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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発酵によってグルコサミンを製造する方法であって、
　（ａ）グルコサミンの生産を増大する少なくとも一つの遺伝的修飾を有する微生物を炭
素、窒素及びリン酸塩の同化できる供給源を含む発酵培地で培養する工程であって、前記
遺伝的修飾が、
　グルコサミン－６－リン酸シンターゼをコードしている遺伝子の遺伝的修飾であって、
前記遺伝的修飾が、グルコサミン－６－リン酸シンターゼをコードしている前記遺伝子の
少なくとも一つのヌクレオチドの欠失、挿入及び置換からなる群から選択される少なくと
も一つの核酸修飾を結果として生じ、前記少なくとも一つの核酸修飾がグルコサミン－６
－リン酸シンターゼの合成活性の増大を結果として生じることとからなる群から選択され
、
　前記遺伝子修飾を有する組換え核酸分子は、
　（ａ）配列番号１９、配列番号２２及び配列番号２５からなる群から選択されるアミノ
酸配列をコードしている核酸配列、及び
　（ｂ）配列番号１７、配列番号１８、配列番号２０、配列番号２１、配列番号２３及び
配列番号２４からなる群から選択される核酸配列、
からなる群から選択される核酸配列を含み、
　前記培養する工程により、グルコサミン－６－リン酸及びグルコサミンからなる群から
選択される生成物が前記微生物から生成されて蓄積される工程、及び
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　（ｂ）前記生成物を回収して精製する工程
を含む方法。
【請求項２】
　前記培養する工程により、少なくとも約１ｇ／Ｌの前記生成物が生成されて蓄積される
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　グルコサミン－６－リン酸シンターゼの合成活性の増大を結果として生ずる遺伝的修飾
を有する、グルコサミン－６－リン酸シンターゼをコードしている核酸配列を含む組換え
核酸分子であって、
　（ａ）配列番号１９、配列番号２２、及び配列番号２５からなる群から選択されるアミ
ノ酸配列をコードしている核酸配列、及び
　（ｂ）配列番号１７、配列番号１８、配列番号２０、配列番号２１、配列番号２３、及
び配列番号２４からなる群から選択される核酸配列、
からなる群から選択される核酸配列を含む組換え核酸分子。
【請求項４】
　生合成の方法によってグルコサミンを生成するための微生物であって、前記微生物は請
求項３に記載の組換え核酸分子で形質転換され、前記核酸配列の発現により、前記微生物
によるグルコサミンの産出が増大する微生物。
【請求項５】
　前記微生物は、Ｎ－アセチルグルコサミン－６－リン酸デアセチラーゼ、グルコサミン
－６－リン酸デアミナーゼ、Ｎ－アセチルグルコサミン特異酵素IINag、ホスホグルコサ
ミンムターゼ、グルコサミン－１－リン酸アセチルトランスフェラーゼ－Ｎ－アセチルグ
ルコサミン－１－リン酸ウリジルトランスフェラーゼ、ホスホフルクトキナーゼ、ＰＥＰ
：グルコースＰＴＳの酵素IIGlc、ＰＥＰ：マンノースＰＴＳのＥＩＩＭ，Ｐ／IIIMan、
及びホスファターゼよりなる群から選択されるタンパク質をコードしている核酸分子に少
なくとも一つの付加的な遺伝的修飾を有する請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　グルコサミン－６－リン酸の合成作用を有するグルコサミン－６－リン酸シンターゼで
あって、前記シンターゼは、配列番号１９、配列番号２２、及び配列番号２５からなる群
から選択されるアミノ酸配列を含むグルコサミン－６－リン酸シンターゼ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（発明の分野）
本発明は、発酵によってグルコサミンを製造する方法に関する。本発明は、グルコサミン
を製造するのに役立つ微生物の遺伝的に修飾された菌株にも関する。
【０００２】
（発明の背景）
アミノ糖は、通常、複合オリゴ糖類及び多糖類中に単量体残基として見出される。グルコ
サミンは、単糖であるグルコースのアミノ誘導体である。グルコサミンその他のアミノ糖
は、天然の多くの多糖類の重要な成分である。例えば、アミノ糖を含む多糖類は、細胞の
ための、構造タンパク質に類似する構造物質を形成することが可能である。
【０００３】
グルコサミンは、動物及びヒトの骨関節炎症状の治療に用途を有する、栄養剤製品として
製造される。グルコサミンの市場は、驚異的な成長を遂げている。更に、グルコサミンに
関して世界的な市場価格が有意に侵食されることは、予測されていない。
【０００４】
グルコサミンは、現在は、Ｎ－アセチル－Ｄ－グルコサミンから誘導される複合炭水化物
である、キチンの酸加水分解によって得られる。これに代えて、グルコサミンは、様々に
アセチル化されたキトサンの酸加水分解によって製造することもできる。これらの方法は
、（基質からグルコサミンへの５０％の変換という範囲の）生産物の収率が乏しいという
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短所を有する。その上、原料（すなわちカニの殻のようなキチンの供給源）の入手可能性
は、ますます限られてきている。そのため、商業的な販売及び使用を目的とした、グルコ
サミンを高収率に製造する費用効果的な方法に対する業界の必要性が存在する。
【０００５】
（発明の概要）
本発明の一実施態様は、微生物の発酵によってグルコサミンを製造する方法に関する。こ
の方法は、（ａ）発酵培地で、アミノ糖代謝経路に遺伝的修飾を有する微生物を培養する
工程と；（ｂ）培養する工程から製造された、グルコサミン－６－リン酸及びグルコサミ
ンの群から選ばれる生成物を回収する工程とを含む。そのようなアミノ糖代謝経路は、グ
ルコサミン－６－リン酸を別の化合物に変換する経路、グルコサミン－６－リン酸を合成
する経路、グルコサミン又はグルコサミン－６－リン酸を前記微生物外に輸送する経路、
グルコサミンを前記微生物内に輸送する経路、及びグルコサミン－６－リン酸の生成に関
与する基質に対して競合する経路の群から選ばれる。発酵培地は、炭素、窒素及びリン酸
塩の同化できる供給源を含む。好適実施態様では、前記微生物は、細菌又は酵母、より好
ましくはエシェリキア属の細菌、さらに好ましくはEscherichia coliである。
【０００６】
一実施態様では、前記生成物は、微生物からの細胞内グルコサミン－６－リン酸の回収、
及び／又は発酵培地からの細胞外グルコサミンの回収によって回収することが可能である
。更にいくつかの実施態様では、回収する工程は、発酵培地からグルコサミンを精製する
こと、微生物からグルコサミン－６－リン酸を単離すること、及び／又はグルコサミン－
６－リン酸を脱リン酸して、グルコサミンを生成することを包含する。一実施態様では、
少なくとも約１g/Ｌの生成物が回収される。
【０００７】
更に別の実施態様では、培養する工程は、炭素源を前記発酵培地中に約０．５～約５％の
濃度に保つことを含む。別の実施態様では、培養する工程を約２８～約３７℃の温度で実
施する。更に別の実施態様では、培養する工程を発酵器で実施する。
【０００８】
本発明の一実施態様では、微生物は、Ｎ－アセチルグルコサミン－６－リン酸デアセチラ
ーゼ、グルコサミン－６－リン酸デアミナーゼ、Ｎ－アセチルグルコサミン特異酵素IINa
g
 、グルコサミン－６－リン酸シンターゼ、ホスホグルコサミンムターゼ、グルコサミン

－１－リン酸アセチルトランスフェラーゼ－Ｎ－アセチルグルコサミン－１－リン酸ウリ
ジルトランスフェラーゼ、ホスホフルクトキナーゼ、ＰＥＰ：グルコースＰＴＳの酵素II
Glc

 、ＰＥＰ：マンノースＰＴＳのＥＩＩＭ，Ｐ／IIIMan、及びホスファターゼを包含す
るが、これらに限定されないタンパク質をコードしている遺伝子に修飾を有する。
【０００９】
別の実施態様では、前記遺伝的修飾は、微生物中のグルコサミン－６－リン酸シンターゼ
作用を増強する遺伝的修飾を包含する。そのような遺伝的修飾は、グルコサミン－６－リ
ン酸シンターゼ作用を増大するため、及び／又は前記微生物によってグルコサミン－６－
リン酸シンターゼを過剰発現させるための、グルコサミン－６－リン酸シンターゼをコー
ドしている組換え核酸分子による前記微生物の形質転換を包含する。一実施態様では、前
記組換え核酸分子は、転写調節配列に機能的に結合されている。更に別の実施態様では、
前記組換え核酸分子は、前記微生物のゲノムに組み込まれている。更に別の実施態様では
、グルコサミン－６－リン酸シンターゼをコードしている前記組換え核酸分子は、前記シ
ンターゼの作用を増大する遺伝的修飾を有する。そのような遺伝的修飾を生じた結果、例
えば、グルコサミン－６－リン酸シンターゼのグルコサミン－６－リン酸による生成物阻
害が低下し得る。
【００１０】
一実施態様では、グルコサミン－６－リン酸シンターゼをコードしている核酸配列を有す
る本発明の組換え核酸分子は、アミノ酸配列である配列番号１６をコードしている。別の
実施態様では、そのような組換え核酸分子は、配列番号１３、配列番号１４及び配列番号
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１５の群から選ばれる核酸配列を含む。本発明の好適な組換え核酸分子は、ｐＫＬＮ２３
－２８、ｎｇｌｍＳ－２８2184及びｎｇｌｍＳ－２８1830を含む。
【００１１】
やはり本発明に包含されるのは、グルコサミン－６－リン酸シンターゼの作用を増大する
遺伝的修飾を有する、グルコサミン－６－リン酸シンターゼ（すなわちグルコサミン－６
－リン酸シンターゼ相同体）をコードしている組換え核酸分子である。そのような遺伝的
修飾は、例えば、前記シンターゼのグルコサミン－６－リン酸生成物による阻害を軽減す
ることが可能である。一実施態様では、グルコサミン－６－リン酸シンターゼをコードし
ている本発明の組換え核酸分子における、そのような遺伝的修飾は、グルコサミン－６－
リン酸シンターゼのアミノ酸残基の付加、置換、欠失及び／又は誘導体形成の群から選ば
れる、少なくとも一つのアミノ酸の修飾を結果として生ずる。一実施態様では、そのよう
なアミノ酸の修飾は、修飾されたタンパク質（すなわち相同体）における、アミノ酸配列
配列番号１６中の下記のアミノ酸の位置：Ｉｌｅ（４）、Ｉｌｅ（２７２）、Ｓｅｒ（４
５０）、Ａｌａ（３９）、Ａｒｇ（２５０）、Ｇｌｙ（４７２）、Ｌｅｕ（４６９）の一
つ又はそれ以上に相当する、アミノ酸配列の位置においてである。別の実施態様では、そ
のようなアミノ酸の修飾は、（ａ）Ｉｌｅ（４）に代えて脂肪族ヒドロキシル側鎖基を有
するアミノ酸残基へ；（ｂ）Ｉｌｅ（２７２）に代えて脂肪族ヒドロキシル側鎖基を有す
るアミノ酸残基へ；（ｃ）Ｓｅｒ（４５０）に代えて脂肪族の側鎖基を有するアミノ酸残
基へ；（ｄ）Ａｌａ（３９）に代えて脂肪族ヒドロキシル側鎖基を有するアミノ酸残基へ
；（ｅ）Ａｒｇ（２５０）に代えて含硫黄側鎖基を有するアミノ酸残基へ；（ｆ）Ｇｌｙ
（４７２）に代えて脂肪族ヒドロキシル側鎖基を有するアミノ酸残基へ；（ｇ）Ｌｅｕ（
４６９）に代えて脂肪族の側鎖基を有するアミノ酸残基へ；及び（ｈ）（ａ）～（ｇ）の
組合せの置換の群から選ばれる。
【００１２】
本発明の更に別の実施態様では、上記のアミノ酸の修飾は、好ましくは、Ｉｌｅ（４）に
代えてＴｈｒへ、Ｉｌｅ（２７２）に代えてＴｈｒへ、Ｓｅｒ（４５０）に代えてＰｒｏ
へ、Ａｌａ（３９）に代えてＴｈｒへ、Ａｒｇ（２５０）に代えてＣｙｓへ、Ｇｌｙ（４
７２）に代えてＳｅｒへ、Ｌｅｕ（４６９）に代えてＰｒｏへ、及びそれらの組合せの群
から選ばれる置換である。
【００１３】
別の実施態様では、本発明の遺伝的に修飾された組換え核酸分子は、配列番号１９、配列
番号２２、配列番号２５、配列番号２８又は配列番号３１の群から選ばれるアミノ酸配列
を含む、グルコサミン－６－リン酸シンターゼをコードしている核酸配列を含む。別の実
施態様では、本発明の遺伝的に修飾された組換え核酸分子は、配列番号１７、配列番号１
８、配列番号２０、配列番号２１、配列番号２３、配列番号２４、配列番号２６、配列番
号２７、配列番号２９及び配列番号３０の群から選ばれる核酸配列を含む。本発明の好適
な遺伝的に修飾された組換え核酸分子は、ｐＫＬＮ２３－４９、ｐＫＬＮ２３－５４、ｐ
ＫＬＮ２３－１２４、ｐＫＬＮ２３－１４９、ｐＫＬＮ２３－１５１、ｎｇｌｍＳ－４９

2184、ｎｇｌｍＳ－４９1830、ｎｇｌｍＳ－５４2184、ｎｇｌｍＳ－５４1830、ｎｇｌｍ
Ｓ－１２４2184、ｎｇｌｍＳ－１２４1830、ｎｇｌｍＳ－１４９2184、ｎｇｌｍＳ－１４
９1830、ｎｇｌｍＳ－１５１2184及びｎｇｌｍＳ－１５１1830を含む。
【００１４】
本発明の別の実施態様は、グルコサミン－６－リン酸シンターゼ作用を有するグルコサミ
ン－６－リン酸シンターゼであって、グルコサミン－６－リン酸シンターゼ作用の増強を
結果として生ずる遺伝的修飾を有する、核酸配列がコードしているグルコサミン－６－リ
ン酸シンターゼに関する。そのような核酸配列は、本発明の組換え核酸分子に関して上記
に説明した。
【００１５】
本発明の更に別の実施態様は、発酵によってグルコサミンを製造する方法であって、以下
の工程を含む方法に関する。
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（ａ）炭素、窒素及びリン酸塩の同化できる供給源を含む発酵培地で、（１）グルコサミ
ン－６－リン酸シンターゼをコードしている核酸配列を含む、単離された核酸分子に修飾
を発生させて、修飾された複数の核酸配列を生成する工程；（２）微生物を前記修飾され
た核酸配列で形質転換して、遺伝的に修飾された微生物を形成する工程；（３）前記遺伝
的に修飾された微生物を、グルコサミン－６－リン酸シンターゼ作用についてスクリーニ
ングする工程；及び（４）増強されたグルコサミン－６－リン酸シンターゼ作用を有する
、前記遺伝的に修飾された微生物を選別する工程から成る方法によって形成される、増強
されたグルコサミン－６－リン酸シンターゼ作用を有する前記遺伝的に修飾された微生物
を培養する工程
【００１６】
（ｂ）前記生成物を回収する工程
前記培養する工程は、グルコサミン－６－リン酸及びグルコサミンの群から選ばれる生成
物を前記微生物から生成する。
別の実施態様では、本発明の微生物は、Ｎ－アセチルグルコサミン－６－リン酸デアセチ
ラーゼ、グルコサミン－６－リン酸デアミナーゼ、Ｎ－アセチルグルコサミン特異酵素II
Nag

