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(57)【要約】
　本発明は、とくに産業用途における、界面活性剤のいくつかを酵素に置き換えた布およ
びテキスタイルのクリーニングまたは洗濯に関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　テキスタイルおよび／または布のクリーニングまたは洗濯のための産業用または施設用
のクリーニングまたは洗濯の方法であって、以下：
　（ｉ）洗濯機内に布／テキスタイルを配置する工程と、
　（ｉｉ）アルカリ、界面活性剤、ハイドロトロープ、ビルダーおよびコビルダー、漂白
系、ポリマー、布色味付け剤、ならびに／または補助材料を含むリストから選択される１
種以上の洗剤成分を水中に溶解／混合することにより、７～１３の範囲内のｐＨを有する
洗濯液を提供する工程と、
　（ｉｉｉ）任意選択で、前記洗濯液中で前記布／テキスタイルを洗濯する工程と、
　（ｉｖ）多酵素組成物を粉末、顆粒、液体、もしくはスラリーとして工程（ｖ）の時に
添加する工程であって、任意選択で、２つ以上の個別の組成物中の酵素を添加するか、ま
たは水中に溶解もしくは混合された界面活性剤、ハイドロトロープ、ビルダーおよびコビ
ルダー、漂白系、ポリマー、布色味付け剤、ならびに補助材料を含むリストから選択され
る１種以上の洗剤成分と一緒のいくつかの酵素と、１つ以上の個別の組成物中の他の酵素
とを添加する工程と、
　（ｖ）前記洗濯液中で前記布／テキスタイルを洗濯する工程と、
　（ｖｉ）任意選択で、水中に溶解または混合されたアルカリ、界面活性剤、ハイドロト
ロープ、ビルダーおよびコビルダー、漂白系、ポリマー、布色味付け剤、ならびに補助材
料を含むリストから選択される１種以上の洗剤成分を前記洗濯液に添加して、前記洗濯液
中で前記布／テキスタイルを洗濯する工程と、
　（ｖｉｉ）前記洗濯液を排出する工程と、
　（ｖｉｉｉ）任意選択で、工程（ｉｉ）～（ｖｉｉ）の洗濯サイクルを繰り返して、残
留洗濯液を排出する工程と、
　（ｉｘ）濯ぎおよび任意選択で前記布／テキスタイルの乾燥を行う工程と、
を含み、
　付帯条件として、
　・工程（ｉｉ）～工程（ｖｉｉ）の洗濯サイクルが１回のみ行われる場合、工程（ｉｉ
）の洗濯液のｐＨが８～１０．５の範囲内であり、
　・工程（ｖｉｉｉ）の下で洗濯サイクルが繰り返される場合、少なくとも１回の洗濯サ
イクルでは工程（ｉｉ）の洗濯液のｐＨが８～１０．５の範囲内であり、かつ
　・工程（ｖｉｉｉ）の下で洗濯サイクルが繰り返される場合、少なくとも１回の洗濯サ
イクルでは工程（ｉｉ）～工程（ｖ）で塩素を含む漂白系も塩素を含む洗濯液も使用され
ない、クリーニングまたは洗濯の方法。
【請求項２】
　テキスタイルおよび／または布のクリーニングまたは洗濯のための産業用または施設用
のクリーニングまたは洗濯の方法であって、以下：
　（ｉ）洗濯機内に布／テキスタイルを配置する工程と、
　（ｉｉ）多酵素組成物を粉末、顆粒、液体、もしくはスラリーとして添加する工程であ
って、任意選択で、２つ以上の個別の組成物中の酵素を添加するか、または水中に溶解も
しくは混合された界面活性剤、ハイドロトロープ、ビルダーおよびコビルダー、漂白系、
ポリマー、布色味付け剤、ならびに補助材料を含むリストから選択される１種以上の洗剤
成分と一緒のいくつかの酵素と、１つ以上の個別の組成物中の他の酵素とを添加する工程
と、
　（ｉｉｉ）アルカリ、界面活性剤、ハイドロトロープ、ビルダーおよびコビルダー、漂
白系、ポリマー、布色味付け剤、ならびに／または補助材料を含むリストから選択される
１種以上の洗剤成分を水中に溶解／混合することにより、７～１３の範囲内のｐＨを有す
る洗濯液を提供する工程と、
　（ｉｖ）前記洗濯液中で前記布／テキスタイルを洗濯する工程と、
　（ｖ）任意選択で、水中に溶解または混合されたアルカリ、界面活性剤、ハイドロトロ
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ープ、ビルダーおよびコビルダー、漂白系、ポリマー、布色味付け剤、ならびに補助材料
を含むリストから選択される１種以上の洗剤成分を添加して、前記洗濯液中で前記布／テ
キスタイルを洗濯する工程と、
　（ｖｉ）前記洗濯液を排出する工程と、
　（ｖｉｉ）任意選択で、工程（ｉｉ）～（ｖｉ）の洗濯サイクルを繰り返す工程と、
　（ｖｉｉｉ）濯ぎおよび任意選択で前記布／テキスタイルの乾燥を行う工程と、
を含み、
　付帯条件として、
　・工程（ｉｉ）～工程（ｖｉ）の洗濯サイクルが１回のみ行われる場合、工程（ｉｉｉ
）の洗濯液のｐＨが８～１０．５の範囲内であり、
　・工程（ｖｉｉｉ）の下で洗濯サイクルが繰り返される場合、少なくとも１回の洗濯サ
イクルでは工程（ｉｉｉ）の洗濯液のｐＨが８～１０．５の範囲内であり、かつ
　・工程（ｖｉｉｉ）の下で洗濯サイクルが繰り返される場合、少なくとも１回の洗濯サ
イクルでは工程（ｉｉ）～工程（ｖ）で塩素を含む漂白系も塩素を含む洗濯液も使用され
ない、クリーニングまたは洗濯の方法。
【請求項３】
　各プロテアーゼが、独立して、
　（ａ）配列番号１に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一
性を有するポリペプチド、
　（ｂ）配列番号１またはポリペプチドがＢＰＮ’番号付けを用いて位置９、１５、２７
、３６、６８、７６、８７、９５、９６、９７、９８、９９、１００、１０１、１０２、
１０３、１０４、１０６、１１８、１２０、１２３、１２８、１２９、１３０、１６０、
１６７、１７０、１９４、１９５、２１８、２２２、２３２、２３５、２３６、２４５、
２４８、２５２、および／もしくは２７４の１つ以上に置換を含むその変異体に対して、
少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　（ｃ）配列番号２に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一
性を有するポリペプチド、
　（ｄ）配列番号２またはポリペプチドが位置３、４、９９、１０１、１０３、１０４、
１５９、１９４、１９９、２０５、および／もしくは２１７の１つ以上に置換を含むその
変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有する
ポリペプチド、および
　（ｅ）配列番号２３に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同
一性を有するポリペプチド、
からなる群から選択され、
　各アミラーゼが、独立して、
　（ａ）配列番号３に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一
性を有するポリペプチド、
　（ｂ）配列番号３またはポリペプチドが位置１５、２３、１０５、１０６、１２４、１
２８、１３３、１５４、１５６、１７８、１７９、１８１、１８８、１９０、１９７、２
０１、２０２、２０７、２０８、２０９、２１１、２４３、２６４、３０４、３０５、３
９１、４０８、および／もしくは４４４の１つ以上に置換を含むその変異体に対して、少
なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　（ｃ）配列番号４に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一
性を有するポリペプチド、
　（ｄ）配列番号５のハイブリッドポリペプチドに対して少なくとも９０％、たとえば、
少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　（ｅ）ハイブリッドポリペプチドが、位置４８、４９、１０７、１５６、１８１、１９
０、１９７、２０１、２０９、および／または２６４の１つ以上に置換、欠失、または挿
入を含む、配列番号５のハイブリッドポリペプチドに対して、少なくとも９０％、たとえ
ば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
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　（ｆ）配列番号６に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一
性を有するポリペプチド、
　（ｇ）配列番号６またはポリペプチドが位置１８１、１８２、１８３、１８４、１９５
、２０６、２１２、２１６、および／もしくは２６９の１つ以上に置換、欠失、もしくは
挿入を含むその変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列
同一性を有するポリペプチド、
　（ｈ）配列番号７、配列番号８、または配列番号９に対して少なくとも９０％、たとえ
ば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　（ｉ）配列番号７、配列番号８、もしくは配列番号９、またはポリペプチドが位置１４
０、１８３、１８４、１９５、２０６、２４３、２６０、３０４、および／もしくは４７
６の１つ以上に置換、欠失、もしくは挿入を含むそれらの変異体に対して、少なくとも９
０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　（ｊ）配列番号１０に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同
一性を有するポリペプチド、
　（ｋ）配列番号１１に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同
一性を有するポリペプチド、
　（ｌ）配列番号１１またはポリペプチドが位置１７６、１７７、１７８、１７９、１９
０、２０１、２０７、２１１、および／もしくは２６４の１つ以上に置換、欠失、もしく
は挿入を含むその変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配
列同一性を有するポリペプチド、
　（ｍ）配列番号１２に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同
一性を有するポリペプチド、
　（ｎ）配列番号１２またはポリペプチドが位置８７、９８、１２５、１２８、１３１、
１６５、１７８、１８０、１８１、１８２、１８３、２０１、２０２、２２５、２４３、
２７２、２８２、３０５、３０９、３１９、３２０、３５９、４４４、および／もしくは
４７５の１つ以上に置換、欠失、もしくは挿入を含むその変異体に対して、少なくとも９
０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　（ｏ）配列番号１３に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同
一性を有するポリペプチド、および
　（ｐ）配列番号１３またはポリペプチドが位置２８、１１８、１７４、１８１、１８２
、１８３、１８４、１８６、１８９、１９５、２０２、２９８、２９９、３０２、３０３
、３０６、３１０、３１４、３２０、３２４、３４５、３９６、４００、４３９、４４４
、４４５、４４６、４４９、４５８、４７１、および／もしくは４８４の１つ以上に置換
、欠失、もしくは挿入を含むその変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なく
とも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
からなる群から選択され、
　各セルラーゼが、独立して、
　（ａ）配列番号１４の位置１～位置７７３のアミノ酸配列に対して少なくとも９０％、
たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、および
　（ｂ）配列番号１５に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、たとえ
ば、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド
、および
　（ｃ）配列番号１５またはポリペプチドが位置２、４、７、８、１０、１３、１５、１
９、２０、２１、２５、２６、２９、３２、３３、３４、３５、３７、４０、４２、４２
ａ、４３、４４、４８、５３、５４、５５、５８、５９、６３、６４、６５、６６、６７
、７０、７２、７６、７９、８０、８２、８４、８６、８８、９０、９１、９３、９５、
９７、１００、１０１、１０２、１０３、１１３、１１４、１１７、１１９、１２１、１
３３、１３６、１３７、１３８、１３９、１４０、１４１、１４３、１４５、１４６、１
４７、１５０、１５１、１５２、１５３、１５４、１５５、１５６、１５７、１５８、１
５９、１６０、１６１、１６２、１６４、１６５、１６８、１７０、１７１、１７２、１
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７３、１７５、１７６、１７８、１８１、１８３、１８４、１８５、１８６、１８８、１
９１、１９２、１９５、１９６、および／もしくは２００の１つ以上に置換、欠失、もし
くは挿入を含むその変異体に対して、少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、
たとえば、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペ
プチド、
　（ｄ）配列番号２２に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、たとえ
ば、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド
、
からなる群から選択され、
　各リパーゼが、独立して、
　（ａ）配列番号１６に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同
一性を有するポリペプチド、
　（ｂ）配列番号１６またはポリペプチドが位置４、２４、２７、３３、５７、５８、６
０、６２、８１、８３、８４、８６、８７、９０、９１、９４、９６、９９、１０１、１
０２、１４７、１５０、１９０、２０２、２０９、２１０、２１１、２２７、２３１、２
３３、２４９、２５５、２５６、２７０、２７１、および２７２の１つ以上に置換、欠失
、もしくは挿入を含むその変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９
５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　（ｃ）配列番号１６またはポリペプチドが次の置換Ｔ２３１ＲおよびＮ２３３Ｒを含む
その変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有
するポリペプチド、
からなる群から選択され、
　各ペクチン酸リアーゼが、独立して、
　（ａ）配列番号１７に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少なく
とも９０％、または少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、および
　（ｂ）配列番号１７またはポリペプチドが位置５、９、１１、２６、２８、３０、３１
、３７、４０、４５、４６、４７、４８、４９、５０、５１、５２、５４、６１、６４、
６８、６９、７０、７１、７４、７５、７６、７９、８６、８７、９１、９９、１０５、
１０６、１０７、１１１、１１５、１１６、１１８、１２２、１２３、１３４、１３６、
１３９、１４０、１４１、１４６、１４８、１５６、１５８、１７０、１８２、１８５、
１８６、１８９、１９３、１９４、１９６、１９９、２０１、２０２、２０４、２１３、
２１５、２１８、２２４、２２８、２２９、２３４、２３５、２３７、２５１、２５６、
２５７、２５８、２７２、２７７、２８６、２９５、２９８、３０１、３０２、３０３、
３０５、３０７、３０８、３１４、３１６、３２３、３２４、３２６、３３１、３３２、
３３３、３３４、３３５、３３６、３３７、３３８、３３９、３４０、３４１、３４９、
３５６、３５７、３６３、３６６、３７８、３８１、３８４、３８６、３８７、３８９、
３９０、３９１、３９３、および／もしくは３９７の１つ以上に置換、欠失、もしくは挿
入を含むその変異体に対して、少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少なく
とも９０％、もしくは少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
からなる群から選択され、かつ
　各マンナナーゼが、独立して、
　（ａ）配列番号１８のアミノ酸３１～３３０に対して少なくとも８０％、たとえば、少
なくとも８５％、少なくとも９０％、または少なくとも９５％の配列同一性を有するポリ
ペプチド、
　（ｂ）配列番号１９のアミノ酸３２～３３４に対して少なくとも８０％、たとえば、少
なくとも８５％、少なくとも９０％、または少なくとも９５％の配列同一性を有するポリ
ペプチド、
　（ｃ）配列番号２０のアミノ酸３３～３３１に対して少なくとも８０％、たとえば、少
なくとも８５％、少なくとも９０％、または少なくとも９５％の配列同一性を有するポリ
ペプチド、および
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　（ｄ）配列番号２１のアミノ酸６８～３６９に対して、少なくとも８０％、たとえば、
少なくとも８５％、少なくとも９０％、または少なくとも９５％の配列同一性を有するポ
リペプチド、
からなる群から選択される、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　洗濯サイクル１回あたり添加される各酵素の量が、乾燥テキスタイル１キログラムあた
り０．０００１～５００ｍｇの酵素タンパク質、好ましくは、０．００１～２００ｍｇの
酵素タンパク質、より好ましくは、０．０１～１００ｍｇの酵素タンパク質、さらにより
好ましくは、０．０５～５０ｍｇの酵素タンパク質、最も好ましくは、乾燥テキスタイル
１キログラムあたり０．２～２０ｍｇの酵素タンパク質に対応する、請求項１～３のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記多酵素組成物が、改善されたクリーニング効果、たとえば、改善された洗濯性能お
よび／または改善された酵素洗浄効果を与える、請求項１～４のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項６】
　最高洗濯温度が低減されると同時に、最高洗濯温度が低減されずかつ多酵素組成物が使
用されない方法と比較して同等のまたは改善されたクリーニング効果、たとえば、改善さ
れた洗濯性能および／または酵素洗浄効果が得られる、請求項１～５のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項７】
　前記洗濯液のｐＨが、７～１０．５の範囲内、８～１０．５の範囲内、８．５～９．５
の範囲内、９～９．５の範囲内、９～１１の範囲内、９．５～１０．５の範囲内、１０～
１１の範囲内、または１０．５～１１の範囲内である、請求項１～６のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項８】
　前記多酵素組成物が、
　ｈ）配列番号１に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性
を有するプロテアーゼ、
　ｉ）配列番号１１に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一
性を有するアミラーゼ、
　ｊ）配列番号１５に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、たとえば
、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　ｋ）配列番号１４の位置１～位置７７３のアミノ酸配列に対して少なくとも９０％、た
とえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するセルラーゼ、または配列番号２２に対し
て少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、たとえば、少なくとも９０％、たと
えば、少なくとも９５％の配列同一性を有するセルラーゼ、
　ｌ）配列番号１６またはポリペプチドが次の置換Ｔ２３１ＲおよびＮ２３３Ｒを含むそ
の変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有す
るリパーゼ、
　ｍ）配列番号１７に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少なくと
も９０％、または少なくとも９５％の配列同一性を有するペクチン酸リアーゼ、および
　ｎ）配列番号１８のアミノ酸３１～３３０に対して少なくとも８０％、たとえば、少な
くとも８５％、少なくとも９０％、または少なくとも９５％の配列同一性を有するマンナ
ナーゼ、
を含む、請求項１～７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記多酵素組成物が、
　ｄ）配列番号２３に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一
性を有するポリペプチド、
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　ｅ）配列番号１６またはポリペプチドが次の置換Ｔ２３１ＲおよびＮ２３３Ｒを含むそ
の変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有す
るポリペプチド、および
　ｆ）配列番号６に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性
を有するポリペプチド、
を含む、請求項１～２７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　乾燥テキスタイル１ｋｇあたり０．１～６．０ｇの液体多酵素組成物が添加され、前記
多酵素組成物が、
　ａ）配列番号１に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性
を有する、１．０～２．０ＫＮＰＵ（Ｓ）／ｇの活性を与える濃度のプロテアーゼ、
　ｂ）配列番号１１に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一
性を有する、０．１５～０．５０ＳＮＵ／ｇの活性を与える濃度のアミラーゼ、
　ｃ）配列番号１５に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、たとえば
、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有する、５０～１００
ＣＮＵ（Ｒ）／ｇの活性を与える濃度のポリペプチド、
　ｄ）配列番号２２の位置１～位置７７３のアミノ酸配列に対して少なくとも９０％、た
とえば、少なくとも９５％の配列同一性を有する、３０～８０ＥＣＵ／ｇの活性を与える
濃度のセルラーゼ、
　ｅ）配列番号１６またはポリペプチドが次の置換Ｔ２３１ＲおよびＮ２３３Ｒを含むそ
の変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有す
る、２．０～４．０ＫＬＵ／ｇの活性を与える濃度のリパーゼ、
　ｆ）配列番号１７に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少なくと
も９０％、または少なくとも９５％の配列同一性を有する、９．０～１６．０ＰＤＥＵ／
ｇの活性を与える濃度のペクチン酸リアーゼ、および
　ｇ）配列番号１８のアミノ酸３１～３３０に対して少なくとも８０％、たとえば、少な
くとも８５％、少なくとも９０％、または少なくとも９５％の配列同一性を有する、０．
０２５～０．０７５ＭＩＵ／ｇの活性を与える濃度のマンナナーゼ、
を含む、請求項１～２７および３２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　工程（ｉ）と工程（ｉｉ）との間で洗濯工程が行われ、洗濯液のｐＨが８～１３、たと
えば１０～１３の範囲内である、請求項１～１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　多酵素組成物が、プロテアーゼ、アミラーゼ、リパーゼ、セルラーゼ、クチナーゼ、ア
シルトランスフェラーゼ、エンドグルカナーゼ、キシログルカナーゼ、マンナナーゼ、ア
ラビナーゼ、ガラクタナーゼ、ペクチナーゼ、ペクチン酸リアーゼ、キサンタナーゼ、キ
サンタンリアーゼ、キシラナーゼ、ラッカーゼ、および／またはペルオキシダーゼの中か
ら選択される２種以上の酵素を含む、洗濯性能を改善するための多酵素組成物の使用。
【請求項１３】
　反射率値が、最高洗濯温度が低減されずかつ多酵素組成物が使用されない類似の洗濯方
法と比較して、少なくとも２反射率単位高い、請求項１２に記載の使用。
【請求項１４】
　多酵素組成物が、プロテアーゼ、アミラーゼ、リパーゼ、セルラーゼ、クチナーゼ、ア
シルトランスフェラーゼ、エンドグルカナーゼ、キシログルカナーゼ、マンナナーゼ、ア
ラビナーゼ、ガラクタナーゼ、ペクチナーゼ、ペクチン酸リアーゼ、キサンタナーゼ、キ
サンタンリアーゼ、キシラナーゼ、ラッカーゼ、および／またはペルオキシダーゼの中か
ら選択される２種以上の酵素を含む、再洗濯の回数を低減するための多酵素組成物の使用
。
【請求項１５】
　多酵素組成物が、プロテアーゼ、アミラーゼ、リパーゼ、セルラーゼ、クチナーゼ、ア
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シルトランスフェラーゼ、エンドグルカナーゼ、キシログルカナーゼ、マンナナーゼ、ア
ラビナーゼ、ガラクタナーゼ、ペクチナーゼ、ペクチン酸リアーゼ、キサンタナーゼ、キ
サンタンリアーゼ、キシラナーゼ、ラッカーゼ、および／またはペルオキシダーゼの中か
ら選択される２種以上の酵素を含む、テキスタイルの寿命を増加させるための多酵素組成
物の使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
発明の分野
　本発明は、とくに産業用途および自動施設用途における、洗剤成分のいくつかを酵素に
置き換えた布およびテキスタイルのクリーニングまたは洗濯に関する。
【背景技術】
【０００２】
発明の背景
　布およびテキスタイルの産業用および施設用の洗濯は、伝統的には、良好なクリーニン
グ結果を得るために、高い洗濯温度で多量の強アルカリ（たとえば、水酸化ナトリウムや
水酸化カリウム）、ビルダー、および界面活性剤を使用することに依拠してきた。しかし
ながら、界面活性剤およびビルダーは、油系製品であるので、それらの価格は、原油の価
格に依存する。したがって、原油価格が増加すると界面活性剤およびビルダーの価格が高
騰し、しかも産業用洗濯会社は、顧客と固定価格契約を結んでいることが多いので、これ
が会社の収益性に悪影響を及ぼす。さらに、強アルカリおよび塩素漂白剤を多量に使用す
ると、テキスタイルの寿命に悪影響及ぼす。これはまた、洗濯しているテキスタイルを所
有し貸し出すことが多いので、産業用ランドリーの収益性に影響を及ぼす。環境の観点か
ら、より少ない化学物質を使用すると、廃水の減少および／または廃水中のＣＯＤの低下
がもたらされるので、アルカリ、塩素、ビルダー、および界面活性剤の量を低減すること
もまた、有益である。これに関してさらに、いくつかの地域では、廃水中の低ＣＯＤ含有
量は、都市下水システム中への廃水の放出を許容するための要件である。
【０００３】
　産業用および施設用の洗濯は、通常、高温で行われるので、洗濯温度を低下させれば、
光熱費が削減され環境が緩和されるので、産業用洗濯会社および／または施設（ホテル、
養護ホームなど）のいずれにも有益であろう。さらにまた、洗濯時間を短縮できれば、処
理能力および生産性が向上するので、産業用洗濯会社に、有益でありうる。
【発明の概要】
【０００４】
発明の概要
　したがって、洗濯性能の維持さらには向上を行いつつ、産業用および施設用の洗濯にお
けるアルカリ、塩素、界面活性剤、およびビルダーの使用の低減、ならびに主要な洗濯温
度の低下および全洗濯時間の短縮を図る必要性が存在する。
【０００５】
　本発明は、以下の工程、すなわち、
　（ｉ）洗濯機内に布／テキスタイルを配置する工程と、
　（ｉｉ）アルカリ、界面活性剤、ハイドロトロープ、ビルダーおよびコビルダー、漂白
系、ポリマー、布色味付け剤、ならびに／または補助材料を含むリストから選択される１
種以上の洗剤成分を水中に溶解／混合することにより、７～１３の範囲内のｐＨを有する
洗濯液を提供する工程と、
　（ｉｉｉ）任意選択で、洗濯液中で布／テキスタイルを洗濯する工程と、
　（ｉｖ）多酵素組成物を粉末、顆粒、液体、もしくはスラリーとして工程（ｖ）の時に
添加する工程であって、任意選択で、２つ以上の個別の組成物中の酵素を添加するか、ま
たは水中に溶解もしくは混合された界面活性剤、ハイドロトロープ、ビルダーおよびコビ
ルダー、漂白系、ポリマー、布色味付け剤、ならびに補助材料を含むリストから選択され
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る１種以上の洗剤成分と一緒のいくつかの酵素と、１つ以上の個別の組成物中の他の酵素
とを添加する工程と、
　（ｖ）洗濯液中で布／テキスタイルを洗濯する工程と、
　（ｖｉ）任意選択で、水中に溶解または混合されたアルカリ、界面活性剤、ハイドロト
ロープ、ビルダーおよびコビルダー、漂白系、ポリマー、布色味付け剤、ならびに補助材
料を含むリストから選択される１種以上の洗剤成分を洗濯液に添加して、洗濯液中で布／
テキスタイルを洗濯する工程と、
　（ｖｉｉ）洗濯液を排出する工程と、
　（ｖｉｉｉ）任意選択で、工程（ｉｉ）～（ｖｉｉ）の洗濯サイクルを繰り返して、残
留洗濯液を排出する工程と、
　（ｉｘ）濯ぎおよび任意選択で布／テキスタイルの乾燥を行う工程と、
を含み、
　付帯条件として、
　・工程（ｉｉ）～工程（ｖｉｉ）の洗濯サイクルが１回のみ行われる場合、工程（ｉｉ
）の洗濯液のｐＨが８～１０．５の範囲内であり、
　・工程（ｖｉｉｉ）の下で洗濯サイクルが繰り返される場合、少なくとも１回の洗濯サ
イクルでは工程（ｉｉ）の洗濯液のｐＨが８～１０．５の範囲内であり、かつ
　・工程（ｖｉｉｉ）の下で洗濯サイクルが繰り返される場合、少なくとも１回の洗濯サ
イクルでは工程（ｉｉ）～工程（ｖ）で塩素を含む漂白系も塩素を含む洗濯液も使用され
ない、
テキスタイルおよび／または布の産業用または施設用のクリーニングまたは洗濯のための
改善された方法に関する。
【０００６】
　本発明はさらに、以下の工程、すなわち、
　（ｉ）洗濯機内に布／テキスタイルを配置する工程と、
　（ｉｉ）多酵素組成物を粉末、顆粒、液体、もしくはスラリーとして添加する工程であ
って、任意選択で、２つ以上の個別の組成物中の酵素を添加するか、または水中に溶解も
しくは混合された界面活性剤、ハイドロトロープ、ビルダーおよびコビルダー、漂白系、
ポリマー、布色味付け剤、ならびに補助材料を含むリストから選択される１種以上の洗剤
成分と一緒のいくつかの酵素と、１つ以上の個別の組成物中の他の酵素とを添加する工程
と、
　（ｉｉｉ）アルカリ、界面活性剤、ハイドロトロープ、ビルダーおよびコビルダー、漂
白系、ポリマー、布色味付け剤、ならびに／または補助材料を含むリストから選択される
１種以上の洗剤成分を水中に溶解／混合することにより、７～１３の範囲内のｐＨを有す
る洗濯液を提供する工程と、
　（ｉｖ）洗濯液中で布／テキスタイルを洗濯する工程と、
　（ｖ）任意選択で、水中に溶解または混合されたアルカリ、界面活性剤、ハイドロトロ
ープ、ビルダーおよびコビルダー、漂白系、ポリマー、布色味付け剤、ならびに補助材料
を含むリストから選択される１種以上の洗剤成分を添加して、洗濯液中で布／テキスタイ
ルを洗濯する工程と、
　（ｖｉ）洗濯液を排出する工程と、
　（ｖｉｉ）任意選択で、工程（ｉｉ）～（ｖｉ）の洗濯サイクルを繰り返す工程と、
　（ｖｉｉｉ）濯ぎおよび任意選択で布／テキスタイルの乾燥を行う工程と、
を含み、
　付帯条件として、
　工程（ｉｉ）～工程（ｖｉ）の洗濯サイクルが１回のみ行われる場合、工程（ｉｉｉ）
の洗濯液のｐＨが８～１０．５の範囲内であり、
　工程（ｖｉｉｉ）の下で洗濯サイクルが繰り返される場合、少なくとも１回の洗濯サイ
クルでは工程（ｉｉｉ）の洗濯液のｐＨが８～１０．５の範囲内であり、かつ
　工程（ｖｉｉｉ）の下で洗濯サイクルが繰り返される場合、少なくとも１回の洗濯サイ
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クルでは工程（ｉｉ）～工程（ｖ）で塩素を含む漂白系も塩素を含む洗濯液も使用されな
い、
テキスタイルおよび／または布のクリーニングまたは洗濯のための産業用または施設用の
クリーニングまたは洗濯の方法に関する。
【０００７】
　本発明はさらに、多酵素組成物が、プロテアーゼ、アミラーゼ、リパーゼ、セルラーゼ
、クチナーゼ、アシルトランスフェラーゼ、エンドグルカナーゼ、キシログルカナーゼ、
マンナナーゼ、アラビナーゼ、ガラクタナーゼ、ペクチナーゼ、ペクチン酸リアーゼ、キ
サンタナーゼ、キサンタンリアーゼ、キシラナーゼ、ラッカーゼ、および／またはペルオ
キシダーゼの中から選択される２種以上の酵素を含む、洗濯性能を改善するための多酵素
組成物の使用に関する。
【０００８】
　本発明はまた、再洗濯の回数を低減するためのおよびテキスタイルの寿命を増加させる
ための多酵素組成物の使用に関する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、１０種のスウォッチに対して通常の洗濯プログラムと比較して多酵素組
成物を含有するより温和な洗濯プログラムの洗濯効果を示している。
【図２】図２は、１０種のスウォッチに対して通常の洗濯プログラムと比較して多酵素組
成物を含有するより温和な洗濯プログラムの洗濯効果を示している。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
定義
　ＣＯＤ：化学的酸素要求量　－　廃水中の有機化合物の量の尺度。
【００１１】
　色の澄明化：洗濯時および着用時、バラ繊維または破断繊維が布の表面に蓄積する可能
性がある。１つの結果として、表面汚染を生じるため、布の色の明るさや強さが低下して
見える可能性がある。テキスタイルからバラ繊維または破断繊維を除去すれば、テキスタ
イルの元の色および外観が部分的に復元されるであろう。本明細書で用いられる「色の澄
明化」という用語は、テキスタイルの初期の色の部分的な復元を意味する。
【００１２】
　洗剤成分：「洗剤成分」という用語は、本明細書では、洗剤組成物で使用可能なタイプ
の化学物質を意味すると定義される。洗剤成分の例は、アルカリ、界面活性剤、ハイドロ
トロープ、ビルダー、コビルダー、キレート化剤、漂白系または漂白成分、ポリマー、布
色味付け剤、柔軟仕上げ剤、増泡剤、石鹸泡抑制剤、分散剤、染料移動防止剤、蛍光増白
剤、香料、光学増白剤、殺細菌剤、殺菌類剤、汚れ懸濁剤、防汚ポリマー、再付着防止剤
、酵素阻害剤または安定化剤、酵素活性化剤、抗酸化剤、および可溶化剤である。
【００１３】
　洗剤組成物：「洗剤組成物」という用語は、テキスタイルや布などのクリーニングされ
る用品から望ましくない化合物を除去するのに使用される組成物を意味する。この用語は
、産業用および施設用の洗濯用途のために選択される任意の材料／化合物ならびに製品の
形態（たとえば、液体、粉末、顆粒、エマルジョン、スラリー）を包含する。多酵素組成
物に加えて、洗剤組成物は、アルカリ、界面活性剤、ハイドロトロープ、ビルダー、コビ
ルダー、キレート化剤、漂白系または漂白成分、ポリマー、布色味付け剤、柔軟仕上げ剤
、増泡剤、石鹸泡抑制剤、分散剤、染料移動防止剤、蛍光増白剤、香料、光学増白剤、殺
細菌剤、殺菌類剤、汚れ懸濁剤、防汚ポリマー、再付着防止剤、酵素阻害剤または安定化
剤、酵素活性化剤、抗酸化剤、可溶化剤などの成分を含有する。
【００１４】
　酵素洗浄効果：「酵素洗浄効果」という用語は、本明細書では、酵素を含まない同一の
洗剤と比較して１種以上の酵素により洗剤に付加されうる有利な効果として定義される。



