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チューブリン相互作用による 
Tetrahymena繊毛外腕ダイニン頭部の構造変化

増　山　悦　子

序　　論
　繊毛・鞭毛運動において，ミオシン同様のATPaseが存在するという発見が1963年にGibbonsによっ
てなされ，力を出すタンパク質としてダイニンと命名された 1 ）。真核細胞の繊毛・鞭毛に特異的に存
在する軸糸ダイニンは，それらの波打運動を駆動することが明らかにされている 2 ），3 ）。その後の研
究で，動物細胞には，細胞内にはりめぐらされた微小管のマイナス端方向へ運動する細胞質ダイニ
ンと呼ばれるモータータンパク質が見出され，物質輸送や染色体の移動などの細胞の重要な機能を
担っていることが分かった 4 ）。一方，ダイニンは，重鎖と数種類の中間鎖および軽鎖を含む，分子量
1 MDa以上の巨大なタンパク質複合体 5 ）であるため，組換え体の発現系構築が難しく，同じ細胞骨
格系の分子モーターであるミオシンやキネシン 6 ）に比べて，ダイニンの運動メカニズムの研究は大
きく遅れていた。
　巨大なタンパク質複合体の軸糸ダイニンは， 9 ＋ 2 構造と呼ばれる繊毛・鞭毛軸糸の 9 対の周辺微
小管に腕様の突起として，外側と内側に規則的に配列し，ダイニン外腕，内腕と呼ばれている。外腕
には 1 種類，内腕には 5 ～ 10種のダイニンが存在し，それぞれに，力を発生する重鎖が 1 ～ 3 個含
まれている。重鎖はアミノ酸約4500個からなる巨大なタンパク質（分子量	>	500	kDa）である。アミ
ノ酸の並びの最初の約 3 分の 1 が尾部，残りが力を発生する頭部で，尾部先端で周辺微小管のA小管
に結合し，頭部で隣の微小管のB小管と相互作用し，ATP加水分解の結果，滑り運動を行うと推測さ
れている 5 ），7 ）。ミオシンやキネシンとは滑り運動を行うという共通の特性を持つが，唯一ダイニン
ATPaseは，ダイニン重鎖の一次構造配列と電子顕微鏡観察をもとに提唱されているモデルによると，
AAA+（AAA:	ATPases	associated	with	diverse	cellular	activities）スーパーファミリーに属するこ
とが明らかにされた 8 ）。ダイニン重鎖は， 6 個のAAA＋ドメインがリング状の構造 9 ）をした頭部を
形作り，AAA＋ドメインの 4 番目（AAA4）と 5 番目（AAA5）の間から，10	nmの長い逆並行の
コイル状のストークと呼ばれる突起が出ており，その先端が微小管の結合部位（MTBD）としては
たらいている10）。1 ～ 4 番目のAAA＋ドメインには，Walker	Aモチーフを持つATP結合部位があり，
AAA 1 のみがATP	加水分解に必須である11）。
　近年，細胞質ダイニンのモータードメインが結晶化され，高分解能の結晶構造解析によって，ダ
イニンの構造と運動メカニズムを原子レベルで議論する基盤ができつつある12）。AAA+ドメイン
のATP加水分解のサイクルとストークの微小管結合部位における微小管の親和性の変化，そして
AAA+ドメインと尾部をつなぐリンカーの構造変化が協調することにより，運動が起こると考えら
れている13）。さらに，ストークを形成する 2 本のα-ヘリックス同士が滑り合うことで情報が伝達され
るというモデルが提唱されている12）。鞭毛軸糸ダイニンは遅れて，微小管結合部位（MTBD）の立体
構造が原子レベルで明らかにされ，細胞質ダイニンには見られない柔軟に可動する突起構造（フラッ
プ）の存在が見出されている14）。生化学的解析などにより，鞭毛軸糸ダイニンの微小管への結合は細
胞質ダイニンに比べてかなり弱いことが明らかにされている14）。軸糸ダイニンの運動メカニズムを解
明するためには，頭部リング構造と微小管との相互作用について多方面から解析することが必要であ
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ると思われる。
　我々は組換え体を要せずにダイニン頭部（主としてAAA+ドメインとストークドメイン）のみを
得ている（本紀要11号）。原生生物繊毛虫テトラヒメナの繊毛軸糸から外腕ダイニンを抽出し，金属
プロテアーゼのサーモリシンで限定的に分解することによって，分子量約400kDaのATPase活性を持
ち，チューブリンダイマーで活性化する 3 種類のダイニン重鎖のうちβ鎖とγ鎖の 2 種類のフラグメン
ト（フラグメント-βとフラグメント-γ）を精製している。本研究では，チューブリンダイマーとの相
互作用によって生ずるダイニン重鎖のAAA＋ドメインの微構造変化を探るために，微環境変化マー
カーである蛍光色素アクリロダンをフラグメントへ標識し，構造変化を蛍光光度計で追跡した。
　本研究では，アクリロダン標識フラグメントは，ATP結合やATP加水分解だけでは構造変化を起
こさないが，チューブリンダイマーと相互作用し，著しい構造変化を起こした後に，ATP加水分解
の反応中間体を経ることで，さらに構造変化を引き起こすことを明らかにした。最近，原子レベルで
得られた軸糸ダイニンの構造12-14）をもとに，運動のメカニズムを推論することにした。アクリロダン
標識による構造変化の解析は，軸糸ダイニンの運動を可視化する一手法として優れており，軸糸ダイ
ニンの運動メカニズムの解明に寄与できると考えられる。

