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(57)【要約】
【課題】同位体を含有するリン酸の安全な製造方法を提供する。
【解決手段】本発明の同位体を含有するリン酸の製造方法は、酵素によって、同位体を含
有する水と、亜リン酸、リン酸、または、ポリリン酸とを反応させることにより、同位体
を含有するリン酸を合成する工程、または、酵素によらず、同位体を含有する水と、ポリ
リン酸とを反応させることにより、同位体を含有するリン酸を合成する工程、を有する。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
酵素によって、所定の同位体を含有する水と、亜リン酸、リン酸、または、ポリリン酸
とを反応させることにより、上記同位体を含有するリン酸を合成する酵素反応工程、また
は、
酵素によらず、所定の同位体を含有する水と、ポリリン酸とを反応させることにより、
上記同位体を含有するリン酸を合成する加水分解反応工程、
を有することを特徴とする同位体を含有するリン酸の製造方法。
【請求項２】
上記同位体は、酸素の安定同位体であることを特徴とする請求項１に記載の同位体を含
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有するリン酸の製造方法。
【請求項３】
上記同位体は、１７Ｏ、または、１８Ｏであることを特徴とする請求項２に記載の同位
体を含有するリン酸の製造方法。
【請求項４】
上記酵素反応工程に亜リン酸を用いる場合、当該酵素反応工程に用いられる上記酵素は
、亜リン酸デヒドロゲナーゼであり、
上記酵素反応工程にリン酸を用いる場合、当該酵素反応工程に用いられる上記酵素は、
ピロホスファターゼであり、
上記酵素反応工程にポリリン酸を用いる場合、当該酵素反応工程に用いられる上記酵素
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は、ポリホスファターゼであることを特徴とする請求項１〜３の何れか１項に記載の同位
体を含有するリン酸の製造方法。
【請求項５】
上記加水分解反応工程では、ｐＨ３以下の酸性条件下、または、７０℃以上の温度条件
下で、所定の同位体を含有する水と、ポリリン酸とを反応させることにより、同位体を含
有するリン酸を合成することを特徴とする請求項１〜３の何れか１項に記載の同位体を含
有するリン酸の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、同位体を含有するリン酸の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
地球上のリン酸には限りがあるため、特に農業分野などでは、肥料等として使用される
リン酸を効率よく利用および再利用する技術に注目が集まっている。
【０００３】
リン酸を効率よく利用および再利用するためには、肥料として土壌に加えたリン酸の何
割が生体内に取り込まれるか、換言すれば、肥料として土壌に加えたリン酸の何割が生体
内に取り込まれずに残留するのか、を知る必要がある。
【０００４】
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例えば、何らかの標識されたリン酸を、所定の量（以下、初期量と呼ぶ）だけ土壌へ加
えた後、当該土壌を用いて所望の植物を栽培する。次いで、栽培終了後に、土壌中に残留
している標識されたリン酸の量（以下、残留量と呼ぶ）を測定する。このとき、初期量か
ら残留量を引いた量が、植物に取り込まれた量となる。
【０００５】
一般に、農地に撒布された肥料中のリンの多くは、農作物に吸収されずに、土壌中に存
在する鉄やアルミなどと結合して、農作物に利用されない不活性なリンとして固定される
。なお、土壌や肥料の形態にもよるが、日本の一般的な土壌の場合、撒布されたリンの約
８０％が、不活性なリンとして固定されると言われている。
【０００６】
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リン肥料の効果を評価するためには、農作物に利用能な可溶性リン酸を、どれだけ土壌
に供給できるのかを、科学的に定量する技術が必要である。これまで、トルオーグ法など
を用いて土壌中の可溶性リン酸の存在量が評価されてきたが、土壌へ投入される肥料中の
リン酸と、元々土壌中に存在するリン酸と、を区別できないという問題があった。
【０００７】
リンの放射性同位体は存在するが、当該放射性同位体の野外での使用は制限される。リ
ンの安定同位体は存在しないが、酸素の安定同位体（例えば、１８Ｏ）は、自然界にも０
．２％の存在比で含まれており、生体や環境への有害な影響はない。従って、安定同位体
（例えば、１８Ｏ）でリン酸を標識すれば、当該リン酸を、質量分析計で区別、および、
追跡できる。また、農業分野（具体的には、肥料）に限らず、畜産分野、食品・医薬品分
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野、環境分野など、リン酸の生物学的利用能の評価や動態モニタリングが重要な意味をも
つ広範な産業分野で、安定同位体で標識されたリン酸が、活用され得る。
【０００８】
それ故に、現在、酸素の安定同位体が導入されたリン酸、および、当該リン酸の合成方
法の開発が進められている。
【０００９】
例えば、非特許文献１には、同位体（例えば、１８Ｏ）を含有する水と、五塩化リン（
ＰＣｌ５）とを反応させることによって、同位体を含有するリン酸を製造する技術が開示
されている。
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【００１０】
１８

また、特許文献１には、同位体（例えば、

Ｏ）を含有する酸化剤で３価リン化合物

を酸化することによって、上記同位体を含有する５価のリン酸化合物を合成する酸化工程
を含む、同位体含有リン酸化合物の製造方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】ＷＯ２０１２／１５３７０４

Ａ１（２０１２年１１月１５日公開）

【非特許文献】
【００１２】
【非特許文献１】Eric S. Melby et. Al.,
beled Phosphate

Synthesis and Detection of Oxygen‑18 La
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PLoS ONE/1414115769257̲0.org , April 2011, Volume 6, Issue 4,

e18420
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
しかしながら、上述のような従来技術には、原料の五塩化リンが空気中の酸素により酸
化されやすく、五塩化リンそのものが有毒であり、更に、反応後１００℃で２時間加熱を
して生成した塩化水素を除去する必要がある、など問題点がある。
【００１４】
また、上述のような従来技術では、非常に有毒な物質が発生するので、安全キャビネッ
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トが必要になるという問題点がある。
【００１５】
また、特許文献１に記載の技術では、ヨウ素を含むＴＨＦ／ピリジン／水の混合液など
、特殊で環境にとって好ましくない物質を、同位体を含有するリン酸の合成に用いる必要
がある、等の理由から、同位体を含有するリン酸を安全に製造することができないという
問題点を有している。
【００１６】
本発明は、上記従来の問題点に鑑みなされたものであって、その目的は、同位体を含有
するリン酸の安全な製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【００１７】
本発明の同位体を含有するリン酸の製造方法は、上記課題を解決するために、酵素によ
って、所定の同位体を含有する水と、亜リン酸、リン酸、または、ポリリン酸とを反応さ
せることにより、上記同位体を含有するリン酸を合成する酵素反応工程、または、酵素に
よらず、所定の同位体を含有する水と、ポリリン酸とを反応させることにより、上記同位
体を含有するリン酸を合成する加水分解反応工程、を有することを特徴としている。
【００１８】
本発明の同位体を含有するリン酸の製造方法では、上記同位体は、酸素の安定同位体で
あることが好ましい。
【００１９】
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本発明の同位体を含有するリン酸の製造方法では、上記同位体は、１７Ｏ、または、１
８

