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(57)【要約】
　本発明は、リパーゼ変異体及びこれらを取得する方法に関する。本発明はまた、これら
変異体をコードするポリヌクレオチド；これらポリヌクレオチドを含む核酸構築物、ベク
ター、及び宿主細胞；並びにこれら変異体を使用する方法にも関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　親リパーゼに、配列番号２の成熟ポリペプチドの位置Ｔ３７、Ｎ３９、またはＧ９１に
対応する１つまたは複数の位置で置換を導入するステップであって、前記変異体が、リパ
ーゼ活性を有し、前記親リパーゼと比較して、下記式：
【化１】

【化２】

または
ｃ）これらの混合物、
（式中、各Ｒ１は、独立して、３～２４個の炭素を含む分枝状アルキル基または１～２４
個の炭素を含む直鎖状アルキル基である）
を有する有機触媒からなる群から選択される有機触媒の存在下で向上した性能を有するス
テップと；前記変異体を回収するステップとを含む、リパーゼ変異体の取得方法。
【請求項２】
　Ｒ１が、独立して、２－プロピルへプチル、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、イソ－ノニル、イソ－デシル、イソ－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、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記親リパーゼが、配列番号２の成熟ポリペプチドに対し少なくとも６０％同一性を有
するアミノ酸配列を含み；配列番号２の前記成熟ポリペプチドのアミノ酸配列、またはリ
パーゼ活性を有するその断片から構成される、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記変異体が、以下：
　ａ）配列番号２の成熟ポリペプチドに対し少なくとも６０％の配列同一性を有するアミ
ノ酸配列を含むポリペプチド；
　ｂ）少なくとも低ストリンジェンシー条件下で（ｉ）配列番号１の成熟ポリペプチドコ
ード配列；もしくは（ｉｉ）（ｉ）の完全長相補鎖とハイブリダイズするポリヌクレオチ
ドによりコードされるポリペプチド、または
　ｃ）配列番号１の成熟ポリペプチドコード配列に対し少なくとも６０％の同一性を有す
るヌクレオチド配列を含むポリヌクレオチドによりコードされるポリペプチド
である、請求項１～３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記置換が、Ｔ３７Ａ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｉ、Ｌ、Ｎ、Ｐ、Ｑ、Ｒ、Ｓ、Ｖ、Ｗ、
Ｙ、Ｎ３９Ａ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｉ、Ｋ、Ｌ、Ｍ、Ｐ、Ｑ、Ｒ、Ｔ、Ｖ、Ｗ、Ｙ、お
よびＧ９１Ｄ、Ｈ、Ｉ、Ｐ、Ｑから選択される、請求項１～４のいずれか１項に記載の方
法。
【請求項６】



(3) JP 2015-512613 A 2015.4.30

10

20

30

40

50

　前記変異体が、配列番号２の前記成熟ポリペプチドの位置Ｄ９６、Ｔ１４３、Ａ１５０
、Ｅ２１０、Ｇ２２５、Ｔ２３１、Ｎ２３３およびＰ２５０に対応する１つまたは複数の
位置での置換をさらに含む、請求項１～５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記置換が、Ｄ９６Ｇ、Ｔ１４３Ａ、Ａ１５０Ｇ、Ｅ２１０Ｑ、Ｇ２２５Ｒ、Ｔ２３１
Ｒ、Ｎ２３３ＲおよびＰ２５０Ｒから選択される、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記変異体が、以下：
　ａ）Ｇ９１Ａ＋Ｄ９６Ｇ＋Ｔ２３１Ｒ＋Ｎ２３３Ｒ；
　ｂ）Ｇ９１Ｑ＋Ｔ１４３Ａ＋Ｅ２１０Ｑ＋Ｔ２３１Ｒ＋Ｎ２３３Ｒ＋Ｐ２５０Ｒ；
　ｃ）Ｇ９１Ｑ＋Ａ１５０Ｇ＋Ｅ２１０Ｑ＋Ｔ２３１Ｒ＋Ｎ２３３Ｒ＋Ｐ２５０Ｒ；
　ｄ）Ｔ３７Ｒ＋Ｎ３９Ｒ＋Ｇ９１Ａ＋Ｄ９６Ｇ＋Ｔ２３１Ｒ＋Ｎ２３３Ｒ；
　ｅ）Ｇ９１Ａ＋Ｄ９６Ｇ＋Ｇ２２５Ｒ＋Ｔ２３１Ｒ＋Ｎ２３３Ｒ；
　ｆ）Ｇ９１Ｑ＋Ｅ２１０Ｑ＋Ｔ２３１Ｒ＋Ｎ２３３Ｒ＋Ｐ２５０Ｒ；
　ｇ）Ｇ９１Ｎ＋Ｅ２１０Ｑ＋Ｔ２３１Ｒ＋Ｎ２３３Ｒ＋Ｐ２５０Ｒ；
　ｈ）Ｇ９１Ｉ＋Ｅ２１０Ｑ＋Ｔ２３１Ｒ＋Ｎ２３３Ｒ＋Ｐ２５０Ｒ；
　ｉ）Ｇ９１Ｌ＋Ｅ２１０Ｑ＋Ｔ２３１Ｒ＋Ｎ２３３Ｒ；または
　ｊ）Ｇ９１Ａ＋Ｄ９６Ｇ＋Ａ１５０Ｇ＋Ｔ２３１Ｒ＋Ｎ２３３Ｒ
である、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　配列番号２の前記成熟ポリペプチドの位置Ｔ３７Ａ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｉ、Ｌ、Ｎ
、Ｐ、Ｑ、Ｒ、Ｓ、Ｖ、Ｗ、Ｙ、Ｎ３９Ａ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｉ、Ｋ、Ｌ、Ｍ、Ｐ、
Ｑ、Ｒ、Ｔ、Ｖ、Ｗ、Ｙ、およびＧ９１Ｄ、Ｈ、Ｉ、Ｐ、Ｑに対応する１つまたは複数の
位置での置換を含み、リパーゼ活性を有する、リパーゼ変異体。
【請求項１０】
　以下：
　ａ）配列番号２の成熟ポリペプチドに対し少なくとも６０％の配列同一性を有するポリ
ペプチド；
　ｂ）低ストリンジェンシー条件下で（ｉ）配列番号１の成熟ポリペプチドコード配列；
もしくは（ｉｉ）（ｉ）の完全長補体とハイブリダイズするポリヌクレオチドによりコー
ドされるポリペプチド、または
　ｃ）配列番号１の成熟ポリペプチドコード配列に対し少なくとも６０％の同一性を有す
るポリヌクレオチドによりコードされるポリペプチド；及び
　ｄ）リパーゼ活性を有する配列番号２の成熟ポリペプチドの断片
からなる群から選択される親リパーゼの変異体である、請求項９に記載の変異体。
【請求項１１】
　前記親リパーゼのアミノ酸配列に対して、少なくとも６０％、少なくとも６５％、少な
くとも７０％、少なくとも７５％、少なくとも８０％、少なくとも８５％、少なくとも９
０％、少なくとも９５％、少なくとも９６％、少なくとも９７％、少なくとも９８％、ま
たは少なくとも９９％であるが、１００％未満の配列同一性を有する、請求項１０に記載
の変異体。
【請求項１２】
　前記置換の数が、１～２０、例えば、１～１０及び１～５、例えば１、２、３、４、５
、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９また
は２０置換である、請求項９～１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　位置Ｄ９６、Ｔ１４３、Ａ１５０、Ｅ２１０、Ｇ２２５、Ｔ２３１、Ｎ２３３およびＰ
２５０に対応する１つまたは複数の位置での置換をさらに含む、請求項９～１２のいずれ
か１項に記載の変異体。
【請求項１４】
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　前記置換が、Ｄ９６Ｇ、Ｔ１４３Ａ、Ａ１５０Ｇ、Ｅ２１０Ｑ、Ｇ２２５Ｒ、Ｔ２３１
Ｒ、Ｎ２３３ＲおよびＰ２５０Ｒから選択される、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記変異体が、以下：
　ａ）Ｇ９１Ｑ＋Ｔ１４３Ａ＋Ｅ２１０Ｑ＋Ｔ２３１Ｒ＋Ｎ２３３Ｒ＋Ｐ２５０Ｒ；
　ｂ）Ｇ９１Ｑ＋Ａ１５０Ｇ＋Ｅ２１０Ｑ＋Ｔ２３１Ｒ＋Ｎ２３３Ｒ＋Ｐ２５０Ｒ；
　ｃ）Ｔ３７Ｒ＋Ｎ３９Ｒ＋Ｇ９１Ａ＋Ｄ９６Ｇ＋Ｔ２３１Ｒ＋Ｎ２３３Ｒ；
　ｄ）Ｇ９１Ｑ＋Ｅ２１０Ｑ＋Ｔ２３１Ｒ＋Ｎ２３３Ｒ＋Ｐ２５０Ｒ；または
　ｅ）Ｇ９１Ｉ＋Ｅ２１０Ｑ＋Ｔ２３１Ｒ＋Ｎ２３３Ｒ＋Ｐ２５０Ｒ
である、請求項１～１４のいずれか１項に記載の変異体。
【請求項１６】
　前記変異体が、以下：
　ａ）Ｇ９１Ａ＋Ｄ９６Ｇ＋Ｔ２３１Ｒ＋Ｎ２３３Ｒ；
　ｂ）Ｇ９１Ａ＋Ｄ９６Ｇ＋Ｇ２２５Ｒ＋Ｔ２３１Ｒ＋Ｎ２３３Ｒ；
　ｃ）Ｇ９１Ｎ＋Ｅ２１０Ｑ＋Ｔ２３１Ｒ＋Ｎ２３３Ｒ＋Ｐ２５０Ｒ；
　ｄ）Ｇ９１Ｌ＋Ｅ２１０Ｑ＋Ｔ２３１Ｒ＋Ｎ２３３Ｒ；または
　ｅ）Ｇ９１Ａ＋Ｄ９６Ｇ＋Ａ１５０Ｇ＋Ｔ２３１Ｒ＋Ｎ２３３Ｒ
である、変異体。
【請求項１７】
　前記親リパーゼと比較して、下記式：
【化３】

【化４】

または
ｃ）これらの混合物、
（式中、各Ｒ１は、独立して、３～２４個の炭素を含む分枝状アルキル基または１～２４
個の炭素を含む直鎖状アルキル基である）
を有する有機触媒からなる群から選択される有機触媒の存在下で向上した性能を有する；
及び前記変異体を回収する、請求項９～１６のいずれか１項に記載の変異体。
【請求項１８】
　Ｒ１が、独立して、２－プロピルへプチル、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、イソ－ノニル、イソ－デシル、イソ－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、請求項１７に記載の変異体。
【請求項１９】
　請求項９～１８のいずれか１項に記載の変異体をコードする単離ポリヌクレオチド。
【請求項２０】
　請求項１９に記載のポリヌクレオチドを含む核酸構築物。
【請求項２１】
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　請求項１９に記載のポリヌクレオチドを含む発現ベクター。
【請求項２２】
　請求項１９に記載のポリヌクレオチドを含む宿主細胞。
【請求項２３】
　請求項９～１８のいずれか１項に記載の変異体を生成する方法であって、以下：
　ａ）前記変異体の発現に好適な条件下で請求項２２の宿主細胞を培養するステップと；
　ｂ）前記変異体を回収するステップと
を含む方法。
【請求項２４】
　請求項１９に記載のポリヌクレオチドで形質転換したトランスジェニック植物、植物部
分または植物細胞。
【請求項２５】
　請求項９～１８のいずれか１項に記載の変異体を生成する方法であって、以下：
　ａ）前記変異体の生成を実施可能にする条件下で、前記変異体をコードするポリヌクレ
オチドを含むトランスジェニック植物または植物細胞を培養するステップと；
　ｂ）前記変異体を回収するステップと
を含む方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
配列表の参照
　本出願は、コンピュータ読み取り可能な形態の配列表を含んでおり、これは、本明細書
おいて参照により援用される。
【０００２】
　本発明は、リパーゼ変異体、変異体をコードするポリヌクレオチド、変異体を生成する
方法、および変異体を用いる方法に関する。本発明は、その親と比較して向上した特性を
有するリパーゼを提供する。特に、これらの変異体は、３，４－ジヒドロイソキノリンの
双性イオン硫酸誘導体などの有機触媒の存在下でより安定している。
【背景技術】
【０００３】
　効率的洗浄組成物を生成することを目的として、このような組成物を調製するのに用い
られる他の成分の中でもリパーゼがある。しかし、リパーゼの活性は、含まれる他の成分
の存在に影響を受ける場合がある。特に、ある種の漂白触媒を導入すると、特定の酵素を
不活性化することが判明している。この適合性の問題は、配合だけによって必ずしも十分
に解決することができない課題となっている。
【０００４】
　国際公開第０７／００１２６２号パンフレットは、向上した酵素適合性を有する有機触
媒を含む洗浄組成物、ならびにこうした組成物を製造および使用する方法に関し、ここで
、前記触媒は、３，４－ジヒドロイソキノリンの双性イオン硫酸誘導体である。この触媒
は、向上したアミラーゼ適合性を有するが、リパーゼ適合性はないことが判明している。
【０００５】
　従って、３，４－ジヒドロイソキノリンの双性イオン硫酸誘導体などの有機触媒との向
上した適合性を有するリパーゼおよびこれらを製造する方法が求められている。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、リパーゼ変異体を取得する方法に関し、この方法は、親リパーゼに、配列番
号２の成熟ポリペプチドの位置Ｔ３７、Ｎ３９、またはＧ９１に対応する１つまたは複数
の位置で置換を導入するステップであって、変異体が、リパーゼ活性を有し、親リパーゼ
と比較して、下記式：
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【化１】

【化２】

または
ｃ）これらの混合物、
（式中、各Ｒ１は、独立して、３～２４個の炭素を含む分枝状アルキル基または１～２４
個の炭素を含む直鎖状アルキル基である）
を有する有機触媒、これらの混合物からなる群から選択される有機触媒の存在下で向上し
た性能を有するステップと；前記変異体を回収するステップを含む。
【０００７】
　本発明はまた、配列番号２の成熟ポリペプチドの位置Ｔ３７Ａ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、
Ｉ、Ｌ、Ｎ、Ｐ、Ｑ、Ｒ、Ｓ、Ｖ、Ｗ、Ｙ、Ｎ３９Ａ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｉ、Ｋ、Ｌ
、Ｍ、Ｐ、Ｑ、Ｒ、Ｔ、Ｖ、Ｗ、Ｙ、およびＧ９１Ｄ、Ｈ、Ｉ、Ｐ、Ｑに対応する１つま
たは複数の位置で置換を含むリパーゼ変異体にも関し、ここで、変異体は、リパーゼ活性
を有する。
【０００８】
　本発明はまた、変異体をコードする単離されたポリヌクレオチド；ポリヌクレオチドを
含む核酸構築物、ベクター、および宿主細胞；ならびに変異体を生成する方法にも関する
。
【０００９】
定義
　リパーゼ：「リパーゼ」または「脂肪分解酵素」または「脂質エステラーゼ」という用
語は、酵素命名法によって定義されている、クラスＥＣ３．１．１に属する酵素である。
これは、リパーゼ活性（トリアシルグリセロールリパーゼ、ＥＣ３．１．１．３）、クチ
ナーゼ活性（ＥＣ３．１．１．７４）、ステロールエステラーゼ活性（ＥＣ３．１．１．
１３）および／またはワックス－エステルヒドロラーゼ活性（ＥＣ３．１．１．５０）を
有し得る。本発明の目的のために、リパーゼ活性は、実施例に記載する手順に従い決定さ
れる。一態様では、本発明の変異体は、配列番号２の成熟ポリペプチドのリパーゼ活性の
少なくとも２０％、例えば、少なくとも２５％、少なくとも３０％、少なくとも３５％、
少なくとも４０％、少なくとも４５％、少なくとも５０％、少なくとも５５％、少なくと
も６０％、少なくとも６５％、少なくとも７０％、少なくとも７５％、少なくとも８０％
、少なくとも８５％、少なくとも９０％、少なくとも９５％、または少なくとも１００％
を有する。
【００１０】
　突然変異体：「突然変異体」という用語は、同一の染色体座を占める遺伝子の２つ以上
の代替形態のいずれかを意味する。突然変異体は突然変異を介して自然に生じ、個体群に
おいて多型性をもたらし得る。遺伝子突然変異は、非表現性（コードされるポリペプチド
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に変化無し）であることが可能であり、または、異なるアミノ酸配列を有するポリペプチ
ドがコードされ得る。ポリペプチドの突然変異体は、遺伝子の突然変異体によってコード
されたポリペプチドである。
【００１１】
　ｃＤＮＡ：「ｃＤＮＡ」という用語は、真核細胞または原核細胞から得られたスプライ
スされた成熟ｍＲＮＡ分子から逆転写によって調製可能であるＤＮＡ分子を意味する。ｃ
ＤＮＡは、対応するゲノムＤＮＡ中に存在し得るイントロン配列を欠いている。元の一次
ＲＮＡ転写物は、スプライスされた成熟ｍＲＮＡとして出現する前にスプライシングを含
む一連のステップを介して処理されるｍＲＮＡに対する前駆体である。
【００１２】
　コード配列：「コード配列」という用語は、変異体のアミノ酸配列を直接的に特定する
ポリヌクレオチドを意味する。コード配列の境界は、一般にオープンリーディングフレー
ムによって判定されるが、これは、ＡＴＧ、ＧＴＧもしくはＴＴＧなどの開始コドンで始
まり、ＴＡＡ、ＴＡＧもしくはＴＧＡなどの終止コドンで終わる。コード配列は、ＤＮＡ
、ｃＤＮＡ、合成ＤＮＡ、またはこれらの組合せであってよい。
【００１３】
　制御配列：「制御配列」という用語は、本発明の変異体をコードするポリヌクレオチド
の発現に必要なすべての核酸配列を意味する。各制御配列は、変異体をコードするポリヌ
クレオチドに対して自生（すなわち、同じ遺伝子由来）であっても外来性（すなわち、異
なる遺伝子由来）であっても、相互に自生もしくは外来性であってもよい。このような制
御配列としては、これらに限定されないが、リーダー、ポリアデニル化配列、プロペプチ
ド配列、プロモータ、シグナルペプチド配列、および、転写ターミネータが挙げられる。
制御配列としては、プロモータ、ならびに、転写および翻訳停止シグナルが最低限挙げら
れる。制御配列は、変異体をコードするポリヌクレオチドのコード領域との制御配列の連
結反応を促進させる特定の制限部位を導入するために、リンカーと共に提供され得る。
【００１４】
　発現：「発現」という用語は、変異体の生成に関与するいずれかのステップを含み、特
にこれらに限定されないが、転写、転写後修飾、翻訳、翻訳後修飾および分泌が挙げられ
る。
【００１５】
　発現ベクター：「発現ベクター」という用語は、変異体をコードするポリヌクレオチド
を含み、また、発現をもたらす制御ヌクレオチドに作動可能に結合している直線状または
環状のＤＮＡ分子を意味する。
【００１６】
　断片：「断片」という用語は、成熟ポリペプチドのアミノおよび／またはカルボキシル
末端から１つまたは複数（例えばいくつか）のアミノ酸が存在しないポリペプチドを意味
し；ここで、断片は、リパーゼ活性を有する。一態様では、断片は、成熟ポリペプチドの
アミノ酸の数の少なくとも５０％、少なくとも５５％、少なくとも６０％、少なくとも６
５％、少なくとも７０％、少なくとも７５％、少なくとも８０％、少なくとも８５％、少
なくとも９０％、および少なくとも９５％を有する。
【００１７】
　高ストリンジェンシー条件：「高ストリンジェンシー条件」という用語は、長さが少な
くとも１００ヌクレオチドのプローブについて、５×ＳＳＰＥにおける４２℃、０．３％
　ＳＤＳ、２００マイクログラム／ｍｌ断片化および修飾サケ精子ＤＮＡ、ならびに、５
０％ホルムアミドでのプレハイブリダイゼーションおよびハイブリダイゼーション、これ
に続く、１２～２４時間の標準的なサザンブロッティング法を意味する。キャリア材料は
、最終的に、２×ＳＳＣ、０．２％　ＳＤＳを用いて、１５分間ずつかけて６５℃で３回
洗浄される。
【００１８】
　宿主細胞：「宿主細胞」という用語は、本発明のポリヌクレオチドを含む核酸構築物ま
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たは発現ベクターを伴う形質転換、形質移入、形質導入等に対する感受性を有するいずれ
かの細胞型を意味する。「宿主細胞」という用語は、複製の最中に生じる突然変異によっ
て親細胞とは異なっている親細胞のいずれかの子孫を包含する。
【００１９】
　向上した特性：「向上した特性」という用語は、親と比較して、向上した変異体に関連
する特徴を意味する。このような向上した特性としては、有機触媒の存在下での向上した
性能が挙げられる。ある実施形態において、本発明は、下記の式：
【化３】