材料と方法
繊毛軸糸ダイニンの調製
　繊毛虫テトラヒメナ（Tetrahymena pyriformis	strain	GL）の培養，繊毛の単離は以前報告した
方法15）に従った。ダイニンは繊毛を除膜した軸糸から低イオン強度のTris/HCl緩衝液（1	mM	Tris-
HCl，0.1	mM	EDTA，0.1	mM	PMSF，pH8.0）で 4 ℃で一晩透析し，45,000	xgで30分間遠心分離

（J2-MC，	BECKMAN）した上清を粗ダイニンとした。

フラグメント-β，-γの精製
　粗ダイニンをタンパク質分解酵素サーモリシンで消化し，フラグメントを前述（本紀要11号）のよ
うに，Q-Sepharoseイオン交換クロマトグラフィーで精製した。その結果，分子量約400	kDaのダイ
ニンβ，γ重鎖由来の 2 種類の頭部ドメイン（フラグメント-β，-γ）を得た。

牛脳チューブリンダイマーの精製
　牛脳はホモジナイズし，懸濁液を 1 mM	GTPを加えて再構成，脱重合を 2 回くり返すという
Shelanski法16）により，微小管タンパク質（twice-cycled	microtubule	protein）を調製した。次にホ
スホセルロース（PC	 ;	Whatman	P11）カラムクロマトグラフィーを行い，チューブリンダイマーを
精製17）した。
　牛脳に重合用緩衝液（reassembly	buffer（RB）;	100	mM	MES（pH6.8）,	0.5	mM	MgCl2,	1mM	
EGTA）と終濃度0.1	mM	GTPを加え，ワーリングブレンダーでホモジナイズした。懸濁液を25,000	
xgで 1 時間，遠心分離（J 2 -MC，	BECKMAN）した。その上清に 1/3 容のグリセリンと終濃度 1 	
mM	GTPを加えて35℃，30分間加温してチューブリンダイマーを重合し，30℃で100,000	xg，	40分間，
超遠心分離（Optima	L	7000，BECKMAN）を行った。次に， 0 ℃でゲル化した沈殿の微小管タンパ
ク質に 1 /10容の 1 	mM	GTP-RBを加えて懸濁し，テフロンホモジナイザーでホモジナイズした後，
0 ℃，25,000	xgで 1 時間遠心分離した。上清を同様に重合，脱重合してtwice-cycled	microtubule	
proteinを得た。PC用緩衝液（20	mM	MES（pH	6.8）,	0.5	mM	MgCl2,	1	mM	EGTA）で平衡化した
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PC	カラム（1	x	5	cm）に，twice-cycled	microtubule	proteinをかけ，0.1	mM	GTPを含むPC緩衝液
で溶出した。カラム分取後は，GTPとMgCl2を直ちに加えて最終濃度を100	mM	MES（pH	6.8），1	
mM	MgCl2,	1	mM	EGTA,	0.5	mM	GTPに合わせて，チューブリンダイマー溶液として－70℃以下に
凍結保存した。