 、ホスホグルコサミンムターゼ、グルコサミン－１－リン酸アセチルトランスフェラ
ーゼ－Ｎ－アセチルグルコサミン－１－リン酸ウリジルトランスフェラーゼ、ホスホフル
クトキナーゼ、ＰＥＰ：グルコースＰＴＳの酵素IIGlc 、及びＰＥＰ：マンノースＰＴＳ
のＥＩＩＭ，Ｐ／IIIManをコードしている遺伝子に、そのようなタンパク質の作用を軽減
する追加的な遺伝的修飾を有する。別の実施態様では、本発明の微生物は、ホスファター
ゼをコードしている遺伝子に、前記ホスファターゼの作用を増強する追加的な遺伝的修飾
を有する。好適実施態様では、本発明の微生物は、下記のタンパク質：Ｎ－アセチルグル
コサミン－６－リン酸デアセチラーゼ、グルコサミン－６－リン酸デアミナーゼ及びＮ－
アセチルグルコサミン特異酵素IINag をコードしている遺伝子に、そのような遺伝子の少
なくとも一部の欠失を包含するが、これらに限定されない、追加的な遺伝的修飾を有する
。
【００１７】
本発明の別の実施態様は、発酵によってグルコサミンを製造する方法であって、（ａ）炭
素、窒素及びリン酸塩の同化できる供給源を含む発酵培地で、グルコサミン－６－リン酸
シンターゼをコードしている組換え核酸分子で形質転換したEscherichia coliを培養して
、生成物を生成する工程と、（ｂ）前記生成物を回収する工程とを含む方法に関する。前
記生成物は、前記Escherichia coliから回収される細胞内グルコサミン－６－リン酸、及
び／又は前記発酵培地から回収される細胞外グルコサミンを包含する。この実施態様では
、組換え核酸分子は、Escherichia coliによるグルコサミン－６－リン酸シンターゼの発
現を増強し、転写調節配列に機能的に結合されている。一実施態様では、組換え核酸分子
は、グルコサミン－６－リン酸シンターゼのグルコサミン－６－リン酸生成物阻害を低下
させる遺伝的修飾を含む。別の実施態様では、Escherichia coliは、ｎａｇＡ、ｎａｇＢ
、ｎａｇＣ、ｎａｇＤ、ｎａｇＥ、ｍａｎＸＹＺ、ｇｌｍＭ、ｐｆｋＢ、ｐｆｋＡ、ｇｌ
ｍＵ、ｇｌｍＳ、ｐｔｓＧ及び／又はホスファターゼ遺伝子の群から選ばれる少なくとも
一つの遺伝子に追加的な遺伝的修飾を有する。更に別の実施態様では、前記追加的な修飾
は、ｎａｇＡ、ｎａｇＢ、ｎａｇＣ、ｎａｇＤ、ｎａｇＥの欠失、及びｍａｎＸＹＺ遺伝
子の突然変異を含んでいて、Ｎ－アセチルグルコサミン－６－リン酸デアセチラーゼ、グ
ルコサミン－６－リン酸デアミナーゼ及びＮ－アセチルグルコサミン特異酵素IINag の酵
素活性の増大を結果として生ずる。
【００１８】
本発明の更に別の実施態様は、生合成の方法によってグルコサミンを生成するための微生
物に関する。前記微生物は、グルコサミン－６－リン酸シンターゼをコードしている、転
写調節配列に機能的に結合された、組換え核酸分子で形質転換される。前記組換え核酸分
子は、更に、グルコサミン－６－リン酸シンターゼの作用を増強する遺伝的修飾を含む。
組換え核酸分子の発現は、前記微生物によるグルコサミンの産生を増大させる。好適実施
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態様では、前記組換え核酸分子は、前記微生物のゲノムに組み込まれる。更に別の実施態
様では、前記微生物は、Ｎ－アセチルグルコサミン－６－リン酸デアセチラーゼ、グルコ
サミン－６－リン酸デアミナーゼ、Ｎ－アセチルグルコサミン特異酵素IINag 、ホスホグ
ルコサミンムターゼ、グルコサミン－１－リン酸アセチルトランスフェラーゼ－Ｎ－アセ
チルグルコサミン－１－リン酸ウリジルトランスフェラーゼ、ホスホフルクトキナーゼ、
ＰＥＰ：グルコースＰＴＳの酵素IIGlc 、及び／又はＰＥＰ：マンノースＰＴＳのＥＩＩ
Ｍ，Ｐ／IIIManよりなる群から選ばれるタンパク質をコードしている遺伝子に、前記タン
パク質の作用を軽減する少なくとも一つの追加的な遺伝的修飾を有する。別の実施態様で
は、前記微生物は、ホスファターゼをコードしている遺伝子に、ホスファターゼの作用を
増強する遺伝的修飾を有する。更に別の実施態様では、前記微生物は、Ｎ－アセチルグル
コサミン－６－リン酸デアセチラーゼ、グルコサミン－６－リン酸デアミナーゼ及びＮ－
アセチルグルコサミン特異酵素IINag をコードしている遺伝子に、前記タンパク質の酵素
活性を低下させる遺伝的修飾を有する。好適実施態様では、前記遺伝的修飾は、前記遺伝
子の少なくとも一部の欠失である。
【００１９】
更に別の実施態様では、前記微生物は、ｎａｇＡ、ｎａｇＢ、ｎａｇＣ、ｎａｇＤ、ｎａ
ｇＥ、ｍａｎＸＹＺ、ｇｌｍＭ、ｐｆｋＢ、ｐｆｋＡ、ｇｌｍＵ、ｐｔｓＧ及び／又はホ
スファターゼ遺伝子の群から選ばれる遺伝子に修飾を有する、Escherichia coliである。
一実施態様では、そのようなEscherichia coliは、ｎａｇレギュロン遺伝子の欠失を有し
、別の実施態様では、そのようなEscherichia　coliは、ｎａｇレギュロン遺伝子の欠失
、及びｍａｎＸＹＺ遺伝子に遺伝的修飾を有するため、ｍａｎＸＹＺ遺伝子がコードして
いるタンパク質は、作用が軽減されている。
【００２０】
本発明の更に別の実施態様は、１４g/l のＫ2 ＨＰＯ4 、１６g/l のＫＨ2 ＰＯ4 、１g/
l のクエン酸Ｎａ3・２Ｈ2 Ｏ、５g/l の（ＮＨ4 ）2 ＳＯ4 、２０g/l のグルコース、
１０mMのＭｇＳＯ4 、１mMのＣａＣｌ2 、及び約０．２～約１mMのＩＰＴＧを含むpH７．
０の発酵培地で、乾燥細胞重量で少なくとも約８g/l の細胞密度まで、約２８～約３７℃
で約１０～約６０時間培養したときに、少なくとも約１g/l のグルコサミンを産生する、
上記の微生物である。
【００２１】
本発明の別の実施態様は、生合成の方法によってグルコサミンを生成するための微生物で
あって、（ａ）転写調節配列に機能的に結合されている、グルコサミン－６－リン酸シン
ターゼをコードしている組換え核酸分子と；（ｂ）Ｎ－アセチルグルコサミン－６－リン
酸デアセチラーゼ、グルコサミン－６－リン酸デアミナーゼ、Ｎ－アセチルグルコサミン
特異酵素IINag 、ホスホグルコサミンムターゼ、グルコサミン－１－リン酸アセチルトラ
ンスフェラーゼ－Ｎ－アセチルグルコサミン－１－リン酸ウリジルトランスフェラーゼ、
ホスホフルクトキナーゼ、ＰＥＰ：グルコースＰＴＳの酵素IIGlc 、及び／又はＰＥＰ：
マンノースＰＴＳのＥＩＩＭ，Ｐ／IIIManの群から選ばれるタンパク質をコードしている
遺伝子における、前記タンパク質の作用を軽減する少なくとも一つの遺伝的修飾とを有す
る微生物である。別の実施態様では、前記微生物は、ホスファターゼをコードしている遺
伝子に、ホスファターゼの作用を増強する少なくとも一つの遺伝的修飾を有する。前記組
換え核酸分子の発現は、前記微生物におけるグルコサミン－６－リン酸シンターゼの作用
を増強する。更に別の実施態様では、前記組換え核酸分子は、前記微生物のゲノムに組み
込まれる。
【００２２】
（発明の詳細な説明）
本発明は、グルコサミンを製造する生合成の方法に関する。そのような方法は、グルコサ
ミンを産生するよう遺伝的に修飾された微生物の発酵を包含する。本発明は、グルコサミ
ンを産生するのに役立つ、遺伝的に修飾された微生物、例えばEscherichia coliの菌株に
も関する。本明細書に用いられる限りで、用語「グルコサミン」と「Ｎ－グルコサミン」
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とは、相互可換的に用いることが可能である。同様に、用語「グルコサミン－６－リン酸
」と「Ｎ－グルコサミン－６－リン酸」とは、相互可換的に用いることが可能である。グ
ルコサミンは、ＧｌｃＮと略すこともでき、グルコサミン－６－リン酸は、ＧｌｃＮ－６
－Ｐと略すこともできる。
【００２３】
発酵によってグルコサミンを製造する本発明の新規な方法は、安価であり、現在の加水分
解法によって製造されるグルコサミンの原価あたり収量を上回る、グルコサミンの収量を
生じることが可能である。加えて、本明細書に記載のような、遺伝的に修飾された微生物
を用いることによって、本発明の方法は、グルコサミンの製造に関する特定の問題又は変
化する需要に適合するよう、容易に変更することが可能である。
【００２４】
アミノ糖であるＮ－アセチルグルコサミン（ＧｌｃＮＡｃ）及びグルコサミン（ＧｌｃＮ
）は、主要な高分子、特に複合糖質（すなわち、共有結合したオリゴ糖鎖を有する高分子
）の生合成の前駆体であるため、微生物では根本的に重要である。例えば、Escherichia 
coliでは、Ｎ－アセチルグルコサミン及びグルコサミンは、細胞エンベロープの２種類の
高分子である、ペプチドグリカン及びリポ多糖類の前駆体である。ペプチドグリカン又は
リポ多糖類の生合成を遮断する突然変異は、致死的であって、細胞エンベロープの完全性
の喪失、及び最終的には細胞溶解を結果として生ずる。
【００２５】
本発明の一実施態様は、微生物の発酵によってグルコサミンを製造する方法に関する。こ
の方法は、（ａ）発酵培地で、グルコサミン－６－リン酸を別の化合物に変換する経路、
グルコサミン－６－リン酸を合成する経路、グルコサミン又はグルコサミン－６－リン酸
を微生物外に輸送する経路、グルコサミンを前記微生物内に輸送する経路、及びグルコサ
ミン－６－リン酸の産生に関与する基質に対して競合する経路を包含する、アミノ糖代謝
経路に遺伝的修飾を有する微生物を培養して、微生物からの細胞内グルコサミン－６－リ
ン酸、及び／又は細胞外グルコサミンを包含し得る産生物を製造する工程と；（ｂ）前記
細胞内グルコサミン－６－リン酸を前記微生物から、及び／又は前記細胞外グルコサミン
を前記発酵培地から回収する工程とを含む。発酵培地は、炭素、窒素及びリン酸塩の同化
できる供給源を含む。
【００２６】
本発明の別の実施態様は、発酵によってグルコサミンを製造する方法に関する。そのよう
な方法は、（ａ）炭素、窒素及びリン酸塩の同化できる供給源を含む発酵培地で、転写調
節配列に機能的に結合された、グルコサミン－６－リン酸シンターゼをコードしている、
組換え核酸分子で形質転換したEscherichia coliを培養する工程と；（ｂ）グルコサミン
－６－リン酸及びグルコサミンの群から選ばれる生成物を回収する工程とを含む。前記組
換え核酸分子は、Escherichia coliによるグルコサミン－６－リン酸シンターゼの発現を
増強する。更に別の実施態様では、組換え核酸分子は、グルコサミン－６－リン酸シンタ
ーゼのグルコサミン－６－リン酸生成物阻害を低下させる遺伝的修飾を含む。更に別の実
施態様では、Escherichia coliは、ｎａｇＡ、ｎａｇＢ、ｎａｇＣ、ｎａｇＤ、ｎａｇＥ
、ｍａｎＸＹＺ、ｇｌｍＭ、ｐｆｋＢ、ｐｆｋＡ、ｇｌｍＵ、ｐｔｓＧ及び／又はホスフ
ァターゼ遺伝子の群から選ばれる少なくとも一つの遺伝子に追加的な遺伝的修飾を有する
。
【００２７】
本発明の発酵法によって有意に高収率のグルコサミンを製造するには、微生物を、グルコ
サミンの産生を増大させるよう遺伝的に修飾する。本明細書に用いられる限りで、遺伝的
に修飾した微生物、例えばEscherichia coliは、その正常な（すなわち野生型のか、又は
天然に産する）形態から修飾した（すなわち突然変異させたか、又は変化させた）ゲノム
を有する。微生物の遺伝的修飾は、古典的な菌株開発及び／又は分子遺伝学的手法を用い
て達成することが可能である。そのような手法は、例えば、Sambrook et al., 1989, Mol
ecular Cloning : A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor Labs Pressに一般的に開
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示されている。前記参考文献〔Sambrook et al.,　前掲〕は、引用によってその全体が本
明細書に組み込まれる。加えて、微生物の遺伝的修飾の手法は、実施例の項に詳しく説明
される。遺伝的に修飾された微生物は、天然の遺伝学的変種はもとより、そのような修飾
が望みの効果を微生物内に与えるようにして、核酸分子を挿入、削除又は修飾した（すな
わち、例えばヌクレオチドの挿入、欠失、置換及び／又は逆位によって、突然変異させた
）微生物も包含することが可能である。本発明によれば、遺伝的に修飾した微生物は、組
換え手法を用いて修飾されている微生物を包含する。本明細書に用いられる限りで、遺伝
子の発現、遺伝子の機能、又は遺伝子産物（すなわち遺伝子がコードしているタンパク質
）の機能の低下を結果として生ずる遺伝的修飾は、遺伝子の（全体的又は部分的）不活性
化、欠失、中断、遮断又はダウンレギュレーションを意味することが可能である。例えば
、そのような遺伝子がコードしているタンパク質の機能の低下を結果として生ずる、遺伝
子における遺伝的修飾は、遺伝子の完全な欠失（すなわち遺伝子が存在せず、そのためタ
ンパク質が存在しない）、タンパク質の不完全であるか、若しくは皆無である翻訳を結果
として生ずる、遺伝子の突然変異（例えば、タンパク質が発現されない）、又はタンパク
質の天然の機能を低下又は滅失する、遺伝子の突然変異（例えば、酵素活性若しくは作用
が低下しているか、又は皆無であるタンパク質が発現される）を結果として生ずることが
可能である。遺伝子発現又は機能の増大を結果として生ずる遺伝的修飾は、遺伝子の増幅
、過剰産生、過剰発現、活性化、増強、追加又はアップレギュレーションと称することが
可能である。
【００２８】
本発明の一実施態様では、微生物の遺伝的修飾は、本発明によるアミノ糖代謝経路に関与
するタンパク質の作用を増大するか、又は軽減する。そのような遺伝的修飾は、いかなる
種類の修飾も包含することができ、特に、組換え手法又は古典的突然変異誘発によって実
施される修飾を包含する。例えば、一実施態様では、本発明の微生物は、グルコサミン－
６－リン酸シンターゼの作用を増大する遺伝的修飾を有する。本明細書で検討される、グ
ルコサミン－６－リン酸シンターゼその他の酵素の作用（又は活性）を増大することとは
、問題の微生物における、前記酵素の機能性の増大を結果として生ずるいかなる遺伝的修
飾も意味し、酵素の、より高い活性（例えば比活性又はin vivo 酵素活性）、酵素の低下
した阻害又は分解、及び酵素の過剰発現を包含することに留意しなければならない。例え
ば、生来のプロモーターのそれより高いレベルの発現を与えるプロモーターの利用によっ
て、遺伝子のコピー数を増加させることができ、発現レベルを上昇させることができるか
、又は酵素の作用を増強する遺伝子工学若しくは古典的突然変異誘発によって、遺伝子を
代えることが可能である。グルコサミン－６－リン酸シンターゼの作用を増大するよう遺
伝的に修飾した、グルコサミン－６－リン酸シンターゼをコードしている核酸分子の例は
、実施例の項に記載されている。同様に、本明細書で検討される酵素の作用を軽減するこ
ととは、問題の微生物における、酵素の機能性の低下を結果として生ずるいかなる遺伝的
修飾も意味し、酵素の活性（例えば比活性）の低下、酵素の阻害又は分解の増大、及び酵
素の発現の低下又は排除を包含する。例えば、本発明の酵素の作用は、酵素の生産の遮断
若しくは低減、酵素活性の低減、又は酵素活性の阻害によって低下させることが可能であ
る。酵素の生産の遮断又は低減は、酵素をコードしている遺伝子を、増殖培地中の誘導性
化合物の存在を必要とするプロモーターの制御下に置くことを包含することが可能である
。誘導物質が培地から枯渇するような条件を確立することによって、酵素をコードしてい
る遺伝子の（したがってまた酵素合成の）発現を停止させることができると思われる。酵
素活性の遮断又は低減は、米国特許第４，７４３，５４６号明細書（引用によって本明細
書に組み込まれる）に記載されたのと類似の、切除手法という取組み方を用いることも包
含することができると思われる。この取組み方を用いるには、目的の酵素をコードしてい
る遺伝子を、ゲノムからの遺伝子の特異的な、制御された切除を可能にする、特異的な遺
伝的配列の間にクローニングする。切除は、例えば、米国特許第４，７４３，５４６号明
細書におけるような、培養体の培養温度の移動によってか、又はその他の何らかの物理的
若しくは栄養上のシグナルによって促すことができると思われる。
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【００２９】
アミノ糖は、糖類のアミノ誘導体（例えば、ヒドロキシル基に代えてアミノ基を有する糖
類）である。本発明によれば、アミノ糖代謝経路は、アミノ糖の生合成、同化又は異化に
関与又は影響する生化学的ないかなる経路でもある。本明細書に用いられる限りで、アミ
ノ糖代謝経路は、アミノ糖及びその前駆体の細胞内外への輸送に関与する経路を包含し、
アミノ糖の生合成又は異化に関与する基質を求めて競合する生化学的経路も包含する。例
えば、最も初期に形成されたアミノ糖の一つへの直接前駆体は、フルクトース－６－リン
酸（Ｆ－６－Ｐ）であって、グルタミン（Ｇｌｎ、すなわちアミノ基供与体）との生化学
的反応で、グルコサミン－６－リン酸を形成する。フルクトース－６－リン酸は、解糖経
路での中間体でもある。したがって、解糖経路は、基質であるフルクトース－６－リン酸
を求めて競合することによって、グルコサミン－６－リン酸生合成経路と競合する。加え
て、グルコサミン－６－リン酸は、一連の生化学的反応によって、他のアミノ糖へと変換
し、様々な高分子の構成要素を形成することが可能である。その限りで、グルコサミン－
６－リン酸の生合成に影響する範囲での、フルクトース－６－リン酸／グルコサミン－６
－リン酸経路、フルクトース－６－リン酸解糖経路、及びグルコサミン－６－リン酸／高
分子生合成経路は、すべて、本発明におけるアミノ糖代謝経路であると考えられる。
【００３０】
一般に、アミノ糖代謝経路が遺伝的に修飾された微生物は、上記に考察したとおり、同じ
条件下で培養された野生型微生物と比較すると、上記の一つ又はそれ以上のアミノ糖代謝
経路に結果として変化を生ずる、少なくとも一つの遺伝的修飾を有する。アミノ糖代謝経
路のそのような修飾は、微生物がアミノ糖を産生できる能力を変化させる。本発明によれ
ば、遺伝的に修飾された微生物は、好ましくは、同じ条件下で培養された野生型微生物に
比して増強された、グルコサミンを産生できる能力を有する。グルコサミンの産生に影響
するアミノ糖代謝経路は、一般的には、下記の種類の経路の少なくとも一つに分類するこ
とができる：（ａ）グルコサミン－６－リン酸をその他の化合物に変換する経路、（ｂ）
グルコサミン－６－リン酸を合成する経路、（ｃ）グルコサミンを細胞内に輸送する経路
、（ｄ）グルコサミン又はグルコサミン－６－リン酸を細胞外に輸送する経路、及び（ｅ
）グルコサミン－６－リン酸の産生に関与する基質に対して競合する経路。
【００３１】
本発明の方法に有用な遺伝的に修飾された微生物は、一般には、（ａ）グルコサミン－６
－リン酸をその他の化合物に変換できる能力の低下（すなわち、グルコサミン－６－リン
酸異化又は同化経路の阻害）、（ｂ）グルコサミン－６－リン酸を生産（すなわち合成）
できる能力の増強、（ｃ）グルコサミンを細胞内に輸送できる能力の低下、（ｄ）グルコ
サミン－６－リン酸又はグルコサミンを細胞外に輸送できる能力の増強、及び／又は（ｅ
）グルコサミン－６－Ｐの産生に関与する基質を競合する生化学的反応に利用できる能力
の低下を結果として生ずる、少なくとも一つのアミノ糖代謝経路に関与する、少なくとも
一つの修飾された遺伝子を有する。
【００３２】
本発明は、商業的に有用な量のグルコサミンを発酵法で生産できる能力（すなわち、好ま
しくは、同じ条件下で培養された野生型に比して増強された、グルコサミンを生産できる
能力）を有する、微生物を用いることを含む方法を開示していることを理解されたい。こ
の方法は、対応する野生型タンパク質に比して変えられた（例えば、増大又は低減された
）機能を有するタンパク質の生産（発現）を結果として生ずる、アミノ糖代謝経路に関与
するタンパク質をコードしている、一つ又はそれ以上の遺伝子の遺伝的修飾によって達成
される。そのような変えられた機能は、遺伝子工学による微生物がグルコサミンを産生で
きる能力を高める。当業者は、本明細書に別途記載されたような、例えば、実施例に記載
された特異的選別の手法によって変えられた、特定の機能（例えば、グルコサミン－６－
リン酸を産生できる強化された能力）を有する遺伝的に修飾された微生物の産生は、異な
る様々な遺伝的修飾のためではあれ、与えられた機能上の要件を満たす多くの生物を生じ
得ることを認識すると思われる。例えば、与えられた核酸配列における、異なる無作為の
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ヌクレオチド欠失及び／又は置換は、すべて、同じ表現型の結果を生じ得る（例えば、前
記配列がコードしているタンパク質の作用の低減）。本発明は、本明細書に述べたような
特徴性を有する微生物の産生を結果として生ずる、そのようないかなる遺伝的修飾も企図
している。
【００３３】
様々な微生物について、アミノ糖代謝経路の多くが解明されている。特に、グルコサミン
及びＮ－アセチルグルコサミン、並びにそれらのリン酸化された誘導体の生合成や異化の
経路が、Escherichia coliで解明されている。これらの経路は、これらのアミノ糖の炭素
源としての利用のための多重輸送系を包含する。Escherichia coliにおけるアミノ糖の輸
送、異化及び生合成に直接関わる酵素やタンパク質をコードしている遺伝子は、クローニ
ングかつ配列決定されている。加えて、アミノ糖代謝の実質的にあらゆる段階で遮断され
た、Escherichia coliの突然変異株が単離されている。Escherichia coliについて、アミ
ノ糖代謝の既知の経路を、図１に示す。
【００３４】
下記に詳しく考察されるとおり、アミノ糖代謝経路に関与する経路及び遺伝子の多くが、
本発明までに解明されてはいるものの、商業的有意量のグルコサミンを産生できる微生物
を発生させるのに、可能な多くの遺伝的修飾のうちのいずれが必要であるかは、知られな
かった。実際に、本発明こそは、公知のいかなる野生型又は突然変異微生物のグルコサミ
ン産生能もはるかに上回るグルコサミン産生能を有する、グルコサミン産生性微生物を設
計かつ加工した最初のものである。本発明者らは、そのような遺伝的に修飾された微生物
が、商業的利用のためのグルコサミンを製造する方法に有用であることを認識した最初の
ものでもある。
【００３５】
本発明の発酵法に用いられる微生物は、好ましくは、細菌又は酵母である。より好ましく
は、そのような微生物は、エシェリキア属の細菌である。Escherichia coliは、本発明の
発酵法に用いるのに最も好ましい微生物である。Escherichia coliの特に好ましい菌株は
、Ｋ－１２、Ｂ及びＷ、最も好ましくはＫ－１２を包含する。Escherichia coliが最も好
ましいが、グルコサミンを産生し、グルコサミンの産生を高めるよう遺伝的に修飾するこ
とができるいかなる微生物も、本発明の方法に用いることができることを理解されたい。
本発明の発酵法に用いるための微生物は、産生生物と称することもできる。
【００３６】
微生物であるEscherichia coliのアミノ糖代謝経路は、本発明の具体的な実施態様を下記
に説明する際に取り扱う。その他の微生物、特にその他の細菌も、類似のアミノ糖代謝経
路、並びにそのような経路内で類似の構造や機能を有する遺伝子及びタンパク質を有する
ことが認識されよう。その限りで、Escherichia coliに関して下記に考察される原理は、
他の微生物にも適用することが可能である。
【００３７】
本発明の一実施態様では、遺伝的に修飾された微生物は、グルコサミン－６－リン酸を合
成できる、強化された能力を有する微生物を包含する。本発明によれば、ある産生物を「
合成できる、強化された能力」とは、前記産生物の合成に関わるアミノ糖代謝経路におけ
る、前記微生物が、同じ条件下で培養された野生型微生物に比して増加した量の前記産生
物を産生するような、いかなる増強又はアップレギュレーションも意味する。本発明の一
実施態様では、微生物がグルコサミン－６－リン酸を合成できる能力の強化は、グルコー
ス－６－リン酸シンターゼ遺伝子の発現の増幅によって達成されるが、それは、Escheric
hia coliではｇｌｍＳ遺伝子であって、その産物がグルコサミン－６－リン酸シンターゼ
である。グルコサミン－６－リン酸シンターゼは、フルクトース－６－リン酸及びグルタ
ミンがグルコサミン－６－リン酸及びグルタミン酸を形成する反応を触媒する。グルコサ
ミン－６－リン酸シンターゼの発現の増幅は、Escherichia coliでは、例えば、ｇｌｍＳ
遺伝子をコードしている組換え核酸分子の導入によって、達成することが可能である。
【００３８】
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ｇｌｍＳの過剰発現は、グルコサミン－６－リン酸の細胞内蓄積、及び最終的にはグルコ
サミンの産生に非常に重要であって、それは、細胞内でのグルコサミン－６－リン酸シン
ターゼのレベルが、解糖からの、及びグルコサミン－６－リン酸合成への炭素の流れの再
指向を制御することになるからである。ｇｌｍＳ遺伝子は、Escherichia coli染色体上の
８４min に位置し、染色体のこの領域の配列解析は、ｇｌｍＳが、二元機能酵素であるグ
ルコサミン－１－リン酸アセチルトランスフェラーゼ－Ｎ－アセチルグルコサミン－１－
リン酸ウリジルトランスフェラーゼをコードしているｇｌｍＵ遺伝子とともに、あるオペ
ロン中に存在することを明らかにしている。グルコサミン－１－リン酸アセチルトランス
フェラーゼ－Ｎ－アセチルグルコサミン－１－リン酸ウリジルトランスフェラーゼは、グ
ルコサミン－６－リン酸が、一連の生化学的反応を通じて高分子へと組み込まれる、アミ
ノ糖代謝経路内で機能する。ｇｌｍＳの上流には、明らかなプロモーター配列が全く検出
されず；ｇｌｍＵＳオペロンの転写は、ｇｌｍＵの上流の二つのプロモーター配列から開
始される。したがって、ｇｌｍＳ遺伝子は、人為的プロモーターの制御下でクローニング
するのが好ましい。このプロモーターは、充分なレベルのグルコサミン－６－リン酸シン
ターゼを産生生物中に維持するのに要求されるｇｌｍＳ発現レベルを与えるような、適切
ないかなるプロモーターであることもできる。好適なプロモーターは、（誘導可能である
よりも）構成的であるプロモーターであって、それは、高価な誘導物質の添加の必要性が
、そのために回避されるからである。そのようなプロモーターは、通常、遺伝的修飾によ
って、例えば、より弱い、突然変異リプレッサー遺伝子を用いることによって、機能的に
構成的にするか、又は「漏出性」にした誘導プロモーター系を含む。ｇｌｍＳとともに用
い得る、特に好ましいプロモーターは、ｌａｃ、λＰL 及びＴ７である。ｇｌｍＳの遺伝
子用量（コピー数）は、最大産生物形成の必要条件に応じて変えることが可能である。一
実施態様では、組換えｇｌｍＳ遺伝子を、Escherichia coli染色体に組み込む。
【００３９】
したがって、例えばE. coli ではｇｌｍＳ遺伝子がコードしている、グルコサミン－６－
リン酸シンターゼをコードしている核酸配列を含む、組換え核酸分子で形質転換された微
生物、例えばE. coli を提供することは、本発明の一実施態様である。そのような核酸配
列を含む、好ましい組換え核酸分子は、アミノ酸配列の配列番号１６を含む、グルコサミ
ン－６－リン酸をコードしている核酸配列を含む組換え核酸分子を包含する。本発明のそ
の他の好ましい組換え核酸分子は、配列番号１３、配列番号１４及び／又は配列番号１５
の群から選ばれる核酸配列を含む核酸分子を包含する。本発明の特に好ましい組換え核酸
分子は、核酸分子のｎｇｌｍＳ－２８2184及び／又はｎｇｌｍＳ－２８1830を含む核酸分
子を包含する。本発明の一組換え分子は、本明細書ではｐＫＬＮ２３－２８と称して、配
列番号１３、１４及び１５を含み、微生物でグルコサミン－６－リン酸シンターゼを発現
するのに特に有用である。上記に特定された核酸分子は、グルコサミン－６－リン酸シン
ターゼのタンパク質をコードしている、野生型の（すなわち天然に産するか、又は内在性
の）核酸配列を含む組換え核酸分子を表わす。相同である（すなわち修飾された、及び／
又は突然変異した）グルコサミン－６－リン酸シンターゼのタンパク質をコードしている
核酸配列を含む、遺伝的に修飾された核酸分子も、本発明によって包含され、下記に詳し
く説明する。
【００４０】
Escherichia coliからのグルコサミン－６－リン酸シンターゼの報告されたKmは、フルク
トース－６－リン酸及びグルタミンについて、それぞれ、２mM及び０．４mMである。これ
らは、比較的高い値である（すなわち、その基質に対する酵素の親和力は、かなり弱い）
。したがって、その基質に対する親和力が改良された、グルコサミン－６－リン酸シンタ
ーゼを有する微生物を提供することは、本発明の別の実施態様である。その基質に対する
親和力が改良されたグルコサミン－６－リン酸シンターゼは、適切ないかなる遺伝的修飾
又はタンパク質加工の方法によっても製造することが可能である。例えば、コンピュータ
に基づくタンパク質加工を用いて、その基質に対する、より大きい安定性と、より優れた
親和力とを有するグルコサミン－６－リン酸シンターゼタンパク質を設計することが可能
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である。例えばMaulik et al., 1997, Molecular Biotechnology: Therapeutic Applicat
ions and Strategies, WIley- Liss, Inc. （引用により、その全体が本明細書に組み込
まれる）を参照されたい。
【００４１】
White 〔1968, Biochem. J., 106:847-858〕は、グルコサミン－６－リン酸シンターゼが
、グルコサミン－６－リン酸によって阻害されることを初めて立証した。本発明者らは、
この阻害が、商業的利用のために設計された、本発明のグルコサミン産生株におけるグル
コサミン蓄積を制限する重要な因子であることを決定した。したがって、グルコサミン－
６－リン酸の産生物フィードバック阻害が低下した、グルコサミン－６－リン酸シンター
ゼを有する微生物を提供することは、本発明の更に別の実施態様である。生産物阻害が低
下したグルコサミン－６－リン酸シンターゼは、例えば、突然変異させた（すなわち遺伝
的に修飾された）グルコサミン－６－リン酸シンターゼ遺伝子であることができ、適切な
いかなる遺伝的修飾法によっても生成することが可能である。例えば、グルコサミン－６
－リン酸シンターゼをコードしている組換え核酸分子を、ヌクレオチドを挿入、削除及び
／又は置換するためのいかなる方法によっても、例えばエラー・プローン(error-p rone)
 ＰＣＲによって修飾することが可能である。この方法では、増幅に用いたＤＮＡポリメ
ラーゼによって、高頻度の誤った取り込みというエラーへと導く条件下で、遺伝子を増幅
する。その結果、高頻度の突然変異が、ＰＣＲ産物中に得られる。この方法は、実施例５
に詳しく説明される。そうして、得られるグルコサミン－６－リン酸シンターゼの遺伝子
突然変異は、突然変異しなかった組換えグルコサミン－６－リン酸シンターゼの核酸分子
を有する微生物に比して、増大されたグルコサミン生成を試験微生物に与える能力につい
て突然変異遺伝子を試験することによって、低下した生産物阻害に対してスクリーニング
することが可能である。グルコサミン－６－リン酸シンターゼの低下した生産物阻害は、
一般には、酵素の比活性が、天然に産するグルコサミン－６－リン酸酵素に対して、同じ
ままであるか、又は実際には低下したときでさえ、増大した作用を有するグルコサミン－
６－リン酸シンターゼを結果として生ずることに留意しなければならない。したがって、
天然に産するグルコサミン－６－リン酸シンターゼに比して、比活性が修飾されないか、
又は低減されさえした、増大した作用、及び増大したin vivo 酵素活性を有する、遺伝的
に修飾されたグルコサミン－６－リン酸シンターゼを産生することは、本発明の一実施態
様である。増大した比活性を有する、遺伝的に修飾されたグルコサミン－６－リン酸シン
ターゼも本発明によって包含される。
【００４２】
したがって、突然変異体又は相同体であるグルコサミン－６－リン酸シンターゼタンパク
質をコードしている核酸配列を含む、遺伝的に修飾された組換え核酸分子で形質転換され
た微生物、例えばEscherichia coliを提供することは、本発明の一実施態様である。その
ようなグルコサミン－６－リン酸シンターゼタンパク質は、本明細書では、グルコサミン
－６－リン酸シンターゼ相同体と称することが可能である。タンパク質相同体は、下記に
詳しく説明される。そのような核酸配列を含む、好適な核酸分子は、配列番号１９、配列
番号２２、配列番号２５、配列番号２８及び／又は配列番号３１の群から選ばれるアミノ
酸配列を含む、グルコサミン－６－リン酸シンターゼをコードしている核酸配列を含む組
換え核酸分子を包含する。その他の好適な組換え核酸分子は、配列番号１７、配列番号１
８、配列番号２０、配列番号２１、配列番号２３、配列番号２４、配列番号２６、配列番
号２７、配列番号２９及び／又は配列番号３０の群から選ばれる核酸配列を含む。本発明
に有用な、特に好適な、遺伝的に修飾された組換え核酸分子は、ｎｇｌｍＳ－４９2184、
ｎｇｌｍＳ－４９1830、ｎｇｌｍＳ－５４2184、ｎｇｌｍＳ－５４1830、ｎｇｌｍＳ－１
２４2184、ｎｇｌｍＳ－１２４1830、ｎｇｌｍＳ－１４９2184、ｎｇｌｍＳ－１４９1830

