
嗅覚とは，動物が外界に存在する化学物質を
認識するための感覚のひとつである．嗅覚は

多くの動物にとって，食物および生息環境の認識，
個体の識別，また生殖行動などの，個体の生存や
繁殖に関わる行動において非常に重要な役割を
担っている．
生活史のすべてを水中で過ごす魚類は，陸上で
生活する哺乳類などの四肢動物と異なり「水溶性
の」化学物質を匂いまたは味として認識している．
哺乳類などの陸上脊椎動物で匂いとして認識され

る「揮発性の」化学物質は数十万種類存在すると
考えられているが （東原，2006），魚類が認識し
ている「水溶性の」化学物質の種類はそれと比較
してかなり少ないと考えられている（庄司ほか,

2003）．また魚類では，アミノ酸など，嗅覚と味覚
の両方で共通に認識されている物質も多い（Hara,

1994;  庄司ほか, 2003）．識別している化学物質の
種類が陸生の脊椎動物と比較して少ないように見
えることから，魚類は脊椎動物の嗅覚系のしくみ
について研究する上で，哺乳類と比較してより単
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純なモデルであると考えられており，そのため多
くの生理学的，行動学的研究が行われている
(Hara, 1994; Sorensen and Stacey, 2004)．
脊椎動物の嗅覚系の分子メカニズムについての
研究は，1991年のラットでの嗅覚受容体候補遺伝
子の発見 (Buck and Axel, 1991) 以来，急速に進展
している．最初に嗅覚受容体遺伝子をクローニン
グした Linda BuckとRichard Axel は，2004年に
ノーベル医学・生理学賞を受賞した．ところで，
脊椎動物は数十万種類にもおよぶ匂い物質をどの
ようにして区別しているのだろうか．脊椎動物に
おいて，匂いの受容は，嗅覚受容体 (odorant re-

ceptors) と呼ばれるGタンパク質共役型の受容体タ
ンパク質によってなされている．哺乳類では，嗅
覚受容体はおもに鼻腔内の嗅上皮細胞で発現して
おり，化学物質と直接相互作用している．嗅覚受
容体には非常に多くの種類が存在することが知ら
れている．嗅覚受容体をコードする遺伝子は，マ
ウスでは1,000種類以上存在し，これは全遺伝子
数の約3%にもおよぶ脊椎動物最大の遺伝子ファ
ミリーである．これら多数の嗅覚受容体は，それ
ぞれ1つの細胞で1種類だけ発現し，それぞれが異
なる化学物質の受容に関わっている．以上のよう
な機構によって，脊椎動物は多様な化学物質を受
容し，識別することができるのである（詳しくは，
東原, 2006などを参照）．また哺乳類では，個々の
嗅覚受容体がそれぞれどのような化学物質を受容
しているのかについても徐々に解明が進んできて
いる (Mombearts, 2004)．
魚類でも，近年のモデル魚類の全ゲノム配列の
決定によって，これら嗅覚受容体をコードする遺
伝子群の多様性の実態が明らかになってきた
(Alioto and Ngai, 2005; Hashiguchi and Nishida,

2005, 2006; Niimura and Nei, 2005; Pfister and Ro-

driguez, 2005)．しかし，個々の受容体がどのよう
な物質の受容に関わっているのかについては，魚
類ではまだほとんど分かっていない．魚類の嗅覚
は，摂餌，繁殖，回遊などのさまざまな適応的行
動において非常に重要な役割を果たしているため
（たとえばHara, 1994），魚類における匂い受容機
構に関わる遺伝子群を明らかにし，それらの進化
動態を調べることによって，魚類のさまざまな適
応的行動や繁殖行動の進化について理解が進むこ
とが期待される．特に，化学物質受容の第一段階
に関わっている嗅覚受容体に着目し，それらの進
化を調べることは，魚類の生活史の多様性や適応
進化を考える上で非常に有効なアプローチのひと

つであると考えられる．
本稿では，まず最初に魚類の環境適応や繁殖行
動における化学感覚 （嗅覚）の関わりについて，
これまで行われた生理学的，生態学的な研究の成
果にもとづいて概説する．次に魚類の嗅覚受容体
をコードする遺伝子群について，現在までの知見
を総括する．そしてそれらの情報に基づいて，魚
類の環境適応や繁殖行動の進化に深く関わる遺伝
子として嗅覚受容体遺伝子に着目した場合，実際
にどのように研究を進めていくべきなのかについ
て具体的な例を上げながら議論したい．なお一般
には，嗅覚とフェロモン受容は別の感覚系として
とらえられることが多いが，本稿ではこれらをま
とめて「嗅覚」と呼ぶことにする．また哺乳類で
「フェロモン受容体」と呼ばれる一群の受容体につ
いても，魚類ではそれらの受容体がいわゆる匂い
物質を受容しているのか，フェロモンを受容して
いるのかは必ずしも明らかではないため，それら
も含め「嗅覚受容体」と呼ぶことにする．

魚類の行動と嗅覚との関係

まず，いくつかの具体例を紹介しながら，魚類
において嗅覚が重要な役割を果たしている行動お
よび習性について概説する．なお魚類の嗅覚に関
する生理学的な知見についての詳しい情報は，
Hara (1994)，庄司ほか (2003) およびSorensen and

Stacey (2004) などの総説があるので，それらを参
照されたい．
前述したように，魚類にとっての嗅覚は水中に
溶解している化学物質すなわち「水溶性の」物質
を受容する感覚である．魚類の嗅覚によって認識
される物質の代表としては，特にアミノ酸，核酸，
胆汁酸（塩），ステロイド類，あるいはF-プロスタ
グランジン類に着目した研究が進められている．
これらの物質は，魚類の摂餌，回遊，繁殖などの
行動と密接に関わっている．もっとも，魚類にお
ける嗅覚と味覚は，共通の物質を認識する場合も
あり（たとえばアミノ酸など），化学物質レベルで
の使い分けは実は明確ではない．むしろ魚類の嗅
覚と味覚は，化学物質を認識する組織の違い（す
なわち嗅上皮と味蕾）と，それらの組織から中枢
神経系に情報が伝達される経路の違いによって区
別される．
(1) 回遊行動 魚類において，嗅覚が関わる行