ダイニンフラグメント-β，-γのアクリロダン標識
　外腕ダイニンフラグメント溶液（20	mM	HEPES，	3	mM	MgSO4（pH	7.0））に 3 倍量になるよ
うに 1 	mMアクリロダン溶液（DMFで溶解）を加え，遮光した状態で， 4 ℃で30分間，緩やかに
撹拌しながらインキュベーションした。過剰濃度のDTT（最終濃度	1	mM）を加えて反応停止した
後，20,000	xg，30分間の遠心分離（Avinti	30,	BECKMAN）を行った。その上清を，Sephadex	G25	
superfine（GE	Healthcare	Inc．）カラム（1	x	5	cm）にアプライし，HEPES緩衝液（20	mM	HEPES（pH	
7.0）,	3	mM	MgSO4）で溶出し，360	nmの吸光度を測定した。未反応のアクリロダンとDTTを除去
しアクリロダン標識タンパク質を分取した。アクリロダン標識溶液は，恒温セル室を内蔵した蛍光光
度計（日本分光，JASCO	FP-777）を用い，18℃，391	nmの励起波長で410 ～ 580	nmの蛍光スペク
トルを測定した。フラグメントに結合したアクリロダンの定量は，アクリロダン標識ミオシンS 1 で
測定された方法18）に従った。アクリロダン標識ダイニンフラグメント溶液の吸光度（382	nm）を測
定し，アクリロダンのモル吸光度係数（12,000±300	cm- 1 	M- 1 ）を用いて定量した。

ATPase活性の測定
　最終濃度が1	mM	ATP，	3	mM	MgSO4,	20	mM	Tris/HCl（pH	8.0）の反応液に酵素を加えて反応
開始した。アミドール還元剤を用いた中村の変法をさらに改良した簡便な方法15）により遊離した無
機リン酸を700	nmで測定した。

タンパク質濃度の測定
　精製したフラグメントダイニンのタンパク定量は，マイクロBCAタンパク質定量キット（Thermo	
Fisher	Scientific）を用いたビシンコニン酸法（BCA	法）19）で行った。サンプルに調製したBCA試薬
を添加し，60℃，60分間インキュベーション後，室温で562	nm	の吸光度を測定した。その他のタン
パク質定量はBradfordの方法20）で行った。すべての検量線は牛血清由来のアルブミン溶液で作成した。

試薬
　蛍光色素6-acryloyl-2-dimethylamino	naphthalene（Acrylodan）はMolecular	Probes社を使用した。
他の試薬はすべて試薬特級を使用した。

結　　果
蛍光色素アクリロダン（AC）の特性
　各種溶媒中における蛍光色素アクリロダン標識DTT（DTT-AC）の蛍光スペクトルと蛍光強度を
測定した。図 1 において，DTT-ACは391	nmの励起波長で，水溶媒では528	nm，メタノール中では
508	nm，エタノール中では500	nm，DMF中では460	nmの蛍光極大を示している。溶媒の極性が小
さくなるにつれて，蛍光極大が短波長側にシフトし，蛍光強度も水溶媒に比べて 6 倍から32倍へ増加
している。DTT-ACは溶媒により蛍光スペクトル極大波長や蛍光強度が大きく変動することから，ア
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クリロダン標識SH基近傍の環境変化を光学的に鋭敏に反映する特性を表している。

