
　（2023年5月24日現在）

章・部 ページ 行数（図・表） 誤 正

目次 xxxvii 右　8.4節見出し 酸素はエネルギーの障壁を下げる 酵素はエネルギーの障壁を下げる

5章 93 右　4行目 （正しくは太字） リボ核酸 ribonucleic acid リボ核酸 ribonucleic acid

10章 219 右　9行目 補捉する色素 捕捉する色素

18章 423 図18.4
(a)ラクトース存在・　…
(b)ラクトース非存在・　…

(a)ラクトース非存在・　…
(b)ラクトース存在・　…

27章 673 表27.2　「古細菌」の「DNA 結合ヒストン」 いくつの種にあり いくつかの種にあり

33章 795 図33.7(a)右の写真の説明文1行目 このアンドンクラゲは毒をもち このハブクラゲは毒をもち

33章 795 右　下から2行目 「箱虫類」（アンドンクラゲ類） 「箱虫類」（ハブクラゲ類）

33章 796 左　13行目 北オーストラリアの沖にいるアンドンクラゲ類の1種 北オーストラリアの沖にいるハブクラゲ類の1種

50章 1279 左　1行目 プテロサウルスは数百万年前に死滅し プテロサウルスは数千万年前に死滅し

　 『キャンベル生物学 原書11版』（5刷）  お詫びと訂正

　　本書の記述に間違いがございました．
　　謹んでお詫び申し上げますとともに，ここに訂正申し上げます．
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　（2023年5月24日現在）

章・部 ページ 行数（図・表） 誤 正

目次 xxxvii 右　8.4節見出し 酸素はエネルギーの障壁を下げる 酵素はエネルギーの障壁を下げる

1章 4 図1.3　図中（「3　群集」の説明文）　下から1～2行目 これら生物の各々は「種」とよばれ，独自に繁殖している．
これらの生物の各々はひとつの「種」に属する．種とは，同じグループ
内の構成員間でのみ子孫をつくることができる，そのようなグループ．

2章 37 右　（「電子軌道」の項）　下から6行目 （訳注：不確定性の原理という） （訳注：不確定性原理という）

5章 78 左　下から5行目　（正しくは太字） グリコシド結合 グリコシド結合

5章 80 左　6行目 分子がおもにらせん状となり， 分子はおもにらせん状となり，

5章 91 左　6行目　（正しくは細字） hydrophobic interaction という hydrophobic interaction という

5章 93 右　4行目 （正しくは太字） リボ核酸 ribonucleic acid リボ核酸 ribonucleic acid

5章 94 右　下から6行目 これらを「窒素を含む塩基」という
*4

． これらを「窒素を含む塩基」という
*4

）．

6章 110 右　12行目 科学スキル演習は，成熟した酵母細胞と 科学スキル演習で，成熟した酵母細胞と

6章 128 右　下から12行目 授精 受精

7章 147 右　（「輸送タンパク質」の項）　上から7行目 機能するものが 機能するもので

7章 148 左　1行目 細胞膜のある 細胞膜にある

7章 149 右　10行目 濃度が「より高い」という意味 濃度「より高い」という意味

8章 162
左　（「生命の化学的性質が組織化されて，さまざまな代謝
経路が形成される」の項）　上から9～10行目

受容と供給 需要と供給

8章 170
右　（「ATPの加水分解によってどのように仕事が行われる
か」の項）上から１行目

試験官内で 試験管内で

9章 189 左（「酸化還元の原理」の項）　上から10行目 減少するのである． 減少するのである）．

9章 195 図9.10
NAD+　→　NADH + H+

NAD+　→　NADH + H+

(NAD の後ろの + は上付き）

9章 206 図9.18　図中 エタノール，乳糖，または他の産物 エタノール，乳酸，または他の産物

10章 219 右　9行目 補足する色素 捕捉する色素

10章 234 右　6行目 技術的にいえば 厳密にいえば

11章 247 左　下から7行目 ：GPCR）である，800種類以上の ：GPCR）である．800種類以上の

11章 260 右　4行目 使われている）． 使われている）である．

12章 287 左　設問7の2行目 細胞Bと細胞C，D 細胞B，C，D

13章 292 左　下から13行目 伝達の基盤は， 伝達の基盤には，

13章 304 右　下から22行目 有性生殖は動物に 有性生殖が動物に

14章 331 右　下から9行目 非浸潤的な 非侵襲的な

18章 423 図18.4
(a)ラクトース存在・　…
(b)ラクトース非存在・　…

(a)ラクトース非存在・　…
(b)ラクトース存在・　…

22章 556 図22.20　説明文2行目 ロドホケトゥス ロドケトゥス

22章 556 図22.20　図中 †
ロドホケトゥス

†
ロドケトゥス

27章 673 表27.2　「古細菌」の「DNA 結合ヒストン」 いくつの種にあり いくつかの種にあり

29章 727 左　11行目 雌性配偶体 雄性配偶体

33章 795 図33.7(a)右の写真の説明文1行目 このアンドンクラゲは毒をもち このハブクラゲは毒をもち

　 『キャンベル生物学 原書11版』（4刷）  お詫びと訂正

　　本書の記述に間違いがございました．
　　謹んでお詫び申し上げますとともに，ここに訂正申し上げます．
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33章 795 右　下から2行目 「箱虫類」（アンドンクラゲ類） 「箱虫類」（ハブクラゲ類）

33章 796 左　13行目 北オーストラリアの沖にいるアンドンクラゲ類の1種 北オーストラリアの沖にいるハブクラゲ類の1種

35章 882 左　3行目 発生するする側根 発生する側根

35章 888 左　最下行 シロイヌナズナの細胞に シロイヌナズナの細胞は

36章 901 左　6行目 木本の植物 木本植物

36章 903 左　下から11行目 植物と動物細胞 植物細胞と動物細胞

36章 910 左　15行目 ，水を葉肉細胞へ ，葉肉細胞へ

36章 915 右　10行目 積み込む． 積み込まれる．

37章 922 右　下から12行目 荷電したイオン 帯電したイオン

37章 925 右　下から9～10行目
汚染土壌の，埋立地に無害化（土壌浄化）では，汚染土壌を除去し
保管する

汚染土壌の無害化（土壌浄化）では，汚染土壌を除去し，埋立地に保
管する

37章 933 左　下から2行目 内部における細菌 内部におけるバクテロイド

38章 943 右　6行目 相互作用する2種が， 相互作用する2種の

39章 974 図39.11　右下の説明文3行目 転写因子を欠失 転写因子の欠失

39章 989 図39.26　図中②の説明文1行目 過敏感反応 過敏反応

第7部 995 （ハラルド・ツア・ハウゼン博士へのインタビュー）　7行目 少しナイーブな 少し素朴な

41章 1031 左　下から8行目 抗菌剤も含んでいる．． 抗菌剤も含んでいる．

42章 1060 左　（「血漿」の項）　5行目 浸透圧バランス 浸透圧平衡

42章 1062 右　1行目 血液の損出 血液の損失

42章 1062 右　下から2行目 トロンビン変換する トロンビンに変換する

43章 1088 左　6～7行目 18通りの色の組み合わせ 18通りの電話の選び方

43章 1088 左　下から6行目 抗原受容体は 抗原受容体も

43章 1092 左　14行目 すでにに活性化 すでに活性化

43章 1095 左　4行目 ジェンナーによる記録 ジェンナーにより記録

43章 1099 左　（「自己免疫疾患」の項）　3行目 自己寛容の欠除 自己寛容の欠如

43章 1100 右　（「潜伏」の項）　18行目 Ⅰ型MHC分子 クラスⅠMHC分子

43章 1102 右　11行目 特異抗体を生産 特異抗体を産生

45章 1136 図45.8　図中・右（「視床下部」の説明文）　2～3行目 （下記参照）と「放出ホルモン」と「抑制ホルモン」の放出，
（下記参照）
「放出ホルモン」と「抑制ホルモン」の放出：

45章 1144
左　（「内分泌は多様な刺激に反応してホメオスタシス，発
達，および行動を調節する」の項）　3行目

内分泌制御系路 内分泌制御経路

46章 1160 左　5行目 筋肉室 筋肉質

46章 1168 右　（「月経周期と発情周期」の項）　3行目 野性動物 野生動物

46章 1170 右　（「最初の3ヵ月期」の項）　13行目 着生 着床

46章 1174 右　11行目 野中 の中

47章 1181 図47.3　図中④の4行目 受容体と 受容体を

47章 1183 図47.6　（b）の2行目 ばかり2ペアの細胞の ばかりの2ペアの細胞の

48章 1208 右　本文最下行 陽電荷，陰電荷 正電荷，負電荷

48章 1211 左　7～8行目 正電荷のイオン 陽イオン

48章 1212 図48.11　凡例 K- K+

48章 1214 右　下から7行目 非伝導体 絶縁体

49章 1243 右　下から10行目 脳の報酬系は　薬物依存症 脳の報酬系は薬物依存症
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50章 1260 左　5～6行目 視野の狭い領域（眼が前方を向いたときに見える全領域）からの 視野（眼が前方を向いたときに見える全領域）の狭い領域からの

50章 1260 図50.17　左（「1　眼の構造」の説明文）　3行目 「角膜」にあり 「角膜」になり

50章 1264 左　下から10行目 オレンジを オレンジ色を

50章 1274 左　22行目 細胞され 形成され

50章 1276 右　6行目 修復してる 修復している

50章 1278 「科学スキル演習」の右16行目 1.2cal/（（kg・m） 1.2cal/（kg・m）

50章 1279 左　1行目 プテロサウルスは数百万年前に死滅し プテロサウルスは数千万年前に死滅し

51章 1300 左　8行目 基づいている驚くべき 基づいている．驚くべき

51章 1302 左　（「利他行動」の項）　2行目 行動はその個体に 行動がその個体に

52章 1312 図52.2　図中（「個体生態学」の説明文）　1行目 organismal ecology *1 organismal ecology

52章 1312 図52.2　図中（「個体群生態学」の説明文）　1行目 population
 *2

population
 *1

52章 1312 図52.2　＊1（訳注）　を削除
＊1（訳注）：organismal ecologyは直訳すると「生物の生態学」である
が，日本語ではこのような語は用いられない．これは個体レベルの
生態学を指すことから，ここでは「個体生態学」という．

（削除）

52章 1312 図52.2　＊2（訳注） ＊2（訳注）：populationの～ ＊1（訳注）：populationの～

付録A 1480 右　図22.20の説明文 1，4行目 ロドセタス ロドケトゥス

付録A 1480 右　図22.20の説明文 2～4行目 パキセタス パキケトゥス
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　（2023年5月24日現在）