【化４】

または
ｃ）これらの混合物、
（式中、各Ｒ１は、独立して、３～２４個の炭素を含む分枝状アルキル基または１～２４
個の炭素を含む直鎖状アルキル基であり、特に、Ｒは、２－ブチルオクチルである）
を有する有機触媒、これらの混合物からなる群から選択される有機触媒に関し、好ましく
は、向上した安定性は、Ｒが２－ブチルオクチルである式２の存在下で達成される。
【００２０】
　単離された：「単離された」という用語は、天然では存在しない形態または環境にある
物質を意味する。単離された物質の非制限的例として、（１）任意の非天然型物質、（２
）これらに限定されないが、天然では関連している天然に存在する成分の１つまたは複数
または全部から少なくとも部分的に取り出された任意の酵素、変異体、核酸、タンパク質
、ペプチドもしくは補因子；（３）天然に存在する物質に対して、人為的に修飾された任
意の物質；または（４）天然では関連している他の成分と比較して物質の量を増加するこ
と（例えば、物質をコードする遺伝子の複数のコピー；物質をコードする遺伝子と天然で
関連するプロモータより強力なプロモータの使用）によって修飾された任意の物質が挙げ
られる。単離された物質は、発酵ブロスサンプル中に存在し得る。
【００２１】
　低ストリンジェンシー条件：「低ストリンジェンシー条件」という用語は、長さが少な
くとも１００ヌクレオチドのプローブについて、５×ＳＳＰＥにおける４２℃、０．３％
　ＳＤＳ、２００マイクログラム／ｍｌ断片化および修飾サケ精子ＤＮＡ、ならびに、２
５％ホルムアミドでのプレハイブリダイゼーションおよびハイブリダイゼーション、これ
に続く、１２～２４時間の標準的なサザンブロッティング法を意味する。キャリア材料は
、最終的に、２×ＳＳＣ、０．２％　ＳＤＳを用いて、１５分間ずつかけて５０℃で３回
洗浄される。
【００２２】
　成熟ポリペプチド：「成熟ポリペプチド」という用語は、Ｎ－末端処理、Ｃ－末端切断
、グリコシル化、リン酸化などのような、翻訳および任意の翻訳後修飾後のその最終形態
でのポリペプチドを意味する。一態様において、成熟ポリペプチドは、配列番号２のアミ
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ノ酸１～２６９である。
【００２３】
　成熟ポリペプチドコード配列：「成熟ポリペプチドコード配列」という用語は、リパー
ゼ活性を有する成熟ポリペプチドをコードするポリヌクレオチドを意味する。一態様にお
いて、成熟ポリペプチドコード配列は、配列番号１のヌクレオチド６７～８７３である。
【００２４】
　中ストリンジェンシー条件：「中ストリンジェンシー条件」という用語は、長さが少な
くとも１００ヌクレオチドのプローブについて、５×ＳＳＰＥにおける４２℃、０．３％
　ＳＤＳ、２００マイクログラム／ｍｌ断片化および修飾サケ精子ＤＮＡ、ならびに、３
５％ホルムアミドでのプレハイブリダイゼーションおよびハイブリダイゼーション、これ
に続く、１２～２４時間の標準的なサザンブロッティング法を意味する。キャリア材料は
、最終的に、２×ＳＳＣ、０．２％　ＳＤＳを用いて、１５分間ずつかけて５５℃で３回
洗浄される。
【００２５】
　中－高ストリンジェンシー条件：「中－高ストリンジェンシー条件」という用語は、長
さが少なくとも１００ヌクレオチドのプローブについて、５×ＳＳＰＥにおける４２℃、
０．３％　ＳＤＳ、２００マイクログラム／ｍｌ断片化および修飾サケ精子ＤＮＡ、なら
びに、３５％ホルムアミドでのプレハイブリダイゼーションおよびハイブリダイゼーショ
ン、これに続く、１２～２４時間の標準的なサザンブロッティング法を意味する。キャリ
ア材料は、最終的に、２×ＳＳＣ、０．２％　ＳＤＳを用いて、１５分間ずつかけて６０
℃で３回洗浄される。
【００２６】
　ミュータント：「ミュータント」という用語は、変異体をコードするポリヌクレオチド
を意味する。
【００２７】
　核酸構築物：「核酸構築物」という用語は、一本鎖もしくは二本鎖である核酸分子を意
味し、これは、天然遺伝子から単離されるか、または、本来自然には存在し得ないような
核酸のセグメント、もしくは、合成された核酸のセグメントを含有するよう修飾されてお
り、１つまたは複数の制御配列を含む。
【００２８】
　作動可能に結合：「作動可能に結合」という用語は、制御配列がコード配列の発現をも
たらすよう、ポリヌクレオチドのコード配列と比して制御配列が適切な位置に位置されて
いる構成を意味する。
【００２９】
　親または親リパーゼ：「親」または「親リパーゼ」という用語は、本発明の酵素変異体
をもたらすよう改変が行われたリパーゼを意味する。親は、天然に存在する（野生型）ポ
リペプチドまたはその変異体であり得る。
【００３０】
　配列同一性：２つのアミノ酸配列間または２つのヌクレオチド配列間の関連性が、「配
列同一性」というパラメータによって記載される。本発明の目的のために、２つのアミノ
酸配列間の配列同一性は、好ましくはバージョン５．０．０以降のＥＭＢＯＳＳパッケー
ジ（ＥＭＢＯＳＳ：Ｔｈｅ　Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ　
Ｏｐｅｎ　Ｓｏｆｔｗａｒｅ　Ｓｕｉｔｅ，Ｒｉｃｅ　ｅｔ　ａｌ．，２０００，Ｔｒｅ
ｎｄｓ　Ｇｅｎｅｔ．１６：２７６－２７７）のＮｅｅｄｌｅプログラムにおいて実装さ
れている、Ｎｅｅｄｌｅｍａｎ－Ｗｕｎｓｃｈアルゴリズム（Ｎｅｅｄｌｅｍａｎ　ａｎ
ｄ　Ｗｕｎｓｃｈ，１９７０，Ｊ．Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．４８：４４３－４５３）を用いて
判定される。用いられるパラメータは、１０のギャップオープンペナルティ、０．５のギ
ャップエクステンションペナルティおよびＥＢＬＯＳＵＭ６２（ＢＬＯＳＵＭ６２のＥＭ
ＢＯＳＳボージョン）置換マトリックスである。Ｎｅｅｄｌｅ標識された「最長の同一性
」（－ｎｏｂｒｉｅｆオプションを用いて得られる）の出力が同一性割合として用いられ
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、以下のとおり算出される。
（同等の残基×１００）／（アラインメントの長さ－アラインメント中のギャップの総数
）
【００３１】
　本発明の目的のために、２つのデオキシリボヌクレオチド配列間の配列同一性は、ＥＭ
ＢＯＳＳ　ｐａｃｋａｇｅ（ＥＭＢＯＳＳ：Ｔｈｅ　Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｍｏｌｅｃｕｌ
ａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ　Ｏｐｅｎ　Ｓｏｆｔｗａｒｅ　Ｓｕｉｔｅ，Ｒｉｃｅ　ｅｔ　ａ
ｌ．，２０００，ｓｕｐｒａ）、好ましくはバージョン５．０．０以降のＮｅｅｄｌｅ　
ｐｒｏｇｒａｍに実装されているＮｅｅｄｌｅｍａｎ－Ｗｕｎｓｃｈアルゴリズム（Ｎｅ
ｅｄｌｅｍａｎ　ａｎｄ　Ｗｕｎｓｃｈ，１９７０，ｓｕｐｒａ）を用いて判定される。
用いられるパラメータは、１０のギャップオープンペナルティ、０．５のギャップエクス
テンションペナルティ、および、ＥＤＮＡＦＵＬＬ（ＮＣＢＩ　ＮＵＣ４．４のＥＭＢＯ
ＳＳバージョン）置換マトリックスである。Ｎｅｅｄｌｅ標識された「最長の同一性」（
－ｎｏｂｒｉｅｆオプションを用いて得られる）の出力が同一性割合として用いられ、以
下のとおり算出される：
（同一のデオキシリボヌクレオチド×１００）／（アラインメントの長さ－アラインメン
ト中のギャップの総数）
【００３２】
　サブ配列：「サブ配列」という用語は、成熟ポリペプチドコード配列の５’および／ま
たは３’末端から１つまたは複数（例えばいくつか）のヌクレオチドが存在しないポリペ
プチドを意味し；ここで、サブ配列は、リパーゼ活性を有する断片をコードする。一態様
では、本発明のサブ配列は、成熟ポリペプチドコード配列のヌクレオチドの数の少なくと
も５０％、少なくとも５５％、少なくとも６０％、少なくとも６５％、少なくとも７０％
、少なくとも７５％、少なくとも８０％、少なくとも８５％、少なくとも９０％、および
少なくとも９５％を有する。
【００３３】
　変異体：「変異体」という用語は、１つまたは複数（例えばいくつか）の位置に置換を
含むリパーゼ活性を有するポリペプチドを意味する。置換とは、ある位置を占めるアミノ
酸を異なるアミノ酸で置き換えることを意味する。本発明の変異体は、配列番号２の成熟
ポリペプチドのリパーゼ活性の少なくとも２０％、例えば、少なくとも２５％、少なくと
も３０％、少なくとも３５％、少なくとも４０％、少なくとも４５％、少なくとも５０％
、少なくとも５５％、少なくとも６０％、少なくとも６５％、少なくとも７０％、少なく
とも７５％、少なくとも８０％、少なくとも８５％、少なくとも９０％、少なくとも９５
％、または少なくとも１００％を有する。
【００３４】
　超高ストリンジェンシー条件：「超高ストリンジェンシー条件」という用語は、長さが
少なくとも１００ヌクレオチドのプローブについて、５×ＳＳＰＥにおける４２℃、０．
３％　ＳＤＳ、２００マイクログラム／ｍｌ断片化および修飾サケ精子ＤＮＡ、ならびに
、５０％ホルムアミドでのプレハイブリダイゼーションおよびハイブリダイゼーション、
これに続く、１２～２４時間の標準的なサザンブロッティング法を意味する。キャリア材
料は、最終的に、２×ＳＳＣ、０．２％　ＳＤＳを用いて、１５分間ずつかけて７０℃で
３回洗浄される。
【００３５】
　超低ストリンジェンシー条件：「超低ストリンジェンシー条件」という用語は、長さが
少なくとも１００ヌクレオチドのプローブについて、５×ＳＳＰＥにおける４２℃、０．
３％　ＳＤＳ、２００マイクログラム／ｍｌ断片化および修飾サケ精子ＤＮＡ、ならびに
、２５％ホルムアミドでのプレハイブリダイゼーションおよびハイブリダイゼーション、
これに続く、１２～２４時間の標準的なサザンブロッティング法を意味する。キャリア材
料は、最終的に、２×ＳＳＣ、０．２％　ＳＤＳを用いて、１５分間ずつかけて４５℃で
３回洗浄される。
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【００３６】
　野生型リアーゼ：「野生型」リパーゼという用語は、自然界において見出されるバクテ
リア、酵母、糸状真菌などの天然に存在する微生物により発現されるリパーゼを意味する
。
【００３７】
従来の変異体の決定
　本発明の目的のために、配列番号２において開示されている成熟ポリペプチドは、他の
リパーゼ中の対応するアミノ酸残基の判定に用いられる。別のリパーゼのアミノ酸配列を
配列番号２に開示した成熟ポリペプチドとアラインメントし、アラインメントに基づいて
、配列番号２に開示した成熟ポリペプチドにおける任意のアミノ酸残基に対応するアミノ
酸位置番号を、ＥＭＢＯＳＳパッケージのＮｅｅｄｌｅプログラム（ＥＭＢＯＳＳ：Ｔｈ
ｅ　Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ　Ｏｐｅｎ　Ｓｏｆｔｗａ
ｒｅ　Ｓｕｉｔｅ，Ｒｉｃｅ　ｅｔ　ａｌ．，２０００，Ｔｒｅｎｄｓ　Ｇｅｎｅｔ．１
６：２７６－２７７）で実行されているようなＮｅｅｄｌｅｍａｎ－Ｗｕｎｓｃｈアルゴ
リズム（ＮｅｅｄｌｅｍａｎおよびＷｕｎｓｃｈ，１９７０，Ｊ．Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．４
８：４４３－４５３）、好ましくはバージョン５．０．０以降を用いて決定する。用いる
パラメータは、ギャップ開始ペナルティ１０、ギャップ伸長ペナルティ０．５、およびＥ
ＢＬＯＳＵＭ６２（ＢＬＯＳＵＭ６２のＥＭＢＯＳＳバージョン）置換マトリックスであ
る。
【００３８】
　他のリパーゼにおける対応するアミノ酸残基の同定は、特にこれらに限定されないが、
ＭＵＳＣＬＥ（ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｓｅｑｕｅｎｃｅ　ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ　ｂｙ　ｌ
ｏｇ‐ｅｘｐｅｃｔａｔｉｏｎ；バージョン３．５以降；Ｅｄｇａｒ，２００４，Ｎｕｃ
ｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　３２：１７９２－１７９７）、ＭＡＦＦＴ（
バージョン６．８５７以降；Ｋａｔｏｈ　ａｎｄ　Ｋｕｍａ，２００２，Ｎｕｃｌｅｉｃ
　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　３０：３０５９－３０６６；Ｋａｔｏｈ　ｅｔ　ａｌ
．，２００５，Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　３３：５１１－５１８
；Ｋａｔｏｈ　ａｎｄ　Ｔｏｈ，２００７，Ｂｉｏｉｎｆｏｒｍａｔｉｃｓ　２３：３７
２－３７４；Ｋａｔｏｈ　ｅｔ　ａｌ．，２００９，Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｉｎ　Ｍｏｌｅｃ
ｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ　５３７：３９－６４；Ｋａｔｏｈ　ａｎｄ　Ｔｏｈ，２０１
０，Ｂｉｏｉｎｆｏｒｍａｔｉｃｓ　２６：１８９９－１９００）、および、Ｃｌｕｓｔ
ａｌＷを採用するＥＭＢＯＳＳ　ＥＭＭＡ（１．８３以降；Ｔｈｏｍｐｓｏｎ　ｅｔ　ａ
ｌ．，１９９４，Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　２２：４６７３－４
６８０）を含むいくつかのコンピュータプログラムを、それぞれのデフォルトパラメータ
で用いることによる複数のポリペプチド配列のアライメントにより判定可能である。
【００３９】
　配列番号２の成熟型ポリペプチドから他の酵素が分化して、従来からの配列に基づく比
較による関係の検出ができない場合（Ｌｉｎｄａｈｌ　ａｎｄ　Ｅｌｏｆｓｓｏｎ，２０
００，Ｊ．Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．２９５：６１３－６１５）、他の対配列比較アルゴリズム
を用いることが可能である。配列に基づくサーチにおける感度は、データベースのサーチ
にポリペプチドファミリー（プロファイル）の確率表現を利用するサーチプログラムを用
いることで高めることが可能である。例えば、ＰＳＩ－ＢＬＡＳＴプログラムは、反復デ
ータベースサーチプロセスを介してプロファイルを生成し、離れた相同体を検出すること
が可能である（Ａｔｓｃｈｕｌ　ｅｔ　ａｌ．，１９９７，Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ
　Ｒｅｓ．２５：３３８９－３４０２）。ポリペプチドに係るファミリーまたはスーパー
ファミリーがタンパク質構造データベースにおいて１つまたは複数の表現を有する場合に
は、感度をさらに高めることが可能である。ＧｅｎＴＨＲＥＡＤＥＲ（Ｊｏｎｅｓ，１９
９９，Ｊ．Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．２８７：７９７－８１５；ＭｃＧｕｆｆｉｎ　ａｎｄ　Ｊ
ｏｎｅｓ，２００３，Ｂｉｏｉｎｆｏｒｍａｔｉｃｓ　１９：８７４－８８１）などのプ
ログラムは、問い合わせ配列に係るフォールド構造を予想するニューラルネットワークに
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対する入力として、多様なソース（ＰＳＩ－ＢＬＡＳＴ、二次構造予測、構造アラインメ
ントプロファイルおよび溶媒和ポテンシャル）からの情報を利用する。同様に、Ｇｏｕｇ
ｈ　ｅｔ　ａｌ．，２０００，Ｊ．Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．３１３：９０３－９１９による方
法が、未知の構造の配列とＳＣＯＰデータベースに存在するスーパーファミリーモデルと
のアラインに用いられることが可能である。次いで、これらのアラインメントを用いてポ
リペプチドに係る相同性モデルを生成することが可能であり、このようなモデルは、その
目的のために開発された多様なツールを用いて正確に評価可能である。
【００４０】
　公知の構造のタンパク質に関して、数々のツールおよびリソースが、構造アラインメン
トの検索および生成のために使用可能である。例えばタンパク質のＳＣＯＰスーパーファ
ミリーが構造的にアラインされており、これらのアラインメントはアクセスおよびダウン
ロードが可能である。２つ以上のタンパク質構造は距離アラインメントマトリックス（Ｈ
ｏｌｍ　ａｎｄ　Ｓａｎｄｅｒ，１９９８，Ｐｒｏｔｅｉｎｓ　３３：８８－９６）また
は組み合わせ拡張法（Ｓｈｉｎｄｙａｌｏｖ　ａｎｄ　Ｂｏｕｒｎｅ，１９９８，Ｐｒｏ
ｔｅｉｎ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　１１：７３９－７４７）などの多様なアルゴリズム
を用いてアラインすることが可能であり、これらのアルゴリズムを、可能性のある構造相
同体を発見するために、対象の構造と共に問い合わせ構造データベースに対して追加的に
実行することが可能である（例えば、Ｈｏｌｍ　ａｎｄ　Ｐａｒｋ，２０００，Ｂｉｏｉ
ｎｆｏｒｍａｔｉｃｓ　１６：５６６－５６７）。
【００４１】
　本発明の変異体の記載において、以下の命名法が参照を容易とするために採用される。
公認されているＩＵＰＡＣの１文字または３文字のアミノ酸略記が利用されている。
【００４２】
　置換．アミノ酸置換に関しては以下の命名法が用いられている：元のアミノ酸、位置、
置換されたアミノ酸。従って、位置２２６でのスレオニンのアラニンでの置換は、「Ｔｈ
ｒ２２６Ａｌａ」または「Ｔ２２６Ａ」と示される。複数の突然変異は加算記号（「＋」
）によって分けられており、例えば、「Ｇｌｙ２０５Ａｒｇ＋Ｓｅｒ４１１Ｐｈｅ」また
は「Ｇ２０５Ｒ＋Ｓ４１１Ｆ」とされ、それぞれ、グリシン（Ｇ）のアルギニン（Ｒ）に
よる、および、セリン（Ｓ）のフェニルアラニン（Ｆ）による位置２０５および４１１で
の置換が表されている。
【００４３】
　複数の置換．複数の置換を含む変異体は、加算記号（「＋」）によって区切られており
、例えば、「Ａｒｇ１７０Ｔｙｒ＋Ｇｌｙ１９５Ｇｌｕ」または「Ｒ１７０Ｙ＋Ｇ１９５
Ｅ」はそれぞれ、位置１７０および１９５のアルギニンおよびグリシンのチロシンおよび
グルタミン酸による置換を表す。
【００４４】
　異なる置換．異なる改変を１つの位置に導入することが可能である場合、これらの異な
る改変はコンマによって区切られ、例えば、「Ａｒｇ１７０Ｔｙｒ，Ｇｌｕ」または「Ｒ
１７０Ｙ，Ｅ」は、位置１７０におけるアルギニンのチロシンまたはグルタミン酸による
置換を表す。ゆえに、「Ｔｙｒ１６７Ｇｌｙ，Ａｌａ＋Ａｒｇ１７０Ｇｌｙ，Ａｌａ」は
以下の変異体を表す：「Ｔｙｒ１６７Ｇｌｙ＋Ａｒｇ１７０Ｇｌｙ」、「Ｔｙｒ１６７Ｇ
ｌｙ＋Ａｒｇ１７０Ａｌａ」、「Ｔｙｒ１６７Ａｌａ＋Ａｒｇ１７０Ｇｌｙ」、および「
Ｔｙｒ１６７Ａｌａ＋Ａｒｇ１７０Ａｌａ」。
【発明を実施するための形態】
【００４５】
変異体
　本発明は、配列番号２の成熟ポリペプチドの位置Ｔ３７Ａ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｉ、
Ｌ、Ｎ、Ｐ、Ｑ、Ｒ、Ｓ、Ｖ、Ｗ、Ｙ、Ｎ３９Ａ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｉ、Ｋ、Ｌ、Ｍ
、Ｐ、Ｑ、Ｒ、Ｔ、Ｖ、Ｗ、Ｙ、およびＧ９１Ｄ、Ｈ、Ｉ、Ｐ、Ｑに対応する１つまたは
複数（例えばいくつか）の位置で置換を含む、単離されたリパーゼ変異体に関し、ここで
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、変異体はリパーゼ活性を有する。
【００４６】
　一実施形態において、変異体は、親リパーゼのアミノ酸配列に対して、少なくとも６０
％、例えば少なくとも６５％、少なくとも７０％、少なくとも７５％、少なくとも８０％
、少なくとも８５％、少なくとも９０％、少なくとも９１％、少なくとも９２％、少なく
とも９３％、少なくとも９４％、少なくとも９５％、少なくとも９６％、少なくとも９７
％、少なくとも９８％、または少なくとも９９％であるが、１００％未満の配列同一性を
有する。
【００４７】
　別の実施形態において、変異体は、配列番号２の成熟ポリペプチドに対して、少なくと
も６０％、例えば少なくとも６５％、少なくとも７０％、少なくとも７５％、少なくとも
８０％、少なくとも８５％、少なくとも９０％、少なくとも９１％、少なくとも９２％、
少なくとも９３％、少なくとも９４％、少なくとも９５％、少なくとも９６％、少なくと
も９７％、少なくとも９８％、少なくとも９９％であるが、１００％未満の配列同一性を
有する。
【００４８】
　一態様では、本発明の変異体の置換数は、１～２０、例えば、１～１０および１～５、
例えば、１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、
１６、１７、１８、１９、または２０の置換である。
【００４９】
　別の態様において、変異体は、配列番号２の成熟ポリペプチドの位置Ｔ３７Ａ、Ｄ、Ｅ
、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｉ、Ｌ、Ｎ、Ｐ、Ｑ、Ｒ、Ｓ、Ｖ、Ｗ、Ｙ、Ｎ３９Ａ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、
Ｇ、Ｉ、Ｋ、Ｌ、Ｍ、Ｐ、Ｑ、Ｒ、Ｔ、Ｖ、Ｗ、Ｙ、およびＧ９１Ｄ、Ｈ、Ｉ、Ｐ、Ｑに
対応する１つまたは複数（例えばいくつか）の位置で置換を含む。別の実施形態において
、変異体は、配列番号２の成熟ポリペプチドの位置Ｔ３７Ａ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｉ、
Ｌ、Ｎ、Ｐ、Ｑ、Ｒ、Ｓ、Ｖ、Ｗ、Ｙ、Ｎ３９Ａ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｉ、Ｋ、Ｌ、Ｍ
、Ｐ、Ｑ、Ｒ、Ｔ、Ｖ、Ｗ、Ｙ、およびＧ９１Ｄ、Ｈ、Ｉ、Ｐ、Ｑのいずれかに対応する
２つの位置で改変を含む。別の実施形態において、変異体は、配列番号２の成熟ポリペプ
チドの位置Ｔ３７Ａ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｉ、Ｌ、Ｎ、Ｐ、Ｑ、Ｒ、Ｓ、Ｖ、Ｗ、Ｙ、
Ｎ３９Ａ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｉ、Ｋ、Ｌ、Ｍ、Ｐ、Ｑ、Ｒ、Ｔ、Ｖ、Ｗ、Ｙ、および
Ｇ９１Ｄ、Ｈ、Ｉ、Ｐ、Ｑのいずれかに対応する３つの位置で改変を含む。
【００５０】
　別の態様において、変異体は、配列番号２の成熟ポリペプチドの位置Ｔ３７に対応する
位置に置換を含むか、またはこれから成り、上記の位置は、Ａｌａ、Ａｒｇ、Ａｓｎ、Ａ
ｓｐ、Ｃｙｓ、Ｇｌｎ、Ｇｌｕ、Ｇｌｙ、Ｈｉｓ、Ｉｌｅ、Ｌｅｕ、Ｌｙｓ、Ｍｅｔ、Ｐ
ｈｅ、Ｐｒｏ、Ｓｅｒ、Ｔｈｒ、Ｔｒｐ、Ｔｙｒ、またはＶａｌ、好ましくはＡｌａ、Ａ
ｒｇ、Ａｓｎ、Ａｓｐ、Ｇｌｎ、Ｇｌｕ、Ｇｌｙ、Ｈｉｓ、Ｉｌｅ、Ｌｅｕ、Ｐｈｅ、Ｐ
ｒｏ、Ｓｅｒ、Ｔｒｐ、Ｔｙｒ、またはＶａｌで置換されている。別の態様において、変
異体は、配列番号２の成熟ポリペプチドの置換Ｔ３７Ａ、Ｔ３７Ｄ、Ｔ３７Ｅ、Ｔ３７Ｆ
、Ｔ３７Ｇ、Ｔ３７Ｈ、Ｔ３７Ｉ、Ｔ３７Ｌ、Ｔ３７Ｎ、Ｔ３７Ｐ、Ｔ３７Ｑ、Ｔ３７Ｒ
、Ｔ３７Ｓ、Ｔ３７Ｖ、Ｔ３７Ｗ、もしくはＴ３７Ｙを含むか、またはこれから成る。
【００５１】
　別の態様において、変異体は、配列番号２の成熟ポリペプチドの位置Ｎ３９に対応する
位置に置換を含むか、またはこれから成り、上記の位置は、Ａｌａ、Ａｒｇ、Ａｓｎ、Ａ
ｓｐ、Ｃｙｓ、Ｇｌｎ、Ｇｌｕ、Ｇｌｙ、Ｈｉｓ、Ｉｌｅ、Ｌｅｕ、Ｌｙｓ、Ｍｅｔ、Ｐ
ｈｅ、Ｐｒｏ、Ｓｅｒ、Ｔｈｒ、Ｔｒｐ、Ｔｙｒ、またはＶａｌ、好ましくはＡｌａ、Ａ
ｒｇ、Ａｓｐ、Ｇｌｎ、Ｇｌｕ、Ｇｌｙ、Ｉｌｅ、Ｌｅｕ、Ｌｙｓ、Ｍｅｔ、Ｐｈｅ、Ｐ
ｒｏ、Ｔｈｒ、Ｔｒｐ、Ｔｙｒ、またはＶａｌで置換されている。別の態様において、変
異体は、配列番号２の成熟ポリペプチドの置換Ｎ３９Ａ、Ｎ３９Ｃ、Ｎ３９Ｄ、Ｎ３９Ｅ
、Ｎ３９Ｆ、Ｎ３９Ｇ、Ｎ３９Ｉ、Ｎ３９Ｋ、Ｎ３９Ｌ、Ｎ３９Ｍ、Ｎ３９Ｐ、Ｎ３９Ｑ
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、Ｎ３９Ｒ、Ｎ３９Ｔ、Ｎ３９Ｖ、Ｎ３９Ｗ、Ｎ３９Ｙを含むか、またはこれから成る。
【００５２】
　別の態様において、変異体は、配列番号２の成熟ポリペプチドの位置Ｇ９１に対応する
位置に置換を含むか、またはこれから成り、上記の位置は、Ａｌａ、Ａｒｇ、Ａｓｎ、Ａ
ｓｐ、Ｃｙｓ、Ｇｌｎ、Ｇｌｕ、Ｇｌｙ、Ｈｉｓ、Ｉｌｅ、Ｌｅｕ、Ｌｙｓ、Ｍｅｔ、Ｐ
ｈｅ、Ｐｒｏ、Ｓｅｒ、Ｔｈｒ、Ｔｒｐ、Ｔｙｒ、またはＶａｌ、好ましくはＡｓｐ、Ｇ
ｌｎ、Ｈｉｓ、Ｉｌｅ、またはＰｒｏで置換されている。別の態様において、変異体は、
配列番号２の成熟ポリペプチドの置換Ｇ９１Ｄ、Ｇ９１Ｈ、Ｇ９１Ｉ、Ｇ９１Ｐ、Ｇ９１
Ｑ、あるいはまたＧ９１Ａを含むか、またはこれから成る。好ましい態様では、変異体は
、Ｇ９１ＡであるＧ９１に対応する位置に置換を含むか、またはこれから成る。
【００５３】
　別の態様において、位置３７、３９および／または９１での任意のこうした１つまたは
複数の置換を、Ｔ２３１ＲおよびＮ２３３Ｒの１つまたは複数、好ましくは両方と組み合
わせる。
【００５４】
　別の態様において、変異体は、上に記載したような位置Ｔ３７およびＮ３９に対応する
位置に置換を含むか、またはこれから成る。
【００５５】
　別の態様において、変異体は、上に記載したような位置Ｔ３７およびＧ９１に対応する
位置に置換を含むか、またはこれから成る。
【００５６】
　別の態様において、変異体は、上に記載したような位置Ｎ３９およびＧ９１に対応する
位置に置換を含むか、またはこれから成る。
【００５７】
　別の態様において、変異体は、上に記載したような位置Ｔ３７、Ｎ３９およびＧ９１に
対応する位置に置換を含むか、またはこれから成る。
【００５８】
　変異体は、１つまたは複数（例えば、いくつか）の他の位置に１つまたは複数の追加の
置換をさらに含み得る。
【００５９】
　アミノ酸の変更は軽微なものであり得、すなわち、タンパク質の折り畳みおよび／また
は活性に顕著に影響しない保存的アミノ酸置換または挿入；典型的には１～３０アミノ酸
の微小な欠失；アミノ末端メチオニン残基などの微小なアミノ－またはカルボキシル－末
端延伸；２０～２５残基以下の小リンカーペプチド；または、正味の電荷または他の機能
を変えることにより精製を容易とする、ポリヒスチジン配列、抗原エピトープもしくは結
合ドメインなどの微小な延伸であり得る。
【００６０】
　保存的置換の例は、塩基性アミノ酸（アルギニン、リシンおよびヒスチジン）、酸性ア
ミノ酸（グルタミン酸およびアスパラギン酸）、極性アミノ酸（グルタミンおよびアスパ
ラギン）、疎水性アミノ酸（ロイシン、イソロイシンおよびバリン）、芳香族アミノ酸（
フェニルアラニン、トリプトファンおよびチロシン）、ならびに、低分子アミノ酸（グリ
シン、アラニン、セリン、スレオニンおよびメチオニン）の群に含まれるものによる。
【００６１】
　あるいは、アミノ酸変更は、ポリペプチドの物理化学的性質が改変されるような性質の
ものである。例えば、アミノ酸変更は、ポリペプチドの熱安定性を向上させ、基質特異性
を改変し、最適ｐＨを変更するようなものなどであってよい。
【００６２】
　例えば、変異体は、配列番号２の成熟ポリペプチドの位置Ｄ９６、Ｔ１４３、Ａ１５０
、Ｅ２１０、Ｇ２２５、Ｔ２３１、Ｎ２３３およびＰ２５０に対応する位置に置換を含ん
でもよい。ある実施形態では、置換は、Ｄ９６Ｇ、Ｔ１４３Ａ、Ａ１５０Ｇ、Ｅ２１０Ｑ
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、Ｇ２２５Ｒ、Ｔ２３１Ｒ、Ｎ２３３ＲおよびＰ２５０Ｒから選択される。
【００６３】
　ある実施形態において、本発明は、以下から選択される変異体に関する：
【００６４】
【表１】