動のうちもっともよく調べられているものの一つ
は，サケ科魚類の母川回帰行動であろう（詳細は
佐藤，2002;  庄司ほか，2003を参照）．サケ科魚
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類の多くの種は，河川で孵化したのち降河し，1

年から数年の海洋生活期を経た後に自分が生まれ
た河川に戻り繁殖を行う（母川回帰性）．サケ科
魚類の母川回帰の機構については，嗅覚の関与が
古くから指摘されてきた（嗅覚仮説）．サクラマス
Oncorhynchus masou masou では，詳細な行動実験
と，河川水中に含まれる匂い成分の分析の結果，
アミノ酸が母川の識別にもっとも役立っている匂
い成分であることが示されている (Shoji et al.,

2000)．一方，イワナ属の一種 Salvelinus alpinus で
は，河川残留型の個体がフェロモンを分泌し，そ
れが遡河型個体の母川回帰の手がかりに使われて
いる可能性が示唆されている (Nordeng, 1971)．
母川回帰に類似した現象として，スズメダイ科
やテンジクダイ科魚類の仔魚が，孵化した場所に
戻ってくるという現象が，仔魚の耳石に標識をし
て再捕獲する研究などから示唆されている (Jones

et al., 2005)．その際，仔魚は自分が孵化した場所
の「匂い」を記憶し，その匂いを頼りにその場所
に戻ってくるのではないかという可能性が示唆さ
れている (Gerlach et al., 2007). Gerlach et al. (2007)

は，Ostorhinchus doederleiniをはじめとするテンジ
クダイ科の数種の魚類や，スズメダイ科の一種
Pomacentrus coelestis について，それらの仔魚が，
孵化した場所の海水の匂いをそうでない場所の海
水の匂いよりも有意に好んでいることを行動実験
によって示している．この「好み」を引き起こす
海水中の匂い物質の実体は不明だが，テンジクダ
イ科の複数の魚種は，同種個体の匂いを好むこと
が示唆されていることから (Døving et al., 2006)，
孵化した場所の認識には同種個体が放出するフェ
ロモンが関与しているのかもしれない．
(2) 繁殖行動 魚類の繁殖行動における性フェ
ロモンの関与についてもこれまでに多くの報告が
ある．キンギョ Carassius auratus では，ステロイ
ドの一種である17a , 20b-dihydroxy-4-pregnen-3-one

(17, 20-P)や F-プロスタグランジン 2a (PGF2a) が
性フェロモンとして使われていることがよく知ら
れており，比較的研究が進んでいる（詳細は
Sorensen and Stacey, 2004を参照）．イトヨGasteros-

teus aculeatusでは，嗅覚によるMHC型の識別に基
づく配偶者選択が調べられている (Reusch et al.,

2001)．イトヨが他個体のMHC型を識別する際に
は，MHCタンパク質と結合する9残基のペプチド
の認識が重要であることが行動学的な研究から示
されている (Milinski et al., 2005)．クサフグTakifugu

niphoblesでは，フグ毒であるテトロドトキシンが

性フェロモンとして機能していることが示唆され
ている (Matsumura, 1995)．また最近，サケ科魚類
のサクラマスでは，メスの尿中に含まれるアミノ酸
の一種 L-kynurenine が，オスを誘引する性フェロモ
ンであることが示されている (Yambe et al., 2006)．
一方，性フェロモン物質が同定されていないい
くつかの魚種でも，嗅覚によって同種／他種を識
別する機構が存在することが Y 字迷路実験などの
行動学的な研究によって示唆されている．魚類の
同種／別種 （同種内の異なる集団も含む） 個体
の嗅覚による識別について調べたこれまでの研究
例を魚種ごとにまとめて Table 1に示す．
(3) その他の行動 魚類において，個体間の相
互作用に嗅覚が用いられているその他の行動の例
としては，捕食者からの回避のために用いられる
警報物質 (alarm substance) の認識がある．骨鰾類
(Ostariophysi) に属する魚種の多くは，体表に警報
フェロモンを含む特殊化した細胞 (alarm substance

cell, ASC) を持つことが知られている (Wisenden,

2000)．警報フェロモン物質は，これらの魚種が捕
食者の攻撃を受けASCが破壊されることによって
水中に放出される．周囲にいる他の個体は，この
警報フェロモンを受容することによって補食回避
行動を誘発される．なお現在のところ，警報フェ
ロモン物質の分子的実体は不明である．
また魚類では，嗅覚が「共生」に関与している
例も知られている．スズメダイ科に属するクマノ
ミ類は，イソギンチャクと共生することで有名で
ある．クロハマクマノミ Amphiprion melanopus の
仔魚は，ホストであるイソギンチャクの一種 En-

tacmaea quadricolor を嗅覚によって識別している
(Arvedlund et al., 1999)．クロハマクマノミは，イ
ソギンチャクが放出する化学物質を認識すること
によって，共生に適した種とそうでない種を区別
しているらしい．またクロハマクマノミでは，仔
魚の時点でホストのイソギンチャクの匂いを記憶
するという，いわゆる「刷り込み (imprinting)」が
行なわれていることも行動実験から示唆されてい
る (Arvedlund et al., 1999)．クマノミとイソギン
チャクの共生関係では，クマノミがイソギンチャ
クを認識し，共生を行なうさいに使用されている
化学物質の実体が調べられている (Murata et al.,