(11) JP 2016-516452 A 2016.6.9

10

20

30

40

50

酵素により提供可能な重要な洗浄効果は、洗濯後およびまたはクリーニング後、目に見え
る汚れがまったくないかまたはほとんどない汚れ除去、洗濯プロセス時に放出される汚れ
の再付着の防止または低減（再付着防止とも称される効果）、元々は白色であったが使用
および洗濯を繰り返した後、灰色または黄色を帯びた外観を生じたテキスタイルの白色度
の完全または部分的な復元（増白とも称される効果）である。触媒的汚れ除去または汚れ
の再付着防止に直接関連付けられないが、テキスタイルケア効果もまた、酵素洗浄効果に
重要である。そのようなテキスタイルケア効果の例は、一方の布から他方の布へのまたは
同一の布の他の部分への染料移動の防止または低減（染料移動防止または汚れ戻り防止と
も称される効果）、ピリング傾向を減少させるためのまたは既存のピルもしくはファズを
除去するための布表面からの突出繊維または破断繊維の除去（抗ピリング性とも称される
効果）、布の柔軟性の改善、布の色の澄明化、および布または衣類の繊維中にトラップさ
れた微粒子状汚れの除去である。酵素漂白は、過酸化水素や他の過酸化物などの漂白成分
の生成を触媒するために触媒活性が一般に使用される、さらなる酵素洗浄効果である。
【００１５】
　完全配合：「完全配合」という用語は、本明細書では、テキスタイル／布を洗濯するた
めに必要な洗剤成分および酵素成分のすべてを洗剤組成物が含有すること、かつクリーニ
ングプロセスを開始するために完全配合洗剤組成物のみを洗濯サイクルに添加することが
必要であることを意味すると定義される。
【００１６】
　施設用：「施設用」という用語は、本明細書では、家庭状況に類似した単一の完全配合
洗剤組成物を手動で投与する小型のＯＰＬとは対照的に、いくつかの部分配合洗剤組成物
を洗濯機に自動投入する産業用ランドリーに類似した洗濯プロセスを行うのに十分な大型
の敷地内ランドリー（ＯＰＬ）を意味すると定義される。
【００１７】
　多酵素組成物：「多酵素組成物」という用語は、本明細書では、ランドリーで洗濯効果
を有する２つ以上の異なるタイプの酵素を含む組成物を意味すると定義される。ランドリ
ーで洗濯効果を有する例は、たとえば、特定の汚れを除去することが知られる酵素、再付
着防止効果（灰色化防止としても知られる）を有することが知られる酵素、またはランド
リーで黄変を除去する酵素でありうる。
【００１８】
　部分配合：「部分配合」という用語は、本明細書では、テキスタイル／布を洗濯するた
めに必要な洗剤成分および／または酵素成分のすべてを含有するものではない洗剤組成物
を意味すると定義される。部分配合洗剤組成物は、クリーニングプロセスを開始するため
に必要とされる多酵素組成物または１種以上のアルカリ、界面活性剤、ビルダー、もしく
は他の洗剤成分を欠如しうる。２種以上の部分配合洗剤組成物を多酵素組成物と一緒に洗
濯サイクルに添加することにより、洗濯サイクル時に完全配合洗剤組成物を調製しうる。
【００１９】
　テキスタイル：「テキスタイル」という用語は、糸、糸中間体、繊維、不織布材料、天
然材料、合成材料、および任意の他のテキスタイル材料、これらの材料で作製された布、
ならびに布から作製された製品（たとえば、衣類および他の物品）をはじめとする任意の
テキスタイル材料を意味する。テキスタイルまたは布は、編布、織布、デニム、不織布、
フェルト、糸、およびタオル地の形態でありうる。テキスタイルは、セルロース系、たと
えば、綿、アマ／リネン、ジュート、ラミー、サイザル、コイアをはじめとする天然セル
ロース系、またはビスコース／レーヨン、ラミー、セルロースアセテート繊維（トリセル
）、リヨセルをはじめとする人造セルロース系（たとえば、木材パルプ由来）、またはそ
れらのブレンドでありうる。また、テキスタイルまたは布は、非セルロース系、たとえば
、ウール、キャメル、カシミヤ、モヘア、ラビット、シルクをはじめとする天然ポリアミ
ド、またはナイロン、アラミド、ポリエステル、アクリル、ポリプロピレン、スパンデッ
クス／エラスタンなどの合成ポリマー、またはそれらのブレンド、さらにはセルロース系
繊維と非セルロース系繊維とのブレンドでありうる。ブレンドの例は、綿および／または
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レーヨン／ビスコースと、１種以上の併用材料、たとえば、ウール、合成繊維（たとえば
、ポリアミド繊維、アクリル繊維、ポリエステル繊維、ポリビニルアルコール繊維、ポリ
塩化ビニル繊維、ポリウレタン繊維、ポリ尿素繊維、アラミド繊維）、および／またはセ
ルロース含有繊維（たとえば、レーヨン／ビスコース、ラミー、アマ／リネン、ジュート
、セルロースアセテート繊維、リヨセル）と、のブレンドである。布は、従来の洗濯可能
な洗濯物（たとえば、汚れた家庭内の洗濯物）でありうる。布または衣類という用語が用
いられる場合、同様に上位語のテキスタイルも含むことが意図される。
【００２０】
　洗濯サイクル：「洗濯サイクル」という用語は、本明細書では、テキスタイルを洗濯液
中に浸漬し、汚れを放出するためにならびにテキスタイル中へのおよびテキスタイルから
の洗濯液の流れを促進するために、何らかの機械的作用をテキスタイルに適用し、最後に
、不必要な洗濯液を除去する、洗濯操作として定義される。１回以上の洗濯サイクル後、
一般的には、テキスタイルの濯ぎおよび乾燥が行われる。
【００２１】
　洗濯液：「洗濯液」という用語は、本明細書では、任意選択でテキスタイルの洗濯に使
用される多酵素組成物を含む、水と洗剤との溶液または混合物として定義される。
【００２２】
　洗濯性能：「洗濯性能」という用語は、本明細書では、洗濯時にクリーニングされるテ
キスタイル上に存在する汚れを除去する洗剤組成物の能力として定義される。洗濯性能は
、フルスケール洗濯試験で定義されるいわゆる反射率値（ＲＥＭ）を測定することにより
定量されうる。実施例１の洗濯性能試験も参照されたい。
【００２３】
　洗濯時間：「洗濯時間」という用語は、本明細書では、全洗濯プロセスに要する時間、
すなわち、洗濯サイクルと濯ぎサイクルとを合わせた時間として定義される。
【００２４】
　白色度：「白色度」という用語は、本明細書では、異なる分野および異なる顧客では異
なる意味を有する広義の用語として定義される。白色度の損失は、たとえば、灰色化、黄
変、または光学増白剤／色味付け剤の除去に起因しうる。灰色化および黄変は、たとえば
、汚れの再付着、体の汚れ、着色、たとえば、鉄イオンや銅イオンによる着色、または染
料移動に起因しうる。白色度は、次のリスト、すなわち、着色剤または染料の作用、不完
全な汚れ除去（たとえば、生体の汚れ、皮脂など）、再付着（対象物の灰色化、黄変、ま
たは他の変色）（除去された汚れがテキスタイルの他の汚れた部分または汚れていない部
分に再結合する）、適用時のテキスタイルの化学変化、および色の澄明化または明色化に
由来する１つまたは複数の問題を含みうる。
【００２５】
本発明に係る方法
　テキスタイルおよび／または布のクリーニングまたは洗濯、特定的には、洗剤組成物が
完全配合されていない、つまり、個別の洗剤成分を、たとえば、個別にまたは部分配合組
成物として添加可能である、テキスタイルおよび／または布の産業用および施設用の洗濯
。たとえば、多酵素組成物は、粉末、顆粒、スラリー、または溶液として添加されうる。
他の選択肢として、多酵素組成物は、１種以上の洗剤成分、たとえば、アルカリ、界面活
性剤、ハイドロトロープ、ビルダーおよびコビルダー、漂白系、ポリマー、布色味付け剤
、ならびに／もしくは補助材料、またはそれらの任意の混合物と一緒に添加されうる。多
酵素組成物は、各洗濯サイクル時、たとえば、洗濯サイクルの開始時、洗濯機内へのテキ
スタイルおよび／もしくは布の配置直後、または洗濯サイクルの任意の段階で、１回また
は複数回、たとえば、１、２、３、４、または５回、添加されうる。各洗濯サイクル時に
多酵素組成物を添加する必要はないが、少なくとも１回の洗濯サイクル時に多酵素組成物
が添加される。洗剤成分は、各洗濯サイクル時、任意選択で洗濯サイクルの任意の段階で
多酵素組成物と一緒に、１回または複数回、たとえば、１、２、３、４、または５回、添
加されうる。
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【００２６】
　本発明は、２種以上の酵素を含む多酵素組成物の添加を含むものとして記述される。し
かしながら、本発明は、１つの組成物ですべての酵素を添加することに限定されるもので
はない。２つ以上の個別の組成物で酵素を洗濯液に添加することもまた、本発明の対象に
なるとみなされ、その場合、それぞれ個別の組成物は、１種以上の洗剤成分と一緒であり
うるか、または１種もしくは複数種の酵素は、１つ以上の個別の組成物の一部である。一
実施形態では、プロテアーゼは、たとえば、１種以上の洗剤成分と一緒に、個別の組成物
で他の酵素に添加される。なぜなら、こうすると、他の酵素がより長い貯蔵寿命を有する
ようになるという利点があるからである。
【００２７】
　したがって、本発明は、以下の工程、すなわち、
　（ｉ）洗濯機内に布／テキスタイルを配置する工程と、
　（ｉｉ）アルカリ、界面活性剤、ハイドロトロープ、ビルダーおよびコビルダー、漂白
系、ポリマー、布色味付け剤、ならびに／または補助材料を含むリストから選択される１
種以上の洗剤成分を水中に溶解／混合することにより、７～１３の範囲内のｐＨを有する
洗濯液を提供する工程と、
　（ｉｉｉ）任意選択で、洗濯液中で布／テキスタイルを洗濯する工程と、
　（ｉｖ）多酵素組成物を粉末、顆粒、液体、もしくはスラリーとして工程（ｖ）の時に
添加する工程であって、任意選択で、２つ以上の個別の組成物中の酵素を添加するか、ま
たは水中に溶解もしくは混合された界面活性剤、ハイドロトロープ、ビルダーおよびコビ
ルダー、漂白系、ポリマー、布色味付け剤、ならびに補助材料を含むリストから選択され
る１種以上の洗剤成分と一緒のいくつかの酵素と、１つ以上の個別の組成物中の他の酵素
とを添加する工程と、
　（ｖ）洗濯液中で布／テキスタイルを洗濯する工程と、
　（ｖｉ）任意選択で、水中に溶解または混合されたアルカリ、界面活性剤、ハイドロト
ロープ、ビルダーおよびコビルダー、漂白系、ポリマー、布色味付け剤、ならびに補助材
料を含むリストから選択される１種以上の洗剤成分を洗濯液に添加して、洗濯液中で布／
テキスタイルを洗濯する工程と、
　（ｖｉｉ）洗濯液を排出する工程と、
　（ｖｉｉｉ）任意選択で、工程（ｉｉ）～（ｖｉｉ）の洗濯サイクルを繰り返して、残
留洗濯液を排出する工程と、
　（ｉｘ）濯ぎおよび任意選択で布／テキスタイルの乾燥を行う工程と、
を含み、
　付帯条件として、
　・工程（ｉｉ）～工程（ｖｉｉ）の洗濯サイクルが１回のみ行われる場合、工程（ｉｉ
）の洗濯液のｐＨが８～１０．５の範囲内であり、
　・工程（ｖｉｉｉ）の下で洗濯サイクルが繰り返される場合、少なくとも１回の洗濯サ
イクルでは工程（ｉｉ）の洗濯液のｐＨが８～１０．５の範囲内であり、かつ
　・工程（ｖｉｉｉ）の下で洗濯サイクルが繰り返される場合、少なくとも１回の洗濯サ
イクルでは工程（ｉｉ）～工程（ｖ）で塩素を含む漂白系も塩素を含む洗濯液も使用され
ない、
テキスタイルおよび／または布のクリーニングまたは洗濯のための産業用または施設用の
クリーニングまたは洗濯の方法に関する。
【００２８】
　本発明の一実施形態では、工程（ｉｉ）の洗濯液は、界面活性剤、アルカリ、およびま
たは炭酸塩を水に溶解させることにより提供される。一実施形態では、工程（ｉ）と工程
（ｉｉ）との間で洗濯工程が行われ、洗濯液のｐＨは、８～１３、たとえば１０～１３の
範囲内である。
【００２９】
　他の選択肢として、本発明は、以下の工程、すなわち、
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　（ｉ）洗濯機内に布／テキスタイルを配置する工程と、
　（ｉｉ）多酵素組成物を粉末、顆粒、液体、もしくはスラリーとして添加する工程であ
って、任意選択で、２つ以上の個別の組成物中の酵素を添加するか、または水中に溶解も
しくは混合された界面活性剤、ハイドロトロープ、ビルダーおよびコビルダー、漂白系、
ポリマー、布色味付け剤、ならびに補助材料を含むリストから選択される１種以上の洗剤
成分と一緒のいくつかの酵素と、１つ以上の個別の組成物中の他の酵素とを添加する工程
と、
　（ｉｉｉ）アルカリ、界面活性剤、ハイドロトロープ、ビルダーおよびコビルダー、漂
白系、ポリマー、布色味付け剤、ならびに／または補助材料を含むリストから選択される
１種以上の洗剤成分を水中に溶解／混合することにより、７～１３の範囲内のｐＨを有す
る洗濯液を提供する工程と、
　（ｉｖ）洗濯液中で布／テキスタイルを洗濯する工程と、
　（ｖ）任意選択で、水中に溶解または混合されたアルカリ、界面活性剤、ハイドロトロ
ープ、ビルダーおよびコビルダー、漂白系、ポリマー、布色味付け剤、ならびに補助材料
を含むリストから選択される１種以上の洗剤成分を添加して、洗濯液中で布／テキスタイ
ルを洗濯する工程と、
　（ｖｉ）洗濯液を排出する工程と、
　（ｖｉｉ）任意選択で、工程（ｉｉ）～（ｖｉ）の洗濯サイクルを繰り返す工程と、
　（ｖｉｉｉ）濯ぎおよび任意選択で布／テキスタイルの乾燥を行う工程と、
を含み、
　付帯条件として、
　工程（ｉｉ）～工程（ｖｉ）の洗濯サイクルが１回のみ行われる場合、工程（ｉｉｉ）
の洗濯液のｐＨが８～１０．５の範囲内であり、
　工程（ｖｉｉｉ）の下で洗濯サイクルが繰り返される場合、少なくとも１回の洗濯サイ
クルでは工程（ｉｉｉ）の洗濯液のｐＨが８～１０．５の範囲内であり、かつ
　工程（ｖｉｉｉ）の下で洗濯サイクルが繰り返される場合、少なくとも１回の洗濯サイ
クルでは工程（ｉｉ）～工程（ｖ）で塩素を含む漂白系も塩素を含む洗濯液も使用されな
い、
テキスタイルおよび／または布のクリーニングまたは洗濯のための産業用のクリーニング
または洗濯の方法に関する。
【００３０】
　本発明の一実施形態では、工程（ｉｉｉ）の洗濯液は、界面活性剤、アルカリ、および
／または炭酸塩を水に溶解させることにより提供される。
【００３１】
　一実施形態では、工程（ｉ）と工程（ｉｉ）との間で洗濯工程が行われ、洗濯液のｐＨ
は、８～１３、たとえば１０～１３の範囲内である。
【００３２】
　産業用および施設用の洗濯では、大バッチ洗濯機（洗濯脱水機）またはトンネル洗濯機
（連続バッチ洗濯機）が使用される。それらは、資格のある洗濯機オペレーターにより操
作可能である。洗濯機オペレーターは、洗濯機への投入および洗濯機からの取出しを行い
（トンネル洗濯機では、これは自動プロセスである）、典型的には、いくつかのあらかじ
めプログラムされた洗浄プログラムの１つを選択することにより、どの化学物質を洗濯機
に添加するか、さらには温度、洗濯サイクル数、およびその継続時間を決定する。洗濯プ
ロセスに使用される種々の洗剤成分は、個別にまたは部分配合洗剤組成物として添加され
るので、オペレーターは、これらの成分を個別に投入可能である。産業用および施設用の
洗濯プロセスは、通常、プロセス時に強アルカリ、強酸、および強漂白剤が使用される非
常に過酷な環境で行われる。これは、環境およびテキスタイル寿命に悪い。しかしながら
、産業用および施設用の洗濯を利用する顧客は、洗濯後、洗濯物が完全に清浄でかつ汚れ
がないことを期待する。したがって、産業用洗濯プロセスを変更したり、強い酸、漂白剤
、およびアルカリの使用を省略したりすることに対して、偏見が存在している。
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【００３３】
　本発明の発明者は、本発明に係る多酵素組成物の使用により、全洗濯プロセス時の強ア
ルカリの使用を有意に低減可能または省略可能であることを見いだした。産業用および施
設用の洗濯時、強アルカリおよび強酸の添加を洗濯プロセス時に数回行うことが可能であ
る。本発明者は、多酵素組成物が使用される場合、洗濯プロセスの一部で洗濯液のｐＨを
８～１０．５の範囲内に上昇させるのに十分なアルカリを添加すれば、洗濯物のテキスタ
イルをクリーニングするのに十分であることを見いだした。洗濯液のｐＨは、７～１０．
５の範囲内、８．０～１０．５の範囲内、８．５～９．５の範囲内、９～９．５の範囲内
、９～１１の範囲内、９．５～１０．５の範囲内、１０～１１の範囲内、または１０．５
～１１の範囲内である。
【００３４】
　１回のみの洗濯サイクルが遂行される場合、洗濯液のｐＨは、７～１０．５の範囲内、
８～１０．５の範囲内、８．５～９．５の範囲内、または９～９．５の範囲内、または９
．５～１０．５の範囲内でありうる。
【００３５】
　２回以上の洗濯サイクルが遂行される場合、洗濯液のｐＨは、少なくとも１回の洗濯サ
イクルでは、７～１０．５の範囲内、８～１０．５の範囲内、８．５～９．５の範囲内、
または９～９．５の範囲内、または９．５～１０．５の範囲内であり、２回目または３回
目の洗濯サイクル時の洗濯液のｐＨは、９～１１の範囲内、１０～１１の範囲内、１１～
１２の範囲内、１２～１３の範囲内、または１１．５～１２．５の範囲内である。
【００３６】
　多酵素組成物は、以下に記載される。
【００３７】
　本発明の実施形態は、多酵素組成物が、改善されたクリーニング効果、たとえば、改善
された洗濯性能および／または酵素洗浄効果を与えることである。本発明のさらなる実施
形態は、多酵素組成物が、コーンスターチおよびコーン色素の汚れ、ココア／オートフレ
ークの汚れ、サラダドレッシングの汚れ、ならびに／またはチョコレートプディングの汚
れに対して改善された洗濯性能を与えることである。本発明のそのほかの実施形態は、多
酵素組成物が、ＣＦＴ　Ｃ－Ｓ－２８コーンスターチおよびコーン色素の汚れ、ＣＦＴ　
ＫＣ－Ｈ０９７ココア／オートフレークの汚れ、ＣＦＴ　Ｃ－Ｓ－０６サラダドレッシン
グの汚れ、ならびに／またはＥＭＰＡ１６５チョコレートプディングの汚れに対して酵素
洗浄効果を与えることである。
【００３８】
　本発明の他の実施形態は、洗濯サイクルで使用される洗剤成分、たとえば、アルカリ（
たとえば、水酸化ナトリウムおよび／または水酸化カリウム）、界面活性剤、ハイドロト
ロープ、ビルダーおよびコビルダー、漂白系、ポリマー、布色味付け剤、ならびに補助材
料の量を低減できることである。さらなる実施形態は、洗濯サイクルで使用される洗剤成
分、たとえば、アルカリ、界面活性剤、ハイドロトロープ、ビルダーおよびコビルダー、
漂白系、ポリマー、布色味付け剤、ならびに補助材料の量を低減できると同時に、改善さ
れたクリーニング効果、たとえば、改善された洗濯性能および／または酵素洗浄効果が得
られることである。
【００３９】
　本発明の実施形態は、洗剤成分の量の５％～９５％の低減である。好ましい実施形態は
、洗剤成分の量の１０％～８０％の低減である。より好ましい実施形態は、洗剤成分の量
の１５％～６５％の低減である。さらにより好ましい実施形態は、洗剤成分の量の２０％
～５０％の低減である。さらにより好ましい実施形態は、洗剤成分の量の２５％～４５％
の低減である。最も好ましい実施形態は、洗剤成分の量の２５％～４５％の低減と同時に
、たとえば、コーンスターチおよびコーン色素の汚れ、ココア／オートフレークの汚れ、
サラダドレッシングの汚れ、ならびに／またはチョコレートプディングの汚れに対して、
改善されたクリーニング効果、たとえば、改善された洗濯性能および／または酵素洗浄効
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果が得られることである。
【００４０】
　本発明の実施形態は、アルカリの量の５％～９５％の低減である。好ましい実施形態は
、アルカリの量の１０％～８０％の低減である。より好ましい実施形態は、アルカリの量
の１５％～６５％の低減である。さらにより好ましい実施形態は、アルカリの量の２０％
～５０％の低減である。さらにより好ましい実施形態は、アルカリの量の２５％～４５％
の低減である。最も好ましい実施形態は、アルカリの量の２５％～４５％の低減と同時に
、改善されたクリーニング効果、たとえば、改善された洗濯性能および／または酵素洗浄
効果が得られることである。
【００４１】
　本発明の実施形態は、界面活性剤の量の５％～９５％の低減である。好ましい実施形態
は、界面活性剤の量の１０％～８０％の低減である。より好ましい実施形態は、界面活性
剤の量の１５％～６５％の低減である。さらにより好ましい実施形態は、界面活性剤の量
の２０％～５０％の低減である。さらにより好ましい実施形態は、界面活性剤の量の２５
％～４５％の低減である。最も好ましい実施形態は、による界面活性剤の量の２５％～４
５％の低減と同時に、改善されたクリーニング効果、たとえば、改善された洗濯性能およ
び／または酵素洗浄効果が得られることである。
【００４２】
　本発明の実施形態は、ビルダーおよびコビルダーの量の５％～９５％の低減である。好
ましい実施形態は、ビルダーおよびコビルダーの量の１０％～８０％の低減である。より
好ましい実施形態は、ビルダーおよびコビルダーの量の１５％～６５％の低減である。さ
らにより好ましい実施形態は、ビルダーおよびコビルダーの量の２０％～５０％の低減で
ある。さらにより好ましい実施形態は、ビルダーおよびコビルダーの量の２５％～４５％
の低減である。最も好ましい実施形態は、ビルダーおよびコビルダーの量の２５％～４５
％の低減と同時に、改善されたクリーニング効果、たとえば、改善された洗濯性能および
／または酵素洗浄効果が得られることである。
【００４３】
　本発明の実施形態は、ハイドロトロープの量の５％～９５％の低減である。好ましい実
施形態は、ハイドロトロープの量の１０％～８０％の低減である。より好ましい実施形態
は、ハイドロトロープの量の１５％～６５％の低減である。さらにより好ましい実施形態
は、ハイドロトロープの量の２０％～５０％の低減である。さらにより好ましい実施形態
は、ハイドロトロープの量の２５％～４５％の低減である。最も好ましい実施形態は、ハ
イドロトロープの量の２５％～４５％の低減と同時に、改善されたクリーニング効果、た
とえば、改善された洗濯性能および／または酵素洗浄効果が得られることである。
【００４４】
　良好なクリーニング結果を得るために、産業用洗濯機の最高洗濯温度は、通常、非常に
高く、たとえば、６５℃～９０℃または７０℃～８０℃である。本発明の実施形態は、最
高洗濯温度の低減であり、その最高洗濯温度は、３０℃～６０℃、たとえば、３０℃、３
５℃、４０℃、４５℃、５０℃、５５℃、または６０℃である。本発明のさらなる実施形
態は、最高洗濯温度が１０℃～６０℃、たとえば、１０℃、１５℃、２０℃、２５℃、３
０℃、３５℃、４０℃、４５℃、５０℃、５５℃、または６０℃低減されることである。
【００４５】
　本発明の実施形態は、最高洗濯温度の低減と同時に、改善されたクリーニング効果、た
とえば、改善された洗濯性能および／または酵素洗浄効果が得られることである。好まし
い実施形態は、最高洗濯温度が３０℃～６０℃に低減されると同時に、たとえば、コーン
スターチおよびコーン色素の汚れ、ココア／オートフレークの汚れ、サラダドレッシング
の汚れ、ならびに／またはチョコレートプディングの汚れに対して、改善されたクリーニ
ング効果、たとえば、改善された洗濯性能および／または酵素洗浄効果が得られることで
ある。
【００４６】
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　本発明のさらなる実施形態は、最高洗濯温度の低減および洗剤成分の量の５％～９５％
の低減と同時に、改善されたクリーニング効果、たとえば、改善された洗濯性能および／
または酵素洗浄効果が得られることである。好ましい実施形態は、最高洗濯温度の低減お
よび洗剤成分の量の１０％～８０％の低減である。より好ましい実施形態は、最高洗濯温
度の低減および洗剤成分の量の１５％～６５％の低減である。さらにより好ましい実施形
態は、最高洗濯温度の低減および洗剤成分の量の２０％～５０％の低減である。最も好ま
しい実施形態は、最高洗濯温度の低減および洗剤成分の量の２５％～４５％の低減と同時
に、たとえば、コーンスターチおよびコーン色素の汚れ、ココア／オートフレークの汚れ
、サラダドレッシングの汚れ、ならびに／またはチョコレートプディングの汚れに対して
、改善されたクリーニング効果、たとえば、改善された洗濯性能および／または酵素洗浄
効果が得られることである。
【００４７】
　本発明の実施形態は、洗濯時間の５％～９５％の低減と同時に、改善されたクリーニン
グ効果、たとえば、改善された洗濯性能および／または改善された酵素洗浄効果が得られ
ることである。好ましい実施形態は、洗濯時間の１０％～８０％の低減である。より好ま
しい実施形態は、洗濯時間の１５％～６５％の低減である。さらにより好ましい実施形態
は、洗濯時間の２０％～５０％の低減である。最も好ましい実施形態は、洗濯時間の２５
％～４５％の低減と同時に、たとえば、コーンスターチおよびコーン色素の汚れ、ココア
／オートフレークの汚れ、サラダドレッシングの汚れ、ならびに／またはチョコレートプ
ディングの汚れに対して、改善されたクリーニング効果、たとえば、改善された洗濯性能
および／または酵素洗浄効果が得られることである。
【００４８】
　本発明のさらなる実施形態は、最高洗濯温度の低減、洗剤成分の量の５％～９５％の低
減、および洗濯時間の５％～９５％の低減と同時に、改善されたクリーニング効果、たと
えば、改善された洗濯性能および／または酵素洗浄効果が得られることである。好ましい
実施形態は、最高洗濯温度の低減、洗剤成分の量の１０％～８０％の低減、および洗濯時
間の１０％～８０％の低減である。より好ましい実施形態は、最高洗濯温度の低減、洗剤
成分の量の１５％～６５％の低減、および洗濯時間の１５％～６５％の低減である。さら
により好ましい実施形態は、最高洗濯温度の低減、洗剤成分の量の２０％～５０％の低減
、および洗濯時間の２０％～５０％の低減である。最も好ましい実施形態は、最高洗濯温
度の低減、洗剤成分の量の２５％～４５％の低減、および洗濯時間の２５％～４５％の低
減と同時に、たとえば、コーンスターチおよびコーン色素の汚れ、ココア／オートフレー
クの汚れ、サラダドレッシングの汚れ、ならびに／またはチョコレートプディングの汚れ
に対して、改善されたクリーニング効果、たとえば、改善された洗濯性能および／または
酵素洗浄効果が得られることである。
【００４９】
　本発明の実施形態は、テキスタイル／布が清浄になる前に再洗濯または２回以上の洗濯
が必要なテキスタイル／布の個数の低減である。１回目の洗濯後、依然として汚れた布／
テキスタイルの再洗濯は、かなりの労力を必要とする。なぜなら、依然として汚れた布／
テキスタイルを清浄な布／テキスタイルから選別しなければならず、その後、多くの場合
、より過酷な洗濯プログラムを使用するかまたは再洗濯前に布／テキスタイルを漂白する
からである。この再洗濯手順はまた、漂白剤および／またはより過酷な洗濯条件が使用さ
れるので、布／テキスタイルのかなりの摩耗を引き起こす。
【００５０】
　一実施形態では、清浄になる前に再洗濯または２回以上の洗濯が必要なテキスタイル／
布の個数は、少なくとも１０％、たとえば、少なくとも２０％、少なくとも３０％、少な
くとも４０％、少なくとも５０％、少なくとも６０％、少なくとも７０％、少なくとも８
０％、または少なくとも９０％低減される。好ましい実施形態では、清浄になる前に再洗
濯が必要なテキスタイル／布の個数は、少なくとも３０％低減される。より好ましい実施
形態では、清浄になる前に再洗濯が必要なテキスタイル／布の個数は、少なくとも４０％
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低減される。
【００５１】
　本発明の実施形態は、清浄になる前に再洗濯が必要なテキスタイル／布の個数が少なく
とも２０％低減されると同時に、最高洗濯温度の低減、洗剤成分の量の５％～９５％の低
減、および／または洗濯時間の５％～９５％の低減がなされることである。好ましい実施
形態は、清浄になる前に再洗濯が必要なテキスタイル／布の個数が少なくとも２５％低減
されると同時に、最高洗濯温度の低減、洗剤成分の量の１０％～８０％の低減、および／
または洗濯時間の１０％～８０％の低減がなされることである。より好ましい実施形態は
、清浄になる前に再洗濯が必要なテキスタイル／布の個数が少なくとも３０％低減される
と同時に、最高洗濯温度の低減、洗剤成分の量の１５％～６５％の低減、および／または
洗濯時間の１５％～６５％の低減がなされることである。さらにより好ましい実施形態は
、清浄になる前に再洗濯が必要なテキスタイル／布の個数が少なくとも３５％低減される
と同時に、最高洗濯温度の低減、洗剤成分の量の２０％～５０％の低減、および／または
洗濯時間の２０％～５０％の低減がなされることである。最も好ましい実施形態は、清浄
になる前に再洗濯が必要なテキスタイル／布の個数が少なくとも４０％低減されると同時
に、最高洗濯温度の低減、洗剤成分の量の２５％～４５％の低減、および／または洗濯時
間の２５％～４５％の低減がなされることである。
【００５２】
　本発明のさらなる実施形態は、テキスタイル／布の寿命が増加することである。本発明
の他の実施形態は、清浄化も除去もできない汚れが原因で廃棄されるテキスタイル／布の
量の低減である。前記実施形態はまた、特定的には、清浄になる前に必要なテキスタイル
／布の洗濯回数の低減、最高洗濯温度の低減、洗剤成分の量の低減、および／または洗濯
時間の低減と組合せ可能であるとであると考えられる。
【００５３】
　本発明の一実施形態では、洗濯液は、部分的にのみ排出され、かつ洗濯液の残りの部分
は、２回目または３回目の洗濯サイクル時に洗濯液として使用される。再使用される洗濯
液は、新しい供給水で希釈されうる。それに加えて、さらなる洗剤成分が添加されうる。
【００５４】
　漂白系は、過酸化水素、前形成過酸、およびそれらの混合物を含む。本発明の一実施形
態では、過酸は、ペルオキシカルボン酸およびその塩、過炭酸およびその塩、過イミド酸
およびその塩、ペルオキシ一硫酸およびその塩、ならびにそれらの混合物からなる群から
選択されうる。
【００５５】
　本発明の一実施形態では、洗濯方法は、トンネル洗浄機（連続バッチ洗濯機）で行われ
る。
【００５６】
　本発明の一実施形態は、多酵素組成物が、プロテアーゼ、アミラーゼ、リパーゼ、セル
ラーゼ、クチナーゼ、アシルトランスフェラーゼ、エンドグルカナーゼ、キシログルカナ
ーゼ、マンナナーゼ、アラビナーゼ、ガラクタナーゼ、ペクチナーゼ、ペクチン酸リアー
ゼ、キサンタナーゼ、キサンタンリアーゼ、キシラナーゼ、ラッカーゼ、および／または
ペルオキシダーゼの中から選択される２種以上の酵素を含む、洗濯性能を改善するための
多酵素組成物の使用である。
【００５７】
　反射率値は、最高洗濯温度が低減されずかつ多酵素組成物が使用されない類似の洗濯方
法と比較して、少なくとも２反射率単位高い。反射率値は、少なくとも３反射率単位高く
、少なくとも４反射率単位高く、少なくとも４反射率単位高く、少なくとも５反射率単位
高く、少なくとも６反射率単位高く、少なくとも７反射率単位高く、少なくとも８反射率
単位高く、少なくとも９反射率単位高く、少なくとも１０反射率単位高く、少なくとも１
１反射率単位高く、少なくとも１２反射率単位高く、少なくとも１３反射率単位高く、少
なくとも１４反射率単位高く、少なくとも１５反射率単位高く、少なくとも１６反射率単
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位高く、少なくとも１７反射率単位高く、少なくとも１８反射率単位高く、少なくとも１
９反射率単位高く、または少なくとも２０反射率単位高くしうる。
【００５８】
　多酵素組成物が使用される一実施形態では、洗濯温度が低減されると同時に、温度が低
減されずかつ多酵素組成物が使用されない方法と比較して、同等のまたは改善された洗濯
性能が得られる。
【００５９】
　洗濯物が洗濯された後、清浄なリネンは、乾燥され、アイロン掛けされ、そして畳まれ
る。タオルやブランケットなどのいくつかの用品は、もはや湿気がなくなるまでドライヤ
ーに押し込まれ、次いで、機械的フォルダーに送られる。シーツなどの「ウェットワーク
」用品は、スチーム駆動アイロナーに通して送られることにより、乾燥され、プレスされ
、そして畳まれる。これらのプロセス時、スチームを発生して、環境内に放出する。洗濯
物のテキスタイルに依存して、テキスタイルは、スチームにより不快臭を放出しうる。
【００６０】
　多酵素組成物が使用される本発明の一実施形態では、洗濯物および／またはテキスタイ
ルからの悪臭が低減される。この場合、多酵素組成物は、プロテアーゼ、アミラーゼ、リ
パーゼ、セルラーゼ、クチナーゼ、アシルトランスフェラーゼ、エンドグルカナーゼ、キ
シログルカナーゼ、マンナナーゼ、アラビナーゼ、ガラクタナーゼ、ペクチナーゼ、ペク
チン酸リアーゼ、キサンタナーゼ、キサンタンリアーゼ、キシラナーゼ、ラッカーゼ、お
よび／またはペルオキシダーゼの中から選択される２種以上の酵素を含む。
【００６１】
　洗濯物の産業用洗濯は、労力のかかる作業である。最初に、洗濯物のテキスタイルを受
け取って選別する。次いで、洗濯物を洗濯し、乾燥させ、アイロン掛けするかまたはプレ
スする。次いで、清浄な洗濯物を顧客に送り返す。洗濯物が完全に清浄でない場合、たと
えば、レストラン用のテーブルクロスの場合、この用品は、再洗濯のために送り返される
であろう。再洗濯は、再度、おそらく顧客への追加の宅配便輸送を含めて、洗濯物を取り
扱うすべての工程を含む。したがって、用品の再洗濯は、非常に高額なコストとなる。さ
らに、再洗濯では、汚れを除去するために、塩素漂白剤を含めて、典型的にはさらに多量
の刺激性化学物質が使用されるであろう。本発明者は、多酵素組成物を使用すると再洗濯
される用品の数が低減されることを見いだした。
【００６２】
　多酵素組成物が使用される本発明の一実施形態では、再洗濯の回数が低減される。この
場合、多酵素組成物は、プロテアーゼ、アミラーゼ、リパーゼ、セルラーゼ、クチナーゼ
、アシルトランスフェラーゼ、エンドグルカナーゼ、キシログルカナーゼ、マンナナーゼ
、アラビナーゼ、ガラクタナーゼ、ペクチナーゼ、ペクチン酸リアーゼ、キサンタナーゼ
、キサンタンリアーゼ、キシラナーゼ、ラッカーゼ、および／またはペルオキシダーゼの
中から選択される２種以上の酵素を含む。
【００６３】
　一実施形態では、再洗濯の回数は、少なくとも５％、少なくとも１０％、または少なく
とも１５％低減される。本発明の一実施形態では、プロテアーゼ、アミラーゼ、リパーゼ
、セルラーゼ、クチナーゼ、アシルトランスフェラーゼ、エンドグルカナーゼ、キシログ
ルカナーゼ、マンナナーゼ、アラビナーゼ、ガラクタナーゼ、ペクチナーゼ、ペクチン酸
リアーゼ、キサンタナーゼ、キサンタンリアーゼ、キシラナーゼ、ラッカーゼ、および／
またはペルオキシダーゼの中から選択される２種以上の酵素を含む多酵素組成物を用いる
ことにより、テキスタイルの寿命を増加させる。多酵素組成物
【００６４】
　好ましくは、多酵素組成物は、プロテアーゼ、アミラーゼたとえばα－アミラーゼ、リ
パーゼ、セルラーゼ、クチナーゼ、アシルトランスフェラーゼ、エンドグルカナーゼ、キ
シログルカナーゼ、マンナナーゼ、アラビナーゼ、ガラクタナーゼ、ペクチナーゼ、ペク
チン酸リアーゼ、キサンタナーゼ、キサンタンリアーゼ、キシラナーゼ、クロロフィラー
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ゼ、ならびにオキシダーゼたとえばラッカーゼおよび／またはペルオキシダーゼの中から
選択される２種以上の酵素を含む。
【００６５】
　多酵素組成物は、３種以上の酵素、たとえば、４種以上の酵素、たとえば、５種以上の
酵素、たとえば、６種以上の酵素、たとえば、７種以上の酵素を含みうる。同一のクラス
の酵素に２種以上の酵素が属しうる。たとえば、多酵素組成物中には、２種の異なるプロ
テアーゼ、２種の異なるアミラーゼ、および／または２種の異なるセルラーゼが存在しう
る。
【００６６】
　一実施形態では、多酵素組成物は、２種以上の酵素を含んで、１種以上のプロテアーゼ
と１種以上のアミラーゼ、１種以上のプロテアーゼと１種以上のセルラーゼ、１種以上の
プロテアーゼと１種以上のリパーゼ、１種以上のプロテアーゼと１種以上のペクチナーゼ
、１種以上のプロテアーゼと１種以上のマンナナーゼ、１種以上のプロテアーゼと１種以
上のキシログルカナーゼ、１種以上のプロテアーゼと１種以上のキサンタナーゼ、１種以
上のアミラーゼと１種以上のセルラーゼ、１種以上のアミラーゼと１種以上のリパーゼ、
１種以上のアミラーゼと１種以上のペクチナーゼ、１種以上のアミラーゼと１種以上のマ
ンナナーゼ、１種以上のアミラーゼと１種以上のキシログルカナーゼ、１種以上のアミラ
ーゼと１種以上のキサンタナーゼ、セルラーゼと１種以上のリパーゼ、１種以上のセルラ
ーゼと１種以上のペクチナーゼ、１種以上のセルラーゼと１種以上のマンナナーゼ、１種
以上のセルラーゼと１種以上のキシログルカナーゼ、１種以上のセルラーゼと１種以上の
キサンタナーゼ、１種以上のリパーゼと１種以上のペクチナーゼ、１種以上のリパーゼと
１種以上のマンナナーゼ、１種以上のリパーゼと１種以上のキシログルカナーゼ、１種以
上のリパーゼと１種以上のキサンタナーゼ、１種以上のペクチナーゼと１種以上のマンナ
ナーゼ、１種以上のペクチナーゼと１種以上のキシログルカナーゼ、１種以上のペクチナ
ーゼと１種以上のキサンタナーゼ、１種以上のマンナナーゼと１種以上のキシログルカナ
ーゼ、１種以上のマンナナーゼと１種以上のキサンタナーゼ、または１種以上のキシログ
ルカナーゼと１種以上のキサンタナーゼ、を含む。
【００６７】
　他の実施形態では、多酵素組成物は、３種以上の酵素を含んで、１種以上のプロテアー
ゼと１種以上のアミラーゼと１種以上のセルラーゼ、１種以上のプロテアーゼと１種以上
のアミラーゼと１種以上のリパーゼ、１種以上のプロテアーゼと１種以上のアミラーゼと
１種以上のペクチナーゼ、１種以上のプロテアーゼと１種以上のアミラーゼと１種以上の
マンナナーゼ、１種以上のプロテアーゼと１種以上のアミラーゼと１種以上のキシログル
カナーゼ、１種以上のプロテアーゼと１種以上のアミラーゼと１種以上のキサンタナーゼ
、１種以上のプロテアーゼと１種以上のセルラーゼと１種以上のリパーゼ、１種以上のプ
ロテアーゼと１種以上のセルラーゼと１種以上のペクチナーゼ、１種以上のプロテアーゼ
と１種以上のセルラーゼと１種以上のマンナナーゼ、１種以上のプロテアーゼと１種以上
のセルラーゼと１種以上のキシログルカナーゼ、１種以上のプロテアーゼと１種以上のセ
ルラーゼと１種以上のキサンタナーゼ、１種以上のプロテアーゼと１種以上のリパーゼと
１種以上のペクチナーゼ、１種以上のプロテアーゼと１種以上のリパーゼと１種以上のマ
ンナナーゼ、１種以上のプロテアーゼと１種以上のリパーゼと１種以上のキシログルカナ
ーゼ、１種以上のプロテアーゼと１種以上のリパーゼと１種以上のキサンタナーゼ、１種
以上のプロテアーゼと１種以上のペクチナーゼと１種以上のマンナナーゼ、１種以上のプ
ロテアーゼと１種以上のペクチナーゼと１種以上のキシログルカナーゼ、１種以上のプロ
テアーゼと１種以上のペクチナーゼと１種以上のキサンタナーゼ、１種以上のプロテアー
ゼと１種以上のマンナナーゼと１種以上のキシログルカナーゼ、１種以上のプロテアーゼ
と１種以上のマンナナーゼと１種以上のキサンタナーゼ、１種以上のプロテアーゼと１種
以上のキシログルカナーゼと１種以上のキサンタナーゼ、を含む。
【００６８】
　好ましい実施形態では、多酵素組成物は、１種以上のプロテアーゼと１種以上のアミラ
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ーゼと１種以上のセルラーゼとを含む。より好ましい実施形態では、多酵素組成物は、１
種以上のプロテアーゼと１種以上のアミラーゼと１種以上のセルラーゼと１種以上のリパ
ーゼとを含む。さらにより好ましい実施形態では、多酵素組成物は、１種以上のプロテア
ーゼと１種以上のアミラーゼと１種以上のセルラーゼと１種以上のリパーゼと１種以上の
ペクチナーゼとを含む。最も好ましい実施形態では、多酵素組成物は、１種以上のプロテ
アーゼと、１種以上のアミラーゼと、１種以上のセルラーゼと、１種以上のリパーゼと、
１種以上のペクチナーゼと、キシログルカナーゼ、マンナナーゼ、キサンタナーゼ、ペル
オキシダーゼ、ラッカーゼ、およびオキシダーゼの中から選択される１種以上のさらなる
酵素と、を含む。
【００６９】
　一実施形態では、多酵素組成物は、
　（ｉ）
　　（ａ）配列番号１に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同
一性を有するポリペプチド、
　　（ｂ）配列番号１またはポリペプチドがＢＰＮ’番号付けを用いて位置９、１５、２
７、３６、６８、７６、８７、９５、９６、９７、９８、９９、１００、１０１、１０２
、１０３、１０４、１０６、１１８、１２０、１２３、１２８、１２９、１３０、１６０
、１６７、１７０、１９４、１９５、２１８、２２２、２３２、２３５、２３６、２４５
、２４８、２５２、および／もしくは２７４の１つ以上に置換を含むその変異体に対して
、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｃ）配列番号２に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同
一性を有するポリペプチド、
　　（ｄ）配列番号２またはポリペプチドが位置３、４、９９、１０１、１０３、１０４
、１５９、１９４、１９９、２０５、および／もしくは２１７の１つ以上に置換を含むそ
の変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有す
るポリペプチド、および
　　（ｅ）配列番号２３に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列
同一性を有するポリペプチド、
からなる群から選択される１種以上のプロテアーゼ、
　（ｉｉ）
　　（ａ）配列番号３に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同
一性を有するポリペプチド、
　　（ｂ）配列番号３またはポリペプチドが位置１５、２３、１０５、１０６、１２４、
１２８、１３３、１５４、１５６、１７８、１７９、１８１、１８８、１９０、１９７、
２０１、２０２、２０７、２０８、２０９、２１１、２４３、２６４、３０４、３０５、
３９１、４０８、および／もしくは４４４の１つ以上に置換を含むその変異体に対して、
少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｃ）配列番号４に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同
一性を有するポリペプチド、
　　（ｄ）配列番号５のハイブリッドポリペプチドに対して少なくとも９０％、たとえば
、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｅ）ハイブリッドポリペプチドが、位置４８、４９、１０７、１５６、１８１、１
９０、１９７、２０１、２０９、および／または２６４の１つ以上に置換、欠失、または
挿入を含む、配列番号５のハイブリッドポリペプチドに対して、少なくとも９０％、たと
えば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｆ）配列番号６に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同
一性を有するポリペプチド、
　　（ｇ）配列番号６またはポリペプチドが位置１８１、１８２、１８３、１８４、１９
５、２０６、２１２、２１６、および／もしくは２６９の１つ以上に置換、欠失、もしく
は挿入を含むその変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配
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列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｈ）配列番号７、配列番号８、または配列番号９に対して少なくとも９０％、たと
えば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｉ）配列番号７、配列番号８、もしくは配列番号９、またはポリペプチドが位置１
４０、１８３、１８４、１９５、２０６、２４３、２６０、３０４、および／もしくは４
７６の１つ以上に置換、欠失、もしくは挿入を含むそれらの変異体に対して、少なくとも
９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｊ）配列番号１０に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列
同一性を有するポリペプチド、
　　（ｋ）配列番号１１に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列
同一性を有するポリペプチド、
　　（ｌ）配列番号１１またはポリペプチドが位置１７６、１７７、１７８、１７９、１
９０、２０１、２０７、２１１、および／もしくは２６４の１つ以上に置換、欠失、もし
くは挿入を含むその変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の
配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｍ）配列番号１２に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列
同一性を有するポリペプチド、
　　（ｎ）配列番号１２またはポリペプチドが位置８７、９８、１２５、１２８、１３１
、１６５、１７８、１８０、１８１、１８２、１８３、２０１、２０２、２２５、２４３
、２７２、２８２、３０５、３０９、３１９、３２０、３５９、４４４、および／もしく
は４７５の１つ以上に置換、欠失、もしくは挿入を含むその変異体に対して、少なくとも
９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｏ）配列番号１３に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列
同一性を有するポリペプチド、および
　　（ｐ）配列番号１３またはポリペプチドが位置２８、１１８、１７４、１８１、１８
２、１８３、１８４、１８６、１８９、１９５、２０２、２９８、２９９、３０２、３０
３、３０６、３１０、３１４、３２０、３２４、３４５、３９６、４００、４３９、４４
４、４４５、４４６、４４９、４５８、４７１、および／もしくは４８４の１つ以上に置
換、欠失、もしくは挿入を含むその変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少な
くとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
からなる群から選択される１種以上のアミラーゼ、
　（ｉｉｉ）
　　（ａ）配列番号１４の位置１～位置７７３のアミノ酸配列に対して少なくとも９０％
、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、および
　　（ｂ）配列番号１５に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、たと
えば、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチ
ド、および
　　（ｃ）配列番号１５またはポリペプチドが位置２、４、７、８、１０、１３、１５、
１９、２０、２１、２５、２６、２９、３２、３３、３４、３５、３７、４０、４２、４
２ａ、４３、４４、４８、５３、５４、５５、５８、５９、６３、６４、６５、６６、６
７、７０、７２、７６、７９、８０、８２、８４、８６、８８、９０、９１、９３、９５
、９７、１００、１０１、１０２、１０３、１１３、１１４、１１７、１１９、１２１、
１３３、１３６、１３７、１３８、１３９、１４０、１４１、１４３、１４５、１４６、
１４７、１５０、１５１、１５２、１５３、１５４、１５５、１５６、１５７、１５８、
１５９、１６０、１６１、１６２、１６４、１６５、１６８、１７０、１７１、１７２、
１７３、１７５、１７６、１７８、１８１、１８３、１８４、１８５、１８６、１８８、
１９１、１９２、１９５、１９６、および／もしくは２００の１つ以上に置換、欠失、も
しくは挿入を含むその変異体に対して、少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％
、たとえば、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリ
ペプチド、
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　　（ｄ）配列番号２２に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、たと
えば、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチ
ド、
からなる群から選択される１種以上のセルラーゼ、
　（ｉｖ）
　　（ａ）配列番号１６に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列
同一性を有するポリペプチド、
　　（ｂ）配列番号１６またはポリペプチドが位置４、２４、２７、３３、５７、５８、
６０、６２、８１、８３、８４、８６、８７、９０、９１、９４、９６、９９、１０１、
１０２、１４７、１５０、１９０、２０２、２０９、２１０、２１１、２２７、２３１、
２３３、２４９、２５５、２５６、２７０、２７１、および２７２の１つ以上に置換、欠
失、もしくは挿入を含むその変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも
９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｃ）配列番号１６またはポリペプチドが次の置換Ｔ２３１ＲおよびＮ２３３Ｒを含
むその変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を
有するポリペプチド、
からなる群から選択される１種以上のリパーゼ、
　（ｖ）
　　（ａ）配列番号１７に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少な
くとも９０％、または少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、および
　　（ｂ）配列番号１７またはポリペプチドが位置５、９、１１、２６、２８、３０、３
１、３７、４０、４５、４６、４７、４８、４９、５０、５１、５２、５４、６１、６４
、６８、６９、７０、７１、７４、７５、７６、７９、８６、８７、９１、９９、１０５
、１０６、１０７、１１１、１１５、１１６、１１８、１２２、１２３、１３４、１３６
、１３９、１４０、１４１、１４６、１４８、１５６、１５８、１７０、１８２、１８５
、１８６、１８９、１９３、１９４、１９６、１９９、２０１、２０２、２０４、２１３
、２１５、２１８、２２４、２２８、２２９、２３４、２３５、２３７、２５１、２５６
、２５７、２５８、２７２、２７７、２８６、２９５、２９８、３０１、３０２、３０３
、３０５、３０７、３０８、３１４、３１６、３２３、３２４、３２６、３３１、３３２
、３３３、３３４、３３５、３３６、３３７、３３８、３３９、３４０、３４１、３４９
、３５６、３５７、３６３、３６６、３７８、３８１、３８４、３８６、３８７、３８９
、３９０、３９１、３９３、および／もしくは３９７の１つ以上に置換、欠失、もしくは
挿入を含むその変異体に対して、少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少な
くとも９０％、もしくは少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
からなる群から選択される１種以上のペクチン酸リアーゼ、あるいは
　（ｖｉ）
　　（ａ）国際公開第９９／６４６１９号パンフレットの配列番号２のアミノ酸３１～３
３０に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少なくとも９０％、また
は少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｂ）国際公開第９９／６４６１９号パンフレットの配列番号６のアミノ酸３２～３
３４に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少なくとも９０％、また
は少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｃ）国際公開第９９／６４６１９号パンフレットの配列番号１２のアミノ酸３３～
３３１に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少なくとも９０％、ま
たは少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、および
　　（ｄ）国際公開第９９／６４６１９号パンフレットの配列番号１６のアミノ酸６８～
３６９に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少なくとも９０％、ま
たは少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
からなる群から選択される１種以上のマンナナーゼ、
の中から選択される２種以上のポリペプチドを含む。
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【００７０】
　好ましい実施形態では、多酵素組成物は、
　（ｉ）
　　（ａ）配列番号１に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同
一性を有するポリペプチド、
　　（ｂ）配列番号１またはポリペプチドがＢＰＮ’番号付けを用いて位置９、１５、２
７、３６、６８、７６、８７、９５、９６、９７、９８、９９、１００、１０１、１０２
、１０３、１０４、１０６、１１８、１２０、１２３、１２８、１２９、１３０、１６０
、１６７、１７０、１９４、１９５、２１８、２２２、２３２、２３５、２３６、２４５
、２４８、２５２、および／もしくは２７４の１つ以上に置換を含むその変異体に対して
、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性　を有するポリペプチド
、
　　（ｃ）配列番号２に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同
一性を有するポリペプチド、および
　　（ｄ）配列番号２またはポリペプチドが位置３、４、９９、１０１、１０３、１０４
、１５９、１９４、１９９、２０５、および／もしくは２１７の１つ以上に置換を含むそ
の変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有す
るポリペプチド、
からなる群から選択される１種以上のプロテアーゼ、
　（ｉｉ）
　　（ａ）配列番号３に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同
一性を有するポリペプチド、
　　（ｂ）配列番号３またはポリペプチドが位置１５、２３、１０５、１０６、１２４、
１２８、１３３、１５４、１５６、１７８、１７９、１８１、１８８、１９０、１９７、
２０１、２０２、２０７、２０８、２０９、２１１、２４３、２６４、３０４、３０５、
３９１、４０８、および／もしくは４４４の１つ以上に置換を含むその変異体に対して、
少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｃ）配列番号４に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同
一性を有するポリペプチド、
　　（ｄ）配列番号５のハイブリッドポリペプチドに対して少なくとも９０％、たとえば
、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｅ）ハイブリッドポリペプチドが、位置４８、４９、１０７、１５６、１８１、１
９０、１９７、２０１、２０９、および／または２６４の１つ以上に置換、欠失、または
挿入を含む、配列番号５のハイブリッドポリペプチドに対して、少なくとも９０％、たと
えば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｆ）配列番号６に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同
一性を有するポリペプチド、
　　（ｇ）配列番号６またはポリペプチドが位置１８１、１８２、１８３、１８４、１９
５、２０６、２１２、２１６、および／もしくは２６９の１つ以上に置換、欠失、もしく
は挿入を含むその変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配
列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｈ）配列番号７、配列番号８、または配列番号９に対して少なくとも９０％、たと
えば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｉ）配列番号７、配列番号８、もしくは配列番号９、またはポリペプチドが位置１
４０、１８３、１８４、１９５、２０６、２４３、２６０、３０４、および／もしくは４
７６の１つ以上に置換、欠失、もしくは挿入を含むそれらの変異体に対して、少なくとも
９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｊ）配列番号１０に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列
同一性を有するポリペプチド、
　　（ｋ）配列番号１１に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列
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同一性を有するポリペプチド、
　　（ｌ）配列番号１１またはポリペプチドが位置１７６、１７７、１７８、１７９、１
９０、２０１、２０７、２１１、および／もしくは２６４の１つ以上に置換、欠失、もし
くは挿入を含むその変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の
配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｍ）配列番号１２に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列
同一性を有するポリペプチド、
　　（ｎ）配列番号１２またはポリペプチドが位置８７、９８、１２５、１２８、１３１
、１６５、１７８、１８０、１８１、１８２、１８３、２０１、２０２、２２５、２４３
、２７２、２８２、３０５、３０９、３１９、３２０、３５９、４４４、および／もしく
は４７５の１つ以上に置換、欠失、もしくは挿入を含むその変異体に対して、少なくとも
９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｏ）配列番号１３に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列
同一性を有するポリペプチド、および
　　（ｐ）配列番号１３またはポリペプチドが位置２８、１１８、１７４、１８１、１８
２、１８３、１８４、１８６、１８９、１９５、２０２、２９８、２９９、３０２、３０
３、３０６、３１０、３１４、３２０、３２４、３４５、３９６、４００、４３９、４４
４、４４５、４４６、４４９、４５８、４７１、および／もしくは４８４の１つ以上に置
換、欠失、もしくは挿入を含むその変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少な
くとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
からなる群から選択される１種以上のアミラーゼ、
　（ｉｉｉ）
　　（ａ）配列番号１４の位置１～位置７７３のアミノ酸配列に対して少なくとも９０％
、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、および
　　（ｂ）配列番号１５に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、たと
えば、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチ
ド、および
　　（ｃ）配列番号１５またはポリペプチドが位置２、４、７、８、１０、１３、１５、
１９、２０、２１、２５、２６、２９、３２、３３、３４、３５、３７、４０、４２、４
２ａ、４３、４４、４８、５３、５４、５５、５８、５９、６３、６４、６５、６６、６
７、７０、７２、７６、７９、８０、８２、８４、８６、８８、９０、９１、９３、９５
、９７、１００、１０１、１０２、１０３、１１３、１１４、１１７、１１９、１２１、
１３３、１３６、１３７、１３８、１３９、１４０、１４１、１４３、１４５、１４６、
１４７、１５０、１５１、１５２、１５３、１５４、１５５、１５６、１５７、１５８、
１５９、１６０、１６１、１６２、１６４、１６５、１６８、１７０、１７１、１７２、
１７３、１７５、１７６、１７８、１８１、１８３、１８４、１８５、１８６、１８８、
１９１、１９２、１９５、１９６、および／もしくは２００の１つ以上に置換、欠失、も
しくは挿入を含むその変異体に対して、少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％
、たとえば、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリ
ペプチド、
　　（ｄ）配列番号２２に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、たと
えば、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチ
ド、
からなる群から選択される１種以上のセルラーゼ、
　（ｉｖ）
　　（ａ）配列番号１６に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列
同一性を有するポリペプチド、
　　（ｂ）配列番号１６またはポリペプチドが位置４、２４、２７、３３、５７、５８、
６０、６２、８１、８３、８４、８６、８７、９０、９１、９４、９６、９９、１０１、
１０２、１４７、１５０、１９０、２０２、２０９、２１０、２１１、２２７、２３１、
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２３３、２４９、２５５、２５６、２７０、２７１、および２７２の１つ以上に置換、欠
失、もしくは挿入を含むその変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも
９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｃ）配列番号１６またはポリペプチドが次の置換Ｔ２３１ＲおよびＮ２３３Ｒを含
むその変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を
有するポリペプチド、
からなる群から選択される１種以上のリパーゼ、
　（ｖ）
　　（ａ）配列番号１７に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少な
くとも９０％、または少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、および
　　（ｂ）配列番号１７またはポリペプチドが位置５、９、１１、２６、２８、３０、３
１、３７、４０、４５、４６、４７、４８、４９、５０、５１、５２、５４、６１、６４
、６８、６９、７０、７１、７４、７５、７６、７９、８６、８７、９１、９９、１０５
、１０６、１０７、１１１、１１５、１１６、１１８、１２２、１２３、１３４、１３６
、１３９、１４０、１４１、１４６、１４８、１５６、１５８、１７０、１８２、１８５
、１８６、１８９、１９３、１９４、１９６、１９９、２０１、２０２、２０４、２１３
、２１５、２１８、２２４、２２８、２２９、２３４、２３５、２３７、２５１、２５６
、２５７、２５８、２７２、２７７、２８６、２９５、２９８、３０１、３０２、３０３
、３０５、３０７、３０８、３１４、３１６、３２３、３２４、３２６、３３１、３３２
、３３３、３３４、３３５、３３６、３３７、３３８、３３９、３４０、３４１、３４９
、３５６、３５７、３６３、３６６、３７８、３８１、３８４、３８６、３８７、３８９
、３９０、３９１、３９３、および／もしくは３９７の１つ以上に置換、欠失、もしくは
挿入を含むその変異体に対して、少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少な
くとも９０％、もしくは少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
からなる群から選択される１種以上のペクチン酸リアーゼ、あるいは
　（ｖｉ）
　　（ａ）国際公開第９９／６４６１９号パンフレットの配列番号２のアミノ酸３１～３
３０に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少なくとも９０％、また
は少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｂ）国際公開第９９／６４６１９号パンフレットの配列番号６のアミノ酸３２～３
３４に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少なくとも９０％、また
は少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｃ）国際公開第９９／６４６１９号パンフレットの配列番号１２のアミノ酸３３～
３３１に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少なくとも９０％、ま
たは少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、および
　　（ｄ）国際公開第９９／６４６１９号パンフレットの配列番号１６のアミノ酸６８～
３６９に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少なくとも９０％、ま
たは少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
からなる群から選択される１種以上のマンナナーゼ、
の中から選択される３種以上のポリペプチドを含む。
【００７１】
　より好ましい実施形態では、多酵素組成物は、
　（ｉ）
　　（ａ）配列番号１に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同
一性を有するポリペプチド、
　　（ｂ）配列番号１またはポリペプチドがＢＰＮ’番号付けを用いて位置９、１５、２
７、３６、６８、７６、８７、９５、９６、９７、９８、９９、１００、１０１、１０２
、１０３、１０４、１０６、１１８、１２０、１２３、１２８、１２９、１３０、１６０
、１６７、１７０、１９４、１９５、２１８、２２２、２３２、２３５、２３６、２４５
、２４８、２５２、および／もしくは２７４の１つ以上に置換を含むその変異体に対して



