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第2章　代謝物・遺伝子産物解析

1．はじめに

　生物（生命）は還元力を使ってエネルギーを獲得し生命活動を行っている。したがって，酸化
還元反応は生命の源でもあると言っても言い過ぎではない。エネルギーを消費してタンパク質の
ような高分子を合成することを同化代謝という。この代謝はATPやNADHなどの還元力を必要
とする代謝である。一方，有機物質を分解してエネルギーを得ることを異化代謝という。この反
応は，呼吸と呼ばれる酸化代謝であり，ATPやNADHなどのエネルギーを獲得する代謝であり，
生命はこれら酸化還元代謝の両輪を働かせ生命活動を続けている（図1）。本稿では，その酸化還
元状態を多段階（－2～＋6）にとれて，全生物で必須な元素であり，主要なミネラルでもある
「硫黄」に焦点をあてる。
　微生物や植物は硫黄同化代謝により，無機性硫黄化合物（硫化水素イオン（HS－），亜硫酸イ
オン（HSO3－），チオ硫酸イオン（HSSO3－）など）から有機性硫黄化合物（メチオニン，システ
インなど）を合成できる。一方，ヒトを含む動物はこの硫黄同化代謝を持たず有機性硫黄化合物
を合成することができない。したがって，我々は食事を通して摂取しなければならず，完全に微
生物と植物に依存している。硫黄が全生物で必須な化合物である所以である（図 2）。
　小学生の理科の教科書にある周期表には，硫黄は酸素の下に書かれている（図 3青枠）。これ
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は何を意味していただろうか？　周期表の縦は 16 族元素で，硫黄は酸素と類似特性を有してい
ることを意味している。酸化ストレスと聞くと「酸素」をイメージする人が多く，活性酸素種と
いうワードがそれをエスカレートさせていると思う。これは，活性分子が酸素だけだと思わせる
言葉であり，教科書には，活性分子種（Reactive Molecule Species；RMS）と書かれるべきであ
る。酸素ではなくて「分子」とすれば，その分子には，酸素（Reactive Oxygen Species；ROS）
のほかに炭素（Reactive Carbon Species；RCS）や窒素（Reactive Nitrogen Species；RNS），
硫黄（Reactive Sulfur Species；RSS）があるといえる。酸化ストレス分子として「酸素」がこ
んなにも取り上げられるならば，「硫黄」にも未知ながら大きな生物学的意義があると考えるの
が妥当である1)。
　酸素が存在する環境下で生きている生物は，常に酸化ストレスと闘い続けなければならない。
硫黄分子とて酸化から逃れることはできない。その 1 つの例は，硫化水素イオン（HS－）は亜硫
酸イオン（HSO3

－）によって酸化され，チオ硫酸イオン（HSSO3
－）が生成される。正確にはポ

図 2　ヒトを含む動物は有機性硫黄化合物を合成できない

※口絵参照
図 3　活性分子は「酸素」だけ？
酸素と同族な元素は硫黄だけ
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リスルフィド※1 とは呼ばれないが，HSSO3
－は最も小さい無機性ジスルフィド分子であり，酸化

のマーカーとなる。これら HS－，HSO3
－や HSSO3

－は，一般的に酸素が十分にある環境下では存
在しづらい。一方，細胞（生体）内では，細胞外に比べて比較的還元環境であるため安定的に存
在できる。上述したように，これら活性硫黄種 HS－，HSO3

－や HSSO3
－は生体内シグナル分子と

して最近注目されている。
　局所的な酸化（炎症など）を生む症状などから試料を取り出し，「活性硫黄種」の動態や「硫黄
分子種（ポリスルフィド）」の酸化還元状態を解析することで，その生物の状態を知ることがで
きる。硫黄化合物種を網羅的に解析できるシステムの構築について次項で紹介する。

2．硫黄の網羅的解析手法

2.1　サルファーインデックスの誕生
　このように硫黄代謝研究が全く進んでこなかった背景の 1 つとして，これまで細胞内含硫化合
物を検出することが非常に困難であったことが挙げられる。筆者らは，国立研究開発法人農業・
食品産業技術総合研究機構の生物系特定産業技術研究支援センターからの支援の下，①「硫黄代
謝の生理意義解明」などの基礎科学的研究2)3) と，②「システイン・エルゴチオネイン発酵生産技
術の確立」などの応用工学的研究4)-7) を並行して展開した（イノベーション創出強化研究推進事
業，2012～2017 年度）。その研究過程で，慶応大の末松誠教授らとの共同研究により，細胞内含
硫化合物を容易に検出できる方法として「硫黄」関連代謝物種の網羅的定量解析法を構築し
た8)-11)。本解析法は，サンプル中の検出標的である各硫黄化合物種のチオール基（－SH）をモノ
ブロモビマン分子で特異的に化学修飾することで，高速液体クロマトグラフ質量分析法（LC-
MS/MS）の利点を十分に活かし，20 分で数百 n～µM の検出感度を実現している（図 4）。これ
らの有用な特性から，本法は先鋭的で独創的な方法といえる。筆者らは，この得られる硫黄化合
物種含量プロファイルデータを「サルファーインデックス」と呼んでいる12)13)（図 4）。

