
http://fastliver.com/  Manabu Sato(C)2015

ペプチドの構造決定に関する問題 完全攻略チャート①
アミノ酸の基礎知識

アミノ酸は,一般式RCH(NH2)COOHで表され,アミノ基(-NH2)とカルボキシ基(-COOH)の両方を
もつ化合物で,この２つの基が同じ炭素原子に結合しているアミノ酸をα-アミノ酸という。

ココに-NH2がついたものがα-アミノ酸アミノ基 カルボキシ基
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生体中のタンパク質を構成するα-アミノ酸は約20種類あり,それらがペプチド結合によって長くつな
がってできた高分子化合物がタンパク質である。アミノ酸は側鎖(-R)の構造により,中性アミノ酸,
酸性アミノ酸,塩基性アミノ酸に分類される。
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α-アミノ酸とは？

ペプチドとは？

２分子のアミノ酸が縮合してできたペプチドをジぺプチド,３分子のアミノ酸が縮合したものを
トリペプチド,10個以上のアミノ酸が縮合重合したものをポリペプチドという。
タンパク質の基本構造は,多種のアミノ酸がペプチド結合により結合したポリペプチドをもつ。

R2

H O

R1

CHNH C

R3

H O

R4

CHN OH C

R2

O

CH

R1

CH C

R3

H O

CH

R4

CHN

O

C

H

N

H

N

H

NC

O

C

ペプチド結合

… …

脱水縮合

OH

H O

CHNH C OH

H O

CHNH C OHH

ポリペプチド鎖

２個のアミノ酸のうち,一方のアミノ酸のカルボキシ基(－COOH)と他方のアミノ酸のアミノ基(－NH2)
から水分子がとれて,縮合してできたアミド結合-CONH-を,特にペプチド結合という。

α-アミノ酸
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ペプチドの構造決定に関する問題 完全攻略チャート②

解法の手順
N末端を左側に,C末端を右側にしたペプチドの１次構造を,
(N末端)①－②－③－④－……(C末端)と番号をつけて表す。
(ペプチドの末端には,縮合に使われなかったアミノ基とカルボキシ基が存在する。アミノ基
 の残った末端をN末端,カルボキシ基の残った末端をC末端といい,一般に,ペプチドはN末端
を左側に,C末端を右側に書く。)

問題で与えられている実験操作から,STEP1で表した番号のアミノ酸を推定していく。

ペプチドの構造決定の解法

ペプチドの構造決定のポイントと推定の手がかり

STEP2

STEP1

ペプチドに関する問題は,知識を問う問題だけでなく,ペプチドの配列や構造を決定する問題がよく
出題される。ペプチドの構造決定問題の解法の基本手順は次のようになる。

ペプチドの構造を決定するためのポイントや推定の手がかりは,大きくⅠ～Ⅴの５つとなる。
それぞれについて,詳しく解説する。

例えば,ペプチドXを(N末端)①－②－③－④－⑤(C末端)と表せたとする。
「アミノ基末端のアミノ酸はPhe(フェニルアラニン)であることがわかった。」とあったら,

(N末端)Phe－②－③－④－⑤(C末端)　と決まる。

脱水

ペプチド結合

例えば,グリシンとアラニンからなるジペプチドの場合は,グリシンの－COOH基とアラニンの
－NH2基とが脱水縮合してできたグリシルアラニン(Gly-Ala)のほか,グリシンの－NH2基とアラニンの
－COOH基とが脱水縮合してできたアラニルグリシン(Ala-Gly)が存在し,これらは構造異性体の
関係にある。
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Ⅰ.異性体Ⅰ.異性体

このように,ペプチド結合には,必ず２通りの結合の仕方がある。
つまり,Gly-AlaとAla-Glyは,異なるジペプチドとなる！
さらに,「光学異性体を含めて異性体の数を求めよ。」と言われた場合,アラニンには不斉炭素原子が
１個存在するので,２種類ある構造異性体のそれぞれについて,２種(D体,L体という)の光学異性体が
存在する。よって,異性体の総数は２×２＝４種類となる。

不斉炭素原子をもたないアミノ酸は,グリシンだけとなる。

「不斉炭素原子をもたないアミノ酸」とあったら,グリシン。
or「光学不活性のアミノ酸」とあったら,グリシン。

解説＆補足解説＆補足

推定アイテム１推定アイテム１

不斉炭素原子とは,
４種の異なる原子
または原子団と結合し
ている炭素原子のことNH2

H

CH COOH

グリシン



http://fastliver.com/  Manabu Sato(C)2015

ペプチドの構造決定に関する問題 完全攻略チャート⑥

溶液中での電荷
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分子内にカルボキシ基－COOHを２つもつアスパラギン酸は,強酸性の溶液中では,１価の陽イオンの
状態にあるが,塩基で中和していくと次第に,H＋を電離して,双性イオン,１価の陰イオン,２価の陰イ
オンと変化していく。
強塩基性では,２価の陰イオンの(分子全体としての全体の電荷は－２)状態となっている。
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分子内にアミノ基 －NH2を２つもつリシンは強酸性の溶液中では,２価の陽イオンの状態にあるが,塩基
で中和していくと次第に,H＋を放出して,１価の陽イオン,双性イオン,１価の陰イオンと変化していく。
強塩基性では,１価の陰イオンの(分子全体としての全体の電荷は－１)状態となっている。

pHがある値になると,アミノ酸の平衡混合物の電荷が全体として0になる。このときのpHを等電点と
いい,それぞれのアミノ酸は固有の等電点を持つ。等電点では,大部分が双性イオンとして存在し,
わずかに残る陽イオンと陰イオンの濃度は,必ず等しくなる。
等電点の左側(pHが小さい側)では,陽イオンが多く(アミノ酸全体の電荷は＋),右側では,陰イオン
が多く(アミノ酸全体の電荷は－)存在する。
よって,「アミノ酸AをpH x の緩衝溶液中で電気泳動すると,陽極(陰極)に移動した。」とあったら,
アミノ酸Aは,pH＝  xで陰イオン(陽イオン)となっている。＝アミノ酸Aの等電点は,xより小さい
(大きい)。ことがわかる。
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酸性アミノ酸の等電点 → 酸性付近　例：グルタミン酸 3.0
中性アミノ酸の等電点 → 中性付近　例：グリシン 6.0
塩基性アミノ酸の等電点 → 塩基性付近　例：リシン 10.0

pH
大小

アミノ酸を水に溶かすと,次のような平衡状態になり,pHによって,陽イオン,双性イオン,陰イオンの
比率が変化する。

解説＆補足解説＆補足

推定アイテム12推定アイテム12

「アミノ酸AをpH x の緩衝溶液中で電気泳動すると,陽極(陰極)に移動した。」とあったら,
　アミノ酸Aは,pH＝  xで陰イオン(陽イオン)となっている。
　アミノ酸Aの等電点は,xより小さい(大きい)。

