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(57)【要約】
　酵素的に生成されたα－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物が提供される。酵素的に
生成されたα－グルカンオリゴマー／ポリマーは、α－グルカンエーテル化合物に誘導体
化することができる。α－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物および対応するα－グル
カンエーテルは、セルロースおよび／またはプロテアーゼ耐性であり、それらを織物ケア
および洗濯ケア用途において使用するために好適にさせる。本組成物を製造するための方
法および使用もまた提供される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　織物ケア組成物であって：
ａ．
　ｉ．　２５～３５のα－（１，３）グリコシド結合；
　ｉｉ．　５５～７５％のα－（１，６）グリコシド結合；
　ｉｉｉ．　５～１５％のα－（１，３，６）グリコシド結合；
　ｉｖ．　５，０００ダルトン未満の重量平均分子量；
　ｖ．　２０℃の水中において１２重量％で０．２５パスカル秒（Ｐａ・ｓ）未満の粘度
；
　ｖｉ．　２５℃の水中において少なくとも２０重量／重量％の溶解度；および
　ｖｉｉ．　５未満の多分散指数、を含むα－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物；お
よび
ｂ．　少なくとも１つの追加の織物ケア成分
を含む織物ケア組成物。
【請求項２】
　洗濯ケア組成物であって：
ａ．
　ｉ．　２５～３５のα－（１，３）グリコシド結合；
　ｉｉ．　５５～７５％のα－（１，６）グリコシド結合；
　ｉｉｉ．　５～１５％のα－（１，３，６）グリコシド結合；
　ｉｖ．　５，０００ダルトン未満の重量平均分子量；
　ｖ．　２０℃の水中において１２重量％で０．２５パスカル秒（Ｐａ・ｓ）未満の粘度
；
　ｖｉ．　２５℃の水中において少なくとも２０重量／重量％の溶解度；および
　ｖｉｉ．　５未満の多分散指数、を含むα－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物；お
よび
ｂ．　少なくとも１つの追加の洗濯ケア成分
を含む洗濯ケア組成物。
【請求項３】
　前記追加の成分は、少なくとも１つのセルラーゼである、請求項１に記載の織物ケア組
成物または請求項２に記載の洗濯ケア組成物。
【請求項４】
　前記追加の成分は、少なくとも１つのプロテアーゼである、請求項１に記載の織物ケア
組成物または請求項２に記載の洗濯ケア組成物。
【請求項５】
　前記可溶性α－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物は、４％未満のα－（１，４）グ
リコシド結合を含む、請求項１に記載の織物ケア組成物または請求項２に記載の洗濯ケア
組成物。
【請求項６】
　前記織物ケアもしくは洗濯ケア組成物は、０．０１～９０％重量％の前記可溶性α－グ
ルカンオリゴマー／ポリマー組成物を含む、請求項１に記載の織物ケア組成物または請求
項２に記載の洗濯ケア組成物。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの追加の織物ケア成分は、界面活性剤（アニオン性、非イオン性、
カチオン性もしくは両性イオン性）、酵素（任意の組み合わせで、プロテアーゼ、セルラ
ーゼ、ポリエステラーゼ、アミラーゼ、クチナーゼ、リパーゼ、ペクチン酸リアーゼ、ペ
ルヒドロラーゼ、キシラナーゼ、ペルオキシダーゼおよび／またはラッカーゼ）、洗剤ビ
ルダー、錯化剤、ポリマー（本α－グルカンオリゴマー／ポリマーおよび／またはα－グ
ルカンエーテルに加えて）、防汚ポリマー、界面活性増強性ポリマー、漂白系、漂白活性
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剤、漂白触媒、織物コンディショナー、粘土、発泡増強剤、石鹸泡抑制剤（シリコーン系
もしくは脂肪酸系）、防錆剤、汚れ懸濁剤、再汚染防止剤、染料、殺菌剤、変色防止剤、
蛍光増白剤、香料、飽和もしくは不飽和脂肪酸、染料移動阻害剤、キレート剤、色相染料
（ｈｕｅｉｎｇ　ｄｙｅ）、カルシウムおよびマグネシウムカチオン、視覚信号化成分（
ｖｉｓｕａｌ　ｓｉｇｎａｌｉｎｇ　ｉｎｇｒｅｄｉｅｎｔ）、消泡剤、構造剤、増粘剤
、凝結防止剤、デンプン、砂、ゲル化剤およびそれらの任意の組み合わせのうちの少なく
とも１つを含む、請求項１に記載の織物ケア組成物。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの追加の洗濯ケア成分は、界面活性剤（アニオン性、非イオン性、
カチオン性もしくは両性イオン性）、酵素（任意の組み合わせで、プロテアーゼ、セルラ
ーゼ、ポリエステラーゼ、アミラーゼ、クチナーゼ、リパーゼ、ペクチン酸リアーゼ、ペ
ルヒドロラーゼ、キシラナーゼ、ペルオキシダーゼおよび／またはラッカーゼ）、洗剤ビ
ルダー、錯化剤、ポリマー（本α－グルカンオリゴマー／ポリマーおよび／またはα－グ
ルカンエーテルに加えて）、防汚ポリマー、界面活性増強性ポリマー、漂白系、漂白活性
剤、漂白触媒、織物コンディショナー、粘土、発泡増強剤、石鹸泡抑制剤（シリコーン系
もしくは脂肪酸系）、防錆剤、汚れ懸濁剤、再汚染防止剤、染料、殺菌剤、変色防止剤、
蛍光増白剤、香料、飽和もしくは不飽和脂肪酸、染料移動阻害剤、キレート剤、色相染料
、カルシウムおよびマグネシウムカチオン、視覚信号化成分、消泡剤、構造剤、増粘剤、
凝結防止剤、デンプン、砂、ゲル化剤およびそれらの任意の組み合わせのうちの少なくと
も１つを含む、請求項２に記載の洗濯ケア成分。
【請求項９】
　前記組成物は、液体、ジェル、粉末、親水コロイド、水溶液、顆粒、タブレット、カプ
セル、単一区画小袋、多区画小袋またはそれらの任意の組み合わせの形態にある、請求項
１に記載の織物ケア組成物または請求項２に記載の洗濯ケア組成物。
【請求項１０】
　前記α－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物は、セルラーゼ耐性、プロテアーゼ耐性
またはそれらの組合せである、請求項１に記載の織物ケア組成物または請求項２に記載の
洗濯ケア組成物。
【請求項１１】
　グルカンエーテル組成物であって：
ａ．　２５～３５のα－（１，３）グリコシド結合；
ｂ．　５５～７５％のα－（１，６）グリコシド結合；
ｃ．　５～１５％のα－（１，３，６）グリコシド結合；
ｄ．　５，０００ダルトン未満の重量平均分子量；
ｅ．　２０℃の水中において１２重量％で０．２５パスカル秒（Ｐａ・ｓ）未満の粘度；
ｆ．　２５℃の水中において少なくとも２０重量／重量％の溶解度；および
ｇ．　５未満の多分散性指数、を含み、前記少なくとも１つの有機基との約０．０５～約
３．０の置換度（ＤｏＳ）
を有するグルカンエーテル組成物。
【請求項１２】
　前記組成物は、少なくとも１つの有機基との約０．０５～約３．０の置換度（ＤｏＳ）
を有する、請求項１１に記載のグルカンエーテル組成物。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つの有機基は、カルボキシアルキル基、ヒドロキシアルキル基および
アルキル基からなる群から選択される、請求項１１に記載のグルカンエーテル組成物。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つの有機基は、カルボキシメチル基、ヒドロキシプロピル基、ジヒド
ロキシプロピル基、ヒドロキシエチル基、メチル基およびエチル基からなる群から選択さ
れる、請求項１１に記載のグルカンエーテル組成物。
【請求項１５】
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　少なくとも１つの有機基は、正荷電有機基である、請求項１１に記載のグルカンエーテ
ル組成物。
【請求項１６】
　前記グルカンエーテルは、第４級アンモニウムグルカンエーテルである、請求項１１に
記載のグルカンエーテル組成物。
【請求項１７】
　前記第４級アンモニウムグルカンエーテルは、トリメチルアンモニウムヒドロキシプロ
ピルグルカンである、請求項１６に記載のグルカンエーテル組成物。
【請求項１８】
　前記グルカンエーテル組成物は、セルラーゼ耐性、プロテアーゼ耐性、アミラーゼ耐性
もしくはそれらの任意の組み合わせである、グルカンエーテル組成物１１。
【請求項１９】
　請求項１１に記載の前記グルカンエーテル組成物を含む、パーソナルケア組成物、織物
ケア組成物もしくは洗濯ケア組成物。
【請求項２０】
　衣料品、布地もしくは織物を処理する方法であって；
ａ．
　ｉ．　請求項１に記載の前記織物ケア組成物；
　ｉｉ．　請求項２に記載の前記洗濯ケア組成物；
　ｉｉｉ．　請求項１１に記載の前記グルカンエーテル組成物；
　ｉｖ．
　　１．　２５～３５のα－（１，３）グリコシド結合；
　　２．　５５～７５％のα－（１，６）グリコシド結合；
　　３．　５～１５％のα－（１，３，６）グリコシド結合；
　　４．　５，０００ダルトン未満の重量平均分子量；
　　５．　２０℃の水中において１２重量％で０．２５パスカル秒（Ｐａ・ｓ）未満の粘
度；
　　６．　２５℃の水中において少なくとも２０重量／重量％の溶解度；および
　　７．　５未満の多分散指数、を含む前記α－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物；
および
　ｖ．　（ｉ）～（ｉｖ）の任意の組み合わせ、から選択される組成物を提供する工程；
ｂ．　好適な条件下で（ａ）の前記組成物を織物、布地もしくは衣料品と接触させる工程
であって、これにより前記織物、布地もしくは衣料品が処理されて利益を得る工程；
ｃ．　任意選択的に、（ｂ）の前記処理された織物、布地もしくは衣料品をすすぎ洗う工
程、を含む方法。
【請求項２１】
　（ａ）の前記組成物は、セルラーセ耐性、プロテアーゼ耐性、アミラーゼ耐性もしくは
それらの組み合わせである、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記α－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物もしくは前記α－グルカンエーテル組成
物は、表面実質的である、請求項２０に記載の方法。
【請求項２３】
　前記利益は、改良された織物の風合、汚れ沈着に対する改良された抵抗性、改良された
色堅牢度、改良された耐摩耗性、改良された防しわ性、改良された抗真菌活性、改良され
た染み抵抗性、洗濯した場合の改良されたクリーニング性能、改良された乾燥速度、改良
された染料、顔料もしくはレーキ更新およびそれらの任意の組み合わせからなる群から選
択される、請求項２０に記載の方法。
【請求項２４】
　グルカンエーテル組成物を生成するための方法であって：
ａ．
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　ｉ．　２５～３５のα－（１，３）グリコシド結合；
　ｉｉ．　５５～７５％のα－（１，６）グリコシド結合；
　ｉｉｉ．　５～１５％のα－（１，３，６）グリコシド結合；
　ｉｖ．　５，０００ダルトン未満の重量平均分子量；
　ｖ．　２０℃の水中において１２重量％で０．２５パスカル秒（Ｐａ・ｓ）未満の粘度
；
　ｖｉ．　２５℃の水中において少なくとも２０重量／重量％の溶解度；および
　ｖｉｉ．　５未満の多分散指数、を含むα－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物を提
供する工程；
ｂ．　アルカリ性条件下の反応中で（ａ）の前記α－グルカンオリゴマー／ポリマー組成
物を１つの有機基を含む少なくとも１種のエーテル化剤と接触させる工程であって；それ
により少なくとも１つの有機基との約０．０５～約３．０の置換度（ＤｏＳ）を有するα
－グルカンエーテルが生成される工程；および
ｃ．　任意選択的に工程（ｂ）において生成された前記α－グルカンエーテルを単離する
工程、を含む方法。
【請求項２５】
　前記有機基は、ヒドロキシアルキル基、アルキル基もしくはカルボキシアルキル基であ
る、請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　布地、糸、織物もしくは繊維であって：
ａ．
　ｉ．　２５～３５のα－（１，３）グリコシド結合；
　ｉｉ．　５５～７５％のα－（１，６）グリコシド結合；
　ｉｉｉ．　５～１５％のα－（１，３，６）グリコシド結合；
　ｉｖ．　５，０００ダルトン未満の重量平均分子量；
　ｖ．　２０℃の水中において１２重量％で０．２５パスカル秒（Ｐａ・ｓ）未満の粘度
；
　ｖｉ．　２５℃の水中において少なくとも２０重量／重量％の溶解度；および
　ｖｉｉ．　５未満の多分散指数、を含むα－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物；
ｂ．
　ｉ．　２５～３５のα－（１，３）グリコシド結合；
　ｉｉ．　５５～７５％のα－（１，６）グリコシド結合；
　ｉｉｉ．　５～１５％のα－（１，３，６）グリコシド結合；
　ｉｖ．　５，０００ダルトン未満の重量平均分子量；
　ｖ．　２０℃の水中において１２重量％で０．２５パスカル秒（Ｐａ・ｓ）未満の粘度
；
　ｖｉ．　２５℃の水中において少なくとも２０重量／重量％の溶解度；および
　ｖｉｉ．　５未満の多分散指数、を含むグルカンエーテル組成物であって；ここで少な
くとも１つの有機基との約０．０５～約３．０の置換度（ＤｏＳ）を有する前記グルカン
エーテル組成物；または
ｃ．　それらの任意の組合せ、を含む布地、糸、織物もしくは繊維。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本願は、それらの全開示がこれにより参照して本明細書に組み込まれる、２０１５年１
１月１３日に出願された米国仮特許出願第６２／２５５，２１７号明細書の優先権の利益
を主張するものである。
【０００２】
配列表の参照による組込み
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　配列表の正式な写しは、９１，２６５バイトのサイズを有して本明細書と同時に提出さ
れる、２０１６年１１月２日に作成された２０１６１１０４＿ＣＬ６２７８ＷＯＰＣＴ＿
ＳｅｑｕｅｎｃｅＬｉｓｔｉｎｇ＿ＳＴ２５．ｔｘｔのファイル名を備えるＡＳＣＩＩフ
ォーマットの配列表としてＥＦＳ－Ｗｅｂを介して電子的に提出される。このＡＳＣＩＩ
フォーマット文献に含有された配列表は、本明細書の一部であり、参照により全体として
本明細書に組み込まれる。
【０００３】
　本開示は、オリゴ糖類、多糖類およびそれらの誘導体に関する。詳細には、本開示は、
所定のα－グルカンポリマー、例えばα－グルカンエーテルなどのこれらのα－グルカン
の誘導体ならびに織物ケアおよび洗濯ケア用途におけるそれらの使用に関する。
【背景技術】
【０００４】
　微生物の酵素合成または遺伝子操作を使用して新規な構造の多糖類を見出したいという
欲求から、研究者らは、生分解性であって、再生可能な起源の供給原料から経済的に製造
できるオリゴ糖類および多糖類を発見するに至った。
【０００５】
　当分野においては、様々な糖オリゴマー組成物が報告されている。例えば、特許文献１
は、少なくとも２０～約１００，０００のα－アンヒドログルコース単位を含むα－グル
カンを開示しており、それらの３８～４８％は４－結合アンヒドログルコース単位であり
、１７～２８％は６－結合アンヒドログルコース単位であり、および７～２０％は４，６
－結合アンヒドログルコース単位および／または少なくとも２つの４－結合アンヒドログ
ルコース単位、少なくとも１つの６－結合アンヒドログルコース単位および少なくとも１
つの４，６－結合アンヒドログルコース単位を含有するグルコ－オリゴ糖である。特許文
献２は、被験者の健康状態を改良するためのα－（１，２）－分岐状α－（１，６）オリ
ゴデキストランを含む組成物を開示している。特許文献３は、グルコースもしくはイソマ
ルトオリゴ糖がα－（１，６）グリコシド結合を通してα－グルカンの非還元末端に結合
しており、１０～５２のＤＥを有する構造を有する分岐状デキストリンを開示している。
特許文献４は、２２～３５％の（１，６）グリコシド結合；２０％未満の還元糖含量；５
より大きい多分子性指数（Ｍｐ／Ｍｎ）；および４，５００ｇ／モル以下の数平均分子量
（Ｍｎ）を含む分枝状マルトデキストリン組成物について開示している。特許文献５は、
１％未満の還元糖含量、１３～１７％のα－（１，６）グリコシド結合のレベル、および
０．９×１０５～１．５×１０５ダルトンの間の数値を有する分子量を有する可溶性高分
枝状グルコースポリマーであって、７０～８５％の１５未満の重合度（ＤＰ）、１０～１
４％の１５～２５のＤＰおよび８～１３％の２５超のＤＰの分岐鎖長分布プロファイルを
有する可溶性高分枝状グルコースポリマーについて開示している。
【０００６】
　ポリα－１，３－グルカンは、スクロースの水溶液とストレプトコッカス・サリバリウ
ス（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｓａｌｉｖａｒｉｕｓ）から単離されたグルコシルト
ランスフェラーゼ（ｇｔｆ）酵素とを接触させることによって単離されてきた（非特許文
献１）。特許文献６は、Ｓ．サリバリウス（ｓａｌｉｖａｒｉｕｓ）ｇｔｆＪ酵素を使用
する多糖繊維の調製物を開示した。この繊維のポリマー内の少なくとも５０％のヘキソー
ス単位は、α－１，３－グリコシド結合を介して結合された。開示されたポリマーは、溶
媒中または溶媒を含む混合液中に臨界濃度を超えて溶解されると、液晶溶液を形成した。
この溶液から、布地に使用するために極めて好適な連続的で強く、綿のような繊維が紡糸
され、使用された。
【０００７】
　新規なグルカン多糖類およびそれらの誘導体の開発は、様々な用途におけるそれらの潜
在的有用性を前提にすると望ましい。さらに、新規なグルカン多糖類、特に混合グリコシ
ド結合を備える新規なグルカン多糖類およびそれらの誘導体を合成できるグルコシルトラ
ンスフェラーゼ酵素を同定することもまた望ましい。これらの物質は、レオロジーを変化
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させる、構造化剤として作用させる、処理された織物、布地および／または医療品に利点
（好ましくは表面実質的作用）（例えば改良された織物風合、汚れ沈着への改良された抵
抗性など）を提供する目的で織物ケアおよび洗濯ケア用途において使用するためには魅力
的であろう。例えば洗濯ケアなどの多数の用途には、例えばセルラーゼ、プロテアーゼ、
アミラーゼなどの酵素が含まれることが多い。したがって、グルカン多糖類は、好ましく
はセルラーゼ、アミラーゼおよび／またはプロテアーゼ活性に対して抵抗性である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】米国特許第６，４８６，３１４号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２０１０－０２８４９７２（Ａ１）号明細書
【特許文献３】米国特許出願公開第２０１１－００２０４９６（Ａ１）号明細書
【特許文献４】米国特許第６，６３０，５８６号明細書
【特許文献５】米国特許第７，６１２，１９８号明細書
【特許文献６】米国特許第７，０００，０００号明細書
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】Ｓｉｍｐｓｏｎ　ｅｔ　ａｌ．，Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌｏｇｙ　１４１：
１４５１－１４６０，１９９５
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　１つの実施形態では、織物ケア組成物であって：
ａ．
　ｉ．　２５％～３５％のα－（１，３）グリコシド結合；
　ｉｉ．　５５％～７５％のα－（１，６）グリコシド結合；
　ｉｉｉ．　５％～１５％のα－（１，３，６）グリコシド結合；
　ｉｖ．　５，０００ダルトン未満の重量平均分子量；
　ｖ．　２０℃の水中において１２重量％で０．２５パスカル秒（Ｐａ・ｓ）未満の粘度
；
　ｖｉ．　２５℃の水中において少なくとも２０重量／重量％の溶解度；および
　ｖｉｉ．　５未満の多分散性指数を含むα－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物；お
よび
ｂ．　少なくとも１つの追加の織物ケア成分を含む織物ケア組成物が提供される。
【００１１】
　また別の実施形態では、洗濯ケア組成物であって：
ａ．
　ｉ．　２５％～３５％のα－（１，３）グリコシド結合；
　ｉｉ．　５５％～７５％のα－（１，６）グリコシド結合；
　ｉｉｉ．　５％～１５％のα－（１，３，６）グリコシド結合；
　ｉｖ．　５，０００ダルトン未満の重量平均分子量；
　ｖ．　２０℃の水中において１２重量％で０．２５パスカル秒（Ｐａ・ｓ）未満の粘度
；
　ｖｉ．　２５℃の水中において少なくとも２０重量／重量％の溶解度；および
　ｖｉｉ．　５未満の多分散性指数を含むα－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物；お
よび
ｂ．　少なくとも１つの追加の洗濯ケア成分を含む洗濯ケア組成物が提供される。
【００１２】
　また別の実施形態では、上記の織物ケア組成物もしくは上記の洗濯ケア組成物中の追加
の成分は、少なくとも１種のセルラーゼ、少なくとも１種のプロテアーゼ、少なくとも１
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種のアミラーゼもしくはそれらの任意の組み合わせである。
【００１３】
　また別の実施形態では、織物ケア組成物もしくは洗濯ケア組成物は、０．０１～９０％
重量％の可溶性α－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物を含む。
【００１４】
　また別の実施形態では、織物ケア組成物もしくは洗濯ケア組成物は、界面活性剤（アニ
オン性、非イオン性、カチオン性もしくは両性イオン性）、酵素（任意の組み合わせで、
プロテアーゼ、セルラーゼ、ポリエステラーゼ、アミラーゼ、クチナーゼ、リパーゼ、ペ
クチン酸リアーゼ、ペルヒドロラーゼ、キシラナーゼ、ペルオキシダーゼおよび／または
ラッカーゼ）、洗剤ビルダー、錯化剤、ポリマー（本α－グルカンオリゴマー／ポリマー
および／またはα－グルカンエーテルに加えて）、防汚ポリマー、界面活性増強性ポリマ
ー、漂白系、漂白活性剤、漂白触媒、織物コンディショナー、粘土、発泡増強剤、石鹸泡
抑制剤（シリコーン系もしくは脂肪酸系）、防錆剤、汚れ懸濁剤、再汚染防止剤、染料、
殺菌剤、変色防止剤、蛍光増白剤、香料、飽和もしくは不飽和脂肪酸、染料移動阻害剤、
キレート剤、色相染料（ｈｕｅｉｎｇ　ｄｙｅ）、カルシウムおよびマグネシウムカチオ
ン、視覚信号化成分（ｖｉｓｕａｌ　ｓｉｇｎａｌｉｎｇ　ｉｎｇｒｅｄｉｅｎｔ）、消
泡剤、構造剤、増粘剤、凝結防止剤、デンプン、砂、ゲル化剤およびそれらの任意の組み
合わせのうちの少なくとも１つを含む少なくとも１つの追加の成分を含む。
【００１５】
　また別の実施形態では、織物ケア／洗濯ケア組成物であって、液体、ジェル、粉末、親
水コロイド、水溶液、顆粒、タブレット、カプセル、単一区画小袋、多区画小袋またはそ
れらの任意の組み合わせである織物ケア／洗濯ケア組成物が提供される。
【００１６】
　また別の実施形態では、織物ケア組成物もしくは洗濯ケア組成物は、単位用量方式で包
装される。
【００１７】
　様々なグルカンエーテルは、本α－グルカンオリゴマー／ポリマーから製造できる。ま
た別の実施形態では、
　ｉ．　２５％～３５％のα－（１，３）グリコシド結合；
　ｉｉ．　５５％～７５％のα－（１，６）グリコシド結合；
　ｉｉｉ．　５％～１５％のα－（１，３，６）グリコシド結合；
　ｉｖ．　５，０００ダルトン未満の重量平均分子量；
　ｖ．　２０℃の水中において１２重量％で０．２５パスカル秒（Ｐａ・ｓ）未満の粘度
；
　ｖｉ．　２５℃の水中において少なくとも２０重量／重量％の溶解度；および
　ｉ．　５未満の多分散性指数を含むα－グルカンエーテル組成物であって；少なくとも
１つの有機基との約０．０５～約３．０の置換度（ＤｏＳ）を有するα－グルカンエーテ
ル組成物が提供される。
【００１８】
　α－グルカンエーテル組成物は、例えばセルラーゼおよびプロテアーゼなどの酵素を含
む織物ケアおよび／または洗濯ケア調製物において使用できる。また別の実施形態では、
グルカンエーテル組成物は、セルラーゼ耐性、プロテアーゼ耐性、アミラーゼ耐性もしく
はそれらの任意の組み合わせである。
【００１９】
　α－グルカンエーテル組成物は、織物ケアおよび／または洗濯ケアおよび／またはパー
ソナルケア組成物において使用できる。また別の実施形態では、上記のα－グルカンエー
テル組成物を含むパーソナルケア組成物、織物ケア組成物もしくは洗濯ケア組成物が提供
される。
【００２０】
　また別の実施形態では、水性組成物を調製するための方法であって、水性組成物を上記
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のα－グルカンエーテル組成物と接触させる工程を含み、前記水性組成物が少なくとも１
種のセルラーゼ、少なくとも１種のプロテアーゼ、少なくとも１種のアミラーゼもしくは
それらの組み合わせを含む方法が提供される。
【００２１】
　また別の実施形態では、衣料品、布地もしくは織物を処理する方法であって：
ａ．
　ｉ．　上記の織物ケア組成物；
　ｉｉ．　上記の洗濯ケア組成物；
　ｉｉｉ．　上記のグルカンエーテル組成物；
　ｉｖ．
　ａ．　２５％～３５％のα－（１，３）グリコシド結合；
　ｂ．　５５％～７５％のα－（１，６）グリコシド結合；
　ｃ．　５％～１５％のα－（１，３，６）グリコシド結合；
　ｄ．　５，０００ダルトン未満の重量平均分子量；
　ｅ．　２０℃の水中において１２重量％で０．２５パスカル秒（Ｐａ・ｓ）未満の粘度
；
　ｆ．　２５℃の水中において少なくとも２０重量／重量％の溶解度；および
　ｇ．　５未満の多分散性指数を含むα－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物；および
　ｖ．　（ｉ）～（ｉｖ）の任意の組み合わせから選択される組成物を提供する工程；
ｂ．　好適な条件下で（ａ）の組成物を織物、布地もしくは衣料品と接触させる工程であ
って、これにより織物、布地もしくは衣料品が処理されて利益を得る工程；および
ｃ．　任意選択的に、（ｂ）の処理された織物、布地もしくは衣料品をすすぎ洗う工程を
含む方法が提供される。
【００２２】
　上記の方法のまた別の実施形態では、α－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物もしく
はα－グルカンエーテル組成物は、表面実質的である。
【００２３】
　上記の方法のまた別の実施形態では、利益は、改良された織物の風合、汚れ沈着に対す
る改良された抵抗性、改良された色堅牢度、改良された耐摩耗性、改良された防しわ性、
改良された真菌活性、改良された染み抵抗性、洗濯した場合の改良されたクリーニング性
能、改良された乾燥速度、改良された染料、顔料もしくはレーキ更新およびそれらの任意
の組み合わせからなる群から選択される。
【００２４】
　また別の実施形態では、グルカンエーテル組成物を生成するための方法であって：
ａ．
　ｉ．　２５％～３５％のα－（１，３）グリコシド結合；
　ｉｉ．　５５％～７５％のα－（１，６）グリコシド結合；
　ｉｉｉ．　５％～１５％のα－（１，３，６）グリコシド結合；
　ｉｖ．５，０００ダルトン未満の重量平均分子量；
　ｖ．　２０℃の水中において１２重量％で０．２５パスカル秒（Ｐａ・ｓ）未満の粘度
；
　ｖｉ．　２５℃の水中において少なくとも２０重量／重量％の溶解度；および
　ｖｉｉ．　５未満の多分散性指数を含むα－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物を提
供する工程；
ｂ．　アルカリ性条件下の反応中で（ａ）のα－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物を
含むα－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物を１つの有機基を含む少なくとも１種のエ
ーテル化剤と接触させる工程であって；これにより少なくとも１つの有機基との約０．０
５～約３．０の置換度（ＤｏＳ）を有するα－グルカンエーテルが生成される工程；およ
び
ｃ．　任意選択的に、工程（ｂ）で生成されたα－グルカンエーテルを単離する工程を含
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む方法が提供される。
【００２５】
　布地、糸、織物もしくは繊維は、上記のα－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物もし
くは対応するα－グルカンエーテル組成物を含むために修飾（例えば、混合する、または
コーティングする）されてよい。また別の実施形態では、
ａ．
　ｉ．　２５％～３５％のα－（１，３）グリコシド結合；
　ｉｉ．　５５％～７５％のα－（１，６）グリコシド結合；
　ｉｉｉ．　５％～１５％のα－（１，３，６）グリコシド結合；
　ｉｖ．　５，０００ダルトン未満の重量平均分子量；
　ｖ．　２０℃の水中において１２重量％で０．２５パスカル秒（Ｐａ・ｓ）未満の粘度
；
　ｖｉ．　２５℃の水中において少なくとも２０重量／重量％の溶解度；および
　ｖｉｉ．　５未満の多分散性指数を含むα－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物；
ｂ．
　ｉ．　２５％～３５％のα－（１，３）グリコシド結合；
　ｉｉ．　５５％～７５％のα－（１，６）グリコシド結合；
　ｉｉｉ．　５％～１５％のα－（１，３，６）グリコシド結合；
　ｉｖ．　５，０００ダルトン未満の重量平均分子量；
　ｖ．　２０℃の水中において１２重量％で０．２５パスカル秒（Ｐａ・ｓ）未満の粘度
；
　ｖｉ．　２５℃の水中において少なくとも２０重量／重量％の溶解度；および
　ｖｉｉ．　５未満の多分散性指数を含むグルカンエーテル組成物であって；ここで少な
くとも１つの有機基との約０．０５～約３．０の置換度（ＤｏＳ）を有するα－グルカン
エーテル組成物；または
ｃ．　それらの任意の組み合わせを含む布地、糸、織物もしくは繊維が提供される。
【００２６】
生物学的配列の簡単な説明
　下記の文章は、米国連邦規則法典第３７編規則１．８２１～１．８２５（ヌクレオチド
配列および／またはアミノ酸配列の開示を含有する特許出願のための要件－配列規則）を
順守しており、世界知的所有権機関（ＷＩＰＯ）標準ＳＴ．２５（２００９）、欧州特許
条約（ＥＰＣ）および特許協力条約（ＰＣＴ）規則５．２および４９．５（ａ－ｂｉｓ）
ならびに実施細則の第２０８章および附属書Ｃの配列表要件と一致している。ヌクレオチ
ドおよびアミノ酸配列データのために使用した記号およびフォーマットは、米国連邦規則
法典第３７巻§１．８２２に規定された規則を順守している。
【００２７】
　配列番号１は、ＧＥＮＢＡＮＫ（登録商標）ｇｉ：２５７１５３２６５において提供さ
れたパエニバチルス・フミカス（Ｐａｅｎｉｂａｃｉｌｌｕｓ　ｈｕｍｉｃｕｓ）ムタナ
ーゼのアミノ酸配列であり、ここでＧＥＮＢＡＮＫ（登録商標）ｇｉ：２５７１５３２６
４は対応するポリヌクレオチド配列である。
【００２８】
　配列番号２は、ペニバチルス・フミカス（Ｐａｅｎｉｂａｃｉｌｌｕｓ　ｈｕｍｉｃｕ
ｓ）ムタナーゼ（ＧＥＮＢＡＮＫ（登録商標）ｇｉ：２５７１５３２６５）をコードする
アミノ酸配列であって、ここでＧＥＮＢＡＮＫ（登録商標）ｇｉ：２５７１５３２６４は
、大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）ＢＬ２１（ＤＥ３）を発現させるために使用される対応するポ
リヌクレオチド配列である。
【００２９】
　配列番号３は、大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）ＢＬ２１（ＤＥ３）を発現させるために使用さ
れる成熟ペニバチルス・フミカス（Ｐａｅｎｉｂａｃｉｌｌｕｓ　ｈｕｍｉｃｕｓ）ムタ
ナーゼ（ＧＥＮＢＡＮＫ（登録商標）ｇｉ：２５７１５３２６４；本明細書では「３２６
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４ムタナーゼ」もしくは「ｍｕｔ３２６４」と呼ぶ）のアミノ酸配列である。
【００３０】
　配列番号４は、枯草菌（Ｂ．ｓｕｂｔｉｌｉｓ）中での発現のための様々な酵素に結合
した発現ベクターにおいて使用される枯草菌（Ｂ．ｓｕｂｔｉｌｉｓ）ＡｐｒＥシグナル
ペプチドのアミノ酸配列である。
【００３１】
　配列番号５は、枯草菌（Ｂ．ｓｕｂｔｉｌｉｓ）宿主ＢＧ６００６中での発現のために
使用されるペニバチルス・フミカス（Ｐａｅｎｉｂａｃｉｌｌｕｓ　ｈｕｍｉｃｕｓ）ム
タナーゼをコードする核酸配列である。
【００３２】
　配列番号６は、枯草菌（Ｂ．ｓｕｂｔｉｌｉｓ）宿主ＢＧ６００６中での発現のために
使用される成熟ペニバチルス・フミカス（Ｐａｅｎｉｂａｃｃｉｌｌｕｓ　ｈｕｍｉｃｕ
ｓ）ムタナーゼのアミノ酸配列である。本明細書で使用するように、このムタナーゼは、
本明細書ではさらに「ｍｕｔ３２６４」とも呼ぶことができる。
【００３３】
　配列番号７は、ペニシリウム・マルネッフェイ（Ｐｅｎｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｍａｒｎｅ
ｆｆｅｉ）ＡＴＣＣ（登録商標）１８２２４（商標）ムタナーゼをコードする核酸配列で
ある。
【００３４】
　配列番号８は、ペニシリウム・マルネッフェイ（Ｐｅｎｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｍａｒｎｅ
ｆｆｅｉ）ＡＴＣＣ（登録商標）１８２２４（商標）ムタナーゼ（ＧＥＮＢＡＮＫ（登録
商標）ｇｉ：２１２５３３３２５；本明細書では「３３２５ムタナーゼ」もしくは「ｍｕ
ｔ３３２５」と呼ぶ）のアミノ酸配列である。
【００３５】
　配列番号９は、プラスミドｐＴｒｅｘ３のポリヌクレオチド配列である。
【００３６】
　配列番号１０は、ＧＥＮＢＡＮＫ（登録商標）ｇｉ：５１５７４１５４において提供さ
れるラクトバチルス・ロイテリ（Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ　ｒｅｕｔｅｒｉ）グルコ
シルトランスフェラーゼのアミノ酸配列である。
【００３７】
　配列番号１１は、ラクトバチルス・ロイテリ（Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ　ｒｅｕｔ
ｅｒｉ）グルコシルトランスフェラーゼ（ＧＥＮＢＡＮＫ（登録商標）ｇｉ：５１５７４
１５４）の切断バージョンをコードする核酸配列である。
【００３８】
　配列番号１２は、本明細書では「ＧＴＦ４１５４」と呼ぶ切断型ラクトバチルス・ロイ
テリ（Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ　ｒｅｕｔｅｒｉ）グルコシルトランスフェラーゼを
コードするアミノ酸配列である。
【００３９】
　配列番号１３は、ポリヌクレオチドターミネーター配列の核酸配列である。
【００４０】
　配列番号１４は、ポリヌクレオチドリンカー配列の核酸配列である。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　本開示では、多数の用語および略語を使用する。他に特に明記されない限り、下記の定
義が当てはまる。
【００４２】
　本明細書で使用するように、１つの要素もしくは成分に先行する不定冠詞「１つの」お
よび「その」は、その要素もしくは成分の事例（すなわち、出現）の数に関して非制限的
であることが意図されている。このため「１つの」および「その」は、１つもしくは少な
くとも１つを含むと読むべきであり、要素もしくは成分の単数語形はまた、特にその数が
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明らかに単数であることを意味しない限り複数形も含む。
【００４３】
　本明細書で使用する用語「～を含む」は、特許請求の範囲で言及された既定の特徴、整
数、工程もしくは成分の存在を意味するが、１つ以上の他の特徴、整数、工程、成分もし
くはそれらの群の存在もしくは添加を排除するものではない。用語「～を含む」は、用語
「～から本質的になる」および「～からなる」によって包含される実施形態を含むことが
意図されている。同様に、用語「～から本質的になる」は、用語「～からなる」によって
包含される実施形態を含むことが意図されている。
【００４４】
　使用される成分または反応物質の量を修飾する、本明細書で使用する用語「約」は、例
えば、現実世界において濃縮物または使用溶液を作成するために使用される典型的な計量
および液体取扱い手順を通して；これらの手順における偶発的誤差を通して；組成物を作
成するため、または本方法を実施するために使用される成分の製造、入手源または純度に
おける差などを通して発生する可能性がある数量における変動を意味している。用語「約
」は、さらに特定の初期混合物から結果として生じる組成物についての異なる平衡条件に
起因して異なる量もまた含んでいる。用語「約」によって修飾されていてもいなくても、
本特許請求範囲は、量に関する同等物を含んでいる。
【００４５】
　存在する場合、全ての範囲は、包括的および結合可能である。例えば、「１～５」の範
囲が記載された場合、記載された範囲は、「１～４」、「１～３」、「１～２」、「１～
２および４～５」、「１～３および５」などの範囲を含むと解釈すべきである。
【００４６】
　本明細書で使用する用語「～から入手できる」は、原料（例えば、スクロース）が特定
の起源から入手できるが、必ずしもその特定の起源に限定されないことを意味するものと
する。
【００４７】
　本明細書で使用する用語「有効量」は、所望の作用を達成するために好適である、使用
もしくは投与される物質の量を意味するであろう。物質の有効量は、用途に依存して変動
する可能性がある。当業者であれば、典型的には、過度の（ｕｎｄｏ）実験を行わずに特
定の用途もしくは被験者にとっての有効量を決定できるであろう。
【００４８】
　用語「体積によるパーセント」、「体積パーセント」、「体積％（ｖｏｌ％）」、「体
積／体積％（ｖ／ｖ％）」などは、本明細書では互換的に使用される。溶液中の溶質の体
積によるパーセントは、次式：［（溶質の体積）／（溶液の体積）］×１００％を用いて
決定できる。
【００４９】
　用語「重量によるパーセント」、「重量パーセンテージ（ｗｔ％）」、「重量／重量パ
ーセンテージ（ｗ／ｗ％）」などは、本明細書では互換的に使用される。重量によるパー
セントは、それが組成物中、混合物中もしくは溶液中に含まれるかのように質量ベースで
の物質のパーセンテージを意味する。
【００５０】
　用語「増加（した）」、「上昇（した）」および「改良（された）」は、本明細書では
互換的に使用される。これらの用語は、最初の量もしくは活性よりわずかに大きい量もし
くは活性または最初の量もしくは活性に比較して大きく過剰な量もしくは活性などの、そ
れらの間の全ての量もしくは活性を含むより大きな量もしくは活性を意味する。または、
これらの用語は、例えば、それに対して増加した量もしくは活性が比較される量もしくは
活性より少なくとも約１％、２％、３％、４％、５％、６％、７％、８％、９％、１０％
、１１％、１２％、１３％、１４％、１５％、１６％、１７％、１８％、１９％もしくは
２０％以上多い量もしくは活性を意味することができる。
【００５１】
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　用語「単離（された）」は、物質が自然には発生しない形態もしくは環境にあることを
意味する。単離物質の非限定的例には、（１）任意の非天然型物質、（２）それが自然に
結び付いている天然型成分の１つ以上もしくは全部から少なくとも部分的に除去されてい
る任意の宿主細胞、酵素、変異体、核酸、タンパク質、ペプチドもしくは補因子を含むが
それらに限定されない任意の物質；（３）自然に見いだされる物質と比較してヒトの手に
よって修飾された任意の物質；または（４）それが自然に結び付いている他の成分と比較
して物質の量を増加させることによって修飾された任意の物質が含まれる。
【００５２】
　本明細書で使用する用語「水溶性」は、２５℃のｐＨ７の水中において２０重量％以上
で可溶性である本グルカンオリゴマー／ポリマー組成物に関するであろう。
【００５３】
　本明細書で使用する用語「可溶性グルカン繊維」、「α－グルカン繊維」、「α－グル
カンポリマー」、「α－グルカンオリゴ糖」、「α－グルカン多糖」、「α－グルカンオ
リゴマー」、「α－グルカンオリゴマー／ポリマー」、「α－グルカンポリマー」および
「可溶性グルカン繊維組成物」は、３以上のグルコース重合度を有する水溶性グルコース
オリゴマーから構成される本α－グルカンポリマー組成物（非誘導体化；すなわち、α－
グルカンエーテルではない）に関する。本可溶性グルカンポリマー組成物は、例えば、サ
トウキビおよび／またはサトウダイコンから入手できるスクロース（α－Ｄ－グルコピラ
ノシルβ－Ｄ－フルクトフラノシド；ＣＡＳ＃５７－５０－１）から酵素的に合成される
。１つの実施形態では、本可溶性α－グルカンポリマー組成物は、アルテルナンもしくは
マルトアルテルナンオリゴ糖ではない。
【００５４】
　本明細書で使用する「重量平均分子量」もしくは「Ｍｗ」は、
　Ｍｗ＝ΣＮｉＭｉ

