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糖ガラスによるタンパク質の熱安定化に関する

分子動力学シミュレーション

鈴木哲夫

京都大学大学院工学研究科化学工学専攻

A Review of A Molecular Dynamics Simulation Study Concerning 

Thermal Stabilization of Proteins by Amorphous Sugars 

Tetsuo SUZUKI 

Department 01 Chemical Engineering，均otoUniversiか，均loto615-8510， Japan 

A molecular dynamics simulation study concerning thermal stabilization of proteins by amorphous 
sugars was reviewed. First， a survey of several molecular simulations， especially molecular dynamics 
(MD) simulation， was described. Then the outlines of our experimental and MD simulation studies 
were reported as an example of studies on thermal stabilization of proteins by sugars. In the 
experimental study， thermal stability of enzymes in samples obtained by freeze drying of sugar-
enzyme solutions was discussed. It was found that the thermal stabilizing effect of sugars was 
prominent when sugars were glassy state (amorphous) in samples. Focusing on a specific sugar， the 
thermal stabilizing effect was different depending on its crystallinity. As for MD simulation study 
related to the above experiment， it was found that thermal vibration of proteins was depressed more 
in case that sugars were amorphous than crystalline. The depression of vibration depended not only 
on the number of hydrogen bonds between sugars and the surface of protein， but also on the mean 
lifetime of those hydrogen bonds. It seems promising that molecular simulations， including MD 
simulation， will become more and more important tools which give us complemental information to 
experiments. 
Keywords: suga巳MDsimulation， thermal stabilization， enzyme， glassy state 

1.緒 冨

機能性食品，医薬品， ドライ方式診断薬など，タン

パク質の生理活性を活用する製品は多数存在する.近

年ではバイオ医薬品が精力的に研究・開発され，抗体

医薬が注目を集めるなど，タンパク質含有製品は益々

その数と重要性を増してきている.それらの製品にお

いて，製造過程ならびに貯蔵期間中のタンパク質の活

性を保持することは極めて重要な課題である.活性を

損ねる原因はさまざまであるが，本稿では主要な原因

の 1つである熱による失活に着目する.タンパク質合
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有製品の中には運搬や貯蔵の際の利便性から乾燥固体

状のものも多く，またドライ方式診断薬 [1]などのよ

うに乾燥製品であるが放の特徴を生かした製品も存在

する.一方，そうした固体状製品を得るには，乾燥過

程において，加熱によりタンパク質が失活することを

避けねばならない.そのための選択肢の 1つは，凍結

乾燥を行うことである.その場合，タンパク質水溶液

に糖類を添加すると，凍結乾燥時における失活が抑え

られるだけでなく，乾燥後のタンパク質を熱安定化で

きる場合があることが知られている [1，2].

この糖類によるタンパク質の安定化機構については

数多くの研究が報告されており，大別すると水素結合

置換理論 [3]とガラス状態理論 [4]の2つの理論が提案

されている.水素結合置換理論は，糖分子がタンパク

質の 3次構造を維持している水分子の代わりにタンパ
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ク質と水素結合することでタンパク質を安定化する，

という理論である.一方ガラス状態理論は，糖水溶液

の乾燥後の構造はガラス(アモルファス)状態となり，

その中では分子運動や酵素失活を引き起こす化学反応

の速度が小さくなるためタンパク質が安定に保たれる，

という理論である.これらの理論は記述に違いはある

ものの，タンパク質が糖ガラス中に包埋されることに

より生じる安定化作用を異なった観点から相補的に記

述しており，現象を定性的に説明することにほぼ成功

している.

しかしながら，従来の研究では凍結乾燥試料中の糖

の結晶化度とタンパク質の生理活性保持の度合いがど

の程度一致するのか，といった定量的な知見や，糖に

よるタンパク質の安定化作用に個々の糖分子の配向・

配列が及ぼす影響に関する微視的な知見は充分には得

られていなかった.とくに後半の微視的知見に関しては，

実験による検討が必ずしも容易ではなく，分子動力学

法などの分子シミュレーションを用いた検討が有用と

考えられる.そこで我々は，分子動力学法を用いたモ

デル計算により，糖分子の配列の遣いが熱安定化作用

に及ぼす影響についてミクロレベルの検討を行った.