Ｏであることが好ましい。

【００２０】
本発明の同位体を含有するリン酸の製造方法では、上記酵素反応工程に亜リン酸を用い
る場合、当該酵素反応工程に用いられる上記酵素は、亜リン酸デヒドロゲナーゼであり、
上記酵素反応工程にリン酸を用いる場合、当該酵素反応工程に用いられる上記酵素は、ピ
ロホスファターゼであり、上記酵素反応工程にポリリン酸を用いる場合、当該酵素反応工
程に用いられる上記酵素は、ポリホスファターゼであることが好ましい。
【００２１】
本発明の同位体を含有するリン酸の製造方法では、上記加水分解反応工程にて、ｐＨ３
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以下の酸性条件下、または、７０℃以上の温度条件下で、所定の同位体を含有する水と、
ポリリン酸とを反応させることにより、同位体を含有するリン酸を合成することが好まし
い。
【発明の効果】
【００２２】
本発明であれば、同位体を含有するリン酸を安全に作製することができる。
【００２３】
本発明であれば、安全キャビネットが無くても、同位体を含有するリン酸を製造するこ
とができる。
【００２４】
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本発明であれば、有機溶媒や特殊な酸化剤が無くても、同位体を含有するリン酸を製造
することができる。
【００２５】
本発明であれば、同位体を含有するリン酸を大量に製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の実施例における、亜リン酸デヒドロゲナーゼを用いた場合の質量分析試
験の結果を示すグラフである。
【図２】本発明の実施例における、ピロホスファターゼを用いた場合の質量分析試験の結
果を示すグラフである。
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【図３】本発明の実施例における、ポリホスファターゼを用いた場合の質量分析試験の結
果を示すグラフである。
【図４】本発明の実施例における、酸加水分解を行った場合の質量分析試験の結果を示す
グラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
本発明の一実施形態について以下に説明するが、本発明はこれに限定されるものではな
い。本発明は、以下に説明する各構成に限定されるものではなく、特許請求の範囲に示し
た範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態や実施例にそれぞれ開示された技術的
手段を適宜組み合わせて得られる実施形態や実施例についても本発明の技術的範囲に含ま
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れる。また、本明細書中に記載された学術文献及び特許文献の全てが、本明細書中におい
て参考文献として援用される。また、本明細書において特記しない限り、数値範囲を表す
「Ａ〜Ｂ」は、「Ａ以上Ｂ以下」を意図する。
【００２８】
本実施の形態の同位体を含有するリン酸の製造方法は、酵素によって、同位体を含有す
る水と、亜リン酸、リン酸、または、ポリリン酸とを反応させることにより、上記同位体
を含有するリン酸を合成する酵素反応工程、または、酵素によらず、同位体を含有する水
と、ポリリン酸とを反応させることにより、上記同位体を含有するリン酸を合成する加水
分解反応工程、を有している。
【００２９】

10

以下に、酵素反応工程、および、加水分解反応工程の各々について説明する。
【００３０】
〔１．酵素反応工程〕
本実施の形態の同位体を含有するリン酸の製造方法は、酵素によって、所定の同位体を
含有する水と、亜リン酸、リン酸、または、ポリリン酸とを反応させることにより、上記
同位体を含有するリン酸を合成する酵素反応工程を有し得る。本明細書において「酵素に
よって」とは、酵素の触媒作用によって、所定の同位体を含有する水と、亜リン酸、リン
酸、または、ポリリン酸とを反応させることを意図する。
【００３１】
酵素は基質特異性が高いので、酵素反応工程を用いれば、同位体を含有する不純物の生
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成を抑えながら、同位体を含有するリン酸を収率高く合成することができる。
【００３２】
また、酵素は各酵素に特有の反応メカニズムにしたがって反応を進めるので、酵素反応
工程を用いれば、所望の箇所に同位体が導入されたリン酸、および、所望の数（例えば、
１個〜４個）の同位体が導入されたリン酸を合成することができる。つまり、酵素反応工
程を用いれば、所望の品質を有するリン酸（例えば、均一なリン酸）を、精度高く合成す
ることができる。
【００３３】
上記水が含有する同位体は、特に限定されないが、自然界における存在比が小さな同位
体（例えば、同一元素における存在比が１０％以下、好ましくは５％以下、より好ましく
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は１％以下、より好ましくは０．１％以下、より好ましくは０．０１％以下である同位体
）であることが好ましい。
【００３４】
更に具体的に、水が含有する同位体は、酸素の同位体（例えば、酸素の安定同位体（例
えば、１７Ｏ、または、１８Ｏ））であることが好ましい。
【００３５】
後述するように、酵素反応工程では、水に含有される酸素が、生成物であるリン酸に導
入される。それ故に、上記構成であれば、所定の同位体を含有するリン酸を効率よく作製
することができる。
【００３６】
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また、安定同位体であれば、放射能を発しないので、被ばくの危険性がなく、専用の施
設も不要であることから、取扱い性に優れ、かつ、コストを抑えることができる。また、
安定同位体であれば、同位体を含有するリン酸が経時的に物性を変化させることがないの
で、長期間にわたってトレースすることができる。
【００３７】
上述した安定同位体の中では、１８Ｏがより好ましい。その理由は、１８Ｏを含有する
水であれば、純度の高い市販品を容易に入手することができるからである。
【００３８】
本実施の形態の同位体を含有するリン酸の製造方法では、酵素反応工程に亜リン酸を用
いる場合、酵素反応を触媒する酵素は、亜リン酸デヒドロゲナーゼであることが好ましく
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、酵素反応工程にリン酸を用いる場合、酵素反応を触媒する酵素は、ピロホスファターゼ
であることが好ましく、酵素反応工程にポリリン酸を用いる場合、酵素反応を触媒する酵
素は、ポリホスファターゼであることが好ましい。
【００３９】
以下に、各酵素の反応系について説明する。
【００４０】
（Ａ．各酵素の反応系について）
以下に、亜リン酸デヒドロゲナーゼを用いた場合の反応系を示す。以下に示すように、
亜リン酸デヒドロゲナーゼを用いれば、所定の同位体を含有する水、および、亜リン酸か
ら、当該同位体を含有するリン酸を合成することができる。なお、下記反応系では、用い
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る同位体の一例として「１８Ｏ」を用いているが、本発明は、当該構成に限定されない。
【００４１】
【化１】