２／ΣＮｉＭｉ；（式中、Ｍｉは鎖の分子量であり、Ｎｉはその分子
量の鎖の数である）として計算される。
　重量平均分子量は、静的光散乱、小角中性子散乱、Ｘ線散乱および沈降速度などの専門
技術によって決定できる。
【００５５】
　本明細書で使用する「数平均分子量」もしくは「Ｍｎ」は、サンプル中の全ポリマー鎖
の統計的平均分子量に関する。数平均分子量は、Ｍｎ＝ΣＮｉＭｉ／ΣＮｉ（式中、Ｍｉ

は鎖の分子量であり、Ｎｉはその分子量の鎖の数である）として計算される。ポリマーの
数平均分子量は、例えばゲル透過クロマトグラフィー、（マーク・フウィンク方程式）に
よる粘度測定法および例えば蒸気圧オスモメトリー法、末端基定量法もしくはプロトンＮ
ＭＲ法などの束一的方法などの技術によって決定できる。
【００５６】
　本明細書で使用する「多分散指数」、「ＰＤＩ」、「不均一指数」および「分散度」は
、所定のポリマー（例えば、グルコースオリゴマー）サンプル中の分子量分布の尺度に関
しており、重量平均分子量を数平均分子量で割ることによって計算できる（ＰＤＩ＝Ｍｗ

／Ｍｎ）。
【００５７】
　本明細書で使用する用語「グルコース」および「グルコピラノース」は、同義語である
と見なされ、互換的に使用される。同様に、本明細書で使用する用語「グルコシル」およ
び「グルコピラノシル」単位は、同義語であると見なされ、互換的に使用される。
【００５８】
　本明細書で使用する「グリコシド結合（ｌｉｎｋａｇｅ）」もしくは「グリコシド結合
（ｂｏｎｄ）」は、糖オリゴマー（オリゴ糖類および／または多糖類）内の糖モノマーを
結び付ける共有結合を意味するであろう。グリコシド結合の例としては、１，６－α－Ｄ
－グリコシド結合（本明細書ではα－Ｄ－（１，６）結合もしくは単純にα－（１，６）
結合とも呼ぶ）；１，３－α－Ｄ－グリコシド結合（本明細書ではα－Ｄ－（１，３）結
合もしくは単純に「α－（１，３）」とも呼ぶ）；１，４－α－Ｄ－グリコシド結合（本
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明細書ではα－Ｄ－（１，４）結合もしくは単純に「α－（１，４）」結合；１，２－α
－Ｄ－グリコシド結合（本明細書ではα－Ｄ－（１，２）結合もしくは「α－（１，２）
」結合；および典型的には分岐状糖オリゴマーと関連しているそのような結合の組み合わ
せを備えるα－結合グルコースオリゴマーを挙げることができる。
【００５９】
　本明細書で使用する用語「グルカンスクラーゼ」、「グルコシルトランスフェラーゼ」
、「グルコシドヒドロラーゼ７０型」、「ＧＴＦ」および「ＧＳ」は、典型的には、例え
ばストレプトコッカス（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ）属、ロイコノストック（Ｌｅｕｃ
ｏｎｏｓｔｏｃ）属、ワイステラ（Ｗｅｉｓｅｌｌａ）属もしくはラクトバチルス（Ｌａ
ｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ）属などの乳酸菌中で見いだされるグリコシド－ヒドロラーゼの
第７０ファミリーに分類されるトランスグルコシダーゼに関するであろう（Ｃａｒｂｏｈ
ｙｄｒａｔｅ　Ａｃｔｉｖｅ　Ｅｎｚｙｍｅｓ　ｄａｔａｂａｓｅ；“ＣＡＺｙ”；Ｃａ
ｎｔａｒｅｌ　ｅｔ　ａｌ．，（２００９）Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ　３７
：Ｄ２３３－２３８を参照されたい）。ＧＴＦ酵素は、ホモオリゴ糖類もしくはホモ多糖
類を形成するためにスクロースのＤ－グルコシル単位を重合できる。ＧＴＦ酵素の特異性
に依存して、例えばα－（１，２）、α－（１，３）、α－（１，４）およびα－（１，
６）などの様々なグリコシド結合を含む直鎖および／または分岐状グルカンを形成できる
。グルコシルトランスフェラーゼは、さらにまたＤ－グルコシル単位をヒドロキシルアク
セプター基に移動させることができる。アクセプターの非限定的リストには、炭水化物、
アルコール、ポリオールおよびフラボノイドが含まれる。特定のアクセプターには、さら
にマルトース、イソマルトース、イソマルトトリオースおよびメチル－α－Ｄ－グルカン
が含まれる。結果として生じるグルコシル化生成物の構造は、酵素特異性に左右される。
ある実施形態では、グルコシルトランスフェラーゼ活性を有するポリペプチドは、配列番
号１０もしくは１２との少なくとも９０％の同一性、好ましくは少なくとも９１、９２、
９３、９４、９５、９６、９７、９８、９９もしくは１００％の同一性を有するアミノ酸
配列を含む。また別の実施形態では、グルコシルトランスフェラーゼ活性を有するポリペ
プチドは、配列番号１２との少なくとも９５％の同一性、好ましくは９６、９７、９８、
９９もしくは１００％の同一性を有するアミノ酸配列を含む。１つの態様では、グルコシ
ルトランスフェラーゼは、切断形および／または成熟形で発現させられる。
【００６０】
　本明細書で使用する用語「イソマルトオリゴ糖」もしくは「ＩＭＯ」は、典型的にはＤ
Ｐ２～２０の平均サイズを有するα－Ｄ－（１，６）グリコシド結合から本質的に構成さ
れるグルコースオリゴマーに関する。イソマルトオリゴ糖は、コーンスターチもしくはデ
ンプン誘導体生成物上のα－アミラーゼ、プルラナーゼ、β－アミラーゼおよびα－グル
コシダーゼの酵素反応から商業的に生成できる。商業的に入手できる生成物は、イソマル
トオリゴ糖（３～８の範囲に及ぶＤＰ、例えばイソマルトトリオース、イソマルトテトラ
オース、イソマルトペンタオース、イソマルトヘキサオース、イソマルトヘプタオース、
イソマルトオクタオース）の混合物を含み、さらにパノースを含むことができる。
【００６１】
　本明細書で使用する用語「デキストラン」は、少なくとも９５％のα－Ｄ－（１，６）
グリコシド結合（典型的には、分岐点で５％までのα－Ｄ－（１，３）グリコシド結合）
を含む水溶性α－グルカンに関する。デキストランは、１，０００ｋＤａを超える平均分
子量を有することが多い。本明細書で使用するスクロースからデキストランを合成できる
酵素は、「デキストランスクラーゼ」（ＥＣ２．４．１．５）であると記載できる。
【００６２】
　本明細書で使用する用語「ムタン」は、１，３－α－Ｄグリコシド結合の主として（存
在する５０％以上のグリコシド結合）から構成される水不溶性α－グルカンに関しており
、典型的には９を超えることが多い重合度（ＤＰ）を有する。スクロース由来の５０％を
超える１，３－α－Ｄグリコシド結合を含むムタンもしくはα－グルカンオリゴマーを合
成できる酵素は、酵素がアルテルナンを生成しないことを前提に、「ムタンスクラーゼ」



(15) JP 2019-504932 A 2019.2.21

10

20

30

40

50

（ＥＣ２．４．１．－）であると記載できる。
【００６３】
　本明細書で使用する用語「アルテルナン」は、直鎖オリゴ糖主鎖の少なくとも５０％を
超える交互の１，３－α－Ｄグリコシド結合および１，６－α－Ｄグリコシド結合を有す
るα－グルカンに関する。スクロースからアルテルナンを合成できる酵素は、「アルテル
ナンスクラーゼ」（ＥＣ２．４．１．１４０）であると記載できる。
【００６４】
　本明細書で使用する用語「ロイテラン」は、１，４－α－Ｄ－グリコシド結合（典型的
には５０％を超える）；１，６－α－Ｄ－グリコシド結合；および分岐点での４，６－二
置換α－グルコシル単位から構成される可溶性α－グルカンに関する。スクロースからロ
イテランを合成できる酵素は、「ロイテランスクラーゼ」（ＥＣ２．４．１．－）である
と記載できる。
【００６５】
　本明細書で使用する用語「α－グルカノヒドロラーゼ」および「グルカノヒドロラーゼ
」は、α－グルカンオリゴマーを加水分解できる酵素を意味するであろう。本明細書で使
用するように、グルカノヒドロラーゼは、所定のα－Ｄ－グリコシド結合に向けての内加
水分解活性によって定義できる。例としては、デキストラナーゼ（ＥＣ３．２．１．１；
α－（１，６）－結合グリコシド結合を内加水分解できる）、ムタナーゼ（ＥＣ３．２．
１．５９；α－（１，３）－結合グリコシド結合を内加水分解できる）およびアルテルナ
ーゼ（ＥＣ３．２．１．－；アルテルナンを内加水分解的に切断できる）が挙げられるが
それらに限定されない。所定のα－グルカン内の分岐のレベル、分岐のタイプおよび相対
分岐鎖長を含むがそれらに限定されない様々な要素は、α－グルカノヒドロラーゼが一部
のグリコシド結合を内加水分解する能力に有害な影響を及ぼす可能性がある。
【００６６】
　本明細書で使用する用語「デキストラナーゼ」（α－１，６－グルカン－６－グルカノ
ヒドロラーゼ；ＥＣ３．２．１．１１）は、１，６－α－Ｄ－グリコシド結合（デキスト
ラン中で主として見いだされる結合）を内加水分解できる酵素を意味する。デキストラナ
ーゼは、虫歯、プラークおよび／または歯石を予防するためおよび粗糖汁もしくはサトウ
キビおよびサトウダイコンのシロップを加水分解するための歯磨剤中の成分としての使用
を含む多数の用途にとって有用であることが公知である。数種の微生物、特にペニシリウ
ム（Ｐｅｎｉｃｉｌｌｉｕｍ）属、ペシロミセス（Ｐａｅｃｉｌｏｍｙｃｅｓ）属、アス
ペルギルス（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ）属、フザリウム（Ｆｕｓａｒｉｕｍ）属、スピカ
リア（Ｓｐｉｃａｒｉａ）属、ベルチシリウム（Ｖｅｒｔｉｃｉｌｌｉｕｍ）属、ヘルミ
ントスポリウム（Ｈｅｌｍｉｎｔｈｏｓｐｏｒｉｕｍ）属およびケトミウム（Ｃｈａｅｔ
ｏｍｉｕｍ）属の真菌；ラクトバチルス（Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ）属、ストレプト
コッカス（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ）属、セルビブリオ（Ｃｅｌｌｖｉｂｒｉｏ）属
、サイトファガ（Ｃｙｔｏｐｈａｇａ）属、ブレビバクテリウム（Ｂｒｅｖｉｂａｃｔｅ
ｒｉｕｍ）属、シュードモナス（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ）属、コリネバクテリウム（Ｃ
ｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕｍ）属、アルトロバクター（Ａｒｔｈｒｏｂａｃｔｅｒ）属
およびフラボバクテリウム（Ｆｌａｖｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ）属の細菌ならびに例えばリ
ポミセス・スタルケィ（Ｌｉｐｏｍｙｃｅｓ　ｓｔａｒｋｅｙｉ）などの酵母は、デキス
トラナーゼを生成できることが公知である。食品用デキストラナーゼは、市販で入手でき
る。食品用デキストリナーゼの例は、Ｎｏｖｏｚｙｍｅｓ　Ａ／Ｓ，Ｂａｇｓｖａｅｒｄ
，Ｄｅｎｍａｒｋによって販売されるケトミウム・エラチカム（Ｃｈａｅｔｏｍｉｕｍ　
ｅｒｒａｔｉｃｕｍ）由来の酵素であるＤＥＸＴＲＡＮＡＳＥ（登録商標）Ｐｌｕｓ　Ｌ
である。１つの好ましい態様では、デキストラナーゼは、ケトミウム・エラチクム（Ｃｈ
ａｅｔｏｍｉｕｍ　ｅｒｒａｔｉｃｕｍ）デキストラナーゼである。また別の実施形態で
は、デキストラナーゼは、ケトミウム・エラチクム（Ｃｈａｅｔｏｍｉｕｍ　ｅｒｒａｔ
ｉｃｕｍ）由来のデキストラナーゼＬである。
【００６７】
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　本明細書で使用する用語「ムタナーゼ」（グルカンエンド－１，３－α－グルコシダー
ゼ；ＥＣ３．２．１．５９）は、１，３－α－Ｄ－グリコシド結合（ムタン中で主として
見いだされる結合）を加水分解で切断する酵素を意味する。ムタナーゼは、様々な細菌起
源および真菌起源から入手できる。ムタナーゼの非限定的リストは、アミノ酸配列１、３
、６および８として提供されている。１つの好ましい実施形態では、ムタナーゼは、配列
番号１、３、６もしくは８との少なくとも９０％の同一性、好ましくは９１、９２、９３
、９４、９５、９６、９７、９８、９９もしくは１００％の同一性を有するアミノ酸配列
を含む。また別の好ましい実施形態では、ムタナーゼは、配列番号３との少なくとも９５
％の同一性、好ましくは９６、９７、９８、９９もしくは１００％の同一性を含む。
【００６８】
　本明細書で使用する用語「アルテルナーゼ」（ＥＣ３．２．１．－）は、アルテルナン
を内加水分解的に切断する酵素を意味する（Ｃｏｔｅ　ｅｔ　ａｌ．への米国特許第５，
７８６，１９６号明細書）。
【００６９】
　本明細書で使用する用語「野生型酵素」は、それから入手および／または注釈された生
物中で見いだされるアミノ酸配列を含む酵素（全長およびそれらの活性切断形）を意味す
るであろう。酵素（全長もしくはその触媒活性切断形）は、微生物宿主細胞において組換
え的に生成できる。酵素は、本可溶性α－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物の生成に
おける加工助剤として使用される前に、典型的には精製される。１つの態様では、α－グ
ルカンポリマー組成物を入手するために、反応系中に同時に存在する少なくとも２種の野
生型酵素の組み合わせが使用される。また別の態様では、所定の反応条件（例えば、約４
７℃～５０℃の反応温度）下では、本可溶性α－グルカンポリマーを生成するために単一
野生型グルコシルトランスフェラーゼを使用することが可能な場合がある（実施例３８、
４４および４５を参照されたい）。また別の態様では、本方法は、５０％以上のα－（１
，３）グリコシド結合（例えば、ムタンスクラーゼ）を含む可溶性α－グルカンポリマー
組成物を形成できる少なくとも１種のグルコシルトランスフェラーゼおよび反応系中に存
在するグルコシルトランスフェラーゼから合成されたα－グルカンに対する内加水分解活
性を有する少なくとも１種のα－グルカノヒドロラーゼを含む単一反応チャンバーを含む
。
【００７０】
　本明細書で使用する用語「酵素反応のための基質」および「α－グルカンポリマー合成
のために好適な基質」は、スクロースを含む組成物を意味するであろう。１つの実施形態
では、基質組成物は、さらに１つ以上の好適なアクセプター、例えば少数の名を挙げると
、マルトース、イソマルトース、イソマルトトリオースおよびメチル－α－Ｄ－グルカン
を含むことができる。１つの実施形態では、グルコースオリゴマーを形成できる少なくと
も１種のグルコシルトランスフェラーゼの組み合わせは、同一反応混合物中の少なくとも
１種のα－グルカノヒドロラーゼと組み合わせて使用される（すなわち、それらは反応混
合物中で同時に存在して活性である）。したがって、α－グルカノヒドロラーゼのための
「基質」は、スクロースからグルコシルトランスフェラーゼによって反応系中で同時に合
成されるグルコースオリゴマーである。１つの態様では、酵素が反応混合物中で同時には
使用されない２酵素法（すなわち、少なくとも１種のグルコシルトランスフェラーゼ（Ｇ
ＴＦ）および少なくとも１種のα－グルカノヒドロラーゼ）は、条件によって、本方法か
らは除外される。
【００７１】
　本明細書で使用する用語「好適な酵素反応混合物」、「好適な酵素反応成分」、「好適
な酵素水性反応混合液」および「酵素反応混合液」は、反応物質がその中で酵素と接触さ
せられる物質（好適な基質）および水を意味する。好適な反応成分は、複数の酵素から構
成されてよい。１つの態様では、好適な反応成分は、少なくとも１種のグルカンスクラー
ゼ酵素を含む。また別の態様では、好適な反応成分は、少なくとも１種のグルカンスクラ
ーゼおよび少なくとも１種のα－グルカノヒドロラーゼを含む。
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【００７２】
　本明細書で使用する「１単位のグルカンスクラーゼ活性」もしくは「１単位のグルコシ
ルトランスフェラーゼ活性」は、ｐＨ５．５および３７℃で２００ｇ／Ｌのスクロースと
ともにインキュベートした場合に１分間当たり１μｍｏｌのスクロースを変換させるため
に必要とされる酵素の量であると定義されている。スクロース濃度は、ＨＰＬＣを使用し
て決定した。
【００７３】
　本明細書で使用する「１単位のデキストラナーゼ活性」は、ｐＨ５．５および３７℃で
０．５ｍｇ／ｍＬのデキストラン基質とともにインキュベートした場合に１分間当たり１
μｍｏｌの還元糖を形成する酵素の量であると定義されている。還元糖は、ＰＡＨＢＡＨ
アッセイを使用して決定した（Ｌｅｖｅｒ　Ｍ．，（１９７２），Ａ　Ｎｅｗ　Ｒｅａｃ
ｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ｃｏｌｏｒｉｍｅｔｒｉｃ　Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｃ
ａｒｂｏｈｙｄｒａｔｅｓ，Ａｎａｌ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．４７，２７３－２７９）。
【００７４】
　本明細書で使用する「１単位のムタナーゼ活性」は、ｐＨ５．５および３７℃で０．５
ｍｇ／ｍＬのムタン基質とともにインキュベートした場合に１分間当たり１μｍｏｌの還
元糖を形成する酵素の量であると定義されている。還元糖は、ＰＡＨＢＡＨアッセイを使
用して決定した（Ｌｅｖｅｒ　Ｍ．、上記）。
【００７５】
　本明細書で使用する用語「酵素触媒」は、所望の可溶性α－グルカンポリマー組成物を
得るために必要な活性を有する酵素もしくは酵素の組み合わせを含む触媒を意味する。所
定の実施形態では、酵素触媒の組み合わせは、所望の可溶性グルカンポリマー組成物を得
るために必要とされる可能性がある。酵素触媒は、全微生物細胞、透過化微生物細胞、微
生物細胞抽出物の１つ以上の細胞成分、部分精製酵素もしくは精製酵素の形態にあってよ
い。所定の実施形態では、酵素触媒は、さらに（例えばペグ化または架橋試薬との反応に
よって）化学修飾されていてもよい。酵素触媒は、さらに可溶性もしくは不溶性支持体上
に当業者には周知の方法を使用して固定化することもできる；例えば、Ｉｍｍｏｂｉｌｉ
ｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｅｎｚｙｍｅｓ　ａｎｄ　Ｃｅｌｌｓ；Ｇｏｒｄｏｎ　Ｆ．Ｂｉｃ
ｋｅｒｓｔａｆｆ，Ｅｄｉｔｏｒ；Ｈｕｍａｎａ　Ｐｒｅｓｓ，Ｔｏｔｏｗａ，ＮＪ，Ｕ
ＳＡ；１９９７を参照されたい。
【００７６】
　用語「酵素加水分解に対する耐性」は、酵素加水分解に対する本物質（α－グルカンオ
リゴマー／ポリマーおよび／または本α－グルカンオリゴマー／ポリマーのエーテル化に
よって生成された対応するα－グルカンエーテル化合物）の相対安定性に関する。加水分
解に対する耐性は、酵素が例えば織物ケアおよび洗濯ケア用途などにおいて存在すること
が多い用途における本物質の使用にとって特に重要であろう。１つの実施形態では、α－
グルカンオリゴマー／ポリマーおよび／または本α－グルカンオリゴマー／ポリマーのエ
ーテル化によって生成された対応するα－グルカンエーテル化合物は、セルラーゼに対し
て耐性（すなわち、セルラーゼ耐性）である。また別の実施形態では、α－グルカンオリ
ゴマー／ポリマーおよび／または本α－グルカンオリゴマー／ポリマーのエーテル化によ
って生成された対応するα－グルカンエーテル化合物は、プロテアーゼに対して耐性（す
なわち、プロテアーゼ耐性）である。また別の実施形態では、α－グルカンオリゴマー／
ポリマーおよび／または本α－グルカンオリゴマー／ポリマーのエーテル化によって生成
された対応するα－グルカンエーテル化合物は、アミラーゼに対して耐性（すなわち、ア
ミラーゼ耐性）である。１つの好ましい態様では、α－グルカンオリゴマー／ポリマーお
よび／または本α－グルカンオリゴマー／ポリマーのエーテル化によって生成された対応
するα－グルカンエーテル化合物は、多数のクラスの酵素（セルラーゼ、プロテアーゼお
よび／またはアミラーゼの組み合わせ）に対して耐性である。任意の特定酵素に対する耐
性は、各酵素を用いた処理後に残留している物質の少なくとも５０％、好ましくは少なく
とも６０、７０、８０、９０、９５もしくは１００％を有すると定義されるであろう。残
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留％は、ＳＥＣ－ＨＰＬＣを使用して、酵素処理後の上清を測定することによって決定で
きる。酵素耐性を測定するためのアッセイは、下記を使用できる：可溶性物質のサンプル
（例えば、１００ｍｇ）を２０ｍＬのシンチレーションバイアル中の１０．０ｍＬの水に
加え、ＰＴＦＥマグネティックスターラーを使用して混合して１重量％溶液を作成する。
この反応は、２０℃でｐＨ７．０でランした。繊維が完全に溶解した後、１．０ｍＬ（１
重量％の酵素調製物）のセルラーゼ（ＰＵＲＡＤＥＸ（登録商標）ＥＧＬ）、アミラーゼ
（ＰＵＲＡＳＴＡＲ（登録商標）ＳＴ　Ｌ）もしくはプロテアーゼ（ＳＡＶＩＮＡＳＥ（
登録商標）１６．０Ｌ）を加え、この溶液を２０℃で７２時間にわたり混合する。反応混
合物は、添加された酵素を不活性化するために１０分間にわたり７０℃へ加熱し、生じた
混合物を室温に冷却し、沈降物を除去するために遠心する。上清は、回収されたオリゴマ
ー／ポリマーについてＳＥＣ－ＨＰＬＣによって分析し、反応混合液に酵素が全く添加さ
れていないコントロールと比較する。各オリゴマー／ポリマーについての面積総数におけ
る変化率（％）を使用すると、各酵素処理に対する物質の相対耐性を試験するために使用
できる。全≧３＋繊維についての面積総数における変化率は、特定酵素を用いた処理後に
残留している物質の相対量を評価するために使用されるであろう。少なくとも５０％、好
ましくは少なくとも６０、７０、８０、９０、９５もしくは１００％の回収率を有する物
質は、各酵素処理に対して耐性（例えば、「セルラーゼ耐性」、「プロテアーゼ耐性」お
よび／または「アミラーゼ耐性」）であると見なされるであろう。
【００７７】
　用語「α－グルカンエーテル化合物」、「α－グルカンエーテル組成物」、「α－グル
カンエーテル」および「α－グルカンエーテル誘導体」は、本明細書では互換的に使用さ
れる。本明細書のα－グルカンエーテル化合物は、１つ以上の有機基との約０．０５～約
３．０の置換度（ＤｏＳ）を有するように、１つ以上の有機基を用いてエーテル化されて
いる本α－グルカンポリマーである。そのようなエーテル化は、α－グルカンポリマーの
グルコースモノマー単位の少なくとも３０％の１つ以上のヒドロキシル基で発生する。
【００７８】
　α－グルカンエーテル化合物は、部分構造－ＣＧ－Ｏ－Ｃ（式中、「－ＣＧ－」は、α
－グルカンエーテル化合物のグルコースモノマー単位の炭素原子を示し（ここで、そのよ
うな炭素原子はエーテルのα－グルカンポリマー前駆体中のヒドロキシル基［－ＯＨ］に
結合している、「－Ｃ－」は、有機基の炭素原子である）を含むために、本明細書では「
エーテル」と呼ぶ。したがって、例えば、本明細書のエーテル内の－１，３－Ｇ－１，３
－に含まれているグルコースモノマー単位（Ｇ）に関して、グルコース（Ｇ）のＣＧ原子
２、４および／または６は、独立してＯＨ基に結合していてよい、または有機基とエーテ
ル結合していてよい。同様に、例えば、本明細書のエーテル内の－１，３－Ｇ－１，６－
に含まれているグルコースモノマー単位（Ｇ）に関して、グルコース（Ｇ）のＣＧ原子２
、４および／または６は、独立してＯＨ基に結合していてよい、または有機基とエーテル
結合していてよい。さらに、例えば、本明細書のエーテル内の－１，６－Ｇ－１，６－に
含まれているグルコースモノマー単位（Ｇ）に関して、グルコース（Ｇ）のＣＧ原子２、
３および／または４は、独立してＯＨ基に結合していてよい、または有機基とエーテル結
合していてよい。同様に、例えば、本明細書のエーテル内の－１，６－Ｇ－１，３－に含
まれているグルコースモノマー単位（Ｇ）に関して、グルコース（Ｇ）のＣＧ原子２、３
および／または４は、独立してＯＨ基に結合していてよい、または有機基とエーテル結合
していてよい。
【００７９】
　本明細書のα－グルカンエーテル化合物の「グルコース」モノマー単位が、典型的には
、エーテル結合内に１つ以上の有機基を有することは理解されるであろう。したがって、
そのようなグルコースモノマー単位はまた、エーテル化グルコースモノマー単位と呼ぶこ
ともできる。
【００８０】
　本明細書に開示したα－グルカンエーテル化合物は、合成の人工化合物である。同様に
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、本α－グルカンポリマーを含む組成物は、合成の人工化合物である。
【００８１】
　本明細書で使用する「有機基」という基は、（ｉ）式－ＣｎＨ２ｎ＋１（すなわち、完
全に飽和しているアルキル基）を有するか、または（ｉｉ）ほとんど飽和しているが、他
の原子もしくは官能基（すなわち、「置換アルキル基」）で置換された１個以上の水素原
子を有する、１個以上の炭素の鎖を意味する可能性がある。そのような置換は、１つ以上
のヒドロキシル基、酸素原子（それによりアルデヒド基もしくはケトン基を形成する）、
カルボキシル基または他のアルキル基とであってよい。したがって、例として、本明細書
の有機基は、アルキル基、カルボキシアルキル基もしくはヒドロキシアルキル基であって
よい。本明細書の有機基は、したがって、非荷電性もしくはアニオン性であってよい（ア
ニオン性有機基の例は、カルボキシアルキル基である）。
【００８２】
　本明細書の「カルボキシアルキル」基は、アルキル基の１個以上の水素原子がカルボキ
シル基で置換されている置換アルキル基を意味する。本明細書の「ヒドロキシアルキル」
基は、アルキル基の１個以上の水素原子がヒドロキシル基で置換されている置換アルキル
基を意味する。
【００８３】
　「有機基」は、または「正荷電有機基」を意味することができる。本明細書で使用する
「正荷電有機基」は、他の原子もしくは官能基（すなわち、「置換アルキル基」）で置換
された１個以上の水素を有する、１個以上の炭素の鎖（「炭素鎖」）を意味するが、ここ
で１つ以上の置換は、正荷電基とである。正荷電有機基が正荷電基との置換に加えてさら
に１つの置換を有する場合、そのような追加の置換は１つ以上のヒドロキシル基、酸素原
子（それによりアルデヒド基もしくはケトン基を形成する）、アルキル基および／または
追加の正荷電基とであってよい。正荷電有機基は、１つ以上の正荷電基を含むために正味
の正荷電を有する。
【００８４】
　用語「正荷電基」、「正荷電イオン基」および「カチオン基」は、本明細書では互換的
に使用される。正荷電基は、１つのカチオン（正荷電イオン）を含む。正荷電基の例とし
ては、置換アンモニウム基、カルボカチオン基およびアシルカチオン基が挙げられる。
【００８５】
　「正荷電」である組成物は、典型的には他の正荷電物質から反発されるが、負荷電物質
には引き付けられる。
【００８６】
　用語「置換アンモニウム基」、「置換アンモニムイオン」および「置換アンモニムカチ
オン」という用語は、本明細書では互換的に使用される。本明細書の「置換アンモニウム
基」は、構造Ｉ：
【化１】

（構造Ｉ中、Ｒ２、Ｒ３およびＲ４は、それぞれ独立して、水素原子またはアルキル基、
アリール基、シクロアルキル基、アラルキル基もしくははアルカリル基を示す）を含む。
　構造Ｉ中の炭素原子（Ｃ）は、正荷電有機基の１個以上の炭素の鎖（「炭素鎖」）の一
部である。炭素原子は、α－グルカンポリマーのグルコースモノマーと直接的にエーテル
結合している、またはα－グルカンポリマー／オリゴマーのグルコースモノマーにエーテ
ル結合している２個以上の炭素原子の鎖の一部である。構造Ｉ中の炭素原子は、－ＣＨ２
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－、－ＣＨ－（ここで、１つのＨは、ヒドロキシ基などの別の基で置換されている）、ま
たは－Ｃ－（ここで、両方のＨ’が置換されている）であってよい。
【００８７】
　置換アンモニウム基は、構造Ｉ中のＲ２、Ｒ３およびＲ４の組成に依存して、「第１級
アンモニウム基」、「第２級アンモニウム基」、「第３級アンモニウム基」もしくは「第
４級アンモニウム基」であってよい。本明細書の第１級アンモニウム基は、式中Ｒ２、Ｒ

３およびＲ４のそれぞれが水素原子である構造Ｉ（すなわち、－Ｃ－ＮＨ３
＋）を意味す

る。本明細書の第２級アンモニウム基は、式中Ｒ２およびＲ３のそれぞれが水素原子であ
り、Ｒ４がアルキル基、アリール基もしくはシクロアルキル基である構造Ｉを意味する。
本明細書の第３級アンモニウム基は、式中Ｒ２が水素原子であり、Ｒ３およびＲ４のそれ
ぞれがアルキル基、アリール基もしくははシクロアルキル基である構造Ｉを意味する。本
明細書中の第４級アンモニウム基は、式中Ｒ２、Ｒ３およびＲ４のそれぞれがアルキル基
、アリール基もしくはシクロアルキル基である（すなわち、Ｒ２、Ｒ３およびＲ４はいず
れも水素原子ではない）構造Ｉを意味する。
【００８８】
　本明細書の第４級アンモニウムポリα－１，３－１，６－グルカンエーテルは、例えば
、トリアルキルアンモニウム基（式中、Ｒ２、Ｒ３およびＲ４のそれぞれはアルキル基で
ある）を含むことができる。トリメチルアンモニウム基は、Ｒ２、Ｒ３およびＲ４のそれ
ぞれがメチル基であるトリアルキルアンモニウム基の１つの例である。この命名法で「第
４級」が意味する第４のメンバー（すなわち、Ｒ１）が、本α－グルカンポリマー／オリ
ゴマーのグルコースモノマー単位にエーテル結合している正荷電有機基の１個以上の炭素
の鎖であることは理解されよう。
【００８９】
　第４級アンモニウムα－グルカンエーテル化合物の１つの例は、トリメチルアンモニウ
ムヒドロキシプロピルα－グルカンである。このエーテル化合物の正荷電有機基は、構造
ＩＩ：
【化２】