我々が行った糖の結晶化度とタンパク質の熱安定化と

の関係についての実験による検討例 [5，6]を紹介した

後，関連する分子動力学計算の結果について述べる.

なお，本解説記事は「食品の物性そして水」のー編

であるので，水との関わりについて述べる.糖のガラ

ス転移温度は含水率に大きく依存する.ガラス転移温

度より高い温度において，糖はガラス状態からラパー

状態になり，さらに場合によっては結晶化が生じる.

すなわち，水が糖の粘性などの物性に及ぼす影響は極

めて大きい [4].糖によるタンパク質の熱安定化に関し

ていえば，熱安定化作用は糖がガラス状態である場合

に顕著で、あるが，ガラス転移温度が低下すると，試料

温度の上昇に対して糖の結晶化が生じやすくなる.結

晶化してしまうと熱安定化作用が弱くなり，その結果

タンパク質の熱失活が生じやすくなる.そのため，水

は糖によるタンパク質の熱安定化を検討する上で極め

て重要な因子であるごとを付言しておく.以下本稿で

はそうした含水率による影響は取り上げないが，ご了

承願いたい.

2.分子動力学 (MD)法の概要

2.1 分子シミュレーションの種類

コンビュータを用いて数値計算を行う乙とにより，

原子・分子の物性や，静的あるいは動的な挙動を解析

する手法は一般に「分子シミュレーション」とよばれ

ている.分子シミュレーションの中にも様々なものが

あり，例えば原子や分子を構成する電子に着目して，

量子力学に基づく取り扱いにより電子状態を求め，原

子や分子の分光学的性質や，分子の構造，生成エンタ

ルピーなどを求めることが可能な「分子軌道法

(Molecular Orbital Method; MO法)J， I密度汎関数法

(Density Functional Theory Method; DFT法)Jなどと

よばれる計算手法がある.一方，いくつかの構造が既

知の分子について，分光学などの実験から得られた結

合長などが再現できるよう，分子内の各種原子間ポテ

ンシャルを設定し，そのポテンシャルを元に対象とな

る分子の構造を推測する「分子力学法 (Molecular

Mechanics Method; MM法)Jとよばれる手法もある.

ごれらの計算とは異なり，原子や分子の動的挙動や，

熱力学的な性質を考察するものとして， I分子動力学法

(Molecular Dynamics Method; MD法)JIモンテ・カ

ルロ法 (MonteCarlo Method; MC法)Jとよばれる計

算法がある.両者のうち， MC法は統計力学に基づい

て原子・分子の動きを確率的に取り扱うことで，熱力

学的な平衡状態を再現し，温度，圧力，自由エネルギー

などの熱力学量を求める方法である.以下に述べる

MD法と比べ，個々の原子の経時変化を追うわけでは

ない点が異なる.

2.2分子動力学 (MD)法について

さて，本稿で取り上げるのは MD法であるが，その

概要は，対象となる分子系に含まれる全ての原子につ

いて， Newtonの運動方程式を解いて各原子の経時変化

を求め，得られた各原子の座標と運動量の情報を適宜

統計処理することで，温度，圧力，自由エネルギーなど，

各種の熱力学量を求める方法である. MC法と違い，

時間平均を行って熱力学量を求める点は現実系に近い

ともいえる.分子内，及び分子聞のポテンシャル関数(力

場)は上述の MO計算や DFT計算を行うか， MM法

で用いられる力場やその他の標準的な力場を用いるな

どして決定する.そして，運動方程式に基づき，各原

子の座標と運動量を変数とする微分方程式を数値計算

で解くのが MD計算の大略である.各原子の各時刻に

おける座標と運動量が求まれば，上述のように各種熱

力学量を計算できるが，特筆すべき長所の 1つは，量

子論と比較すれば厳密性に欠けるものの，古典力学に

よる近似描像の範囲内で，各原子・分子の配置や動的

挙動を可視化できる点であろう.例えば後述のように

糖とタンパク質のモデル系を構築した場合を考える.

