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G2 phase（G2期） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 86
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gamete（配偶子） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 97

gamete disorders（配偶子病） ・・・・・・・・・・・ 152

gap gene（ギャップ遺伝子） ・・・・・・・・・・・・・・ 108

gap junction（ギャップ結合） ・・・・・・・・・・・・・ 25

garfish（ダツ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 180

gastric fluid（胃液） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 207

gastrula（原腸胚） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 103

gator（ワニ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 197
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（ムシクイフィンチ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 194
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Gregor Johann Mendel（メンデル） ・・ 139
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（ソコダラ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 173
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growth form（成長型） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 170
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（成長ホルモン） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 127, 128
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guard cells（孔辺細胞） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 73

gut（腸） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 105
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habituation（慣れ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 183
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heart（心臓） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49
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heavy metal（重金属） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 178
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（造血幹細胞） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 211



221Index

In
d
e
x

hemidesmosome 
（半接着斑（ヘミデスモソーム）） ・・・・・・・・ 25

hemoglobin（ヘモグロビン） ・・・・・・・・・・・・・・ 28

hemophilia（血友病） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 159

heptose（ヘプトース（七炭糖）） ・・・・・・・・・・ 33

herd（群れ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 168

heredity（遺伝学） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43

heterochromatin（ヘテロクロマチン）  50

heterogamete（異形配偶子） ・・・・・・・・・・・・・・・ 98

Heterokontophyta（不等毛植物） ・・・・・・ 199

Heterolobosea（ヘテロロボサ） ・・・・・・・・ 203

heterothermic animal（変温動物） ・・・ 190

heterotroph（従属栄養） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

heterotrophic bacteria 
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I band（I帯） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 121

Ichthyosporea（イチチロスポレア類） ・・ 203

Ileum（回腸） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25

imago（羽化成虫） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 169

immune system（免疫系） ・・・・・・・・・・ 122, 130

immune tolerance（免疫寛容） ・・・・・・・・・ 136

immunity（免疫） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 130

immunoglobulin（免疫グロブリン） ・・ 136

immunological memory 
（免疫記憶） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 135

imperfect fungus（不完全菌類） ・・・・・・・ 200

implantation（着床） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 104

imprinting（刷り込み） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 183

inactivation（不活性化） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 153

inactive（不活性） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 86

incomplete dominance 
（不完全優性） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 143

increase rate（増加速度） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 169

independence（独立） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 144

individual（個体） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24

Indomalaya ecozone（東洋区） ・・・・・・・・ 165

induced pluripotent stem (iPS) cells
（人工多能性幹細胞，iPS細胞） ・・・・・・・・ 212

infection（感染） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55

inflammation（ただれ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41

inflammatory response（炎症反応）・・ 132

influenza virus 
（インフルエンザウイルス） ・・・・・・・・・・・・・・・・ 14

information molecule（情報分子） ・・・ 116

informed consent 
（インフォームド・コンセント） ・・・・・・・・ 205

infrared（赤外） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 74

inhabiting conditions（生息条件） ・・・ 181

inheritance（遺伝的形質） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 142

inhibitor（阻害物質） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60

inner cell mass（内部細胞塊） ・・・・・・・・・・・ 104

inner microtubule（中心微小管） ・・・・・・・ 20

Inorganic catalysis（無機触媒反応） ・・・・ 60

inorganic compound（無機物） ・・・・・・・・・ 70

inorganic environment 
（無機的環境） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 166

inorganic matters（無機塩類） ・・・・・・・・・・ 122

inorganic substance（無機物質） ・・・・・・・・ 71

insecticide（殺虫剤） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 67

insects（昆虫類） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34

inserted gene（導入遺伝子） ・・・・・・・・・・・・・ 207

insertion（導入） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 207

instinct（本能） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 183

instinctive behavior（本能行動） ・・・・・・ 183

insulin（インスリン） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68, 128

integrin（インテグリン） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26

intelligence behavior（知能行動） ・・・・・ 183

interaction（相互作用） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 167

intercellular contact（細胞間接着） ・・・・・ 26

intercellular junction（細胞間結合） ・・・ 26

interconversion（相互変換） ・・・・・・・・・・・・・・・ 63

interleukin（インターロイキン） ・・・・・・・・ 134

intermediate caspase 
（中継型カスパーゼ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 110

