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平成 26年度

石川県立大学大学院・博士前期課程

食品科学専攻

第 1次募集・入学者選抜学力検査

専門科 目 問題冊子

平成 25年  8月 30日 (金 )

13:00～ 14:30(9o分 間 )

注意事項

1.試験開始の合図があるまで、この問題冊子の中を見てはいけません。
2。 この問題冊子は表紙を除いて 10ページあります。 解答冊子は表紙を除い

て12ページあります。

3。 試験中に問題冊子および解答冊子の印刷不鮮明や汚れ、ページの乱丁・落丁
等に気づいた場合は、静かに手を挙げて監督者に知らせてください。

4.解答は、必ず黒鉛筆またはシャープペンシルで、解答冊子のそれぞれの解答
欄に記入してください。

5,解答冊子は切り離さないでください。
6.監督者の指示に従つて、解答冊子の表紙に受験番号、氏名を正しく記入し、

第 1志望研究領域を○で囲んでください。 整理番号欄と得点欄には何も記
入しないでください。

7。 本冊子中には専門科目 (1)の問題が3間、専門科日 (2)の問題が8問あ
ります。専門科目 (1)は、3問から2間を選択してください。 専門科目
(2)は、第 1志望研究領域の問題すべてに解答し、解答冊子表紙の所定欄

の選択した問題の番号に○をつけてください。
8.試験終了後、問題冊子は持ち帰つてください。
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専門科 日 (1)

以下の 3間のうち2間を選んで解答せよ。

問題 1 以下の語句のうち 5項目を選択し、それぞれ、簡潔に説明せよ。

Bronsted‐ Lowry酸

SNl反応

互変異性体

第二級アミン

プロタミン

n-3系多価不飽和脂肪酸

HbAlc

加熱殺菌での D値

選択培地

グラム染色

問題 2 細菌、真菌についての以下の設間に答えよ。

(1) 細菌と酵母の細胞構造について、それぞれ細胞の大きさにも注意 し、図を用いて

説明せよ。

(2) カビの生産する次の物質について、説明せよ。

(a)ア フラ トキシン

(b)ア ミラーゼ

(c)ペニシリン

‐

1‐
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問題 3 褐変および酵素に関する以下の設間に答えよ

(1)食 品の貯蔵中あるいは調理・加工中に生じる色の変化では、全体に黒ずんだり、

褐色になることが多い。これらの変化を総称 して褐変とい う。褐変は、その機構

から大きく酵素的褐変と非酵素的褐変の二つに分けられる。酵素的褐変と非酵素

的褐変について説明せよ。

(2)様 々な酵素が食品素材の種々の変化に関連 している。下記の表はこれ ら酵素の代

表例である。これ らの内 3つ を選択 して、酵素の反応および食品に及ぼす影響に

ついて説明せよ。

酵 素

リポキシゲナーゼ

トランスグルタミナーゼ

フルク トフラノシル トランスフェラーゼ

プロテアーゼ

リパーゼ

セルラーゼ

ペクチナーゼ

システインスルホキシ ド (CS)リ アーゼ

グルコースイソメラーゼ

アスパラギン合成酵素

‐
2‐
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専門科 目 (2)

以下の8間のうち、第 1志望研究領域の問題すべてに解答せよ。

(生体分子機能研究領域)

問題 1 制限酵素について、以下の設間に答えよ。

(1)制 限酵素は、ウイルスなどが侵入 してきた際の防御 (侵入を “制限する")システ
ムとして機能する。6塩基認識、8塩基認識の制限酵素を比べた場合、どちらがウ

イルスなどの侵入に対 して “制限"が きつい酵素と言えるか。理由も答えよ。

(2)多 くの制限酵素の認識配列は、回分構造である。例えば、EcORIは 「GAATTc」
の 6塩基を認識 し最初の Gと Aの間を切断するが、これと相補的な鎖は CTTAAG
である。このように、認識配列が回分構造であることから推定される制限酵素の