解説＆補足解説＆補足

推定アイテム１推定アイテム１

「アミノ酸AをpH x の緩衝溶液中で電気泳動すると,陽極(陰極)に移動した。」とあったら,
　アミノ酸Aは,pH＝  xで陰イオン(陽イオン)となっている。
　アミノ酸Aの等電点は,xより小さい(大きい)。

「アミノ酸の分子式がCaHbNcOdのとき,アミノ酸の側鎖は,Ca－2Hb－5Od－2となる。

アミノ酸は,一般式RCH(NH2)COOHで表される化合物なので,側鎖－Rは,CH(NH2)COOHを引いた
ものとなる。

Ⅴ.等電点・電気泳動Ⅴ.等電点・電気泳動

＋

☆ 例②
①－②－③のトリぺプチドを加水分解することで生じる２種類のジぺプチドのどちらにも
システインが含まれるとき,
①－②－③の真ん中に位置する②のアミノ酸がシステインであることがわかる。

①－②－③ ①－②
②－③加水分解

この両方が硫黄反応を示すということは
真ん中のアミノ酸がSをもつシステインとなる！

アミノ酸水溶液に電極に入れて直流を流すと等電点ではほとんど中性の双性イオンだけで
あるから電気泳動しない。しかし等電点より低いpH溶液中では陽イオンになっているから
陰極に移動し,高いpH1溶液中では陰イオンになっているから陽極側に移動する。
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Themeペプチドの構造決定に関する問題 奈良県立医科大学(2013 後期 医 )①
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 α-ア
あるタンパク質を加水分解したところ,ペプチドXを単離した。ペプチドXは７個のα-アミノ酸
(以下,アミノ酸と呼ぶ)からなるポリペプチドであった。それらのアミノ酸は下表に示すいずれ
かであった。

また,ペプチドXはRの構造部分で結合に関与せず,次に示す性質をもっていた。

Ⅰ　ペプチドXのα-アミノ基をもつ側(N末端)のアミノ酸は,アミノ基をヒドロキシル基に

　　置き換えると乳酸になる。

Ⅱ　ペプチドXをトリプシンと呼ばれる酵素を用いて加水分解すると,メチオニンが生成した。

　　なお,トリプシンはペプチド内の塩基性アミノ酸のカルボキシル基側のペプチド結合を

　　選択的に加水分解する。

Ⅲ　ペプチドXをキモトリプシンと呼ばれる酵素を用いて加水分解すると,いずれもペプチド

　　結合をもつ３の断片(それぞれペプチドA,ペプチドB,ペプチドCと呼ぶ)に分解した。

　　なお,キモトリプシンはペプチド内の芳香族アミノ酸(芳香環をもつアミノ酸)のカルボ

　　キシル基側のペプチド結合を選択的に加水分解する。

Ⅳ　ペプチドAを加水分解して得られるアミノ酸には,不斉炭素原子が２個存在するものがあった。

Ⅴ　ペプチドAの水溶液に,水酸化ナトリウムを加えて加熱し,酢酸で中和した後,酢酸鉛(Ⅱ)

　　水溶液を加えると黒色の沈殿が生じた。

Ⅵ　ペプチドA,B,Cの水溶液にそれぞれ塩化鉄(Ⅲ)水溶液を加えると,ペプチドBのみ紫色になった。

Ⅶ　ペプチドBを加水分解後,pH5.5の緩衝溶液中で電気泳動すると,陽極に移動するアミノ酸が存在

　　した。

Ⅷ　15.5mgのペプチドBをメタノールで完全にエステル化すると,16.9mgになった。

問　ペプチドXのアミノ酸配列を答えよ。N末端側を左に記載し,略号を用いて例にならって示せ。

　　　(例)　Gly－Ala－Leu－Glu－Phe

「

問１　ペプチドXのN末端のアミノ酸は何か。略号で答えよ。
問２　⑤の操作で沈殿する化合物は何か。組成式で答えよ。
問３　ペプチドXのアミノ酸配列を答えよ。N末端側を左に記載し,略号を用いて例にならって示せ。
　　　(例)　Gly－Ala－Leu－Glu－Phe
問４　ペプチドA,B,Cの水溶液の中で,水酸化ナトリウム水溶液を加えて塩基性にした後,
　　　硫酸銅(Ⅱ)水溶液を加えたときに赤紫色に呈色するものはどれか。すべてを選び,A,B,Cで
　　　答えよ。
問５　ペプチドA,B,Cの水溶液の中で,濃硝酸を加えて加熱後,さらにアンモニア水を加えて塩基性
　　　にすると橙黄色に変化するものはどれか。すべてを選び,A,B,Cで答えよ。
問６　無水酢酸を使ってペプチドAのアミノ基を完全にアセチル化した化合物の分子量はいくらか。
問７　ペプチドCの電離状態について,酸性溶液中で最も多く存在する構造を構造式で示せ。
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「Ⅰ　ペプチドXのα-アミノ基をもつ側(N末端)のアミノ酸は,アミノ基をヒドロキシル基に
　　  置き換えると乳酸になる。」ことより

XのN末端のアミノ酸は,アラニンであることがわかる。

「ペプチドXは７個のα-アミノ酸からなるポリペプチドであった。」ことより

１次構造という

アラニン－②－③－④－⑤－⑥－⑦

アラニン－②－③－④－⑤－リシン－メチオニン

アラニン－②－③－④－⑤－リシン－メチオニン

「Ⅱ　ペプチドXをトリプシンと呼ばれる酵素を用いて加水分解すると,メチオニンが生成した。
　　　なお,トリプシンはペプチド内の塩基性アミノ酸のカルボキシル基側のペプチド結合を選択的
　　　に加水分解する。」ことより

⑦がメチオニンで,⑥が塩基性アミノ酸のリシンであることがわかる。

「Ⅲ　ペプチドXをキモトリプシンと呼ばれる酵素を用いて加水分解すると,いずれもペプチド
　　　結合をもつ３の断片(それぞれペプチドA,ペプチドB,ペプチドCと呼ぶ)に分解した。
　　　なお,キモトリプシンはペプチド内の芳香族アミノ酸(芳香環をもつアミノ酸)のカルボ
　　　キシル基側のペプチド結合を選択的に加水分解する。」」ことより

Xは芳香族アミノ酸を２個含む。
→ Xは,②～⑤のうちの２つがフェニルアラニンとチロシン,フェニルアラニンとフェニルアラ
　 ニン,チロシンとチロシンであることがわかる。