(27) JP 2016-516452 A 2016.6.9

10

20

30

40

50

、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｃ）配列番号２に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同
一性を有するポリペプチド、
　　（ｄ）配列番号２またはポリペプチドが位置３、４、９９、１０１、１０３、１０４
、１５９、１９４、１９９、２０５、および／もしくは２１７の１つ以上に置換を含むそ
の変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有す
るポリペプチド、および
　　（ｅ）配列番号２３に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列
同一性を有するポリペプチド、
からなる群から選択される１種以上のプロテアーゼ、
　（ｉｉ）
　　（ａ）配列番号３に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同
一性を有するポリペプチド、
　　（ｂ）配列番号３またはポリペプチドが位置１５、２３、１０５、１０６、１２４、
１２８、１３３、１５４、１５６、１７８、１７９、１８１、１８８、１９０、１９７、
２０１、２０２、２０７、２０８、２０９、２１１、２４３、２６４、３０４、３０５、
３９１、４０８、および／もしくは４４４の１つ以上に置換を含むその変異体に対して、
少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｃ）配列番号４に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同
一性を有するポリペプチド、
　　（ｄ）配列番号５のハイブリッドポリペプチドに対して少なくとも９０％、たとえば
、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｅ）ハイブリッドポリペプチドが、位置４８、４９、１０７、１５６、１８１、１
９０、１９７、２０１、２０９、および／または２６４の１つ以上に置換、欠失、または
挿入を含む、配列番号５のハイブリッドポリペプチドに対して、少なくとも９０％、たと
えば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｆ）配列番号６に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同
一性を有するポリペプチド、
　　（ｇ）配列番号６またはポリペプチドが位置１８１、１８２、１８３、１８４、１９
５、２０６、２１２、２１６、および／もしくは２６９の１つ以上に置換、欠失、もしく
は挿入を含むその変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配
列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｈ）配列番号７、配列番号８、または配列番号９に対して少なくとも９０％、たと
えば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｉ）配列番号７、配列番号８、もしくは配列番号９、またはポリペプチドが位置１
４０、１８３、１８４、１９５、２０６、２４３、２６０、３０４、および／もしくは４
７６の１つ以上に置換、欠失、もしくは挿入を含むそれらの変異体に対して、少なくとも
９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｊ）配列番号１０に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列
同一性を有するポリペプチド、
　　（ｋ）配列番号１１に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列
同一性を有するポリペプチド、
　　（ｌ）配列番号１１またはポリペプチドが位置１７６、１７７、１７８、１７９、１
９０、２０１、２０７、２１１、および／もしくは２６４の１つ以上に置換、欠失、もし
くは挿入を含むその変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の
配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｍ）配列番号１２に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列
同一性を有するポリペプチド、
　　（ｎ）配列番号１２またはポリペプチドが位置８７、９８、１２５、１２８、１３１
、１６５、１７８、１８０、１８１、１８２、１８３、２０１、２０２、２２５、２４３
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、２７２、２８２、３０５、３０９、３１９、３２０、３５９、４４４、および／もしく
は４７５の１つ以上に置換、欠失、もしくは挿入を含むその変異体に対して、少なくとも
９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｏ）配列番号１３に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列
同一性を有するポリペプチド、および
　　（ｐ）配列番号１３またはポリペプチドが位置２８、１１８、１７４、１８１、１８
２、１８３、１８４、１８６、１８９、１９５、２０２、２９８、２９９、３０２、３０
３、３０６、３１０、３１４、３２０、３２４、３４５、３９６、４００、４３９、４４
４、４４５、４４６、４４９、４５８、４７１、および／もしくは４８４の１つ以上に置
換、欠失、もしくは挿入を含むその変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少な
くとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
からなる群から選択される１種以上のアミラーゼ、
　（ｉｉｉ）
　　（ａ）配列番号１４の位置１～位置７７３のアミノ酸配列に対して少なくとも９０％
、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、および
　　（ｂ）配列番号１５に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、たと
えば、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチ
ド、および
　　（ｃ）配列番号１５またはポリペプチドが位置２、４、７、８、１０、１３、１５、
１９、２０、２１、２５、２６、２９、３２、３３、３４、３５、３７、４０、４２、４
２ａ、４３、４４、４８、５３、５４、５５、５８、５９、６３、６４、６５、６６、６
７、７０、７２、７６、７９、８０、８２、８４、８６、８８、９０、９１、９３、９５
、９７、１００、１０１、１０２、１０３、１１３、１１４、１１７、１１９、１２１、
１３３、１３６、１３７、１３８、１３９、１４０、１４１、１４３、１４５、１４６、
１４７、１５０、１５１、１５２、１５３、１５４、１５５、１５６、１５７、１５８、
１５９、１６０、１６１、１６２、１６４、１６５、１６８、１７０、１７１、１７２、
１７３、１７５、１７６、１７８、１８１、１８３、１８４、１８５、１８６、１８８、
１９１、１９２、１９５、１９６、および／もしくは２００の１つ以上に置換、欠失、も
しくは挿入を含むその変異体に対して、少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％
、たとえば、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリ
ペプチド、
　　（ｄ）配列番号２２に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、たと
えば、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチ
ド、
からなる群から選択される１種以上のセルラーゼ、
　（ｉｖ）
　　（ａ）配列番号１６に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列
同一性を有するポリペプチド、
　　（ｂ）配列番号１６またはポリペプチドが位置４、２４、２７、３３、５７、５８、
６０、６２、８１、８３、８４、８６、８７、９０、９１、９４、９６、９９、１０１、
１０２、１４７、１５０、１９０、２０２、２０９、２１０、２１１、２２７、２３１、
２３３、２４９、２５５、２５６、２７０、２７１、および２７２の１つ以上に置換、欠
失、もしくは挿入を含むその変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも
９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｃ）配列番号１６またはポリペプチドが次の置換Ｔ２３１ＲおよびＮ２３３Ｒを含
むその変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を
有するポリペプチド、
からなる群から選択される１種以上のリパーゼ、
　（ｖ）
　　（ａ）配列番号１７に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少な
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くとも９０％、または少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、および
　　（ｂ）配列番号１７またはポリペプチドが位置５、９、１１、２６、２８、３０、３
１、３７、４０、４５、４６、４７、４８、４９、５０、５１、５２、５４、６１、６４
、６８、６９、７０、７１、７４、７５、７６、７９、８６、８７、９１、９９、１０５
、１０６、１０７、１１１、１１５、１１６、１１８、１２２、１２３、１３４、１３６
、１３９、１４０、１４１、１４６、１４８、１５６、１５８、１７０、１８２、１８５
、１８６、１８９、１９３、１９４、１９６、１９９、２０１、２０２、２０４、２１３
、２１５、２１８、２２４、２２８、２２９、２３４、２３５、２３７、２５１、２５６
、２５７、２５８、２７２、２７７、２８６、２９５、２９８、３０１、３０２、３０３
、３０５、３０７、３０８、３１４、３１６、３２３、３２４、３２６、３３１、３３２
、３３３、３３４、３３５、３３６、３３７、３３８、３３９、３４０、３４１、３４９
、３５６、３５７、３６３、３６６、３７８、３８１、３８４、３８６、３８７、３８９
、３９０、３９１、３９３、および／もしくは３９７の１つ以上に置換、欠失、もしくは
挿入を含むその変異体に対して、少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少な
くとも９０％、もしくは少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
からなる群から選択される１種以上のペクチン酸リアーゼ、あるいは
　（ｖｉ）
　　（ａ）国際公開第９９／６４６１９号パンフレットの配列番号２のアミノ酸３１～３
３０に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少なくとも９０％、また
は少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｂ）国際公開第９９／６４６１９号パンフレットの配列番号６のアミノ酸３２～３
３４に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少なくとも９０％、また
は少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｃ）国際公開第９９／６４６１９号パンフレットの配列番号１２のアミノ酸３３～
３３１に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少なくとも９０％、ま
たは少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、および
　　（ｄ）国際公開第９９／６４６１９号パンフレットの配列番号１６のアミノ酸６８～
３６９に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少なくとも９０％、ま
たは少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
からなる群から選択される１種以上のマンナナーゼ、
の中から選択される４種以上のポリペプチドを含む。
【００７２】
　さらにより好ましい実施形態では、多酵素組成物は、
　（ｉ）
　　（ａ）配列番号１に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同
一性を有するポリペプチド、
　　（ｂ）配列番号１またはポリペプチドがＢＰＮ’番号付けを用いて位置９、１５、２
７、３６、６８、７６、８７、９５、９６、９７、９８、９９、１００、１０１、１０２
、１０３、１０４、１０６、１１８、１２０、１２３、１２８、１２９、１３０、１６０
、１６７、１７０、１９４、１９５、２１８、２２２、２３２、２３５、２３６、２４５
、２４８、２５２、および／もしくは２７４の１つ以上に置換を含むその変異体に対して
、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｃ）配列番号２に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同
一性を有するポリペプチド、
　　（ｄ）配列番号２またはポリペプチドが位置３、４、９９、１０１、１０３、１０４
、１５９、１９４、１９９、２０５、および／もしくは２１７の１つ以上に置換を含むそ
の変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有す
るポリペプチド、および
　　（ｅ）配列番号２３に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列
同一性を有するポリペプチド、
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からなる群から選択される１種以上のプロテアーゼ、
　（ｉｉ）
　　（ａ）配列番号３に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同
一性を有するポリペプチド、
　　（ｂ）配列番号３またはポリペプチドが位置１５、２３、１０５、１０６、１２４、
１２８、１３３、１５４、１５６、１７８、１７９、１８１、１８８、１９０、１９７、
２０１、２０２、２０７、２０８、２０９、２１１、２４３、２６４、３０４、３０５、
３９１、４０８、および／もしくは４４４の１つ以上に置換を含むその変異体に対して、
少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｃ）配列番号４に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同
一性を有するポリペプチド、
　　（ｄ）配列番号５のハイブリッドポリペプチドに対して少なくとも９０％、たとえば
、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｅ）ハイブリッドポリペプチドが、位置４８、４９、１０７、１５６、１８１、１
９０、１９７、２０１、２０９、および／または２６４の１つ以上に置換、欠失、または
挿入を含む、配列番号５のハイブリッドポリペプチドに対して、少なくとも９０％、たと
えば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｆ）配列番号６に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同
一性を有するポリペプチド、
　　（ｇ）配列番号６またはポリペプチドが位置１８１、１８２、１８３、１８４、１９
５、２０６、２１２、２１６、および／もしくは２６９の１つ以上に置換、欠失、もしく
は挿入を含むその変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配
列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｈ）配列番号７、配列番号８、または配列番号９に対して少なくとも９０％、たと
えば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｉ）配列番号７、配列番号８、もしくは配列番号９、またはポリペプチドが位置１
４０、１８３、１８４、１９５、２０６、２４３、２６０、３０４、および／もしくは４
７６の１つ以上に置換、欠失、もしくは挿入を含むそれらの変異体に対して、少なくとも
９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｊ）配列番号１０に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列
同一性を有するポリペプチド、
　　（ｋ）配列番号１１に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列
同一性を有するポリペプチド、
　　（ｌ）配列番号１１またはポリペプチドが位置１７６、１７７、１７８、１７９、１
９０、２０１、２０７、２１１、および／もしくは２６４の１つ以上に置換、欠失、もし
くは挿入を含むその変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の
配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｍ）配列番号１２に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列
同一性を有するポリペプチド、
　　（ｎ）配列番号１２またはポリペプチドが位置８７、９８、１２５、１２８、１３１
、１６５、１７８、１８０、１８１、１８２、１８３、２０１、２０２、２２５、２４３
、２７２、２８２、３０５、３０９、３１９、３２０、３５９、４４４、および／もしく
は４７５の１つ以上に置換、欠失、もしくは挿入を含むその変異体に対して、少なくとも
９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｏ）配列番号１３に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列
同一性を有するポリペプチド、および
　　（ｐ）配列番号１３またはポリペプチドが位置２８、１１８、１７４、１８１、１８
２、１８３、１８４、１８６、１８９、１９５、２０２、２９８、２９９、３０２、３０
３、３０６、３１０、３１４、３２０、３２４、３４５、３９６、４００、４３９、４４
４、４４５、４４６、４４９、４５８、４７１、および／もしくは４８４の１つ以上に置
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換、欠失、もしくは挿入を含むその変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少な
くとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
からなる群から選択される１種以上のアミラーゼ、
　（ｉｉｉ）
　　（ａ）配列番号１４の位置１～位置７７３のアミノ酸配列に対して少なくとも９０％
、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、および
　　（ｂ）配列番号１５に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、たと
えば、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチ
ド、および
　　（ｃ）配列番号１５またはポリペプチドが位置２、４、７、８、１０、１３、１５、
１９、２０、２１、２５、２６、２９、３２、３３、３４、３５、３７、４０、４２、４
２ａ、４３、４４、４８、５３、５４、５５、５８、５９、６３、６４、６５、６６、６
７、７０、７２、７６、７９、８０、８２、８４、８６、８８、９０、９１、９３、９５
、９７、１００、１０１、１０２、１０３、１１３、１１４、１１７、１１９、１２１、
１３３、１３６、１３７、１３８、１３９、１４０、１４１、１４３、１４５、１４６、
１４７、１５０、１５１、１５２、１５３、１５４、１５５、１５６、１５７、１５８、
１５９、１６０、１６１、１６２、１６４、１６５、１６８、１７０、１７１、１７２、
１７３、１７５、１７６、１７８、１８１、１８３、１８４、１８５、１８６、１８８、
１９１、１９２、１９５、１９６、および／もしくは２００の１つ以上に置換、欠失、も
しくは挿入を含むその変異体に対して、少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％
、たとえば、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリ
ペプチド、
　　（ｄ）配列番号２２に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、たと
えば、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチ
ド、
からなる群から選択される１種以上のセルラーゼ、
　（ｉｖ）
　　（ａ）配列番号１６に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列
同一性を有するポリペプチド、
　　（ｂ）配列番号１６またはポリペプチドが位置４、２４、２７、３３、５７、５８、
６０、６２、８１、８３、８４、８６、８７、９０、９１、９４、９６、９９、１０１、
１０２、１４７、１５０、１９０、２０２、２０９、２１０、２１１、２２７、２３１、
２３３、２４９、２５５、２５６、２７０、２７１、および２７２の１つ以上に置換、欠
失、もしくは挿入を含むその変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも
９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｃ）配列番号１６またはポリペプチドが次の置換Ｔ２３１ＲおよびＮ２３３Ｒを含
むその変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を
有するポリペプチド、
からなる群から選択される１種以上のリパーゼ、
　（ｖ）
　　（ａ）配列番号１７に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少な
くとも９０％、または少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、および
　　（ｂ）配列番号１７またはポリペプチドが位置５、９、１１、２６、２８、３０、３
１、３７、４０、４５、４６、４７、４８、４９、５０、５１、５２、５４、６１、６４
、６８、６９、７０、７１、７４、７５、７６、７９、８６、８７、９１、９９、１０５
、１０６、１０７、１１１、１１５、１１６、１１８、１２２、１２３、１３４、１３６
、１３９、１４０、１４１、１４６、１４８、１５６、１５８、１７０、１８２、１８５
、１８６、１８９、１９３、１９４、１９６、１９９、２０１、２０２、２０４、２１３
、２１５、２１８、２２４、２２８、２２９、２３４、２３５、２３７、２５１、２５６
、２５７、２５８、２７２、２７７、２８６、２９５、２９８、３０１、３０２、３０３
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、３０５、３０７、３０８、３１４、３１６、３２３、３２４、３２６、３３１、３３２
、３３３、３３４、３３５、３３６、３３７、３３８、３３９、３４０、３４１、３４９
、３５６、３５７、３６３、３６６、３７８、３８１、３８４、３８６、３８７、３８９
、３９０、３９１、３９３、および／もしくは３９７の１つ以上に置換、欠失、もしくは
挿入を含むその変異体に対して、少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少な
くとも９０％、もしくは少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
からなる群から選択される１種以上のペクチン酸リアーゼ、あるいは
　（ｖｉ）
　　（ａ）国際公開第９９／６４６１９号パンフレットの配列番号２のアミノ酸３１～３
３０に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少なくとも９０％、また
は少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｂ）国際公開第９９／６４６１９号パンフレットの配列番号６のアミノ酸３２～３
３４に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少なくとも９０％、また
は少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｃ）国際公開第９９／６４６１９号パンフレットの配列番号１２のアミノ酸３３～
３３１に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少なくとも９０％、ま
たは少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、および
　　（ｄ）国際公開第９９／６４６１９号パンフレットの配列番号１６のアミノ酸６８～
３６９に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少なくとも９０％、ま
たは少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
からなる群から選択される１種以上のマンナナーゼ、
の中から選択される５種以上のポリペプチドを含む。
【００７３】
　さらにより好ましい実施形態では、多酵素組成物は、
　（ｉ）
　　（ａ）配列番号１に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同
一性を有するポリペプチド、
　　（ｂ）配列番号１またはポリペプチドがＢＰＮ’番号付けを用いて位置９、１５、２
７、３６、６８、７６、８７、９５、９６、９７、９８、９９、１００、１０１、１０２
、１０３、１０４、１０６、１１８、１２０、１２３、１２８、１２９、１３０、１６０
、１６７、１７０、１９４、１９５、２１８、２２２、２３２、２３５、２３６、２４５
、２４８、２５２、および／もしくは２７４の１つ以上に置換を含むその変異体に対して
、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｃ）配列番号２に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同
一性を有するポリペプチド、
　　（ｄ）配列番号２またはポリペプチドが位置３、４、９９、１０１、１０３、１０４
、１５９、１９４、１９９、２０５、および／もしくは２１７の１つ以上に置換を含むそ
の変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有す
るポリペプチド、および
　　（ｅ）配列番号２３に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列
同一性を有するポリペプチド、
からなる群から選択される１種以上のプロテアーゼ、
　（ｉｉ）
　　（ａ）配列番号３に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同
一性を有するポリペプチド、
　　（ｂ）配列番号３またはポリペプチドが位置１５、２３、１０５、１０６、１２４、
１２８、１３３、１５４、１５６、１７８、１７９、１８１、１８８、１９０、１９７、
２０１、２０２、２０７、２０８、２０９、２１１、２４３、２６４、３０４、３０５、
３９１、４０８、および／もしくは４４４の１つ以上に置換を含むその変異体に対して、
少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
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　　（ｃ）配列番号４に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同
一性を有するポリペプチド、
　　（ｄ）配列番号５のハイブリッドポリペプチドに対して少なくとも９０％、たとえば
、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｅ）ハイブリッドポリペプチドが、位置４８、４９、１０７、１５６、１８１、１
９０、１９７、２０１、２０９、および／または２６４の１つ以上に置換、欠失、または
挿入を含む、配列番号５のハイブリッドポリペプチドに対して、少なくとも９０％、たと
えば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｆ）配列番号６に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同
一性を有するポリペプチド、
　　（ｇ）配列番号６またはポリペプチドが位置１８１、１８２、１８３、１８４、１９
５、２０６、２１２、２１６、および／もしくは２６９の１つ以上に置換、欠失、もしく
は挿入を含むその変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配
列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｈ）配列番号７、配列番号８、または配列番号９に対して少なくとも９０％、たと
えば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｉ）配列番号７、配列番号８、もしくは配列番号９、またはポリペプチドが位置１
４０、１８３、１８４、１９５、２０６、２４３、２６０、３０４、および／もしくは４
７６の１つ以上に置換、欠失、もしくは挿入を含むそれらの変異体に対して、少なくとも
９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｊ）配列番号１０に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列
同一性を有するポリペプチド、
　　（ｋ）配列番号１１に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列
同一性を有するポリペプチド、
　　（ｌ）配列番号１１またはポリペプチドが位置１７６、１７７、１７８、１７９、１
９０、２０１、２０７、２１１、および／もしくは２６４の１つ以上に置換、欠失、もし
くは挿入を含むその変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の
配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｍ）配列番号１２に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列
同一性を有するポリペプチド、
　　（ｎ）配列番号１２またはポリペプチドが位置８７、９８、１２５、１２８、１３１
、１６５、１７８、１８０、１８１、１８２、１８３、２０１、２０２、２２５、２４３
、２７２、２８２、３０５、３０９、３１９、３２０、３５９、４４４、および／もしく
は４７５の１つ以上に置換、欠失、もしくは挿入を含むその変異体に対して、少なくとも
９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｏ）配列番号１３に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列
同一性を有するポリペプチド、および
　　（ｐ）配列番号１３またはポリペプチドが位置２８、１１８、１７４、１８１、１８
２、１８３、１８４、１８６、１８９、１９５、２０２、２９８、２９９、３０２、３０
３、３０６、３１０、３１４、３２０、３２４、３４５、３９６、４００、４３９、４４
４、４４５、４４６、４４９、４５８、４７１、および／もしくは４８４の１つ以上に置
換、欠失、もしくは挿入を含むその変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少な
くとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
からなる群から選択される１種以上のアミラーゼ、
　（ｉｉｉ）
　　（ａ）配列番号１４の位置１～位置７７３のアミノ酸配列に対して少なくとも９０％
、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、および
　　（ｂ）配列番号１５に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、たと
えば、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチ
ド、および
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　　（ｃ）配列番号１５またはポリペプチドが位置２、４、７、８、１０、１３、１５、
１９、２０、２１、２５、２６、２９、３２、３３、３４、３５、３７、４０、４２、４
２ａ、４３、４４、４８、５３、５４、５５、５８、５９、６３、６４、６５、６６、６
７、７０、７２、７６、７９、８０、８２、８４、８６、８８、９０、９１、９３、９５
、９７、１００、１０１、１０２、１０３、１１３、１１４、１１７、１１９、１２１、
１３３、１３６、１３７、１３８、１３９、１４０、１４１、１４３、１４５、１４６、
１４７、１５０、１５１、１５２、１５３、１５４、１５５、１５６、１５７、１５８、
１５９、１６０、１６１、１６２、１６４、１６５、１６８、１７０、１７１、１７２、
１７３、１７５、１７６、１７８、１８１、１８３、１８４、１８５、１８６、１８８、
１９１、１９２、１９５、１９６、および／もしくは２００の１つ以上に置換、欠失、も
しくは挿入を含むその変異体に対して、少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％
、たとえば、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリ
ペプチド、
　　（ｄ）配列番号２２に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、たと
えば、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチ
ド、
からなる群から選択される１種以上のセルラーゼ、
　（ｉｖ）
　　（ａ）配列番号１６に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列
同一性を有するポリペプチド、
　　（ｂ）配列番号１６またはポリペプチドが位置４、２４、２７、３３、５７、５８、
６０、６２、８１、８３、８４、８６、８７、９０、９１、９４、９６、９９、１０１、
１０２、１４７、１５０、１９０、２０２、２０９、２１０、２１１、２２７、２３１、
２３３、２４９、２５５、２５６、２７０、２７１、および２７２の１つ以上に置換、欠
失、もしくは挿入を含むその変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも
９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｃ）配列番号１６またはポリペプチドが次の置換Ｔ２３１ＲおよびＮ２３３Ｒを含
むその変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を
有するポリペプチド、
からなる群から選択される１種以上のリパーゼ、
　（ｖ）
　　（ａ）配列番号１７に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少な
くとも９０％、または少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、および
　　（ｂ）配列番号１７またはポリペプチドが位置５、９、１１、２６、２８、３０、３
１、３７、４０、４５、４６、４７、４８、４９、５０、５１、５２、５４、６１、６４
、６８、６９、７０、７１、７４、７５、７６、７９、８６、８７、９１、９９、１０５
、１０６、１０７、１１１、１１５、１１６、１１８、１２２、１２３、１３４、１３６
、１３９、１４０、１４１、１４６、１４８、１５６、１５８、１７０、１８２、１８５
、１８６、１８９、１９３、１９４、１９６、１９９、２０１、２０２、２０４、２１３
、２１５、２１８、２２４、２２８、２２９、２３４、２３５、２３７、２５１、２５６
、２５７、２５８、２７２、２７７、２８６、２９５、２９８、３０１、３０２、３０３
、３０５、３０７、３０８、３１４、３１６、３２３、３２４、３２６、３３１、３３２
、３３３、３３４、３３５、３３６、３３７、３３８、３３９、３４０、３４１、３４９
、３５６、３５７、３６３、３６６、３７８、３８１、３８４、３８６、３８７、３８９
、３９０、３９１、３９３、および／もしくは３９７の１つ以上に置換、欠失、もしくは
挿入を含むその変異体に対して、少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少な
くとも９０％、もしくは少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
からなる群から選択される１種以上のペクチン酸リアーゼ、あるいは
　（ｖｉ）
　　（ａ）国際公開第９９／６４６１９号パンフレットの配列番号２のアミノ酸３１～３
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３０に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少なくとも９０％、また
は少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｂ）国際公開第９９／６４６１９号パンフレットの配列番号６のアミノ酸３２～３
３４に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少なくとも９０％、また
は少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　　（ｃ）国際公開第９９／６４６１９号パンフレットの配列番号１２のアミノ酸３３～
３３１に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少なくとも９０％、ま
たは少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、および
　　（ｄ）国際公開第９９／６４６１９号パンフレットの配列番号１６のアミノ酸６８～
３６９に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少なくとも９０％、ま
たは少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
からなる群から選択される１種以上のマンナナーゼ、
の中から選択される６種以上のポリペプチドを含む。
【００７４】
　最も好ましい実施形態では、多酵素組成物は、任意選択で１種以上のキシログルカナー
ゼ、クチナーゼ、キサンタナーゼ、および／またはペルオキシダーゼと一緒に、以上に記
載の各酵素クラスからの１種以上の酵素を含む。
【００７５】
　本発明に係る方法に使用するために、多酵素組成物中の酵素は、最終溶液で所望のクリ
ーニング効果を達成するのに十分な量で添加される。多酵素組成物は濃縮されうるので、
最終洗濯液で酵素の所望の濃度を達成するのに少量の組成物が必要とされるか、または多
酵素組成物をそれほど濃縮しえない場合、より多量の組成物を洗濯液に添加しなければな
らない。含まれる個別の酵素の濃度に基づいて所与の多酵素組成物の好適な投入を選択す
ることは、平均的実施者の能力の範囲内である。
【００７６】
　本発明の一実施形態では、多酵素組成物は、液体酵素配合物として個別に投入され、か
つ乾燥テキスタイル１ｋｇあたり０．０１ｍＬ～１００ｍＬの液体酵素配合物、たとえば
、乾燥テキスタイル１ｋｇあたり０．１ｍＬ～１０ｍＬの酵素配合物、好ましくは、乾燥
テキスタイル１ｋｇあたり０．５ｍＬ～５ｍＬの液体酵素配合物、最も好ましくは、乾燥
テキスタイル１ｋｇあたり１ｍＬ～２ｍＬの液体酵素配合物を添加することにより推奨量
の酵素を投与可能な濃度を有する。
【００７７】
　本発明の一実施形態では、多酵素組成物は、洗濯サイクル１回あたり使用される各酵素
が、乾燥テキスタイル１キログラムあたり０．０００１～５００ｍｇの酵素タンパク質、
たとえば、０．００１～２００ｍｇの酵素タンパク質、好ましくは、０．０１～１００ｍ
ｇの酵素タンパク質、より好ましくは、０．０５～５０ｍｇの酵素タンパク質、さらによ
り好ましくは、０．２～２０ｍｇの酵素タンパク質に対応する量で洗濯液中に独立して存
在する量で、添加される。たとえば、プロテアーゼの量は、乾燥テキスタイル１キログラ
ムあたりの酵素タンパク質換算で１５ｍｇでありうる。一方、アミラーゼの量は、乾燥テ
キスタイル１キログラムあたりの酵素タンパク質換算で０．２ｍｇでありうるとともに、
セルラーゼの量は、乾燥テキスタイル１キログラムあたりの酵素タンパク質換算で３ｍｇ
でありうる。
【００７８】
　一般的には、所定の酵素の性質は、所定の洗剤（すなわち、ｐＨ最適値、他の酵素成分
および非酵素成分との適合性など）に適合すべきであり、また、酵素は、有効量で存在す
べきである。
【００７９】
　本発明の一実施形態では、多酵素組成物は、
　ａ）配列番号１に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性
を有するプロテアーゼ、
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　ｂ）配列番号１１に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一
性を有するアミラーゼ、
　ｃ）配列番号１５に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、たとえば
、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　ｄ）配列番号１４の位置１～位置７７３のアミノ酸配列に対して少なくとも９０％、た
とえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するセルラーゼ、または配列番号２２に対し
て少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、たとえば、少なくとも９０％、たと
えば、少なくとも９５％の配列同一性を有するセルラーゼ、
　ｅ）配列番号１６またはポリペプチドが次の置換Ｔ２３１ＲおよびＮ２３３Ｒを含むそ
の変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有す
るリパーゼ、
　ｆ）配列番号１７に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少なくと
も９０％、または少なくとも９５％の配列同一性を有するペクチン酸リアーゼ、および
　ｇ）配列番号１８のアミノ酸３１～３３０に対して少なくとも８０％、たとえば、少な
くとも８５％、少なくとも９０％、または少なくとも９５％の配列同一性を有するマンナ
ナーゼ、
を含む。
【００８０】
　本発明の一実施形態では、本方法は、乾燥テキスタイル１ｋｇあたり０．１～２．０ｇ
の顆粒多酵素組成物を使用することを含み、組成物は、
　ａ）配列番号１に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性
を有するプロテアーゼの３５～４５ｗｔ％の顆粒、
　ｂ）配列番号１１に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一
性を有するアミラーゼの８～１８ｗｔ％の顆粒、
　ｃ）配列番号１５に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、たとえば
、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチドの
２．５～５．５ｗｔ％の顆粒、
　ｄ）配列番号１４の位置１～位置７７３のアミノ酸配列に対して少なくとも９０％、た
とえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するセルラーゼの７．５～１２．５ｗｔ％の
顆粒、
　ｅ）配列番号１６またはポリペプチドが次の置換Ｔ２３１ＲおよびＮ２３３Ｒを含むそ
の変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有す
るリパーゼの６～１１ｗｔ％の顆粒、
　ｆ）配列番号１７に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少なくと
も９０％、または少なくとも９５％の配列同一性を有するペクチン酸リアーゼの７．５～
１２．５ｗｔ％の顆粒、および
　ｇ）配列番号１８のアミノ酸３１～３３０に対して少なくとも８０％、たとえば、少な
くとも８５％、少なくとも９０％、または少なくとも９５％の配列同一性を有するマンナ
ナーゼの７．５～１２．５ｗｔ％の顆粒、
を含む。
【００８１】
　本発明の一実施形態では、本方法は、乾燥テキスタイル１ｋｇあたり０．５ｇの顆粒多
酵素組成物を使用することを含み、組成物は、
　ａ）配列番号１に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性
を有するプロテアーゼの４１．３ｗｔ％の顆粒、
　ｂ）配列番号１１に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一
性を有するアミラーゼの１３．３ｗｔ％の顆粒、
　ｃ）配列番号１５に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、たとえば
、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチドの
４．７ｗｔ％の顆粒、