アクリロダン標識ダイニン頭部（AC-フラグメント-β，AC-フラグメント-γ）の調製
　ダイニンはミオシン同様に，高濃度のNEM	のようなSH阻害剤でATPase活性が阻害されることが
報告されている20）。ATPase活性阻害を引き起こさないアクリロダン標識条件を検討した。精製フラ
グメント-β，-γに 1 	mMアクリロダンを 3 倍量になるように加え，それぞれ0.5， 1 ， 2 ， 3 時間反
応させて標識し，未反応の遊離アクリロダンをSephadex	G50樹脂カラムで除去した後，ATPase活性
を測定した。アクリロダン標識フラグメント-β，-γともにATPase活性は，0.5時間の反応で約120％，
1 時間で約105％に活性化し 2 ， 3 時間の反応では70 ～ 80％に阻害された。0.5時間反応のフラグメ

Fig. 1   Fluorescence emission spectra of DTT-acrylodan complex in different polar solvents.

AD

Fig. 2   Tubulin-dependent changes on fluorescence emission spectra of AC-Fragmentγ.
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ント 1 	molにつきアクリロダン結合数は，フラグメント-βは約7.4	mol，フラグメント-γは約7.2	mol
であった。以後，アクリロダン標識は，フラグメント-β，-γの標識は，ATPase活性を阻害しない反
応条件として，アクリロダン濃度はダイニンの 3 倍量，0.5時間反応を用いることにした。
　AC-フラグメント-γ（ 3 μg/ml）を391	nmで励起させて，18℃の恒温セル中で蛍光スペクトルを測
定した（図 2 実線）。AC-フラグメント-γの蛍光スペクトルは低くなだらかで，506	nmに蛍光極大を
有し，460	nm付近に肩とみられるスペクトル曲線が得られた。

チューブリン相互作用によるアクリロダン標識ダイニン頭部（AC-フラグメント-γ）の構造変化
　AC-フラグメント-γ（ 3 μg/ml）に，精製牛脳チューブリンダイマー（ 2 ,	 5 ,	10,	15,	20μg/ml）を添
加した時の蛍光スペクトル変化を測定した（図 2 ）。 2 μg/ml	のチューブリンダイマー添加では，無
添加と同様に蛍光スペクトル極大は506	nmにあり，454	nmでわずかに蛍光強度が増しているが，大
きな変化はみられない。チューブリンダイマーを10μg/ml	添加すると，スペクトルは454	nmと500	
nmの 2 か所にピークがみられ，454	nmの蛍光強度はAC-フラグメントダイニン-γに比べて 2 . 7 倍増
している。チューブリンダイマーを15，20	μg/ml添加するとAC-フラグメント-γは457	nmの方に蛍光
スペクトル極大があり，497	nm付近は肩になっている。20	μg/mlのチューブリンダイマー添加は，
チューブリンダイマー無添加のAC-フラグメントダイニン-γに比べて，457	nmの蛍光強度が10. 3 倍
増している。チューブリンダイマーの添加濃度を増すにつれ，AC-フラグメント-γはブルーシフトし，
457	nm付近の蛍光強度が増加していることは，フラグメント-γとチューブリンダイマーの相互作用の
結果，AC標識部位の微小環境が疎水性へと変化したものと推測される。

チューブリン相互作用によるアクリロダン標識ダイニン頭部（AC-フラグメント-γ）のATPase反応
　フラグメントにチューブリンダイマーを添加した時のATPase活性の相対値を図 3 に示す。チュー
ブリンダイマーの濃度を 0 ,	 1 ,	 5 ,	10,	20μg/mlと変化させて添加したところ，AC-フラグメント-β，-γ
ともに1.5 ～ 2.7倍のATPase活性化がみられた。AC-フラグメント-γはチューブリンダイマー 1 μg/
ml以上の添加で 2 倍以上活性化されている。AC-フラグメント-βはAC-フラグメント-γに比べてやや
活性化の程度が低い傾向がみられた。
　図 4（a）で示すように， 1 mM	ATPを加えた時のAC-フラグメント-γの蛍光スペクトルは，ATP非
存在下と同様に，極大波長は506	nmで，蛍光強度も全く変化が見られなかった。一方，AC-フラグ
メント-γに20μg/mlのチューブリンダイマーを添加した場合，図 2 と同様に，457	nmに蛍光スペクト
ル極大がみられ，無添加の場合より9.6倍蛍光強度が増している（図 4（b））。20μg/mlのチューブリ
ンダイマー存在下で 1 	mM	ATPを加えると，AC-フラグメント-γの蛍光スペクトル極大は457	nm	で，
蛍光強度は無添加に比べて16倍増加し，493	nm付近が肩となっている。チューブリンダイマーがダ
イニン-γ鎖の頭部ストークのMTBDに結合したと考えられる状態で，ATP加水分解することにより大
きく構造変化を生じたことを示唆している。