【００６５】

【表２】

【００６６】
　ポリペプチド中の必須アミノ酸は、部位特異的突然変異誘発またはアラニンスキャニン
グ突然変異誘発などの技術分野において公知である手法に準拠して同定することが可能で
ある（Ｃｕｎｎｉｎｇｈａｍ　ａｎｄ　Ｗｅｌｌｓ，１９８９，Ｓｃｉｅｎｃｅ　２４４
：１０８１－１０８５）。後者の技術においては、単一のアラニン突然変異が分子中のす
べての残基に導入され、得られるミュータント分子は、分子の活性に重要であるアミノ酸
残基を同定するためにリパーゼ活性についてテストされる。また、Ｈｉｌｔｏｎ　ｅｔ　
ａｌ．，１９９６，Ｊ．Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅｍ．２７１：４６９９－４７０８を参照のこと
。酵素の活性部位または他の生物学的相互作用はまた、推定される接触部位アミノ酸の突
然変異との組み合わせにより、核磁気共嗚、結晶構造解析、電子回折、または、光親和性
標識などの技術によって測定される構造の物理的分析によって判定可能である。例えば、
ｄｅ　Ｖｏｓ　ｅｔ　ａｌ．，１９９２，Ｓｃｉｅｎｃｅ　２５５：３０６－３１２；Ｓ
ｍｉｔｈ　ｅｔ　ａｌ．，１９９２，Ｊ．Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．２２４：８９９－９０４；
Ｗｌｏｄａｖｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，１９９２，ＦＥＢＳ　Ｌｅｔｔ．３０９：５９－６４
を参照のこと。必須アミノ酸の同一性はまた、関連するポリペプチドとのアライメントか
ら推定可能である。
【００６７】
　変異体は、成熟ポリペプチドのアミノ酸の数の少なくとも５０％、少なくとも５５％、
少なくとも６０％、少なくとも６５％、少なくとも７０％、少なくとも７５％、少なくと
も８０％、少なくとも８５％、少なくとも９０％、および少なくとも９５％から成るもの
であってよい。
【００６８】
　一実施形態において、変異体は、１種の漂白成分または２種以上の漂白成分の混合物の
存在下で性能を向上させた。好適な漂白成分としては、漂白触媒、光漂白剤、漂白活性化
剤、過酸化水素、過酸化水素源、事前に形成した過酸およびこれらの混合物が挙げられる
。一般に、漂白成分は、洗浄組成物の重量に対し、約０．００００１～約９０重量％、好
ましくは約０．０００１～約５０％、あるいはまた約０．００１～約２５％の漂白成分と
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して存在してよい。好適な漂白成分は、以下のものを含む：
　（１）事前に形成した過酸：好適な事前に形成した過酸としては、これらに限定されな
いが、事前に形成した過酸もしくはその塩からなる群から選択される化合物、典型的には
、ペルオキシカルボン酸もしくはその塩、またはペルオキシスルホン酸もしくはその塩の
いずれかが挙げられる。
【００６９】
　事前に形成した過酸もしくはその塩は、好ましくはペルオキシカルボン酸もしくはその
塩であり、これは、典型的には、下記の化学式に対応する化学構造：
【化５】

を有し、
式中、Ｒ14は、アルキル、アラルキル、シクロアルキル、アリールもしくは複素環式基か
ら選択され；Ｒ14基は、直鎖または分岐状の、置換もしくは非置換であってよく；Ｙは、
電荷中性を達成する任意の好適な対イオンであり、好ましくは、Ｙは、水素、ナトリウム
もしくはカリウムから選択される。好ましくは、Ｒ14は、直鎖または分岐状の、置換もし
くは非置換Ｃ6~9アルキルである。好ましくは、過酸もしくはその塩は、ペルオキシヘキ
サン酸、ペルオキシヘプタン酸、ペルオキシオクタン酸、ペルオキシノナン酸、ペルオキ
シデカン酸、それらの任意の塩、またはそれらの任意の組合せから選択される。特に好ま
しい過酸は、フタルイミド－ペルオキシ－アルカン酸、とりわけ、ε－フタルイミド－ペ
ルオキシ－ヘキサン酸（ＰＡＰ）である。好ましくは、過酸もしくはその塩は、３０℃～
６０℃の範囲の融点を有する。
【００７０】
　事前に形成した過酸もしくはその塩はペルオキシスルホン酸もしくはその塩であっても
よく、これは、典型的には、下記の化学式に対応する化学構造：

【化６】

を有し、
式中、Ｒ15は、アルキル、アラルキル、シクロアルキル、アリールもしくは複素環式基か
ら選択され；Ｒ15基は、直鎖または分岐状の、置換もしくは非置換であってよく；Ｚは、
電荷中性を達成する任意の好適な対イオンであり、好ましくは、Ｚは、水素、ナトリウム
もしくはカリウムから選択される。好ましくは、Ｒ15は、直鎖または分岐状の、置換もし
くは非置換Ｃ6~9アルキルである。好ましくはこのような漂白成分は、０．０１～５０％
、最も好ましくは０．１％～２０％の量で組成物中に存在してよい。
【００７１】
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　（２）過酸化水素源としては、例えば、過ホウ酸（通常は一水和物または四水和物）、
過炭酸、過硫酸、過リン酸、過ケイ酸のナトリウム塩およびこれらの混合物などのアルカ
リ金属塩を含む無機過酸化水和物塩類が挙げられる。本発明の一態様では、無機過酸化水
和物塩類、例えば、過ホウ酸、過炭酸およびこれらの混合物からなる群から選択されるも
のなど。使用する場合には、無機過酸化水和物塩類は、組成物全体の０．０５～４０重量
％、または１～３０重量％の量で存在し、典型的に、結晶性固体のような組成物に含有さ
せるが、この固体をコーティングしてもよい。好適なコーティングは、アルカリ金属ケイ
酸塩、炭酸塩もしくはホウ酸塩またはこれらの混合物などの無機塩、あるいは、水溶性も
しくは分散性ポリマー、ワックス、油または脂肪酸石鹸などの有機材料を含む。
【００７２】
　好ましくは、このような漂白成分は、０．０１～５０％、最も好ましくは０．１％～２
０％の量で組成物中に存在してよい。
【００７３】
　（３）好適な漂白活性化剤は、Ｒ－（Ｃ＝Ｏ）－Ｌを有するものであり、Ｒは、任意選
択で分岐状の、漂白活性化剤が疎水性である場合、６～１４個の炭素原子、または８～１
２個の炭素原子、ならびに漂白活性化剤が親水性である場合、６個未満の炭素原子、ある
いはまた４個未満の炭素原子を有するアルキル基であり；Ｌは、脱離基である。好適な脱
離基の例は、安息香酸およびその遊離基、特にベンゼンスルホン酸塩である。好適な漂白
活性化剤としては、ドデカノイルオキシベンゼンスルホン酸塩、デカノイルオキシベンゼ
ンスルホン酸塩、デカノイルオキシ安息香酸またはこれらの塩、３，５，５－トリメチル
ヘキサノイルオキシベンゼンスルホン酸塩、テトラアセチルエチレンジアミン（ＴＡＥＤ
）およびノナノイルオキシベンゼンスルホン酸塩（ＮＯＢＳ）が挙げられる。また、好適
な漂白活性化剤は国際公開第９８／１７７６７号パンフレットにも開示されている。あら
ゆる好適な漂白活性化剤を用いてよいが、本発明の一態様では、対象の洗浄組成物は、Ｎ
ＯＢＳ、ＴＡＥＤまたはこれらの混合物を含んでもよい。これらが存在する場合、過酸お
よび／または漂白活性化剤は、一般に、布地およびホームケア製品に対して、約０．１～
約６０重量％、約０．５～約４０重量％、あるいはまた約０．６～約１０重量％の量で消
費者製品に存在する。１種または複数種の疎水性過酸またはその前駆体を、１種または複
数種の親水性過酸またはその前駆体と組み合わせて用いてもよい。好ましくは、このよう
な漂白成分は、０．０１～５０％、最も好ましくは０．１％～２０％の量で組成物中に存
在してよい。
【００７４】
　過酸化水素源および過酸または漂白活性化剤の量は、利用可能な酸素（過酸化物源から
）：過酸のモル比が１：１～３５：１、あるいはまた２：１～１０：１であるように選択
してよい。
【００７５】
（４）ジアシル過酸化物－好ましいジアシル過酸化物漂白種としては、一般式：
　　　　　　　Ｒ1－Ｃ（Ｏ）－ＯＯ－（Ｏ）Ｃ－Ｒ2

（式中、Ｒ1は、少なくとも５個の炭素原子を含み、任意選択で１個または複数個の置換
基（例えば、－Ｎ+（ＣＨ3）3、－ＣＯＯＨもしくは－ＣＮ）および／またはアルキルラ
ジカルの隣接する炭素原子間に挿入された１つまたは複数の割り込み部分（例えば、－Ｃ
ＯＮＨもしくはＣＨ＝ＣＨ－）を含む、Ｃ6～Ｃ18アルキル、好ましくはＣ6～Ｃ12アルキ
ル基を示し；Ｒ2は、過酸化物部分と適合性の脂肪族基を示し、ここで、Ｒ1およびＲ2は
合わせて計８～３０個の炭素原子を含む）のジアシル過酸化物から選択されるものが挙げ
られる。一態様では、Ｒ1およびＲ2は、直鎖状非置換Ｃ6～Ｃ12アルキル鎖である。最も
好ましくは、Ｒ1およびＲ2は同一である。Ｒ1およびＲ2の両方がＣ6～Ｃ12アルキル基で
あるジアシル過酸化物は、Ｃ6～Ｃ12アルキル基であり、これが特に好ましい。好ましく
は、Ｒ基の少なくとも一方、最も好ましくはその一方のみ（Ｒ1またはＲ2）は、α位置、
または好ましくはαおよびβ位置のいずれにも、あるいは最も好ましくはαまたはβまた
はγ位置のいずれにも分岐もしくはペンダント環を含まない。１つのさらに好ましい実施
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形態において、好ましくは、Ｒ1アシル基の加水分解は高速で、過酸を生成するが、Ｒ2ア
シル基の加水分解は低速であるように、ＤＡＰが非対称であってもよい。
【００７６】
　テトラアシル過酸化物漂白種は、好ましくは、下記の一般式：
　Ｒ3－Ｃ（Ｏ）－ＯＯ－Ｃ（Ｏ）－（ＣＨ2）n－Ｃ（Ｏ）－ＯＯ－Ｃ（Ｏ）－Ｒ2

（式中、Ｒ3は、Ｃ1～Ｃ9アルキル、好ましくはＣ3～Ｃ7アルキル基を示し；ｎは、２～
１２、好ましくは４～１０の整数（両端の値を含む）を示す）
のテトラアシル過酸化物から選択される。
【００７７】
　好ましくは、ジアシルおよび／またはテトラアシル過酸化物漂白種は、洗浄液の重量に
対し少なくとも０．５ｐｐｍ、より好ましくは少なくとも１０ｐｐｍ、さらに好ましくは
少なくとも５０ｐｐｍを提供するのに十分な量で存在する。好ましい実施形態において、
漂白種は、洗浄液の重量に対して約０．５～約３００ｐｐｍ、より好ましくは少なくとも
約３０～約１５０ｐｐｍを提供するのに十分な量で存在する。
【００７８】
　好ましくは、漂白成分は、漂白触媒（５および６）を含む。
【００７９】
　（５）好ましい有機（非金属）漂白触媒としては、過酸および／またはその塩から酸素
原子を受容して、その酸素原子を酸化可能な基質に輸送することができる漂白触媒がある
。好適な漂白触媒として、これらに限定されないが、イミニウムカチオンおよびポリイオ
ン；イミニウム双性イオン；修飾アミン；修飾アミン酸化物；Ｎ－スルホニルイミン；Ｎ
－ホスホニルイミン；Ｎ－アシルイミン；チアジアゾール二酸化物；ペルフルオロイミン
；環状糖ケトンならびにこれらの混合物が挙げられる。
【００８０】
　好適なイミニウムカチオンおよびポリイオンとしては、これらに限定されないが、以下
のものが挙げられる：Ｔｅｔｒａｈｅｄｒｏｎ（１９９２），４９（２），４２３－３８
（例えば、ｃｏｍｐｏｕｎｄ　４，ｐ．４３３を参照）に記載のように調製される、Ｎ－
メチル－３，４－ジヒドロイソキノリニウムテトラフルオロホウ酸塩；米国特許第５３６
０５６９号明細書（例えば、Ｃｏｌｕｍｎ　１１，Ｅｘａｍｐｌｅ　１を参照）に記載の
ように調製される、Ｎ－メチル－３，４－ジヒドロイソキノリニウムｐ－トルエンスルホ
ン酸塩；ならびに米国特許第５３６０５６８号明細書（例えば、Ｃｏｌｕｍｎ　１０，Ｅ
ｘａｍｐｌｅ　３を参照）に記載のように調製される、Ｎ－オクチル－３，４－ジヒドロ
イソキノリニウムｐ－トルエンスルホン酸塩。
【００８１】
　好適なイミニウム双性イオンとしては、これらに限定されないが、以下のものが挙げら
れる：米国特許第５５７６２８２号明細書（例えば、Ｃｏｌｕｍｎ　３１，Ｅｘａｍｐｌ
ｅ　ＩＩを参照）に記載のように調製される分子内塩である、Ｎ－（３－スルホプロピル
）－３，４－ジヒドロイソキノリウム；米国特許第５８１７６１４号明細書（例えば、Ｃ
ｏｌｕｍｎ　３２，Ｅｘａｍｐｌｅ　Ｖを参照）に記載のように調製される分子内塩であ
る、Ｎ－［２－（スルホキシ）ドデシル］－３，４－ジヒドロイソキノリニウム；国際公
開第０５／０４７２６４号パンフレット（例えば、第１８頁、Ｅｘａｍｐｌｅ　８を参照
）に記載のように調製される分子内塩である、２－［３－［（２－エチルヘキシル）オキ
シ］－２－（スルホオキシ）プロピル］－３，４－ジヒドロイソキノリニウム、；ならび
に分子内塩である２－［３－［（２－ブチルオクチル）オキシ］－２－（スルホオキシ）
プロピル］－３，４－ジヒドロイソキノリニウム。
【００８２】
　好適な修飾アミン酸素輸送触媒としては、これらに限定されないが、１，２，３，４－
テトラヒドロ－２－メチル－１－イソキノリノールがあり、これは、Ｔｅｔｒａｈｅｄｒ
ｏｎ　Ｌｅｔｔｅｒｓ（１９８７），２８（４８），６０６１－６０６４に記載の方法に
従い製造することができる。好適な修飾アミン酸素輸送触媒としては、これらに限定され
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ないが、ナトリウム１－ヒドロキシ－Ｎ－オキシ－Ｎ－［２－（スルホキシ）デシル］－
１，２，３，４－テトラヒドロイソキノリンがある。
【００８３】
　好適なＮ－スルホニルイミン酸素輸送触媒としては、これらに限定されないが、Ｊｏｕ
ｒｎａｌ　ｏｆ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ（１９９０），５５（４），１２
５４－６１に記載の方法に従い調製される、３－メチル－１，２－ベンズイソチアゾール
１，１－二酸化物がある。
【００８４】
　好適なＮ－ホスホニルイミン酸素輸送触媒としては、これらに限定されないが、Ｊｏｕ
ｒｎａｌ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ，Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ
ｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ（１９９４），（２２），２５６９－７０に記載の方法に従い
調製される、「Ｒ－（Ｅ）］－Ｎ－［（２－クロロ－５－ニトロフェニル）メチレン］－
Ｐ－フェニル－Ｐ－（２，４，６－トリメチルフェニル）－ホスフィン酸アミドがある。
【００８５】
　好適なＮ－アシルイミン酸素輸送触媒としては、これらに限定されないが、Ｐｏｌｉｓ
ｈ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ（２００３），７７（５），５７７－５
９０に記載の方法に従い調製される、「Ｎ（Ｅ）］－Ｎ－（フェニルメチレン）アセトア
ミドがある。
【００８６】
　好適なチアジアゾール二酸化物酸素輸送触媒としては、これらに限定されないが、米国
特許第５７５３５９９号明細書（Ｃｏｌｕｍｎ　９，Ｅｘａｍｐｌｅ　２を参照）に記載
の方法に従い調製される、３－メチル－４－フェニル－１，２，５－チアジアゾール１，
１－ジオキシドがある。
【００８７】
　好適なペルフルオロイミン酸素輸送触媒としては、これらに限定されないが、Ｔｅｔｒ
ａｈｅｄｒｏｎ　Ｌｅｔｔｅｒｓ（１９９４），３５（３４），６３２９－３０に記載の
方法に従い製造することができる、２，２，３，３，４，４，４－ヘプタフルオロ－Ｎ－
（ノナフルオロブチル）ブタンイミドイルフッ化物がある。
【００８８】
　好適な環状糖ケトン酸素輸送触媒としては、これらに限定されないが、米国特許第６６
４９０８５号明細書（Ｃｏｌｕｍｎ　１２，Ｅｘａｍｐｌｅ　１）に記載の方法に従い調
製される、１，２：４，５－ジ－Ｏ－イソプロピリデン－Ｄ－エリスロ－２，３－ヘキソ
ジウロ－２，６－ピラノースがある。
【００８９】
　好ましくは、漂白触媒は、イミニウムおよび／もしくはカルボニル官能基を含み、典型
的に、酸素原子の受容時、特に過酸および／もしくはその塩からの酸素原子の受容時に、
オキサジリジウムおよび／もしくはジオキシラン官能基を形成することができる。好まし
くは、漂白触媒は、オキサジリジウム官能基を含み、および／または酸素原子の受容時、
特に過酸および／もしくはその塩からの酸素原子の受容時に、オキサジリジウム官能基を
形成することができる。好ましくは、漂白成分は、環状イミニウム官能基を含み、好まし
くは、環状部分は、５～８原子（窒素原子を含む）、好ましくは６原子の環サイズを有す
る。好ましくは、漂白触媒は、アリリミニウム官能基、好ましくは二環式アリリミニウム
官能基、好ましくは３，４－ジヒドロイソキノリニウム官能基を含む。典型的には、イミ
ン官能基は、４級イミン官能基であり、典型的に、酸素原子の受容時、特に過酸および／
もしくはその塩からの酸素原子の受容時に、４級オキサジリジウム官能基を形成すること
ができる。別の態様では、洗剤組成物は、０以下のｌｏｇＰo/w、－０．５以下のｌｏｇ
Ｐo/w、－１．０以下のｌｏｇＰo/w、－１．５以下のｌｏｇＰo/w、－２．０以下のｌｏ
ｇＰo/w、－２．５以下のｌｏｇＰo/w、－３．０以下のｌｏｇＰo/w、あるいはまた－３
．５以下のｌｏｇＰo/wを有する漂白成分を含む。ｌｏｇＰo/wを決定する方法については
、以下に詳しく記載する。
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【００９０】
　典型的に、漂白成分は、０．０１～約０．３０、０．０５～約０．２５、あるいはまた
約０．１０～０．２０のＸSOを有する漂白種を生成することができる。ＸSOを決定する方
法については、以下に詳しく記載する。例えば、イソキノリニウム構造を有する漂白成分
は、オキサジリジウム構造を有する漂白種を生成することができる。この例では、ＸSOは
、オキサジリジウム漂白種のそれである。
【００９１】
　好ましくは、漂白触媒は、下記の化学式：
【化７】

に対応する化学構造を有し、
式中、ｎおよびｍは、独立して、０～４であり、好ましくは、ｎおよびｍは両方が０であ
り；各Ｒ1は、独立して、水素、アルキル、シクロアルキル、アリール、融合アリール、
複素環、融合複素環、ニトロ、ハロ、シアノ、スルホナト、アルコキシ、ケト、カルボキ
シルおよびカルボアルコキシラジカルからなる群から選択される置換もしくは非置換ラジ
カルから選択され；ならびに任意の２つの隣接Ｒ1置換基が結合して、融合アリール、融
合炭素環もしくは融合複素環を形成してもよく；各Ｒ2は、独立して、水素、ヒドロキシ
、アルキル、シクロアルキル、アルカリル、アリール、アラルキル、アルキレン、複素環
、アルコキシ、アリールカルボニル基、カルボキシアルキル基およびアミド基からなる群
から選択される置換もしくは非置換ラジカルから独立して選択され；任意のＲ2がいずれ
か他のＲ2と結合して、共通環の一部を形成してもよく；任意のジェミナルＲ2が結合して
カルボニルを形成してもよく；また、任意の２つのＲ2が結合して、置換もしくは非置換
の融合した不飽和部分を形成してもよく；Ｒ3は、Ｃ1～Ｃ20置換もしくは非置換アルキル
であり；Ｒ4は、水素または部分Ｑt－Ａであり、ここで、Ｑは、分岐または非分岐アルキ
レンであり、ｔ＝０または１であり、Ａは、ＯＳＯ3

-、ＳＯ3
-、ＣＯ2

-、ＯＣＯ2
-、ＯＰ

Ｏ3
2-、ＯＰＯ3Ｈ

-およびＯＰＯ2
-からなる群から選択されるアニオン基であり；Ｒ5は、

水素または部分－ＣＲ11Ｒ12－Ｙ－Ｇb－Ｙc－［（ＣＲ9Ｒ10）y－Ｏ］k－Ｒ8であり；こ
こで、各Ｙは、独立して、Ｏ、Ｓ、Ｎ－Ｈ、またはＮ－Ｒ8からなる群から選択され；各
Ｒ6は、独立して、アルキル、アリールおよびヘテロアリールからなる群から選択され、
前記部分は、置換もしくは非置換であり、置換もしくは非置換のいずれにかかわらず、前
記部分は、２１個未満の炭素を有し；各Ｇは、独立して、ＣＯ，ＳＯ2、ＳＯ、ＰＯおよ
びＰＯ2からなる群から選択され；Ｒ9およびＲ10は、独立して、ＨおよびＣ1～Ｃ4アルキ
ルからなる群から選択され；Ｒ11およびＲ12は、独立して、Ｈおよびアルキルからなる群
から選択されるか、または合わせて考える場合、結合してカルボニルを形成してもよく；
ｂ＝０または１；ｃ＝０または１であってよいが、ｂ＝０であるとき、ｃ＝０でなければ
ならない；ｙは１～６の任意の整数であり；ｋは０～２０の整数であり；Ｒ6はＨ、また
はアルキル、アリールもしくはヘテロアリール部分であり；前記部分は、置換もしくは非
置換であり；Ｘは、それが存在すれば、好適な電荷平衡対イオンであり、Ｒ4が水素であ
る場合には、Ｘが存在するのが好ましく、好適なＸとしては、これらに限定されないが、
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塩化物、臭化物、硫酸塩、メトサルフェート、スルホン酸塩、ｐ－トルエンスルホン酸塩
、ボロンテトラフルオリドおよびリン酸塩が挙げられる。
【００９２】
　本発明の一実施形態において、漂白触媒は、下記の一般式：
【化８】

に対応する化学構造を有し
式中、Ｒ13は、３～２４個の炭素原子（分岐炭素原子を含む）を含む分岐アルキル基およ
び１～２４個の炭素原子を含む直鎖アルキル基であり；好ましくは、Ｒ13は、８～１８個
の炭素原子を含む分岐アルキル基または８～１８個の炭素原子を含む直鎖アルキル基であ
り；好ましくは、Ｒ13は、２－プロピルへプチル、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、イソ－ノニル、イソ－デシル、イソ－トリデシルおよびイソ－ペンタデシ
ル；好ましくは、Ｒ13は、２－ブチルオクチル、２－ペンチルノニル、２－ヘキシルデシ
ル、イソ－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。
【００９３】
　好ましくは、漂白成分は、漂白触媒以外に、過酸源、特に有機漂白触媒を含む。過酸源
は、以下：（ａ）事前に形成した過酸、（ｂ）好ましくは漂白活性化剤と組み合わせた過
炭素塩、過ホウ酸塩または過硫酸塩（過硫酸水素源）；および（ｃ）織物または硬質表面
処理ステップにおいて、水の存在下、ｉｎ　ｓｉｔｕで過酸を形成するペルヒドラーゼ酵
素およびエステルから選択してもよい。
【００９４】
　過酸および／または漂白活性化剤が存在する場合、これは、一般に、組成物に対して、
約０．１～約６０重量％、約０．５～約４０重量％、または約０．６～約１０重量％存在
する。１種または複数種の疎水性過酸またはその前駆体を１種または複数種の親水性過酸
またはその前駆体と組み合わせて用いてもよい。
【００９５】
　過酸化水素源および過酸もしくは漂白活性化剤の量は、利用可能な酸素（過酸化物源か
ら）：過酸のモル比が、１：１～３５：１、あるいはまた２：１～１０：１であるように
選択してよい。
【００９６】
　（６）金属含有漂白触媒－触媒成分は、触媒金属複合体によって提供してもよい。１タ
イプの金属含有漂白触媒は、例えば、銅、鉄、チタン、ルテニウム、タングステン、モリ
ブデン、もしくはマンガンカチオンなどの規定の漂白触媒活性の遷移金属カチオン、亜鉛
もしくはアルミニウムカチオンなどの、漂白触媒活性がほとんどまたは全くない補助金属
カチオン、ならびに触媒および補助金属カチオンについて既定の安定定数を有する金属イ
オン封鎖剤（ｓｅｑｕｅｓｔｒａｔｅ）、特にエチレンジアミン四酢酸、エチレンジアミ
ンテトラ（メチレンリン酸）およびそれらの水溶性塩を含む触媒系である。このような触
媒は、米国特許第４４３０２４３号明細書に開示されている。好ましい触媒は、国際公開
第０９／８３９４０６号パンフレット、米国特許第６２１８３５１号明細書および国際公
開第００／０１２６６７号パンフレットに記載されている。遷移金属触媒、または架橋多
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物は、マンガン化合物を用いて、触媒することができる。このような化合物および使用レ
ベルは、当業者には公知であり、例えば、米国特許第５５７６２８２号明細書に開示のマ
ンガンベースの触媒がある。
【００９７】
　本発明で有用なコバルト漂白触媒は公知であり、例えば、米国特許第５５９７９３６号
明細書；米国特許第５５９５９６７号明細書に記載されている。このようなコバルト触媒
は、例えば、米国特許第５５９７９３６号明細書および米国特許第５５９５９６７号明細
書に教示されているような公知の方法によって容易に調製される。
【００９８】
　本発明の組成物は、ビスピドン（米国特許第７５０１３８９号明細書）および／または
大多環式硬質配位子（略称「ＭＲＬ」）などの配位子の遷移金属複合体を含むのが好適で
ある。実際に、また非限定的に、水性洗浄媒質中少なくとも１億分の１部前後の活性ＭＲ
Ｌ種、典型的には、洗浄液中約０．００５ｐｐｍ～約２５ｐｐｍ、約０．０５ｐｐｍ～約
１０ｐｐｍ、あるいはまた約０．１ｐｐｍ～約５ｐｐｍのＭＲＬを提供するように、本発
明の組成物および方法を調節することができる。
【００９９】
　本発明の遷移金属漂白触媒中の好適な遷移金属としては、例えば、マンガン、鉄および
クロミウムがある。好適なＭＲＬには、５，１２－ジエチル－１，５，８，１２－テトラ
アザビシクロ［６．６．２］ヘキサデカンが含まれる。好適な遷移金属ＭＲＬは、例えば
、米国特許第６２２５４６４号明細書および国際公開第００／３２６０１号パンフレット
に教示されているような公知の手順により容易に調製される。
【０１００】
　（７）光漂白剤－好適な光漂白剤としては、例えば、スルホン化亜鉛フタロシアン　ス
ルホン化アルミニウムフタロシアン、キサンテン染料およびこれらの混合物が挙げられる
。本発明の組成物に用いるのに好ましい漂白成分には、過酸化水素源、漂白活性化剤およ
び／または有機過酸（任意選択で、過酸化水素源と漂白活性化剤の反応によりｉｎ　ｓｉ
ｔｕで生成する）が、漂白触媒と組み合わせて含まれる。好ましい漂白成分は、前述した
ように、漂白触媒、好ましくは有機漂白触媒を含む。
【０１０１】
　特に好ましい漂白成分は、漂白触媒、特に有機漂白触媒である。
【０１０２】
　組成物は、固体もしくは液体洗浄および／または治療組成物、あるいは、単一または多
コンパートメント単位用量形態（ｍｕｌｔｉ－ｃｏｍｐａｒｔｍｅｎｔ　ｕｎｉｔ　ｄｏ
ｓｅ　ｆｏｒｍ）を取る組成物であってもよい。
【０１０３】
　一実施形態において、変異体は、下記の式：
【化９】
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【化１０】