以下に、ピロホスファターゼを用いた場合の反応系を示す。以下に示すように、ピロホ
スファターゼを用いれば、所定の同位体を含有する水、および、リン酸から、当該同位体
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を含有するリン酸を合成することができる。なお、下記反応系では、用いる同位体の一例
として「１８Ｏ」を用いているが、本発明は、当該構成に限定されない。
【００４２】
【化２】

以下に、ポリホスファターゼを用いた場合の反応系を示す。以下に示すように、ポリホ
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スファターゼを用いれば、所定の同位体を含有する水、および、ポリリン酸から、当該同
位体を含有するリン酸を合成することができる。なお、下記反応系では、用いる同位体の
一例として「１８Ｏ」を用いているが、本発明は、当該構成に限定されない。
【００４３】
【化３】

以下に、各酵素の詳細について説明する。
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【００４４】
（Ｂ．亜リン酸デヒドロゲナーゼについて）
亜リン酸デヒドロゲナーゼとしては特に限定されず、周知の亜リン酸デヒドロゲナーゼ
を用いることができる。
【００４５】
例えば、以下の生物に由来する亜リン酸デヒドロゲナーゼタンパク質、または、当該亜
リン酸デヒドロゲナーゼタンパク質の変異型タンパク質を用い得る。更に具体的に、上記
変異型タンパク質は、以下の生物に由来する亜リン酸デヒドロゲナーゼタンパク質のアミ
ノ酸配列において１若しくは数個のアミノ酸が欠失、置換若しくは付加されたアミノ酸配
列からなり、かつ、亜リン酸デヒドロゲナーゼ活性を有するポリペプチド、であり得る。
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【００４６】
上記生物、および、当該生物の亜リン酸デヒドロゲナーゼタンパク質のAccession Numb
erとしては、Ralstonia sp. 4506（Accession Number：AEQ29500）、Pseudomonas stutze
ri WM88（Accession Number：AAC71709）、Desulfotignum phosphitoxidans（Accession
Number：WP̲006968138）、Dietzia cinnamea（Accession Number：WP̲007633964）、Meth
ylobacterium extorquens（Accession Number：WP̲003596049）、Comamonas testosteron
i（Accession Number：WP̲003056092）、Acidovorax ebreus（Accession Number：WP̲015
913021）、Cupriavidus metallidurans（Accession Number：WP̲024569576）、Thioalkal
ivibrio sulfidiphilus （Accession Number：WP̲012637486）、Klebsiella pneumoniae
（Accession Number：YP̲008999123）、Pseudomonas aeruginosa SCV20265（Accession N
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umber：YP̲008980032）、Marinobacter algicola（Accession Number：WP̲007151956）、
Marinobacter hydrocarbonoclasticus ATCC 49840（Accession Number：YP̲005429823）
、Shewanella putrefaciens 200（Accession Number：YP̲006011140）、Prochlorococcus
sp. scB243̲498I20（Accession Number：WP̲025955540）、Cyanothece sp. ATCC 51142
（Accession Number：YP̲001803974）、Trichodesmium erythraeum（Accession Number：
WP̲011610233）、Nostoc sp. PCC 7120（Accession Number：WP̲010994144）、Nodularia
spumigena（Accession Number：WP̲006198879）、Nostoc punctiforme（Accession Numb
er：WP̲012409720）、Gallionella capsiferriformans（Accession Number：WP̲01329482
2）、Burkholderia vietnamiensis（Accession Number：WP̲011875617）、Acinetobacter
radioresistens SK82（Accession Number：EET83888）、Herminiimonas arsenicoxydans
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（Accession Number：YP̲001101443）、Alcaligenes faecalis（Accession Number：AAT1
2779）、および、Oxalobacter formigenes（Accession Number：WP̲005882154）を挙げる
ことができる。
【００４７】
更に具体的に、上記亜リン酸デヒドロゲナーゼは、下記（ａ）または（ｂ）にて示され
るポリペプチドを少なくとも一部分として含むものであることが好ましい：
（ａ）配列番号１のアミノ酸配列からなるポリペプチド；
（ｂ）配列番号１のアミノ酸配列において１若しくは数個のアミノ酸が欠失、置換若しく
は付加されたアミノ酸からなり、かつ、亜リン酸デヒドロゲナーゼ活性を有するポリペプ
チド。
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【００４８】
更に具体的に、上記亜リン酸デヒドロゲナーゼは、下記（ｇ）または（ｈ）にて示され
るポリヌクレオチドを少なくとも一部分として含むポリヌクレオチドにコードされたもの
であることが好ましい：
（ｇ）配列番号２の塩基配列からなるポリヌクレオチド；
（ｈ）配列番号２の塩基配列からなるポリヌクレオチドと相補的な塩基配列からなるポリ
ヌクレオチドとストリンジェントな条件下でハイブリダイズし、かつ、亜リン酸デヒドロ
ゲナーゼ活性を有するポリペプチドをコードするポリヌクレオチド。
【００４９】