、ｎｇｌｍＳ－１５１2184及びｎｇｌｍＳ－１５１1830の群から選ばれる核酸分子を含む
、核酸分子を包含する。プラスミドｐＫＬＮ２３－４９、ｐＫＬＮ２３－５４、ｐＫＬＮ
２３－１２４、ｐＫＬＮ２３－１４９及びｐＫＬＮ２３－１５１は、グルコサミン－６－
リン酸シンターゼ相同体を微生物で発現するのに特に有用である、本発明の組換え核酸分
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子である。
【００４３】
グルタミン（Ｇｌｎ）の適切な細胞内供給は、グルコサミン－６－リン酸シンターゼ反応
に決定的に重要である。グルコサミン－６－リン酸についての合成及び分解経路の検分は
、フルクトース－６－リン酸とグルコサミン－６－リン酸との継続的な相互変換がグルタ
ミンの無駄の多い枯渇を結果として生ずる、潜在的な無益回路の存在を明らかにしている
。本発明の一実施態様では、グルタミンの供給を、細胞内でのグルタミン産生を増大させ
るための産生生物の遺伝的修飾、又は発酵培地の修飾（すなわち、発酵培地へのグルタミ
ンの添加）のいずれかによって増加させて、グルタミンの供給が、グルコサミン－６－リ
ン酸の産生を制約しないことを確保することが可能である。
【００４４】
本発明の別の実施態様では、フルクトース－６－リン酸とグルコサミン－６－リン酸との
潜在的な無益回路に、グルコサミン－６－リン酸がフルクトース－６－リン酸に変換され
る逆反応を阻害又は遮断することによって対処する。この実施態様では、微生物を、この
変換を触媒する、グルコサミン－６－リン酸デアミナーゼの遺伝子、すなわちEscherichi
a coliではｎａｇＢ遺伝子である遺伝子が不活性化又は欠失を有するよう、遺伝的に修飾
する。ｎａｇＢは、ｎａｇレギュロンの一部であるいくつかのｎａｇ遺伝子の一つである
。グルコサミン及びＮ－アセチルグルコサミンの分解に関与するｎａｇ遺伝子は、Escher
ichia coli染色体上の１５min に位置するレギュロンとして存在する。別の実施態様では
、ｎａｇレギュロン全体を不活性化又は削除する。ｎａｇレギュロン全体を削除すること
の利点は、下記に詳しく考察する。
【００４５】
上記に考察したとおり、グルコサミン－６－リン酸シンターゼの過剰産生は、フルクトー
ス－６－リン酸合成からグルコサミン－６－リン酸合成への分岐を結果として生ずる。し
かし、他の多くの酵素が、基質であるフルクトース－６－リン酸を求めて競合する。した
がって、本発明の一実施態様は、これらの競争的副反応が遮断された微生物を包含する。
好適実施態様では、ホスホフルクトキナーゼをコードしている遺伝子が完全にか、又は部
分的に不活性化された微生物を提供する。解糖経路における第二段階は、Escherichia co
liでは、ｐｆｋＡ及びｐｆｋＢ遺伝子によってコードされる二つのアイソザイムとして存
在する、ホスホフルクトキナーゼによるフルクトース－６－リン酸からフルクトース－１
，６－二リン酸への変換である。ｐｆｋＡ又はｐｆｋＢ遺伝子のいずれかの完全若しくは
部分的不活性化は、解糖経路へのフルクトース－６－リン酸の進入を減速し、フルクトー
ス－６－リン酸からグルコサミン－６－リン酸への変換を増大させる。本明細書に用いら
れる限りで、遺伝子の不活性化とは、そのような遺伝子の活性（すなわち発現又は機能）
の、活性の減衰、又は活性の完全な欠如を包含する低下を結果として生ずる、遺伝子のい
かなる修飾も意味することが可能である。
【００４６】
本発明の更に別の実施態様では、遺伝的に修飾された微生物は、グルコサミン－６－リン
酸を他の化合物に変換できる能力が低下している。上記のとおり、グルコサミン－６－リ
ン酸デアミナーゼの不活性化は、一つのそのような修飾を表わすが、グルコサミン－６－
リン酸は、他の生化学的反応の基質として働く。Escherichia coliにおけるリポ多糖類及
びペプチドグリカンのような高分子の産生へと導く経路に関わる第一の段階は、Escheric
hia coliではｇｌｍＭ遺伝子の産物である、ホスホグルコサミンムターゼによる、グルコ
サミン－６－リン酸からグルコサミン－１－リン酸への変換である。リポ多糖類及びペプ
チドグリカン生合成の経路へのこの酵素活性の関与は、ｇｌｍＭ遺伝子のクローニングに
より、最近確認された。そのため、ｇｌｍＭ遺伝子の調節、及びその同族産物であるホス
ホグルコサミンムターゼは、詳しく研究されていない。しかし、ホスホグルコサミンムタ
ーゼは、研究されたその他すべてのヘキソースリン酸ムターゼという酵素と同様に、リン
酸化によって調節されることが示されている。酵素レベルでのこの種の調節は、一般には
、経路の最終産物のレベルに強い感受性を有する。そのため、ホスホグルコサミンムター
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ゼを介しての炭素流は、自己調節的であり、グルコサミン－６－リン酸が蓄積する際に問
題となることはないと思われる。しかし、ｇｌｍＭ遺伝子の配列は公知であるため、ホス
ホグルコサミンムターゼをコードしている遺伝子が妨害又は削除されている微生物を提供
することは、本発明の好適実施態様である。より好ましくは、ホスホグルコサミンムター
ゼをコードしている遺伝子は、突然変異によってダウンレギュレートされているが、完全
には不活性化されていないため、細胞エンベロープの死活的に重要な構成要素の生合成を
完全には遮断しない。
【００４７】
グルコサミン－６－リン酸から別の化合物への変換を結果として生ずる、別の経路は、酵
素のＮ－アセチルグルコサミン－６－リン酸デアセチラーゼによって触媒される。Ｎ－ア
セチルグルコサミン－６－リン酸デアセチラーゼは、グルコサミン－６－リン酸（加うる
にアセチルＣｏＡ）からＮ－アセチルグルコサミン－６－リン酸への変換の逆反応を触媒
することが可能である。これは、グルコサミン－６－リン酸及びＮ－アセチルグルコサミ
ン－６－リン酸の無益回路を結果として生ずることになり、グルコサミン及びＮ－アセチ
ルグルコサミンの混合物で構成される生成物を生じかねない。したがって、Ｎ－アセチル
グルコサミン－６－リン酸デアセチラーゼをコードしている、Escherichia coliではｎａ
ｇＡ遺伝子である遺伝子が不活性化された、遺伝的に修飾された微生物を提供することは
、本発明の更に別の実施態様である。
【００４８】
微生物におけるグルコサミンの輸送系を不活性化する結果、グルコサミンが細胞によって
分泌されたならば、取り込まれないようにすることは、本発明の更に別の実施態様である
。この修飾は、細胞に対して有毒であり得る、グルコサミンの高い細胞内レベルを回避す
るのに役立ち、生成物が細胞外に存続することから、その回収を容易にする。本発明の好
適実施態様では、グルコサミンの輸送系を不活性化して、それが微生物によって分泌され
たならば、グルコサミンを微生物の外部に保つ。唯一の炭素源としてのグルコサミンによ
るEscherichia coliの増殖の際、グルコサミンは、ＰＥＰ：マンノースホスホトランスフ
ェラーゼ（ＰＴＳ）系によって細胞内に輸送されるが、これは、グルコサミンを細胞内に
輸送できるばかりでなく、グルコサミンによって誘導もされる。したがって、グルコサミ
ンを細胞内に輸送できる能力を欠く微生物を提供することは、本発明の一実施態様である
。例えば、ｍａｎＸＹＺ突然変異株（すなわち、ＰＥＰ：マンノースＰＴＳのＥＩＩＭ，
Ｐ／IIIManをコードしている遺伝子を欠くか、又は突然変異を有するEscherichia coli）
は、この機序によってグルコサミンを細胞内に輸送することができない。一方、Escheric
hia coliのＰＥＰ：グルコースＰＴＳは、グルコースとグルコサミンとの双方を細胞内に
輸送することができるが、グルコサミンは、この系を誘導することができない。そのため
、ｍａｎＸＹＺ突然変異株をグルコサミンで増殖させるには、第一に、細胞を、グルコー
スで増殖させて、（代替的な）グルコース輸送系の発現を誘導し、グルコース（好適な炭
素源）を細胞内に輸送させなければならない。そうして、これらの誘導された細胞は、グ
ルコース輸送体を経由して、グルコサミンを細胞内に輸送できるようになる。類似の状況
は、ＰＥＰ：フルクトースＰＴＳによるグルコサミンの輸送についても存在するが、この
場合は、酵素IIFru によるグルコサミン輸送は、僅かである。これらの二次的なグルコサ
ミン輸送経路を阻害する方法は、下記に考察する。（上記の）ＰＥＰ：グルコースＰＴＳ
における機能が低下した微生物を提供することは、本発明の更に別の実施態様である。そ
のような修飾は、培養培地からのグルコサミンの「再吸収」を回避するのに必要であり得
る。例えば、ｐｔｓＧ突然変異体（すなわち、ＰＥＰ：グルコースＰＴＳの酵素IIGlc を
コードしている遺伝子を欠くか、又は突然変異を有するEscherichia coli）がそうである
。そのような微生物は、グルコースを炭素源として用いて増殖できる能力が低下している
と思われるため、そのような生物は、ＰＥＰ：グルコースＰＴＳ非依存性の機序によって
グルコースを取り込むように、更に遺伝的に修飾することが可能である。例えば、ＰＥＰ
：グルコースＰＴＳに欠陥を有するが、グルコースで増殖できる能力を依然として有する
、突然変異微生物を選別できることが示されている〔Flores et al., 1996, Nature Biot
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echnology 14:620-623〕。
【００４９】
Escherichia coliのｎａｇレギュロンのＤＮＡ配列決定は、次のことを明らかにしている
。すなわち、ｎａｇＥ遺伝子は、細胞内へのグルコサミン輸送に関与する、ＰＥＰ糖ホス
ホトランスフェラーゼ（ＰＴＳ）系のＮ－アセチルグルコサミン特異酵素IINag というタ
ンパク質をコードしていて、前記レギュロンの一方の腕に存在し、その他方の腕に位置す
る別のｎａｇ遺伝子（ｎａｇＢＡＣＤ）から分岐して転写される。したがって、Escheric
hia coliの、グルコサミンを細胞内に輸送できる能力の低下を結果として生ずるような別
の遺伝的修飾は、ｎａｇＥ遺伝子、又は本発明の方法に用いられるいかなる微生物でも類
似の酵素をコードしている、遺伝子の不活性化若しくは欠失である。
【００５０】
上記に考察したとおり、本発明の一実施態様では、本発明の方法に有用な、遺伝的に修飾
されたEscherichia coliという微生物は、ｎａｇレギュロン全体が欠失している。染色体
上のｎａｇレギュロン全体の欠失は、グルコサミン－６－リン酸の産生に不都合な多くの
遺伝子がまとめて不活性化されるため、好ましい。遺伝子ｎａｇＡ、ｎａｇＢ及びｎａｇ
Ｅは、上記に詳しく考察した。ｎａｇＣ遺伝子は、ｎａｇレギュロンのリプレッサーとし
てばかりでなく、ｇｌｍＵＳオペロンのアクチベーターとリプレッサーとの双方としても
作用する、調節タンパク質をコードしている。ｇｌｍ遺伝子類は、上記に詳しく考察した
。ｎａｇＤ遺伝子の機能は、知られていないが、ｎａｇレギュロン内に存在するため、ア
ミノ糖代謝に関係すると考えられる。したがって、Escherichia coliでは、ｎａｇレギュ
ロンの完全な欠失は、Escherichia coliの、グルコサミンを過剰産生するよう設計された
菌株における初期細胞内産物（グルコサミン－６－リン酸）の異化を回避する。ｎａｇレ
ギュロンの欠失がある、好適なEscherichia coli突然変異株は、ΔｎａｇＥＢＡＣＤ：：
ｔｃの欠失／挿入を有するEscherichia coliである。
【００５１】
ｇｌｍＵＳオペロンの活性化（ｎａｇＣの一機能）に関しては、グルコサミン－６－リン
酸シンターゼをコードしているｇｌｍＳ遺伝子の活性化が望ましいものの、ｇｌｍＵ遺伝
子産物、すなわちグルコサミン－１－リン酸アセチルトランスフェラーゼ－Ｎ－アセチル
グルコサミン－１－リン酸ウリジルトランスフェラーゼのレベルの上昇は、細胞エンベロ
ープ構成要素への炭素流の吸収へと導きかねないため、グルコサミン－６－リン酸の蓄積
に対して不都合である。したがって、本発明の方法に有用な微生物において、グルコサミ
ン－１－リン酸アセチルトランスフェラーゼ－Ｎ－アセチルグルコサミン－１－リン酸ウ
リジルトランスフェラーゼを不活性化することは、本発明の一実施態様である。ｇｌｍＵ
Ｓオペロン又はその等価体が不活性化又は削除された微生物で、微生物内の人為的プロモ
ーターの制御下で、グルコサミン－６－リン酸シンターゼをコードしている遺伝子を組換
えにより生成することによって、微生物を遺伝的に修飾することは、本発明の更に別の実
施態様である。
【００５２】
本明細書に記載の遺伝的に修飾された微生物における初期細胞内産物は、グルコサミン－
６－リン酸である。Escherichia coliを包含する多くの微生物では、グルコサミン－６－
リン酸は、一般には、細胞外への輸送以前にグルコサミンへと脱リン酸される。にもかか
わらず、グルコサミン－６－リン酸からグルコサミンへの変換に適するホスファターゼ活
性を有するよう、遺伝的に修飾された微生物を提供することは、本発明の更に別の実施態
様である。そのようなホスファターゼは、例えば、アルカリ性ホスファターゼを包含する
が、これらに限定されない。好適実施態様では、そのようなEscherichia coliは、ホスフ
ァターゼ活性のレベル（すなわちホスファターゼの作用）が上昇して（すなわち増強され
）ている。
【００５３】
上記に指摘したとおり、本発明のグルコサミンの製造法では、遺伝的に修飾されたアミノ
糖代謝経路を有する微生物を、グルコサミンの製造のための発酵培地で培養する。適切な
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、又は効果的な発酵培地とは、本発明の遺伝的に修飾された微生物が、培養されたときグ
ルコサミンを産生することができる、いかなる培地をも意味する。そのような培地は、一
般には、同化できる炭素、窒素及びリン酸源を含む水性培地である。そのような培地は、
適切な塩類、無機物、金属その他の栄養素も含む。本明細書に記載の微生物に対する遺伝
的修飾の一つの利点は、そのような遺伝的修飾は、アミノ糖の代謝を有意に修飾するが、
産生生物のための栄養上のいかなる必要条件も創出しないことである。したがって、唯一
の炭素源としてグルコースを含有する、最小塩類培地を発酵培地として用いるのが好まし
い。グルコサミン発酵に最小塩類－グルコース培地を用いることは、グルコサミン産生物
の回収及び精製も容易にする。
【００５４】
本発明の微生物は、慣用の発酵バイオリアクター内で培養することが可能である。微生物
は、回分培養、流加培養、細胞再循環及び連続発酵を包含するが、これらに限定されない
、いかなる発酵法によっても培養することが可能である。好ましくは、本発明の微生物は
、回分培養又は流加培養発酵法によって増殖させる。
【００５５】
本発明の一実施態様では、接種の前に、発酵培地を、望みの温度、一般には約２０～約４
０℃、好ましくは約２５～約４０℃に到達させるが、約２８～約３７℃、ある実施態様で
は約３０～約３７℃の温度が、より好ましい。本発明者らは、Ｔ７－ｌａｃプロモーター
の制御下の核酸分子でトランスフェクションされた、本発明の微生物におけるグルコサミ
ン産生（実施例の項を参照されたい）は、微生物を３０℃で培養したときは、増殖が停止
した後も継続されるが、３７℃では、増殖とグルコサミン産生とが、同調して生じること
を発見した。３７℃での増殖は、３０℃でより僅かに良好であるが、３０℃でのグルコサ
ミン産生は、３７℃でよりも有意に良好である。本発明の微生物による増殖及びグルコサ
ミン産生に最適な温度は、様々な要因に応じて変動できることに注目されたい。例えば、
微生物における組換え核酸分子の発現のための特定のプロモーターの選択は、最適培養温
度に影響する。当業者は、標準的手法、例えば、本発明の一微生物に関する実施例の項に
記載されたものを用いて、本発明のいかなる微生物についても、最適な増殖及びグルコサ
ミン産生温度を容易に決定することが可能である。
【００５６】
培地には、遺伝的に修飾された微生物の活発に増殖する培養体を、妥当な増殖期間後に、
高い細胞密度を生じるのに充分な量で接種する。細胞は、約１０g/l 以上、好ましくは約
１０～約４０g/l 、より好ましくは約４０g/l 以上の細胞密度まで増殖させる。この工程
は、一般には、約１０～約６０時間を要する。
【００５７】
発酵の過程の際は、充分な酸素を培地に加えて、初期細胞増殖の際の細胞増殖を維持し、
代謝及びグルコサミン産生を維持しなければならない。酸素は、好都合には、培地のかき
混ぜ及び通気によって与える。慣用の方法、例えば攪拌及び振盪を用いて、培地をかき混
ぜ、かつ通気してよい。好ましくは、培地中の酸素濃度は、飽和値（すなわち、大気圧及
び約３０～４０℃での培地中の酸素の溶解度）の約１５％より大きく、より好ましくは飽
和値の約２０％より大きいが、発酵が不都合に影響されなければ、より低い濃度への逸脱
が生じてもよい。培地の酸素濃度は、例えば酸素電極による、慣用の方法によって監視す
ることが可能である。その他の酸素源、例えば希釈されない酸素ガス、及び窒素以外の不
活性気体で希釈した酸素ガスを用いることが可能である。
【００５８】
発酵によるグルコサミンの製造は、好ましくは、グルコースを唯一の炭素源として用いる
ことに基づくため、好適実施態様では、Escherichia coliに、ＰＥＰ：グルコースＰＴＳ
が誘導されることになる。したがって、ＰＥＰ：マンノースＰＴＳの機能的なＥＩＩＭ，
Ｐ／IIIManの不在下でさえ（例えば、ｍａｎＸＹＺ突然変異を有するEscherichia coliで
）、生成物、すなわちグルコサミンは、依然として、細胞によって、誘導されたグルコー
ス輸送系を経由して取り込まれることになる。しかし、過剰なグルコースの存在下では、