チューブリン相互作用によるアクリロダン標識ダイニン頭部（AC-フラグメント-β）のヌクレオチド
結合
　図 5 で示すように，AC-フラグメント-βの蛍光極大波長は510	nmで458	nm付近に肩をもつ蛍光ス
ペクトルである。AC-フラグメント-γに比べて，AC-フラグメント-βは458	nmの蛍光強度が大きい傾
向にある。20μg/mlのチューブリンダイマー添加では，AC-フラグメント-βの極大波長は変わらないが，
ピークの蛍光強度は約1.2倍増加している。
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― AC-Fragment γ
・・・ AC-Fragment γ + 1 mM ATP

（ｂ）

Fig. 4  Changes on fluorescence emission spectra of AC-Fragmentγinduced by ATP in presence or 
absence of tubulin.

Fig. 5  Changes on fluorescence emission spectra of AC-Fragment β induced by analogous ATP in 
presence of tubulin.
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　20μg/mlのチューブリンダイマー添加のAC-フラグメント-βに， 2 種の非分解性のATPアナログ
（AMP-PNP，	AMP-PCP）をそれぞれ加えると，458	nmと495	nm付近に近接した二つの蛍光スペク
トルのピークがみられ，蛍光強度が増加した。AMP-PNPの蛍光強度は，AC-フラグメント-βの場合
と比べて，約 5 倍（458	nm）と約 3 倍（495	nm）増加し，AMP-PCPの蛍光強度は，約4.8倍（458	
nm）と約2.9倍（495	nm）増加している。この 2 種のATPアナログの結合はいわゆるATP結合のみ
を模している状態と考えられる。次に， 1 	mM	ATP存在下においては，蛍光スペクトルの極大波長
はATPアナログ存在下と変わらず，蛍光強度はAC-フラグメント-βの場合と比べて，それぞれ約 6 . 5
倍（458	nm），約3.5倍（495	nm）と大きく増加している。この現象はAC-フラグメント-γも同様にみ
られた（データ未発表）。
　ATP存在下とは，基質のATPと分解物のADP・Piの結合状態が考えられ，それぞれのヌクレオチ
ドがフラグメントへ結合していると推測すると，チューブリンダイマーと相互作用をしているフラグ
メントはATPの結合で大きく構造変化をしたあと，ATPが加水分解した反応中間体生成でさらに構
造変化を起こすという二段階のステップを経ていることを示唆している。