「Ⅳ　ペプチドAを加水分解して得られるアミノ酸には,不斉炭素原子が２個存在するものが
　　　あった。」ことより

ペプチドAは,側鎖のアルキル基に不斉炭素原子を有する
アミノ酸であるイソロイシンを含むことがわかる。

末端にアミノ基がある方をN末端,カルボキシル基がある方をC末端とすると,

OH

H

CH3C COOH

NH2

H

CH3C COOH

乳酸 アラニン

ココが切れてメチオニンが生成

右側部分

フェニルアラニン,チロシン

(N末端)①－②－③－④－⑤－⑥－⑦(C末端) と表すことができる。
※以下,左側をN末端,右側をC末端とする。    

置き換える

右側部分

イソロイシン

H2N

H

C

C CH3

COOH

H

CH2

CH3

不斉炭素原子とは,
４種の異なる原子
または原子団と結合し
ている炭素原子のこと

不斉炭素原子不斉炭素原子

ペプチドX

ペプチドX

ペプチドX



解 答解 答

Themeペプチドの構造決定に関する問題 奈良県立医科大学(2013 後期 医 )③

ペプチドAには硫黄原子をもつアミノ酸が含まれる。
→ ペプチドAにはメチオニンが含まれる。

陽極側へ移動するα-アミノ酸は,pH＝5.5で陰イオンとなっている。
→ このα-アミノ酸の等電点は5.5より小さい。
→ ペプチドBには,酸性アミノ酸が含まれる。
→ ペプチドBには,アスパラギン酸またはグルタミン酸が含まれる。

http://fastliver.com/ Manabu Sato(C) 2015

「Ⅴ　ペプチドAの水溶液に,水酸化ナトリウムを加えて加熱し,酢酸で中和した後,酢酸鉛(Ⅱ)
　　　水溶液を加えると黒色の沈殿が生じた。」ことより

「Ⅵ　ペプチドA,B,Cの水溶液にそれぞれ塩化鉄(Ⅲ)水溶液を加えると,ペプチドBのみ紫色
　　　になった。」ことより

ペプチドBは,フェノール性ヒドロキシ基をもつ。
→ ペプチドBには,チロシンが含まれる。

「Ⅶ　ペプチドBを加水分解後,pH5.5の緩衝溶液中で電気泳動すると,陽極に移動するアミノ酸が
　　  存在した。」

「Ⅷ　15.5mgのペプチドBをメタノールで完全にエステル化すると,16.9mgになった。」
　　  ことより

Bの分子量をMB1とすると,Bは側鎖にカルボキシ基を１つもつアスパラギン酸またはグルタミン酸
を含むので,２ヶ所(末端と側鎖のカルボキシ基)がメチルエステル化される。
２ヶ所がメチルエステル化されると,分子量が28増加することから,次の式が成り立つ。

15.5 16.9

これを解いて,　MB1＝310

MB1 MB1＋28
＝

アラニン－②－③－④－イソロイシン－リシン－メチオニン

フェニルアラニン,チロシン

アラニン－②－③－④－イソロイシン－リシン－メチオニン

フェニルアラニンとチロシンとアスパラギン酸orグルタミン酸

よって,操作Ⅳ,Ⅴより,⑤がイソロイシンでペプチドAが,イソロイシン－リシン－メチオニン
であることがわかる。

ここで,チロシン２つの組み合わせが否定でき,
フェニルアラニンが含まれていることがわかる。

ペプチドA

イソロイシン－リシン－メチオニン

例えば,④がイソロイシンであるとすると,
残りのアミノ酸は３個で,操作Ⅲの断片(ペプチドA,
ペプチドB,ペプチドC)になることに矛盾する！

フェノール類は塩化鉄(Ⅲ)水溶液と反応して,
紫色(青紫~赤紫)に呈色する。

ペプチドX

ペプチドX

１つのカルボキシ基－COOH(分子量45)が,
メチルエステル化－COOCH3(分子量59)されると
分子量は14増加する。

グリシンは,α-アミノ酸の中で
唯一不斉炭素原子をもたない。
(光学異性体をもたない。)

不斉炭素原子

Alaの分子量 H2Oの分子量

「不斉炭素原子をもたないアミノ酸」とあったら,グリシン。
or「光学不活性のアミノ酸」とあったら,グリシン。

推定アイテム１推定アイテム１

アミノ酸が２個結合

「ペプチドAの水溶液に水酸化ナトリウム水溶液と硫酸銅(Ⅱ)を加えたら,赤紫色を示さない」
　とあったら,ペプチドAは,ジペプチドとわかる。

推定アイテム３推定アイテム３

「不斉炭素原子をもたないアミノ酸」
 とあったら,グリシン。or
「光学不活性のアミノ酸」とあったら,グリシン。

推定アイテム１推定アイテム１

推定アイテム４推定アイテム４

「ペプチドAの水溶液に水酸化ナトリウム水溶液を加えて
　加熱後,酢酸鉛(Ⅱ)水溶液を加えたら,　黒色沈殿が
　生じた。」とあったら,　ペプチドAには,硫黄原子を
　もつアミノ酸が含まれる。

pH

大小

等電点

陽イオン 陰イオン

pH

大小

等電点

陽イオン 陰イオン

推定アイテム12推定アイテム12

「アミノ酸AをpH x の緩衝溶液中で電気泳動すると,陽極(陰極)に移動した。」とあったら,
　アミノ酸Aは,pH＝  x で陰イオン(陽イオン)となっている。
　アミノ酸Aの等電点は,x より小さい(大きい)。

推定アイテム12推定アイテム12

「アミノ酸をpH x の緩衝溶液中で電気泳動すると,陽極(陰極)に移動した。」とあったら,
　このアミノ酸は,pH＝  x で陰イオン(陽イオン)となっている。
　このアミノ酸の等電点は,x より小さい(大きい)。

推定アイテム２推定アイテム２

「ペプチドAの水溶液に濃硝酸を加えて加熱すると黄色
　になり,さらにアンモニア水を加えて塩基性にすると
　橙黄色を示した。」とあったら,
　ペプチドAには,ベンゼン環をもつアミノ酸が含まれる。

キサントプロテイン反応

ビウレット反応

「ペプチドAの水溶液に水酸化ナトリウム水溶液
と硫酸銅(Ⅱ)を加えたら,赤紫色を示さない」
とあったら,ペプチドAは,ジペプチドとわかる。

推定アイテム３推定アイテム３

ビウレット反応

硫黄反応

推定アイテム４推定アイテム４

「ペプチドの水溶液に水酸化ナトリウム水溶液を加えて
　加熱後,酢酸鉛(Ⅱ)水溶液を加えたら,黒色沈殿が
　生じた。」とあったら,このペプチドには,硫黄原子
　をもつアミノ酸が含まれる。

硫黄反応

推定アイテム４推定アイテム４

「ペプチドAの水溶液に水酸化ナトリウム水溶液を加え
  て加熱後,酢酸鉛(Ⅱ)水溶液を加えたら,　黒色沈殿
  が生じた。」とあったら,　ペプチドAには,硫黄原子
  をもつアミノ酸が含まれる。

硫黄反応

……(答え)