なお、上記ポリヌクレオチドは、ＤＮＡ（deoxyribonucleic acid）であってもよいし
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、ＲＮＡ（ribonucleic acid）であってもよい。
【００５０】
ポリペプチドが亜リン酸デヒドロゲナーゼ活性を有しているか否かは、上述した反応系
にしたがって確認することができる。具体的に、ＮＡＤ依存的（または、ＮＡＤＰ依存的
）な亜リン酸の酸化によって生成される、ＮＡＤＨ（または、ＮＡＤＰＨ）、および／ま
たは、リン酸（例えば、所定の同位体を含有するリン酸）を検出することによって確認す
ることができる。なお、ＮＡＤＨ（または、ＨＡＤＰＨ）およびリン酸の検出方法は周知
であるので、当該周知の方法（例えば、質量分析法）にしたがってＮＡＤＨ（または、Ｈ
ＡＤＰＨ）およびリン酸の各々を検出すればよい。
【００５１】
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（Ｃ．ピロホスファターゼについて）
ピロホスファターゼとしては特に限定されず、周知のピロホスファターゼを用いること
ができる。
【００５２】
例えば、以下の生物に由来するピロホスファターゼタンパク質、または、当該ピロホス
ファターゼタンパク質の変異型タンパク質を用い得る。更に具体的に、上記変異型タンパ
ク質は、以下の生物に由来するピロホスファターゼタンパク質のアミノ酸配列において１
若しくは数個のアミノ酸が欠失、置換若しくは付加されたアミノ酸配列からなり、かつ、
ピロホスファターゼ活性を有するポリペプチド、であり得る。
【００５３】
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上記生物、および、当該生物のピロホスファターゼタンパク質のAccession Numberとし
ては、Saccharomyces cerevisiae（Accession Number：CAA84949）、Geobacillus stearo
thermophilus（Accession Number：KFL15661）、Escherichia coli K‑12 MG1655（Access
ion Number：AAC77183）、Halomonas salina（Accession Number：KGE76985）、Photobac
terium phosphoreum ANT220（Accession Number：CDN97028）、Oceanimonas sp. GK1（Ac
cession Number：YP̲005091637）、Segetibacter koreensis（Accession Number：WP̲026
260162）、Clostridium ultunense（Accession Number：WP̲005584199）、Mollicutes ba
cterium HR2（Accession Number：KFZ26844）、Synechococcus elongatus（Accession Nu
mber：WP̲011242486）、Sulfobacillus acidophilus（Accession Number：WP̲013986710
）、Cyanothece sp. PCC 7424（Accession Number：WP̲015955263）、Mollicutes bacter
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ium HR1（Accession Number：AIO19553）、Geitlerinema sp. PCC 7105（Accession Numb
er：WP̲017661683）、Thermosynechococcus sp. NK55a（Accession Number：WP̲02412491
7）、Cylindrospermopsis raciborskii（Accession Number：WP̲006277419）、Prochloro
thrix hollandica（Accession Number：WP̲016924562）、Klebsiella pneumoniae（Acces
sion Number：WP̲023283153）、Salmonella bongori NCTC 12419（Accession Number：YP
̲004732643）、Enterobacter aerogenes（Accession Number：WP̲015368588）、Enteroco
ccus gallinarum EGD‑AAK12（Accession Number：ERE47147）、Muricauda ruestringensi
s DSM 13258（Accession Number：AEM70984）、Nostoc sp. PCC 7107（Accession Number
：YP̲007049604）、Stanieria cyanosphaera PCC 7437（Accession Number：AFZ35507）
、Pseudanabaena sp. PCC 7367（Accession Number：AFY69055）、Calothrix sp. PCC 63
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03（Accession Number：YP̲007139175）、Streptomyces coelicolor A3(2)（Accession N
umber：NP̲627615）を挙げることができる。
【００５４】
更に具体的に、上記ピロホスファターゼは、下記（ｃ）または（ｄ）にて示されるポリ
ペプチドを少なくとも一部分として含むものであることが好ましい：
（ｃ）配列番号３のアミノ酸配列からなるポリペプチド；
（ｄ）配列番号３のアミノ酸配列において１若しくは数個のアミノ酸が欠失、置換若しく
は付加されたアミノ酸からなり、かつ、ピロホスファターゼ活性を有するポリペプチド。
【００５５】
更に具体的に、上記ピロホスファターゼは、下記（ｉ）または（ｊ）にて示されるポリ
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ヌクレオチドを少なくとも一部分として含むポリヌクレオチドにコードされたものである
ことが好ましい：
（ｉ）配列番号４の塩基配列からなるポリヌクレオチド；
（ｊ）配列番号４の塩基配列からなるポリヌクレオチドと相補的な塩基配列からなるポリ
ヌクレオチドとストリンジェントな条件下でハイブリダイズし、かつ、ピロホスファター
ゼ活性を有するポリペプチドをコードするポリヌクレオチド。
【００５６】
なお、上記ポリヌクレオチドは、ＤＮＡ（deoxyribonucleic acid）であってもよいし
、ＲＮＡ（ribonucleic acid）であってもよい。
【００５７】

