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（様式４） 

二国間交流事業 共同研究報告書 
 

平成２２年 ４月 １４日 
 

 独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 
 

共 同 研 究 代 表 者 所 属 ・ 部 局  北海道大学・大学院獣医学研究科     

（ふりがな）             はばら よしあき 

職・氏 名     教授・葉原芳昭          
 
 

1. 事 業 名 相手国（ インド    ）との共同研究  振興会対応機関（ DST      ） 

 

2. 研 究 課 題 名   ﾗｯﾄﾌｪﾛﾓﾝ様物質の生物作用とﾗｯﾄ嗅覚系細胞内ｶﾙｼｳﾑ動態に及ぼす作用             

 

3. 全 採 用 期 間 

 

平成 ２０年  ６月  １日 ～ 平成 ２２年  ３月 ３１日（ １ 年 １０ヶ月） 

 

4. 研究経費総額 

 

（1）本事業により交付された研究経費総額 2,000 千円 

 

初年度経費 1,000 千円、 ２年度経費 1,000 千円、 ３年度経費   0 千円 

 

（2）本事業による経費以外の国内研究経費総額    500 千円 
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5．研究組織 

（1）日本側参加者 

氏 名
（ふりがな）

 所 属・職 名 研 究 協 力 テ ー マ 

葉原芳昭 

齋藤敏之 

北海道大学・教授 

農業生物資源研究所・主任研究員

ﾗｯﾄﾌｪﾛﾓﾝ様物質の生物作用とﾗｯﾄ嗅覚系細胞内

ｶﾙｼｳﾑ動態に及ぼす作用 

 

 

（2）相手国側研究代表者 

所属・職名・氏名  Bharathidasan University・Reader ・Archunan Govindaraju               

 

（3）相手国参加者（代表者の氏名の前に○印を付すこと） 

 

氏  名 所属・職名（国名） 研 究 協 力 テ ー マ 

○G.Archunan 

S . Achiraman 

P. Ponmanickam 

Bharathidasan University(インド)

Bharathidasan University(インド)

Bharathidasan University(インド)

ﾗｯﾄﾌｪﾛﾓﾝ様物質の生物作用とﾗｯﾄ嗅覚系細胞内

ｶﾙｼｳﾑ動態に及ぼす作用 
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6．研究概要（研究の目的・内容・成果等の概要を簡潔に記載してください。） 

齧歯類におけるにおいの主要な発生器官は包皮腺である。この包皮腺からの分泌物は同一種内での社会的・性的相互関係といった行動学的反応を引き起こす。雌における相同器官は陰核腺である。本共同

研究により、陰核腺からの分泌物中に揮発性物質、farnesol と squalene、を認めた。従ってこの２種類のフェロモン候補物質について行動学的および細胞生理学的実験を共同で行い、フェロモンの可能性

について探った。 

１． Y 字迷路を用いた嗜好行動試験：Y字迷路による誘因試験では、包皮腺抽出物に誘引される回数（Table 1）、抽出物近傍に留まる時間(Table 2)は雄よりも雌を優位に引きつけた。さらに、フェロモ

ン担体と考えられる α2u-globulin と farnesol の混合物に誘引される回数(Table 3)および留まる時間(Table 4)は farnesol の濃度依存性に増加した。 

Table 1.  Frequency of visits made by the male and female responders towards preputial gland extract (15 min/test) 

S. No.              Sample     Male   Female 

1 

2 

Preputial gland extract 

Foot pad extract (control) 

2.64±0.33 

2.33±0.61 

8.16±0.47 

1.5±0.34 

Values are expressed in mean±SE 
Table 2.  Duration of visits (sec.) made by the male and female responders towards preputial gland extract and foot pad extract 

(15 min/test) 

S. No.              Sample     Male   Female 

1 

2 

Preputial gland extract 

Foot pad extract (control) 

39.0±3.09 

7.0±1.55 

306.5±11.44 

3.5±0.31 

Values are expressed in mean±SE 
Table 3.  Frequency of visits (nos.) made by the female responders towards α2u-globulin extract and different concentrations of 

farnesol (15 min/test) 

S. No. Sample Female responder 

1 

2 

3 

4 

5 

DCM 

5 μM farnesol 

10 μM farnesol 

15 μM farnesol 

20 μM farnesol 

1.66±0.33 

2.66±0.66 

2.83±0.30 

7.55±0.44 

5.00±0.36 

        Values are expressed in mean±SE 
Table 4. Duration of visits (sec.) made by the female responders towards α2u-globulin extract and different concentrations of 

farnesol (15 min/test) 

S. No. Sample Female responder 

1 

2 

3 

4 

5 

DCM 

5 μM farnesol 

10 μM farnesol 

15 μM farnesol 

20 μM farnesol 

  8.16±1.49 

  27.5±5.46 

102.66±4.97 

290.33±9.18 

238.16±5.57 

        Values are expressed in mean±SE 

また、Squalene による誘因作用は主嗅覚系と鋤鼻系の両者に依存していることが示唆された(Table 5)。 

Table 5.         Behavioural assessment of squalene 
S.N
o. 

Behavioural 
observation 
 
 

 
Control 

ZnSO4 
Nasally irrigated 

 
VNO ablated 

 
SQ 

 
DCM 

 
SQ 

 
DCM 

 
SQ 

 
DCM 

1 Number of visit 3.33±0.49a 2.0±0.36b 0.5±0.35c 0.33±0.21c 0.33±0.21c 0.33±0.33c

2 Duration of visit 
(sec) 

241.0±0.76a 47.0±18.6c 5.3±3.54d 2.16±1.42dc 200.0±127.9b 5.33±5.85d

3 Self grooming 2.66±0.76a 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 1.5±0.84b 0.00±0.00 
Means within a column followed by the same letters are not significant at p<0.05 according to DMRT 

２． 血清学的解析：Squalene に暴露することにより、血清テストステロン濃度が微増した。 

３．細胞生理学的解析：インド側研究者達は日本滞在中に細胞の分離法、プローブの負荷法、カルシウムイメージングの実験手技を学んだ。２種類のフェロモン候補物質について嗅神経細胞の細胞内カルシ

ウム反応を指標として生物作用を見当した結果、farnesol が嗅神経細胞のにおい応答を惹起することが明らかとなった。Squalene も嗅神経細胞のカルシウム反応を引き起こたが、誘因作用は farnesol より

も弱いことが示唆された。 

 以上の結果から、雄包皮腺分泌物中の farnesol と squalene が雌誘引フェロモンであり、担体蛋白に結合することにより鋤鼻と主嗅覚系で検出されていることが示唆された。 