(17) JP 4567887 B2 2010.10.20

10

20

30

40

50

グルコサミンの取り込みは、強く抑制される。したがって、発酵バイオリアクター内に過
剰量のグルコースを保つことによって、グルコサミンという生成物の取り込みを妨げるこ
とは、本発明の一実施態様である。本明細書に用いられる限りで、「過剰量の」グルコー
スとは、正常な条件、例えば上記の培養条件下で微生物の増殖を維持するのに要するそれ
を上回る量のグルコースを意味する。好ましくは、グルコース濃度は、発酵培地の約０．
５～約５重量／体積％の濃度に保つ。別の実施態様では、グルコース濃度は、発酵培地の
約５～約５０g/l 、はるかに好ましくは発酵培地の約５～約２０g/l の濃度に保つ。一実
施態様では、発酵培地のグルコース濃度は、適切ないかなる方法（例えばグルコース試験
片の使用）によっても監視し、グルコース濃度が、枯渇に至ったか、又は近いときは、追
加のグルコースを培地に加えることが可能である。別の実施態様では、グルコース濃度は
、発酵培地の半連続的又は連続的な供給によって保つ。グルコースについて本明細書に開
示されたパラメータは、本発明の発酵培地に用いられるいかなる炭素源にも適用すること
が可能である。炭素源は、それがグルコサミン産生工程を増強するならば、発酵の際の適
切ないかなる量の時間でも検出不能レベルに到達させ得るということも、更に理解される
。
【００５９】
グルコサミンの産生を産生生物によって維持及び／又は増強する必要に応じて、発酵培地
のその他の成分及びパラメータを補強かつ／又は制御することは、本発明の更に別の実施
態様である。例えば、一実施態様では、発酵培地は、硫酸アンモニウムを含み、培地中の
硫酸アンモニウム濃度は、過剰な硫酸アンモニウムの追加によって補強する。好ましくは
、硫酸アンモニウムの量は、発酵培地中に約０．１～約１％（重量／体積）、好ましくは
約０．５％のレベルに保つ。更に別の実施態様では、発酵培地のpHは、pHの変動について
追跡する。本発明の発酵法では、pHは、好ましくは、約pH６．０～約８．０、より好まし
くは約pH７．０のpHに保つ。本発明の方法では、発酵培地の出発pHがpH７．０であるなら
ば、前記発酵培地のpHは、pH７．０からの重大な変動について追跡し、例えば水酸化ナト
リウムの添加によって、しかるべく調整する。
【００６０】
本発明の更に別の実施態様は、炭素流束を、酢酸塩生産から、より無害な副生物の生産へ
と再指向させることである。そのような方法によって、発酵培地中の過剰量のグルコース
に付随する毒性の問題を、回避することが可能である。炭素流束を酢酸塩生産から、より
無害な副生物へと再指向させる方法は、当技術に公知である。
【００６１】
本発明の回分発酵法では、発酵は、グルコサミンの形成が、細胞外グルコサミンの蓄積が
証拠立てるとおりに、基本的に停止するまで継続する。全発酵時間は、一般には、約４０
～約６０時間、より好ましくは約４８時間である。連続発酵法では、グルコサミンを、そ
れが培地中に蓄積されるにつれてバイオリアクターから除去することが可能である。本発
明の方法は、細胞内及び細胞外グルコサミン－６－リン酸、並びに細胞内又は細胞外グル
コサミンを含む、生成物の産生を結果として生ずる。
【００６２】
本発明の方法は、細胞内グルコサミン－６－リン酸又は細胞外グルコサミンであり得る生
成物を回収することを更に包含する。語句「グルコサミンを回収すること」とは、単に、
生成物を発酵バイオリアクターから捕集することを意味し、必ずしも分離又は精製の追加
的工程を含意しない。例えば、回収する工程は、培養体全体（すなわち微生物及び発酵培
地）をバイオリアクターから取り出すこと、細胞外グルコサミンを含有する発酵培地を、
バイオリアクターから取り出すこと、かつ／又は細胞内グルコサミン－６－リン酸を含有
する微生物を、バイオリアクターから取り出すことを意味し得る。これらの工程の後に、
精製工程を更に実施することが可能である。グルコサミンは、好ましくは、実質的に純粋
な形態で回収する。本明細書に用いられる限りで、「実質的に純粋な」とは、グルコサミ
ンの、商業的販売用の栄養剤化合物としての有効な使用に堪える純度を意味する。一実施
態様では、グルコサミン生成物を、好ましくは、産生生物その他の発酵培地成分から分離
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する。そのような分離を達成する方法を、下記に説明する。
【００６３】
好ましくは、本発明の方法によって、少なくとも約１g/l の生成物（すなわちグルコサミ
ン及び／又はグルコサミン－６－リン酸）を、微生物及び／又は発酵培地から回収する。
より好ましくは、本発明の方法によって、約５g/l 以上、はるかに好ましくは約１０g/l 
以上、更に好ましくは約２０g/l　以上、なお更に好ましくは約５０g/l 以上の生成物を
回収する。一実施態様では、グルコサミン生成物は、約１～約５０g/l の量で回収する。
【００６４】
一般には、本発明の方法で製造されるグルコサミンのほとんどは、細胞外性である。微生
物は、慣用の方法、例えば濾過又は遠心分離によって、発酵培地から除去することが可能
である。一実施態様では、生成物を回収する工程は、発酵培地からのグルコサミンの精製
を包含する。グルコサミンは、慣用の方法、例えばクロマトグラフィー、抽出、晶出（例
えば蒸発晶出）、膜分離、逆浸透及び蒸留によって、無細胞発酵培地から回収する。好適
実施態様では、グルコサミンは無細胞発酵培地から晶出によって回収する。別の実施態様
では、生成物を回収する工程は、細胞外グルコサミンを濃縮する工程を包含する。
【００６５】
一実施態様では、グルコサミン－６－リン酸は、細胞内に蓄積し、生成物を回収する工程
は、グルコサミン－６－リン酸を微生物から単離することを包含する。例えば、グルコサ
ミン生成物を分解しない方法によって、微生物の細胞を溶菌させ、溶解物を遠心分離して
、不溶性の細胞砕片を除去し、次いで、上記のような慣用の方法によってグルコサミン及
び／又はグルコサミン－６－リン酸である生成物を回収することによって、生成物を回収
することが可能である。
【００６６】
本明細書に記載の遺伝的に修飾された微生物中の当初の細胞内産物は、グルコサミン－６
－リン酸である。リン酸化された中間体は、微生物からの輸出の際に、最もあり得ること
には、微生物の周辺腔にアルカリ性ホスファターゼが存在するために、脱リン酸されるこ
とが一般的に認容されている。本発明の一実施態様では、グルコサミン－６－リン酸は、
望みの生成物、すなわちグルコサミンの産生を容易にするために、天然に産するホスファ
ターゼによって、細胞からの輸出の前又は間に脱リン酸される。この実施態様では、組換
えによって与えられた細胞内のホスファターゼ活性の増幅、又はホスファターゼによる発
酵培地の処理の必要性は、除外される。別の実施態様では、産生生物内のホスファターゼ
のレベルは、内因性ホスファターゼ遺伝子の遺伝的修飾、又は微生物の、ホスファターゼ
遺伝子を発現させる組換えによる修飾を包含するが、これらに限定されない方法によって
上昇させる。更に別の実施態様では、回収された発酵培地を、グルコサミン－６－リン酸
が培地に放出された後、例えば上記のように細胞を溶菌させたときに、ホスファターゼで
処理する。
【００６７】
上に特筆したとおり、本発明の方法は、有意量の細胞外グルコサミンを製造する。特に、
前記方法は、細胞外グルコサミンを製造する結果、全グルコサミンの約５０％より多くが
細胞外性であり、より好ましくは全グルコサミンの約７５％より多く、最も好ましくは全
グルコサミンの約９０％より多くが細胞外性である。本発明の方法によって、約１g/l よ
り多い、より好ましくは約5g/lより多い、はるかに好ましくは約１０g/l　より多い、更
に好ましくは約２０g/l より多い、なお更に好ましくは約５０g/l より多い、細胞外グル
コサミン濃縮物の製造を達成することが可能である。
【００６８】
本発明の一実施態様は、発酵によってグルコサミンを製造する方法であって、（ａ）アミ
ノ糖代謝経路が遺伝的に修飾されたEscherichia coliを、炭素、窒素及びリン酸の同化で
きる供給源を含む発酵培地で培養して、生成物を生成する工程と、（ｂ）前記生成物を前
記発酵培地から回収する工程とを含む方法に関する。前記生成物は、Escherichia coliか
ら回収される、細胞内グルコサミン－６－リン酸、及び／又は発酵培地から回収される細
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胞外グルコサミンを包含する。
【００６９】
本発明の一実施態様は、生合成の方法によってグルコサミンを製造するための微生物に関
する。前記微生物は、転写調節配列に機能的に結合された、グルコサミン－６－リン酸を
コードしている組換え核酸分子で形質転換される。前記組換え核酸分子は、グルコサミン
－６－リン酸シンターゼのグルコサミン－６－リン酸生成物阻害を低下させる、遺伝的修
飾を有する。前記組換え核酸分子の発現は、前記微生物によるグルコサミン－６－リン酸
シンターゼの発現を増大する。好適実施態様では、組換え核酸分子は、微生物のゲノムに
組み込まれている。更に別の実施態様では、微生物は、Ｎ－アセチルグルコサミン－６－
リン酸デアセチラーゼ、グルコサミン－６－リン酸デアミナーゼ、Ｎ－アセチルグルコサ
ミン特異酵素IINag 、ホスホグルコサミンムターゼ、グルコサミン－１－リン酸アセチル
トランスフェラーゼ－Ｎ－アセチルグルコサミン－１－リン酸ウリジルトランスフェラー
ゼ、ホスホフルクトキナーゼ、ＰＥＰ：グルコースＰＴＳの酵素IIGlc 、ＰＥＰ：マンノ
ースＰＴＳのＥＩＩＭ，Ｐ／IIIMan、及び／又はホスファターゼの群から選ばれるタンパ
ク質をコードしている遺伝子の、少なくとも一つの追加的な遺伝的修飾を有する。前記遺
伝的修飾は、その作用が好ましくは増大されているホスファターゼの場合以外は、タンパ
ク質の作用を軽減する。別の好適実施態様では、微生物は、Ｎ－アセチルグルコサミン－
６－リン酸デアセチラーゼ、グルコサミン－６－リン酸デアミナーゼ及びＮ－アセチルグ
ルコサミン特異酵素IINag をコードしている遺伝子に、タンパク質の作用を軽減する遺伝
的修飾を有する。一実施態様では、前記遺伝的変更は、遺伝子の少なくとも一部の欠失で
ある。
【００７０】
好適実施態様では、遺伝的に修飾された微生物は、細菌又は酵母、より好ましくはエシェ
リキア属の細菌、はるかに好ましくはEscherichia coliである。遺伝的に修飾されたEsch
erichia coliは、好ましくは、ｎａｇＡ、ｎａｇＢ、ｎａｇＣ、ｎａｇＤ、ｎａｇＥ、ｍ
ａｎＸＹＺ、ｇｌｍＭ、ｐｆｋＢ、ｐｆｋＡ、ｇｌｍＵ、ｇｌｍＳ、ｐｔｓＧ又はホスフ
ァターゼ遺伝子を包含するが、これらに限定されない遺伝子に修飾を有する。別の実施態
様では、そのような遺伝的に修飾されたEscherichia coliは、ｎａｇレギュロン遺伝子の
欠失を有し、更に別の実施態様では、ｎａｇレギュロン遺伝子の欠失、及びｍａｎＸＹＺ
遺伝子の遺伝的修飾を有するため、ｍａｎＸＹＺ遺伝子がコードしているタンパク質は、
軽減された作用を有する。
【００７１】
本発明の更に別の実施態様は、生合成の方法によってグルコサミンを生成するための微生
物であって、転写調節配列に機能的に結合された、グルコサミン－６－リン酸シンターゼ
をコードしている組換え核酸分子を有し；Ｎ－アセチルグルコサミン－６－リン酸デアセ
チラーゼ、グルコサミン－６－リン酸デアミナーゼ、Ｎ－アセチルグルコサミン特異酵素
IINag 、ホスホグルコサミンムターゼ、グルコサミン－１－リン酸アセチルトランスフェ
ラーゼ－Ｎ－アセチルグルコサミン－１－リン酸ウリジルトランスフェラーゼ、ホスホフ
ルクトキナーゼ、ＰＥＰ：グルコースＰＴＳの酵素IIGlc 及び／又はＰＥＰ：マンノース
ＰＴＳのＥＩＩＭ，Ｐ／IIIManの群から選ばれるタンパク質をコードしている遺伝子に、
少なくとも一つの遺伝的修飾を有する微生物に関する。前記遺伝的修飾は、前記タンパク
質の作用を軽減し、前記組換え核酸分子の発現は、微生物によるグルコサミン－６－リン
酸シンターゼの発現を増大する。別の実施態様では、微生物は、ホスファターゼ遺伝子に
、そのような遺伝子によってコードされているホスファターゼが増大された作用を有する
ような、少なくとも一つの遺伝的修飾を有する。好適実施態様では、組換え核酸分子は、
微生物のゲノムに組み込まれている。
【００７２】
本発明の別の実施態様は、１４g/l のＫ2 ＨＰＯ4 、１６g/l のＫＨ2 ＰＯ4 、１g/l の
クエン酸Ｎａ3・２Ｈ2 Ｏ、５g/l の（ＮＨ4 ）2 ＳＯ4 、２０g/l のグルコース、１０m
MのＭｇＳＯ4 、１mMのＣａＣｌ2 、及び１mMのＩＰＴＧを含むpH７．０の発酵培地で、
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乾燥細胞重量で少なくとも約８g/l の細胞密度まで、３７℃で約２４時間培養したときに
、少なくとも約１g/l のグルコサミンを産生する、上記の微生物のいずれにも関する。
【００７３】
本発明のより好ましい実施態様は、１４g/l のＫ2 ＨＰＯ4 、１６g/l のＫＨ2 ＰＯ4 、
１g/l のクエン酸Ｎａ3・２Ｈ2 Ｏ、５g/l の（ＮＨ4 ）2 ＳＯ4 、２０g/l のグルコー
ス、１０mMのＭｇＳＯ4 、１mMのＣａＣｌ2 、及び約０．２～約１mMのＩＰＴＧを含むpH
７．０の発酵培地で、乾燥細胞重量で少なくとも約８g/l の細胞密度まで、約２８～約３
７℃で約１０～約６０時間培養したときに、少なくとも約１g/l のグルコサミンを産生す
る、上記の微生物のいずれにも関する。好適実施態様では、ＩＰＴＧの量は、約０．２mM
である。
【００７４】
本発明の更に別の実施態様は、本明細書に記載の培養条件下で培養したとき、少なくとも
約１g/l 、好ましくは約５g/l 以上、より好ましくは約１０g/l 以上、はるかに好ましく
は約２０g/l 以上、なお更に好ましくは約５０g/l 以上のグルコサミン及び／又はグルコ
サミン－６－リン酸を産生する、上記の遺伝的に修飾された微生物のいずれにも関する。
本発明の別の実施態様は、前記遺伝的に修飾された微生物と同じ条件下で培養された、野
生型の（すなわち修飾されていない、天然に産する）微生物より、約２倍以上多くのグル
コサミン及び／又はグルコサミン－６－リン酸、好ましくは約５倍以上、より好ましくは
約１０倍以上、より好ましくは約２５倍以上、より好ましくは約５０倍以上、はるかに好
ましくは約１００倍以上、はるかに好ましくは約２００倍以上多くのグルコサミン及び／
又はグルコサミン－６－リン酸シンターゼを産生する、上記の遺伝的に修飾された微生物
のいずれにも関する。具体的な微生物の多くは、実施例の項で同定する。本発明の追加の
実施態様は、これらの微生物、及び実施例中に具体的に同定された微生物の、検索特徴を
有する微生物を包含する。そのような微生物は、好ましくは、酵母又は細菌、より好まし
くは細菌、最も好ましくはE. col i である。そのような検索特徴は、実施例中の微生物
の、グルコサミンを産生できる能力を包含する、いずれ又はすべての遺伝子型及び／若し
くは表現型上の特徴性を包含することが可能である。
【００７５】
本発明の好適な微生物は、グルコサミン－６－リン酸シンターゼをコードしている組換え
核酸分子で形質転換された、Escherichia coliの菌株を包含する。好ましくは、そのよう
な核酸分子は、微生物のゲノムに組み込まれている。特に好ましい微生物は、Escherichi
a coli２１２３－１２株である。２１２３－１２株は、そのゲノムに、配列番号１５の核
酸配列を含む組換え核酸分子を有し、前記配列は、配列番号１６のアミノ酸配列を有する
、野生型の（すなわち正常で修飾されていないか、又は天然に産する）グルコサミン－６
－リン酸シンターゼの酵素のコーディング領域を表わす。本発明の特に好ましい微生物は
、前記シンターゼが増大された（上記の）作用を有するように遺伝的に修飾された、グル
コサミン－６－リン酸シンターゼをコードしている核酸配列を含む、核酸分子で形質転換
される。最も好ましくは、そのような遺伝的修飾は、グルコサミンを産生できる微生物の
能力を、そのような核酸分子で形質転換されなかった微生物に比して高める。本発明の特
に好ましい、遺伝的に修飾された微生物は、実施例の項に記載され、E. coli ２１２３－
４９、２１２３－５４、２１２３－１２４、２１２３－１４９及び２１２３－１５１株を
包含する。
【００７６】
遺伝的修飾によってグルコサミンを産生できる能力が強化された、微生物の発生は、古典
的な菌株発生と分子遺伝学的手法との双方を用いて達成することが可能である。一般的に
は、グルコサミン産生が増強された微生物を創出するための方策は、（１）グルコサミン
－６－リン酸の産生が否定的に影響される（例えば阻害される）アミノ糖代謝経路の少な
くとも一つ、好ましくは二つ以上を不活性化又は欠失させ、（２）グルコサミン－６－リ
ン酸の産生が増強されるアミノ糖代謝経路の少なくとも一つ、好ましくは二つ以上を増幅
することである。その限りで、本発明の遺伝的に修飾された微生物は、（ａ）グルコサミ
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ン－６－リン酸を他の化合物へと変換する能力が低下し（すなわち、グルコサミン－６－
リン酸の異化又は同化経路の阻害）、（ｂ）グルコサミン－６－リン酸を産生する（すな
わち合成する）能力が強化され、（ｃ）グルコサミンを細胞内に輸送する能力が低下し、
（ｄ）グルコサミン－６－リン酸若しくはグルコサミンを細胞外に輸送する能力が強化さ
れ、かつ／又は（ｅ）グルコサミン－６－リン酸の産生に関与する基質を、競合する生化
学的反応に用いる能力が低下している。
【００７７】
本明細書に以前に考察したとおり、一実施態様では、遺伝的に修飾された微生物は、その
ような修飾が望みの効果を前記微生物内に与えるようにして、核酸分子が、例えばヌクレ
オチドの挿入、欠失、置換及び／又は逆位によって、削除、挿入又は修飾された微生物で
あることが可能である。そのような遺伝的修飾は、何らかの実施態様では、望みの効果を
前記微生物内に与える、タンパク質のアミノ酸配列中の、挿入、欠失、置換のようなアミ
ノ酸の修飾を結果として生ずる、核酸分子によってコードされているタンパク質に対する
コーディング領域内に存在することが可能である。遺伝的に修飾された微生物は、組換え
技術によって、例えば微生物への単離された核酸分子の導入によって、修飾することが可
能である。例えば、遺伝的に修飾された微生物は、目的のタンパク質、例えばその発現の
増大が望まれるタンパク質をコードしている組換え核酸分子をトランスフェクションする
ことが可能である。トランスフェクションされた核酸分子は、染色体外に留まることがで
きるか、或いはトランスフェクションされた（すなわち組み換えられた）宿主細胞の染色
体内の一つ又はそれ以上の部位に、発現されるその能力が保持されるようにして、組み込
むことが可能である。好ましくは、本発明の宿主細胞に核酸分子をトランスフェクション
させたならば、核酸分子は、宿主細胞のゲノムに組み込まれる。組み込むことの有意義な
利点は、核酸分子が、細胞内に安定的に維持されることである。好適実施態様では、組み
込まれた核酸分子は、前記核酸分子の発現を制御するために誘導することができる、転写
調節配列（下記に説明する）に機能的に結合される。
【００７８】
核酸分子は、無作為か、又は照準されるかのいずれかの組み込みによって、宿主細胞のゲ
ノムに組み込むことが可能である。そのような組み込みの方法は、当技術に公知である。
例えば、実施例２に詳しく説明されるとおり、E. coli のＡＴＣＣ４７００２株（表１）
は、ＣｏｌＥ１という複製起点を含むプラスミドを維持できない無能力をその際に与える
突然変異を有する。そのようなプラスミドをこの菌株に移転したとき、前記プラスミドに
含まれる遺伝的標識形質についての選別は、結果として染色体へのプラスミドの組み込み
を生ずる。この菌株は、例えば、目的の遺伝子と、E. coli ｌａｃＺ遺伝子の５′－及び
３′－末端に挟まれた、選別できる指標とを有するプラスミドで形質転換することが可能
である。ｌａｃＺ配列は、進入ＤＮＡを、染色体に含まれるｌａｃＺ遺伝子に照準させる
。ｌａｃＺ遺伝子座での組み込みは、酵素β－ガラクトシダーゼをコードしている健全ｌ
ａｃＺ遺伝子を、問題の遺伝子によって中断された部分的ｌａｃＺ遺伝子に置き換える。
成功した組込み体は、β－ガラクトシダーゼに陰性であることで選別することが可能であ
る。遺伝的に修飾された微生物は、ある方法、例えば、形質導入用バクテリオファージを
用いることによって、受容体細胞ゲノムに核酸分子を導入することによっても形成するこ
とが可能である。組換え技術及び形質導入用バクテリオファージ技術を用いて、本発明の
遺伝的に修飾された、異なるいくつかの微生物を形成することは、当技術に公知であり、
実施例の項で詳しく説明する。本発明によれば、遺伝子、例えばｐｓｔＧ遺伝子は、天然
のｐｓｔＧ遺伝子に関連するすべての核酸配列、例えば、この遺伝子がコードしているｐ
ｓｔＧタンパク質（ＰＥＰ：グルコースＰＴＳの酵素IIGlc ）の生産を制御する調節領域
（例えば、しかし限定はしないが、転写、翻訳又は翻訳後制御領域）はもとより、コーデ
ィング領域自体も含む。別の実施態様では、遺伝子、例えばｐｓｔＧ遺伝子は、与えられ
たｐｓｔＧ遺伝子をコードしている核酸配列に類似するが、同一ではない配列を含む、対
立遺伝子変種（すなわち、天然に産する対立遺伝子変種）であることが可能である。与え
られた核酸配列を有するｐｓｔＧ遺伝子の対立遺伝子変種は、ゲノム中の、前記与えられ
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た核酸配列を有する遺伝子と基本的には同じ遺伝子座（又は複数の座）に発生するが、例
えば突然変異又は組換えによって生じた自然変異のために、類似するが同一ではない配列
を有する遺伝子である。対立遺伝子変種は、一般には、比較しようとする遺伝子がコード
しているタンパク質のそれに類似する活性を有する、タンパク質をコードしている。対立
遺伝子変種は、前記遺伝子の５′又は３′非翻訳領域（例えば調節制御領域）における修
飾も含む。対立遺伝子変種は、当業者には周知であり、与えられた微生物、例えばE. col
i 内に、及び／又は２種類若しくはそれ以上の微生物の群のうちに見出されると予測され
るものと思われる。
【００７９】
語句「核酸分子」は、物理的な核酸分子を主として意味し、語句「核酸配列」は、核酸分
子上のヌクレオチドの配列を主として意味するが、二つの語句は、特に、アミノ糖代謝経
路に関与する遺伝子をコードできる核酸分子又は核酸配列に関しては、相互可換的に用い
ることが可能である。加えて、語句「組換え分子」は、転写調節配列に機能的に結合した
核酸分子を主として意味するが、宿主細胞内で単離かつ発現される語句「核酸分子」と相
互可換的に用いることが可能である。
【００８０】
本発明のある種の核酸分子、特にEscherichia coliの核酸分子の核酸配列を知ることは、
当業者が、例えば、（ａ）これらの核酸分子のコピーを作成し、かつ／又は（ｂ）そのよ
うな核酸分子の少なくとも一部を含む核酸分子（例えば、完全長遺伝子、完全長コーディ
ング領域、調節制御配列、断端コーディング領域）を得るのを許す。そのような核酸分子
は、適切なライブラリー又はＤＮＡをスクリーニングするためのオリゴヌクレオチドのプ
ローブ、及びオリゴヌクレオチドのプライマーを用いた、適切なライブラリー又はＤＮＡ
のＰＣＲ増幅を用いる、伝統的なクローニング手法を包含する、様々な方法で得ることが
可能である。スクリーニングするためのか、又はそれから核酸分子を増幅するための好適
なライブラリーは、細菌及び酵母ゲノムのＤＮＡライブラリー、特にEscherichia coliゲ
ノムのＤＮＡライブラリーを包含する。遺伝子をクローニングかつ増幅する手法は、例え
ばSambrookら〔前掲〕に開示されている。
【００８１】
本発明によれば、単離された核酸分子は、その天然の環境から取り出された（すなわちヒ
トの操作に付された）核酸分子である。その限りで、「単離された」は、核酸分子が精製
されている程度を反映しない。単離された核酸分子は、ＤＮＡ、ＲＮＡ、又はＤＮＡ若し
くはＲＮＡのいずれかの誘導体を包含することが可能である。核酸分子の最大の大きさに
対する限度は、前記核酸分子が、遺伝子の一部、遺伝子全体、又は複数の遺伝子若しくは
その部分を包含できるからには、実際的限度以外は皆無である。
【００８２】
本発明の単離された核酸分子は、その天然の入手源から、全体的な（すなわち完全な）遺
伝子、又は前記遺伝子との安定的なハイブリッドを形成できるその一部として得ることが
可能である。単離核酸分子は、組換えＤＮＡの技術（例えば、ポリメラーゼ連鎖反応（Ｐ
ＣＲ）増幅、クローニング）又は化学的合成を用いて生成することもできる。単離核酸分
子は、天然の核酸分子と、天然の対立遺伝子変種、及びヌクレオチドを、修飾が微生物内
で望みの効果を与えるように、挿入、削除及び／又は逆転させた、修飾された核酸分子を
包含するが、これらに限定されないその相同体とを包含する。
【００８３】
核酸分子相同体は、当業者に公知の数多くの方法（例えばSambrookら〔前掲〕を参照され
たい）を用いて生成することが可能である。例えば、古典的な突然変異誘発手法及び組換
えＤＮＡ手法、例えば部位指向性突然変異誘発、突然変異を誘導するような核酸分子の化
学的処理、核酸フラグメントの制限酵素切断、核酸フラグメントの結合、核酸配列の選ば
れた領域のＰＣＲ及び／又は突然変異誘発、核酸分子混合物を「造成する」、オリゴヌク
レオチド混合物の合成、及び混合物群の結合、並びにそれらの組合せを包含するが、これ
らに限定されない様々な手法を用いて、核酸分子を修飾することが可能である。核酸分子
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相同体は、修飾された核酸の混合物から、前記核酸がコードしているタンパク質の機能に
ついてのスクリーニング、及び／又は野生型遺伝子とのハイブリダイゼーションによって
選ぶことが可能である。そのような手法の例は、実施例の項で詳しく説明する。
【００８４】
本発明の一実施態様では、本発明の核酸分子の核酸相同体は、好ましくは、前記核酸相同
体がコードしているタンパク質の作用の変更を結果として生ずる、遺伝的修飾を含む。例
えば、本発明の一実施態様では、グルコサミン－６－リン酸シンターゼのタンパク質相同
体をコードしている核酸配列を含む、遺伝的に修飾された組換え核酸分子であって、前記
遺伝的修飾が、グルコサミン－６－リン酸シンターゼ相同体の作用を、好ましくは、その
ような遺伝的修飾の不在下で、天然に産するグルコサミン－６－リン酸シンターゼをコー
ドしている組換え核酸分子に比して増強する、組換え核酸分子を提供する。そのような遺
伝的修飾は、例えば、グルコサミン－６－リン酸生成物阻害を低下させたか、及び／又は
非活性を上昇させたグルコサミン－６－リン酸シンターゼをコードすることによって、グ
ルコサミン－６－リン酸シンターゼの作用を強化することが可能である。遺伝的修飾を有
するそのような組換え核酸分子は、本明細書では、グルコサミン－６－リン酸シンターゼ
をコードしている、野生型核酸分子の核酸相同体と称される。本発明によれば、前記タン
パク質をコードしている核酸分子の遺伝的修飾の結果としての、修飾を有するタンパク質
は、本明細書では、タンパク質相同体、又は与えられたタンパク質の相同体と称される。
【００８５】
したがって、例えば、グルコサミン－６－リン酸シンターゼ活性を有し、本発明に有用な
、グルコサミン－６－リン酸シンターゼタンパク質は、完全長グルコサミン－６－リン酸
シンターゼタンパク質、完全長グルコサミン－６－リン酸シンターゼタンパク質の、酵素
活性を有する部分、又はそのようなタンパク質のいかなる相同体、例えば、アミノ酸残基
が、削除（例えば、前記タンパク質の断端バージョン、例えばペプチド）、挿入、逆転、
置換及び／又は（例えば糖鎖形成、リン酸化、アセチル化、ミリストイル化、プレニル化
、パルミトイル化、アミド化及び／又はグリコシルホスファチジルイノシトールの付加に
よって）誘導体化された、少なくとも一つ若しくはいくつかのアミノ酸の修飾を有する、
グルコサミン－６－リン酸シンターゼタンパク質であることが可能である。
【００８６】
本発明に記載のアミノ糖代謝経路内のタンパク質の、いずれのタンパク質相同体も、天然
タンパク質のアミノ酸配列（すなわち天然に産する、修飾されていないか、又は野生型の
）に充分に類似する、アミノ酸配列を有するタンパク質であるため、前記相同体をコード
している核酸配列は、ストリンジェントな条件下で、前記天然タンパク質をコードしてい
る核酸分子に（すなわち、と）（すなわち、前記天然タンパク質のアミノ酸配列をコード
している核酸鎖の相補体に）ハイブリダイズすることが可能である。本発明のいかなる核
酸配列の核酸配列相補体も、前記配列が言及される方の鎖に相補的である（すなわち、分
子全体で二重らせんを形成することができる）、核酸鎖の核酸配列を意味する。本発明の
二本鎖核酸分子は、それに対して一方の鎖について核酸配列が決定されて、配列番号で表
わされるが、前記配列番号の相補体である配列を有する、相補鎖も含むことに留意された
い。その限りで、本発明の核酸分子は、二本鎖又は一本鎖のいずれであってもよいが、ス
トリンジェントなハイブリダイゼーション条件下で、本明細書に明示される、与えられた
配列番号と、及び／又は前記配列番号の相補体（本明細書に明示されることもあり、され
ないこともある）と安定的なハイブリッドを形成する核酸分子を包含する。相補的配列を
推論する方法は、当業者に公知である。
【００８７】
本発明のタンパク質相同体の最小の大きさは、対応する天然タンパク質をコードしている
核酸分子の相補的配列と安定的なハイブリッドを形成できる、核酸分子によってコードさ
れるのに充分な大きさである。加えて、本発明のタンパク質相同体の最小の大きさは、グ
ルコサミン－６－リン酸シンターゼ作用を有するのに充分な大きさ（例えば、触媒又は酵
素活性を有する部分）であり、好ましくは、グルコサミン－６－リン酸シンターゼ作用が
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増大されている。その限りで、そのようなタンパク質相同体をコードしている核酸分子の
大きさは、核酸組成、及び核酸分子と相補的配列との間の相同性百分率はもとより、ハイ
ブリダイゼーション条件自体（例えば、温度、塩濃度及びホルムアミド濃度）にも依存す
る。そのような核酸分子の最大の大きさに対する限度は、前記核酸分子が、遺伝子の一部
、遺伝子全体、又は複数の遺伝子若しくはその部分を包含できるからには、実際的限度以
外は皆無である。同様に、本発明のタンパク質相同体の最小の大きさは、長さが約４～約
６アミノ酸であって、好ましい大きさは、そのようなタンパク質の完全長部分、多価部分
（すなわち、それぞれが機能を有する一つより多くのドメインを有する融合タンパク質）
、又は機能的部分が望まれるか否かに依存する。
【００８８】
本明細書に用いられる限りで、ストリンジェントなハイブリダイゼーション条件とは、そ
の条件下で核酸分子が類似の核酸分子を特定するのに用いられる、標準的ハイブリダイゼ
ーション条件を意味する。そのような標準的条件は、例えば、Sambrook et al., Molecul
ar Cloning: A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor Labs Press, 1989に開示されて
おり、引用によってその全体が、本明細書に組み込まれる（具体的には９．３１～９．６
２、１１．７及び１１．４５～１１．６１ページを参照されたい）。加えて、適切なハイ
ブリダイゼーション及び洗浄の条件を算出して、ヌクレオチドの様々な程度の誤対合を許
すハイブリダイゼーションを達成するための処方は、例えば、Meinkoth et al., 1984, A
nal. Biochem. 138, 267-284；Meinkoth et al. 〔前掲〕に記載され、引用によってその
全体が、本明細書に組み込まれる。
【００８９】
より詳しくは、ストリンジェントなハイブリダイゼーション条件とは、本明細書に用いら
れる限りで、ハイブリダイゼーション反応において、プローブで調べるのに用いようとす
る核酸分子と、少なくとも約７０％、より特定的には少なくとも約７５％、最も特定的に
は少なくとも約８０％の核酸配列同一性を有する核酸分子の単離を許す条件を意味する。
そのような条件は、ＤＮＡ：ＲＮＡ又はＤＮＡ：ＤＮＡハイブリッドのいずれを形成しよ
うとするかに応じて変動することになる。ＤＮＡ：ＤＮＡハイブリッドについて算出され
た融解温度は、ＤＮＡ：ＲＮＡハイブリッドについてより１０℃低い。特定の実施態様で
は、ＤＮＡ：ＤＮＡハイブリッドのためのストリンジェントなハイブリダイゼーション条
件は、約２０～約３５℃、より好ましくは約２８～約４０℃、はるかに好ましくは約３５
～約４５℃の温度で、０．１ｘＳＳＣ（０．１５７M Ｎａ+