または
ｃ）これらの混合物
（式中、各Ｒ１は、独立して、３～２４個の炭素を含む分枝状アルキル基または１～２４
個の炭素を含む直鎖状アルキル基である）
を有する有機触媒からなる群から選択される有機触媒の存在下で、向上した性能を有する
。
【０１０４】
　いくつかの実施形態において、Ｒ１は、独立して、８～１８個の炭素を含む分枝状アル
キル基または８～１８個の炭素を含む直鎖状アルキル基である。ある実施形態では、Ｒ１
は、独立して、２－プロピルへプチル、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、イソ－ノニル、イソ－デシル、イソ－トリデシル、およびイソ－パンタデシルからな
る群から選択される。好ましくは、Ｒ１は、独立して、２－ブチルオクチル、２－ペンチ
ルノニル、２－ヘキシルデシル、イソ－トリデシル、およびイソ－パンタデシルからなる
群から選択される。好ましい変異体は、Ｒが２－ブチルオクチルである式ｂ）の触媒の存
在下で向上した性能を有する。
【０１０５】
　有機触媒は、典型的に、洗浄液１リットル当たり０．００１～０．０２ｇの活性物質を
提供する量、または洗浄液１リットル当たり０．０１～４．５、０．５～４．０、１．０
～３．５、１．５～３．０、または２．０～２．５ｐｐｍの活性物質を提供する量で用い
られる。
【０１０６】
　ある実施形態では、有機過酸源は漂白剤として存在する。有機過酸源は、事前に形成さ
れた過酸またはジアシル過酸化物であってよく、または過酸化水素源および漂白活性化剤
を含んでもよい。好適な漂白剤としては、ジアシル過酸化物、漂白活性化剤、過酸化水素
、過酸化水素源、事前に形成された過酸およびこれらの混合物が挙げられる。
【０１０７】
　一般に、漂白剤を用いる場合、本発明の組成物は、対象の洗浄組成物の重量に対して、
約０．１％～約５０％、あるいはまた約０．１％～約２５％の漂白剤を含んでよい。漂白
剤は、典型的に、有機過酸源または活性化過酸素源である。過酸および／または漂白活性
化剤が存在する場合、これは、一般に、組成物に対して、約０．１～約６０重量％、約０
．５～約４０重量％、あるいはまた約０．６～約１０重量％存在する。１種または複数種
の疎水性過酸またはその前駆体を１種または複数種の親水性過酸またはその前駆体と組み
合わせて用いてもよい。過酸化水素源および過酸もしくは漂白活性化剤の量は、利用可能
な酸素（過酸化物源から）：過酸のモル比が、１：１～３５：１、あるいはまた２：１～
１０：１となるように選択してよい。
【０１０８】
　リパーゼ変異体の酸化的分解反応に対する安定性を評価するために、相対性能（Ｒｅｌ
ａｔｉｖｅ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ）（ＲＰｗａｓｈ）の値、すなわち、試験しようと
するリパーゼ変異体の洗浄性能（Ｐ）を決定し、これを配列番号２のリパーゼの洗浄性能
で割る。ゆえに、ＲＰｗａｓｈ＝Ｐ（本発明のリパーゼ変異体）／Ｐ（配列番号２リパー
ゼ）。酸化的分解反応に対して向上した安定性を有するリパーゼ変異体は、少なくとも１
．０１、好ましくは少なくとも１．１、あるいはまた少なくとも１．５のＲＰｗａｓｈを
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有する。
【０１０９】
親リパーゼ
　親リパーゼは、（ａ）配列番号２の成熟ポリペプチドに対し少なくとも６０％の配列同
一性を有するポリペプチド；（ｂ）低ストリンジェンシー条件下で（ｉ）配列番号１の成
熟ポリペプチドコード配列もしくは（ｉｉ）（ｉ）の完全長補体とハイブリダイズするポ
リヌクレオチドによりコードされるポリペプチド；または（ｃ）配列番号１の成熟ポリペ
プチドコード配列に対し少なくとも６０％の配列同一性を有するポリヌクレオチドにより
コードされるポリペプチドであってよい。
【０１１０】
　一態様において、親は、リパーゼ活性を有する、配列番号２の成熟ポリペプチドに対し
て、少なくとも６０％、例えば、少なくとも６５％、少なくとも７０％、少なくとも７５
％、少なくとも８０％、少なくとも８５％、少なくとも９０％、少なくとも９１％、少な
くとも９２％、少なくとも９３％、少なくとも９４％、少なくとも９５％、少なくとも９
６％、少なくとも９７％、少なくとも９８％、少なくとも９９％、または１００％の配列
同一性を有する。一態様では、親のアミノ酸配列は、配列番号２の成熟ポリペプチドと、
２０以下のアミノ酸、例えば、１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２
、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９、または２０個のアミノ酸が異なる。
【０１１１】
　別の態様において、親は、配列番号２のアミノ酸配列を含むか、またはこれから構成さ
れる。別の態様において、親は、配列番号２の成熟ポリペプチドを含むか、またはこれか
ら構成される。別の態様において、親は、配列番号２のアミノ酸１～２６９を含むか、ま
たはこれから構成される。
【０１１２】
　別の態様において、親は、成熟ポリペプチドのアミノ酸の数の少なくとも５０％、少な
くとも５５％、少なくとも６０％、少なくとも６５％、少なくとも７０％、少なくとも７
５％、少なくとも８０％、少なくとも８５％、少なくとも９０％、少なくとも９５％を含
む配列番号２の成熟ポリペプチドの断片である。
【０１１３】
　別の態様において、親は、配列番号２の成熟ポリペプチドの対立遺伝子変異体である。
【０１１４】
　別の態様において、親は、超低ストリンジェンシー条件、低ストリンジェンシー条件、
中ストリンジェンシー条件、中－高ストリンジェンシー条件、高ストリンジェンシー条件
、または超高ストリンジェンシー条件下で、（ｉ）配列番号１の成熟ポリペプチドコード
配列、もしくは（ｉｉ）（ｉ）の完全長補体とハイブリダイズするポリヌクレオチドによ
りコードされる（Ｓａｍｂｒｏｏｋ　ｅｔ　ａｌ．，１９８９，Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｃ
ｌｏｎｉｎｇ，Ａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｍａｎｕａｌ，２ｄ　ｅｄｉｔｉｏｎ，Ｃｏ
ｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ）。
【０１１５】
　配列番号１のポリヌクレオチドまたはそのサブ配列、ならびに、配列番号２のポリペプ
チドまたはその断片は、技術分野において周知である方法に従って異なる属もしくは種の
菌株から親をコードするＤＮＡを同定およびクローン化するよう核酸プローブを設計する
ために用いられ得る。特に、このようなプローブは、その対応する遺伝子を同定および単
離ために、標準的なサザンブロッティング法に続いて、対象細胞のゲノムＤＮＡまたはｃ
ＤＮＡを伴うハイブリダイゼーションのために用いられることが可能である。このような
プローブは、配列全体よりもかなり短いことが可能であるが、少なくとも１５、例えば、
少なくとも２５、少なくとも３５または少なくとも７０ヌクレオチドの長さであるべきで
ある。好ましくは、核酸プローブは、例えば、少なくとも２００ヌクレオチド、少なくと
も３００ヌクレオチド、少なくとも４００ヌクレオチド、少なくとも５００ヌクレオチド
、少なくとも６００ヌクレオチド、少なくとも７００ヌクレオチド、少なくとも８００ヌ
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クレオチドまたは少なくとも９００ヌクレオチドの長さなどの、少なくとも１００ヌクレ
オチドの長さである。ＤＮＡおよびＲＮＡプローブの両方が用いられることが可能である
。プローブは、典型的には、対応する遺伝子を検出するために標識化される（例えば、32

Ｐ、3Ｈ、35Ｓ、ビオチンまたはアビジンで）。このようなプローブは本発明によって包
含される。
【０１１６】
　このような他の株から調製したゲノムＤＮＡもしくはｃＤＮＡライブラリは、上記のプ
ローブとハイブリダイズし、親をコードするＤＮＡについてスクリーニングされ得る。こ
のような他の株由来のゲノムまたは他のＤＮＡは、アガロースもしくはポリアクリルアミ
ドゲル電気泳動、または、他の分離技術によって分離され得る。ライブラリからのＤＮＡ
または分離されたＤＮＡは、ニトロセルロースまたは他の好適なキャリア材料に移されて
固定され得る。配列番号１またはそのサブ配列とハイブリダイズするクローンまたはＤＮ
Ａを同定するために、キャリア材料がサザンブロッティングにおいて用いられる。
【０１１７】
　本発明の目的のために、ハイブリダイゼーションは、ポリヌクレオチドが、（ｉ）配列
番号１；（ｉｉ）配列番号１の成熟ポリペプチドコード配列；（ｉｉｉ）これらの完全長
補体；または（ｉｖ）これらのサブ配列に対応する標識化核酸プローブと、超低～超高ス
トリンジェンシー条件下でハイブリダイズすることを意味する。これらの条件下で核酸プ
ローブがハイブリダイズする分子は、例えば、Ｘ線フィルム、または、当該技術分野にお
いて公知であるいずれかの他の検出手段を用いて検出が可能である。
【０１１８】
　一態様において、核酸プローブは、配列番号１の成熟ポリペプチドコード配列である。
別の態様において、核酸プローブは、配列番号１のヌクレオチド６７～８７３である。他
の態様において、核酸プローブは、配列番号２のポリペプチドをコードするポリヌクレオ
チド；その成熟ポリペプチド；または、その断片である。他の態様において、核酸プロー
ブは、配列番号１である。
【０１１９】
　別の実施形態において、親は、配列番号１の成熟ポリヌクレオチドコード配列に対して
、少なくとも６０％、例えば、少なくとも６５％、少なくとも７０％、少なくとも７５％
、少なくとも８０％、少なくとも８５％、少なくとも９０％、少なくとも９１％、少なく
とも９２％、少なくとも９３％、少なくとも９４％、少なくとも９５％、少なくとも９６
％、少なくとも９７％、少なくとも９８％、少なくとも９９％、または１００％の配列同
一性を有するポリヌクレオチドによってコードされる。
【０１２０】
　ポリペプチドは、あるポリペプチドの領域が他のポリペプチドの領域のＮ末端またはＣ
末端で融合したハイブリッドポリペプチドであり得る。
【０１２１】
　親は、他のポリペプチドが本発明のポリペプチドのＮ末端またはＣ末端に融合した融合
ポリペプチドまたは切断可能な融合ポリペプチドであり得る。融合ポリペプチドは、他の
ポリペプチドをコードするポリヌクレオチドを本発明のポリヌクレオチドに融合させるこ
とにより生成される。融合ポリペプチドを生成する技術は技術分野において公知であり、
フレーム中にあるよう、また、融合ポリペプチドの発現が同一のプロモータおよびターミ
ネータの制御下にあるよう、ポリペプチドをコードするコード配列を結合することなどで
ある。融合ポリペプチドはまた、融合ポリペプチドが翻訳後に形成されるインテインテク
ノロジーを用いて構築され得る（Ｃｏｏｐｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，１９９３，ＥＭＢＯ　Ｊ
．１２：２５７５－２５８３；Ｄａｗｓｏｎ　ｅｔ　ａｌ．，１９９４，Ｓｃｉｅｎｃｅ
　２６６：７７６－７７９）。
【０１２２】
　融合ポリペプチドは、２つのポリペプチド間に切断部位をさらに含んでいることが可能
である。融合タンパク質を分泌すると、この部位が切断されて、２つのポリペプチドが放
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出される。切断部位の例としては、これらに限定されないが、Ｍａｒｔｉｎ　ｅｔ　ａｌ
．，２００３，Ｊ．Ｉｎｄ．Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌ．Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ．３：５６８－
５７６；Ｓｖｅｔｉｎａ　ｅｔ　ａｌ．，２０００，Ｊ．Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ．７６：
２４５－２５１；Ｒａｓｍｕｓｓｅｎ－Ｗｉｌｓｏｎ　ｅｔ　ａｌ．，１９９７，Ａｐｐ
ｌ．Ｅｎｖｉｒｏｎ．Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌ．６３：３４８８－３４９３；Ｗａｒｄ　ｅｔ
　ａｌ．，１９９５，Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　１３：４９８－５０３；および、Ｃ
ｏｎｔｒｅｒａｓ　ｅｔ　ａｌ．，１９９１，Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　９：３７８
－３８１；Ｅａｔｏｎ　ｅｔ　ａｌ．，１９８６，Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　２５：５
０５－５１２；Ｃｏｌｌｉｎｓ－Ｒａｃｉｅ　ｅｔ　ａｌ．，１９９５，Ｂｉｏｔｅｃｈ
ｎｏｌｏｇｙ　１３：９８２－９８７；Ｃａｒｔｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，１９８９，Ｐｒｏ
ｔｅｉｎｓ：Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ，Ｆｕｎｃｔｉｏｎ，ａｎｄ　Ｇｅｎｅｔｉｃｓ　６：
２４０－２４８；および、Ｓｔｅｖｅｎｓ，２００３，Ｄｒｕｇ　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　
Ｗｏｒｌｄ　４：３５－４８において開示されている部位が挙げられる。
【０１２３】
　親は、すべての種類の微生物から得られてもよい。本発明の目的のために、「～から得
られる」という用語は、本明細書において用いられるところ、所与のソースに関連して、
ポリヌクレオチドによってコードされる親は、ソースによって生成されるか、または、ソ
ースからのポリヌクレオチドが挿入された系統によって生成されることを意味すべきであ
る。一態様において、親は、細胞外で分泌される。
【０１２４】
　親は、細菌性リパーゼであってよい。例えば、親は、バチルス属（Ｂａｃｉｌｌｕｓ）
、クロストリジウム属（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ）、エンテロコッカス属（Ｅｎｔｅｒｏ
ｃｏｃｃｕｓ）、ゲオバチルス属（Ｇｅｏｂａｃｉｌｌｕｓ）、ラクトバチルス属（Ｌａ
ｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ）、ラクトコッカス属（Ｌａｃｔｏｃｏｃｃｕｓ）、オセアノバ
チルス属（Ｏｃｅａｎｏｂａｃｉｌｌｕｓ）、スタフィロコッカス属（Ｓｔａｐｈｙｌｏ
ｃｏｃｃｕｓ）、ストレプトコッカス属（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ）、ストレプトマ
イセス属（Ｓｔｒｅｐｔｏｍｙｃｅｓ）、サーモビフィダ・フスカ・アリアス（Ｔｈｅｒ
ｍｏｂｉｆｉｄａ　ｆｕｓｃａ　ａｌｉａｓ）　サーモモノスポラ・フスカ（Ｔｈｅｒｍ
ｏｍｏｎｏｓｐｏｒａ　ｆｕｓｃａ）リパーゼなどのグラム陽性細菌性ポリペプチド、ま
たは、カムピロバクター属（Ｃａｍｐｙｌｏｂａｃｔｅｒ）、大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）、
フラボバクテリウム属（Ｆｌａｖｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ）、フソバクテリウム属（Ｆｕｓ
ｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ）、ヘリコバクター属（Ｈｅｌｉｃｏｂａｃｔｅｒ）、イリオバク
ター属（Ｉｌｙｏｂａｃｔｅｒ）、ネイッセリア属（Ｎｅｉｓｓｅｒｉａ）、シュードモ
ナス属（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ）、サルモネラ属（Ｓａｌｍｏｎｅｌｌａ）、もしくは
ウレアプラズマ属（Ｕｒｅａｐｌａｓｍａ）リパーゼなどのグラム陰性細菌性ポリペプチ
ドであってもよい。
【０１２５】
　一態様において、親は、バチルス・アルカロフィルス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ａｌｋａｌ
ｏｐｈｉｌｕｓ）、バチルス・アミロリケファシエンス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ａｍｙｌｏ
ｌｉｑｕｅｆａｃｉｅｎｓ）、バチルス・ブレビス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｂｒｅｖｉｓ）
、バチルス・シルクランス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｃｉｒｃｕｌａｎｓ）、バチルス・クラ
ウシイ（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｃｌａｕｓｉｉ）、バチルス・コアグランス（Ｂａｃｉｌｌ
ｕｓ　ｃｏａｇｕｌａｎｓ）、バチルス・フィルムス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｆｉｒｍｕｓ
）、バチルス・ラウツス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｌａｕｔｕｓ）、バチルス・レンツス（Ｂ
ａｃｉｌｌｕｓ　ｌｅｎｔｕｓ）、バチルス・リケニホルミス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｌｉ
ｃｈｅｎｉｆｏｒｍｉｓ）、バチルス・メガテリウム（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｍｅｇａｔｅ
ｒｉｕｍ）、バチルス・プミルス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｐｕｍｉｌｕｓ）、バチルス・ス
テアロテルモフィルス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｓｔｅａｒｏｔｈｅｒｍｏｐｈｉｌｕｓ）、
枯草菌（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｓｕｂｔｉｌｉｓ）、またはバチルス・チューリンゲンシス
（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉｓ）リパーゼである。
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【０１２６】
　別の態様において、親は、ストレプトコッカス・エクイシミリス（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏ
ｃｃｕｓ　ｅｑｕｉｓｉｍｉｌｉｓ）、化膿レンサ球菌（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　
ｐｙｏｇｅｎｅｓ）、ストレプトコッカス・ウベリス（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｕ
ｂｅｒｉｓ）、またはストレプトコッカス・エクイ亜種ゾエピデミカス（Ｓｔｒｅｐｔｏ
ｃｏｃｃｕｓ　ｅｑｕｉ　ｓｕｂｓｐ．Ｚｏｏｅｐｉｄｅｍｉｃｕｓ）リパーゼである。
【０１２７】
　別の態様において、親は、ストレプトマイセス・アクロモゲネス（Ｓｔｒｅｐｔｏｍｙ
ｃｅｓ　ａｃｈｒｏｍｏｇｅｎｅｓ）、ストレプトマイセス・アベルミチリス（Ｓｔｒｅ
ｐｔｏｍｙｃｅｓ　ａｖｅｒｍｉｔｉｌｉｓ）、ストレプトマイセス・コエリカラー（Ｓ
ｔｒｅｐｔｏｍｙｃｅｓ　ｃｏｅｌｉｃｏｌｏｒ）、ストレプトマイセス・グリセウス（
Ｓｔｒｅｐｔｏｍｙｃｅｓ　ｇｒｉｓｅｕｓ）、またはストレプトマイセス・リビダンス
（Ｓｔｒｅｐｔｏｍｙｃｅｓ　ｌｉｖｉｄａｎｓ）リパーゼである。
【０１２８】
　親は、真菌性リパーゼであってもよい。例えば、親は、カンジダ属（Ｃａｎｄｉｄａ）
、クルイベロミセス属（Ｋｌｕｙｖｅｒｏｍｙｃｅｓ）、ピチア属（Ｐｉｃｈｉａ）、サ
ッカロミセス属（Ｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ）、シゾサッカロミセス属（Ｓｃｈｉｚｏ
ｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ）、もしくはヤロウィア属（Ｙａｒｒｏｗｉａ）リパーゼな
どの酵母性リパーゼ；またはアクレモニウム属（Ａｃｒｅｍｏｎｉｕｍ）、アガリクス属
（Ａｇａｒｉｃｕｓ）、アルテルナリア属（Ａｌｔｅｒｎａｒｉａ）、アスペルギルス属
（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ）、アウレオバシジウム属（Ａｕｒｅｏｂａｓｉｄｉｕｍ）、
ボトリオスパエリア属（Ｂｏｔｒｙｏｓｐａｅｒｉａ）、セリポリオプシス属（Ｃｅｒｉ
ｐｏｒｉｏｐｓｉｓ）、カエトミジウム属（Ｃｈａｅｔｏｍｉｄｉｕｍ）、クリソスポリ
ウム属（Ｃｈｒｙｓｏｓｐｏｒｉｕｍ）、クラビセプス属（Ｃｌａｖｉｃｅｐｓ）、コク
リオボラス属（Ｃｏｃｈｌｉｏｂｏｌｕｓ）、コプリノプシス属（Ｃｏｐｒｉｎｏｐｓｉ
ｓ）、コプトテルメス属（Ｃｏｐｔｏｔｅｒｍｅｓ）、コリナスカス属（Ｃｏｒｙｎａｓ
ｃｕｓ）、クリホネクトリア属（Ｃｒｙｐｈｏｎｅｃｔｒｉａ）、クリプトコッカス属（
Ｃｒｙｐｔｏｃｏｃｃｕｓ）、ジプロディア属（Ｄｉｐｌｏｄｉａ）、エキシディア属（
Ｅｘｉｄｉａ）、フィリバシジウム属（Ｆｉｌｉｂａｓｉｄｉｕｍ）、フサリウム属（Ｆ
ｕｓａｒｉｕｍ）、ギベレラ属（Ｇｉｂｂｅｒｅｌｌａ）、ホロマスチゴトイデス属（Ｈ
ｏｌｏｍａｓｔｉｇｏｔｏｉｄｅｓ）、フミコラ属（Ｈｕｍｉｃｏｌａ）、イルペックス
属（Ｉｒｐｅｘ）、レンチヌラ属（Ｌｅｎｔｉｎｕｌａ）、レプトスパエリア属（Ｌｅｐ
ｔｏｓｐａｅｒｉａ）、マグナポルテ属（Ｍａｇｎａｐｏｒｔｈｅ）、メラノカルパス属
（Ｍｅｌａｎｏｃａｒｐｕｓ）、メリピラス属（Ｍｅｒｉｐｉｌｕｓ）、ムコル属（Ｍｕ
ｃｏｒ）、ミセリオフソラ属（Ｍｙｃｅｌｉｏｐｈｔｈｏｒａ）、ネオカリマスチックス
属（Ｎｅｏｃａｌｌｉｍａｓｔｉｘ）、ネウロスポラ属（Ｎｅｕｒｏｓｐｏｒａ）、パエ
シロミセス属（Ｐａｅｃｉｌｏｍｙｃｅｓ）、ペニシリウム属（Ｐｅｎｉｃｉｌｌｉｕｍ
）、ファネロカエテ属（Ｐｈａｎｅｒｏｃｈａｅｔｅ）、ピロミセス属（Ｐｉｒｏｍｙｃ
ｅｓ）、ポイトラシア属（Ｐｏｉｔｒａｓｉａ）、シュードプレクタニア属（Ｐｓｅｕｄ
ｏｐｌｅｃｔａｎｉａ）、シュードトリコニンファ属（Ｐｓｅｕｄｏｔｒｉｃｈｏｎｙｍ
ｐｈａ）、リゾムコル属（Ｒｈｉｚｏｍｕｃｏｒ）、シゾフィラム属（Ｓｃｈｉｚｏｐｈ
ｙｌｌｕｍ）、シタリジウム属（Ｓｃｙｔａｌｉｄｉｕｍ）、タラロミセス属（Ｔａｌａ
ｒｏｍｙｃｅｓ）、サーモアスカス属（Ｔｈｅｒｍｏａｓｃｕｓ）、チエラビア属（Ｔｈ
ｉｅｌａｖｉａ）、トリポクラジウム属（Ｔｏｌｙｐｏｃｌａｄｉｕｍ）、トリコデルマ
属（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ）、トリコファエア属（Ｔｒｉｃｈｏｐｈａｅａ）、ベルチ
シリウム属（Ｖｅｒｔｉｃｉｌｌｉｕｍ）、ボルバリエラ属（Ｖｏｌｖａｒｉｅｌｌａ）
、もしくはキシラリア属（Ｘｙｌａｒｉａ）リパーゼなどの糸状真菌性リパーゼであって
もよい。
【０１２９】
　別の形態では、親は、サッカロミセス・カルスベルゲンシス（Ｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃ
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ｅｓ　ｃａｒｌｓｂｅｒｇｅｎｓｉｓ）、サッカロミセス・セレビシエ（Ｓａｃｃｈａｒ
ｏｍｙｃｅｓ　ｃｅｒｅｖｉｓｉａｅ）、サッカロミセス・ジアスタチカス（Ｓａｃｃｈ
ａｒｏｍｙｃｅｓ　ｄｉａｓｔａｔｉｃｕｓ）、サッカロミセス・ドウグラシ（Ｓａｃｃ
ｈａｒｏｍｙｃｅｓ　ｄｏｕｇｌａｓｉｉ）、サッカロミセス・クルイベリ（Ｓａｃｃｈ
ａｒｏｍｙｃｅｓ　ｋｌｕｙｖｅｒｉ）、サッカロミセス・ノルベンシス（Ｓａｃｃｈａ
ｒｏｍｙｃｅｓ　ｎｏｒｂｅｎｓｉｓ）、またはサッカロミセス・オビホルミス（Ｓａｃ
ｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ　ｏｖｉｆｏｒｍｉｓ）リパーゼである。
【０１３０】
　別の形態では、親は、アクレモニウム・セルロリチカス（Ａｃｒｅｍｏｎｉｕｍ　ｃｅ
ｌｌｕｌｏｌｙｔｉｃｕｓ）、アスペルギルス・アキュレアタス（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕ
ｓ　ａｃｕｌｅａｔｕｓ）、アスペルギルス・アワモリ（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ａｗ
ａｍｏｒｉ）、アスペルギルス・ホエチダス（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｆｏｅｔｉｄｕ
ｓ）、アスペルギルス・フミガタス（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｆｕｍｉｇａｔｕｓ）、
アスペルギルス・ジャポニカス（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｊａｐｏｎｉｃｕｓ）、アス
ペルギルス・ニジュランス（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｎｉｄｕｌａｎｓ）、アスペルギ
ルス・ニガー（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｎｉｇｅｒ）、アスペルギルス・オリザエ（Ａ
ｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｏｒｙｚａｅ）、クリソスポリウム・イノプス（Ｃｈｒｙｓｏｓ
ｐｏｒｉｕｍ　ｉｎｏｐｓ）、クリソスポリウム・ケラチノフィラム（Ｃｈｒｙｓｏｓｐ
ｏｒｉｕｍ　ｋｅｒａｔｉｎｏｐｈｉｌｕｍ）、クリソスポリウム・ルクノウェンス（Ｃ
ｈｒｙｓｏｓｐｏｒｉｕｍ　ｌｕｃｋｎｏｗｅｎｓｅ）、クリソスポリウム・メルダリウ
ム（Ｃｈｒｙｓｏｓｐｏｒｉｕｍ　ｍｅｒｄａｒｉｕｍ）、クリソスポリウム・パニコラ
（Ｃｈｒｙｓｏｓｐｏｒｉｕｍ　ｐａｎｎｉｃｏｌａ）、クリソスポリウム・クイーンズ
ランジカム（Ｃｈｒｙｓｏｓｐｏｒｉｕｍ　ｑｕｅｅｎｓｌａｎｄｉｃｕｍ）、クリソス
ポリウム・トプロピカム（Ｃｈｒｙｓｏｓｐｏｒｉｕｍ　ｔｒｏｐｉｃｕｍ）、クリソス
ポリウム・ゾナタム（Ｃｈｒｙｓｏｓｐｏｒｉｕｍ　ｚｏｎａｔｕｍ）、フサリウム・バ
クトリジオイデス（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｂａｃｔｒｉｄｉｏｉｄｅｓ）、フサリウム・セ
レアリス（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｃｅｒｅａｌｉｓ）、フサリウム・クロックウェレンズ（
Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｃｒｏｏｋｗｅｌｌｅｎｓｅ）、フサリウム・クルモラム（Ｆｕｓａ
ｒｉｕｍ　ｃｕｌｍｏｒｕｍ）、フサリウム・グラミネアラム（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｇｒ
ａｍｉｎｅａｒｕｍ）、フサリウム・グラミナム（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｇｒａｍｉｎｕｍ
）、フサリウム・ヘテロスポラム（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｈｅｔｅｒｏｓｐｏｒｕｍ）、フ
サリウム・ネグンジ（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｎｅｇｕｎｄｉ）、フサリウム・オキシスポラ
ム（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｏｘｙｓｐｏｒｕｍ）、フサリウム・レチキュラタム（Ｆｕｓａ
ｒｉｕｍ　ｒｅｔｉｃｕｌａｔｕｍ）、フサリウム・ロゼウム（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｒｏ
ｓｅｕｍ）、フサリウム・サムブシヌム（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｓａｍｂｕｃｉｎｕｍ）、
フサリウム・サルコロウム（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｓａｒｃｏｃｈｒｏｕｍ）、フサリウム
・スポロトリキオイデス（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｓｐｏｒｏｔｒｉｃｈｉｏｉｄｅｓ）、フ
サリウム・スルフレウム（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｓｕｌｐｈｕｒｅｕｍ）、フサリウム・ト
ルロサム（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｔｏｒｕｌｏｓｕｍ）、フサリウム・トリコセシオイデス
（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｔｒｉｃｈｏｔｈｅｃｉｏｉｄｅｓ）、フサリウム・ベネナツム（
Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｖｅｎｅｎａｔｕｍ）、フミコラ・グリセア（Ｈｕｍｉｃｏｌａ　ｇ
ｒｉｓｅａ）、フミコラ・インソレンス（Ｈｕｍｉｃｏｌａ　ｉｎｓｏｌｅｎｓ）、フミ
コラ・ラヌギノーサ（Ｈｕｍｉｃｏｌａ　ｌａｎｕｇｉｎｏｓａ）、イプレックス・ラク
テウス（Ｉｒｐｅｘ　ｌａｃｔｅｕｓ）、ムコル・ミエヘイ（Ｍｕｃｏｒ　ｍｉｅｈｅｉ
）、ミセリオプソラ・サーモフィラ（Ｍｙｃｅｌｉｏｐｈｔｈｏｒａ　ｔｈｅｒｍｏｐｈ
ｉｌａ）、ネウロスポラ・クラサ（Ｎｅｕｒｏｓｐｏｒａ　ｃｒａｓｓａ）、ペニシリウ
ム・フニクロサム（Ｐｅｎｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｆｕｎｉｃｕｌｏｓｕｍ）、ペニシリウム
・プルプロゲナム（Ｐｅｎｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｐｕｒｐｕｒｏｇｅｎｕｍ）、ファネロカ
エテ・クリソスポリウム（Ｐｈａｎｅｒｏｃｈａｅｔｅ　ｃｈｒｙｓｏｓｐｏｒｉｕｍ）
、チエラビア・アクロマチカ（Ｔｈｉｅｌａｖｉａ　ａｃｈｒｏｍａｔｉｃａ）、チエラ
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ビア・アルボミセス（Ｔｈｉｅｌａｖｉａ　ａｌｂｏｍｙｃｅｓ）、チエラビア・アルボ
ピロサ（Ｔｈｉｅｌａｖｉａ　ａｌｂｏｐｉｌｏｓａ）、チエラビア・アウストラレイン
シス（Ｔｈｉｅｌａｖｉａ　ａｕｓｔｒａｌｅｉｎｓｉｓ）、チエラビア・フィメチ（Ｔ
ｈｉｅｌａｖｉａ　ｆｉｍｅｔｉ）、チエラビア・ミクロスポラ（Ｔｈｉｅｌａｖｉａ　
ｍｉｃｒｏｓｐｏｒａ）、チエラビア・オビスポラ（Ｔｈｉｅｌａｖｉａ　ｏｖｉｓｐｏ
ｒａ）、チエラビア・ペルビアナ（Ｔｈｉｅｌａｖｉａ　ｐｅｒｕｖｉａｎａ）、チエラ
ビア・セトサ（Ｔｈｉｅｌａｖｉａ　ｓｅｔｏｓａ）、チエラビア・スペデドニウム（Ｔ
ｈｉｅｌａｖｉａ　ｓｐｅｄｅｄｏｎｉｕｍ）、チエラビア・サブサーモフィラ（Ｔｈｉ
ｅｌａｖｉａ　ｓｕｂｔｈｅｒｍｏｐｈｉｌａ）、チエラビア・テレストリス（Ｔｈｉｅ
ｌａｖｉａ　ｔｅｒｒｅｓｔｒｉｓ）、トリコデルマ・ハルジアナム（Ｔｒｉｃｈｏｄｅ
ｒｍａ　ｈａｒｚｉａｎｕｍ）、トリコデルマ・コニンギ（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ　ｋ
ｏｎｉｎｇｉｉ）、トリコデルマ・ロンジブラキアタム（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ　ｌｏ
ｎｇｉｂｒａｃｈｉａｔｕｍ）、トリコデルマ・レセイ（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ　ｒｅ
ｅｓｅｉ）、またはトリコデルマ・ビリデ（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ　ｖｉｒｉｄｅ）リ
パーゼである。
【０１３１】
　別の態様では、親は、フミコラ・ラヌギノーサ（Ｈｕｍｉｃｏｌａ　ｌａｎｕｇｉｎｏ
ｓａ）リパーゼ、例えば、配列番号２のリパーゼまたはその成熟ポリペプチドである。
【０１３２】
　上に挙げた種に関して、本発明が、完全および不完全な状態の両方を含み、また、それ
らが知られている種の名称にかかわらず、他の分類学上の均等物、例えば、アナモルフを
包含することは理解されよう。当業者であれば、適切な均等物の同一性を容易に認識され
よう。
【０１３３】
　これらの種の系統は、アメリカ合衆国培養細胞系統保存機関（ＡＴＣＣ：Ａｍｅｒｉｃ
ａｎ　Ｔｙｐｅ　Ｃｕｌｔｕｒｅ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ）、ドイツ微生物細胞培養コレ
クション（ＤＳＭＺ：Ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｓａｍｍｌｕｎｇ　ｖｏｎ　Ｍｉｋｒｏｏｒｇ
ａｎｉｓｍｅｎ　ｕｎｄ　Ｚｅｌｌｋｕｌｔｕｒｅｎ　ＧｍｂＨ）、オランダ微生物株保
存センター（ＣＢＳ：Ｃｅｎｔｒａａｌｂｕｒｅａｕ　Ｖｏｏｒ　Ｓｃｈｉｍｍｅｌｃｕ
ｌｔｕｒｅｓ）、および、農業研究局特許培養物コレクション（Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａ
ｌ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｐａｔｅｎｔ　Ｃｕｌｔｕｒｅ　Ｃｏｌｌｅｃ
ｔｉｏｎ）、北方リサーチセンター（ＮＲＲＬ：Ｎｏｒｔｈｅｒｎ　Ｒｅｇｉｏｎａｌ　
Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｃｅｎｔｅｒ）などの多数の微生物保存機関において公共に容易に利
用可能である。
【０１３４】
　親は、上記のプローブを用いて、自然（例えば、汚染物、コンポスト、水等）から単離
された微生物、または、天然材料（例えば、汚染物、コンポスト、水等）から直接的に得
られたＤＮＡサンプルを含む他のソースから同定および得られ得る。微生物およびＤＮＡ
を自然環境から直接的に単離する技術は技術分野において周知である。次いで、親をコー
ドするポリヌクレオチドは、他の微生物または混合ＤＮＡサンプルのゲノムＤＮＡもしく
はｃＤＮＡライブラリを同じようにスクリーニングすることにより得られ得る。一旦、親
をコードするポリヌクレオチドがプローブで検出されたら、ポリヌクレオチドは、当業者
に公知の技術（例えば、前述のＳａｍｂｒｏｏｋ　ｅｔ　ａｌ．，１９８９を参照のこと
）を利用することにより単離またはクローン化され得る。
【０１３５】
変異体の調製
　本発明はまた、リパーゼ変異体を得るための方法に関し、この方法は、親リパーゼに、
配列番号２の成熟ポリペプチドの位置Ｔ３７、Ｎ３９、またはＧ９１に対応する１つまた
は複数の位置で置換を導入するステップであって、変異体が、リパーゼ活性を有し、親リ
パーゼと比較して、下記の式：
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【化１１】