構造 (一次構造～四次構造)上の特徴は何か、説明せよ。

‐
3‐
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(生体分子機能研究領域)

問題 2 生体内でのペプチ ド合成に関して、以下の設間に答えよ。

(1) グリシンからグリシルグリシンを合成する反応の反応式を示せ。

(2) この反応の標準状態(1気圧、25℃)における自由エネルギー変化∠σ を下表の標

準生成自由エネルギー∠θrο を用いて計算せよ。

(3) 反応における自由エネルギー変化∠θ と反応平衡定数 イとの間には次の関係があ

る。

∠θ =―′r lnイ

この式を用いて、上記反応の平衡定数 イのおおよそのオーダー (10の何乗程度で

あるか ?)を求め、この反応が自発的におこる可能性について述べよ。ただし、′

は気体定数 (=8.314」 /K/mol)、 rは絶対温度、ln/=2.303 1ogЮ / とする。

(4)生 物は、このような 1つのペプチ ド結合の合成を、ATPな どの高エネルギー リン酸

結合の加水分解から生じるエネルギーを用いて、何段階もの反応を経て行ってい

る。その加水分解による自由エネルギー変化は、総計で-91.6k」 /molに 達する。

生物が行つているグリシルグリシンの合成反応を全体としてみたとき、反応全体

の平衡がどのようになるか説明せよ。

表 標準生成自由エネルギーー覧

物質名      ∠θ′(kJ/mOD
グリシン      ー380

L‐ アラニン     ー371

L‐バ リン      ー359
L‐ ロイシン     ー352

グリシルグリシン  ー493

-386
-51
-237

Ｃ０２

ＣＨ４

Ｈ２。
一
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(食品製造研究領域)

問題 3 ある微生物が増殖する際の最初の生菌数をA個/mLとする。この微生物を「培地

1」 で培養 した場合、 30分で 1回の分裂を行 うことが確認されている。このこ

とを踏まえて以下の設間に答えよ。

(1) 6時 間培養 した時点の生菌数 X個/mLを上記の Aを用いて示せ。また、答えを

導く過程についても説明せよ。

(2) 同じ微生物を 「培地 2」 で培養 した場合、 6時間培養 した時点の生菌数は 「培地

1」 を使用 した場合の 8分の 1であつた。「培地 2」 において、この微生物が 1回

の分裂に必要な時間を求めよ。また、計算の過程についても簡単に説明せよ。

(3) 同じ微生物を培養 し続けたところ、ある時点で生菌数は増加せず一定となった。

このような状態を何 と呼び、どのような状態であるかを説明せよ。また、本状態

の後に生菌数はどのように変化すると予想されるか。

‐
5‐
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(食品製造研究領域)

問題 4 冷凍は食品を長期間保存するためによく用いられている方法である。これに関し

て以下の設間に答えよ。

(1) 冷凍食品の課題の一つに、解凍時の ドリップ発生がある。その原因とこれを回避

するための方法について、以下の語句を使用して説明せよ。

最大氷結晶生成帯、貯蔵温度、温度変動

(2) 冷凍食品において、真空包装をしている食品を見かけることがある。その意義を

述べよ。

(3) ブランチングとは何か。その冷凍食品における意義を述べよ。

(4)-20℃ で保存されていた冷凍食品 (200g)がある。 これを 15℃の水につけて解

凍し、5℃にするために必要な水の量を求めよ。必要に応 じて下記の数値を用い、

計算の過程とともに示せ。ここで、 冷凍食品の熱的性質は水と同じとし、0℃で

融解 し、周囲からの熱の出入 りはないものとする。

氷の比熱 :2.lk」/kg/K   水の比熱 :4.2 kJ/kg/K

氷の融解熱 : 334k」/kg   水の蒸発熱 :2260 kJ/kg

水の比重(0℃～15℃):1.0

‐
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(食品機能研究領域)

