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『第 4版（原書 7版）マクマリー生物有機化学 生化学編』（初版） 正誤表（2016.8.16） 

章など ページ 位置 誤 正 

本文     

2章 80 右段 2.50 
活性部位のアミノ酸残基は，ポリペプチド鎖に沿って近接していなければ

ならないのはなぜか？ 説明せよ． 

活性部位のアミノ酸残基は，ポリペプチド鎖に沿って近接していなければ

ならないか？ また，その理由を説明せよ． 

4章 133 
例題 4.4  

解答 上から 3行目 

・・・ヘキソースであるグルコースから誘導され，環 3はアルドペントー

スであるリボースから誘導される． 

・・・ヘキソースである D-グルコースと L-イドースから誘導され，環 3 は

アルドペントースである D -リボースから誘導される． 

 147 図 

  

 154 補充問題 4.42 問題 4.41 の単糖類が，天然ではどこに存在するかを述べよ． 問題 4.41の単糖類が，生体系のどこで見られるか？ 

 155 補充問題 4.60 この生成物はなにか？ この異性体の構造を描け． 

5章 162 問題 5.2 最初の反応物がグルコース 6-リン酸となる合成経路の名前を示せ． 最初の反応物がグルコース 6-リン酸となる代謝経路の名前を示せ． 

 173 問題 5.11 なにを利用しているか三つ述べよ． なにに利用しているか三つ述べよ． 

 177 基礎問題 5.15 (a) これらの反応が一方向に進む時，アシドーシスの・・・ これらの反応は両方向に進むと考えられるが，アシドーシスの・・・ 

 180 

Chemistry in Action 

“ランニングの生化学” 

右段 下から 3行目 

嫌気的解糖は最大 1～2 分の働きで十分である． 嫌気的解糖は，1~2 分の激しい運動を満足させるだけである． 

 181 

Chemistry in Action 

“ランニングの生化学” 

左段 上から 4行目 

マラソンで筋肉の疲労を避けるための手段は，“嫌気的な閾”（酸素の供給

が少なく，ATPが解糖のみで供給され、乳酸が生成する状態）内の速度で

走ることである． 

マラソンで筋肉の疲労を避けるコツは，“酸素が不足して嫌気的に乳酸が生

成される速度”以下で走ることである． 

 182 下から 7行目 

つぎに，オキサロ酢酸はマロン酸に還元され，ミトコンドリアを出て細胞

質ゾルに輸送される．そして，細胞質ゾル内でマロン酸は直ちにオキサロ

酢酸に変換される． 

つぎに，オキサロ酢酸はリンゴ酸に還元され，ミトコンドリアを出て細胞

質ゾルに輸送される．そして，細胞質ゾル内でリンゴ酸は直ちにオキサロ

酢酸に変換される． 

 183 図 5.10 図タイトル 新糖生 糖新生 

6章 193 上から 9行目 ・・・オレイン酸とリノール酸は・・・ ・・・リノール酸とリノレン酸・・・ 

 210 下から 11行目 このような感染症かとくによく見られる． このような感染症がとくによく見られる． 
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章など ページ 位置 誤 正 

 215 図 左下 

 

PGE1 (プロスタグランジン) 

 

PGE2 (プロスタグランジン) 