【化１２】

または
ｃ）これらの混合物、
（式中、各Ｒ１は、独立して、３～２４個の炭素を含む分枝状アルキル基または１～２４
個の炭素を含む直鎖状アルキル基である）
を有する有機触媒からなる群から選択される有機触媒の存在下で、向上した性能を有する
ステップと；前記変異体を回収するステップを含む。
【０１３６】
　ある実施形態において、本発明は、Ｒ１が、独立して、８～１８個の炭素を含む分枝状
アルキル基または８～１８個の炭素を含む直鎖状アルキル基である、方法に関する。
【０１３７】
　ある実施形態では、本発明は、Ｒ１が、独立して、２－プロピルへプチル、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、イソ－ノニル、イソ－デシル、イソ－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。好ましくは、Ｒ１は、２－ブチ
ルオクチル、２－ペンチルノニル、２－ヘキシルデシル、イソ－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。
【０１３８】
　有機触媒は、典型的に、洗浄液１リットル当たり０．００１～０．０２ｇの活性物質を
提供する量、または洗浄液１リットル当たり０．０１～４．５、０．５～４．０、１．０
～３．５、１．５～３．０、または２．０～２．５ｐｐｍの活性物質を提供する量で用い
られる。
【０１３９】
　ある実施形態では、本発明は、有機過酸源が漂白剤として存在する方法に関する。有機
過酸源は、事前に形成された過酸またはジアシル過酸化物であってよく、または過酸化水
素源および漂白活性化剤を含んでもよい。
【０１４０】
　好適な漂白剤としては、ジアシル過酸化物、漂白活性化剤、過酸化水素、過酸化水素源
、事前に形成された過酸およびこれらの混合物が挙げられる。
【０１４１】
　一般に、漂白剤を用いる場合、本発明の組成物は、対象の洗浄組成物の重量に対して、
約０．１％～約５０％、あるいはまた約０．１％～約２５％の漂白剤を含んでよい。漂白
剤は、典型的に、有機過酸源または活性化過酸素源である。
【０１４２】
　過酸および／または漂白活性化剤が存在する場合、これは、一般に、組成物に対して、
約０．１～約６０重量％、約０．５～約４０重量％、あるいはまた約０．６～約１０重量
％の量で存在する。１種または複数種の疎水性過酸またはその前駆体を１種または複数種
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の親水性過酸またはその前駆体と組み合わせて用いてもよい。
【０１４３】
　過酸化水素源および過酸もしくは漂白活性化剤の量は、利用可能な酸素（過酸化物源か
ら）：過酸のモル比が、１：１～３５：１、あるいはまた２：１～１０：１となるように
選択してよい。
【０１４４】
　ある実施形態において、本発明は、親リパーゼが、配列番号２の成熟ポリペプチドに対
して少なくとも６０％の同一性を有するアミノ酸配列を含む；配列番号２の成熟ポリペプ
チドのアミノ酸配列、またはリパーゼ活性を有するその断片から構成される、方法に関す
る。
【０１４５】
　ある実施形態において、本発明は、変異体が、（ａ）配列番号２の成熟ポリペプチドに
対して少なくとも６０％の同一性を有するアミノ酸配列を含むポリペプチド；（ｂ）低ス
トリンジェンシー条件下で（ｉ）配列番号１の成熟ポリペプチドコード配列、もしくは（
ｉｉ）（ｉ）の完全長相補鎖とハイブリダイズするポリヌクレオチドによりコードされる
ポリペプチド；または（ｃ）配列番号１の成熟ポリペプチドコード配列に対して少なくと
も６０％の同一性を有するヌクレオチド配列を含むポリヌクレオチドによりコードされる
ポリペプチドである、方法に関する。
【０１４６】
　ある実施形態において、本発明は、置換が、Ｔ３７Ａ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｉ、Ｌ、
Ｎ、Ｐ、Ｑ、Ｒ、Ｓ、Ｖ、Ｗ、Ｙ、Ｎ３９Ａ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｉ、Ｋ、Ｌ、Ｍ、Ｐ
、Ｑ、Ｒ、Ｔ、Ｖ、Ｗ、Ｙ、およびＧ９１Ｄ、Ｈ、Ｉ、Ｐ、Ｑから選択される、方法に関
する。
【０１４７】
　ある実施形態において、本発明は、変異体が、配列番号２の成熟ポリペプチドの位置Ｄ
９６、Ｔ１４３、Ａ１５０、Ｅ２１０、Ｇ２２５、Ｔ２３１、Ｎ２３３およびＰ２５０に
対応する１つまたは複数の位置に置換をさらに含む、方法に関する。
【０１４８】
　ある実施形態では、本発明は、置換が、Ｄ９６Ｇ、Ｔ１４３Ａ、Ａ１５０Ｇ、Ｅ２１０
Ｑ、Ｇ２２５Ｒ、Ｔ２３１Ｒ、Ｎ２３３ＲおよびＰ２５０Ｒから選択される、方法に関す
る。
【０１４９】
　変異体は、部位特異的突然変異誘発、合成遺伝子構築、半合成遺伝子構築、無作為突然
変異誘発、シャッフリング等などの技術分野において公知であるいずれかの突然変異誘発
法を用いて調製可能である。
【０１５０】
　部位特異的突然変異誘発は、親をコードするポリヌクレオチドにおける１つまたは複数
の規定の部位で１つまたは複数（例えば、いくつか）の突然変異を導入する技術である。
【０１５１】
　部位特異的突然変異誘発は、所望の突然変異を含有するオリゴヌクレオチドプライマー
が使用されるＰＣＲによってインビトロで達成されることが可能である。部位特異的突然
変異誘発はまた、親をコードするポリヌクレオチドを含むプラスミドにおける部位が制限
酵素により切断され、および、その後、ポリヌクレオチドに突然変異を含有するオリゴヌ
クレオチドが連結されるカセット式突然変異誘発によってインビトロで行われることが可
能である。通常、プラスミドおよびオリゴヌクレオチドを消化する制限酵素は同一であり
、プラスミドの付着末端と挿入断片とを互いに連結させる。例えば、Ｓｃｈｅｒｅｒ　ａ
ｎｄ　Ｄａｖｉｓ，１９７９，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ　７６：
４９４９－４９５５；および、Ｂａｒｔｏｎ　ｅｔ　ａｌ．，１９９０，Ｎｕｃｌｅｉｃ
　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．１８：７３４９－４９６６を参照のこと。
【０１５２】
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　部位特異的突然変異誘発はまた、技術分野において公知である方法によってインビボで
達成可能である。例えば、米国特許出願公開第２００４／０１７１１５４号明細書；Ｓｔ
ｏｒｉｃｉ　ｅｔ　ａｌ．，２００１，Ｎａｔｕｒｅ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ．１９：７
７３－７７６；Ｋｒｅｎ　ｅｔ　ａｌ．，１９９８，Ｎａｔ．Ｍｅｄ．４：２８５－２９
０；および、Ｃａｌｉｓｓａｎｏ　ａｎｄ　Ｍａｃｉｎｏ，１９９６，Ｆｕｎｇａｌ　Ｇ
ｅｎｅｔ．Ｎｅｗｓｌｅｔｔ．４３：１５－１６を参照のこと。
【０１５３】
　いずれかの部位特異的突然変異誘発法が本発明において用いられることが可能である。
変異体の調製に用いられることが可能である多くの市販のキットが入手可能である。
【０１５４】
　合成遺伝子構築には、対象のポリペプチドをコードするための設計されたポリヌクレオ
チド分子のインビトロ合成が伴う。遺伝子合成は、Ｔｉａｎ　ｅｔ　ａｌ．（２００４，
Ｎａｔｕｒｅ　４３２：１０５０－１０５４）により記載されている多重マイクロチップ
系テクノロジー、ならびに、オリゴヌクレオチドが合成されると共に光による制御が可能
なマイクロ流体チップにアセンブルされる同様のテクノロジーなどの多数の技術を利用し
て行うことが可能である。
【０１５５】
　単一もしくは複数のアミノ酸置換、欠失、および／または挿入は、Ｒｅｉｄｈａａｒ－
Ｏｌｓｏｎ　ａｎｄ　Ｓａｕｅｒ，１９８８，Ｓｃｉｅｎｃｅ　２４１：５３－５７；Ｂ
ｏｗｉｅ　ａｎｄ　Ｓａｕｅｒ，１９８９，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．Ｕ
ＳＡ　８６：２１５２－２１５６；国際公開第９５／１７４１３号パンフレット；または
、国際公開第９５／２２６２５号パンフレットにより開示されているものなどの公知の突
然変異誘発方法、組換え法、および／または、シャッフリング法、これに続く関連するス
クリーニング法を用いて行い、テストすることが可能である。用いられることが可能であ
る他の方法としては、エラープローンＰＣＲ、ファージディスプレイ（例えば、Ｌｏｗｍ
ａｎ　ｅｔ　ａｌ．，１９９１，Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　３０：１０８３２－１０８
３７；米国特許第５，２２３，４０９号明細書；国際公開第９２／０６２０４号パンフレ
ット）、および、領域特異的突然変異誘発（Ｄｅｒｂｙｓｈｉｒｅ　ｅｔ　ａｌ．，１９
８６，Ｇｅｎｅ　４６：１４５；Ｎｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，１９８８，ＤＮＡ　７：１２７
）が挙げられる。
【０１５６】
　突然変異誘発／シャッフリング法は、宿主細胞によって発現されたクローン化突然変異
誘発ポリペプチドの活性を検出するために、高スループット自動スクリーニング法と組み
合わせることが可能である（Ｎｅｓｓ　ｅｔ　ａｌ．，１９９９，Ｎａｔｕｒｅ　Ｂｉｏ
ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　１７：８９３－８９６）。活性ポリペプチドをコードする突然変
異誘発ＤＮＡ分子は、宿主細胞から回収可能であり、技術分野における標準的な方法を用
いて直ぐに配列決定されることが可能である。これらの方法では、ポリペプチドにおける
個別のアミノ酸残基の重要性を直ぐに判定することが可能である。
【０１５７】
　半合成遺伝子構築は、合成遺伝子構築および／または部位特異的突然変異誘発および／
またはランダム突然変異誘発および／またはシャッフリングの態様を組み合わせることに
より達成される。半合成構築は、ＰＣＲ技術と組み合わされる、合成されたポリヌクレオ
チド断片を利用するプロセスに代表される。それ故、遺伝子の定義された領域が新たに合
成され得、一方で、他の領域が部位特異的突然変異誘発性プライマーを用いて増幅され得
、一方で、さらに他の領域がエラープローンＰＣＲまたは非エラープローンＰＣＲ増幅に
供され得る。次いで、ポリヌクレオチドサブ配列がシャッフルされ得る。
【０１５８】
ポリヌクレオチド
　本発明はまた、本発明の変異体をコードする単離されたポリヌクレオチドにも関する。
【０１５９】
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核酸構築物
　本発明はまた、制御配列と適合性のある条件下で好適な宿主細胞においてコード配列の
発現をもたらす１つまたは複数の制御配列と作動可能に結合した本発明の変異体をコード
するポリヌクレオチドを含む核酸構築物に関する。
【０１６０】
　ポリヌクレオチドは、変異体の発現をもたらすために多様な方法で操作され得る。ベク
ターへの挿入に先立つポリヌクレオチドの操作が、発現ベクターに応じて望ましいか、必
要であり得る。組換えＤＮＡ法を利用するポリヌクレオチドの改変技術が技術分野におい
て周知である。
【０１６１】
　制御配列は、ポリヌクレオチドの発現のために宿主細胞によって認識されるポリヌクレ
オチドである、プロモータであり得る。プロモータは、変異体の発現を媒介する転写制御
配列を含有する。プロモータは、ミュータント、切断型および雑種プロモータを含む宿主
細胞において転写活性を示すいずれかのポリヌクレオチドであり得、ならびに、宿主細胞
に対して相同性または非相同性である細胞外または細胞内ポリペプチドをコードする遺伝
子から得られ得る。
【０１６２】
　細菌性宿主細胞における本発明の核酸構築物の転写をもたらす好適なプロモータの例は
、バチルス・アミロリケファシエンス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ａｍｙｌｏｌｉｑｕｅｆａｃ
ｉｅｎｓ）α－アミラーゼ遺伝子（ａｍｙＱ）、バチルス・リケニホルミス（Ｂａｃｉｌ
ｌｕｓ　ｌｉｃｈｅｎｉｆｏｒｍｉｓ）α－アミラーゼ遺伝子（ａｍｙＬ）、バチルス・
リケニホルミス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｌｉｃｈｅｎｉｆｏｒｍｉｓ）ペニシリナーゼ遺伝
子（ｐｅｎＰ）、バチルス・ステアロテルモフィルス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｓｔｅａｒｏ
ｔｈｅｒｍｏｐｈｉｌｕｓ）マルトース生成アミラーゼ遺伝子（ａｍｙＭ）、古草菌（Ｂ
ａｃｉｌｌｕｓ　ｓｕｂｔｉｌｉｓ）レバンスクラーゼ遺伝子（ｓａｃＢ）、古草菌（Ｂ
ａｃｉｌｌｕｓ　ｓｕｂｔｉｌｉｓ）ｘｙｌＡおよびｘｙｌＢ遺伝子、バチルス・チュー
リンゲンシス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉｓ）ｃｒｙＩＩＩＡ遺伝子
（Ａｇａｉｓｓｅ　ａｎｄ　Ｌｅｒｅｃｌｕｓ，１９９４，Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｍｉｃ
ｒｏｂｉｏｌｏｇｙ　１３：９７－１０７）、大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）ｌａｃオペロン、
大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）ｔｒｃプロモータ（Ｅｇｏｎ　ｅｔ　ａｌ．，１９８８，Ｇｅｎ
ｅ　６９：３０１－３１５）、ストレプトマイセス・コエリコロル（Ｓｔｒｅｐｔｏｍｙ
ｃｅｓ　ｃｏｅｌｉｃｏｌｏｒ）アガラーゼ遺伝子（ｄａｇＡ）および原核β－ラクタマ
ーゼ遺伝子（Ｖｉｌｌａ－Ｋａｍａｒｏｆｆ　ｅｔ　ａｌ．，１９７８，Ｐｒｏｃ．Ｎａ
ｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ　７５：３７２７－３７３１）、ならびに、ｔａｃプロ
モータ（ＤｅＢｏｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，１９８３，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃ
ｉ．ＵＳＡ　８０：２１－２５）から得られるプロモータである。さらなるプロモータが
、“Ｕｓｅｆｕｌ　ｐｒｏｔｅｉｎｓ　ｆｒｏｍ　ｒｅｃｏｍｂｉｎａｎｔ　ｂａｃｔｅ
ｒｉａ”，Ｇｉｌｂｅｒｔ　ｅｔ　ａｌ．，１９８０，Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　Ａｍｅｒ
ｉｃａｎ　２４２：７４－９４；および、Ｓａｍｂｒｏｏｋ　ｅｔ　ａｌ．，１９８９，
ｓｕｐｒａに記載されている。タンデムプロモータの例が国際公開第９９／４３８３５号
パンフレットに開示されている。
【０１６３】
　糸状真菌宿主細胞において本発明の核酸構築物の転写をもたらす好適なプロモータの例
を以下に挙げる：アスペルギルス・ニジュランス（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｎｉｄｕｌ
ａｎｓ）アセトアミダーゼ、アスペルギルス・ニガー（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｎｉｇ
ｅｒ）中性α－アミラーゼ、アスペルギルス・ニガー（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｎｉｇ
ｅｒ）酸性安定性α－アミラーゼ、アスペルギルス・ニガー（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　
ｎｉｇｅｒ）もしくはアスペルギルス・アワモリ（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ａｗａｍｏ
ｒｉ）グルコアミラーゼ（ｇｌａＡ）、アスペルギルス・オリザエ（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌ
ｕｓ　ｏｒｙｚａｅ）ＴＡＫＡアミラーゼ、アスペルギルス・オリザエ（Ａｓｐｅｒｇｉ
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ｌｌｕｓ　ｏｒｙｚａｅ）アルカリ性プロテアーゼ、アスペルギルス・オリザエ（Ａｓｐ
ｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｏｒｙｚａｅ）トリオースリン酸イソメラーゼ、フサリウム・オキシ
スポラム（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｏｘｙｓｐｏｒｕｍ）トリプシン様プロテアーゼ（国際公
開第９６／００７８７号パンフレット）、フサリウム・ベネナツム（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　
ｖｅｎｅｎａｔｕｍ）アミログルコシダーゼ（国際公開第００／５６９００号パンフレッ
ト）、フサリウム・ベネナツム・ダリア（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｖｅｎｅｎａｔｕｍ　Ｄａ
ｒｉａ）　（国際公開第００／５６９００号パンフレット）、フサリウム・ベネナツム・
クイン（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｖｅｎｅｎａｔｕｍ　Ｑｕｉｎｎ）　（国際公開第００／５
６９００号パンフレット）、リゾムコル・ミエヘイ（Ｒｈｉｚｏｍｕｃｏｒ　ｍｉｅｈｅ
ｉ）リパーゼ、リゾムコル・ミエヘイ（Ｒｈｉｚｏｍｕｃｏｒ　ｍｉｅｈｅｉ）アスパラ
ギン酸プロテアーゼ、トリコデルマ・レセイ（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ　ｒｅｅｓｅｉ）
β－グルコシダーゼ、トリコデルマ・レセイ（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ　ｒｅｅｓｅｉ）
セロビオヒドラーゼＩ、トリコデルマ・レセイ（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ　ｒｅｅｓｅｉ
）セロビオヒドラーゼＩＩ、トリコデルマ・レセイ（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ　ｒｅｅｓ
ｅｉ）エンドグルカナーゼＩ、トリコデルマ・レセイ（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ　ｒｅｅ
ｓｅｉ）エンドグルカナーゼＩＩ、トリコデルマ・レセイ（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ　ｒ
ｅｅｓｅｉ）エンドグルカナーゼＩＩＩ、トリコデルマ・レセイ（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍ
ａ　ｒｅｅｓｅｉ）エンドグルカナーゼＩＶ、トリコデルマ・レセイ（Ｔｒｉｃｈｏｄｅ
ｒｍａ　ｒｅｅｓｅｉ）エンドグルカナーゼＶ、トリコデルマ・レセイ（Ｔｒｉｃｈｏｄ
ｅｒｍａ　ｒｅｅｓｅｉ）キシラナーゼＩ、トリコデルマ・レセイ（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒ
ｍａ　ｒｅｅｓｅｉ）キシラナーゼＩＩ、トリコデルマ・レセイ（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍ
ａ　ｒｅｅｓｅｉ）β－キシロシダーゼ、ならびにＮＡ２－ｔｐｉプロモータ（非翻訳リ
ーダーが、アスペルギルス（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ）トリオースリン酸イソメラーゼ遺
伝子由来の非翻訳リーダーにより置換されたアスペルギルス（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ）
中性α－アミラーゼ遺伝子；非制限的例として、非翻訳リーダーが、アスペルギルス・ニ
ジュランス（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｎｉｄｕｌａｎｓ）またはアスペルギルス・オリ
ザエ（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｏｒｙｚａｅ）トリオースリン酸イソメラーゼ遺伝子由
来の非翻訳リーダーにより置換されたアスペルギルス・ニガー（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ
　ｎｉｇｅｒ）中性α－アミラーゼがある）；ならびにこれらのミュータント、切断型、
およびハイブリットプロモータ。
【０１６４】
　酵母宿主において、有用なプロモータは、サッカロミセス・セレビシエ（Ｓａｃｃｈａ
ｒｏｍｙｃｅｓ　ｃｅｒｅｖｉｓｉａｅ）エノラーゼ（ＥＮＯ－１）、サッカロミセス・
セレビシエ（Ｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ　ｃｅｒｅｖｉｓｉａｅ）ガラクトキナーゼ（
ＧＡＬ１）、サッカロミセス・セレビシエ（Ｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ　ｃｅｒｅｖｉ
ｓｉａｅ）アルコールデヒドロゲナーゼ／グリセルアルデヒド－３－リン酸デヒドロゲナ
ーゼ（ＡＤＨ１、ＡＤＨ２／ＧＡＰ）、サッカロミセス・セレビシエ（Ｓａｃｃｈａｒｏ
ｍｙｃｅｓ　ｃｅｒｅｖｉｓｉａｅ）トリオースリン酸イソメラーゼ（ＴＰＩ）、サッカ
ロミセス・セレビシエ（Ｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ　ｃｅｒｅｖｉｓｉａｅ）メタロチ
オネイン（ＣＵＰ１）、およびサッカロミセス・セレビシエ（Ｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅ
ｓ　ｃｅｒｅｖｉｓｉａｅ）３－ホスホグリセリン酸キナーゼの遺伝子から得られる。酵
母宿主のその他の有用なプロモータは、Ｒｏｍａｎｏｓ　ｅｔ　ａｌ．，１９９２，Ｙｅ
ａｓｔ　８：４２３－４８８に記載されている。
【０１６５】
　制御配列は転写ターミネータであってもよく、これは、宿主細胞によって転写の終止と
認識される。ターミネータ配列は、変異体をコードするポリヌクレオチドの３’末端に作
動可能に結合する。宿主細胞において機能的であるすべてのターミネータが用いられ得る
。
【０１６６】
　細菌性宿主細胞について好ましいターミネータは、バチルス・クラウシイ（Ｂａｃｉｌ
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ｌｕｓ　ｃｌａｕｓｉｉ）アルカリプロテアーゼ（ａｐｒＨ）、バチルスリケニホルミス
（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｌｉｃｈｅｎｉｆｏｒｍｉｓ）α－アミラーゼ（ａｍｙＬ）および
大腸菌（Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ　ｃｏｌｉ）リボソームＲＮＡ（ｒｒｎＢ）に係る遺伝
子から得られる。
【０１６７】
　糸状真菌宿主細胞の好ましいターミネータは、アスペルギルス・ニジュランス（Ａｓｐ
ｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｎｉｄｕｌａｎｓ）アントラニレート・シンターゼ、アスペルギルス
・ニガー（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｎｉｇｅｒ）グルコアミラーゼ、アスペルギルス・
ニガー（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｎｉｇｅｒ）α－グルコシダーゼ、アスペルギルス・
オリザエ（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｏｒｙｚａｅ）ＴＡＫＡアミラーゼ、およびフサリ
ウム・オキシスポラム（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｏｘｙｓｐｏｒｕｍ）トリプシン様プロテア
ーゼの遺伝子から得られる。
【０１６８】
　酵母宿主細胞の好ましいターミネータは、サッカロミセス・セレビシエ（Ｓａｃｃｈａ
ｒｏｍｙｃｅｓ　ｃｅｒｅｖｉｓｉａｅ）エノラーゼ、サッカロミセス・セレビシエ（Ｓ
ａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ　ｃｅｒｅｖｉｓｉａｅ）シトクロムＣ（ＣＹＣ１）、および
サッカロミセス・セレビシエ（Ｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ　ｃｅｒｅｖｉｓｉａｅ）グ
リセルアルデヒド－３－リン酸デヒドロゲナーゼの遺伝子から得られる。酵母宿主細胞の
その他の有用なターミネータは、Ｒｏｍａｎｏｓ　ｅｔ．ａｌ．，１９９２（前掲）によ
って記載されている。
【０１６９】
　制御配列はまた、プロモータの下流側であって、遺伝子の発現を高める遺伝子のコード
配列の上流側のｍＲＮＡスタビライザ領域であり得る。
【０１７０】
　好適なｍＲＮＡスタビライザ領域の例は、バチルスチューリンゲンシス（Ｂａｃｉｌｌ
ｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉｓ）ｃｒｙＩＩＩＡ遺伝子（国際公開第９４／２５６１
２号パンフレット）および古草菌（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｓｕｂｔｉｌｉｓ）ＳＰ８２遺伝
子（Ｈｕｅ　ｅｔ　ａｌ．，１９９５，Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｂａｃｔｅｒｉｏｌｏｇ
ｙ　１７７：３４６５－３４７１）から入手される。
【０１７１】
　制御配列はまた、リーダー、すなわち、宿主細胞による翻訳に重要なｍＲＮＡの非翻訳
領域であってもよい。リーダー配列は、変異体をコードするポリヌクレオチドの５’末端
に作動可能に結合される。宿主細胞において機能性である任意のリーダーを用いてよい。
【０１７２】
　糸状真菌宿主細胞の好ましいリーダーは、アスペルギルス・オリザエ（Ａｓｐｅｒｇｉ
ｌｌｕｓ　ｏｒｙｚａｅ）ＴＡＫＡアミラーゼおよびアスペルギルス・ニジュランス（Ａ
ｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｎｉｄｕｌａｎｓ）トリオースリン酸イソメラーゼの遺伝子から
得られる。
【０１７３】
　酵母宿主細胞の好適なリーダーは、サッカロミセス・セレビシエ（Ｓａｃｃｈａｒｏｍ
ｙｃｅｓ　ｃｅｒｅｖｉｓｉａｅ）エノラーゼ（ＥＮＯ－１）、サッカロミセス・セレビ
シエ（Ｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ　ｃｅｒｅｖｉｓｉａｅ）３－ホスホグリセリン酸キ
ナーゼ、サッカロミセス・セレビシエ（Ｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ　ｃｅｒｅｖｉｓｉ
ａｅ）α因子、およびサッカロミセス・セレビシエ（Ｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ　ｃｅ
ｒｅｖｉｓｉａｅ）アルコールデヒドロゲナーゼ／グリセルアルデヒド－３－リン酸デヒ
ドロゲナーゼ（ＡＤＨ２／ＧＡＰ）の遺伝子から得られる。
【０１７４】
　制御配列はまた、ポリアデニル化配列であってもよく、これは、変異体コード配列の３
’末端に作動可能に結合し、転写されると、転写されたｍＲＮＡにポリアデノシン残基を
付加するためのシグナルとして宿主細胞に認識される配列である。宿主細胞において機能
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性である任意のポリアデニル化配列を用いてよい。
【０１７５】
　糸状真菌宿主細胞の好ましいポリアデニル化配列は、アスペルギルス・ニジュランス（
Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｎｉｄｕｌａｎｓ）アントラニレート・シンターゼ、アスペル
ギルス・ニガー（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｎｉｇｅｒ）グルコアミラーゼ、アスペルギ
ルス・ニガー（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｎｉｇｅｒ）α－グルコシダーゼ、アスペルギ
ルス・オリザエ（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｏｒｙｚａｅ）ＴＡＫＡアミラーゼ、および
フサリウム・オキシスポラム（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｏｘｙｓｐｏｒｕｍ）トリプシン様プ
ロテアーゼの遺伝子から得られる。
【０１７６】
　酵母宿主細胞に有用なポリアデニル化配列が、ＧｕｏおよびＳｈｅｒｍａｎ，１９９５
，Ｍｏｌ．Ｃｅｌｌｕｌａｒ　Ｂｉｏｌ．１５：５９８３－５９９０に記載されている。
【０１７７】
　制御配列はまた、変異体のＮ－末端にリンクしたシグナルペプチドをコードし、および
、変異体を細胞の分泌経路に送るシグナルペプチドコード領域であり得る。ポリヌクレオ
チドのコード配列の５’－末端は、変異体をコードするコード配列のセグメントと共に、
翻訳読み枠に元々リンクしたシグナルペプチドコード配列を本質的に含有し得る。または
、コード配列の５’－末端は、コード配列に対して外来性のシグナルペプチドコード配列
を含有し得る。コード配列がシグナルペプチドコード配列を元々含有していない場合には
、外来性のシグナルペプチドコード配列が必要とされる場合がある。または、外来性のシ
グナルペプチドコード配列は単に、変異体の分泌を増強するために天然シグナルペプチド
コード配列を置き換えてもよい。しかしながら、発現変異体を宿主細胞の分泌経路に送る
いずれかのシグナルペプチドコード配列がもちいられてもよい。
【０１７８】
　細菌宿主細胞の効果的なシグナルペプチドコード配列は、バチルス属（Ｂａｃｉｌｌｕ
ｓ）ＮＣＩＢ１１８３７マルトジェニックアミラーゼ、バチルスリケニホルミス（Ｂａｃ
ｉｌｌｕｓ　ｌｉｃｈｅｎｉｆｏｒｍｉｓ）サブチリシン、バチルスリケニホルミス（Ｂ
ａｃｉｌｌｕｓ　ｌｉｃｈｅｎｉｆｏｒｍｉｓ）β－ラクタマーゼ、バチルスステアロテ
ルモフィルス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｓｔｅａｒｏｔｈｅｒｍｏｐｈｉｌｕｓ）α－アミラ
ーゼ、バチルスステアロテルモフィルス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｓｔｅａｒｏｔｈｅｒｍｏ
ｐｈｉｌｕｓ）中性プロテアーゼ（ｎｐｒＴ、ｎｐｒＳ、ｎｐｒＭ）および古草菌（Ｂａ
ｃｉｌｌｕｓ　ｓｕｂｔｉｌｉｓ）ｐｒｓＡの遺伝子から得られるシグナルペプチドコー
ド配列である。さらなるシグナルペプチドが、Ｓｉｍｏｎｅｎ　ａｎｄ　Ｐａｌｖａ，１
９９３，Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｒｅｖｉｅｗｓ　５７：１０９－１３７に記
載されている。
【０１７９】
　糸状真菌宿主細胞の有効なシグナルペプチドコード配列は、アスペルギルス・ニガー（
Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｎｉｇｅｒ）中性アミラーゼ、アスペルギルス・ニガー（Ａｓ
ｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｎｉｇｅｒ）グルコアミラーゼ、アスペルギルス・オリザエ（Ａｓ
ｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｏｒｙｚａｅ）ＴＡＫＡアミラーゼ、フミコラ・インソレンス（Ｈ
ｕｍｉｃｏｌａ　ｉｎｓｏｌｅｎｓ）セルラーゼ、フミコラ・インソレンス（Ｈｕｍｉｃ
ｏｌａ　ｉｎｓｏｌｅｎｓ）エンドグルカナーゼＶ、フミコラ・ラヌギノーサ（Ｈｕｍｉ
ｃｏｌａ　ｌａｎｕｇｉｎｏｓａ）リパーゼ、およびリゾムコル・ミエヘイ（Ｒｈｉｚｏ
ｍｕｃｏｒ　ｍｉｅｈｅｉ）アスパラギン酸プロテアーゼの遺伝子から得られる。
【０１８０】
　酵母宿主細胞に有用なシグナルペプチドは、サッカロミセス・セレビシエ（Ｓａｃｃｈ
ａｒｏｍｙｃｅｓ　ｃｅｒｅｖｉｓｉａｅ）α因子およびサッカロミセス・セレビシエ（
Ｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ　ｃｅｒｅｖｉｓｉａｅ）インベルターゼの遺伝子から得ら
れる。その他の有用なシグナルペプチドコード配列は、Ｒｏｍａｎｏｓ　ｅｔ．ａｌ．，
１９９２（前掲）によって記載されている。