(37) JP 2016-516452 A 2016.6.9

10

20

30

40

50

　ｄ）配列番号１４の位置１～位置７７３のアミノ酸配列に対して少なくとも９０％、た
とえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するセルラーゼの１０．７ｗｔ％の顆粒、
　ｅ）配列番号１６またはポリペプチドが次の置換Ｔ２３１ＲおよびＮ２３３Ｒを含むそ
の変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有す
るリパーゼの８．７ｗｔ％の顆粒、
　ｆ）配列番号１７に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少なくと
も９０％、または少なくとも９５％の配列同一性を有するペクチン酸リアーゼの１０．７
ｗｔ％の顆粒、および
　ｇ）配列番号１８のアミノ酸３１～３３０に対して少なくとも８０％、たとえば、少な
くとも８５％、少なくとも９０％、または少なくとも９５％の配列同一性を有するマンナ
ナーゼの１０．７ｗｔ％の顆粒、
を含む。
【００８２】
　本発明の一実施形態では、本方法は、
　ａ）配列番号２３に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一
性を有するポリペプチド、
　ｂ）配列番号１６またはポリペプチドが次の置換Ｔ２３１ＲおよびＮ２３３Ｒを含むそ
の変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有す
るポリペプチド、および
　ｃ）配列番号６に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性
を有するポリペプチド、
を含む多酵素組成物を使用することを含む。
【００８３】
　一実施形態では、多酵素組成物は、配列番号１４の位置１～位置７７３のアミノ酸配列
に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプ
チドをさらに含む。
【００８４】
　本発明の一実施形態では、本方法は、乾燥テキスタイル１ｋｇあたり０．１～６．０ｇ
の液体多酵素組成物を添加することを含み、多酵素組成物は、
　ａ）配列番号１に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性
を有する、１．０～２．０ＫＮＰＵ（Ｓ）／ｇの活性を与える濃度のプロテアーゼ、
　ｂ）配列番号１１に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一
性を有する、０．１５～０．５０ＳＮＵ／ｇの活性を与える濃度のアミラーゼ、
　ｃ）配列番号１５に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、たとえば
、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有する、５０～１００
ＣＮＵ（Ｒ）／ｇの活性を与える濃度のポリペプチド、
　ｄ）配列番号２２の位置１～位置７７３のアミノ酸配列に対して少なくとも９０％、た
とえば、少なくとも９５％の配列同一性を有する、３０～８０ＥＣＵ／ｇの活性を与える
濃度のセルラーゼ、
　ｅ）配列番号１６またはポリペプチドが次の置換Ｔ２３１ＲおよびＮ２３３Ｒを含むそ
の変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有す
る、２．０～４．０ＫＬＵ／ｇの活性を与える濃度のリパーゼ、
　ｆ）配列番号１７に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少なくと
も９０％、または少なくとも９５％の配列同一性を有する、９．０～１６．０ＰＤＥＵ／
ｇの活性を与える濃度のペクチン酸リアーゼ、および
　ｇ）配列番号１８のアミノ酸３１～３３０に対して少なくとも８０％、たとえば、少な
くとも８５％、少なくとも９０％、または少なくとも９５％の配列同一性を有する、０．
０２５～０．０７５ＭＩＵ／ｇの活性を与える濃度のマンナナーゼ、
を含む。
【００８５】
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　一実施形態では、乾燥テキスタイル１ｋｇあたり２．０ｇの液体多酵素組成物を添加す
ることを含み、多酵素組成物は、
　ａ）配列番号１に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％配列同一性を
有する、１．５ＫＮＰＵ（Ｓ）／ｇの活性を与える濃度のプロテアーゼ、
　ｂ）配列番号１１に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％配列同一性
を有する、０．３０ＳＮＵ／ｇの活性を与える濃度のアミラーゼ、
　ｃ）配列番号１５に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、たとえば
、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有する、７２．４ＣＮ
Ｕ（Ｒ）／ｇの活性を与える濃度のポリペプチド、
　ｄ）配列番号２２の位置１～位置７７３のアミノ酸配列に対して少なくとも９０％、た
とえば、少なくとも９５％の配列同一性を有する、５３．６ＥＣＵ／ｇの活性を与える濃
度のセルラーゼ、
　ｅ）配列番号１６またはポリペプチドが次の置換Ｔ２３１ＲおよびＮ２３３Ｒを含むそ
の変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有す
る、２．７ＫＬＵ／ｇの活性を与える濃度のリパーゼ、
　ｆ）配列番号１７に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少なくと
も９０％、または少なくとも９５％の配列同一性を有する、１３．４ＰＤＥＵ／ｇの活性
を与える濃度のペクチン酸リアーゼ、および
　ｇ）配列番号１８のアミノ酸３１～３３０に対して少なくとも８０％、たとえば、少な
くとも８５％、少なくとも９０％、または少なくとも９５％の配列同一性を有する、０．
０５０ＭＩＵ／ｇの活性を与える濃度のマンナナーゼ、
を含む。
【００８６】
　ＫＬＵ／ｇ＝キロリパーゼ単位／ｇ
　ＳＮＵ／ｇ＝Ｓｔａｉｎｚｙｍｅ（登録商標）　Ｎｏｖｏｚｙｍｅｓ単位／ｇ
　ＫＮＰＵ（Ｓ）／ｇ＝キロＮｏｖｏプロテアーゼ単位／ｇ
　ＰＤＥＵ／ｇ＝ペクチン分解酵素単位／ｇ
　ＭＩＵ（Ｍ）／ｇ＝マンナナーゼ免疫単位／ｇ
　ＥＣＵ／ｇ＝エンドセルラーゼ単位／ｇ
　ＣＮＵ（Ｒ）／ｇ＝セルラーゼＮｏｖｏｚｙｍｅｓ単位／ｇ
【００８７】
プロテアーゼ
　プロテアーゼは、化学的修飾または遺伝子修飾された突然変異体を含めて、動物起源、
植物起源、または微生物起源でありうる。微生物起源が好ましい。それは、アルカリプロ
テアーゼ、たとえば、セリンプロテアーゼまたはメタロプロテアーゼでありうる。セリン
プロテアーゼは、たとえば、トリプシンなどのＳ１ファミリーまたはスブチリシンなどの
Ｓ８ファミリーでありうる。メタロプロテアーゼのプロテアーゼは、たとえば、ファミリ
ーＭ４、Ｍ５、Ｍ７、Ｍ８などに属するサーモリシンでありうる。
【００８８】
　「スブチラーゼ」という用語は、Ｓｉｅｚｅｎ　ｅｔ　ａｌ．，Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｅｎ
ｇｎｇ．４（１９９１）７１９－７３７およびＳｉｅｚｅｎ　ｅｔ　ａｌ．Ｐｒｏｔｅｉ
ｎ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　６（１９９７）５０１－５２３に記載のセリンプロテアーゼのサブ
グループを意味する。セリンプロテアーゼは、基質と共有結合付加物を形成するセリンを
活性部位に有することにより特徴付けられるプロテアーゼのサブグループである。スブチ
ラーゼは、６つの細分類、すなわち、スブチリシンファミリー、テルミターゼファミリー
、プロテイナーゼＫファミリー、ランチビオテックペプチダーゼファミリー、ケキシンフ
ァミリー、およびピロリシンファミリーに分類されうる。本発明の一態様では、プロテア
ーゼは、スブチリシンやこれの変異体などのスブチラーゼでありうる。さらに、スブチラ
ーゼ（およびセリンプロテアーゼ）は、セリン以外の２つの活性部位アミノ酸残基、すな
わちヒスチジン残基およびアスパラギン酸残基を有することにより特徴付けられる。
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【００８９】
　スブチリシンの例は、バチルス属（Ｂａｃｉｌｌｕｓ）に由来するもの、たとえば、国
際公開第８９／０６２７９号パンフレットに記載のスブチリシンレンタス（バチルス・レ
ンタス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｌｅｎｔｕｓ））、スブチリシンノボ、スブチリシンカール
スバーグ（バチルス・リケニフォルミス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｌｉｃｈｅｎｉｆｏｒｍｉ
ｓ））、スブチリシンＢＰＮ’、スブチリシン３０９、スブチリシン１４７、およびスブ
チリシン１６８、ならびにプロテアーゼＰＤ１３８（国際公開第９３／１８１４０号パン
フレット）である。そのほかのセリンプロテアーゼの例は、国際公開第９８／０２０１１
５号パンフレット、国際公開第０１／４４４５２号パンフレット、国際公開第０１／５８
２７５号パンフレット、国際公開第０１／５８２７６号パンフレット、国際公開第０３／
００６６０２号パンフレット、および国際公開第０４／０９９４０１号パンフレットに記
載されている。好ましいスブチリシン変異体は、国際公開第０３／００６６０２号パンフ
レットの配列番号４に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同
一性を有するものである。より好ましい変異体は、ポリペプチドがＢＰＮ’番号付けを用
いて次の位置３、４、９、１５、２７、３６、６８、７６、８７、９５、９６、９７、９
８、９９、１００、１０１、１０２、１０３、１０４、１０６、１１８、１２０、１２３
、１２８、１２９、１３０、１６０、１６７、１７０、１９４、１９５、１９９、２０５
、２１７、２１８、２２２、２３２、２３５、２３６、２４５、２４８、２５２、および
２７４の１つ以上に置換、欠失、または挿入を含む、国際公開第０３／００６６０２号パ
ンフレットの配列番号４に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配
列同一性を有するものである。国際公開第０３／００６６０２号パンフレットの配列番号
４のさらにより好ましいスブチリシン変異体は、ＢＰＮ’番号付けを用いて、次の位置Ｓ
３Ｔ、Ｖ４Ｉ、Ｓ９Ｒ、Ａ１５Ｔ、Ｋ２７Ｒ、＊３６Ｄ、Ｖ６８Ａ、Ｎ７６Ｄ、Ｎ８７Ｓ
，Ｒ、＊９７Ｅ、Ａ９８Ｓ、Ｓ９９Ｇ，Ｄ，Ａ、Ｓ９９ＡＤ、Ｓ１０１Ｇ，Ｍ，Ｒ　Ｓ１
０３Ａ、Ｖ１０４Ｉ，Ｙ，Ｎ、Ｓ１０６Ａ、Ｇ１１８Ｖ，Ｒ、Ｈ１２０Ｄ，Ｎ、Ｎ１２３
Ｓ、Ｓ１２８Ｌ、Ｐ１２９Ｑ、Ｓ１３０Ａ、Ｇ１６０Ｄ、Ｙ１６７Ａ、Ｒ１７０Ｓ、Ａ１
９４Ｐ、Ｇ１９５Ｅ、Ｖ１９９Ｍ、Ｖ２０５Ｉ、Ｌ２１７Ｄ、Ｎ２１８Ｄ、Ｋ２３５Ｌ、
Ｑ２３６Ｈ、Ｑ２４５Ｒ、Ｎ２５２Ｋ、Ｔ２７４Ａ）の１つ以上に置換、欠失、または挿
入を含むものである。
【００９０】
　対象となるさらなるスブチリシンは、米国特許第５，３５２，６０４号明細書の図２９
に示されるアミノ酸配列に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配
列同一性を有するものである。米国特許第５，３５２，６０４号明細書の図２９に示され
るアミノ酸配列の好ましいスブチリシン変異体は、ポリペプチドが位置３、４、９９、１
０１、１０３、１０４、１５９、１９４、１９９、２０５、および／または２１７の１つ
以上に置換を含む、米国特許第５，３５２，６０４号明細書の図２９に示されるアミノ酸
配列に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するも
のである。
【００９１】
　トリプシン様プロテアーゼの例は、トリプシン（たとえば、ブタ起源またはウシ起源の
もの）ならびに国際公開第８９／０６２７０号パンフレットおよび国際公開第９４／２５
５８３号パンフレットに記載のフザリウム属（Ｆｕｓａｒｉｕｍ）のプロテアーゼである
。有用なプロテアーゼの例は、国際公開第９２／１９７２９号パンフレット、国際公開第
９８／２０１１５号パンフレット、国際公開第９８／２０１１６号パンフレット、および
国際公開第９８／３４９４６号パンフレットに記載の変異体、特定的には、次の位置２７
、３６、５７、７６、８７、９７、１０１、１０４、１２０、１２３、１６７、１７０、
１９４、２０６、２１８、２２２、２２４、２３５、および２７４の１つ以上に置換を有
する変異体である。
【００９２】
　メタロプロテアーゼの例は、国際公開第０７／０４４９９３号パンフレットに記載の中
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性メタロプロテアーゼである。
【００９３】
　好ましい市販のプロテアーゼ酵素としては、Ａｌｃａｌａｓｅ（商標）、Ｃｏｒｏｎａ
ｓｅ（商標）、Ｃｏｒｏｎａｓｅ　Ｕｌｔｒａ（商標）、ならびにＣｏｒｏｎａｓｅ　Ｅ
ｖｉｔｙ（商標）、Ｄｕｒａｌａｓｅ（商標）、Ｄｕｒａｚｙｍ（商標）、Ｅｓｐｅｒａ
ｓｅ（商標）、Ｅｖｅｒｌａｓｅ（商標）、Ｋａｎｎａｓｅ（商標）、Ｌｉｑｕａｎａｓ
ｅ（商標）、Ｌｉｑｕａｎａｓｅ　Ｅｖｉｔｙ（商標）、Ｌｉｑｕａｎａｓｅ　Ｕｌｔｒ
ａ（商標）、Ｏｖｏｚｙｍｅ（商標）、Ｐｏｌａｒｚｙｍｅ（商標）、Ｐｒｉｍａｓｅ（
商標）、Ｒｅｌａｓｅ（商標）、Ｓａｖｉｎａｓｅ（商標）、Ｓａｖｉｎａｓｅ　Ｅｖｉ
ｔｙ（商標）、およびＳａｖｉｎａｓｅ　Ｕｌｔｒａ（商標）（Ｎｏｖｏｚｙｍｅｓ　Ａ
／Ｓ）、Ａｘａｐｅｍ（商標）（Ｇｉｓｔ－Ｂｒｏｃａｓｅｓ　Ｎ．Ｖ．）、ＢＬＡＰお
よびＢＬＡＰＸ（Ｈｅｎｋｅｌ　ＡＧ　＆　Ｃｏ．ＫＧａＡ）、Ｅｘｃｅｌｌａｓｅ（商
標）、ＦＮ２（商標）、ＦＮ３（商標）、ＦＮ４（商標）、Ｍａｘａｃａｌ（商標）、Ｍ
ａｘａｐｅｍ（商標）、Ｍａｘａｔａｓｅ（商標）、Ｐｒｏｐｅｒａｓｅ（商標）、Ｐｕ
ｒａｆａｓｔ（商標）、Ｐｕｒａｆｅｃｔ（商標）、Ｐｕｒａｆｅｃｔ　ＯｘＰ（商標）
、Ｐｕｒａｆｅｃｔ（商標）Ｐｒｉｍｅ、およびＰｕｒａｍａｘ（商標）（Ｄａｎｉｓｃ
ｏ　ＵＳ　Ｉｎｃ，以前のＧｅｎｅｎｃｏｒ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｃ．）
が挙げられる。
【００９４】
アミラーゼ
　アミラーゼは、α－アミラーゼ、β－アミラーゼ、またはグルコアミラーゼでありうる
。また、細菌起源または菌類起源でありうる。化学修飾またはタンパク質工学操作された
突然変異体が含まれる。アミラーゼとしては、たとえば、バチルス属（Ｂａｃｉｌｌｕｓ
）から取得されるα－アミラーゼ、たとえば、より詳細には英国特許第１，２９６，８３
９号明細書に記載されるバチルス・リケニフォルミス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｌｉｃｈｅｎ
ｉｆｏｒｍｉｓ）の特定の株から取得されるものが挙げられる。
【００９５】
　アミラーゼの例は、国際公開第９５／１０６０３号パンフレットの配列番号３を有する
ものまたは配列番号３に対して９０％の配列同一性を有するその変異体である。好ましい
変異体は、国際公開第９４／０２５９７号パンフレット、国際公開第９４／１８３１４号
パンフレット、国際公開第９７／４３４２４号パンフレットに記載のもの、および国際公
開第９９／０１９４６７号パンフレットの配列番号４、たとえば、国際公開第９５／１０
６０３号パンフレットの配列番号３の次の位置１５、２３、１０５、１０６、１２４、１
２８、１３３、１５４、１５６、１７８、１７９、１８１、１８８、１９０、１９７、２
０１、２０２、２０７、２０８、２０９、２１１、２４３、２６４、３０４、３０５、３
９１、４０８、および４４４の１つ以上に置換を有する変異体である。
【００９６】
　使用可能なさらなるアミラーゼは、国際公開第０２／０１０３５５号パンフレットの配
列番号６を有するアミラーゼまたは配列番号６に対して９０％の配列同一性を有するその
変異体である。配列番号６の好ましい変異体は、位置１８１および１８２に欠失および位
置１９３に置換を有するものである。
【００９７】
　他のアミラーゼの例は、国際公開第２００６／０６６５９４号パンフレットの配列番号
６に示されるＢ．アミロリクエファシエンス（Ｂ．ａｍｙｌｏｌｉｑｕｅｆａｃｉｅｎｓ
）由来のα－アミラーゼの残基１～３３と、国際公開第２００６／０６６５９４号パンフ
レットの配列番号４に示されるＢ．リケニフォルミス（Ｂ．ｌｉｃｈｅｎｉｆｏｒｍｉｓ
）α－アミラーゼの残基３６～４８３または９０％の配列同一性を有するその変異体と、
を含むハイブリッドα－アミラーゼである。このハイブリッドα－アミラーゼの好ましい
変異体は、次の位置Ｇ４８、Ｔ４９、Ｇ１０７、Ｈ１５６、Ａ１８１、Ｎ１９０、Ｍ１９
７、Ｉ２０１、Ａ２０９、およびＱ２６４の１つ以上に置換、欠失、または挿入を有する
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ものである。国際公開第２００６／０６６５９４号パンフレットの配列番号６に示される
Ｂ．アミロリクエファシエンス（Ｂ．ａｍｙｌｏｌｉｑｕｅｆａｃｉｅｎｓ）由来のα－
アミラーゼの残基１～３３と、配列番号４の残基３６～４８３と、を含むハイブリッドα
－アミラーゼの最も好ましい変異体は、以下の置換、すなわち、
　Ｍ１９７Ｔ、
　Ｈ１５６Ｙ＋Ａ１８１Ｔ＋Ｎ１９０Ｆ＋Ａ２０９Ｖ＋Ｑ２６４Ｓ、または
　Ｇ４８＋Ｔ４９＋Ｇ１０７＋Ｈ１５６＋Ａ１８１＋Ｎ１９０＋Ｉ２０１＋Ａ２０９＋Ｑ
２６４、
を有するものである。
【００９８】
　さらなるアミラーゼの例は、国際公開第９９／０１９４６７号パンフレットの配列番号
６を有するアミラーゼまたは配列番号６に対して９０％の配列同一性を有するその変異体
である。配列番号６の好ましい変異体は、次の位置Ｒ１８１、Ｇ１８２、Ｈ１８３、Ｇ１
８４、Ｎ１９５、Ｉ２０６、Ｅ２１２、Ｅ２１６、およびＫ２６９の１つ以上に置換、欠
失、または挿入を有するものである。とくに好ましいアミラーゼは、位置Ｇ１８２および
Ｈ１８３または位置Ｈ１８３およびＧ１８４に欠失を有するものである。
【００９９】
　そのほかのアミラーゼは、国際公開第９６／０２３８７３号パンフレットの配列番号１
、配列番号２、もしくは配列番号７を有するもの、または配列番号１、配列番号２、もし
くは配列番号７に対して９０％の配列同一性を有するそれらの変異体である。配列番号１
、配列番号２、または配列番号７の好ましい変異体は、次の位置１４０、１８１、１８２
、１８３、１８４、１９５、２０６、２１２、２４３、２６０、２６９、３０４、および
４７６の１つ以上に置換、欠失、または挿入を有するものである。より好ましい変異体は
、位置１８２および１８３または位置１８３および１８４に欠失を有するものである。配
列番号１、配列番号２、または配列番号７の最も好ましいアミラーゼ変異体は、位置１８
３および１８４に欠失ならびに位置１４０、１９５、２０６、２４３、２６０、３０４、
および４７６に置換を有するものである。
【０１００】
　使用可能な他のアミラーゼは、国際公開第０８／１５３８１５号パンフレットの配列番
号２、国際公開第０１／６６７１２号パンフレットの配列番号１０を有するアミラーゼ、
または国際公開第０８／１５３８１５号パンフレットの配列番号２に対して９０％の配列
同一性もしくは国際公開第０１／６６７１２号パンフレットの配列番号１０に対して９０
％の配列同一性を有するそれらの変異体である。国際公開第０１／６６７１２号パンフレ
ットの配列番号１０の好ましい変異体は、次の位置１７６、１７７、１７８、１７９、１
９０、２０１、２０７、２１１、および２６４の１つ以上に置換、欠失、または挿入を有
するものである。
【０１０１】
　使用可能なさらなるアミラーゼは、国際公開第０９／０６１３８０号パンフレットの配
列番号２を有するアミラーゼまたは配列番号２に対して９０％の配列同一性を有するその
変異体である。配列番号２の好ましい変異体は、次の位置Ｑ８７、Ｑ９８、Ｓ１２５、Ｎ
１２８、Ｔ１３１、Ｔ１６５、Ｋ１７８、Ｒ１８０、Ｓ１８１、Ｔ１８２、Ｇ１８３、Ｍ
２０１、Ｆ２０２、Ｎ２２５、Ｓ２４３、Ｎ２７２、Ｎ２８２、Ｙ３０５、Ｒ３０９、Ｄ
３１９、Ｑ３２０、Ｑ３５９、Ｋ４４４、およびＧ４７５の１つ以上に置換、欠失、また
は挿入を有するものである。配列番号２のより好ましい変異体は、次の位置Ｑ８７Ｅ，Ｒ
、Ｑ９８Ｒ、Ｓ１２５Ａ、Ｎ１２８Ｃ、Ｔ１３１Ｉ、Ｔ１６５Ｉ、Ｋ１７８Ｌ、Ｔ１８２
Ｇ、Ｍ２０１Ｌ、Ｆ２０２Ｙ、Ｎ２２５Ｅ，Ｒ、Ｎ２７２Ｅ，Ｒ、Ｓ２４３Ｑ，Ａ，Ｅ，
Ｄ、Ｙ３０５Ｒ、Ｒ３０９Ａ、Ｑ３２０Ｒ、Ｑ３５９Ｅ、Ｋ４４４Ｅ、およびＧ４７５Ｋ
の１つ以上に置換ならびに／または位置Ｒ１８０および／もしくはＳ１８１に欠失を有す
るものである。配列番号２の最も好ましいアミラーゼ変異体は、以下の置換、すなわち、
　Ｎ１２８Ｃ＋Ｋ１７８Ｌ＋Ｔ１８２Ｇ＋Ｙ３０５Ｒ＋Ｇ４７５Ｋ、
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　Ｎ１２８Ｃ＋Ｋ１７８Ｌ＋Ｔ１８２Ｇ＋Ｆ２０２Ｙ＋Ｙ３０５Ｒ＋Ｄ３１９Ｔ＋Ｇ４７
５Ｋ、
　Ｓ１２５Ａ＋Ｎ１２８Ｃ＋Ｋ１７８Ｌ＋Ｔ１８２Ｇ＋Ｙ３０５Ｒ＋Ｇ４７５Ｋ、または
　Ｓ１２５Ａ＋Ｎ１２８Ｃ＋Ｔ１３１Ｉ＋Ｔ１６５Ｉ＋Ｋ１７８Ｌ＋Ｔ１８２Ｇ＋Ｙ３０
５Ｒ＋Ｇ４７５Ｋ、
を有するものであり、変異体は、任意選択で、位置２４３に置換ならびに／または位置１
８０および／もしくは位置１８１に欠失をさらに含む。
【０１０２】
　アミラーゼの他の例は、国際公開第０１／６６７１２号パンフレットの配列番号１２を
有するα－アミラーゼまたは配列番号１２に対して少なくとも９０％、たとえば、少なく
とも９５％の配列同一性を有する変異体である。好ましいアミラーゼ変異体は、国際公開
第０１／６６７１２号パンフレットの配列番号１２の次の位置Ｒ２８、Ｒ１１８、Ｎ１７
４、Ｒ１８１、Ｇ１８２、Ｄ１８３、Ｇ１８４、Ｇ１８６、Ｗ１８９、Ｎ１９５、Ｍ２０
２、Ｙ２９８、Ｎ２９９、Ｋ３０２、Ｓ３０３、Ｎ３０６、Ｒ３１０、Ｎ３１４、Ｒ３２
０、Ｈ３２４、Ｅ３４５、Ｙ３９６、Ｒ４００、Ｗ４３９、Ｒ４４４、Ｎ４４５、Ｋ４４
６、Ｑ４４９、Ｒ４５８、Ｎ４７１、Ｎ４８４の１つ以上に置換、欠失、または挿入を有
するものである。特定の好ましいアミラーゼとしては、Ｄ１８３およびＧ１８４の欠失を
有しかつ置換Ｒ１１８Ｋ、Ｎ１９５Ｆ、Ｒ３２０Ｋ、およびＲ４５８Ｋを有する変異体、
ならびに次の群、すなわち、Ｍ９、Ｇ１４９、Ｇ１８２、Ｇ１８６、Ｍ２０２、Ｔ２５７
、Ｙ２９５、Ｎ２９９、Ｍ３２３、Ｅ３４５、およびＡ３３９から選択される１つ以上の
位置に置換を追加的に有する変異体が挙げられ、最も好ましいのは、これらの位置のすべ
てに追加的に置換を有する変異体である。
【０１０３】
　市販のアミラーゼは、Ｄｕｒａｍｙｌ（商標）、Ｔｅｒｍａｍｙｌ（商標）、Ｆｕｎｇ
ａｍｙｌ（商標）、Ｓｔａｉｎｚｙｍｅ（商標）、Ｓｔａｉｎｚｙｍｅ　Ｐｌｕｓ（商標
）およびＳｔａｉｎｚｙｍｅ　Ｐｌｕｓ　Ｅｖｉｔｙ（商標）、Ｎａｔａｌａｓｅ（商標
）、ならびにＢＡＮ（商標）（Ｎｏｖｏｚｙｍｅｓ　Ａ／Ｓ）、Ｒａｐｉｄａｓｅ（商標
）およびＰｕｒａｓｔａｒ（商標）（Ｇｅｎｅｎｃｏｒ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　
Ｉｎｃ．製）である。
【０１０４】
セルラーゼ
　好適なセルラーゼとしては、細菌起源または菌類起源のものが挙げられる。化学修飾ま
たはタンパク質工学操作された突然変異体が含まれる。好適なセルラーゼとしては、バチ
ルス属（Ｂａｃｉｌｌｕｓ）、シュードモナス属（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ）、フミコラ
属（Ｈｕｍｉｃｏｌａ）、フザリウム属（Ｆｕｓａｒｉｕｍ）、チエラビア属（Ｔｈｉｅ
ｌａｖｉａ）、アクレモニウム属（Ａｃｒｅｍｏｎｉｕｍ）に由来するセルラーゼ、たと
えば、米国特許第４，４３５，３０７号明細書、米国特許第５，６４８，２６３号明細書
、米国特許第５，６９１，１７８号明細書、米国特許第５，７７６，７５７号明細書、お
よび国際公開第８９／０９２５９号パンフレットに開示されている、フミコラ・インソレ
ンス（Ｈｕｍｉｃｏｌａ　ｉｎｓｏｌｅｎｓ）、マイセリオフトラ・サーモフィラ（Ｍｙ
ｃｅｌｉｏｐｈｔｈｏｒａ　ｔｈｅｒｍｏｐｈｉｌａ）、およびフザリウム・オキシスポ
ラム（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｏｘｙｓｐｏｒｕｍ）から産生される菌類のセルラーゼが挙げ
られる。
【０１０５】
　とくに好適なセルラーゼは、カラーケア効果を有するアルカリ性または中性セルラーゼ
である。そのようなセルラーゼの例は、欧州特許第０４９５２５７号明細書、欧州特許第
０５３１３７２号明細書、国際公開第９６／１１２６２号パンフレット、国際公開第９６
／２９３９７号パンフレット、国際公開第９８／０８９４０号パンフレットに記載のセル
ラーゼである。他の例は、セルラーゼ変異体、たとえば、国際公開第９４／０７９９８号
パンフレット、欧州特許第０５３１３１５号明細書、米国特許第５，４５７，０４６号明
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細書、米国特許第５，６８６，５９３号明細書、米国特許第５，７６３，２５４号明細書
、国際公開第９５／２４４７１号パンフレット、国際公開第９８／１２３０７号パンフレ
ット、および国際出願第ＰＣＴ／ＤＫ９８／００２９９号パンフレットに記載のものであ
る。
【０１０６】
　エンド－β－１，４－グルカナーゼ活性（ＥＣ３．２．１．４）を呈する好ましいセル
ラーゼの例は、国際公開第０２／０９９０９１号パンフレットの配列番号２の位置１～位
置７７３のアミノ酸配列に対して少なくとも９７％の配列同一性を有するものである。
【０１０７】
　好ましいセルラーゼの他の例としては、国際公開第９８／１２３０７号パンフレットの
配列番号５または国際公開第９８／１２３０７号パンフレットの配列番号５の次の位置２
、４、７、８、１０、１３、１５、１９、２０、２１、２５、２６、２９、３２、３３、
３４、３５、３７、４０、４２、４２ａ、４３、４４、４８、５３、５４、５５、５８、
５９、６３、６４、６５、６６、６７、７０、７２、７６、７９、８０、８２、８４、８
６、８８、９０、９１、９３、９５、９７、１００、１０１、１０２、１０３、１１３、
１１４、１１７、１１９、１２１、１３３、１３６、１３７、１３８、１３９、１４０、
１４１、１４３、１４５、１４６、１４７、１５０、１５１、１５２、１５３、１５４、
１５５、１５６、１５７、１５８、１５９、１６０、１６１、１６２、１６４、１６５、
１６８、１７０、１７１、１７２、１７３、１７５、１７６、１７８、１８１、１８３、
１８４、１８５、１８６、１８８、１９１、１９２、１９５、１９６、および／もしくは
２００に対応する位置の１つ以上に置換、挿入、および／または欠失を有するその変異体
に対して、少なくとも７０％の配列同一性を有するファミリー４５セルラーゼが挙げられ
る。
【０１０８】
　市販のセルラーゼとしては、Ｃｅｌｌｕｃｌｅａｎ（商標）およびＣｅｌｌｕｃｌｅａ
ｎ　Ｅｖｉｔｙ（商標）ならびにＣａｒｅｚｙｍｅ（商標）およびＣａｒｅｚｙｍｅ　Ｐ
ｒｅｍｉｕｍ（商標）（Ｎｏｖｏｚｙｍｅｓ　Ａ／Ｓ）、Ｃｌａｚｉｎａｓｅ（商標）お
よびＰｕｒａｄａｘ　ＨＡ（商標）（Ｇｅｎｅｎｃｏｒ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　
Ｉｎｃ．）、ならびにＫＡＣ－５００（Ｂ）（商標）（花王株式会社）、ならびにＢｉｏ
ｔｏｕｃｈ（ＡＢ　Ｅｎｚｙｍｅｓ）が挙げられる。
【０１０９】
リパーゼおよびクチナーゼ
　好適なリパーゼおよびクチナーゼとしては、細菌起源または菌類起源のものが挙げられ
る。化学修飾またはタンパク質工学操作された突然変異体酵素が含まれる。例としては、
サーモマイセス属（Ｔｈｅｒｍｏｍｙｃｅｓ）、たとえば、欧州特許第２５８０６８号明
細書および欧州特許第３０５２１６号明細書に記載のＴ．ラヌギノサス（Ｔ．ｌａｎｕｇ
ｉｎｏｓｕｓ）（旧名フミコラ・ラヌギノサ（Ｈｕｍｉｃｏｌａ　ｌａｎｕｇｉｎｏｓａ
））に由来するリパーゼ、フミコラ属（Ｈｕｍｉｃｏｌａ）、たとえば、Ｈ．インソレン
ス（Ｈ．ｉｎｓｏｌｅｎｓ）に由来するクチナーゼ（国際公開第９６／１３５８０号パン
フレット）、シュードモナス属（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ）（これらのうちのいくつかは
、現在、バークホルデリア属（Ｂｕｒｋｈｏｌｄｅｒｉａ）に改名された）、たとえば、
Ｐ．アルカリゲネス（Ｐ．ａｌｃａｌｉｇｅｎｅｓ）またはＰ．シュードアルカリゲネス
（Ｐ．ｐｓｅｕｄｏａｌｃａｌｉｇｅｎｅｓ）（欧州特許第２１８２７２号明細書）、Ｐ
．セパシア（Ｐ．ｃｅｐａｃｉａ）（欧州特許第３３１３７６号明細書）、Ｐ．属の種の
株ＳＤ７０５（国際公開第９５／０６７２０号パンフレットおよび国際公開第９６／２７
００２号パンフレット）、Ｐ．ウィスコンシネンシス（Ｐ．ｗｉｓｃｏｎｓｉｎｅｎｓｉ
ｓ）（国際公開第９６／１２０１２号パンフレット）の株に由来するリパーゼ、ＧＤＳＬ
型ストレプトマイセス属（Ｓｔｒｅｐｔｏｍｙｃｅｓ）リパーゼ（国際公開第１０／０６
５４５５号パンフレット）、マグナポルテ・グリセア（Ｍａｇｎａｐｏｒｔｈｅ　ｇｒｉ
ｓｅａ）に由来するクチナーゼ（国際公開第１０／１０７５６０号パンフレット）、シュ
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ードモナス・メンドシナ（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ｍｅｎｄｏｃｉｎａ）に由来するク
チナーゼ（米国特許第５，３８９，５３６号明細書）、サーモビフィダ・フスカ（Ｔｈｅ
ｒｍｏｂｉｆｉｄａ　ｆｕｓｃａ）に由来するリパーゼ（国際公開第１１／０８４４１２
号パンフレット）、ジオバチルス・ステアロサーモフィラス（Ｇｅｏｂａｃｉｌｌｕｓ　
ｓｔｅａｒｏｔｈｅｒｍｏｐｈｉｌｕｓ）リパーゼ（国際公開第１１／０８４４１７号パ
ンフレット）、バチルス・サブチリス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｓｕｂｔｉｌｉｓ）に由来す
るリパーゼ（国際公開第１１／０８４５９９号パンフレット）、ならびにストレプトマイ
セス・グリセウス（Ｓｔｒｅｐｔｏｍｙｃｅｓ　ｇｒｉｓｅｕｓ）（国際公開第１１／１
５０１５７号パンフレット）およびＳ．プリスチネスピラリス（Ｓ．ｐｒｉｓｔｉｎａｅ
ｓｐｉｒａｌｉｓ）（国際公開第１２／１３７１４７号パンフレット）に由来するリパー
ゼが挙げられる。
【０１１０】
　他の例は、欧州特許第４０７２２５号明細書、国際公開第９２／０５２４９号パンフレ
ット、国際公開第９４／０１５４１号パンフレット、国際公開第９４／２５５７８号パン
フレット、国際公開第９５／１４７８３号パンフレット、国際公開第９５／３０７４４号
パンフレット、国際公開第９５／３５３８１号パンフレット、国際公開第９５／２２６１
５号パンフレット、国際公開第９６／００２９２号パンフレット、国際公開第９７／０４
０７９号パンフレット、国際公開第９７／０７２０２号パンフレット、国際公開第００／
３４４５０号パンフレット、国際公開第００／６００６３号パンフレット、国際公開第０
１／９２５０２号パンフレット、国際公開第０７／８７５０８号パンフレット、および国
際公開第０９／１０９５００号パンフレットに記載されるようなリパーゼ変異体である。
【０１１１】
　好ましいリパーゼは、国際公開第０７／８７５０８号パンフレットの配列番号２に対し
て、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するものである。
より好ましいリパーゼは、国際公開第０７／８７５０８号パンフレットの配列番号２に対
して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有し、かつ次の位
置４、２４、２７、３３、５７、５８、６０、６２、８１、８３、８４、８６、８７、９
０、９１、９４、９６、９９、１０１、１０２、１４７、１５０、１９０、２０２、２０
９、２１０、２１１、２２７、２３１、２３３、２４９、２５５、２５６、２７０、２７
１、および２７２の１つ以上に置換、欠失、または挿入を有するものである。さらにより
好ましいリパーゼは、国際公開第０７／８７５０８号パンフレットの配列番号２に対して
、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有し、置換Ｔ２３１Ｒ
およびＮ２３３Ｒならびに任意選択で次の位置４、２４、２７、３３、５７、５８、６０
、６２、８１、８３、８４、８６、８７、９０、９１、９４、９６、９９、１０１、１０
２、１４７、１５０、１９０、２０２、２０９、２１０、２１１、２２７、２４９、２５
５、２５６、２７０、２７１、および２７２の１つ以上に置換を有するものである。
【０１１２】
　さらに他の例は、アシルトランスフェラーゼまたはペルヒドロラーゼとして参照される
こともあるリパーゼ、たとえば、カンジダ・アンタルクチカ（Ｃａｎｄｉｄａ　ａｎｔａ
ｒｃｔｉｃａ）リパーゼＡに対して相同性を有するアシルトランスフェラーゼ（国際公開
第１０／１１１１４３号パンフレット）、マイコバクテリウム・スメグマチス（Ｍｙｃｏ
ｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｓｍｅｇｍａｔｉｓ）に由来するアシルトランスフェラーゼ（国際
公開第０５／５６７８２号パンフレット）、ＣＥ７ファミリーに由来するペルヒドロラー
ゼ（国際公開第０９／６７２７９号パンフレット）、およびＭ．スメグマチス（Ｍ．ｓｍ
ｅｇｍａｔｉｓ）ペルヒドロラーゼの変異体、特定的には、Ｈｕｎｔｓｍａｎ　Ｔｅｘｔ
ｉｌｅ　Ｅｆｆｅｃｔｓ　Ｐｔｅ　Ｌｔｄ製の市販品Ｇｅｎｔｌｅ　Ｐｏｗｅｒ　Ｂｌｅ
ａｃｈで使用されるＳ５４Ｖ変異体（国際公開第１０／１０００２８号パンフレット）で
ある。
【０１１３】
　好ましい市販のリパーゼ製品としては、Ｌｉｐｏｌａｓｅ（商標）、Ｌｉｐｅｘ（商標
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）およびＬｉｐｅｘ　Ｅｖｉｔｙ（商標）、Ｌｉｐｏｌｅｘ（商標）およびＬｉｐｏｃｌ
ｅａｎ（商標）（Ｎｏｖｏｚｙｍｅｓ　Ａ／Ｓ）、Ｌｕｍａｆａｓｔ（元々はＧｅｎｅｎ
ｃｏｒ製）、ならびにＬｉｐｏｍａｘ（元々はＧｉｓｔ－Ｂｒｏｃａｄｅｓ製）が挙げら
れる。
【０１１４】
ペクチン酸リアーゼ
　好適なペクチン酸リアーゼとしては、細菌起源のものが挙げられる。化学修飾またはタ
ンパク質工学操作された突然変異体が含まれる。好適なペクチン酸リアーゼとしては、バ
チルス属（Ｂａｃｉｌｌｕｓ）に由来するペクチン酸リアーゼ、たとえば、国際公開第９
９／２７０８３号パンフレットに開示されるバチルス・リケニフォルミス（Ｂａｃｉｌｌ
ｕｓ　ｌｉｃｈｅｎｉｆｏｒｍｉｓ）から産生される細菌性ペクチン酸リアーゼ、または
国際公開第０２／０９２７４１号パンフレットに開示されるバチルス・サブチリス（Ｂａ
ｃｉｌｌｕｓ　ｓｕｂｔｉｌｉｓ）から産生される細菌性ペクチン酸リアーゼが挙げられ
る。
【０１１５】
　他の好適なペクチン酸リアーゼとしては、国際公開第２００３／０９５６３８号パンフ
レットの配列番号２、または位置番号５、９、１１、２６、２８、３０、３１、３７、４
０、４５、４６、４７、４８、４９、５０、５１、５２、５４、６１、６４、６８、６９
、７０、７１、７４、７５、７６、７９、８６、８７、９１、９９、１０５、１０６、１
０７、１１１、１１５、１１６、１１８、１２２、１２３、１３４、１３６、１３９、１
４０、１４１、１４６、１４８、１５６、１５８、１７０、１８２、１８５、１８６、１
８９、１９３、１９４、１９６、１９９、２０１、２０２、２０４、２１３、２１５、２
１８、２２４、２２８、２２９、２３４、２３５、２３７、２５１、２５６、２５７、２
５８、２７２、２７７、２８６、２９５、２９８、３０１、３０２、３０３、３０５、３
０７、３０８、３１４、３１６、３２３、３２４、３２６、３３１、３３２、３３３、３
３４、３３５、３３６、３３７、３３８、３３９、３４０、３４１、３４９、３５６、３
５７、３６３、３６６、３７８、３８１、３８４、３８６、３８７、３８９、３９０、３
９１、３９３、および３９７からなる群から選択される１つ以上の位置で、指示位置の下
流のアミノ酸の置換、挿入、その位置を占有するアミノ酸の欠失などの変異を有するその
変異体に対して、少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少なくとも９０％、
または少なくとも９５％の配列同一性を有するペクチン酸リアーゼが挙げられる。
【０１１６】
　市販のペクチン酸リアーゼとしては、Ｘｐｅｃｔ（商標）（Ｎｏｖｏｚｙｍｅｓ　Ａ／
Ｓ）が挙げられる。
【０１１７】
マンナナーゼ
　好適なマンナナーゼとしては、細菌起源のものが挙げられる。化学修飾またはタンパク
質工学操作された突然変異体が含まれる。好適なマンナナーゼとしては、バチルス属（Ｂ
ａｃｉｌｌｕｓ）に由来するマンナナーゼ、たとえば、国際公開第９９／６４６１９号パ
ンフレットに開示されるバチルス・リケニフォルミス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｌｉｃｈｅｎ
ｉｆｏｒｍｉｓ）、バチルス・アガラドヘレンス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ａｇａｒａｄｈａ
ｅｒｅｎｓ）、バチルス・ハロデュランス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｈａｌｏｄｕｒａｎｓ）
、バチルス属（Ｂａｃｉｌｌｕｓ）の種ＡＡＩ１２、バチルス属（Ｂａｃｉｌｌｕｓ）の
種Ｉ６３３、またはバチルス属（Ｂａｃｉｌｌｕｓ）の種ＡＡ３４９から産生される細菌
性マンナナーゼが挙げられる。
【０１１８】
　好適なマンナナーゼは、国際公開第９９／６４６１９号パンフレットの配列番号２のア
ミノ酸３１～３３０に対して、少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少なく
とも９０％、または少なくとも９５％の同一性の配列を有するマンナナーゼである。さら
なるマンナナーゼは、国際公開第９９／６４６１９号パンフレットの配列番号６のアミノ
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酸３２～３３４に対して、少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少なくとも
９０％、または少なくとも９５％の同一性の配列を有するマンナナーゼである。他のマン
ナナーゼは、国際公開第９９／６４６１９号パンフレットの配列番号１２のアミノ酸３３
～３３１に対して、少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少なくとも９０％
、または少なくとも９５％の同一性の配列を有するものである。好適なマンナナーゼは、
国際公開第９９／６４６１９号パンフレットの配列番号１６のアミノ酸６８～３６９に対
して、少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少なくとも９０％、または少な
くとも９５％の同一性の配列を有するマンナナーゼである。
【０１１９】
　市販のマンナナーゼとしては、Ｍａｎｎａｗａｙ（商標）（Ｎｏｖｏｚｙｍｅｓ　Ａ／
Ｓ）が挙げられる。
【０１２０】
キシログルカナーゼ
　好適なキシログルカナーゼとしては、細菌起源のものが挙げられる。化学修飾またはタ
ンパク質工学操作された突然変異体が含まれる。好適なキシログルカナーゼとしては、バ
チルス属（Ｂａｃｉｌｌｕｓ）、シュードモナス属（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ）、および
パエニバチルス属（Ｐａｅｎｉｂａｃｉｌｌｕｓ）に由来するキシログルカナーゼ、たと
えば、国際公開第２００１／０６２９０３号パンフレットに開示されるパエニバチルス・
ポリミキサ（Ｐａｅｎｉｂａｃｉｌｌｕｓ　ｐｏｌｙｍｙｘａ）から産生される細菌性キ
シログルカナーゼが挙げられる。
【０１２１】
　とくに好適なキシログルカナーゼは、白色度効果を有するアルカリ性または中性キシロ
グルカナーゼである。そのようなキシログルカナーゼの例は、国際公開第２００１／０６
２９０３号パンフレットに記載されている。他の例は、国際公開第２００９／１４７２１
０号パンフレットに記載されるようなキシログルカナーゼ変異体である。
【０１２２】
　好適なキシログルカナーゼの他の例は、国際公開第２００９／１４７２１０号パンフレ
ットの配列番号３、または国際公開第２００９／１４７２１０号パンフレットの配列番号
３の番号付けを用いて位置６８、１２３、１５６、１１８、２００、１２９、１３７、１
９３、９２、８３、１４９、３４、３４０、３３２、９、７６、３３１、３１０、３２４
、４９８、３９５、３６６、１、３７４、７、１４０、８、１４、２１、２１１、３７、
４５、１３、７８、８７、４３６、１０１、１０４、１１１、３０６、１１７、１１９、
４１４、１３９、２６８、１４２、１５９、１６４、１０２、１６８、１７６、１８０、
４８２、１８３、２０２、２０６、２１７、４、２２２、１９、２２４、２２８、２３２
、２、２４０、２４４、５、２４７、２４９、３２８、２５２、２５９、４０６、２６７
、２６９、２７５、１７９、１６６、２７８、２８１、２８８、２９８、３０１、１８、
３０２、１６５、８０、３０３、３１６、１６９、３２２、１２０、１４６、３４２、３
４８、１４７、３５３、３８０、４６８、３８２、３８３、３８、３８４、３８９、３９
１、１０、３９２、３９６、１７７、３９７、３９９、４０９、２３７、４１３、２５３
、４１５、４１８、４０、４４３、４４５、１４８、４４９、２２５、４５０、４５４、
３、４５５、４５６、２９９、４６１、４７０、２０４、４７６、４８８、３４７、およ
び５０７の１つ以上に置換、欠失、もしくは挿入を有する変異体に対して、少なくとも８
０％、たとえば、少なくとも８５％、少なくとも９０％、または少なくとも９５％の配列
同一性を有するキシログルカナーゼである。国際公開第２００９／１４７２１０号パンフ
レットの配列番号３の好ましい変異体は、Ｑ６８Ｈ，Ｎ，Ｌ、Ｓ１２３Ｐ，Ｔ、Ｒ１５６
Ｙ，Ｆ，Ｖ，Ｉ，Ｋ，Ｗ，Ｌ，Ｍ、Ｋ１１８Ａ，Ｒ、Ｇ２００Ｐ，Ｅ，Ｓ，Ｄ、Ｋ１２９
Ｔ，Ａ，Ｓ、Ｑ１３７Ｅ、Ｈ１９３Ｔ，Ｓ，Ｄ、Ｔ９２Ｖ，Ｉ，Ａ，Ｓ、Ａ８３Ｅ、Ｑ１
４９Ｅ、Ｌ３４Ｆ，Ｉ，Ｖ、Ｒ３４０Ｔ，Ｎ、Ｓ３３２Ｐ、Ｔ９Ｄ、Ｓ７６Ｗ，Ｖ，Ｉ，
Ｋ，Ｒ，Ｔ、Ｎ３３１Ｆ，Ｃ、Ｍ３１０Ｉ，Ｖ，Ｌ、Ｄ３２４Ｎ、Ｇ４９８Ａ，Ｄ、Ｄ３
９５Ｇ、およびＤ３６６Ｈの中から選択される置換を有するものである。
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【０１２３】
　市販のキシログルカナーゼとしては、Ｗｈｉｔｅｚｙｍｅ（商標）（Ｎｏｖｏｚｙｍｅ
ｓ　Ａ／Ｓ）が挙げられる。
【０１２４】
ペルオキシダーゼ／オキシダーゼ
　好適なペルオキシダーゼ／オキシダーゼとしては、植物起源、細菌起源、または菌類起
源のものが挙げられる。化学修飾またはタンパク質工学操作された突然変異体が含まれる
。有用なペルオキシダーゼの例としては、コプリナス属（Ｃｏｐｒｉｎｕｓ）由来のペル
オキシダーゼ、たとえば、Ｃ．シネレウス（ｃｉｎｅｒｅｕｓ）由来のもの、およびその
変異体、たとえば、国際公開第９３／２４６１８号パンフレット、国際公開第９５／１０
６０２号パンフレット、および国際公開第９８／１５２５７号パンフレットに記載のもの
が挙げられる。
【０１２５】
　市販のペルオキシダーゼとしては、Ｇｕａｒｄｚｙｍｅ（商標）（Ｎｏｖｏｚｙｍｅｓ
　Ａ／Ｓ）が挙げられる。
【０１２６】
洗剤組成物
　一実施形態では、本発明は、１種以上の追加の洗剤組成物成分と組み合わせて本発明に
係る多酵素組成物を含む洗剤組成物に関する。追加成分の選択は、当業者の技能の範囲内
であり、以下に示される例示的成分（ただし、これらに限定されるものではない）をはじ
めとする従来の成分を含む。
【０１２７】
アルカリ
　洗剤組成物は、１種以上のアルカリを含みうる。強アルカリの例としては、たとえば、
水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化リチウム、水酸化カルシウム、または水酸化
マグネシウムが挙げられるが、これらに限定されるものではない。また、洗剤組成物は、
１種以上のアルカリの組合せ、たとえば、水酸化ナトリウムおよび水酸化カリウムの両方
を含みうる。アルカリは、重量基準で約０％～５０％、たとえば、０．１％～３５％、た
とえば、０．５％～１７％、たとえば、１％～１２％、たとえば、１％～７％、たとえば
、１％～４％のレベルで存在しうる。アルカリは、布／テキスタイルにかなりの摩耗を引
き起こすので、存在するアルカリをできる限り少なくすることが有利である。したがって
、好ましい実施形態では、アルカリが１７重量％未満、たとえば、アルカリが１２重量％
未満、たとえば、アルカリが７重量％未満、たとえば、アルカリが４重量％未満、たとえ
ば、アルカリが１重量％未満、たとえば、アルカリが存在しない。
【０１２８】
界面活性剤
　洗剤組成物は、アニオン性および／またはカチオン性および／または非イオン性および
／または半極性および／または双性イオン性またはそれらの混合物であってもよい１種以
上の界面活性剤を含みうる。特定の実施形態では、洗剤組成物は、１種以上の非イオン性
界面活性剤と１種以上のアニオン性界面活性剤との混合物を含む。界面活性剤は、典型的
には、約０．１重量％～６０重量％、たとえば、約１％～約４０％または約３％～約２０
％または約３％～約１０％のレベルで存在する。界面活性剤は、所望のクリーニング用途
に基づいて選択され、当技術分野で公知の任意の従来型の界面活性剤を含む。洗剤で使用
することが当技術分野で公知の任意の界面活性剤を利用しうる。
【０１２９】
　洗剤は、その中に含む場合、通常、約１重量％～約４０重量％、たとえば、約５％～約
３０％、たとえば、約５％～約１５％または約２０％～約２５％のアニオン性界面活性剤
を含有するであろう。アニオン性界面活性剤の例としては、スルフェートおよびスルホネ
ート、特定的には、線状アルキルベンゼンスルホネート（ＬＡＳ）、ＬＡＳの異性体、分
岐状アルキルベンゼンスルホネート（ＢＡＢＳ）、フェニルアルカンスルホネート、α－
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オレフィンスルホネート（ＡＯＳ）、オレフィンスルホネート、アルケンスルホネート、
アルカン－２，３－ジイルビス（スルフェート）、ヒドロキシアルカンスルホネートおよ
びジスルホネート、アルキルスルフェート（ＡＳ）、たとえば、ナトリウムドデシルスル
フェート（ＳＤＳ）、脂肪アルコールスルフェート（ＦＡＳ）、第一級アルコールスルフ
ェート（ＰＡＳ）、アルコールエーテルスルフェート（ＡＥＳまたはＡＥＯＳまたはＦＥ
Ｓ、また、アルコールエトキシスルフェートまたは脂肪アルコールエーテルスルフェート
としても知られる）、第二級アルカンスルホネート（ＳＡＳ）、パラフィンスルホネート
（ＰＳ）、エステルスルホネート、スルホン化脂肪酸グリセロールエステル、メチルエス
テルスルホネート（ＭＥＳ）を含むα－スルホ脂肪酸メチルエステル（α－ＳＦＭｅまた
はＳＥＳ）、アルキルまたはアルケニルコハク酸、ドデセニル／テトラデセニルコハク酸
（ＤＴＳＡ）、アミノ酸の脂肪酸誘導体、スルホコハク酸またはスルホ石鹸のジエステル
およびモノエステル、ならびにそれらの組合せが挙げられるが、これらに限定されるもの
ではない。
【０１３０】
　洗剤は、その中に含む場合、通常、約０．１重量％～約４０重量％のカチオン性界面活
性剤を含有するであろう。カチオン性界面活性剤の例としては、アルクリルジメチルエタ
ノールアミンクアット（ＡＤＭＥＡＱ）、セチルトリメチルアンモニウムブロミド（ＣＴ
ＡＢ）、ジメチルジステアリルアンモニウムクロリド（ＤＳＤＭＡＣ）、およびアルキル
ベンジルジメチルアンモニウム、アルキル第四級アンモニウム化合物、アルコキシル化第
四級アンモニウム（ＡＱＡ）化合物、ならびにそれらの組合せが挙げられるが、これらに
限定されるものではない。
【０１３１】
　洗剤は、その中に含む場合、通常、約０．２重量％～約４０重量％、たとえば、約０．
５％～約３０％、特定的には、約１％～約２０％、約３％～約１０％、たとえば、約３％
～約５％または約８％～約１２％の非イオン性界面活性剤を含有するであろう。非イオン
性界面活性剤の例としては、アルコールエトキシレート（ＡＥまたはＡＥＯ）、アルコー
ルプロポキシレート、プロポキシル化脂肪アルコール（ＰＦＡ）、アルコキシル化脂肪酸
アルキルエステル、たとえば、エトキシル化および／またはプロポキシル化脂肪酸アルキ
ルエステル、アルキルフェノールエトキシレート（ＡＰＥ）、ノニルフェノールエトキシ
レート（ＮＰＥ）、アルキルポリグリコシド（ＡＰＧ）、アルコキシル化アミン、脂肪酸
モノエタノールアミド（ＦＡＭ）、脂肪酸ジエタノールアミド（ＦＡＤＡ）、エトキシル
化脂肪酸モノエタノールアミド（ＥＦＡＭ）、プロポキシル化脂肪酸モノエタノールアミ
ド（ＰＦＡＭ）、ポリヒドロキシアルキル脂肪酸アミド、またはグルコサミンＮ－アシル
Ｎ－アルキル誘導体（グルカミドＧＡまたは脂肪酸グルカミドＦＡＧＡ）、さらにはＳＰ
ＡＮおよびＴＷＥＥＮという商品名で入手可能な製品、ならびにそれらの組合せが挙げら
れるが、これらに限定されるものではない。
【０１３２】
　洗剤は、その中に含む場合、通常、約０．０５重量％～約２０重量％の半極性界面活性
剤を含有するであろう。半極性界面活性剤の例としては、アミンオキシド（ＡＯ）、たと
えば、アルキルジメチルアミンオキシド、Ｎ－（ココアルキル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルアミ
ンオキシドおよびＮ－（獣脂－アルキル）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アミ
ンオキシド、脂肪酸アルカノールアミドおよびエトキシル化脂肪酸アルカノールアミド、
ならびにそれらの組合せが挙げられるが、これらに限定されるものではない。
【０１３３】
　洗剤は、その中に含む場合、通常、約０．１重量％～約２０重量％の双性イオン性界面
活性剤を含有するであろう。双性イオン性界面活性剤の例としては、ベタイン、アルキル
ジメチルベタイン、スルホベタイン、ならびにそれらの組合せが挙げられるが、これらに
限定されるものではない。
【０１３４】
ヒドロトロープ
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　ヒドロトロープは、水性溶液中に疎水性化合物を（または反対に非極性環境中に極性物
質を）可溶化する化合物である。典型的には、ヒドロトロープは、親水性および疎水性の
両方の特性（界面活性剤から知られるようないわゆる両親媒性）を有するが、ヒドロトロ
ープの分子構造は、一般的には、自然自己会合に有利でない（たとえば、Ｈｏｄｇｄｏｎ
　ａｎｄ　Ｋａｌｅｒ（２００７），Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｏｐｉｎｉｏｎ　ｉｎ　Ｃｏｌｌ
ｏｉｄ　＆　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　１２：１２１－１２８によるレビュ
ーを参照されたい）。ヒドロトロープは、ミセル相、ラメラ相、または他の明確に規定さ
れたメソ相を形成する界面活性剤および脂質に見いだされるような自己会合が起こる臨界
濃度を示さない。その代わりに、多くのヒドロトロープは、アグリゲートのサイズが濃度
の増加と共に増加する連続タイプのアグリゲーション過程を示す。しかしながら、多くの
ヒドロトロープは、水と油と界面活性剤とポリマーとの混合物を含めて、極性および非極
性の特性の物質を含有する系の相挙動、安定性、およびコロイド性を変化させる。ヒドロ
トロープは、典型的に、医薬、パーソナルケア、食品から技術的用途までの産業にわたり
使用される。洗剤組成物中でのヒドロトロープの使用により、たとえば、相分離や高粘度
などの望ましくない現象を引き起こすことなく界面活性剤のより濃厚な配合物を可能にす
る（水の除去により液体洗剤をコンパクト化するプロセスの場合など）。
【０１３５】
　洗剤は、０～５重量％、たとえば約０．５～約５％または約３％～約５％のヒドロトロ
ープを含有しうる。洗剤で使用することが当技術分野で公知の任意のヒドロトロープを利
用しうる。ヒドロトロープの例としては、ナトリウムベンゼンスルホネート、ナトリウム
ｐ－トルエンスルホネート（ＳＴＳ）、ナトリウムキシレンスルホネート（ＳＸＳ）、ナ
トリウムクメンスルホネート（ＳＣＳ）、ナトリウムシメンスルホネート、アミンオキシ
ド、アルコールおよびポリグリコールエーテル、ナトリウムヒドロキシナフトエート、ナ
トリウムヒドロキシナフタレンスルホネート、ナトリウムエチルヘキシルスルフェート、
およびそれらの組合せが挙げられるが、これらに限定されるものではない。
【０１３６】
ビルダーおよびコビルダー
　洗剤組成物は、約０～６５重量％、たとえば、約２％～約４５％、たとえば、５～３５
％、たとえば、１０～３０％の洗剤ビルダーもしくはコビルダーまたはそれらの混合物を
含有しうる。ビルダーおよび／またはコビルダーは、特定的にはＣａおよびＭｇとの水溶
性錯体を形成するキレート化剤でありうる。衣類洗剤で使用することが当技術分野で公知
の任意のビルダーおよび／またはコビルダーを利用しうる。ビルダーの例としては、ゼオ
ライト、ジホスフェート（ピロホスフェート）、トリホスフェートたとえば三リン酸ナト
リウム（ＳＴＰまたはＳＴＰＰ）、カーボネート、たとえば、炭酸ナトリウム、可溶性シ
リケート、たとえば、メタケイ酸ナトリウム、層状シリケート類（たとえば、Ｈｏｅｃｈ
ｓｔ製のＳＫＳ－６）、エタノールアミン、たとえば、２－アミノエタン－１－オール（
ＭＥＡ）、ジエタノールアミン（ＤＥＡ、イミノジエタノールとしても知られる）、トリ
エタノールアミン（ＴＥＡ、２，２’，２”－ニトリロトリエタノールとしても知られる
）、およびカルボキシメチルイヌリン（ＣＭＩ）、ならびにそれらの組合せが挙げられる
が、これらに限定されるものではない。
【０１３７】
　洗剤組成物はまた、０～１５重量％、たとえば、約１％～約５％の洗剤コビルダーまた
はその混合物を含有しうる。洗剤組成物は、コビルダーを単独でまたはビルダーたとえば
ゼオライトビルダーと組み合わせて含みうる。コビルダーの例としては、ポリアクリレー
トのホモポリマーまたはそのコポリマー、たとえば、ポリ（アクリル酸）（ＰＡＡ）また
はコポリ（アクリル酸／マレイン酸）（ＰＡＡ／ＰＭＡ）が挙げられるが、これらに限定
されるものではない。さらなる例としては、シトレート、キレート化剤、たとえば、アミ
ノカルボキシレート、アミノポリカルボキシレート、およびホスホネート、ならびにアル
キルまたはアルケニルコハク酸が挙げられるが、これらに限定されるものではない。追加
の特定例としては、２，２’，２”－ニトリロ三酢酸（ＮＴＡ）、エチレンジアミン四酢
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酸（ＥＤＴＡ）、ジエチレントリアミン五酢酸（ＤＴＰＡ）、イミノジコハク酸（ＩＤＳ
）、エチレンジアミン－Ｎ，Ｎ’－ジコハク酸（ＥＤＤＳ）メチルグリシン二酢酸（ＭＧ
ＤＡ）、グルタミン酸－Ｎ，Ｎ－二酢酸（ＧＬＤＡ）、１－ヒドロキシエタン－１，１－
ジホスホン酸（ＨＥＤＰ）、エチレンジアミンテトラ－（メチレン）（ホスホン酸）（Ｅ
ＤＴＭＰＡ）、ジエチレントリアミンペンタキス（メチレンホスホン酸）（ＤＴＭＰＡま
たはＤＴＰＭＰＡ）、Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）イミノ二酢酸（ＥＤＧ）、アスパラ
ギン酸－Ｎ－一酢酸（ＡＳＭＡ）、アスパラギン酸－Ｎ，Ｎ－二酢酸（ＡＳＤＡ）、アス
パラギン酸－Ｎ－モノプロピオン酸（ＡＳＭＰ）、イミノジコハク酸（ＩＤＡ）、Ｎ－（
２－スルホメチル）アスパラギン酸（ＳＭＡＳ）、Ｎ－（２－スルホエチル）アスパラギ
ン酸（ＳＥＡＳ）、Ｎ－（２－スルホメチル）グルタミン酸（ＳＭＧＬ）、Ｎ－（２－ス
ルホエチル）グルタミン酸（ＳＥＧＬ）、Ｎ－メチルイミノ二酢酸（ＭＩＤＡ）、α－ア
ラニン－Ｎ，Ｎ－二酢酸（α－ＡＬＤＡ）、セリン－Ｎ，Ｎ－二酢酸（ＳＥＤＡ）、イソ
セリン－Ｎ，Ｎ－二酢酸（ＩＳＤＡ）、フェニルアラニン－Ｎ，Ｎ－二酢酸（ＰＨＤＡ）
、アントラニル酸－Ｎ，Ｎ－二酢酸（ＡＮＤＡ）、スルファニル酸－Ｎ，Ｎ－二酢酸（Ｓ
ＬＤＡ）、タウリン－Ｎ，Ｎ－二酢酸（ＴＵＤＡ）、およびスルホメチル－Ｎ，Ｎ－二酢
酸（ＳＭＤＡ）、Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）－エチリデンジアミン－Ｎ，Ｎ’，Ｎ’
－三酢酸（ＨＥＤＴＡ）、ジエタノールグリシン（ＤＥＧ）、ジエチレントリアミンペン
タ（メチレンホスホン酸）（ＤＴＰＭＰ）、アミノトリス（メチレンホスホン酸）（ＡＴ
ＭＰ）、ならびにそれらの組合せおよび塩が挙げられる。さらなる例示的ビルダーおよび
／またはコビルダーは、たとえば、国際公開第０９／１０２８５４号パンフレット、米国
特許第５９７７０５３号明細書に記載されている。
【０１３８】
漂白系
　洗剤組成物は、０～４５重量％、たとえば、約０％～約３０％の漂白系を含有しうる。
衣類洗剤で使用することが当技術分野で公知の任意の漂白系を利用しうる。好適な漂白系
成分としては、漂白触媒、光漂白剤、漂白活性化剤、過酸化水素源たとえば過炭酸ナトリ
ウムおよび過ホウ酸ナトリウム、次亜塩素酸塩のアルカリ金属塩、過酸化水素、前形成過
酸、およびそれらの混合物が挙げられる。好適な前形成過酸としては、ペルオキシカルボ
ン酸および塩、過炭酸および塩、過イミド酸および塩、ペルオキシ一硫酸および塩、たと
えばＯｘｏｎｅ（Ｒ））、ならびにそれらの混合物が挙げられるが、これらに限定される
ものではない。漂白系の例としては、たとえば、過ホウ酸のナトリウム塩（通常、一水和
物または四水和物）などのアルカリ金属塩、過炭酸塩、過硫酸塩、過リン酸塩、過ケイ酸
塩をはじめとする無機塩を、過酸形成漂白活性化剤と組み合わせて含みうる、過酸化物に
基づく漂白系が挙げられるが、これに限定されるものではない。漂白活性化剤という用語
は、本明細書では、過酸化水素のような過酸素漂白剤と反応して過酸を形成する化合物を
意味する。こうして形成された過酸は、活性化漂白剤を構成する。ここで使用するのに好
適な漂白活性化剤としては、エステル、アミド、イミド、またはアンヒドリドのクラスに
属するものが挙げられる。好適な例は、テトラアセチルエチレンジアミン（ＴＡＥＤ）、
ナトリウム４－［（３，５，５－トリメチルヘキサノイル）オキシ］ベンゼンスルホネー
ト（ＩＳＯＮＯＢＳ）、ジペルオキシドデカン酸、４－（ドデカノイルオキシ）ベンゼン
スルホネート（ＬＯＢＳ）、４－（デカノイルオキシ）ベンゼンスルホネート、４－（デ
カノイルオキシ）ベンゾエート（ＤＯＢＳ）、４－（ノナノイルオキシ）ベンゼンスルホ
ネート（ＮＯＢＳ）、ならびに／または国際公開第９８／１７７６７号パンフレットに開
示されるものである。対象の漂白活性化剤の特定のファミリーは、欧州特許第６２４１５
４号明細書に開示されており、そのファミリーでとくに好ましいのは、アセチルトリエチ
ルシトレート（ＡＴＣ）である。ＡＴＣまたはトリアセチンのような短鎖トリグリセリド
は、最終的にクエン酸およびアルコールに分解するので環境にやさしいという利点を有す
る。さらに、アセチルトリエチルシトレートおよびトリアセチンは、貯蔵時、製品中で良
好な加水分解安定性を有し、効率的な漂白活性化剤である。最後に、ＡＴＣは、洗濯添加
剤に良好なビルダー能を提供する。他の選択肢として、漂白系は、たとえば、アミド型、
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イミド型、またはスルホン型のペルオキシ酸を含みうる。漂白系はまた、６－（フタロイ
ルアミド）ペルオキシヘキサン酸（ＰＡＰ）などの過酸を含みうる。好ましくは、漂白系
は、６－（フタルイミド）ペルオキシヘキサン酸（ＰＡＰ）、ペルオキシカルボン酸、た
とえば、過酢酸、もしくはより長い脂肪族ペルオキシカルボン酸、たとえば、過オクタン
酸、または任意のそれらの混合物を含む、個別に投入および貯蔵される液体、エマルジョ
ン、またはスラリーでありうる。漂白系はまた、漂白触媒を含みうる。いくつかの実施形
態では、漂白剤成分は、次式：
【０１３９】
【化１】