考　　察
　SH基蛍光指示薬アクリロダンは，非極性の溶媒中においてはほとんど無蛍光で，SH基と特異的な
反応性を示すアクロイル基を有し，ジメチルアミノナフタレンを骨格とする蛍光色素である。図 1 で
示すように，アクリロダンの蛍光性誘導体は，溶媒の極性に対して極めて鋭敏であり，極性の違いに
よって蛍光吸収波長や強度が大きく変動するため，標識残基のおかれた疎水性などの解析やタンパク
質のコンフォメーション変化などを分光学的にとらえることが可能である20）。これらの特徴を利用し
て，心筋トロポニンC22），平滑筋アクチン23）などをアクリロダン標識し，標識残基のおかれた疎水性
などの環境解析やタンパク質の構造変化が追跡されている。軸糸ダイニンは微小管との結合様式が細
胞質ダイニンとは異なるという報告14）があり，軸糸ダイニンを蛍光標識し，運動時の微細なコンフォ
メーション変化をとらえ，解析することは非常に重要である。
　アクリロダンを軸糸ダイニンのSH基へ標識する場合，単純な系として軸糸ダイニンの頭部を用い
ることが有効であると考えられる。我々はテトラヒメナ繊毛軸糸のα，β，γ鎖の重鎖をもつ外腕ダイ
ニンをタンパク質分解酵素サーモリシンによる限定分解を行い，β，γ重鎖のうち頭部のリング状構造
とストークを持つと考えられるフラグメント-β，-γを精製している。それらのダイニンフラグメント
に対してATPase活性を阻害しない条件下でアクリロダン標識することが可能であったため，組換え
体ではなく，簡便な手法で多量に精製できるフラグメントが，運動時におけるコンフォメーション変
化の追跡材料として最適であると判断した。
　AC-フラグメント-β，AC-フラグメント-γのみの蛍光極大は500	nm付近にみられ，457nm付近に肩
を持つスペクトルを描いた。両フラグメント共にATPの結合，加水分解反応ではそのスペクトルに
変化はみられない。このことからAAA領域の 1 ～ 4 番目にATPが結合し，AAA1で加水分解する
のみでは，標識アクリロダン周辺の変化をもたらすほどの構造変化は起きていないことを示唆して
いる。チューブリンダイマーを添加させると，AC-フラグメント-γの蛍光極大波長は457	nm付近にブ
ルーシフトし，蛍光強度も著しく増加した。アクリロダン標識部位の微環境が疎水性に変化している
ことが推測される。さらにチューブリンダイマーの添加濃度を増すにつれて，蛍光強度が著しく増
加している。チューブリンダイマーがダイニン頭部のストークのMTBDに結合し，MTBDの構造変
化のみならず，逆並行のαヘリックス構造を持つストーク12）にも立体構造変化を引き起こしている可
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能性が考えられる。また細胞質ダイニンの結晶解析でAAA5からストークの下部へ支え構造（strut	/	
buttress）が伸びていることが報告12）されており，チューブリンダイマーの結合がストークの立体構
造を変化させ，それに連動して支え構造も変化し，AC-フラグメント-γの蛍光強度が増加した可能性
も考えられる。
　チューブリンダイマー存在下のAC-フラグメントのATPaseは約 2 倍活性化されている。 1 	mM	
ATPを加えると，AC-フラグメント-γは蛍光極大457	nmの蛍光強度が著しく増加することから，フラ
グメントのアクリロダン標識部位の微環境が疎水性になるように構造変化を起こした結果，ATPase
活性化をもたらしていることが推測された。ATPを加水分解する部位のAAA1	と微小管結合するス
トークはAAA4とAAA5から突出して頭部リングのほぼ反対位置にあるにも関わらず，連動した構造
変化を生じるのは，AAA1とAAA5を内側で連結している尾部と連結しているリンクの構造24）があ
るため，リンク自体が何らかの構造変化を引き起こしている可能性が考えられる。細胞質ダイニンの
結晶構造解析によると，AAA+ドメインにATPが結合した際に，AAA+ドメイン同士の連結がコン
パクトになった結果，リンクが大きく歪むことが報告されている12）ことからもリンク構造の大きな
変化が考えられる。
　次に，チューブリンダイマー存在下で，フラグメントがヌクレオチドと結合する場合に，どのよ
うな構造変化するかを蛍光スペクトルで追跡してみた。チューブリンダイマー存在下において，AC-
フラグメント-βに非分解性ATPアナログを結合させると，蛍光強度の増加がみられる。これは基
質ATPの結合そのものがAC-フラグメント-βの微環境変化を引き起こしているものと推測される。
チューブリンダイマー存在下のAC-フラグメント-βにATP	を反応させると，ATPアナログの結合以
上に蛍光強度が増すことは，ATPが分解してADP・PiやADPの中間体構造をとる場合にも，さらに
大きな構造変化を引き起こす可能性を示唆している。
　本研究では，アクリロダン標識ダイニン頭部の運動と直結した構造変化は，チューブリンダイマー
と相互作用時のみ認められた。鞭毛軸糸ダイニンの微小管への結合は細胞質ダイニンに比べてかなり
弱いことが報告14）されているように，ATP結合時や反応中間体形成時にも常にゆるく結合している
ことが考えられる。細胞質ダイニンは選択した微小管を移動する場合には，強く結合25）して確実に
進んでいく必要があるが，軸糸ダイニンのように整然とした微小管構造（ 9 + 2 構造）に規則的にダ
イニンが位置している場合，常時ゆるく結合しているほうが，効率良い力の発生や屈曲への変換を可
能にするのではないかと推察される。
　ダイニン頭部は組換え体ではなく，我々がすでに精製しているフラグメントを用いて，ATP加水
分解時における微小管の相互作用で引き起こされる構造変化を，SH基標識ダイニン頭部の微環境変
化から追跡することが可能になった。この手法は軸糸ダイニン特有の運動様式の解析に有用であると
考えられ，今後は，標識SH基の同定や，ヌクレオチド結合状態でのダイニン頭部の構造変化の解析
を行うことにより，ダイニン頭部のβ鎖とγ鎖の機能的役割ばかりではなく，繊毛・鞭毛運動のメカニ
ズムの解明への寄与が期待される。