（式中、Ｒ２、Ｒ３およびＲ４のそれぞれはメチル基である）として表すことができる。
　構造ＩＩは、第４級アンモニウムヒドロキシプロピル基の１つの例である。
【００９０】
　本明細書の「ハロゲン化物」は、１個以上のハロゲン原子（例えば、フッ素、塩素、臭
素、ヨウ素）を含む化合物を意味する。本明細書のハロゲン化物は、例えばフッ化物、塩
化物、臭化物もしくはヨウ化物などの１つ以上のハロゲン化物基を含む化合物を意味する
ことができる。ハロゲン化物基は、エーテル化剤の反応基として機能できる。
【００９１】
　「非酵素的エーテル化反応」について言及する場合、用語「反応」、「反応組成物」お
よび「エーテル化反応」は、本明細書では互換的に使用され、少なくともα－グルカンポ
リマーおよびエーテル化剤を含む反応を意味する。これらの成分は、典型的には、アルカ
リ性水酸化物を含む（有機および／または水性）溶媒中で混合（例えば、結果としてスラ
リーを生じる）および／または溶解される。反応は、それによりα－グルカンエーテル化
合物を産生するために、１つの有機基を用いてα－グルカンポリマー／オリゴマーのグル
コース単位の１つ以上のヒドロキシル基をエーテル化するためのエーテル化剤にとって好
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適な条件（例えば、時間、温度）下に置かれる。
【００９２】
　本明細書の用語「アルカリ性条件」は、ｐＨが少なくとも１０、１１もしくは１２の溶
液もしくは混合物を意味する。アルカリ性条件は、溶液もしくは混合物にアルカリ性水酸
化物を溶解させる工程などの当分野において公知の任意の手段によって調製できる。
【００９３】
　用語「エーテル化剤」および「アルキル化剤」は、本明細書では互換的に使用される。
本明細書のエーテル化剤は、１つの有機基を用いて本α－グルカンポリマー／オリゴマー
の１つ以上のグルコース単位の１つ以上のヒドロキシル基をエーテル化するために使用で
きる作用物質を意味する。したがって、エーテル化剤は、１つの有機基を含む。
【００９４】
　本明細書で使用する用語「置換度」（ＤｏＳ）は、本α－グルカンエーテル化合物の各
モノマー単位（グルコース）中で置換されたヒドロキシル基の平均数を意味する。α－グ
ルカンポリマー／オリゴマー中のグルコースモノマー単位中に存在するヒドロキシル基は
多くとも３つであるので、本明細書のα－グルカンエーテル化合物中の置換度は３以下で
ある可能性がある。
【００９５】
　本明細書で使用する用語「モル置換」（Ｍ．Ｓ．）は、本α－グルカンエーテル化合物
の１モノマー単位当たりの有機基のモル数を意味する。または、Ｍ．Ｓ．は、本α－グル
カンオリゴマー／ポリマー中の各モノマー単位と反応させるために使用されるエーテル化
剤の平均モル数を意味することもできる（したがって、Ｍ．Ｓ．はエーテル化剤を用いた
誘導化度を説明できる）。本α－グルカンのためのＭ．Ｓ．値が上限を有していない可能
性があることに留意されたい。例えば、ヒドロキシル基を含有する有機基（例えば、ヒド
ロキシエチル基もしくはヒドロキシプロピル基）がα－グルカンにエーテル化されている
場合は、有機基のヒドロキシル基はさらに反応させられ、それによりα－グルカンオリゴ
マー／ポリマーにより多くの有機基を結合させる可能性がある。
【００９６】
　本明細書の用語「架橋」は、１個以上のポリマー分子において２つの隣接原子を結び付
ける化学結合、原子もしくは原子の群を意味する。架橋α－グルカンエーテルを含む組成
物中では、架橋は少なくとも２つのα－グルカンエーテル化合物の間であってよい（すな
わち、分子間架橋）；さらに分子内架橋があってもよい。本明細書で使用する「架橋剤」
は、架橋を作成できる原子もしくは化合物である。
【００９７】
　本明細書の「水性組成物」は、例えば、溶媒が少なくとも約２０重量％である、および
本α－グルカンオリゴマー／ポリマーおよび／または本α－グルカンオリゴマー／ポリマ
ーのエーテル化に由来する本α－グルカンエーテル化合物を含む溶液もしくは混合液を意
味する。本明細書の水性組成物の例は、水溶液および親水コロイドである。
【００９８】
　用語「親水コロイド」および「ヒドロゲル」は、本明細書では互換的に使用される。親
水コロイドは、水が分散媒であるコロイド系を意味する。本明細書の「コロイド」は、ま
た別の物質全体に顕微的に分散している物質を意味する。このため、本明細書の親水コロ
イドは、水もしくは水溶液中のα－グルカンオリゴマー／ポリマーおよび／または１種以
上のα－グルカンエーテル化合物の分散液、エマルジョン、混合液もしくは溶液を意味す
ることができる。
【００９９】
　本明細書の用語「水溶液」は、溶媒が水である溶液を意味する。本α－グルカンオリゴ
マー／ポリマーおよび／または本α－グルカンエーテル化合物は、水溶液中に分散、混合
および／または溶解させることができる。水溶液は、本明細書の親水コロイドの分散媒と
して機能できる。
【０１００】
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　用語「溶剤」および「分散剤」は、１つの物質の別の物質中の分散液の形成および安定
化を促進する物質を意味するために本明細書では互換的に使用される。本明細書の「分散
液」は、水性組成物全体に散乱、または一様に散乱している１つ以上の粒子（例えば、本
明細書に開示したパーソナルケア製品、医薬製品、食品、家庭用製品または工業製品のい
ずれかの成分）を含む水性組成物を意味する。本α－グルカンオリゴマー／ポリマーおよ
び／または本α－グルカンエーテル化合物は、本明細書に開示した水性組成物中の分散剤
として機能できると考えられる。
【０１０１】
　本明細書で使用する用語「粘度」は、それが流動するのを誘導する傾向を示す力に流体
または例えば親水コロイドなどの水性組成物が抵抗する程度についての尺度を意味する。
本明細書で使用できる粘度の様々な単位には、センチポイズ（ｃＰ）、およびパスカル秒
（Ｐａ・ｓ）が含まれる。センチポイズは１００分の１ポイズであり、１ポイズは０．１
００ｋｇ・ｍ－１・ｓ－１に相当する。したがって、本明細書において使用される用語「
粘度調整剤」および「粘度修正剤」は、流体もしくは水性組成物の粘度を変化させる／修
飾できるものを意味する。
【０１０２】
　本明細書で使用する用語「剪断減粘性挙動」は、剪断速度の上昇につれた親水コロイド
もしくは水溶液の粘度の低下を意味する。本明細書で使用する用語「剪断増粘性挙動」は
、剪断速度の上昇につれた親水コロイドもしくは水溶液の粘度の増加を意味する。本明細
書の「剪断速度」は、進行性剪断変形が親水コロイドもしくは水溶液に適用される速度を
意味する。剪断変形は、回転方向に適用できる。
【０１０３】
　本明細書で使用する水性組成物の粘度を変化させる方法に関する用語「接触させる工程
」は、結果として水性組成物を本α－グルカンポリマー組成物および／またはα－グルカ
ンエーテル化合物と一緒にさせる何らかの行動を意味する。「接触させる工程」は、さら
に本明細書では表面実質的作用を提供するために織物、布地、糸もしくは繊維を本α－グ
ルカンポリマーおよび／またはα－グルカンエーテル化合物により処理する工程に関して
使用することもできる。接触させる工程は、例えば、溶解させる、混合する、振とうする
、ホモジナイゼーション、スプレーする工程、処理する工程、浸漬する工程、フラッシュ
洗浄する工程、上もしくは中に注入する工程、結合する工程、塗布する工程、コーティン
グする工程、適用する工程、貼付する工程およびさもなければ所望の作用を達成するため
に有効量のα－グルカンポリマー組成物および／またはα－グルカンエーテル化合物を水
性組成物に、および／または織物、繊維、糸もしくは布地に直接的に伝える工程などの、
当分野において公知の任意の手段によって実施できる。
【０１０４】
　用語「織物」、「布地」および「布」などは、本明細書では、天然および／または化学
繊維の網状組織を有する織布もしくは不織布物質を意味するために互換的に使用される。
そのような繊維は、例えば、撚り糸もしくは編み糸であってよい。
【０１０５】
　本明細書の「織物ケア組成物」は、何らかの方法で織物を処理するために好適な任意の
組成物である。そのような組成物の例としては、非洗浄繊維処理（湯通し、精錬、シルケ
ット加工、漂白、彩色、乾燥、印刷、バイオポリッシング、抗菌処理、防皺処理、耐汚染
性処理など）、洗濯ケア組成物（例えば、洗濯ケア洗剤）および織物柔軟剤が挙げられる
。
【０１０６】
　用語「ヘビーデューティ洗剤」および「万能洗剤」は、任意の温度で白色および着色布
地の習慣的洗濯のために有用な洗剤を意味するために互換的に使用される。用語「ローデ
ューティ洗剤」もしくは「微細織物洗剤」は、例えばビスコース、ウール、シルク、マイ
クロファイバーもしくは特別なケアを必要とする他の織物などの繊細な織物のケアのため
に有用な洗剤を意味するために本明細書では互換的に使用される。「特別なケア」は、例
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えば、過剰の水、低撹拌および／または漂白なしを使用する条件を含むことができる。
【０１０７】
　本明細書の用語「吸着」は、化合物（例えば、本α－グルカンポリマー／オリゴマーお
よび／または本α－グルカンポリマー／オリゴマーに由来する本α－グルカンエーテル化
合物）の物質の表面への接着を意味する。
【０１０８】
　用語「セルラーゼ」および「セルラーゼ酵素」は、セルロース中のβ－１，４－Ｄ－グ
ルコシド結合を加水分解し、それによりセルロースを部分的もしくは完全に分解する酵素
を意味するために互換的に使用される。セルラーゼは、または、例えば「β－１，４－グ
ルカナーゼ」と呼ぶことができ、エンドセルラーゼ活性（ＥＣ３．２．１．４）、エキソ
セルラーゼ活性（ＥＣ３．２．１．９１）またはセロビアーゼ活性（ＥＣ３．２．１．２
１）を有する可能性がある。本明細書の所定の実施形態におけるセルラーゼは、さらに例
えばカルボキシメチルセルロースなどのセルロースエーテル誘導体中でβ－１，４－Ｄ－
グルコシド結合を加水分解することもできる。「セルロース」は、β－１，４－結合Ｄ－
グルコースモノマー単位の直鎖を有する不溶性多糖を意味する。
【０１０９】
　本明細書で使用する用語「織物の風合」もしくは「手触り」は、物理的、生理学的、心
理学的、社会的またはそれらの任意の組み合わせであってよい織物に対する個人の触覚感
覚応答を意味する。１つの実施形態では、織物風合は、相対風合値を測定するためのＰｈ
ａｂｒＯｍｅｔｅｒ（登録商標）システム（Ｎｕ　Ｃｙｂｅｒｔｅｋ，Ｉｎｃ．Ｄａｖｉ
ｓ，ＣＡから入手できる）を使用して測定できる（米国繊維化学者・色彩技術者協会（Ａ
ＡＴＣＣ　ｔｅｓｔ　ｍｅｔｈｏｄ，“２０２－２０１２，Ｒｅｌａｔｉｖｅ　Ｈａｎｄ
　Ｖａｌｕｅ　ｏｆ　Ｔｅｘｔｉｌｅｓ：Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔａｌ　Ｍｅｔｈｏｄ”）
。
【０１１０】
　本明細書で使用する「医薬上許容される」は、問題の化合物もしくは組成物が、合理的
な損益比と釣り合って、無用な毒性、不適合性、不安定性、刺激、アレルギー反応などを
伴わずに、ヒトおよび他の動物の組織と接触する際に使用するために好適であることを意
味する。
【０１１１】
　本明細書で使用する用語「オリゴ糖」は、α－グリコシド結合によって結合された典型
的には３～約３０単糖単位を含有するポリマーを意味する。
【０１１２】
　本明細書で使用する用語「多糖」は、α－グリコシド結合によって結合された典型的に
は３０を超える単糖単位を含有するポリマーを意味する。
【０１１３】
　本明細書で使用する「パーソナルケア製品」はシャンプー、ボディローション、シャワ
ージェル、局所保湿剤、練り歯磨、歯磨ジェル、マウスウォッシュ、マウスリンス、抗プ
ラークリンスおよび／または他の局所処理剤を含むがそれらに限定されない美容処理のヘ
ア、スキン、スカルプおよび歯において使用される製品を意味する。一部の特に好ましい
実施形態では、これらの製品はヒトにおいて利用されるが、他の実施形態では、これらの
生成物は非ヒト動物とともに化粧使用（例えば、所定の獣医学用途において）に利用され
る。
【０１１４】
　本明細書で使用する「単離核酸分子」、「単離ポリヌクレオチド」および「単離核酸断
片」は、互換的に使用され、一本鎖もしくは二本鎖の、任意選択的に合成、非天然もしく
は改変ヌクレオチド塩基であるＲＮＡもしくはＤＮＡのポリマーを意味するであろう。Ｄ
ＮＡのポリマーの形態にある単離核酸分子は、ｃＤＮＡ、ゲノムＤＮＡもしくは合成ＤＮ
Ａの１つ以上のセグメントから構成されてよい。
【０１１５】
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　用語「アミノ酸」は、タンパク質もしくはポリペプチドの基本的化学構造単位を意味す
る。下記の略語は、本明細書では特異アミノ酸を同定するために使用される。
【０１１６】
【表１】

【０１１７】
　例えば、所定の部位で化学的に等価のアミノ酸の生成を生じさせるが、コードされたタ
ンパク質の機能的特性には影響を及ぼさない遺伝子の改変が一般的であることは、当分野
においては周知である。本開示のためには、置換は、下記の５つの基の１つ内の交換であ
ると定義されている。
１．　小さな脂肪族の非極性もしくは弱極性残基：Ａｌａ、Ｓｅｒ、Ｔｈｒ（Ｐｒｏ、Ｇ
ｌｙ）；
２．　極性負荷電残基およびそれらのアミド：Ａｓｐ、Ａｓｎ、Ｇｌｕ、Ｇｌｎ；
３．　極性正荷電残基：Ｈｉｓ、Ａｒｇ、Ｌｙｓ；
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４．　大きな脂肪族の非極性残基：Ｍｅｔ、Ｌｅｕ、Ｉｌｅ、Ｖａｌ（Ｃｙｓ）；および
５．　大きな芳香族残基：Ｐｈｅ、ＴｙｒおよびＴｒｐ。
【０１１８】
　したがって、疎水性アミノ酸であるアミノ酸のアラニンに対するコドンは、また別の低
疎水性残基（例えばグリシン）もしくはより疎水性残基（例えばバリン、ロイシンもしく
はイソロイシン）をコードするコドンによって置換されてよい。同様に、１つの負荷電残
基の他の負荷電残基との（例えば、アスパラギン酸のグルタミン酸との）または１つの正
荷電残基の他の正荷電残基との（例えばリシンのアルギニンとの）置換を生じさせる変化
は、さらにまた機能的に同等の生成物を生成すると予測できる。多くの場合に、タンパク
質分子のＮ末端およびＣ末端部分の変化を生じさせるヌクレオチド変化もまたそのタンパ
ク質の活性を変化させるとは予測されないであろう。提案された修飾のそれぞれは、コー
ドされた生成物の生物学的活性の保持の決定と同様に、当業者の技術の範囲内に明確に含
まれている。
【０１１９】
　本明細書で使用する用語「コドン最適化」は、様々な宿主の形質転換のための核酸分子
の遺伝子もしくはコーディング領域を意味するので、ＤＮＡがコードするポリペプチドを
改変せずに宿主生物の典型的なコドン使用を反映するための核酸分子の遺伝子もしくはコ
ーディング領域内のコドンの改変を意味する。
【０１２０】
　本明細書で使用する「合成遺伝子」は、当業者には公知の手法を使用して化学的に合成
されるオリゴヌクレオチド構築ブロックから組み立てることができる。これらの構築ブロ
ックは、その後に全遺伝子を構築するために酵素的に組み立てられる遺伝子断片を形成す
るためにライゲートおよびアニーリングされる。ＤＮＡ配列に関連する「化学合成（され
た）」は、構成要素のヌクレオチドがｉｎ　ｖｉｔｒｏで組み立てられたことを意味する
。ＤＮＡの手動による化学合成は、明確に確立された手法を使用して実施できる、または
多数の商業的に入手できる機械の１つを使用して自動化化学合成を実施できる。したがっ
て、遺伝子は、宿主細胞のコドン偏りを反映するためのヌクレオチド配列の最適化に基づ
いて最適遺伝子発現のために特別仕立てできる。当業者であれば、コドン使用が宿主によ
って好まれるそれらのコドンに向かって偏っている場合は、成功の得られる遺伝子発現の
可能性が高いことを理解する。好ましいコドンの決定は、配列情報を入手できる宿主細胞
に由来する遺伝子の調査に基づくことができる。
【０１２１】
　本明細書で使用する「遺伝子」は、コーディング配列に先行する調節配列（５’非コー
ディング配列）および後続する配列（３’非コーディング配列）を含む、特異タンパク質
を発現する核酸分子を意味する。「天然遺伝子」は、自己の調節配列を備えて自然で見出
される遺伝子を意味する。「キメラ遺伝子」は、天然遺伝子ではない、自然では一緒に見
いだされることのない調節配列およびコーディング配列を含む任意の遺伝子を意味する。
したがって、キメラ遺伝子は、異なる起源に由来する調節配列およびコーディング配列、
または同一起源に由来するが自然に見いだされる方法とは異なる方法で配列された調節配
列およびコーディング配列を含む可能性がある。「内在性遺伝子」は、生物のゲノム内で
その天然の場所にある天然遺伝子を意味する。「外来」遺伝子は、宿主生物内で通常は見
いだされないが、遺伝子導入によって宿主生物中に導入されている遺伝子を意味する。外
来遺伝子は、非天然生物内に挿入された天然遺伝子またはキメラ遺伝子を含むことができ
る。「トランス遺伝子」は、形質転換手技によってゲノム内に導入されている遺伝子であ
る。
【０１２２】
　本明細書で使用する「コーディング配列」は、特異アミノ酸配列をコードするＤＮＡ配
列を意味する。「好適な調節配列」は、コーディング配列の上流（５’非コーディング配
列）、コーディング配列内またはコーディング配列の下流（３’非コーディング配列）に
位置しており、関連するコーディング配列の転写、ＲＮＡのプロセシングもしくは安定性
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または翻訳に影響を及ぼすヌクレオチド配列を意味する。調節配列は、プロモーター、翻
訳リーダー配列、ＲＮＡプロセシング部位、エフェクター結合部位およびステムループ構
造を含む可能性がある。
【０１２３】
　本明細書で使用する用語「機能的に結合した」は、一方の機能が他方の機能によって影
響されるような単一核酸配列上での核酸配列の会合を意味する。例えば、プロモーターは
、それがそのコーディング配列の発現に影響を及ぼすことができる場合、すなわちコーデ
ィング配列がプロモーターの転写制御下にある場合に、コーディング配列と機能的に結合
している。コーディング配列は、センスもしくはアンチセンス方向で調節配列に機能的に
結合させることができる。
【０１２４】
　本明細書で使用する用語「発現」は、本開示の核酸分子に由来するセンス（ｍＲＮＡ）
もしくはアンチセンスＲＮＡの転写および安定性蓄積を意味する。発現は、さらにまたｍ
ＲＮＡのポリペプチドへの翻訳もまた意味することができる。
【０１２５】
　本明細書で使用する「形質転換」は、結果として遺伝的に安定性の遺伝的形質を生じさ
せる、宿主生物のゲノム内への核酸分子の転移を意味する。本開示では、宿主細胞のゲノ
ムには、染色体および染色体外（例えば、プラスミド）遺伝子が挙げられる。形質転換核
酸分子を含有する宿主生物は、「トランスジェニック」、「組換え」もしくは「形質転換
」生物と呼ばれる。
【０１２６】
　本明細書で使用する用語「配列解析ソフトウエア」は、ヌクレオチドもしくはアミノ酸
配列を解析するために有用である任意のコンピューターアルゴリズムもしくはソフトウエ
アプログラムを意味する。「配列解析ソフトウエア」は、市販で入手できる、または別個
に開発されてよい。典型的な配列解析ソフトウエアには、ＧＣＧ　ｓｕｉｔｅ　ｏｆ　ｐ
ｒｏｇｒａｍｓ（Ｗｉｓｃｏｎｓｉｎパッケージバージョン９．０、Ａｃｃｅｌｒｙｓ　
Ｓｏｆｔｗａｒｅ　Ｃｏｒｐ．，Ｓａｎ　Ｄｉｅｇｏ，ＣＡ）、ＢＬＡＳＴＰ、ＢＬＡＳ
ＴＮ、ＢＬＡＳＴＸ（Ａｌｔｓｃｈｕｌ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．２１５
：４０３－４１０（１９９０））およびＤＮＡＳＴＡＲ（ＤＮＡＳＴＡＲ，Ｉｎｃ．１２
２８　Ｓ．Ｐａｒｋ　Ｓｔ．Ｍａｄｉｓｏｎ，ＷＩ５３７１５　ＵＳＡ）、ＣＬＵＳＴＡ
ＬＷ（例えば、バージョン１．８３；Ｔｈｏｍｐｓｏｎ　ｅｔ　ａｌ．，Ｎｕｃｌｅｉｃ
　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ，２２（２２）：４６７３－４６８０（１９９４））お
よびＳｍｉｔｈ－Ｗａｔｅｒｍａｎアルゴリズムを組み込んでいるＦＡＳＴＡプログラム
（Ｗ．Ｒ．Ｐｅａｒｓｏｎ，Ｃｏｍｐｕｔ．Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｇｅｎｏｍｅ　Ｒｅｓ．，
［Ｐｒｏｃ．Ｉｎｔ．Ｓｙｍｐ．］（１９９４），Ｍｅｅｔｉｎｇ　Ｄａｔｅ　１９９２
，１１１－２０．Ｅｄｉｔｏｒ（ｓ）：Ｓｕｈａｉ，Ｓａｎｄｏｒ．Ｐｕｂｌｉｓｈｅｒ
：Ｐｌｅｎｕｍ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，ＮＹ）、Ｖｅｃｔｏｒ　ＮＴＩ（Ｉｎｆｏｒｍａｘ
，Ｂｅｔｈｅｓｄａ，ＭＤ）およびＳｅｑｕｅｎｃｈｅｒ　ｖ．４．０５が挙げられるで
あろうが、それらに限定されない。本出願の状況内では、配列分析ソフトウエアが分析に
使用される場合は、他に規定されない限り、分析結果は、言及したプログラムの「デフォ
ルト値」をベースとすることは理解されるだろう。本明細書で使用する「デフォルト値」
は、最初に初期化されるとソフトウエアで最初にロードされる、ソフトウエア製造業者に
よって設定された任意の一連の数値もしくはパラメーターセットを意味するであろう。
【０１２７】
可溶性α－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物の構造的および機能的特性
　本可溶性α－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物は、スクロース（例えば、サトウキ
ビ）から、ヒトへの曝露の長い歴史を有する微生物（口腔内で自然に見いだされる、また
は例えばビール、発酵大豆などの食品中で見いだされる微生物）から自然において見出さ
れるものと同一のアミノ酸配列（もしくはそれらの活性切断形）を本質的に有する１種以
上の酵素加工助剤を使用して調製した。可溶性オリゴマー／ポリマーは、（広範囲の用途
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における使用を可能にする）低粘度を有する。
【０１２８】
　本可溶性α－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物は、下記のパラメーターの組み合わ
せによって特徴付けられる：
ａ．　２５％～３５％のα－（１，３）グリコシド結合；
ｂ．　５５％～７５％のα－（１，６）グリコシド結合；
ｃ．　５％～１５％のα－（１，３，６）グリコシド結合；
ｄ．　５，０００ダルトン未満の重量平均分子量；
ｅ．　２０℃の水中において１２重量％で０．２５パスカル秒（Ｐａ・ｓ）未満の粘度；
ｈ．　２５℃の水中において少なくとも２０重量／重量％の溶解度；および
ｉ．　５未満の多分散性指数。
【０１２９】
　また別の実施形態では、本可溶性α－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物は、
ａ．　２５～３５のα－（１，３）－グリコシド結合；
ｂ．　５５～６５％のα－（１，６）－グリコシド結合；および
ｃ．　５～１５％のα－（１，３，６）グリコシド結合によって特徴付けられる。
【０１３０】
　さらに別の実施形態では、本可溶性α－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物は、
ａ．　２７～３１のα－（１，３）－グリコシド結合；
ｂ．　５７～６１％のα－（１，６）－グリコシド結合；および
ｃ．　７～１１％のα－（１，３，６）グリコシド結合によって特徴付けられる。
【０１３１】
　また別の実施形態では、上記に記載したグリコシド結合含有実施形態に加えて、本α－
グルカンオリゴマー／ポリマー組成物は、さらに４％未満、好ましくは２％未満、より好
ましくは１％未満、および最も好ましくは０．５％未満のα－（１，４）グリコシド結合
を含む。
【０１３２】
　また別の実施形態では、上述したグリコシド結合含有実施形態に加えて、本α－グルカ
ンオリゴマー／ポリマー組成物は、５，０００ダルトン、好ましくは２，５００ダルトン
未満、より好ましくは５００～２，５００ダルトンおよび最も好ましくは約５００～約２
，０００ダルトンの重量平均分子量を含む。
【０１３３】
　また別の実施形態では、上記の特徴のいずれかに加えて、本α－グルカンオリゴマー／
ポリマー組成物は、２０℃の水中において１２重量％で２５０センチポイズ（ｃＰ）（０
．２５パスカル秒（Ｐａ・ｓ））未満、好ましくは１０センチポイズ（ｃＰ）（０．０１
パスカル秒（Ｐａ・ｓ））未満、好ましくは７センチポイズ（ｃＰ）（０．００７パスカ
ル秒（Ｐａ・ｓ））未満、より好ましくは５センチポイズ（ｃＰ）（０．００５パスカル
秒（Ｐａ・ｓ））未満、より好ましくは４センチポイズ（ｃＰ）（０．００４パスカル秒
（Ｐａ・ｓ））未満および最も好ましくは３センチポイズ（ｃＰ）（０．００３パスカル
秒（Ｐａ・ｓ））未満の粘度を含む。
【０１３４】
　上記の実施形態のいずれかに加えて、本可溶性α－グルカンオリゴマー／ポリマー組成
物は、２５℃のｐＨ７の水中において少なくとも２０％（重量／重量）、好ましくは少な
くとも３０％、４０％、５０％、６０％もしくは７０％の溶解度を有する。
【０１３５】
　また別の実施形態では、本可溶性α－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物は、４００
～２，５００ｇ／モル；好ましくは１，０００～２，０００ｇ／モルの数平均分子量（Ｍ
ｎ）を含む。
【０１３６】
α－グルカンオリゴマー／ポリマーおよび／またはα－グルカンエーテルを含む組成物
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　所望の用途に依存して、本α－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物および／またはそ
の誘導体（例えば本α－グルカンエーテル）は、洗濯ケア、布地／織物ケアおよび／また
はパーソナルケア製品において使用するために好適な１つ以上の他の物質および／または
有効成分を用いて調製（例えば、ブレンド、混合、組み込むなど）することができる。し
たがって、本開示は、本グルカンオリゴマー／ポリマー組成物を含む組成物を含む。この
状況における用語「本グルカンオリゴマー／ポリマー組成物を含む組成物」は、例えば、
本グルカンオリゴマー／ポリマー、レオロジー改質組成物、織物処理／ケア組成物、洗濯
ケア調製物／組成物、織物柔軟剤、パーソナルケア組成物（ヘア、スキンおよびオーラル
ケア）などを含む水性調製物を含むことができる。
【０１３７】
　本グルカンオリゴマー／ポリマー組成物は、所望の生成物中の成分として指示できる、
または１種以上の追加の好適な成分（織物ケア用途、洗濯ケア用途および／またはパーソ
ナルケア用途のために好適な成分）とブレンドできる。したがって、本開示は、本可溶性
α－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物、本α－グルカンエーテルもしくはそれらの組
み合わせを含む織物ケア、洗濯ケアもしくはパーソナルケア組成物を含む。１つの実施形
態では、織物ケア、洗濯ケアもしくはパーソナルケア組成物は、０．０１～９９重量％（
乾燥固体ベース）、好ましくは０．１～９０重量％、より好ましくは１～９０％および最
も好ましくは５～８０重量％のグルカンオリゴマー／ポリマー組成物および／または本α
－グルカンエーテル化合物を含む。
【０１３８】
　１つの実施形態では、織物ケア組成物であって：
ａ．
　ｉ．　２５％～３５％のα－（１，３）グリコシド結合；
　ｉｉ．　５５％～７５％のα－（１，６）グリコシド結合；
　ｉｉｉ．　５％～１５％のα－（１，３，６）グリコシド結合；
　ｉｖ．　５，０００ダルトン未満の重量平均分子量；
　ｖ．　２０℃の水中において１２重量％で０．２５パスカル秒（Ｐａ・ｓ）未満の粘度
；
　ｖｉ．　２５℃の水中において少なくとも２０重量／重量％の溶解度；および
　ｖｉｉ．　５未満の多分散性指数を含むα－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物；
ｂ．　少なくとも１つの追加の織物ケア成分を含む織物ケア組成物が提供される。
【０１３９】
　また別の実施形態では、洗濯ケア組成物であって：
ａ．
　ｉ．　２５％～３５％のα－（１，３）グリコシド結合；
　ｉｉ．　５５％～７５％のα－（１，６）グリコシド結合；
　ｉｉｉ．　５％～１５％のα－（１，３，６）グリコシド結合；
　ｉｖ．　５，０００ダルトン未満の重量平均分子量；
　ｖ．　２０℃の水中において１２重量％で０．２５パスカル秒（Ｐａ・ｓ）未満の粘度
；
　ｖｉ．　２５℃の水中において少なくとも２０重量／重量％の溶解度；および
　ｖｉｉ．　５未満の多分散性指数を含むα－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物；お
よび
ｂ．　少なくとも１つの追加の洗濯ケア成分を含む洗濯ケア組成物が提供される。
【０１４０】
　また別の実施形態では、本α－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物に由来する：
　ａ．　２５％～３５％のα－（１，３）グリコシド結合；
　ｂ．　５５％～７５％のα－（１，６）グリコシド結合；
　ｃ．　５％～１５％のα－（１，３，６）グリコシド結合；
　ｄ．　５，０００ダルトン未満の重量平均分子量；
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　ｅ．　２０℃の水中において１２重量％で０．２５パスカル秒（Ｐａ・ｓ）未満の粘度
；
　ｆ．　２５℃の水中において少なくとも２０重量／重量％の溶解度；および
　ｇ．　５未満の多分散性指数；ここで本組成物が少なくとも１つの有機基との約０．０
５～約３．０の置換度（ＤｏＳ）を有するα－グルカンエーテル組成物が提供される。
【０１４１】
　上記の実施形態のいずれかによるまた別の実施形態では、本グルカンエーテル組成物は
、少なくとも１つの有機基との約０．０５～約３．０の置換度（ＤｏＳ）を有する。
【０１４２】
　上記の実施形態のいずれかによるまた別の実施形態では、本グルカンエーテル組成物は
、カルボキシアルキル基、ヒドロキシアルキル基およびアルキル基からなる群から選択さ
れる少なくとも１つの有機基を含む。
【０１４３】
　上記の実施形態のいずれかによるまた別の実施形態では、少なくとも１つの有機基は、
カルボキシメチル基、ヒドロキシプロピル基、ジヒドロキシプロピル基、ヒドロキシエチ
ル基、メチル基およびエチル基からなる群から選択される。
【０１４４】
　上記の実施形態のいずれかとはまた別の実施形態では、少なくとも１つの有機基は、正
荷電有機基である。
【０１４５】
　上記の実施形態のいずれかとはまた別の実施形態では、グルカンエーテルは、第４級ア
ンモニウムグルカンエーテルである。
【０１４６】
　上記の実施形態のいずれかとはまた別の実施形態では、グルカンエーテル組成物は、ト
リメチルアンモニウムヒドロキシプロピルグルカンである。
【０１４７】
　上記の実施形態のいずれかとはまた別の実施形態では、有機基は、アルキル基、例えば
メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オ
クチル基、ノニル基もしくはデシル基であってよい。
【０１４８】
　上記の実施形態のいずれかとはまた別の実施形態では、有機基は、アルキル基の１個以
上の炭素上に置換基が存在する置換アルキル基であってよい。置換基は、１つ以上のヒド
ロキシル基、アルデヒド基、ケトン基および／またはカルボキシル基であってよい。例え
ば、置換アルキル基は、ヒドロキシアルキル基、ジヒドロキシアルキル基もしくはカルボ
キシアルキル基であってよい。
【０１４９】
　好適なヒドロキシアルキル基の例は、ヒドロキシメチル（－ＣＨ２ＯＨ）基、ヒドロキ
シエチル（例えば、－ＣＨ２ＣＨ２ＯＨ、－ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ３）基、ヒドロキシプロピ
ル（例えば、－ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２ＯＨ、－ＣＨ２ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ３、－ＣＨ（ＯＨ）
ＣＨ２ＣＨ３）基、ヒドロキシブチル基およびヒドロキシペンチル基である。他の例とし
ては、例えばジヒドロキシメチル基、ジヒドロキシエチル（例えば、－ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ

２ＯＨ）基、ジヒドロキシプロピル（例えば、－ＣＨ２ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ２ＯＨ、－ＣＨ
（ＯＨ）ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ３）基、ジヒドロキシブチル基およびジヒドロキシペンチル基
などのジヒドロキシアルキル基（ジオール）が挙げられる。
【０１５０】
　好適なカルボキシアルキル基の例は、カルボキシメチル（－ＣＨ２ＣＯＯＨ）基、カル
ボキシエチル（例えば、－ＣＨ２ＣＨ２ＣＯＯＨ、－ＣＨ（ＣＯＯＨ）ＣＨ３））基、カ
ルボキシプロピル（例えば、－ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２ＣＯＯＨ、－ＣＨ２ＣＨ（ＣＯＯＨ）
ＣＨ３、－ＣＨ（ＣＯＯＨ）ＣＨ２ＣＨ３）基、カルボキシブチル基およびカルボキシペ
ンチル基である。
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【０１５１】
　さらにまたは、アルキル基の１個以上の炭素は、また別のアルキル基との置換基を有す
ることができる。そのような置換アルキル基の例は、メチル基、エチル基およびプロピル
基である。具体例を挙げると、有機基は、例えば、－ＣＨ（ＣＨ３）ＣＨ２ＣＨ３基もし
くは－ＣＨ２ＣＨ（ＣＨ３）ＣＨ３基であってよいが、これらはどちらもメチル置換基を
有するプロピル基である。
【０１５２】
　上記の様々な置換アルキル基の例から明らかなように、所定の実施形態では、アルキル
基上の置換基（例えば、ヒドロキシ基もしくはカルボキシ基）は、アルキル基の末端炭素
原子に結合できるが、ここで末端の炭素基は、α－グルカンエーテル化合物中のグルコー
スモノマー単位にエーテル結合している末端の反対側にある。この末端置換基の例は、ヒ
ドロキシプロピル基－ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２ＯＨである。または、置換基は、アルキル基の
内部炭素原子上にあってもよい。内部置換基の１つの例は、ヒドロキシプロピル基－ＣＨ

２ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ３である。アルキル基は１つ以上の置換基を有することができ、それ
らは同一（例えば、２つのヒドロキシル基［ジヒドロキシ］）であっても、異なって（例
えば、ヒドロキシル基およびカルボキシル基）いてもよい。
【０１５３】
　上記の実施形態のいずれかとはまた別の実施形態では、本明細書に開示したα－グルカ
ンエーテル化合物は、１つのタイプの有機基を含有できる。そのような化合物の例は、有
機基としてカルボキシアルキル基を含有する（一般的に言えば、カルボキシアルキルα－
グルカン）。そのような化合物の特異的な非限定的例は、カルボキシメチルα－グルカン
である。
【０１５４】
　上記の実施形態のいずれかとはまた別の実施形態では、本明細書に開示したα－グルカ
ンエーテル化合物は、２つ以上の異なるタイプの有機基を含有できる。そのような化合物
の例は、（ｉ）有機基としての２つの異なるアルキル基、（ｉｉ）有機基としてのアルキ
ル基とヒドロキシアルキル基（一般的に言えば、アルキルヒドロキシアルキルα－グルカ
ン）、（ｉｉｉ）有機基としてのアルキル基およびカルボキシアルキル基（一般的に言え
ば、アルキルカルボキシα－グルカン）、（ｉｖ）有機基としてのヒドロキシアルキル基
およびカルボキシアルキル基（一般的に言えば、ヒドロキシアルキルカルボキシアルキル
α－グルカン）、（ｖ）有機基としての２つの異なるヒドロキシアルキル基または（ｖｉ
）有機基としての２つの異なるカルボキシアルキル基を含有する。そのような化合物の特
定の非限定的例としては、エチルヒドロキシエチルα－グルカン、ヒドロキシアルキルメ
チルα－グルカン、カルボキシメチルヒドロキシエチルα－グルカンおよびカルボキシメ
チルヒドロキシプロピルα－グルカンが挙げられる。
【０１５５】
　上記の実施形態のいずれかとはまた別の実施形態では、本明細書の有機基は、または正
荷電有機基であってよい。上記で定義したように、正荷電有機基は、また別の原子もしく
は官能基で置換された１個以上の水素を有する１個以上の炭素の鎖であって、１つ以上の
置換が正荷電基とである炭素の鎖を含む。
【０１５６】
　正荷電基は、例えば、置換アンモニウム基であってよい。置換アンモニウム基の例は、
第１級、第２級、第３級および第４級アンモニウム基である。構造Ｉは、構造ＩのＲ２、
Ｒ３およびＲ４の組成に依存して、第１級、第２級、第３級および第４級アンモニウム基
を表す。構造ＩのＲ２、Ｒ３およびＲ４のそれぞれは、独立して、水素原子、またはアル
キル基、アリール基、シクロアルキル基、アラルキル基もしくはアルカリル基を表す。ま
たは、Ｒ２、Ｒ３およびＲ４のそれぞれは、独立して水素原子もしくはアルキル基を表す
ことができる。アルキル基は、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペ
ンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノ二ル基もしくはデシル基であってよ
い。Ｒ２、Ｒ３およびＲ４の２つもしくは３つがアルキル基の場合、それらは同一もしく
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は異なるアルキル基であってよい。
【０１５７】
　本明細書の「第１級アンモニウムα－グルカンエーテル化合物」は、アンモニウム基を
有する正荷電有機基を含む可能性がある。この例では、正荷電有機基は、Ｒ２、Ｒ３およ
びＲ４のそれぞれが水素原子である構造Ｉを含む。そのような正荷電有機基の非限定的な
例は、Ｒ２、Ｒ３およびＲ４のそれぞれが水素原子である構造ＩＩによって示される。第
１級アンモニウムα－グルカンエーテル化合物の１つの例は、要するに、アンモニウムα
－グルカンエーテルと表すことができる。上記命名法で「第１級」が意味する第１のメン
バー（すなわち、Ｒ１）が、α－グルカンのグルコースモノマーにエーテル結合している
正荷電有機基の１個以上の炭素の鎖であることは理解されよう。
【０１５８】
　本明細書の「第２級アンモニウムα－グルカンエーテル化合物」は、例えば、モノアル
キルアンモニウム基を有する正荷電有機基を含む可能性がある。この例では、正荷電有機
基は、Ｒ２およびＲ３のそれぞれが水素原子であり、Ｒ４がアルキル基である構造Ｉを含
む。そのような正荷電有機基の非限定的な例は、Ｒ２およびＲ３のそれぞれが水素原子で
あり、Ｒ４がアルキル基である構造ＩＩによって表される。第２級アンモニウムα－グル
カンエーテル化合物の例は、本明細書では、要するに、モノアルキルアンモニウムα－グ
ルカンエーテル（例えば、モノメチル－、モノエチル－、モノプロピル－、モノブチル－
、モノペンチル－、モノヘキシル－、モノヘプチル－、モノオクチル－、モノノニル－ま
たはモノデシル－アンモニウムα－グルカンエーテル）と表すことができる。上記命名法
で「第２級」が意味する第２のメンバー（すなわち、Ｒ１）が、α－グルカンのグルコー
スモノマーにエーテル結合している正荷電有機基の１個以上の炭素の鎖であることは理解
されよう。
【０１５９】
　本明細書の「第３級アンモニウムα－グルカンエーテル化合物」は、例えば、ジアルキ
ルアンモニウム基を有する正荷電有機基を含む可能性がある。この例では、正荷電有機基
は、Ｒ２が水素原子であり、Ｒ３およびＲ４のそれぞれがアルキル基である構造Ｉを含む
。そのような正荷電有機基の非限定的な例は、Ｒ２が水素原子であり、Ｒ３およびＲ４の
それぞれがアルキル基である構造ＩＩによって表される。第３級アンモニウムα－グルカ
ンエーテル化合物の例は、要するに、ジアルキルアンモニウムα－グルカンエーテル（例
えば、ジメチル－、ジエチル－、ジプロピル－、ジブチル－、ジペンチル－、ジヘキシル
－、ジヘプチル－、ジクチル－、ジノニル－もしくはジデシル－アンモニウムα－グルカ
ンエーテル）と表すことができる。上記命名法で「第３級」が意味する第３のメンバー（
すなわち、Ｒ１）が、α－グルカンのグルコースモノマーにエーテル結合している正荷電
有機基の１個以上の炭素の鎖であることは理解されよう。
【０１６０】
　本明細書の「第４級アンモニウムα－グルカンエーテル化合物」は、例えば、トリアル
キルアンモニウム基を有する正荷電有機基を含む可能性がある。この例では、正荷電有機
基は、Ｒ２、Ｒ３およびＲ４のそれぞれがアルキル基である構造Ｉを含む。そのような正
荷電有機基の非限定的な例は、Ｒ２、Ｒ３およびＲ４のそれぞれがアルキル基である構造
ＩＩによって表される。第４級アンモニウムα－グルカンエーテル化合物の例は、要する
に、トリアルキルアンモニウムα－グルカンエーテル（例えば、トリメチル－、トリエチ
ル－、トリプロピル－、トリブチル－、トリペンチル－、トリヘキシル－、トリヘプチル
－、トリオクチル－、トリノニル－もしくはトリデシル－アンモニウムα－グルカンエー
テル）と表すことができる。上記命名法で「第４級」が意味する第４のメンバー（すなわ
ち、Ｒ１）が、α－グルカンのグルコースモノマーにエーテル結合している正荷電有機基
の１個以上の炭素の鎖であることは理解されよう。
【０１６１】
　本明細書の正荷電基として機能できる置換アンモニウム基の追加の非限定的な例は、Ｒ

２、Ｒ３およびＲ４のそれぞれが独立して、水素原子；例えばメチル基、エチル基もしく
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はプロピル基などのアルキル基；例えばフェニル基もしくはナフチル基などのアリール基
；例えばベンジル基などのアラルキル基；アリカリル基；またはシクロアルキル基である
構造Ｉで表される。Ｒ２、Ｒ３およびＲ４のそれぞれは、例えば、アミノ基もしくはヒド
ロキシル基をさらに含む可能性がある。
【０１６２】
　構造Ｉによって表される置換アンモニウム基中の窒素原子は、正荷電有機基に含まれる
１個以上の炭素の鎖に結合させられる。この１個以上の炭素の鎖（「炭素鎖」）は、α－
グルカンのグルコースモノマーにエーテル結合しており、置換アンモニウム基の窒素原子
との置換に加えて１つ以上の置換基を有する可能性がある。炭素鎖内には、例えば、１、
２、３、４、５、６、７、８、９もしくは１０個の炭素が存在する可能性がある。具体例
を挙げると、構造ＩＩの炭素鎖は、長さが３個の炭素原子である。
【０１６３】
　正荷電有機基との置換に加えて置換を有していない正荷電有機基の炭素鎖の例としては
、－ＣＨ２－、－ＣＨ２ＣＨ２－、－ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２－、－ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ

２－および－ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２－が挙げられる。これらの例のそれぞれに
おいては、鎖の最初の炭素原子はα－グルカンのグルコースモノマーにエーテル結合して
おり、鎖の最後の炭素原子は正荷電基に結合している。正荷電基が置換アンモニウム基で
ある場合、これらの例のそれぞれにおける鎖の最後の炭素原子は、構造Ｉ中のＣによって
表される。
【０１６４】
　正荷電有機基の炭素鎖が、正荷電基との置換に加えて１つの置換を有する場合、そのよ
うな追加の置換は、１つ以上のヒドロキシル基、酸素原子（これにより、アルデヒド基も
しくはケトン基を形成する）、アルキル基（例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、
ブチル基）および／または追加の正荷電基との置換であってよい。正荷電基は、典型的に
は、炭素鎖の末端炭素原子に結合させられる。
【０１６５】
　ヒドロキシル基との１つ以上の置換を有する正荷電有機基の炭素鎖の例としては、ヒド
ロキシアルキル（例えば、ヒドロキシエチル、ヒドロキシプロピル、ヒドロキシブチル、
ヒドロキシペンチル）基およびジヒドロキシアルキル（例えば、ジヒドロキシエチル、ジ
ヒドロキシプロピル、ジヒドロキシブチル、ジヒドロキシペンチル）基が挙げられる。ヒ
ドロキシアルキルおよびジヒドロキシアルキル（ジオール）炭素鎖の例としては、－ＣＨ
（ＯＨ）－、－ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ２、－Ｃ（ＯＨ）２ＣＨ２－、－ＣＨ２ＣＨ（ＯＨ）Ｃ
Ｈ２－、－ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ２ＣＨ２－、－ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ２－、－ＣＨ

２ＣＨ２ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ２－、－ＣＨ２ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ２ＣＨ２－、－ＣＨ（ＯＨ）
ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２－、－ＣＨ２ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ２－、－ＣＨ（ＯＨ）Ｃ
Ｈ（ＯＨ）ＣＨ２ＣＨ２および－ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ２ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ２－が挙げられる
。これらの例のそれぞれにおいては、鎖の最初の炭素原子は本α－グルカンのグルコース
モノマーにエーテル結合しており、鎖の最後の炭素原子が正荷電基に結合している。正荷
電基が置換アンモニウム基である場合、これらの例のそれぞれにおける鎖の最後の炭素原
子は、構造Ｉ中のＣによって表される。
【０１６６】
　アルキル基との１つ以上の置換を有する正荷電有機基の炭素鎖の例としては、１つ以上
の置換基であるメチル基、エチル基および／またはプロピル基を有する鎖が挙げられる。
メチルアルキル基の例としては、－ＣＨ（ＣＨ３）ＣＨ２ＣＨ２－および－ＣＨ２ＣＨ（
ＣＨ３）ＣＨ２－が挙げられ、これらはどちらもメチル置換を有するプロピル基である。
これらの例のそれぞれにおいては、鎖の最初の炭素原子は本α－グルカンのグルコースモ
ノマーにエーテル結合しており、鎖の最後の炭素原子は正荷電基に結合している。正荷電
基が置換アンモニウム基である場合、これらの例のそれぞれにおける鎖の最後の炭素原子
は、構造Ｉ中のＣによって表される。
【０１６７】
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　上記の実施形態のいずれかとはまた別の実施形態では、本明細書のα－グルカンエーテ
ル化合物は、１つのタイプの正荷電有機基を含有できる。例えば、α－グルカンのグルコ
ースモノマーにエーテル結合している１つ以上の正荷電有機基は、トリメチルアンモニウ
ムヒドロキシプロピル基（構造ＩＩ）であってよい。または、本明細書に開示したα－グ
ルカンエーテル化合物は、２つ以上の異なるタイプの正荷電有機基を含有できる。
【０１６８】
　上記の実施形態のいずれかとはまた別の実施形態では、本明細書のα－グルカンエーテ
ル化合物は、例えば、少なくとも１つの非イオン性有機基および少なくとも１つのアニオ
ン性基を含むことができる。また別の例として、本明細書のα－グルカンエーテル化合物
は、少なくとも１つの非イオン性有機基および少なくとも１つの正荷電有機基を含むこと
ができる。
【０１６９】
　上記の実施形態のいずれかとはまた別の実施形態では、α－グルカンエーテル化合物は
、本明細書に開示した本α－グルカンオリゴマー／ポリマーのいずれかに由来してよい。
例えば、α－グルカンエーテル化合物は、本明細書に開示したエーテル化反応を使用して
本α－グルカンオリゴマー／ポリマーをエーテル誘導体化する工程によって生成できる。
【０１７０】
　所定の実施形態では、α－グルカンエーテル化合物を含む組成物は、少なくとも約１０
ｃＰの粘度を有する親水コロイドもしくは水溶液であってよい。または、そのような親水
コロイドもしくは水溶液は、例えば、少なくとも約１００、２５０、５００、７５０、１
，０００、１，２５０、１，５００、１，７５０、２，０００、２，２５０、２，５００
、３，０００、３，５００もしくは４，０００ｃＰ（または１００～４，０００ｃＰの間
の任意の整数）の粘度を有する。
【０１７１】
　粘度は、約３℃～約１１０℃（または３～１１０℃の間のいずれかの整数）の任意の温
度で親水コロイドもしくは水溶液を用いて測定できる。または、粘度は４℃～３０℃、ま
たは約２０℃～２５℃の温度で測定できる。粘度は、大気圧（約７６０トル）もしくは他
の任意の相互より高いもしくは低い圧力で測定できる。
【０１７２】
　本明細書に開示した親水コロイドもしくは水溶液の粘度は、粘度計もしくは流動計を使
用して、または当分野において公知の任意の他の手段を使用して測定できる。当業者であ
れば、粘度計もしくは流動計を使用すると剪断減粘性挙動もしくは剪断増粘性挙動を示す
それらの親水コロイドもしくは水溶液（すなわち、流動条件に伴って変動する粘度を備え
る流体）の粘度を測定できることを理解できるであろう。そのような実施形態の粘度は、
例えば、約１０～１，０００ｒｐｍ（毎分回転数）（もしくは１０～１，０００ｒｐｍの
間の任意の整数）の回転剪断速度で測定できる。または、粘度は、約１０、６０、１５０
、２５０もしくは６００ｒｐｍの回転剪断速度で測定できる。
【０１７３】
　本明細書に開示した親水コロイドもしくは水溶液のｐＨは、約２．０～約１２．０の間
であってよい。または、ｐＨは、約２．０、３．０、４．０、５．０、６．０、７．０、
８．０、９．０、１０．０、１１．０、１２．０；もしくは５．０～約１２．０の間；ま
たは約４．０～８．０の間；または約５．０～８．０の間であってよい。
【０１７４】
　例えば親水コロイドもしくは水溶液などの本明細書の水性組成物は、少なくとも約２０
重量％の水を有する溶媒を含むことができる。他の実施形態では、溶媒は、例えば、少な
くとも約３０、４０、５０、６０、７０、８０、９０もしくは１００重量％（または２０
～１００重量％の間のいずれかの整数）の水である。
【０１７５】
　上記の実施形態のいずれかとはまた別の実施形態では、本明細書に開示したα－グルカ
ンエーテル化合物は、例えば、親水コロイドもしくは水溶液中で少なくとも約０．０１％
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、０．０５％、０．１％、０．２％、０．３％、０．４％、０．５％、０．６％、０．７
％、０．８％、０．９％、１．０％、１．２％、１．４％、１．６％、１．８％、２．０
％、２．５％、３．０％、３．５％、４．０％、４．５％、５％、６％、７％、８％、９
％、１０％、１１％、１２％、１３％、１４％、１５％、１６％、１７％、１８％、１９
％、２０％、２１％、２２％、２３％、２４％、２５％、２６％、２７％、２８％、２９
％もしくは３０％の重量パーセンテージ（重量％）で存在することができる。
【０１７６】
　上記の実施形態のいずれかとはまた別の実施形態では、本明細書の親水コロイドもしく
は水溶液は、１種以上のα－グルカンエーテル化合物に加えて他の成分を含むことができ
る。例えば、親水コロイドもしくは水溶液は、１種以上の塩、例えば、ナトリウム塩（例
えば、ＮａＣｌ、Ｎａ２ＳＯ４）を含むことができる。塩の他の非限定的例には、（ｉ）
アルミニウム、アンモニウム、バリウム、カルシウム、クロム（ＩＩもしくはＩＩＩ）、
銅（ＩもしくはＩＩ）、鉄（ＩＩもしくはＩＩＩ）、水素、鉛（ＩＩ）、リチウム、マグ
ネシウム、マンガン（ＩＩもしくはＩＩＩ）、水銀（ＩもしくはＩＩ）、カリウム、銀、
ストロンチウムナトリウム、スズ（ＩＩもしくはＩＶ）または亜鉛カチオンおよび（ｉｉ
）酢酸塩、ホウ酸塩、臭素酸塩、臭化物、炭酸塩、塩素酸塩、塩化物、亜塩素酸塩、クロ
ム酸塩、シアナミド、シアン化物、重クロム酸、二水素リン酸塩、フェリシアン化物、フ
ェロシアン化第二鉄、フッ化物、炭酸水素塩、リン酸水素塩、硫酸水素塩、硫化水素、亜
硫酸水素、水素化物、水酸化物、次亜塩素酸塩、ヨウ素酸塩、ヨウ化物、硝酸塩、窒化物
、亜硝酸塩、シュウ酸塩、酸化物、過塩素酸塩、過マンガン酸塩、過酸化物、リン酸塩、
リン化物、亜リン酸塩、ケイ酸塩、スズ酸塩、亜スズ酸塩、硫酸塩、硫化物、亜硫酸塩、
酒石酸塩もしくはチオシアン酸塩アニオンが含まれる。したがって、例えば、上記の（ｉ
）からのカチオンおよび上記の（ｉｉ）からのアニオンを有する任意の塩は、親水コロイ
ドもしくは水溶液中にあってよい。塩は、本明細書の親水コロイドもしくは水溶液中に、
例えば、約０．０１重量％～約１０．００重量％（もしくは０．０１重量％～１０．００
重量％の間の任意の１００分の１増分）で存在してよい。
【０１７７】
　上記の実施形態のいずれかとはまた別の実施形態では、当業者であれば、所定の実施形
態では、α－グルカンエーテル化合物が親水コロイドもしくは水溶液中でアニオン性形態
にあってよいことは理解されるであろう。例としては、カルボキシル基で置換されたアル
キル基を含む有機基を有するそれらのα－グルカンエーテル化合物を挙げることができる
。カルボキシアルキルα－グルカンエーテル化合物中のカルボキシル（ＣＯＯＨ）基は、
水性条件においてカルボキシレート（ＣＯＯ－）基に変換させることができる。そのよう
なアニオン性基は、塩のカチオン、例えば、上記（ｉ）で挙げたいずれか（例えば、カリ
ウム、ナトリウムもしくはリチウムカチオン）と相互作用できる。したがって、α－グル
カンエーテル化合物は、例えば、ナトリウムカルボキシアルキルα－グルカンエーテル（
例えば、ナトリウムカルボキシアルキルα－グルカン）、カリウムカルボキシアルキルα
－グルカンエーテル（例えば、カリウムカルボキシアルキルα－グルカン）もしくはリチ
ウムカルボキシアルキルα－グルカンエーテル（例えば、リチウムカルボキシメチルα－
グルカン）であってよい。
【０１７８】
　上記の実施形態のいずれかとはまた別の実施形態では、本明細書のα－グルカンエーテ
ル化合物を含む組成物は、非水性（例えば、乾燥組成物）であってよい。そのような実施
形態の例には、粉末、顆粒、マイクロカプセル、フレークまたは粒状物質の任意の他の形
態が含まれる。他の例としては、例えば、ペレット、バー、カーネル、ビーズ、タブレッ
ト、スティックもしくは他の凝集体などのより大きな組成物が挙げられる。本明細書の非
水性もしくは無水組成物は、典型的にはその中に含まれた３、２、１、０．５もしくは０
．１重量％未満の水を有する。
【０１７９】
　所定の実施形態では、α－グルカンエーテル化合物は、当分野において公知の任意の手
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段を使用して架橋されてよい。そのような架橋は、ホウ酸塩架橋であってよいが、ここで
ホウ酸塩はホウ素含有化合物（例えば、ホウ酸、ホウ砂、四ホウ酸塩、五ホウ酸塩、例え
ばＰｏｌｙｂｏｒ（登録商標）などのポリマー化合物、ホウ酸のポリマー化合物、アルカ
リホウ酸塩）由来である。または、架橋は、例えばチタンもしくはジルコニウムなどの多
価金属を用いて提供できる。チタン架橋は、例えば、乳酸アンモニウムチタン、トリエタ
ノールアミンチタン、アセチルアセトナトチタンおよびチタンのポリヒドロキシ錯体など
のＩＶチタン含有化合物を使用して提供できる。ジルコニウム架橋は、例えば、乳酸ジル
コニウム、炭酸ジルコニウム、アセチルアセトナトジルコニウム、トリエタノールアミン
ジルコニウム、乳酸ジイソプロピルアミンジルコニウムおよびジルコニウムのポリヒドロ
キシ錯体などのジルコニウムＩＶ含有化合物を使用して提供できる。さらにまたは、架橋
は、全てが参照により本明細書に組み込まれる米国特許第４４６２９１７号明細書、同第
４４６４２７０号明細書、同第４４７７３６０号明細書および同第４７９９５５０号明細
書に記載された任意の架橋剤を用いて提供できる。架橋剤（例えば、ホウ酸塩）は、例え
ば、約０．２重量％～２０重量％、または約０．１、０．２、０．３、０．４、０．５、
１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１５もしくは２０重量％の濃度で本明細書
の水性組成物中に存在していてよい。
【０１８０】
　架橋している本明細書に開示したα－グルカンエーテル化合物は、典型的には、水溶液
中でその非架橋結合対応物と比較してより高い粘度を有すると考えられる。さらに、架橋
α－グルカンエーテル化合物は、その非架橋対応物と比較して増加した剪断増粘性挙動を
有する可能性があると考えられる。
【０１８１】
　上記の実施形態のいずれかとはまた別の実施形態では、本明細書の組成物（織物ケア、
洗濯ケア、パーソナルケアなど）は、任意選択的に１種以上の活性酵素を含有していてよ
い。好適な酵素の非限定的例としては、プロテアーゼ、セルラーゼ、ヘミセルラーゼ、ペ
ルオキシダーゼ、脂肪分解酵素（例えば、金属脂肪分解酵素）、キシラナーゼ、リパーゼ
、ホスホリパーゼ、エステラーゼ（例えば、アリールエステラーゼ、ポリエステラーゼ）
、ペルヒドロラーゼ、クチナーゼ、ペクチナーゼ、ペクチン酸リアーゼ、マンナナーゼ、
ケラチナーゼ、レダクターゼ、オキシダーゼ（例えば、コリンオキシダーゼ）、フェノー
ルオキシダーゼ、リポキシゲナーゼ、リグニナーゼ、プルラナーゼ、タンナーゼ、ペント
サナーゼ、メラナーゼ、β－グルカナーゼ、アラビノシダーゼ、ヒアルロニダーゼ、コン
ドロイチナーゼ、ラッカーゼ、メタロプロテイナーゼ、アマドリアーゼ、グルコアミラー
ゼ、アラビノフラノシダーゼ、フィターゼ、イソメラーゼ、トランスフェラーゼおよびア
ミラーゼが挙げられる。酵素が含まれる場合、酵素は、例えば、（例えば、純粋酵素タン
パク質として計算して）約０．０００１～０．１重量％（例えば、０．０１～０．０３重
量％）の活性酵素で本明細書の組成物中に含まれてよい。
【０１８２】
　本明細書のセルラーゼは、エンドセルラーゼ活性（ＥＣ３．２．１．４）、エキソセル
ラーゼ活性（ＥＣ３．２．１．９１）もしくはセロビアーゼ活性（ＥＣ３．２．１．２１
）を有する可能性がある。本明細書のセルラーゼは、セルラーゼ活性を維持するための好
適な条件下で活性を有する「活性セルラーゼ」である；そのような好適な条件を決定する
ことは、当分野の技術の範囲内に含まれる。セルロースを分解できることに加えて、所定
の実施形態におけるセルラーゼは、さらにセルロースエーテル誘導体、例えばカルボキシ
メチルセルロースを分解することもできる。セルラーゼに対して安定性ではないと予想さ
れるセルロースエーテル誘導体の例は、米国特許第７０１２０５３号明細書、同第７０５
６８８０号明細書、同第６５７９８４０号明細書、同第７５３４７５９号明細書および同
第７５７６０４８号明細書に開示されている。
【０１８３】
　本明細書のセルラーゼは、例えば細菌もしくは真菌などの任意の微生物起源由来であっ
てよい。化学修飾されたセルラーゼもしくはタンパク質工学により作成された突然変異体
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セルラーゼが含まれる。好適なセルラーゼには、バチルス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ）属、シュ
ードモナス（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ）属、ストレプトミセス（Ｓｔｒｅｐｔｏｍｙｃｅ
ｓ）属、トリコデルマ（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ）属、フミコラ（Ｈｕｍｉｃｏｌａ）属
、フザリウム（Ｆｕｓａｒｉｕｍ）属、チエラビア（Ｔｈｉｅｌａｖｉａ）属およびアク
レモニウム（Ａｃｒｅｍｏｎｉｕｍ）属が含まれるが、それらに限定されない。他の例と
して、セルラーゼは、フミコラ・インソレンス（Ｈｕｍｉｃｏｌａ　ｉｎｓｏｌｅｎｓ）
、ミセリオフソラ・サーモフィラ（Ｍｙｃｅｌｉｏｐｈｔｈｏｒａ　ｔｈｅｒｍｏｐｈｉ
ｌａ）もしくはフザリウム・オキシスポルム（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｏｘｙｓｐｏｒｕｍ）
に由来してよい；これらや他のセルラーゼは、参照により本明細書に全部が組み込まれる
米国特許第４４３５３０７号明細書、同第５６４８２６３号明細書、同第５６９１１７８
号明細書、同第５７７６７５７号明細書および同第７６０４９７４号明細書に開示されて
いる。典型的なトリコデルマ・リーゼイ（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ　ｒｅｅｓｅｉ）セル
ラーゼは、それらの全部が参照により本明細書に組み込まれる米国特許第４６８９２９７
号明細書、同第５８１４５０１号明細書、同第５３２４６４９号明細書および国際公開第
９２／０６２２１号パンフレットならびに同第９２／０６１６５号パンフレットに開示さ
れている。典型的なバチルス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ）属セルラーゼは、参照により本明細書
に組み込まれる米国特許第６５６２６１２号明細書に開示されている。例えば上記のいず
れかなどのセルラーゼは、好ましくはＮ末端シグナルペプチドが欠如する成熟形にある。
本明細書において有用な市販で入手できるセルラーゼにはＣＥＬＬＵＺＹＭＥ（登録商標
）およびＣＡＲＥＺＹＭＥ（登録商標）（Ｎｏｖｏｚｙｍｅｓ　Ａ／Ｓ）；ＣＬＡＺＩＮ
ＡＳＥ（登録商標）およびＰＵＲＡＤＡＸ（登録商標）ＨＡ（ＤｕＰｏｎｔ　Ｉｎｄｕｓ
ｔｒｉａｌ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ）ならびにＫＡＣ－５００（Ｂ）（登録商標）（花
王株式会社）が含まれる。
【０１８４】
　または、本明細書のセルラーゼは、例えば、参照により本明細書に組み込まれる米国特
許第４４３５３０７号明細書、同第５７７６７５７号明細書および同第７６０４９７４号
明細書に記載された、当分野において公知の任意の手段によって生成できる。例えば、セ
ルラーゼは、異種発現系内、例えば微生物もしくは心筋異種発現系内などで組換え的に生
成できる。異種発現系の例としては、細菌（例えば、大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）、バチルス
（Ｂａｃｉｌｌｕｓ）種）系および真核細胞系が含まれる。真核細胞系は、酵母（例えば
、ピチア（Ｐｉｃｈｉａ）種、サッカロミセス（Ｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ種）または
真菌（例えば、トリコデルマ（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ）種、例えば、Ｔ．リーゼイ（ｒ
ｅｅｓｅｉ）、アスペルギルス（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ）種、例えばＡ．ニガー（ｎｉ
ｇｅｒ））発現系を使用できる。
【０１８５】
　１つ以上のセルラーゼは、本明細書に開示した組成物を調製する場合に１つの成分とし
て直接的に加えることができる。または、１つ以上のセルラーゼは、本明細書に開示した
組成物中に間接的に（意図せずに）提供される可能性がある。例えば、セルラーゼは、組
成物を調製するために使用される非セルラーゼ酵素調製物中に存在することによって本明
細書の組成物中に提供する可能性がある。その中にセルラーゼが間接的に提供されている
組成物中のセルラーゼは、例えば、約０．１～１０ｐｐｂ（例えば、１ｐｐｍ未満）で存
在する可能性がある。セルロースエーテル化合物の代わりにポリα－１，３－１，６－グ
ルカンエーテル化合物を使用することによって、本明細書の組成物の企図された利点は、
グルカンエーテルの所望の効果がその背景のセルラーゼ活性によって無効化されるという
懸念を持たずに、背景のセルラーゼ活性を有する可能性がある非セルラーゼ酵素調製物を
使用できることにある。
【０１８６】
　所定の実施形態におけるセルラーゼは、熱安定性であってよい。セルラーゼ熱安定性と
は、ある時間（例えば、約３０～６０分間）にわたり、高温（例えば、約６０～７０℃）
に曝露させた後も酵素がその活性を保持する能力を意味する。セルラーゼの熱安定性は、
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その時間中に規定条件下でセルラーゼ活性の半分が失われる分間、時間もしくは日数で与
えられるその半減期（ｔ１／２）によって測定できる。
【０１８７】
　所定の実施形態におけるセルラーゼは、広範囲のｐＨ値（例えば、約７．０～約１１．
０などの中性もしくはアルカリ性ｐＨ）まで安定性である可能性がある。そのような酵素
は、そのようなｐＨ条件下で規定時間（例えば、少なくとも約１５分間、３０分間もしく
は１時間）にわたり安定性を保持できる。
【０１８８】
　本組成物中には、少なくとも１つ、２つもしくはそれ以上のセルラーゼを含むことがで
きる。本明細書の組成物中のセルラーゼの総量は、典型的には、組成物中のセルラーゼを
使用するために好適な量（「有効量」）である。例えば、セルロース含有織物の感触およ
び／または外観を改善するために意図された組成物中のセルラーゼの有効量は、織物の感
触の測定可能な改善（例えば、織物の滑らかさおよび／または外観を改善する、織物の外
観の鮮明度を低下させる傾向を示す毛玉やフィブリルを取り除く）を作り出す量である。
また別の例として、本明細書の織物ストーンウォッシュ加工組成物中のセルラーゼの有効
量は、所望の（例えば、縫目内および織物はぎ布上のすり切れて色褪せた外観を作り出す
ための）効果を提供するであろう量である。本明細書の組成物中のセルラーゼの量は、例
えばさらにその中で組成物が使用される加工パラメーター（例えば、装置、温度、時間な
ど）およびセルラーゼ活性に左右される可能性がある。その中で織物が処理される水性組
成物中のセルラーゼの有効濃度は、当業者であれば容易に決定できる。織物ケア加工では
、セルラーゼは、その中で織物が処理される水性組成物（例えば、洗浄液）中に、最少約
０．０１～０．１ｐｐｍの全セルラーゼタンパク質、または約０．１～１０ｐｐｂ（例え
ば、１ｐｐｍ未満）の全セルラーゼタンパク質から最大約１００、２００、５００、１，
０００、２，０００、３，０００、４，０００もしくは５，０００ｐｐｍの全セルラーゼ
タンパク質の濃度で存在してよい。
【０１８９】
　上記の実施形態のいずれかとはまた別の実施形態では、α－グルカンオリゴマー／ポリ
マーおよび／または本α－グルカンエーテル（本α－グルカンオリゴマー／ポリマーに由
来する）は、セルラーゼによって分解されることにほとんどもしくは完全に安定性（耐性
）である。例えば、１つ以上のセルラーゼによる本α－グルカンオリゴマー／ポリマーお
よび／またはα－グルカンエーテル化合物の分解率（％）は、１０％、９％、８％、７％
、６％、５％、４％、３％、２％もしくは１％未満である、または０％である。そのよう
な分解率（％）は、例えば、ある期間（例えば、約２４時間）にわたるセルラーゼを用い
た処理の前後のポリマーの分子量を比較することによって決定できる。
【０１９０】
　上記の実施形態のいずれかとはまた別の実施形態では、所定の実施形態における親水コ
ロイドおよび水溶液は、剪断減粘性挙動もしくは剪断増粘性挙動のいずれかを有すると考
えられる。剪断減粘性挙動は、剪断速度の上昇につれた親水コロイドもしくは水溶液の粘
度の低下として観察され、他方剪断増粘性挙動は、剪断速度の上昇につれた親水コロイド
もしくは水溶液の粘度の増加として観察される。本明細書の水溶液の剪断減粘性挙動もし
くは剪断増粘性挙動の修飾は、水性組成物へのα－グルカンエーテルの混合に起因する可
能性がある。したがって、その流動学的プロファイルを修飾する（すなわち、水性液、水
溶液または混合物の流動特性を修飾する）ためには、水性組成物に１種以上のα－グルカ
ンエーテル化合物を加えることができる。さらに、その粘度を修飾するためには、水性組
成物に１種以上のα－グルカンエーテル化合物を加えることができる。
【０１９１】
　親水コロイドおよび水溶液の流動学的特性は、回転剪断速度を（例えば、約１０ｒｐｍ
から約２５０ｒｐｍへ）増加させながら粘度を測定することによって観察できる。例えば
、親水コロイドもしくは水溶液の剪断減粘性挙動は、回転剪断速度が約１０ｒｐｍから６
０ｒｐｍへ、１０ｒｐｍから１５０ｒｐｍへ、１０ｒｐｍから２５０ｒｐｍへ、６０ｒｐ