【０１４０】
を有する有機触媒、
（ｉｉｉ）およびそれらの混合物、
からなる群から選択される有機触媒でありうる。式中、各Ｒ1は、独立して、９～２４個
の炭素を含有する分岐状アルキル基または１１～２４個の炭素を含有する線状アルキル基
であり、好ましくは、各Ｒ1は、独立して、９～１８個の炭素を含有する分岐状アルキル
基または１１～１８個の炭素を含有する線状アルキル基、より好ましくは、各Ｒ1は、独
立して、２－プロピルヘプチル、２－ブチルオクチル、２－ペンチルノニル、２－ヘキシ
ルデシル、ｎ－ドデシル、ｎ－テトラデシル、ｎ－ヘキサデシル、ｎ－オクタデシル、ｉ
ｓｏ－ノニル、イソデシル、ｉｓｏ－トリデシル、およびイソペンタデシルからなる群か
ら選択される。他の例示的な漂白系は、たとえば、国際公開第２００７／０８７２５８号
パンフレット、国際公開第２００７／０８７２４４号パンフレット、国際公開第２００７
／０８７２５９号パンフレットおよび国際公開第２００７／０８７２４２号パンフレット
に記載されている。好適な光漂白剤は、たとえば、スルホン化亜鉛フタロシアニンであり
うる。
【０１４１】
ポリマー
　洗剤は、０～１０重量％、たとえば、０．５～５％、２～５％、０．５～２％、または
０．２～１％のポリマーを含有しうる。洗剤で使用することが当技術分野で公知の任意の
ポリマーを利用しうる。ポリマーは、以上に挙げたコビルダーとして機能しうるか、また
は再付着防止性、繊維保護性、防汚性、染料移動防止性、グリースクリーニング性、およ
び／または消泡性を提供しうる。いくつかのポリマーは、以上に挙げた性質の２つ以上お
よび／または以下に挙げるモチーフの２つ以上を有しうる。例示的なポリマーとしては、
（カルボキシメチル）セルロース（ＣＭＣ）、ポリ（ビニルアルコール）（ＰＶＡ）、ポ
リ（ビニルピロリドン）（ＰＶＰ）、ポリ（エチレングリコール）またはポリ（エチレン
オキシド）（ＰＥＧ）、エトキシル化ポリ（エチレンイミン）、カルボキシメチルイヌリ
ン（ＣＭＩ）、およびポリカルボキシレート、たとえば、ＰＡＡ、ＰＡＡ／ＰＭＡ、ポリ
アスパラギン酸、およびラウリルメタクリレート／アクリル酸コポリマー、疎水変性ＣＭ
Ｃ（ＨＭ－ＣＭＣ）およびシリコーン、テレフタル酸とオリゴマーグリコールとのコポリ
マー、ポリ（エチレンテレフタレート）とポリ（オキシエテンテレフタレート）とのコポ
リマー（ＰＥＴ－ＰＯＥＴ）、ＰＶＰ、ポリ（ビニルイミダゾール）（ＰＶＩ）、ポリ（
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ビニルピリジン－Ｎ－オキシド）（ＰＶＰＯまたはＰＶＰＮＯ）、およびポリビニルピロ
リドン－ビニルイミダゾール（ＰＶＰＶＩ）が挙げられる。さらに例示的なポリマーとし
ては、スルホン化ポリカルボキシレート、ポリエチレンオキシドおよびポリプロピレンオ
キシド（ＰＥＯ－ＰＰＯ）、およびジクアテルニウムエトキシスルフェートが挙げられる
。他の例示的なポリマーは、たとえば、国際公開第２００６／１３０５７５号パンフレッ
トに開示されている。以上に挙げたポリマーの塩も利用可能であると考えられる。
【０１４２】
布色味付け剤
　本発明に係る洗剤組成物はまた、染料や顔料などの布色味付け剤を含みうる。この布色
味付け剤は、洗剤組成物中に配合した場合、前記布が、前記洗剤組成物を含む洗浄／洗濯
液に接触した時、布上に堆積可能であるので、可視光の吸収／反射を介して前記布の色調
を変化させる。蛍光増白剤は、少なくともいくらかの可視光を発する。これとは対照的に
、布色味付け剤は、可視光スペクトルの少なくとも一部を吸収するので、表面の色調を変
化させる。好適な布色味付け剤としては、染料および染料－クレーコンジュゲートが挙げ
られる。また、顔料をも含んでいてもよい。好適な染料としては、小分子染料および高分
子染料が挙げられる。好適な小分子染料としては、たとえば、国際公開第２００５／０３
２７４号パンフレット、国際公開第２００５／０３２７５号パンフレット、国際公開第２
００５／０３２７６号パンフレット、および欧州特許第１８７６２２６号明細書（参照に
より本明細書に組み込まれる）に記載されるように、ダイレクトブルー、ダイレクトレッ
ド、ダイレクトバイオレット、アシッドブルー、アシッドレッド、アシッドバイオレット
、ベーシックブルー、ベーシックバイオレット、およびベーシックレッドのＣｏｌｏｕｒ
　Ｉｎｄｅｘ（Ｃ．Ｉ．）分類に分類される染料またはそれらの混合物からなる群から選
択される小分子染料が挙げられる。洗剤組成物は、好ましくは、約０．００００３ｗｔ％
～約０．２ｗｔ％、約０．００００８ｗｔ％～約０．０５ｗｔ％、さらには約０．０００
１ｗｔ％～約０．０４ｗｔ％の布色味付け剤を含む。組成物は、０．０００１ｗｔ％～０
．２ｗｔ％の布色味付け剤を含みうる。これは、組成物が単位用量パウチの形態である場
合、とくに有利でありうる。好適な色味付け剤はまた、たとえば、国際公開第２００７／
０８７２５７号パンフレットおよび国際公開第２００７／０８７２４３号パンフレットに
も記載されている。
【０１４３】
補助材料
　衣類洗剤で使用することが当技術分野で公知の任意の洗剤成分を利用することも可能で
ある。他の任意選択の洗剤成分としては、単独または組合せのいずれかで、防食剤、収縮
防止剤、再汚染防止剤、防皺剤、殺細菌剤、結合剤、防食剤、崩壊剤／破砕剤、染料、酵
素安定剤（ホウ酸およびボレート、ＣＭＣ、および／またはプロピレングリコールなどの
ポリオール）、クレーを含む柔軟仕上げ剤、充填剤／加工助剤、蛍光増白剤／光学増白剤
、増泡剤、泡（石鹸泡）制御剤、香料、汚れ懸濁剤、軟化剤、石鹸泡抑制剤、変色防止剤
、およびウィッキング剤、が挙げられる。衣類洗剤で使用することが当技術分野で公知の
任意の成分を利用しうる。そのような成分の選択は、十分に当業者の技能の範囲内にある
。
【０１４４】
　分散剤　－　本発明に係る洗剤組成物はまた、分散剤をも含有可能である。特定的には
、粉末洗剤は、分散剤を含みうる。好適な水溶性有機材料としては、ホモもしくはコポリ
マー酸またはそれらの塩が挙げられる。このポリカルボン酸は、２個以下の炭素原子によ
り互いに分離された少なくとも２つのカルボキシル基を含む。好適な分散剤は、たとえば
、Ｐｏｗｄｅｒｅｄ　Ｄｅｔｅｒｇｅｎｔｓ，Ｓｕｒｆａｃｔａｎｔ　ｓｃｉｅｎｃｅ　
ｓｅｒｉｅｓ　ｖｏｌｕｍｅ　７１，Ｍａｒｃｅｌ　Ｄｅｋｋｅｒ，Ｉｎｃ．に記載され
ている。
【０１４５】
　染料移動阻害剤　－　本発明に係る洗剤組成物は、１つ以上の染料移動阻害剤をも含み
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うる。好適な高分子染料移動阻害剤としては、ポリビニルピロリドンポリマー、ポリアミ
ンＮ－オキシドポリマー、Ｎ－ビニルピロリドンとＮ－ビニルイミダゾールとのコポリマ
ー、ポリビニルオキサゾリドン、およびポリビニルイミダゾール、ならびにそれらの混合
物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。染料移動阻害剤は、当該組成物中
に存在する場合、組成物重量基準で約０．０００１％～約１０％、約０．０１％～約５％
、さらには約０．１％～約３％のレベルで存在しうる。
【０１４６】
　蛍光増白剤　－　本発明に係る洗剤組成物は、好ましくは、蛍光増白剤や光学増白剤な
どクリーニングされる物品の色調を整えうる追加成分を含有する。増白剤は、存在するの
であれば、好ましくは約０．０１％～約０．５％のレベルである。衣類洗剤組成物で使用
するのに好適な任意の蛍光増白剤は、本発明に係る組成物で使用可能である。最も一般的
に使用される蛍光増白剤は、ジアミノスチルベン－スルホン酸誘導体、ジアリールピラゾ
リン誘導体、およびビスフェニル－ジスチリル誘導体のクラスに属するものである。ジア
ミノスチルベン－スルホン酸誘導体型の蛍光増白剤の例としては、４，４’－ビス－（２
－ジエタノールアミノ－４－アニリノ－ｓ－トリアジン－６－イルアミノ）スチルベン－
２，２’－ジスルホネート、４，４’ビス－（２，４－ジアニリノ－ｓ－トリアジン－６
－イルアミノ）スチルベン－２．２’－ジスルホネート、４，４’ビス－（２－アニリノ
－４（Ｎ－メチル－Ｎ－２－ヒドロキシエチルアミノ）－ｓ－トリアジン－６－イルアミ
ノ）スチルベン－２，２’－ジスルホネート、４，４’ビス－（４－フェニル－１，２，
３－トリアゾール－２－イル）スチルベン－２，２’－ジスルホネート、および５－（２
Ｈ－ナフト［１，２－ｄ］［１，２，３］トリアゾール－２－イル）－２－［（Ｅ）－２
－フェニルビニル］ベンゼンスルホン酸ナトリウムのナトリウム塩が挙げられる。好まし
い蛍光増白剤は、Ｃｉｂａ－Ｇｅｉｇｙ　ＡＧ，Ｂａｓｅｌ，Ｓｗｉｔｚｅｒｌａｎｄか
ら入手可能なＴｉｎｏｐａｌ　ＤＭＳおよびＴｉｎｏｐａｌ　ＣＢＳである。Ｔｉｎｏｐ
ａｌ　ＤＭＳは、４，４’－ビス－（２－モルホリノ－４－アニリノ－ｓ－トリアジン－
６－イルアミノ）スチルベン２，２’－ジスルホネートのジナトリウム塩である。Ｔｉｎ
ｏｐａｌ　ＣＢＳは、２，２’－ビス－（フェニルスチリル）－ジスルホネートのジナト
リウム塩である。同様に好ましいのは、蛍光増白剤であり、Ｐａｒａｍｏｕｎｔ　Ｍｉｎ
ｅｒａｌｓ　ａｎｄ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，Ｍｕｍｂａｉ，Ｉｎｄｉａにより供給される
Ｐａｒａｗｈｉｔｅ　ＫＸが市販されている。本発明で使用するのに好適な他の蛍光剤と
しては、１－３－ジアリールピラゾリンおよび７－アルキルアミノクマリンが挙げられる
。
【０１４７】
　好適な蛍光増白剤レベルは、約０．０１から、０．０５から、約０．１から、さらには
約０．２ｗｔ％から、０．５さらには０．７５ｗｔ％の上限レベルまでのより低いレベル
を含む。
【０１４８】
　防汚ポリマー　－　本発明に係る洗剤組成物はまた、綿系およびポリエステル系の布な
どの布からの汚れの除去、特定的には、ポリエステルに系の布からの疎水性汚れの除去を
支援する１つ以上の防汚ポリマーをも含みうる。防汚ポリマーは、たとえば、ノニオン性
もしくはアニオン性のテレフタレート系ポリマー、ポリビニルカプロラクタムおよび関連
コポリマー、ビニルグラフトコポリマー、ポリエステルポリアミドである。たとえば、Ｃ
ｈａｐｔｅｒ　７　ｉｎ　Ｐｏｗｄｅｒｅｄ　Ｄｅｔｅｒｇｅｎｔｓ，Ｓｕｒｆａｃｔａ
ｎｔ　ｓｃｉｅｎｃｅ　ｓｅｒｉｅｓ　ｖｏｌｕｍｅ　７１，Ｍａｒｃｅｌ　Ｄｅｋｋｅ
ｒ，Ｉｎｃ．を参照されたい。他のタイプの防汚ポリマーは、コア構造とそのコア構造に
結合された複数のアルコキシレート基とを含む両親媒性アルコキシル化グリースクリーニ
ングポリマーである。コア構造は、国際公開第２００９／０８７５２３号パンフレット（
参照により本明細書に組み込まれる）に詳細に記載されるポリアルキルエンイミン構造ま
たはポリアルカノールアミン構造を含みうる。さらに、ランダムグラフトコポリマーも、
好適な防汚ポリマーである。好適なグラフトコポリマーは、国際公開第２００７／１３８
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０５４号パンフレット、国際公開第２００６／１０８８５６号パンフレットおよび国際公
開第２００６／１１３３１４号パンフレット（参照により本明細書に組み込まれる）に、
より詳細に記載されている。他の防汚ポリマーは、置換ポリサッカリド構造、特定的には
、変性セルロース誘導体などの置換セルロース系構造、たとえば、欧州特許第１８６７８
０８号明細書または国際公開第２００３／０４０２７９号パンフレット（両方とも参照に
より本明細書に組み込まれる）に記載されるものである。好適なセルロース系ポリマーと
しては、セルロース、セルロースエーテル、セルロースエステル、セルロースアミド、お
よびそれらの混合物が挙げられる。好適なセルロース系ポリマーとしては、アニオン変性
セルロース、非イオン変性セルロース、カチオン変性セルロース、双性イオン変性セルロ
ース、およびそれらの混合物が挙げられる。好適なセルロース系ポリマーとしては、メチ
ルセルロース、カルボキシメチルセルロース、エチルセルロース、ヒドロキシルエチルセ
ルロース、ヒドロキシルプロピルメチルセルロース、エステルカルボキシメチルセルロー
ス、およびそれらの混合物が挙げられる。
【０１４９】
　再付着防止剤　－　本発明に係る洗剤組成物は、１つ以上の再付着防止剤、たとえば、
カルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）、ポリビニル
ピロリドン（ＰＶＰ）、ポリオキシエチレンおよび／またはポリエチレングリコール（Ｐ
ＥＧ）、アクリル酸のホモポリマー、アクリル酸とマレイン酸とのコポリマー、およびエ
トキシル化ポリエチレンイミンをも含みうる。以上の防汚ポリマーの下に記載されたセル
ロース系ポリマーはまた、再付着防止剤としても機能しうる。
【０１５０】
　他の好適な補助材料としては、収縮防止剤、防皺剤、殺細菌剤、結合剤、担体、染料、
酵素安定剤、柔軟仕上げ剤、充填剤、泡制御剤、ヒドロトロープ、香料、顔料、石鹸泡抑
制剤、溶媒、および液体洗剤用構造剤および／または構造弾性化剤が挙げられるが、これ
らに限定されるものではない。
【０１５１】
プロテアーゼ阻害剤
　プロテアーゼ阻害剤は、多酵素組成物中のプロテアーゼまたは他の酵素が分解されない
ように、プロテアーゼを安定化または阻害する任意の化合物でありうる。プロテアーゼ阻
害剤の例は、アプロチニン、ベスタチン、カルパイン阻害剤ＩおよびＩＩ、キモスタチン
、ロイペプチン、ペプスタチン、フェニルメタンスルホニルフルオリド（ＰＭＳＦ）、ホ
ウ酸、ボレート、ホウ砂、ボロン酸、フェニルボロン酸、たとえば、４－ホルミルフェニ
ルボロン酸（４－ＦＰＢＡ）、ペプチドアルデヒドまたはそのヒドロ亜硫酸付加物もしく
はヘミアセタール付加物、ならびにペプチドトリフルロメチルケトンである。１種以上の
プロテアーゼ阻害剤、たとえば、少なくとも１種がペプチドアルデヒドまたはそのヒドロ
亜硫酸付加物もしくはヘミアセタール付加物である５、４、３、２、または１種の阻害剤
が存在しうる。
【０１５２】
ペプチドアルデヒド阻害剤
　ペプチドアルデヒドは、式Ｐ－（Ａ）y－Ｌ－（Ｂ）x－Ｂ0－Ｈまたはそのヒドロ亜硫
酸付加物もしくはヘミアセタール付加物を有しうる。式中、
　ｉ．Ｈは、水素であり、
　ｉｉ．Ｂ0は、式－ＮＨ－ＣＨ（Ｒ）－Ｃ（＝Ｏ）－で示されるＬ配置またはＤ配置の
単一アミノ酸残基であり、
　ｉｉｉ．ｘは、（Ｂ）xに対して１、２、または３であり、かつＢは、独立して、Ｂア
ミノ酸のＣ末端を介してＢ0に結合された単一アミノ酸であり、
　ｉｖ．Ｌは、不在であるか、またはＬは、独立して、式－Ｃ（＝Ｏ）－、－Ｃ（＝Ｏ）
－Ｃ（＝Ｏ）－、－Ｃ（＝Ｓ）－、－Ｃ（＝Ｓ）－Ｃ（＝Ｓ）－、または－Ｃ（＝Ｓ）－
Ｃ（＝Ｏ）－で示されるリンカー基であり、
　ｖ．ｙは、（Ａ）yに対して０、１、または２であり、かつＡは、独立して、Ａアミノ
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酸のＮ末端を介してＬに結合された単一アミノ酸残基であり、ただし、Ｌが不在のとき、
Ａは不在であり、
　ｖｉ．Ｐは、水素およびＮ末端保護基からなる群から選択され、ただし、Ｌが不在のと
き、ＰはＮ末端保護基であり、
　ｖｉｉ．Ｒは、独立して、Ｃ1~6アルキル、Ｃ6~10アリール、またはＣ7~10アリールア
ルキルからなる群から選択され、これらは、任意選択で、１個以上の同一または異なる置
換基Ｒ’で置換され、
　ｖｉｉｉ．Ｒ’は、独立して、ハロゲン、－ＯＨ、－ＯＲ’’、－ＳＨ、－ＳＲ’’、
－ＮＨ2、－ＮＨＲ’’、－ＮＲ’’2、－ＣＯ2Ｈ、－ＣＯＮＨ2、－ＣＯＮＨＲ’’、－
ＣＯＮＲ’’2、－ＮＨＣ（＝Ｎ）ＮＨ2からなる群から選択され、かつ
　ｉｘ．Ｒ’’は、Ｃ1~6アルキル基である。
【０１５３】
　ｘは、１、２、または３でありうるので、Ｂは、それぞれ、１、２、または３個のアミ
ノ酸残基でありうる。したがって、Ｂは、Ｂ1、Ｂ2－Ｂ1、またはＢ3－Ｂ2－Ｂ1を表しう
る。ここで、Ｂ3、Ｂ2、およびＢ1は、それぞれ、１個のアミノ酸残基を表す。ｙは、０
、１、または２でありうるので、Ａは、それぞれ、不在であるか、または式Ａ1もしくは
Ａ2－Ａ1を有する１もしくは２個のアミノ酸残基でありうる。ここで、Ａ2およびＡ1は、
それぞれ、１個のアミノ酸残基を表す。
【０１５４】
　Ｂ0は、アミノ酸のＣ末端を介してＨに結合されたＬ配置またはＤ配置の単一アミノ酸
残基でありうる。ただし、Ｒは、Ｃ1~6アルキル、Ｃ6~10アリール、またはＣ7~10アリー
ルアルキル側鎖、たとえば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブ
チル、フェニル、またはベンジルであり、かつＲは、任意選択で、１個以上の同一または
異なる置換基Ｒ’で置換されていてもよい。特定例は、Ｄ形またはＬ形のアルギニン（Ａ
ｒｇ）、３，４－ジヒドロキシフェニルアラニン、イソロイシン（Ｉｌｅ）、ロイシン（
Ｌｅｕ）、メチオニン（Ｍｅｔ）、ノルロイシン（Ｎｌｅ）、ノルバリン（Ｎｖａ）、フ
ェニルアラニン（Ｐｈｅ）、ｍ－チロシン、ｐ－チロシン（Ｔｙｒ）、およびバリン（Ｖ
ａｌ）である。特定の実施形態は、Ｂ0がロイシン、メチオニン、フェニルアラニン、ｐ
－チロシン、およびバリンである場合である。
【０１５５】
　Ｂ1アミノ酸のＣ末端を介してＢ0に結合されるＢ１は、脂肪族、疎水性、および／また
は中性のアミノ酸でありうる。Ｂ1の例は、アラニン（Ａｌａ）、システイン（Ｃｙｓ）
、グリシン（Ｇｌｙ）、イソロイシン（Ｉｌｅ）、ロイシン（Ｌｅｕ）、ノルロイシン（
Ｎｌｅ）、ノルバリン（Ｎｖａ）、プロリン（Ｐｒｏ）、セリン（Ｓｅｒ）、トレオニン
（Ｔｈｒ）、およびバリン（Ｖａｌ）である。Ｂ1の特定例は、アラニン、グリシン、イ
ソロイシン、ロイシン、およびバリンである。特定の実施形態は、Ｂ1がアラニン、グリ
シン、またはバリンである場合である。
【０１５６】
　存在する場合、Ｂ2アミノ酸のＣ末端を介してＢ1に結合されるＢ2は、脂肪族、疎水性
、中性、および／または極性のアミノ酸でありうる。Ｂ2の例は、アラニン（Ａｌａ）、
アルギニン（Ａｒｇ）、カプレオマイシジン（Ｃｐｄ）、システイン（Ｃｙｓ）、グリシ
ン（Ｇｌｙ）、イソロイシン（Ｉｌｅ）、ロイシン（Ｌｅｕ）、ノルロイシン（Ｎｌｅ）
、ノルバリン（Ｎｖａ）、フェニルアラニン（Ｐｈｅ）、プロリン（Ｐｒｏ）、セリン（
Ｓｅｒ）、トレオニン（Ｔｈｒ）、およびバリン（Ｖａｌ）である。Ｂ2の特定例は、ア
ラニン、アルギニン、カプレオマイシジン、グリシン、イソロイシン、ロイシン、フェニ
ルアラニン、およびバリンである。特定の実施形態は、Ｂ2がアルギニン、グリシン、ロ
イシン、フェニルアラニン、またはバリンである場合である。
【０１５７】
　存在する場合、Ｂ3アミノ酸のＣ末端を介してＢ2に結合されるＢ3は、大型、脂肪族、
芳香族、疎水性、および／または中性のアミノ酸でありうる。Ｂ3の例は、イソロイシン
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（Ｉｌｅ）、ロイシン（Ｌｅｕ）、ノルロイシン（Ｎｌｅ）、ノルバリン（Ｎｖａ）、フ
ェニルアラニン（Ｐｈｅ）、フェニルグリシン、チロシン（Ｔｙｒ）、トリプトファン（
Ｔｒｐ）、およびバリン（Ｖａｌ）である。Ｂ3の特定例は、ロイシン、フェニルアラニ
ン、チロシン、およびトリプトファンである。
【０１５８】
　リンカー基Ｌは、不在でありうるか、またはＣ（＝Ｏ）－、－Ｃ（＝Ｏ）－Ｃ（＝Ｏ）
－、－Ｃ（＝Ｓ）－、－Ｃ（＝Ｓ）－Ｃ（＝Ｓ）－、もしくは－Ｃ（＝Ｓ）－Ｃ（＝Ｏ）
－からなる群から選択されうる。本発明の特定の実施形態は、Ｌが不在であるかまたはＬ
がカルボニル基－Ｃ（＝Ｏ）－である場合である。
【０１５９】
　存在する場合、アミノ酸のＮ末端を介してＬに結合されるＡ1は、脂肪族、芳香族、疎
水性、中性、および／または極性のアミノ酸でありうる。Ａ1の例は、アラニン（Ａｌａ
）、アルギニン（Ａｒｇ）、カプレオマイシジン（Ｃｐｄ）、グリシン（Ｇｌｙ）、イソ
ロイシン（Ｉｌｅ）、ロイシン（Ｌｅｕ）、ノルロイシン（Ｎｌｅ）、ノルバリン（Ｎｖ
ａ）、フェニルアラニン（Ｐｈｅ）、トレオニン（Ｔｈｒ）、チロシン（Ｔｙｒ）、トリ
プトファン（Ｔｒｐ）、およびバリン（Ｖａｌ）である。Ａ1の特定例は、アラニン、ア
ルギニン、グリシン、ロイシン、フェニルアラニン、チロシン、トリプトファン、および
バリンである。特定の実施形態は、Ｂ2がロイシン、フェニルアラニン、チロシン、また
はトリプトファンである場合である。
【０１６０】
　存在する場合、アミノ酸のＮ末端を介してＡ1に結合されるＡ2残基は、大型、脂肪族、
芳香族、疎水性、および／または中性のアミノ酸でありうる。Ａ2の例は、アルギニン（
Ａｒｇ）、イソロイシン（Ｉｌｅ）、ロイシン（Ｌｅｕ）、ノルロイシン（Ｎｌｅ）、ノ
ルバリン（Ｎｖａ）、フェニルアラニン（Ｐｈｅ）、フェニルグリシン、チロシン（Ｔｙ
ｒ）、トリプトファン（Ｔｒｐ）、およびバリン（Ｖａｌ）である。Ａ2の特定例は、フ
ェニルアラニンおよびチロシンである。
【０１６１】
　Ｎ末端保護基Ｐ（存在する場合）は、ホルミル、アセチル（Ａｃ）、ベンゾイル（Ｂｚ
）、トリフルオロアセチル、メトキシスクシニル、芳香族および脂肪族のウレタン保護基
、たとえば、フルオレニルメチルオキシカルボニル（Ｆｍｏｃ）、メトキシカルボニル、
（フルオロメトキシ）カルボニル、ベンジルオキシカルボニル（Ｃｂｚ）、ｔ－ブチルオ
キシカルボニル（Ｂｏｃ）、およびアダマンチルオキシカルボニル、ｐ－メトキシベンジ
ルカルボニル（Ｍｏｚ）、ベンジル（Ｂｎ）、ｐ－メトキシベンジル（ＰＭＢ）、ｐ－メ
トキシフェニル（ＰＭＰ）、メトキシアセチル、メチルアミノカルボニル、メチルスルホ
ニル、エチルスルホニル、ベンジルスルホニル、メチルホスホルアミジル（ＭｅＯＰ（Ｏ
Ｈ）（＝Ｏ））、およびベンジルホスホルアミジル（ＰｈＣＨ2ＯＰ（ＯＨ）（＝Ｏ））
から選択されうる。
【０１６２】
　ペプチドアルデヒドの一般式はまた、Ｐ－Ａ2－Ａ1－Ｌ－Ｂ3－Ｂ2Ｂ1－Ｂ0－Ｈ（式中
、Ｐ、Ａ2、Ａ1、Ｌ、Ｂ3、Ｂ2、Ｂ1、およびＢ0は、以上に定義されたとおりである）と
記されうる。
【０１６３】
　保護基を有するトリペプチドアルデヒドの場合（すなわち、ｘ＝２、Ｌは不在であり、
かつＡは不在である）、Ｐは、好ましくは、アセチル、メトキシカルボニル、ベンジルオ
キシカルボニル、メチルアミノカルボニル、メチルスルホニル、ベンジルスルホニル、お
よびベンジルホスホルアミジルである。保護基を有するテトラペプチドアルデヒドの場合
（すなわち、ｘ＝３、Ｌは不在であり、かつＡは不在である）、Ｐは、好ましくは、アセ
チル、メトキシカルボニル、メチルスルホニル、エチルスルホニル、およびメチルホスホ
ルアミジルである。
【０１６４】
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　好適なペプチドアルデヒドは、国際公開第９４／０４６５１号パンフレット、国際公開
第９５／２５７９１号パンフレット、国際公開第９８／１３４５８号パンフレット、国際
公開第９８／１３４５９号パンフレット、国際公開第９８／１３４６０号パンフレット、
国際公開第９８／１３４６１号パンフレット、国際公開第９８／１３４６２号パンフレッ
ト、国際公開第０７／１４１７３６号パンフレット、国際公開第０７／１４５９６３号パ
ンフレット、国際公開第０９／１１８３７５号パンフレット、国際公開第１０／０５５０
５２号パンフレット、および国際公開第１１／０３６１５３号パンフレットに記載されて
いる。
【０１６５】
　より特定的には、ペプチドアルデヒドは、以下のものでありうる。
　Ｃｂｚ－Ａｒｇ－Ａｌａ－Ｔｙｒ－Ｈ（Ｌ－アラニンアミド，Ｎ２－［（フェニルメト
キシ）カルボニル］－Ｌ－アルギニル－Ｎ－［（１Ｓ）－１－ホルミル－２－（４－ヒド
ロキシフェニル）エチル］－）、
　Ａｃ－Ｇｌｙ－Ａｌａ－Ｔｙｒ－Ｈ（Ｌ－アラニンアミド，Ｎ－アセチルグリシル－Ｎ
－［（１Ｓ）－１－ホルミル－２－（４－ヒドロキシフェニル）エチル］－）、
　Ｃｂｚ－Ｇｌｙ－Ａｌａ－Ｔｙｒ－Ｈ（Ｌ－アラニンアミド，Ｎ－［（フェニルメトキ
シ）カルボニル］グリシル－Ｎ－［（１Ｓ）－１－ホルミル－２－（４－ヒドロキシフェ
ニル）エチル］－）、
　Ｃｂｚ－Ｇｌｙ－Ａｌａ－Ｌｅｕ－Ｈ（Ｌ－アラニンアミド，Ｎ－［（フェニルメトキ
シ）カルボニル］グリシル－Ｎ－［（１Ｓ）－１－ホルミル－３－メチルブチル］－）、
　Ｃｂｚ－Ｖａｌ－Ａｌａ－Ｌｅｕ－Ｈ、（Ｌ－アラニンアミド，Ｎ－［（フェニルメト
キシ）カルボニル］－Ｌ－バリル－Ｎ－［（１Ｓ）－１－ホルミル－３－メチルブチル］
－）、
　Ｃｂｚ－Ｇｌｙ－Ａｌａ－Ｐｈｅ－Ｈ（Ｌ－アラニンアミド，Ｎ－［（フェニルメトキ
シ）カルボニル］グリシル－Ｎ－［（１Ｓ）－１－ホルミル－２－フェニルエチル］－）
、
　Ｃｂｚ－Ｇｌｙ－Ａｌａ－Ｖａｌ－Ｈ（Ｌ－アラニンアミド，Ｎ－［（フェニルメトキ
シ）カルボニル］グリシル－Ｎ－［（１Ｓ）－１－ホルミル－２－メチルプロピル］－）
、
　Ｃｂｚ－Ｇｌｙ－Ｇｌｙ－Ｔｙｒ－Ｈ（グリシンアミド，Ｎ－［（フェニルメトキシ）
カルボニル］グリシル－Ｎ－［（１Ｓ）－１－ホルミル２－（４－ヒドロキシフェニル）
エチル］－）、
　Ｃｂｚ－Ｇｌｙ－Ｇｌｙ－Ｐｈｅ－Ｈ（グリシンアミド，Ｎ－［（フェニルメトキシ）
カルボニル］グリシル－Ｎ－［（１Ｓ）－１－ホルミル－２－フェニルエチル］－）、
　Ｃｂｚ－Ａｒｇ－Ｖａｌ－Ｔｙｒ－Ｈ（Ｌ－バリンアミド，Ｎ２－［（フェニルメトキ
シ）カルボニル］－Ｌ－アルギニル－Ｎ－［（１Ｓ）－１－ホルミル２－（４－ヒドロキ
シフェニル）エチル］－）、
　Ｃｂｚ－Ｌｅｕ－Ｖａｌ－Ｔｙｒ－Ｈ（Ｌ－バリンアミド，Ｎ－［（フェニルメトキシ
）カルボニル］－Ｌ－ロイシル－Ｎ－［（１Ｓ）－１－ホルミル２－（４－ヒドロキシフ
ェニル）エチル］－）、
　Ａｃ－Ｌｅｕ－Ｇｌｙ－Ａｌａ－Ｔｙｒ－Ｈ（Ｌ－アラニンアミド，Ｎ－アセチル－Ｌ
－ロイシルグリシル－Ｎ－［（１Ｓ）－１－ホルミル２－（４－ヒドロキシフェニル）エ
チル］－）、
　Ａｃ－Ｐｈｅ－Ｇｌｙ－Ａｌａ－Ｔｙｒ－Ｈ（Ｌ－アラニンアミド，Ｎ－アセチル－Ｌ
－フェニルアラニルグリシル－Ｎ－［（１Ｓ）－１－ホルミル－２－（４－ヒドロキシフ
ェニル）エチル］－）、
　Ａｃ－Ｔｙｒ－Ｇｌｙ－Ａｌａ－Ｔｙｒ－Ｈ（Ｌ－アラニンアミド，Ｎ－アセチル－Ｌ
－チロシルグリシル－Ｎ－［（１Ｓ）－１－ホルミル－２－（４－ヒドロキシフェニル）
エチル］－）、
　Ａｃ－Ｐｈｅ－Ｇｌｙ－Ａｌａ－Ｌｅｕ－Ｈ（Ｌ－アラニンアミド，Ｎ－アセチル－Ｌ
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－フェニルアラニルグリシル－Ｎ－［（１Ｓ）－１－ホルミル－３－メチルブチル］－）
、
　Ａｃ－Ｐｈｅ－Ｇｌｙ－Ａｌａ－Ｐｈｅ－Ｈ（Ｌ－アラニンアミド，Ｎ－アセチル－Ｌ
－フェニルアラニルグリシル－Ｎ－［（１Ｓ）－１－ホルミル－２－フェニルエチル］－
）、
　Ａｃ－Ｐｈｅ－Ｇｌｙ－Ｖａｌ－Ｔｙｒ－Ｈ（Ｌ－バリンアミド，Ｎ－アセチル－Ｌ－
フェニルアラニルグリシル－Ｎ－［（１Ｓ）－１ホルミル－２－（４－ヒドロキシフェニ
ル）エチル］－）、
　Ａｃ－Ｐｈｅ－Ｇｌｙ－Ａｌａ－Ｍｅｔ－Ｈ（Ｌ－アラニンアミド，Ｎ－アセチル－Ｌ
－フェニルアラニルグリシル－Ｎ－［（１Ｓ）－１－ホルミル－３－（メチルチオ）プロ
ピル］－）、
　Ａｃ－Ｔｒｐ－Ｌｅｕ－Ｖａｌ－Ｔｙｒ－Ｈ（Ｌ－バリンアミド，Ｎ－アセチル－Ｌ－
トリプトフィル－Ｌ－ロイシル－Ｎ－［（１Ｓ）－１－ホルミル－２－（４－ヒドロキシ
フェニル）エチル］－）、
　ＭｅＯ－ＣＯ－Ｖａｌ－Ａｌａ－Ｌｅｕ－Ｈ（Ｌ－アラニンアミド，Ｎ－（メトキシカ
ルボニル）－Ｌ－バリル－Ｎ－［（１Ｓ）－１－ホルミル－３－メチルブチル］－）、
　ＭｅＮＨＣＯ－Ｖａｌ－Ａｌａ－Ｌｅｕ－Ｈ（Ｌ－アラニンアミド，Ｎ－（アミノメチ
ルカルボニル）－Ｌ－バリル－Ｎ－［（１Ｓ）－１－ホルミル－３－メチルブチル］－）
、
　ＭｅＯ－ＣＯ－Ｐｈｅ－Ｇｌｙ－Ａｌａ－Ｌｅｕ－Ｈ（Ｌ－アラニンアミド，Ｎ－（メ
トキシカルボニル）－Ｌ－フェニルアラニルグリシル－Ｎ－［（１Ｓ）－１－ホルミル－
３－メチルブチル］－）、
　ＭｅＯ－ＣＯ－Ｐｈｅ－Ｇｌｙ－Ａｌａ－Ｐｈｅ－Ｈ（Ｌ－アラニンアミド，Ｎ－（メ
トキシカルボニル）－Ｌ－フェニルアラニルグリシル－Ｎ－［（１Ｓ）－１－ホルミル－
２－フェニルエチル］－）、
　ＭｅＳＯ２－Ｐｈｅ－Ｇｌｙ－Ａｌａ－Ｌｅｕ－Ｈ（Ｌ－アラニンアミド，Ｎ－（メチ
ルスルホニル）－Ｌ－フェニルアラニルグリシル－Ｎ－［（１Ｓ）－１－ホルミル－３－
メチルブチル］－）、
　ＭｅＳＯ２－Ｖａｌ－Ａｌａ－Ｌｅｕ－Ｈ（Ｌ－アラニンアミド，Ｎ－（メチルスルホ
ニル）－Ｌ－バリル－Ｎ－［（１Ｓ）－１－ホルミル－３－メチルブチル］－）、
　ＰｈＣＨ２Ｏ－Ｐ（ＯＨ）（Ｏ）－Ｖａｌ－Ａｌａ－Ｌｅｕ－Ｈ（Ｌ－アラニンアミド
，Ｎ－［ヒドロキシ（フェニルメトキシ）ホスフィニル］－Ｌ－バリル－Ｎ－［（１Ｓ）
－１－ホルミル－３－メチルブチル］－）、
　ＥｔＳＯ２－Ｐｈｅ－Ｇｌｙ－Ａｌａ－Ｌｅｕ－Ｈ（Ｌ－アラニンアミド，Ｎ－（エチ
ルスルホニル）－Ｌ－フェニルアラニルグリシル－Ｎ－［（１Ｓ）－１－ホルミル－３－
メチルブチル］－）、
　ＰｈＣＨ２ＳＯ２－Ｖａｌ－Ａｌａ－Ｌｅｕ－Ｈ（Ｌ－アラニンアミド，Ｎ－［（フェ
ニルメチル）スルホニル］－Ｌ－バリル－Ｎ－［（１Ｓ）－１－ホルミル－３－メチルブ
チル］－）、
　ＰｈＣＨ２Ｏ－Ｐ（ＯＨ）（Ｏ）－Ｌｅｕ－Ａｌａ－Ｌｅｕ－Ｈ（Ｌ－アラニンアミド
，Ｎ－［ヒドロキシ（フェニルメトキシ）ホスフィニル］－Ｌ－ロイシル－Ｎ－［（１Ｓ
）－１－ホルミル－３－メチルブチル］－）、
　ＰｈＣＨ２Ｏ－Ｐ（ＯＨ）（Ｏ）－Ｐｈｅ－Ａｌａ－Ｌｅｕ－Ｈ（Ｌ－アラニンアミド
，Ｎ－［ヒドロキシ（フェニルメトキシ）ホスフィニル］－Ｌ－フェニルアラニル－Ｎ－
［（１Ｓ）－１－ホルミル－３－メチルブチル］－）、または
　ＭｅＯ－Ｐ（ＯＨ）（Ｏ）－Ｌｅｕ－Ｇｌｙ－Ａｌａ－Ｌｅｕ－Ｈ（Ｌ－アラニンアミ
ド，Ｎ－（ヒドロキシメトキシホスフィニル）－Ｌ－ロイシルグリシルＮ－［（１Ｓ）－
１－ホルミル－３－メチルブチル］－）。
【０１６６】
　好ましい例は、Ｃｂｚ－Ｇｌｙ－Ａｌａ－Ｔｙｒ－Ｈである。
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【０１６７】
　そのようなペプチドアルデヒドのさらなる例としては、以下のものが挙げられる。
　α－ＭＡＰＩ（３，５，８，１１－テトラアザトリデカン酸，６－［３－［（アミノイ
ミノメチル）アミノ］プロピル］－１２－ホルミル－９－（１－メチルエチル）－４，７
，１０－トリオキソ－１３－フェニル－２－（フェニルメチル）－，（２Ｓ，６Ｓ，９Ｓ
，１２Ｓ）－、
　Ｌ－バリンアミド，Ｎ２－［［（１－カルボキシ－２－フェニルエチル）アミノ］カル
ボニル］－Ｌ－アルギニル－Ｎ－（１－ホルミル－２－フェニルエチル）－，［１（Ｓ）
，２（Ｓ）］－、Ｌ－バリンアミド，Ｎ２－［［［（１Ｓ）－１－カルボキシ－２－フェ
ニルエチル］アミノ］カルボニル］－Ｌ－アルギニル－Ｎ－［（１Ｓ）－１－ホルミル－
２－フェニルエチル］－（９ＣＩ）、ＳＰ－キモスタチンＢ）、
　β－ＭＡＰＩ（Ｌ－バリンアミド，Ｎ２－［［［（１Ｓ）－１－カルボキシ－２－フェ
ニルエチル］アミノ］カルボニル］－Ｌ－アルギニル－Ｎ－［（１Ｒ）－１－ホルミル－
２－フェニルエチル］－、Ｌ－バリンアミド，Ｎ２－［［（１－カルボキシ－２－フェニ
ルエチル）アミノ］カルボニル］－Ｌ－アルギニル－Ｎ－（１－ホルミル－２－フェニル
エチル）－，［１（Ｓ），２（Ｒ）］－）、
　Ｐｈｅ－Ｃ（＝Ｏ）－Ａｒｇ－Ｖａｌ－Ｔｙｒ－Ｈ（Ｌ－バリンアミド，Ｎ２－［［［
（１Ｓ）－１－カルボキシ－２－フェニルエチル］アミノ］カルボニル］－Ｌ－アルギニ
ル－Ｎ－［（１Ｓ）－１－ホルミル－２－（４－ヒドロキシフェニル）エチル］－（９Ｃ
Ｉ））、
　Ｐｈｅ－Ｃ（＝Ｏ）－Ｇｌｙ－Ｇｌｙ－Ｔｙｒ－Ｈ（３，５，８，１１－テトラアザト
リデカン酸，１２－ホルミル－１３－（４－ヒドロキシフェニル）－４，７，１０－トリ
オキソ－２－（フェニルメチル）－，（２Ｓ、１２Ｓ）－）、
　Ｐｈｅ－Ｃ（＝Ｏ）－Ｇｌｙ－Ａｌａ－Ｐｈｅ－Ｈ（３，５，８，１１－テトラアザト
リデカン酸，　１２－ホルミル－９－メチル－４，７，１０－トリオキソ－１３－フェニ
ル－２－（フェニルメチル）－，（２Ｓ，９Ｓ，１２Ｓ）－）、
　Ｐｈｅ－Ｃ（＝Ｏ）－Ｇｌｙ－Ａｌａ－Ｔｙｒ－Ｈ（３，５，８，１１－テトラアザト
リデカン酸，１２－ホルミル－１３－（４－ヒドロキシフェニル）－９－メチル－４，７
，１０－トリオキソ－２－（フェニルメチル）－，（２Ｓ，９Ｓ，１２Ｓ）－）、
　Ｐｈｅ－Ｃ（＝Ｏ）－Ｇｌｙ－Ａｌａ－Ｌｅｕ－Ｈ（３，５，８，１１－テトラアザペ
ンタデカン酸，１２－ホルミル－９，１４－ジメチル－４，７，１０－トリオキソ－２－
（フェニルメチル）－，（２Ｓ，９Ｓ，１２Ｓ）－）、
　Ｐｈｅ－Ｃ（＝Ｏ）－Ｇｌｙ－Ａｌａ－Ｎｖａ－Ｈ（３，５，８，１１－テトラアザペ
ンタデカン酸，１２－ホルミル－９－メチル－４，７，１０－トリオキソ－２－（フェニ
ルメチル）－，（２Ｓ，９Ｓ，１２Ｓ）－）、
　Ｐｈｅ－Ｃ（＝Ｏ）－Ｇｌｙ－Ａｌａ－Ｎｌｅ－Ｈ（３，５，８，１１－テトラアザヘ
キサデカン酸，１２－ホルミル－９－メチル－４，７，１０－トリオキソ－２－（フェニ
ルメチル）－，（２Ｓ，９Ｓ，１２Ｓ）－）、
　Ｔｙｒ－Ｃ（＝Ｏ）－Ａｒｇ－Ｖａｌ－Ｔｙｒ－Ｈ（Ｌ－バリンアミド，Ｎ２－［［［
（１Ｓ）－１－カルボキシ－２－（４－ヒドロキシフェニル）エチル］アミノ］カルボニ
ル］－Ｌ－アルギニル－Ｎ－［（１Ｓ）－１－ホルミル－２－（４－ヒドロキシフェニル
）エチル］－（９ＣＩ））、
　Ｔｙｒ－Ｃ（＝Ｏ）－Ｇｌｙ－Ａｌａ－Ｔｙｒ－Ｈ（３，５，８，１１－テトラアザト
リデカン酸，１２－ホルミル－１３－（４－ヒドロキシフェニル）－２－［（４－ヒドロ
キシフェニル）メチル］－９－メチル－４，７，１０－トリオキソ－，（２Ｓ，９Ｓ，１
２Ｓ）－）、
　Ｐｈｅ－Ｃ（＝Ｓ）－Ａｒｇ－Ｖａｌ－Ｐｈｅ－Ｈ（３，５，８，１１－テトラアザト
リデカン酸，６－［３－［（アミノイミノメチル）アミノ］プロピル］－１２－ホルミル
－９－（１－メチルエチル）－７，１０－ジオキソ－１３－フェニル－２－（フェニルメ
チル）－４－トリオキソ－，（２Ｓ，６Ｓ，９Ｓ，１２Ｓ）－）、
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　Ｐｈｅ－Ｃ（＝Ｓ）－Ａｒｇ－Ｖａｌ－Ｔｙｒ－Ｈ（３，５，８，１１－テトラアザト
リデカン酸，６－［３－［（アミノイミノメチル）アミノ］プロピル］－１２－ホルミル
－１３－（４－ヒドロキシフェニル）－９－（１－メチルエチル）－７，１０－ジオキソ
－２－（フェニルメチル）－４－トリオキソ－，（２Ｓ，６Ｓ，９Ｓ，１２Ｓ）－）、
　Ｐｈｅ－Ｃ（＝Ｓ）－Ｇｌｙ－Ａｌａ－Ｔｙｒ－Ｈ（３，５，８，１１－テトラアザト
リデカン酸，１２－ホルミル－１３－（４－ヒドロキシフェニル）－９－メチル－７，１
０－ジオキソ－２－（フェニルメチル）－４－トリオキソ－，（２Ｓ，９Ｓ，１２Ｓ）－
）、
　アンチパイン（Ｌ－バリンアミド，Ｎ２－［［（１－カルボキシ－２－フェニルエチル
）アミノ］カルボニル］－Ｌ－アルギニル－Ｎ－［４－［（アミノイミノメチル）アミノ
］－１－ホルミルブチル］－）、
　ＧＥ２０３７２Ａ（Ｌ－バリンアミド，Ｎ２－［［［（１Ｓ）－１－カルボキシ－２－
（４－ヒドロキシフェニル）エチル］アミノ］カルボニル］－Ｌ－アルギニル－Ｎ－［（
１Ｓ）－１－ホルミル－２－フェニルエチル］－、
　Ｌ－バリンアミド，Ｎ２－［［［１－カルボキシ－２－（４－ヒドロキシフェニル）エ
チル］アミノ］カルボニル］－Ｌ－アルギニル－Ｎ－（１－ホルミル－２－フェニルエチ
ル）－，［１（Ｓ），２（Ｓ）］－）、
　ＧＥ２０３７２Ｂ（Ｌ－バリンアミド，Ｎ２－［［［（１Ｓ）－１－カルボキシ－２－
（４－ヒドロキシフェニル）エチル］アミノ］カルボニル］－Ｌ－アルギニル－Ｎ－［（
１Ｒ）－１－ホルミル－２－フェニルエチル］－、
　Ｌ－バリンアミド，Ｎ２－［［［１－カルボキシ－２－（４－ヒドロキシフェニル）エ
チル］アミノ］カルボニル］－Ｌ－アルギニル－Ｎ－（１－ホルミル－２－フェニルエチ
ル）－，［１（Ｓ），２（Ｒ）］－）、
　キモスタチンＡ（Ｌ－ロイシンアミド，（２Ｓ）－２－［（４Ｓ）－２－アミノ－３，
４，５，６－テトラヒドロ－４－ピリミジニル］－Ｎ－［［［（１Ｓ）－１－カルボキシ
－２－フェニルエチル］アミノ］カルボニル］グリシル－Ｎ－（１－ホルミル－２－フェ
ニルエチル）－、
　Ｌ－ロイシンアミド，（２Ｓ）－２－［（４Ｓ）－２－アミノ－１，４，５，６－テト
ラヒドロ－４－ピリミジニル］－Ｎ－［［［（１Ｓ）－１－カルボキシ－２－フェニルエ
チル］アミノ］カルボニル］グリシル－Ｎ－（１－ホルミル－２－フェニルエチル）－（
９ＣＩ）、Ｌ－ロイシンアミド，Ｌ－２－（２－アミノ－１，４，５，６－テトラヒドロ
－４－ピリミジニル）－Ｎ－［［（１－カルボキシ－２－フェニルエチル）アミノ］カル
ボニル］グリシル－Ｎ－（１－ホルミル－２－フェニルエチル）－，立体異性体）、
　キモスタチンＢ（Ｌ－バリンアミド，（２Ｓ）－２－［（４Ｓ）－２－アミノ－３，４
，５，６－テトラヒドロ－４－ピリミジニル］－Ｎ－［［［（１Ｓ）－１－カルボキシ－
２－フェニルエチル］アミノ］カルボニル］グリシル－Ｎ－（１－ホルミル－２－フェニ
ルエチル）－、
　Ｌ－バリンアミド，（２Ｓ）－２－［（４Ｓ）－２－アミノ－１，４，５，６－テトラ
ヒドロ－４－ピリミジニル］－Ｎ－［［［（１Ｓ）－１－カルボキシ－２－フェニルエチ
ル］アミノ］カルボニル］グリシル－Ｎ－（１－ホルミル－２－フェニルエチル）－（９
ＣＩ）、Ｌ－バリンアミド，Ｌ－２－（２－アミノ－１，４，５，６－テトラヒドロ－４
－ピリミジニル）－Ｎ－［［（１－カルボキシ－２－フェニルエチル）アミノ］カルボニ
ル］グリシル－Ｎ－（１－ホルミル－２－フェニルエチル）－，立体異性体）、および
　キモスタチンＣ（Ｌ－イソロイシンアミド，（２Ｓ）－２－［（４Ｓ）－２－アミノ－
３，４，５，６－テトラヒドロ－４－ピリミジニル］－Ｎ－［［［（１Ｓ）－１－カルボ
キシ－２－フェニルエチル］アミノ］カルボニル］グリシル－Ｎ－（１－ホルミル－２－
フェニルエチル）－、
　Ｌ－イソロイシンアミド，（２Ｓ）－２－［（４Ｓ）－２－アミノ－１，４，５，６－
テトラヒドロ－４－ピリミジニル］－Ｎ－［［［（１Ｓ）－１－カルボキシ－２－フェニ
ルエチル］アミノ］カルボニル］グリシル－Ｎ－（１－ホルミル－２－フェニルエチル）
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－（９ＣＩ）、Ｌ－イソロイシンアミド，Ｌ－２－（２－アミノ－１，４，５，６－テト
ラヒドロ－４－ピリミジニル）－Ｎ－［［（１－カルボキシ－２－フェニルエチル）アミ
ノ］カルボニル］グリシル－Ｎ－（１－ホルミル－２－フェニルエチル）－，立体異性体
）。
【０１６８】
ペプチドアルデヒド付加物
　ペプチドアルデヒドの代わりに、プロテアーゼ阻害剤は、ペプチドアルデヒドの付加物
でありうる。付加物は、式Ｐ－（Ａ）y－Ｌ－（Ｂ）x－Ｎ（Ｈ）－ＣＨＲ－ＣＨ（ＯＨ）
－ＳＯ3Ｍ（式中、Ｐ、Ａ、ｙ、Ｌ、Ｂ、ｘ、およびＲは、以上ように定義され、かつＭ
は、Ｈまたはアルカリ金属、好ましくはＮａまたはＫである）を有するヒドロ亜硫酸付加
物でありうる。他の選択肢として、付加物は、式Ｐ－（Ａ）y－Ｌ－（Ｂ）x－Ｎ（Ｈ）－
ＣＨＲ－ＣＨ（ＯＨ）－ＯＲ（式中、Ｐ、Ａ、ｙ、Ｌ、Ｂ、ｘ、およびＲは、以上のよう
に定義される）を有するヘミアセタールでありうる。好ましい実施形態は、ヒドロ亜硫酸
付加物であり、ただし、Ｐ＝Ｃｂｚ、Ｂ2＝Ｇｌｙ、Ｂ1＝Ａｌａ、Ｂ0＝Ｔｙｒ（したが
って、Ｒ＝ＰｈＣＨ2、Ｒ’＝ＯＨ））、ｘ＝２、ｙ＝０、Ｌ＝Ａ＝不在、かつＭ＝Ｎａ
（Ｃｂｚ－Ｇｌｙ－Ａｌａ－Ｎ（Ｈ）－ＣＨ（ＣＨ2－ｐ－Ｃ6Ｈ4ＯＨ）－ＣＨ（ＯＨ）
－ＳＯ3Ｎａ、Ｌ－アラニンアミド，Ｎ－［（フェニルメトキシ）カルボニル］グリシル
－Ｎ－［２－ヒドロキシ－１－［（４－ヒドロキシフェニル）メチル］－２－スルホエチ
ル］－，ナトリウム塩（１：１））である。
【０１６９】
　ペプチドアルデヒドのヒドロ亜硫酸付加物の一般式はまた、Ｐ－Ａ２－Ａ１－Ｌ－Ｂ３
－Ｂ２－Ｂ１－Ｎ（Ｈ）－ＣＨＲ－ＣＨ（ＯＨ）－ＳＯ３Ｍ（式中、Ｐ、Ａ２、Ａ１、Ｌ
、Ｂ３、Ｂ２、Ｂ１、Ｒ、およびＭは、以上に定義されたとおりである）と記されうる。
【０１７０】
　他の選択肢として、ペプチドアルデヒドの付加物は、Ｃｂｚ－Ｇｌｙ－Ａｌａ－Ｎ（Ｈ
）－ＣＨ（ＣＨ2－ｐ－Ｃ6Ｈ4ＯＨ）－ＣＨ（ＯＨ）－ＳＯ3Ｎａ（ナトリウム（２Ｓ）－
［（Ｎ－｛Ｎ－［（ベンジルオキシ）カルボニル］グリシル｝－Ｌ－アラニニル）アミノ
］－１－ヒドロキシ－３－（４－ヒドロキシフェニル）プロパン－１－スルホネート）ま
たはＣｂｚ－Ｇｌｙ－Ａｌａ－Ｎ（Ｈ）－ＣＨ（ＣＨ2Ｐｈ）－ＣＨ（ＯＨ）－ＳＯ3Ｎａ
（ナトリウム（２Ｓ）－［（Ｎ－｛Ｎ－［（ベンジルオキシ）カルボニル］グリシル｝－
Ｌ－アラニニル）アミノ］－１－ヒドロキシ－３－（フェニル）プロパン－１－スルホネ
ート）またはＭｅＯ－ＣＯ－Ｖａｌ－Ａｌａ－Ｎ（Ｈ）－ＣＨ（ＣＨ2ＣＨ（ＣＨ3）2）
－ＣＨ（ＯＨ）－ＳＯ3Ｎａ（ナトリウム（２Ｓ）－［（Ｎ－｛Ｎ－［（ベンジルオキシ
）カルボニル］グリシル｝－Ｌ－アラニニル）アミノ］－１－ヒドロキシ－３－（２－プ
ロパニル）プロパン－１－スルホネート）でありうる。
【０１７１】
　他の好ましいペプチドアルデヒド重亜硫酸塩は、以下のものである。
　Ｃｂｚ－Ａｒｇ－Ａｌａ－ＮＨＣＨ（ＣＨ2Ｃ6Ｈ4ＯＨ）Ｃ（ＯＨ）（ＳＯ3Ｍ）－Ｈ（
式中、Ｍ＝Ｎａ）、
　Ａｃ－Ｇｌｙ－Ａｌａ－ＮＨＣＨ（ＣＨ2Ｃ6Ｈ4ＯＨ）Ｃ（ＯＨ）（ＳＯ3Ｍ）－Ｈ（式
中、Ｍ＝Ｎａ）、
　Ｃｂｚ－Ｇｌｙ－Ａｌａ－ＮＨＣＨ（ＣＨ2Ｃ6Ｈ4ＯＨ）Ｃ（ＯＨ）（ＳＯ3Ｍ）－Ｈ（
式中、Ｍ＝Ｎａ）（Ｌ－アラニンアミド，Ｎ－［（フェニルメトキシ）カルボニル］グリ
シル－Ｎ－［２－ヒドロキシ－１－［（４－ヒドロキシフェニル）メチル］－２－スルホ
エチル］－，ナトリウム塩（１：１））、
　Ｃｂｚ－Ｇｌｙ－Ａｌａ－ＮＨＣＨ（ＣＨ2ＣＨ（ＣＨ3）2））Ｃ（ＯＨ）（ＳＯ3Ｍ）
－Ｈ（式中、Ｍ＝Ｎａ）、
　Ｃｂｚ－Ｖａｌ－Ａｌａ－ＮＨＣＨ（ＣＨ2ＣＨ（ＣＨ3）2））Ｃ（ＯＨ）（ＳＯ3Ｍ）
－Ｈ（式中、Ｍ＝Ｎａ）、
　Ｃｂｚ－Ｇｌｙ－Ａｌａ－ＮＨＣＨ（ＣＨ2Ｐｈ）Ｃ（ＯＨ）（ＳＯ3Ｍ）－Ｈ（式中、
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Ｍ＝Ｎａ）、
　Ｃｂｚ－Ｇｌｙ－Ａｌａ－ＮＨＣＨ（ＣＨ（ＣＨ3）2）Ｃ（ＯＨ）（ＳＯ3Ｍ）－Ｈ（
式中、Ｍ＝Ｎａ）、
　Ｃｂｚ－Ｇｌｙ－Ｇｌｙ－ＮＨＣＨ（ＣＨ2Ｃ6Ｈ4ＯＨ）Ｃ（ＯＨ）（ＳＯ3Ｍ）－Ｈ（
式中、Ｍ＝Ｎａ）、
　Ｃｂｚ－Ｇｌｙ－Ｇｌｙ－ＮＨＣＨ（ＣＨ2Ｐｈ）Ｃ（ＯＨ）（ＳＯ3Ｍ）－Ｈ（式中、
Ｍ＝Ｎａ）、
　Ｃｂｚ－Ａｒｇ－Ｖａｌ－ＮＨＣＨ（ＣＨ2Ｃ6Ｈ4ＯＨ）Ｃ（ＯＨ）（ＳＯ3Ｍ）－Ｈ（
式中、Ｍ＝Ｎａ）、
　Ｃｂｚ－Ｌｅｕ－Ｖａｌ－ＮＨＣＨ（ＣＨ2Ｃ6Ｈ4ＯＨ）Ｃ（ＯＨ）（ＳＯ3Ｍ）－Ｈ（
式中、Ｍ＝Ｎａ）、
　Ａｃ－Ｌｅｕ－Ｇｌｙ－Ａｌａ－ＮＨＣＨ（ＣＨ2Ｃ6Ｈ4ＯＨ）Ｃ（ＯＨ）（ＳＯ3Ｍ）
－Ｈ（式中、Ｍ＝Ｎａ）、
　Ａｃ－Ｐｈｅ－Ｇｌｙ－Ａｌａ－ＮＨＣＨ（ＣＨ2Ｃ6Ｈ4ＯＨ）Ｃ（ＯＨ）（ＳＯ3Ｍ）
－Ｈ（式中、Ｍ＝Ｎａ）、
　Ａｃ－Ｔｙｒ－Ｇｌｙ－Ａｌａ－ＮＨＣＨ（ＣＨ2Ｃ6Ｈ4ＯＨ）Ｃ（ＯＨ）（ＳＯ3Ｍ）
－Ｈ（式中、Ｍ＝Ｎａ）、
　Ａｃ－Ｐｈｅ－Ｇｌｙ－Ａｌａ－ＮＨＣＨ（ＣＨ2ＣＨ（ＣＨ3）2））Ｃ（ＯＨ）（Ｓ
Ｏ3Ｍ）－Ｈ（式中、Ｍ＝Ｎａ）、
　Ａｃ－Ｐｈｅ－Ｇｌｙ－Ａｌａ－ＮＨＣＨ（ＣＨ2Ｐｈ）Ｃ（ＯＨ）（ＳＯ3Ｍ）－Ｈ（
式中、Ｍ＝Ｎａ）、
　Ａｃ－Ｐｈｅ－Ｇｌｙ－Ｖａｌ－ＮＨＣＨ（ＣＨ2Ｃ6Ｈ4ＯＨ）Ｃ（ＯＨ）（ＳＯ3Ｍ）
－Ｈ（式中、Ｍ＝Ｎａ）、
　Ａｃ－Ｐｈｅ－Ｇｌｙ－Ａｌａ－ＮＨＣＨ（ＣＨ2ＣＨ2ＳＣＨ3）（ＳＯ3Ｍ）－Ｈ（式
中、Ｍ＝Ｎａ）、
　Ａｃ－Ｔｒｐ－Ｌｅｕ－Ｖａｌ－ＮＨＣＨ（ＣＨ2Ｃ6Ｈ4ＯＨ）Ｃ（ＯＨ）（ＳＯ3Ｍ）
－Ｈ（式中、Ｍ＝Ｎａ）、
　ＭｅＯ－ＣＯ－Ｖａｌ－Ａｌａ－ＮＨＣＨ（ＣＨ2ＣＨ（ＣＨ3）2））Ｃ（ＯＨ）（Ｓ
Ｏ3Ｍ）－Ｈ（式中、Ｍ＝Ｎａ）、
　ＭｅＮＣＯ－Ｖａｌ－Ａｌａ－ＮＨＣＨ（ＣＨ2ＣＨ（ＣＨ3）2））Ｃ（ＯＨ）（ＳＯ3