intermediate filament 
（中間径フィラメント） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

intermediate metabolite 
（中間代謝産物） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64

intermediate protein 
（仲介タンパク質） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 110

intermedin（インテルメジン） ・・・・・・・・・・ 123

intermembranous part（膜間部） ・・・・・・・ 66

internal environment（内部環境） ・・・・ 121

internal fertilization（体内受精） ・・・・・・ 102

internal respiration（内呼吸） ・・・・・・・・・・・・ 64

internal worm（カイチュウ） ・・・・・・・・・・・・ 201

interneuron（介在神経） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 117

interphase（間期）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 86

interspecific competition 
（種間競争） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 167

interspecific relationship 
（種間関係） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 167

intestinal bacteria（腸内細菌） ・・・・・・・・・ 207

intestinal fluid（腸液） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 207

intracellular（細胞内） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

intracellular (basal)（基部） ・・・・・・・・・・・・・・・ 20
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intracellular organelle 
（細胞内小器官） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

intramolecular oxidoreductase 
（分子内酸化還元酵素） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59

intraspecific competition 
（種内競争） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 168

intraspecific relationship 
（種内関係） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 167

intron（イントロン（介在配列）） ・・・・・・・・・ 52

invasive alien species 
（特定外来生物） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 182

invasive species（侵入種） ・・・・・・・・・・・・・・・・ 182

invertebrates（無脊椎動物） ・・・・・・・・・・・・・・ 181

ion channel（イオンチャネル） ・・・・・・・・・・・・ 22

iPS cells 
（→ see induced pluripotent stem cells）
islets of Langerhans 
（ランゲルハンス島）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 128

isogamete（同形配偶子） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 98

isolation（隔離） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 115

isoleucine（イソロイシン）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29

isomerase（異性化酵素） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58

J
jakobida（ジャコバ類） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 203

Japan meteorological agency 
（気象庁） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 179

Japanese littleneck（アサリ）・・・・・・・・・・・・ 201

Java man（ジャワ原人） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 191

jelly coat（ゼリー層） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 102

juvenile form（幼若型）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 170

K
K-T boundary（K-T境界） ・・・・・・・・・・・・・・ 191

kangaroo（カンガルー） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 195

karyokinesis（核分裂） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 87

karyotype（核型） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 89

keratin（ケラチン） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32

ketose（ケトース） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33

kidney（腎臓） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 122

kidney stones（腎結石） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41

killer T cell（キラーT細胞） ・・・・・・・・・・・・・ 134

kinetochore（動原体） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 88

kingdom（界） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 199

Kingdom Animalia（動物界） ・・・・・・・・・・ 202

Kingdom Fungi（菌界） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 202

Kingdom Monera（原核生物界） ・・・・・・ 200

Kingdom Plantae（植物界） ・・・・・・・・・・・・・ 201

Kingdom Protoctista（原生生物界） ・・ 201

kiwi（キウイ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 165

knockout mouse 
（ノックアウトマウス） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 208

koala（コアラ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 195

Krebs cycle（クレブス回路） ・・・・・・・・・・・・・・・ 64

L
l-form of amino acid 
（L型アミノ酸） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30

labroid（ベラ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 173

lacrimal gland（涙腺） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 125

lactase（ラクターゼ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34

lactic acid（乳酸） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64

lactic acid bacteria（乳酸菌） ・・・・・・・・・・・ 200

lactic acid fermentation（乳酸発酵） ・・ 64

lactose（ラクトース） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34

lagging strand（ラギング鎖） ・・・・・・・・・・・・・・ 48

lamina（ラミナ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

lamprey eel（ヤツメウナギ） ・・・・・・・・・・・・・ 201

lancelet（ナメクジウオ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 201

land leech（ヤマビル） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 201

land plants（陸上植物） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 78

large ground finch 
（オオガラパゴスフィンチ） ・・・・・・・・・・・・・・ 194

large intestine（大腸） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 106

larva（幼生・幼虫） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 103, 169

lateral plate（側板） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 105

law of dominance 
（優劣（優性）の法則） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 143