５個のアミノ酸からなるので
４個の水の分子量を引く！

「x 個のアミノ酸からなるペプチドの分子量は,」
 とあったら
「ペプチドの分子量」
 ＝「 x  個のアミノ酸の分子量の総和」－( x －1)×18

推定アイテム６推定アイテム６

トリペプチドX

①－②－③
システイン システイン,フェニルアラニン,リシン

トリペプチドY

or
④－⑤－⑥

トリペプチドX

①－②－③
システインシステイン,フェニルアラニン,リシン

トリペプチドY

④－⑤－⑥

推定アイテム５推定アイテム５

「ペプチドの水溶液に塩化鉄(Ⅲ)を加えたら,
　青紫色を示した。」とあったら,
　このペプチドには,フェノール性ヒドロキシ基
　をもつアミノ酸が含まれる。

推定アイテム５推定アイテム５

「ペプチドAの水溶液に塩化鉄(Ⅲ)を加えたら,
　青紫色を示した。」とあったら,
　ペプチドAには,フェノール性ヒドロキシ基を
　もつアミノ酸が含まれる。



解 答解 答

Themeペプチドの構造決定に関する問題 奈良県立医科大学(2013 後期 医 )④

http://fastliver.com/ Manabu Sato(C) 2015

操作Ⅶより,ペプチドBの分子量は310でチロシン以外の分子量をMB2とすると

310＋MB2－18＝310 

これを解いて,　MB＝147

∴　ペプチドBは,グルタミン酸,チロシンの

組み合わせとわかる。

よって,③,④が決まったので,残りの②はフェニルアラニンと決まる。

ペプチドAは,イソロイシン－リシン－メチオニン

ペプチドBは,アラニン－② or ③－④　で,チロシンとアスパラギン酸またはグルタミン酸

が含まれ,

ペプチドCは,③－④ or アラニン－② 　となる。

ことから,

ペプチドBは,③－④　で,チロシンとアスパラギン酸またはグルタミン酸

ペプチドCは,アラニン－② 　

と絞られる。

∴　Ala－Phe－Glu－Tyr－Ile－Lys－Met　……(答え)

「Ⅷ　15.5mgのペプチドBをメタノールで完全にエステル化すると,16.9mgになった。」
　　  ことより

Bの分子量をMB1とすると,Bは側鎖にカルボキシ基を１つもつアスパラギン酸またはグルタミン酸
を含むので,２ヶ所(末端と側鎖のカルボキシ基)がメチルエステル化される。
２ヶ所がメチルエステル化されると,分子量が28増加することから,次の式が成り立つ。

15.5 16.9

これを解いて,　MB1＝310

MB1 MB1＋28
＝

フェノール類は塩化鉄(Ⅲ)水溶液と反応して,
紫色(青紫~赤紫)に呈色する。

１つのカルボキシ基－COOH(分子量45)が,
メチルエステル化－COOCH3(分子量59)されると
分子量は14増加する。 グリシンは,α-アミノ酸の中で

唯一不斉炭素原子をもたない。
(光学異性体をもたない。)

不斉炭素原子

Alaの分子量 H2Oの分子量

「不斉炭素原子をもたないアミノ酸」とあったら,グリシン。
or「光学不活性のアミノ酸」とあったら,グリシン。

推定アイテム１推定アイテム１

アミノ酸が２個結合

「ペプチドAの水溶液に水酸化ナトリウム水溶液と硫酸銅(Ⅱ)を加えたら,赤紫色を示さない」
　とあったら,ペプチドAは,ジペプチドとわかる。

推定アイテム３推定アイテム３

「不斉炭素原子をもたないアミノ酸」
 とあったら,グリシン。or
「光学不活性のアミノ酸」とあったら,グリシン。

推定アイテム１推定アイテム１

推定アイテム４推定アイテム４

「ペプチドAの水溶液に水酸化ナトリウム水溶液を加えて
　加熱後,酢酸鉛(Ⅱ)水溶液を加えたら,　黒色沈殿が
　生じた。」とあったら,　ペプチドAには,硫黄原子を
　もつアミノ酸が含まれる。

pH

大小

等電点

陽イオン 陰イオン

推定アイテム12推定アイテム12

「アミノ酸AをpH x の緩衝溶液中で電気泳動すると,陽極(陰極)に移動した。」とあったら,
　アミノ酸Aは,pH＝  x で陰イオン(陽イオン)となっている。
　アミノ酸Aの等電点は,x より小さい(大きい)。

推定アイテム２推定アイテム２

「ペプチドAの水溶液に濃硝酸を加えて加熱すると黄色
　になり,さらにアンモニア水を加えて塩基性にすると
　橙黄色を示した。」とあったら,
　ペプチドAには,ベンゼン環をもつアミノ酸が含まれる。

キサントプロテイン反応

ビウレット反応

「ペプチドAの水溶液に水酸化ナトリウム水溶液
と硫酸銅(Ⅱ)を加えたら,赤紫色を示さない」
とあったら,ペプチドAは,ジペプチドとわかる。

推定アイテム３推定アイテム３

ビウレット反応

硫黄反応

推定アイテム４推定アイテム４

「ペプチドAの水溶液に水酸化ナトリウム水溶液を加え
  て加熱後,酢酸鉛(Ⅱ)水溶液を加えたら,　黒色沈殿
  が生じた。」とあったら,　ペプチドAには,硫黄原子
  をもつアミノ酸が含まれる。

硫黄反応

……(答え)

５個のアミノ酸からなるので
４個の水の分子量を引く！

「x 個のアミノ酸からなるペプチドの分子量は,」
 とあったら
「ペプチドの分子量」
 ＝「 x  個のアミノ酸の分子量の総和」－( x －1)×18

推定アイテム６推定アイテム６

「x 個のアミノ酸からなるペプチドの分子量は,」
 とあったら
「ペプチドの分子量」
 ＝「 x  個のアミノ酸の分子量の総和」－( x －1)×18

推定アイテム６推定アイテム６

トリペプチドX

①－②－③
システイン システイン,フェニルアラニン,リシン

トリペプチドY

or
④－⑤－⑥

トリペプチドX

①－②－③
システインシステイン,フェニルアラニン,リシン

トリペプチドY

④－⑤－⑥

推定アイテム５推定アイテム５

「ペプチドAの水溶液に塩化鉄(Ⅲ)を加えたら,
　青紫色を示した。」とあったら,
　ペプチドAには,フェノール性ヒドロキシ基を
　もつアミノ酸が含まれる。

エステル化
メタノールNH2

CH3 H2OOH

H O

CR C OH

NH2

H O

CR C OCH3 ＋

脱水

「ペプチドAをメタノールに溶かし,少量の濃硫酸を加えて加熱したところ,
　Aの分子量より x 大きい分子量をもつ物質が生成した。」とあったら

ペプチドAにはカルボキシ基が 　個含まれる。x
14

推定アイテム７推定アイテム７



Themeペプチドの構造決定に関する問題 早稲田大学(2011 基幹理工 先進理工 創造理工)①

問２

問１

問３

問４

問５

問６

問７

(１)

(４)

(３)　