Ｍ）－Ｈ（式中、Ｍ＝Ｎａ）、
　ＭｅＯ－ＣＯ－Ｐｈｅ－Ｇｌｙ－Ａｌａ－ＮＨＣＨ（ＣＨ2ＣＨ（ＣＨ3）2））Ｃ（Ｏ
Ｈ）（ＳＯ3Ｍ）－Ｈ（式中、Ｍ＝Ｎａ）、
　ＭｅＯ－ＣＯ－Ｐｈｅ－Ｇｌｙ－Ａｌａ－ＮＨＣＨ（ＣＨ2Ｐｈ）Ｃ（ＯＨ）（ＳＯ3Ｍ
）－Ｈ（式中、Ｍ＝Ｎａ）、
　ＭｅＳＯ2－Ｐｈｅ－Ｇｌｙ－Ａｌａ－ＮＨＣＨ（ＣＨ2ＣＨ（ＣＨ3）2））Ｃ（ＯＨ）
（ＳＯ3Ｍ）－Ｈ（式中、Ｍ＝Ｎａ）、
　ＭｅＳＯ2－Ｖａｌ－Ａｌａ－ＮＨＣＨ（ＣＨ2ＣＨ（ＣＨ3）2））Ｃ（ＯＨ）（ＳＯ3