(38) JP 2019-504932 A 2019.2.21

10

20

30

40

50

ｍから１５０ｒｐｍへ、６０ｒｐｍから２５０ｒｐｍもしくは１５０ｒｐｍから２５０ｒ
ｐｍへ増加するにつれて、粘度における少なくとも約５％、１０％、１５％、２０％、２
５％、３０％、３５％、４０％、４５％、５０％、５５％、６０％、６５％、７０％、７
５％、８０％、８５％、９０％もしくは９５％（または５％～９５％の間の任意の整数）
の粘度（ｃＰ）の低下として観察できる。また別の例として、本明細書に開示した親水コ
ロイドもしくは水溶液の剪断増粘性挙動は、回転剪断速度が約１０ｒｐｍから６０ｒｐｍ
へ、１０ｒｐｍから１５０ｒｐｍへ、１０ｒｐｍから２５０ｒｐｍへ、６０ｒｐｍから１
５０ｒｐｍへ、６０ｒｐｍから２５０ｒｐｍもしくは１５０ｒｐｍから２５０ｒｐｍへ増
加するにつれて、粘度における少なくとも約５％、１０％、１５％、２０％、２５％、３
０％、３５％、４０％、４５％、５０％、５５％、６０％、６５％、７０％、７５％、８
０％、８５％、９０％、９５％、１００％、１２５％、１５０％、１７５％もしくは２０
０％（または５％～２００％の間の任意の整数）の粘度（ｃＰ）の増加として観察できる
。
【０１９２】
　本明細書に開示した親水コロイドもしくは水溶液は、布地ケア製品、洗濯ケア製品、パ
ーソナルケア製品、医薬製品もしくは工業用製品の形態にあってよい、および／またはそ
れらの中に含まれていてよい。本α－グルカンオリゴマー／ポリマーおよび／または本α
－グルカンエーテル化合物は、これらの製品のそれぞれにおける増粘剤および／または分
散剤として使用できる。そのような増粘剤は、所望であれば、その開示が参照により本明
細書に全体として組み込まれる米国特許第８５４１０４１号明細書に開示されている増粘
剤などの１種以上の他のタイプの増粘剤と結び付けて使用されてよい。
【０１９３】
　本明細書の家庭用および／または工業製品は、例えば、ドライウォールテープ接合化合
物；モルタル；グラウト；セメントプラスター；スプレープラスター；セメントスタッコ
；接着剤；ペースト；壁／天井結着剤；テープキャスティング用、押出成形用、射出成形
用および陶磁器用の結合剤および加工助剤；殺虫剤用、除草剤用および肥料用のスプレー
接着剤および懸濁化／分散助剤；織物柔軟剤および洗濯用洗剤などの織物ケア剤；硬質表
面洗浄剤；空気清浄剤；ポリマーエマルジョン；ゲル剤、例えば水性ゲル；界面活性剤溶
液；塗料、例えば水性塗料；保護コーティング；接着剤；シーラントおよびコーキング剤
；インク類、例えば水性インク；金属工作液；または電気めっき、リン酸塩処理、亜鉛め
っきおよび／または一般金属洗浄作業において使用されるエマルジョンベースの金属洗浄
液；油圧液（例えば、坑内作業におけるフラッキング（水圧破砕）のために使用される油
圧液）；および水性鉱石スラリーの形態にあってよい。
【０１９４】
　上記の実施形態のいずれかとはまた別の実施形態では、本明細書に開示した組成物は、
織物ケア組成物の形態にあってよい。本明細書の織物ケア組成物は、手洗い、洗濯機洗浄
および／または他の目的、例えば織物の浸漬および／または前処理などの他の目的のため
に使用できる。織物ケア組成物は、例えば、洗濯用洗剤；織物コンディショナー、任意の
洗濯用製品、リンス用製品もしくは乾燥機添加製品；単位用量もしくはスプレーの形態を
取ることができる。液体形にある織物ケア組成物は、本明細書に開示した水性組成物の形
態にあってよい。他の態様では、織物ケア組成物は、乾燥形、例えば顆粒状洗剤もしくは
乾燥機添加用織物柔軟剤シートなどの乾燥形であってよい。本明細書の織物ケア組成物の
他の非限定的例には；顆粒状もしくは粉末状の万能もしくは強力洗浄剤；液体形、ジェル
形もしくはペースト形の万能もしくは強力洗浄剤；液体もしくはドライの細（例えば、繊
細）繊維用洗剤；例えば漂白用添加物、「ステイン・スティック」もしくは前処理剤など
のクリーニング補助剤；基質積載製品、例えばドライワイプもしくはウェットワイプ、パ
ッドもしくはスポンジ；スプレー剤およびミスト剤が含まれる。
【０１９５】
　本明細書の洗剤組成物は、例えば、粉末、顆粒、ペースト、バー、単位用量もしくは液
体などの任意の有用な形態にあってよい。液体洗剤は、典型的には、約７０重量％までの
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水および０重量％～約３０重量％の有機溶媒を含有する水性であってよい。液体洗剤は、
さらにまた水を約３０重量％しか含有していないコンパクトジェルの形態にあってよい。
【０１９６】
　本明細書の洗剤組成物は、１種以上の界面活性剤を含み、このとき界面活性剤は、非イ
オン性界面活性剤、アニオン性界面活性剤、カチオン性界面活性剤、両性界面活性剤、両
性イオン性界面活性剤、半極性非イオン性界面活性剤およびそれらの混合物から選択され
る。一部の実施形態では、界面活性剤は、クリーニング組成物の約０．１重量％～約６０
重量％の濃度で存在するが、また別の実施形態では濃度は約１重量％～約５０重量％であ
り、さらにまた別の実施形態では、濃度は約５重量％～約４０重量％である。洗剤は、通
常は０重量％～約５０重量％のアニオン性界面活性剤、例えば直鎖状アルキルベンゼンス
ルホン酸塩（ＬＡＳ）、α－オレフィンスルホン酸塩（ＡＯＳ）、アルキル硫酸塩（高級
アルコール硫酸エステル塩）（ＡＳ）、アルコールエトキシサルフェート（ＡＥＯＳもし
くはＡＥＳ）、第２級アルカンスルホネート（ＳＡＳ）、α－スルホ脂肪酸メチルエステ
ル、アルキル－もしくはアルケニルコハク酸または石鹸を含有するであろう。さらに、洗
剤組成物は、任意選択的に、０重量％～約４０重量％の非イオン性界面活性剤、例えば、
（例えば、参照により本明細書に組み込まれる国際公開第９２／０６１５４号パンフレッ
トに記載されている）アルコールエトキシレート（ＡＥＯもしくはＡＥ）、カルボキシル
化アルコールエトキシレート、ノニルフェノールエトキシレート、アルキルポリグリコシ
ド、アルキルジメチルアミンオキシド、エトキシル化脂肪酸モノエタノールアミン、脂肪
酸モノエタノールアミドもしくはポリヒドロキシアルキル脂肪酸アミドを含有することが
できる。
【０１９７】
　本明細書の洗剤組成物は、典型的には、１種以上の洗剤ビルダーもしくはビルダー系を
含む。少なくとも１種のビルダーを組み込んでいる一部の実施形態では、クリーニング組
成物は、本組成物の少なくとも約１重量％、約３重量％～約６０重量％もしくはいっそう
約５重量％～約４０重量％のビルダーを含む。ビルダーには、アルカリ金属、ポリリン酸
のアンモニウム塩およびアルカノールアンモニウム塩、アルカリ金属ケイ酸塩、アルカリ
土類およびアルカリ金属炭酸塩、アルミノケイ酸塩、ポリカルボキシレート化合物、エー
テルヒドロキシポリカルボキシレート、マレイン酸無水物とエチレンもしくはビニルメチ
ルエーテルとのコポリマー、１，３，５－トリヒドロキシベンゼン－２，４，６－トリス
ルホン酸およびカルボキシメチルオキシコハク酸、ポリ酢酸の様々なアルカリ金属、アン
モニウムおよび置換アンモニウム塩、例えばエチレンジアミン四酢酸およびニトリロ三酢
酸ならびにポリカルボキシレート、例えばメリット酸、コハク酸、クエン酸、オキシジコ
ハク酸、ポリマレイン酸、ベンゼン１，３，５－トリカルボン酸、カルボキシメチルオキ
シコハク酸およびそれらの可溶塩が含まれるがそれらに限定されない。実際に、本開示の
様々な実施形態では、任意の好適なビルダーを利用することが企図されている。洗剤ビル
ダーもしくは錯化剤の例としては、ゼオライト、二リン酸塩、三リン酸塩、ホスホン酸塩
、クエン酸塩、ニトリロ三酢酸（ＮＴＡ）、エチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）、ジエ
チレントリアミン五酢酸（ＤＴＭＰＡ）、アルキルコハク酸およびアルケニルコハク酸、
可溶性ケイ酸塩または層状ケイ酸塩（例えば、Ｈｏｅｃｈｓｔ製のＳＫＳ－６）が挙げら
れる。洗剤はまた、まだ構築されていない、すなわち、洗剤ビルダーを本質的に含んでい
なくてもよい。
【０１９８】
　一部の実施形態では、ビルダーは、水溶性硬質イオン錯体（例えば、金属イオン封鎖ビ
ルダー）、例えばクエン酸塩およびポリリン酸塩（例えば、トリポリリン酸ナトリウムお
よびトリポリリン酸ナトリウム六水和物、トリポリリン酸カリウムならびに混合トリポリ
リン酸ナトリウムおよびカリウムなど）を形成する。任意の好適なビルダーは、当分野に
おいて公知のビルダーも含めて本開示において利用されることが企図されている（例えば
、欧州特許第２１００９４９号明細書を参照されたい）。
【０１９９】
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　一部の実施形態では、本明細書で使用するためのビルダーには、リン酸塩ビルダーおよ
び非リン酸塩ビルダーが含まれる。一部の実施形態では、ビルダーはリン酸塩ビルダーで
ある。一部の実施形態では、ビルダーは、非リン酸塩ビルダーである。存在する場合、ビ
ルダーは、本組成物の０．１重量％～８０重量％もしくは５重量％～６０重量％または１
０重量％～５０重量％の濃度で使用される。一部の実施形態では、本生成物は、リン酸塩
ビルダーと非リン酸塩ビルダーとの混合物を含む。好適なリン酸塩ビルダーには、ナトリ
ウム塩を含むこれらの化合物のアルカリ金属塩を含む、一リン酸塩、二リン酸塩、トリポ
リリン酸塩もしくオリゴマーポリリン酸塩が含まれる。一部の実施形態では、ビルダーは
、トリポリリン酸ナトリウム（ＳＴＰＰ）であってよい。さらに、本組成物は、炭酸塩お
よび／またはクエン酸塩、好ましくは中性ｐＨ組成物を達成するのに役立つクエン酸塩を
含むことができる。他の好適な非リン酸塩ビルダーには、ポリカルボン酸ならびにそれら
の部分もしくは完全中和塩のホモポリマーおよびコポリマー、モノマーポリカルボン酸お
よびヒドロキシカルボン酸およびそれらの塩が含まれる。一部の実施形態では、上記の化
合物の塩には、アンモニウムおよび／またはアルカリ金属塩、すなわち、ナトリウム塩を
含むリチウム、ナトリウムおよびカリウム塩が含まれる。好適なポリカルボン酸には、非
環式、脂環式、複素環式および芳香族カルボン酸が含まれるが、このとき一部の実施形態
では、それらはそれぞれの場合に相互から、一部の例では２個以下の炭素原子によって相
互から分離できる少なくとも２つのカルボキシル基を含有することができる。
【０２００】
　本明細書の洗剤組成物は、少なくとも１種のキレート剤を含むことができる。好適なキ
レート剤には、銅、鉄および／またはマンガンキレート剤およびそれらの混合物が含まれ
るがそれらに限定されない。少なくとも１種のキレート剤を使用する実施形態では、クリ
ーニング組成物は、主題クリーニング組成物の約０．１重量％～約１５重量％または約３
．０重量％～約１０重量％のキレート剤を含む。
【０２０１】
　本明細書の洗剤組成物は、少なくとも１種の沈着助剤を含むことができる。好適な沈着
助剤には、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、ポリカルボキシレート
、防汚ポリマー、例えばポリテレフタル酸、粘土、例えばカオリナイト、モンモリロナイ
ト、アタパルジャイト、イライト、ベントナイト、ハロイサイトおよびそれらの混合物が
含まれるがそれらに限定されない。
【０２０２】
　本明細書の洗剤組成物は、１種以上の染料移動阻害剤を含むことができる。好適なポリ
マー染料移動阻害剤には、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－ビニルピロリドンおよびＮ－ビニルイミダゾールのコポリマー、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のコポリマーまたはそれらの混合物が含まれ
るがそれらに限定されない。追加の染料移動阻害剤には、マンガンフタロシアニン、ペル
オキシダーゼ、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－
ビニルピロリドンおよびＮ－ビニルイミダゾールのコポリマー、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のコポリマーおよび／またはそれらの混合物が含まれる
；そのキレート剤の例には、エチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）；ジエチレントリアミ
ンペンタメチレンリン酸（ＤＴＰＭＰ）；ヒドロキシ－エタン二リン酸（ＨＥＤＰ）；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（ＭＧＤＡ）
；ジエチレントリアミン五酢酸（ＤＴＰＡ）；プロピレンジアミン四酢酸（ＰＤＴＡ）；
２－ヒドロキシピリジン－Ｎ－オキシド（ＨＰＮＯ）；またはメチルグリシン二酢酸（Ｍ
ＧＤＡ）；グルタミン酸Ｎ，Ｎ－二酢酸（Ｎ，Ｎ－ジカルボキシメチルグルタミン酸四ナ
トリウム塩）（ＧＬＤＡ）；ニトリロ三酢酸（ＮＴＡ）；４，５－ジヒドロキシ－ｍ－ベ
ンゼンジスルホン酸；クエン酸およびそれらの任意の塩；Ｎ－ヒドロキシエチルエチレン
ジアミン三酢酸（ＨＥＤＴＡ）、トリエチレンテトラアミン六酢酸（ＴＴＨＡ）、Ｎ－ヒ
ドロキシエチルイミノ二酢酸（ＨＥＩＤＡ）、ジヒドロキシエチルグリシン（ＤＨＥＧ）
、エチレンジアミンテトラプロピオン酸（ＥＤＴＰ）および単独または上記のいずれかと
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組み合わせて使用できるそれらの誘導体が含まれる。少なくとも１種の染料移動阻害剤が
使用される実施形態では、クリーニング組成物は、本クリーニング組成物の約０．０００
１重量％～約１０重量％、約０．０１重量％～約５重量またはいっそう約０．１重量％～
約３重量％を含んでいる。
【０２０３】
　本明細書の洗剤組成物は、ケイ酸塩を含むことができる。一部のそのような実施形態で
は、ケイ酸ナトリウム（例えば、二ケイ酸ナトリウム、メタケイ酸ナトリウムおよび／ま
たは結晶性フィロケイ酸塩）が使用される。一部の実施形態では、ケイ酸塩は、約１％～
約２０％の濃度で存在する。一部の実施形態では、ケイ酸塩は、本組成物の約５重量％～
約１５重量％の濃度で存在する。
【０２０４】
　本明細書の洗剤組成物は、分散剤を含むことができる。好適な水溶性有機物質には、そ
の中でポリカルボン酸が２個以下の炭素原子で相互から分離された少なくとも２つのカル
ボキシル基を含む、ホモポリマー酸もしくはコポリマー酸またはそれらの塩が含まれるが
それらに限定されない。
【０２０５】
　上記に開示した任意のセルラーゼは、本明細書に開示した洗剤組成物において使用する
ために企図されている。好適なセルラーゼには、フミコラ・インソレンス（Ｈｕｍｉｃｏ
ｌａ　ｉｎｓｏｌｅｎｓ）セルラーゼ（例えば、米国特許第４４３５３０７号明細書を参
照されたい）が含まれるがそれには限定されない。そのような使用のために企図された代
表的なセルラーゼは、布地にとってカラーケア利点を有するセルラーゼである。カラーケ
ア利点を提供するセルラーゼの例は、それらの全部が参照により本明細書に組み込まれる
欧州特許第０４９５２５７号明細書、同第０５３１３７２号明細書、同第５３１３１５号
明細書、国際公開第９６／１１２６２号パンフレット、同第９６／２９３９７号パンフレ
ット、同第９４／０７９９８号パンフレット；同第９８／１２３０７号パンフレット；同
第９５／２４４７１号パンフレット、同第９８／０８９４０号パンフレットおよび米国特
許第５４５７０４６号明細書、同第５６８６５９３号明細書および同第５７６３２５４号
明細書に開示されている。洗剤中で有用な市販で入手できるセルラーゼの例には、ＣＥＬ
ＬＵＳＯＦＴ（登録商標）、ＣＥＬＬＵＣＬＥＡＮ（登録商標）、ＣＥＬＬＵＺＹＭＥ（
登録商標）、およびＣＡＲＥＺＹＭＥ（登録商標）（Ｎｏｖｏ　Ｎｏｒｄｉｓｋ　Ａ／Ｓ
およびＮｏｖｏｚｙｍｅｓ　Ａ／Ｓ）；ＣＬＡＺＩＮＡＳＥ（登録商標）、ＰＵＲＡＤＡ
Ｘ　ＨＡ（登録商標）、およびＲＥＶＩＴＡＬＥＮＺ（商標）（ＤｕＰｏｎｔ　Ｉｎｄｕ
ｓｔｒｉａｌ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ）；ＢＩＯＴＯＵＣＨ（登録商標）（ＡＢ　Ｅｎ
ｚｙｍｅｓ）；およびＫＡＣ－５００（Ｂ）（商標）（花王株式会社）が含まれる。追加
のセルラーゼは、例えば、米国特許第７５９５１８２号明細書、米国特許第８５６９０３
３号明細書、米国特許第７１３８２６３号明細書、米国特許第３８４４８９０号明細書、
米国特許第４４３５３０７号明細書、米国特許第４４３５３０７号明細書および英国特許
第２０９５２７５号明細書の中で開示されている。
【０２０６】
　本明細書の洗剤組成物は、追加して、少なくとも１種のセルラーゼに加えて１種以上の
他の酵素を含むことができる。酵素の例としては、任意の組み合わせでプロテアーゼ、セ
ルラーゼ、ヘミセルラーゼ、ペルオキシダーゼ、脂肪分解酵素（例えば、金属脂肪分解酵
素）、キシラナーゼ、リパーゼ、ホスホリパーゼ、エステラーゼ（例えば、アリールエス
テラーゼ、ポリエステラーゼ）、ペルヒドロラーゼ、クチナーゼ、ペクチナーゼ、ペクチ
ン酸リアーゼ、マンナナーゼ、ケラチナーゼ、レダクターゼ、オキシダーゼ（例えば、コ
リンオキシダーゼ、フェノールオキシダーゼ）、フェノールオキシダーゼ、リポキシゲナ
ーゼ、リグニナーゼ、プルラナーゼ、タンナーゼ、ペントサナーゼ、マラナーゼ、β－グ
ルカナーゼ、アラビノシダーゼ、ヒアルロニダーゼ、コンドロイチナーゼ、ラッカーゼ、
メタロプロテイナーゼ、アマドリアーゼ、グルコアミラーゼ、α－アミラーゼ、β－アミ
ラーゼ、ガラクトシダーゼ、ガラクタナーゼ、カタラーゼ、カラゲナーゼ、ヒアルロニダ
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ーゼ、ケラチナーゼ、ラクターゼ、リグニナーゼ、ペルオキシダーゼ、ホスファターゼ、
ポリガラクツロナーゼ、プルラナーゼ、ラムノガラクトウロナーゼ、タンナーゼ、トラン
スグルタミナーゼ、キシログルカナーゼ、キシロシダーゼ、メタロプロテアーゼ、アラビ
ノフラノシダーゼ、フィターゼ、イソメラーゼ、トランスフェラーゼおよび／またはアミ
ラーゼが挙げられる。
【０２０７】
　一部の実施形態では、洗剤組成物は、それぞれが本組成物の約０．００００１重量％～
約１０重量％の濃度にある１種以上の酵素および残余のクリーニング補助物質を含むこと
ができる。一部の他の実施形態では、洗剤組成物は、さらに各酵素を本組成物の約０．０
００１重量％～約１０重量％、約０．００１重量％～約５重量％、約０．００１重量％～
約２重量％または約０．００５重量％～約０．５重量％の酵素の濃度で含むことができる
。
【０２０８】
　好適なプロテアーゼには、動物起源、植物起源または微生物起源のプロテアーゼが含ま
れる。一部の実施形態では、微生物プロテアーゼが使用される。一部の実施形態では、化
学修飾もしくは遺伝子組換え突然変異体が含まれる。一部の実施形態では、プロテアーゼ
は、セリンプロテアーゼ、好ましくはアルカリ性微生物プロテアーゼもしくはトリプシン
様プロテアーゼである。アルカリ性プロテアーゼの例としては、サブチリシン、特にバチ
ルス属（Ｂａｃｉｌｌｕｓ）由来のプロテアーゼ（例えば、サブチリシン、レンツス、ア
ミロリケファシエンス、サブチリシンカールスバーグ、サブチリシン３０９、サブチリシ
ン１４７およびサブチリシン１６８）が挙げられる。追加の例には、それらの全部が参照
により本明細書に組み込まれる米国再発行特許第３４６０６号明細書、米国特許第５，９
５５，３４０号明細書、同第５，７００，６７６号明細書、同第６，３１２，９３６号明
細書および同第６，４８２，６２８号明細書に記載されたそれらの突然変異体プロテアー
ゼが含まれる。追加のプロテアーゼの例には、トリプシン（例えば、ブタもしくはウシ起
源）および国際公開第８９／０６２７０号パンフレットに記載されたフザリウム（Ｆｕｓ
ａｒｉｕｍ）属プロテアーゼが含まれるがそれらに限定されない。一部の実施形態では、
使用される市販で入手可能な酵素には、ＭＡＸＡＴＡＳＥ（登録商標）、ＭＡＸＡＣＡＬ
（商標）、ＭＡＸＡＰＥＭ（商標）、ＯＰＴＩＣＬＥＡＮ（登録商標）、ＯＰＴＩＭＡＳ
Ｅ（登録商標）、ＰＲＯＰＥＲＡＳＥ（登録商標）、ＰＵＲＡＦＥＣＴ（登録商標）、Ｐ
ＵＲＡＦＥＣＴ（登録商標）ＯＸＰ、ＰＵＲＡＭＡＸ（商標）、ＥＸＣＥＬＬＡＳＥ（商
標）、ＰＲＥＦＥＲＥＮＺ（商標）プロテアーゼ（例えば、Ｐ１００、Ｐ１１０、Ｐ２８
０）、ＥＦＦＥＣＴＥＮＺ（商標）プロテアーゼ（例えば、Ｐ１０００、Ｐ１０５０、Ｐ
２０００）、ＥＸＣＥＬＬＥＮＺ（商標）プロテアーゼ（例えば、Ｐ１０００）、ＵＬＴ
ＩＭＡＳＥ（登録商標）およびＰＵＲＡＦＡＳＴ（商標）（Ｇｅｎｅｎｃｏｒ）；ＡＬＣ
ＡＬＡＳＥ（登録商標）、ＳＡＶＩＮＡＳＥ（登録商標）、ＰＲＩＭＡＳＥ（登録商標）
、ＤＵＲＡＺＹＭ（商標）、ＰＯＬＡＲＺＹＭＥ（登録商標）、ＯＶＯＺＹＭＥ（登録商
標）、ＫＡＮＮＡＳＥ（登録商標）、ＬＩＱＵＡＮＡＳＥ（登録商標）、ＮＥＵＴＲＡＳ
Ｅ（登録商標）、ＲＥＬＡＳＥ（登録商標）およびＥＳＰＥＲＡＳＥ（登録商標）（Ｎｏ
ｖｏｚｙｍｅｓ）；ＢＬＡＰ（商標）およびＢＬＡＰ（商標）変異体（Ｈｅｎｋｅｌ　Ｋ
ｏｍｍａｎｄｉｔｇｅｓｅｌｌｓｃｈａｆｔ　ａｕｆ　Ａｋｔｉｅｎ，Ｄｕｅｓｓｅｌｄ
ｏｒｆ，Ｇｅｒｍａｎｙ）およびＫＡＰ（Ｂ．アルカロフィルス（ａｌｋａｌｏｐｈｉｌ
ｕｓ）サブチリシン；花王株式会社、日本国東京）が含まれるがそれらに限定されない。
様々なプロテアーゼは、国際公開第９５／２３２２１号パンフレット、同第９２／２１７
６０号パンフレット、同第０９／１４９２００号パンフレット、同第０９／１４９１４４
号パンフレット、同第０９／１４９１４５号パンフレット、同第１１／０７２０９９号パ
ンフレット、同第１０／０５６６４０号パンフレット、同第１０／０５６６５３号パンフ
レット、同第１１／１４０３６４号パンフレット、同第１２／１５１５３４号パンフレッ
ト、米国特許出願公開第２００８／００９０７４７号明細書および米国特許第５，８０１
，０３９号明細書、同第５，３４０，７３５号明細書、同第５，５００，３６４号明細書
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、同第５，８５５，６２５号明細書、米国特許第ＲＥ３４，６０６号明細書、米国特許第
５，９５５，３４０号明細書、同第５，７００，６７６号明細書、同第６，３１２，９３
６号明細書、同第６，４８２，６２８号明細書、同第８，５３０，２１９号明細書および
様々な他の特許に記載されている。一部のまた別の実施形態では、国際公開第１９９９０
１４３４１号パンフレット、同第１９９９０３３９６０号パンフレット、同第１９９９０
１４３４２号パンフレット、同第１９９９０３４００３号パンフレット、同第２００７０
４４９９３号パンフレット、同第２００９０５８３０３号パンフレット、同第２００９０
５８６６１号パンフレットに記載された中性金属プロテアーゼを含むがそれらに限定され
ない中性金属プロテアーゼが本開示において使用される。典型的な金属プロテアーゼには
、枯草菌（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｓｕｂｔｉｌｉｓ）（例えば、国際公開第０７／０４４９
９３号パンフレットを参照されたい）中で発現する中性金属プロテアーゼの組換え形であ
るｎｐｒＥおよびバチルス・アミロリケファシエンス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ａｍｙｌｏｌ
ｉｑｕｅｆａｃｉｅｎｓ）由来の精製中性金属プロテアーゼであるＰＭＮが含まれる。
【０２０９】
　好適なマンナナーゼには、細菌もしくは真菌起源のマンナナーゼが含まれるがそれらに
は限定されない。一部の実施形態では、化学修飾もしくは遺伝子組換え突然変異体が含ま
れる。本開示において利用される様々なマンナナーゼは、公知である（例えば、それらの
全部が参照により本明細書に組み込まれる米国特許第６，５６６，１１４号明細書、同第
６０２，８４２号明細書および同第６，４４０，９９１号明細書を参照されたい）。本開
示において利用される市販で入手できるマンナーゼには、ＭＡＮＮＡＳＴＡＲ（登録商標
）、ＰＵＲＡＢＲＩＴＥ（商標）およびＭＡＮＮＡＷＡＹ（登録商標）が含まれるがそれ
らに限定されない。
【０２１０】
　好適なリパーゼには、細菌もしくは真菌起源のリパーゼが含まれる。化学修飾突然変異
体、タンパク質分解修飾突然変異体もしくはタンパク質操作突然変異体が含まれる。有用
なリパーゼの例には、フミコラ（Ｈｕｍｉｃｏｌａ）属（例えば、Ｈ．ラヌギノサ（ｌａ
ｎｕｇｉｎｏｓａ）、欧州特許第２５８０６８号明細書および同第３０５２１６号明細書
；Ｈ．インソレンス（ｉｎｓｏｌｅｎｓ）、国際公開第９６／１３５８０パンフレット）
、シュードモナス（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ）属（例えば、Ｐ．アルカリゲネス（ａｌｃ
ａｌｉｇｅｎｅｓ）もしくはＰ．シュードアルカリゲネス（ｐｓｅｕｄｏａｌｃａｌｉｇ
ｅｎｅｓ）、欧州特許第２１８２７２号明細書；Ｐ．セパシア（ｃｅｐａｃｉａ）、欧州
特許第３３１３７６号明細書；Ｐ．スツッツェリ（ｓｔｕｔｚｅｒｉ）、英国特許第１３
７２０３４号明細書；Ｐ．フルオレセンス（ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｓ）およびシュードモ
ナス（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ）種ＳＤ７０５菌株、国際公開第９５／０６７２０号パン
フレットおよび同第９６／２７００２号パンフレット；Ｐ．ウィスコンシネンシス（ｗｉ
ｓｃｏｎｓｉｎｅｎｓｉｓ）、国際公開第９６／１２０１２号パンフレット）；ならびに
バチルス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ）属（例えば、枯草菌（Ｂ．ｓｕｂｔｉｌｉｓ）、Ｄａｒｔ
ｏｉｓ　ｅｔ　ａｌ．、Ｂｉｏｃｈｅｍｉｃａ　ｅｔ　Ｂｉｏｐｈｙｓｉｃａ　Ａｃｔａ
　１１３１：２５３－３６０；Ｂ．ステアロサーモフィリス（ｓｔｅａｒｏｔｈｅｒｍｏ
ｐｈｉｌｕｓ）、特開昭６４／７４４９９２号公報；Ｂ．パミルス（ｐｕｍｉｌｕｓ）、
国際公開第９１／１６４２２号パンフレット）由来のリパーゼが含まれる。さらに、一部
の実施形態では、ペニシリウム・カメンベルティイ（Ｐｅｎｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｃａｍｅ
ｍｂｅｒｔｉｉ）リパーゼ（Ｙａｍａｇｕｃｈｉ　ｅｔ　ａｌ．，Ｇｅｎｅ　１０３：６
１－６７［１９９１］を参照されたい）、ゲオトリクム・カンジドゥム（Ｇｅｏｔｒｉｃ
ｕｍ　ｃａｎｄｉｄｕｍ）リパーゼ（Ｓｃｈｉｍａｄａ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ｂｉｏｃｈ
ｅｍ．，１０６：３８３－３８８［１９８９］を参照されたい）および例えばＲ．デレマ
ール（ｄｅｌｅｍａｒ）リパーゼ（Ｈａｓｓ　ｅｔ　ａｌ．，Ｇｅｎｅ　１０９：１１７
－１１３［１９９１］を参照されたい）、Ｒ．ニベウス（ｎｉｖｅｕｓ）リパーゼ（Ｋｕ
ｇｉｍｉｙａ　ｅｔ　ａｌ．，Ｂｉｏｓｃｉ．Ｂｉｏｔｅｃｈ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．５６：
７１６－７１９［１９９２］）およびＲ．オリゼ（ｏｒｙｚａｅ）リパーゼなどの様々な
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リゾプス（Ｒｈｉｚｏｐｕｓ）属リパーゼを含むがそれらに限定されない多数のクローン
化リパーゼが利用される。本明細書で有用な追加のリパーゼとしては、例えば、国際公開
第９２／０５２４９号パンフレット、同第９４／０１５４１号パンフレット、同第９５／
３５３８１号パンフレット、同第９６／００２９２号パンフレット、同第９５／３０７４
４号パンフレット、同第９４／２５５７８号パンフレット、同第９５／１４７８３号パン
フレット、同第９５／２２６１５号パンフレット、同第９７／０４０７９号パンフレット
、同第９７／０７２０２号パンフレット、欧州特許第４０７２２５号明細書および同第２
６０１０５号明細書に開示されたリパーゼが挙げられる。さらに、一部の実施形態では、
例えばシュードモナス・メンドシナ（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ｍｅｎｄｏｃｉｎａ）由
来のクチナーゼ（例えば、国際公開第８８／０９３６７号パンフレットを参照されたい）
およびフザリウム・ソラニ・ピシ（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｓｏｌａｎｉ　ｐｉｓｉ）由来の
クチナーゼ（例えば、国際公開第９０／０９４４６号パンフレットを参照されたい）を含
むがそれらに限定されないクチナーゼなどの他のタイプのリパーゼポリペプチド酵素が利
用される。本明細書において有用な所定の市販で入手できるリパーゼ酵素の例には、Ｍ１
　ＬＩＰＡＳＥ（商標）、ＬＵＭＡ　ＦＡＳＴ（商標）およびＬＩＰＯＭＡＸ（商標）（
Ｇｅｎｅｎｃｏｒ）；ＬＩＰＥＸ（登録商標）、ＬＩＰＯＬＡＳＥ（登録商標）およびＬ
ＩＰＯＬＡＳＥ（登録商標）ＵＬＴＲＡ（Ｎｏｖｏｚｙｍｅｓ）；ならびにＬＩＰＡＳＥ
　Ｐ（商標）「Ａｍａｎｏ」（天野製薬株式会社、日本）が含まれる。
【０２１１】
　好適なポリエステラーゼには、例えば、国際公開第０１／３４８９９号パンフレット、
同第０１／１４６２９号パンフレットおよび米国特許第６９３３１４０号明細書に開示さ
れたポリエステラーゼが含まれる。
【０２１２】
　本明細書の洗剤組成物は、さらに家庭用および／または工業用布地／洗濯物上に存在す
る所定のバイオフィルムを除去／洗浄するために有効である２，６－β－Ｄ－フルクタン
ヒドロラーゼを含むことができる。
【０２１３】
　好適なアミラーゼには、細菌もしくは真菌起源のアミラーゼが含まれるがそれらには限
定されない。一部の実施形態では、化学修飾もしくは遺伝子組換え突然変異体が含まれる
。本開示において利用されるアミラーゼには、Ｂ．リケニホルミス（ｌｉｃｈｅｎｉｆｏ
ｒｍｉｓ）（例えば、英国特許第１２９６８３９号明細書を参照されたい）から得られる
α－アミラーゼが含まれるがそれには限定されない。さらなる好適なアミラーゼとしては
、国際公開第９５１０６０３号パンフレット、国際公開第９５２６３９７号パンフレット
、同第９６２３８７４号パンフレット、同第９６２３８７３号パンフレット、同第９７４
１２１３号パンフレット、同第９９１９４６７号パンフレット、同第００６００６０号パ
ンフレット、同第００２９５６０号パンフレット、同第９９２３２１１号パンフレット、
同第９９４６３９９号パンフレット、同第００６００５８号パンフレット、同第００６０
０５９号パンフレット、同第９９４２５６７号パンフレット、同第０１１４５３２号パン
フレット、同第０２０９２７９７号パンフレット、同第０１６６７１２号パンフレット、
同第０１８８１０７号パンフレット、同第０１９６５３７号パンフレット、同第０２１０
３５５号パンフレット、同第９４０２５９７号パンフレット、同第０２３１１２４号パン
フレット、同第９９４３７９３号パンフレット、同第９９４３７９４号パンフレット、同
第２００４１１３５５１号パンフレット、同第２００５００１０６４号パンフレット、同
第２００５００３３１１号パンフレット、同第０１６４８５２号パンフレット、同第２０
０６０６３５９４号パンフレット、同第２００６０６６５９４号パンフレット、同第２０
０６０６６５９６号パンフレット、同第２００６０１２８９９号パンフレット、同第２０
０８０９２９１９号パンフレット、同第２００８０００８２５号パンフレット、同第２０
０５０１８３３６号パンフレット、同第２００５０６６３３８号パンフレット、同第２０
０９１４０５０４号パンフレット、同第２００５０１９４４３号パンフレット、同第２０
１００９１２２１号パンフレット、同第２０１００８８４４７号パンフレット、同第０１
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３４７８４号パンフレット、同第２００６０１２９０２号パンフレット、同第２００６０
３１５５４号パンフレット、同第２００６１３６１６１号パンフレット、同第２００８１
０１８９４号パンフレット、同第２０１００５９４１３号パンフレット、同第２０１１０
９８５３１号パンフレット、同第２０１１０８０３５２号パンフレット、同第２０１１０
８０３５３号パンフレット、同第２０１１０８０３５４号パンフレット、同第２０１１０
８２４２５号パンフレット、同第２０１１０８２４２９号パンフレット、同第２０１１０
７６１２３号パンフレット、同第２０１１０８７８３６号パンフレット、同第２０１１０
７６８９７号パンフレット、同第９４１８３３１４号パンフレット、同第９５３５３８２
号パンフレット、同第９９０９１８３号パンフレット、同第９８２６０７８号パンフレッ
ト、同第９９０２７０２号パンフレット、同第９７４３４２４号パンフレット、同第９９
２９８７６号パンフレット、同第９１００３５３号パンフレット、同第９６０５２９５号
パンフレット、同第９６３０４８１号パンフレット、同第９７１０３４２号パンフレット
、同第２００８０８８４９３号パンフレット、同第２００９１４９４１９号パンフレット
、同第２００９０６１３８１号パンフレット、同第２００９１００１０２号パンフレット
、同第２０１０１０４６７５号パンフレット、同第２０１０１１７５１１号パンフレット
および国際公開第２０１０１１５０２１号パンフレットに見いだされるアミラーゼが挙げ
られる。
【０２１４】
　好適なアミラーゼには、例えば、ＳＴＡＩＮＺＹＭＥ（登録商標）、ＳＴＡＩＮＺＹＭ
Ｅ　ＰＬＵＳ（登録商標）、ＮＡＴＡＬＡＳＥ（登録商標）、ＤＵＲＡＭＹＬ（登録商標
）、ＴＥＲＭＡＭＹＬ（登録商標）、ＴＥＲＭＡＭＹＬ　ＵＬＴＲＡ（登録商標）、ＦＵ
ＮＧＡＭＹＬ（登録商標）およびＢＡＮ（商標）（Ｎｏｖｏ　Ｎｏｒｄｉｓｋ　Ａ／Ｓお
よびＮｏｖｏｚｙｍｅｓ　Ａ／Ｓ）；ＲＡＰＩＤＡＳＥ（登録商標）、ＰＯＷＥＲＡＳＥ
（登録商標）、ＰＵＲＡＳＴＡＲ（登録商標）およびＰＲＥＦＥＲＥＮＺ（商標）（Ｄｕ
Ｐｏｎｔ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ）などの市販で入手できるア
ミラーゼが含まれる。
【０２１５】
　本組成物中で使用するために企図される好適なペルオキシダーゼ／オキシダーゼには、
植物起源、細菌起源もしくは真菌起源のものが含まれる。化学修飾突然変異体もしくはタ
ンパク質操作突然変異体が含まれる。本明細書において有用なペルオキダーゼの例として
は、コプリヌス（Ｃｏｐｒｉｎｕｓ）属（例えば、Ｃ．キネレウス（ｃｉｎｅｒｅｕｓ）
、国際公開第９３／２４６１８号パンフレット、同第９５／１０６０２号パンフレットお
よび同第９８／１５２５７号パンフレット）由来のペルオキシダーゼならびに国際公開第
２００５０５６７８２号パンフレット、同第２００７１０６２９３号パンフレット、同第
２００８０６３４００号パンフレット、同第２００８１０６２１４号パンフレットおよび
同第２００８１０６２１５号パンフレットに記載されたものが挙げられる。本明細書で有
用な市販で入手できるペルオキシダーゼには、例えば、ＧＵＡＲＤＺＹＭＥ（商標）（Ｎ
ｏｖｏ　Ｎｏｒｄｉｓｋ　Ａ／ＳおよびＮｏｖｏｚｙｍｅｓ　Ａ／Ｓ）が含まれる。
【０２１６】
　一部の実施形態では、ペルオキシダーゼは、組成物中で過酸化水素もしくはその起源（
例えば、過炭酸塩、過ホウ酸塩もしくは過硫酸塩）と組み合わせて使用される。一部の代
替実施形態では、オキシダーゼは、酸素と組み合わせて使用される。どちらのタイプの酵
素も「溶液漂白」（すなわち、織物が洗浄液中で一緒に洗浄された場合に染色織物から他
の織物への布地染料の移動を防止すること）のために、好ましくは増強剤と一緒に使用さ
れる（例えば、国際公開第９４／１２６２１号パンフレットおよび同第９５／０１４２６
号パンフレットを参照されたい）。好適なペルオキシダーゼ／オキシダーゼには、植物起
源、細菌起源もしくは真菌起源のペルオキシダーゼ／オキシダーゼが含まれるがそれらに
限定されない。一部の実施形態では、化学修飾もしくは遺伝子組換え突然変異体が含まれ
る。
【０２１７】
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　本明細書の洗剤組成物中に含めることのできる酵素は、従来型の安定化剤、例えば、プ
ロピレングリコールもしくはグリセロールなどのポリオール；糖もしくは糖アルコール；
乳酸；ホウ酸もしくはホウ酸誘導体（例えば、芳香族ホウ酸エステル）を使用して安定化
できる。
【０２１８】
　本明細書に記載の洗剤組成物は、約１重量％～約６５重量％の、例えばゼオライト、二
リン酸塩、三リン酸塩、ホスホン酸塩、クエン酸塩、ニトリロ三酢酸（ＮＴＡ）、エチレ
ンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）、ジエチレントリアミン五酢酸（ＤＴＭＰＡ）、アルキル
コハク酸およびアルケニルコハク酸、可溶性ケイ酸塩または層状ケイ酸塩（例えば、Ｈｏ
ｅｃｈｓｔ製のＳＫＳ－６）などの洗剤ビルダーもしくは錯化剤を含有する可能性がある
。洗剤はまた、まだ構築されていない、すなわち、洗剤ビルダーを本質的に含んでいない
場合もある。
【０２１９】
　所定の実施形態における洗剤組成物は、本α－グルカンオリゴマー／ポリマーおよび／
または本α－グルカンエーテル化合物に加えて、１つ以上の他のタイプのポリマーを含ん
でいてよい。本明細書において有用なポリマーの他のタイプの例としては、カルボキシメ
チルセルロース（ＣＭＣ）、ポリ（ビニルピロリドン）（ＰＶＰ）、ポリエチレングリコ
ール（ＰＥＧ）、ポリ（ビニルアルコール）（ＰＶＡ）、ポリカルボキシレート、例えば
、ポリアクリレート、マレイン酸／アクリル酸コポリマーおよびラウリルメタクリレート
／アクリル酸コポリマーが挙げられる。
【０２２０】
　本明細書の洗剤組成物は、漂白系を含有していてよい。例えば、漂白系は、Ｈ２Ｏ２起
源、例えば過酸形成漂白活性化剤、例えばテトラアセチルエチレンジアミン（ＴＡＥＤ）
もしくはノナノイルオキシベンゼンスルホネート（ＮＯＢＳ）と結合することのできる、
過ホウ酸塩もしくは過炭酸塩を含むことができる。または、漂白系は、ペルオキシ酸（例
えば、アミド、イミドもしくはスルホンタイプのペルオキシ酸）を含んでいてよい。また
はさらに、漂白系は、例えば国際公開第２００５／０５６７８３号パンフレットに記載さ
れた系などのペルヒドロラーゼを含む酵素的漂白系であってよい。
【０２２１】
　本明細書の洗剤組成物は、さらに、従来型の洗剤成分、例えば、織物コンディショナー
、粘土、発泡増強剤、石鹸泡抑制剤、防錆剤、汚れ懸濁化剤、汚れ再付着防止剤、染料、
殺菌剤、曇り防止剤、蛍光増白剤もしくは香料も含んでいてよい。本明細書の洗剤組成物
の（使用濃度にある水溶液中で測定した）ｐＨは、通常は中性もしくはアルカリ性（例え
ば、約７．０～約１１．０のｐＨ）である。
【０２２２】
　本明細書に開示した目的に適合させることのできる洗剤組成物の特定の形態は、例えば
、それらの全部が参照により本明細書に組み込まれる米国特許出願公開第２００９０２０
９４４５（Ａ１）号明細書、同第２０１０００８１５９８（Ａ１）号明細書、同第７００
１８７８（Ｂ２）号明細書、欧州特許第１５０４９９４（Ｂ１）号明細書、国際公開第２
００１０８５８８８（Ａ２）号パンフレット、同第２００３０８９５６２（Ａ１）号パン
フレット、同第２００９０９８６５９（Ａ１）号パンフレット、同第２００９０９８６６
０（Ａ１）号パンフレット、同第２００９１１２９９２（Ａ１）号パンフレット、同第２
００９１２４１６０（Ａ１）号パンフレット、同第２００９１５２０３１（Ａ１）号パン
フレット、同第２０１００５９４８３（Ａ１）号パンフレット、同第２０１００８８１１
２（Ａ１）号パンフレット、同第２０１００９０９１５（Ａ１）号パンフレット、同第２
０１０１３５２３８（Ａ１）号パンフレット、同第２０１１０９４６８７（Ａ１）号パン
フレット、同第２０１１０９４６９０（Ａ１）号パンフレット、同第２０１１１２７１０
２（Ａ１）号パンフレット、同第２０１１１６３４２８（Ａ１）号パンフレット、同第２
００８０００５６７（Ａ１）号パンフレット、同第２００６０４５３９１（Ａ１）号パン
フレット、同第２００６００７９１１（Ａ１）号パンフレット、同第２０１２０２７４０
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４（Ａ１）号パンフレット、欧州特許第１７４０６９０（Ｂ１）号明細書、国際公開第２
０１２０５９３３６（Ａ１）号パンフレット、米国特許第６７３０６４６（Ｂ１）号明細
書、国際公開第２００８０８７４２６（Ａ１）号パンフレット、同第２０１０１１６１３
９（Ａ１）号パンフレットおよび同第２０１２１０４６１３（Ａ１）号パンフレットに開
示されている。
【０２２３】
　本明細書の洗濯用洗剤組成物は、任意選択的に強力（万能）洗濯用洗剤組成物であって
よい。典型的な強力洗濯用洗剤組成物は、アニオン性洗浄性界面活性剤（１群の直鎖もし
くは分岐鎖もしくはランダム鎖の置換もしくは未置換アルキルスルフェート、アルキルス
ルホネート、アルキルアルコキシル化スルフェート、アルキルホスフェート、アルキルホ
スホネート、アルキルカルボキシレートおよび／またはそれらの混合物から選択される）
および任意選択的に非イオン性界面活性剤（１群の直鎖もしくは分岐鎖もしくはランダム
鎖の置換もしくは未置換アルキルアルコキシル化アルコール、例えば、Ｃ８～Ｃ１８アル
キルエトキシル化アルコールおよび／またはＣ６～Ｃ１２アルキルフェノールアルコキシ
レートから選択される）を含む洗浄性界面活性剤（１０重量／重量％～４０重量／重量％
）を含み、ここで、アニオン性洗浄性界面活性剤（６．０～９の親水性指数（ＨＩｃ）を
備える）対非イオン性洗浄性界面活性剤の重量比は１：１より大きい。好適な洗浄性界面
活性剤にはさらに、カチオン性洗浄性界面活性剤（１群のアルキルピリジニウム化合物、
アルキル第４級アンモニウム化合物、アルキル第４級ホスホニウム化合物、アルキル三元
スルホニウム化合物および／またはそれらの混合物から選択される）；両性イオン性およ
び／または両性洗浄性界面活性剤（１群のアルカノールアミンスルホ－ベタインから選択
される）；両性界面活性剤；半極性非イオン性界面活性剤ならびにそれらの混合物が含ま
れる。
【０２２４】
　本明細書の洗剤、例えば強力洗濯用洗剤組成物は、任意選択的に、両親媒性アルコキシ
ル化グリース洗浄ポリマー（１群の分岐鎖親水性および疎水性を有するアルコキシル化ポ
リマー、例えば０．０５重量％～１０重量％の範囲内にあるアルコキシル化ポリアルキレ
ンイミンから選択される）および／またはランダムグラフトポリマー（典型的には不飽和
Ｃ１～Ｃ６カルボン酸、エーテル、アルコール、アルデヒド、ケトン、エステル、糖単位
、アルコキシ単位、マレイン酸無水物、飽和ポリアルコール、例えばグリセロールならび
にそれらの混合物からなる群から選択されるモノマーを含む親水性主鎖；ならびにＣ４～
Ｃ２５アルキル基、ポリプロピレン、ポリブチレン、飽和Ｃ１～Ｃ６モノ－カルボン酸の
ビニルエステル、アクリル酸もしくはメタクリル酸のＣ１～Ｃ６アルキルエステルおよび
それらの混合物からなる群から選択される疎水性側鎖を含む）からなる界面活性増強性ポ
リマーを含んでいてよい。
【０２２５】
　例えば強力洗濯用洗剤組成物などの本明細書の洗剤は、任意選択的に、追加のポリマー
、例えば防汚ポリマー（非イオン性で末端キャップされたポリエステル、例えばＳＲＰ１
などのランダムもしくはブロック構造にあるサッカライド、ジカルボン酸、ポリオールお
よびそれらの組み合わせから選択される少なくとも１つのモノマー単位を含むポリマー、
ランダムもしくはブロック構造にあるエチレンテレフタレートをベースとするポリマーお
よびそれらのコポリマー、例えばＲＥＰＥＬ－Ｏ－ＴＥＸ　ＳＦ、ＳＦ－２およびＳＲＰ
６、ＴＥＸＣＡＲＥ　ＳＲＡ１００、ＳＲＡ３００、ＳＲＮ１００、ＳＲＮ１７０、ＳＲ
Ｎ２４０、ＳＲＮ３００およびＳＲＮ３２５、ＭＡＲＬＯＱＵＥＳＴ　ＳＬが含まれる）
を含むことができ、再付着防止剤（０．１重量％～１０重量％）には、カルボキシレート
ポリマー、例えばアクリル酸、マレイン酸（もしくはマレイン酸無水物）、フマル酸、イ
タコン酸、アコニット酸、メサコン酸、シトラコン酸、メチレンマロン酸およびそれらの
任意の混合物、ビニルピロリドン、ビニルピロリドンホモポリマーおよび／またはポリエ
チレングリコール（５００～１００，０００Ｄａの範囲内の分子量）から選択される少な
くとも１つのモノマーを含むポリマー；ならびにポリマーカルボキシレート（例えば、マ
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レエート／アクリレートランダムコポリマーもしくはポリアクリレートホモポリマー）が
含まれる。
【０２２６】
　例えば強力洗濯用洗剤組成物などの本明細書の洗剤は、任意選択的に、さらに飽和もし
くは非飽和脂肪酸、好ましくは飽和もしくは非飽和Ｃ１２～Ｃ２４脂肪酸（０重量％～１
０重量％）；本明細書に開示したα－グルカンエーテル化合物に加えて沈着助剤（その例
