菌類の

847 左↓2行目 スプーン1杯の表土は……棲んでいる．
スプーン1杯の表土には，約50億の細菌といろいろな菌類，藻類などの原生生物，昆
虫，ミミズ，線虫などが植物の根と共存している．

847 左↓6行目 ミミズは回転し ミミズは土をたがやし

847 右↓12行目 根に刺激され，土壌溶液にH
+
を加えることになる 根が土壌溶液にH

+
を加えることによって刺激される

847 右↑11行目 1800年代から1900年代にかけて 1800年代後半から1900年代の初めにかけて

847 右↑5行目 風に吹かれ 風によって失われ

847 右↑5行目 100万ha 数百万ha

850 右↓16行目 次章で 次節で



851 図37.9の説明↓2行目 有効に 利用可能に

851 左↑6行目 菌根類 根粒菌

852 右↓10行目 発成 形成

855 図37.13［着生植物］の説明 ヒカゲノカズラ ビカクシダ

857
［進化との関係］の説明↓1行
目

取り出す 取り除く

38 859 左↓4行目 ブドウ つる植物

860 左↓9行目 雄性配偶子 雄性配偶体

860 左↓10行目 雌性配偶子 雌性配偶体

861
図38.3［相称性］の説明↑2行
目

心皮 花弁

861 図38.3［相称性］ 相称性（ラン） 左右相称（ラン）

861
図38.3［生殖器官の多様性］の
説明↓8行目

心皮だけが機能する．不完全花は心皮とよばれる 心皮だけが機能する不完全花は雌花とよばれる

862 図38.4（b）の説明↓2行目 胚嚢は子房に 胚嚢は胚珠に

862 図38.4 「小胞子母細胞」，「大胞子嚢」，「大胞子母細胞」，「珠皮」の青色の囲み ピンク色に

862 図38.4

「小胞子（4）」，「4小胞子中の1つ」，「後で精子を形成する生殖細胞」，「花粉管核」，「生
き残った大胞子」，「反足細胞（3）」，「極核（2）」，「卵（1）」，「助細胞（2）」のピンク色の囲
み

青色に

866 右↓5行目 ダイズ エンドウ

866 図38.8（a）の説明↓1行目 ダイズ エンドウ

869 図38.10（a） ダイズ エンドウ

870 左↑21行目 モジェーヴ砂漠 モハーヴェ砂漠

872 左↑14行目 介在 介入

877
［進化との関係］の説明↑4行
目

小さな群落 小さなパイオニア群落

39 879 重要概念39.1 シグナル変換回路は……つながる シグナル変換回路はシグナル受容と応答とを結びつける

879 39.1の見出し シグナル変換回路は……つながる シグナル変換回路はシグナル受容と応答とを結びつける

887 左↓9行目 発根する粉に 発根剤に

890 右↓4行目 水分の蒸発 水分の喪失

893 左↓9行目 緑色を保護する未成熟で新鮮な 緑色の未成熟で多肉質の

895 左↑3行目 crypto chrom cryptochrome

895 左↑2行目 phototronpin phototropin

897 左↓16行目 24時間周期に馴らされている 24時間周期にエントレインされている

898 右↑2行目 さらに 彼らは

898 図39.22［研究］の説明↓2行目 花成 花芽分化

900 左↓2行目 環境指示 環境からの手がかり

900 概念のチェック39.3 まっすぐに育つまで暗黒の中で生育するものがある． 垂直な構造物に行き着くまで暗い方向に向かって伸びるものがある．

900 右↓5行目 土の上に上向きに落ちる種は 土の上にさかさの向きで落ちた種子は

901 左↓1行目 重力あるいは重力屈性 重力に対する応答，すなわち重力屈性



904 左↓18行目 ほとんどの植物が枯死する理由である ほとんどの植物が損害を受ける理由である

904 右↑4行目 コミュニティ 生物群集

905 左↑9行目 でつくられる などは

905 図39.29の説明↓1行目 捕食寄生生物スズメバチ 寄生バチ

905 図39.29④の説明↓1行目 スズメバチ 寄生バチ

905 右↓3行目 スズメバチ 寄生バチ

905 右↓13，22，23行目 クモダニ ハダニ

906 図39.30（b） 病原性菌
Avr 遺伝子なし：
病原性菌

906 図39.30（b） 植物細胞は病気になる
R 遺伝子あり：
植物細胞は病気になる

40 923 右↑2行目（2ヵ所） 代謝速度 代謝率

924
左↓3，5，7，9，15行目，↑11
行目，右↓4，7，8，13，15，16
行目，↑21，20，16，4，3行目

代謝速度 代謝率

924
図40.8の説明，（a）の説明↓3
行目，（b）の説明↓2行目

代謝速度 代謝率

925
左↓1，8，9，11，行目，↑9，6
行目，右↓18，20行目

代謝速度 代謝率

925
図40.9の説明↓1，2行目，↑1
行目，図中縦軸

代謝速度 代謝率

927 右↓1行目 ホメオスタシスは……動的状態である．
ホメオスタシスは，内部環境を変化させようとする外部要因と，それに対抗する内部調
節機構との間で繰り広げられる動的状態である．