50

(9)

JP 2016‑82912 A 2016.5.19

ポリペプチドがピロホスファターゼ活性を有しているか否かは、上述した反応系にした
がって確認することができる。具体的に、リン酸から生成される、ポリリン酸および／ま
たはリン酸（例えば、所定の同位体を含有するリン酸）を検出することによって確認する
ことができる。なお、ポリリン酸および／またはリン酸の検出方法は周知であるので、当
該周知の方法（例えば、質量分析法）にしたがってポリリン酸および／またはリン酸を検
出すればよい。
【００５８】
（Ｄ．ポリホスファターゼについて）
ポリホスファターゼとしては特に限定されず、周知のポリホスファターゼを用いること
ができる。
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【００５９】
例えば、以下の生物に由来するポリホスファターゼタンパク質、または、当該ポリホス
ファターゼタンパク質の変異型タンパク質を用い得る。更に具体的に、上記変異型タンパ
ク質は、以下の生物に由来するポリホスファターゼタンパク質のアミノ酸配列において１
若しくは数個のアミノ酸が欠失、置換若しくは付加されたアミノ酸配列からなり、かつ、
ポリホスファターゼ活性を有するポリペプチド、であり得る。
【００６０】
上記生物、および、当該生物のポリホスファターゼタンパク質のAccession Numberとし
ては、Escherichia coli K‑12 MG1655（Accession Number：NP̲416997）、Saccharomyces
cerevisiae（Accession Number：AAA65933）、Laccaria bicolor S238N‑H82（Accession
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Number：EDR10579）、Neisseria gonorrhoeae FA 1090（Accession Number：YP̲208125
）、Burkholderia pseudomallei K96243（Accession Number：YP̲107992）、Klebsiella
pneumoniae 909957（Accession Number：ESA99976）、Thermus sp. CCB̲US3̲UF1（Access
ion Number：AEV16178）、Bacillus thuringiensis IBL 4222（Accession Number：EEN01
649）Methylophilaceae bacterium 11（Accession Number：EUJ10002）、Pseudomonas de
nitrificans ATCC 13867（Accession Number：AGI22156）、Enterobacter aerogenes KCT
C 2190（Accession Number：AEG95063）、Pseudomonas aeruginosa DK2（Accession Numb
er：AFM67807）、Yersinia pseudotuberculosis IP 32953（Accession Number：YP̲07131
0）、Beggiatoa alba B18LD（Accession Number：EIJ43068）、Bradyrhizobium sp. WSM1
253（Accession Number：EIG56575）、Clostridium pasteurianum BC1（Accession Numbe
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r：YP̲007941729）、Synechococcus sp. PCC 6312（Accession Number：AFY60545）、Vib
rio cholerae IEC224（Accession Number：YP̲005332544）、Rhizobium grahamii CCGE 5
02（Accession Number：EPE99206）、Synechococcus sp. PCC 6312（Accession Number：
YP̲007061088）、Methanosarcina acetivorans C2A（Accession Number：AAM05741）、Su
lfolobus acidocaldarius（Accession Number：WP̲024084421）、Ralstonia pickettii D
TP0602（Accession Number：YP̲008596570）、Serratia marcescens FGI94（Accession N
umber：YP̲007345710）、Alteromonas macleodii AltDE1（Accession Number：YP̲006975
703）、Agrobacterium tumefaciens LBA4213 (Ach5) （Accession Number：AHK01020）、
Acetobacter malorum（Accession Number：KFL88337）を挙げることができる。
【００６１】
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更に具体的に、上記ポリホスファターゼは、下記（ｅ）または（ｆ）にて示されるポリ
ペプチドを少なくとも一部分として含むものであることが好ましい：
（ｅ）配列番号５のアミノ酸配列からなるポリペプチド；
（ｆ）配列番号５のアミノ酸配列において１若しくは数個のアミノ酸が欠失、置換若しく
は付加されたアミノ酸からなり、かつ、ポリホスファターゼ活性を有するポリペプチド。
【００６２】
更に具体的に、上記ポリホスファターゼは、下記（ｋ）または（ｌ）にて示されるポリ
ヌクレオチドを少なくとも一部分として含むポリヌクレオチドにコードされたものである
ことが好ましい：
（ｋ）配列番号６の塩基配列からなるポリヌクレオチド；
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（ｌ）配列番号６の塩基配列からなるポリヌクレオチドと相補的な塩基配列からなるポリ
ヌクレオチドとストリンジェントな条件下でハイブリダイズし、かつ、ポリホスファター
ゼ活性を有するポリペプチドをコードするポリヌクレオチド。
【００６３】
なお、上記ポリヌクレオチドは、ＤＮＡ（deoxyribonucleic acid）であってもよいし
、ＲＮＡ（ribonucleic acid）であってもよい。
【００６４】
ポリペプチドがポリホスファターゼ活性を有しているか否かは、上述した反応系にした
がって確認することができる。具体的に、ポリリン酸から生成される、ポリリン酸（例え
ば、分子量が小さくなったポリリン酸）および／またはリン酸（例えば、所定の同位体を
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含有するリン酸）を検出することによって確認することができる。なお、ポリリン酸およ
び／またはリン酸の検出方法は周知であるので、当該周知の方法（例えば、質量分析法）
にしたがってポリリン酸および／またはリン酸を検出すればよい。
【００６５】
（Ｅ．亜リン酸デヒドロゲナーゼ、ピロホスファターゼ、および、ポリホスファターゼ
について）
上記（ｂ）のポリペプチドは、配列番号１のアミノ酸配列において１若しくは数個のア
ミノ酸が欠失、置換若しくは付加されたアミノ酸からなり、かつ、亜リン酸デヒドロゲナ
ーゼ活性を有するポリペプチドであり、上記（ｄ）のポリペプチドは、配列番号３のアミ
ノ酸配列において１若しくは数個のアミノ酸が欠失、置換若しくは付加されたアミノ酸か
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らなり、かつ、ピロホスファターゼ活性を有するポリペプチドであり、上記（ｆ）のポリ
ペプチドは、配列番号５のアミノ酸配列において１若しくは数個のアミノ酸が欠失、置換
若しくは付加されたアミノ酸からなり、かつ、ポリホスファターゼ活性を有するポリペプ
チドである。
【００６６】
このとき、１若しくは数個のアミノ酸が欠失、置換若しくは付加される部位は特に限定
されず、１若しくは数個のアミノ酸が欠失、置換若しくは付加された後のポリペプチドが
亜リン酸デヒドロゲナーゼ活性、ピロホスファターゼ活性、または、ポリホスファターゼ
活性を有していれば、タンパク質中のどの部位であってもよい。
【００６７】
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また、「１若しくは数個のアミノ酸」が意図するアミノ酸の数は特に限定されないが、
１５個以内、より好ましくは１４個以内、より好ましくは１３個以内、より好ましくは１
２個以内、より好ましくは１１個以内、より好ましくは１０個以内、好ましくは９以内の
、より好ましくは８個以内、より好ましくは７個以内、より好ましくは６個以内、より好
ましくは５個以内、より好ましくは４個以内、より好ましくは３個以内、より好ましくは
２個以内、最も好ましくは１個以内のアミノ酸、である。
【００６８】
上記（ｂ）、（ｄ）および（ｆ）の各々のポリペプチドは、配列番号１、配列番号３お
よび配列番号５の各々のアミノ酸配列と、８５％以上、より好ましくは８６％以上、より
好ましくは８７％以上、より好ましくは８８％以上、より好ましくは８９％以上、より好
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ましくは９０％以上、より好ましくは９１％以上、より好ましくは９２％以上、より好ま
しくは９３％以上、より好ましくは９４％以上、より好ましくは９５％以上、より好まし
くは９６％以上、より好ましくは９７％以上、より好ましくは９８％以上、最も好ましく
は９９％以上の相同性を有するアミノ酸配列からなり、かつ、亜リン酸デヒドロゲナーゼ
活性、ピロホスファターゼ活性およびポリホスファターゼ活性の各々を有するポリペプチ
ドであってもよい。
【００６９】
アミノ酸配列の相同性は、公知の方法で求めることができる。具体的には、ＧＥＮＥＴ
ＹＸ−ＷＩＮ（株式会社ゼネティックス社製）を、ＧＥＮＥＴＹＸ−ＷＩＮのマニュアル
に従って使用し、例えば、特定のアミノ酸配列と比較対象のアミノ酸配列とのホモロジー
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ｓｅａｒｃｈ）を行い、同一のアミノ酸の割合（％）として

相同性を算出することができる。更に具体的には、比較するアミノ酸配列のうちの長い方
のアミノ酸配列の総アミノ酸数に対する、同一のアミノ酸の数の割合（％）として、相同
性を算出することができる。
【００７０】
ポリペプチドのアミノ酸配列中のいくつかのアミノ酸が、当該ポリペプチドの構造また
は機能に有意に影響することなく容易に改変され得ることは、当該分野において周知であ
る。さらに、人為的に改変させるだけでなく、天然のポリペプチドにおいて、当該ポリペ
プチドの構造または機能を有意に変化させない変異体が存在することもまた周知である。
10