(37) JP 2015-512613 A 2015.4.30

10

20

30

40

50

【０１８１】
　制御配列はまた、変異体のＮ末端に位置するプロペプチドをコードするプロペプチドコ
ード配列であり得る。得られるポリペプチドは、酵素原またはプロポリペプチド（または
、いくつかの場合においてヂモーゲン）として知られる。プロポリペプチドは一般に不活
性であり、プロポリペプチドからのプロペプチドの触媒または自己触媒切断によって活性
ポリペプチドに転換されることが可能である。プロペプチドコード配列は、古草菌（Ｂａ
ｃｉｌｌｕｓ　ｓｕｂｔｉｌｉｓ）アルカリプロテアーゼ（ａｐｒＥ）、古草菌（Ｂａｃ
ｉｌｌｕｓ　ｓｕｂｔｉｌｉｓ）天然プロテアーゼ（ｎｐｒＴ）、ミセリオフトラテルモ
フィラ（Ｍｙｃｅｌｉｏｐｈｔｈｏｒａ　ｔｈｅｒｍｏｐｈｉｌａ）ラッカーゼ（国際公
開第９５／３３８３６号パンフレット）、リゾムコールミエヘイ（Ｒｈｉｚｏｍｕｃｏｒ
　ｍｉｅｈｅｉ）アスパラギン酸プロテイナーゼおよびサッカロマイセスセレビシエ（Ｓ
ａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ　ｃｅｒｅｖｉｓｉａｅ）α－因子に係る遺伝子から得られ得
る。
【０１８２】
　シグナルペプチドとプロペプチド配列との両方が存在する場合、プロペプチド配列は変
異体のＮ末端の隣に位置され、シグナルペプチド配列は、プロペプチド配列のＮ末端の隣
に位置される。
【０１８３】
　宿主細胞の増殖に比した変異体の発現を制御する制御配列を加えることが望ましい場合
もある。制御系の例は、化学的刺激または物理的刺激に対して応答して遺伝子の発現をオ
ンオフさせるものであり、制御化合物の存在が含まれる。原核系中の制御系は、ｌａｃ、
ｔａｃおよびｔｒｐオペレーター系を含む。酵母では、ＡＤＨ２系またはＧＡＬ１系を用
いてよい。糸状真菌では、アスペルギルス・ニガー（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｎｉｇｅ
ｒ）グルコアミラーゼプロモータ、アスペルギルス・オリザエ（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ
　ｏｒｙｚａｅ）ＴＡＫＡα－アミラーゼプロモータ、およびアスペルギルス・オリザエ
（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｏｒｙｚａｅ）グルコアミラーゼプロモータを用いてよい。
制御配列のその他の例は、遺伝子増幅を可能にする配列である。真核細胞系では、このよ
うな制御配列として、メトトレキサートの存在下で増幅されるジヒドロ葉酸還元酵素、お
よび重金属で増幅されるメタロチオネイン遺伝子が挙げられる。こうしたケースでは、変
異体をコードするポリヌクレオチドを、制御配列と作動可能に結合する。
【０１８４】
発現ベクター
　本発明はまた、本発明の変異体をコードするポリヌクレオチド、プロモータ、ならびに
、転写および翻訳終止シグナルを含む組換え発現ベクターに関する。種々のヌクレオチド
および制御配列が一緒になって、このような部位で変異体をコードするポリヌクレオチド
の挿入または置換を可能とするために１つまたは複数の好都合な制限部位を含み得る組換
え発現ベクターが生成される。または、ポリヌクレオチドは、ポリヌクレオチドまたはポ
リヌクレオチドを含む核酸構築物を発現に適切なベクターに挿入することにより発現され
得る。発現ベクターの形成において、コード配列は、コード配列が、発現に適切な制御配
列と作動可能にリンクするようベクター中に位置されている。
【０１８５】
　組換え発現ベクターは、組換えＤＮＡ法に簡便に供されることが可能であり、ポリヌク
レオチドの発現をもたらすことが可能であるいずれかのベクター（例えば、プラスミドま
たはウイルス）であり得る。ベクターの選択は、典型的には、ベクターが導入される宿主
細胞に対するベクターの親和性に応じることとなる。ベクターは、直鎖または閉鎖された
環状プラスミドであり得る。
【０１８６】
　ベクターは、例えばプラスミド、染色体外要素、微小染色体または人工染色体などの、
自己複製ベクター（すなわち、染色体外のエンティティとして存在し、その複製が染色体
複製とは無関係なベクター）であり得る。ベクターは、自己複製を確実とするための何ら
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かの手段を含有し得る。または、ベクターは、宿主細胞に導入された際に、ゲノム中に統
合され、および、中に統合された染色体と一緒に複製されるものであり得る。しかも、単
一のベクターもしくはプラスミド、または、一緒になって、宿主細胞のゲノムに導入され
る全ＤＮＡを含有する２つ以上のベクターもしくはプラスミド、または、トランスポゾン
が用いられてもよい。
【０１８７】
　ベクターは、形質転換、形質移入、形質導入等された細胞の選択を容易とする１つまた
は複数の選択マーカを含有することが好ましい。選択マーカは、その生成物が、殺生剤ま
たはウイルス耐性、重金属に対する耐性、栄養要求体に対する原栄養性等をもたらす遺伝
子である。
【０１８８】
　細菌性選択マーカの例は、バチルスリケニホルミス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｌｉｃｈｅｎ
ｉｆｏｒｍｉｓ）もしくは古草菌（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｓｕｂｔｉｌｉｓ）ｄａｌ遺伝子
、または、アンピシリン、クロラムフェニコール、カナマイシン、ネオマイシン、スペク
チノマイシンまたはテトラサイクリン耐性などの抗生物質耐性を与えるマーカである。酵
母宿主細胞の好適なマーカは、これらに限定されないが、ＡＤＥ２、ＨＩＳ３、ＬＥＵ２
、ＬＹＳ２、ＭＥＴ３、ＴＲＰ１、およびＵＲＡ３である。糸状真菌宿主細胞で使用され
る選択マーカとしては、これらに限定されないが、ａｍｄＳ（アセトアミダーゼ）、ａｒ
ｇＢ（オルニチンカルボモイルトランスフェラーゼ）、ｂａｒ（ホスフィノスリシン・ア
セチルトランスフェラーゼ）、ｈｐｈ（ハイグロマイシンホスフォトランスフェラーゼ）
、ｎｉａＤ（硝酸レダクターゼ）、ｐｙｒＧ（オロチジン－５’－リン酸デカルボキシラ
ーゼ）、ｓＣ（硫酸アデニルトランスフェラーゼ）、およびｔｒｐＣ（アントラニレート
・シンターゼ）、ならびにこれらの均等物が挙げられる。アスペルギルス（Ａｓｐｅｒｇ
ｉｌｌｕｓ）細胞での使用に好適なのは、アスペルギルス・ニジュランス（Ａｓｐｅｒｇ
ｉｌｌｕｓ　ｎｉｄｕｌａｎｓ）またはアスペルギルス・オリザエ（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌ
ｕｓ　ｏｒｙｚａｅ）ａｍｄＳおよびｐｙｒＧ遺伝子、ならびにストレプトマイセス・ヒ
グロスコピカス（Ｓｔｒｅｐｔｏｍｙｃｅｓ　ｈｙｇｒｏｓｃｏｐｉｃｕｓ）ｂａｒ遺伝
子である。
【０１８９】
　ベクターは、宿主細胞のゲノムへのベクターの統合、または、ゲノムとは無関係の細胞
中のベクターの自律複製を許容する要素を含有することが好ましい。
【０１９０】
　宿主細胞ゲノムへの統合に関して、ベクターは、変異体をコードするポリヌクレオチド
の配列、または、相同的もしくは非相同的組換えによるゲノムへの統合に係るベクターの
いずれかの他の要素に依存し得る。または、ベクターは、染色体における正確な位置での
宿主細胞のゲノムへの相同的組換えによる統合をもたらす追加のポリヌクレオチドを含有
していてもよい。正確な位置で統合される可能性を高めるために、統合要素は、相同的組
換えの確率を高めるために対応する標的配列に対して高度の配列同一性を有する、１００
～１０，０００塩基対、４００～１０，０００塩基対および８００～１０，０００塩基対
などの十分な数の核酸を含有しているべきである。統合要素は、宿主細胞のゲノム中の標
的配列と相同的であるいずれかの配列であり得る。さらに、統合要素は、非コーディング
またはコーディングポリヌクレオチドであり得る。他方で、ベクターは、非相同的組換え
により宿主細胞のゲノムに統合され得る。
【０１９１】
　自律複製に関して、ベクターは、対象の宿主細胞におけるベクターの自律的な複製を可
能とする複製起点をさらに含んでいてもよい。複製起点は、細胞において機能する自律複
製を媒介するいずれかのプラスミドレプリケータであり得る。「複製起点」または「プラ
スミドレプリケータ」という用語は、インビボでのプラスミドまたはベクターの複製を可
能とするポリヌクレオチドを意味する。
【０１９２】
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　細菌性複製起点の例は、大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）における複製を許容するプラスミドｐ
ＢＲ３２２、ｐＵＣ１９、ｐＡＣＹＣ１７７およびｐＡＣＹＣ１８４の複製起点、ならび
に、バチルス属（Ｂａｃｉｌｌｕｓ）における複製を許容するｐＵＢ１１０、ｐＥ１９４
、ｐＴＡ１０６０およびｐＡＭβ１の複製起点である。
【０１９３】
　酵母宿主細胞で用いられる複製起点の例としては、２μ複製起点、ＡＲＳ１、ＡＲＳ４
、ＡＲＳ１とＣＥＮ３の組合せ、およびＡＲＳ４とＣＥＮ６の組合せがある。
【０１９４】
　糸状真菌宿主細胞で有用な複製起点の例は、ＡＭＡ１およびＡＮＳ１である（Ｇｅｍｓ
　ｅｔ　ａｌ．，１９９１，Ｇｅｎｅ　９８：６１－６７；Ｃｕｌｌｅｎ　ｅｔ　ａｌ．
，１９８７，Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．１５：９１６３－９１７５；国際公
開第００／２４８８３号パンフレット）。ＡＭＡ１遺伝子の単離および当該遺伝子を含む
プラスミドまたはベクターの構築は、国際公開第００／２４８８３号パンフレットに開示
の方法に従って達成することができる。
【０１９５】
　本発明のポリヌクレオチドの２つ以上のコピーが宿主細胞に挿入されて、変異体の生成
が高められてもよい。ポリヌクレオチドのコピーの数は、配列の少なくとも１つの追加の
コピーを宿主細胞ゲノムに統合することにより、または、増幅可能な選択マーカ遺伝子を
ポリヌクレオチドに含めることにより増加させることが可能であり、ここで、選択マーカ
遺伝子の増幅されたコピー、従って、ポリヌクレオチドの追加のコピーを含有する細胞は
、適切な選択可能な薬剤中で細胞を培養することにより選択可能である。
【０１９６】
　上記の要素を連結して本発明の組換え発現ベクターを構築するために用いられる手法は
、当業者に周知である（例えば、前述のＳａｍｂｒｏｏｋ　ｅｔ　ａｌ．，１９８９を参
照のこと）。
【０１９７】
宿主細胞
　本発明はまた、本発明の変異体の生成をもたらす１つまたは複数の制御配列に作動可能
にリンクした本発明の変異体をコードするポリヌクレオチドを含む組換え宿主細胞に関す
る。ポリヌクレオチドを含む構築物もしくはベクターは、構築物もしくはベクターが染色
体性組み込み体として、もしくは、既述の自己複製余剰－染色体性ベクターとして維持さ
れるよう宿主細胞に導入される。「宿主細胞」という用語は、複製の最中に生じる突然変
異により親細胞と同等ではない親細胞のいずれかの子孫を包含する。宿主細胞の選択は、
変異体をコードする遺伝子およびそのソースに大きく依存することとなる。
【０１９８】
　宿主細胞は、例えば、原核生物または真核生物などの、変異体の組換え生成において有
用ないずれかの細胞であり得る。
【０１９９】
　原核宿主細胞は、グラム陽性またはグラム陰性バクテリアのいずれかであり得る。グラ
ム陽性バクテリアとしては、これらに限定されないが、バチルス属（Ｂａｃｉｌｌｕｓ）
、クロストリジウム属（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ）、エンテロコッカス属（Ｅｎｔｅｒｏ
ｃｏｃｃｕｓ）、ゲオバチルス属（Ｇｅｏｂａｃｉｌｌｕｓ）、ラクトバチルス属（Ｌａ
ｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ）、ラクトコッカス属（Ｌａｃｔｏｃｏｃｃｕｓ）、オセアノバ
チルス属（Ｏｃｅａｎｏｂａｃｉｌｌｕｓ）、スタフィロコッカス属（Ｓｔａｐｈｙｌｏ
ｃｏｃｃｕｓ）、ストレプトコッカス属（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ）およびストレプ
トマイセス属（Ｓｔｒｅｐｔｏｍｙｃｅｓ）が挙げられる。グラム陰性バクテリアとして
は、これらに限定されないが、カムピロバクター属（Ｃａｍｐｙｌｏｂａｃｔｅｒ）、大
腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）、フラボバクテリウム属（Ｆｌａｖｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ）、フソ
バクテリウム属（Ｆｕｓｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ）、ヘリコバクター属（Ｈｅｌｉｃｏｂａ
ｃｔｅｒ）、イリオバクター属（Ｉｌｙｏｂａｃｔｅｒ）、ネイッセリア属（Ｎｅｉｓｓ