41 954 図41.17 HClの赤い矢印 矢印の始点を黄色の細胞に

956 図41.21［炭水化物消化］ 二糖類 ジサッカリダーゼ

959
概念のチェック41.4の説明↓4
行目，↑2行目

肉 食物

42 969 右↑11行目（見出し） 鳥類を除く哺乳類の循環：概観 哺乳類の循環：経路

970 図42.7の説明↑3行目 心房の弛緩期は……血液を満たす．
心房は心臓周期の8分の7，すなわち0.1秒を除いては弛緩していて，静脈から戻る血液
で満たされている．

972 左↑4行目 交換神経と副交換神経 交感神経と副交感神経

973 図42.11 収縮期血圧 弛緩期血圧

973 図42.11 弛緩期血圧 収縮期血圧

974 左↓11行目 動脈壁の弾性は 動脈壁は弾性によって

974 図42.12③の説明 （③の説明の後に追加）⇒
血圧がカフの圧より高くなると音が聞こえるようになる．このときの圧力が収縮期血圧で
ある．

991 左↓2行目 複式アミノ基 複数のアミノ基

43 1005 図43.11① 欠失 除去

1008 図43.14 活性化T細胞およびヘルパーT細胞 活性化および記憶ヘルパーT細胞

1012 *2（訳注）の説明↓2行目 ロバート ロベルト



1016 右↑14行目 発展途上国 先進国

1017 左↓8行目 生得的 先天性

1017 左↓16行目（見出し） 新生児 先天性

1018 右↓10行目 同性愛者間 異性間

44 1031 左↑6行目 体液に浸された毛細血管 体液に浸され，毛細血管

1031 図44.11の説明↓2行目 各環境 各体節

1037 左↓14行目 再利用される 細管に戻る

1038 右↓9行目 ADH，RAASおよび血液量およびANFは ADH，RAASおよびANFは

1039 右↓6行目 構造の多様性と機能 構造と機能の多様性

45 1047 左↓22行目 初期刺激応答を接続する 初期刺激と応答を接続する

1048 図45.3の説明↑1行目 導入因子 転写因子

1049 図45.4の説明↓1行目 ある化学シグナルと特異的効果 １つの化学シグナルがさまざまな効果をもつ

1049 左↑4行目 細胞膜を通過して疎水性の内部に 細胞膜の疎水性部分を通過して細胞内に

1052 表45.1［調節］ 調節 調節要因

1052
表45.1［ホルモン］の脳下垂体
前葉

副腎コルチコイド刺激ホルモン 副腎皮質刺激ホルモン

1053 図45.8［刺激作用のみ］ 副腎コルチコイド刺激ホルモン 副腎皮質刺激ホルモン

1058 図45.12 設定点異常の 設定点以上の

1061 右↓21行目 プロゲスチン類（黄体形成ホルモン） プロゲスチン類（黄体ホルモン）

1062 左↑7行目 組織の小集団である 小さな組織である

1062 左↑1行目 変性 修飾された

1062 右↓2行目 種に依存して 種によっては

1063 図45.15③↓2行目 偶発的 間欠的

46 1070 右↑4行目 対性 異性

1071 左↑9行目 一組の 一方の

1074 左↑4行目 管小室 管と室

1074 図46.8（b）の説明↑1行目 貯蔵さ 貯蔵される

1077 左↓10行目 抗強固物質 抗凝固物質

1077 右↑14行目 射精は生殖腺と 輸精は生殖腺と

1082 右↓2行目 黄０体 黄体

1087 図46.20 交接阻止 交接中断

47 1094 図47.3⑤の説明↑1行目 慢性阻止体 長期阻止体

1097 左↓4行目 半数核 半数体核

1097 右↓5行目 葉になった 波打った

1103 図47.15（a） 胚外膜形成 胚体外膜形成

1112 右↓21行目 AERは基部方向軸に沿う外肢の外植と AERは基部末端軸に沿う外肢の伸長と

50 1205 図50.18 温帯湿原 温帯草原

1209
図50.17［海底層］の説明左↓1
行目

bentbic benthic

1216 右↓7行目 小気候 微気候



51 1223 左↓17行目 反応規格 反応基準

52 1252 左↓12行目 分散 分布

1254 表52.1 年間死亡率 年間死亡数

1263 右↑7行目 減少した 減少することを見出した

53 1283 概念のチェック53.1 ベイツ型擬態 ベーツ擬態

1283 図53.11の説明↑1行目 相対的優先度 相対優先度

1284 左↓9行目 相対的優先度 相対優先度

1285 右↓8行目 ほとんどの連鎖環は ほとんどの連鎖では

1289 右↓1行目 生物操作 生物学的操作

1299 右↑7行目 非生物的が 非生物的要因が

54 1306 右↓7行目 呼吸（R）のために使ったエネルギーを 呼吸のために使ったエネルギー（R）を

1309 左↓11行目 南氷洋 南極海

1309 右↓7行目 図54.3b 図54.4b

1309 図54.8 湿帯林 温帯林

1314 図54.16「貯蔵庫c」，「貯蔵庫d」 有機物 無機物

付録A 1360 14章［遺伝学の問題］

1．親株の交配はAARR ×aarr であり，F1世代の遺伝型はAaRr ，表現型はすべて中軸-

赤花となる．　F2世代の遺伝型は4AaRr ：2AaRR ：2AARr ：2aaRr ：2Aarr ：1AARR ：

1aaRR ：1Aarr ：1aarrであり，F2世代の表現型は6中軸-赤花：3中軸-赤花：3中軸-白花：

2頂生-ピンク花：頂生-白花：1頂生-赤花となる．

1．親株の交配はAARR ×aarr であり，F1世代の遺伝型はAaRr，表現型はすべて中軸-

ピンク花となる．F2世代の遺伝型は4AaRr ：2AaRR ：2AARr ：2aaRr ：2Aarr ：1AARR ：

1aaRR ：1AArr ：1aarr であり，F2世代の表現型は6中軸-ピンク花：3中軸-赤花：3中軸-

白花：2頂生-ピンク花：1頂生-白花：1頂生-赤花となる．

1360 右↑15行目［遺伝学の問題］ 4．a. PPLl ×PPLl ，PPLl ×PpLl ，PPLl ×ppLl 4．a. PPLl ×PPLl ，PPLl ×PpLl ，またはPPLl ×ppLl

1360 b. ppLl ×PPLL b. ppLl ×ppLl

1360 c. PPLL ×可能な9通りの遺伝型のいずれか，またはPPll ×PpLl
c. PPLL ×可能な9通りの遺伝型のいずれか，およびPPll×ppLL ，PPll ×PpLL ，PPLl
×PpLL ，PPLl ×ppLL

1360 d. PpLl ×PpLl d. PpLl ×Ppll

1360 （無し）⇒ e. PpLl ×PpLl

1362 16章［セルフクイズ］ 3. b 3. ｃ

1362 16章［セルフクイズ］ 8. d 8. a

1376 左↓1行目 原因となる．

3．ボーマン嚢，近位尿細管，ヘンレのループ，遠位尿細管．
概念のチェック 44.5
1．アルコールは ADH の放出を抑制し，尿の水遺失と脱水の機会を増大させる原因と
なる．