には、多糖類、セルロースポリマー、ポリジアリルジメチルアンモニウムハロゲン化物（
ＤＡＤＭＡＣ）ならびにランダムもしくはブロック構造にあるＤＡＤ　ＭＡＣとビニルピ
ロリドン、アクリルアミド、イミダゾール、イミダゾリウムハロゲン化物およびそれらの
混合物とのコポリマー、カチオン性グアールガム、カチオン性デンプン、カチオン性ポリ
アクリルアミドおよびそれらの混合物）を含むことができる。
【０２２７】
　例えば強力洗濯用洗剤組成物などの本明細書の洗剤はさらに、任意選択的に、その例に
は、マンガンフタロシアニン、ペルオキシダーゼ、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－ビニルピロリドンおよびＮ－ビニルイミダゾールのコ
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および／またはそれ
らの混合物が含まれる染料移動阻害剤、その例にはエチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）
、ジエチレントリアミンペンタメチレンホスホン酸（ＤＴＰＭＰ）、ヒドロキシエタンジ
ホスホン酸（ＨＥＤＰ）、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（ＭＧＤＡ）、ジエチレントリアミン五酢酸（ＤＴＰＡ）、プロピレンジ
アミン四酢酸（ＰＤＴＡ）、２－ヒドロキシピリジン－Ｎ－オキシド（ＨＰＮＯ）もしく
はメチルグリシン二酢酸（ＭＧＤＡ）、グルタミン酸Ｎ，Ｎ－二酢酸（Ｎ，Ｎ－ジカルボ
キシメチルグルタミン酸四ナトリウム塩（ＧＬＤＡ）、ニトリロ三酢酸（ＮＴＡ）、４，
５－ジヒドロキシ－ｍ－ベンゼンジスルホン酸、クエン酸およびそれらの任意の塩、Ｎ－
ヒドロキシエチルエチレンジアミン三酢酸（ＨＥＤＴＡ）、トリエチレンテトラアミン六
酢酸（ＴＴＨＡ）、Ｎ－ヒドロキシエチルイミノ二酢酸（ＨＥＩＤＡ）、ジヒドロキシエ
チルグリシン（ＤＨＥＧ）、エチレンジアミンテトラプロピオン酸（ＥＤＴＰ）およびそ
れらの誘導体が含まれるキレート剤を含んでいてよい。
【０２２８】
　例えば強力洗濯用洗剤組成物などの本明細書の洗剤は、任意選択的に、シリコンもしく
は脂肪酸をベースとする石鹸泡抑制剤；ぼかし染料（ｈｕｅｉｎｇ　ｄｙｅｓ）、カルシ
ウムカチオンおよびマグネシウムカチオン、視覚的シグナル伝達成分、消泡剤（０．００
１重量％～約４．０重量％）および／またはジグリセリドおよびトリグリセリド、エチレ
ングリコールジステアレート、微結晶セルロース、マイクロファイバーセルロース、バイ
オポリマー、キサンタンガム、ゲランガムおよびそれらの混合物からなる群から選択され
る構造物質／増粘剤（０．０１重量％～約５重量％）を含むことができる。そのような構
造剤／増粘剤は、洗剤に含まれる１種以上の本α－グルカンオリゴマー／ポリマーおよび
／またはα－グルカンエーテル化合物に追加されてよい。
【０２２９】
　本明細書の洗剤は、例えば、強力乾燥／固体洗濯用洗剤組成物の形態にあってよい。そ
のような洗剤は：（ｉ）洗浄性界面活性剤、例えば本明細書に開示した任意のアニオン性
洗浄性界面活性剤、本明細書に開示した任意の非イオン性洗浄性界面活性剤、本明細書に
開示した任意のカチオン性洗浄性界面活性剤、本明細書に開示した任意の両性イオン性お
よび／または両性洗浄性界面活性剤およびそれらの混合物；（ｉｉ）ビルダー、例えば任
意の無リンビルダー（例えば、０重量％～１０重量％未満の範囲内のゼオライトビルダー
）、任意のリン酸塩ビルダー（例えば、０重量％～１０重量％未満の範囲内のトリポリリ
ン酸ナトリウム）、クエン酸、クエン酸塩およびニトリロ三酢酸、任意のケイ酸塩（例え
ば、０重量％～１０重量％未満の範囲内のケイ酸ナトリウムもしくはカリウムまたはメタ
ケイ酸ナトリウム）；任意の炭酸塩（例えば、０重量％～８０重量％未満の範囲内の炭酸
ナトリウムおよび／または重炭酸ナトリウム）およびそれらの混合物；（ｉｉｉ）漂白剤
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、例えば光漂白剤（例えば、スルホン化亜鉛フタロシアニン、スルホン化アルミニウムフ
タロシアニン、キサンテン染料およびそれらの混合物）、任意の疎水性もしくは親水性漂
白活性化剤（例えば、ドデカノイルオキシベンゼンスルホネート、デカノイルオキシベン
ゼンスルホネート、デカノイルオキシ安息香酸もしくはそれらの塩、３，５，５－トリメ
チルヘキサノイルオキシベンゼンスルホネート、テトラアセチルエチレンジアミン－ＴＡ
ＥＤ、ノナノイルオキシベンゼンスルホネート－ＮＯＢＳ、ニトリルクアットおよびそれ
らの混合物）、過酸化水素の任意の起源（例えば、その例には過ホウ酸塩、過炭酸塩、過
硫酸塩、過リン酸塩もしくは過ケイ酸塩のモノもしくはテトラハイドレートナトリウム塩
が含まれる無機ペルハイドレート塩）、任意の予備形成親水性および／または疎水性過酸
（例えば、過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、ペルオキソ一
硫酸および塩ならびにそれらの混合物）；および／または（ｉｖ）任意の他の成分、例え
ば漂白触媒（例えば、その例にはイミニウムカチオンおよびポリイオン、イミニウム両性
イオン、改質アミン、改質アミンオキシド、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、チアジアゾールジオキシド、ペルフルオロイミン、環状糖ケトン
およびそれらの混合物が含まれるイミン系漂白増強剤）ならびに金属含有漂白触媒（例え
ば亜鉛もしくはアルミニウムなどの補助金属カチオンおよび例えばＥＤＴＡ、エチレンジ
アミンテトラ（メチレンホスホン酸）などの金属イオン封鎖剤と一緒に、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）を含んでいてよい
。
【０２３０】
　本明細書に開示した組成物は、食器用洗剤組成物の形態にあってよい。食器用洗剤の例
としては、自動食器洗い機用洗剤（典型的には、食器洗い機で使用される）および手洗い
食器用洗剤が挙げられる。食器洗い機用洗剤組成物は、例えば、本明細書に開示した任意
の乾燥もしくは液体／水性形にあってよい。食器用洗剤の所定の実施形態に含むことので
きる成分には、例えば、リン酸塩；酸素系もしくは塩素系漂白剤；非イオン性界面活性剤
；アルカリ塩（例えば、メタケイ酸塩；アルカリ金属水酸化物、炭酸ナトリウム）；本明
細書に開示した任意の活性酵素；防錆剤（例えば、ケイ酸ナトリウム）；消泡剤；陶磁器
からの艶や文様の除去を緩徐化するための添加物；香料；凝固防止剤（顆粒状洗剤中）；
デンプン（錠剤ベースの洗剤中）；ゲル化剤（液体／ジェルベースの洗剤中）；および／
または砂（粉末状洗剤）の内の１つ以上が含まれる。
【０２３１】
　例えば自動食器洗い機用洗剤もしくは液体食器洗い用洗剤などの食器洗い用洗剤は、（
ｉ）０～１０重量％の量で存在する任意のエトキシル化非イオン性界面活性剤、アルコキ
シル化アルコール界面活性剤、エポキシキャップされたポリ（オキシアルキル化）アルコ
ールもしくはアミンオキシド界面活性剤を含む非イオン性界面活性剤；（ｉｉ）約５～６
０重量％の範囲内の、任意のリン酸塩ビルダー（例えば、一リン酸塩、二リン酸塩、トリ
ポリリン酸塩、他のオリゴマーポリリン酸塩、ナトリウムトリポリリン酸塩－ＳＴＰＰ）
、任意の無リンビルダー（例えば、メチル－グリシン二酢酸［ＭＧＤＡ］およびそれらの
塩もしくは誘導体、グルタミン－Ｎ，Ｎ－二酢酸［ＧＬＤＡ］およびそれらの塩もしくは
誘導体、イミノ二コハク酸（ＩＤＳ）およびそれらの塩もしくは誘導体、カルボキシメチ
ルイヌリンおよびそれらの塩もしくは誘導体、ニトリロ三酢酸［ＮＴＡ］、ジエチレント
リアミン五酢酸［ＤＴＰＡ］、Ｂ－アラニン二酢酸［Ｂ－ＡＤＡ］およびそれらの塩を含
むアミノ酸ベースの化合物）、ポリカルボン酸およびそれらの部分もしくは完全中和塩の
ホモポリマーおよびコポリマー、０．５重量％～５０重量％の範囲内のモノマーポリカル
ボン酸およびヒドロキシカルボン酸およびそれらの塩または０．１重量％～約５０重量％
の範囲内のスルホン化／カルボキシル化ポリマーを含むビルダー；（ｉｉｉ）０．１重量
％～約１０重量％の範囲内の乾燥助剤（例えば、任意選択的にまた別の３～６つの官能基
－典型的には重縮合を誘導する酸、アルコールもしくはエステル官能基を備えるモノマー
と一緒にポリエステル、特にアニオン性ポリエステル、ポリカーボネート－、ポリウレタ
ン－および／またはポリウレア－ポリオルガノシロキサン化合物もしくはそれらの、特に
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反応性環状炭酸塩およびウレアタイプの前駆体化合物）；（ｉｖ）約１重量％～約２０重
量％の範囲内のケイ酸塩（例えば、ケイ酸ナトリウムもしくはカリウム、例えば二ケイ酸
ナトリウム、メタケイ酸ナトリウムおよび結晶性フィロケイ酸塩）；（ｖ）無機漂白剤（
例えば、過ホウ酸塩、過炭酸塩、過リン酸塩、過硫酸塩および過ケイ酸塩などのペルハイ
ドレート塩および／または有機漂白剤（例えば、ジアシル－およびテトラアシルペルオキ
シド、特にジペルオキシドデカン二酸およびジペルオキシヘキサデカン二酸などの有機ペ
ルオキシ酸）；（ｖｉ）漂白活性化剤（例えば、０．１重量％～約１０重量％の範囲内の
有機過酸前駆体）および／または漂白触媒（例えば、マンガントリアザシクロノナンおよ
び関連錯体；Ｃｏ、Ｃｕ、ＭｎおよびＦｅビスピリジルアミンおよび関連錯体；およびペ
ンタミンコバルト（ＩＩＩ）酢酸塩および関連錯体）；（ｖｉｉ）０．１重量％～５重量
％の範囲内の金属ケア剤（例えば、ベンザトリアゾール、金属塩および錯体および／また
はケイ酸塩）；および／または（ｖｉｉｉ）自動食器洗い機用洗剤組成物１グラム当たり
約０．０１～５．０ｍｇの範囲内の活性酵素の本明細書に開示した任意の活性酵素ならび
に酵素安定化剤（例えば、オリゴ糖、多糖および無機二価金属塩）を含むことができる。
【０２３２】
　少なくとも１種のα－グルカンエーテル化合物（例えば、カルボキシメチルα－グルカ
ンなどのカルボキシアルキルα－グルカンエーテル）を含む洗剤調製物の様々な例（１～
１９）を下記に開示する：
【０２３３】
　１）少なくとも６００ｇ／Ｌのバルク密度を有する顆粒として調製された洗剤組成物で
あって：（酸として計算して）約７～１２重量％の直鎖アルキルベンゼンスルホネート；
約１～４重量％のアルコールエトキシスルフェート（例えば、Ｃ１２～１８アルコール、
１～２エチレンオキシド［ＥＯ］）もしくはアルキルスルフェート（例えば、Ｃ１６～１
８）；約５～９重量％のアルコールエトキシレート（例えば、Ｃ１４～１５アルコール）
；約１４～２０重量％の炭酸ナトリウム；約２～６重量％の可溶性ケイ酸塩（例えば、Ｎ
ａ２Ｏ２ＳｉＯ２）；約１５～２２重量％のゼオライト（例えば、ＮａＡｌＳｉＯ４）；
約０～６重量％の硫酸ナトリウム；約０～１５重量％のクエン酸ナトリウム／クエン酸；
約１１～１８重量％の過ホウ酸ナトリウム；約２～６重量％のＴＡＥＤ；約２重量％まで
のα－グルカンエーテル；約０～３重量％の他のポリマー（例えば、マレイン酸／アクリ
ル酸コポリマー、ＰＶＰ、ＰＥＧ）；任意選択的に（純粋酵素タンパク質として計算して
）約０．０００１～０．１重量％の酵素；および約０～５重量％の微量の成分（例えば、
石鹸泡抑制剤、香料、蛍光増白剤、光漂白剤）を含む洗剤組成物。
【０２３４】
　２）少なくとも６００ｇ／Ｌのバルク密度を有する顆粒として調製された洗剤組成物で
あって、（酸として計算して）約６～１１重量％の直鎖アルキルベンゼンスルホネート；
約１～３重量％のアルコールエトキシスルフェート（例えば、Ｃ１２～１８アルコール、
１～２エチレンオキシド［ＥＯ］）もしくはアルキルスルフェート（例えば、Ｃ１６～１
８）；約５～９重量％のアルコールエトキシレート（例えば、Ｃ１４～１５アルコール）
；約１５～２１重量％の炭酸ナトリウム；約１～４重量％の可溶性ケイ酸塩（例えば、Ｎ
ａ２Ｏ２ＳｉＯ２）；約２４～３４重量％のゼオライト（例えば、ＮａＡｌＳｉＯ４）；
約４～１０重量％の硫酸ナトリウム；約０～１５重量％のクエン酸ナトリウム／クエン酸
；約１１～１８重量％の過ホウ酸ナトリウム；約２～６重量％のＴＡＥＤ；約２重量％ま
でのα－グルカンエーテル；約１～６重量％の他のポリマー（例えば、マレイン酸／アク
リル酸コポリマー、ＰＶＰ、ＰＥＧ）；任意選択的に（純粋酵素タンパク質として計算し
て）約０．０００１～０．１重量％の酵素；および約０～５重量％の微量の成分（例えば
、石鹸泡抑制剤、香料、蛍光増白剤、光漂白剤）を含む洗剤組成物。
【０２３５】
　３）少なくとも６００ｇ／Ｌのバルク密度を有する顆粒として調製された洗剤組成物で
あって、（酸として計算して）約５～９重量％の直鎖アルキルベンゼンスルホネート；約
７～１４重量％のアルコールエトキシスルフェート（例えば、Ｃ１２～１８アルコール、
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７ＥＯ）；約１～３重量％の脂肪酸（例えば、Ｃ１６～２２脂肪酸）としての石鹸；約１
０～１７重量％の炭酸ナトリウム；約３～９重量％の可溶性ケイ酸塩（例えば、Ｎａ２Ｏ
　２ＳｉＯ２）；約２３～３３重量％のゼオライト（例えば、ＮａＡｌＳｉＯ４）；約０
～４重量％の硫酸ナトリウム；約８～１６重量％の過ホウ酸ナトリウム；約２～８重量％
のＴＡＥＤ；約０～１重量％のホスホン酸塩（例えば、ＥＤＴＭＰＡ）；約２重量％まで
のα－グルカンエーテル；約０～３重量％の他のポリマー（例えば、マレイン酸／アクリ
ル酸コポリマー、ＰＶＰ、ＰＥＧ）；任意選択的に（純粋酵素タンパク質として計算して
）約０．０００１～０．１重量％の酵素；および約０～５重量％の微量の成分（例えば、
石鹸泡抑制剤、香料、蛍光増白剤）を含む洗剤組成物。
【０２３６】
　４）少なくとも６００ｇ／Ｌのバルク密度を有する顆粒として調製された洗剤組成物で
あって、（酸として計算して）約８～１２重量％の直鎖アルキルベンゼンスルホネート；
約１０～２５重量％のアルコールエトキシレート（例えば、Ｃ１２～１８アルコール、７
ＥＯ）；約１４～２２重量％の炭酸ナトリウム；約１～５重量％の可溶性ケイ酸塩（例え
ば、Ｎａ２Ｏ　２ＳｉＯ２）；約２５～３５重量％のゼオライト（例えば、ＮａＡｌＳｉ
Ｏ４）；約０～１０重量％の硫酸ナトリウム；約８～１６重量％の過ホウ酸ナトリウム；
約２～８重量％のＴＡＥＤ；約０～１重量％のホスホン酸塩（例えば、ＥＤＴＭＰＡ）；
約２重量％までのα－グルカンエーテル；約１～３重量％の他のポリマー（例えば、マレ
イン酸／アクリル酸コポリマー、ＰＶＰ、ＰＥＧ）；任意選択的に（純粋酵素タンパク質
として計算して）約０．０００１～０．１重量％の酵素；および約０～５重量％の微量の
成分（例えば、石鹸泡抑制剤、香料）を含む洗剤組成物。
【０２３７】
　５）水性液体洗剤組成物であって、（酸として計算して）約１５～２１重量％の直鎖ア
ルキルベンゼンスルホネート；約１２～１８重量％のアルコールエトキシレート（例えば
、Ｃ１２～１８アルコール、７ＥＯ；もしくはＣ１２～１５アルコール、５ＥＯ）；約３
～１３重量％の脂肪酸（例えば、オレイン酸）としての石鹸；約０～１３重量％のアルケ
ニルコハク酸（Ｃ１２～１４）；約８～１８重量％のアミノエタノール；約２～８重量％
のクエン酸；約０～３重量％のホスホン酸塩；約２重量％までのα－グルカンエーテル；
約０～３重量％の他のポリマー（例えば、ＰＶＰ、ＰＥＧ）；約０～２重量％のホウ酸塩
；約０～３重量％のエタノール；約８～１４重量％のプロピレングリコール；任意選択的
に（純粋酵素タンパク質として計算して）約０．０００１～０．１重量％の酵素；および
約０～５重量％の微量の成分（例えば、分散剤、石鹸泡抑制剤、香料、蛍光増白剤）を含
む水性液体洗剤組成物。
【０２３８】
　６）水性構造化液体洗剤組成物であって、（酸として計算して）約１５～２１重量％の
直鎖アルキルベンゼンスルホネート；約３～９重量％のアルコールエトキシレート（例え
ば、Ｃ１２～１８アルコール、７ＥＯ；もしくはＣ１２～１５アルコール、５ＥＯ）；約
３～１０重量％の脂肪酸（例えば、オレイン酸）としての石鹸；約１４～２２重量％のゼ
オライト（例えば、ＮａＡｌＳｉＯ４）；約９～１８重量％のクエン酸カリウム；約０～
２重量％のホウ酸塩；約２重量％までのα－グルカンエーテル；約０～３重量％の他のポ
リマー（例えば、ＰＶＰ、ＰＥＧ）；約０～３重量％のエタノール；約０～３重量％の固
定化ポリマー（例えば、ラウリルメタクリレート／アクリル酸コポリマー、モル比２５：
１、ＭＷ３８００）；約０～５重量％のグリセロール；任意選択的に（純粋酵素タンパク
質として計算して）約０．０００１～０．１重量％の酵素；および約０～５重量％の微量
の成分（例えば、分散剤、石鹸泡抑制剤、香料、蛍光増白剤）を含む水性構造化液体洗剤
組成物。
【０２３９】
　７）少なくとも６００ｇ／Ｌのバルク密度を有する顆粒として調製された洗剤組成物で
あって、約５～１０重量％の高級アルコール硫酸エステル塩；約３～９重量％のエトキシ
ル化脂肪酸モノエタノールアミド；約０～３重量％の脂肪酸としての石鹸；約５～１０重
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量％の炭酸ナトリウム；約１～４重量％の可溶性ケイ酸塩（例えば、Ｎａ２Ｏ　２ＳｉＯ
２）；約２０～４０重量％のゼオライト（例えば、ＮａＡｌＳｉＯ４）；約２～８重量％
の硫酸ナトリウム；約１２～１８重量％の過ホウ酸ナトリウム；約２～７重量％のＴＡＥ
Ｄ；約２重量％までのα－グルカンエーテル；約１～５重量％の他のポリマー（例えば、
マレイン酸／アクリル酸コポリマー、ＰＥＧ）；任意選択的に（純粋酵素タンパク質とし
て計算して）約０．０００１～０．１重量％の酵素；および約０～５重量％の微量の成分
（例えば、蛍光増白剤、石鹸泡抑制剤、香料）を含む洗剤組成物。
【０２４０】
　８）顆粒として調製された洗剤組成物であって、（酸として計算して）約８～１４重量
％の直鎖アルキルベンゼンスルホネート；約５～１１重量％のエトキシル化脂肪酸モノエ
タノールアミド；約０～３重量％の脂肪酸としての石鹸；約４～１０重量％の炭酸ナトリ
ウム；約１～４重量％の可溶性ケイ酸塩（例えば、Ｎａ２Ｏ　２ＳｉＯ２）；約３０～５
０重量％のゼオライト（例えば、ＮａＡｌＳｉＯ４）；約３～１１重量％の硫酸ナトリウ
ム；約５～１２重量％のクエン酸ナトリウム；約２重量％までのα－グルカンエーテル；
約１～５重量％の他のポリマー（例えば、ＰＶＰ、マレイン酸／アクリル酸コポリマー、
ＰＥＧ）；任意選択的に（純粋酵素タンパク質として計算して）約０．０００１～０．１
重量％の酵素；および約０～５重量％の微量の成分（例えば、石鹸泡抑制剤、香料）を含
む洗剤組成物。
【０２４１】
　９）顆粒として調製された洗剤組成物であって、（酸として計算して）約６～１２重量
％の直鎖アルキルベンゼンスルホネート；約１～４重量％の非イオン性界面活性剤；約２
～６重量％の脂肪酸としての石鹸；約１４～２２重量％の炭酸ナトリウム；約１８～３２
重量％のゼオライト（例えば、ＮａＡｌＳｉＯ４）；約５～２０重量％の硫酸ナトリウム
；約３～８重量％のクエン酸ナトリウム；約４～９重量％の過ホウ酸ナトリウム；約１～
５重量％の漂白活性化剤（例えば、ＮＯＢＳもしくはＴＡＥＤ）；約２重量％までのα－
グルカンエーテル；約１～５重量％の他のポリマー（例えば、ポリカルボキシレートもし
くはＰＥＧ）；任意選択的に（純粋酵素タンパク質として計算して）；約０．０００１～
０．１重量％の酵素および約０～５重量％の微量の成分（例えば、蛍光増白剤、香料）を
含む洗剤組成物。
【０２４２】
　１０）水性液体洗剤組成物であって、（酸として計算して）約１５～２３重量％の直鎖
アルキルベンゼンスルホネート；約８～１５重量％のアルコールエトキシスルフェート（
例えば、Ｃ１２～１５アルコール、２～３ＥＯ）；約３～９重量％のアルコールエトキシ
レート（例えば、Ｃ１２～１５アルコール、７ＥＯ；もしくはＣ１２～１５アルコール、
５ＥＯ）；約０～３重量％の脂肪酸（例えば、ラウリン酸）としての石鹸；約１～５重量
％のアミノエタノール；約５～１０重量％のクエン酸ナトリウム；約２～６重量％のヒド
ロトロープ（例えば、トルエンスルホン酸ナトリウム）；約０～２重量％のホウ酸塩；約
１重量％までのα－グルカンエーテル；約１～３重量％のエタノール；約２～５重量％の
プロピレングリコール；任意選択的に（純粋酵素タンパク質として計算して）約０．００
０１～０．１重量％の酵素；および約０～５重量％の微量の成分（例えば、分散剤、香料
、蛍光増白剤）を含む水性液体洗剤組成物。
【０２４３】
　１１）水性液体洗剤組成物であって、（酸として計算して）約２０～３２重量％の直鎖
アルキルベンゼンスルホネート；約６～１２重量％のアルコールエトキシレート（例えば
、Ｃ１２～１５アルコール、７ＥＯ；もしくはＣ１２～１５アルコール、５ＥＯ）；約２
～６重量％のアミノエタノール；約８～１４重量％のクエン酸；約１～３重量％のホウ酸
塩；約２重量％までのα－グルカンエーテル；約１～３重量％のエタノール；約２～５重
量％のプロピレングリコール；約０～３重量％の他のポリマー（例えば、マレイン酸／ア
クリル酸コポリマー；固定化ポリマー、例えばラウリルメタクリレート／アクリル酸コポ
リマー）；約３～８重量のグリセロール；任意選択的に（純粋酵素タンパク質として計算
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して）約０．０００１～０．１重量％の酵素；および約０～５重量％の微量の成分（例え
ば、ヒドロトープ、分散剤、香料、蛍光増白剤）を含む水性液体洗剤組成物。
【０２４４】
　１２）少なくとも６００ｇ／Ｌのバルク密度を有する顆粒として調製された洗剤組成物
であって、約２５～４０重量％のアニオン性界面活性剤（例えば、直鎖アルキルベンゼン
スルホネート、アルキルスルフェート、α－オレフィンスルホン酸、α－スルホ脂肪酸メ
チルエステル、アルカンスルホン酸塩、石鹸）；約１～１０重量％の非イオン性界面活性
剤（アルコールエトキシレート）；約８～２５重量％の炭酸ナトリウム；約５～１５重量
％の可溶性ケイ酸塩（例えば、Ｎａ２Ｏ　２ＳｉＯ２）；約１５～２８重量％のゼオライ
ト（ＮａＡｌＳｉＯ４）；約０～２０重量％の過ホウ酸ナトリウム；約０～５重量％の漂
白活性化剤（例えば、ＴＡＥＤもしくはＮＯＢＳ）；約２重量％までのα－グルカンエー
テル；任意選択的に（純粋酵素タンパク質として計算して）約０．０００１～０．１重量
％の酵素；および約０～３重量％の微量の成分（例えば、香料、蛍光増白剤）を含む洗剤
組成物。
【０２４５】
　１３）上記の（１）～（１２）に記載されているが、直鎖アルキルベンゼンスルホネー
トの全部もしくは一部がＣ１２～Ｃ１８アルキルスルフェートで置換されている洗剤組成
物。
【０２４６】
　１４）少なくとも６００ｇ／Ｌのバルク密度を有する顆粒として調製された洗剤組成物
であって、約９～１５重量％のＣ１２～Ｃ１８アルキルスルフェート；約３～６重量％の
アルコールエトキシレート；約１～５重量％のポリヒドロキシアルキル脂肪酸アミド；約
１０～２０重量％のゼオライト（例えば、ＮａＡｌＳｉＯ４）；約１０～２０重量％の層
状二ケイ酸塩（例えば、Ｈｏｅｃｈｓｔ社製のＳＫ５６）；約３～１２重量％の炭酸ナト
リウム；約０～６重量％の可溶性ケイ酸塩（例えば、Ｎａ２Ｏ　２ＳｉＯ２）；約４～８
重量％のクエン酸ナトリウム；約１３～２２重量％の過炭酸ナトリウム；約３～８重量％
のＴＡＥＤ；約２重量％までのα－グルカンエーテル；約０～５重量％の他のポリマー（
例えば、ポリカルボキシレートおよびＰＶＰ）；任意選択的に（純粋酵素タンパク質とし
て計算して）約０．０００１～０．１重量％の酵素；および約０～５重量％の微量の成分
（例えば、蛍光増白剤、光漂白剤、香料、石鹸泡抑制剤）を含む洗剤組成物。
【０２４７】
　１５）少なくとも６００ｇ／Ｌのバルク密度を有する顆粒として調製された洗剤組成物
であって、約４～８重量％のＣ１２～Ｃ１８アルキルスルフェート；約１１～１５重量％
のアルコールエトキシレート；約１～４重量％の石鹸；約３５～４５重量％のゼオライト
ＭＡＰもしくはゼオライトＡ；約２～８重量％の炭酸ナトリウム；約０～４重量％の可溶
性ケイ酸塩（例えば、Ｎａ２Ｏ　２ＳｉＯ２）；約１３～２２重量％の過炭酸ナトリウム
；約１～８重量％のＴＡＥＤ；約３重量％までのα－グルカンエーテル；約０～３重量％
の他のポリマー（例えば、ポリカルボキシレートおよびＰＶＰ）；任意選択的に（純粋酵
素タンパク質として計算して）約０．０００１～０．１重量％の酵素；および約０～３重
量％の微量の成分（例えば、蛍光増白剤、ホスホン酸塩、香料）を含む洗剤組成物。
【０２４８】
　１６）上記の（１）～（１５）に記載した洗剤調製物であって、追加の成分または既に
特定した漂白系の代替物のいずれかとして安定化もしくはカプセル封入過酸を含有する洗
剤調製物。
【０２４９】
　１７）上記の（１）、（３）、（７）、（９）および（１２）に記載した洗剤組成物で
あって、過ホウ酸塩が過炭酸塩と置換されている洗剤組成物。
【０２５０】
　１８）上記の（１）、（３）、（７）、（９）、（１２）、（１４）および（１５）に
記載した洗剤組成物であって、追加してマンガン系触媒を含有する洗剤組成物。マンガン
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系触媒は、例えば、参照により本明細書に組み込まれるＨａｇｅ　ｅｔ　ａｌ．（１９９
４，Ｎａｔｕｒｅ　３６９：６３７－６３９）によって記載された化合物の１つである。
【０２５１】
　１９）非水性洗剤液体として調製された洗剤組成物であって、液体非イオン性界面活性
剤（例えば、直鎖アルコキシル化第１級アルコール）、ビルダー系（例えば、ホスホン酸
塩）、α－グルカンエーテル、任意選択的に酵素およびアルカリを含む洗剤組成物。洗剤
は、さらにアニオン性界面活性剤および／または漂白剤系を含むことができる。
【０２５２】
　また別の実施形態では、本α－グルカンオリゴマー／ポリマー（非誘導体化）は、上記
の典型的な調製物のいずれかにおいてα－グルカンエーテル化合物と部分的もしくは完全
に置換されてよい。
【０２５３】
　極めて多数の市販で入手できる洗剤調製物は、ポリα－１，３－１，６－グルカンエー
テル化合物を含むために適応させることができると考えられる。例としては、ＰＵＲＥＸ
（登録商標）ＵＬＴＲＡＰＡＣＫＳ（Ｈｅｎｋｅｌ）、ＦＩＮＩＳＨ（登録商標）ＱＵＡ
ＮＴＵＭ（Ｒｅｃｋｉｔｔ　Ｂｅｎｃｋｉｓｅｒ）、ＣＬＯＲＯＸ（商標）２　ＰＡＣＫ
Ｓ（Ｃｌｏｒｏｘ）、ＯＸＩＣＬＥＡＮ　ＭＡＸ　ＦＯＲＣＥ　ＰＯＷＥＲ　ＰＡＫＳ（
Ｃｈｕｒｃｈ　＆　Ｄｗｉｇｈｔ）、ＴＩＤＥ（登録商標）ＳＴＡＩＮ　ＲＥＬＥＡＳＥ
、ＣＡＳＣＡＤＥ（登録商標）ＡＣＴＩＯＮＰＡＣＳおよびＴＩＤＥ（登録商標）ＰＯＤ
Ｓ（商標）（Ｐｒｏｃｔｅｒ　＆　Ｇａｍｂｌｅ）が挙げられる。
【０２５４】
　上記の実施形態のいずれかとはまた別の実施形態では、先行実施形態のいずれかにおい
て記載したグルカンエーテル組成物を含むパーソナルケア組成物、織物ケア組成物もしく
は洗濯ケア組成物が提供される。
【０２５５】
　本α－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物および／または本α－グルカンエーテル組
成物は、織物、糸もしくは繊維への表面実質的処理として適用されてよい。さらにまた別
の実施形態では、本α－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物、本α－グルカンエーテル
組成物またはそれらの組み合わせを含む織物、糸もしくは繊維が提供される。
【０２５６】
　本明細書に開示したα－グルカンエーテル化合物は、水性組成物の粘度を変化させるた
めに使用できる。本明細書のα－グルカンエーテル化合物は、相当に低いＤｏＳを有する
が、それでもまだ効果的な粘度改質剤である可能性がある。本明細書に開示したα－グル
カンエーテル化合物の粘度改質作用はレオロジー修飾作用と結び付けることができると考
えられる。さらに、本明細書の親水コロイドもしくは水溶液を表面（例えば、織物表面）
、１種以上のα－グルカンエーテル化合物および／または本α－グルカンオリゴマー／ポ
リマー組成物と接触させることによって、化合物はその表面に吸着するであろうと考えら
れる。
【０２５７】
　また別の実施形態では、水性組成物を調製するための方法であって、水性組成物を本α
－グルカンエーテル組成物と接触させる工程を含み、ここで水性組成物が１つのセルラー
ゼ、１つのプロテアーゼもしくはそれらの組み合わせを含む方法が提供される。
【０２５８】
　また別の実施形態では、グルカンエーテル組成物を生成するための方法であって：
ａ．
　ｉ．　２５％～３５％のα－（１，３）グリコシド結合；
　ｉｉ．　５５％～７５％のα－（１，６）グリコシド結合；
　ｉｉｉ．　５％～１５％のα－（１，３，６）グリコシド結合；
　ｉｖ．５，０００ダルトン未満の重量平均分子量；
　ｖ．　２０℃の水中において１２重量％で０．２５パスカル秒（Ｐａ・ｓ）未満の粘度
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；
　ｖｉ．　２５℃の水中において少なくとも２０重量／重量％の溶解度；および
　ｖｉｉ．　５未満の多分散性指数を含むα－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物を提
供する工程；
ｂ．　アルカリ性条件下の反応中で（ａ）のα－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物を
含むα－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物を１つの有機基を含む少なくとも１種のエ
ーテル化剤と接触させる工程であって；これにより少なくとも１つの有機基との約０．０
５～約３．０の置換度（ＤｏＳ）を有するα－グルカンエーテルが生成される工程；およ
び
ｃ．　任意選択的に、工程（ｂ）で生成されたα－グルカンエーテルを単離する工程を含
む方法が提供される。
【０２５９】
　また別の実施形態では、衣料品、布地もしくは織物を処理する方法であって：
ａ．
　ｉ．　上記の織物ケア組成物；
　ｉｉ．　上記の洗濯ケア組成物；
　ｉｉｉ．　上記のα－グルカンエーテル組成物；
　ｉｖ．
　　ｉ．　２５％～３５％のα－（１，３）グリコシド結合；
　　ｉｉ．　５５％～７５％のα－（１，６）グリコシド結合；
　　ｉｉｉ．　５％～１５％のα－（１，３，６）グリコシド結合；
　　ｉｖ．　５，０００ダルトン未満の重量平均分子量；
　　ｖ．　２０℃の水中において１２重量％で０．２５パスカル秒（Ｐａ・ｓ）未満の粘
度；
　　ｖｉ．　２５℃の水中において少なくとも２０重量／重量％の溶解度；および
　　ｖｉｉ．　５未満の多分散性指数を含むα－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物を
提供する工程；および
　ｖ．　（ｉ）～（ｉｖ）の任意の組み合わせから選択される組成物を提供する工程；
ｂ．　好適な条件下で（ａ）の組成物を織物、布地もしくは衣料品と接触させる工程であ
って、これにより織物、布地もしくは衣料品が処理されて利益を得る工程；および
ｃ．　任意選択的に、（ｂ）の処理された織物、布地もしくは衣料品をすすぎ洗う工程を
含む方法が提供される。
【０２６０】
　上記の方法の好ましい実施形態では、（ａ）の組成物は、セルラーセ耐性、プロテアー
ゼ耐性もしくはそれらの組み合わせである。
【０２６１】
　上記の方法へのまた別の実施形態では、α－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物もし
くはα－グルカンエーテル組成物は、表面実質的である。
【０２６２】
　上記の方法のいずれかのまた別の実施形態では、利益は、改良された織物の風合、汚れ
沈着に対する改良された抵抗性、改良された色堅牢度、改良された耐摩耗性、改良された
防しわ性、改良された抗真菌活性、改良された染み抵抗性、洗濯した場合の改良されたク
リーニング性能、改良された乾燥速度、改良された染料、顔料もしくはレーキ更新および
それらの任意の組み合わせからなる群から選択される。
【０２６３】
　本明細書の織物は、天然繊維、合成繊維、半合成繊維またはそれらの任意の組み合わせ
を含むことができる。本明細書の半合成繊維は、化学的に誘導体化されている天然型物質
を使用して生成されるが、その１つの例はレーヨンである。本明細書の織物タイプの非限
定的例には、（ｉ）セルロース繊維、例えば綿（例えば、ブロードクロス、キャンバス、
シャンブレー、シェニール、チンツ、コーデュロイ、クレトン、ダマスク、デニム、フラ
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ンネル、ギンガム、ジャガード、ニット、マテラーゼ、オックスフォード、パーケール、
ポプリン、プリッス、サテン、シャーサッカー、シアー、テリークロス、ツイル、ベルベ
ット）、レーヨン（例えば、ビスコース、モーダル、リオセル）、リネンおよびＴｅｎｃ
ｅｌ（登録商標）；（ｉｉ）タンパク質性繊維、例えばシルク、ウールおよび関連哺乳動
物繊維；（ｉｉｉ）合成繊維、例えばポリエステル、アクリル、ナイロンなど；（ｉｖ）
ジュート、亜麻、ラミー、コイア、カポック、サイザル、ヘネッケン、アバカ、ヘンプお
よびサンヘンプ由来の植物性長繊維；ならびに（ｖ）（ｉ）～（ｉｖ）の織物の任意の組
み合わせから製造された織物が含まれる。織物タイプ（例えば、天然および合成）の組み
合わせを含む織物には、例えば、綿繊維およびポリエステルの両方を備える織物が含まれ
る。本明細書の１種以上の織物を含有する物質／製品には、例えば、衣類、カーテン、厚
手のカーテン、掛け布、カーペット、ベッド用リネン、バス用リネン、テーブルクロス、
スリーピングバッグ、テント、車の内装材などが含まれる。天然および／または合成繊維
を含む他の物質には、例えば、不織布、詰め物、紙および発泡体が含まれる。
【０２６４】
　織物と接触させられる水性組成物は、例えば、織物ケア組成物（例えば、洗濯用洗剤、
織物柔軟剤もしくは他の織物処理組成物）であってよい。したがって、所定の実施形態に
おける処理方法は、その中で織物ケア組成物を使用する場合は織物ケア法もしくは洗濯法
であると見なすことができる。本明細書の織物ケア組成物は、下記の織物ケア利点：改良
された織物の風合、汚れ沈着に対する改良された抵抗性、改良された色堅牢度、改良され
た耐摩耗性、改良された防しわ性、改良されたしわ除去性、改良された保形性、織物収縮
の減少、ピリング減少、改良された抗真菌活性、改良された染み抵抗性、洗濯した場合の
改良されたクリーニング性能、改良された乾燥速度、改良された染料、顔料もしくはレー
キ更新およびそれらの任意の組み合わせの１つ以上に作用できる。
【０２６５】
　本明細書の織物ケア法もしくは洗濯法を実施するための条件（例えば、時間、温度、洗
浄／すすぎ量）の例は、参照により本明細書に組み込まれる国際公開第１９９７／００３
１６１号パンフレットおよび米国特許第４７９４６６１号明細書、同第４５８０４２１号
明細書および同第５９４５３９４号明細書に開示されている。他の例では、織物を含む物
質は、本明細書の水性組成物と：（ｉ）少なくとも約５、１０、２０、３０、４０、５０
、６０、７０、８０、９０、１００、１１０もしくは１２０分間にわたり；（ｉｉ）少な
くとも約１０、１５、２０、２５、３０、３５、４０、４５、５０、５５、６０、６５、
７０、７５、８０、８５、９０もしくは９５℃（例えば、洗濯洗浄もしくはすすぎのため
には；約１５～３０℃の「低」温、約３０～５０℃の「中」温、約５０～９５℃の「高」
温）で；（ｉｉｉ）約２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１もしくは１２のｐＨ
（例えば、約２～１２もしくは約３～１１のｐＨ範囲）で；（ｉｖ）少なくとも約０．５
、１．０、１．５、２．０、２．５、３．０、３．５もしくは４．０重量％の塩（例えば
、ＮａＣｌ）濃度で；または（ｉ）～（ｉｖ）の任意の組み合わせで接触させることがで
きる。織物ケア法もしくは洗濯法における接触させる工程は、例えば、洗浄工程、浸漬工
程および／またはすすぎ洗い工程のいずれかを含むことができる。
【０２６６】
　織物を含む物質を処理する所定の実施形態では、水性組成物の本α－グルカンオリゴマ
ー／ポリマーおよび／または本α－グルカンエーテル化合物成分は、織物に吸着する。こ
の特徴は、本明細書に開示した織物ケア組成物中の（それらの粘度修飾作用に加えて）再
付着防止剤および／または黒ずみ防止剤として有用にさせると考えられる。本明細書の再
付着防止剤または黒ずみ防止剤は、汚れが取り除かれた後の洗浄水中の衣類に汚れが再び
付着することがないようにするのに役立つ。さらに、本明細書に記載の１種以上の本化合
物の織物への吸着が織物の機械的特性を強化することも企図されている。
【０２６７】
　本明細書の織物への本α－グルカンオリゴマー／ポリマーおよび／または本α－グルカ
ンエーテルの吸着は、例えば、以下の実施例に開示した方法にしたがって測定できる。ま
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たは、吸着は、比色定量技術（例えば、どちらも参照により本明細書に組み込まれるＤｕ
ｂｏｉｓ　ｅｔ　ａｌ．，１９５６，Ａｎａｌ．Ｃｈｅｍ．２８：３５０－３５６；Ｚｅ
ｍｌｊｉｃｅ　ｅｔ　ａｌ．，２００６，Ｌｅｎｚｉｎｇｅｒ　Ｂｅｒｉｃｈｔｅ　８５
：６８－７６）または当分野において公知の任意の他の方法を使用して測定できる。
【０２６８】
　上記の処理方法において接触させることのできる他の物質には、食器用洗剤（例えば、
自動食器洗い機用洗剤もしくは手洗い食器用洗剤）を用いて処理できる表面が含まれる。
そのような物質の例には、陶磁器物質、陶器、金属、ガラス、プラスチック（例えば、ポ
リエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレンなど）および木材から製造された食器、グラ
ス、ポット、鍋、グラタン皿、調理器具および皿類（本明細書では集合的に「食卓用食器
」と呼ぶ）の表面が含まれる。したがって、所定の実施形態における処理方法は、例えば
、食器洗浄法もしくは食卓用食器洗浄法であると見なすことができる。本明細書の食器洗
浄法もしくは食卓用食器洗浄法を実施するための条件（例えば、時間、温度、洗浄量）の
例は、参照により本明細書に組み込まれる米国特許第８５７５０８３号明細書に開示され
ている。他の例では、食卓用食器製品は、本明細書の水性組成物を例えば織物を含む物質
と接触させることに関して上記に開示した条件のいずれかなどの好適な一連の条件下で接
触させることができる。
【０２６９】
　本明細書の物質を処理する方法の所定の実施形態は、さらに、物質が水性組成物と接触
させられた後に乾燥させられる乾燥させる工程を含んでいる。乾燥させる工程は、接触さ
せる工程の直後に、または接触させる工程に続く可能性がある１つ以上の追加の工程（例
えば、本明細書の水性組成物中での洗浄後に、例えば水中ですすぎ洗いした後に織物を乾
燥させる工程）に続いて実施できる。乾燥させる工程は、例えば風乾させる工程（例えば
、約２０～２５℃）または、例えば、少なくとも約３０、４０、５０、６０、７０、８０
、９０、１００、１２０、１４０、１６０、１７０、１７５、１８０もしくは２００℃な
どの温度で、当分野において公知の数種の手段のいずれかによって実施できる。本明細書
の乾燥させられている物質は、典型的にはその中に含まれた３、２、１、０．５もしくは
０．１重量％未満の水を有する。織物は、任意選択的に乾燥させる工程を実施するために
好ましい物質である。
【０２７０】
　本明細書の処理法において使用される水性組成物は、例えば上記の実施形態もしくは下
記の実施例におけるように、本明細書に開示した任意の水性組成物であってよい。水性組
成物の例には、洗剤（例えば、洗濯用洗剤もしくは食器用洗剤）および例えば練り歯磨き
などの歯磨き剤が含まれる。
【０２７１】
　また別の実施形態では、１種以上の本α－グルカンエーテル化合物を水性組成物と接触
させる工程を含む水性組成物の粘度を変化させるための方法であって、１種以上のα－グ
ルカンエーテル化合物の存在が水性組成物の粘度を変化させる（増加もしくは減少させる
）方法が提供される。
【０２７２】
　１つの好ましい態様では、粘度における変化は、接触させる工程の前の水性組成物の粘
度と比較して、例えば、少なくとも約１％、１０％、１００％、１，０００％、１００，
０００％もしくは１，０００，０００％（または１％～１，０００，０００％の間の任意
の整数）の増加および／または減少であってよい。
【０２７３】
本α－グルカンオリゴマー／ポリマーのエーテル化
　上記エーテル化反応を調製するために、下記の工程を実施できる。
【０２７４】
本α－グルカンオリゴマー／ポリマーは、アルカリ性条件下で１つの有機基を含む少なく
とも１種のエーテル化剤と接触させられる。この工程は、例えば、混合物（例えば、スラ
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リー）もしくは溶液を提供するために本α－グルカンオリゴマー／ポリマーを溶媒および
１種以上のアルカリ性水酸化物と接触させることによって最初にアルカリ性条件を準備す
ることによって実施できる。したがって、エーテル化反応のアルカリ性条件は、アルカリ
性水酸化物溶液を含むことができる。アルカリ性条件のｐＨは、例えば、少なくとも約１
１．０、１１．２、１１．４、１１．６、１１．８、１２．０、１２．２、１２．４、１
２．６、１２．８もしくは１３．０であってよい。
【０２７５】
　例えば水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化カルシウム、水酸化リチウムおよび
／または水酸化テトラエチルアンモニウムなどの様々なアルカリ性水酸化物を使用できる
。本α－グルカンオリゴマー／ポリマーおよび溶媒を含む調製物中のアルカリ性水酸化物
の濃度は、約１～７０重量％、５～５０重量％、５～１０重量％、１０～５０重量％、１
０～４０重量％または１０～３０重量％（あるいは１～７０重量％の間の任意の整数）で
あってよい。または、水酸化ナトリウムなどのアルカリ性水酸化物の濃度は、少なくとも
約１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、
１７、１８、１９、２０、２１、２２、２３、２４、２５、２６、２７、２８、２９もし
くは３０重量％であってよい。または、アルカリ性条件を準備するために使用するアルカ
リ性水酸化物は、完全な水溶液であっても、エタノールもしくはイソプロパノールなどの
１種以上の水溶性有機溶媒を含む水溶液であってもよい。または、アルカリ性水酸化物は
、アルカリ性条件を用意するために固体で加えることができる。
【０２７６】
　エーテル化反応を調製する際に、主溶媒として任意選択的に含むか使用できる様々な有
機溶媒には、例えば、アルコール、アセトン、ジオキサン、イソプロパノールおよびトル
エンが含まれる。所定の実施形態では、トルエンもしくはイソプロパノールを使用できる
。有機溶媒は、アルカリ性水酸化物を添加する前または後に加えることができる。本α－
グルカンオリゴマー／ポリマーおよびアルカリ性水酸化物を含む調製物中の有機溶媒（例
えば、イソプロパノールもしくはトルエン）の濃度は、少なくとも約１０、１５、２０、
２５、３０、３５、４０、４５、５０、５５、６０、６５、７０、７５、８０、８５もし
くは９０重量％（または１０～９０重量％の間の任意の整数）であってよい。
【０２７７】
　または、エーテル化反応を調製する場合には、本α－グルカンオリゴマー／ポリマーを
溶解できる溶媒を使用できる。これらの溶媒には、塩化リチウム（ＬｉＣｌ）／Ｎ，Ｎ－
ジメチル－アセトアミド（ＤＭＡｃ）、ＳＯ２／ジエチルアミン（ＤＥＡ）／ジメチルス
ルホキシド（ＤＭＳＯ）、ＬｉＣｌ／１，３－ジメチ－２－イミダゾリジノン（ＤＭＩ）
、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）／Ｎ２Ｏ４、ＤＭＳＯ／フッ化テトラブチル
－アンモニウム三水和物（ＴＢＡＦ）、Ｎ－メチルモルホリン－Ｎ－オキシド（ＮＭＭＯ
）、Ｎｉ（ｔｒｅｎ）（ＯＨ）２　［ｔｒｅｎ１／４トリス（２－アミノエチル）アミン
］水溶液およびＬｉＣｌＯ４・３Ｈ２Ｏ、ＮａＯＨ／尿素水溶液、水酸化ナトリウム水溶
液、水酸化カリウム水溶液、ギ酸およびイオン性液体の溶解物が含まれるがそれらに限定
されない。
【０２７８】
　本α－グルカンオリゴマー／ポリマーは、溶媒および１種以上のアルカリ性水酸化物と
混合する工程によって接触させることができる。そのような混合する工程は、これらの成
分を相互に添加中または添加後に実施できる。混合する工程は、手動混合、オーバーヘッ
ド式ミキサーを使用して混合する工程、磁気攪拌棒を使用する工程、または振とうする工
程によって実施できる。所定の実施形態では、本α－グルカンオリゴマー／ポリマーは、
最初に水もしくは水溶液中で混合することができ、その後に溶媒および／またはアルカリ
性水酸化物と混合される。
【０２７９】
　本α－グルカンオリゴマー／ポリマー、溶媒および１種以上のアルカリ性水酸化物を相
互に接触させた後、生じた組成物は、任意選択的に、１４日間まで周囲温度で維持できる