要　　約
　真核生物の繊毛・鞭毛軸糸に存在するダイニンは，ATP加水分解で得られたエネルギーを利用し
て，隣接する微小管の滑り運動を駆動している。ダイニンは巨大な分子量をもつタンパク質複合体で
あるため，ダイニンとチューブリンダイマーの相互作用を研究するのは困難とされているが，我々は
テトラヒメナ繊毛からダイニン外腕βとγ重鎖のモータードメインを含む二つのフラグメントを単純な
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系として用いることにした。本研究では，SH	基と特異的に反応する蛍光色素アクリロダンをフラグ
メントへ標識して，それらが生じるコンフォメーション変化を蛍光特性の変化としてとらえることが
できた。アクリロダン標識フラグメントのATPase活性は，牛脳チューブリンダイマーの付加で 2 - 3
倍活性化した。チューブリンダイマーと結合した条件下でATP加水分解反応をすると，アクリロダ
ン標識フラグメントの蛍光極大波長は大きくブルーシフトすることから，アクリロダン標識部位が疎
水性環境に移行し，ダイニン頭部がコンフォメーション変化を起こすことが示唆された。

文　　献
1 ）Gibbons,	I.R.	(1963)	Proc. Natl. Acad. Sci. U. S.	50,	1002-1010.
2 ）Paschal,	B.M.	and	Vallee,	R.B.	(1987)	Nature 330,	181-183.
3 ）DiBella,	L.M.	and	Kiing,	S.M.	(2001)	Int. Rev. Cytol.	210,	227-268.
4 ）Hirokawa,	N.,	Noda,	Y.	and	Okada,	Y.	(1998)	Curr. Opin. Cell. Biol.	10,	60-73.
5 ）Wittman,	G.B.	et	al.	(1995)	In	Microtubules.	(Hyams.	J.	S.	and	Lloyd,	C.	W.	eds.)	Wiley-Liss,	NY.	

229-249.
6 ）Nishiura,	M.,	Kon,	T.,	Shiroguchi,	K.,	Ohkura,	R.,	Shima,	T.,	Toyoshima,	Y.	Y.	and	Sutoh,	K.	(2004)	

J. Biol. Chem.	279,	22799-22802.
7 ）Kagami,	O.	and	Kamiya,	R.	(1992)	J. Cell Sci.	103,	653-664.
8 ）Neuwald,	A.F.,	Aravind,	L.,	Spouge,	J.L.	and	Koonin,	E.V.	(1998)	J. Mol. Biol.	276,	927-937.
9 ）Samso,	M.	and	Koonce,	M.	P.	(2004)	J. Mol. Biol.	340,	1059-1072.
10）Roberts,	A.J.,	Numata,	N.,	Walker,	M.L.,	Kato,	et	al.	(2009)	Cell,	136,	485-495.
11）Imamula,	K.,	Kon,	T.,	Ohkura,	R.,	and	Sutoh,	K.	(2007)	Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.	104,	16134-