【００７１】
好ましい変異としては、アミノ酸の置換、欠失、または付加を挙げることができる。上
述した変異の中では、アミノ酸の置換が更に好ましい。
【００７２】
アミノ酸の置換は、保存的置換であることが好ましい。なお、保存的置換とは、特定の
アミノ酸から、当該アミノ酸と同様な化学的性質および／または構造を有する他のアミノ
酸に置換されることをいう。化学的性質としては、例えば、疎水性度（疎水性および親水
性）、電荷（中性、酸性および塩基性）が挙げられる。構造としては、例えば、側鎖、ま
たは、側鎖の官能基として存在する芳香環、脂肪炭化水素基およびカルボキシル基が挙げ
られる。
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【００７３】
保存的置換の例としては、例えば、セリンとスレオニンとの置換、リジンとアルギニン
との置換、およびフェニルアラニンとトリプトファンアミノとの置換、が挙げられる。勿
論、本発明は、これらの置換に限定されない。
【００７４】
上記（ｈ）のポリヌクレオチドは、配列番号２の塩基配列からなるポリヌクレオチドと
相補的な塩基配列からなるポリヌクレオチドとストリンジェントな条件下でハイブリダイ
ズし、かつ、亜リン酸デヒドロゲナーゼ活性を有するポリペプチドをコードするポリヌク
レオチドであり、上記（ｊ）のポリヌクレオチドは、配列番号４の塩基配列からなるポリ
ヌクレオチドと相補的な塩基配列からなるポリヌクレオチドとストリンジェントな条件下
でハイブリダイズし、かつ、ピロホスファターゼ活性を有するポリペプチドをコードする
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ポリヌクレオチドであり、上記（ｌ）のポリヌクレオチドは、配列番号６の塩基配列から
なるポリヌクレオチドと相補的な塩基配列からなるポリヌクレオチドとストリンジェント
な条件下でハイブリダイズし、かつ、ポリホスファターゼ活性を有するポリペプチドをコ
ードするポリヌクレオチドである。
【００７５】
本明細書中で使用される場合、用語「ストリンジェントな条件」は、ハイブリダイゼー
ション溶液（５０％ホルムアミド、５×ＳＳＣ（１５０ｍＭのＮａＣｌ、１５ｍＭのクエ
ン酸三ナトリウム）、５０ｍＭのリン酸ナトリウム（ｐＨ７．６）、５×デンハート液、
１０％硫酸デキストラン、および２０μｇ／ｍｌの変性剪断サケ精子ＤＮＡを含む）中に
て４２℃で一晩インキュベーションした後、約６５℃にて０．１×ＳＳＣ中でフィルタを
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洗浄することが意図されるが、ハイブリダイゼーションさせるポリヌクレオチドによって
、高ストリンジェンシーでの洗浄条件は適宜変更され、例えば、哺乳類由来ＤＮＡを用い
る場合は、０．１％

ＳＤＳを含む０．５×ＳＳＣ中にて６５℃での洗浄（好ましくは１

５分間×２回）が好ましく、Ｅ．ｃｏｌｉ由来ＤＮＡを用いる場合は、０．１％

ＳＤＳ

を含む０．１×ＳＳＣ中にて６８℃での洗浄（好ましくは１５分間×２回）が好ましく、
ＲＮＡを用いる場合は、０．１％

ＳＤＳを含む０．１×ＳＳＣ中にて６８℃での洗浄（

好ましくは１５分間×２回）が好ましく、オリゴヌクレオチドを用いる場合は、０．１％
ＳＤＳを含む０．１×ＳＳＣ中にてハイブリダイゼーション温度での洗浄（好ましくは
１５分間×２回）が好ましい。また、上記ハイブリダイゼーションは、Ｓａｍｂｒｏｏｋ
ら、Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ

Ｃｌｏｎｉｎｇ，Ａ

Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ

Ｍａｎｕａｌ，
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Ｈａｒｂｏｒ

Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ（１９８

９）に記載されている周知の方法で行うことができる。
【００７６】
上述した酵素としては、周知の方法で作製したものを用いることも可能であるし、市販
のものを用いることも可能である。上述した酵素を周知の方法で作製する場合、その方法
は、特に限定されない。例えば、以下のようにして、上述した酵素を作製することができ
る。
【００７７】
まず、所望の酵素のアミノ酸配列をコードするＤＮＡを作製する。例えば、所望の酵素
のアミノ酸配列に基づいて当該ＤＮＡを化学合成してもよいし、所望の酵素を有する生物

10

のゲノムまたはｃＤＮＡライブラリー等を鋳型としたＰＣＲ法によって当該ＤＮＡを増幅
してもよい。
【００７８】
次いで、作製したＤＮＡを、所望の発現ベクターに挿入する。なお、当該発現ベクター
には、予め所望のタグ（例えば、Ｈｉｓタグ、Ｍｙｃタグ、ＨＡタグ、ＧＳＴタンパク質
など）をコードするＤＮＡが挿入されており、作製したＤＮＡを発現ベクターに挿入した
ときに、当該ＤＮＡと所望のタグをコードするＤＮＡとが、インフレームにて連結される
ようになっている。つまり、当該発現ベクターは、所望の酵素と所望のタグとの融合タン
パク質を発現することができる。
20

【００７９】
発現ベクターとしては特に限定されず、宿主に応じて適宜選択することができる。上記
ベクターは、導入されるべき宿主に依存して、発現制御領域（例えば、プロモーター、タ
ーミネーター、および／または複製起点等）を含有することが可能である。プロモーター
としては、ウイルス性プロモーター（例えば、ＳＶ４０初期プロモーター、ＳＶ４０後期
プロモーター等）などが挙げられる。また、上記プロモーターとしては、ＩＰＴＧなどに
よって発現を誘導することが可能な発現誘導性プロモーターであってもよい。
【００８０】
上記発現ベクターは、少なくとも１つの選択マーカーを含むことが好ましい。このよう
なマーカーとしては、アンピシリン、ジヒドロ葉酸レダクターゼ、ネオマイシン耐性遺伝
子などが挙げられる。上記選択マーカーを用いれば、発現ベクターが宿主に導入されたか

30

否か、さらには、所望の酵素が宿主中で確実に発現しているか否かを確認することができ
る。
【００８１】
次いで、上記発現ベクターを所望の宿主へ導入して、当該宿主内で、所望の酵素と所望
のタグとの融合タンパク質を発現させる。
【００８２】
上記発現ベクターを宿主へ導入する方法は特に限定されず、適宜、周知の方法を用いる
ことが可能である。例えば、電気穿孔法、リン酸カルシウム法、リポソーム法、ＤＥＡＥ
デキストラン法等の従来公知の方法を好適に用いることができる。更に具体的には、エシ
ェリヒア属に属する宿主微生物に発現ベクターを導入する場合は、カルシウムイオンの存

40

在下で組換えＤＮＡを導入する方法や、エレクトロポレーション法を用いる方法が適用さ
れ得る。
【００８３】
上記宿主としては特に限定されず、適宜、所望の宿主を用いることが可能である。例え
ば、大腸菌（例えば、Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ
、出芽酵母Ｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ
ｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ
ｒｈａｂｄｉｔｉｓ
ｕｓ