 ）のイオン強度でのハイブリ
ダイゼーションを包含する。特定の実施態様では、ＤＮＡ：ＲＮＡハイブリッドのための
ストリンジェントなハイブリダイゼーション条件は、約３０～約４５℃、より好ましくは
約３８～約５０℃、はるかに好ましくは約４５～約５５℃の温度で、０．１ｘＳＳＣ（０
．１５７M Ｎａ+

 ）のイオン強度でのハイブリダイゼーションを包含する。これらの値は
、約１００ヌクレオチドより大きい分子、０％のホルムアミド、及び約５０％のＧ＋Ｃ含
量に対する融解温度の計算に基づく。これに代えて、Ｔm は、Sambrookら〔前掲〕、１１
．５５～１１．５７ページに説明されているとおり、経験的に算出することもできる。
【００９０】
本発明によるアミノ糖代謝経路に関与するタンパク質のタンパク質相同体は、自然対立遺
伝子変異又は自然突然変異の結果であることが可能である。本発明のタンパク質相同体は
、タンパク質に対する直接的修飾、又は例えば、上記に考察したとおり、古典的若しくは
組換えＤＮＡ手法を用いて、無作為のか、若しくは照準された突然変異誘発を実施する、
タンパク質をコードしている遺伝子に対する修飾を包含するが、これらに限定されない、
当技術に公知の手法を用いて生成することもできる。
【００９１】
本発明の一実施態様では、グルコサミン－６－リン酸シンターゼをコードしている、本発
明の組換え核酸分子における遺伝的修飾は、グルコサミン－６－リン酸シンターゼのアミ
ノ酸残基の、付加、置換、欠失及び／又は誘導体化の群から選ばれる、少なくとも一つの
アミノ酸の修飾（すなわち、コードされているタンパク質のアミノ酸配列における修飾）
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を結果として生ずる。コードされているタンパク質のアミノ酸配列におけるそのような修
飾は、野生型のか、又は天然に産するグルコサミン－６－リン酸シンターゼ、例えばアミ
ノ酸配列配列番号１６を有するグルコサミン－６－リン酸シンターゼと比較する限りで、
決定することが可能である。そのようなアミノ酸の修飾の一つ又はそれ以上は、アミノ酸
配列配列番号１６を有する、天然に産するグルコサミン－６－リン酸シンターゼに比して
増強された、グルコサミン－６－リン酸シンターゼの作用を結果として生ずる。一実施態
様では、そのようなアミノ酸の修飾は、修飾されたタンパク質（すなわち相同体）での、
配列番号１６のアミノ酸配列の、下記のアミノ酸の位置の一つ又はそれ以上に対応するア
ミノ酸配列位置に存在する：Ｉｌｅ（４）、Ｉｌｅ（２７２）、Ｓｅｒ（４５０）、Ａｌ
ａ（３９）、Ａｒｇ（２５０）、Ｇｌｙ（４７２）、Ｌｅｕ（４６９）。
【００９２】
別の実施態様では、そのようなアミノ酸の修飾は、（ａ）Ｉｌｅ（４）に代えて脂肪族ヒ
ドロキシル側鎖基を有するアミノ酸残基へ；（ｂ）Ｉｌｅ（２７２）に代えて脂肪族ヒド
ロキシル側鎖基を有するアミノ酸残基へ；（ｃ）Ｓｅｒ（４５０）に代えて脂肪族の側鎖
基を有するアミノ酸残基へ；（ｄ）Ａｌａ（３９）に代えて脂肪族ヒドロキシル側鎖基を
有するアミノ酸残基へ；（ｅ）Ａｒｇ（２５０）に代えて含硫黄側鎖基を有するアミノ酸
残基へ；（ｆ）Ｇｌｙ（４７２）に代えて脂肪族ヒドロキシル側鎖基を有するアミノ酸残
基へ；（ｇ）Ｌｅｕ（４６９）に代えて脂肪族の側鎖基を有するアミノ酸残基へ；及び（
ｈ）（ａ）～（ｇ）の組合せの、置換の群から選ばれる。本発明によれば、脂肪族ヒドロ
キシル基を有するアミノ酸残基は、セリン及びトレオニンを包含し、脂肪族の側鎖基を有
するアミノ酸残基は、グリシン、アラニン、バリン、ロイシン、イソロイシン及びプロリ
ンを包含する。
【００９３】
本発明の更に別の実施態様では、上記のアミノ酸の修飾は、好ましくは、Ｉｌｅ（４）に
代えてＴｈｒへ、Ｉｌｅ（２７２）に代えてＴｈｒへ、Ｓｅｒ（４５０）に代えてＰｒｏ
へ、Ａｌａ（３９）に代えてＴｈｒへ、Ａｒｇ（２５０）に代えてＣｙｓへ、Ｇｌｙ（４
７２）に代えてＳｅｒへ、Ｌｅｕ（４６９）に代えてＰｒｏへ、及びそれらの組合せの群
から選ばれる置換である。そのようなアミノ酸の修飾を結果として生ずる、遺伝的修飾を
有する組換え核酸分子の具体的な例は、実施例の項に詳しく説明する。
【００９４】
作用が増大されたグルコサミン－６－リン酸シンターゼをコードしている核酸配列を含む
、好ましい遺伝的に修飾された組換え核酸分子は、配列番号１９、配列番号２２、配列番
号２５、配列番号２８及び／又は配列番号３１の群から選ばれるアミノ酸配列を含む、グ
ルコサミン－６－リン酸シンターゼをコードしている核酸配列を含む組換え核酸分子を包
含する。その他の好ましい遺伝的に修飾された組換え核酸分子は、配列番号１７、配列番
号１８、配列番号２０、配列番号２１、配列番号２３、配列番号２４、配列番号２６、配
列番号２７、配列番号２９及び／又は配列番号３０の群から選ばれる核酸配列を含む。特
に好ましい、本発明に役立つ遺伝的に修飾された組換え核酸分子は、ｐＫＬＮ２３－４９
、ｐＫＬＮ２３－５４、ｐＫＬＮ２３－１２４、ｐＫＬＮ２３－１４９、ｐＫＬＮ２３－
１５１、ｎｇｌｍＳ－４９2184、ｎｇｌｍＳ-491830 、ｎｇｌｍＳ－５４2184、ｎｇｌｍ
Ｓ－５４1830、ｎｇｌｍＳ－１２４2184、ｎｇｌｍＳ－１２４1830、ｎｇｌｍＳ－１４９

2184、ｎｇｌｍＳ－１４９1830、ｎｇｌｍＳ－１５１2184及びｎｇｌｍＳ－１５１1830の
群から選ばれる核酸分子を含む核酸分子を包含する。
【００９５】
本発明は、核酸分子を細菌内に送達できる、いかなるベクターにも挿入された、本発明の
少なくとも一つの単離核酸分子を含む組換えベクターを包含する。そのようなベクターは
、前記ベクターに挿入しようとする単離核酸分子に隣接して、天然には見出されない単離
細菌核酸配列を有することが可能である。前記ベクターは、ＲＮＡ又はＤＮＡのいずれで
あることもでき、一般には、プラスミドである。組換えベクターは、核酸分子のクローニ
ング、配列決定、及び／又はそれ以外の核酸分子の操作の際に、用いることが可能である
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。組換えベクターの一つの種類は、本明細書では、組換え核酸分子と称し、より詳しく下
記に説明するが、核酸分子の発現に用いることが可能である。好適な組換えベクターは、
形質転換された細菌又は酵母の細胞、特にEscherichia coliの細胞内で複製することがで
きる。
【００９６】
細胞内への核酸分子の形質転換は、核酸分子を細胞に挿入することができる、いかなる方
法によって達成することもできる。形質転換の手法は、トランスフェクション、電気穿孔
法、及び微量注入法を包含するが、これらに限定されない。
【００９７】
本発明の組換え分子は、ＤＮＡ又はＲＮＡのいずれであってもよく、追加の調節配列、例
えば翻訳調節配列、複製起点、及び組換え細胞に融和できるその他の調節配列を含むこと
もできる。本発明の１種類又はそれ以上の組換え分子は、コード化生成物（例えばグルコ
サミン－６－リン酸シンターゼ）を生成するのに用いることが可能である。一実施態様で
は、コード化生成物を、前記タンパク質を生成するのに効果的な条件下で、本発明の核酸
分子を発現することによって生成する。そのような条件（すなわち培養条件）は、上記に
説明されており、実施例の項で更に考察する。コード化タンパク質を生成するための好適
な方法は、本発明の１種類又はそれ以上の組換え分子を宿主細胞にトランスフェクション
して、組換え細胞を形成することによる。
【００９８】
上記に考察したとおり、本発明の好適な組換え分子は、ｎｇｌｍＳ－２８2184、ｎｇｌｍ
Ｓ－２８1830、ｎｇｌｍＳ－４９2184、ｎｇｌｍＳ－４９1830、ｎｇｌｍＳ－５４2184、
ｎｇｌｍＳ－５４1830、ｎｇｌｍＳ－１２４2184、ｎｇｌｍＳ－１２４1830、ｎｇｌｍＳ
－１４９2184、ｎｇｌｍＳ－１４９1830、ｎｇｌｍＳ－１５１2184、ｎｇｌｍＳ－１５１

1830、ｐＫＬＮ２３－２８、ｐＫＬＮ２３－４９、ｐＫＬＮ２３－５４、ｐＫＬＮ２３－
１２４、ｐＫＬＮ２３－１４９及び／又はｐＫＬＮ２３－１５１を包含する。
【００９９】
組換え細胞は、好ましくは、細菌細胞（すなわち宿主細胞）を、それぞれ、一つ又はそれ
以上の転写調節配列を含む発現ベクターに機能的に結合された、１種類又はそれ以上の核
酸分子を含む、１種類若しくはそれ以上の組換え分子で形質転換することによって形成す
る。語句「機能的に結合された」とは、分子が、宿主細胞内に形質転換されたときに、発
現されることができるような方式での、発現ベクターへの核酸分子の挿入を意味する。本
明細書に用いられる限りで、発現ベクターは、宿主細胞を形質転換し、指定された核酸分
子の発現を実施することができる、ＤＮＡ又はＲＮＡベクターである。好ましくは、発現
ベクターは、宿主細胞内で複製することもできる。本発明では、発現ベクターは、一般に
は、プラスミドである。本発明の発現ベクターは、酵母の宿主細胞、又は細菌の宿主細胞
、好ましくはEscherichia coliの宿主細胞内で機能する（すなわち、遺伝子発現を指令す
る）いかなるベクターも包含する。本発明の好適な組換え細胞は、実施例の項で説明する
。
【０１００】
本発明の核酸分子は、転写調節配列、翻訳制御配列、複製起点、及び組換え細胞に融和で
き、本発明の核酸分子の発現を制御する調節配列のような、調節配列を含む発現ベクター
に機能的に結合することが可能である。特に、本発明の組換え分子は、転写調節配列を含
む。転写調節配列は、転写の開始、延長及び終結を制御する配列である。特に重要な転写
調節配列は、転写開始を制御するもの、例えばプロモーター、エンハンサー、オペレータ
ー及びリプレッサー配列である。適する転写調節配列は、酵母又は細菌細胞、好ましくは
Escherichia coli内で機能することができる、いかなる転写調節配列も包含する。様々な
そのような転写調節配列が、当業者に公知である。
【０１０１】
当業者は、組換えＤＮＡ手法の使用は、例えば、宿主細胞内で核酸分子のコピー数、核酸
分子が転写される効率、得られる転写体が翻訳される効率、及び翻訳後修飾の効率を操作
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することによって、形質転換された核酸分子の発現を改良できることが認識できると思わ
れる。本発明の核酸分子の発現を増強するのに役立つ組換え手法は、高コピー数プラスミ
ドとの核酸分子の機能的な結合、宿主細胞染色体への核酸分子の組込み、プラスミドへの
ベクター安定性配列の付加、転写調節シグナル（例えばプロモーター、オペレーター、エ
ンハンサー）の置換又は修飾、本発明の核酸分子の、宿主細胞のコドン用法に対応させる
修飾、転写体を不安定化させる配列の削除、及び発酵の際に組換え酵素の産生から組換え
細胞の増殖を時間的に分離する制御シグナルの使用を包含するが、これらに限定されない
。発現された本発明の組換えタンパク質の活性は、そのようなタンパク質をコードしてい
る核酸分子を断片化し、修飾し、又は誘導体化することによって改良し得る。そのような
修飾は、実施例の項で詳しく説明する。
【０１０２】
下記の実験結果は、例示の目的で与えられ、発明の対象範囲を限定しようとするものでな
い。
（実施例）
（実施例１）
以下の実施例は、グルコサミンの分解に関与するアミノ酸糖代謝経路が遮断された変異型
Escherichia coli株の作製の記載である。
【０１０３】
本明細書に記載された全てのグルコサミン過剰産生株の構築のための出発株は、E. coli 
Ｋ－１２（Bachmann,1987 ,「大腸菌及びネズミチフス菌（Escherichia coli and Salmon
ella typhimurium ）」, Cellular and Molecular Biology,1190-1219頁；参照としてそ
の全体が本明細書に組み込まれる）の原栄養性Ｆ－λ－誘導体である、E. coli Ｗ３１１
０（ＡＴＣＣ第２５９４７号としてアメリカン・タイプ・カルチャー・コレクションから
公衆に入手可能）であった。以下の実施例において使用され作製された全ての株のリスト
を、表１に提供する。
【０１０４】
【表１】
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ｎａｇＥ遺伝子、ｍａｎＸＹＺ遺伝子、及びｐｔｓＧ遺伝子への変異の導入（グルコサミ
ンの輸送を遮断）、並びにグルコサミン－６－リン酸の代謝に関与するｎａｇＡ遺伝子、
ｎａｇＢ遺伝子、ｎａｇＣ遺伝子、及びｎａｇＤ遺伝子への変異の導入により、グルコサ
ミンの取り込み及び分解が遮断された宿主株を構築した。これらの遺伝子は、それぞれ、
本明細書において既に詳細に記載されている。形質導入バクテリオファージＰ１vir（参
照としてその全体が本明細書に組み込まれる、Miller, 1972, 「分子遺伝学の実験（Expe
ri ments in Molecular Genetics ）」, Cold Spring Harbor Laboratory に記載されて
いる）を使用して、これらの遺伝子の変異を、株に導入した。
【０１０５】
この技術においては、バクテリオファージＰ１virを使用して、ある株（ドナー株）由来
の遺伝子又は変異を、レシピエント株に移入する。バクテリオファージＰ１virをドナー
株において増殖させると、産生されたファージ粒子の極一部は、ファージＤＮＡの正常な
相補鎖ではなくドナー由来の染色体ＤＮＡを含有する。ドナー株において増殖したバクテ
リオファージをレシピエント株に感染させると、ドナー株由来の染色体ＤＮＡを含有する
これらのバクテリオファージ粒子は、そのＤＮＡをレシピエント株に移入することが可能
である。ドナー株由来のＤＮＡに関する強力な選択が存在する場合、ドナー株由来の適当
な遺伝子又は変異を含有するレシピエント株を選択することが可能である。
【０１０６】
ドナー株においてＰ１vir を増殖させるため、既存のバクテリオファージ・ストックを使
用して、その株の培養物に感染させた。６００nmにおける吸光度が、培養物１mL当たり約
６×１０８細胞に相当する、約１．０になるまで、レシピエント株をＬＢＭＣ培地（１０
g/l バクト・トリプトン、５g/l 酵母抽出物、１０g/l ＮａＣｌ、１mM　ＭｇＣｌ2 、５
mM　ＣａＣｌ2 ）中３７℃で増殖させた。次いで、１０細胞当たり約１ファージという割
合で、ファージ・ストックの希釈物を１mLの培養物に感染させた。混合物を振盪せずに３
７℃で２０分間インキュベートし、次いで１２５mLバッフル・エルレンマイヤー・フラス
コ（baffled Erlenmeyer flask）中の１０mLの予め加温されたＬＢＭＣブロスへ移した。
得られた培養物を３７℃で２～３時間、激しく振盪した。この間、細菌の増殖を示す、培
養物の濁度の増加が一般的に観察された。このインキュベーション時間の最後に向けて、
バクテリオファージ増殖による細胞溶解を示す、培養物の透明化が起こった。溶解が起こ
った後、培養物を氷上で冷却し、数滴のクロロホルムを添加し、フラスコを軽く振盪した
。次いで、フラスコの内容物を遠心分離して、細胞片及びクロロホルムを除去したところ
、得られた上清は、１mL当たり１０8 個と１０9 個の間のバクテリオファージを一般的に
含有していた。
【０１０７】
前記のような適当なドナー株において増殖させたＰ１virによる形質導入により、突然変
異をレシピエント株に移入した。Ｐ１virによる形質導入のため、レシピエント株の培養
物を、ＬＢＭＣブロス中で３７℃で一夜増殖させた。０．１mLの培養物を、無菌テスト・
チューブ中の０．１mLのバクテリオファージ溶解物又は溶解物の段階希釈物と混合し、３
７℃で２０分間インキュベートした。０．２mLの１M クエン酸ナトリウムをチューブに添
加し、混合物を選択培地に播いた。各形質導入のため、未感染細胞を含有する対照及び細
胞を含まないバクテリオファージ溶解物を前記と同様に実施した。グルコサミン分解が遮
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断された株の作製のため、以下のようなテトラサイクリン耐性に関する選択を行った。１
２．５μg/mLテトラサイクリン及び１０mMクエン酸ナトリウムを含有するＬＢ培地（１０
g/l バクト・トリプトン、５g/l 酵母抽出物、１０g/l ＮａＣｌ）へ播くことにより、テ
トラサイクリン耐性変異体を選択した。
【０１０８】
ｎａｇ遺伝子の変異を欠失変異と同時に導入した（Δｎａｇ：：ＴｃR ）。この変異を含
有するＩＢＰＣ５９０株（プラムブリッジ（Plumbridge）、表１）においては、ｎａｇ遺
伝子がテトラサイクリン耐性（ＴｃR