1380 中↑12行目 相対的豊富さ 相対優先度

1380 中↑6行目 各種の豊富さ 各種の相対優先度

1380 右↓12行目 下方向 トップダウン

1380 右↓14行目 上方向 ボトムアップ

1380 右↑4行目，8行目 入植 移入

1381 左↓2行目 個別仮説 個別論

1381 左↓5行目 余剰モデル 冗長性モデル

1381 左↓8行目 総合体仮説 有機体論

1381 左↓10行目 鋲モデル リベットモデル



1381 中↑9行目 生物増大 生物学的濃縮

1381 右↑7行目 取り巻き型保護区 ゾーニングされた保護区

1382 中↑1行目，2行目 生命愛 バイオフィリア

付録D 1386 右↑7行目 総鰭類 シーラカンス綱



章 ページ 行数（図・表） 誤

1 1 見出し 生物学はもっとも魅力的な分野である

2 図1.2（c） ハエトリジゴク

2 図1.2（c） 弁

2 図1.2（d） 調節

4 図1.3④↓7行目 糖カエデ

5 左↓1行目 1細胞

8 右見出し 還元主義の力と限界

9 左↑5行目 筋細胞

9 右↑8行目 ミバエ

10 左↓4行目 ミバエ

10 左↓21行目 DNAシークエンシング機器

12 右見出し 生物の3つの主要なドメイン

13 左↑4行目 モネラ界

13 右↓6行目 5つの生物界大綱

15 右黄色の囲み↓8行目 生殖的成果の不均等

15 右黄色の囲み、図1.20 個体群

16 図1.12、右↓1、↑3、6、7行目 個体群

17 図1.23 一時的変異に伴う種系

18 左↑11行目 知の道

21 左見出し 個体群

21 左↑5行目 Heny

21 右↓10行目 東部サンゴヘビ

21 右↑8行目 深紅色のキングヘビ

22 左↑8行目 ヘビ状のもの

22 右↑5行目 対照実験

3 55 図3.6 水分子の球

56 右↑16、18、20行目 分子量

57 3.3見出し、右↓2、7、11行目 解離

5 88 図5.19（b） 分子モデル

6 108 右↓7行目 （plasma membraneともよばれる）

111 図6.9 中央液胞

118 右↓4行目、図6.15 中央液胞

（形質膜plasma membraneともよばれる）

中央の液胞

液胞

水分子の殻

分子質量

電離

空間充填モデル

トウブサンゴヘビ

スカーレットキングヘビ

にせもののヘビ

対照と比較する実験

変異を伴う遺伝

知の一方法

集団

Henry

五界説

不均等な繁殖成功

集団

集団

ショウジョウバエ

DNAシークエンサー

生命の3つの主要なドメイン

原核生物

1個の細胞

還元主義の有効性と限界

1個の筋肉細胞の

ショウジョウバエ

ハエトリグサ

わな

制御

サトウカエデ

『キャンベル生物学』（第２刷）正誤表
行数の欄の↓は上からの行数，↑は下からの行数を示します．   なお，行数は見出しも含みます．

正

現代の生物学はかつてないほど魅力的である



127 左↓13行目 細長い棒

129 図6.28 中央液胞

8 178 右↓10行目 反応性生物

9 193 図9.16 シャトル系

14 287 図14.5、F2世代の説明 パンネットスクエア

16 341 右↓4、5、7行目および図16.14 オカザキ断片

342 右↓9、12、18、20行目および図16.15 オカザキ断片

343 表16.1、図16.16 オカザキ断片

344 左↓13、17行目 オカザキ断片

345 右↑19行目 オカザキ断片

347 左↑11、右↑7行目 オカザキ断片

348 左↓19、↑11、16行目 オカザキ断片

17 368 左↑1、3行目 オルガネラ

370 左↓9行目 オルガネラ

375 右↓21行目 トリプレット暗号

19 422 図19.14 エクソン

430 左↑7行目 現象に関係する

441 左↑1行目 カプシド

447 左↑3行目 FRLP

21 487 左↓4行目 「帯化（f）」

487 左↑18行目 雄しべ

22 498 図22.2 ライアル

499 左↑1、4、6行目 ライアル

501 左↓4、11、右↑3行目 ライアル

502 左↓9、14、20、21、25行目 ライアル

504 右↓9、13行目 生殖

506 左↓3、11、↑10行目、図22.12 タップミノウ

512 右↑6行目 機能的

23 518 左↓10行目 配偶体

519 左黄色の囲み、↑2行目 生殖成功

527 右↑19行目 平衡化多型