章・部 ページ 行数（図・表） 誤 正

目次 xxxvii 右　8.4節見出し 酸素はエネルギーの障壁を下げる 酵素はエネルギーの障壁を下げる

目次 xlii 左　21.4節見出し　2行目 多遺伝子ファミリー 多重遺伝子ファミリー

1章 4 図1.3　図中（「3　群集」の説明文）　下から1～2行目 これら生物の各々は「種」とよばれ，独自に繁殖している．
これらの生物の各々はひとつの「種」に属する．種とは，同じグループ
内の構成員間でのみ子孫をつくることができる，そのようなグループ．

2章 37 右　（「電子軌道」の項）　下から6行目 （訳注：不確定性の原理という） （訳注：不確定性原理という）

2章 46 左　2.1の箇条書き 元素と， 元素は

3章 59 右　7行目 私たちはは 私たちは

5章 78 左　下から5行目　（正しくは太字） グリコシド結合 グリコシド結合

5章 80 左　6行目 分子がおもにらせん状となり， 分子はおもにらせん状となり，

5章 91 左　6行目　（正しくは細字） hydrophobic interaction という hydrophobic interaction という

5章 93 右　4行目 （正しくは太字） リボ核酸 ribonucleic acid リボ核酸 ribonucleic acid

5章 94 右　下から6行目 これらを「窒素を含む塩基」という
*4

． これらを「窒素を含む塩基」という
*4

）．

第2部 103 下から4～3行目
内耳は，機械受容性有毛細胞とよばれる美しい細胞に付随した感
知機能をもつ表面をもっています（次ページの写真参照）．

内耳の表面には感知機能があり，その表面を機械受容性有毛細胞と
いう美しい細胞が占めています（次ページの写真参照）．

第2部 104 左下（写真左）　1行目 膜は境界のようなもので， 膜は境界のようなものですが，

6章 106 左　上から12行目 カシ ナラ

6章 110 右　12行目 科学スキル演習は，成熟した酵母細胞と 科学スキル演習で，成熟した酵母細胞と

6章 112 図中の左上「鞭毛」に訳注を追加

6章 121 左下訳注　2行目 大隅良典氏 大隅良典博士

6章 128 右　下から12～11行目 授精している精子 受精している精子

7章 147 右　（「輸送タンパク質」の項）　上から7行目 機能するものが 機能するもので

7章 148 左　1行目 細胞膜のある 細胞膜にある

7章 149 右　10行目 濃度が「より高い」という意味 濃度「より高い」という意味

8章 162
左　（「生命の化学的性質が組織化されて，さまざまな代謝
経路が形成される」の項）　上から9～10行目

受容と供給 需要と供給

8章 170
右　（「ATPの加水分解によってどのように仕事が行われる
か」の項）上から１行目

試験官内で 試験管内で

9章 189 左（「酸化還元の原理」の項）　上から10行目 減少するのである． 減少するのである）．

図9.9②の上の酵素名 ホスホグルコイソメラーゼ ホスホグルコースイソメラーゼ

図9.9⑤の上の酵素名 イソメラーゼ トリオースリン酸イソメラーゼ

図9.9⑥の上の酵素名 トリオースリン酸脱水素酵素 グリセルアルデヒドリン酸脱水素酵素

図9.9⑦の上の酵素名 ホスホグリセロキナーゼ ホスホグリセリン酸キナーゼ

図9.9⑧の上の酵素名 ホスホグリセロムターゼ ホスホグリセリン酸ムターゼ

9章 195 図9.10
NAD+　→　NADH + H+

NAD+　→　NADH + H+

(NAD の後ろの + は上付き）

　 『キャンベル生物学 原書11版』（3刷）  お詫びと訂正

　　本書の記述に間違いがございました．
　　謹んでお詫び申し上げますとともに，ここに訂正申し上げます．

（訳注）：鞭毛をもつ動物細胞は精子など，ごく限られた種類の細胞に限られる．なお，中心体は核近傍に位置し，精子鞭毛は中心体から生
じる．

194～
195

9章

5 / 25 ページ



9章 206 図9.18　図中 エタノール，乳糖，または他の産物 エタノール，乳酸，または他の産物

9章 209 左　下から6行目 または一部がを または一部が

10章 218 左　下から3行目 次の2つの説 次の2つの節

10章 219 右　9行目 光を補足する 光を捕捉する

10章 234 右　6行目 技術的にいえば 厳密にいえば

11章 247 左　下から7行目 ：GPCR）である，800種類以上の ：GPCR）である．800種類以上の

11章 260 右　4行目 使われている）． 使われている）である．

12章 287 左　設問7の2行目 細胞Bと細胞C，D 細胞B，C，D

13章 292 左　下から13行目 伝達の基盤は， 伝達の基盤には，

13章 304 右　下から22行目 有性生殖は動物に 有性生殖が動物に

14章 315 左　下から8～5行目
このようなヘテロ接合体間の交雑を1遺伝子雑種monohybridとよぶ．
さらに，このようなヘテロ接合体同士の交雑を1遺伝子雑種交雑
monohybrid crossという．

このようなヘテロ接合体を1遺伝子雑種monohybridとよび，さらに1遺
伝子雑種同士の交雑を1遺伝子雑種交雑monohybrid crossという．

14章 324 左　下から6～5行目 一方では，日焼けなどの環境要因も肌の色の表現型に影響する． （削除）

14章 331 右　下から9行目 非浸潤的な 非侵襲的な

16章 379 左　4行目 岡崎フラグメントが鋳型鎖の5’末端ぎりぎりに 岡崎フラグメントが鋳型鎖の3’末端ぎりぎりに

17章 399 左　21，27行目　（2箇所） 低分子量RNA 低分子RNA

17章 399 図17．13説明文　4，5行目，図中　(3箇所） 低分子量RNA，低分子量のRNA 低分子RNA

17章 410 図17.25中④の3行目 rRNA tRNA

18章 423 図18.4
(a)ラクトース存在・　…
(b)ラクトース非存在・　…

(a)ラクトース非存在・　…
(b)ラクトース存在・　…

18章 423 図18.4説明文　下から9行目 透過酵素 パーミアーゼ

18章 424 図18.5(a)説明文　3行目 高レベルのcDNAにより 高レベルのcAMPにより

18章 429 図18.10中　中央のDNA/タンパク質

18章 432 左　15行目 増殖因子 成長因子

18章 432 図18.12 説明文　6行目 「転写の場」 「転写工場」

18章 432 左　11行目 増殖因子 成長因子

18章 435 右　18，下から4行目　（2箇所） 低分子量RNA 低分子RNA

18章 436 図18.15⑤説明文　下から3行目 科学的に修飾する 化学的に引き寄せる

18章 439 左　13行目 増殖因子 成長因子

18章 439 右　上から11行目 細胞質膜 細胞膜

18章 444 右　下から7行目　（2箇所） 増殖因子 成長因子

18章 445 図18.23中　(4箇所） 増殖促進因子 増殖を促進するタンパク質

18章 446 図18.24(a)説明文　2～3行目 細胞質膜 細胞膜

18章 451 「HER2」の説明文⑤　4行目 HER2細胞 HER2亜型の細胞

19章 460 図19.3(b)説明文　下から3行目 キャプソメアを形成するキャプシド キャプソメアにより構成されるキャプシド

19章 465 図19.8説明文　2行目 細胞質膜 細胞膜

19章 465 図19.8中⑥の説明文　3行目 細胞質膜 細胞膜

19章 467 図19.9中②　1行目，⑧　2行目　（2箇所） 細胞質膜 細胞膜

20章 488 図20.11中②の説明文　 1～2行目 β-グロビン遺伝子 特定の遺伝子

21章 509 左「重要概念」21.4　2行目 多遺伝子ファミリー 多重遺伝子ファミリー

21章 515 図21.4の中央上寄り ペロキシソーム ペルオキシソーム

「基本転写因子」は下の4つのタンパク質を指しています．
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21章 518 左　1行目 低分子量RNA 低分子RNA

21章 518 右　21.4節見出し　2行目 多遺伝子ファミリー 多重遺伝子ファミリー

21章 522 右　下から4行目 転移性因子 転移因子

21章 536 左　21.4節見出し　1～2行目 多遺伝子ファミリー 多重遺伝子ファミリー

21章 536 右　3～4行目 転移性因子 転移因子

21章 536 右　下から6行目 転移性因子 転移因子

22章 556 図22.20　説明文2行目 ロドホケトゥス ロドケトゥス

22章 556 図22.20　図中 †ロドホケトゥス †ロドケトゥス

25章 629 図25.25　図中下左の説明文 甲殻類の祖先 甲殻類のような祖先

25章 631 図25.27説明文　1行目 カサガイ カサガイ類

25章 631 図25.28(a)中 ツタノハガイ カサガイ類

25章 631 図25.28　引き出し線の修正

・(b)「色素細胞」は、内側の濃い茶色を指す（図(a)と同様）
・(c)「液体が詰まった空間」は、内側の紫の半球を指す
・(c)「視神経」の引き出し線は表面までではなく内側まで伸ばす
・(d)「細胞性流動体(レンズ)」は、最も内側の水色の半球を指す
・(d)「視神経」の引き出し線は表面までではなく内側まで伸ばす

25章 634 右　理解度テスト レベル１ 問１

1．化石化したストロマトライトは，
（A） 深海の噴出孔のまわりに形成された．
（B） 細菌群集により形成される似た構造が，浅い海の湾内に今日
見られる．
（C） 約5億年前に，植物は菌を伴って陸上に進出したという証拠を
提供する．
（D）最初の真核生物の議論の余地のない化石が含まれており， 21
億年前と年代決定されている．

1．化石化したストロマトライト…
（A） …は，深海の噴出孔のまわりに形成された．
（B） …に似た細菌群集により形成される構造が，今日，浅い海の湾
内に見られる．
（C） …は，約5億年前に植物が菌を伴って陸上に進出したという証拠
を提供する．
（D） …は，21億年前と年代決定されている最初の真核生物の議論の
余地のない化石を含んでいる．

26章 644 左　下から3行目 関連する生物関しての 関連する生物に関しての

26章 656 左　下から21行目 なぜ異なった遺伝子からのデータに基づく系統樹が なぜ異なった遺伝子からのデータに基づく系統樹から

27章 673 表27.2　「古細菌」の「DNA 結合ヒストン」 いくつの種にあり いくつかの種にあり

27章 673 左　1行目 他と生物と 他の生物と

28章 702 左　23行目 含めこと 含めること

29章 727 左　11行目 雌性配偶体 雄性配偶体

30章 747 左　「概念のチェック30.3」　1行目 カシ ナラ

30章 748 図30.17「真正双子葉植物」説明文　3行目 カシ ナラ

31章 764 左　下から2行目 図3.16 図31.16

31章 768 左　下から12行目 地衣を形性する 地衣を形成する

33章 795 図33.7(a)右の写真の説明文1行目 このアンドンクラゲは毒をもち このハブクラゲは毒をもち

33章 795 右　下から2行目 「箱虫類」（アンドンクラゲ類） 「箱虫類」（ハブクラゲ類）

33章 796 左　13行目 北オーストラリアの沖にいるアンドンクラゲ類の1種 北オーストラリアの沖にいるハブクラゲ類の1種

35章 869 下から5行目 カシ ナラ

32章 785 図32.11　右上から3つ目 棘胞動物 刺胞動物

34章 852 図34.42説明文　2行目 1億8000年前 1億8000万年前

34章 854 図34.44　横軸 年代（単位：1000万年） 年代（単位：100万年）

34章 857 図34.49(a)，(b)説明文　いずれも1行目 ラオエリ ラエトリ

34章 861 図34.51の説明文「実験」の下から4行目 Dが0よりも優位に Dが0よりも十分に

35章 875 左　18行目 図6.28 図6.27
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35章 882 左　3行目 発生するする側根 発生する側根