(40) JP 2015-512613 A 2015.4.30

10

20

30

40

50

ｅｒｉａ）、シュードモナス属（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ）、サルモネラ属（Ｓａｌｍｏ
ｎｅｌｌａ）およびウレアプラズマ属（Ｕｒｅａｐｌａｓｍａ）が挙げられる。
【０２００】
　細菌宿主細胞は、特にこれらに限定されないが、バチルス・アルカロフィルス（Ｂａｃ
ｉｌｌｕｓ　ａｌｋａｌｏｐｈｉｌｕｓ）、バチルス・アミロリケファシエンス（Ｂａｃ
ｉｌｌｕｓ　ａｍｙｌｏｌｉｑｕｅｆａｃｉｅｎｓ）、バチルス・ブレビス（Ｂａｃｉｌ
ｌｕｓ　ｂｒｅｖｉｓ）、バチルス・シルクランス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｃｉｒｃｕｌａ
ｎｓ）、バチルス・クラウシイ（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｃｌａｕｓｉｉ）、バチルス・コア
グランス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｃｏａｇｕｌａｎｓ）、バチルス・フィルムス（Ｂａｃｉ
ｌｌｕｓ　ｆｉｒｍｕｓ）、バチルス・ラウツス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｌａｕｔｕｓ）、
バチルス・レンツス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｌｅｎｔｕｓ）、バチルス・リケニホルミス（
Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｌｉｃｈｅｎｉｆｏｒｍｉｓ）、バチルスメガテリウム（Ｂａｃｉｌ
ｌｕｓ　ｍｅｇａｔｅｒｉｕｍ）、バチルス・プミルス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｐｕｍｉｌ
ｕｓ）、バチルス・ステアロテルモフィルス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｓｔｅａｒｏｔｈｅｒ
ｍｏｐｈｉｌｕｓ）、古草菌（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｓｕｂｔｉｌｉｓ）、およびバチルス
・チューリンゲンシス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉｓ）細胞を含むい
ずれかのバチルス属（Ｂａｃｉｌｌｕｓ）細胞であり得る。
【０２０１】
　細菌宿主細胞はまた、特にこれらに限定されないが、ストレプトコッカス・エクイシミ
リス（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｅｑｕｉｓｉｍｉｌｉｓ）、化膿レンサ球菌（Ｓｔ
ｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｐｙｏｇｅｎｅｓ）、ストレプトコッカス・ウベリス（Ｓｔｒ
ｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｕｂｅｒｉｓ）、およびストレプトコッカス・ズーエピデミカス
（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｅｑｕｉ　ｓｕｂｓｐ．Ｚｏｏｅｐｉｄｅｍｉｃｕｓ）
細胞のいずれかのストレプトコッカス属（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ）細胞を含むいず
れかのストレプトコッカス属（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ）細胞であり得る。
【０２０２】
　細菌宿主細胞はまた、特にこれらに限定されないが、ストレプトマイセス・アウロモゲ
ネス（Ｓｔｒｅｐｔｏｍｙｃｅｓ　ａｃｈｒｏｍｏｇｅｎｅｓ）、ストレプトマイセス・
アベルミチリス（Ｓｔｒｅｐｔｏｍｙｃｅｓ　ａｖｅｒｍｉｔｉｌｉｓ）、ストレプトマ
イセス・コエリコロル（Ｓｔｒｅｐｔｏｍｙｃｅｓ　ｃｏｅｌｉｃｏｌｏｒ）、ストレプ
トマイセス・グリセウス（Ｓｔｒｅｐｔｏｍｙｃｅｓ　ｇｒｉｓｅｕｓ）、およびストレ
プトマイセス・リビダンス（Ｓｔｒｅｐｔｏｍｙｃｅｓ　ｌｉｖｉｄａｎｓ）細胞を含む
いずれかのストレプトマイセス属（Ｓｔｒｅｐｔｏｍｙｃｅｓ）細胞であり得る。
【０２０３】
　バチルス属（Ｂａｃｉｌｌｕｓ）細胞へのＤＮＡの導入は、プロトプラスト形質転換（
例えば、Ｃｈａｎｇ　ａｎｄ　Ｃｏｈｅｎ，１９７９，Ｍｏｌ．Ｇｅｎ．Ｇｅｎｅｔ．１
６８：１１１－１１５を参照のこと）、コンピテント細胞の形質転換（例えば、Ｙｏｕｎ
ｇ　ａｎｄ　Ｓｐｉｚｉｚｅｎ，１９６１，Ｊ．Ｂａｃｔｅｒｉｏｌ．８１：８２３－８
２９、または、Ｄｕｂｎａｕ　ａｎｄ　Ｄａｖｉｄｏｆｆ－Ａｂｅｌｓｏｎ，１９７１，
Ｊ．Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．５６：２０９－２２１を参照のこと）、エレクトロポレーション
（例えば、Ｓｈｉｇｅｋａｗａ　ａｎｄ　Ｄｏｗｅｒ，１９８８，Ｂｉｏｔｅｃｈｎｉｑ
ｕｅｓ　６：７４２－７５１を参照のこと）、または、接合（例えば、Ｋｏｅｈｌｅｒ　
ａｎｄ　Ｔｈｏｒｎｅ，１９８７，Ｊ．Ｂａｃｔｅｒｉｏｌ．１６９：５２７１－５２７
８を参照のこと）により実施され得る。大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）細胞へのＤＮＡの導入は
、プロトプラスト形質転換（例えば、Ｈａｎａｈａｎ，１９８３，Ｊ．Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ
．１６６：５５７－５８０を参照のこと）またはエレクトロポレーション（例えば、Ｄｏ
ｗｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，１９８８，Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．１６：６１２
７－６１４５を参照のこと）により実施され得る。ストレプトマイセス属（Ｓｔｒｅｐｔ
ｏｍｙｃｅｓ）細胞へのＤＮＡの導入は、プロトプラスト形質転換、エレクトロポレーシ
ョン（例えば、Ｇｏｎｇ　ｅｔ　ａｌ．，２００４，Ｆｏｌｉａ　Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌ．
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（Ｐｒａｈａ）４９：３９９－４０５を参照のこと）、接合（例えば、Ｍａｚｏｄｉｅｒ
　ｅｔ　ａｌ．，１９８９，Ｊ．Ｂａｃｔｅｒｉｏｌ．１７１：３５８３－３５８５を参
照のこと）、または、形質導入（例えば、Ｂｕｒｋｅ　ｅｔ　ａｌ．，２００１，Ｐｒｏ
ｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ　９８：６２８９－６２９４を参照のこと）に
より実施され得る。シュードモナス属（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ）細胞へのＤＮＡの導入
は、エレクトロポレーション（例えば、Ｃｈｏｉ　ｅｔ　ａｌ．，２００６，Ｊ．Ｍｉｃ
ｒｏｂｉｏｌ．Ｍｅｔｈｏｄｓ　６４：３９１－３９７を参照のこと）、または、接合（
例えば、Ｐｉｎｅｄｏ　ａｎｄ　Ｓｍｅｔｓ，２００５，Ａｐｐｌ．Ｅｎｖｉｒｏｎ．Ｍ
ｉｃｒｏｂｉｏｌ．７１：５１－５７を参照のこと）により実施され得る。ストレプトコ
ッカス属（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ）細胞へのＤＮＡの導入は、自然の受容能（例え
ば、Ｐｅｒｒｙ　ａｎｄ　Ｋｕｒａｍｉｔｓｕ，１９８１，Ｉｎｆｅｃｔ．Ｉｍｍｕｎ．
３２：１２９５－１２９７を参照のこと）、プロトプラスト形質転換（例えば、Ｃａｔｔ
　ａｎｄ　Ｊｏｌｌｉｃｋ，１９９１，Ｍｉｃｒｏｂｉｏｓ　６８：１８９－２０７を参
照のこと）、エレクトロポレーション（例えば、Ｂｕｃｋｌｅｙ　ｅｔ　ａｌ．，１９９
９，Ａｐｐｌ．Ｅｎｖｉｒｏｎ．Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌ．６５：３８００－３８０４を参照
のこと）または接合（例えば、Ｃｌｅｗｅｌｌ，１９８１，Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌ．Ｒｅｖ
．４５：４０９－４３６を参照のこと）により実施され得る。しかしながら、ＤＮＡを宿
主細胞に導入するための技術分野において公知であるいずれかの方法を用いることが可能
である。
【０２０４】
　宿主細胞はまた、哺乳動物、昆虫、植物、または真菌細胞などの真核細胞であってもよ
い。
【０２０５】
　宿主細胞は真菌細胞であってもよい。本明細書で用いる「真菌」には、子嚢菌門（Ａｓ
ｃｏｍｙｃｏｔａ）、担子菌門（Ｂａｓｉｄｉｏｍｙｃｏｔａ）、ツボカビ門（Ｃｈｙｔ
ｒｉｄｉｏｍｙｃｏｔａ）、および接合菌門（Ｚｙｇｏｍｙｃｏｔａ）、ならびに卵菌門
（Ｏｏｍｙｃｏｔａ）ならびにあらゆる栄養胞子形成菌が含まれる（以下によって定義さ
れている通り：Ｈａｗｋｓｗｏｒｔｈ　ｅｔ　ａｌ．，Ｉｎ，Ａｉｎｓｗｏｒｔｈ　ａｎ
ｄ　Ｂｉｓｂｙ’ｓ　Ｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ　ｏｆ　Ｔｈｅ　Ｆｕｎｇｉ，８ｔｈ　ｅｄ
ｉｔｉｏｎ，１９９５，ＣＡＢ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ，Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　
Ｐｒｅｓｓ，Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ，ＵＫ）。
【０２０６】
　真菌宿主細胞は、酵母細胞であってもよい。本明細書で用いる「酵母」には、子嚢菌酵
母（エンドミセス目（Ｅｎｄｏｍｙｃｅｔａｌｅｓ））、担子菌酵母、および不完全菌類
（Ｆｕｎｇｉ　Ｉｍｐｅｒｆｅｃｔｉ）（ブラストミセス属（Ｂｌａｓｔｏｍｙｃｅｔｅ
ｓ））に属する酵母が含まれる。酵母の分類は将来変わる可能性があるため、本発明の目
的に関して、酵母は、Ｂｉｏｌｏｇｙ　ａｎｄ　Ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ　ｏｆ　Ｙｅａｓ
ｔ（Ｓｋｉｎｎｅｒ，Ｐａｓｓｍｏｒｅ，ａｎｄ　Ｄａｖｅｎｐｏｒｔ，ｅｄｉｔｏｒｓ
，Ｓｏｃ．Ａｐｐ．Ｂａｃｔｅｒｉｏｌ．Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ　Ｓｅｒｉｅｓ　Ｎｏ．９
，１９８０）に記載されているとおり定義する。
【０２０７】
　酵母宿主細胞は、クルイベロミセス・ラクチス（Ｋｌｕｙｖｅｒｏｍｙｃｅｓ　ｌａｃ
ｔｉｓ）、サッカロミセス・カルスベルゲンシス（Ｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ　ｃａｒ
ｌｓｂｅｒｇｅｎｓｉｓ）、サッカロミセス・セレビシエ（Ｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ
　ｃｅｒｅｖｉｓｉａｅ）、サッカロミセス・ジアスタチカス（Ｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃ
ｅｓ　ｄｉａｓｔａｔｉｃｕｓ）、サッカロミセス・ドウグラシ（Ｓａｃｃｈａｒｏｍｙ
ｃｅｓ　ｄｏｕｇｌａｓｉｉ）、サッカロミセス・クルイベリ（Ｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃ
ｅｓ　ｋｌｕｙｖｅｒｉ）、サッカロミセス・ノルベンシス（Ｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅ
ｓ　ｎｏｒｂｅｎｓｉｓ）、サッカロミセス・オビホルミス（Ｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅ
ｓ　ｏｖｉｆｏｒｍｉｓ）、もしくはヤロウィア・リポリチカ（Ｙａｒｒｏｗｉａ　ｌｉ
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ｐｏｌｙｔｉｃａ）細胞などのカンジダ属（Ｃａｎｄｉｄａ）、クルイベロミセス（Ｋｌ
ｕｙｖｅｒｏｍｙｃｅｓ）、ピチア属（Ｐｉｃｈｉａ）、サッカロミセス（Ｓａｃｃｈａ
ｒｏｍｙｃｅｓ）、シゾサッカロミセス属（Ｓｃｈｉｚｏｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ）
、またはヤロウィア属（Ｙａｒｒｏｗｉａ）の細胞であってよい。
【０２０８】
　真菌宿主細胞は、糸状真菌宿主細胞であってもよい。「糸状真菌」には、真菌類（Ｅｕ
ｍｙｃｏｔａ）および卵菌門（Ｏｏｍｙｃｏｔａ）のあらゆる糸状形態が含まれる（Ｈａ
ｗｋｓｗｏｒｔｈ　ｅｔ　ａｌ．，１９９５（前掲）により定義されているとおり）。糸
状真菌は、一般に、キチン、セルロース、グルカン、キトサン、マンナン、および他の複
雑な多糖類から構成される菌糸壁を特徴とする。栄養成長は、菌糸伸長によって行われ、
炭素異化作用は、必ず好気的である。対照的に、サッカロミセス・セレビシエ（Ｓａｃｃ
ｈａｒｏｍｙｃｅｓ　ｃｅｒｅｖｉｓｉａｅ）などの酵母による栄養成長は、単細胞性葉
状体の発芽によるものであり、また炭素異化作用は発酵性であり得る。
【０２０９】
　糸状真菌宿主細胞は、アクレモニウム属（Ａｃｒｅｍｏｎｉｕｍ）、アスペルギルス属
（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ）、アウレオバシジウム属（Ａｕｒｅｏｂａｓｉｄｉｕｍ）、
ヤケイロタケ属（Ｂｊｅｒｋａｎｄｅｒａ）、セリポリオプシス属（Ｃｅｒｉｐｏｒｉｏ
ｐｓｉｓ）、クリソスポリウム属（Ｃｈｒｙｓｏｓｐｏｒｉｕｍ）、コプリナス属（Ｃｏ
ｐｒｉｎｕｓ）、カワラタケ属（Ｃｏｒｉｏｌｕｓ）、クリプトコッカス属（Ｃｒｙｐｔ
ｏｃｏｃｃｕｓ）、フィリバシジウム属（Ｆｉｌｉｂａｓｉｄｉｕｍ）、フサリウム属（
Ｆｕｓａｒｉｕｍ）、フミコラ属（Ｈｕｍｉｃｏｌａ）、マグナポルテ属（Ｍａｇｎａｐ
ｏｒｔｈｅ）、ムコル属（Ｍｕｃｏｒ）、ミセリオフソラ属（Ｍｙｃｅｌｉｏｐｈｔｈｏ
ｒａ）、ネオカリマスチックス属（Ｎｅｏｃａｌｌｉｍａｓｔｉｘ）、ネウロスポラ属（
Ｎｅｕｒｏｓｐｏｒａ）、パエシロミセス属（Ｐａｅｃｉｌｏｍｙｃｅｓ）、ペニシリウ
ム属（Ｐｅｎｉｃｉｌｌｉｕｍ）、ファネロカエテ属（Ｐｈａｎｅｒｏｃｈａｅｔｅ）、
フレビア属（Ｐｈｌｅｂｉａ）、ピロミセス属（Ｐｉｒｏｍｙｃｅｓ）、ヒラタケ属（Ｐ
ｌｅｕｒｏｔｕｓ）、シゾフィラム属（Ｓｃｈｉｚｏｐｈｙｌｌｕｍ）、タラロミセス属
（Ｔａｌａｒｏｍｙｃｅｓ）、サーモアスカス属（Ｔｈｅｒｍｏａｓｃｕｓ）、チエラビ
ア属（Ｔｈｉｅｌａｖｉａ）、トリポクラジウム属（Ｔｏｌｙｐｏｃｌａｄｉｕｍ）、ホ
ウロクタケ属（Ｔｒａｍｅｔｅｓ）、またはトリコデルマ属（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ）
の細胞であってよい。
【０２１０】
　例えば、糸状真菌宿主細胞は、アスペルギルス・アワモリ（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　
ａｗａｍｏｒｉ）、アスペルギルス・ホエチダス（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｆｏｅｔｉ
ｄｕｓ）、アスペルギルス・フミガタス（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｆｕｍｉｇａｔｕｓ
）、アスペルギルス・ジャポニカス（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｊａｐｏｎｉｃｕｓ）、
アスペルギルス・ニジュランス（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｎｉｄｕｌａｎｓ）、アスペ
ルギルス・ニガー（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｎｉｇｅｒ）、アスペルギルス・オリザエ
（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｏｒｙｚａｅ）、ヤケイロタケ（Ｂｊｅｒｋａｎｄｅｒａ　
ａｄｕｓｔａ）、セリポリオプシス・アネイリナ（Ｃｅｒｉｐｏｒｉｏｐｓｉｓ　ａｎｅ
ｉｒｉｎａ）、セリポリオプシス・カレジエア（Ｃｅｒｉｐｏｒｉｏｐｓｉｓ　ｃａｒｅ
ｇｉｅａ）、セリポリオプシス・ギルベッセンス（Ｃｅｒｉｐｏｒｉｏｐｓｉｓ　ｇｉｌ
ｖｅｓｃｅｎｓ）、セリポリオプシス・パノンシンタ（Ｃｅｒｉｐｏｒｉｏｐｓｉｓ　ｐ
ａｎｎｏｃｉｎｔａ）、セリポリオプシス・リブロサ（Ｃｅｒｉｐｏｒｉｏｐｓｉｓ　ｒ
ｉｖｕｌｏｓａ）、セリポリオプシス・サブルファ（Ｃｅｒｉｐｏｒｉｏｐｓｉｓ　ｓｕ
ｂｒｕｆａ）、セリポリオプシス・サベルミスポラ（Ｃｅｒｉｐｏｒｉｏｐｓｉｓ　ｓｕ
ｂｖｅｒｍｉｓｐｏｒａ）、クリソスポリウム・イノプス（Ｃｈｒｙｓｏｓｐｏｒｉｕｍ
　ｉｎｏｐｓ）、クリソスポリウム・ケラチノフィラム（Ｃｈｒｙｓｏｓｐｏｒｉｕｍ　
ｋｅｒａｔｉｎｏｐｈｉｌｕｍ）、クリソスポリウム・ルクノウェンス（Ｃｈｒｙｓｏｓ
ｐｏｒｉｕｍ　ｌｕｃｋｎｏｗｅｎｓｅ）、クリソスポリウム・メルダリウム（Ｃｈｒｙ
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ｓｏｓｐｏｒｉｕｍ　ｍｅｒｄａｒｉｕｍ）、クリソスポリウム・パニコラ（Ｃｈｒｙｓ
ｏｓｐｏｒｉｕｍ　ｐａｎｎｉｃｏｌａ）、クリソスポリウム・クイーンズランジカム（
Ｃｈｒｙｓｏｓｐｏｒｉｕｍ　ｑｕｅｅｎｓｌａｎｄｉｃｕｍ）、クリソスポリウム・ト
プロピカム（Ｃｈｒｙｓｏｓｐｏｒｉｕｍ　ｔｒｏｐｉｃｕｍ）、クリソスポリウム・ゾ
ナタム（Ｃｈｒｙｓｏｓｐｏｒｉｕｍ　ｚｏｎａｔｕｍ）、コプリヌス・シネレウス（Ｃ
ｏｐｒｉｎｕｓ　ｃｉｎｅｒｅｕｓ）、コリオラス・ハースタス（Ｃｏｒｉｏｌｕｓ　ｈ
ｉｒｓｕｔｕｓ）、フサリウム・バクトリジオイデス（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｂａｃｔｒｉ
ｄｉｏｉｄｅｓ）、フサリウム・セレアリス（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｃｅｒｅａｌｉｓ）、
フサリウム・クロックウェレンズ（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｃｒｏｏｋｗｅｌｌｅｎｓｅ）、
フサリウム・クルモラム（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｃｕｌｍｏｒｕｍ）、フサリウム・グラミ
ネアラム（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｇｒａｍｉｎｅａｒｕｍ）、フサリウム・グラミナム（Ｆ
ｕｓａｒｉｕｍ　ｇｒａｍｉｎｕｍ）、フサリウム・ヘテロスポラム（Ｆｕｓａｒｉｕｍ
　ｈｅｔｅｒｏｓｐｏｒｕｍ）、フサリウム・ネグンジ（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｎｅｇｕｎ
ｄｉ）、フサリウム・オキシスポラム（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｏｘｙｓｐｏｒｕｍ）、フサ
リウム・レチキュラタム（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｒｅｔｉｃｕｌａｔｕｍ）、フサリウム・
ロゼウム（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｒｏｓｅｕｍ）、フサリウム・サムブシヌム（Ｆｕｓａｒ
ｉｕｍ　ｓａｍｂｕｃｉｎｕｍ）、フサリウム・サルクロウム（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｓａ
ｒｃｏｃｈｒｏｕｍ）、フサリウム・スポロトリキオイデス（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｓｐｏ
ｒｏｔｒｉｃｈｉｏｉｄｅｓ）、フサリウム・スルフレウム（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｓｕｌ
ｐｈｕｒｅｕｍ）、フサリウム・トルロサム（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｔｏｒｕｌｏｓｕｍ）
、フサリウム・トリコセシオイデス（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｔｒｉｃｈｏｔｈｅｃｉｏｉｄ
ｅｓ）、フサリウム・ベネナツム（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｖｅｎｅｎａｔｕｍ）、フミコラ
・インソレンス（Ｈｕｍｉｃｏｌａ　ｉｎｓｏｌｅｎｓ）、フミコラ・ラヌギノーサ（Ｈ
ｕｍｉｃｏｌａ　ｌａｎｕｇｉｎｏｓａ）、ムコル・ミエヘイ（Ｍｕｃｏｒ　ｍｉｅｈｅ
ｉ）、ミセリオプソラ・サーモフィラ（Ｍｙｃｅｌｉｏｐｈｔｈｏｒａ　ｔｈｅｒｍｏｐ
ｈｉｌａ）、ネウロスポラ・クラサ（Ｎｅｕｒｏｓｐｏｒａ　ｃｒａｓｓａ）、ペニシリ
ウム・プルプロゲナム（Ｐｅｎｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｐｕｒｐｕｒｏｇｅｎｕｍ）、ファネ
ロカエテ・クリソスポリウム（Ｐｈａｎｅｒｏｃｈａｅｔｅ　ｃｈｒｙｓｏｓｐｏｒｉｕ
ｍ）、フレビア・ラジアータ（Ｐｈｌｅｂｉａ　ｒａｄｉａｔａ）、プレウロツス・エリ
ンギ（Ｐｌｅｕｒｏｔｕｓ　ｅｒｙｎｇｉｉ）、チエラビア・テレストリス（Ｔｈｉｅｌ
ａｖｉａ　ｔｅｒｒｅｓｔｒｉｓ）、トラメテス・ビロサ（Ｔｒａｍｅｔｅｓ　ｖｉｌｌ
ｏｓａ）、トラメテス・ベルシカラー（Ｔｒａｍｅｔｅｓ　ｖｅｒｓｉｃｏｌｏｒ）、ト
リコデルマ・ハルジアナム（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ　ｈａｒｚｉａｎｕｍ）、トリコデ
ルマ・コニンギ（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ　ｋｏｎｉｎｇｉｉ）、トリコデルマ・ロンジ
ブラキアタム（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ　ｌｏｎｇｉｂｒａｃｈｉａｔｕｍ）、トリコデ
ルマ・レセイ（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ　ｒｅｅｓｅｉ）、またはトリコデルマ・ビリデ
（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ　ｖｉｒｉｄｅ）の細胞であってよい。
【０２１１】
　真菌細胞は、それ自体知られている方法において、プロトプラストの形成、プロトプラ
ストの形質転換、および細胞壁の再生を含む方法により形質転換することができる。アス
ペルギルス属（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ）およびトリコデルマ属（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍ
ａ）の形質転換のための好適な手順は、次の文献に記載されている：欧州特許第２３８０
２３号明細書、Ｙｅｌｔｏｎ　ｅｔ　ａｌ．，１９８４、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ
．Ｓｃｉ．ＵＳＡ　８１：１４７０－１４７４、およびＣｈｒｉｓｔｅｎｓｅｎ　ｅｔ　
ａｌ．，１９８８，Ｂｉｏ／Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　６：１４１９－１４２２。フサリウ
ム属（Ｆｕｓａｒｉｕｍ）種を形質転換する好適な方法は、次の文献に記載されている：
Ｍａｌａｒｄｉｅｒ　ｅｔ　ａｌ．１９８９　Ｇｅｎｅ　７８　１４７－１５６、および
国際公開第９６／００７８７号パンフレット。酵母は、次の文献に記載されている手順を
用いて形質転換することができる：ＢｅｃｋｅｒおよびＧｕａｒｅｎｔｅ，Ｉｎ　Ａｂｅ
ｌｓｏｎ，Ｊ．Ｎ．ａｎｄ　Ｓｉｍｏｎ，Ｍ．Ｉ．，ｅｄｉｔｏｒｓ，Ｇｕｉｄｅ　ｔｏ
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　Ｙｅａｓｔ　Ｇｅｎｅｔｉｃｓ　ａｎｄ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ，Ｍｅ
ｔｈｏｄｓ　ｉｎ　Ｅｎｚｙｍｏｌｏｇｙ，Ｖｏｌｕｍｅ　１９４，ｐｐ　１８２－１８
７，Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ，Ｉｎｃ．，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ；Ｉｔｏ　ｅｔ　ａｌ
．，１９８３，Ｊ．Ｂａｃｔｅｒｉｏｌ．１５３：１６３；ならびにＨｉｎｎｅｎ　ｅｔ
　ａｌ．，１９７８，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ　７５：１９２０
。
【０２１２】
生成方法
　本発明はまた：（ａ）変異体の発現に好適な条件下で本発明の宿主細胞を培養するステ
ップ；および、（ｂ）変異体を回収するステップを含む変異体の生成方法に関する。
【０２１３】
　宿主細胞は、技術分野において公知である方法を用いる変異体の生成に好適な栄養培地
中で培養される。例えば、細胞は、好適な培地中に、変異体の発現および／または単離が
許容される条件下で行われる実験用または産業用発酵槽において、フラスコ振盪培養、ま
たは、小規模もしくは大規模発酵（連続、回分、流加または固相発酵を含む）により培養
され得る。培養は、技術分野において公知である手法を用いて、炭素および窒素源、およ
び、無機塩を含む好適な栄養培地において行われる。好適な培地は、商業的供給者から入
手可能であるか、または、公開されている組成物に従って調製され得る（例えば、アメリ
カ合衆国培養細胞系統保存機関（Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｔｙｐｅ　Ｃｕｌｔｕｒｅ　Ｃｏｌ
ｌｅｃｔｉｏｎのカタログ中）。変異体が栄養培地に分泌される場合、変異体は培地から
直接回収可能である。変異体が分泌されない場合、変異体は細胞可溶化物から回収可能で
ある。
【０２１４】
　変異体は、変異体に特異的である技術分野において公知である方法を用いて検出され得
る。これらの検出法としては、これらに限定されないが、特定の抗体の使用、酵素生成物
の形成、または、酵素基質の消失が挙げられる。例えば、酵素アッセイを用いて変異体の
活性を判定し得る。
【０２１５】
　変異体は技術分野において公知である方法を用いて回収され得る。例えば、変異体は、
特にこれらに限定されないが、採取、遠心分離、ろ過、抽出、噴霧乾燥、蒸発または沈殿
を含む従来の手法によって栄養培地から回収され得る。
【０２１６】
　変異体は、特にこれらに限定されないが、実質的に純粋な変異体を得るための、クロマ
トグラフィ（例えば、イオン交換、親和性、疎水性、クロマトフォーカシングおよびサイ
ズ排除）、電気泳動法（例えば、分取等電点電気泳動）、吸収率較差溶解度（例えば、硫
酸アンモニウム析出）、ＳＤＳ－ＰＡＧＥ、または、抽出（例えば、Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｐ
ｕｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ，Ｊａｎｓｏｎ　ａｎｄ　Ｒｙｄｅｎ，ｅｄｉｔｏｒｓ，ＶＣＨ
　Ｐｕｂｌｉｓｈｅｒｓ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，１９８９を参照のこと）を含む技術分野に
おいて公知である多様な手法によって精製され得る。
【０２１７】
　代替的な態様において、変異体は回収されず、変異体を発現する本発明の宿主細胞が変
異体ソースとして用いられる。
【０２１８】
組成物
　本発明は、リパーゼ変異体を含む欧州特許第１１１７０５２０号明細書に記載の微粒子
組成物にも関し、この変異体は、配列番号２の成熟ポリペプチドの位置Ｔ３７Ａ、Ｄ、Ｅ
、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｉ、Ｌ、Ｎ、Ｐ、Ｑ、Ｒ、Ｓ、Ｖ、Ｗ、Ｙ、Ｎ３９Ａ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、
Ｇ、Ｉ、Ｋ、Ｌ、Ｍ、Ｐ、Ｑ、Ｒ、Ｔ、Ｖ、Ｗ、Ｙ、およびＧ９１Ｄ、Ｈ、Ｉ、Ｐ、Ｑに
対応する１つまたは複数の位置で置換を含み、変異体は、リパーゼ活性を有する。
【０２１９】
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　ある実施形態において、本発明は、以下：（ａ）有機過酸源を含む粒子；および（ｂ）
漂白触媒を含む粒子；および（ｃ）（ｉｉ）徐放性コーティングに取り囲まれる（ｉ）酵
素を含有するコアを含む粒子を含む微粒子組成物に関し、ここで、酵素は、配列番号２の
成熟ポリペプチドの位置Ｔ３７Ａ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｉ、Ｌ、Ｎ、Ｐ、Ｑ、Ｒ、Ｓ、
Ｖ、Ｗ、Ｙ、Ｎ３９Ａ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｉ、Ｋ、Ｌ、Ｍ、Ｐ、Ｑ、Ｒ、Ｔ、Ｖ、Ｗ
、Ｙ、およびＧ９１Ｄ、Ｈ、Ｉ、Ｐ、Ｑに対応する１つまたは複数の位置で置換を含むリ
パーゼ変異体であり、この変異体は、リパーゼ活性を有する。
【０２２０】
　ある実施形態において、本発明は、以下：（ａ）有機過酸源を含む粒子；および（ｂ）
漂白触媒を含む粒子；および（ｃ）（ｉｉ）徐放性コーティングに取り囲まれる（ｉ）第
１洗浄脂肪溶解酵素である酵素を含有するコアを含む粒子を含む微粒子組成物に関し、こ
こで、リパーゼ変異体は、配列番号２の成熟ポリペプチドの位置Ｔ３７Ａ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、
Ｇ、Ｈ、Ｉ、Ｌ、Ｎ、Ｐ、Ｑ、Ｒ、Ｓ、Ｖ、Ｗ、Ｙ、Ｎ３９Ａ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｉ
、Ｋ、Ｌ、Ｍ、Ｐ、Ｑ、Ｒ、Ｔ、Ｖ、Ｗ、Ｙ、およびＧ９１Ｄ、Ｈ、Ｉ、Ｐ、Ｑに対応す
る１つまたは複数の位置で置換を含み、この変異体は、リパーゼ活性を有する。
【０２２１】
使用
　本発明は、欧州特許第１１１７０５２０号明細書に記載のリパーゼ粒子を製造するため
の、配列番号２の成熟ポリペプチドの位置Ｔ３７Ａ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｉ、Ｌ、Ｎ、
Ｐ、Ｑ、Ｒ、Ｓ、Ｖ、Ｗ、Ｙ、Ｎ３９Ａ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｉ、Ｋ、Ｌ、Ｍ、Ｐ、Ｑ
、Ｒ、Ｔ、Ｖ、Ｗ、Ｙ、およびＧ９１Ｄ、Ｈ、Ｉ、Ｐ、Ｑに対応する１つまたは複数の位
置で置換を含むリパーゼ変異体の使用にも関し、ここで、変異体は、リパーゼ活性を有す
る。
【０２２２】
　いくつかの実施形態において、本発明は、リパーゼ粒子を調製する方法にも関し、この
方法は、以下：（ａ）漂白触媒感受性酵素を同定するために、酵素と漂白触媒および有機
過酸源の組合せについて洗浄性能を決定した後、漂白触媒なしの性能と比較することによ
り、少なくとも１種の酵素の漂白触媒感受性を試験するステップ；（ｂ）感受性酵素を含
むコアを用意し、コアを徐放性コーティングで取り囲むステップを含み、ここで、少なく
とも１種の酵素は、配列番号２の成熟ポリペプチドの位置Ｔ３７Ａ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ
、Ｉ、Ｌ、Ｎ、Ｐ、Ｑ、Ｒ、Ｓ、Ｖ、Ｗ、Ｙ、Ｎ３９Ａ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｉ、Ｋ、
Ｌ、Ｍ、Ｐ、Ｑ、Ｒ、Ｔ、Ｖ、Ｗ、Ｙ、およびＧ９１Ｄ、Ｈ、Ｉ、Ｐ、Ｑに対応する１つ
または複数の位置で置換を含むリパーゼ変異体である。
【０２２３】
　本発明のリパーゼをカプセル化してもよい。一態様において、カプセルは、コア、内側
および外側面を有するシェルを含み、このシェルは前記コアを被包している。前記カプセ
ルの一態様において、前記コアは、香料；増白剤；染料；防虫剤；シリコーン；ワックス
；香味料；ビタミン類；布地柔軟剤；スキンケア剤を含み、一態様では、パラフィン；酵
素；抗菌剤；漂白剤；皮膚感覚剤（ｓｅｎｓａｔｅｓ）；およびこれらの混合物を含み、
前記シェルは、ポリエチレン；ポリアミド；ポリビニルアルコール（任意選択で他のコモ
ノマーを含有する）；ポリスチレン；ポリイソプレン；ポリカーボネート；ポリエステル
；ポリアクリレート；アミノプラストを含んでもよく、一態様では、前記アミノプラスト
は、ポリ尿素、ポリウレタン、および／またはポリ尿素ウレタンを含んでもよく、一態様
において、前記ポリ尿素は、ポリオキシメチレン尿素および／またはメラミンホルムアル
デヒド；ポリオレフィン；多糖を含んでもよく、一態様では、前記多糖は、アルギニン酸
塩および／またはキトサン；ゼラチン；シェラック；エポキシ樹脂；ビニルポリマー；水
不溶性無機物；シリコーン；ならびにこれらの混合物を含んでもよい。
【０２２４】
　いくつかの実施形態において、リパーゼは、０．００００１％～２％、より好ましくは
０．０００１％～０．０２％、最も好ましくは０．００１％～０．０１％重量％の量で組
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成物に用いる。典型的に、洗浄および／または処理組成物は、水性処理ステップにおける
好ましいリパーゼ変異体レベルが、０．０００００１～１０００ｐｐｍであるように、０
．００１～５％の量で水に存在する。
【０２２５】
植物
　本発明はまた、回収可能な量で変異体を発現および生成するように、本発明のポリヌク
レオチドを含む植物、例えば、トランスジェニック植物、植物部分、または植物細胞に関
する。変異体は、植物または植物部分から回収することができる。あるいは、変異体を含
む植物または植物部分は、食品または飼料の品質を改善する、例えば、栄養価、嗜好性お
よび流体学的性質を高めるように、または非栄養因子を破壊するために用いられる。
【０２２６】
　トランスジェニック植物は、双子葉（ｄｉｃｏｔ）または単子葉（ｍｏｎｏｃｏｔ）で
あってよい。単子葉植物の例としては、牧草（ブルーグラス、ポア（Ｐｏａ））などのイ
ネ科牧草、フェツカ（Ｆｅｓｔｕｃａ）、ドクムギ（Ｌｏｌｉｕｍ）などの飼料草、ヌカ
ボ（Ａｒｇｏｓｔｉｓ）などの寒地型牧草、ならびに例えば、コムギ、オーツムギ、ライ
ムギ、オオムギ、イネ、モロコシ、およびトウモロコシ（コーン）が挙げられる。
【０２２７】
　双子葉植物の例としては、タバコ、ルピナスなどのマメ科、ジャガイモ、テンサイ、エ
ンドウマメ、インゲンマメおよびダイズ、ならびに例えば、カリフラワー、ナタネなどの
アブラナ科植物（アブラナ科（Ｂｒａｓｓｉｃａｃｅａｅ））、およびごく近縁のモデル
生物：シロイロイヌナズナ（Ａｒａｂｉｄｏｐｓｉｓ　ｔｈａｌｉａｎａ）がある。
【０２２８】
　植物部分の例としては、茎、カルス、葉、根、果実、種子、および塊茎、ならびにこれ
らの部分を含む個々の組織、例えば、表皮、葉肉、柔組織、維管束組織、分裂組織が挙げ
られる。また、葉緑体、アポプラスト、ミトコンドリア、液胞、ペルオキシソームおよび
細胞質も植物部分であると考えられる。さらに、組織起源にかかわらず、あらゆる植物細
胞が植物部分であると考えられる。同様に、本発明の使用を容易にするために単離された
特定の組織および細胞などの植物部分も、植物部分と考えられ、例えば、胚、胚乳、アリ
ューロンおよび種皮がある。
【０２２９】
　さらに、このような植物、植物部分および植物細胞の子孫も本発明の範囲に含まれる。
【０２３０】
　当分野では公知の方法により、変異体を発現するトランスジェニック植物または植物細
胞を構築してもよい。手短には、変異体をコードする１つまたは複数の発現構築物を、植
物宿主ゲノムまたは葉緑体ゲノムに組み込み、得られた修飾植物または植物細胞をトラン
スジェニック植物または植物細胞に繁殖させることによって、植物または植物細胞を構築
する。
【０２３１】
　発現構築物は、選択植物または植物部分のポリヌクレオチドの発現に必要な適切な調節
配列と作動可能に結合した変異体をコードするポリヌクレオチドを含む核酸構築物である
のが好都合である。さらに、発現構築物は、発現構築物が組み込まれた植物細胞を同定す
るのに有用な選択マーカと、この構築物を対象植物に導入するのに必要なＤＮＡ配列を含
み得る（後者は、用いようとするＤＮＡ導入方法に応じて異なる）。
【０２３２】
　プロモータおよびターミネータ配列ならびに任意選択でシグナルもしくは輸送配列など
の調節配列の選択は、例えば、変異体をいつ、どこで、どのように発現したいのかに基づ
いて決定される。例えば、変異体をコードする遺伝子の発現は、構成性もしくは誘導性の
いずれでもよく、または発生過程、ステージもしくは組織特異的であってもよく、種子も
しくは葉などの特定の組織または植物部分に遺伝子構築物をターゲティングすることがで
きる。調節配列は、例えば、Ｔａｇｕｅ　ｅｔ　ａｌ．，Ｐｌａｎｔ　Ｐｈｙｓｉｏｌｏ
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ｇｙ　８６：５０６に記載されている。
【０２３３】
　構成性発現の場合、３５Ｓ－ＣａＭＶ、トウモロコシユビキチン１、またはイネアクチ
ン１プロモータを用いてよい（Ｆｒａｎｃｋ　ｅｔ　ａｌ．，１９８０，Ｃｅｌｌ　２１
：２８５－２９４；Ｃｈｒｉｓｔｅｎｓｅｎ　ｅｔ　ａｌ．，１９９２，Ｐｌａｎｔ　Ｍ
ｏｌ．Ｂｉｏｌ．１８：６７５－６８９；Ｚｈａｎｇ　ｅｔ　ａｌ．，１９９１，Ｐｌａ
ｎｔ　Ｃｅｌｌ　３：１１５５－１１６５）。器官特異的プロモータとしては、例えば、
以下のものが挙げられる：種子、ジャガイモ塊茎、および果実などの貯蔵シンク組織由来
のプロモータ（ＥｄｗａｒｄｓおよびＣｏｒｕｚｚｉ，１９９０，Ａｎｎ．Ｒｅｖ．Ｇｅ
ｎｅｔ．２４：２７５－３０３）、または分裂組織などの代謝シンク組織由来のプロモー
タ（Ｉｔｏ　ｅｔ　ａｌ．，１９９４，Ｐｌａｎｔ　Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．２４：８６３－
８７８）、グルテリン、プロラミン、グロブリンなどの種子特異的プロモータ、またはイ
ネ由来のアルブミンプロモータ（Ｗｕ　ｅｔ　ａｌ．，１９９８，Ｐｌａｎｔ　Ｃｅｌｌ
　Ｐｈｙｓｉｏｌ．３９：８８５－８８９）、レグミンＢ４由来のソラマメ（Ｖｉｃｉａ
　ｆａｂａ）プロモータおよびソラマメ（Ｖｉｃｉａ　ｆａｂａ）由来の未知の種子タン
パク質遺伝子（Ｃｏｎｒａｄ　ｅｔ　ａｌ．，１９９８，Ｊ．Ｐｌａｎｔ　Ｐｈｙｓｉｏ
ｌ．１５２：７０８－７１１）、種子オイルボディタンパク質由来のプロモータ（Ｃｈｅ
ｎ　ｅｔ　ａｌ．，１９９８，Ｐｌａｎｔ　Ｃｅｌｌ　Ｐｈｙｓｉｏｌ．３９：９３５－
９４１）、セイヨウアブラナ（Ｂｒａｓｓｉｃａ　ｎａｐｕｓ）由来の貯蔵タンパク質ｎ
ａｐＡプロモータ、または例えば国際公開第９１／１４７７２号パンフレットに記載され
ているような当分野では公知のいずれか他の種子特異的プロモータ。さらに、プロモータ
は、葉特異的プロモータであってもよく、例えば、イネもしくはタバコ由来のｒｂｃｓプ
ロモータ（Ｋｙｏｚｕｋａ　ｅｔ　ａｌ．，１９９３，Ｐｌａｎｔ　Ｐｈｙｓｉｏｌ．１
０２：９９１－１０００）、クロレラウイルスアデニンメチルトランスフェラーゼ遺伝子
プロモータ（ＭｉｔｒａおよびＨｉｇｇｉｎｓ，１９９４，Ｐｌａｎｔ　Ｍｏｌ．Ｂｉｏ
ｌ．２６：８５－９３）、イネ由来のａｌｄＰ遺伝子プロモータ（Ｋａｇａｙａ　ｅｔ　
ａｌ．，１９９５，Ｍｏｌ．Ｇｅｎ．Ｇｅｎｅｔ．２４８：６６８－６７４）、またはジ
ャガイモｐｉｎ２プロモータなどの創傷誘導性プロモータ（Ｘｕ　ｅｔ　ａｌ．，１９９
３，Ｐｌａｎｔ　Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．２２：５７３－５８８）がある。同様に、プロモー
タは、温度、乾燥もしくは塩分の変化などの非生物処理によって誘導しても、プロモータ
を活性化する外部適用の物質、例えば、エタノール、エストロゲン、エチレン、アブシジ
ン酸、およびジベレリン酸のような植物ホルモン、ならびに重金属により誘導してもよい
。
【０２３４】
　さらに、植物における変異体のさらに高度の発現を達成するために、プロモータエンハ
ンサーエレメントを用いてもよい。例えば、プロモータエンハンサーエレメントは、イン
トロンであってもよく、これは、プロモータと、変異体をコードするポリヌクレオチドと
の間に配置される。例えば、Ｘｕ　ｅｔ　ａｌ．，１９９３（前掲）は、発現を増大する
ためのイネアクチン１遺伝子の第１イントロンの使用を開示している。
【０２３５】
　選択マーカ遺伝子および発現構築物の任意の他の部分は、当分野で入手可能なものから
選択してよい。
【０２３６】
　アグロバクテリウム（Ａｇｒｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ）媒介形質転換、ウイルス媒介形質
転換、マイクロインジェクション、パーティクルガン、微粒子銃形質転換、およびエレク
トロポレーションなどの当分野では公知の従来の方法（Ｇａｓｓｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，１
９９０，Ｓｃｉｅｎｃｅ　２４４：１２９３；Ｐｏｔｒｙｋｕｓ，１９９０，Ｂｉｏ／Ｔ
ｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　８：５３５；Ｓｈｉｍａｍｏｔｏ　ｅｔ　ａｌ．，１９８９，ｎａ
ｔｕｒｅ　３３８：２７４）により、核酸構築物を植物ゲノムに組み込む。
【０２３７】
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　アグロバクテリウム・ツメファシエンス（Ａｇｒｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｔｕｍｅｆａ
ｃｉｅｎｓ）媒介遺伝子移入は、トランスジェニック双子葉植物を作製し（内容について
は、ＨｏｏｙｋａｓおよびＳｃｈｉｌｐｅｒｏｏｒｔ、１９９２，Ｐｌａｎｔ　Ｍｏｌ．
Ｂｉｏｌ　１９：１５－３８を参照のこと）、また、単子葉植物を形質転換する方法であ
るが、他の形質転換方法をこれらの植物に用いてもよい。トランスジェニック単子葉植物
を作製する方法は、胚形成能を有するカルスまたは発生過程の胚のパーティクルガン（形
質転換ＤＮＡをコーティングした微細な金またはタングステン粒子）である（Ｃｈｒｉｓ
ｔｏｕ，１９９２，Ｐｌａｎｔ　Ｊ．２：２７５－２８１；Ｓｈｉｍａｍｏｔｏ，１９９
４，Ｃｕｒｒ．Ｏｐｉｎ．Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ．５：１５８－１６２；Ｖａｓｉｌ　ｅ
ｔ　ａｌ．，１９９２，Ｂｉｏ／Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　１０：６６７－６７４）。単子
葉植物を形質転換する別の方法は、Ｏｍｉｒｕｌｌｅｈ　ｅｔ　ａｌ．，１９９３，Ｐｌ
ａｎｔ　Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．２１：４１５－４２８により記載されているように、原形質
体形質転換に基づくものである。別の形質転換方法としては、米国特許第６，３９５，９
６６号明細書および同第７，１５１，２０４号明細書（いずれも、参照として本明細書に
その全文を組み込む）に記載されているものがある。
【０２３８】
　形質転換の後、発現構築物が組み込まれた形質転換体を選択して、当分野では公知の方
法により全植物に再生させる。多くの場合、形質転換手順は、例えば、２つの個別のＴ－
ＤＮＡ構築物を用いた同時形質転換、または特定のリコンビナーゼにより選択遺伝子の部
位特異的切除を用いることにより、再生中、または続く生成中のいずれかで、選択遺伝子
の選択的排除を達成するように設計する。
【０２３９】
　本発明の構築物による特定の植物遺伝子型の直接形質転換以外に、構築物を有する植物
を、構築物が欠失した第２植物と交雑させることにより、トランスジェニック植物を作製
してもよい。例えば、変異体をコードする構築物を、交雑により植物変種に導入すること
ができ、この場合、対象の変種の植物を直接形質転換する必要は全くない。ゆえに、本発
明は、本発明により形質転換された細胞から直接再生させた植物だけではなく、そのよう
な植物の子孫も包含する。本明細書で用いる場合、子孫とは、本発明により作製した親植
物のあらゆる世代の子孫を意味し得る。このような子孫は、本発明により作製したＤＮＡ
構築物を含み得る。交雑は、ドナー植物系統で出発系統を他家受粉することにより、ある
植物系統へのトランスジーンの導入を達成する。このようなステップの非制限的例が、米
国特許第７，１５１，２０４号明細書に記載されている。
【０２４０】
　植物は、戻し交雑変換法により作製することもできる。例えば、植物は、戻し交雑変換
遺伝子型、系統、同系繁殖体、またはハイブリッドと呼ばれる植物を包含する。
【０２４１】
　ある遺伝的背景から別の背景への本発明の１つまたは複数のトランスジーンの侵入を補
助するために、遺伝子マーカを用いてもよい。マーカ補助による選択は、表現型変化によ
って起こったエラーを回避するのに用いることができるため、従来の育種と比較して利点
をもたらす。さらに、遺伝子マーカは、特定の交雑の個々の子孫におけるエリート遺伝資
源の相対度に関するデータを提供しうる。例えば、別の状況では非農業的に望ましい遺伝
的背景を有する所望の特徴を備えた植物をエリート親と交雑する場合、遺伝子マーカを用
いて、目的の特徴を有するだけではなく、所望の遺伝資源を比較的高い割合で備える子孫
を選択することができる。このようにして、１つまたは複数の特徴を特定の遺伝的背景に
侵入させるのに必要な世代数を最小限にする。
【０２４２】
　本発明はまた、本発明の変異体を生成する方法にも関し、この方法は、（ａ）変異体の
生成を可能にする条件下で、変異体をコードするポリヌクレオチドを含むトランスジェニ
ック植物もしくは植物部分を培養するステップ；および（ｂ）変異体を回収するステップ
を含む。
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　以下の実施例により本発明をさらに詳しく説明するが、これらの実施例を本発明の範囲
を限定するものとして解釈すべきではない。
【実施例】
【０２４４】
実施例１：洗濯についての自動機械的応力分析
　洗濯における洗浄性能を評価するために、自動機械的応力分析（ＡＭＳＡ）を用いて、
洗浄実験を実施する。ＡＭＳＡで、多量の少容量リパーゼ－洗剤溶液の洗浄性能を試験す
ることができる。ＡＭＳＡプレートは、試験溶液のための多くのスロットと、汚れた繊維
製品をすべてのスロット開口部にしっかりと締め付けるリッドを有する。洗浄時間中、プ
レート、試験溶液、繊維製品およびリッドを激しく振ることにより、試験溶液を繊維製品
に接触させて、規則的、周期的振動方式で機械的応力を加える。さらに詳しい説明につい
ては、国際公開第０２／４２７４０号パンフレット、特に第２３～２４頁のパラグラフ“
Ｓｐｅｃｉａｌ　ｍｅｔｈｏｄ　ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔｓ”を参照のこと。
【０２４５】
　以下に指定する実験条件で洗濯実験を行う：
【０２４６】
【表３】

