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要旨 

 

 昆虫の中でも鱗翅目が有す性フェロモン受容体は特にリガンドに対する選択性や感度が高い。また、種特

異的であるため、害虫防除に効果的と言えるが、それらの受容体をコードした遺伝子情報は限定的である。

そこで、本研究では、害虫として知られる鱗翅目スズメガ科の2種を対象に、性フェロモン受容体の特定に

取り組んだ。まず、それぞれの種から抽出したRNAに対するRT-PCRから得られたDNA断片の塩基配列を読

んだ。その結果、既知の4種類の性フェロモン受容体候補遺伝子と2種類のOrco候補遺伝子の内、ベニスズメ

についてDelpOR4とDelpOrco、そしてサザナミスズメからDtanOR3とDtanOrcoの遺伝子配列が判明した。そ

れらは予想した通り、全て膜7回貫通型のタンパク質をコードしていた。さらに、分子系統解析を行った結

果、BmorOR3を代表とした新規ファミリーが構築できることなども示された。今後、機能解析を進めること

で、これらの受容体を用いた嗅覚センサの構築などに繋がることが期待される。 
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1 背景 

 昆虫は自然環境下における異性間コミュニケー

ションの手段として性フェロモンを利用している。

環境中に放出された性フェロモンは別個体の触角

状に存在する性フェロモン受容体とその共受容体

であるOrco (odorant receptor co-receptor)によって特

異的に受容される(Jaquin-Joly and Merlin, 2004)。配

偶行動を誘発する性フェロモンは単一の化合物で

異性の定位を誘発するものもあるが、多くの鱗翅目

においては複数の成分が利用されることが多く、生

物種ごとにそのブレンドの比率が異なることが判

明している(Ando et al., 2004)。 性フェロモン研究の

社会への応用例として、その極めて低い毒性や種特

異的な性質を利用した害虫防除がある(Reddy and 

Guerrero, 2001)。また、性フェロモン受容システムを

爆発物の検知や疾病の検出など様々な利用用途を

見据えた嗅覚センサデバイスの開発に利用するこ

とにも注目が集まっている。しかし、昆虫の性フェ

ロモン受容体は遺伝子の機能が解析されているも

のが鱗翅目において10種程度と少なく、センサ応用

への障壁のひとつとなっている。  

 私が現在、共同で研究を進めている東京大学先端

科学技術研究センター神崎研究室では、これまでに

新規受容体候補遺伝子探索によって、農業害虫とし

て知られる 2種のガ類、ベニスズメ (Deilephia 

elpenor)およびサザナミスズメ(Dolbina tancrei)から

それぞれの性フェロモン受容体候補遺伝子および

Orco候補遺伝子を獲得している。また、先行研究に

おいてベニスズメとサザナミスズメが利用する性

フェロモン物質とそのブレンドの成分比率が特定

されている(Uehara et al., 2012; Uehara et al., 2013)。

そこで、本研究ではベニスズメおよびサザナミスズ

メの性フェロモン受容体候補遺伝子の塩基配列決

定および分子系統解析を行うことで、これらの遺伝

子の機能の推測を行うことにした。 

 
図1：2種のスズメガの生息地と利用する性フェロモン 

(A) ベニスズメとサザナミスズメの生息が確認されている地域。

両種とも極東アジアにおいて共存している。(B) ベニスズメの性

フェロモン。上が主成分である(E)-11-hexadecenal、下が副成分の

(E,E)-10,12-hexadecenal。(C) サザナミスズメの性フェロモン。上

が主成分である(E,Z)-9,11-pentadecadienal、下が副成分である

(Z,Z)-9,11-pentadecadienal。 

 

 



2 方法 

2.1 cDNAからの目的配列の増幅 

 目的配列の増幅には過去に抽出、精製済みのサザ

ナミスズメおよびベニスズメのcDNAを用いた。

PCR反応液にはcDNAを0.25 µL用い、In-Fusion用に

作成したプライマー(100 pmol/µL) (プライマー情報

は配列未発表により、非公開とする)をそれぞれ

ForwardとReverseで 0.15 µLずつ、 dNTP Mixture 

(#4010、  TaKaRa)を1.6 µL、PrimeSTAR HS DNA 

Polymerase (#R010A, TaKaRa)を0.2 µL、そして5x 

PrimeSTAR Buffer (kitに付属)を2.0 µL混合し、超純

水で20 µLに調整したものを使用した。サーマルサ

イ ク ラ ー は LifeTouch (#TC-96GHbB, Bioer 

Technology)を使用し、反応サイクルは98 ̊ C 2分、[98 

˚C 10秒、55 ̊ C 10秒、72 ̊ C 1分30秒]x 30、72 ̊ C 10分

に設定して行った。 

 