(59) JP 2019-504932 A 2019.2.21

10

20

30

40

50

。本明細書で使用する用語「周囲温度」は、約１５～３０℃もしくは２０～２５℃の間（
または、１５～３０℃の間の任意の整数）の温度を意味する。または、組成物は還流しな
がら、または還流させずに、約３０℃～約１５０℃（または、３０～１５０℃の間の任意
の整数）の温度で約４８時間まで加熱できる。所定の実施形態における組成物は、約５５
℃で約３０分間～６０分間にわたり加熱できる。したがって、本α－グルカンオリゴマー
／ポリマー、溶媒および１種以上のアルカリ性水酸化物を相互に混合することにより得ら
れた組成物は、例えば、約５０、５１、５２、５３、５４、５５、５６、５７、５８、５
９または６０℃で約３０～９０分間加熱できる。
【０２８０】
　本α－グルカンオリゴマー／ポリマー、溶媒および１種以上のアルカリ性水酸化物を相
互に接触させた後、生じた組成物は、任意選択的に（温度処理工程を適用して、または適
用せずに）濾過できる。そのような濾過は、次に漏斗、遠心分離器、加圧濾過器または固
体からの液体の除去を可能にする当分野において公知の任意の他の方法もしくは装置を使
用して実施できる。濾過を通してアルカリ性水酸化物の多くが除去されるであろうが、濾
過されたα－グルカンオリゴマー／ポリマーはアルカリ（すなわち、マーセル化α－グル
カン）を保持するので、これによりアルカリ性条件を提供する。
【０２８１】
　有機基を含むエーテル化剤は、各α－グルカンエーテル化合物を生成する本明細書の方
法においてアルカリ性条件下で反応中の本α－グルカンオリゴマー／ポリマーと接触させ
ることができる。例えば、エーテル化剤は、上記に記載したように、本α－グルカンオリ
ゴマー／ポリマー組成物、溶媒および１種以上のアルカリ性水酸化物を相互に接触させる
工程によって調製した組成物に添加できる。または、エーテル化剤は、アルカリ性条件を
準備するときに含めることができる（例えば、エーテル化剤は、アルカリ性水酸化物と混
合する前に、α－グルカンオリゴマー／ポリマーおよび溶媒と混合できる）。
【０２８２】
　本明細書のエーテル化剤は、本明細書に開示した１つの有機基を用いて本α－グルカン
ポリマー／オリゴマーのグルコースモノマー単位の１つ以上のヒドロキシル基をエーテル
化するために使用できる作用物質を意味できる。有機基の例としては、アルキル基、ヒド
ロキシルアルキル基およびカルボキシアルキル基が挙げられる。本反応には、１種以上の
エーテル化剤を使用できる。
【０２８３】
　アルキルα－グルカンエーテル化合物を調製するために好適なエーテル化剤としては、
例えば、硫酸ジアルキル、炭酸ジアルキル、ハロゲン化アルキル（例えば、塩化アルキル
）、ヨードアルカン、アルキルトリフレート（アルキルトリフルオロメタンスルホネート
）およびアルキルフルオロスルホネートが挙げられる。したがって、メチルα－グルカン
エーテルを生成するためのエーテル化剤の例としては、硫酸ジメチル、炭酸ジメチル、塩
化メチル、ヨードメタン、メチルトリフレートおよびメチルフルオロスルホネートが挙げ
られる。エチルα－グルカンエーテルを生成するためのエーテル化剤の例としては、硫酸
ジエチル、炭酸ジエチル、塩化エチル、ヨードエタン、エチルトリフレートおよびエチル
フルオロスルホネートが挙げられる。プロピルα－グルカンエーテルを生成するためのエ
ーテル化剤の例としては、硫酸ジプロピル、炭酸ジプロピル、塩化プロピル、ヨードプロ
パン、プロピルトリフレートおよびプロピルフルオロスルホネートが挙げられる。ブチル
α－グルカンエーテルを生成するためのエーテル化剤の例としては、硫酸ジジブチル、炭
酸ジブチル、塩化ブチル、ヨードブタンおよびブチルトリフレートが挙げられる。
【０２８４】
　ヒドロキシアルキルα－グルカンエーテル化合物を調製するために好適なエーテル化剤
としては、例えば、エチレンオキシド、プロピレンオキシド（例えば、１，２－プロピレ
ンオキシド）、ブチレンオキシド（例えば、１，２－ブチレンオキシド；２，３－ブチレ
ンオキシド；１，４－ブチレンオキシド）などのアルキレンオキシドまたはこれらの組み
合わせが挙げられる。例としては、プロピレンオキシドはヒロドキシプロピルα－グルカ
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ンを調製するためのエーテル化剤として使用することができ、エチレンオキシドはヒドロ
キシエチルα－グルカンを調製するためのエーテル化剤として使用できる。または、ハロ
ゲン化ヒドロキシアルキル（例えば、塩化ヒドロキシアルキル）は、ヒドロキシアルキル
α－グルカンを調製するためのエーテル化剤として使用できる。ハロゲン化ヒドロキシア
ルキルの例としては、ハロゲン化ヒドロキシエチル、ハロゲン化ヒドロキシプロピル（例
えば、２－ヒドロキシプロピルクロリド、３－ヒドロキシプロピルクロリド）およびハロ
ゲン化ヒドロキシブチルが挙げられる。または、アルキレンクロロヒドリンは、ヒドロキ
シアルキルα－グルカンエーテルを調製するためのエーテル化剤として使用できる。使用
できるアルキレンクロロヒドリンには、限定されないが、エチレンクロロヒドリン、プロ
ピレンクロロヒドリン、ブチレンクロロヒドリンもしくはこれらの組み合わせが含まれる
。
【０２８５】
　ジヒドロキシアルキルα－グルカンエーテル化合物の調製に好適なエーテル化剤として
は、例えば、ハロゲン化ジヒドロキシエチル、ハロゲン化ジヒドロキシプロピル（例えば
、２，３－ジヒドロキシプロピルクロリド［すなわち、３－クロロ－１，２－プロパンジ
オール］）またはハロゲン化ジヒドロキシブチルなどのハロゲン化ジヒドロキシアルキル
（例えば、ジヒドロキシアルキルクロリド）が挙げられる。２，３－ジヒドロキシプロピ
ルクロリドは、例えば、ジヒドロキシプロピルα－グルカンエーテルを調製するために使
用できる。
【０２８６】
　カルボキシアルキルα－グルカンエーテル化合物を調製するために好適なエーテル化剤
は、ハロアルキレート（例えば、クロロアルキレート）を含むことができる。ハロアルキ
レートの例としては、ハロアセテート（例えば、クロロアセテート）、３－ハロプロピオ
ネート（例えば、３－クロロプロピオネート）および４－ハロブチレート（例えば、４－
クロロブチレート）が挙げられる。例えば、クロロアセテート（モノクロロアセテート）
（例えば、クロロ酢酸ナトリウムまたはクロロ酢酸）は、カルボキシメチルα－グルカン
を調製するためのエーテル化剤として使用できる。本明細書のエーテル化剤は、または、
正荷電有機基を含むことができる。
【０２８７】
　所定の実施形態におけるエーテル化剤は、正荷電有機基とのα－グルカンオリゴマー／
ポリマーをエーテル化できるが、ここで正荷電有機基の炭素鎖だけが正荷電基との置換を
有する（例えば、トリメチルアンモニウムなどの置換アンモニウム基）。そのようなエー
テル化剤の例としては、硫酸ジアルキル、炭酸ジアルキル、ハロゲン化アルキル（例えば
、塩化アルキル）、ヨードアルカン、アルキルトリフレート（アルキルトリフルオロメタ
ンスルホネート）およびアルキルフルオロスルホネートが挙げられるが、ここでこれらの
作用物質のそれぞれのアルキル基は、正荷電基（例えば、トリメチルアンモニウムなどの
置換アンモニウム基）による１つ以上の置換を有する。そのようなエーテル化剤の他の例
としては、硫酸ジメチル、炭酸ジメチル、塩化メチル、ヨードメタン、メチルトリフレー
トおよびメチルフルオロスルホネートが挙げられるが、ここでこれらの作用物質のそれぞ
れのメチル基は、正荷電基（例えば、トリメチルアンモニウムなどの置換アンモニウム基
）との置換を有する。そのようなエーテル化剤の他の例としては、硫酸ジエチル、炭酸ジ
エチル、塩化エチル、ヨードエタン、エチルトリフレートおよびエチルフルオロスルホネ
ートが挙げられるが、ここでこれら作用物質のそれぞれのエチル基は、正荷電基（例えば
、トリメチルアンモニウムなどの置換アンモニウム基）で置換されている。そのようなエ
ーテル化剤の他の例としては、硫酸ジプロピル、炭酸ジプロピル、塩化プロピル、ヨード
プロパン、プロピルトリフレートおよびプロピルフルオロスルホネートが挙げられるが、
ここでこれらの作用物質のそれぞれのプロピル基は、正荷電基（例えば、トリメチルアン
モニウムなどの置換アンモニウム基）との１つ以上の置換を有する。そのようなエーテル
化剤の他の例としては、硫酸ジブチル、炭酸ジブチル、塩化ブチル、ヨードブタンおよび
ブチルトリフレートが挙げられるが、ここでこれら作用物質のそれぞれのブチル基は、正
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荷電基（例えば、トリメチルアンモニウムなどの置換アンモニウム基）との１つ以上の置
換を有する。
【０２８８】
　エーテル化剤は、または、本α－グルカンオリゴマー／ポリマーを正荷電有機基でエー
テル化できるエーテル化剤であってよいが、ここでその正荷電有機基の炭素鎖は、正荷電
基（例えば、トリメチルアンモニウムなどの置換アンモニウム基）との置換に加えて、１
つの置換（例えば、ヒドロキシル基）を有する。そのようなエーテル化剤の例としては、
例えばハロゲン化ヒドロキシプロピルおよびハロゲン化ヒドロキシブチルなどのハロゲン
化ヒドロキシアルキル（例えば、塩化ヒドロキシアルキル）が挙げられるが、ここでこれ
らの作用物質の末端炭素は、正荷電基（例えば、トリメチルアンモニウムなどの置換アン
モニウム基）との置換を有する；１つの例は、３－クロロ－２－ヒドロキシプロピル－ト
リメチルアンモニウムである。そのようなエーテル化剤の他の例としては、例えば酸化プ
ロピレン（例えば、１，２－プロピレンオキシド）および酸化ブチレン（例えば、１，２
－ブチレンオキシド；２，３－ブチレンオキシド）が挙げられるが、ここでこれらの作用
物質のそれぞれの末端炭素は、正荷電基（例えば、トリメチルアンモニウムなどの置換ア
ンモニウム基）との１つの置換を有する。
【０２８９】
　上記のエーテル化剤の例のいずれかに含まれる置換アンモニウム基は、第１級、第２級
、第３級もしくは第４級アンモニウム基であってよい。第２級、第３級および第４級アン
モニウム基は、構造Ｉ（式中、Ｒ２、Ｒ３およびＲ４はそれぞれ独立して水素原子または
メチル基、エチル基、プロピル基もしくはブチル基などのアルキル基を表す）で表される
。本明細書のエーテル化剤は、典型的には、フッ化物、塩化物、臭化物もしくはヨウ化物
の塩（上記のハロゲン化物のそれぞれがアニオンとして作用する）として提供できる。
【０２９０】
　２つ以上の異なる有機基を備える本α－グルカンエーテル化合物を生成する場合、それ
に応じて２種以上の異なるエーテル化剤が使用されるであろう。例えば、アルキルヒドロ
キシアルキルα－グルカンエーテルを生成するためには、酸化アルキレンおよび塩化アル
キルの両方をエーテル化剤として使用することができよう。このため、２つ以上の異なる
有機基を備えるα－グルカンエーテル化合物を生成するためには、本明細書で開示するエ
ーテル化剤のいずれかを組み合わせることができる。そのような２種以上のエーテル化剤
は、反応中同時に使用できる、または反応中に連続的に使用できる。連続的に使用した場
合、各添加間には、以下に開示する任意の温度処理（例えば、加熱）工程を任意選択的に
使用できる。各有機基の所望のＤｏＳを制御するために、エーテル化剤の連続的な導入を
選択できる。一般に、エーテル生成物中でそれが形成する有機基が添加すべき他の有機基
のＤｏＳと比較してより高いＤｏＳであることが所望である場合は、最初に特定のエーテ
ル化剤が使用されるであろう。
【０２９１】
　アルカリ性条件下で反応中の本α－グルカンオリゴマー／ポリマーと接触させられるエ
ーテル化剤の量は、生成されるα－グルカンエーテル化合物において必要とされるＤｏＳ
に基づいて決定できる。本明細書で生成されるα－グルカンエーテル化合物中の各グルコ
ースモノマー単位上のエーテル置換基の量は、核磁気共鳴（ＮＭＲ）分光法を使用して決
定できる。α－グルカンに対するモル置換（ＭＳ）値には上限がない。一般に、エーテル
化剤は、α－グルカン１モル当たり少なくとも約０．０５モルの量で使用できる。使用で
きるエーテル化剤の量に上限はない。
【０２９２】
　本明細書のα－グルカンエーテル化合物を生成するための反応は、任意選択的に、例え
ばＰａｒｒ反応装置、オートクレーブ、振とう機チューブなどの圧力容器または当分野に
おいて周知の任意の他の圧力容器中で実施できる。本明細書の反応は、アルカリ性条件下
で本α－グルカンオリゴマー／ポリマーをエーテル化剤と接触させる工程後に任意選択的
に加熱できる。反応温度およびそのような温度を適用する時間は、広範囲の限度内で変化
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させることができる。例えば、反応は、任意選択的に、周囲温度で１４日間まで維持でき
る。または、反応は、還流しながら、または還流せずに約２５℃～約２００℃で（または
２５～２００℃の間の任意の整数）で加熱できる。反応時間は、対応して変動させること
ができる；低温ではより長時間および高温ではより短時間。
【０２９３】
　カルボキシメチルα－グルカンエーテルを生成する所定の実施形態では、反応は、約３
時間にわたり約５５℃へ加熱できる。したがって、本明細書のカルボキシメチルα－グル
カンエーテルを調製する反応は、例えば、２時間～約５時間にわたり約５０℃～６０℃（
もしくは５０～６０℃の間の任意の整数）へ加熱できる。例えば、これらの実施形態では
、例えばハロ酢酸塩（例えば、モノクロロ酢酸塩）などのエーテル化剤を使用できる。
【０２９４】
　任意選択的に、本明細書のエーテル化反応は、加熱する工程を用いて、または用いずに
、不活性ガス雰囲気下で維持できる。本明細書で使用する用語「不活性ガス」とは、例え
ば本明細書の反応を調製するために開示した条件などの一連の所定の条件下で化学反応に
曝されることのないガスを意味する。
【０２９５】
　本明細書に開示した反応の全ての成分は、同時に混合して所望の反応温度に導くことが
でき、その時点から、温度は、撹拌しながら、または撹拌せずに、所望のα－グルカンエ
ーテル化合物が生成するまで維持される。または、混合成分は、上記のように、周囲温度
で放置できる。
【０２９６】
　エーテル化に続いて、反応のｐＨを中和できる。反応の中和は１種以上の酸を用いて実
施できる。本明細書で使用する用語「中性のｐＨ」は、実質的に酸性でも塩基性でもない
ｐＨ（例えば、約６～８、または約６．０、６．２、６．４、６．６、６．８、７．０、
７．２、７．４、７．６、７．８もしくは８．０のｐＨ）を意味する。この目的で使用で
きる様々な酸には、それらに限定されないが、硫酸、酢酸（例えば氷酢酸）、塩酸、硝酸
、任意の鉱（無機）酸、任意の有機酸またはこれらの酸の任意の組み合わせが含まれる。
【０２９７】
　本明細書の反応で生成される本α－グルカンエーテル化合物は、任意選択的に、この化
合物を容易には溶解しない液体で１回以上洗浄できる。例えば、α－グルカンエーテルは
、典型的には（洗浄のために溶解度の欠如が所望の場合は）その中の酸化化合物の溶解度
に依存して、アルコール、アセトン、芳香族化合物またはこれらの任意の組み合わせを用
いて洗浄できる。一般に、α－グルカンエーテルを洗浄するためには、例えばアルコール
などの有機溶媒を含む溶媒が好ましい。本α－グルカンエーテル生成物は、例えば、メタ
ノールもしくはエタノールを含有する水溶液を用いて１回以上洗浄できる。生成物を洗浄
するためには、例えば、７０～９５重量％のエタノールを使用できる。また別の実施形態
では、本α－グルカンエーテル生成物は、メタノール：アセトン（例えば、６０：４０）
溶液を用いて洗浄できる。
【０２９８】
　本明細書に開示した反応中で生成されたα－グルカンエーテルは、単離できる。この工
程は、中和および／または洗浄工程の前または後に、漏斗、遠心分離器、加圧濾過器また
は当分野において公知の任意の他の方法もしくは装置を使用して実施できる。単離α－グ
ルカンエーテル生成物は、例えば真空乾燥、風乾もしくは凍結乾燥などの当分野において
公知の任意の方法を使用して乾燥させることができる。
【０２９９】
　上記のエーテル化反応はいずれも、α－グルカンエーテル生成物をさらなる修飾のため
の出発物質として使用して繰り返すことができる。このアプローチは、有機基のＤｏＳを
増大させるため、および／またはエーテル生成物へ１つ以上の異なる有機基を付加するた
めに好適な可能性がある。
【０３００】
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　α－グルカンエーテル生成物の構造、分子量およびＤｏＳは、例えばＮＭＲ分光法およ
びサイズ排除クロマトグラフィー（ＳＥＣ）などの当分野において公知の様々な物理化学
的分析法を使用して確証できる。
【０３０１】
本可溶性オリゴマー／ポリマーを含むパーソナルケアおよび／または医薬組成物
　本グルカンオリゴマー／ポリマーおよび／または本α－グルカンエーテルは、パーソナ
ルケア製品において使用できる。例えば、そのような物質は、保湿剤、親水コロイドもし
くは場合により増粘剤として使用することが可能な場合がある。本α－グルカンオリゴマ
ー／ポリマーおよび／または本α－グルカンエーテルは、所望であれば、その開示が参照
により本明細書に全体として組み込まれる米国特許第８，５４１，０４１号明細書に開示
されている増粘剤などの１種以上の他のタイプの増粘剤と結び付けて使用されてよい。
【０３０２】
　本明細書のパーソナルケア製品には、特別には限定はされないが、例えば、スキンケア
組成物、化粧品組成物、抗真菌組成物および抗菌組成物が含まれる。本明細書のパーソナ
ルケア製品は、例えば、ローション、クリーム、ペースト、鉱油、軟膏、ポマード、ジェ
ル、リキッド、これらの組み合わせなどの形態にあってよい。本明細書に開示のパーソナ
ルケア製品は、少なくとも１種の活性成分を含むことができる。有効成分は、一般に、意
図された薬理学的作用を誘発する成分であると認識されている。
【０３０３】
　所定の実施形態では、スキンケア製品は、水分不足に関連する皮膚のダメージに対処す
るために皮膚に適用できる。スキンケア製品は、さらに皮膚の視覚的外観に対処するため
（例えば、鱗状、ひび割れおよび／または赤みがかった皮膚の外観を減らすため）および
／または皮膚の触感（例えば、皮膚の滑らかさおよび繊細さを改良しながら皮膚の粗さお
よび／または乾燥度を減らすため）にも使用できる。スキンケア製品は、典型的には、化
粧効果を提供しながら、皮膚の病気を治療もしくは予防するため、または皮膚に保湿効果
を提供するための少なくとも１つの有効成分、例えば、酸化亜鉛、ワセリン、白色ワセリ
ン、鉱油、タラ肝油、ラノリン、ジメチコン、硬質脂肪、ビタミンＡ、アラントイン、カ
ラミン、カオリン、グリセリンもしくはコロイド状オートミールおよびこれらの組み合わ
せを含んでいてよい。スキンケア製品は、１種以上の天然保湿要素、例えば、セラミド、
ヒアルロン酸、グリセリン、スクアラン、アミノ酸、コレステロール、脂肪酸、トリグリ
セリド、リン脂質、グリコスフィンゴ脂質、ウレア、リノール酸、グリコサミノグリカン
、ムコ多糖、乳酸ナトリウムもしくはピロリドンカルボン酸ナトリウムを含むことができ
る。スキンケア製品に含むことのできる他の成分には、制限なく、グリセリド、杏仁油、
キャノーラ油、スクアラン、スクアレン、ココナツ油、コーン油、ホホバ油、ホホバワッ
クス、レシチン、オリーブ油、ベニバナ油、ゴマ油、シアバター、大豆油、甘扁桃油、ヒ
マワリ油、ティーツリー油、シアバター、パーム油、コレステロール、コレステロールエ
ステル、ワックスエステル、脂肪酸およびオレンジ油が含まれる。
【０３０４】
　本明細書のパーソナルケア製品は、これらに限定されるものではないが、例えばリップ
クリーム、マスカラ、口紅、ファンデーション、頬紅、アイライナー、リップライナー、
リップグロス、他の化粧品、サンスクリーン、サンブロック、マニュキュア、ムース、ヘ
アスプレー、スタイリングジェル、ネイルコンディショナー、バスジェル、シャワージェ
ル、ボディーソープ、洗顔料、シャンプー、ヘアコンディショナー（リーブインもしくは
洗い流し）、クリームリンス、ヘアダイ、ヘアカラー製品、ヘアシャイン製品、ヘアセラ
ム、くせ毛防止製品、枝毛修復製品、リップバーム、スキンコンディショナー、コールド
クリーム、保湿剤、ボディースプレー、石鹸、ボディースクラブ、スクラブ剤、収れん化
粧水、スクラッフィングローション、脱毛剤、パーマ液、ふけ防止剤、制汗用組成物、消
臭剤、シェービング製品、プレシェービング製品、アフターシェービング製品、洗浄剤、
スキンジェル、リンス、歯磨き粉もしくは洗口液などの化粧品または他の製品の形態であ
ってよい。
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【０３０５】
　本明細書の医薬製品は、例えば、エマルション剤、リキッド剤、エリキシル剤、ジェル
剤、懸濁剤、液剤、クリーム剤、カプセル剤、錠剤、小袋もしくは軟膏の形態にあってよ
い。さらに、本明細書の医薬製品は、本明細書に開示したパーソナルケア製品のいずれか
の形態にあってよい。医薬製品は、医薬上許容される担体、希釈剤および／または医薬上
許容される塩の内の１つ以上をさらに含むことができる。本α－グルカンオリゴマー／ポ
リマーおよび／または本α－グルカンオリゴマー／ポリマーを含む組成物は、さらにまた
カプセル剤、カプセル封入剤、錠剤コーティングおよび医薬品および薬物のための賦形剤
として使用することもできる。
【０３０６】
可溶性α－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物の酵素的合成
　可溶性α－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物を酵素的に生成するための方法を提供
する。１つの実施形態では、本方法は、基質としてスクロースを使用して消化耐性可溶性
α－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物の合成を触媒できるグルコシドヒドロラーゼ７
０型（Ｅ．Ｃ．２．４．１．－）に属する少なくとも１種の組換え生成グルコシルトラン
スフェラーゼの使用を含む。グリコシドヒドロラーゼファミリー７０酵素は、例えばスト
レプトコッカス（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ）属、ロイコノストック（Ｌｅｕｃｏｎｏ
ｓｔｏｃ）属、ワイセラ（Ｗｅｉｓｅｌｌａ）属もしくはラクトバチルス（Ｌａｃｔｏｂ
ａｃｉｌｌｕｓ）属などの乳酸菌によって生成されるトランスグルコシダーゼ（炭水化物
活性酵素データベース；「ＣＡＺｙ」；Ｃａｎｔａｒｅｌ　ｅｔ　ａｌ．，（２００９）
Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ　３７：Ｄ２３３－２３８を参照されたい）である
。組換え発現グルコシルトランスフェラーゼは、好ましくは、自然において見いだされる
アミノ酸配列と同一のアミノ酸配列を有する（すなわち、起源生物もしくはそれらの触媒
活性切断形において見いだされる全長配列と同一である）。
【０３０７】
　ＧＴＦ酵素は、ホモオリゴ糖類もしくはホモ多糖類を形成するためにスクロースのＤ－
グルコシル単位を重合することができる。ＧＴＦ酵素の特異性に依存して、例えばα－（
１，２）、α－（１，３）、α－（１，４）およびα－（１，６）などの様々なグリコシ
ド結合を含む直鎖および／または分岐状グルカンを形成できる。グルコシルトランスフェ
ラーゼは、さらにまたＤ－グルコシル単位をヒドロキシルアクセプター基上に移動させる
ことができる。アクセプターの非限定的リストは、炭水化物、アルコール、ポリオールも
しくはフラボノイドを含むことができる。結果として生じるグルコシル化生成物の構造は
、酵素特異性に左右される。
【０３０８】
　本開示では、Ｄ－グルコピラノシルドナーは、スクロースである。したがって、反応は
：
【化３】