【０２４７】
　モデル洗剤および試験材料は以下のとおりであった：
【０２４８】
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【表４】

【０２４９】
　水の硬度は、試験システムにＣａＣｌ2、ＭｇＣｌ2、およびＮａＨＣＯ3（Ｃａ2+：Ｍ
ｇ2+＝４：１：７．５）の添加により、１８oｄＨに調節した、洗浄後、繊維製品を水道
水で洗い流し、加熱室にて８５℃で５分乾燥させた。
【０２５０】
　洗浄した繊維製品の色の白色度として、洗浄性能を測定する。白色度はまた、サンプル
を白色光で照らしたとき、サンプルから反射する光の強度として表すこともできる。サン
プルが汚れていると、反射光の強度は、清浄なサンプルの強度より低い。従って、洗浄性
能を測定するのに、反射光の強度を用いることができる。
【０２５１】
　洗浄済み繊維製品の画像を捉えるのに用いる、プロ仕様のフラットベッドスキャナー（
Ｋｏｄａｋ　ｉＱｓｍａｒｔ，Ｋｏｄａｋ，Ｍｉｄｔａｇｅｒ　２９，ＤＫ－２６０５　
Ｂｒｏｎｄｂｙ，Ｄｅｎｍａｒｋ）で色測定を実施する。
【０２５２】
　スキャン画像の光強度値を抽出するため、画像からの２４ビットピクセル値を、赤、緑
および青（ＲＧＢ）値へと変換する。ベクターとしてＲＧＢ値を一緒に加え、次に、得ら
れたベクターの長さを計算することにより強度値（Ｉｎｔ）を算出する：
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【数１】

【０２５３】
　リパーゼ変異体の洗浄性能（Ｐ）を次の式に従って計算する：Ｐ＝ΔＩｎｔ＝Ｉｎｔ（
ｖ）－Ｉｎｔ（ｒ）（式中、Ｉｎｔ（ｖ）は、リパーゼ変異体で洗浄した繊維製品表面の
光強度値であり、Ｉｎｔ（ｒ）は、リパーゼ変異体を用いずに洗浄した繊維製品表面の光
強度値である）。
【０２５４】
　相対的性能スコア（ＲＰｗａｓｈ）の計算：相対的性能スコアは、下記の定義に従い、
フルスケールで洗浄した結果として与えられる：
相対性能スコア（ＲＰｗａｓｈ）は、従来のリパーゼに対する本発明のリパーゼ変異体の
性能（Ｐ）を与える：ＲＰ＝Ｐ（本発明のリパーゼ変異体）／Ｐ（従来のリパーゼ）。従
来のリパーゼより良好に実施すれば、リパーゼ製剤は、向上した洗浄性能を示すと考えら
れる。
【０２５５】
実施例２：漂白触媒の存在下で向上した性能を有するＧ９１変異体
【０２５６】
【表５】

【０２５７】
実施例３：漂白触媒の存在下で向上した性能を有するＴ３７変異体
【０２５８】
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【表６】

【０２５９】
実施例４：漂白触媒の存在下で向上した性能を有するＮ３９変異体
【０２６０】
【表７】

【０２６１】
実施例５：２つ以上の突然変異を有し、かつ漂白触媒の存在下で向上した性能を有する変
異体
【０２６２】
【表８】

【０２６３】
　本明細書に記載され、特許請求されている本発明は、本明細書に開示されている特定の
態様によって範囲が限定されるべきではなく、これは、これらの態様は本発明の数々の態
様の例示であることが意図されているためである。いずれかの同等の態様は本発明の範囲
内であることが意図されている。実際に、本明細書に示され、記載されているものに追加
した本発明の種々の改変形態が、前述の記載から当業者には明らかとなるであろう。この
ような改変形態もまた、添付の特許請求の範囲の範囲内に属することが意図されている。
競合する場合には、定義を含む本開示が優先されることとなる。
【配列表】
2015512613000001.app
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