35章 888 左　最下行 シロイヌナズナの細胞に シロイヌナズナの細胞は

36章 901 左　6行目 木本の植物 木本植物

36章 903 左　下から11行目 植物と動物細胞 植物細胞と動物細胞

36章 910 左　15行目 ，水を葉肉細胞へ ，葉肉細胞へ

36章 915 右　10行目 積み込む． 積み込まれる．

36章 916 図36.18の説明文「結果」1行目 糖シンクに近ければ 糖ソースに近ければ

37章 922 右　下から12行目 荷電したイオン 帯電したイオン

37章 925 左　17行目 利用可用性 利用可能性

37章 925 右　下から9～10行目
汚染土壌の，埋立地に無害化（土壌浄化）では，汚染土壌を除去し
保管する

汚染土壌の無害化（土壌浄化）では，汚染土壌を除去し，埋立地に保
管する

37章 930 図37.10「動物-細菌」の3，7行目 テトラドトキシン テトロドトキシン

37章 933 左　下から2行目 内部における細菌 内部におけるバクテロイド

37章 933 図37.14 ①説明文付近「根粒菌」の左の引出線先 感染系 感染糸

38章 943 右　6行目 相互作用する2種が， 相互作用する2種の

38章 943 右　下から19行目 優先する 優占する

38章 952 図38.12説明文　5行目 非生物媒体としてだけでなく 非生物媒だけでなく

39章 974 図39.11　右下の説明文3行目 転写因子を欠失 転写因子の欠失

39章 985 左2行目 蒸散速度を低下によるもの 蒸散速度の低下によるもの

39章 989 図39.26　図中②の説明文1行目 過敏感反応 過敏反応

第7部 995 （ハラルド・ツア・ハウゼン博士へのインタビュー）　7行目 少しナイーブな 少し素朴な

41章 1029 図41.5「基質食」説明文　5行目 カシ ナラ

41章 1031 左　下から8行目 抗菌剤も含んでいる．． 抗菌剤も含んでいる．

41章 1033 図41.10　上図 噴門 括約筋

41章 1033 図41.10「胃腺」の説明文　3行目 傍細胞 壁細胞

42章 1060 左　（「血漿」の項）　5行目 浸透圧バランス 浸透圧平衡

42章 1062 右　1行目 血液の損出 血液の損失

42章 1062 右　下から2行目 トロンビン変換する トロンビンに変換する

43章 1088 左　6～7行目 18通りの色の組み合わせ 18通りの電話の選び方

43章 1088 左　下から6行目 抗原受容体は 抗原受容体も

43章 1092 左　14行目 すでにに活性化 すでに活性化

43章 1095 左　4行目 ジェンナーによる記録 ジェンナーにより記録

43章 1099 左　（「自己免疫疾患」の項）　3行目 自己寛容の欠除 自己寛容の欠如

43章 1100 右　（「潜伏」の項）　18行目 Ⅰ型MHC分子 クラスⅠMHC分子

43章 1102 右　11行目 特異抗体を生産 特異抗体を産生

45章 1136 図45.8　図中・右（「視床下部」の説明文）　2～3行目 （下記参照）と「放出ホルモン」と「抑制ホルモン」の放出，
（下記参照）
「放出ホルモン」と「抑制ホルモン」の放出：

45章 1144
左　（「内分泌は多様な刺激に反応してホメオスタシス，発
達，および行動を調節する」の項）　3行目

内分泌制御系路 内分泌制御経路

46章 1160 左　5行目 筋肉室 筋肉質

46章 1168 右　（「月経周期と発情周期」の項）　3行目 野性動物 野生動物

46章 1170 右　（「最初の3ヵ月期」の項）　13行目 着生 着床
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46章 1174 右　11行目 野中 の中

46章 1175 右　下から6行目 この数は 子の数は

46章 1176 左　下から4行目 精子形成では4個の精子を形成する． （削除）

46章 1176 左　下から4～3行目 ヒトでは，精子は連続的に行われ　…　精子がつくられる． ヒトでは，精子形成は連続的に行われ　…　精子が形成される．

47章 1181 図47.3　図中④の4行目 受容体と 受容体を

47章 1183 図47.6　（b）の2行目 ばかり2ペアの細胞の ばかりの2ペアの細胞の

47章 1199 図47.26　右上のシルエット 正しくはニワトリ

47章 1199 図47.26説明文「結果」の3行目 図47.24b 47.25b

48章 1208 右　本文最下行 陽電荷，陰電荷 正電荷，負電荷

48章 1210 図48.8中 不関電極 基準電極

48章 1211 左　7～8行目 正電荷のイオン 陽イオン

48章 1212 図48.11　凡例 K- K+

48章 1214 右　下から7行目 非伝導体 絶縁体

48章 1222 左　4行目 ミエリン軸索はランビエ絞輪の間を ミエリン軸索を伝わる活動電位はランビエ絞輪の間を

49章 1238 右　21行目 切断すると(　…　)と， 切断すると(　…　)，

49章 1243 右　下から10行目 脳の報酬系は　薬物依存症 脳の報酬系は薬物依存症

50章 1260 左　5～6行目 視野の狭い領域（眼が前方を向いたときに見える全領域）からの 視野（眼が前方を向いたときに見える全領域）の狭い領域からの

50章 1260 図50.17　左（「1　眼の構造」の説明文）　3行目 「角膜」にあり 「角膜」になり

50章 1262 図50.18 (a)説明文　2～3行目 光受容細胞の膜 光受容細胞の細胞膜

50章 1263 図50.19下　質問文 錯体の場合，なぜ暗時での反応が起こってしまうのか．
錯体の場合，これを暗応答と呼ぶと誤解を受けることになりやすいの
はなぜか．

50章 1264 左　下から10行目 オレンジを オレンジ色を

50章 1267 図50.25説明文　1行目 化学受容器の膜上 化学受容器の細胞膜上

50章 1270 左　下から4行目 クレアチンリン クレアチンリン酸

50章 1274 左　22行目 細胞され 形成され

50章 1276 右　6行目 修復してる 修復している

50章 1278 「科学スキル演習」の右16行目 1.2cal/（（kg・m） 1.2cal/（kg・m）

50章 1279 左　1行目 プテロサウルスは数百万年前に死滅し プテロサウルスは数千万年前に死滅し

51章 1300 左　8行目 基づいている驚くべき 基づいている．驚くべき

51章 1302 左　（「利他行動」の項）　2行目 行動はその個体に 行動がその個体に

52章 1312 図52.2　図中（「個体生態学」の説明文）　1行目 organismal ecology *1 organismal ecology

52章 1312 図52.2　図中（「個体群生態学」の説明文）　1行目 population *2 population *1

52章 1312 図52.2　＊1（訳注）　を削除
＊1（訳注）：organismal ecologyは直訳すると「生物の生態学」である
が，日本語ではこのような語は用いられない．これは個体レベルの
生態学を指すことから，ここでは「個体生態学」という．

（削除）

52章 1312 図52.2　＊2（訳注） ＊2（訳注）：populationの～ ＊1（訳注）：populationの～

53章 1351 左　8行目 個体数密度 個体群密度

53章 1351 左　12行目 個体数密度 個体群密度

53章 1352 右　2行目 個体数密度を 個体数を

53章 1353 左　下から7行目 個体数密度 個体群密度

53章 1355 右　13，14行目　（2箇所） グルコースイソメラーゼ ホスホグルコースイソメラーゼ

53章 1362 右　下から6行目 個体数密度 個体群密度
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54章 1372 右　下から9行目 相利共生 片利共生

54章 1383 図54.24の下の問題文　1，2行目 図37.12は2種類の原核生物による空中の窒素固定を示している．
図37.12を含む窒素固定細菌の説明は，自由生活者と根粒菌を紹介し
ている．

付録A 1466 14章理解度テスト5．(b)の答え　　（右　下から8行目）  1/8   1/64

付録A 1471 左　図17.22　2，3行目　（2箇所） 細胞質膜 細胞膜

付録A 1472 17章理解度テスト5．の答え　　（右　１行目） 　B 　C

付録A 1478 右　10行目 低分子量RNA 低分子RNA

付録A 1480 右　図22.20の説明文 1，4行目 ロドセタス ロドケトゥス

付録A 1480 右　図22.20の説明文 2～4行目 パキセタス パキケトゥス

付録A 1494 左　下から1，3行目　(2箇所） カシ ナラ

付録A 1519 左　図50.19の3行目 …最大限に脱分極している．
…最大限に脱分極しているから．（訳注：暗時に興奮することより，感
じない波長の光で興奮することのほうが重要なため）

付録A 1523 右　16行目 カシ ナラ

索引 1634 中　20行目 低分子RNA　　780 低分子RNA　　399，435，780
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　（2023年5月24日現在）

章・部 ページ 行数（図・表） 誤 正

目次 xxxvii 右　8.4節見出し 酸素はエネルギーの障壁を下げる 酵素はエネルギーの障壁を下げる

目次 xlii 左　21.4節見出し　上から2行目 多遺伝子ファミリー 多重遺伝子ファミリー

1章 4 図1.3　図中（「3　群集」の説明文）　下から1～2行目 これら生物の各々は「種」とよばれ，独自に繁殖している．
これらの生物の各々はひとつの「種」に属する．種とは，同じグループ
内の構成員間でのみ子孫をつくることができる，そのようなグループ．

1章 21 図1.25　右側「内陸の生息地」の2枚の写真説明 〔左〕保護色となる（対照群）／〔右〕保護色とならない（実験群） 〔左〕保護色とならない（実験群）／〔右〕保護色となる（対照群）