 ）決定基と交換されている。結果として、テトラサ
イクリン耐性に関する選択により、ｎａｇ機能を除去する変異が、適当なレシピエント宿
主に移入される。この場合、目的の変異内にＴｃR

 決定基が含有されているため、Δｎａ
ｇ変異及びＴｃR

 変異は１００％連鎖していた。即ち、ＩＢＰＣ５９０からＴｃR
 決定基

を受容したレシピエント株は全て、Δｎａｇ変異も受容していた。これは、ＩＢＰＣ５９
０において増殖させたＰ１virによる感染から得られたテトラサイクリン耐性株の増殖表
現型を調査することにより確認された。そのような株は全て、グルコサミン又はＮ－アセ
チルグルコサミンを炭素源として含有する培地上で増殖することができず、Δｎａｇ変異
の存在が示された。
【０１０９】
それぞれＩＢＰＣ５６６及びＩＢＰＣ５２２（プラムブリッジ（Plumbridge）、表１）株
において増殖させたファージを使用したＰ１vir形質導入により、ｍａｎＸＹＺ遺伝子及
びｐｔｓＧ遺伝子の変異も導入した。これらの株も、目的の変異と連鎖したテトラサイク
リン耐性決定基を含有していた（それぞれ、ｚｄｊ－２２５：：Ｔｎ１０及びｚｃｆ－２
２９：：Ｔｎ１０と名付けた）。これらの株においては、ＴｃR

 決定基は遺伝子内には存
在しないが、遺伝子と連鎖している。従って、ＴｃR

 決定基を受容したレシピエント株の
全てが、目的の変異を含有しているわけではなかった。連鎖の程度は、ＴｃR

 決定基と目
的の変異との染色体上の距離の指標である。結果として、ｍａｎＸＹＺ及びｐｔｓＧに関
してテトラサイクリン耐性株をスクリーニングする必要があった。ｍａｎＸＹＺ株は、増
殖のための唯一の炭素源としてのマンノース上で徐々に増殖し、グルコサミン上では増殖
することができなかった。ｐｔｓＧ株は、唯一の炭素源としてのグルコース上で徐々に増
殖した。
【０１１０】
前記の変異の選択は全てテトラサイクリン耐性に関するものであったため、複数の変異を
導入する場合には、工程の間に株をテトラサイクリン感受性にする必要があった。これを
達成するため、テトラサイクリン耐性株を、テトラサイクリン感受性変異体を選択するＴ
ＣＳ培地（１５g/l 寒天、５g/l バクト・トリプトン、５g/l 酵母抽出物、５０mg/l塩酸
クロルテトラサイクリン、１０g/l ＮａＣｌ、１０g/l ＮａＨ2 ＰＯ4 ・Ｈ2 Ｏ、１２mg
/lフザリン酸、及び０．１mM　ＺｎＣｌ2 ）（参照としてその全体が本明細書に組み込ま
れる、Maloy and Nunn, 1981, J.Bacteriol., 145:1110-1112 に記載されている）に播い
た。この培地上に生じたコロニーを、再び同培地に線状接種することにより精製し、次い
で１２．５μg/mLテトラサイクリンを含むＬＢ培地及び含まないＬＢ培地に播くことによ
り、個々のコロニーをテトラサイクリン感受性についてチェックした。
【０１１１】
ｍａｎＸＹＺ変異、ｐｔｓＧ変異、及びΔｎａｇ変異の組み合わせを含有する株の作製の
ための前記のスキームを、図３に概略的に示す。
（実施例２）
以下の実施例は、ｇｌｍＳ遺伝子のクローニング及び過剰発現、並びにE. coli 染色体へ
のＴ７－ｇｌｍＳ遺伝子カセットの組み込みの記載である。
【０１１２】
ｇｌｍＳ遺伝子のクローニング及び過剰発現
発表されているｇｌｍＳ遺伝子の配列（参照としてその全体が本明細書に組み込まれる、
Walker et al., 1984, Biochem. J., 224:799-815 ）から得られた情報を使用して、ポリ
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メラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）を使用してＷ３１１０株（表１）から単離されたゲノミック
ＤＮＡ由来の遺伝子を増幅するためのプライマーを合成した。ＰＣＲ増幅に使用されたプ
ライマーは、Ｕｐ１及びＬｏ８と名付けられ、以下のような配列を有していた。
【０１１３】
Up1:5 ′-CGGTCTCCCATGTGTGGAATTGTTGGCGC-3′（配列番号１）
Lo8:5 ′-CTCTAGAGCGTTGATATTCAGTCAATTACAAACA-3 ′（配列番号２）
【０１１４】
Ｕｐ１プライマーは、ｇｌｍＳ遺伝子の最初の２０ヌクレオチドに相当する配列（配列番
号１のヌクレオチド１０～２９に表されている）を含有しており、その前にはＢｓａＩ制
限エンドヌクレアーゼ認識部位（ＧＧＴＣＴＣ、配列番号１のヌクレオチド２～７に表さ
れている）が存在していた。Ｌｏ８プライマーは、ｇｌｍＳ遺伝子の下流の１４５塩基と
１７１塩基の間の位）に相当する置（配列番号２のヌクレオチド８～３４に表されている
配列を含有しており、その前にはＸｂａＩ制限エンドヌクレアーゼ認識部位（ＴＣＴＡＧ
Ａ、配列番号２のヌクレオチド２～７に表されている）が存在していた。ＢｓａＩ部位及
びＸｂａＩ部位が隣接した遺伝子の下流の１７１塩基対のＤＮＡを含むｇｌｍＳ遺伝子を
含有するＤＮＡ断片を生成させるため、標準的なプロトコルを使用してＰＣＲ増幅を実施
した。このＤＮＡ断片を、製造業者より供給された物質及び説明書を使用してベクターｐ
ＣＲ－Ｓｃｒｉｐｔ（登録商標）ＳＫ（＋）（Stratagene Cloning Systems,La Jolla,Ca
lifornia）にクローニングした。得られたプラスミドを、ｐＫＬＮ２３－２０と名付けた
。
【０１１５】
このクローニングの一つの結果として、遺伝子の下流に非反復ＳａｃＩ制限エンドヌクレ
アーゼ部位が配置された。これは、制限エンドヌクレアーゼＢｓａＩ及びＳａｃＩを使用
して、ｐＫＬＮ２３－２０からｇｌｍＳ遺伝子を含有するＤＮＡ断片を切り出すことを可
能にした。次いで、発現ベクターｐＥＴ－２４ｄ（＋）（Novagen, Inc., Madison, Wisc
onsin ）のＮｃｏＩ部位とＳａｃＩ部位の間に、この断片をクローニングし、ｐＫＬＮ２
３－２３を生成させた。ｐＥＴ－２４ｄ（＋）発現ベクターは、Ｔ７プロモーター系（St
udier and Moffatt, 1986, J.Mol.Biol., 189:113-130 ）に基づいている。このようなク
ローニングの結果、ｐＥＴ－２４ｄ（＋）上に含まれるＴ７－ｌａｃプロモーターの後ろ
にｇｌｍＳ遺伝子が配置された。Ｔ７－ｌａｃプロモーターは、Ｔ７　ＲＮＡポリメラー
ゼにより特異的に認識され、Ｔ７　ＲＮＡポリメラーゼをコードするクローニングされた
Ｔ７遺伝子１を含有する株においてのみ発現される。クローニングされたＴ７ポリメラー
ゼ遺伝子は、λＤＥ３と名付けられた欠陥バクテリオファージλファージ上に含まれる。
λＤＥ３要素が染色体に組み込まれている株は、ｌａｃＵＶ５プロモーターにより駆動さ
れるＴ７　ＲＮＡポリメラーゼ遺伝子を含有する。これらの株においては、ラクトースの
アナログであるイソプロピルチオ－β－Ｄ－ガラクトピラノシド（ＩＰＴＧ）を使用して
、Ｔ７　ＲＮＡポリメラーゼ遺伝子の発現を誘導することが可能である。従って、そのよ
うな培養物へのＩＰＴＧ添加の結果、Ｔ７　ＲＮＡポリメラーゼ遺伝子が誘導され、Ｔ７
又はＴ７－ｌａｃプロモーターにより調節される任意の遺伝子が発現される。
【０１１６】
ｐＫＬＮ２３－２３がＴ７－ｌａｃプロモーターにより駆動されるｇｌｍＳ遺伝子を含有
することを確認するため、プラスミドをＢＬ２１（ＤＥ３）株（Novagen, Inc）（表１）
に移入した。ＢＬ２１（ＤＥ３）／ｐＫＬＮ２３－２３株を、５０mg/lカナマイシンを含
有するＬＢ培地中でデュプリケートで増殖させた（カナマイシン耐性はプラスミドにより
コードされる）。デュプリケートの一方を、１mM　ＩＰＴＧで誘導し、もう一方は誘導し
なかった。ドデシル流酸ナトリウムポリアクリルアミドゲル電気泳動により、これらの２
つの培養物由来の全タンパク質を調査したところ、ｇｌｍＳ遺伝子産物の予想サイズに相
当する約７０，０００分子量の顕著なタンパク質が、誘導された培養物由来の細胞に観察
されたが、誘導していない培養物由来の細胞には観察されなかった。誘導された培養物か
らの予備酵素アッセイは、誘導された培養物中のグルコサミン－６－リン酸シンターゼ活
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性が、野生型株で典型的に観察される活性よりも数百倍高いことを示した。
【０１１７】
E. coli 染色体へのＴ７－ｇｌｍＳ遺伝子カセットの組み込み
Ｔ７－ｌａｃプロモーターにより駆動されるｇｌｍＳ遺伝子（Ｔ７－ｇｌｍＳ遺伝子カセ
ット）を、多段階工程によりE. coli 株の染色体に移入した。最初に、カセットをプラス
ミドｐＢＲＩＮＴ－Ｃｍ（参照としてその全体が本明細書に組み込まれる、Balbas et al
., 1996, Gene 96:65-69）にクローニングした。次いで、Balbas et al., 1996 （前記）
により記載された技術により、遺伝子カセットを株ＡＴＣＣ４７００２（表１）の染色体
に組み込み、Ｔ－７１株及びＴ－８１株（表１）を生成させた。最後に、下記のようなＰ
１virによる形質導入により、遺伝子カセットを目的の株に移入した。
【０１１８】
プラスミドの制限エンドヌクレアーゼＢｇｌIIによる部分消化、及び制限エンドヌクレア
ーゼＨｉｎＤIII による完全消化を実施することにより、ｐＫＬＮ２３－２３からＴ７－
ｇｌｍＳカセットを切り出した。プラスミドｐＫＬＮ２３－２３は、Ｔ７プロモーターの
約２０塩基対上流にＢｇｌII部位を含有している。ｇｌｍＳ遺伝子も、２つのＢｇｌII部
位を含有している。この酵素による部分消化は、２つの内部の部位を回避しつつ、Ｔ７プ
ロモーター上流のプラスミドを切断するために必要であった。プラスミドｐＫＬＮ２３－
２３は、ｇｌｍＳ遺伝子の下流に非反復ＨｉｎＤIII 部位も含有している。次いで、切り
出されたＴ７－ｇｌｍＳカセットを、ｐＢＲＩＮＴ－Ｃｍの非反復のＢａｍＨＩ部位とＨ
ｉｎＤIII 部位の間にクローニングした。この結果、ｐＫＬＮ２３－２７及びｐＫＬＮ２
３－２８と名付けられたプラスミドが作製された。プラスミドｐＫＬＮ２３－２７及びｐ
ＫＬＮ２３－２８は、E. coli ｌａｃＺ遺伝子の５′末端及び３′末端と隣接したクロラ
ムフェニコール耐性決定基に加え、Ｔ７－ｇｌｍＳカセットを含有している。
【０１１９】
株ＡＴＣＣ４７００２（表１）は、ＣｏｌＥ１複製開始点を含有するｐＢＲＩＮＴ－Ｃｍ
のようなプラスミドを維持することを不可能にする変異を含有している。そのようなプラ
スミドをこの株に移入すると、プラスミド上に含まれる遺伝学的マーカーの選択の結果、
プラスミドが染色体に組み込まれる（Balbas et al., 1996 （前記））。前記のように、
プラスミドｐＫＬＮ２３－２７及びｐＫＬＮ２３－２８は、Ｔ７－ｇｌｍＳカセット並び
にE. co li ｌａｃＺ遺伝子の５′末端及び３′末端と隣接したクロラムフェニコール耐
性決定基を含有している。ｌａｃＺ遺伝子は、進入してきたＤＮＡを染色体内に含まれる
ｌａｃＺ遺伝子へと指向させる。ｌａｃＺ遺伝子座における組み込みにより、酵素β－ガ
ラクトシダーゼをコードする完全なｌａｃＺ遺伝子が、Ｔ７－ｇｌｍＳ－Ｃｍカセットに
により割り込まれた部分的なｌａｃＺ遺伝子と交換される。結果として、ｌａｃＺにおけ
る組み込みは、株をβ－ガラクトシダーゼ陰性にする。プラスミドは、５′－ｌａｃＺ－
Ｔ７－ｇｌｍＳ－Ｃｍ－ｌａｃＺ－３′カセットから遠位にアンピシリン耐性決定基も含
有する。ｌａｃＺにおける組み込み及びプラスミド欠損は、アンピシリン感受性も引き起
こす。
【０１２０】
プラスミドｐＫＬＮ２３－２７及びｐＫＬＮ２３－２８を株ＡＴＣＣ４７００２に移入し
、１０μg/mLクロラムフェニコール、１mM　ＩＰＴＧ、及び４０μg/mL５－ブロモ－４－
クロロ－３－インドリル－β－Ｄ－ガラクトピラノシド（Ｘ－ｇａｌ）を含有するＬＢ培
地に細胞を播いた。培地中に含まれるＸ－ｇａｌは、色原性β－ガラクトシダーゼ基質で
ある。β－ガラクトシダーゼによるＸ－ｇａｌの加水分解は、青色の誘導体を生じる。Ｘ
－ｇａｌ及び天然ｌａｃＺ遺伝子を誘導するＩＰＴＧの包含により、青色のｌａｃＺ陽性
コロニー及び白色のｌａｃＺ陰性コロニーが生じる。次いで、白色（ｌａｃＺ陰性）クロ
ラムフェニコール耐性コロニーを、選択し精製した。次いで、１００μg/mLアンピシリン
を含むＬＢ培地及び含まないＬＢ培地に播くことにより、アンピシリン感受性について株
を確認した。Balbas et al., 1996 （前記）により記載されたようなＰＣＲスキームを使
用して、ＤＮＡ組み込みをさらに確認した。それぞれプラスミドｐＫＬＮ２３－２７及び
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ｐＫＬＮ２３－２８の所望のセグメントのＡＴＣＣ４７００２の染色体への組み込みによ
り、組み込み体Ｔ－７１及びＴ－８１（表１）が得られた。
【０１２１】
次いで、株Ｔ－７１及びＴ－８１で調製された溶解物を使用して、実施例１に記載のよう
なＰ１vir形質導入により、Ｗ３１１０（ＤＥ３）株、７１０１－９（ＤＥ３）株、７１
０１－１７（ＤＥ３）株、及び２１２３－４（ＤＥ３）株にＴ７－ｇｌｍＳ－Ｃｍカセッ
トを移入した。これらの株は、Ｔ７－ｌａｃプロモーターからの発現に必要なλＤＥ３要
素に加え、Δｎａｇ変異、ｍａｎＸＹＺ変異、及びｐｔｓＧ変異の様々な組み合わせを含
有している。ノバゲン社（Novagen, Inc. ）（Madison, Wisconsin）により製造されたλ
ＤＥ３溶原化キットを使用して、これらの株にλＤＥ３要素を導入した。形質導入体を、
３０μg/mLクロラムフェニコール及び１０mMクエン酸ナトリウムを含有するＬＢ寒天プレ
ート上で選択した。Ｘ－ｇａｌ及びＩＰＴＧを含有するプレート上でβ－ガラクトシダー
ゼ活性の欠損を確認し、Balbas et al., 1996 （前記）により記載されたようなＰＣＲス
キームを使用して、ＤＮＡ組み込みをさらに確認した。
【０１２２】
ＩＰＴＧを含むＬＢ培地及び含まないＬＢ培地で増殖させた後、組み込まれたＴ７－ｇｌ
ｍＳカセットを含有する産生株において、グルコサミン－６－リン酸シンターゼ活性を測
定した（表２）。グルコサミン－６－リン酸シンターゼは、下記のような比色アッセイ又
は分光測光アッセイ（Badet et al., 1987, Biochemistry 26:1940-1948 ）のいずれかを
使用して、粗細胞抽出物においてアッセイされた。これらのアッセイのために使用された
抽出物は、湿状態の細胞ペースト１グラム当たり５mLの０．１M ＫＨ2 ＰＯ4 ／Ｋ2 ＨＰ
Ｏ4 （pH７．５）中に、洗浄した細胞ペレットを懸濁させ、懸濁液を１６，０００psi の
フレンチプレスに通過させ、破壊された細胞懸濁液を３５，０００～４０，０００×ｇで
１５から２０分間遠心分離することにより調製された。上清を、アッセイのための酵素源
として使用した。
【０１２３】
比色アッセイのため、４５mM　ＫＨ2 ＰＯ4 ／Ｋ2 ＨＰＯ4 、２０mMフルクトース－６－
リン酸、１５mM　Ｌ－グルタミン、２．５mM　ＥＤＴＡ（pH７．５）、及び細胞抽出物を
含有する１mLの反応液を調製した。反応液を３７℃で２０分間インキュベートし、４分間
の加熱により停止させた。得られた沈殿物を遠心分離により除去し、ザルキン（Zalkin）
（1985, Meth. Enzymol. 113:278-281）により本質的に記載されたようなエルソン（Elso
n ）及びモルガン（Morgan）の方法（1933, Biochem. J. 27:1824-1828）の変法により、
グルコサミン－６－リン酸について上清をアッセイした（これらの文献はいずれも参照と
してその全体が本明細書に組み込まれる）。前記の上清１００μL に１２．５μL の飽和
ＮａＨＣＯ3 及び１２．５μL の冷却した新鮮に調製された５％無水酢酸水溶液を添加し
た。室温で３分間インキュベートした後、過剰の無水酢酸を除去するため混合物を３分間
加熱した。室温まで冷却した後、１５０μL の０．８Ｍホウ酸カリウム（pH９．２）（Ｋ
ＯＨでpH９．２に調整された０．８M Ｈ3 ＢＯ3 ）を添加し、混合物を３分間加熱した。
室温まで冷却した後、１．２５mLのエールリッヒ試薬（０．１２５N ＨＣｌを含有する氷
酢酸中の１％ｐ－ジメチルアミノベンズアルデヒド）を各チューブに添加した。３７℃で
３０分間インキュベートした後、５８５nmにおける吸光度を測定し、標準曲線を使用して
形成されたグルコサミン－６－リン酸の量を決定した。基質であるフルクトース－６－リ
ン酸が存在しない場合、又は加熱された抽出物をアッセイに使用した場合には、５８５nm
における有意な吸光度は観察されなかった。
【０１２４】
分光測光アッセイにおいては、５０mM　ＫＨ2 ＰＯ4 ／Ｋ2 ＨＰＯ4 、１０mMフルクトー
ス－６－リン酸、６mM　Ｌ－グルタミン、１０mM　ＫＣｌ、０．６mMアセチルピリジンア
デニンジヌクレオチド（ＡＰＡＤ）、及び５０～６０単位のＬ－グルタミン酸デヒドロゲ
ナーゼ（L-glutamic dehydrogenase）（ウシ肝臓由来のシグマ（Sigma ）II型）を含有す
る１mLの反応液を、室温で反応させた。抽出物の添加後、３６５nmにおける吸光度をモニ
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して補正した。９１００というＡＰＡＤのモル吸光率を使用して、活性を計算した。
【０１２５】
【表２】

表２は、組み込まれたＴ７－ｇｌｍＳカセットを含有する産生株におけるグルコサミン－
６－リン酸シンターゼの活性が、ＩＰＴＧで誘導した場合、誘導しない場合よりも、平均
して約３倍から４倍高いことを示している。活性は、典型的には１分当たり抽出物１mL当
たり０．０５～０．１μモルの範囲であった天然プロモーターにより駆動される野生型ｇ
ｌｍＳ株で得られた活性よりも、実質的に高かった。株の一つ、２１２３－６は、活性が
他の株で観察されたよりも低く、培地中のＩＰＴＧの存在により影響を受けなかったため
、異常な組み込みイベントを経たと考えられる。
【０１２６】
（実施例３）
以下の実施例は、グルコサミン蓄積に対する株の遺伝子型の効果を示す。
実施例２に記載のようにして作製されたＴ７－ｇｌｍＳ組み込み体を有する株、及びＤＮ
Ａが組み込まれていない対応する親株を、２０g/l グルコース、１０mM　ＭｇＳＯ4 、１
mM　ＣａＣｌ2 、及び１mM　ＩＰＴＧが補充されたＭ９Ａ培地（１４g/l Ｋ2 ＨＰＯ4 、
１６g/l ＫＨ2 ＰＯ4 、１g/l クエン酸Ｎａ3 ・２Ｈ2 Ｏ、５g/l （ＮＨ4 ）2 ＳＯ4 （
pH７．０））を含有する振盪フラスコ中で増殖させた。２日間にわたり定期的に試料を振
盪し、実施例２に記載された修飾されたエルソン－モルガン・アッセイを使用して、培養
上清中のグルコサミン濃度を測定した。無水酢酸処理を使用したアッセイ及び使用しない
アッセイを試料に対して行い、標準曲線を使用して、正味の吸光度から、存在するグルコ
サミンの量を決定した。
【０１２７】
濃度がピークに達する時間である２４時間の培養後のグルコサミン濃度を、表３に示す。
表３に示された結果は、有意なグルコサミン産生が起こるためには、Ｔ７－ｇｌｍＳ遺伝
子カセットが存在しなければならないことを示している。データは、宿主におけるΔｎａ
ｇ変異の存在が、それが存在しない場合と比較してグルコサミン蓄積の有意な増加を引き
起こすことも示している。ｍａｎＸＹＺ変異の効果は、この実験においてほとんど観察さ
れなかった。しかし、さらなる振盪フラスコ実験において、２１２３－１２株は、一貫し
てわずかに高いグルコサミン濃度を蓄積した。
【０１２８】
【表３】
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（実施例４）
以下の実施例は、培養物への栄養供給がグルコサミン蓄積に対して有する効果を証明する
ものである。
【０１２９】
初期の実験において、グルコースが培養物から枯渇した場合にグルコサミン蓄積が停止す
ることが観察された。表４及び図４に要約されている実験において、グルコース及び硫酸
アンモニウムが枯渇した際にそれらを追加的に供給することにより、増加したグルコサミ
ン蓄積が達成されうることが見出された。この実験のため、２１２３－１２株を、１０mM
　ＭｇＳＯ4 、１M ＣａＣｌ2 、及び１mM　ＩＰＴＧが補充されたＭ９Ａ培地で増殖させ
た。初期グルコース濃度及び供給様式は、表４に示されるように様々であった。フラスコ
の一つにおいて、初期硫酸アンモニウム濃度は、Ｍ９Ａ培地で通常使用される５g/l では
なく１０g/l であった。ジアスティクス（Diastix ）（登録商標）グルコース・テスト・
ストリップ（glucose test strips ）（Bayer Corporation Diagnostics Division, Elkh
art, Indiana）を使用して、培養中、振盪フラスコ内のグルコース濃度をモニターした。
グルコース濃度が枯渇するか、又はほぼ枯渇したとき（＜５g/l が残存）、表４に示され
るようにしてグルコース及び／又は硫酸アンモニウムを補充した。培養中、pHもモニター
した。７．０という初期pHからpHが有意に変動した場合には、水酸化ナトリウムを用いて
７．０に調整した。
【０１３０】
【表４】