タンパク質の熱振動を抑えるのに有効と考えられる糖

ータンパク質問の水素結合数を検討する場合，各時刻

における糖分子の水酸基の位置と，タンパク質表面の

水酸基やアミノ基などの位置はわかっているので，水

素結合長(概ね1.7-2.5A)程度の距離にある Hと0，

Nの対の数を数え上げれば，水素結合数が求まり，フー

リエ変換赤外分光 (FourierTransform Infrared; FTIR) 
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などの実験を補完する知見が得られる.

なお最近では量子力学に基づいた計算法も精力的に

研究・開発が進められているものの，現状では古典力

学的な計算が主流である.その理由は，単に計算の労

力の問題だけでなく，電子に比べ原子は重く，そのた

め量子力学に特有の「粒子の波動性」を考慮する必要

性が電子ほど高くないことも一因であろう(気体分子

を古典力学的な粒子として取り扱う気体分子運動論で

理想気体の振る舞いが充分説明できることを想起頂き

たい). 

MD計算についての詳細は成書 [7]にゆずるが，本稿

で関係のある物理量として 時間相関関数の 1つであ

る平均二乗変位 (MeanSquare Displacement; MSD) 

について簡単に説明する.N個の原子の MSDは，i番

目の原子の時刻 toおよび t1における位置ベクトルをそ

れぞれ η(to)，Yi (t1) とすると，
N 

MSD=オヱ|η(11)一η(九)1

2
> ω 

と表される. < >はアンサンブル平均の意昧で，具体

的には，時間差LIt=t1-toを一定に保ちつつ，to， t1を

変化させて，多数の場合について平均をとることを示

している. したがって，MSDはL1tの関数であり，後

述の MD計算例では，タンパク質表面を構成する原子

のMSDをL1tに対してプロットしている.また， MSD 

の典型的な利用例は拡散係数の導出である.その場合，

拡散係数を求める対象となる原子や分子はどこかに束

縛されているわけではなく，経過時間に応じて際限な

く遠方に移動することが可能である.そうした原子や

分子の MSDをtに対してプロットすると，充分時聞が

経っと MSDはtの一次関数として単調増加する.一方，

本稿で取り扱う例では，タンパク質表面を構成する原

子は化学結合により束縛されていて自由に移動はでき

ないので，長時間経っても MSDは計算条件による特定

の範囲内にとどまるが 各原子の振幅が大きければ

MSDは大きくなる.そこで，糖とタンパク質表面のい

くつかのモデルについて 充分な時聞が経過した後の

同時刻の MSDを求め，その大小からタンパク質表面を

構成する原子の熱振動の程度を判定した.

3. 糖の結品化度と酵素活性保持との

関係についての実験的検討

3.1 凍結乾燥試料の作製

糖7種類(グルコース，スクロース， トレハロース，

マJレトース，ラクトース，マJレトトリオース，ラフィノー

ス)と酵素 3種類(AlcoholDehydrogenase (ADH)， 

を液体窒素で瞬間凍結したのち，試料温度一10
0

Cで 24

時間凍結乾燥した.得られた凍結乾燥試料はシリカゲ

ルが入ったデシケータ内へ移し， 65
0

Cの乾燥空気中で 0

~ 30日間保存し，その聞の残存酵素活性の経時変化を

調べた.酵素活性はそれぞれの酵素が触媒となる反応

初速度を吸光光度計で調べることにより評価した.糖

の結晶化度は X線回折法 (X-RayDiffractometry; 

XRD) により調べた.

3.2残存酵素活性

ADH含有試料について，残存酵素活性の経時変化を

Fig.1に示す.糖無添加試料では保存開始直後から活性

が急激に低下し， 7日間でほぼ完全に失活している.そ

れに対し，グルコース以外の糖を用いた場合，糖無添

加試料と比較して活性は高く保持されており，糖の熱

安定化作用が確認できた.