24 543 右↓12行目 6億5000万年前

581 右↑11行目 リボゾーム

590 右↓16、17、19行目 体細胞分裂

595 右↑7行目 真獣類

28 635 右↓9行目 シリカ

635 図28.22 ロビゲリナ属

有糸分裂

有袋類

二酸化ケイ素

グロビゲリナ属

繁殖成功

平衡多型

6500万年前

リボソーム

繁殖

タップミノー

帰納的

配偶子

ライエル

ライエル

ライエル

ライエル

キャプシド

RFLP

「帯化（ff ）」

雄ずい

細胞小器官

3文字暗号

エキソン

減少に関与する

岡崎フラグメント

岡崎フラグメント

岡崎フラグメント

細胞小器官（オルガネラ）

岡崎フラグメント

岡崎フラグメント

岡崎フラグメント

岡崎フラグメント

液胞

反応生成物

往復経路（シャトル系）

パネットスクエア

繊維



636 右↓11、12行目 体細胞分裂

640 右↑6行目 配偶体

643 右↑14行目 シリカ

644 右↓21行目 過鞭毛藻類

29 647 図29.1 木性シダ

653 図29.7 無種子植物

668 図30.3（b）説明文4行目 精子

30 668 図30.3（c） 雌雄配偶体組織

669 左↓21行目 被子植物の精子では

669 左↓21行目 種子植物の精子は

669 左↑19行目 種子植物において精子

669 概念チェック30.1 種子植物の精子

671 図30.4 イガゴヨウBristkecone pine

672 図30.6⑦説明2行目 精子

674 左↑9行目 雄しべ

675 図30.10②説明3行目 精子

675 図30.10④の手前の図中の説明 精子

675 図30.10中央の花粉管の図 精子

675 図30.10⑤説明1行目 精子

675 図30.10⑤説明2行目 精子

675 図30.10⑤説明3行目 内胚乳

675 図30.10⑥に対応する種子の図 杯

675 図30.10⑥に対応する種子の図 内胚乳

676 左↓14、左↑13、14行目 精子

676 左↑2、右↓4、10、14、17行目 内胚乳

683 左↑12、右↓1、2行目 精子

684 左↓2行目 精子

33 735 図33.23 網目状構造

34 782 図34.41 アウストラロピテクス・アフアレンシス

783 図34.42（a）（c） アウストラロピテクス・アフアレンシス

35 795 左見出し 2つの植物は同じではない

796 図35.2 生殖性シュート

796 図35.2 栄養

796 図35.2 葉状部

796 図35.2 直根

797 図35.4（e） 気泡体

798 図35.5（a） 芽茎 匍匐枝

栄養期

葉身部

主根

『ガス交換を行う』気根

アウストラロピテクス・アファレンシス

アウストラロピテクス・アファレンシス

同じ形の植物は2つとない

生殖期シュート

胚乳

精細胞

精細胞

網目構造

胚乳

胚

胚乳

精細胞

精細胞

精細胞

精細胞

精核

イガゴヨウBristlecone pine

精細胞

雄ずい

精細胞

被子植物の精細胞では

種子植物の精細胞は

種子植物において精細胞

種子植物の精細胞

木生シダ

無種子維管束植物

精細胞

雌性配偶体組織

有糸分裂

配偶子

二酸化ケイ素

渦鞭毛藻類



798 図35.5（b） 球根

798 右↓12行目 葉状部blade

798 右↑3、4行目 主葉脈

799 図35.6（b） オプンチア

799 図35.6（c） マツバギク

800 図35.9「厚壁細胞」 厚壁細胞sclereid cell

801 図35.9「木部の水を誘導する細胞」 仮道管細胞

801 図35.9「木部の水を誘導する細胞」 道管要素細胞

801 図35.9「木部の水を誘導する細胞」 小孔

801 図35.9「師部の糖を誘導する細胞」 細胞間連絡

803 左↑11行目 決定成長

804 図35.11 出芽痕

804 図35.12 分裂帯

808 右見出し 維管束形成層組織

808 図35.17 大気空間

813 図35.22（a） 三次元に分裂

815 左↑12行目、図35.26 ゲノム突然変異体

820 左↓5行目 葉板

36 826 左↓3行目 浸透圧ポテンシャル

826 左↓12行目 圧力ポテンシャル

827 左↓4行目 弱くて柔らかいflaccid

828 左↓14行目 細胞質ゾル

828 左↑7行目 液胞（トノプラスト）tonoplast

