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研究成果の概要（和文）： 真核細胞のオルガネラにおける蛋白質動態は解析すべき重要な生命現象の一つであ
る．本研究では，in-cell NMRを，オルガネラ（特にミトコンドリア）内にある蛋白質に応用することで解析を
試みた．
 ミトコンドリア移行シグナルを付加したモデル蛋白質を，電気穿孔法でヒト培養細胞に導入し，その後ミトコ
ンドリアを単離することで．良好なin-mitochondria NMRの観測に成功した．希薄溶液状態と同様の立体構造が
形成されていたが，細胞質内のスペクトルとの有意な差も観測され．ミトコンドリア・マトリックスが蛋白質動
態に与える影響を反映している可能性がある．

研究成果の概要（英文）：  Protein behaviours in eukaryotic organelles were investigated by extending
 the in-cell NMR approaches to be available for the analysis of proteins localised in organelles, 
particularly mitochondria.
  A model protein with a mitochondrial targeting signal was incorporated into cultured human HeLa.S3
 cells by electroporation, and then the mitochondria faction was isolated for NMR experiments. 
Well-resolved in-mitochondria NMR spectra showed that the proper 3D structure was formed, while 
different effects of the mitochondria matrix environment to the conformation and dynamics of 
proteins was suggested from the observed spectral differences when compared with the samples in 
cytosol or in diluted solution suggested.

研究分野： 構造生物学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
In-cell NMR は細胞内蛋白質の原子分解能

の in situ 解析が可能な唯一の手法である．
研究代表者らは，世界に先駆けて生きた大腸
菌内の蛋白質の立体構造決定に成功し
Nature 誌に報告した．また，ヒト培養細胞
や培養昆虫細胞 Sf9 の系においても，細胞内
蛋白質の立体構造解析に結びつく詳細な
NMR 解析が可能であることを示した．しか
し，従来の in-cell NMR 解析は，「細胞質」
内の解析であり，細胞質で合成されてオルガ
ネラに運ばれ，そこで機能する蛋白質の解析
は全く視野に入っていなかった．研究開始の
直前にイタリアのグループが，ミトコンドリ
ア内の蛋白質の2D 1H-15N相関スペクトルの
測定に成功したが，詳細な解析を可能にする
ような技術開発はまだ達成されていなかっ
た．一方で，各オルガネラは細胞質とは異な
る環境を持ち，蛋白質に対する影響も細胞質
とは異なることが予想された．そこで，様々
な技術開発を行いつつ，世界初のオルガネラ
内の蛋白質の「詳細な」NMR 解析を行うこ
とを着想した（図 1に本研究の概要を示した）． 

真核細胞の in-cell NMRの最も困難な点は，
安定同位体標識された標的蛋白質の細胞質
内濃度が低いことに起因する「感度の問題」
である．本研究では細胞内に合成された蛋白
質がさらにミトコンドリア・マトリックスに
運ばれた後を見ようとしているため，感度の
問題は一層チャレンジングなものとなって
いた．研究代表者らはこれまで，nonlinear 
sampling を用いた迅速な多次元 NMR 測定
法と quantitative maximum entropy 法を用
いた新しいデータ解析技術を用いて in-cell 
NMR の感度の問題に挑んできたが，本研究
ではこのアプローチをさらに進めていくこ
ととした．一方で，ミトコンドリアは分画・
単離方法が確立しているため，単離したミト
コンドリアを用いた in-mitochondria NMR
測定は（新規なものと考えられるが）充分実
施可能であると考えられた．また，単離した
ミトコンドリアを，活性を保持した状態であ
る 程 度維持 す ること も 可能な た め ，
in-mitochondria NMR 測定を行うことで，生
物学的に有意義な情報を抽出できる可能性
が高い． 
 