law of independent assortment 
（独立の法則） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 144

law of segregation（分離の法則） ・・・・・・ 143

LDL（→ see low density lipoprotein）
leading strand（リーディング鎖） ・・・・・・・ 48

learning（学習） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 183

left atrium（左心房） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 125

left ventricle（左心室） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 125

leguminous plant（マメ科植物） ・・・・・・・ 175

leucine（ロイシン） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29

leukotriene（ロイコトリエン） ・・・・・・・・・・ 137

lien（脾臓） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 104

life style（生活習慣） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 157

life table（生命表） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 168

ligase（連結酵素） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48

light chain（L鎖（軽鎖）） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 136

light energy（光エネルギー） ・・・・・・・・・・・・・・ 71

light saturation point（光飽和点） ・・・・・・ 71

limbic system（辺縁系） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 118

linkage（連鎖） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 154

Linné（リンネ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 192

lipase（リパーゼ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58

lipid（脂質） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36

lipid metabolism（脂質代謝） ・・・・・・・・・・・・・ 39

lipolytic enzyme（脂肪分解酵素） ・・・・・・・ 59

liver（肝臓） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 122

liverworts（苔類） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 200

living cell structure（生体構造物） ・・・・・・ 30

lizard（トカゲ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 191

llama（ラマ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 165

local hormone（局所ホルモン） ・・・・・・・・ 117

locus（遺伝子座）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 152

logarithmic scale（対数目盛） ・・・・・・・・・・・ 169

long-chain fatty acid（長鎖脂肪酸）・・・・ 38

lophotrochozoa（冠輪動物） ・・・・・・・・・・・・・ 201

loupe（ルーペ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14

low birth rate and longevity 
（少子高齢化） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 170

low density lipoprotein (LDL) 
（低密度リポタンパク質） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39

lower limbs（下肢）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41

lumen subunit（内腔サブユニット） ・・・・ 16

lung（肺） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 106

lung respiration（肺呼吸） ・・・・・・・・・・・・・・・・ 190

luteal（黄体）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 124

luteinizing hormone 
（黄体形成ホルモン）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 123

lyase（脱離酵素） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58

lycopod（ヒカゲノカズラ類） ・・・・・・・・・・・・ 200

Lycopodium（ヒカゲノカズラ） ・・・・・・・・・ 200

lymph fluid（リンパ液） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 121

lymph node（リンパ節） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 131

lymph system（リンパ系） ・・・・・・・・・・・・・・・・ 120

lymph vessel（リンパ管） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 121

lymphocyte（リンパ球） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 120

lysine（リシン） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29

lysosome（リソソーム） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

lysozyme（リゾチーム） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 131

M
M phase（M期） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 86

macronucleus（大核） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 91

macrophage（マクロファージ） ・・・・・・・・・ 120

magnolia（コブシ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 165

maidenhair tree（イチョウ） ・・・・・・・・・・・・ 200

major histocompatibility complex 
(MHC)（主要組織適合性複合体） ・・・・ 134

malaria parasite（マラリア病原虫） ・・・ 201

malic acid（リンゴ酸） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65

malignant tumor（悪性腫瘍） ・・・・・・・・・・・・・ 94

maltase（マルターゼ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34

maltose（マルトース） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34

maltotriose（マルトトリオース） ・・・・・・・・・ 36

mammal（哺乳類） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 189

mammary gland epithelial cell 
（乳腺上皮細胞） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 210

mannose（マンノース） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34

mantis（カマキリ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 169

maple（カエデ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 165

Marchantia（ゼンイゴケ） ・・・・・・・・・・・・・・・・ 200

mast cell（肥満細胞（マスト細胞）） ・・・ 136

material transportation（物質運搬）・・・ 25

matrix（マトリックス） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25, 64

mature mRNA（成熟mRNA） ・・・・・・・・・・・ 52
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medical practice（医療行為）・・・・・・・・・・・・ 206

medical record（カルテ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 206

medium ground finch 
（ガラパゴスフィンチ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 194