7章 234 
図 7.7 キャプション 

下から 2行目 
課程は，・・・ 過程は，・・・ 

 235 中央 赤文字 消費した ATPを生成した APTの： 消費した ATPと生成した ATPの総計： 

8章 247 上から 4行目 
これらの疑問をすべての生物についてのそのほかの多くの根本的な疑問

に対する答えは，・・・ 

これらの疑問を含むすべての生物における成立ちに関する根本的な疑問に

対する答えは，・・・ 

 259 
8.6 3段落目 

上から 8行目 

四つの塩基それぞれを運ぶヌクレオシド三リン酸は，その近くで利用でき

る．二リン酸は，鋳型 DNA鎖の塩基と水素結合をつくる場所に一つずつ

移動する．Aは Tのみ・・・ 

4種類の塩基をそれぞれもつヌクレオチド三リン酸は，その合成の場で用い

られている．鋳型 DNA鎖の塩基と水素結合ができる塩基をもった一つのヌ

クレオチド三リン酸が選ばれて結合していく．すなわち，A は T のみ・・・ 

 277 
基本概念を理解するた

めに 8.26 
問題を省略する 省略 

9章 301 補充問題 9.36 ・・・変化の重要性をなにが決めるか？ ・・・変化を決定する重要な要因はなにか？ 

10章 306 下から 5行目 
私たちの体は含窒素化合物を貯蔵せず，またアンモニアは細胞に有毒であ

る． 

私たちの体は、代謝過程で不要となった、アンモニアのような有害な窒素

化合物を貯蔵することはない． 

 319 
基本概念を理解するた

めに 10.14 
高アンモニア欠症・・・ 高アンモニア血症・・・ 

12章 366 下方 式 
CO2(aq) + H2O(I)  ←−

−→  H2CO3(aq)  ←−
−−  HCO3

−(aq) + H+(aq) 

肺による制御          腎臓による制御 

CO2(水) + H2O(液)  ←−
−→  H2CO3(水)  ←−

−−  HCO3
−(水) + H+(水) 

肺による制御           腎臓による制御 

 366 一番下の行 つまり，(1)溶解した CO2 (aq)として，(2)Hbに結合する， つまり，(1)溶解した CO2 (水)として，(2)Hbに結合する， 

用語解説     

 A-6 
左段 

下から 3番目の用語 
アボガドロ数（NA）（Avogadro’s number） アボガドロ定数（NA）（Avogadro’s number） 

 A-7 
左段 

下から 9番目の用語 
位置エネルギー（potential energy） ポテンシャルエネルギー（potential energy） 

 A-7 
右段 

上から 2番目の用語 
塩素の当量（equivalent of base） 塩基の当量（equivalent of base） 

 A-7 
右段 

下から 5番目の用語 
科学的記号（scientific notation） 科学的記数法（scientific notation） 
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章など ページ 位置 誤 正 

 A-10 
右段 

下から 2番目の用語 
縮合構造（condensed structure） 短縮構造（condensed structure） 

 A-11 
右段 

上から 7番目の用語 
多価イオン（polyatomic ion） 多原子イオン（polyatomic ion） 

 A-12 
中央段 

下から 8番目の用語 
電子軌道（electron shell） 主殻（電子）（shell（electron）） 

 A-12 
中央段 

下から 4番目の用語 
電子副殻（electron subshell） 副殻（電子）（subshell（（electron）） 

 A-12 
右段 

上から 1番目の用語 
電離照射（ionizing radiation） 高エネルギー照射の一般名． 電離放射線（ionizing radiation） 高エネルギー放射線の一般名． 

 A-13 
左段 

上から 1番目の用語 
二元物質（binary compound） 二元分子化合物（binary compound） 

 A-13 
右段 

上から 7番目の用語 
標準温度と体積（standard temperature and pressure） 標準状態（STP）（standard temperature and pressure） 

 A-13 
中央段 

上から 4番目の用語 
平衡（balanced equation） 等式の反応式（balanced equation） 

 A-14 
右段 

上から 3番目の用語 

崩壊系列（decay series） 重放射性同位元素が非放射性元素に崩壊する一

連の系列． 

壊変系列（decay series） 重放射性同位体が非放射性元素に壊変する一連

の系列． 

 A-14 
右段 

上から 5番目の用語 
放射活性（radioactivity） 核からの放射線の連続的な照射． 放射能（radioactivity） 核からの放射線の自発的な照射． 