２．研究の目的 
本研究の目的は，生体内の蛋白質の解析に

対して潜在的なポテンシャルを持つ in-cell 
NMR 法を，真核細胞のオルガネラ内にある
蛋白質の解析法として発展させることであ
る．対象となるオルガネラとしては，細胞質
と特に異なる環境を保持し，その単離方法も
確立されているミトコンドリアを用いる．ミ
トコンドリア・マトリックスに存在する低分
子量の蛋白質を中心に解析を行い，ミトコン
ドリア内環境が蛋白質の立体構造や動態
（フォールディング安定性や高分子複合体
との相互作用など）に与える影響を解析する． 
蛋白質のオルガネラにおける機能発現の

メカニズムは解析すべき重要な生命現象の
一つである．一方で各オルガネラ内の物理化
学的環境は充分に解明されていない．した
がって，本研究の成果は，オルガネラにおけ
る蛋白質の構造・活性相関を解析するための
ブレークスルーになる可能性がある． 
 
３．研究の方法 
本研究では，オルガネラの中で細胞質と特

に異なる環境を保持し，単離方法も確立され
ているミトコンドリアを第一の対象とした．
また，研究開始後，核に局在する蛋白質の動
態解析にも着手した． 
対象となる真核細胞としては，昆虫培養細

胞 sf9/baculovirus の系と，ヒト培養細胞
HeLa.S3 の系を併用し，対象となる蛋白質に
よってうまくいく方を選択した． 
研 究 は ま ず ， モ デ ル 試 料 を 用 い て

in-organelle NMR の手法の確立と，測定・
解析上の要素技術の改良・最適化を行い，次
に，実際にミトコンドリア・マトリックスに
存在する蛋白質について解析を試みること
とした． 
 
４．研究成果 
本研究ではミトコンドリア・マトリックス

に存在する蛋白質の解析が最終目標である
が，in-mitochondria NMR の方法論を確立す
るためのモデル試料として，既に in-cell 
NMR 解析で実績がある連鎖球菌 protein G 
B1 ドメイン（GB1）および高度好熱菌
T.thermophilus HB8 TTHA1718にミトコン
ドリア移行シグナル（MTS）を付加したもの
（ 以 後 ， そ れ ぞ れ MTS-GB1 ，
MTS-TTHA1718 と略記）を用いた．使用す
る in-cell NMR の系としては昆虫培養細胞
sf9/baculovirus の系と，ヒト培養細胞
HeLa.S3 の系を用いた． 
このうち sf9/baculovirus の系では，

MTS-GB1 および MTS-TTHA1718 の発現系
を作成し，大量発現を試みたが，良好な
in-cell NMR および in-mitochondria NMR
スペクトルの観測に十分と考えられる程度
の発現量が得られなかった．この系について
は，細胞内の発現量の最適化を継続して試み
ている． 

図 1．本研究の概要 



HeLa.S3 細胞の系については，MTS-GB1
とMTS-TTHA1718の大腸菌内の大量発現系
を構築し，かつ NMR 観測のための安定同位
体 15N 標識試料の大量調製を行った．標的蛋
白質を HeLa.S3 細胞内に導入する方法とし
ては，膜貫通ペプチドを用いる方法，電気穿
孔法を用いるもの，膜破壊毒素 streptolysin 
O を用いるものなどが提案されているが，試
行錯誤の結果，電気穿孔法を用いてこれらの
蛋白質を細胞質に導入することに成功した．
また，細胞質への導入後に移行シグナルが切
断されミトコンドリア内に輸送されている
ことも確認した． 

これらの結果を受けて，15N標識MTS-GB1
を 用 い て ， in-cell NMR 測 定 お よ び
in-mitochondria NMR 測定を行った．実験は
以下のステップで行った．まず，電気穿孔法
で HeLa.S3 細胞に導入し，細胞の回復のた
めの培養の後，NMR 試料管に封入し 2D 

1H-15N SOFAST-HMQC スペクトルの測定
を行った（図 2a）．SOFAST-HMQC は迅速
な 1H-15N 相関 NMR スペクトルの取得のた
めに開発された方法方であり，in-cell NMR
測定に非常に有効である．その後，細胞試料
を回収し，破砕・ホモジナイズ後遠心を行う
ことによって，ミトコンドリアを分画・回収
した．これを，再び NMR 試料管に封入して
1H-15N SOFAST-HMQC スペクトルの測定
を行った（図 2b）． 
細胞全体を試料とした際には，立体構造を