medulla（髄質） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 122

medulla oblongata（延髄） ・・・・・・・・・・・・・・ 118

megakaryocyte（巨核球） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 120

meiosis（減数分裂） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 89, 143

melanocyte（メラニン細胞） ・・・・・・・・・・・・・ 131

memory cell（記憶細胞） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 134

merganser (duck)（アイサ） ・・・・・・・・・・・・・ 180

Mesembryanthemum（マツバギク） ・・・ 165

mesoderm（中胚葉） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 103

mesodermal organs（中胚葉性器官） ・・ 105

mesophyll cell（葉肉細胞） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 73

messenger RNA (mRNA) 
（伝令RNA） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51

metabolic system（代謝系） ・・・・・・・・・・・・・・・ 60

metabolism（代謝（メタボリズム）） ・・・・ 57

metamorphosis（変態） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 103

metaphase（中期） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 87

Metazoa（後生動物） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 203

methane bacteria（メタン生成菌） ・・・・ 201

methionine（メチオニン） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29

methylation（メチル化） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50

MHC（→ see major histocompatibility 
complex）

micro RNA (miRNA) 
（マイクロRNA） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52

micro-amounts（微量） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27

microbe（微生物） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70

Microcystis aeruginosa（アオコを形成 
するシアノバクテリアの一種） ・・・・・・・・・ 200

microfilament（微細繊維） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

micronucleus（小核） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 91

microtubule（微小管） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

midbrain（中脳） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 118

migration（運動） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 93

millipede（ヤスデ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 201

mineral（ミネラル） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42

mineral corticoid 
（鉱質コルチコイド）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 123

Ministry of Health, Labour and 
Welfare（厚生労働省） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 206

mitochondria（ミトコンドリア） ・・・・・・・・ 16

mitochondrial RNA (mtRNA) 
（ミトコンドリアRNA） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52

mitotic phase（分裂期） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 86

modern human（現生人類・新人） ・・・ 192

mole（モグラ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 165

molecular clock（分子時計） ・・・・・・・・・・・・ 197

molecular phylogenetic tree 
（分子系統樹） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 196

molecule（分子） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14

mollusks（軟体動物） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 201

monkey（サル） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 164

monocistronic（モノシストロン性） ・・・・ 56

monoclonal antibody 
（モノクローナル抗体） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 209

monocotyledons（単子葉類） ・・・・・・・・・・・ 200

monogenic hybrid（一遺伝子雑種） ・・ 144

monophosphate（一リン酸） ・・・・・・・・・・・・・・ 40

monosaccharide（単糖） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33

moon jellyfish（ミズクラゲ） ・・・・・・・・・・・・ 201

moray eel（ウツボ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 173

morning glory（アサガオ） ・・・・・・・・・・・・・・ 143

morula（桑実胚） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 103

mosses（鮮類） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 200

mother cell（母細胞） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 84

Motoo Kimura（木村資生） ・・・・・・・・・・・・・・ 195

motor neuron（運動神経） ・・・・・・・・・・・・・・・ 117

mRNA（→ see messenger RNA）
mucosal epithelial cell 
（粘膜上皮細胞） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13

mucous membrane（粘膜） ・・・・・・・・・・・・・ 131

multicellular organisms 
（多細胞生物） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24, 189

multiple alleles（複対立遺伝子） ・・・・・・・ 147

muscle（筋肉，筋） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 105

muscle fiber（筋線維） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 121

muscle tissue（筋組織） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 92

muscular contraction（筋収縮） ・・・・・・・・・ 28

mutation（変異） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31

mutualism（相利共生） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 167

myocyte（筋細胞）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 121

myofibril（筋原線維） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 121

myosatellite cell（筋衛星細胞） ・・・・・・・・・ 211

myosin filament 
（ミオシンフィラメント） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 121

myotube（筋管） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 211

myotube cells（筋管細胞） ・・・・・・・・・・・・・・・・ 211

Myxomycetes（変形菌） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 200

N
N terminal（N末端） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 136

NADH（還元型ニコチンアミドアデニン 
ジヌクレオチド） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64

naked mole-rat（ハダカデバネズミ） ・・ 184

nanos（ナノス）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 107

natural immunity/innate immunity
（自然免疫） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 130, 132