828 左↑1、4、6、右↓2、4行目、図36.8 細胞質ゾル

828 図36.8 細胞間連絡

828 右見出し 長距離輸送における大量輸送

829 左↓4、5、18、左↑7、13、14行目 大量輸送

832 図36.12①、②図中 空間

833 左↓1、23、24行目 大気空間

833 図36.13 大気空間

833 図36.13 粘着

833 図36.13 大量輸送

834 左見出し、↑6、8、10、20行目 大量輸送

834 左↑3行目、右↓7行目 大気空間

837 左↓4行目 classulacean acid metabolism

837 右↓19、21、26、右↑8、13行目 師管部

838 図36.17（a）、（b） 師管

師管要素

師管要素

体積流

体積流

空気間隙

crassulacean acid metabolism

空気間隙

空気間隙

空気間隙

付着

サイトゾル

原形質連絡

長距離輸送における体積流

体積流

圧ポテンシャル

たるんだflaccid

サイトゾル

トノプラストtonoplast

3平面に分裂

gnom 突然変異体

葉柄

浸透ポテンシャル

芽鱗

細胞分裂帯

維管束形成層

空気間隙

道管要素

壁孔

原形質連絡

有限成長

ヒラウチワサボテン

アイスプラント

厚膜細胞sclereid cell

仮道管

鱗茎

葉身blade

主脈



838 図36.17（a） 細胞間連絡

838 左見出し、↓5、11、13行目 圧力流

838 左↓6、左↑3、8行目 大量輸送

838 図36.18 圧力流

838 図36.18① 師管膜内

839 図36.19「実験」2行目 師管部

839 図36.19「実験」1行目、「結論」1行目 圧力説

839 図36.19、真中の図中および説明 師管部

846 右↑19行目 腐植質humus

847 左↓12、14、17行目 腐植土

848 右↑5行目 障害

849 図37.7 障害

849 右↓14行目 数1000

849 右↑2、12行目 植物再治療

851 図37.9図中 （腐食）

852 図37.10(a) ソラマメ

852 右↓14行目 反応

853 左↓5行目 放射菌類

853 左↑8行目 図36.19参照）．

853 図37.11 ソラマメ

853 図37.11 リゾビウム細菌

854 左↑8行目 内根菌

38 859 右見出し 2つの配偶子は受粉により1つの花の中に入る

859 右↑6、9行目 体細胞分裂

859 右↑2行目 配偶子

860 左↓6、8行目 配偶子

860 図38.2(b)の図中 精子

860 図38.2(b)の図中 雄性配偶子、雌性配偶子

860 図38.2(b)の図中 接合子

862 左見出し 配偶子

862 図38.4 雄性配偶子、雌性配偶子

862 左↑5行目 精子

862 左↑4行目 接合子

862 図38.4③および図中 精子

863 右↓13行目 精子

864 右↑2、3、5行目 精子

864 右↑3行目 接合子

受粉により配偶子は花の中で受精する

精細胞

受精卵

精細胞

受精卵

精細胞

精細胞

雄性配偶体、雌性配偶体

受精卵

配偶体

雄性配偶体、雌性配偶体

有糸分裂

配偶体

配偶体

精細胞

図36.10参照）．

ダイズ

根粒菌

内菌根

（腐植）

エンドウ

応答

放線菌類

傷害

傷害

5～6000

植物による環境修復

圧流説

師管要素

腐食humus

腐食

体積流

圧流

師管要素

師管要素

原形質連絡

圧流説



865 左↓1行目 内胚乳endosperm

865 左↓10、↑1、2行目 精子

865 左↑2、右↑15行目、図38.6図中 接合子

865 図38.6②、③ 精子

865 図38.6図中 雄性配偶子

865 図38.6③および図中 内胚乳

865 左↓5、右↓10、15、19行目 内胚乳

865 左↓11行目 in vitro （容器内）

865 右↓22、24、26、28行目 内胚乳

866 図36.7図中 内乳核

866 図36.7図中 内胚乳

866 図36.7 接合子

866 右↑1、4行目 内胚乳

866 図38.8 内胚乳

874 左↓2行目 GM生物

874 左↓6、19行目 GM生物

874 左↑2行目 GM食物

874 右↓5行目 10％にも満たない．