1986)．シライトイソギンチャク Heteractis crispa

とハナビラクマノミ A. perideraion の共生系では，
シライトイソギンチャクが体表から分泌するアン
フィキューミン (amphikeumin) という物質が，ハ
ナビラクマノミを誘引する効果を持つことが示さ
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れている．一方，ハタゴイソギンチャク Sti-

chodactyla gigantea とカクレクマノミ A. ocellaris

の共生系では，ハタゴイソギンチャクの体表粘液
に含まれるチラミン (tyramine) とトリプタミン
(tryptamine) という2種のアミン類が，カクレクマ
ノミを誘引する効果を持っている．なお，チラミ
ンはシライトイソギンチャクの体表粘液にも含ま
れているものの，この種に共生しているハナビラ
クマノミやクマノミ A. clarkii に対しては誘因効果
を持たないようである．このような誘因物質の種
特異性は，クマノミ類とイソギンチャク類の共生
関係における種特異性と関係があると思われ，非
常に興味深い．

魚類の嗅覚受容体遺伝子ファミリー

以上のように，嗅覚は魚類のさまざまな適応的
行動に関わっているといえる．この章では，魚類
の嗅覚受容体をコードする遺伝子ファミリーの分
子遺伝学的，分子進化学的な性質について述べる．
陸上性の脊椎動物（おもに哺乳類）の嗅覚受容体
についてのより詳細な解説は，Mombaerts (2004),

Grus and Zhang (2006), Niimura and Nei (2006), 東
原 (2006) などの総説があるのでそれらを参照して
ほしい．脊椎動物における嗅覚受容体には，進化
的な起源が異なるいくつかのグループが知られて
おり，本稿では，OR型受容体，V1R, V2R型受容
体およびその他の嗅覚受容体分子について以下で
それぞれ紹介する．
(1) Main odorant receptor (OR) 魚類の
嗅覚受容体遺伝子は，1993年にナマズ類の一種

Ictalurus punctatusで最初に同定された (Ngai et al.,

1993a)．それらの遺伝子は，最初にマウスでク
ローニングされた嗅覚受容体候補遺伝子 (Buck and

Axel, 1991) と相同であった．このタイプの嗅覚受
容体は main odorant receptor (OR, MOR) と呼ばれ
る．ORは約320アミノ酸のGタンパク質共役型受
容体 (G protein-coupled receptor, GPCR) で，OR遺
伝子はコーディング領域にイントロンを持たない
小さな遺伝子である．また魚類ORの発現様式は，
哺乳類と同様に1細胞で1受容体のみが発現する
(Ngai et al., 1993b; Barth et al., 1997; Asano-Miyoshi

et al., 2000)．OR型の嗅覚受容体はゼブラフィッ
シュ Danio rerio (Barth et al., 1997; Dugas and Ngai,

2001)，キンギョ (Cao et al., 1998)，トラフグ Tak-

ifugu rubripes (Asano-Miyoshi et al., 2000; Alioto and

Ngai, 2005; Niimura and Nei, 2005)，ミドリフグ
Tetraodon nigroviridis (Alioto and Ngai, 2005)，ド
ジョウ Misgurnus anguillicaudatus (Irie-Kushiyama

et al., 2004)，サケ科の一種 Salmo salar (Wickens et

al., 2001; Dukes et al., 2004, 2006)，メダカ Oryzias

latipes (Yasuoka et al., 1999; Kondo et al., 2002) な
ど，多くの魚類で報告されている．また無顎類で
は，ヤツメウナギ科の一種 Lampetra fluviatilisから
報告がある (Freitag et al., 1999)．
近年のゲノム配列データの充実によって，ゲノ
ム配列データの揃ったいくつかの魚種では，ほぼ
すべてのOR遺伝子／偽遺伝子を特定することが
可能になってきた．OR遺伝子はイントロンを持た
ないため，ゲノム配列データからの特定が容易で
ある．現在まで，ゼブラフィッシュ，トラフグ，
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Table 1. Studies of chemical-based conspecific recognition in fishes

Family Species examined Method Source

Cyprinidae Rhodeus ocellatus ocellatus and Y-maze test Honda (1982a)
Tanakia lanceolata

Tribolodon haoknensis, T. brandti and Electrophysiology Sakai and Yoshii (1990)
T. ezoe (subsp. 1-3)

Salmonidae Oncorhynchus masou masou and Y-maze test Honda (1982b)
O. m. ishikawae

Oncorhynchus masou and O. mykiss Y-maze test Yambe and Yamazaki (2001)
Oncorhynchus kisutch juvuniles Y-maze test Courtenay et al. (1997)

(among populations)
Gasterosteidae Gasterosteus aculeatus Y-maze test Rafferty and Boughman (2006)

(benthic and limnetic forms)
Cichlidae Pseudotropheus emmiltos and Mate-choice Plenderleith et al. (2005)

P. fainzilberi experiments
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ミドリフグで，ゲノム上の全OR遺伝子／偽遺伝
子が特定されている (Alioto and Ngai, 2005; Ni-

imura and Nei, 2005)．いくつかのモデル魚類の嗅
覚受容体遺伝子／偽遺伝子数を Table 2 に示す．
魚類のOR遺伝子数はゼブラフィッシュがトラフグ
およびミドリフグの約 2.4 倍であり，魚種間でか
なり異なる．また，筆者らがメダカおよびイトヨ
のゲノム配列を調べたところ，メダカからは43種
類，イトヨからは 93 種類のOR 遺伝子が見つかっ
た（橋口・西田, 未発表）．もし個々の OR がそれ
ぞれ異なる化学物質の受容に使われているならば，
このような OR 遺伝子数の種間での違いは，それ
ぞれの魚種の嗅覚への依存度がかなり異なるとい
うことを反映していると考えられる．
魚類 OR のアミノ酸配列による系統樹を Fig. 1