Ｍ）－Ｈ（式中、Ｍ＝Ｎａ）、
　ＰｈＣＨ2Ｏ（ＯＨ）（Ｏ）Ｐ－Ｖａｌ－Ａｌａ－ＮＨＣＨ（ＣＨ2ＣＨ（ＣＨ3）2））
Ｃ（ＯＨ）（ＳＯ3Ｍ）－Ｈ（式中、Ｍ＝Ｎａ）、
　ＥｔＳＯ2－Ｐｈｅ－Ｇｌｙ－Ａｌａ－ＮＨＣＨ（ＣＨ2ＣＨ（ＣＨ3）2））Ｃ（ＯＨ）
（ＳＯ3Ｍ）－Ｈ（式中、Ｍ＝Ｎａ）、
　ＰｈＣＨ2ＳＯ2－Ｖａｌ－Ａｌａ－ＮＨＣＨ（ＣＨ2ＣＨ（ＣＨ3）2））Ｃ（ＯＨ）（
ＳＯ3Ｍ）－Ｈ（式中、Ｍ＝Ｎａ）、
　ＰｈＣＨ2Ｏ（ＯＨ）（Ｏ）Ｐ－Ｌｅｕ－Ａｌａ－ＮＨＣＨ（ＣＨ2ＣＨ（ＣＨ3）2））
Ｃ（ＯＨ）（ＳＯ3Ｍ）－Ｈ（式中、Ｍ＝Ｎａ）、
　ＰｈＣＨ2Ｏ（ＯＨ）（Ｏ）Ｐ－Ｐｈｅ－Ａｌａ－ＮＨＣＨ（ＣＨ2ＣＨ（ＣＨ3）2））
Ｃ（ＯＨ）（ＳＯ3Ｍ）－Ｈ（式中、Ｍ＝Ｎａ）、
　ＭｅＯ（ＯＨ）（Ｏ）Ｐ－Ｌｅｕ－Ｇｌｙ－Ａｌａ－ＮＨＣＨ（ＣＨ2ＣＨ（ＣＨ3）2
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））Ｃ（ＯＨ）（ＳＯ3Ｍ）－Ｈ（式中、Ｍ＝Ｎａ）、および
　Ｐｈｅ－尿素－Ａｒｇ－Ｖａｌ－ＮＨＣＨ（ＣＨ2Ｃ6Ｈ4ＯＨ）Ｃ（ＯＨ）（ＳＯ3Ｍ）
－Ｈ（式中、Ｍ＝Ｎａ）。
【０１７２】
プロテアーゼ阻害剤の塩
　液体多酵素組成物に使用される塩は、一価カチオンと有機アニオンとの塩である。一価
カチオンは、たとえば、Ｎａ+、Ｋ+、またはＮＨ4

+でありうる。有機アニオンは、たとえ
ば、ホルメート、アセテート、シトレート、またはラクテートでありうる。したがって、
一価カチオンと有機アニオンとの塩は、たとえば、ギ酸ナトリウム、ギ酸カリウム、ギ酸
アンモニウム、酢酸ナトリウム、酢酸カリウム、酢酸アンモニウム、乳酸ナトリウム、乳
酸カリウム、乳酸アンモニウム、クエン酸一ナトリウム、クエン酸二ナトリウム、クエン
酸三ナトリウム、クエン酸ナトリウムカリウム、クエン酸カリウム、クエン酸アンモニウ
ムなどでありうる。特定の実施形態は、ギ酸ナトリウムである。
【０１７３】
洗剤製品の配合
　洗剤酵素は、１種以上の酵素を含有する個別の添加剤を添加することにより、またはこ
れらの酵素をすべて含む組合せ添加剤を添加することにより、洗剤組成物に組み込みうる
。本発明に係る洗剤添加剤、すなわち、個別の添加剤または組合せ添加剤は、たとえば、
顆粒、液体、スラリーなどとして配合可能である。好ましい洗剤添加剤配合物は、顆粒、
特定的には非発塵性顆粒、液体、特定的には安定化液体、またはスラリーである。一実施
形態では、安定化液体またはスラリーの洗剤添加剤は、１種以上の界面活性剤、好ましく
は非イオン性界面活性剤の選択を含む。
【０１７４】
　非発塵性顆粒は、たとえば、米国特許第４，１０６，９９１号明細書および同第４，６
６１，４５２号明細書に開示されるように作製されうるとともに、任意選択で、当技術分
野で公知の方法により被覆されうる。ワックス被覆材料の例は、１０００～２００００の
平均モル重量を有するポリ（エチレンオキシド）生成物（ポリエチレングリコール、ＰＥ
Ｇ）、１６～５０個のエチレンオキシド単位を有するエトキシル化ノニルフェノール、ア
ルコールが１２～２０個の炭素原子を含有しかつ１５～８０個のエチレンオキシド単位が
存在するエトキシル化脂肪アルコール、脂肪アルコール、脂肪酸、ならびに脂肪酸のモノ
およびジおよびトリグリセリドである。流動床技術による適用に好適なフィルム形成性被
覆材料の例は、英国特許第１４８３５９１号明細書に与えられている。液体酵素調製物は
、たとえば、確立された方法に従って、プロピレングリコールなどのポリオール、糖また
は糖アルコール、乳酸またはホウ酸を添加することにより、安定化されうる。保護された
酵素は、欧州特許第２３８，２１６号明細書に開示される方法に従って調製されうる。
【０１７５】
　本発明に係る洗剤組成物の酵素は、従来の安定化剤、たとえば、ポリオール、たとえば
、プロピレングリコールもしくはグリセロール、糖もしくは糖アルコール、乳酸、ホウ酸
、またはホウ酸誘導体、たとえば、芳香族ホウ酸エステル、またはフェニルボロン酸誘導
体、たとえば、４－ホルミルフェニルボロン酸を用いて安定化されうる。また、組成物は
、たとえば、国際公開第９２／１９７０９号パンフレットおよび国際公開第９２／１９７
０８号パンフレットに記載されるように配合されうる。
【０１７６】
　また、本発明に係るポリペプチドは、国際公開第９７／０７２０２号パンフレット（参
照により本明細書に組み込まれる）に開示される洗剤配合物に組み込まれうる。
【０１７７】
　洗剤成分および多酵素組成物は、個別の容器内または区画内に存在させることにより、
互いに物理的に分離されうる。したがって、成分間の貯蔵時の有害相互作用を回避するこ
とが可能である。たとえば、プロテアーゼは、顆粒、粉末、液体、またはスラリーとして
、任意選択で、アルカリ、界面活性剤、ハイドロトロープ、ビルダーおよびコビルダー、



(64) JP 2016-516452 A 2016.6.9

10

20

30

40

50

漂白系、ポリマー、布色味付け剤、および補助材料を含むリストから選択される１種以上
の洗剤成分と一緒に、１つの区画内に存在しうるとともに、他方酵素は、顆粒、粉末、液
体、またはスラリーとして配合されて他の区画内に配置され、そして洗剤成分は、１つ以
上のさらなる区画内に配置される。他の選択肢として、酵素は、粉末、顆粒、液体、また
はスラリーとして配合一体化され、１つ以上のさらなる区画内に存在しうる洗剤成分とは
別の区画内に存在する。
【０１７８】
　また、各成分の異なる溶解プロファイルにより、洗濯溶液中の所定の成分の遅延溶解を
引き起こすことが可能である。
【０１７９】
　液体洗剤またはゲル洗剤は、典型的には、少なくとも１０重量％、かつ９５％までの水
、たとえば、約７０％までの水、約６５％までの水、約５５％までの水、約４５％までの
水、約３５％までの水を含有して、水性でありうる。限定されるものではないが、アルカ
ノール、アミン、ジオール、エーテル、およびポリオールを含めて、他のタイプの液体は
、水性の液体またはゲルに組み込まれうる。水性の液体またはゲルの洗剤は、０～３０％
の有機溶媒を含有しうる。液体洗剤またはゲル洗剤は、非水性でありうる。
【０１８０】
　本発明はさらに、以下の項にまとめられる。
【０１８１】
　１．以下の工程、すなわち、
　（ｉ）洗濯機内に布／テキスタイルを配置する工程と、
　（ｉｉ）アルカリ、界面活性剤、ハイドロトロープ、ビルダーおよびコビルダー、漂白
系、ポリマー、布色味付け剤、ならびに／または補助材料を含むリストから選択される１
種以上の洗剤成分を水中に溶解／混合することにより、７～１３の範囲内のｐＨを有する
洗濯液を提供する工程と、
　（ｉｉｉ）任意選択で、洗濯液中で布／テキスタイルを洗濯する工程と、
　（ｉｖ）多酵素組成物を粉末、顆粒、液体、もしくはスラリーとして工程（ｖ）の時に
添加する工程であって、任意選択で、２つ以上の個別の組成物中の酵素を添加するか、ま
たは水中に溶解もしくは混合された界面活性剤、ハイドロトロープ、ビルダーおよびコビ
ルダー、漂白系、ポリマー、布色味付け剤、ならびに補助材料を含むリストから選択され
る１種以上の洗剤成分と一緒のいくつかの酵素と、１つ以上の個別の組成物中の他の酵素
とを添加する工程と、
　（ｖ）洗濯液中で布／テキスタイルを洗濯する工程と、
　（ｖｉ）任意選択で、水中に溶解または混合されたアルカリ、界面活性剤、ハイドロト
ロープ、ビルダーおよびコビルダー、漂白系、ポリマー、布色味付け剤、ならびに補助材
料を含むリストから選択される１種以上の洗剤成分を洗濯液に添加して、洗濯液中で布／
テキスタイルを洗濯する工程と、
　（ｖｉｉ）洗濯液を排出する工程と、
　（ｖｉｉｉ）任意選択で、工程（ｉｉ）～（ｖｉｉ）の洗濯サイクルを繰り返して、残
留洗濯液を排出する工程と、
　（ｉｘ）濯ぎおよび任意選択で布／テキスタイルの乾燥を行う工程と、
を含み、
　付帯条件として、
　・工程（ｉｉ）～工程（ｖｉｉ）の洗濯サイクルが１回のみ行われる場合、工程（ｉｉ
）の洗濯液のｐＨが８～１０．５の範囲内であり、
　・工程（ｖｉｉｉ）の下で洗濯サイクルが繰り返される場合、少なくとも１回の洗濯サ
イクルでは工程（ｉｉ）の洗濯液のｐＨが８～１０．５の範囲内であり、かつ
　・工程（ｖｉｉｉ）の下で洗濯サイクルが繰り返される場合、少なくとも１回の洗濯サ
イクルでは工程（ｉｉ）～工程（ｖ）で塩素を含む漂白系も塩素を含む洗濯液も使用され
ない、
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テキスタイルおよび／または布のクリーニングまたは洗濯のための産業用または施設用の
クリーニングまたは洗濯の方法。
【０１８２】
　２．工程（ｉｉ）の洗濯液が、界面活性剤、アルカリ、および／または炭酸塩を水に溶
解させることにより提供される、第１項に記載の方法。
【０１８３】
　３．工程（ｖｉ）の洗濯液のｐＨが、８～１３の範囲内、たとえば、１０～１３の範囲
内である、第１項～第２項のいずれか一項に記載の方法。
【０１８４】
　４．以下の工程、すなわち、
　（ｉ）洗濯機内に布／テキスタイルを配置する工程と、
　（ｉｉ）多酵素組成物を粉末、顆粒、液体、もしくはスラリーとして添加する工程であ
って、任意選択で、２つ以上の個別の組成物中の酵素を添加するか、または水中に溶解も
しくは混合された界面活性剤、ハイドロトロープ、ビルダーおよびコビルダー、漂白系、
ポリマー、布色味付け剤、ならびに補助材料を含むリストから選択される１種以上の洗剤
成分と一緒のいくつかの酵素と、１つ以上の個別の組成物中の他の酵素とを添加する工程
と、
　（ｉｉｉ）アルカリ、界面活性剤、ハイドロトロープ、ビルダーおよびコビルダー、漂
白系、ポリマー、布色味付け剤、ならびに／または補助材料を含むリストから選択される
１種以上の洗剤成分を水中に溶解／混合することにより、７～１３の範囲内のｐＨを有す
る洗濯液を提供する工程と、
　（ｉｖ）洗濯液中で布／テキスタイルを洗濯する工程と、
　（ｖ）任意選択で、水中に溶解または混合されたアルカリ、界面活性剤、ハイドロトロ
ープ、ビルダーおよびコビルダー、漂白系、ポリマー、布色味付け剤、ならびに補助材料
を含むリストから選択される１種以上の洗剤成分を添加して、洗濯液中で布／テキスタイ
ルを洗濯する工程と、
　（ｖｉ）洗濯液を排出する工程と、
　（ｖｉｉ）任意選択で、工程（ｉｉ）～（ｖｉ）の洗濯サイクルを繰り返す工程と、
　（ｖｉｉｉ）濯ぎおよび任意選択で布／テキスタイルの乾燥を行う工程と、
　を含み、
　付帯条件として、
　・工程（ｉｉ）～工程（ｖｉ）の洗濯サイクルが１回のみ行われる場合、工程（ｉｉｉ
）の洗濯液のｐＨが８～１０．５の範囲内であり、
　・工程（ｖｉｉｉ）の下で洗濯サイクルが繰り返される場合、少なくとも１回の洗濯サ
イクルでは工程（ｉｉｉ）の洗濯液のｐＨが８～１０．５の範囲内であり、かつ
　・工程（ｖｉｉｉ）の下で洗濯サイクルが繰り返される場合、少なくとも１回の洗濯サ
イクルでは工程（ｉｉ）～工程（ｖ）で塩素を含む漂白系も塩素を含む洗濯液も使用され
ない、
テキスタイルおよび／または布のクリーニングまたは洗濯のための産業用または施設用の
クリーニングまたは洗濯の方法。
【０１８５】
　５．工程（ｉｉｉ）の洗濯液が、界面活性剤、アルカリ、および／または炭酸塩を水に
溶解させることにより提供される、第４項に記載の方法。
【０１８６】
　６．工程（ｖｉ）の洗濯液のｐＨが、８～１３の範囲内、たとえば、１０～１３の範囲
内である、第４項～第５項のいずれか一項に記載の方法。
【０１８７】
　７．多酵素組成物が、プロテアーゼ、アミラーゼ、リパーゼ、セルラーゼ、クチナーゼ
、アシルトランスフェラーゼ、エンドグルカナーゼ、キシログルカナーゼ、マンナナーゼ
、アラビナーゼ、ガラクタナーゼ、ペクチナーゼ、ペクチン酸リアーゼ、キサンタナーゼ
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、キサンタンリアーゼ、キシラナーゼ、ラッカーゼ、および／またはペルオキシダーゼの
中から選択される２種以上の酵素を含む、第１項～第６項のいずれか一項に記載の方法。
【０１８８】
　８．多酵素組成物が、１種以上のプロテアーゼと、１種以上のアミラーゼと、任意選択
で、リパーゼ、セルラーゼ、クチナーゼ、アシルトランスフェラーゼ、エンドグルカナー
ゼ、キシログルカナーゼ、マンナナーゼ、アラビナーゼ、ガラクタナーゼ、ペクチナーゼ
、ペクチン酸リアーゼ、キサンタナーゼ、キサンタンリアーゼ、キシラナーゼ、ラッカー
ゼ、および／またはペルオキシダーゼの中から選択される１種以上の酵素と、を含む、第
１項～第７項のいずれか一項に記載の方法。
【０１８９】
　９．多酵素組成物が、１種以上のプロテアーゼと、１種以上のセルラーゼと、任意選択
で、アミラーゼ、リパーゼ、クチナーゼ、アシルトランスフェラーゼ、エンドグルカナー
ゼ、キシログルカナーゼ、マンナナーゼ、アラビナーゼ、ガラクタナーゼ、ペクチナーゼ
、ペクチン酸リアーゼ、キサンタナーゼ、キサンタンリアーゼ、キシラナーゼ、ラッカー
ゼ、および／またはペルオキシダーゼの中から選択される１種以上の酵素と、を含む、第
１項～第８項のいずれか一項に記載の方法。
【０１９０】
　１０．各プロテアーゼが、独立して、
　（ａ）配列番号１に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一
性を有するポリペプチド、
　（ｂ）配列番号１またはポリペプチドがＢＰＮ’番号付けを用いて位置９、１５、２７
、３６、６８、７６、８７、９５、９６、９７、９８、９９、１００、１０１、１０２、
１０３、１０４、１０６、１１８、１２０、１２３、１２８、１２９、１３０、１６０、
１６７、１７０、１９４、１９５、２１８、２２２、２３２、２３５、２３６、２４５、
２４８、２５２、および／もしくは２７４の１つ以上に置換を含むその変異体に対して、
少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　（ｃ）配列番号２に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一
性を有するポリペプチド、
　（ｄ）配列番号２またはポリペプチドが位置３、４、９９、１０１、１０３、１０４、
１５９、１９４、１９９、２０５、および／もしくは２１７の１つ以上に置換を含むその
変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有する
ポリペプチド、および
　（ｅ）配列番号２３に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同
一性を有するポリペプチド、
からなる群から選択される、第１項～第９項のいずれか一項に記載の方法。
【０１９１】
　１１．各アミラーゼが、独立して、
　（ａ）配列番号３に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一
性を有するポリペプチド、
　（ｂ）配列番号３またはポリペプチドが位置１５、２３、１０５、１０６、１２４、１
２８、１３３、１５４、１５６、１７８、１７９、１８１、１８８、１９０、１９７、２
０１、２０２、２０７、２０８、２０９、２１１、２４３、２６４、３０４、３０５、３
９１、４０８、および／もしくは４４４の１つ以上に置換を含むその変異体に対して、少
なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　（ｃ）配列番号４に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一
性を有するポリペプチド、
　（ｄ）配列番号５のハイブリッドポリペプチドに対して少なくとも９０％、たとえば、
少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　（ｅ）ハイブリッドポリペプチドが、位置４８、４９、１０７、１５６、１８１、１９
０、１９７、２０１、２０９、および／または２６４の１つ以上に置換、欠失、または挿
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入を含む、配列番号５のハイブリッドポリペプチドに対して、少なくとも９０％、たとえ
ば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　（ｆ）配列番号６に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一
性を有するポリペプチド、
　（ｇ）配列番号６またはポリペプチドが位置１８１、１８２、１８３、１８４、１９５
、２０６、２１２、２１６、および／もしくは２６９の１つ以上に置換、欠失、もしくは
挿入を含むその変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列
同一性を有するポリペプチド、
　（ｈ）配列番号７、配列番号８、または配列番号９に対して少なくとも９０％、たとえ
ば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　（ｉ）配列番号７、配列番号８、もしくは配列番号９、またはポリペプチドが位置１４
０、１８３、１８４、１９５、２０６、２４３、２６０、３０４、および／もしくは４７
６の１つ以上に置換、欠失、もしくは挿入を含むそれらの変異体に対して、少なくとも９
０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド
　（ｊ）配列番号１０に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同
一性を有するポリペプチド、
　（ｋ）配列番号１１に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同
一性を有するポリペプチド、
　（ｌ）配列番号１１またはポリペプチドが位置１７６、１７７、１７８、１７９、１９
０、２０１、２０７、２１１、および／もしくは２６４の１つ以上に置換、欠失、もしく
は挿入を含むその変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配
列同一性を有するポリペプチド、
　（ｍ）配列番号１２に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同
一性を有するポリペプチド、
　（ｎ）配列番号１２またはポリペプチドが位置８７、９８、１２５、１２８、１３１、
１６５、１７８、１８０、１８１、１８２、１８３、２０１、２０２、２２５、２４３、
２７２、２８２、３０５、３０９、３１９、３２０、３５９、４４４、および／もしくは
４７５の１つ以上に置換、欠失、もしくは挿入を含むその変異体に対して、少なくとも９
０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　（ｏ）配列番号１３に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同
一性を有するポリペプチド、および
　（ｐ）配列番号１３またはポリペプチドが位置２８、１１８、１７４、１８１、１８２
、１８３、１８４、１８６、１８９、１９５、２０２、２９８、２９９、３０２、３０３
、３０６、３１０、３１４、３２０、３２４、３４５、３９６、４００、４３９、４４４
、４４５、４４６、４４９、４５８、４７１、および／もしくは４８４の１つ以上に置換
、欠失、もしくは挿入を含むその変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なく
とも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
からなる群から選択される、第１項～第１０項のいずれか一項に記載の方法。
【０１９２】
　１２．各セルラーゼが、独立して、
　（ａ）配列番号１４の位置１～位置７７３のアミノ酸配列に対して少なくとも９０％、
たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、および
　（ｂ）配列番号１５に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、たとえ
ば、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド
、および
　（ｃ）配列番号１５またはポリペプチドが位置２、４、７、８、１０、１３、１５、１
９、２０、２１、２５、２６、２９、３２、３３、３４、３５、３７、４０、４２、４２
ａ、４３、４４、４８、５３、５４、５５、５８、５９、６３、６４、６５、６６、６７
、７０、７２、７６、７９、８０、８２、８４、８６、８８、９０、９１、９３、９５、
９７、１００、１０１、１０２、１０３、１１３、１１４、１１７、１１９、１２１、１
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３３、１３６、１３７、１３８、１３９、１４０、１４１、１４３、１４５、１４６、１
４７、１５０、１５１、１５２、１５３、１５４、１５５、１５６、１５７、１５８、１
５９、１６０、１６１、１６２、１６４、１６５、１６８、１７０、１７１、１７２、１
７３、１７５、１７６、１７８、１８１、１８３、１８４、１８５、１８６、１８８、１
９１、１９２、１９５、１９６、および／もしくは２００の１つ以上に置換、欠失、もし
くは挿入を含むその変異体に対して、少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、
たとえば、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペ
プチド、
（ｄ）配列番号２２に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、たとえば
、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
からなる群から選択される、第１項～第１１項のいずれか一項に記載の方法。
【０１９３】
　１３．各リパーゼが、独立して、
　（ａ）配列番号１６に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同
一性を有するポリペプチド、
　（ｂ）配列番号１６またはポリペプチドが位置４、２４、２７、３３、５７、５８、６
０、６２、８１、８３、８４、８６、８７、９０、９１、９４、９６、９９、１０１、１
０２、１４７、１５０、１９０、２０２、２０９、２１０、２１１、２２７、２３１、２
３３、２４９、２５５、２５６、２７０、２７１、および２７２の１つ以上に置換、欠失
、もしくは挿入を含むその変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９
５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　（ｃ）配列番号１６またはポリペプチドが次の置換Ｔ２３１ＲおよびＮ２３３Ｒを含む
その変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有
するポリペプチド、
からなる群から選択される、第１項～第１２項のいずれか一項に記載の方法。
【０１９４】
　１４．各ペクチン酸リアーゼが、独立して、
　（ａ）配列番号１７に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少なく
とも９０％、または少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、および
　（ｂ）配列番号１７またはポリペプチドが位置５、９、１１、２６、２８、３０、３１
、３７、４０、４５、４６、４７、４８、４９、５０、５１、５２、５４、６１、６４、
６８、６９、７０、７１、７４、７５、７６、７９、８６、８７、９１、９９、１０５、
１０６、１０７、１１１、１１５、１１６、１１８、１２２、１２３、１３４、１３６、
１３９、１４０、１４１、１４６、１４８、１５６、１５８、１７０、１８２、１８５、
１８６、１８９、１９３、１９４、１９６、１９９、２０１、２０２、２０４、２１３、
２１５、２１８、２２４、２２８、２２９、２３４、２３５、２３７、２５１、２５６、
２５７、２５８、２７２、２７７、２８６、２９５、２９８、３０１、３０２、３０３、
３０５、３０７、３０８、３１４、３１６、３２３、３２４、３２６、３３１、３３２、
３３３、３３４、３３５、３３６、３３７、３３８、３３９、３４０、３４１、３４９、
３５６、３５７、３６３、３６６、３７８、３８１、３８４、３８６、３８７、３８９、
３９０、３９１、３９３、および／もしくは３９７の１つ以上に置換、欠失、もしくは挿
入を含むその変異体に対して、少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少なく
とも９０％、もしくは少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
からなる群から選択される、第１項～第１３項のいずれか一項に記載の方法。
【０１９５】
　１５．各マンナナーゼが、独立して、
　（ａ）配列番号１８のアミノ酸３１～３３０に対して少なくとも８０％、たとえば、少
なくとも８５％、少なくとも９０％、または少なくとも９５％の配列同一性を有するポリ
ペプチド、
　（ｂ）配列番号１９のアミノ酸３２～３３４に対して少なくとも８０％、たとえば、少
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なくとも８５％、少なくとも９０％、または少なくとも９５％の配列同一性を有するポリ
ペプチド、
　（ｃ）配列番号２０のアミノ酸３３～３３１に対して少なくとも８０％、たとえば、少
なくとも８５％、少なくとも９０％、または少なくとも９５％の配列同一性を有するポリ
ペプチド、および
　（ｄ）配列番号２１のアミノ酸６８～３６９に対して少なくとも８０％、たとえば、少
なくとも８５％、少なくとも９０％、または少なくとも９５％の配列同一性を有するポリ
ペプチド、
からなる群から選択される、第１項～第１４項のいずれか一項に記載の方法。
【０１９６】
　１６．洗濯サイクル１回あたり添加される各酵素の量が、乾燥テキスタイル１キログラ
ムあたり０．０００１～５００ｍｇの酵素タンパク質、好ましくは、０．００１～２００
ｍｇの酵素タンパク質、より好ましくは、０．０１～１００ｍｇの酵素タンパク質、さら
により好ましくは、０．０５～５０ｍｇの酵素タンパク質、最も好ましくは、乾燥テキス
タイル１キログラムあたり０．２～２０ｍｇの酵素タンパク質に対応する、第１項～第１
５項のいずれか一項に記載の方法。
【０１９７】
　１７．多酵素組成物が、改善されたクリーニング効果、たとえば、改善された洗濯性能
および／または改善された酵素洗浄効果を与える、第１項～第１６項のいずれか一項に記
載の方法。
【０１９８】
　１８．最高洗濯温度が低減されると同時に、最高洗濯温度が低減されずかつ多酵素組成
物が使用されない方法と比較して同等のまたは改善されたクリーニング効果、たとえば、
改善された洗濯性能および／または酵素洗浄効果が得られる、第１項～第１７項のいずれ
か一項に記載の方法。
【０１９９】
　１９．洗濯時間が低減されると同時に、洗濯時間が低減されずかつ多酵素組成物が使用
されない方法と比較して同等のまたは改善されたクリーニング効果、たとえば、改善され
た洗濯性能および／または酵素洗浄効果が得られる、第１項～第１８項のいずれか一項に
記載の方法。
【０２００】
　２０．洗剤成分の量が低減されると同時に、洗剤成分の量が低減されずかつ多酵素組成
物が使用されない方法と比較して同等のまたは改善されたクリーニング効果、たとえば、
改善された洗濯性能および／または酵素洗浄効果が得られる、第１項～第１９項のいずれ
か一項に記載の方法。
【０２０１】
　２１．洗濯液が部分的にのみ排出され、かつ洗濯液の残りの部分が、２回目または３回
目の洗濯サイクル時、任意選択で新しい供給水と共に、洗濯液として使用される、第１項
～第２０項のいずれか一項に記載の方法。
【０２０２】
　２２．洗濯液のｐＨが、７～１０．５の範囲内、８～１０．５の範囲内、８．５～９．
５の範囲内、９～９．５の範囲内、９～１１の範囲内、９．５～１０．５の範囲内、１０
～１１の範囲内、または１０．５～１１の範囲内である、第１項～第２１項のいずれか一
項に記載の方法。
【０２０３】
　２３．１回目の洗濯サイクル時の洗濯液のｐＨが、７～１０．５の範囲内、８～１０．
５の範囲内、８．５～９．５の範囲内、９～９．５の範囲内、または９．５～１０．５の
範囲内である、第１項～第２２項のいずれか一項に記載の方法。
【０２０４】
　２４．２回目または３回目の洗濯サイクル時の洗濯液のｐＨが、９～１１の範囲内、１
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０～１１の範囲内、１１～１２の範囲内、１２～１３の範囲内、または１１．５～１２．
５の範囲内である、第１項～第２３項のいずれか一項に記載の方法。
【０２０５】
　２５．漂白系が、過酸化水素、前形成過酸、およびそれらの混合物を含む、第１項～第
２４項のいずれか一項に記載の方法。
【０２０６】
　２６．過酸が、６－（フタルイミド）ペルオキシヘキサン酸（ＰＡＰ）、ペルオキシカ
ルボン酸およびその塩、過炭酸およびその塩、過イミド酸およびその塩、ペルオキシ一硫
酸およびその塩、ならびにそれらの混合物からなる群から選択される、第１項～第２５項
のいずれか一項に記載の方法。
【０２０７】
　２７．方法がトンネル洗浄機（連続バッチ洗濯機）で行われる、第１項～第２６項のい
ずれか一項に記載の方法。
【０２０８】
　２８．多酵素組成物が、
　ａ）配列番号１に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性
を有するプロテアーゼ、
　ｂ）配列番号１１に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一
性を有するアミラーゼ、
　ｃ）配列番号１５に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、たとえば
、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　ｄ）配列番号１４の位置１～位置７７３のアミノ酸配列に対して少なくとも９０％、た
とえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するセルラーゼ、または配列番号２２に対し
て少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、たとえば、少なくとも９０％、たと
えば、少なくとも９５％の配列同一性を有するセルラーゼ、
　ｅ）配列番号１６またはポリペプチドが次の置換Ｔ２３１ＲおよびＮ２３３Ｒを含むそ
の変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有す
るリパーゼ、
　ｆ）配列番号１７に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少なくと
も９０％、または少なくとも９５％の配列同一性を有するペクチン酸リアーゼ、および
　ｇ）配列番号１８のアミノ酸３１～３３０に対して少なくとも８０％、たとえば、少な
くとも８５％、少なくとも９０％、または少なくとも９５％の配列同一性を有するマンナ
ナーゼ、
を含む、第１項～第２７項のいずれか一項に記載の方法。
【０２０９】
　２９．乾燥テキスタイル１ｋｇあたり０．１～２．０ｇの顆粒多酵素組成物が方法に使
用され、組成物が、
　ａ）配列番号１に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性
を有するプロテアーゼの３５～４５ｗ％の顆粒、
　ｂ）配列番号１１に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一
性を有するアミラーゼの８～１８ｗｔ％の顆粒、
　ｃ）配列番号１５に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、たとえば
、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチドの
２．５～５．５ｗｔ％の顆粒、
　ｄ）配列番号１４の位置１～位置７７３のアミノ酸配列に対して少なくとも９０％、た
とえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するセルラーゼの７．５～１２．５ｗｔ％の
顆粒、
　ｅ）配列番号１６またはポリペプチドが次の置換Ｔ２３１ＲおよびＮ２３３Ｒを含むそ
の変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有す
るリパーゼの６～１１ｗｔ％の顆粒、
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　ｆ）配列番号１７に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少なくと
も９０％、または少なくとも９５％の配列同一性を有するペクチン酸リアーゼの７．５～
１２．５ｗｔ％の顆粒、および
　ｇ）配列番号１８のアミノ酸３１～３３０に対して少なくとも８０％、たとえば、少な
くとも８５％、少なくとも９０％、または少なくとも９５％の配列同一性を有するマンナ
ナーゼの７．５～１２．５ｗｔ％の顆粒、
を含む、第１項～第２８項のいずれか一項に記載の方法。
【０２１０】
　３０．乾燥テキスタイル１ｋｇあたり０．５ｇの顆粒多酵素組成物が方法に使用され、
組成物が、
　ａ）配列番号１に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性
を有するプロテアーゼの４１．３ｗｔ％の顆粒、
　ｂ）配列番号１１に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一
性を有するアミラーゼの１３．３ｗｔ％の顆粒、
　ｃ）配列番号１５に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、たとえば
、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチドの
４．７ｗｔ％の顆粒、
　ｄ）配列番号１４の位置１～位置７７３のアミノ酸配列に対して少なくとも９０％、た
とえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するセルラーゼの１０．７ｗｔ％の顆粒、
　ｅ）配列番号１６またはポリペプチドが次の置換Ｔ２３１ＲおよびＮ２３３Ｒを含むそ
の変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有す
るリパーゼの８．７ｗｔ％の顆粒、
　ｆ）配列番号１７に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少なくと
も９０％、または少なくとも９５％の配列同一性を有するペクチン酸リアーゼの１０．７
ｗｔ％の顆粒、および
　ｇ）配列番号１８のアミノ酸３１～３３０に対して少なくとも８０％、たとえば、少な
くとも８５％、少なくとも９０％、または少なくとも９５％の配列同一性を有するマンナ
ナーゼの１０．７ｗｔ％の顆粒、
を含む、第１項～第２９項のいずれか一項に記載の方法。
【０２１１】
　３１．多酵素組成物は、配列番号１４の位置１～位置７７３のアミノ酸配列に対して少
なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチドをさら
に含む、第２８項～第３０項のいずれか一項に記載の方法。
【０２１２】
　３２．多酵素組成物が、
　ａ）配列番号２３に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一
性を有するポリペプチド、
　ｂ）配列番号１６またはポリペプチドが次の置換Ｔ２３１ＲおよびＮ２３３Ｒを含むそ
の変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有す
るポリペプチド、および
　ｃ）配列番号６に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性
を有するポリペプチド、
を含む、第１項～第２７項のいずれか一項に記載の方法。
【０２１３】
　３３．乾燥テキスタイル１ｋｇあたり０．１～６．０ｇの液体多酵素組成物が添加され
、多酵素組成物が、
　ａ）配列番号１に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性
を有する、１．０～２．０ＫＮＰＵ（Ｓ）／ｇの活性を与える濃度のプロテアーゼ、
　ｂ）配列番号１１に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一
性を有する、０．１５～０．５０ＳＮＵ／ｇの活性を与える濃度のアミラーゼ、
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　ｃ）配列番号１５に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、たとえば
、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有する、５０～１００
ＣＮＵ（Ｒ）／ｇの活性を与える濃度のポリペプチド、
　ｄ）配列番号２２の位置１～位置７７３のアミノ酸配列に対して少なくとも９０％、た
とえば、少なくとも９５％の配列同一性を有する、３０～８０ＥＣＵ／ｇの活性を与える
濃度のセルラーゼ、
　ｅ）配列番号１６またはポリペプチドが次の置換Ｔ２３１ＲおよびＮ２３３Ｒを含むそ
の変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有す
る、２．０～４．０ＫＬＵ／ｇの活性を与える濃度のリパーゼ、
　ｆ）配列番号１７に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少なくと
も９０％、または少なくとも９５％の配列同一性を有する、９．０～１６．０ＰＤＥＵ／
ｇの活性を与える濃度のペクチン酸リアーゼ、および
　ｇ）配列番号１８のアミノ酸３１～３３０に対して少なくとも８０％、たとえば、少な
くとも８５％、少なくとも９０％、または少なくとも９５％の配列同一性を有する、０．
０２５～０．０７５ＭＩＵ／ｇの活性を与える濃度のマンナナーゼ、
を含む、第１項～第２７項および第３２項のいずれか一項に記載の方法。
【０２１４】
　３４．乾燥テキスタイル１ｋｇあたり２．０ｇの液体多酵素組成物が添加され、多酵素
組成物が、
　ａ）配列番号１に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％配列同一性を
有する、１．５ＫＮＰＵ（Ｓ）／ｇの活性を与える濃度のプロテアーゼ、
　ｂ）配列番号１１に対して少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％配列同一性
を有する、０．３０ＳＮＵ／ｇの活性を与える濃度のアミラーゼ、
　ｃ）配列番号１５に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、たとえば
、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有する、７２．４ＣＮ
Ｕ（Ｒ）／ｇの活性を与える濃度のポリペプチド、
　ｄ）配列番号２２の位置１～位置７７３のアミノ酸配列に対して少なくとも９０％、た
とえば、少なくとも９５％の配列同一性を有する、５３．６ＥＣＵ／ｇの活性を与える濃
度のセルラーゼ、
　ｅ）配列番号１６またはポリペプチドが次の置換Ｔ２３１ＲおよびＮ２３３Ｒを含むそ
の変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有す
る、２．７ＫＬＵ／ｇの活性を与える濃度のリパーゼ、
　ｆ）配列番号１７に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少なくと
も９０％、または少なくとも９５％の配列同一性を有する、１３．４ＰＤＥＵ／ｇの活性
を与える濃度のペクチン酸リアーゼ、および
　ｇ）配列番号１８のアミノ酸３１～３３０に対して少なくとも８０％、たとえば、少な
くとも８５％、少なくとも９０％、または少なくとも９５％の配列同一性を有する、０．
０５０ＭＩＵ／ｇの活性を与える濃度のマンナナーゼ、
を含む、第１項～第２７項および第３２項～第３３項のいずれか一項に記載の方法。
【０２１５】
　３５．工程（ｉ）と工程（ｉｉ）との間で洗濯工程が行われ、洗濯液のｐＨが８～１３
、たとえば１０～１３の範囲内である、第１項～第３４項のいずれか一項に記載の方法。
【０２１６】
　３６．多酵素組成物が、プロテアーゼ、アミラーゼ、リパーゼ、セルラーゼ、クチナー
ゼ、アシルトランスフェラーゼ、エンドグルカナーゼ、キシログルカナーゼ、マンナナー
ゼ、アラビナーゼ、ガラクタナーゼ、ペクチナーゼ、ペクチン酸リアーゼ、キサンタナー
ゼ、キサンタンリアーゼ、キシラナーゼ、ラッカーゼ、および／またはペルオキシダーゼ
の中から選択される２種以上の酵素を含む、洗濯性能を改善するための多酵素組成物の使
用。
【０２１７】
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　３７．反射率値が、最高洗濯温度が低減されずかつ多酵素組成物が使用されない類似の
洗濯方法と比較して、少なくとも２反射率単位高い、第３６項に記載の使用。
【０２１８】
　３８．反射率値が、少なくとも３反射率単位高い、少なくとも４反射率単位高い、少な
くとも４反射率単位高い、少なくとも５反射率単位高い、少なくとも６反射率単位高い、
少なくとも７反射率単位高い、少なくとも８反射率単位高い、少なくとも９反射率単位高
い、少なくとも１０反射率単位高い、少なくとも１１反射率単位高い、少なくとも１２反
射率単位高い、少なくとも１３反射率単位高い、少なくとも１４反射率単位高い、少なく
とも１５反射率単位高い、少なくとも１６反射率単位高い、少なくとも１７反射率単位高
い、少なくとも１８反射率単位高い、少なくとも１９反射率単位高い、または少なくとも
２０反射率単位高い、第１項～第３７項の使用項のいずれか一項に記載の使用。
【０２１９】
　３９．洗濯温度が低減されると同時に、同等のまたは洗濯性能が得られる、第１項～第
３８項の使用項のいずれか一項に記載の使用。
【０２２０】
　４０．洗濯時間が低減されると同時に、洗濯時間が低減されずかつ多酵素組成物が使用
されない方法と比較して同等のまたは改善された洗濯性能が得られる、第１項～第３９項
の使用項のいずれか一項の使用。
【０２２１】
　４１．洗剤成分の量が低減されると同時に、洗剤成分の量が低減されずかつ多酵素組成
物が使用されない方法と比較して同等のまたは改善された洗濯性能が得られる、第１項～
第４０項の使用項のいずれか一項に記載の使用。
【０２２２】
　４２．多酵素組成物が、プロテアーゼ、アミラーゼ、リパーゼ、セルラーゼ、クチナー
ゼ、アシルトランスフェラーゼ、エンドグルカナーゼ、キシログルカナーゼ、マンナナー
ゼ、アラビナーゼ、ガラクタナーゼ、ペクチナーゼ、ペクチン酸リアーゼ、キサンタナー
ゼ、キサンタンリアーゼ、キシラナーゼ、ラッカーゼ、および／またはペルオキシダーゼ
の中から選択される２種以上の酵素を含む、再洗濯の回数を低減するための多酵素組成物
の使用。
【０２２３】
　４３．再洗濯の回数が少なくとも５％低減される、第４２項に記載の使用。
【０２２４】
　４４．多酵素組成物が、プロテアーゼ、アミラーゼ、リパーゼ、セルラーゼ、クチナー
ゼ、アシルトランスフェラーゼ、エンドグルカナーゼ、キシログルカナーゼ、マンナナー
ゼ、アラビナーゼ、ガラクタナーゼ、ペクチナーゼ、ペクチン酸リアーゼ、キサンタナー
ゼ、キサンタンリアーゼ、キシラナーゼ、ラッカーゼ、および／またはペルオキシダーゼ
の中から選択される２種以上の酵素を含む、テキスタイルの寿命を増加させるための多酵
素組成物の使用。
【０２２５】
　また、本発明は、以下の項にまとめられる。
【０２２６】
　１ａ．以下の工程、すなわち、
　（ｉ）洗濯機内に布／テキスタイルを配置する工程と、
　（ｉｉ）アルカリ、界面活性剤、ハイドロトロープ、ビルダーおよびコビルダー、漂白
系、ポリマー、布色味付け剤、ならびに／または補助材料を含むリストから選択される１
種以上の洗剤成分を水中に溶解／混合することにより、洗濯液を提供する工程と、
　（ｉｉｉ）任意選択で、洗濯液中で布／テキスタイルを洗濯する工程と、
　（ｉｖ）多酵素組成物を粉末、顆粒、液体、もしくはスラリーとして添加する工程であ
って、任意選択で、２つ以上の個別の組成物中の酵素を添加するか、または水中に溶解も
しくは混合された界面活性剤、ハイドロトロープ、ビルダーおよびコビルダー、漂白系、
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ポリマー、布色味付け剤、ならびに補助材料を含むリストから選択される１種以上の洗剤
成分と一緒のいくつかの酵素と、１つ以上の個別の組成物中の他の酵素とを添加する工程
と、
　（ｖ）洗濯液中で布／テキスタイルを洗濯する工程と、
　（ｖｉ）任意選択で、水中に溶解または混合されたアルカリ、界面活性剤、ハイドロト
ロープ、ビルダーおよびコビルダー、漂白系、ポリマー、布色味付け剤、ならびに補助材
料を含むリストから選択される１種以上の洗剤成分を添加して、洗濯液中で布／テキスタ
イルを洗濯する工程と、
　（ｖｉｉ）洗濯液の排出および任意選択で洗濯サイクルの繰返しを行う工程と、
　（ｖｉｉｉ）濯ぎおよび任意選択で布／テキスタイルの乾燥を行う工程と、
を含む、テキスタイルおよび／または布のクリーニングまたは洗濯の方法。
【０２２７】
　２ａ．以下の工程、すなわち、
　（ｉ）洗濯機内に布／テキスタイルを配置する工程と、
　（ｉｉ）多酵素組成物を粉末、顆粒、液体、もしくはスラリーとして添加する工程であ
って、任意選択で、２つ以上の個別の組成物中の酵素を添加するか、または水中に溶解も
しくは混合された界面活性剤、ハイドロトロープ、ビルダーおよびコビルダー、漂白系、
ポリマー、布色味付け剤、ならびに補助材料を含むリストから選択される１種以上の洗剤
成分と一緒のいくつかの酵素と、１つ以上の個別の組成物中の他の酵素とを添加する工程
と、
　（ｉｉｉ）アルカリ、界面活性剤、ハイドロトロープ、ビルダーおよびコビルダー、漂
白系、ポリマー、布色味付け剤、ならびに／または補助材料を含むリストから選択される
１種以上の洗剤成分を水中に溶解／混合することにより、洗濯液を提供する工程と、
　（ｉｖ）洗濯液中で布／テキスタイルを洗濯する工程と、
　（ｖ）任意選択で、水中に溶解または混合されたアルカリ、界面活性剤、ハイドロトロ
ープ、ビルダーおよびコビルダー、漂白系、ポリマー、布色味付け剤、ならびに補助材料
を含むリストから選択される１種以上の洗剤成分を添加して、洗濯液中で布／テキスタイ
ルを洗濯する工程と、
　（ｖｉ）洗濯液の排出および任意選択で洗濯サイクルの繰返しを行う工程と、
　（ｖｉｉ）濯ぎおよび任意選択で布／テキスタイルの乾燥を行う工程と、
を含む、テキスタイルおよび／または布のクリーニングまたは洗濯の方法。
【０２２８】
　３ａ．多酵素組成物が、プロテアーゼ、アミラーゼ、リパーゼ、セルラーゼ、クチナー
ゼ、アシルトランスフェラーゼ、エンドグルカナーゼ、キシログルカナーゼ、マンナナー
ゼ、アラビナーゼ、ガラクタナーゼ、ペクチナーゼ、ペクチン酸リアーゼ、キサンタナー
ゼ、キサンタンリアーゼ、キシラナーゼ、ラッカーゼ、および／またはペルオキシダーゼ
の中から選択される２種以上の酵素を含む、第１ａ項～第２ａ項のいずれか一項に記載の
方法。
【０２２９】
　４ａ．多酵素組成物が、１種以上のプロテアーゼと、１種以上のアミラーゼと、任意選
択で、リパーゼ、セルラーゼ、クチナーゼ、アシルトランスフェラーゼ、エンドグルカナ
ーゼ、キシログルカナーゼ、マンナナーゼ、アラビナーゼ、ガラクタナーゼ、ペクチナー
ゼ、ペクチン酸リアーゼ、キサンタナーゼ、キサンタンリアーゼ、キシラナーゼ、ラッカ
ーゼ、および／またはペルオキシダーゼの中から選択される１種以上の酵素と、を含む、
第１ａ項～第３ａ項のいずれか一項に記載の方法。
【０２３０】
　５ａ．多酵素組成物が、１種以上のプロテアーゼと、１種以上のセルラーゼと、任意選
択で、アミラーゼ、リパーゼ、クチナーゼ、アシルトランスフェラーゼ、エンドグルカナ
ーゼ、キシログルカナーゼ、マンナナーゼ、アラビナーゼ、ガラクタナーゼ、ペクチナー
ゼ、ペクチン酸リアーゼ、キサンタナーゼ、キサンタンリアーゼ、キシラナーゼ、ラッカ
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ーゼ、および／またはペルオキシダーゼの中から選択される１種以上の酵素と、を含む、
第１ａ項～第３ａ項のいずれか一項に記載の方法。
【０２３１】
　６ａ．各プロテアーゼが、独立して、
　（ａ）国際公開第０３／００６６０２号パンフレットの配列番号４に対して、少なくと
も９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　（ｂ）国際公開第０３／００６６０２号パンフレット１２３０７の配列番号４またはポ
リペプチドがＢＰＮ’番号付けを用いて位置９、１５、２７、３６、６８、７６、８７、
９５、９６、９７、９８、９９、１００、１０１、１０２、１０３、１０４、１０６、１
１８、１２０、１２３、１２８、１２９、１３０、１６０、１６７、１７０、１９４、１
９５、２１８、２２２、２３２、２３５、２３６、２４５、２４８、２５２、および／も
しくは２７４の１つ以上に置換を含むその変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば
、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　（ｃ）米国特許第５，３５２，６０４号明細書の図２９に示されるアミノ酸配列に対し
て、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド
、および
　（ｄ）米国特許第５，３５２，６０４号明細書１２３０７の図２９に示されるアミノ酸
配列またはポリペプチドが位置３、４、９９、１０１、１０３、１０４、１５９、１９４
、１９９、２０５、および／または２１７の１つ以上に置換を含むその変異体に対して、
少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
からなる群から選択される、第３ａ項～第５ａ項のいずれか一項に記載の方法。
【０２３２】
　７ａ．各アミラーゼが、独立して、
　（ａ）国際公開第９５／１０６０３号パンフレットの配列番号３に対して、少なくとも
９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　（ｂ）国際公開第９５／１０６０３号パンフレット１２３０７の配列番号３またはポリ
ペプチドが位置１５、２３、１０５、１０６、１２４、１２８、１３３、１５４、１５６
、１７８、１７９、１８１、１８８、１９０、１９７、２０１、２０２、２０７、２０８
、２０９、２１１、２４３、２６４、３０４、３０５、３９１、４０８、および／もしく
は４４４の１つ以上に置換を含むその変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少
なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　（ｃ）国際公開第０２／０１０３５５号パンフレットの配列番号６に対して、少なくと
も９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　（ｄ）国際公開第２００６／０６６５９４号パンフレットの配列番号６の残基１～３３
と国際公開第２００６／０６６５９４号パンフレットの配列番号４の残基３６～４８３と
を含むハイブリッドポリペプチドに対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９
５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　（ｅ）ハイブリッドポリペプチドが位置４８、４９、１０７、１５６、１８１、１９０
、１９７、２０１、２０９、および／または２６４の１つ以上に置換、欠失、または挿入
を含む、国際公開第２００６／０６６５９４号パンフレットの配列番号６の残基１～３３
と国際公開第２００６／０６６５９４号パンフレットの配列番号４の残基３６～４８３と
を含むハイブリッドポリペプチドに対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９
５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　（ｆ）国際公開第０２／０１９４６７号パンフレットの配列番号６に対して、少なくと
も９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　（ｇ）国際公開第０２／０１９４６７号パンフレット１２３０７の配列番号６またはポ
リペプチドが位置１８１、１８２、１８３、１８４、１９５、２０６、２１２、２１６、
および／もしくは２６９の１つ以上に置換、欠失、もしくは挿入を含むその変異体に対し
て、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％配列の同一性を有するポリペプチド
、
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　（ｈ）国際公開第９６／０２３８７３号パンフレットの配列番号１、配列番号２、また
は配列番号７に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を
有するポリペプチド、
　（ｉ）国際公開第９６／０２３８７３号パンフレット１２３０７の配列番号１、配列番
号２、もしくは配列番号７、またはポリペプチドが位置１４０、１８３、１８４、１９５
、２０６、２４３、２６０、３０４、および／もしくは４７６の１つ以上に置換、欠失、
もしくは挿入を含むその変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５
％の配列同一性を有するポリペプチド、
　（ｊ）国際公開第０８／１５３８１５号パンフレットの配列番号２に対して、少なくと
も９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　（ｋ）国際公開第０１／６６７１２号パンフレットの配列番号１０に対して、少なくと
も９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　（ｌ）国際公開第０１／６６７１２号パンフレット１２３０７の配列番号１０またはポ
リペプチドが位置１７６、１７７、１７８、１７９、１９０、２０１、２０７、２１１、
および／もしくは２６４の１つ以上に置換、欠失、もしくは挿入を含むその変異体に対し
て、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド
、
　（ｍ）国際公開第０９／０６１３８０号パンフレットの配列番号２に対して、少なくと
も９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　（ｎ）国際公開第０９／０６１３８０号パンフレット１２３０７の配列番号２またはポ
リペプチドが位置８７、９８、１２５、１２８、１３１、１６５、１７８、１８０、１８
１、１８２、１８３、２０１、２０２、２２５、２４３、２７２、２８２、３０５、３０
９、３１９、３２０、３５９、４４４、および／もしくは４７５の１つ以上に置換、欠失
、もしくは挿入を含むその変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９
５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　（ｏ）国際公開第０１／６６７１２号パンフレットの配列番号１２に対して、少なくと
も９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、および
　（ｐ）国際公開第０１／６６７１２号パンフレット１２３０７の配列番号１２またはポ
リペプチドが位置２８、１１８、１７４、１８１、１８２、１８３、１８４、１８６、１
８９、１９５、２０２、２９８、２９９、３０２、３０３、３０６、３１０、３１４、３
２０、３２４、３４５、３９６、４００、４３９、４４４、４４５、４４６、４４９、４
５８、４７１、および／もしくは４８４の１つ以上に置換、欠失、もしくは挿入を含むそ
の変異体に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有す
るポリペプチド、
からなる群から選択される、第３ａ項～第５ａ項のいずれか一項に記載の方法。
【０２３３】
　８ａ．各セルラーゼが、独立して、
　（ａ）国際公開第０２／０９９０９１号パンフレットの配列番号２の位置１～位置７７
３のアミノ酸配列に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一
性を有するポリペプチド、および
　（ｂ）国際公開第９８／１２３０７号パンフレットの配列番号５に対して、少なくとも
８０％、たとえば、少なくとも８５％、たとえば、少なくとも９０％、たとえば、少なく
とも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、および
　（ｃ）国際公開第９８／１２３０７号パンフレットの配列番号５またはポリペプチドが
位置２、４、７、８、１０、１３、１５、１９、２０、２１、２５、２６、２９、３２、
３３、３４、３５、３７、４０、４２、４２ａ、４３、４４、４８、５３、５４、５５、
５８、５９、６３、６４、６５、６６、６７、７０、７２、７６、７９、８０、８２、８
４、８６、８８、９０、９１、９３、９５、９７、１００、１０１、１０２、１０３、１
１３、１１４、１１７、１１９、１２１、１３３、１３６、１３７、１３８、１３９、１
４０、１４１、１４３、１４５、１４６、１４７、１５０、１５１、１５２、１５３、１
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５４、１５５、１５６、１５７、１５８、１５９、１６０、１６１、１６２、１６４、１
６５、１６８、１７０、１７１、１７２、１７３、１７５、１７６、１７８、１８１、１
８３、１８４、１８５、１８６、１８８、１９１、１９２、１９５、１９６、および／も
しくは２００の１つ以上に置換、欠失、もしくは挿入を含むその変異体に対して、少なく
とも８０％、たとえば、少なくとも８５％、たとえば、少なくとも９０％、たとえば、少
なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
からなる群から選択される、第３ａ項～第５ａ項のいずれか一項に記載の方法。
【０２３４】
　９ａ．各リパーゼが、独立して、
　（ａ）国際公開第０７／８７５０８号パンフレットの配列番号２に対して、少なくとも
９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　（ｂ）国際公開第０７／８７５０８号パンフレット１２３０７の配列番号２またはポリ
ペプチドが位置４、２４、２７、３３、５７、５８、６０、６２、８１、８３、８４、８
６、８７、９０、９１、９４、９６、９９、１０１、１０２、１４７、１５０、１９０、
２０２、２０９、２１０、２１１、２２７、２３１、２３３、２４９、２５５、２５６、
２７０、２７１、および２７２の１つ以上に置換、欠失、もしくは挿入を含むその変異体
に対して、少なくとも９０％、たとえば、少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペ
プチド、
からなる群から選択される、第３ａ項～第５ａ項のいずれか一項に記載の方法。
【０２３５】
　１０ａ．各ペクチン酸リアーゼが、独立して、
　（ａ）国際公開第２００３／０９５６３８号パンフレットの配列番号２に対して、少な
くとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少なくとも９０％、または少なくとも９５
％の配列同一性を有するポリペプチド、および
　（ｂ）国際公開第２００３／０９５６３８号パンフレット１２３０７の配列番号２また
はポリペプチドが位置５、９、１１、２６、２８、３０、３１、３７、４０、４５、４６
、４７、４８、４９、５０、５１、５２、５４、６１、６４、６８、６９、７０、７１、
７４、７５、７６、７９、８６、８７、９１、９９、１０５、１０６、１０７、１１１、
１１５、１１６、１１８、１２２、１２３、１３４、１３６、１３９、１４０、１４１、
１４６、１４８、１５６、１５８、１７０、１８２、１８５、１８６、１８９、１９３、
１９４、１９６、１９９、２０１、２０２、２０４、２１３、２１５、２１８、２２４、
２２８、２２９、２３４、２３５、２３７、２５１、２５６、２５７、２５８、２７２、
２７７、２８６、２９５、２９８、３０１、３０２、３０３、３０５、３０７、３０８、
３１４、３１６、３２３、３２４、３２６、３３１、３３２、３３３、３３４、３３５、
３３６、３３７、３３８、３３９、３４０、３４１、３４９、３５６、３５７、３６３、
３６６、３７８、３８１、３８４、３８６、３８７、３８９、３９０、３９１、３９３、
および／もしくは３９７の１つ以上に置換、欠失、もしくは挿入を含むその変異体に対し
て、少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少なくとも９０％、または少なく
とも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
からなる群から選択される、第３ａ項～第５ａ項のいずれか一項に記載の方法。
【０２３６】
　１１ａ．各マンナナーゼが、独立して、
　（ａ）国際公開第９９／６４６１９号パンフレットの配列番号２のアミノ酸３１～３３
０に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少なくとも９０％、または
少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　（ｂ）国際公開第９９／６４６１９号パンフレットの配列番号６のアミノ酸３２～３３
４に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少なくとも９０％、または
少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
　（ｃ）国際公開第９９／６４６１９号パンフレットの配列番号１２のアミノ酸３３～３
３１に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少なくとも９０％、また
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は少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、および
　（ｄ）国際公開第９９／６４６１９号パンフレットの配列番号１６のアミノ酸６８～３
６９に対して少なくとも８０％、たとえば、少なくとも８５％、少なくとも９０％、また
は少なくとも９５％の配列同一性を有するポリペプチド、
からなる群から選択される、第３ａ項～第５ａ項のいずれか一項に記載の方法。
【０２３７】
　１２ａ．洗濯サイクル１回あたり添加される各酵素の量が、乾燥テキスタイル１キログ
ラムあたり０．０００１～５００ｍｇの酵素タンパク質、好ましくは、０．００１～２０
０ｍｇの酵素タンパク質、より好ましくは、０．０１～１００ｍｇの酵素タンパク質、さ
らにより好ましくは、０．０５～５０ｍｇの酵素タンパク質、最も好ましくは、乾燥テキ
スタイル１キログラムあたり０．２～２０ｍｇの酵素タンパク質に対応する、第１ａ項～
第１１ａ項のいずれか一項に記載の方法。
【０２３８】
　１３ａ．多酵素組成物が、改善されたクリーニング効果、たとえば、改善された洗濯性
能および／または改善された酵素洗浄効果を与える、第１ａ項～第１２ａ項のいずれか一
項に記載の方法。
【０２３９】
　１４ａ．最高洗濯温度が低減されると同時に、最高洗濯温度が低減されずかつ多酵素組
成物が使用されない方法と比較して同等のまたは改善されたクリーニング効果、たとえば
、改善された洗濯性能および／または酵素洗浄効果が得られる、第１ａ項～第１３ａ項の
いずれか一項に記載の方法。
【０２４０】
　１５ａ．洗濯時間が低減されると同時に、洗濯時間が低減されずかつ多酵素組成物が使
用されない方法と比較して同等のまたは改善されたクリーニング効果、たとえば、改善さ
れた洗濯性能および／または酵素洗浄効果が得られる、第１ａ項～第１４ａ項のいずれか
一項に記載の方法。
【０２４１】
　１６ａ．洗剤成分の量が低減されると同時に、洗剤成分の量が低減されずかつ多酵素組
成物が使用されない方法と比較して同等のまたは改善されたクリーニング効果、たとえば
、改善された洗濯性能および／または酵素洗浄効果が得られる、第１ａ項～第１５ａ項の
いずれか一項に記載の方法。
【実施例】
【０２４２】
材料および方法
試験スウォッチ
　次の試験スウォッチ、すなわち、ＣＦＴ　Ｃ－Ｓ－２８コーンスターチおよびコーン色
素、ＷＦＫ２０ＰＦ植物性脂肪、ＣＦＴ　Ｃ－Ｓ－０６サラダドレッシング、ＥＭＰＡ１
１６血液、ミルク、カーボン、ＥＭＰＡ１１４赤ワイン、ＣＦＴ　ＫＣ－Ｈ０９７カカオ
／オートフレーク、ＣＦＴ　Ｃ－Ｓ－３２皮脂、およびＥＭＰＡ１６５チョコレートプデ
ィングを実験に使用した（すべてＣｅｎｔｅｒ　Ｆｏｒ　Ｔｅｓｔｍａｔｅｒｉａｌｓ（
ＣＦＴ）（Ｔｈｅ　Ｎｅｔｈｅｒｌａｎｄｓ）から購入した）。それに加えて、Ｗａｒｗ
ｉｃｋ　Ｅｑｕｅｓｔ（Ｃｏｎｓｅｔｔ，Ｃｏｕｎｔｙ　Ｄｕｒｈａｍ，Ｕｎｉｔｅｄ　
Ｋｉｎｇｄｏｍ）から購入した次の２つの試験スウォッチ、すなわち、Ｅｑｕｅｓｔ１２
３－ＫＣトマトピューレおよびＥｑｕｅｓｔ　Ｐ０１ＫＣタンジェリンも使用した。
【０２４３】
試験スウォッチの測定
　ライン乾燥後、ＵＶを除く反射モードでＧｒｅｔａｇｍａｃｂｅｔｈ（現在のＸ－ｒｉ
ｔｅ）製のＣｏｌｏｒ－Ｅｙｅ７０００Ａ（ＣＥ７０００）を用いて、試験スウォッチの
反射率値を各スウォッチで２回測定した。Ｄ６５昼光を使用し、４６０ｎｍ、ＣＩＥ　Ｌ
ａｂで反射率を収集した。
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【０２４４】
実施例１
フィールド試験条件で試験スウォッチを用いた洗濯性能の評価
　この試験は、多酵素組成物の洗濯性能を評価するために行われた。
【０２４５】
洗剤組成物成分：
　使用した洗剤組成物成分はすべて、Ｅｃｏｌａｂ　ＡｐＳ（Ｖａｌｂｙ，Ｄｅｎｍａｒ
ｋ）から入手可能であり、以下に規定される。
【０２４６】
多酵素組成物：
　多酵素組成物は、市販の酵素の混合物（すべてＮｏｖｏｚｙｍｅｓ　Ａ／Ｓ（Ｂａｇｓ
ｖａｅｒｄ，Ｄｅｎｍａｒｋ）から入手可能である）からなり、以下の表１に示される。
【０２４７】
【表１】