(２)

下表の８種類のα-アミノ酸のうち,異なる３つを構成成分とするトリペプチドXの一次構造
を決めるために,つぎの操作を行った。

http://fastliver.com/ Manabu Sato(C) 2015

操作１：トリペプチドXをエタノールに溶かし,少量の濃硫酸を加えて加熱したところ,
　トリペプチドXの分子量より56大きい分子量をもつ物質が生成した。
操作２：トリペプチドXの２つのペプチド結合を部分的に加水分解することにより,２種の
　ジペプチドY,Zが得られた。YとZをそれぞれ水に溶かし,濃硝酸を加えて充分に加熱すると,
　いずれも黄色に変化した。さらにこれを冷却して塩基性にすると,いずれも橙黄色になった。
操作３：ジペプチドYとZをそれぞれエタノールに溶かし,少量の濃硫酸を加えて加熱した
　ところ,分子量が280と352の物質が生成した。

問１　操作１の結果は,トリペプチドX１分子中にどのような官能基がいくつ含まれることを
　　  示しているか,答えなさい。
問２　操作２の結果は,あるアミノ酸に特有の構造の存在を示している。表中のアミノ酸の
      中から,その構造をもつものを選び,３文字略号を用いてすべて答えなさい。
問３　操作１～３の結果から,考えられるトリペプチドXの一次構造を,下記の例のように
      字略号を用いてすべて答えなさい。

(例) 示性式  ３文字略号　Gly-Ala-Ser

 COOHCHH2N

H

 COOHCHH2N

CH3

 

OHCH2

CHH2N COOH

 

COOHCH2

CHH2N COOH

 

NH2(CH2)3CH2

CHH2N COOH

 

COOHCH2CH2

CHH2N COOH

 

CH2

CHH2N COOH

 

CH2

CHH2N COOH

OH

グリシン Gly  75

名称 示性式分子量３文字略号

チロシン Tyr 181

フェニルアラニン Phe 165

グルタミン酸

リシン

アスパラギン酸

セリン

アラニン

Glu

Lys

Asp

Ser

Ala

147

146

133

105

89



Themeペプチドの構造決定に関する問題 早稲田大学(2011 基幹理工 先進理工 創造理工)②

問２

問１

http://fastliver.com/ Manabu Sato(C) 2015

ジペプチドY,Zには,ベンゼン環をもつアミノ酸が

含まれる。

→ ①,②,③のどれかは,PheまたはTyrとなる。

(PheとTyrの両方を含む可能性もある。)

∴　Phe, Tyr ……(答え)

「操作１：トリペプチドXをエタノールに溶かし,少量の濃硫酸を加えて加熱したところ,

　トリペプチドXの分子量より56大きい分子量をもつ物質が生成した。」ことより

この反応は,トリペプチドXのカルボキシ基(－COOH)とエタノールC2H5OHのヒドロキシ基(－OH)

でエステル化する反応で,カルボキシ基(分子量45)がエチルエステル(－COOC2H5:分子量73)に

変化すると分子量が73－45＝28増加する。

トリペプチドXは,28×2＝56の分子量が増加したので,トリペプチドXにはカルボキシ基が２個含まれる。

∴　カルボキシ基が２個 ……(答え)

「操作２：トリペプチドXの２つのペプチド結合を部分的に加水分解することにより,２種の

　ジペプチドY,Zが得られた。」ことより

「操作２：YとZをそれぞれ水に溶かし,濃硝酸を加えて充分に加熱すると,いずれ

　も黄色に変化した。さらにこれを冷却して塩基性にすると,いずれも橙黄色になった。」ことより

１次構造という

(N末端)①－②－③(C末端)

ジペプチドY,Zは,①－② または ②－③　となる。

また,トリペプチドXはカルボキシ基を２個もつ(末端と側鎖)ので,①,②,③のうちどれかは

AspまたはGluとなる。

末端にアミノ基がある方をN末端,カルボキシル基がある方をC末端とし,

トリペプチドXを,

側鎖に－COOHを１個もつ

と表す。※以下,左側をN末端,右側をC末端とする。

アミノ酸が２個結合

推定アイテム２推定アイテム２

「ペプチドAの水溶液に濃硝酸を加えて加熱すると黄色
　になり,さらにアンモニア水を加えて塩基性にすると
　橙黄色を示した。」とあったら,
　ペプチドAには,ベンゼン環をもつアミノ酸が含まれる。

キサントプロテイン反応

解 答解 答



解 答解 答

Themeペプチドの構造決定に関する問題 早稲田大学(2011 基幹理工 先進理工 創造理工)③
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Tyr以外(Aspをのぞく)のアミノ酸の分子量をMとすると

M＋181－18＋28＝280

これを解いて,M＝89

よって,この分子量をもつアミノ酸はAlaとなる。

また,ジペプチドY,Zがともにキサントプロテイン反応で陽性を示したことより,真ん中(②)が

Tyrとなる。

∴　トリペプチドXは,Asp－Tyr－Ala または Ala－Tyr－Asp ……(答え)

(Ⅲ) ジペプチドYまたはZの組み合わせ(①②または②③)が,Tyr(分子量181)とGlu(分子量147)

　　 であると仮定する。

(Ⅳ) ジペプチドYまたはZの組み合わせ(①②または②③)が,Tyr(分子量181)とAsp(分子量133)

　　 であると仮定する。

ジペプチドYまたはZのエチルエステルの分子量を計算すると,

181＋147－18＋28×2＝366

よって,この組み合わせは不適となる。

ジペプチドYまたはZのエチルエステルの分子量を計算すると,

181＋133－18＋28×2＝352

よって,この組み合わせは適する。

問３

「操作３：ジペプチドYとZをそれぞれエタノールに溶かし,少量の濃硫酸を加えて加熱した

　ところ,分子量が280と352の物質が生成した。」ことより

(Ⅰ) ジペプチドYまたはZの組み合わせ(①②または②③)が,Phe(分子量165)とGlu(分子量147)

　　 であると仮定する。

(Ⅱ) ジペプチドYまたはZの組み合わせ(①②または②③)が,Phe(分子量165)とAsp(分子量133)

　　 であると仮定する。

ジペプチドYまたはZのエチルエステルの分子量を計算すると,

165＋147－18＋28×2＝350

よって,この組み合わせは不適となる。

ジペプチドYまたはZのエチルエステルの分子量を計算すると,

165＋133－18＋28×2＝336

よって,この組み合わせは不適となる。
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Themeペプチドの構造決定に関する問題 奈良県立医科大学(2013 後期 医 )①

あるタンパク質を加水分解したところ,ペプチドXを単離した。ペプチドXは７個のα-アミノ酸
(以下,アミノ酸と呼ぶ)からなるポリペプチドであった。それらのアミノ酸は下表に示すいずれ
かであった。