に示す．脊椎動物における OR 遺伝子ファミリー
の進化について論じたNiimura and Nei (2005) によ
ると，ORは四肢動物と魚類の分岐より以前に生
じた 10のグループに分けられる．このうち 3グ
ループは，他のグループよりも古い時代（おそら
く無顎類と有顎脊椎動物の分岐以前）に起源して
おり，“type 2” と名付けられている (Fig. 1)．残り7

グループは “type 1” と呼ばれる．Type 1 には，ヤ
ツメウナギ類固有のグループ (lamprey)，魚類（条
鰭類）特異的なグループ (z )，魚類と四肢動物に
共通なグループ (e , d , g , b )，四肢動物特異的なグ
ループ (a ) が存在する (Fig. 1)．このうちグループ
g は四肢動物で非常に多様化しており，陸上生活
による「揮発性物質の受容」に適応したものと推
測されている (Freitag et al., 1995; Niimura and Nei,

2005)．一方魚類では，グループ g に属する遺伝子
はゼブラフィッシュから1種類報告されているのみ
である (Niimura and Nei, 2005)．また，筆者らの予
備的な解析では，メダカでも1種類のグループ g
に属する遺伝子が見つかっている (Fig. 1)．
ゲノム配列データの解析から，魚類ORは染色
体上の数カ所から10数カ所にコードされており，
それぞれの領域で遺伝子クラスターを形成してい

ることが明らかになっている (Dugas and Ngai,

2001; Alioto and Ngai, 2005; Niimura and Nei,

2005)．OR遺伝子クラスターは，四肢動物でも同
様に見られる．また魚類ORの系統樹を見ると，
それぞれの魚種ごとにクレードを形成する傾向が
あり (Fig. 1)，各クレードはそれぞれ特定の遺伝子
クラスターに対応していることが多い．このよう
なOR遺伝子のゲノム上での存在様式および分子
進化のパターンは，OR遺伝子が頻繁な生成（局
所的な遺伝子重複による）と偽遺伝子化を繰り返
していることを強く示唆している．
(2) Vomeronasal receptors (V1R, V2R)
両生類，爬虫類，哺乳類には，鋤鼻器官 （ヤコ
ブソン器官）と呼ばれる化学受容器官が発達する
（倉橋, 2004）．鋤鼻器官の化学受容細胞において
も，化学物質受容体タンパク質が発現している．
鋤鼻器官で発現する受容体には進化的な起源が異
なる2タイプが知られており，それぞれV1R, V2R

と呼ばれる．哺乳類では，V1R, V2Rをコードする
遺伝子群はそれぞれ数十から 100程度存在する
(Grus et al., 2005; Yang et al., 2005; Young et al.,

2005)．哺乳類では，鋤鼻器官はフェロモンの受容
器官であると考えられているため （倉橋, 2004），
哺乳類のV1R, V2Rはフェロモンの受容体であると
推測される．哺乳類では最近，実際にV1R, V2R

がフェロモンを受容していると考えられる研究例
が報告されている (Del Punta et al., 2002; Kimoto et

al., 2005)．またV2Rは，MHCペプチドを受容する
という報告もある (Leinders-Zufall et al., 2004)．
魚類は鋤鼻器官を持たないが，V1R および V2R

に相同な遺伝子を持つことが知られている．それ
らはORと同様に嗅上皮で発現しており (Cao et al.,

1998; Naito et al., 1998; Asano-Miyoshi et al., 2000;

Pfister and Rodriguez, 2005)，匂いまたはフェロモ
ンの受容体として機能していると考えられる．魚
類 V1R は，比較的最近に遺伝子が同定された
(Pfister and Rodriguez, 2005)．今のところ，調べら
れたすべての魚種で V1R は1種類しか見つかって
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Fig. 1. Phylogenetic relationships of fish OR genes. The tree was constructed by the neighbor-join-
ing method with Poisson-corrected amino acid distances. Bootstrap values (1,000 replicates) larger
than 50% are shown on the major internal node only. Triangles, squares and circles at the tips of the
tree indicate species. The root position of the tree follows Niimura and Nei (2005). Sequence data of
zebrafish and fugu were obtained from the supplementary materials of Niimura and Nei (2005).
Pufferfish (Tetraodon nigroviridis) ORs were obtained from the supplementary materials of Alioto
and Ngai (2005). Loach (Misgurnus anguillicaudatus) ORs were downloaded form the GenBank
database (GenBank accession nos. AB115055-AB115080). Stickleback and medaka ORs were identi-
fied from their respective genomic sequences (Hashiguchi, Y. and Nishida, M., unpublished).



いない (Pfister and Rodriguez, 2005)．魚類 V1R の
リガンド（ここでは，特定の受容体によって認識
される化学物質のことを指す）候補となる物質は
不明である．
一方，魚類のV2R遺伝子は，哺乳類と同様に多

重遺伝子ファミリーを構成している (Cao et al.,

1998; Naito et al., 1998; Speca et al., 1999)．V2Rは
ORと異なり，細胞外に非常に長い（�600アミノ
酸） NH2残基を持ち，V2Rをコードする遺伝子は
コード領域に複数のイントロンを含んでいる (Mat-

sunami and Buck, 1997; Naito et al., 1998; Hashiguchi

and Nishida, 2005)．そのため，ゲノム配列データ
からV2R遺伝子を特定することは比較的困難で，
V2R遺伝子ファミリーの多様性についての解明は
遅れていた．筆者らのグループは，TBLASTN に
よる相同性検索と Genewise (Birney et al., 2004) に
よる遺伝子構造予測を組み合わせた手法を用いて，
まずゼブラフィッシュで，その後メダカ，トラフ
グ，ミドリフグで，ゲノム中に存在するほぼすべ
てのV2R遺伝子／偽遺伝子を特定した (Hashiguchi

and Nishida, 2005, 2006)．その結果，完全なコード
領域を持つV2R遺伝子の数は12個（ミドリフグ）
から46個（ゼブラフィッシュ）と，魚類の種間で
かなり差があることが明らかになった (Table 2)．
魚類 V2R のアミノ酸配列に基づく系統樹を Fig.