16139.
12）Carter,	A.P.,	Cho,	C.,	Jin,	L.,	Vale,	R.D.	(2011)	Science	331,	1159-1165.	
13）Roberts,	A.J.,	Kon,	T.,	Knight,	P.	J.	et	al.	(2013)	Nat. Rev. Mol. Cell Biol.	14,	713-726.
14）Kato,	Y.	S.,	Yagi,	T.	et	al.	(2014)	Structure	22,	1628-1638.
15）Nakamura,	K.,	Masuyama,	E.,	Suzaki,	T.	and	Shigenaka,	Y.	(1982)	Arch. Biochem. Biophys.	214,	

172-179.
16）Shelanski,	M.L.	and	Gaskin,	C.R.	(1973)	Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.,	70,	765-768.	
17）Weingarten,	M.D.,	Lockwood,	A.H.,	Hwo,	S.-Y.	and	Kirschner,	M.W.	 (1975)	Proc. Natl. Acad. 

Sci. U. S. A.,	72,	1858-1862.
18）Hiratsuka,	T.	(1999)	J. Biol. Chem.	274,	29156-29163.
19）Smith,	P.K.,	Krohn,	R.I.,	Hermanson,	G.T.,	Mallia,	A.	K.	et	al.	(1985)	Anal. Biochem.,	150,	76-85.
20）Bradford,	M.	M.(1976)	Anal. Biochem.,	72,	248-254.
21）Prendergast,	F.	G.,	Meyer,	M.,	Carlson.	G.	L.,	Iida,	S.	and	Potter.	J.	D.	(1983)	J. Biol. Chem.	258,	

89-95.
22）Wang,	C.-K.	and	Heung,	H.C.	(1996)	Biochim. Biophys. Acta	1295,	139-146.
23）Chalovich,	J.M.,	Chen,	Y.,	Dudek,	R.	and	Luo,	H.	(1995)	J. Biol. Chem.	270,	9911-9916.	
24）Kon,T.,	Mogami,	T.,	Ohkura,	R.,	Nishimura,	M.	and	Sutoh,	K.(2005)	Nat. Struct. Mol. Biol.,	12,	

513-519.
25）Carter,	A.P.	and	Vale,	R.D.	(2010)	Biochem. Cell Biol.	88,	15-21.

63



増山　悦子　　　チューブリン相互作用によるTetrahymena 繊毛外腕ダイニン頭部の構造変化

Abstract

Conformational Changes of Outer Arm-dynein Heads from  
Tetrahymena Cilia by Tubulin Interaction.

Etsuko	MASUYAMA

Department	of	Health	Sciences,	Prefectural	University	of	Hiroshima,	Hiroshima.

Dynein	couples	the	energy	of	ATP	hydrolysis	to	drive	the	sliding	of	adjacent	microtubule	
doublets	 in	the	axonemes	of	eukaryotic	cilia	and	flagella.	Due	to	 large	size	of	dyneins	and	their	
complex	composition,	it	has	been	difficult	to	define	the	interaction	of	dynein	and	tubulin	dimer.	We	
have	prepared	two	fragments	containing	the	motor	domain	of	β-	and	γ-heavy	chins	of	outer	arm	
dynein	 from	Tetrahymena	cilia.	 In	 the	present	study,	conformational	changes	of	 the	 fragments	
were	examined	by	using	acrylodan,	a	cysteine-specific	fluorescence	probe.	ATPase	activities	of	
acrylodan-modified	 fragments	were	stimulated	 to	2-3	 times	 in	addition	 to	bovine	brain	 tubulin	
dimer.	Binding	of	 tubulin	dimer	 to	acrylodan-modified	 fragments	 induced	a	 large	blue	shift	 in	
fluorescence	emission	couples	with	ATP	hydrolysis.	The	results	of	the	present	study	indicate	that	
dyneins	cause	conformational	changes	because	acrylodan	demonstrated	a	blue-shifted	emission	
spectrum	on	exposure	to	a	hydrophobic	environment.
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