また,ペプチドXはRの構造部分で結合に関与せず,次に示す性質をもっていた。

Ⅰ　ペプチドXのα-アミノ基をもつ側(N末端)のアミノ酸は,アミノ基をヒドロキシル基に

　　置き換えると乳酸になる。

Ⅱ　ペプチドXをトリプシンと呼ばれる酵素を用いて加水分解すると,メチオニンが生成した。

　　なお,トリプシンはペプチド内の塩基性アミノ酸のカルボキシル基側のペプチド結合

　　選択的に加水分解する。

Ⅲ　ペプチドXをキモトリプシンと呼ばれる酵素を用いて加水分解すると,いずれもペプチド

　　結合をもつ３の断片(それぞれペプチドA,ペプチドB,ペプチドCと呼ぶ)に分解した。

　　なお,キモトリプシンはペプチド内の芳香族アミノ酸(芳香環をもつアミノ酸)のカルボ

　　キシル基側のペプチド結合を選択的に加水分解する。

Ⅳ　ペプチドAを加水分解して得られるアミノ酸には,不斉炭素原子が２個存在するものがあった。

Ⅴ　ペプチドAの水溶液に,水酸化ナトリウムを加えて加熱し,酢酸で中和した後,酢酸鉛(Ⅱ)

　　水溶液を加えると黒色の沈殿が生じた。

Ⅵ　ペプチドA,B,Cの水溶液にそれぞれ塩化鉄(Ⅲ)水溶液を加えると,ペプチドBのみ紫色になった。

Ⅶ　ペプチドBを加水分解後,pH5.5の緩衝溶液中で電気泳動すると,陽極に移動するアミノ酸が存在

　　した。

Ⅷ　15.5mgのペプチドBをメタノールで完全にエステル化すると,16.9mgになった。

問　ペプチドXのアミノ酸配列を答えよ。N末端側を左に記載し,略号を用いて例にならって示せ。

　　　(例)　Gly－Ala－Leu－Glu－Phe

「

問１　ペプチドXのN末端のアミノ酸は何か。略号で答えよ。
問２　⑤の操作で沈殿する化合物は何か。組成式で答えよ。
問３　ペプチドXのアミノ酸配列を答えよ。N末端側を左に記載し,略号を用いて例にならって示せ。
　　　(例)　Gly－Ala－Leu－Glu－Phe
問４　ペプチドA,B,Cの水溶液の中で,水酸化ナトリウム水溶液を加えて塩基性にした後,
　　　硫酸銅(Ⅱ)水溶液を加えたときに赤紫色に呈色するものはどれか。すべてを選び,A,B,Cで
　　　答えよ。
問５　ペプチドA,B,Cの水溶液の中で,濃硝酸を加えて加熱後,さらにアンモニア水を加えて塩基性
　　　にすると橙黄色に変化するものはどれか。すべてを選び,A,B,Cで答えよ。
問６　無水酢酸を使ってペプチドAのアミノ基を完全にアセチル化した化合物の分子量はいくらか。
問７　ペプチドCの電離状態について,酸性溶液中で最も多く存在する構造を構造式で示せ。



Themeペプチドの構造決定に関する問題 北海道大学(2013 医 歯 獣医 水産)①

次の文章を読み,問１～問４に答えよ。
なお,構造式は記入例にならって記せ。(記入例)　 

Aを塩酸水溶液中で加熱して完全に加水分解したところ,酢酸とアミノ酸B,C,Dが得られた。
分離したB,C,Dそれぞれに水酸化ナトリウム水溶液を加えて塩基性にした後,硫酸銅(Ⅱ)の水溶液
を少量加えると　(イ)　。
Bは不斉炭素を有していなかった。Cに濃硝酸を加えて加熱すると黄色になり,さらに
アンモニア水を加えて塩基性にすると橙黄色を示した。Dの分子式はC6H13NO2であった。

問１　文章中の　(ア)　と　(イ)　にあてはまる適切なものを(a)～(e)から選択し,記号で記せ。
　　　(a)　赤色沈殿を生じた(b)黄色結晶が生成した(c)橙黄色を示した
　　　(d)　赤紫色を示した(e)　呈色しなかった
問２　Bの構造式を記せ。
問３　Cを水酸化ナトリウム水溶液に溶かした後,溶液のpHをCの等電点とした。この水溶液中で
      のCの構造として適切なものを次の(あ)～(く)から選択し,記号で記せ。

図１　トリペプチドAの構造式(R1,R2,R3は置換基を示す)

分子中にアミノ基(－NH2)とカルボキシル基(－COOH)をもち,これらの二つの官能基が同一
炭素原子上に結合している分子をα-アミノ酸という。トリペプチドAは図１に示す構造を有し,
三つのα-アミノ酸が縮合したうえに末端のアミノ基がアセチル化されている。R1,R2,R3は
置換基を示す。ただし,これらはアミノ基あるいはカルボキシル基ではない。Aに水酸化ナトリ
ウム水溶液を加えて塩基性にした後,硫酸銅(Ⅱ)の水溶液を少量加えると　(ア)　。
Aは塩化鉄(Ⅲ)と反応し,青紫色を示した。

(あ) (い) (う) (え)

(お) (か) (き) (く)

問４　α-アミノ酸Dにあてはまる構造は何種類あるか答えよ。ただし立体異性体は考慮しない
      ものとし,分子内に陰イオンあるいは陽イオンを含まないものとする。
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実験３で行ったアミノ酸の検出法の名前と　ア　に入る語句の組み合わせとして最も適切な
ものはどれか。

     検出法の名前�　　　　　　ホ　
①　ビウレット反応　　　　　赤紫色
②　ビウレット反応　　　　　橙黄色
③　ビウレット反応　　　　　黒色
④　硫黄の検出　　　　　　　赤紫色
⑤　硫黄の検出　　　　　　　橙黄色
⑥　硫黄の検出　　　　　　　黒色
⑦　キサントプロテイン反応　赤紫色
⑧　キサントプロテイン反応　橙黄色
⑨　キサントプロテイン反応　黒色

問１

ペプチドXは５つのアミノ酸からなる鎖状のペンタペプチド,あるタンパク質を芳香族アミノ酸
のアミノ基側を加水分解する酵素で切断することで得られる。このペプチドは,表１の７種の
アミノ酸のいずれかで構成され,その分子量は540である。分析の結果,ペプチドXのアミノ基
末端のアミノ酸はPheであることがわかった。ペプチドXを構成するその他のアミノ酸を特定し,
アミノ酸配列を決定するために以下の実験を行った。
実験１　ペプチドXに塩基性アミノ酸のカルボキシ基側を加水分解する酵素を作用させると,
　　　　ジペプチド(ペプチドP1)およびトリペプチド(ペプチドP2)が生成した。
実験２　ペプチドXを弱い酸で部分的に加水分解すると,４つのアミノ酸から構成される2種類
　　　　のテトラペプチド(ペプチドP3,ペプチドP4)および２種類のα-アミノ酸が生成した。
実験３　ペプチドP1,ペプチドP2,ペプチドP3,ペプチドP4それぞれの水溶液に水酸化ナトリ
　　　　ウムの固体を加えて加熱した。酢酸で中和した後に酢酸鉛(Ⅱ)水溶液を加えたところ,