2 に示す．一般的にV2Rに属するとされる受容体
は，魚類と哺乳類の分岐以前に生じた 4つのグ

ループに分けられる (Yang et al., 2005; Hashiguchi

and Nishida, 2006)．魚類において多様化している
のは，いわゆる family A�B V2R (Fig. 2) で，カル
シウムイオン受容体 (CaSR), family C V2R, 5.24

(GPRC6A) は，調べられているすべての魚種で単
一コピーである．CaSR は魚類ではおもに腎臓で発
現し，浸透圧調節機構に関わっており，嗅覚受容
体とは機能的に異なる (Loretz et al., 2004)．またア
ミノ酸，特に塩基性アミノ酸の受容体である 5.24

は，嗅細胞だけでなく口腔，鰓などでも発現が知
られており，匂い受容体以外の機能も持つものと
推測される (Speca et al., 1999)．魚類における fam-

ily A�B V2R は，染色体上の 1箇所（ゼブラ
フィッシュでは2箇所）にまとまって存在し，非
常に密な遺伝子クラスターを形成している (Fig.

3)．また魚類 family A�B V2Rは，ゼブラフィッ
シュとそれ以外の魚種の分岐以前に生じた16のサ
ブファミリーに分けられる (Fig. 2)．これらサブ
ファミリーのうち，ゼブラフィッシュでは9と16

が特に多様化しているのに対し，メダカでは4が多
様化しており，V2R遺伝子は異なる魚類の系統で
独自に多様化または消失を繰り返していることが
分かる．このようにV2R遺伝子のレパートリーに
は魚種間での差異が見られる．ORと同様，この
ような差異は魚類種間での嗅覚能力についての何
らかの違いを反映しているものと考えられる．
(3) その他の嗅覚受容体候補遺伝子 最近，
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Fig. 2. Phylogenetic relationships of fish V2R genes. The tree was constructed by the neighbor-
joining method with protein JTT matrix distances. Bootstrap values (1,000 replicates) are shown on
the major internal node only. Triangles and squares at the tips of the tree indicate species. Solid cir-
cles at internal nodes indicate the positions of the most recent common ancestor between teleost
fishes and tetrapods. Open circles indicate the positions of the most recent common ancestors of ze-
brafish, medaka, fugu and pufferfish. The tree is midpoint rooted. Modified from Hashiguchi and
Nishida (2006).

Table 2. Numbers of putatively functional odorant receptor genes in five model fishes. Sources: 1, Niimura and
Nei (2005); 2, Alioto and Ngai (2005); 3, Hashiguchi, Y and Nishida, M. (unpublished); 4, Pfister and 

Rodriguez (2005); 5, Hashiguchi and Nishida (2006); 6, Gloriam et al. (2005)

Chemosensory receptor gene
Species

family
Zebrafish Medaka Stickleback Torafugu T. nigroviridis Sources

Odorant receptor OR 102 43 93 44 42 [1, 2, 3]
Vomeronasal receptor type1 V1R 1 1 — 1 1 [4]
Vomeronasal receptor type 2 V2R 46 17 23 30 11 [3, 5]
Trace amine-associated receptor TAAR 57 — — 8 — [6]
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TAAR (trace amine-associated receptor) と呼ばれる
GPCRがマウスの嗅細胞で発現しており，揮発性
の生体アミン類の受容体として機能していること
が示された (Liberles and Buck, 2006)．TAARは，
脳内で神経伝達物質としてはたらいている生体ア
ミン （たとえばアドレナリン，ドーパミン，セロ
トニンなど） の受容体と相同性があり，もともと
は脳内での神経伝達に関わる受容体の一種と考え
られていた (Zucchi et al., 2006)．TAAR遺伝子は魚
類にも存在しており，ゼブラフィッシュでは57種
類，トラフグでは8種類のTAAR遺伝子がゲノム

配列中から見つかっている (Table 2; Gloriam et al.,

2005)．TAARの魚類での発現様式や，魚類でも
TAARがアミン類の受容体として機能しているの
か否かについては現在のところ不明であるが，24

種類の TAAR 遺伝子がゼブラフィッシュの嗅上皮
由来のESTから見つかっており (Liberles and Buck,

2006)，魚類の嗅上皮でもTAARは発現していると
考えられる．ヤツメウナギ科の一種Lampetra fluvi-

atilisでも，9種類のTAAR遺伝子が嗅上皮からク
ローニングされている (Berghard and Dryer, 1998)．
また，アミン類が魚類にとってのにおい物質であ
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Fig. 3. Clusters of V2R genes in zebrafish, medaka, pufferfish and fugu. Asterisks indicate pseudo-
genes. Note that the scale of the V2R gene cluster is different among species. In fugu, only four repre-
sentative scaffolds containing V2R genes are shown. Modified from Hashiguchi and Nishida (2006).