2章 37 右　（「電子軌道」の項）　下から6行目 （訳注：不確定性の原理という） （訳注：不確定性原理という）

2章 41 左　上から25行目 酸素原子は部分的な正電荷 酸素原子は部分的な負電荷

2章 46 左　2.1の箇条書き 元素と， 元素は

3章 59 右　7行目 私たちはは 私たちは

5章 78 左　下から5行目　（正しくは太字） グリコシド結合 グリコシド結合

5章 80 左　6行目 分子がおもにらせん状となり， 分子はおもにらせん状となり，

5章 91 左　6行目　（正しくは細字） hydrophobic interaction という hydrophobic interaction という

5章 93 右　4行目 （正しくは太字） リボ核酸 ribonucleic acid リボ核酸 ribonucleic acid

5章 94 右　下から6行目 これらを「窒素を含む塩基」という*4． これらを「窒素を含む塩基」という*4）．

第2部 103 下から4～3行目
内耳は，機械受容性有毛細胞とよばれる美しい細胞に付随した感
知機能をもつ表面をもっています（次ページの写真参照）．

内耳の表面には感知機能があり，その表面を機械受容性有毛細胞と
いう美しい細胞が占めています（次ページの写真参照）．

第2部 104 左下（写真左）　1行目 膜は境界のようなもので， 膜は境界のようなものですが，

6章 106 左　上から12行目 カシ ナラ

6章 110 右　12行目 科学スキル演習は，成熟した酵母細胞と 科学スキル演習で，成熟した酵母細胞と

6章 112 図中の左上「鞭毛」に訳注を追加

6章 121 左下訳注　上から2行目 大隅良典氏 大隅良典博士

6章 128 右　下から12～11行目 授精している精子 受精している精子

7章 147 右　（「輸送タンパク質」の項）　上から7行目 機能するものが 機能するもので

7章 148 左　1行目 細胞膜のある 細胞膜にある

7章 149 右　10行目 濃度が「より高い」という意味 濃度「より高い」という意味

8章 162
左　（「生命の化学的性質が組織化されて，さまざまな代謝
経路が形成される」の項）　上から9～10行目

受容と供給 需要と供給

8章 170
右　（「ATPの加水分解によってどのように仕事が行われる
か」の項）上から１行目

試験官内で 試験管内で

9章 189 左（「酸化還元の原理」の項）　上から10行目 減少するのである． 減少するのである）．

図9.9②の上の酵素名 ホスホグルコイソメラーゼ ホスホグルコースイソメラーゼ

図9.9⑤の上の酵素名 イソメラーゼ トリオースリン酸イソメラーゼ

図9.9⑥の上の酵素名 トリオースリン酸脱水素酵素 グリセルアルデヒドリン酸脱水素酵素

図9.9⑦の上の酵素名 ホスホグリセロキナーゼ ホスホグリセリン酸キナーゼ

図9.9⑧の上の酵素名 ホスホグリセロムターゼ ホスホグリセリン酸ムターゼ

194～
195

　 『キャンベル生物学 原書11版』（2刷）  お詫びと訂正

　　本書の記述に間違いがございました．
　　謹んでお詫び申し上げますとともに，ここに訂正申し上げます．

（訳注）：鞭毛をもつ動物細胞は精子など，ごく限られた種類の細胞に限られる．なお，中心体は核近傍に位置し，精子鞭毛は中心体から生
じる．

9章

11 / 25 ページ



9章 195 図9.10
NAD+　→　NADH + H+

NAD
+
　→　NADH + H

+

(NAD の後ろの + は上付き）

9章 206 図9.18　図中 エタノール，乳糖，または他の産物 エタノール，乳酸，または他の産物

9章 209 左　下から6行目 または一部がを または一部が

10章 218 左　下から3行目 次の2つの説 次の2つの節

10章 219 右　9行目 光を補足する 光を捕捉する

10章 234 右　6行目 技術的にいえば 厳密にいえば

11章 247 左　下から7行目 ：GPCR）である，800種類以上の ：GPCR）である．800種類以上の

11章 260 右　4行目 使われている）． 使われている）である．

12章 287 左　設問7の2行目 細胞Bと細胞C，D 細胞B，C，D

13章 292 左　下から13行目 伝達の基盤は， 伝達の基盤には，

13章 304 右　下から22行目 有性生殖は動物に 有性生殖が動物に

14章 315 左　下から8～5行目
このようなヘテロ接合体間の交雑を1遺伝子雑種monohybridとよぶ．
さらに，このようなヘテロ接合体同士の交雑を1遺伝子雑種交雑
monohybrid crossという．

このようなヘテロ接合体を1遺伝子雑種monohybridとよび，さらに1遺
伝子雑種同士の交雑を1遺伝子雑種交雑monohybrid crossという．

14章 324 左　下から6～5行目 一方では，日焼けなどの環境要因も肌の色の表現型に影響する． （削除）

14章 331 右　下から9行目 非浸潤的な 非侵襲的な

16章 379 左　4行目 岡崎フラグメントが鋳型鎖の5’末端ぎりぎりに 岡崎フラグメントが鋳型鎖の3’末端ぎりぎりに

17章 399 左　上から21，27行目　（2箇所） 低分子量RNA 低分子RNA

17章 399 図17．13説明文　上から4，5行目，図中　(3箇所） 低分子量RNA，低分子量のRNA 低分子RNA

17章 410 図17.25中④の3行目 rRNA tRNA

18章 423 図18.4
(a)ラクトース存在・　…
(b)ラクトース非存在・　…

(a)ラクトース非存在・　…
(b)ラクトース存在・　…

18章 423 図18.4説明文　下から9行目 透過酵素 パーミアーゼ

18章 424 図18.5(a)説明文　3行目 高レベルのcDNAにより 高レベルのcAMPにより

18章 429 図18.10中　中央のDNA/タンパク質

18章 432 左　上から15行目 増殖因子 成長因子

18章 432 図18.12 説明文　上から6行目 「転写の場」 「転写工場」

18章 432 左　上から11行目 増殖因子 成長因子

18章 435 右　上から18，下から4行目　（2箇所） 低分子量RNA 低分子RNA

18章 436 図18.15②説明文4行目 2本鎖DNAが形成される． 2本鎖RNAが形成される．

18章 436 図18.15⑤説明文　下から3行目 科学的に修飾する 化学的に引き寄せる

18章 439 左　上から13行目 増殖因子 成長因子

18章 439 右　上から11行目 細胞質膜 細胞膜

18章 444 右　下から7行目　（2箇所） 増殖因子 成長因子

18章 445 図18.23中　(4箇所） 増殖促進因子 増殖を促進するタンパク質

18章 446 図18.24(a)説明文　上から2～3行目 細胞質膜 細胞膜

18章 451 「HER2」の説明文⑤　上から4行目 HER2細胞 HER2亜型の細胞

19章 460 図19.3(b)説明文　下から3行目 キャプソメアを形成するキャプシド キャプソメアにより構成されるキャプシド

19章 465 図19.8説明文　上から2行目 細胞質膜 細胞膜

19章 465 図19.8中⑥の説明文　上から3行目 細胞質膜 細胞膜

19章 467 図19.9中②　1行目，⑧　2行目　（2箇所） 細胞質膜 細胞膜

「基本転写因子」は下の4つのタンパク質を指しています．
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20章 488 図20.11中②の説明文　 上から1～2行目 β-グロビン遺伝子 特定の遺伝子

21章 509 左「重要概念」21.4　上から2行目 多遺伝子ファミリー 多重遺伝子ファミリー

21章 515 図21.4の中央上寄り ペロキシゾーム ペルオキシソーム

21章 518 左　1行目 低分子量RNA 低分子RNA

21章 518 右　21.4節見出し　上から2行目 多遺伝子ファミリー 多重遺伝子ファミリー

21章 519 図21.6 図中右下青緑エリアの説明 長い領域の制御 長い領域の重複

21章 522 右　下から4行目 転移性因子 転移因子

21章 532 図21.18の左段下部「データの出典」最下行 1029643-9648 102：9643-9648

21章 536 左　21.4節見出し　1～2行目 多遺伝子ファミリー 多重遺伝子ファミリー

21章 536 右　上から3～4行目 転移性因子 転移因子

21章 536 右　下から6行目 転移性因子 転移因子

21章 538 右　上から7行目 （上の写真） （左の写真）

22章 556 図22.20　説明文2行目 ロドホケトゥス ロドケトゥス

22章 556 図22.20　図中 †ロドホケトゥス †ロドケトゥス

24章 598 問題解決演習コラム 「データ」の2行目 kdr の影響を与える kdr の影響を受ける

25章 629 図25.25　図中下左の説明文 甲殻類の祖先 甲殻類のような祖先

25章 631 図25.27説明文　1行目 カサガイ カサガイ類

25章 631 図25.28(a)中 ツタノハガイ カサガイ類

25章 631 図25.28　引き出し線の修正

・(b)「色素細胞」は、内側の濃い茶色を指す（図(a)と同様）
・(c)「液体が詰まった空間」は、内側の紫の半球を指す
・(c)「視神経」の引き出し線は表面までではなく内側まで伸ばす
・(d)「細胞性流動体(レンズ)」は、最も内側の水色の半球を指す
・(d)「視神経」の引き出し線は表面までではなく内側まで伸ばす

25章 634 右　理解度テスト レベル１ 問１

1．化石化したストロマトライトは，
（A） 深海の噴出孔のまわりに形成された．
（B） 細菌群集により形成される似た構造が，浅い海の湾内に今日
見られる．
（C） 約5億年前に，植物は菌を伴って陸上に進出したという証拠を
提供する．
（D）最初の真核生物の議論の余地のない化石が含まれており， 21
億年前と年代決定されている．

1．化石化したストロマトライト…
（A） …は，深海の噴出孔のまわりに形成された．
（B） …に似た細菌群集により形成される構造が，今日，浅い海の湾
内に見られる．
（C） …は，約5億年前に植物が菌を伴って陸上に進出したという証拠
を提供する．
（D） …は，21億年前と年代決定されている最初の真核生物の議論の
余地のない化石を含んでいる．

26章 644 左　下から3行目 関連する生物関しての 関連する生物に関しての

26章 656 左　下から21行目 なぜ異なった遺伝子からのデータに基づく系統樹が なぜ異なった遺伝子からのデータに基づく系統樹から

27章 673 表27.2　「古細菌」の「DNA 結合ヒストン」 いくつの種にあり いくつかの種にあり

27章 673 左　1行目 他と生物と 他の生物と

28章 702 左　23行目 含めこと 含めること

29章 727 左　11行目 雌性配偶体 雄性配偶体

30章 747 左　「概念のチェック30.3」　1行目 カシ ナラ

30章 748 図30.17「真正双子葉植物」説明文　上から3行目 カシ ナラ

31章 764 左　下から2行目 図3.16 図31.16

31章 768 左　下から12行目 地衣を形性する 地衣を形成する

31章 769 右　上から9行目 「マツ漏脂胴枯病」のルビ しろうどうがれびょう ろうしどうがれびょう

32章 785 図32.11　右上から3つ目 棘胞動物 刺胞動物

33章 795 図33.7(a)右の写真の説明文1行目 このアンドンクラゲは毒をもち このハブクラゲは毒をもち
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33章 795 右　下から2行目 「箱虫類」（アンドンクラゲ類） 「箱虫類」（ハブクラゲ類）