2.2 プラスミドの作成 

 EcoRIとXhoIを用いた制限酵素処理によって、す

でに直鎖状になっているpCS2+を使用した。配列の

ライゲーションはIn-Fusion法(相同組換えを用いた

手法)で行った。具体的には、DNA断片200 ngと

pCS2+を100 ngを混合したものにNEBuilder HiFi 

Assembly Master Mix (#E2621L, NEW ENGLAND 

BioLabs)を5 µL加え、50 ℃で30分間反応させた。 

 

2.3 DH5への形質転換 

 In-Fusion法によって目的の遺伝子配列が挿入され

たと考えられるプラスミドを大腸菌へ形質転換し

た。大腸菌はECOS Competent E. coli DH5 (#310-

06236, ニッポンジーン)を使用し、1.5 mLチューブ

に25 µL分注したものを氷上で融解したのちにプラ

スミド溶液を2.5 µL加えた。その後、氷上で5分間培

養し、42 ̊ Cで45秒のヒートショックを与えたのちに

アンピシリン(50 µL/mL)を添加したLBプレート上

に塗布し、37 ˚C で16時間培養した。コロニーの選

別は、培養されたコロニーのうち、比較的大きなも

のを選択し、コロニーPCRによって目的配列の存在

を確認した。コロニーPCRにはTaKaRa Ex Taq Hot 

Start Version (#RR006A, TaKaRa)を0.1 µL、In-Fusion

用プライマー(100 pmol/µL)をForwardとReverseとも

に0.4 µLずつ、dNTP Mixture (#4010, TaKaRa)を1.6 µL、

そして10x Ex Taq Buffer (kitに付属)を2.0 µL加えて

混合し、超純粋で20 µLに調整したものを使用した。

反応サイクルは94 ̊ C 2分、[94 ̊ C 30秒、50 ̊ C 30秒、

72 ˚C 1分30秒]x 30、72 ˚C 5分の反応時間で行った。

上記の操作によって得られた増幅産物は電気泳動

によってバンドを確認することで確認した。  

 

2.4 プラスミドの抽出精製 

 コロニーPCRによって確認された泳動バンドが

明瞭なものから各遺伝子3-4コロニーずつ選別し、3 

mLの液体LB培地へ移した。その後培養液がよく濁

るまで37 ℃で16から18時間の振とう培養を行った。

培養された大腸菌を回収し、 PureYield Plasmid 

Miniprep System (#A1223, Promega)を用いてプラス

ミドの抽出および精製を行った。プラスミド精製は

キットのプロトコールに従って行った。  

 

2.5 DNAシーケンスと配列決定 

 ユーロフィン株式会社のDNAシーケンスサービ

スを利用して目的配列の解読を行った。得られた配

列 情 報 に つ い て 、 SeaView Version 5.0.4 

(http://doua.prabi.fr/software/seaview)を用いて既知配

列との配列比較を行い、目的の配列が得られている

か確認した。 

 

2.6 膜貫通領域の予測 

 シーケンスによって得られた4種類の遺伝子配列

は、1文字表記のアミノ酸配列に変換したのちに、
TMHMM Server Version 2.0 

(http://www.cbs.dtu.dk/services/TMHMM)を用いて細

胞膜貫通領域予測および、結果の視覚化を行った。 

 

2.7 分子系統解析 

 分子系統解析は本研究におけるシーケンス解析

によって配列を決定した遺伝子であるDelpOR4 

(Deilephila elpenor Odorant Receptor 4)、DelpOrco 

(Deilephila elpenor Odorant receptor co-receptor)、

DtanOR3 (Dolbina tancrei Odorant Receptor 3)、そして
DtanOrco (Dolbina tancrei Odorant receptor co-