ることは，キンギョ (Hubbard et al., 2003; Rolen et

al., 2003)およびゼブラフィッシュ (Michel et al.,

2003)で明らかにされており，TAARの関与が推測
される．最近筆者らは，ゼブラフィッシュ，メダ
カ，イトヨ，トラフグのゲノム解析から，これら
の魚類が多数のTAAR遺伝子を持つことを確認し
ている （橋口・西田，未発表）．嗅覚受容体の一
種としてのTAARの性質については，今後の研究
の進展が期待される．

魚類における嗅覚受容体の機能

(1) 電気生理学的知見 魚類における嗅覚受容
体の機能，つまり個々の嗅覚受容体がそれぞれど
のような化学物質を受容しているのかについては，
現時点ではまったくわかっていない．しかし，OR,

V2Rといったグループごとに見ると，それぞれの
嗅覚受容体のグループが主にどのような物質の受
容に関わっているのかについて，電気生理学的な
知見から間接的な情報を得ることができる．
魚類における主要な嗅覚受容体は，ORとV2R

である （V1R および TAAR については，魚類で
は研究例がほとんどないのでここでは触れない）．
先述したように，魚類では OR と V2R はいずれも
嗅上皮で発現している (Cao et al., 1998; Asano-

Miyoshi et al., 2000)．しかし，ORとV2Rはそれぞ
れ異なるタイプの細胞で発現している．魚類の嗅
上皮にはおもに繊毛細胞 (ciliated cell) と呼ばれる
嗅細胞，および微絨毛細胞 (microvillar cell)と呼ば
れる嗅細胞が存在している．キンギョを用いた免
疫学的手法および in situ hybridization 法による実
験から，繊毛細胞はORを，微絨毛細胞は V2Rを
それぞれ発現していることが強く示唆されている
(Hansen et al., 2004; Eisthen, 2004)．したがって，
繊毛細胞が反応する化学物質は OR で，微絨毛細
胞が反応する物質は V2Rで，それぞれ受容される
と推測できる．ニジマス Oncorhynchus mykiss，ゼ
ブラフィッシュ，およびナマズ類の一種 Ictalurus

punctatus を用いた電気生理学的な研究から，繊毛
細胞（ORが発現）はアミノ酸，胆汁酸，ステロ
イド (17, 20-P) およびF-プロスタグランジンに反応
し，微絨毛細胞 （V2Rが発現） はアミノ酸およ
び核酸に反応することが示唆されている (Sato and

Suzuki, 2001; Lipschitz and Michel, 2002; Hansen et

al., 2003)．以上より，魚類 OR と V2Rはそれぞれ
に共通のリガンド （アミノ酸） を認識するもの
の，お互いに異なる匂い物質の受容にも関わって
いると推測される．

また OR と V2R では，Gタンパク質を介した情
報伝達系が異なることが知られている （東原 ,

2006）．キンギョを用いた実験から，魚類のOR は
Gタンパク質aサブユニットの一種 Gaolfと同じ嗅
細胞で発現し，V2R はそれとは異なる G タンパク
質aサブユニットであるGa oと同じ嗅細胞で発現
していることが強く示唆されている (Hansen et al.,

2004)．Gaolf（ORと対応） は，cAMPをセカンド
メッセンジャーとしてアデニル酸シクラーゼ
(adanylate cyclase) を活性化し，嗅細胞に活動電位
を引き起こす（東原, 2006）．一方，Gao（V2Rと
対応）はホスホリパーゼC (phospholipase C) の活
性化に伴うイノシトール3リン酸 (IP3) の細胞内濃
度の上昇を引き起こし，最終的に陽イオンチャネ
ルの一種TRP2が開くことによって活動電位を発
生させる (Dulac and Torello, 2003)．キンギョにお
いて，アデニル酸シクラーゼを特異的に阻害する
薬剤MDL-12, 330Aを投与した状態（つまり，OR

による匂い応答を阻害した状態）で，嗅細胞の化
学物質に対する応答を調べた実験によると，アミ
ノ酸に対する嗅覚応答は抑制されないものの，キ
ンギョの性フェロモンである 17, 20-P と F-プロス
タグランジンに対する応答は有意に低下した
(Sorensen and Sato, 2005)．この結果は，17, 20-Pと
F-プロスタグランジンはアデニル酸シクラーゼが関
与する嗅覚受容体，つまりORによって受容され
ていることを示唆している．また，アミノ酸に対
する嗅神経応答は薬剤投与下でも低下しなかった
ことから，アミノ酸はORとは異なる情報伝達系
を持つ嗅覚受容体 （おそらくV2R） でも受容さ
れていると推測される．
(2) 分子生物学的知見 魚類における特定の嗅
覚受容体のリガンドが決定された例は，キンギョ
およびゼブラフィッシュの V2R 型受容体の一種で
ある 5.24 受容体のみである (Speca et al., 1999; Luu

et al., 2004)．5.24はアミノ酸の受容体であり，キ
ンギョでは特に塩基性のアミノ酸であるアルギニ
ンとリジンに高い応答性を示す (Speca et al.,

1999)．興味深いことに，ゼブラフィッシュの 5.24

のオーソログはグルタミン酸に対してより高い応
答性を示す (Luu et al., 2004)．人工的に変異を導
入した 5.24 受容体を用いた研究によると，この応
答性の違いは 5.24 のリガンド結合領域における1

塩基の違いによるらしい (Luu et al., 2004)．5.24

は V2R 型受容体に属するとされることが多いが，
魚類 V2R の大部分を占める family A�B V2R と
は，系統的には条鰭類と四肢動物の分岐以前にす
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でに分かれており (Fig. 2), V2R 型受容体としては
やや特殊な存在である．また先述したように，
5.24は嗅上皮以外の組織 （たとえば口唇）でも発
現しており，嗅覚受容体以外の機能も持つことも
示唆されるため (Speca et al., 1999)，単純に多くの
V2Rの機能を代表しているとはいえない．しかし，
電気生理学的な知見（先述）や，哺乳類の V2R

がペプチドを受容しているという証拠 (Leinders-

Zufall et al., 2004; Kimoto et al., 2005) も考慮する
と，魚類 V2R がおもに「アミノ酸」または「ペプ
チド」を受容しているのは間違いないと思われる．

