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平成 28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 27年 8月 21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 11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O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、専門科目 (2)の問題が 6問あ

ります。専門科日 (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 有機化学の反応には、付加反応、脱離反能、置換反応および転移反応 とよばれる

4種類の反応がある。以下の問いに答えよ。

下記の Aと Bの反応は上記 4種類の反応の うち、どの反応に帰属されるか答えよ。
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置換反応に分類 される SNl反応 とSN2反応について、下記の言葉を用いて説明せ

よ。

反転、1段階、遷移状態、立体配置、カルボカチオン、中間体、ラセミ化

ハログン化アルキル、求核試薬、脱離基、炭素原子、 180°

下記のハログン化アルキルの反応で予想 される生成物は何か。その構造式を書け。

立体配置も正確に書くこと。
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(4) (3)の ハログン化アルキルの反応は SNl反応とSN2反応のどちらに分類される

か答えよ。

(5) (3)の ハログン化アルキルの濃度とNaCNの濃度をともに 2倍にすると、元の

反応速度の何倍になる事が期待されるか答えよ。

・ 2‐
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問題 2 以下の内容は、微生物学実験について記載している。次の文を読み各問いに答

えよ。

微生物学実験では化学実験と異なる点がいくつかある。微生物はわれわれの生活環境の

どこにでも存在しているため、実験の際はそれらの影響を受けないようにして、対象とす

る微生物だけを取り扱 う必要がある。そのため、使用する器具や培地などをあらかじめ

( ア )しておく必要がある。その方法として普通用いられるのが、乾熱 ( ア )と

高圧蒸気 ( ア )である。後者は ( イ )と もいう。また、( ア )された器具や培

地を用いても、実験中に空気中や手指などの微生物が混入しないようにする必要があり、

例えば、実験室はあらかじめ扉を閉めて風の流れがないようにしたり、試験管のキャップ

を開けるときにはガスバーナーの近くで行い、管口を軽く火炎に通したり、ピペットの先

が机や白衣に触れないようにしなければならない。このような雑菌混入を避ける操作のこ

とを ( ウ )と いう。微生物学実験では目に見えない微生物を扱うため、これを培地上

で日で見えるようにするためには ( 工 )をする必要がある。

微生物を増殖させるために、その増殖に必要な栄養源 (炭素源、窒素源、ビタミン、無

機塩類など)を適切に調合 して水に溶かしたものを培地という。培地はその成分から、

( オ )と ( 力 )に分けられる。( オ )は成分が天然物でその組成が詳しく分か

らないものとされ、一方で、( 力 )は純粋に化学物質のみから作られ、その成分が分か

っているものである。また、培地には液体状の液体培地と ( キ )な どで固化させた固

体培地とがある。

(1) (ア )～ (キ)に最も適 した語句を答えよ。

(2)微 生物を増殖 させるために使用する培地には主に 3種類 (普通培地、選択培地、

検査培地)ある。各々について、使用目的を簡潔に説明せよ。

‐
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問題 3 次の文章を読み各間に答えよ。

石川県の能登地方にはイシル と呼ばれる魚醤油が存在する。イシルは、イカ内臓を原料

とするもの (イ カイシル)と イワシを原料とするもの (イ ワシイシル)の 2種類が主で、

年間 200ト ン以上が生産されている。また、イシルは、秋田のションツル、香川のイカナ

ゴ醤油と共に日本三大魚醤油の一つになつている。イシルの製造は、まず、原料に対 し原

料の 25%前後の塩を加え、1～2年間静置・熟成させる。この間、主として自己消化により

様々な成分が液体に移行 し、下層を構成するようになる。また、脂質や骨、鱗等は上層に

移行 し、空気と触れる部分が乾燥することにより堅くなり、蓋をしたような状態 となる。

このように、イシルは酸素が触れにくい環境下で熟成が進む。熟成後、下層部を集め加熱・

濾過後、商品となる。

表 1にイワシイシルの一般成分、表 2に大豆醤油 (本醸造)の一般成分を示す。

これらの表から、イワシイシルの成分的特徴を大豆醤油 (本醸造)と 比較し説明

せよ。

イワシイシルの酸価、過酸化物価及びチオバルビツール酸 (■3A)値は、表 3に

示すように、酸価は高く、過酸化物価と班強 値は低いという結果を得た。これら

の分析結果から、イワシイシルに含まれる油脂の存在形態について述べ、化学的

特徴を推察せよ。また、イワシイシルの油脂は、なぜこのような化学的特徴を有

するのか自由に論ぜよ。

イワシイシルの色は、表 2の大豆醤油 (本醸造)と 異なり薄い茶色であった。な

ぜ両者の色が異なるのか説明せよ。

以下の用語をすべて用い、大豆醤油 (本醸造)の呈色メカニズムを説明せよ。

遊離アミノ酸、 メラノイジン、 空素配糖体、 重合反応、 シッフ塩基

アミノ酸化合物、アマ ドリ転移生成物、カルボニル化合物、還元糖

レダクトン性化合物

(3)

(4)

‐
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表1イワシイシルの一般成分

水分い喘)

全窒素 (g/100 mL)
,【チ)(g/100 mL)

食塩 (g/100 mL)

還元糖 (g/100 mL)

粗脂肪 (g/100 mL)
pH

比重 (20℃ )

水分(w喘 )

全窒素 (g/100 mL)

,マタ)(g/100 mL)

食塩 (g/100 mL)

還元糖 (g/100 mL)

粗1旨肪 (g/100 mL)
pH

比重 (20℃ )