39 880 右↓1、3、4行目 茎

882 左↑5、6、右↓8行目 タンパク質リン酸化酵素

882 右↓11、12行目 リン酸化酵素

883 図39.5 ボイセン・イエンセン

883 図39.5 寒天

884 左↓20、29行目 ボイセン・イエンセン

884 左↓21、左↑6、8、10、11、12、14、16行目 寒天

894 概念のチェック39.2 フシコオシン

894 図39.17結論 紫光（得に青色光に近い）

894 右↑1行目 （図…≪文章欠け≫…胚軸成長の，

895 左↑3行目 cryptochrom

895 左↑2行目 ゼアクサンシン

895 右↑4、5行目 クロモフォア

896 左↓1行目、図39.20 クロモフォア

899 図39.23「結論」2行目 遠赤色光の後の遠赤色光

906 左↓2行目 病原性菌

906 左↓7行目 非病原性

906 図39.30（a）図中 非病原性菌

906 図39.30（b）2行目 病原性

非病原性（無毒性）

無毒性病原菌

有毒性

発色団

発色団

遠赤色光の後の赤色光

有毒性病原菌

紫色光（得に青色光に強い感受性）

（図36．14）と芽生えが地上に出たときに起こる胚軸の，

cryptochrome

ゼアキサンチン

ゼラチン

ボイセン-イエンセン

ゼラチン

フシコクシン

シュート

プロテインキナーゼ

プロテインホスファターゼ

ボイセン-イエンセン

GM生物(genetically modified organism, GMO)

GMO

GM食品

約90％も少ない．

胚乳

受精卵

胚乳

胚乳

胚乳

in vitro （試験管内）

胚乳

胚乳核

受精卵

精細胞

雄性配偶体

胚乳

胚乳endosperm

精細胞



906 図39.30（b）図中 病原性菌

41 960 右↓8行目 ツバメケイ

42 974 図42.12③ 収縮期圧

1003 右↓3行目 主要組織適合複合体

1015 左↓7行目 主要組織適合複合体

44 1031 左↑7行目、図44.11 環節

47 1112 右↓21行目 基部方向軸

48 1117 左見出し 司令と制御中心

1118 図48.2（a） 腔腸動物

1118 図48.2（b） 放射状神経

1133 右↓15行目 末梢神経系

1134 左↓9行目 副交感神経系

49 1168 左↓2行目 硝子様液

51 1227 右↓1、4、6、9行目 炭水化物

1228 右↑7、10、14、17行目 松かさ

1229 左↓1行目、図51.14 松かさ

52 1256 左↑12行目 ひとかえりのひなや一腹の子の数 1回の繁殖で産む子の数（一腹子数）や卵の数（一腹卵数）

1264 左↑18行目 産卵数

1264 図52.15（b） ひとかえりのひなの数

1270 左↓1行目 幼児（幼生）死亡率

1270 左↓6、9、11行目 幼児

53 1291 左↓2、4行目 松かさ

1292 右↑2行目 ハコヤナギ

54 1321 左↑2行目 中枢捕食者

55 1330 右↓20行目 絶滅危急種

1330 右↓22行目 絶滅危惧種

1330 右↓23行目 絶滅の危機に立つ種

1330 右↑5行目 絶滅寸前または絶滅危惧種

IUCN 環境省
　Threatened（絶滅危機種） 　絶滅危惧種
　　・Critically Endangered（近絶滅種） 　　・絶滅危惧IA類
　　・Endangered（絶滅危惧種） 　　・絶滅危惧IB類
　　・Vulnerable（危急種） 　　・絶滅危惧II類

1331 左↓6行目 絶滅を危惧されている

1331 左↑6行目 絶滅寸前であるという

生存を脅かされている

絶滅寸前あるいは絶滅危惧であるという

絶滅危惧種

絶滅危惧種または生存を脅かされている種

1330 *1（訳注）

それによれば，絶滅危惧IA類（Critically endangered，深刻な危
機にある），IB類（endangered，危機にある），II類（vulnerable，危
機になる恐れが強い）の3段階に分けられる．これらをまとめて絶
滅危惧種（threatened speicies）という．したがって本書が準拠す
る米国の絶滅危惧保護法とでは用語が異なっている．なお，絶
滅危惧種の一覧をレッドリストといい，…．

また，それを基準に日本の環境省が定めた段階分けもあるが，用いられて
いる用語には違いがあり，いずれも米国の法律（ESA）での用語とは異なって
いる．IUCNと環境省の基準を以下に示す．