33章 796 左　13行目 北オーストラリアの沖にいるアンドンクラゲ類の1種 北オーストラリアの沖にいるハブクラゲ類の1種

34章 852 図34.42説明文　2行目 1億8000年前 1億8000万年前

34章 854 図34.44　横軸 年代（単位：1000万年） 年代（単位：100万年）

34章 857 図34.49(a)，(b)説明文　いずれも1行目 ラオエリ ラエトリ

34章 861 図34.51の説明文「実験」の下から4行目 Dが0よりも優位に Dが0よりも十分に

35章 869 下から5行目 カシ ナラ

35章 875 左　18行目 図6.28 図6.27

35章 882 左　3行目 発生するする側根 発生する側根

35章 888 左　最下行 シロイヌナズナの細胞に シロイヌナズナの細胞は

36章 901 左　6行目 木本の植物 木本植物

36章 903 左　下から11行目 植物と動物細胞 植物細胞と動物細胞

36章 904 図36.6（c）図中右寄りNO3
-
の引出線 硫酸イオン 硝酸イオン

36章 910 左　15行目 ，水を葉肉細胞へ ，葉肉細胞へ

36章 915 右　10行目 積み込む． 積み込まれる．

36章 916 図36.18の説明文「結果」1行目 糖シンクに近ければ 糖ソースに近ければ

37章 922 右　下から12行目 荷電したイオン 帯電したイオン

37章 925 左　17行目 利用可用性 利用可能性

37章 925 右　下から9～10行目
汚染土壌の，埋立地に無害化（土壌浄化）では，汚染土壌を除去し
保管する

汚染土壌の無害化（土壌浄化）では，汚染土壌を除去し，埋立地に保
管する

37章 930 図37.10「動物-細菌」の3，7行目 テトラドトキシン テトロドトキシン

37章 933 左　下から2行目 内部における細菌 内部におけるバクテロイド

37章 933 図37.14 ①説明文付近「根粒菌」の左の引出線先 感染系 感染糸

38章 943 右　6行目 相互作用する2種が， 相互作用する2種の

38章 943 右　下から19行目 優先する 優占する

38章 952 図38.12説明文　5行目 非生物媒体としてだけでなく 非生物媒だけでなく

39章 974 図39.11　右下の説明文3行目 転写因子を欠失 転写因子の欠失

39章 985 左2行目 蒸散速度を低下によるもの 蒸散速度の低下によるもの

39章 989 図39.26　図中②の説明文1行目 過敏感反応 過敏反応

第7部 995 （ハラルド・ツア・ハウゼン博士へのインタビュー）　7行目 少しナイーブな 少し素朴な

40章 1012 図40.17 図の横軸 1分あたりの収穫数 1分あたりの収縮数

40章 1015 左　下から11行目 体が小さくなればなるほど 体が大きくなればなるほど

41章 1026 右　上から1行目

41章 1029 図41.5「基質食」説明文　上から5行目 カシ ナラ

41章 1031 左　下から8行目 抗菌剤も含んでいる．． 抗菌剤も含んでいる．

41章 1033 図41.10　上図 噴門 括約筋

41章 1033 図41.10「胃腺」の説明文　3行目 傍細胞 壁細胞

42章 1060 左　（「血漿」の項）　5行目 浸透圧バランス 浸透圧平衡

42章 1062 右　1行目 血液の損出 血液の損失

42章 1062 右　下から2行目 トロンビン変換する トロンビンに変換する

43章 1088 左　6～7行目 18通りの色の組み合わせ 18通りの電話の選び方

「問題になっており，」を削除
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43章 1088 左　下から6行目 抗原受容体は 抗原受容体も

43章 1092 左　14行目 すでにに活性化 すでに活性化

43章 1095 左　4行目 ジェンナーによる記録 ジェンナーにより記録

43章 1099 左　（「自己免疫疾患」の項）　3行目 自己寛容の欠除 自己寛容の欠如

43章 1100 右　（「潜伏」の項）　18行目 Ⅰ型MHC分子 クラスⅠMHC分子

43章 1102 右　11行目 特異抗体を生産 特異抗体を産生

45章 1136 図45.8　図中・右（「視床下部」の説明文）　2～3行目 （下記参照）と「放出ホルモン」と「抑制ホルモン」の放出，
（下記参照）
「放出ホルモン」と「抑制ホルモン」の放出：

45章 1144
左　（「内分泌は多様な刺激に反応してホメオスタシス，発
達，および行動を調節する」の項）　3行目

内分泌制御系路 内分泌制御経路

46章 1160 左　5行目 筋肉室 筋肉質

46章 1168 右　（「月経周期と発情周期」の項）　3行目 野性動物 野生動物

46章 1170 右　（「最初の3ヵ月期」の項）　13行目 着生 着床

46章 1174 右　11行目 野中 の中

46章 1175 右　下から6行目 この数は 子の数は

46章 1176 左　下から4行目 精子形成では4個の精子を形成する． （削除）

46章 1176 左　下から4～3行目 ヒトでは，精子は連続的に行われ　…　精子がつくられる． ヒトでは，精子形成は連続的に行われ　…　精子が形成される．

47章 1181 図47.3　図中④の4行目 受容体と 受容体を

47章 1183 図47.6　（b）の2行目 ばかり2ペアの細胞の ばかりの2ペアの細胞の

47章 1199 図47.26　右上のシルエット 正しくはニワトリ

47章 1199 図47.26説明文「結果」の3行目 図47.24b 47.25b

48章 1208 右　本文最下行 陽電荷，陰電荷 正電荷，負電荷

48章 1210 図48.8中 不関電極 基準電極

48章 1211 左　7～8行目 正電荷のイオン 陽イオン

48章 1212 図48.11　凡例 K- K+

48章 1214 右　下から7行目 非伝導体 絶縁体

48章 1222 左　4行目 ミエリン軸索はランビエ絞輪の間を ミエリン軸索を伝わる活動電位はランビエ絞輪の間を

49章 1238 右　21行目 切断すると(　…　)と， 切断すると(　…　)，

49章 1243 右　下から10行目 脳の報酬系は　薬物依存症 脳の報酬系は薬物依存症

50章 1260 左　5～6行目 視野の狭い領域（眼が前方を向いたときに見える全領域）からの 視野（眼が前方を向いたときに見える全領域）の狭い領域からの

50章 1260 図50.17　左（「1　眼の構造」の説明文）　3行目 「角膜」にあり 「角膜」になり

50章 1262 図50.18(a)説明文2行目 細胞質中に高濃度で サイトゾル中に高濃度で

50章 1262 図50.18 (a)説明文　上から2～3行目 光受容細胞の膜 光受容細胞の細胞膜

50章 1262 図50.18(a)　図中の最左下 細胞質 サイトゾル

50章 1262 図50.18(b)　図中の最左下 細胞質 サイトゾル

50章 1263 図50.19下　質問文 錯体の場合，なぜ暗時での反応が起こってしまうのか．
錯体の場合，これを暗応答と呼ぶと誤解を受けることになりやすいの
はなぜか．

50章 1264 左　下から10行目 オレンジを オレンジ色を

50章 1266 図50.23 「実験」1行目冒頭 乳類の味覚の基礎を調べる 哺乳類の味覚の基礎を調べる

50章 1266 図50.24　左図 乳頭突起 舌乳頭

50章 1266 図50.24　右図 乳頭 舌乳頭
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50章 1266 図50.24(a)説明文
乳頭とよばれるわずかに隆起した突起が舌表面を覆っている．図で
示した拡大横断面から，乳頭の側壁に沿って…

舌乳頭とよばれるわずかに隆起した突起が舌表面を覆っている．図で
示した拡大横断面から，舌乳頭の側壁に沿って…

50章 1266 左　本文上から2行目 乳頭とよばれる乳の形をした突起 舌乳頭とよばれる乳首の形をした突起

50章 1267 図50.25説明文　1行目 化学受容器の膜上 化学受容器の細胞膜上

50章 1267 左　上から7行目 形質膜上の 細胞膜上の

50章 1270 左　下から4行目 クレアチンリン クレアチンリン酸

50章 1271 図50.31中　⑥の説明文1行目 細胞質のCa2+は サイトゾルのCa2+は

50章 1274 左　22行目 細胞され 形成され

50章 1276 右　6行目 修復してる 修復している

50章 1276 図50.38 「球関節」の図左上 上腕の先端 上腕骨の先端

50章 1278 「科学スキル演習」の右16行目 1.2cal/（（kg・m） 1.2cal/（kg・m）

50章 1279 左　1行目 プテロサウルスは数百万年前に死滅し プテロサウルスは数千万年前に死滅し

51章 1300 左　8行目 基づいている驚くべき 基づいている．驚くべき

51章 1302 左　（「利他行動」の項）　2行目 行動はその個体に 行動がその個体に

52章 1312 図52.2　図中（「個体生態学」の説明文）　1行目 organismal ecology *1 organismal ecology

52章 1312 図52.2　図中（「個体群生態学」の説明文）　1行目 population
 *2

population
 *1

52章 1312 図52.2　＊1（訳注）　を削除
＊1（訳注）：organismal ecologyは直訳すると「生物の生態学」である
が，日本語ではこのような語は用いられない．これは個体レベルの
生態学を指すことから，ここでは「個体生態学」という．

（削除）

52章 1312 図52.2　＊2（訳注） ＊2（訳注）：populationの～ ＊1（訳注）：populationの～

53章 1351 左　上から8行目 個体数密度 個体群密度

53章 1351 左　上から12行目 個体数密度 個体群密度

53章 1352 右　上から2行目 個体数密度を 個体数を

53章 1353 左　下から7行目 個体数密度 個体群密度

53章 1355 右　上から13，14行目　（2箇所） グルコースイソメラーゼ ホスホグルコースイソメラーゼ

53章 1362 右　下から6行目 個体数密度 個体群密度

54章 1372 右　下から9行目 相利共生 片利共生

54章 1383 図54.24の下の問題文　1，2行目 図37.12は2種類の原核生物による空中の窒素固定を示している．
図37.12を含む窒素固定細菌の説明は，自由生活者と根粒菌を紹介し
ている．

55章 1396 図55.6 「実験」1行目末尾 アヒル農場からの負荷 アヒル農場からの汚染

55章 1403 図55.13 薄黄色枠の説明文（右上2つ）中 グラフ 循環図

55章 1405 「窒素の循環」の右図中 同化分解 同化

付録A 1466 14章理解度テスト5．(b)の答え  1/8   1/64

付録A 1471 左　図17.22　上から2，3行目　（2箇所） 細胞質膜 細胞膜

付録A 1472 17章理解度テスト5．の答え　　（右　１行目） 　B 　C

付録A 1478 右　上から10行目 低分子量RNA 低分子RNA

付録A 1480 右　図22.20の説明文 1，4行目 ロドセタス ロドケトゥス

付録A 1480 右　図22.20の説明文 2～4行目 パキセタス パキケトゥス

付録A 1494 左　下から1，3行目　(2箇所） カシ ナラ

付録A 1519 左　図50.19の上から3行目 …最大限に脱分極している．
…最大限に脱分極しているから．（訳注：暗時に興奮することより，感
じない波長の光で興奮することのほうが重要なため）

