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In mammals, chemical senses are mediated by taste receptors (TAS1Rs, TAS2Rs) and olfactory receptors (OR),
which belong to the family of seven transmembrane G protein-coupled receptors. Since these receptors are directly
involved in the interaction between mammals and their dietary sources, it is likely that these genes evolved to reflect
species-specific diets during mammalian evolution. Here, we analyzed the genomic contents and function of these
receptors in primates and whales. We found that the sensitivities of TAS2Rs were varied due to several amino acid
residues between primate species. This fact suggest that the feeding behaviors of primates are influenced by the
molecular evolution of taste receptors. The tendency was implicated in TAS1Rs, the receptor for Sweet and Umami
tastes. We also investigated the taste and olfactory receptors of whales. Corresponding to the strange brain structure of
olfactory bulb, most of class I ORs are lost in whales. Because of loss of almost all the taste receptors and G-protein,
gustducin, all modern cetaceans are revealed to have lost the functional taste receptors.
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