6714
165

1514
1451
375

0

464
118

6379
212

25_44

2326
002
022
482
122
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160.28

625

表2大豆醤油 (本醸造)の一般成分

表3イワシイシルの酸価、過酸化物価およびチオバルビツール酸(TBA)値

酸価(mg/100g)
過酸化物価(meq/Kg)
チオバルビツール酸(TBA)値 (mm。ソKg)            116

‐
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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。

1脂肪酸の分解は、4段階の反応からなる。下の式のようにアセチル CoAが作られ、これ

がクエン酸回路に入 りさらに代謝 される。

Cn・アシル COA+FAD+NAD++H20+COA→
Cn2‐ アシル COA+FADH2+NADH+ア セチル CoA+H+(式 1)

(1) 下線部 1の分解過程を、反応が起こる炭素原子にちなんで何と呼ばれているか。

(2)パ ル ミチン酸はパル ミトイル COA(C16‐アシル COA)と なり、間 1の反応を繰 り

返すことで、完全に分解される。何サイクル反応すると完全に分解されるか。

(3)パ ル ミトイル COAの完全分解反応を (式 1)にならって記せ。

(4) 1分子の NADHか らは呼吸鎖により約 25個の ATP、 1分子の FADH2からは約

15個のATP、 1分子のアセチル CoAからは約 10個の ATPが生成される。パル

ミトイル COAが完全に分解 されたときに、約何分子の ATPが生成 されるか。計

算式も記せ。

‐
6‐



28Ml次

(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。

ある食品に組換え DNA作物が使われているかどうかを調べるため、PCR法を用いるこ

ととした。増幅させる DNAの配列は、次の通 りである。

(1) この DNAを PCRに よって増幅させるための対となるプライマーはどれか。

(D～ (hlの 中から選び記号で答えよ。

(a) 5′ ―CCTTTACCATTTCACCATCACTCC-3′

(b) 5′ ―GGTCACTACGACTTTACGATTTCC-31

(c) 5′ ―GGAAATCCTAAAGTCGTACTCACC-3=

(d) 5′ ―CCACTCATCCTCAAATCCTAAACC-3:

(e) 5′ ―GTAACCCCCCCTCTTCAC-3′

(f) 5′ ―GACTTGTCCCCGGGAATC-3=

(g) 5′ ―CATTCCCGGCGACAAGTC-3:

(h) 5′ ―CTCAACACCCCCCCTTAC-31

(2)

(3)

標準的な PCR法では、94°Cで DNA
を ( イ )させ、 72℃ で DNAを
DNAを増幅させる。 ( ア )～ (

を ( ア )させた後、55°Cでプライマー

( ウ )させるステップを繰 り返すことで

ウ )に入る適語を答えよ。

(4)

理想的な条件下で PCRを行った場合、(2)で示した 1サイクルにより、DNAは 2

倍に増幅する。食品中に 10 pgの組換えDNAが含まれていたとき、nサィクルの

PCRによりDNAは X ngと なったとし、Xを nを使つて表せ。

PCRで増幅したDNAは、アガロースゲル電気泳動で検出できる。食品中に 10 pg

の組換えDNAが含まれており、アガロースグル電気泳動の検出限界が 5 ngであ

るとき、最小のサイクル数は何回か答えよ。計算式も記せ。

‐
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(食品製造研究領域)

問題 3 ソーセージ (畜産物)やかまぼこ (水産物)の結着性は、筋原線維たんぱく質の

性状と関連がある。以下の問いに答えよ。

(1) 主要な筋原線維たんぱく質の性状について説明せよ。

(2) ソーセージ (畜産物)やかまぼこ (水産物)カロエ時の結着性と筋原線維たんぱく

質の関係を論ぜよ。

‐
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(食品製造研究領域)

問題4 発酵食品とその中に含まれる微生物について、以下の問いに答えよ。

(1) 健康有用機能をもつ発酵食品中の微生物として、乳酸菌およびビフィズス菌が挙

げられる。これらの菌が人体に及ぼす影響について説明せよ。

(2) 以下の発酵食品の製造に中心的にかかわる微生物の組み合わせとして誤っている

ものを次の中から2つ選択し、記号を記せ。

a.日 本酒 ― 酵母・カビ

b ヨーグル ト ー 乳酸菌

c.納豆 ― 納豆菌

d.ビール ー 酵母・カビ

e.食酢 ― 酵母・酢酸菌

1 野菜の漬物 ― ビフィズス菌

(3) 石川県では、魚醤油や魚の糠漬けをはじめ、味1曾 、醤油などさまざまな発酵食品

が製造されている。これらの食品のもつ特徴として、食塩を添加 して塩蔵を行う

ことが挙げられる。食塩を添加する理由を説明するとともに、これらの食品中で

発酵熟成効果をもたらす微生物の名称を 1つ答えよ。

‐
9・



28Ml次

(食品安全研究領域 )

問題 5 液体クロマ トグラフィーに関する以下の設間に答えよ。

(1) 液体クロマ トグラフィーの分離モー ドを 4つ挙げ、それぞれの分離原理を説明せ

よ。

(2) 高速液体クロマ トグラフの基本構成について説明せよ (図で説明 しても良い)。

(3) 高速液体クロマ トグラフィーで使用される ODSカ ラムについて説明せよ。

‐
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(食品安全研究領域)

問題 6 次の文を読み、各問いに答えよ。

平成 15年の食品衛生法の改正により、農薬や食品添カロ物等について、それまでのネガテ

ィプリス ト制度に代わってポジティプリス ト制度が導入されることになった。

(1) 食品添加物の 4つの主な役割を答えよ。

(2) 食品衛生法改正前のネガティブリス ト制度にあつた問題点を 2つ挙げよ。

(3) ポジテイプ リス ト制度はどのような制度か説明し、規制対象は何か答えよ。