付録A 1523 右　上から16行目 カシ ナラ
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用語解説 1563 中央　「エコトーン」2行目 別の生育値や生態系 別の生育地や生態系

索引 1621 左　「一倍体」にページ数追加 一倍体　776 一倍体　295, 296, 776

索引 1634 中　上から20行目 低分子RNA　　780 低分子RNA　　399，435，780

索引 1635 右　「二倍体」にページ数追加 二倍体　776 二倍体　295, 296, 776

索引 1635 右　「二倍体細胞」のページ数を太字に 二倍体細胞　293 二倍体細胞　293
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　（2023年5月24日現在）

章・部 ページ 行数（図・表） 誤 正

目次 xxxvii 右　8.4節見出し 酸素はエネルギーの障壁を下げる 酵素はエネルギーの障壁を下げる

目次 xlii 左　21.4節見出し　上から2行目 多遺伝子ファミリー 多重遺伝子ファミリー

1章 4 図1.3　図中（「3　群集」の説明文）　下から1～2行目 これら生物の各々は「種」とよばれ，独自に繁殖している．
これらの生物の各々はひとつの「種」に属する．種とは，同じグループ
内の構成員間でのみ子孫をつくることができる，そのようなグループ．

1章 5 右　上から3行目 Francis Click Francis Crick

1章 10 図1.10の③ 2行目 グルコースを細胞内へ取り込み グルコースの細胞内への取り込み

1章 21 図1.25　右側「内陸の生息地」の2枚の写真説明 〔左〕保護色となる（対照群）／〔右〕保護色とならない（実験群） 〔左〕保護色とならない（実験群）／〔右〕保護色となる（対照群）

2章 37 右　（「電子軌道」の項）　下から6行目 （訳注：不確定性の原理という） （訳注：不確定性原理という）

2章 41 左　上から25行目 酸素原子は部分的な正電荷 酸素原子は部分的な負電荷

2章 46 左　2.1の箇条書き 元素と， 元素は

3章 59 右　7行目 私たちはは 私たちは

5章 78 左　下から5行目　（正しくは太字） グリコシド結合 グリコシド結合

5章 79 右　下から5～6行目
ヒドロキシ基が上を向くものをアルファ（α），下を向くものをベータ
（β）とよぶ

ヒドロキシ基が下を向くものをアルファ（α），上を向くものをベータ
（β）とよぶ

5章 80 左　6行目 分子がおもにらせん状となり， 分子はおもにらせん状となり，

5章 88 右　上から3～4行目 似ている（図2.16参照）．このようなタンパク質の機能は，たとえば
似ている（図2.16参照）．このエンドルフィン受容体などの受容体分子
は，タンパク質でできている．このようなタンパク質の機能，たとえば

5章 91 左　6行目　（正しくは細字） hydrophobic interaction という hydrophobic interaction という

5章 93 右　4行目 （正しくは太字） リボ核酸 ribonucleic acid リボ核酸 ribonucleic acid

5章 94 右　下から6行目 これらを「窒素を含む塩基」という*4． これらを「窒素を含む塩基」という*4）．

第2部 103 下から4～3行目
内耳は，機械受容性有毛細胞とよばれる美しい細胞に付随した感
知機能をもつ表面をもっています（次ページの写真参照）．

内耳の表面には感知機能があり，その表面を機械受容性有毛細胞と
いう美しい細胞が占めています（次ページの写真参照）．

第2部 104 左下（写真左）　1行目 膜は境界のようなもので， 膜は境界のようなものですが，

6章 106 左　上から12行目 カシ ナラ

6章 110 右　12行目 科学スキル演習は，成熟した酵母細胞と 科学スキル演習で，成熟した酵母細胞と

6章 112 図中の左上「鞭毛」に訳注を追加

6章 121 左下訳注　上から2行目 大隅良典氏 大隅良典博士

6章 128 右　下から12～11行目 授精している精子 受精している精子

7章 147 右　（「輸送タンパク質」の項）　上から7行目 機能するものが 機能するもので

7章 148 左　1行目 細胞膜のある 細胞膜にある

7章 149 右　10行目 濃度が「より高い」という意味 濃度「より高い」という意味

8章 162
左　（「生命の化学的性質が組織化されて，さまざまな代謝
経路が形成される」の項）　上から9～10行目

受容と供給 需要と供給

8章 170
右　（「ATPの加水分解によってどのように仕事が行われる
か」の項）上から１行目

試験官内で 試験管内で

（訳注）：鞭毛をもつ動物細胞は精子など，ごく限られた種類の細胞に限られる．なお，中心体は核近傍に位置し，精子鞭毛は中心体から生
じる．

　　本書の記述に間違いがございました．
　　謹んでお詫び申し上げますとともに，ここに訂正申し上げます．

　 『キャンベル生物学 原書11版』（1刷）  お詫びと訂正
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8章 179 概念のチェック8.4 問3　2行目 マロン酸が拮抗阻害剤か非拮抗阻害剤か マロン酸が競合阻害剤か非競合阻害剤か

8章 184 理解度テスト 問4（D） 非拮抗阻害剤を加える 非競合阻害剤を加える

9章 189 左（「酸化還元の原理」の項）　上から10行目 減少するのである． 減少するのである）．

図9.9②の上の酵素名 ホスホグルコイソメラーゼ ホスホグルコースイソメラーゼ

図9.9⑤の上の酵素名 イソメラーゼ トリオースリン酸イソメラーゼ

図9.9⑥の上の酵素名 トリオースリン酸脱水素酵素 グリセルアルデヒドリン酸脱水素酵素

図9.9⑦の上の酵素名 ホスホグリセロキナーゼ ホスホグリセリン酸キナーゼ

図9.9⑧の上の酵素名 ホスホグリセロムターゼ ホスホグリセリン酸ムターゼ

9章 193 脚注上から2行目 piruvate pyruvate

9章 195 図9.10　下図のアセチルCoA CH3 CH3

9章 195 図9.10
NAD+　→　NADH + H

+
NAD

+
　→　NADH + H

+

(NAD の後ろの + は上付き）

9章 200 図9.15説明文  上から5～6行目 電子を受け渡しながら，プロトンを 複合体Ⅰ，Ⅲ，Ⅳは電子を受け渡しする際に，プロトンを

9章 209 左　下から6行目 または一部がを または一部が

10章 216 右　下から3～4行目　（色情報の不足）
実験1：CO2+2H2O→［CH2O]+H2O+O2

実験2：CO2+2H2O→［CH2O]+H2O+O2

実験1：CO2+2H2O→［CH2O]+H2O+O2

実験2：CO2+2H2O→［CH2O]+H2O+O2

10章 218 左　下から3行目 次の2つの説 次の2つの節

10章 219 右　9行目 光を補足する 光を捕捉する

10章 229 左　概念のチェック10.3 問4　1行目 図10.1の回路を 図10.19の回路を

10章 234 右　6行目 技術的にいえば 厳密にいえば

11章 247 左　下から7～8行目 G protein-coupled receptar G protein-coupled receptor

11章 247 左　下から7行目 ：GPCR）である，800種類以上の ：GPCR）である．800種類以上の

11章 248 左　上から1～2行目 G protein-coupled recepter G protein-coupled receptor

11章 260 右　4行目 使われている）． 使われている）である．

12章 281 左　下から14行目 後期と周期の間に 後期と終期の間に

12章 287 左　設問7の2行目 細胞Bと細胞C，D 細胞B，C，D

13章 292 左　下から13行目 伝達の基盤は， 伝達の基盤には，

13章 304 右　下から22行目 有性生殖は動物に 有性生殖が動物に

14章 315 左　上から5行目 雄性対立遺伝子 優性対立遺伝子

14章 315 左　下から8～5行目
このようなヘテロ接合体間の交雑を1遺伝子雑種monohybridとよぶ．
さらに，このようなヘテロ接合体同士の交雑を1遺伝子雑種交雑
monohybrid crossという．

このようなヘテロ接合体を1遺伝子雑種monohybridとよび，さらに1遺
伝子雑種同士の交雑を1遺伝子雑種交雑monohybrid crossという．

14章 324 左　下から6～5行目 一方では，日焼けなどの環境要因も肌の色の表現型に影響する． （削除）

14章 331 右　下から9行目 非浸潤的な 非侵襲的な

16章 374 左　上から20行目 RNAプライマーの3末端 RNAプライマーの3'末端

16章 379 左　4行目 岡崎フラグメントが鋳型鎖の5’末端ぎりぎりに 岡崎フラグメントが鋳型鎖の3’末端ぎりぎりに

16章 382 左　下から18行目 タンパク質が染色DNAを巻き込んで タンパク質が染色体DNAを巻き込んで

17章 388 図17.2  図中④の2～3行目 試験官に植菌した 試験管に植菌した

17章 388 図17.2  図中⑤の3行目 試験官に植菌した 試験管に植菌した

17章 388 図17.2  図中⑥の1行目 試験官中のカビの生育 試験管中のカビの生育

9章
194～
195
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17章 397 図17.10 図中　左から6番目のAT対の形

