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平成 27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 26年 8月 29日 (金 )

13:00～ 14:30(90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9ページあります。 解答冊子は表紙を除いて

10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日 (1)の問題が3間、専門科目 (2)の問題が6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 目 (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。

sp3混成軌道

電気陰性度

アキシアル結合とエクア トリアル結合

極性反応とラジカル反応

遷移状態と活性化エネルギー

共鳴

グリニャール試薬

化学シフ ト

糖と糖アルコール

カルボニル化合物

■
■
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問題 2 以下の文章は、微生物が食品にもたらす作用である「発酵」について記 したもの

である。文章を読んで問いに答えよ。

好気呼吸の過程では、電子伝達系において酸素が最終的な ( ア )と して用

いられるのに対して、微生物による発酵過程では、様々な有機物が ( ア )と
して用いられる。解糖系の最終生成物である ( イ )か ら、乳酸菌の場合には

発酵産物として ( ウ )が生じ、酵母の場合には ( 工 )が生じる。これら

の成分が食品中に蓄積することによって風味が変化していく。

(1) ( ア )～ ( 工 )に入る語句を答えよ。

「発酵」と「腐敗」の違いについて説明せよ。

「腐敗」の代表的指標の一つとして、VBN(揮発性塩基窒素)力 あ`る。ある食品

について、可食部 100gあたり 150 mgの VBNが検出され、腐敗と判断され

た。VBNの全てがアミノ酸のα位のアミノ基由来であると仮定すると、この食品

100g中の何 gのアミノ酸が分解されたことになるか。解答を有効数字 3桁で

示せ (計算過程も示すこと)。

ただし、この食品の持つアミノ酸の平均分子量を 120、 窒素の原子量を 14.0と

する。

(2)

(3)

‐
2‐
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問題3 油脂に関する以下の問いに答えよ。

(1) 下記は、空気中に含まれる酸素によつて酸化される自動酸化の機構に関する説明

文である。 (ア )～ (ク )に入る語句を答えよ。

植物油に含まれている (ア )酸や、魚油に含まれている (イ )酸のように、

二重結合にはさまれた (ウ )基を持つている (工 )月旨肪酸を構成脂肪酸とする

油脂は、酸化されやすい。すなわち、この (ウ )基は、水素を (オ )と して引

き抜かれやすいので、活性 (ウ )基 と呼ばれる。生じた脂肪酸の (オ )は、共

鳴現象を起こし、炭素間 (5炭素 :1,4‐ペンタジエン構造)全体に広がって存在す

る様になる。この炭素の両端に酸素分子が (オ )反応 し、ペルオキシル (オ )

を生 じる。このような反応が連鎖的に進行 し、 (力 )と 呼ばれる過酸化物が蓄積

される。酸化が進むと油脂の粘度が (キ )く なるのは、(オ )が重合 して分子

量が (ク )く なるためである。

(2) 化学的に油脂の酸化を抑制するために様々な抗酸化剤が用いられている。抗酸化

剤 として有効な物質を 1つ挙げ、その抗酸化作用の機構を説明せよ。

(3) 月旨質の性質を改変する方法として、水素添加法が用いられている。

(a) この方法は、飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸のどちらを改変するために用いられ

るか。

(b)水 素添加処理された油脂は、常温でどのような性質を示すようになるか述べ

よ。

(c) 水素添加処理は、どのような食品を製造するのに用いられているか述べよ。

(d) 水素添加によって油脂の性質を改変したときの問題点として、どのようなこ

とがあるか説明せよ。

‐
3‐
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専門科 目 (2)

以下の 6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 次の文を読み問いに答えよ。

石川君は、ヒト由来のアルデヒドデヒドロゲナーゼ・タイプ 2遺伝子 (以下、

ALDH2)を クローニングする実験をした。まず、1耐熱性 DNAポ リメラーゼ生使

い ALDH2遺伝子断片を増幅し、アガロースグル電気泳動法により確認した。次

に、増幅産物を制限酵素で切断し、青自セレクションが可能なプラスミドベクタ

ーに連結した。これを大腸菌へと導入した後、2抗生物質、X‐ galと IPTGを含む

寒天培地上で一晩培養したところ3青 と自のコロニーを生じた。

(1) 下線部 1で行つた増幅法を何というか。

(2) 下線部 2に示した抗生物質を加えずに一晩培養するとどうなるか。その理由も答

えよ。

(3) 下線部 3で青いコロニーと白いコロニーが生じた理由を答えよ。

(4) コロニーを 1個選択し、挿入された遺伝子断片を解析したところ、ALDH2遺伝子

断片とは異なる 30bpの DNAが挿入されていた。このコロニーは青色であった。

どうしてこのような結果になったのか説明せよ。

‐
4‐
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(生体分子機能研究領域)

問題 2 次の文を読み問いに答えよ。

野々市君は、牛の肝臓から、酵素 Aを精製するために次のような実験をした。

最初に、肝臓を物理的に破砕 し、適当な溶液に懸濁 した。この懸濁液を遠心分離

して、上澄みを回収 した。1こ の上澄みに硫酸アンモニウムを 50%と なるように加

えて溶解させた後、遠心分離により沈殿を回収 した。2沈殿を緩衝液 l mLに溶解

させたところ、硫酸アンモニウム濃度は l mO1/Lと なった。これを半透膜のバッ

クに入れ 1,000 mLの緩衝液に一晩つけた。さらに、イオン交換クロマ トグラフィ
~および3グルろ過クロマ トグラフィーによって4酵素Aを単離することができた。