　　　　ペプチドP1およびペプチドP4では　ア　沈殿を生じたが,ペプチドP2およびペプチドP3

        では生じなかった。
実験４　ペプチドP1,ペプチドP2,ペプチドP3,ペプチドP4それぞれの水溶液に塩酸を加えて
　　　　加熱し,全てのペプチド結合を加水分解した。得られたアミノ酸を分析したところ,

　　　　ペプチドP1,ペプチドP3,ペプチドP4からは不斉炭素原子を持たないアミノ酸が検出され
　　　　たが,ペプチドP2からは検出されなかった。

表1

�     

名称

グリシン Gly H-CH(NH2)COOH 75.0

アラニン Ala H3C-CH(NH2)COOH 89.0

セリン Ser HO-CH2-CH(NH2)COOH 105

システイン Cys HS-CH2-CH(NH2)COOH 121

リシン Lys H2N-(CH2)4-CH(NH2)COOH 146

グルタミン酸 Glu HOOC-(CH2)2-CH(NH2)COOH 147

フェニルアラニン Phe 165CH2-CH(NH2)COOH

分子量構造式略記号

Themeペプチドの構造決定に関する問題 北里大学(2013 薬)①

http://fastliver.com/ Manabu Sato(C) 2015



解 答解 答

Themeペプチドの構造決定に関する問題 大阪医科大学(2013 医)①一部略

問１　②の結果からXにどのアミノ酸が含まれていない事がわかったか,そのアミノ酸と呈色
　　　反応の名称を答えよ。
問２　③の結果からXにどのアミノ酸が含まれていない事がわかったか,そのアミノ酸の名称を
　　　答えよ。また,含まれていたとき生じる沈殿の化学式を記せ。
問３　Xを完全に加水分解した溶液を強酸性にしたとき,得られた２つのアミノ酸の分子全体として
　　　の電荷はそれぞれいくつか,整数で答えよ。解答の順番は問わない。

 

6.0 

6.0 

 5.1 

9.7 

 3.2 

5.7 

グリシン	               －H

アラニン	             －CH3 

システイン	          －CH2SH 

リシン	      －(CH2)4NH2

グルタミン酸   －(CH2)2COOH

チロシン	       －CH2C6H4OH

アミノ酸の名称	 Rの示性式     下線部(１)のpH

表に示すアミノ酸分子のうちの異なる２つがアミド結合した化合物Xがある。Xに関する以下
の文章を読み問に答えよ。
①　Xを構成する２つのアミノ酸には,共に光学異性体が存在した。
②　Xの水溶液に濃硝酸を加えて加熱し,さらにアンモニア水を加えて塩基性にしても色の変化
　　がなかった。
③　Xの水溶液に水酸化ナトリウム水溶液を加えて加熱した後,酢酸鉛(Ⅱ)水溶液を加えても
　　沈殿を生じなかった。
④　Xの水溶液を強塩基性にしたとき,Xの分子全体としての電荷は－1であった。
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解 答解 答

Themeペプチドの構造決定に関する問題 群馬大学(2013 理工)①

９個のα－アミノ酸からなるペプチドXの一次構造を決定する実験を行ったところ,次の１)～５)に
示す結果を得た。問１～問３の答を解答欄に記入せよ。なお,n個のα-アミノ酸からなるポリペプ
チドの一般式を下図で表す時,末端にアミノ基がある方をN末端と呼び,カルボキシル基がある方
をC末端と呼ぶ(R1～Rnは各アミノ酸固有の置換基)。

問　ペプチドAおよびペプチドCの一次構造を推定し,例にならって記せ。　　
　　　例：(N末端) Gly－Ser－Glu－Ala－Cys (C末端)

１) ペプチドXを加水分解すると表１に示す７種類のα-アミノ酸が得られた。なお,表中のRは
  　α-アミノ酸の一般式をR-CH(NH2)-COOHとしたときの各アミノ酸固有の置換基である。
２) ペプチドXのN末端アミノ酸はアラニンであり,N末端側から2番目とC末端側から2番目の
　　アミノ酸はシステインであった。
３) ペプチドXを,塩基性アミノ酸のカルボキシル基側のペプチド結合を選択的に加水分解する
　　酵素と反応させたところ,３種類のペプチドA(分子量320),ペプチドB(分子量495)および　
　　ペプチドC(分子量208)が得られた。
４) ペプチドA～Cに水酸化ナトリウム水溶液と硫酸銅(Ⅱ)を加えたところ,ペプチドAおよび
　　ペプチドBは赤紫色を示したが,ペプチドCは示さなかった。
５) ペプチドA～Cを水酸化ナトリウム水溶液中で加熱し,中和した後,酢酸鉛(Ⅱ)水溶液を加
　　えると,ペプチドAおよびペプチドCだけが沈殿を生じた。
６) ペプチドA～Cに濃硝酸を加えて加熱後,塩基性にすると,ペプチドBだけが橙黄色になった。

(N末端)　H2N－CH(R1)－……－CH(Rn)－COOH　(C末端)
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Themeペプチドの構造決定に関する問題 広島大学(2013 理 医 歯 薬 他)①