 A-14 
右段 

上から 6番目の用語 
放射性核種（radionuclide） 放射性同位元素の核． 放射性核種（radionuclide） 放射性同位体の原子核． 

 A-14 
右段 

上から 7番目の用語 

放射性同位元素（radioisotope） 

 
放射性同位体（radioisotope） 

 A-14 
右段 

上から 9番目の用語 
飽和液（saturated solution） 飽和溶液（saturated solution） 

 A-15 
中央段 

上から 2番目の用語 
溶解性（solubility） 溶解度（solubility） 

 A-15 
中央段 

上から 7番目の用語 
理想気体（ideal gas） 動力学的分子理論のすべての仮定に準じる気体． 理想気体（ideal gas） 気体分子運動論のすべての仮定に準じる気体 

問題の解答     

1章 A-16 左段 1.1 芳香環：フェニルアラニン，チロシン，トリプトファン． 芳香環：フェニルアラニン，チロシン，トリプトファン，ヒスチジン． 

 A-16 左段 1.6 構造式中の  カルボン酸基 カルボキシ基 

 A-16 左段 1.9 キラル：(a)，(b)，(d) キラル：(a)，(d)   

 A-17 左段 1.28 (b) Lys，His，Argは低 pHで正電荷．Lys，Hisは高 pHで中性 低 pHで正電荷．高 pHで中性 
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章など ページ 位置 誤 正 

 A-17 右段 1.40 低 pH：(a)，(c)．高 pH：(b)． 低 pH：(c)．高 pH：(b)．中性：(a)． 

 A-17 右段 1.42 キラルな物質は対掌性である．例：グローブ，車 キラルな物質は対掌性である．例：グローブ 

 A-18 左段 1.60 
タンパク質が変性すると一次構造以外の構造が壊れるため，反応を触媒し

なくなる． 

タンパク質が変性すると一次構造以外の構造が壊れるため，例えば沈殿が

生じるなどの変化が見られる． 

 A-18 左段 1.70 N末端：Val-Gly-Ser-Ala-Asp：C末端 (a)，(b) N末端：Val-Gly-Ser-Ala-Asp：C 末端，(c) 各構成アミノ酸 

2章 A-18 右段 2.4 (b) 残りの補助因子は鉱物 補助因子はミネラルである 

 A-18 右段 2.10 ・・・・すべての側鎖が酸素を活性部位に保持する． ・・・すべての側鎖が基質を活性部位に保持する． 

 A-18 右段 2.13 速度は pH=2 でかなり大きい． 速度は pH=2の方がかなり大きい． 

 A-18 右段 2.14 二つの方法が酸素の活性を維持する． 酵素タンパク質自体が硬く熱変性に対して体制をもつ． 

2章 A-19 左段 2.22 ・・・同じ官能基がそれぞれの分子で異なる． ・・・官能基がそれぞれの分子で異なる． 

 A-19 左段 2.24 ビタミン A，ビタミン C． ビタミン A，ビタミン C．大量に含む食物の摂取が健康促進に有効である． 

 A-19 左段 2.28 
いいえ：酵素は一方の異性体のみの反応を触媒し，D-ラクトースは競合阻

害剤になる． 

いいえ：酵素は一方の異性体のみの反応を触媒し，乳酸は競合阻害剤にな

る． 

 A-19 左段 2.30 基質濃度が低い時，速度は増加するが、まもなく最大速度に到達する．・・・ 基質濃度が高い時，速度は増加するが、まもなく最大速度に到達する．・・・ 

 A-19 左段 2.40 ・・・(b) リアーゼ(脱離酵素) (C) オキシドレダクターゼ(酸化還元酵素) ・・・(b) オキシドレダクターゼ(酸化還元酵素)  (C) リアーゼ(脱離酵素) 

 A-19 右段 2.58 非競争阻害：・・・・・・． 競争阻害：・・・・・・． 非競合阻害：・・・・・・． 競合阻害：・・・・・・．  

 A-19 右段 2.62 (2) システインに結合（非可逆的） システインに結合（不可逆的） 

 A-19 右段 2.84 解答番号訂正 2.85 

4章 A-22 右段 4.46 D-エリスロースの還元による生成物はキラルではない． 
D-エリスロースの還元による生成物は、面対称を有するのでキラルではな

い． 

 A-22 右段 4.48 旋光計は，光学活性物質の溶液から偏旋光の角度を測定する． 旋光計は，光学活性物質の溶液を通過する偏旋光の回転角度を測定する． 

 A-22 右段 4.62 

  