嗅覚受容体遺伝子の機能進化：魚類の適応進化の
分子機構解明に向けて

ここまで，魚類における嗅覚が関与する行動お
よび魚類の嗅覚受容体遺伝子群についての近年の
研究成果をみてきた．ここでは，魚類において嗅
覚が関わる行動や生態の進化を分子機構のレベル
で明らかにしていくために，今後行なうべき研究
の方向性について考察する．本稿では特に，魚類
において嗅覚が関係する行動や生態の進化に関わ
る候補遺伝子として嗅覚受容体遺伝子群に着目し
た場合に有効と思われる研究の方針について考え
てみたい．前章でも述べたように，魚類の個々の
嗅覚受容体の機能に関する情報は現時点では非常
に少ない．魚類の行動，生態レベルでの多様性と，
嗅覚受容体遺伝子群の種内，種間での多様性との
間の関係を推測するためには，まず個々の受容体
が生体でどのように使われているのかを知る必要
がある．そこで，本章の以下の議論では，魚類の
嗅覚受容体の機能を「間接的に」推定するための
具体的な方法を提示する．その上で，魚類の行動
の進化や環境適応の遺伝的機構に関わる遺伝子と
して「嗅覚受容体」に着目した場合，実際にどの
ような研究が可能なのかを論じる．
(1) 魚類における嗅覚受容体の発現パターンの
解析 嗅覚受容体が，魚類の実際の生活史や行
動，生態においてどのような役割を持っているの
かについて理解するためには，注目した受容体が
どのような化学物質を受容しているのかを知る必
要がある．しかし残念ながら，ほぼすべての魚類
の嗅覚受容体のリガンドは不明であり，また機能
解析も容易ではない．だが，注目した受容体が，
調べている魚種の生活史においてどのような時期
に利用されているのか，あるいは雌雄間や生活型
間でその使われかたに違いがあるのかなどを知る
ことは，注目している受容体遺伝子の発現パター

ンを調べることによってある程度可能である．た
とえば，雌雄間で発現量に違いがあるような嗅覚
受容体は，配偶者選択などの繁殖行動に関与して
いる可能性がある．また，たとえばイトヨの淡水
型と遡河型など，同種内の異なる生活型の間で嗅
覚受容体遺伝子の発現パターンに違いがあるなら
ば，その違いはそれぞれの生活型が特定の生息環
境に適応した結果を反映しているかもしれない．
Dukes et al. (2004) は，サケ科の一種 Salmo salar

の母川回帰性に嗅覚が関わっているとしたら，降
海を始める直前の転換期 (parr-smolt transformation,

PST) に母川の「匂い」を記憶するのではないかと
考え，その際に特定の嗅覚受容体の発現が変化す
るのではないかと考えた．彼らは，転換前から転
換が完了するまでの間の Salmo salar 仔魚につい
て，いくつかの OR および V2R 遺伝子の発現量を
リアルタイム RT-PCR 法によって経時的に測定し
た．その結果，いくつかの OR および V2R 遺伝子
で，転換期に特異的に発現量が増加していること
が明らかになった．そのような受容体遺伝子は，
少なくとも Salmo salarの転換期において，何か特
別な働きをしている可能性が高いであろう．

Barth et al. (1997) はゼブラフィッシュを用いて，
孵化後24時間から120時間にかけて一定時間ごと
に，特定の遺伝子クラスターにコードされる複数
のOR遺伝子の発現量を測定した．その結果，嗅
上皮での発現が始まるまでの時間はそれぞれのOR

遺伝子ごとに異なっており，孵化後 24–36時間，
36–48時間および 120時間以上経過してから発現
が始まるものという 3 つのタイプに分けられるこ
とが明らかになった．この結果は，同じ遺伝子ク
ラスターに存在する OR 遺伝子群が共通の発現制
御を受けているのではなく，いくつかの異なる発
現制御機構によって制御されていることを示唆し
ている．これらの例のように，複数の受容体遺伝
子についてそれらの発現時期や発現量などを調べ
ることによって，特定の生物現象への関与を予測
したり，それぞれの受容体の「使われかた」を推
測することができる．こうしたアプローチは，嗅
覚受容体の適応進化を調べる上で有効であろう．
さらに，異なる集団間や雌雄間などで発現パター
ンの比較を行なうことによって，嗅覚受容体の特
定の行動との関わりや，その進化について何らか
の情報が得られることが期待される．
(2) 魚類嗅覚受容体遺伝子ファミリーの遺伝的
多型の解析 注目する嗅覚受容体のアミノ酸配列
レベルでの変異も，その受容体の機能的違いを示
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している可能性がある．たとえばヒトのいくつか
のOR遺伝子は，偽遺伝子化した対立遺伝子を種
内変異として持つことが知られている (Menashe et

al., 2002)．多数のコピーが存在する嗅覚受容体遺
伝子では，おそらく異なる遺伝子間での機能の重
複が起こることによって，対立遺伝子間で機能に
違いを生じるような（あるいは偽遺伝子化のよう
な）多型を生じやすいと考えられる．筆者らの知
る限り具体的な例は見つかっていないが，メダカ
やイトヨなどのモデル魚類で特定の匂い物質に対
する「感受性」に種内多型が存在するならば，嗅
覚受容体遺伝子の遺伝的多型と匂い物質に対する
感受性という「形質」との間の連鎖不平衡を調べ
ることによって，特定の匂い物質に対する感受性
の原因となる遺伝子（の多型）を特定することも
可能である．逆に，ある嗅覚受容体遺伝子の種内
多型の自然集団における地理的分布を調べること
で，匂い物質に対する感受性の種内多型の証拠を
見出すこともできるかもしれない．幸いなことに
現在では，メダカとイトヨという日本に自然集団
が分布する 2 種の魚類でゲノム配列データが利用
可能である．したがって，これらの魚種で分子
マーカーを作成することは難しくない．現在，筆
者らはイトヨ自然集団を対象に複数の嗅覚，味覚
受容体遺伝子の種内多型を調べ始めたところであ
る．
近年，ヒトの遺伝子の網羅的な解析から，多数
の多重遺伝子ファミリーで遺伝子コピー数の種内
多型が存在することが明らかになってきた (Redon