receptor)に加え、5'-RACE法によってのみ暫定的な

配列情報が得られている DelpOR3 (Deilephila 

elpenor Odorant Receptor 3) と DtanOR1 (Dolbina 

tancrei Odorant Receptor 1)を含めて行った。解析に

は、鱗翅目から報告されている嗅覚受容体のうち、

性フェロモン受容体あるいはOrcoファミリーに属

する、あるいは性フェロモン受容体として機能する

ことが報告されているものを収集し、解析した。配

列データのマルチプルアライメントにはSeaView 

Version 5.0.4 (http://doua.prabi.fr/software/seaview)を

使用し、Clustal-Omegaのアルゴリズムを適用した。

また、アライメントされた配列は PhyML 3.0 

(http://www.atgc-montpellier.fr/phyml)により、系統樹

推定を行った。ブートストラップ値は100に設定し

た。系統樹推定には最尤法を用い、PhyMLのSmart 

Model Selectionを使用したモデル選択により、アミ

ノ酸置換モデルとしてJones-Taylor-Thorntonモデル

を採用した(Lefort et al.,  2017)。今回参照した遺伝

子配列に関する情報はGoogle Spreadsheetにまとめ、

以下のURLにて公開した(https://bit.ly/2K9EZEa)。系

統樹の編集にはiTOL (https://itol.embl.de)を使用した。 

 

3 結果 

3.1 DelpOR4、DelpOro、DtanOR3、そしてDtanOrco

の塩基配列を決定した 

 DNAシーケンスの結果、新たに遺伝子配列が得ら

れた新規性フェロモン受容体候補遺伝子は



DelpOR4、DelpOrco、DtanOR3、そしてDtanOrcoの4

遺伝子の配列を獲得し、それぞれ430、473、435、そ

して474のアミノ酸からなるタンパク質をコードし

ていることを確認した。獲得した配列情報は未発表

情報であるため、公開を避ける。5'-RACE法による

暫定的な配列情報は存在するものの、本研究におい

てシーケンス解析による配列が得られなかった2遺

伝子DelpOR3とDtanOR1に関しては、コロニーPCR

をした段階で目的配列の挿入が確認されていない。 

 

3.2 シーケンスした遺伝子は膜貫通領域を7つコー

ドしている 

 シーケンスをして配列を決定した候補遺伝子は、

昆虫の嗅覚受容体遺伝子としての特徴を持つこと

が推測される。昆虫の嗅覚受容体は、その配列の特

徴から、7回膜貫通型受容体であることが予測され、

N末端が細胞内に局在し、C末端が細胞外へ露出す

る特有の構造をとることが推測されている(Benton 

et al., 2006)。そこで、本研究で配列が得られた遺伝

子のアミノ酸配列の疎水性評価による細胞膜貫通

領域予測解析を行った。TMHMM Server Version 2.0

を用いて、それぞれの遺伝子について解析を行った

結果、DelpOR4、DelpOrco、DtanOR3、そしてDtanOrco

は全て膜貫通領域を7つ持つことが予測された(図2)。

また、DtanOR3に対する解析の結果、配列のN末端

領域が細胞外へ露出する、昆虫の嗅覚受容体の特徴

とは異なる構造予測の結果が確認された。 

 
図2：候補遺伝子の膜貫通領域の予測結果  

縦軸は任意の二次構造を取る可能性を、横軸はN末端からの残基

数を表す。上部の太い赤線は細胞膜貫通領域を、青線は細胞内局

在領域を、そしてピンク線は細胞外局在領域を表す。DtanOR3を

除く3つの遺伝子はN末端が細胞内に局在し、C末端が細胞外に露

出する昆虫の嗅覚受容体の特徴的な構造を形成することが示唆

された。 

 

3.3 性フェロモン受容体およびOrco遺伝子は全て

性フェロモン受容に機能しうる 

 シーケンスにより新たに配列情報が得られた

DelpOR4、DelpOrco、DtanOR3、そしてDtanOrcoは本

研究により、それぞれが昆虫の嗅覚受容体としての

特徴的な二次構造を形成していることが予測され

た(図2)。しかし、これまでの解析からは上記の遺伝

子が性フェロモン受容体として機能しうるとは判

断し切れない。これらの候補遺伝子が性フェロモン

受容体として生体内で機能していると仮定したと

き、これら候補遺伝子に対する分子系統解析をする

と、鱗翅目の性フェロモン受容体ファミリー内に分

類されることが推測される。本実験では、鱗翅目の

性フェロモン受容体ファミリーに属することが報

告されている遺伝子について、40種のガから計242

遺伝子のアミノ酸配列を収集し、サザナミスズメと

ベニスズメの性フェロモン受容体候補遺伝子とと

もに分子系統解析を行った。本実験には、本研究で

シーケンス解析を行った4遺伝子のアミノ酸配列に

加え、シーケンス解析は行っていないものの5'-

RACE法による配列情報が存在する2つの遺伝子、

DtanOR1とDelpOR3も含めた解析を行った。その結

果、性フェロモン受容体候補遺伝子とされていた

DelpOR3、DelpOR4、DtanOR1、そしてDtanOR3は全

て鱗翅目の性フェロモン受容体ファミリーに属す

ることが確認され、Orco候補遺伝子のDelpOrcoと

DtanOrcoは鱗翅目のOrcoファミリー内に属するこ

とが確認された(図3A)。さらに、DelpOR3、DelpOR4、

そしてDtanOR3がカイコガ(Bombyx mori)の嗅覚受

容体であるBmorOR3 (Bombyx mori Odorant Receptor 

3) (Nakagawa et al., 2005)と、タバコスズメガ

(Manduca sexta)の嗅覚受容体であるMsexOR1 

(Manduca sexta Odorant Receptor 1) (Patch et al., 2009)