なお、この酵素 Aはモノマー酵素であることが明らかになっている。

(1) 下線部 1および下線部 2の操作を何と呼ぶか。

(2) 下線部 2の操作後、試料中の硫酸アンモニウム濃度は理論上いくらになるか。計

算過程とともに記せ。

(3) 下線部 3の方法を用いると、10kDaのモノマータンパク質と50kDaのモノマータ

ンパク質は、どちらが先にカラムから溶出してくると考えられるか。その理由も

答えよ。

(4) 下線部 4で、爽雑物がない単一のタンパク質であることを調べるには、どのよう

な方法があるか。その原理を含めて説明せよ。

‐
5‐



27Ml次

(食品製造研究領域)

問題 3 以下の問いに答えよ。

(1)発 酵食品の製造においては、仕込開始時に種菌を接種する場合と、接種しない場

合がある。それぞれについて食品を 1つ挙げその製造上の特徴を述べよ。

(2) ある発酵食品の製造において、発酵開始時に乳酸菌数が 1グラムあたり 2.00×

lo6と なるよう接種したところ、1週間の発酵熟成期間後には乳酸菌が増殖し、菌

数が 1グラムあたり 5。 12× 108と なっていた。発酵熟成期間中の増殖において、

接種した菌体は理論上何回分裂したことになるか。計算過程とともに記せ。

(3)乳 酸菌のもつ一般的な特徴を3つ挙げ、記述せよ。

・ 6・
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(食品製造研究領域)

問題4 下図に示す回分式蒸発缶について以下の問いに答えよ。

初期液量
100 kg

初期温度
5℃

ドレン

図 回分式蒸発缶

(1)供 給液を 100 kg仕込み、温度を測定すると5℃であった。供給液の温度を 10o℃

まで上昇させるのに要する熱量 0[k」]を求めよ。 なお、水の定圧比熱を 4.18

kJ/α g・ 10と する。

(2) 100℃ の水溶液から100℃ の水蒸気を生じる際の蒸発熱を 40。 7 kJ/molと するとき、
100℃の水溶液から 100℃ の水蒸気を 50.O kg発生させるために必要な熱量 θv

[kJ]を求めよ。水の分子量を 18.0と する。

(3) ジャケット壁面の面積が∠ [m2]、 総括伝熱係数が び [Jバm2.s.Ю ]、 加熱媒体
と缶内溶液の温度がそれぞれ rlと r2[K](rl>r2)の とき、加熱媒体から缶内

溶液へと向かう熱流量 F[J/s]を これらの変数を用いて表せ。

(4)蒸 発濃縮においてエネルギーを有効利用する方法を説明せよ。

・ 7・

水蒸気 50 kg

ジャケット
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(食品安全研究領域)

問題 5 次の文を読み問いに答えよ。

(1)

(2)

(3)

溶液中の物質は、その物質に特徴的なある特定の波長の電磁波を吸収する。吸

収される電磁波の波長はその物質の化学構造と関係があり、物質の構造を推定し

た り、確認 したりする (ア )分析が可能である。また、一定の標準化 した条件

では、吸収された電磁波の強さを比較することによりその物質の量を知る (イ )

分析ができる。

波長を変えたときの吸収の変化を示 したものを吸収スペク トル とい う。吸収ス

ペク トルの位置や強度は、有機化合物の構造に依存 してお り、吸収スペク トルは

有機化合物の分子構造解析に有用な情報を与える。吸収スペク トルは分光光度計

を用いて測定できる。

(ア )と (イ )に入る語句を答えよ。

吸光度 ∠を、入射光の強さん と透過光の強さ」を用いた式で表せ。

ブーゲ・ランバー ト・ベールの法則 (ブーゲ・ベールの法則、ランバー ト・ベー

ルの法貝Jと もいう)について説明せよ。

(4)濃 度のわからないタンパク質 Xの溶液について、光路長 0.lcmの石英セルを用い

て 280 nmの 吸光度を測定したところ、0。 150の値を得た。タンパク質 Xのモル

吸光係数は 15,000 cm・ lM・ 1であり、タンパク質 Xの分子量は 20,000で ある。こ

の溶液 l mL中に含まれるタンパク質 Xの重量 (mg)を求めよ。

(5) 以下の語句をすべて使用して、分光光度計の概要を説明せよ。

モノクロメーター、 光源、 検出器、 測定セル

‐
8‐
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(食品安全研究領域)

問題 6 近年、ノロウイルスによる食中毒が急増している。この食中毒は大規模な発生

になることが多く、大きな社会問題 となっている。以下の設間に答えよ。

(1)ノ ロウイルス食中毒について、その症状、発生時期、原因食品と感染経路、発

症ウイルス量、ウイルス増殖の特徴について答えよ。

(2)ノ ロウイルス食中毒に対する予防方法として、食材の加熱方法と調理器具等に

対する殺菌剤の使用方法について答えよ。

・ 9‐