図４が示すように、グルコースの補給量の増加は、グルコサミン蓄積に対して正の効果を
有していた。グルコース及び硫酸アンモニウム（それぞれ、２０g/l 及び５g/l を添加）
を定期的に供給することにより、供給しない場合に観察された蓄積よりも約４倍高い、０
．４g/l のグルコサミンの最大の蓄積が観察された。
【０１３１】
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（実施例５）
以下の実施例は、グルコサミン－６－リン酸産生物阻害に対する感受性が減少したグルコ
サミン－６－リン酸シンターゼ酵素をコードする変異型ｇｌｍＳ遺伝子の単離の記載であ
る。
【０１３２】
グルコサミン－６－リン酸シンターゼがグルコサミン－６－リン酸により阻害されること
を、ホワイト（White ）（1968, Biochem. J., 106:847-858）が最初に証明した。実施例
２に記載されたようなグルコサミン－６－リン酸シンターゼに関する分光測光アッセイを
使用して、グルコサミン－６－リン酸シンターゼに対するグルコサミン－６－リン酸及び
グルコサミンの効果を測定した。産生物阻害の決定のため、様々な濃度の添加されたグル
コサミン－６－リン酸の存在下でアッセイを行った。
【０１３３】
図５に示されるように、酵素はグルコサミン－６－リン酸により有意に阻害され、グルコ
サミンによりわずかに阻害された。これらの結果は、White, 1968 （前記）により得られ
た結果と類似している。この阻害は、グルコサミン産生株におけるグルコサミン蓄積を制
限するための重要な因子であるかもしれない。
【０１３４】
産生株におけるグルコサミン合成をさらに増加させるため、生産物阻害が減少したグルコ
サミン－６－リン酸シンターゼ異型をコードするｇｌｍＳ遺伝子の変異体を単離すべく努
力した。これを達成するため、クローニングされた遺伝子をエラー・プローンＰＣＲの技
術を使用して増幅した。この方法においては、増幅のため使用されるＤＮＡポリメラーゼ
による高頻度の誤取り込みエラーを引き起こす条件下で、遺伝子が増幅される。結果とし
て、ＰＣＲ産物中に高頻度の変異が得られる。
【０１３５】
プラスミドｐＫＬＮ２３－２８は、Ｔ７プロモーターの２５塩基対上流、ｇｌｍＳ遺伝子
の開始の１１１塩基対上流に非反復制限エンドヌクレアーゼ部位を含有する。プラスミド
は、ｇｌｍＳ遺伝子の１７７塩基対下流に非反復ＨｉｎＤIII 部位も含有する。それぞれ
ＳｐｅＩ部位の直上流及びＨｉｎＤIII 部位の下流の領域に相当する、以下の配列のＰＣ
Ｒプライマーを合成した。
【０１３６】
5 ′-ATGGATGAGCAGACGATGGT-3 ′（配列番号３）
5 ′-CCTCGAGGTCGACGGTATC-3′（配列番号４）
これらのプライマー（配列番号３及び配列番号４）を用いた増幅により、完全なｇｌｍＳ
遺伝子を含む２２４７塩基対領域の突然変異導入が可能となった。ＰＣＲ条件は、参照と
してその全体が本明細書に組み込まれる、Moore and Arnold,1996, Nature Biotechnolog
y 14:458-467に記載されたようなものであった。簡単に説明すると、各１mMの４つのデオ
キシヌクレオチド三リン酸、１６．６mM硫酸アンモニウム、６７mMトリスＨＣｌ（pH８．
８）、６．１mM　ＭｇＣｌ２、６．７μM ＥＤＴＡ、１０mM　β－メルカプトエタノール
、１０μL ＤＭＳＯ、各３０ngのプライマー（配列番号３及び配列番号４）、７ng又は３
５ngのＫｐｎＩで直鎖化されたプラスミドｐＫＬＮ２３－２８、並びに２．５単位のＴａ
ｑＤＮＡポリメラーゼ（Perkin Elmer-Cetus, Emeryville, California）を含有する１０
０μL の溶液を調製した。反応混合物を７０μL の鉱油でカバーし、サーモサイクラー内
に設置し、以下の工程を２５サイクル繰り返した。
【０１３７】
９４℃で１分間
４２℃で１分間
７２℃で２分間
これらの条件下で、１０００塩基対当たり約１個の変異というエラー頻度が報告されてい
る（Moore and Arnold,1996 （前記））。反応産物を回収し、精製し、ＳｐｅＩ及びＨｉ
ｎＤIII で消化し、ｐＫＬＮ２３－２８のＳｐｅＩ－ＨｉｎＤIII 骨格断片にクローニン
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グすることにより、それはｐＫＬＮ２３－２８のＳｐｅＩ－ＨｉｎＤIII 断片上の野生型
ｇｌｍＳ遺伝子と効率的に置換された。クローニングされたＤＮＡを使用してＮｏｖａＢ
ｌｕｅ株（Novagen, Inc., Madison, Wisconsin ）を形質転換し、形質転換された細胞を
アンピシリンを含有するＬＢ培地に播いた。アンピシリン・プレートから計９０００個の
プラスミド含有コロニーをプールし、プールされた細胞からプラスミドＤＮＡを調製し、
クローニングされたｇｌｍＳ遺伝子内に変異を含有するｐＫＬＮ２３－２８誘導プラスミ
ドのライブラリーを生成させた。
【０１３８】
エラー・プローンＰＣＲにより生成させた変異型プラスミドを、Δｎａｇ　ｍａｎＸＹＺ
宿主バックグラウンドにおいて増加したグルコサミン産生を与える能力についてスクリー
ニングした。このスクリーニングは、E. coli のグルコサミン要求株に交差供給するプラ
スミド含有株の能力を調査する、バイオアッセイの形態であった。
【０１３９】
グルコサミン－６－リン酸シンターゼに欠陥があるE. coli （Sarvas, 1971, J.Bacterio
l. 105:467-471; Wu and Wu, 1971, J. Bacteriol. 105:455-466）及びバチルス・ズブチ
リス（Bacillus subtilis ）（Freese et al., 1970, J.Bacteriol. 101:1046-1062 ）の
株は、増殖のためにグルコサミン又はＮ－アセチルグルコサミンを必要とする。Ｎ－メチ
ル－Ｎ′－ニトロ－Ｎ－ニトロソグアニジン（ＮＧ）を用いた突然変異導入の後、E. col
i のグルコサミン要求株を単離した。ＬＥ３９２株（表１）を、１mL当たり６×１０８細
胞という細胞密度になるまで、ＬＢ培地中で増殖させた。５０μL の２．５mg／mL　ＮＧ
が溶解したメタノールを、この培養物２mLに添加し、混合物を３７℃で２０分間インキュ
ベートした。この処理の結果、株の約１０％が生存した。突然変異を導入された細胞を遠
心分離により収集し、０．９％ＮａＣｌへの懸濁及び再遠心分離により細胞を２回洗浄し
た。洗浄された細胞を希釈し、１プレート当たり５０コロニー形成単位と２００コロニー
形成単位の間の密度で、０．２g/l Ｎ－アセチルグルコサミンを含有する栄養寒天培地（
ＮＡ；５g/l バクト・ペプトン、３g/l ウシ抽出物、１５g/l 寒天）に播いた。約１３，
０００コロニーを播いた。これらのコロニーを０．２g/l Ｎ－アセチルグルコサミンを含
むＮＡ寒天及び含まないＮＡ寒天でレプリカ平板を作成した。２２個のコロニーが、０．
２g/l Ｎ－アセチルグルコサミンを含むＮＡ上では増殖したが、０．２g/l Ｎ－アセチル
グルコサミンを含まないＮＡ上では増殖しなかった。０．２g/l Ｎ－アセチルグルコサミ
ンを含むＮＡに線状接種することによりこれらのコロニーを精製し、それらの増殖表現型
を再チェックした。選択された最初の２２コロニーのうち、５個がＬＥ３９２のｇｌｍＳ
変異体の予想される表現型を有していた。それらは、ＮＡ上では増殖することができなか
ったが、０．２g/l グルコサミン又は０．２g/l Ｎ－アセチルグルコサミンが補充された
ＮＡ上では増殖した。それらは、グルコース最小寒天上では増殖できなかったが、０．２
g/l Ｎ－アセチルグルコサミンが補充されたグルコース最小寒天上では増殖した。これら
の変異体のうちの一つを２１２３－１６（表１）と名付けた。
【０１４０】
交差供給アッセイのため、増殖のための主要な炭素源としてグリセロール又はフルクトー
スのいずれかを含有する寒天プレートに、前記のようにして単離されたグルコサミン要求
株である２１２３－１６株の培養物由来の細胞を重層した。グルコサミン産生株を寒天に
穿刺し、穿刺部周囲の指標株の増殖の「ハロー」のサイズに基づき、グルコサミンを産生
する能力を調査した。比較的大きなハローに囲まれたこれらの穿刺部を、比較的多量のグ
ルコサミンを産生するものと見なした。
【０１４１】
交差供給アッセイに使用された培地は、４０mg/lのＬ－メチオニン（ＬＥ３９２又は２１
２３－１６の増殖に必要）及び２g/l のグリセロール又はフルクトースのいずれかが補充
されたＭ９最小培地（６g/l Ｎａ2 ＨＰＯ4 、３g/l ＫＨ2 ＰＯ4 、０．５g/l ＮａＣｌ
、１g/l ＮＨ4 Ｃｌ、１mM　ＭｇＳＯ4 、０．１mM　ＣａＣｌ2 ）からなっていた。以下
のようにして、これらのプレートに２１２３－１６株を重層した。株２１２３－１６の培
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養物を、１g/l Ｎ－アセチルグルコサミンを含有するＬＢ培地中で３７℃で一夜増殖させ
た。遠心分離により培養物を収集し、０．９％ＮａＣｌへの懸濁及び再遠心分離により細
胞を２回洗浄した。洗浄された細胞を最初の容量の０．９％ＮａＣｌに懸濁させた。重層
するプレート毎に、洗浄された細胞懸濁液０．１mLを３mLの融解（５０℃）Ｆトップ（F-
top ）寒天（８g/l ＮａＣｌ、８g/l 寒天）３mLと混合し、プレートに注入した。
【０１４２】
ｐＫＬＮ２３－２８変異型プラスミドのライブラリーを７１０１－１７（ＤＥ３）株へ移
入し、形質転換された細胞を１００μg/mLアンピシリンを含有するＬＢ寒天に播いた。こ
れらのプレート上に生じた各コロニーは、変異型プラスミド・ライブラリーの個々のメン
バーを含有していた。ＬＢ＋アンピシリン・プレートからそれらを拾い上げ、続いて
【０１４３】
（１）ＬＢ寒天＋アンピシリン
（２）２１２３－１６株を重層したグリセロール最小寒天
（３）２１２３－１６株を重層したフルクトース最小寒天
に穿刺することによりコロニーをスクリーニングした。
全てのプレートを３７℃で約２４時間インキュベートした。このインキュベート時間の後
、重層されたプレートの穿刺部の周囲に２１２３－１６指標株の増殖のハローを観察する
ことができた。対応するＬＢ＋アンピシリン・プレートから比較的大きいハローを生じた
コロニーを拾い上げ、精製のため線状接種した。一次スクリーニングにおいて、４３６８
個の変異体候補がスクリーニングされ、９６個の一次候補が同定された。それらを再スク
リーニングすると、３０個が残りも優れているようであり、即ち比較的大きい指標株のハ
ローを生じた。
【０１４４】
前記のようにして単離されたプラスミド含有株のうちの６個を用いて実施した酵素アッセ
イにより、株のうちの３個が、対照株７１０１－１７（ＤＥ３）／ｐＫＬＮ２３－２８由
来の酵素よりも、グルコサミン－６－リン酸による阻害に対する感受性が低いことが示さ
れた。その株を、１００μg/mLアンピシリン及び１mM　ＩＰＴＧを含有するＬＢブロス中
で一夜増殖させた。これらの培養物から収集された細胞から調製された抽出物を、添加さ
れたグルコサミン－６－リン酸の存在下及び非存在下で、（実施例２に記載の）分光測光
アッセイを使用してグルコサミン－６－リン酸シンターゼについてアッセイした。１１Ｃ
、６５Ａ、及び８Ａと名付けられた変異型クローンは、対照株よりもグルコサミン－６－
リン酸に対する感受性が有意に低かった（図６）。その他の変異体は、このアッセイによ
り対照と区別不可であった。
【０１４５】
（実施例６）
以下の実施例は、生産物阻害の減少を引き起こすｇｌｍＳの変異を有するグルコサミン産
生株の構築及び特徴決定の記載である。
クローニングされたＴ７－ｇｌｍＳ構築物をE. coli 染色体へ移入するために以前に使用
されたＡＴＣＣ４７００２株に、前記のクローン１１Ｃ、５２Ｂ、及び８Ａから単離され
たプラスミドＤＮＡを移入した。組み込みは、実施例２に記載の方法を使用して容易に達
成され、組み込まれたＤＮＡを実施例１に記載のようなＰ１形質導入により７１０１－１
７（ＤＥ３）株に移入した。これらの手法により、ＰＣＲにより生成したｇｌｍＳ遺伝子
内の変異の存在を除き、２１２３－１２株と同一の遺伝子型を有する株が産生された。こ
れらの新規な変異型産生株を、それぞれ２１２３－４９、２３２３－５１、及び２１２３
－５４と名付けた。株構築法の要約を図７に示す。
【０１４６】
２１２３－１２株、２１２３－４９株、２１２３－５１株、及び２１２３－５４株を、１
mM　ＩＰＴＧを含有するＬＢブロス中で一夜増殖させた。これらの培養物から収集された
細胞から調製された抽出物を、添加されたグルコサミン－６－リン酸の存在下及び非存在
下で、実施例２に記載の分光測光アッセイを使用してグルコサミン－６－リン酸シンター
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ゼについてアッセイした。これらのアッセイの結果を図８に示す。
【０１４７】
これらの変異体におけるグルコサミン産生は、２１２３－１２と比較して有意に上昇して
いた。実施例４に既に記載されたグルコース及び硫酸アンモニウムの供給プロトコルを使
用して増殖させた振盪フラスコ培養物におけるグルコサミン産生をアッセイすると、培養
物を約１４という細胞密度（Ｏ．Ｄ．600 として測定）（細胞の乾重量で約８．４g/l ）
まで増殖させたとき、２１２３－４９株、２１２３－５１株、及び２１２３－５４株は、
２１２３－１２株の０．３g/l と比較して、それぞれ１．５g/l 、２．４g/l 、及び５．
８g/l のグルコサミンを産生した（図９）。
【０１４８】
（実施例７）
以下の実施例は、生産物阻害の減少を引き起こすｇｌｍＳの変異を有する、さらに別の株
の作製の記載である。
実施例５に記載のようなエラー・プローンＰＣＲにより生成した変異型プラスミドを含有
するさらに６，３４４個のコロニーを、やはり実施例５に記載されている交差供給アッセ
イを使用してスクリーニングした。５４個のコロニーが残りのコロニーよりも大きいハロ
ーを生じた。５４個のコロニー全てからＤＮＡを単離し、ｇｌｍＳの変異を除けば２１２
３－１２と同遺伝子の株を、実施例６に記載のようにして構築した。
【０１４９】
これらの変異体の大部分におけるグルコサミン産生は、２１２３－１２株と比較して有意
に上昇していた。新たに単離された変異体の中で、最も多くグルコサミンを産生した株は
、２１２３－１２４と名付けられた株であった。実施例４に記載されたグルコース及び硫
酸アンモニウムの供給プロトコルを使用して振盪フラスコにおける産生をアッセイすると
、この株は、３．６g/l のグルコサミンを産生したが、それに対し、平行して行われた実
験において２１２３－５４株では４．３g/l であった。
【０１５０】
（実施例８）
以下の実施例は、プラスミドｐＫＬＮ２３－２８内に存在するクローニングされた野生型
ｇｌｍＳ遺伝子の配列決定の記載である。さらに、それぞれ２１２３－４９株、２１２３
－５４株、及び２１２３－１２４株を構築するために使用された、変異型ｇｌｍＳ遺伝子
を含有するプラスミドｐＫＬＮ２３－４９、ｐＫＬＮ２３－５４、及びｐＫＬＮ２３－１
２４内に存在する配列を決定し、記載する。
【０１５１】
アンプリタック（AmpliTaq）ＤＮＡポリメラーゼを用いたアプライド・バイオシステムズ
（Applied Biosystems）（ＡＢＩ）プリズム・ダイ・ターミネーター・サイクル（Prism 
Dye Terminator Cycle）配列決定法を使用して、ＤＮＡ配列決定反応を実施した。伸長し
た産物を、ＡＢＩＤＮＡ配列決定機３７３Ａ又は３７７上のゲル電気泳動により分離した
。ＡＢＩのＡＢＩシーケンシング・アナリシス（Sequencing Analysis ）３．０ソフトウ
ェア及びジーン・コーズ（Gene Codes）のシーケンチャー（Sequencher）３．１を使用し
て配列を分析した。
【０１５２】
配列決定に使用されたプライマーは以下の通りである。
PK-1:5′-TGGATGAGCAGACGATGG-3 ′（配列番号５）
PK-2:5′-TCCGTCACAGGTATTTATTC-3 ′（配列番号６）
【０１５３】
PK-3:5′-AGCTGCGTGGTGCGTAC-3′（配列番号７）
PK-4:5′-GGACCGTGTTTCAGTTCG-3 ′（配列番号８）
PK-5A:5 ′-GCCGTGGCGATCAGTAC-3′（配列番号９）
【０１５４】
PK-6A: 5 ′-GCCAATCACCAGCGGAC-3′（配列番号１０）
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PK-7:5′-ATGGTTTCCCGCTACTGG-3 ′（配列番号１１）
【０１５５】
PK-8:5′-GAACCAAGGTAACCCAGC-3 ′（配列番号１２）
野生型ｇｌｍＳ遺伝子を含有するプラスミドｐＫＬＮ２３－２８のヌクレオチド配列は、
本明細書において配列番号１３として表される７４０８ｂｐの核酸配列であると決定され
た。配列番号１３の１１３０位と３３１３位の間の２１８４塩基対を、前記のプライマー
を使用して決定した。配列番号１３の１１３０～３３１３位を表す核酸分子は、本明細書
においてｎｇｌｍＳ－２８2184と呼ばれ、さらに配列番号１４として同定される。ｎｇｌ
ｍＳ－２８2184は、実施例５に記載の変異型プラスミドを構築するために使用されたＳｐ
ｅＩ部位及びＨｉｎＤIII 部位を含むことが示された。配列番号１３の残りのＤＮＡ配列
は、ｐＫＬＮ２３－２８の構築に使用されたベクターの既知の配列に基づいている。プラ
スミドｐＫＬＮ２３－４９、ｐＫＬＮ２３－５４、及びｐＫＬＮ２３－１２４において、
同一の２１８４塩基対の領域が配列決定された。これらのプラスミド（表５）の変異型ｎ
ｇｌｍＳ遺伝子について論じる場合、変異型ｇｌｍＳ含有プラスミドのヌクレオチド配列
内の変異の特定のヌクレオチド位が、配列番号１３を参照として使用して記載されること
に注意されたい。
【０１５６】
配列番号１３及び１４は、配列番号１５により表される核酸配列を有する、本明細書にお
いてｎｇｌｍＳ－２８1830と呼ばれる核酸分子であるｇｌｍＳ遺伝子産物（即ち、Ｇｌｃ
Ｎ６Ｐシンターゼ酵素）をコードするオープン・リーディング・フレームを含有している
。配列番号１５は、配列番号１３のヌクレオチド１２５３から３０８２であり、ヌクレオ
チド１２５３～１２５５に開始コドンを有し、ヌクレオチド３０８０～３０８２に終止コ
ドンを有する。配列番号１５は、本明細書においてＧｌｃＮ６Ｐ－Ｓ－２８と呼ばれる６
０９アミノ酸のタンパク質をコードしており、その推定アミノ酸配列は本明細書において
配列番号１６として表される。本明細書に記載の変異株により産生された変異型ｇｌｍＳ
遺伝子産物について論じる場合、変異型ｇｌｍＳ遺伝子産物のアミノ酸配列内の特定の変
異が、配列番号１６を参照として使用して記載されることに注意されたい。
【０１５７】
前記のプライマーは、配列番号１３の以下のヌクレオチド位に相当する。
ＰＫ－１（配列番号５）：配列番号１３の１０８７～１１０４位
ＰＫ－２（配列番号６）：配列番号１３と相補的な核酸配列の３３７８～３３５９位
ＰＫ－３（配列番号７）：配列番号１３の１７０７～１７２３位
ＰＫ－４（配列番号８）：配列番号１３と相補的な核酸配列の２７７２～２７５５位
【０１５８】
ＰＫ－５Ａ（配列番号９）：配列番号１３の２６６７～２６８３位
ＰＫ－６Ａ（配列番号１０）：配列番号１３と相補的な核酸配列の１７９８～１７８２位
ＰＫ－７（配列番号１１）：配列番号１３の２１７７～２１９４位
ＰＫ－８（配列番号１２）：配列番号１３と相補的な核酸配列の２３６４～２３４７位
【０１５９】
ｐＫＬＮ２３－２８由来の核酸分子ｎｇｌｍＳ－２８1830の核酸配列（配列番号１５又は
配列番号１３の１２５３～３０８２位）は、２５０９位及び２５１０位（配列番号１３を
参照）において、発表されている配列（Walker,J.E,et al.,1984, 「大腸菌ｕｎｃオペロ
ン周囲のＤＮＡ配列（DNA sequence around the Escherichia coli unc operon ）」, Bi
ochem.J. 224:799-815）と異なっている。本実施例において決定されたｐＫＬＮ２３－２
８のこれらの位置のヌクレオチドは、それぞれＧ及びＣであったが、発表されている配列
において報告されているヌクレオチドはＣ及びＧであった。それ以外は、ｇｌｍＳ遺伝子
の発表されている配列と決定された配列は同一であった。ｇｌｍＳ遺伝子の上流及び下流
で決定された配列は、ｐＫＬＮ２３－２８の構築に使用されたベクターの既知の配列及び
プラスミドを構築するために使用された方法に基づき予想されたものであった。
【０１６０】



(42) JP 4567887 B2 2010.10.20

10

20

30

40

50

プラスミドｐＫＬＮ２３－４９、ｐＫＬＮ２３－５４、及びｐＫＬＮ２３－１２４の変異
型ｇｌｍＳ遺伝子のヌクレオチド配列を、前記のｐＫＬＮ２３－２８と同様にして決定し
た。変異は、これらのプラスミドの各々に見出された。ｐＫＬＮ２３－２８（配列番号１
３）について決定された野生型配列と比較した、対応する変異型ｇｌｍＳ遺伝子産物の変
異及び予測されるアミノ酸変化を、表５に要約する。
【０１６１】
【表５】