と共に新規ファミリーと考えられる遺伝子グルー

プを形成することが強く示唆される結果が得られ

た(図3B)。本研究では新たに確認されたこの遺伝子

グループを、その受容体の存在や機能が早くから同

定されているBmorOR3を代表とし、BmorOR3ファミ

リーと名付けることにした。 

 
 



図3：候補遺伝子の分子系統解析結果 

(A) 性フェロモン受容体およびOrcoを対象に系統樹推定を行っ

た。ブートストラップ値70以上のものを表示している。サザナミ

スズメおよびベニスズメの候補遺伝子を赤文字で示す。背景ピ

ンクはOrcoファミリー、背景水色はBmorOR3ファミリーを示す。

(B) BmorOR3ファミリーを抽出し、描写した。赤文字はサザナミ

スズメおよびベニスズメの候補遺伝子を示す。 

 

4 考察 

 本研究では、サザナミスズメとベニスズメが用い

る性フェロモン受容体遺伝子の同定に取り組んだ。

シーケンス解析による遺伝子配列決定では、既知の

4種類の性フェロモン受容体候補遺伝子と2種類の

Orco候補遺伝子の内、ベニスズメからDelpOR4と

DelpOrco、そしてサザナミスズメからDtanOR3と

DtanOrcoの詳細な遺伝子配列を獲得した。以下、本

研究において、特に留意すべき点について議論する。 

 今回得られた遺伝子のアミノ酸配列を対象に細

胞膜貫通領域予測の解析を行った結果、4種類の遺

伝子全てが7回膜貫通型のタンパク質であることが

確認された。特に、DelpOR3、DelpOrco、そして

DtanOrcoはN末端が細胞内に位置することが予測さ

れ、昆虫の嗅覚受容体の特徴的な構造を形成するこ

とが示唆された。一方で、DtanOR3はN末端が細胞

外に位置するという予測結果になった。これは、

DtanOR3の解析において何らかの理由で誤りが生

じていることが考えられるとして、次の分子系統解

析に進み、その結果からDtanOR3が性フェロモン受

容体として働きうるかを判断することとした。次に

行った分子系統解析では、本研究で獲得した候補遺

伝子だけでなく、配列未決定の2種類の遺伝子

(DelpOR3、DtanOR1)も含めた網羅的な解析を行っ

た。その結果、DelpOR4、DtanOR3、DtanOR1、そし

てDelpOR3は性フェロモン受容体ファミリーに、

DelpOrcoおよびDtanOrcoはOrcoファミリーに属す

る遺伝子であることが明らかになった。これらの結

果は、全ての候補遺伝子が性フェロモン受容体とし

ての機能を持ち得ることを示唆している。 

 さらに、分子系統解析によって BmorOR3、

MsexOR1、DelpOR3、DelpOR4、そしてDtanOR3がひ

とつの新規遺伝子グループを形成していることが

明らかになった(図3B)。BmorOR3とMsexOR1は共に

同一のリガンドである(E,Z)-10, 12-hexadecenalを受

容することが知られている(Nakagawa et al., 2005; 

Wicher et al., 2017)。しかし、昆虫の嗅覚受容体がリ

ガンドをどのような機構で認識するかに関しては

未解明である。従って配列情報のみではこれらの遺

伝子の受容体としての機能を断定することはでき

ないため、本研究の次段階として、受容体の機能解

析を行う必要がある。今後、より多くの性フェロモ

ン受容体遺伝子の機能解析が進むことでデータが

蓄積し、その配列情報からリガンドが予測可能にな

ることが期待される。 

 本研究は、鱗翅目スズメガ科の2種、サザナミス

ズメとベニスズメの性フェロモン受容体および

Orcoの遺伝子配列を初めて明らかにしたものにな

る。また、それに加えてBmorOR3を中心とした新規

ファミリーの構築を確認した。今後、これらの遺伝

子の性フェロモン受容体遺伝子としての機能が同

定されることが期待される。 
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