なおグルコースなどの還元糖では，熱による変性に

加え Maillard反応による酵素活性の消失が起きる.そ

こで，熱安定化作用について非還元糖と還元糖を区別

して比較を行うと，非還元糖ではトレハロースが最も

強い熱安定化作用を示し，次にラフィノースが強く，

スクロースの熱安定化作用は一番弱い.還元糖では，

マルトトリオースの熱安定化作用が最も強く，マルトー

スが同程度の熱安定化作用を示し，ラクトースの熱安

定化作用は弱いという結果が得られた. LDHならびに

MDH含有試料でも同様の傾向がみられた.

3.3糖の結晶化度と残存酵素活性の関係

次に，糖の結晶化度と熱安定化作用との関連につい

て調べるため， XRDを用いて ADH含有試料中の糖の

結晶化度を調べた.熱安定化作用の強いトレハロース，

ラフィノースは凍結乾燥直後においでほぼ完全にアモ

ルファスであり， 15日経過後も結晶化度はほとんど変

凸
りー 。
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(MDH)) を用いて実験を行った [5]. 糖と酵素をそれ Fig. 1 Residual activity of ADH in sugar-ADH freeze-dried 

ぞれ 1種類ずつ含む糖一酵素水溶液を調製し，水溶液 samples stored at 6S
o
C. 
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4.1 糖ータンパク質表面の分子モデルの作成

上記 3.で紹介した実験と関連して，糖ガラスによる

タンパク質の熱安定化について MDシミュレーション

により微視的な検討を行った.用いた分子モデルの模

式図を Fig.3に示す.MD計算は Accelrys社の Cerius
2

を用いて実施した.分子力場には代表的な力場の 1つ [7]

である DREIDING力場 [8]を用い，粒子数および渦度

一定のシミュレーションを行った. タンパク質のモデ

ルとして ADHを，糖にはグルコース， トレハロース，

スクロ ース，マル卜ース，ラクトースの 5種類を取り

それらの糖分子がアモルファス状または結晶状
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Fig. 3 Schematic figure of sugar-ADH surface model used for 

MD simulation. 

3.4糖ータンパク質問水素結合と残存酵素活性

上記の実験と関連して， ITIRによりアミドバンドの

ピークシフ トからスクロースーLDH聞の水素結合形成

度を推測した [6].LDHのアミド 1，アミド IIの 2つの

バンドは，水や糖と水素結合すると，アミド Iは低波

数側 に，アミド IIは高波数側にピークシフトする [3].

そこで，スクロースーLDH凍結乾燥試料を作製してピー

クシフ トを調べたところ，糖が結晶化 した場合と比べ，

ガラス状態の方が，アミド Iはより低波数側 に，アミ

ドIIはより高波数側にピークシフ 卜し た これより，

スクロースがガラス状態である方が LDH との水素結合

の形成度合いが高いこと 水素結合が熱安定化作用に

重要な役割を果たしている ことが示唆された.

化しなかった.また，還元糖ながら比較的高い活性保

持を示したマル トース，マル 卜トリオ ースも結晶化度

が低かった.それに対し，熱安定化作用が弱いスクロー

スは凍結乾燥直後の時点で既に結晶化していた [5]

以上の結果は，結晶化度が低い糖は熱安定化作用が

優れていることを示しているが，これだけでは糖がガ

ラス化すること自体が熱安定化に寄与するのかどうか

はあまり明確ではない.そこで，同一の糖を用いた試

料で糖の結晶化度が異なる場合について熱安定化作用

を比較した.スクロース ー酵素水溶液の凍結乾燥する際，

試料温度を -10
0

Cから -30
0

Cに変更することで，ガラス

化し たスクロース試料を作成した.得られた試料の残

存活性を Fig.2に示す.比較のため，スクロースが結

晶化した試料の結果も示した. ADH含有試料， LDH含

有試料， MDH含有試料のいずれの場合も結晶化試料よ

りもアモルファス試料の方が優れた熱安定化作用を示

すことがわかる これらの結果より，糖の形成するア

モルファス組織そのものが酵素の熱安定化に大きく寄

与していることが惟認できた.
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Fig. 2 (a) Residual activity of ADH embedded in sucrose stored at 65
0

C. Open circle: sucrose is amorphous; black 

circle: sucrose is crystalline. (b) Residual activities of ADH， LDH， and MDH embedded in sucrose after 20 days 

storage at 65
0

C. White bar: sucrose is amorphous; black bar: sucrose is crystalline 
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に配列した状態で多層を形成してタンパク質表面を覆

う分子モデルを以下の手順で作成した.