プラスミドｐＫＬＮ２３－４９は、変異型ｇｌｍＳ遺伝子を含む、本明細書においてｎｇ
ｌｍＳ－４９2184と呼ばれる２１８４ｂｐ核酸分子を含有する。ｎｇｌｍＳ－４９2184の
核酸配列は、本明細書において配列番号１７として表される。本明細書においてｎｇｌｍ
Ｓ－４９1830と呼ばれる、配列番号１７のヌクレオチド１２４から１９５３までの核酸分
子は、配列番号１７のヌクレオチド１２４～１２６に開始コドンを有し、ヌクレオチド１
９５１～１９５３に終止コドンを有する、本発明の変異型グルコサミン－６－リン酸シン
ターゼをコードするオープン・リーディング・フレームを表す。ｎｇｌｍＳ－４９１８３
０の核酸配列は、本明細書において配列番号１８として表される。配列番号１８は、本明
細書においてＧｌｃＮ６Ｐ－Ｓ－４９と呼ばれる６０９アミノ酸の変異型グルコサミン－
６－リン酸シンターゼ・タンパク質をコードし、その推定アミノ酸配列は本明細書におい
て配列番号１９として表される。配列番号１７は、表５にプラスミドｐＫＬＮ２３－４９
について示されているような変異を除き、配列番号１３の１１３０位から３３１３位（即
ち、配列番号１４）と同一の核酸配列を有する。配列番号１８は、表５にプラスミドｐＫ
ＬＮ２３－４９について示されているような変異を除き、配列番号１３の１２５３位から
３０８２位（即ち、配列番号１５）と同一の核酸配列を有する。
【０１６２】
プラスミドｐＫＬＮ２３－５４は、変異型ｇｌｍＳ遺伝子を含む、本明細書においてｎｇ
ｌｍＳ－５４2184と呼ばれる２１８４ｂｐの核酸分子を含有する。ｎｇｌｍＳ－５４2184

の核酸配列は、本明細書において配列番号２０として表される。本明細書においてｎｇｌ
ｍＳ－５４１８３０と呼ばれる、配列番号２０のヌクレオチド１２４から１９５３の核酸
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分子は、配列番号２０のヌクレオチド１２４～１２６に開始コドンを有し、ヌクレオチド
１９５１～１９５３に終止コドンを有する、本発明の変異型グルコサミン－６－リン酸シ
ンターゼをコードするオープン・リーディング・フレームを表す。ｎｇｌｍＳ－５４１８
３０の核酸配列は、本明細書において配列番号２１として表される。配列番号２１は、本
明細書においてＧｌｃＮ６Ｐ－Ｓ－５４と呼ばれる６０９アミノ酸の変異型グルコサミン
－６－リン酸シンターゼ・タンパク質をコードし、その推定アミノ酸配列は本明細書にお
いて配列番号２２として表される。配列番号２０は、表５にプラスミドｐＫＬＮ２３－５
４について示されているような変異を除き、配列番号１３の１１３０位から３３１３位（
即ち、配列番号１４）と同一の核酸配列を有する。配列番号２１は、表５にプラスミドｐ
ＫＬＮ２３－５４について示されているような変異を除き、配列番号１３の１２５３位か
ら３０８２位（即ち、配列番号１５）と同一の核酸配列を有する。
【０１６３】
プラスミドｐＫＬＮ２３－１２４は、変異型ｇｌｍＳ遺伝子を含む、本明細書においてｎ
ｇｌｍＳ－１２４2184と呼ばれる２１８４ｂｐの核酸分子を含有する。ｎｇｌｍＳ－１２
４2184の核酸配列は、本明細書において配列番号２３として表される。本明細書において
ｎｇｌｍＳ－１２４1830と呼ばれる、配列番号２３のヌクレオチド１２４から１９５３の
核酸分子は、配列番号２３のヌクレオチド１２４～１２６に開始コドンを有し、ヌクレオ
チド１９５１～１９５３に終止コドンを有する、本発明の変異型グルコサミン－６－リン
酸シンターゼをコードするオープン・リーディング・フレームを表す。ｎｇｌｍＳ－１２
４1830の核酸配列は、本明細書において配列番号２４として表される。配列番号２４は、
本明細書においてＧｌｃＮ６Ｐ－Ｓ－１２４と呼ばれる６０９アミノ酸の変異型グルコサ
ミン－６－リン酸シンターゼ・タンパク質をコードし、その推定アミノ酸配列は本明細書
において配列番号２５として表される。配列番号２３は、表５にプラスミドｐＫＬＮ２３
－１２４について示されているような変異を除き、配列番号１３の１１３０位から３３１
３位（即ち、配列番号１４）と同一の核酸配列を有する。配列番号２４は、表５にプラス
ミドｐＫＬＮ２３－１２４について示されているような変異を除き、配列番号１３の１２
５３位から３０８２位（即ち、配列番号１５）と同一の核酸配列を有する。
【０１６４】
変異型ｇｌｍＳ遺伝子が染色体に組み込まれている株に同一の変異が存在することを確認
するため、２１２３－４９株、２１２３－５４株、及び２１２３－１２４株から単離され
たゲノミックＤＮＡからＰＣＲ産物を生成させた。ＰＣＲ増幅のため、遺伝子の突然変異
導入のための実施例３に列挙されたプライマー（配列番号３及び配列番号４）を使用した
。ＰＣＲ反応は、２０mMトリスＨＣｌ（pH８．８）、１０mM　ＫＣｌ、１０mM　（ＮＨ４
）２ＳＯ４、２０mM　ＭｇＳＯ４、０．１％ＴｒｉｔｏｎＸ－１００、０．１Mg/mL ヌク
レアーゼ除去ウシ血清アルブミン、０．０５mMの各デオキシヌクレオチド三リン酸、２μ
M の各プライマー、１．２５ＵのクローニングされたＰｆｕ　ＤＮＡポリメラーゼ（Stra
tagene）、及び１６０ngのゲノミックＤＮＡからなる５０μL の反応物で実施した。完全
な反応液を、ロボサイクラー・グラジエント９６テンパラチャー・サイクラー（RoboCycl
er Gradient 96 Temparature Cycler ）（Stratagene）内に設置した。９４℃で３分間の
後、（１）９４℃で３０秒間、（２）４７℃で３０秒間、（３）７２℃で２分間という３
段階を３０サイクル繰り返した。この後に、７２℃で７分間のインキュベーションを行っ
た。
【０１６５】
得られたＤＮＡは、無関係の産物に加え、予想された増幅産物を含有していた。ｇｌｍＳ
遺伝子を含有する産物をＱＩＡｑｕｉｃｋ　ＰＣＲ増幅キットを使用して精製した後、精
製された産物のアガロースゲル電気泳動、ＱＩＡｑｕｉｃｋゲル抽出キットを使用した正
確なバンドの単離、及びこの単離されたＤＮＡを鋳型として使用した再増幅を行った。単
離されたＤＮＡを含む反応物を、４０ngのＤＮＡを鋳型として使用し、増幅を２０サイク
ルのみ実施したことを除いて、前記の最初の増幅と同様にして増幅した。この第二の増幅
反応からの産物を、前記と同様にして回収した。
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【０１６６】
ゲノミックＤＮＡ内の変異の存在を、プラスミド内に同定された変異を含有するＤＮＡ領
域に特異的なプライマーを使用して確認した。２１２３－４９に関しては、これらは、プ
ライマーＰＫ－１（配列番号５）、ＰＫ－３（配列番号７）、ＰＫ－４（配列番号８）、
及びＰＫ－５Ａ（配列番号９）を含んでいた。２１２３－１２４に関しては、プライマー
ＰＫ－１（配列番号５）、ＰＫ－４（配列番号８）、及びＰＫ－５（配列番号９）を使用
した。２１２３－５４に関しては、前述の８個のプライマー全て（配列番号５～１２）を
使用して完全なＰＣＲ産物を配列決定した。ＰＣＲ産物の配列決定により、プラスミドか
ら同定され、表５に列挙された変異の存在が確認された。
【０１６７】
（実施例９）
この実施例は、２１２３－５４株からの、４７２位におけるグリシンからセリンへの改変
のみを含有する産物（配列番号２２）をコードする変異型ｇｌｍＳ遺伝子を含有する株の
構築の記載である。
【０１６８】
表５に示されたように、２１２３－１２４株のＧｌｃＮ６Ｐシンターゼ酵素（ＧｌｃＮ６
Ｐ－Ｓ－１２４）のアミノ酸変化は、４６９位におけるロイシンからプロリンへの改変（
配列番号２５）のみであり、そのことは、この変異が２１２３－１２４株によるグルコサ
ミンの過剰産生を担っていることを明白に定義している。これは、２１２３－５４株のＧ
ｌｃＮ６Ｐ－Ｓ－５４の４７２位におけるグリシンからセリンへの改変（ｇｌｙ→ｓｅｒ
４７２；配列番号２２）が、同様に、この株のグルコサミン過剰産生表現型を担っている
可能性を示唆するであろう。これを証明するため、プラスミドｐＫＬＮ２３－５４をＥｃ
ｏＲＩ及びＨｉｎＤIII で消化することにより、２１２３－５４株のＧｌｃＮ６Ｐ－Ｓ－
５４アミノ酸配列（配列番号２２）内の他の２つのアミノ酸改変（即ち、Ａｌａ→Ｔｈｒ
３９及びＡｒｇ→Ｃｙｓ２５０）から、その改変を単離した。これらの各酵素は、プラス
ミド上に非反復分解部位を有しており、それぞれ２２４１位及び３３０５位（ｐＫＬＮ２
３－２８に関する配列番号１３内の等価な位置に関して示された位置）で切断され、１０
６４塩基対及び６３４４塩基対の断片を生じる。小さい方の断片は、ｇｌｙ→ｓｅｒ４７
２改変がＧｌｃＮ６Ｐ－Ｓ－５４のこの部分における唯一のアミノ酸変化である変異を含
有する。この小さい方の断片を、野生型ｇｌｍＳ遺伝子を含有するｐＫＬＮ２３－２８由
来の対応する大きい方の断片とライゲートさせた。
【０１６９】
このライゲーションから得られた２つのプラスミドを、ｐＫＬＮ２３－１４９及びｐＫＬ
Ｎ２３－１５１と名付けた。プライマーＰＫ－１（配列番号５）、ＰＫ－３（配列番号７
）、及びＰＫ－４（配列番号８）を使用して、これらのプラスミド由来のＤＮＡを配列決
定することにより、これらのプラスミドが、プラスミドｐＫＬＮ２３－５４内に存在する
２６６６位の変異を含有するが、１３６７位及び２０００位の変異は含有しないことが確
認された（表５、配列番号１３を参照）。
【０１７０】
プラスミドｐＫＬＮ２３－１４９の１１３０位と３３１３位（これらの位置は配列番号１
３の等価な位置に対して決定される）の間の２１８４塩基対の核酸配列は、本明細書にお
いて核酸分子ｎｇｌｍＳ－１４９2184と呼ばれ、その核酸配列は配列番号２６により表さ
れる。配列番号２６は、配列番号２６のヌクレオチド１２４～１２６に開始コドンを有し
、ヌクレオチド１９５１～１９５３に終止コドンを有する、本発明の変異型グルコサミン
－６－リン酸シンターゼをコードするオープン・リーディング・フレームを表す、本明細
書においてｎｇｌｍＳ－１４９1830と呼ばれる、ヌクレオチド１２４から１９５３の核酸
配列を含有する。ｎｇｌｍＳ－１４９1830の核酸配列は、本明細書において配列番号２７
として表される。配列番号２７は、本明細書においてＧｌｃＮ６Ｐ－Ｓ－１４９と呼ばれ
る６０９アミノ酸の変異型グルコサミン－６－リン酸シンターゼ・タンパク質をコードし
、その推定アミノ酸配列は本明細書において配列番号２８として表される。
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【０１７１】
プラスミドｐＫＬＮ２３－１５１の１１３０位と３３１３位（これらの位置は配列番号１
３の等価な位置に対して決定される）の間の２１８４塩基対の核酸配列は、本明細書にお
いて核酸分子ｎｇｌｍＳ－１５１2184と呼ばれ、その核酸配列は配列番号２９により表さ
れる。配列番号２９は、配列番号２９のヌクレオチド１２４～１２６に開始コドンを有し
、ヌクレオチド１９５１～１９５３に終止コドンを有する、本発明の変異型グルコサミン
－６－リン酸シンターゼをコードするオープン・リーディング・フレームを表す、本明細
書においてｎｇｌｍＳ－１５１1830と呼ばれる、ヌクレオチド１２４から１９５３の核酸
配列を含有する。ｎｇｌｍＳ－１５１1830の核酸配列は、本明細書において配列番号３０
として表される。配列番号３０は、本明細書においてＧｌｃＮ６Ｐ－Ｓ－１５１と呼ばれ
る６０９アミノ酸の変異型グルコサミン－６－リン酸シンターゼ・タンパク質をコードし
、その推定アミノ酸配列は本明細書において配列番号３１として表される。
【０１７２】
図７に示されたスキームを使用して、ｇｌｙ→ｓｅｒ４７２改変を与える変異を除き、２
１２３－１２株と同遺伝子の株を構築した。２１２３－１４９株及び２１２３－１５１株
が、それぞれｐＫＬＮ２３－１４９及びｐＫＬＮ２３－１５１から生成した。２６６６位
（配列番号１３）の変異の存在及び１３６７位及び２０００位の変異の欠如を、実施例８
に記載の方法を使用してこれらの株のゲノミックＤＮＡからのＰＣＲ産物の配列決定によ
り確認した。
【０１７３】
（実施例１０）
この実施例は、２１２３－１２株、２１２３－４９株、２１２３－５４株、２１２３－１
２４株、２１２３－１４９株、及び２１２３－１５１株由来のＧｌｃＮ６Ｐシンターゼ酵
素の特性を比較する。
【０１７４】
前記の実施例に記載の２１２３－１２株、２１２３－４９株、２１２３－５４株、２１２
３－１２４株、２１２３－１４９株、及び２１２３－１５１株を、３７℃でＬＢブロス中
で一夜増殖させ、次いで新鮮なＬＢブロスに移した。培養物を、６００nmにおける吸光度
が０．８から０．９になるまで増殖させ、次いで１mM　ＩＰＴＧの添加によりＧｌｃＮ６
Ｐシンターゼ産生を誘導した。培養物をさらに３時間３７℃で増殖させ、収集した。実施
例２の記載と同様にしてこれらの培養物から収集された細胞から抽出物を調製し、２０mM
というフルクトース－６－リン酸濃度を使用したことを除けば実施例２の記載と同様な分
光測光アッセイを使用してグルコサミン－６－リン酸シンターゼに関してアッセイした。
添加されたグルコサミン－６－リン酸の存在下及び非存在下で酵素をアッセイした。グル
コサミン－６－リン酸の非存在下では、これらの酵素に関して測定された比活性は、２１
２３－１２４株由来の酵素を除き類似していた。表６のデータは、２１２３－１２４株が
、比較的低い活性を有する酵素の異型をコードすることを示唆している。
【０１７５】
【表６】
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図１０は、２１２３－４９株、２１２３－５４株、及び２１２３－１２４株由来のＧｌｃ
Ｎ６Ｐシンターゼ酵素のＧｌｃＮ６Ｐによる阻害が、２１２３－１２株由来の酵素よりも
有意に少ないことを示している。２１２３－１４９株及び２１２３－１５１株由来の酵素
のＧｌｃＮ６Ｐによる阻害は、２１２３－１２株由来の酵素よりもわずかに少なかった。
【０１７６】
酵素の熱安定性も、これらの抽出物を使用して調査した。抽出物を４５℃（図１１Ａ）又
は５０℃（図１１Ｂ）で様々な時間インキュベートし、次いで分光測光アッセイを使用し
てアッセイした。図１１Ａ及び１１Ｂは、２１２３－４９及び２１２３－５４由来の酵素
が、２１２３－１２株由来の野生型酵素よりもはるかに不安定であることを示している。
２１２３－１２４株由来の酵素の安定性は、野生型酵素とほぼ同等であり、２１２３－１
４９株及び２１２３－１５１株由来の酵素の安定性は、本明細書に記載のインキュベーシ
ョン条件下ではわずかに低かった。
【０１７７】
（実施例１１）
以下の実施例は、グルコサミン産生に対するイソプロピル－β－Ｄ－チオガラクトシド（
ＩＰＴＧ）濃度及び温度の効果を例示する。
２１２３－５４株及び２１２３－１２４株の培養物を、２０g/l グルコース、１mM　Ｍｇ
ＳＯ４、０．１mM　ＣａＣｌ２、及び様々な量のＩＰＴＧが補充されたＭ９Ａ培地（１４
g/l Ｋ2 ＨＰＯ4 、１６g/l ＫＨ2 ＰＯ4 、１g/l クエン酸Ｎａ3 ・２Ｈ2 Ｏ、５g/l （
ＮＨ4 ）2 ＳＯ4 （pH７．０））上で３７℃で２０時間増殖させた。増殖時間の最後に、
試料を採取し、実施例２に記載のエルソン－モルガン・アッセイを使用して、培養上清中
のグルコサミン濃度をアッセイした。図１２に示された結果は、産生にとって最適なＩＰ
ＴＧ濃度が約０．２mMであることを示している。
【０１７８】
続いて、２１２３－５４株を、０．２mM又は１mMのＩＰＴＧを含む振盪フラスコ内で、３
０℃又は３７℃で、前記と同一の培地で増殖させた。これらのフラスコ培養物にも、実施
例４に記載のようなグルコース及び硫酸アンモニウムを供給した。様々な間隔で、試料を
採取し、培養上清中のグルコサミン濃度を、実施例２に記載のエルソン－モルガン・アッ
セイを使用してアッセイした。図１３は、この実験条件下においては、ＩＰＴＧ濃度の差
異と相関したグルコサミン産生の差異がほとんど存在しなかったことを示している。しか
し、３０℃における増殖は、３７℃における増殖よりも高いグルコサミン産生を生じた。
図１４Ａ及び１４Ｂに示された結果は、３０℃（図１４Ａ）においてはグルコサミン産生
が増殖停止後にも継続するが、３７℃（図１４Ｂ）においては、増殖及びグルコサミン産
生が協調して起こること示した。
【０１７９】
２１２３－４９株及び２１２３－１２４株を３０℃で０．２mM　ＩＰＴＧと共に増殖させ
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た場合、図１５Ａ（２１２３－４９）及び１５Ｂ（２１２３－１２４）に示されるように
、グルコサミン産生は増殖停止後にも起こった。３７℃で観察されたように、最も高いグ
ルコサミン濃度は、２１２３－５４株で得られ、次いで２１２３－１２４及び２１２３－
４９で高い濃度が得られた。２１２３－１２よりも無視しうる程度に高い濃度を産生した
２１２３－１４９株及び２１２３－１５１株も試験された（表７）。
【０１８０】
【表７】

（実施例１２）
以下の実施例は、２１２３－５４株の発酵器培養物において、振盪フラスコと比較して高
い濃度でグルコサミンが産生されうることを例示する。この実施例は、発酵器において、
株２１２３－５４が３０℃において３７℃よりも多いグルコサミンを産生することも例示
する。
【０１８１】
２１２３－５４株の発酵器培養物を、表８に示された培地中で培養した。pHをpH６．７に
調節するためＮａＯＨを使用して発酵を実施し、３３％グルコース、８％硫酸アンモニウ
ムの混合物を供給した。空気飽和の２０％よりも大きい溶解酸素濃度を維持するため、曝
気及び攪拌を調整した。
【０１８２】
【表８】
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以下の実験において、６００mLという初期容量を含有する１リットル容器において３種の
発酵を実施した。試験された変数は以下の通りである。
【０１８３】
発酵器１：グルコースが発酵器に蓄積しないような速度で３３％グルコースと８％硫酸ア
ンモニウムの混合物を供給した。増殖は３７℃で行った。
発酵器２：３０℃で増殖を行ったことを除き、発酵器１と同様。
発酵器３：発酵器中のグルコース濃度を５から１０g/l に一定に維持するため供給速度を
増加させたことを除き、発酵器２と同様。
【０１８４】
これらの発酵の結果を、図１６Ａ、１６Ｂ、及び１６Ｃに示す。発酵器１（図１６Ａ）及
び２（図１６Ｂ）の結果の比較は、振盪フラスコで観察されたように、グルコサミン価が
３０℃において３７℃よりも著しく高いことを示している。観察された最大グルコサミン
濃度は、３０℃で増殖させたグルコース過剰発酵器３（図１６Ｃ）における１０．９g/l 
であった。３０℃において、増殖及びグルコサミン濃度は同調しているようであり、グル
コース過剰では増殖にとってわずかな利点が存在するようである。発酵器３と類似した条
件下で実施した、その後の発酵実験において、１２g/l を超えるグルコサミン濃度が得ら
れた（データは示していない）。
【０１８５】
要約すると、本発明者らは、E. coli の最初のグルコサミン過剰産生株を作出するための
代謝操作の使用を本明細書において記載した。本明細書において立証された概念は、アミ
ノ糖の産生のための経路を有する任意の微生物、又はアミノ糖の産生のための経路が導入
された任意の組換え微生物に一般的に適用可能であろう。グルコサミン産生株を作出する
ための本手法に加え（即ち、グルコサミン分解及び取り込みの排除並びにｇｌｍＳ遺伝子
の発現の増加）、本発明者らは、グルコサミン－６－リン酸によるグルコサミン－６－リ
ン酸シンターゼの生産物阻害を減少させることにより、グルコサミン産生が改善されるこ
とも確立した。
【０１８６】
本発明の様々な実施態様を詳細に記載したが、それらの実施態様の修飾及び適合が当業者
に想到されるであろうことは明らかである。しかし、そのような修飾及び適合が、以下の
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請求の範囲に記載される本発明の精神及び範囲に含まれることを明確に理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【図１】　Escherichia coliにおける、グルコサミン及びＮ－アセチル－グルコサミン、
並びにリン酸化されたその誘導体の生合成と異化との経路の模式図。
【図２】　Escherichia coliにおける、グルコサミン過剰産生のためのアミノ糖代謝に関
連する経路に対する修飾の模式図。
【図３】　ｍａｎＸＹＺ、ｐｔｓＧ及びΔｎａｇの突然変異の組合せを有する、Escheric
hia coli株の形成の模式図。
【図４】　培養への追加のグルコース及び硫酸アンモニウムを供給することの、グルコサ
ミン蓄積に対する効果を示す折れ線グラフ。
【図５】　グルコサミン－６－リン酸シンターゼが、グルコサミン－６－リン酸及びグル
コサミンによって阻害されることを示す折れ線グラフ。
【図６】　突然変異したｇｌｍＳクローンにおけるグルコサミン－６－リン酸シンターゼ
活性の生成物阻害を示す折れ線グラフ。
【図７】　突然変異したｇｌｍＳ遺伝子を有するEscherichia coli株の構築のための方策
の模式図。
【図８】　組み込まれた突然変異ｇｌｍＳ遺伝子を有するEscherichia coli株における、
グルコサミン－６－リン酸シンターゼの生成物阻害を示す折れ線グラフ。
【図９】　組み込まれた突然変異ｇｌｍＳ遺伝子を有する突然変異Escherichia coli株に
おける、グルコサミン産生を示す折れ線グラフ。
【図１０】　グルコサミン産生株における、グルコサミン－６－リン酸シンターゼの阻害
を示す折れ線グラフ。
【図１１Ａ】　グルコサミン産生株における、グルコサミン－６－リン酸シンターゼの４
５℃での熱安定性を示す折れ線グラフ。
【図１１Ｂ】　グルコサミン産生株における、グルコサミン－６－リン酸シンターゼの５
０℃での熱安定性を示す折れ線グラフ。
【図１２】　グルコサミン産生に対するＩＰＴＧ濃度の効果を示す曲線グラフである。
【図１３】　グルコサミン産生に対するＩＰＴＧ濃度及び温度の効果を立証する折れ線グ
ラフ。
【図１４Ａ】　グルコサミン産生株２１２３－５４による３０℃での増殖及びグルコサミ
ン産生を示す折れ線グラフ。
【図１４Ｂ】　グルコサミン産生株２１２３－５４による３７℃での増殖及びグルコサミ
ン産生を示す折れ線グラフ。
【図１５Ａ】　菌株２１２３－４９による３０℃でのグルコサミン産生を示す折れ線グラ
フ。
【図１５Ｂ】　菌株２１２３－１２４による３０℃でのグルコサミン産生を示す折れ線グ
ラフ。
【図１６Ａ】　グルコサミン産生株による３７℃のグルコース制限発酵器内でのグルコサ
ミン産生を示す折れ線グラフ。
【図１６Ｂ】　グルコサミン産生株による３０℃のグルコース制限発酵器内でのグルコサ
ミン産生を示す折れ線グラフ。
【図１６Ａ】　グルコサミン産生株による３０℃のグルコース過剰発酵器内でのグルコサ
ミン産生を示す折れ線グラフ。
【配列表】
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