保持した状態と部分変性が推定される状態
が混在したスペクトルが観測された．これは
細胞質内に存在するMTS-GB1由来のシグナ
ル，ミトコンドリア・マトリックス内に存在
する（MTS が切断された）GB1 由来のシグ
ナル，ミトコンドリアへの移行過程にある
GB1 のシグナルが混在して現れているもの
を推定される．一方で，今回初めて良好なス
ペクトルとして観測された in-mitochondria 
NMR スペクトルからは，部分変性状態では
なく正しい立体構造の形成が示唆されてい
る反面，希薄溶液状態や細胞質内の GB1 ス
ペクトルと有意な差が得られた．この結果は
非常に興味深く，細胞質とは環境が異なるミ
トコンドリア・マトリックスが蛋白質のコン
フォメーション，ダイナミクス，フォール
ディング安定性などに与える影響を観測し
ている可能性があり，さらなる解析が大いに
期待される． 
モデル蛋白質を用いた方法論的開発に加

えて，実際にミトコンドリア・マトリックス
に存在する蛋白質の解析の検討も行った．そ
の際にはマルチステップな選考基準を設け，
解析に適した試料を絞り込んだ．今後は，
in-mitochondria NMR およびマトリックス
環境をミミックした in vitro 解析を組み合わ
せて，ミトコンドリア・マトリックスが蛋白
質動態に及ぼす影響について解析を行って
いく計画である． 
以上の in-mitochondria NMR 解析に加え

て，核内蛋白質の NMR 観測を目指した研究
も行った．核に局在する，RNA 結合活性を
持つマルチドメイン蛋白質をモデル試料と
し，各ドメインに C 末端の核局在シグナル
（NLS）を結合させたフラグメントをデザイ
ンして，大腸菌を用いた発現系の作成を行っ
た．現在までに各フラグメントの大量調製・
安 定 同 位 体 標 識 を 完 了 し て お り ，
in-mitochondria NMR と同様のプロトコル
で，核を分画し NMR 解析を行っていく予定
である．以上のように，本研究で目的とした
in-organelle NMR の手法的基盤の確立がで
きつつあることで，様々な応用研究が進展す
ることも期待される． 
さらに，詳細な in-cell，in-organelle NMR

のための NMR 測定・解析手法の開発も並行
して行った．具体的には，①バイオリアク
ターを用いて NMR 試料管内の細胞の延命を
図る方法，②常磁性効果を用いた蛋白質ドメ

図 2．a. HeLa.S3 細胞に導入した 15N 標識
MTS-GB1 の 2D 1H-15N SOFAST- HMQC
スペクトル（黒）と，同様に HeLa.S3 細
胞に導入した MTS を付加していない 15N
標識 GB1 の 2D 1H-15N SOFAST- HMQC
スペクトル（赤）の比較．b.ミトコンドリ
ア画分中の 15N 標識 MTS-GB1（MTS は切
断されている）の 2D 1H-15N SOFAST- 
HMQC スペクトル（黒）と，HeLa.S3 細
胞に導入した MTS を付加していない 15N
標識 GB1 の 2D 1H-15N SOFAST- HMQC
スペクトル（赤）の比較． 



イン間の相対配置・蛋白質間相互作用の解析
手法，③迅速な多次元 NMR 測定法・データ
処理法の開発，④多次元 NMR スペクトルの
自動帰属法の開発，⑤ベイズ推定を用いた蛋
白質の立体構造計算法の確立，⑥ミトコンド
リア内蛋白質の動態解析を視野に入れたア
ミノ酸選択的 15N 標識法，⑦蛋白質の安定性
や相互作用解析のための 15N 緩和解析や
15N-DEST 測定法，などである（③～⑤につ
いては図 3 に模式的に示した．また⑤のベイ
ズ推定によって決定された生きた sf9 細胞内
の蛋白質の立体構造を図 4 に示した）．これ
ら NMR 手法の整備によって，生物学的に重
要な様々な蛋白質の in-cell， in-organelle 
NMR 解析が進むことを期待している． 
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