ｃｏｌｉなど）等の細菌、酵母（例えば

ｃｅｒｅｖｉｓｉａｅ、分裂酵母Ｓｃｈｉｚｏ

ｐｏｍｂｅなど）、昆虫細胞、線虫（例えば、Ｃａｅｎｏ

ｅｌｅｇａｎｓなど）、アフリカツメガエル（例えば、Ｘｅｎｏｐ

ｌａｅｖｉｓなど）の卵母細胞、哺乳類細胞（例えば、ＣＨＯ細胞、ＣＯＳ細胞、

およびＢｏｗｅｓ黒色腫細胞）や各種ヒト培養細胞などを用いることが可能であるが、こ
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れらに限定されない。
【００８４】
次いで、所望の酵素と所望のタグとの融合タンパク質を発現している宿主を、所望の溶
液中で破砕して破砕溶液を得、更に、当該破砕溶液を遠心分離して上清を得る。
【００８５】
上記破砕に用いる溶液は、特に限定されないが、例えば、界面活性剤（例えば、Ｔｗｅ
ｅｎ−２０（登録商標）、Ｔｒｉｔｏｎ−Ｘ１００（登録商標）またはＳＤＳなど）、Ｎ
ａＣｌ、または、これらの両方を含む溶液であり得る。
【００８６】
上記溶液における界面活性剤の濃度は特に限定されないが、例えば、０％（ｗ／ｖ）以

10

上１．０％（ｗ／ｖ）以下であってもよく、０％（ｗ／ｖ）以上０．５％（ｗ／ｖ）以下
であってもよく、０％（ｗ／ｖ）以上０．３％（ｗ／ｖ）以下であってもよく、０％（ｗ
／ｖ）以上０．１％（ｗ／ｖ）以下であってもよく、０％（ｗ／ｖ）以上０．０１％（ｗ
／ｖ）以下であってもよい。
【００８７】
最後に、タグと特異的に結合するカラム（例えば、市販のカラム）に上記上清を供して
、当該カラムに、所望の酵素と所望のタグとの融合タンパク質を結合させる。そして、当
該カラムを所望の溶液にて洗浄した後、当該カラムから、上記融合タンパク質を溶出する
。
【００８８】

20

以上の方法にて、上述した酵素を作製することができる。なお、上記方法は、単なる一
例であって、本発明は、当該方法に限定されない。
【００８９】
〔２．加水分解反応工程〕
本実施の形態の同位体を含有するリン酸の製造方法は、酵素によらず、所定の同位体を
含有する水と、ポリリン酸とを反応させることにより、上記同位体を含有するリン酸を合
成する加水分解反応工程を有し得る。本明細書において「酵素によらず」とは、酵素の触
媒作用によらず、所定の同位体を含有する水とポリリン酸とを反応させること、換言すれ
ば、酵素の触媒作用によらず、所定の同位体を含有する水を用いて、ポリリン酸を酸加水
分解させること、を意図する。

30

【００９０】
以下に、加水分解反応工程における反応系を示す。以下に示すように、ポリリン酸を酸
加水分解することによって、所定の同位体を含有する水、および、ポリリン酸から、当該
同位体を含有するリン酸を合成することができる。なお、下記反応系では、用いる同位体
の一例として「１８Ｏ」を用いているが、本発明は、当該構成に限定されない。
【００９１】
【化４】

40
上記水が含有する同位体は、特に限定されないが、自然界における存在比が小さな同位
体（例えば、同一元素における存在比が１０％以下、好ましくは５％以下、より好ましく
は１％以下、より好ましくは０．１％以下、より好ましくは０．０１％以下である同位体
）であることが好ましい。
【００９２】
更に具体的に、水が含有する同位体は、酸素の同位体（例えば、酸素の安定同位体（例
えば、１７Ｏ、または、１８Ｏ））であることが好ましい。
【００９３】
加水分解反応工程では、水に含有される酸素が、生成物であるリン酸に導入される。そ
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れ故に、上記構成であれば、所定の同位体を含有するリン酸を効率よく作製することがで
きる。
【００９４】
また、安定同位体であれば、被ばくの危険性が少なく、専用の施設も不要であることか
ら、取扱い性に優れ、かつ、コストを抑えることができる。また、安定同位体であれば、
同位体を含有するリン酸が経時的に物性を変化させることがないので、長期間にわたって
トレースすることができる。
【００９５】
上述した安定同位体の中では、１８Ｏがより好ましい。その理由は、１８Ｏを含有する
水であれば、純度の高い市販品を容易に入手することができるからである。

10

【００９６】
酸加水分解の条件としては特に限定されない。
【００９７】
例えば、酸加水分解に用いる溶液（換言すれば、同位体を含有する水と、ポリリン酸と
を溶解させる溶液）としては、塩酸を用いることができるが、ｐＨが低い酸であればよい
。当該構成によれば、安全かつ効率よく、所定の同位体を含有するリン酸を合成すること
ができる。
【００９８】
酸加水分解に用いる溶液のｐＨは、３以下であり得るが、２以下であることが好ましく
、１以下が更に好ましい（ｐＨは、低いほど好ましい）。当該構成によれば、安全かつ効

20

率よく、所定の同位体を含有するリン酸を合成することができる。
【００９９】
酸加水分解時の上記溶液の温度は、７０℃以上（例えば、７０℃〜１００℃）であり得
るが、９０℃〜１００℃であることが好ましい。当該構成によれば、安全かつ効率よく、
所定の同位体を含有するリン酸を合成することができる。
【実施例】
【０１００】
〔１．反応方法〕
（Ａ．亜リン酸デヒドロゲナーゼを用いた反応）
５ｍＭの濃度にて亜リン酸（Phosphonic acid、ナカライテスク）を含有する水溶液１

30

＋

０μＬ、１０ｍＭの濃度にてＮＡＤ

を含有する水溶液１０μＬ、１Ｍの濃度にてＭＯＰ

Ｓ−ＫＯＨ（ｐＨ７．３）を含有する水溶液２μＬ、３ｍｇ／ｍＬの濃度で亜リン酸デヒ
ドロゲナーゼ（Ralstonia sp. 4506株由来の亜リン酸デヒドロゲナーゼ：配列番号１およ
び２に対応）（亜リン酸デヒドロゲナーゼ（BENX‑PTXD）、バイオエネックス社）を含有
する水溶液０．４μＬ、［１８Ｏ］Ｈ２Ｏ（大陽日酸株式会社）７７．６μＬを混合し、
当該混合液を４０℃で３０分間インキュベートした。
【０１０１】
インキュベート後の混合液をＭｉｌｌｉＱ水で適宜希釈したサンプルを、フーリエ変換
−リニアイオントラップハイブリッド質量分析計（LTQ Orbitrap XL、Thermo Fisher Sci
entific）に供し、１８Ｏが導入されたリン酸の存在比を測定した。