まず， Protein Data Bank [i]より入手した ADHの構

造を元に，その表面の一部(約 1000原子)を切り出して，

タンパク質表面モデルを作成した.それとは別に，タ

ンパク質表面を覆う糖分子層のモデルを用意した.今

回は糖分子が 4層程度になってタンパク質表面モデル

を覆うよう，アモルファス状配置は糖分子 30個をラン

ダムに，結晶状配置はケンブリッジ結品構造データベー

ス (TheCambridge Structural Database; CSD) [ii]の

データに基づいて糖分子 32個を結晶状に配置したモデ

ルを作成した.

次に，作成した糖分子層のモデルをタンパク質表面

モデルの近傍に置き，そこで 1ステップを 1fsとする

MD計算を 25万ステップ (250ps) 程度行い，糖ータ

ンパク質表面モデルが熱平衡状態になるようにした.

これにより，糖とタンパク質表面聞の分子間力に応じ

て，糖分子やタンパク質表面原子が熱力学的に妥当な

位置に移動し，その結果糖四タンパク質問水素結合が

形成されるなど，タンパク質が糖分子に覆われた状態

として妥当な分子モデルを構築した.以上の計算の後，

解析用データを得るため 20万ステップ (200ps) の計

算を実施した.得られた解析用データを用いて， ADH 

の熱振動の程度を調べるため，タンパク質表面モデル

を構成する原子の MSDを求めた.糖が存在することで

MSDが小さくなれば，熱振動が抑制されており，熱安

定化されているとみなした.また糖ータンパク質問水

素結合数なども調べた.

4.2 MSDの計算例

MDシミュレーションより求めた 70
0Cにおけるタン

パク質表面モデルを構成する原子の MSDの計算結果の

例を Fig.4に示す.糖分子の配列がアモルファスと結

晶状のいずれの場合も，糖を配置した場合の方が配置

しない場合よりも MSDが小さくなった.この結果は糖

に包埋されることでタンパク質の熱振動が抑制され，

熱安定化されることを示唆する.

また，切り出す部位が異なると， MSDが数倍異なる

定性が異なることを示唆する.また，アミド残基末端

部の振動がタンパク質の 3次構造変化に与える影響が

大きいと推測される.

次に，糖分子の種類や配列と MSDとの関係を調べた

ところ，アモルファスの場合の方が結晶状の場合より

もMSDが小さくなり，熱振動が抑制されることがわ

かった.これは糖が結晶であるよりもアモルブァス状

態である方が熱安定化作用が強いという実験結果 [5，6]

と適合する.

4.3 糖ータンパク質問水素結合と MSDの関係

こうした熱振動の遣いが生じる要因を考察するため

に，以下に述べるように，糖ータンパク質問の水素結

合数Noと水素結合の平均寿命 Tに着目した検討を行っ

た.それらの値について，100 ps後の MSDの値ととも

にまとめたものが Table1である.

まず，糖分子とタンパク質問の水素結合数が多けれ

ば，タンパク質の構造を保つ上で有利でミあると考えら

れるため，水素結合数N。について調べた.その結果，

N。は糖分子の種類や配列により異なっており ，Noが大

きい方が熱振動が抑制され タンパク質が熱安定化さ

れる傾向はみられるものの，Noだけでは必ずしも熱安

定化作用の強弱を説明できない場合があることがわ

かった.また，水素結合長分布を調べたところ，分布

がピークをもっ結合長はどの場合も概ね同じで 1.9-

0.9 

0.8 

.--. 0.7 

5 06 
c 

ミ0.5

0'0.4 

望0.3

0.2 

0.1 

0 20 

Without sugar 

40 60 80 100 

場合があること，とくにアミド残基末端部 (Ser-Thr- Time [ps] 

Ala-Gly) が存在する部位は，他の部位に比べ熱振動が Fig. 4 MSD values of atoms constructing ADH surface for 

非常に大きいことがわかったこれは部位により熱安 several sugar-ADH surface models. 