et al., 2006)．嗅覚受容体遺伝子は，非常にコピー
数の多い遺伝子ファミリーを構成しているため，
コピー数多型が存在する可能性が高い．当然その
ようなコピー数多型は，種内の個体間での嗅覚能
力の変異をもたらすであろう．今後は魚類でも，
ゲノム配列の解読技術の急速な発達とともに，そ
のような「遺伝子数の」多型を特定することも容
易になると考えられる．
(3) 魚類嗅覚受容体遺伝子ファミリーの分子進
化：多重遺伝子ファミリーの生成と消失過程の再
構成 嗅覚受容体遺伝子のアミノ酸配列レベルの
変化や，遺伝子重複および偽遺伝子化が，進化的
な時間スケールでどのように起こってきたのか，
またどのくらいの頻度で起こっているのかといっ
た問題は，嗅覚受容体の進化に関する重要で興味
深い問題である．このような問題を調べるには，
嗅覚受容体遺伝子ファミリーの近縁種間での比較
を行なう必要がある．より具体的には，近縁な複

数種でそれぞれ複数の嗅覚受容体遺伝子をクロー
ニングし，それらの遺伝子の系統樹に基づいて，
遺伝子の機能的な変化や遺伝子重複が遺伝子ファ
ミリーの進化のどの時点で起こったのかを特定し
ていけばよい．先述したように，筆者らはV2R遺
伝子ファミリーのモデル魚類間での比較から，そ
れぞれの魚種特異的に増加しているV2R遺伝子群
の存在を明らかにした (Hashiguchi and Nishida,

2006)．しかし，筆者らが比較に用いた魚種は，実
際に種間での嗅覚能力の進化を遺伝子レベルで追
跡するにはあまりにも系統的に「離れすぎて」い
る．魚類の嗅覚能力の進化について遺伝子レベル
でより意味のある（特定の匂い物質に反応する，
しないといった「表現型の」違いを反映するよう
な）情報を得るためには，より近縁な魚種間で
（できれば最近縁種で），また生態的な特性ができ
るだけ明確に異なる種間での比較を行なう必要が
ある．さらに，このような比較に分子進化学的な
方法論を組み合わせて用いることで，個々の嗅覚
受容体遺伝子が受ける自然選択についても明らか
にできる可能性がある．またこのような比較は，
特に生態的な多様化が著しいグループ（たとえば
カワスズメ科，ハゼ科，トゲウオ科など）に着目
して行なうことによって，より興味深い結果が得
られることが期待される．
(4) 魚類嗅覚受容体遺伝子の機能解析 ここま
でに述べたような研究を行なうことによって，特
定の行動の多様化や進化に関与する可能性が高い
嗅覚受容体を特定できると考えられる．しかし，
注目している行動の進化についてさらに深く理解
するためには，その受容体が実際にどのような化
学物質の認識に使われているのかを知る必要があ
る．先述したように，個々の嗅覚受容体のリガン
ドを特定することは現時点では容易ではないが，
決して不可能ではない．このことは，魚類の嗅覚
系の進化研究においても常に意識しておく必要が
ある．嗅覚受容体の機能解析は，哺乳類では1999

年ごろから徐々に行なわれ，現在では数十の嗅覚
受容体について（その大部分がORである），リガ
ンドとなる化学物質が特定されている (Mombaerts,

2004)．さらに，コンピュータモデリング（ホモロ
ジーモデリングとも呼ばれる） という計算機的手
法を用いて嗅覚受容体の立体構造を予測すること
で，すでにリガンドの決定されている受容体から
の類推によって，リガンドとなりうる化学物質を
推定することも可能である （詳細は堅田・東原,

2004を参照）．嗅覚受容体の機能解析は現在急速
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に発展している研究分野なので，近い将来には魚
類の個々の嗅覚受容体がどのような化学物質を受
容するのかについて情報を得ることができるよう
になっていくであろう．そうなれば，シクリッド
類における視物質（オプシン）の進化研究のよう
に（たとえばTerai et al., 2006），嗅覚系の進化研
究でも，嗅覚受容体の機能的な多様化過程を再構
成することや，嗅覚適応の分子基盤を受容体レベ
ルで明らかにすることなど，より総合的な研究を
行なうことも可能になるであろう．

お わ り に

魚類は海域，淡水域および汽水域などさまざま
な水環境に適応し，生活している．また，魚類の
繁殖，回遊および摂餌などの行動には，嗅覚が深
く関与している．本稿では，魚類において嗅覚が
重要な役割を持ついくつかの行動について概説し
た．また，匂い受容に直接関与する分子である嗅
覚受容体に着目し，嗅覚受容体の遺伝子レベルで
の多様性について整理した．これらの知見をもと
に，魚類における嗅覚系の進化や，嗅覚が関わる
行動の進化研究の今後の展望について議論した．
嗅覚研究は，受容体をコードする遺伝子のレベル
から，電気生理学，行動学など個体レベルでの生
物学，また生態学，進化学という集団以上のレベ
ルでの生物学すべてを含む総合的な研究領域であ
る．多くの魚類でゲノム配列のデータが利用でき
るようになった現在は，嗅覚系のような複雑な生
体システムの進化を魚類において研究する絶好の
チャンスである．嗅覚というと，目に見えない何
となくあいまいな感覚というイメージがあり，と
らえにくいものと考えられがちである．しかし現
在，嗅覚系の進化研究は，塩基配列決定やコン
ピュータ解析などの技術の急速な進歩を土台にし
て，次々と新しい研究課題が生まれてくるという
非常にエキサイティングな状況にある．魚類の適
応進化や行動の多様性に興味を持つ多くの研究者
が，この分野に興味を持って頂けたら幸いである．
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