なお，これらの種の一覧をレッドリストといい，…．

コットンウッド（ポプラ）

キーストーン捕食者

絶滅危惧種

生存を脅かされている種

一腹卵数

乳児死亡率

乳児

球果

炭化水素

松の球果

松の球果

一腹卵数

放射神経

末梢

副交感神経

硝子体

体節

基部末端軸

司令と調節中枢

刺胞動物

ツメバケイ

収縮期血圧

主要組織適合性複合体

主要組織適合性複合体

有毒性病原菌



1346 図55.21 原子爆弾

1348 図55.22 ハコヤナギ

付録D 1386 動物界 板歯動物門（トリコプラクス類）

1387 動物界 鰓脚動物門（ホウネンエビ類，カブトエビ類，ミジンコ類） 腕足動物門（シャミセンガイ類，チョウチンガイ類）

1387 動物界 蛇尾綱

1387 動物界 海胆綱

1387 動物界 海百合綱

1387 動物界 海鼠綱

用語解説 1399 中↓1行目 主要組織適合複合体

1400 右↑18行目 アルファ（α）らせん

1404 中↓27、30行目 オカザキ断片

1419 左↓31行目 主要組織適合複合体

1423 中↑13行目 絶滅危急種

1423 中↑10行目 絶滅危惧種

1427 右↓15行目 中心液胞

1436 左↓1行目 病原性

1437 左↓23行目 膨らんで張りきった

1437 左↓29行目 腐植質

1437 左↓31行目 腐植者

1437 左↓34行目 付随的な

1431 左↑25行目 内胚乳

1443 中↓15行目 幼児（幼生）死亡率

不定の

胚乳

乳児死亡率

有毒性

膨れ上がった

腐植

腐食者

主要組織適合性（抗原遺伝子）複合体

絶滅危惧種

生存が脅かされている種

中央の液胞

ナマコ綱

主要組織適合性（抗原遺伝子）複合体

アルファ（α）へリックス

岡崎フラグメント

板形動物門（センモウヒラムシ）

クモヒトデ綱

ウニ綱

ウミユリ綱

核爆弾

コットンウッド（ポプラ）



章 ページ 行数（図・表） 誤 正

34 768 右↑7行目 ヘビ類とトカゲ類の多くの種は胎生である． ヘビ類とトカゲ類では胎生の種もかなり存在する．

35 800 図35.9「厚壁組織の細胞」↓3行目 二次細胞壁をもつ厚角細胞よりも 二次細胞壁をもち，厚角細胞よりも

42 978 右↓4行目 約1兆個 約10億個

43 998 左↑9行目
皮膚や粘膜の分泌物は，しばしば微生物の侵入を抑制する物理的な役割よりも有
効な微生物に対する環境を備えている．

皮膚や粘膜の分泌物は，微生物の侵入を物理的に妨げるだけではなく，微生物に
とって不適な環境をもたらすことが多い．

43 998他 図43.2図中 細胞障害性リンパ球 細胞傷害性リンパ球

1000 左↑10行目 デフェシン デフェンシン

1001 右↑12行目 動物の派生系統の 下位にあるカイメン類 動物の系統のなかで 初に分岐したカイメン類

1004 右見出し リンパ球の遺伝子再配列による多様性の形成 リンパ球の遺伝子再編成による多様性の形成

1004 右↑9行目
個体にはそれぞれ特定の抗原結合特異性をもつ1億を超えるＢ細胞と10億を超える
Ｔ細胞があると見積もられている．

ヒト個体はそれぞれ特定の抗原結合特異性をもつ100万ものB細胞と1000万ものＴ細
胞をもつと見積もられている．

1004 図43.9 図中 細胞障害性Ｔ細胞 細胞傷害性Ｔ細胞

1005 右↓3行目
この遺伝子は，多数の「遺伝子セグメントgene segments」からなり，受容体鎖を表現
できる機能的な遺伝子を形成するために無作為で永続的な再配列を行う．

これらの遺伝子は，多数の「遺伝子セグメントgene segments」からなっているのだ
が，これらのセグメントはランダムに選ばれたものであり，それらが不可逆的に再配
列されて受容体鎖を発現する機能をもった遺伝子になるのである．