Table 1 MSD values for sev巴ralsugar-ADH surface models. 

Sucrose Maltose Lactose Trehalose Trehalose Maltose Lactose Sucrose 
amorphous amorphous amorphous amorphous crystal crystal crystal crystal 

MSD 0.47 0.51 0.52 0.53 0.54 0.55 0.57 0.61 
No 13.8 11.6 16.1 13.0 6.1 14.2 13.6 6.7 
T 124 128 91 107 J51 103 50 101 

N。τ 1708 1489 1468 1237 919 1469 683 469 
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2.1 Aであった.水素結合の強度が強ければ，水素結合

長が短くなると推測されるが，結合長が概ね同じであ

ることから，水素結合強度の差異は熱安定化作用の強

弱にあまり関与しないと推測される.

上述の結果から，糖によるタンパク質の熱安定化を

説明するためには，水素結合数や結合強度などの，水

素結合に関するいわば“静的"な性質に着目するだけ

では不充分だと考えられる.そこで，いわば“動的"

タの演算速度の飛躍的発展に伴い，大規模数値計算が

手軽にできるようになってきていることもあり，各種

実験データを補完する道具として， MD法や，その他

種々の分子シミュレーションは今後益々身近な手法に

なっていくものと考えられる.
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質問の水素結合数は，ピコ秒程度以上のタイムスケー

ルで考えればほとんど変化しないが，より短いスケー

ルでは，総結合数はほぼ一定であるが，個々の水素結

ABBREVIATION 

合は時間経過に伴い解裂と再結合を繰り返し 結合箇 MO: Molecular Orbital 

所の入れ替えなどが生じていると考えられる.したがっ

て，以下の方法により，水素結合が解裂するまでの平

均寿命を算出した.

まず¥最初の時点で形成している糖ータンパク質問

水素結合に着目し，各々の結合が初めて解裂するまで

の経過時聞を求めた.その結果から，最初の時点から

一度も解裂せずに水素結合を保っている“残存水素結

合数"Nの経時変化をプロットし，そのプロットを指

数関数で近似した即ち，最初の水素結合数を No，経

過時間を tとすると，

N=Noeτ (2) 

と書ける Tが大きくなると，経過時間が同じでも，残

存結合数が多くなる.素粒子や放射性原子核の崩壊な

DIT: Density Functional Theory 

MM: Molecular Mechanics 

MD: Molecular Dynamics 

MC: Monte Carlo 

ITIR: Fourier Transform Infrared 

MSD: Mean Square Displacement 

ADH: Alcohol Dehydrogenase 

LDH: Lactate Dehydrogenase 

MDH: Malate Dehydrogenase 

XRD: X-Ray Diffractometry 

CSD: The Cambridge Structural Database 

Ser: Serine 

Thr: Threonine 

Ala: Alanine 

どとのアナロジーでいえば，T は水素結合の平均寿命で Gly: Glycine 

ある.
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要 旨

「食品の物性そして水」の一編として，ガラス状態(ア

モルファス状態)の糖によるタンパク質の熱安定化に

関する実験と分子動力学 (MD) シミュレーションの研

究例を紹介した.最初に分子シミュレーション，とく

にMDシミュレーションの概要を述べたのち，糖によ

るタンパク質の熱安定化についての実験と MD計算の

事例を報告した.実験では 糖一酵素水溶液を凍結乾

燥して得られた試料について，高温保存時の熱失活に

関する実験結果から，同ーの糖において，ガラス状態

である方が結晶化した場合より熱安定化作用が強いこ

とを示した.対応する MDシミュレーションの結果か

ら，熱安定化作用は糖ータンパク質問の水素結合数だ

けでなく，水素結合の寿命にも依存していることが示

唆された.分子シミュレーションは今後益々実験を補

完する有用な道具となっていくものと考えられる.
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