natural killer (NK) cells 
（ナチュラルキラー細胞） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 133

natural selection（自然選択） ・・・・・・・・・・・ 193

nautilus（オウムガイ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 201

Navicula（フナガタケイソウ） ・・・・・・・・・・・ 200

near threatened（準絶滅危惧） ・・・・・・・・・ 181

Nearctic ecozone（新北区） ・・・・・・・・・・・・・・ 165

necrosis（ネクローシス）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 108

nematocyst（刺胞） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 201

nematode（センチュウ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27

nematodes（線形動物） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 201

neocortex（新皮質） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 118

Neotropic ecozone（新熱帯区） ・・・・・・・・ 165

nerve center of sensory（感覚中枢） ・・ 118

nerve impulse transmission 
（興奮の伝導） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 117

nervous system（神経系） ・・・・・・・・・・・・・・・・ 116

nervous system of humans 
（ヒトの神経系） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 118

nesting（巣づくり） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 183

neural stem cell（神経幹細胞） ・・・・・・・・・ 211

neural tube（神経管） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 105

neuroendocrine/neurosecretion 
（神経分泌） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 116, 129

neuron（ニューロン） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 117

neuron cell（神経細胞） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 117

neurosecretory cell（神経分泌細胞） ・・ 117

Neurospora（アカパンカビ）・・・・・・・・・・・・・・ 197

neurotransmitter（神経伝達物質） ・・・・ 117

neurula（神経胚） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 104

neutral（中性） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28

neutral theory（中立説） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 195

neutralism（中立） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 167

neutrophil（好中球） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 120

newt（イモリ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 201

niche（ニッチ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 167

nicotinamide adenine dinucleotide 
(NAD)（ニコチンアミドアデニンジ 
ヌクレオチド） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64

night fly（ガ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 197

night heron（ゴイサギ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 180

Nitella（フラスコモ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 200

nitrate（硝酸塩） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 174

nitrate bacteria（硝酸菌） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 171

nitric acid（硝酸） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 81

nitrification（硝化） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 171

nitrifying bacteria（硝化細菌） ・・・・・・・・・ 175

nitrite（亜硝酸塩） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 174

nitrite bacteria（亜硝酸菌） ・・・・・・・・・・・・・・ 171

nitrogen（窒素） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70

nitrogen assimilation 
（窒素同化） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 73, 81, 174

nitrogen cycle（窒素の循環） ・・・・・・・・・・・・ 174

nitrogen fixing bacteria 
（窒素固定細菌） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 81

nitrogen oxide (NOX) 
（窒素酸化物） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 176

nitrogenase（ニトロゲナーゼ） ・・・・・・・・・・・・ 81

NK cell（NK細胞） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 133

Noctiluca scintillans（ヤコウチュウ） ・・ 200

non germ layer organism 
（無胚葉動物） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 202

non-biological environment 
（非生物的環境） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 166
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nonose（ノノース（九炭糖）） ・・・・・・・・・・・・・・ 33

nori (Pyropia tenera) 
（アサクサノリ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 200

Nostoc（ネンジュモ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 200

Nothofagus（ナンキョクブナ） ・・・・・・・・・・・ 165

notochord（脊索） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 189

nuclear envelope（核膜） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

nuclear pore（核膜孔） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

nuclear transfer（核移植） ・・・・・・・・・・・・・・・・ 210

nucleariids（ヌクレアリア類） ・・・・・・・・・・・ 203

nuclease（核酸分解酵素） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59

nucleic acid（核酸） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39

nucleoid（核様体） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 199

nucleoli（核小体） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

nucleomorph（ヌクレオモルフ） ・・・・・・・ 199

nucleosome（ヌクレオソーム） ・・・・・・・・・ 110

nucleotide（ヌクレオチド） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39

nucleus（核） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

numbness（しびれ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41

nursing-care（看護ケア）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 206

nurturing（養育） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 183

nutrients（栄養塩類） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 173

nyctalopia（夜盲症） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41

O
oak（アラカシ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72

object lenses（対物レンズ） ・・・・・・・・・・・・・・・・ 14

observation studies（観察研究） ・・・・・・・ 206

octopus（タコ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 201

octose（オクトース（八炭糖）） ・・・・・・・・・・・・ 33

Okazaki fragment 
（岡崎フラグメント）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48