 

5 
 

章など ページ 位置 誤 正 

 A-22 右段 4.66 

 
 

5章 A-24 5.60 グリコーゲン分解は加水分解反応であるので，エネルギー使用も少ない。 
グリコーゲン分解は加水分解反応であるので，合成反応よりも反応段階は

少なく，エネルギー使用も少ない。 

6章 A-25 左段 6.16 (a)，(c)，(e)，(f) (c) 

 A-25 左段 6.22 カルボン酸（ほとんどの酸），アルコール，C−C二重結合，エーテル．・・・ カルボン酸，アルコール，炭素−炭素二重結合，エーテル．・・・ 

6章 A-25 左段 6.24 
加水分解後の B は 12.2％のパルミチン酸と 87.5％のステアリン酸，C は

11.2％のパルミチン酸と 87.5％のステアリン酸であり，よく似ている． 

脂肪酸組成は 6.23中の表に記した通り．不飽和脂肪酸はいずれも水素化に

よってステアリン酸になるので，Bに近くなる． 

 A-25 右段 6.52 生成物は問題 6.9に示した．  生成物は問題 6.9に示した．融点は高くなる． 

 A-25 右段 6.54 
グリセロール，ステアリン酸カリウム，オレイン酸カリウム，リノレン酸

カリウム 

トリアシルグリセロールはグリセロールを，リン脂質はグリセロール 3 リ

ン酸を基本骨格にもつ． 

 A-26 左段 6.70 (a) 単純拡散 (b) 促進拡散 (c) 能動輸送 (a) できる  (b)，(c) できない 

 A-26 右段 6.94 (c) ラード 豚脂 

 A-26 右段 6.102 (a)，(d) NaOH (b)，(c)．ちなみに(a)，(d)はヒスタミンによる． 

7章 A-26 右段 7.12 
酸素はβ酸化で生成する還元型補酵素を再酸化するために必要で，再酸化

された補酵素は電子伝達系に入る． 

β酸化は不飽和結合に対する水分子の付加反応なので，嫌気条件でも影響

しない． 

 A-26 右段 7.16 
少量のアセチル-CoAはクエン酸回路で異化され，アセチル-CoAはケトン

体生成に使われる． 

グルコース 1 分子の新生にはピルビン酸 2 分子を使う．クエン酸回路，続

く電子伝達系で，ピルビン酸 2分子から 38 ATPを生成する． 

8章 A-27 右段 8.5 ・・・AMP―アデノシン一リン酸，ATP―アデノシン三リン酸 ・・・AMP—アデノシン 5’—一リン酸，ATP—アデノシン 5’—三リン酸 

 A-27 
右段 8.7 

図 右上 
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章など ページ 位置 誤 正 

 A-28 左段 8.22 インフルエンザウイルスは頻繁に変更する． インフルエンザウイルスは頻繁に変異する． 

 A-28 右段 8.25 解答（c）を追加 (c) 岡崎フラグメントは DNAリガーゼによって繋がれていく． 

 A-29 左段 8.52 文末に一文追記 ・・・．エクソンは遺伝子をコードしている． 

9章 A-29 右段 9.18 50％ テロメア，セントロメア 

 A-29 右段 9.26 細胞分裂期における染色体の形を決めるのは，締め付けである． 染色体の中央部分でmタンパク質をコードしない多くの反復配列を含む． 

 A-29 右段 9.28 沈黙の突然変異とは・・・ サイレントの突然変異とは・・・ 

 A-29 右段 9.30 無作為の自発的な事象，変異原にさらす． DNA配列に突然変異をおこす． 

 A-29 右段 9.38 (a) いずれのコドンも Aluを指定する． いずれのコドンも Alaを指定する． 

10章 A-30 左段 10.3 
 

4-ヒドロキシ-α-ケトペンタノース 

 

2-オキソ-3-ヒドロキシ酪酸 

 