ペプチドAは下の表に示すα-アミノ酸のうち,異なる４つのα-アミノ酸が直鎖状に縮合した
化合物である。表に各α-アミノ酸名と等電点を示す。

ペプチドAのアミノ酸配列を決定する目的で実験a)～f )を行った。以下に実験a)～f )の内容と結果
を示す。
a)　ペプチドAをある条件で部分的に加水分解すると,３種類のペプチドB,C,Dといくつかの
    α-アミノ酸に分解された。
b)　ペプチドB,C,Dを分離し,それぞれの水溶液に水酸化ナトリウム水溶液と硫酸銅(Ⅱ)水溶液
    を加えて呈色反応を行った結果,いずれのペプチド水溶液においても呈色は観察されなかった。
c)　分離したペプチドBとCそれぞれの水溶液に濃硝酸を加えて加熱すると,いずれの水溶液も
    黄色に変化し,冷却後アンモニア水を加えると橙黄色に変化した。
d)　分離したペプチドCとDそれぞれの水溶液に水酸化ナトリウム水溶液を加えて加熱後,
    酢酸鉛(Ⅱ)水溶液を加えると,いずれの水溶液からも黒色沈殿が生じた。
e)　ペプチドAをアミノ酸にまで完全に加水分解し,得られた４種類のα-アミノ酸をpH＝7.4
    の緩衝液中で電気泳動により分析した結果,陰極側へ移動するα-アミノ酸が存在すること
    がわかった。
f)　ペプチドDをアミノ酸にまで完全に加水分解すると複数のα-アミノ酸が得られた。これら
    のうち,一つのα-アミノ酸のメタノール溶液に濃硫酸を加えて加熱後,炭酸水素ナトリウム
    で中和すると分子量103の化合物が生成した。
問１　実験b)の呈色反応の名称を記せ。また,この実験b)の結果からわかることを簡潔に説明せよ。
問２　実験c)の呈色反応の名称を記せ。また,この反応により検出されるα-アミノ酸を表から
      一つ選び,名称を記せ。
問３　実験d)の反応で検出されるα-アミノ酸を表から一つ選び,名称を記せ。また,この反応で
      生じる黒色沈殿を化学式で記せ。
問４　実験e)の陰極側に移動するα-アミノ酸を表から一つ選び,名称を記せ。また,この
      α-アミノ酸が陰極側に移動する理由を簡潔に説明せよ。
問５　ペプチドAを構成するα-アミノ酸の正しい配列を以下の(ｱ)～(ｺ)の中から一つ選び,
      記号で記せ。
(ｱ)　リシン－システイン－フェニルアラニン－アラニン
(ｲ)　アラニン－システイン－フェニルアラニン－グルタミン酸
(ｳ)　アラニン－グリシン－グルタミン酸－リシン
(ｴ)　グリシン－システイン－グルタミン酸－リシン
(ｵ)　リシン－アラニン－システイン－フェニルアラニン
(ｶ)　アラニン－グルタミン酸－グリシン－フェニルアラニン
(ｷ)　システイン－アラニン－リシン－フェニルアラニン
(ｸ)　アラニン－システイン－フェニルアラニン－リシン
(ｹ)　フェニルアラニン－グリシン－アラニン－グルタミン酸
(ｺ)　グルタミン酸－グリシン－リシン－システイン



解 答解 答

Themeペプチドの構造決定に関する問題 神戸薬科大学(2012 薬)①一部略

１．下記のα－アミノ酸(a)～(f)のいずれかで構成されるトリペプチドMがある。
２．トリペプチドMを部分的に加水分解すると,２種のジペプチドXとY,および２種のアミノ酸Aと
　　Bが生成した。また,このトリペプチドを完全に加水分解すると,３種のアミノ酸A,Bおよび
　　Cが生成した。
３．ジペプチドXとYをそれぞれ加水分解すると,いずれからも光学異性体が存在しないアミノ酸が
　　生成した。
４．ジペプチドXに同じ物質量の無水酢酸を作用させると,Xを構成しているアミノ酸Aの
　　[　ア　]基が[　イ　]化され,新たに[　ウ　]結合が形成された。
５．ジペプチドXに(ⅰ)濃硝酸を加えて加熱すると黄色を呈し,さらに冷却後アンモニア水を加えて
　　塩基性にすると橙黄色になった。またジペプチドYに濃水酸化ナトリウム水溶液を加えて
　　加熱後,中和して酢酸鉛(Ⅱ)水溶液を加えると,(ⅱ)黒色沈殿を生じた。
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問１　アミノ酸A,BおよびCは何か。記号(a)～(f)を用いて答えよ。
問２　[　ア　]～[　ウ　]に適切な語句を記入せよ。
問３　下線部(ⅰ)で示した呈色反応の名称を答えよ。また,この呈色反応ではどのような
　　　反応が起こっているのかを20字以内で説明せよ。
問４　下線部(ⅱ)で示した黒色沈殿の化学式を書け。
問５　ジペプチドXの構造式を一般式にならって書け。



Themeペプチドの構造決定に関する問題 早稲田大学(2011 基幹理工 先進理工 創造理工)①

下表の８種類のα-アミノ酸のうち,異なる３つを構成成分とするトリペプチドXの一次構造
を決めるために,つぎの操作を行った。
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操作２－１：トリペプチドXをエタノールに溶かし,少量の濃硫酸を加えて加熱したところ,
　トリペプチドXの分子量より56大きい分子量をもつ物質が生成した。
操作２－２：トリペプチドXの２つのペプチド結合を部分的に加水分解することにより,２種の
　ジペプチドY,Zが得られた。YとZをそれぞれ水に溶かし,濃硝酸を加えて充分に加熱すると,
　いずれも黄色に変化した。さらにこれを冷却して塩基性にすると,いずれも橙黄色になった。
操作２－３：ジペプチドYとZをそれぞれエタノールに溶かし,少量の濃硫酸を加えて加熱した
　ところ,分子量が280と352の物質が生成した。

問１　操作２－１の結果は,トリペプチドX１分子中にどのような官能基がいくつ含まれることを
　　 示しているか,答えなさい。
問２　操作２－２の結果は,あるアミノ酸に特有の構造の存在を示している。表中のアミノ酸の
     中から,その構造をもつものを選び,３文字略号を用いてすべて答えなさい。
問３　操作２－１～２－３の結果から,考えられるトリペプチドXの一次構造を,下記の例のように
     字略号を用いてすべて答えなさい。

(例) 示性式  ３文字略号　Gly-Ala-Ser

 COOHCHH2N

H

 COOHCHH2N

CH3

 

OHCH2

CHH2N COOH

 

COOHCH2

CHH2N COOH

 

NH2(CH2)3CH2

CHH2N COOH

 

COOHCH2CH2

CHH2N COOH

 

CH2

CHH2N COOH

 

CH2

CHH2N COOH

OH

グリシン Gly  75

名称 示性式分子量３文字略号

チロシン Tyr 181

フェニルアラニン Phe 165

グルタミン酸

リシン

アスパラギン酸

セリン

アラニン

Glu

Lys

Asp

Ser

Ala

147

146

133

105

89



解 答解 答

Themeペプチドの構造決定に関する問題 同志社大学(2013 理工 生命医科他)①

タンパク質を部分的に加水分解して,２種類の鎖状のトリペプチドXおよびYを得た。
トリペプチドXおよびYは,表１に示しているα-アミノ酸のうち,いずれかが組み合わされて
構成されている。XとYそれぞれの水溶液に,水酸化ナトリウム水溶液を加えて加熱後,
酢酸鉛(Ⅱ)水溶液を加えたところ,いずれの場合も黒色沈殿が生じた。一方,XとYそれぞれの
水溶液に濃硝酸を加えて加熱し,冷却後,アンモニア水を加えて塩基性にしたところ,Xの水溶液
は呈色しておらず,Yの水溶液のみ呈色していた。また,0.1molのXと0.1molのYにそれぞれ
水酸化ナトリウム水溶液を加えて加熱したところ,Xでは0.3mol,Yでは0.4molのアンモニア
が発生した。以下の問い(ⅰ),(ⅱ)に答えよ。

(ⅰ)　トリペプチドXの分子量は351であり,完全に加水
      分解すると2種類のα-アミノ酸が
　　　1：2の物質量の比で生成した。Xを構成する２種類
      のα-アミノ酸の名称を答えよ。
(ⅱ)　トリペプチドYの分子量を整数で答えよ。
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