17章 399 左　上から21，27行目　（2箇所） 低分子量RNA 低分子RNA

17章 399 図17．13説明文　上から4，5行目，図中　(3箇所） 低分子量RNA，低分子量のRNA 低分子RNA

17章 410 図17.25中④の3行目 rRNA tRNA

18章 423 図18.4
(a)ラクトース存在・　…
(b)ラクトース非存在・　…

(a)ラクトース非存在・　…
(b)ラクトース存在・　…

18章 423 図18.4説明文　下から9行目 透過酵素 パーミアーゼ

18章 424 図18.5(a)説明文　3行目 高レベルのcDNAにより 高レベルのcAMPにより

18章 429 図18.10中　中央のDNA/タンパク質

18章 432 左　上から15行目 増殖因子 成長因子

18章 432 図18.12 説明文　上から6行目 「転写の場」 「転写工場」

18章 432 左　上から11行目 増殖因子 成長因子

18章 435 右　上から18，下から4行目　（2箇所） 低分子量RNA 低分子RNA

18章 436 図18.15②4行目 2本鎖DNAが形成される． 2本鎖RNAが形成される．

18章 436 図18.15⑤説明文　下から3行目 科学的に修飾する 化学的に引き寄せる

18章 439 左　上から13行目 増殖因子 成長因子

18章 439 右　上から11行目 細胞質膜 細胞膜

18章 440 左　上から6～7行目 MyoDのようなマスター調節遺伝子は MyoDのようなマスター調節タンパク質は

18章 440 左　下から1行目 myoDにより協調して MyoDにより協調して

18章 444 右　下から7行目　（2箇所） 増殖因子 成長因子

18章 445 図18.23中　(4箇所） 増殖促進因子 増殖を促進するタンパク質

18章 446 図18.24(a)説明文　上から2～3行目 細胞質膜 細胞膜

18章 451 「HER2」の説明文⑤　上から4行目 HER2細胞 HER2亜型の細胞

19章 460 図19.3(b)説明文　下から3行目 キャプソメアを形成するキャプシド キャプソメアにより構成されるキャプシド

19章 463 右　下から9行目 多くの原核生物にゲノムに存在する 多くの原核生物のゲノムに存在する

19章 464 図19.7 ①の図中用語（DNA上の茶色い部分） 受容体 繰り返し配列

19章 465 図19.8説明文　上から2行目 細胞質膜 細胞膜

19章 465 図19.8説明文　上から3行目 エンドサイトシス エンドサイトーシス

19章 465 図19.8中⑥の説明文　上から3行目 細胞質膜 細胞膜

19章 467 図19.9中②　1行目，⑧　2行目　（2箇所） 細胞質膜 細胞膜

19章 474 左　上から8行目 ウイスル ウイルス

20章 486 右　上から10行目 目的の遺伝子の一方のDNA鎖 目的の遺伝子の一方のmRNA鎖

20章 488 図20.11中②の説明文　 1～2行目 β-グロビン遺伝子 特定の遺伝子

21章 509 左「重要概念」21.4　上から2行目 多遺伝子ファミリー 多重遺伝子ファミリー

21章 515 図21.4の中央上寄り ペロキシゾーム ペルオキシソーム

21章 518 左　1行目 低分子量RNA 低分子RNA

21章 518 右　21.4節見出し　上から2行目 多遺伝子ファミリー 多重遺伝子ファミリー

21章 519 図21.6 図中右下青緑エリアの説明 長い領域の制御 長い領域の重複

21章 522 右　下から4行目 転移性因子 転移因子

21章 532 図21.18の左段下部「データの出典」最下行 1029643-9648 102：9643-9648

「基本転写因子」は下の4つのタンパク質を指しています．

図では，Aのシンボルを尖頭型，Tのシンボルを楔型として表されているが，左から6番目のAT対のシンボルが，CG対のシンボルと同じドー
ム型になっている（原図の誤り）．
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21章 536 左　21.4節見出し　1～2行目 多遺伝子ファミリー 多重遺伝子ファミリー

21章 536 右　上から3～4行目 転移性因子 転移因子

21章 536 右　下から6行目 転移性因子 転移因子

21章 538 右　上から7行目 （上の写真） （左の写真）

22章 545 左　上から11行目 物理学者であったダーウィンの父 医者であったダーウィンの父

22章 556 図22.20　説明文2行目 ロドホケトゥス ロドケトゥス

22章 556 図22.20　図中 †
ロドホケトゥス

†
ロドケトゥス

23章 578 図23.18　左　上から3ブロック目　下から1～2行目 バリンがグルタミン酸で置換される グルタミン酸がバリンで置換される

23章 578 図23.18　下部の図中文字 正常は赤血球 正常な赤血球

24章 598 問題解決演習コラム 「データ」の2行目 kdr の影響を与える kdr の影響を受ける

25章 629 図25.25　図中下左の説明文 甲殻類の祖先 甲殻類のような祖先

25章 631 図25.27説明文　1行目 カサガイ カサガイ類

25章 631 図25.28(a)中 ツタノハガイ カサガイ類

25章 631 図25.28　引き出し線の修正

・(b)「色素細胞」は、内側の濃い茶色を指す（図(a)と同様）
・(c)「液体が詰まった空間」は、内側の紫の半球を指す
・(c)「視神経」の引き出し線は表面までではなく内側まで伸ばす
・(d)「細胞性流動体(レンズ)」は、最も内側の水色の半球を指す
・(d)「視神経」の引き出し線は表面までではなく内側まで伸ばす

25章 634 右　理解度テスト レベル１ 問１

1．化石化したストロマトライトは，
（A） 深海の噴出孔のまわりに形成された．
（B） 細菌群集により形成される似た構造が，浅い海の湾内に今日
見られる．
（C） 約5億年前に，植物は菌を伴って陸上に進出したという証拠を
提供する．
（D）最初の真核生物の議論の余地のない化石が含まれており， 21
億年前と年代決定されている．

1．化石化したストロマトライト…
（A） …は，深海の噴出孔のまわりに形成された．
（B） …に似た細菌群集により形成される構造が，今日，浅い海の湾
内に見られる．
（C） …は，約5億年前に植物が菌を伴って陸上に進出したという証拠
を提供する．
（D） …は，21億年前と年代決定されている最初の真核生物の議論の
余地のない化石を含んでいる．

26章 644 左　下から3行目 関連する生物関しての 関連する生物に関しての

26章 656 左　下から21行目 なぜ異なった遺伝子からのデータに基づく系統樹が なぜ異なった遺伝子からのデータに基づく系統樹から

27章 673 表27.2　「古細菌」の「DNA 結合ヒストン」 いくつの種にあり いくつかの種にあり

27章 673 左　1行目 他と生物と 他の生物と

28章 702 左　23行目 含めこと 含めること

29章 727 左　11行目 雌性配偶体 雄性配偶体

30章 747 左　「概念のチェック30.3」　1行目 カシ ナラ

30章 748 図30.17「真正双子葉植物」説明文　上から3行目 カシ ナラ

31章 764 左　下から2行目 図3.16 図31.16

31章 768 左　下から12行目 地衣を形性する 地衣を形成する

31章 769 右　上から9行目 「マツ漏脂胴枯病」のルビ しろうどうがれびょう ろうしどうがれびょう

32章 784 右　下から3行目 繁栄されている 反映されている

32章 785 図32.11　右上から3つ目 棘胞動物 刺胞動物

33章 795 図33.7(a)右の写真の説明文1行目 このアンドンクラゲは毒をもち このハブクラゲは毒をもち

33章 795 右　下から2行目 「箱虫類」（アンドンクラゲ類） 「箱虫類」（ハブクラゲ類）

33章 796 左　13行目 北オーストラリアの沖にいるアンドンクラゲ類の1種 北オーストラリアの沖にいるハブクラゲ類の1種

34章 852 図34.42説明文　2行目 1億8000年前 1億8000万年前

34章 854 図34.44　横軸 年代（単位：1000万年） 年代（単位：100万年）
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34章 857 図34.49(a)，(b)説明文　いずれも1行目 ラオエリ ラエトリ

34章 861 図34.51の説明文「実験」の下から4行目 Dが0よりも優位に Dが0よりも十分に

35章 869 下から5行目 カシ ナラ

35章 875 左　18行目 図6.28 図6.27

35章 882 左　3行目 発生するする側根 発生する側根

35章 888 左　最下行 シロイヌナズナの細胞に シロイヌナズナの細胞は

36章 901 左　6行目 木本の植物 木本植物

36章 903 左　下から11行目 植物と動物細胞 植物細胞と動物細胞

36章 904 図36.6（c）図中右寄りNO3
-
の引出線 硫酸イオン 硝酸イオン

36章 910 左　15行目 ，水を葉肉細胞へ ，葉肉細胞へ

36章 915 右　10行目 積み込む． 積み込まれる．

36章 916 図36.18の説明文「結果」1行目 糖シンクに近ければ 糖ソースに近ければ

37章 922 右　下から12行目 荷電したイオン 帯電したイオン

37章 925 左　17行目 利用可用性 利用可能性

37章 925 右　下から9～10行目
汚染土壌の，埋立地に無害化（土壌浄化）では，汚染土壌を除去し
保管する

汚染土壌の無害化（土壌浄化）では，汚染土壌を除去し，埋立地に保
管する

37章 930 図37.10「動物-細菌」の3，7行目 テトラドトキシン テトロドトキシン

37章 933 左　下から2行目 内部における細菌 内部におけるバクテロイド

37章 933 図37.14 ①説明文付近「根粒菌」の左の引出線先 感染系 感染糸

38章 943 右　6行目 相互作用する2種が， 相互作用する2種の

38章 943 右　下から19行目 優先する 優占する

38章 952 図38.12説明文　5行目 非生物媒体としてだけでなく 非生物媒だけでなく

39章 974 図39.11　右下の説明文3行目 転写因子を欠失 転写因子の欠失

39章 985 左2行目 蒸散速度を低下によるもの 蒸散速度の低下によるもの

39章 989 図39.26　図中②の説明文1行目 過敏感反応 過敏反応

第7部 995 （ハラルド・ツア・ハウゼン博士へのインタビュー）　7行目 少しナイーブな 少し素朴な

40章 1001 図40.5 単層円柱上皮の説明文　上から4行目 たとえば，単層立方上皮は たとえば，単層円柱上皮は

40章 1012 図40.17 図の横軸 1分あたりの収穫数 1分あたりの収縮数

40章 1015 左　下から11行目 体が小さくなればなるほど 体が大きくなればなるほど

41章 1026 右　上から1行目

41章 1029 図41.5「基質食」説明文　上から5行目 カシ ナラ

41章 1031 左　下から8行目 抗菌剤も含んでいる．． 抗菌剤も含んでいる．

41章 1033 図41.10　上図 噴門 括約筋

41章 1033 図41.10「胃腺」の説明文　3行目 傍細胞 壁細胞

42章 1060 左　（「血漿」の項）　5行目 浸透圧バランス 浸透圧平衡

42章 1062 右　1行目 血液の損出 血液の損失

42章 1062 右　下から2行目 トロンビン変換する トロンビンに変換する

43章 1081 右　上から19行目 しくみ，なわち障壁防御 しくみ，すなわち障壁防御

43章 1087 左　上から19行目 物質を取り取り込んでいる 物質を取り込んでいる

43章 1088 左　6～7行目 18通りの色の組み合わせ 18通りの電話の選び方

43章 1088 左　下から6行目 抗原受容体は 抗原受容体も

「問題になっており，」を削除

22 / 25 ページ



43章 1089 左　下から2～3行目 その受容体をもつ活性化を受ける その受容体をもつリンパ球は活性化を受ける

43章 1089 右　上から5～6行目 抗原や抗原を産生して病原体に 抗原やその抗原を産生している病原体に

43章 1091 右　下から1～2行目 ヘルパーＴ細胞状に存在する ヘルパーＴ細胞上に存在する

43章 1092 左　14行目 すでにに活性化 すでに活性化

43章 1092 左　下から2行目 分泌された抗体は， 抗体の分泌は，

43章 1092 図43.17③の説明文　下から2行目 免疫反応を開始した抗原 免疫反応を開始させた抗原

43章 1094 右　上から13行目 細胞障傷害性T細胞 細胞傷害性T細胞

43章 1095 左　4行目 ジェンナーによる記録 ジェンナーにより記録

43章 1098 左　上から9行目 B型血液中に存在すA型抗原に B型血液中に存在するA型抗原に

43章 1099 左　（「自己免疫疾患」の項）　3行目 自己寛容の欠除 自己寛容の欠如

43章 1100 右　（「潜伏」の項）　18行目 Ⅰ型MHC分子 クラスⅠMHC分子

43章 1102 右　11行目 特異抗体を生産 特異抗体を産生

45章 1136 図45.8　図中・右（「視床下部」の説明文）　2～3行目 （下記参照）と「放出ホルモン」と「抑制ホルモン」の放出，
（下記参照）
「放出ホルモン」と「抑制ホルモン」の放出：

