
章 ページ 行数（図・表） 誤 正

まえがき ⅳ 左↑10行目 生物学 生態学
1 4 右↓12行目 ヒゲの長い （「ヒゲの長い」を削除）

18 右↓5行目 鍵のとなる 鍵となる
21 右↑７行目 検証できる仮説 検証可能な考え

2 35 図2.16 pH7の水溶液の中性で pH7の水溶液は中性で
3 58 右↑8行目 そのラクターゼは正常型と それらのラクターゼはいずれも正常型と
4 61 ↑7行目 なんとか健全に 全く健全に

64 図4.4 繊毛 線毛
71 右↓11行目 バルビタールの使用は肝臓の障害を促進 バルビタールの使用は肝臓での抗生物質の分解を促進
76 右↑１行目 よっている 役立っている
78 右↓10行目 ペニシリンを不活性化と分解を ペニシリンの不活性化や分解を

78 右↑16～12行目 そのため，患者は……増殖する．
また，患者は処方された抗生物質の服用を途中で止めてしまうという過ちを犯すこともあ

る．この過ちは薬の効き目の遅い耐性菌を生き残らせ，増殖させてしまう．

6 114 左↓2行目 生物学と社会 「生物学と社会」
7 125 左↓3行目 落葉 紅葉
8 137 チェックポイントの答え 細胞置換 細胞補充

145 右↓8行目 成人から次の世代の成人 成熟個体から次の世代の成熟個体
146 図8.12 多細胞性二倍体成人 多細胞性二倍体成熟個体
147 左↓14行目 性的に成熟した成人 性的に成熟した個体
154 右↓19行目 数百年間 数百万年間
155 チェックポイントの答え 減数分裂に伴う染色体すべてが 減数分裂の際に染色体すべてが
156 右↓15行目 眼と眼の間の目尻 眼の内側
158 左↑4行目 細胞を修復 細胞を補充
159 右図 男性および女性の二倍体成人 雄性および雌性の二倍体成熟個体
160 右表 a. 染色体が複製される数 染色体が複製される回数
160 右↑18行目 さまたげようとする さまたげる
161 左↑5行目 減数分裂をさまたげる． 減数分裂をさまたげるのはなぜか説明せよ．

161 右↑13行目 これが真実であるのは……強化されるか．
なぜこのような実情になっているのだろうか．ライフスタイルをどのように変化させれば癌の
予防につなげることができるか．その変化を促進するにはどのような予防計画を立てるべき

161 右↑4行目 どのような異議があるか 何か異議があるか
9 171 チェックポイント 遺伝型 遺伝子型

171 図9.10 遺伝型 遺伝子型
171 図9.20 遺伝型 遺伝子型
181 チェックポイント 遺伝型 遺伝子型
181 図9.22 遺伝型 遺伝子型
182 チェックポイント 以下の減数分裂期の……何か． 以下の減数分裂期の染色体の挙動は，それぞれメンデルのどの法則の基礎になっている

184 左↓12行目 なぜモルガンのハエには……何が起こっているのだろうか．
モルガンの実験でなぜ少数ではあれ灰色体・短翅のハエと黒色体・長翅のハエが現れたの
だろうか．２つの遺伝子が連鎖しているのなら，なぜこのようなものが生まれたのだろうか．

188 チェックポイント 遺伝型 遺伝子型
10 199 右↑1行目 末端に連結する 末端にそれを連結する

210 図10.22 AがGに置き換えられている GがAに置き換えられている
214 チェックポイント（下）の答え 農作業 農機具

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．
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214 右↓2行目 植物ウイルス多くは 植物ウイルスの多くは
11 239 図11.17↓2行目 （細胞分裂を促進するタンパク質） （細胞分裂を促進するタンパク質をコード）
13 280 左↑10行目 薬学 医学
14 306 左↓11行目 新しい存在の様子 新しい存在の出現

313 図14.10 2つのモード 2つのモデル

314 チェックポイント
外適応の概念はなぜ，構造は将来の環境変化を予想して進

化することを意味しないかについて説明せよ．
なぜ，外適応という概念は，構造が将来の環境変化を予測して進化するという意味ではな

いかを説明せよ．
315 左↑10行目 成熟していた後 成熟した後
318 右↑2行目 放射生年代 放射年代
319 左↑8行目 海鉢 海盆
324 右↑10行目 妊娠はカモノハシはもたない 妊娠はカモノハシには欠けている

15 342 左↓1行目 肉食菌 肉食菌症（人食いバクテリア症ともいう）
348 左↓9行目 原生動物の群は この群には
348 左↑3行目 変形菌 真正粘菌
350 左↑9行目 組織化されている．単細胞の 組織化されている単細胞の

16 357 チェックポイントの答え 以下のどれかである (この文を削除)
360 チェックポイントの答え 配偶体，胞子体；胞子体 配偶体，胞子体；配偶体

18 422 左↑12行目見出し 生物圏の生物要因 生物圏の非生物的要因
422 チェックポイントの答え 生物要因 生物的要因
426 左↑19行目 非生物要因 非生物的要因
426 左↑17行目 生物要因 生物的要因
426 左↑15行目 非生物要因 非生物的要因
428 図18.17 最も大きな250個のダムの位置を示している 250個のダムのうち，最大級のものだけの位置を示している．
429 図18.19 シーペン ウミエラ
429 図18.19 シースパイダー ウミグモ
430 左↑20行目 高潮 満潮
430 左↑20行目 乾塩 干潮
430 左↑10行目 淡水のような湿原性の河口域は 河口域は，淡水の湿原と同様に
435 左↑4行目 影損害 損害
436 チェックポイント1． 落葉広葉樹の……対応しているのか． 落葉広葉樹の落葉は，寒い冬に対してどのように適応的に機能しているか．
438 左↓10行目 降水量や蒸発は，……水である． 降水や蒸発によって，水は陸，海，大気の間を移動する．
438 左↓11行目 水は， （「水は，」を削除）
446 左↑1行目 物理的な 非生物的な
447 左3つ目見出し 生物圏の生物要因 生物圏の非生物的要因

19 461 図19.13 漁獲は2009年で回復しなかった． 2009年現在，漁獲は回復していない．
20 479 図20.8 ヒメゾウリムシ ゾウリムシ

479 図20.8 ゾウリムシ ヒメゾウリムシ

485 左↓2～7行目 たとえば，あるフクロウは，……無脊椎動物をも食べる．
たとえばフクロウはネズミを食べるが，そのネズミは主として一次消費者ではあるが，ある
程度無脊椎動物をも食べる．一方でフクロウはヘビも食べるが，ヘビは厳密な肉食者であ

499 チェックポイントの答え 発達 発展
付録Ｄ 516 中↓1行目 組織細胞の置換，組織の成長；配偶子形成 組織細胞の補充，組織の成長，無性生殖；配偶子形成

516 中↓5行目 偶数の染色体に……撮影できる．
第１減数分裂では偶数の染色体が見えるはずなので除外できる．また，第２減数分裂の後

ろのほうでは姉妹染色分体が分かれているはずである．
516 右↓25行目 雄の親ハエの遺伝子型はXf Y 雄の親ハエの遺伝子型はXF Y
517 右↑19行目 有位な抽出誤差が出るほどに……両タイプの事象が起き得 どちらの場合も集団は数世代にわたって有意な抽出誤差が出るまでに縮小する．
518 左↑10行目 2.6 26