2.2　サルファーインデックスの特徴であるポリスルフィドの検出と活用
　サルファーインデックスは 50 種以上の硫黄化合物を登録しているが，中でもいろいろなポリ
スルフィド化合物を登録している点に特徴がある。例えば，図 5のようにグルタチオンビマン，
グルタチオンジスルフィドビマン，グルタチオントリスルフィドビマン，グルタチオンテトラス
ルフィドビマンとグルタチオンの SH 基に「硫黄」が数珠つなぎとなったジスルフィド結合状態
を検出できる。これは「はじめに」で述べた硫黄としての活性分子種（Reactive Sulfur Species；
RSS）の状態を見ることが，酸化マーカーの新たな指標として適用できる可能性を示している。
生体内で炎症が起きている箇所，中でもラジカルによる酸化ストレスが生じている箇所でポリス
ルフィド化が起こると想定すると，そのような原因の疾患はすべて早期に診断できる可能性があ
る。実際の医療分野でのサルファーインデックスの活用例を紹介する。

※ 1　ポリスルフィドの定義；X1-［S］n-X2（X1，X2 は水素原子以外）
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図 4　硫黄のメタボロームの構築
～サルファーインデックスの誕生～

図 5　硫黄化合物種の酸化還元状態を知る
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2.3　サルファーインデックスの応用
　一般成分に関するメタボローム解析は，民間企業や公的な研究機関において受託分析サービス
が展開され，生化学が専門の研究者を中心に広く利用されるようになってきた。取得したデータ
の代表的な解析ツールとして多変量解析（多次元尺度法，主成分分析など）が用いられる。
　サルファーインデックスの独自かつ重要な強みとして，ヒトを含む動物は有機性硫黄化合物を
合成できないため，多次元尺度法解析で微生物の働きとして強く表れる場合が多い。さらに硫黄
化合物種のもう 1 つの重要な特徴である「匂い（分子）」も対象として追加することで，多次元尺
度法解析の 3 次元化にも挑戦している。
　複数のサンプルを図 6のように区別することができたとしても，なぜ区別できたのかの原因を
特定することは困難な場合が多い。しかし，硫黄に着目することでサルファーインデックスでは
より直観的に理解できる解析結果が得られることが多く，今までになかった新しい代謝機能に注
目した分析サービスを展開することが可能となった12)。これまで約50種の含硫化合物の多次元尺
度法解析により，サンプル群は視覚的なマッピングにより高精度にグループ化でき，多くのサン
プルが第 1 軸に「酸化還元度（鮮度）」に関与する因子，第 2 軸に「抗酸化能（微生物の働き）」
に関与する化合物の含有量で，多くの場合特徴づけられることがわかった。くどいように思われ
るが硫黄としての活性分子種RSSの状態を見ることが，酸化マーカーの新たな指標として適用で
きる可能性を示している。
　図 6 では正常マウスの腎臓（紫；左下）と，糖尿病モデルマウスの腎臓（赤；右下）に区別で
きる。さらに，糖尿病マウスは，正常マウスに比べて酸化的であると結論できる点がサルファー
インデックスの特徴である。他にもあるのだが一番の理由は，酸素が 1 ppm 以上あると存在でき
ない Sulfite-bimane が左側に位置している点である（図 6B）。さらに介入試験をした結果は，糖

※口絵参照
図 6　硫黄で糖尿病罹患者を知る

統計ソフトRの vegan パッケージを用いた分析による多変量解析結果でありA）散布図，B）各化合物の寄与
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尿病に効果がないとされているものを含む餌を与えたマウスの腎臓（青色）は糖尿病マウス（赤
色）と同じところに区別された。一方，これまでに効果が知られている分岐差アミノ酸などを与
えた糖尿病マウス（黒色）は，左に大きくシフトして正常マウスに近づいた。さらに新規な糖尿
病に効果のある物質をスクリーニングしたければ，左にシフトするようなものを探索すればよい
のである。緑色で示されるものが 1つの候補であろうと推察できる。
　ごく最近，硫黄のもう 1つの特徴である「臭い」に関わる分子種（オフフレーバーなど）もサ
ルファーインデックス解析の検出対象に追加した11)。これでサルファーインデックス解析を行え
ば，酸化ストレス・硫黄臭・含硫化合物量（微生物の働き）の新しい指標が広い分野で利用が可
能になると期待される。

3．おわりに

　次世代シークエンサーの性能向上に伴い，ヒトを対象とした微生物叢研究が大きく進展し，主
に健康・医療技術に展開され，その全容解明と人為的制御技術の開発に向けた取り組みが活発に
行われている。植物を対象とした共生微生物叢の研究も，根粒菌や菌根菌など，植物に有益な効
果をもたらす代表的な菌類については基礎・応用研究，そして社会実装が進んできたが，菌叢の
全容解明となるとまた別の話で，いまだ基礎研究の域である。近年次世代シーケンサーで存在が
明らかにされた 9割以上の微生物は，分離・培養することが困難であり，さらに微生物叢の膨大
な種の中から，どの微生物種が重要なのかを絞り込む方法に課題がある。後者についての解決策
として，諸兄にサルファーインデックスを活用して欲しいので，サルファーゲノミクスを紹介し
た論文も読んでいただきたい1)。菌叢解析と相性が良くマルチオッミックス解析の 1 つに是非，
サルファーインデックスを検討してみてはいかがだろうか。今後は，放射線治療・炎症を伴う多
くの疾患の中でも活性分子種が原因となる疾患に対して，サルファーインデックス技術を活用
し，その有効性・有用性を実証し，腸内・口腔内のマイクロバイオームの理解や診断へ展開して
いきたい。最終的にはセルフメディケーション事業のための一助となればと考えている。
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