40

【０１０２】
（Ｂ．ピロホスファターゼを用いた反応）
２５０ｍＭの濃度にてリン酸二水素カリウム（Potassium dihydrogenphosphate、ナカ
ライテスク）を含有する水溶液４μＬ、２５０Ｍの濃度にてＭｇＣｌ２を含有する水溶液
４μＬ、０．５ｍｇ／ｍＬの濃度でピロホスファターゼ（Saccharomyces cerevisiae由来
のピロホスファターゼ：配列番号３および４に対応）（Pyrophosphatase, Inorganic fro
m baker

s yeast（S. cerevisiae）、シグマ社）を含有する水溶液４μＬ、［１８Ｏ］

Ｈ２Ｏ（大陽日酸株式会社）８８μＬを混合し、当該混合液を２５℃で１２時間インキュ
ベートした。
【０１０３】
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インキュベート後の混合液をＭｉｌｌｉＱ水で適宜希釈したサンプルを、フーリエ変換
−リニアイオントラップハイブリッド質量分析計（LTQ Orbitrap XL、Thermo Fisher Sci
entific）に供し、１８Ｏが導入されたリン酸の存在比を測定した。
【０１０４】
（Ｃ．ポリホスファターゼを用いた反応）
０．５Ｍの濃度にてメタリン酸ナトリウム（Sodium metaphosphate、シグマ）を含有す
る水溶液１μＬ、５０ｍＭの濃度にてＭｇＣｌ２を含有する水溶液１μＬ、２．５Ｍの濃
度にてＫＣｌを含有する水溶液２μＬ、２５０μｇ/ｍｌの濃度にてポリホスファターゼ
（Escherichia coli MG1655株由来のポリホスファターゼ：配列番号５および６に対応）
を含有する水溶液６μＬ、［１８Ｏ］Ｈ２Ｏ（大陽日酸株式会社）を含有する水溶液４０

10

μＬを混合し、当該混合液を３７℃で１２時間インキュベートした。
【０１０５】
インキュベート後の混合液を８０℃で１０分間加熱してポリホスファターゼを失活させ
た後、当該混合液をＭｉｌｌｉＱ水で適宜希釈したサンプルを、フーリエ変換−リニアイ
オントラップハイブリッド質量分析計（LTQ Orbitrap XL、Thermo Fisher Scientific）
に供し、１８Ｏが導入されたリン酸の存在比を測定した。
【０１０６】
（Ｄ．酵素を用いない、ポリリン酸の酸加水分解）
５０ｍｇのメタリン酸ナトリウム（Sodium metaphosphate、シグマ）、１２Ｍの濃度に
て塩酸を含有する水溶液４．２μＬ、［１８Ｏ］Ｈ２Ｏ（大陽日酸株式会社）を含有する

20

水溶液４５．８μＬを混合し、当該混合液を１００℃で３０分間インキュベートした。
【０１０７】
インキュベート後の混合液をＭｉｌｌｉＱ水で適宜希釈したサンプルを、フーリエ変換
−リニアイオントラップハイブリッド質量分析計（LTQ Orbitrap XL、Thermo Fisher Sci
entific）に供し、１８Ｏが導入されたリン酸の存在比を測定した。
【０１０８】
〔２．試験結果〕
図１〜４に試験結果を示す。
【０１０９】
図１は、上述した実施例（Ａ）の試験結果であり、更に具体的に、反応前のサンプルの

30

試験結果と、反応後のサンプルの試験結果とを示している。
【０１１０】
図１に示すように、亜リン酸デヒドロゲナーゼを用いた場合には、所定の同位体を含有
するリン酸が１種類だけ生成されることが明らかになった。なお、図１に示す反応後のサ
ンプルの試験結果には、所定の同位体を含有しないリン酸の存在が示されているが、当該
リン酸は、反応系に不純物として含まれる、所定の同位体を含有しない水に由来するもの
と考えられる。
【０１１１】
所定の同位体を含有するリン酸を１種類だけ生成したい場合には、亜リン酸デヒドロゲ
ナーゼを用いることが好ましいといえる。

40

【０１１２】
図２は、上述した実施例（Ｂ）の試験結果であり、更に具体的に、反応前のサンプルの
試験結果と、反応後のサンプルの試験結果とを示している。
【０１１３】
図２に示すように、ピロホスファターゼを用いた場合には、所定の同位体を含有するリ
ン酸が複数種類生成されることが明らかになった。
【０１１４】
所定の同位体を含有するリン酸を複数種類生成したい場合には、ピロホスファターゼを
用いることが好ましいといえる。
【０１１５】
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図３は、上述した実施例（Ｃ）の試験結果であり、更に具体的に、［１８Ｏ］Ｈ２Ｏの
代わりに［１６Ｏ］Ｈ２Ｏを用いた場合の試験結果と、［１８Ｏ］Ｈ２Ｏを用いた場合の
試験結果とを示している。
【０１１６】
図３に示すように、ポリホスファターゼを用いた場合には、所定の同位体を含有するリ
ン酸が１種類だけ生成されることが明らかになった。なお、図３に示す［１８Ｏ］Ｈ２Ｏ
を用いた場合の試験結果には、所定の同位体を含有しないリン酸の存在が示されているが
、当該リン酸は、反応系に不純物として含まれる、所定の同位体を含有しない水に由来す
るものと考えられる。
【０１１７】

10

所定の同位体を含有するリン酸を１種類だけ生成したい場合には、ポリホスファターゼ
を用いることが好ましいといえる。
【０１１８】
図４は、上述した実施例（Ｄ）の試験結果であり、更に具体的に、［１８Ｏ］Ｈ２Ｏの
代わりに［１６Ｏ］Ｈ２Ｏを用いた場合の試験結果と、［１８Ｏ］Ｈ２Ｏを用いた場合の
試験結果とを示している。
【０１１９】
図４に示すように、酸加水分解の場合、所望の同位体を含有するリン酸が複数種類生成
されることが明らかになった。更に、反応系に加える、［１８Ｏ］Ｈ２Ｏの量を少なくす
ると、所望の同位体を２原子含有するリン酸の生成量を低く抑え、かつ、所望の同位体を
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１原子含有するリン酸の生成量を優先させ得ることも明らかになった（図示せず）。なお
、図４に示す［１８Ｏ］Ｈ２Ｏを用いた場合の試験結果には、所定の同位体を含有しない
リン酸の存在が示されているが、当該リン酸は、反応系に不純物として含まれる、所定の
同位体を含有しない水に由来するものと考えられる。
【０１２０】
リン酸に含有される所定の同位体の数を適宜制御したい場合には、酸加水分解を用いる
ことが好ましいといえる。
【産業上の利用可能性】
【０１２１】
本発明は、トレースすることができるリン酸を利用する分野（例えば、農業分野、医療
分野）などに利用することができる。更に具体的に、本発明は、肥料などに利用すること
ができる。
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