問題 5 カルシウムに関する次の文章を読み、以下の設間に答えよ。

カルシウムは酸素、炭素、水素、窒素に次いで多く存在する人体の構成成分であり、体

重の 1～ 2%を 占めている。 全カルシウムの ( ア )%は 蓄積カルシウムとして、歯

と骨に存在 し、その多くが化学式 Ca10(POD6(OH)2で 表される ( イ )と して存在 してい

る。その他のカルシウムは ( ゥ )ヵルシウムとして血液や細胞外液などに存在 し、体

内で重要な働きを担っている。体内のカルシウムの恒常性は厳重に維持 されてお り、血中

カルシウム濃度が減少すると副甲状腺ホルモンである ( 工 )が分泌 され、骨からカル

シウムが放出される。また、血中カルシウムが過剰になった場合には甲状腺から ( オ )
が分泌され、骨へのカルシウムの取り込みが増加する。

カルシウムの体内吸収に影響する食品成分としてリン、マグネシウム、ビタミンDな ど

がある。 ビタミンDは体内ではコレステロールから合成される。そして、最終的に水酸化

された活性型ビタミンD3と して、カルシウムの吸収と恒常性に関与する。

(1)

(2)

(3)

( ア )～ ( オ )に入る適切な語句を答えよ。

( ウ )カ ルシウムの主な作用を 3つ書け。

コレステロールから活性型ビタミン D3への体内合成経路を説明せよ。

‐
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(食品機能研究領域)

問題6 食品の機能に関する以下の設間に答えよ。

(1) 次に示す酵素を阻害する物質はどのような生体調節機能を有するか、説明せよ。

(a) アンジオテンシンⅡ変換酵素

(b) リパーゼ

(c) α―グルコシダーゼ

(2) 血圧 とは血液の圧力が ( ア )に及ぼす圧力であり、その値は心臓が収縮する

時に ( イ )に なり、拡張時に ( ウ )になる。2009年 WHOは 「高血圧が健

康を害する最大のリスク」であると報告 してお り、高血圧の予防は健康寿命の延

伸に重要な課題である。

野菜などに多く含まれるカリウムは血圧降下作用のあるミネラルである。カリ

ウムの血圧降下作用は主に、ナ トリウムの排泄作用 と細胞膜の関連酵素の活性調

節による末梢血管の拡張によるものである。

(a) ( ア )～ ( ゥ )に入る適切な語句を答えよ。

(b) 血漿中ナ トリウム濃度の増加と血圧上昇との関係について説明せよ。

(c) カリウムによるナ トリウムの排泄作用について説明せよ。

‐
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(食品安全研究領域)

問題 7 ある食品の栄養成分を下表に示す。このことを踏まえて以下の設間に答えよ。

栄養成分 1食分 (17.7g)あたり

エネルギー   X kcal

タンパク質   1.8g
脂 質     1.7g
炭水化物    12g
食物繊維    0.96g
ナ トリウム   400 mg

(1) 表中のエネルギーの値 Xを、Atwaterのエネルギー換算係数を用いて求めよ。

(2) この食品は次の①～④のどれに相当すると考えられるか。その番号を選んだ理由

とともに答えよ。

①ヨーグル ト  ②ギョウザ  ③乾燥スープ  ④ゼリー

(3)食 品中の脂質量、炭水化物量、食物繊維量を求める方法について説明せよ。

‐
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(食品安全研究領域)

問題 8 細菌性食中毒は原因菌によつて発症機構が異なっている。このことについて以下

の設間に答えよ。

(1) 代表的な発症機構を 2つ挙げて、それぞれの発症までの過程について説明せよ。

(2) 2つ の発症機構を代表する原因菌を 2つずつ挙げて、それ らの菌の性質と汚染さ

れやすい食品およびその予防法について述べよ。

‐
10‐