【０２４８】
　２つの異なるプログラム、すなわち、通常のプログラムおよび多酵素組成物が組み込ま
れたより温和なプログラムで、汚れた台所着を洗濯した。最初に、通常のまたはより温和
な台所着洗濯プログラムのいずれかで汚れた台所着と一緒に洗濯した後、一群の標準試験
スウォッチを比較することにより、多酵素組成物の洗濯性能を評価した。より温和なプロ
グラムＡは、通常のプログラムＢと比較して、より短い洗濯時間、より低い洗濯温度、お
よびより少ない洗剤組成物（有意により少ない非イオン性界面活性剤および刺激性水酸化
カリウム）を有していた。以下の表２には、２つの異なるプログラムがより詳細に記載さ
れている。
【０２４９】
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【表２】

【０２５０】
　使用した１０種の各試験スウォッチの１つを１２枚の各布巾に付着させた（表３）。二
槽式６０ｋｇ産業用洗濯脱水機（Ｐｈａｒｍａｇｇ　ＦＡ　６００）に汚れた台所着を充
填し、スウォッチの付いた２枚の布巾を各槽に１枚ずつ添加した。通常の台所着プログラ
ムでは、機械を始動して通常どおり動作させ、これを合計３回行った。より温和なプログ
ラムでは、多酵素組成物を顆粒混合物（乾燥テキスタイル１ｋｇあたり０．５０ｇ）とし
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て槽の１つに直接添加してから機械を始動し、これも合計３回行った。
【０２５１】
　洗濯後、布巾をライン乾燥させ、スウォッチを測定した。同一の条件下で洗濯されたス
ウォッチの平均反射率値ＲＥＭは、以下の表３に列挙されており、さらに図１にも見るこ
とができる。
【０２５２】
【表３】

【０２５３】
　多酵素組成物を含むより温和なプログラムＡ（有意により少ない非イオン性界面活性剤
および刺激性水酸化カリウム、より低い主洗濯温度、ならびにより短い洗濯サイクル）は
、多酵素組成物を含まない通常のプログラムＢと同等にまたはそれよりも有意に良好に機
能することが、結果から明確に示される。スウォッチのＣＦＴ　Ｃ－Ｓ－２８コーンスタ
ーチおよびコーン色素、ＣＦＴ　Ｃ－Ｓ－０６サラダドレッシング、ＣＦＴ　ＫＣ－Ｈ０
９７カカオ／オートフレーク、ならびにＥＭＰＡ１６５チョコレートプディングでは、有
意により良好な性能が観測され、２０反射率単位まで改善された反射率値が観測された。
【０２５４】
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実施例２
フィールド試験条件で再洗濯率をモニターすることによる洗濯性能の評価
　実施例１では、多酵素組成物を使用した場合、標準試験スウォッチでより良好な洗濯性
能が測定された。しかしながら、実際の汚れた用品（この実施例では台所着）の再洗濯率
をモニターすることにより、実施例１の結果を確認することが重要であった。したがって
、フィールド試験の第２段階では、通常のプログラムＢおよび多酵素組成物が組み込まれ
た新しいより温和なプログラムＡの両方で、再洗濯率（１回の洗濯後、エンドユーザーに
受け入れられない汚れを含有する台所着として定義される）を計算した（すなわち、実施
例１の場合と同一の条件、プログラム、化学物質、および多酵素組成物を使用した）。
【０２５５】
　洗濯プログラムＡおよびＢの両方で、５回の洗濯／機械充填に対して再洗濯数をカウン
トした（各プログラムに対して合計１００着の台所着。産業用ランドリーの２名の訓練さ
れた担当者、すなわち、産業用ランドリーがその末端顧客の需要を満たすために、毎日、
再洗濯／再洗濯なしを評価する者により、台所着を評価した）。洗濯された台所着の乾燥
およびプレスを行った後、台所着の評価を行った。
【０２５６】
　プロテアーゼのみを含む通常のプログラムＢでは、再洗濯率は、１８％であったが、多
酵素組成物のみを含む新しいより温和なプログラムＡは、１０％の再洗濯率、すなわち、
４４％の低減を与えた。したがって、結果は、実施例１で試験スウォッチを用いて得られ
たデータと完全に一致する。多酵素組成物を含むより温和なプログラムＡ（有意により少
ない非イオン性界面活性剤および刺激性水酸化カリウム、より低い主洗濯温度、ならびに
より短い洗濯サイクル）を用いることにより、多酵素組成物を含まない通常のプログラム
Ｂと比較して、再洗濯率を有意に低減することができた。
【０２５７】
実施例３
産業用および施設用のランドリーのための洗剤の界面活性剤およびアルカリ度の低減なら
びに多酵素組成物の添加による洗濯性能の回復
洗剤組成物
　この実施例では、産業用および施設用のランドリーの洗濯に伝統的に使用される洗剤組
成物（Ｉ＆Ｉ洗剤組成物）と、低減された含有率の界面活性剤を有する多酵素組成物を含
む洗剤組成物と、の洗濯性能を比較する。Ｉ＆Ｉ洗剤組成物は、界面活性剤溶液、アルカ
リ溶液、および漂白剤溶液からなっていた。洗濯プロセスを制御するために、３つの異な
る洗剤成分を洗濯プロセスに逐次的に添加した。洗濯脱水機（ＷＥ）で洗剤を使用したが
、連続バッチ洗濯機（ＣＢＷ）でも使用可能であった。
【０２５８】
　Ｉ＆Ｉ洗剤組成物に使用した界面活性剤溶液は、１６％のカチオン性界面活性剤、３０
％の非イオン性界面活性剤、０．５％の光学増白剤、０．６５％の消泡剤、香料、および
着色剤からなっていた。アルカリ溶液は、水酸化ナトリウムの１０～１５％水性溶液であ
った。漂白剤溶液は、過酸化水素の３５％水性溶液であった。
【０２５９】
　多酵素組成物を含む洗剤組成物は、１０％のカチオン性界面活性剤、１９％の非イオン
性界面活性剤、０．５％の光学増白剤、０．５％の消泡剤、２％のグリセリン、３％の四
ホウ酸ナトリウム、１．３３％のＥｓｐｅｒａｓｅ８．０Ｌ、０．８３％のＴｅｒｍａｍ
ｙｌ３００Ｌ、０．８３％のＬｉｐｅｘ１００Ｌ、香料、および着色剤からなっていた。
酵素は、Ｎｏｖｏｚｙｍｅｓ　Ａ／Ｓ（Ｂａｇｓｖａｅｒｄ，Ｄｅｎｍａｒｋ）で製造さ
れた。
【０２６０】
洗濯プロセス
　商用の産業用ランドリーでＳＴＡＴ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｗａｓｈｅｒ　Ｅｘｔｒａｃｔｏ
ｒにより洗濯プロセスを実行した。
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【０２６１】
【表４】

【０２６２】
洗濯性能試験
　Ｅｍｐａ　Ｓｗｉｔｚｅｒｌａｎｄ製およびＣｅｎｔｅｒ　Ｆｏｒ　Ｔｅｓｔｍａｔｅ
ｒｉａｌｓ　ＢＶ（Ｖｌａａｒｄｉｎｇｅｎ，ｔｈｅ　Ｎｅｔｈｅｒｌａｎｄｓ）製の市
販の試験スウォッチを選択して、洗濯性能を試験した。洗濯およびライン乾燥を行った後
、ＵＶを除く反射モードでＧｒｅｔａｇ－ｍａｃｂｅｔｈ（現在のＸ－ｒｉｔｅ）製のＣ
ｏｌｏｒ－Ｅｙｅ７０００Ａ（ＣＥ７０００）により、反射率を測定した。Ｄ６５昼光を
使用し、４６０ｎｍ、ＣＩＥ　Ｌａｂで反射率を収集した。
【０２６３】
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【表５】

【０２６４】
結論
　６０℃で洗濯したときの多酵素組成物を含む洗剤組成物の洗濯性能は、４０℃で洗濯し
たときのＩ＆Ｉ洗剤組成物の洗濯性能に匹敵した。これにより、低減されたエネルギー消
費量およびＣＯＤ、洗濯物のより少ない皺またはより容易なアイロン掛け、よりコンパク
トな洗剤、より少ないパッケージング材料、より少ない水の移送などの利点がもたらされ
る。
【０２６５】
実施例４
アルカリ度の低減および多酵素組成物の添加を行ったときの布引張り強度の損失の最小化
洗剤組成物
　実施例３のときと同一の洗剤を使用した。しかしながら、多酵素組成物を含む洗剤組成
物では、多酵素組成物がプロテアーゼ、アミラーゼ、リパーゼ、およびセルラーゼを含む
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ように、１．５０％のＣｅｌｌｕｃｌｅａｎ５０００Ｌ（Ｎｏｖｏｚｙｍｅｓ　Ａ／Ｓ（
Ｂａｇｓｖａｅｒｄ，Ｄｅｎｍａｒｋ））を添加した。
【０２６６】
洗濯プロセス
　従来の洗剤配合物に対しては６０℃および多酵素組成物を含む洗剤組成物に対しては４
０℃で、欧州の前面挿入式家庭用洗濯機Ｚａｎｕｓｓｉ　ＺＷＧ６１２０Ｋにより洗濯プ
ロセスを行った。水の硬度は、１４０ｍｇＣａＣＯ3／リットルであった。洗濯１回あた
り、界面活性剤溶液２０ｍＬ、アルカリ溶液２０ｍＬ、および漂白剤溶液１５ｍＬ。バラ
スト充填物２．４ｋｇ。
【０２６７】
洗濯性能試験
　ＷＦＫ１１Ａ試験用緑色経糸綿（ｗｆｋ　Ｔｅｓｔｇｅｗｅｂｅ　ＧｍｂＨ（Ｂｒｕｅ
ｇｇｅｎ，Ｇｅｒｍａｎｙ）により供給された）のマルチサイクル洗浄により、引張り強
度の損失を試験した。ＷＦＫ１１Ａ試験シートを０、５、１０、１５、２０、または２５
サイクルで洗濯し、ｗｆｋ　Ｔｅｓｔｇｅｗｅｂｅ　ＧｍｂＨ（Ｂｒｕｅｇｇｅｎ，Ｇｅ
ｒｍａｎｙ）により、ＤＩＮ　ＥＮ　ＩＳＯ１３９３４－１およびＤＩＮ５３９１９第２
部に従ってＴｅｓｔｏｍｅｔｒｉｃ引裂き試験機（ＳＤＬ　Ａｔｌａｓ（Ｒｏｃｋ　Ｈｉ
ｌｌ，ＳＣ，ＵＳＡ））を用いて、引張り強度を測定した。
【０２６８】
【表６】

【０２６９】
結論
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　Ｉ＆Ｉ洗剤組成物を用いた２５回の洗濯サイクル後の引張り強度は、未洗濯参照スウォ
ッチよりも有意に低かった。多酵素組成物を含む洗剤組成物を用いた２５回の洗濯サイク
ル後の引張り強度は、依然として未洗濯参照スウォッチに匹敵した（有意差はない）。
【０２７０】
　Ｉ＆Ｉ洗剤組成物による引張り強度の損失は、２５回の洗濯サイクル後、８％まで徐々
に増加した。多酵素組成物を含む洗剤組成物による引張り強度の損失は、２５回の洗濯サ
イクル内で３％に限定された。
【０２７１】
　より低いアルカリ度と、プロテアーゼ、アミラーゼ、リパーゼ、およびセルラーゼから
なる多酵素溶液と、を有する多酵素組成物を含む洗剤組成物は、従来のよりアルカリ性の
洗剤よりも、綿布の引張り強度に対してより温和であった。このことから、洗濯サイクル
に対する綿テキスタイルの寿命がより長くなることが示唆される。
【０２７２】
実施例５
多酵素組成物の添加ならびに洗剤中の界面活性剤およびアルカリ度の低減による産業用ラ
ンドリーの再洗濯の低減
　この実施例では、産業用および施設用のランドリーの洗濯に使用される伝統的な洗剤組
成物と、多酵素組成物を含みかつ低減された含有率の界面活性剤およびアルカリを有する
洗剤組成物と、の洗濯性能を比較する。洗剤組成物は、界面活性剤溶液、アルカリ溶液、
および漂白剤溶液からなっていた。連続バッチ洗濯機（ＣＢＷ）－１８槽式Ｖｏｓｓトン
ネル洗浄機の洗濯プロセスを制御するために、３つの異なる洗剤成分を逐次的に添加した
。
【０２７３】
洗剤組成物
　伝統的なＩ＆Ｉ洗剤組成物に使用した界面活性剤組成物は、１６％のカチオン性界面活
性剤、３０％の非イオン性界面活性剤、０．５％の光学増白剤、０．６５％の消泡剤、香
料、および着色剤からなっていた。アルカリ溶液は、水酸化ナトリウムの１０～１５％水
性溶液であった。漂白剤溶液は、過酸化水素の３５％水性溶液であった。
【０２７４】
　新しい酵素洗濯プロセスで伝統的なＩ＆Ｉ組成物の代わりに使用した新しい界面活性剤
および多酵素組成物は、１０％のカチオン性界面活性剤、１９％の非イオン性界面活性剤
、０．５％の光学増白剤、０．５％の消泡剤、２％のグリセリン、３％の四ホウ酸ナトリ
ウム、１．３３％のＥｓｐｅｒａｓｅ８．０Ｌ、０．８３％のＴｅｒｍａｍｙｌ３００Ｌ
、０．８３％のＬｉｐｅｘ１００Ｌ、香料、および着色剤からなっていた。酵素は、Ｎｏ
ｖｏｚｙｍｅｓ　Ａ／Ｓ（Ｂａｇｓｖａｅｒｄ，Ｄｅｎｍａｒｋ）により製造された。ア
ルカリ溶液は、水酸化ナトリウムの１０～１５％水性溶液であった。漂白剤溶液は、過酸
化水素の３５％水性溶液であった。
【０２７５】
洗濯プロセス
　フラットリネンの３６ｋｇバッチを充填し、各槽を１２０秒間に設定して、１８槽式Ｖ
ｏｓｓトンネル洗浄機で試験を行った。
【０２７６】
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【表７】

【０２７７】
洗濯性能試験
　１ヶ月間にわたり再洗濯をモニターすることにより、洗濯性能を試験した。産業用ラン
ドリーの２名の訓練された担当者、すなわち、産業用ランドリーがその末端顧客の需要を
満たすために、毎日、再洗濯／再洗濯なしを評価する者により、フラットリネンを評した
。洗濯されたフラットリネンの乾燥およびプレスを行った後、フラットリネンの評価を行
った。
【０２７８】
　酵素を含まない伝統的な洗濯プログラムでは、再洗濯率は、４．４％であったが、酵素
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を含む新しいプログラムは、３．７％の再洗濯率、すなわち、１６％の低減を与えた。酵
素を含む新しいプログラムは、より温和であるだけでなく（界面活性剤、アルカリ、およ
び洗濯温度の低減）、酵素を含まない伝統的な洗濯プログラムと比較して、再洗濯率もま
た、有意に低減できた。

【図１】 【図２】
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