old age form（老齢型） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 170

On The Origin of Species 
（種の起源） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 193

oocyte（卵母細胞） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 99

oogonium（卵原細胞） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 99

oomycetes（卵菌類） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 203

operation（手術） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 206

operation organs（作動体） ・・・・・・・・・・・・・・ 119

operator（オペレーター） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55

operon（オペロン） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56

Opisthokonta 
（オピストコント（後方鞭毛生物）） ・・・ 203

opsonization（オプソニン化） ・・・・・・・・・・・ 132

optical microscope（光学顕微鏡） ・・・・・・ 14

optimal pH（至適pH） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60

optimal temperature（至適温度） ・・・・・・・ 60

optimum pH（最適pH） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60

optimum temperature（最適温度） ・・・・ 60

oral groove（細胞口） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 91

orangutan（オランウータン） ・・・・・・・・・・・・ 165

order（目） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 199

organ（器官） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24

organ system（器官系） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25

organ transplant（臓器移植） ・・・・・・・・・・・ 210

organelle（細胞小器官） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 114

organic acid（有機酸） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 81

organic compound（有機物） ・・・・・・・・・・・・・ 23

organic particle（有機物粒子） ・・・・・・・・・・ 174

organic substance（有機物質） ・・・・・・・・・・・ 27

orientation（定位） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 184

ornithine cycle（オルニチン回路） ・・・・・・ 32

Oscillatoria（ユレモ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 200

osmoregulation（浸透圧調節） ・・・・・・・・・・ 128

osmotic pressure（浸透圧） ・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

osteomalacia（骨軟化症） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41

ovary（卵巣・子房） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 123

oviparity（卵生） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 190

ovulation（排卵） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100

ovule（胚珠） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 202

ovum (egg)（卵） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 99

oxaloacetate（オキサロ酢酸） ・・・・・・・・・・・・・・ 81

oxidase（オキシダーゼ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59

oxidation manganese（酸化マンガン） ・・ 58

oxidative enzyme（酸化酵素） ・・・・・・・・・・・・ 59

oxidative phosphorylation 
（酸化的リン酸化反応） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66

oxidoreductase（酸化還元酵素） ・・・・・・・・・ 59

oxygen（酸素） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16

oxygenic phototroph 
（酸素発生型光合成生物） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

Oxymonads（オキシモナス類） ・・・・・・・・・ 203

oxytocin（オキシトシン） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 123

ozone（オゾン）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 178

ozone hole（オゾンホール） ・・・・・・・・・・・・・・ 178

ozone layer（オゾン層） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 189

P
P-T boundary（P-T境界） ・・・・・・・・・・・・・・ 190

p53 gene（p53遺伝子） ・・・・・・・・・・・・・・・ 95, 110

pacemaker（ペースメーカー） ・・・・・・・・・・・ 125

pair rule gene（ペアルール遺伝子） ・・・ 108

Palearctic ecozone（旧北区）・・・・・・・・・・・・ 165

Paleotropical ecozone（旧熱帯区） ・・・ 165

palisade mesophyll（さく状組織） ・・・・・・ 73

pancreas（膵臓） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 123

pancreatic juice（膵液） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34

parabasalids（パラバサリア類） ・・・・・・・・・ 203

paracrine（傍分泌（パラ分泌）） ・・ 116, 117

Paramecium（ゾウリムシ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

parasite（寄生生物） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 201

parasitic bee（寄生バチ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 169

parasitism（寄生） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 168

parasympathetic nerve 
（副交感神経） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 119, 124

parathormone（パラトルモン） ・・・・・・・・・ 123

parathyroid（副甲状腺） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 123

parent generation（親（世代）） ・・・・・・・・ 140

paries（体腔壁）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 105

partial removal（部分切除） ・・・・・・・・・・・・・ 211

partitioning gene（分節遺伝子） ・・・・・・・ 108

passive transport（受動輸送） ・・・・・・・・・・・・・ 21

Pasteur point（パスツールポイント） ・・ 188

pathogenicity（病原性） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 207
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