1005 右↓７行目 受容体ポリペプチド鎖の…・エキソンという． 1004ページの「遺伝子セグメントgene segment」の訳注

1005 右↓16行目
その次に，L鎖の定常領域をコードするC遺伝子を構築する単一のエキソンとつなが
る．

その次に，L鎖の定常領域をコードするCとよばれる単一のエキソンが続く．

1005 右↓20行目 再配列酵素 組換え酵素

1005 右↓21行目 一連の酵素群 一群の酵素

1005 右↓26行目、右↑9行目 接合 接続

1005 図43.11 図中 接合 接続

1005 図43.11 キャプション L鎖ポリペプチドをコードする機能遺伝子 L鎖ポリペプチドをコードする（機能をもつ）遺伝子

1005 図43.11 キャプション 代替プロセシングが 異なるプロセシングによって

1005 図43.11 キャプション 分子配列 アミノ酸配列

1005 図43.11 キャプション 遺伝子再配列 遺伝子再編成

1006 左見出し、左↓14行目 検定 識別

1006 図43.12 キャプション
B細胞は抗原によって選択され，記憶B細胞と抗体を分泌するプラズマ細胞に増殖，
分化する．

B細胞は抗原によって選択され，増殖し，記憶B細胞と抗体を分泌するプラズマ細胞
に分化する．

1006 図43.12 キャプション
受容体が異なる特異性をもつB細胞(異なる形状や彩色で示してある）のすべてがこ
の抗原と反応するのではない．

この抗原の受容体と特異性が異なる受容体（異なる形状と色で示してある）をもつB
細胞はどれもこの抗原とは反応しない．

1007 左↓8行目 独特な機能 B細胞とは異なる機能

1008 左↑3行目 「無垢のnative」 「未感作のnaive」

1008 図43.14 無傷の抗原 未修飾の抗原

1008 図43.14 細胞障害性T細胞 細胞傷害性Ｔ細胞

『キャンベル生物学』（第３刷）正誤表
行数の欄の↓は上からの行数，↑は下からの行数を示します．   なお，行数は見出しも含みます．



1009 図43.15および本文中 細胞障害性Ｔ細胞 細胞傷害性Ｔ細胞

1010 図43.16 図中とキャプション 細胞障害性Ｔ細胞 細胞傷害性Ｔ細胞

1010 図43.17 キャプション②2行目 表示 提示

1011 左↓7行目 接触は多様な異なるB細胞を正常に刺激し， 接触は，通常，多様な異なるB細胞を刺激し，

1011 図43.18 図中　IgEの説明文 引き金…・（図43.20参照）．
アレルギー反応を引き起こすヒスタミンなどの化学物質を，マスト細胞と好塩基球か
ら放出させる引き金になる（図43.20参照）．

1011
図43.18 図中　IgDの説明文(上の
文）

抗原に接触…予備的に存在する． おもに，抗原に接触していない未感作B細胞の表面に存在する．

1012 左↑2行目 免役化immunaization 免役処置immunization

1013 概念のチェック43.3 細胞障害性Ｔ細胞 細胞傷害性Ｔ細胞

1014 43.4見出し 自己と非自己…規制する 自己と非自己…制限する

1014 右↑11行目 胎盤で混ざり合う 胎盤を通って混ざり合う

1015 左↑7-9行目 レシピエントは…除くことにある．
レシピエントは異常な細胞を含む自身の骨髄を除去するための放射線照射を受け
る．この処置によってレシピエントの免疫系が抹消され，移植片拒絶の可能性がほ
とんど除かれる．

1016 図43.20  キャプション③ 崩壊 脱顆粒化

1016 左↓4-7行目 その後，花粉粒子…結びつく．
花粉粒子は，マスト細胞に結合したIgEの抗原結合部位に結合するが，近隣のIgEの
抗原結合部位にも結合するので，これらのIgEは花粉粒子によって架橋されることに
なる．

1017 右↑4行目 ウイルスは，…低レベルのCD4をもつ他の細胞型 このウイルスは，マクロファージや脳細胞のようなCD4が乏しい細胞型

1017 右↑1行目 相補性受容体co-receoptor 共同受容体co-receoptor

1018 左↓1、4、8行目 相補性受容体co-receoptor 共同受容体co-receoptor

1018 左↓4行目
CD4とフューシンのHIV相補性受容体の両方は非感染細胞ではケモカイン受容体と
して

HIVの共同受容体であるCD4とフューシンの両方は，非感染細胞ではケモカイン受
容体として

1018 左↓6行目
ケモカインが細胞内に侵入するHIVを阻止できることが発見された後に，HIV相補性
受容体としてはじめて認識された．

HIVの細胞内への侵入が，ケモカインによって阻止され得るということが発見されて
初めて，HIVの共同受容体として認識された．

1018 左↑12行目 ウイルス産生の損傷作用に圧倒され， ウイルス増殖による，害作用によって圧倒され，

1021 右↑13行目 免役化 免役感作

47 1096 左↑3行目 たとえば、減数分裂のほとんどを完了したヒト卵は、 これに対しヒト卵では、

1101 図47.12キャプション
原腸形成を始める細胞の活動が胞胚の接合子に灰色三日月環がある背側に生じ
る．

原腸形成を始める細胞の活動が胞胚の灰色三日月環がある背側で生じる。

48 1132 図48.19 交換神経幹 交感神経幹

1134 図48.22 交換神経節 交感神経節



章 ページ 行数（図・表） 誤 正

8 166 左↑22行目 ATPを試験官内で ATPを試験管内で

25 560 図25.9 図中 Cains familiaris　 イヌ Canis familiaris　 イヌ

35 808 図35.17 図中 棚状組織 柵状組織

821 セルフチェック 問1 b．棚状柔細胞 b．柵状柔細胞
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