45章 1144
左　（「内分泌は多様な刺激に反応してホメオスタシス，発
達，および行動を調節する」の項）　3行目

内分泌制御系路 内分泌制御経路

46章 1160 左　5行目 筋肉室 筋肉質

46章 1168 右　（「月経周期と発情周期」の項）　3行目 野性動物 野生動物

46章 1170 右　（「最初の3ヵ月期」の項）　13行目 着生 着床

46章 1174 右　11行目 野中 の中

46章 1175 右　下から6行目 この数は 子の数は

46章 1176 左　下から4行目 精子形成では4個の精子を形成する． （削除）

46章 1176 左　下から4～3行目 ヒトでは，精子は連続的に行われ　…　精子がつくられる． ヒトでは，精子形成は連続的に行われ　…　精子が形成される．

47章 1181 図47.3　図中④の4行目 受容体と 受容体を

47章 1183 図47.5説明文　上から2行目 透明体を遊泳して 透明帯を遊泳して

47章 1183 図47.6　（b）の2行目 ばかり2ペアの細胞の ばかりの2ペアの細胞の

47章 1194 左　上から10行目 Sydny Brenner Sydney Brenner

47章 1199 図47.26　右上のシルエット 正しくはニワトリ

47章 1199 図47.26説明文「結果」の3行目 図47.24b 47.25b

48章 1208 右　本文最下行 陽電荷，陰電荷 正電荷，負電荷

48章 1208 図48.6説明文  上から3～4行目 静止状態のニューロンでは，わずかしかNa+は拡散しない． 静止状態のニューロンでは，ほとんどNa+の拡散を引き起こさない．

48章 1210 図48.8中 不関電極 基準電極

48章 1211 左　7～8行目 正電荷のイオン 陽イオン

48章 1212 図48.11　凡例 K- K+

48章 1214 右　下から7行目 非伝導体 絶縁体

48章 1222 左　4行目 ミエリン軸索はランビエ絞輪の間を ミエリン軸索を伝わる活動電位はランビエ絞輪の間を

48章 1222 理解度テスト 問4（B） ナトリウムチャネルの再開口を防ぐから ナトリウムチャネルの再開口を妨げるから

49章 1226 左　下から7行目 これにより動脈は これにより動物は

49章 1227 図49.3説明文　オリゴデンロサイト 下から1～2行目 伝道速度を増加させる． 伝導速度を増加させる．

49章 1238 右　21行目 切断すると(　…　)と， 切断すると(　…　)，
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49章 1243 右　下から10行目 脳の報酬系は　薬物依存症 脳の報酬系は薬物依存症

50章 1260 左　5～6行目 視野の狭い領域（眼が前方を向いたときに見える全領域）からの 視野（眼が前方を向いたときに見える全領域）の狭い領域からの

50章 1260 図50.17　左（「1　眼の構造」の説明文）　3行目 「角膜」にあり 「角膜」になり

50章 1262 図50.18(a)説明文2行目 細胞質中に高濃度で サイトゾル中に高濃度で

50章 1262 図50.18 (a)説明文　上から2～3行目 光受容細胞の膜 光受容細胞の細胞膜

50章 1262 図50.18(a)　図中の最左下 細胞質 サイトゾル

50章 1262 図50.18(b)　図中の最左下 細胞質 サイトゾル

50章 1263 図50.19下　質問文 錯体の場合，なぜ暗時での反応が起こってしまうのか．
錯体の場合，これを暗応答と呼ぶと誤解を受けることになりやすいの
はなぜか．

50章 1264 左　下から10行目 オレンジを オレンジ色を

50章 1266 図50.23 「実験」1行目冒頭 乳類の味覚の基礎を調べる 哺乳類の味覚の基礎を調べる

50章 1266 図50.24　左図 乳頭突起 舌乳頭

50章 1266 図50.24　右図 乳頭 舌乳頭

50章 1266 図50.24(a)説明文
乳頭とよばれるわずかに隆起した突起が舌表面を覆っている．図で
示した拡大横断面から，乳頭の側壁に沿って…

舌乳頭とよばれるわずかに隆起した突起が舌表面を覆っている．図で
示した拡大横断面から，舌乳頭の側壁に沿って…

50章 1266 左　本文上から2行目 乳頭とよばれる乳の形をした突起 舌乳頭とよばれる乳首の形をした突起

50章 1267 図50.25説明文　1行目 化学受容器の膜上 化学受容器の細胞膜上

50章 1267 左　上から7行目 形質膜上の 細胞膜上の

50章 1270 左　下から4行目 クレアチンリン クレアチンリン酸

50章 1271 図50.31中　⑥の説明文1行目 細胞質のCa2+は サイトゾルのCa2+は

50章 1274 左　22行目 細胞され 形成され

50章 1276 右　6行目 修復してる 修復している

50章 1276 図50.38 「球関節」の図左上 上腕の先端 上腕骨の先端

50章 1278 「科学スキル演習」の右16行目 1.2cal/（（kg・m） 1.2cal/（kg・m）

50章 1279 左　1行目 プテロサウルスは数百万年前に死滅し プテロサウルスは数千万年前に死滅し

51章 1300 左　8行目 基づいている驚くべき 基づいている．驚くべき

51章 1302 左　（「利他行動」の項）　2行目 行動はその個体に 行動がその個体に

52章 1312 図52.2　図中（「個体生態学」の説明文）　1行目 organismal ecology *1 organismal ecology

52章 1312 図52.2　図中（「個体群生態学」の説明文）　1行目 population *2 population *1

52章 1312 図52.2　＊1（訳注）　を削除
＊1（訳注）：organismal ecologyは直訳すると「生物の生態学」である
が，日本語ではこのような語は用いられない．これは個体レベルの
生態学を指すことから，ここでは「個体生態学」という．

（削除）

52章 1312 図52.2　＊2（訳注） ＊2（訳注）：populationの～ ＊1（訳注）：populationの～

53章 1351 左　上から8行目 個体数密度 個体群密度

53章 1351 左　上から12行目 個体数密度 個体群密度

53章 1352 右　上から2行目 個体数密度を 個体数を

53章 1353 左　下から7行目 個体数密度 個体群密度

53章 1355 右　上から13，14行目　（2箇所） グルコースイソメラーゼ ホスホグルコースイソメラーゼ

53章 1362 右　下から6行目 個体数密度 個体群密度

54章 1372 右　下から9行目 相利共生 片利共生

54章 1383 図54.24の下の問題文　1，2行目 図37.12は2種類の原核生物による空中の窒素固定を示している．
図37.12を含む窒素固定細菌の説明は，自由生活者と根粒菌を紹介し
ている．
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55章 1396 図55.6 「実験」1行目末尾 アヒル農場からの負荷 アヒル農場からの汚染

55章 1403 図55.13 薄黄色枠の説明文（右上2つ）中 グラフ 循環図

55章 1405 「窒素の循環」の右図中 同化分解 同化

付録A 1458 重要概念のまとめ9.5の答え　5行目 嫌機呼吸では 嫌気呼吸では

付録A 1466 14章理解度テスト5．(b)の答え  1/8   1/64

付録A 1471 左　図17.22　上から2，3行目　（2箇所） 細胞質膜 細胞膜

付録A 1472 17章理解度テスト5．の答え　　（右　１行目） 　B 　C

付録A 1478 右　上から10行目 低分子量RNA 低分子RNA

付録A 1480 右　図22.20の説明文 1，4行目 ロドセタス ロドケトゥス

付録A 1480 右　図22.20の説明文 2～4行目 パキセタス パキケトゥス

付録A 1494 左　下から1，3行目　(2箇所） カシ ナラ

付録A 1497 概念のチェック32.2 問3の答え　1行目 変更を伴う継承 変化を伴う継承

付録A 1504 重要概念のまとめ36.4の答え　3～4行目
根からの土壌栄養と植物の他の部分に運ぶ．水の長距離輸送を駆
動する．

根からの土壌栄養を植物の他の部分に運ぶ水の長距離輸送を駆動
する．

付録A 1508 概念のチェック40.3 問2の答え　5～7行目

付録A 1519 左　図50.19の上から3行目 …最大限に脱分極している．
…最大限に脱分極しているから．（訳注：暗時に興奮することより，感
じない波長の光で興奮することのほうが重要なため）

付録A 1523 右　上から16行目 カシ ナラ

用語解説 1563 中央　「エコトーン」2行目 別の生育値や生態系 別の生育地や生態系

索引 1605 左　最下行 ー 索引項目「γ-アミノ酪酸　1219」を追加

索引 1607 右　上から10行目 chromatin   115, 269, 382 chromatin   115, 269, 382　 (p382も太字に）

索引 1621 左　「一倍体」にページ数追加 一倍体　776 一倍体　295, 296, 776

索引 1633 中央　上から32行目 胆汁　1034 胆汁　1034　（p1034を太字に）

索引 1634 中　上から20行目 低分子RNA　　780 低分子RNA　　399，435，780

索引 1637 中央　下から4行目 ヒストン　380 ヒストン　380　（p380を太字に）

索引 1635 右　「二倍体」にページ数追加 二倍体　776 二倍体　295, 296, 776

索引 1635 右　「二倍体細胞」のページ数を太字に 二倍体細胞　293 二倍体細胞　293　（p293を太字に）

索引 1639 左　下から2行目 ヘテロ接合強勢　577 ヘテロ接合強勢　577　（p577を太字に）

索引 1639 中央　上から15行目 ヘモグロビン　522, 580, 1061, 1074 ヘモグロビン　522, 580, 1061, 1074　（p1061を太字に）

索引 1639 右　上から11行目 傍子糸体装置　1126 傍子糸体装置　1126　（p1126を太字に）

索引 1641 中央　「や」の上から4行目 野生型　341 野生型　341　（p341を太字に）

索引 1641 右　下から22行目 輸送上皮　1112 輸送上皮　1112　（p1112を太字に）

索引 1642 左　上から27行目 ー 索引項目「ヨウム　1239」を追加

「体温を上げるため，視床下部は～（中略）～悪寒を感じる．」は問3の答え

25 / 25 ページ