である。
【０３０９】
　グルコシルトランスフェラーゼ酵素は、主として形成されるグリコシド結合のタイプを
使用して命名／分類される。例としては、デキストランスクラーゼ（α－（１，６）結合
；ＥＣ２．４．１．５）、ムタンスクラーゼ（α－（１，３）結合；ＥＣ２．４．１．－
）、アルテルナンスクラーゼ（交互α（１，３）－α（１，６）主鎖；ＥＣ２．４．１．
１４０）およびロイテランスクラーゼ（α－（１，４）およびα－（１，６）結合の混合
；ＥＣ２．４．１．－）が挙げられる。
【０３１０】
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　１つの態様では、グルコシルトランスフェラーゼ（ＧＴＦ）は、そのグルカン生成物が
アルテルナンではない（すなわち、この酵素はアルテルナンスクラーゼではない）ことを
前提に、２５～３５％以上のα－（１，３）グリコシド結合を有するグルカン類を形成で
きる。１つの好ましい態様では、グルコシルトランスフェラーゼは、ムタンスクラーゼ（
ＥＣ２．４．１．－）である。
【０３１１】
　１つの態様では、グルコシルトランスフェラーゼは、配列番号１０、１２およびそれら
の組み合わせ（シグナルペプチドが除去された成熟グルコシルトランスフェラーゼを含む
）からなる群から選択されるアミノ酸配列を含む。しかし、一部の野生型配列は切断形で
自然において見いだされる可能性があることに留意すべきである。したがって、およびま
た別の実施形態では、使用するために好適なグルコシルトランスフェラーゼは、野生型配
列の切断形であってよい。また別の実施形態では、切断グルコシルトランスフェラーゼは
、配列番号１０の全長野生型アミノ酸配列に由来する配列を含む。また別の実施形態では
、グルコシルトランスフェラーゼは、切断されていてよく、および配列番号１２のアミノ
酸配列を有するであろう。
【０３１２】
　水性反応調製物中の触媒の濃度は、触媒の特異的触媒活性に左右され、所望の反応速度
を得るために選択される。各触媒（単一グルコシルトランスフェラーゼもしくは個別にグ
ルコシルトランスフェラーゼおよびα－グルカノヒドロラーゼのいずれか）反応の重量は
、典型的には全反応容積１ｍＬ当たり０．０００１ｍｇ～２０ｍｇ、好ましくは１ｍＬ当
たり０．００１ｍｇ～１０ｍｇの範囲に及ぶ。触媒は、さらに可溶性もしくは不溶性支持
体上に当業者には周知の方法を使用して固定化することもできる；例えば、Ｉｍｍｏｂｉ
ｌｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｅｎｚｙｍｅｓ　ａｎｄ　Ｃｅｌｌｓ；Ｇｏｒｄｏｎ　Ｆ．Ｂ
ｉｃｋｅｒｓｔａｆｆ，Ｅｄｉｔｏｒ；Ｈｕｍａｎａ　Ｐｒｅｓｓ，Ｔｏｔｏｗａ，ＮＪ
，ＵＳＡ；１９９７を参照されたい。固定化触媒の使用は、その後の反応における触媒の
回収および再使用を許容する。酵素触媒は、全微生物細胞、透過化微生物細胞、微生物細
胞抽出物、部分精製もしくは精製酵素およびそれらの混合物の形態にあってよい。
【０３１３】
　最終反応調製物のｐＨは、約３～約８、好ましくは約４～約８、より好ましくは約５～
約８、いっそうより好ましくは約５．５～約７．５およびいっそうより好ましくは約５．
５～約６．５である。反応のｐＨは、任意選択的に、リン酸塩、ピロリン酸塩、重炭酸塩
、酢酸塩もしくはクエン酸塩を含むがそれらに限定されない好適なバッファーの添加によ
って制御できる。使用された場合、バッファーの濃度は、典型的には０．１ｍＭ～１．０
Ｍ、好ましくは１ｍＭ～３００ｍＭ、最も好ましくは１０ｍＭ～１００ｍＭである。
【０３１４】
　反応成分が組み合わされた場合に最初に存在したスクロース濃度は、少なくとも５０ｇ
／Ｌ、好ましくは５０ｇ／Ｌ～５００ｇ／Ｌ、より好ましくは１００ｇ／Ｌ～５００ｇ／
Ｌ、より好ましくは１５０ｇ／Ｌ～４５０ｇ／Ｌおよび最も好ましくは２５０ｇ／Ｌ～４
５０ｇ／Ｌである。（存在する場合）α－グルカノヒドロラーゼのための基質は、グルコ
シルトランスフェラーゼによって形成されるグルコースオリゴマー集団のメンバーであろ
う。反応系中に存在するグルコースオリゴマーはアクセプターとして作用する可能性があ
るので、反応系中に存在する各種の正確な濃度は変動するであろう。さらに、最初の反応
混合物には、少数例を挙げると、例えばマルトース、イソマルトース、イソマルトトリオ
ースおよびメチル－α－Ｄ－グルカンなどの他のアクセプター（すなわち、外部アクセプ
ター）を加えることができる。
【０３１５】
　反応の長さは変動する可能性があり、入手できるスクロース基質の全部を使用するため
に要する時間量によって決定される可能性が高い。１つの実施形態では、反応は、反応混
合物中に最初に存在するスクロースの少なくとも９０％、好ましくは少なくとも９５％お
よび最も好ましくは少なくとも９９％が消費されるまで実施される。また別の実施形態で
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は、反応は１時間～１６８時間、好ましくは１時間～１２０時間および最も好ましくは１
時間～７２時間である。
【０３１６】
可溶性グルカン繊維の合成－グルコシルトランスフェラーゼ（Ｇｒｆ）およびα－グルカ
ノヒドロラーゼを含む反応系
　少なくとも１種のα－グルカノヒドロラーゼを少なくとも１種の上記のグルコシルトラ
ンスフェラーゼと組み合わせて（すなわち、反応混合物中で同時に）使用して本可溶性グ
ルカンオリゴマー／ポリマー組成物を酵素的に生成するための方法が提供される。２種の
酵素の同時使用は、同一酵素の連続投与（すなわち、最初にグルコシルトランスフェラー
ゼを使用してスクロースからグルカンポリマーを合成し、その後に引き続いてグルカンポ
リマーをα－グルカノヒドロラーゼにより処理する）に比較して異なる製品プロファイル
（すなわち、可溶性α－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物のプロファイル）を生成す
る。１つの実施形態では、α－グルカノヒドロラーゼとのグルコシルトランスフェラーゼ
の連続的投与に基づくグルカンオリゴマー／ポリマー合成法は特に除外される。
【０３１７】
　グルコシルトランスフェラーゼに類似して、α－グルカノヒドロラーゼは、所定のα－
Ｄ－グリコシド結合に向かう内加水分解活性によって定義できる。例としては、デキスト
ラナーゼ（α－（１，６）－結合グリコシド結合を加水分解できる；Ｅ．Ｃ．３．２．１
．１１）、ムタナーゼ（α－（１，３）－結合グリコシド結合を加水分解できる；Ｅ．Ｃ
．３．２．１．５９）、ミコデキストラナーゼ（（１→３）－および（１→４）－結合の
両方を含有するα－Ｄ－グルカン内の（１→４）－α－Ｄ－グルコシド結合を内加水分解
できる；ＥＣ３．２．１．６１）、グルカン１，６－α－グルコシダーゼ（ＥＣ３．２．
１．７０）およびアルテルナナーゼ（アルテルナンを内加水分解的に切断できる；Ｅ．Ｃ
．３．２．１．－；米国特許第５，７８６，１９６号明細書を参照されたい）を挙げるこ
とができるが、それらに限定されない。所定のα－グルカン内の分岐のレベル、分岐のタ
イプおよび相対分岐鎖長を含むがそれらに限定されない様々な要素は、α－グルカノヒド
ロラーゼが一部のグリコシド結合を内加水分解する能力に有害な影響を及ぼす可能性があ
る。
【０３１８】
　１つの実施形態では、α－グルカノヒドロラーゼは、デキストラナーゼ（ＥＣ２．１．
１．１１）、ムタナーゼ（ＥＣ３．１．１．５９）もしくはそれらの組み合わせである。
１つの実施形態では、デキストラナーゼは、ケトミウム・エラチクム（Ｃｈａｅｔｏｍｉ
ｕｍ　ｅｒｒａｔｉｃｕｍ）由来の食品用デキストラナーゼである。また別の実施形態で
は、ケトミウム・エラチクム（Ｃｈａｅｔｏｍｉｕｍ　ｅｒｒａｔｉｃｕｍ）由来のデキ
ストラナーゼは、Ｎｏｖｏｚｙｍｅｓ　Ａ／Ｓ，Ｄｅｎｍａｒｋから入手できるＤＥＸＴ
ＲＡＮＡＳＥ（登録商標）ＰＬＵＳ　Ｌである。
【０３１９】
　また別の実施形態では、α－グルカノヒドロラーゼは、少なくとも１種のムタナーゼ（
ＥＣ３．１．１．５９）である。１つの実施形態では、ムタナーゼは、ペニシリウム（Ｐ
ｅｎｉｃｉｌｌｉｕｍ）属、パエニバチルス（Ｐａｅｎｉｂａｃｉｌｌｕｓ）属、ヒポク
レア（Ｈｙｐｏｃｒｅａ）属、アスペルギルス（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ）属およびトリ
コデルマ（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ）属から入手できるムタナーゼである。また別の実施
形態では、ムタナーゼは、ペニシリウム・マルネファイ（Ｐｅｎｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｍａ
ｒｎｅｆｆｅｉ）ＡＴＣＣ　１８２２４もしくはパエニバチルス・フミカス（Ｐａｅｎｉ
ｂａｃｉｌｌｕｓ　Ｈｕｍｉｃｕｓ）由来である。１つの実施形態では、ムタナーゼ活性
を有するポリペプチドは、本明細書に記載したムタナーゼ配列の少なくとも１つとの少な
くとも９０％の同一性、好ましくは９１、９２、９３、９４、９５、９６、９７、９８、
９９もしくは１００％の同一性を含む。１つの実施形態では、ムタナーゼ活性を有するポ
リペプチドは、配列番号１、３、６もしくは８との少なくとも９０％の同一性、好ましく
は９１、９２、９３、９４、９５、９６、９７、９８、９９もしくは１００％の同一性を
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含む。１つの実施形態では、ムタナーゼは、上記のグルコシルトランスフェラーゼと組み
合わせて使用した場合に配列番号１、３、６、８およびそれらの任意の組み合わせから選
択されるアミノ酸配列を含む。さらにまた別の実施形態では、ムタナーゼは、配列番号１
、３、６およびそれらの任意の組み合わせから選択されるアミノ酸配列を含む。また別の
実施形態では、ムタナーゼは、配列番号３を含む。また別の実施形態では、上記のムタナ
ーゼは、ムタナーゼ活性が維持される限り触媒活性切断形であってよい。
【０３２０】
　少なくとも１種のグルコシルトランスフェラーゼおよび少なくとも１種のα－グルカノ
ヒドロラーゼの同時使用を含む酵素反応系の温度は、反応速度および酵素触媒活性の安定
性の両方を制御するために選択できる。反応の温度は、反応調製物の凝固点（およそ０℃
）のすぐ上から約６０℃の範囲に及んでよく、好ましい範囲は５℃～約５５℃および反応
温度のより好ましい範囲は約２０℃～約４５℃であってよい。
【０３２１】
　グルコシルトランスフェラーゼ活性対α－グルカノヒドロラーゼ活性の比は、選択され
た酵素に依存して変動してよい。１つの実施形態では、グルコシルトランスフェラーゼ活
性対α－グルカノヒドロラーゼ活性の比は、１：０．０１～０．０１：１．０の範囲に及
ぶ。
【０３２２】
　１つの実施形態では、可溶性α－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物を生成するため
の方法であって：
ａ．
　　ｉ．　スクロース；
　　ｉｉ．　グルコシルトランスフェラーゼ活性を有する少なくとも１つのポリペプチド
であって、配列番号１０もしくは１２との少なくとも９０％の同一性を有するポリペプチ
ド；
　　ｉｉｉ．　α－グルカノヒドロラーゼ活性を有する少なくとも１つのポリペプチドで
あって：
　　　１．　ムタナーゼ活性を有するポリペプチドであって、配列番号１もしくは３との
少なくとも９０％の同一性を有するポリペプチド；
　　　２．　デキストラナーゼ活性を含むポリペプチド；および
　　　３．　１および２の組み合わせ、からなる群から選択されるポリペプチド；および
　　ｉｖ．　任意選択的に１種以上のアクセプター、を含む一連の反応成分を提供する工
程；
ｂ．　好適な反応条件下で結合する工程であって、それにより可溶性α－グルカンオリゴ
マー／ポリマー組成物を含む生成物が生成される工程；および
ｃ．　任意選択的に、工程（ｂ）の生成物から可溶性α－グルカンオリゴマー／ポリマー
組成物を単離する工程、を含む方法が提供される。
【０３２３】
　好ましい実施形態では、少なくとも１種のグルコシルトランスフェラーゼおよび少なく
とも１種のα－グルカノヒドロラーゼは、可溶性α－グルカンオリゴマー／ポリマー組成
物を生成するために反応中に同時に存在する。
【０３２４】
所望の活性を有する実質的に類似の酵素を同定するための方法
　当業者であれば、所望の活性（すなわち、所望のグリコシド結合を有するグルカンもし
くは標的グリコシド結合に向かう内加水分解活性を有するα－グルカノヒドロラーゼを形
成できるグルコシルトランスフェラーゼ活性）が維持される限り、さらに、本組成物およ
び方法において実質的に類似の酵素配列を使用できることを認識している。例えば、所望
の活性が保持される（または比活性に関して改善さえされている）限り、触媒活性切断形
を調製して使用できることは証明されている。１つの実施形態では、実質的に類似の配列
は、本明細書に例示した配列と関連する核酸分子と高ストリンジェンシー条件下でハイブ
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リダイズするそれらの能力によって定義される。また別の実施形態では、配列アラインメ
ントアルゴリズムを使用すると、本明細書に提供したＤＮＡもしくはアミノ酸配列との同
一性パーセントに基づいて実質的に類似の配列を定義することができる。
【０３２５】
　本明細書で使用する核酸分子は、第１分子の一本の鎖が温度および溶液イオン強度の適
切な条件下で他の分子にアニーリングできる場合は、例えばｃＤＮＡ、ゲノムＤＮＡもし
くはＲＮＡなどのまた別の核酸分子に「ハイブリダイズ可能」である。ハイブリダイゼー
ション条件および洗浄条件は周知であり、Ｓａｍｂｒｏｏｋ，Ｊ．ａｎｄ　Ｒｕｓｓｅｌ
ｌ，Ｄ．，Ｔ．Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｃｌｏｎｉｎｇ：Ａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｍａ
ｎｕａｌ，Ｔｈｉｒｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ，Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｌａ
ｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｐｒｅｓｓ，Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ（２００１）に
例示されている。温度およびイオン強度の条件がハイブリダイゼーションの「ストリンジ
ェンシー」を決定する。ストリンジェンシー条件は、例えば遠縁の生物由来の相同配列な
どの中等度に類似の分子から、例えば近縁の生物由来の機能的酵素を複製する遺伝子など
の高度に類似の分子までをスクリーニングするために調整できる。典型的には、ハイブリ
ダイゼーション後の洗浄がストリンジェンシー条件を決定する。一連の好ましい条件は、
室温で１５分間にわたり６ＸのＳＳＣ、０．５％のＳＤＳを用いて開始し、次に４５℃で
３０分間にわたり２ＸのＳＳＣ、０．５％のＳＤＳを用いて繰返し、さらに５０℃で３０
分間にわたり０．２ＸのＳＳＣ、０．５％のＳＤＳを用いて２回繰り返す一連の洗浄を使
用する。より好ましい一連の条件は、０．２ＸのＳＳＣ、０．５％のＳＤＳ中での最終２
回の３０分間にわたる洗浄の温度を６０℃へ上昇させた以外は洗浄が上記の洗浄と同一で
ある、より高温を使用する。また別の好ましい一連の高ストリンジェンシーのハイブリダ
イゼーション条件は、６５℃で０．１ＸのＳＳＣ、０．１％のＳＤＳであり、２ＸのＳＳ
Ｃ、０．１％のＳＤＳの洗浄が続き、その後に６５℃での０．１ＸのＳＳＣ、０．１％の
ＳＤＳの最終洗浄が続く。
【０３２６】
　ハイブリダイゼーションは２つの核酸が相補的配列を含有することを必要とするが、ハ
イブリダイゼーションのストリンジェンシーに依存して、塩基間のミスマッチが起こる可
能性がある。核酸にハイブリダイズするための適切なストリンジェンシーは、当分野にお
いて周知の変量である核酸の長さおよび相補性度に左右される。２つのヌクレオチド配列
間の類似性度もしくは相同性度が大きいほど、それらの配列を有する核酸のハイブリッド
についてのＴｍ値が大きくなる。核酸ハイブリダイゼーションの相対的安定性（より高い
Ｔｍに対応する）は、下記の順番で減少する：ＲＮＡ：ＲＮＡ、ＤＮＡ：ＲＮＡ、ＤＮＡ
：ＤＮＡ。長さが１００ヌクレオチドより長いハイブリッドについては、Ｔｍを計算する
ための方程式が導き出されている（Ｓａｍｂｒｏｏｋ，Ｊ．ａｎｄ　Ｒｕｓｓｅｌｌ，Ｄ
．，Ｔ．、上記）。より短い核酸、すなわちオリゴヌクレオチドとのハイブリダイゼーシ
ョンについては、ミスマッチの位置がより重要になり、オリゴヌクレオチドの長さがその
特異性を決定する。１つの態様では、ハイブリダイズ可能な核酸についての長さは、少な
くとも約１０ヌクレオチドである。好ましくは、ハイブリダイズ可能な核酸についての最
小長さは、長さが少なくとも約１５ヌクレオチド、より好ましくは長さが少なくとも約２
０ヌクレオチド、いっそうより好ましくは長さが少なくとも３０ヌクレオチド、いっそう
より好ましくは長さが少なくとも３００ヌクレオチドおよびより好ましくは長さが少なく
とも８００ヌクレオチドである。さらに、当業者であれば、温度および洗浄溶液塩濃度は
プローブの長さなどの因子にしたがって必要に応じて調整できることを認識しているであ
ろう。
【０３２７】
　本明細書で使用する用語「同一性パーセント」は、配列を比較することによって決定さ
れる２つ以上のポリペプチド配列間または２つ以上のポリヌクレオチド配列間の関係であ
る。当分野では、「同一性」は、一連のそのような配列間のマッチによって決定されるよ
うに、場合によっては、ポリペプチド配列もしくはポリヌクレオチド配列間の配列関連性
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の程度をさらに意味する。「同一性」および「類似性」は：Ｃｏｍｐｕｔａｔｉｏｎａｌ
　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ（Ｌｅｓｋ，Ａ．Ｍ．，ｅｄ．）Ｏｘｆｏｒｄ　
Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ，ＮＹ（１９８８）；Ｂｉｏｃｏｍｐｕｔｉｎｇ：Ｉ
ｎｆｏｒｍａｔｉｃｓ　ａｎｄ　Ｇｅｎｏｍｅ　Ｐｒｏｊｅｃｔｓ（Ｓｍｉｔｈ，Ｄ．Ｗ
．，ｅｄ．）Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ，ＮＹ（１９９３）；Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ａ
ｎａｌｙｓｉｓ　ｏｆ　Ｓｅｑｕｅｎｃｅ　Ｄａｔａ，Ｐａｒｔ　Ｉ（Ｇｒｉｆｆｉｎ，
Ａ．Ｍ．，ａｎｄ　Ｇｒｉｆｆｉｎ，Ｈ．Ｇ．，ｅｄｓ．）Ｈｕｍａｎａ　Ｐｒｅｓｓ，
ＮＪ（１９９４）；Ｓｅｑｕｅｎｃｅ　Ａｎａｌｙｓｉｓ　ｉｎ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　
Ｂｉｏｌｏｇｙ（ｖｏｎ　Ｈｅｉｎｊｅ，Ｇ．，ｅｄ．）Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ
（１９８７）；およびＳｅｑｕｅｎｃｅ　Ａｎａｌｙｓｉｓ　Ｐｒｉｍｅｒ（Ｇｒｉｂｓ
ｋｏｖ，Ｍ．ａｎｄ　Ｄｅｖｅｒｅｕｘ，Ｊ．，ｅｄｓ．）Ｓｔｏｃｋｔｏｎ　Ｐｒｅｓ
ｓ，ＮＹ（１９９１）に記載されている方法を含むがそれらに限定されない公知の方法に
よって容易に計算できる。同一性および類似性を決定するための方法は、公的に入手でき
るコンピュータープログラムにおいて体系化されている。配列アラインメントおよび同一
性パーセントの計算は、ＬＡＳＥＲＧＥＮＥ　ｂｉｏｉｎｆｏｒｍａｔｉｃｓ　ｃｏｍｐ
ｕｔｉｎｇ　ｓｕｉｔｅ（ＤＮＡＳＴＡＲ　Ｉｎｃ．，Ｍａｄｉｓｏｎ，ＷＩ）のＭｅｇ
ａｌｉｇｎプログラム、Ｖｅｃｔｏｒ　ＮＴＩ　ｖ．７．０（Ｉｎｆｏｒｍａｘ，Ｉｎｃ
．，Ｂｅｔｈｅｓｄａ，ＭＤ）のＡｌｉｇｎＸプログラムまたはＥＭＢＯＳＳ　Ｏｐｅｎ
　Ｓｏｆｔｗａｒｅ　Ｓｕｉｔｅを使用して実施できる（ＥＭＢＬ－ＥＢＩ；Ｒｉｃｅ　
ｅｔ　ａｌ．，Ｔｒｅｎｄｓ　ｉｎ　Ｇｅｎｅｔｉｃｓ　１６，（６）：２７６－２７７
（２０００））。配列の複数のアラインメントは、デフォルトパラメーターを用いてＣｌ
ｕｓｔａｌ法（例えば、ＣＬＵＳＴＡＬＷ；例えば、バージョン１．８３）のアラインメ
ント（欧州バイオインフォマティクス研究所（Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　
Ｂｉｏｌｏｇｙ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ）を介して欧州分子生物学研究所（Ｅｕｒｏｐｅ
ａｎ　Ｂｉｏｉｎｆｏｒｍａｔｉｃｓ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ）から入手できるＨｉｇｇｉ
ｎｓ　ａｎｄ　Ｓｈａｒｐ，ＣＡＢＩＯＳ，５：１５１－１５３（１９８９）；Ｈｉｇｇ
ｉｎｓ　ｅｔ　ａｌ．，Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．２２：４６７３－４６８
０（１９９４）；およびＣｈｅｎｎａ　ｅｔ　ａｌ．，Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒ
ｅｓ　３１（１３）：３４９７－５００（２００３））を使用して実施することができる
。ＣＬＵＳＴＡＬＷタンパク質アラインメントについての好適なパラメーターには、ＧＡ
Ｐ　Ｅｘｉｓｔｅｎｃｅ　ｐｅｎａｌｔｙ＝１５、ＧＡＰ　ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ＝０．２
、マトリックス＝Ｇｏｎｎｅｔ（例えば、Ｇｏｎｎｅｔ２５０）、タンパク質ＥＮＤＧＡ
Ｐ＝－１、タンパク質ＧＡＰＤＩＳＴ＝４およびＫＴＵＰＬＥ＝１が含まれる。１つの実
施形態では、迅速もしくは緩徐なアラインメントは、緩徐なアラインメントが好ましいデ
フォルト設定を用いて使用される。または、ＣＬＵＳＴＡＬＷ法（例えば、バージョン１
．８３）を使用するパラメーターは、さらにＫＴＵＰＬＥ＝１、ＧＡＰ　ＰＥＮＡＬＴＹ
＝１０、ＧＡＰ　ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ＝１、マトリックス＝ＢＬＯＳＵＭ（例えば、ＢＬ
ＯＳＵＭ６４）、ウィンドウ＝５およびＴＯＰ　ＤＩＡＧＯＮＡＬＳ　ＳＡＶＥＤ＝５を
使用するために修飾することもできる。
【０３２８】
　１つの態様では、好適な単離核酸分子は、本明細書に報告したアミノ酸配列と少なくと
も約２０％、好ましくは少なくとも３０％、４０％、５０％、６０％、７０％、８０％、
８５％、９０％、９１％、９２％、９３％、９４％、９５％、９６％、９７％、９８％も
しくは９９％同一であるアミノ酸配列を有するポリペプチドをコードする。また別の態様
では、好適な単離核酸分子は、そのポリペプチドが各活性（すなわち、グルコシルトラン
スフェラーゼもしくはα－グルカノヒドロラーゼ活性）を保持することを前提に、本明細
書に報告したアミノ酸配列と少なくとも約２０％、好ましくは少なくとも３０％、４０％
、５０％、６０％、７０％、８０％、８５％、９０％、９１％、９２％、９３％、９４％
、９５％、９６％、９７％、９８％もしくは９９％同一であるアミノ酸配列を有するポリ
ペプチドをコードする。
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【０３２９】
酵素的に生成された可溶性α－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物を入手するための方
法
　反応系から本可溶性α－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物を入手するためには、遠
心分離、濾過、分別、クロマトグラフィー分離、透析、蒸発、沈殿、希釈もしくはそれら
の任意の組み合わせ、好ましくは透析もしくはクロマトグラフィー分離、最も好ましくは
透析（限外濾過）を含むがそれらに限定されない任意の数の一般的精製技術を使用するこ
とができる。
【０３３０】
組換え微生物発現
　本配列の遺伝子および遺伝子産物は、異種宿主細胞内、特に微生物宿主の細胞内で生成
できる。本遺伝子および核酸分子を発現させるために好ましい異種宿主細胞は、真菌科も
しくは細菌科内で見いだすことができる、および広範囲の温度、ｐＨ値および溶媒耐性に
わたって増殖する微生物宿主である。例えば、任意の細菌、酵母および糸状菌が本核酸分
子の発現に宿主として好適に機能できることが企図されている。酵素は、細胞内、細胞外
または細胞内および細胞外両方の組み合わせで発現させることができるが、ここで細胞外
発現は、発酵生成物からの所望のタンパク質の回収を細胞内発現により生成されたタンパ
ク質を収集するための方法よりも容易にさせる。転写、翻訳およびタンパク質生合成装置
は、細胞バイオマスを生成するために使用される細胞供給原料に対して不変のままである
；機能的遺伝子は無関係に発現させられるであろう。宿主菌株の例としては、例えば、ア
スペルギルス（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ）属、トリコデルマ（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ）
属、サッカロミセス（Ｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ）属、ピチア（Ｐｉｃｈｉａ）属、フ
ァフィア（Ｐｈａｆｆｉａ）属、クルイベロミセス（Ｋｌｕｙｖｅｒｏｍｙｃｅｓ）属、
カンジダ（Ｃａｎｄｉｄａ）属、ハンセヌラ（Ｈａｎｓｅｎｕｌａ）属、ヤロウィア（Ｙ
ａｒｒｏｗｉａ）属、サルモネラ（Ｓａｌｍｏｎｅｌｌａ）属、バチルス（Ｂａｃｉｌｌ
ｕｓ）属、アシネトバクター（Ａｃｉｎｅｔｏｂａｃｔｅｒ）属、ジモモナス（Ｚｙｍｏ
ｍｏｎａｓ）属、アグロバクテリウム（Ａｇｒｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ）属、エリスロバク
ター（Ｅｒｙｔｈｒｏｂａｃｔｅｒ）属、クロロビウム（Ｃｈｌｏｒｏｂｉｕｍ）属、ク
ロマチウム（Ｃｈｒｏｍａｔｉｕｍ）属、フラボバクテリウム（Ｆｌａｖｏｂａｃｔｅｒ
ｉｕｍ）属、サイトファガ（Ｃｙｔｏｐｈａｇａ）属、ロドバクター（Ｒｈｏｄｏｂａｃ
ｔｅｒ）属、ロドコッカス（Ｒｈｏｄｏｃｏｃｃｕｓ）属、ストレプトミセス（Ｓｔｒｅ
ｐｔｏｍｙｃｅｓ）属、ブレビバクテリウム（Ｂｒｅｖｉｂａｃｔｅｒｉｕｍ）属、コリ
ネバクテリア（Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉａ）属、マイコバクテリウム（Ｍｙｃｏｂａ
ｃｔｅｒｉｕｍ）属、デイノコッカス（Ｄｅｉｎｏｃｏｃｃｕｓ）属、エシェリキア（Ｅ
ｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ）属、エルウィニア（Ｅｒｗｉｎｉａ）属、パントエア（Ｐａｎｔ
ｏｅａ）属、シュードモナス（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ）属、スフィンゴモナス（Ｓｐｈ
ｉｎｇｏｍｏｎａｓ）属、メチロモナス（Ｍｅｔｈｙｌｏｍｏｎａｓ）属、メチロバクタ
ー（Ｍｅｔｈｙｌｏｂａｃｔｅｒ）属、メチロコッカス（Ｍｅｔｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ）
属、メチロシヌス（Ｍｅｔｈｙｌｏｓｉｎｕｓ）属、メチロミクロビウム（Ｍｅｔｈｙｌ
ｏｍｉｃｒｏｂｉｕｍ）属、メチロシスティス（Ｍｅｔｈｙｌｏｃｙｓｔｉｓ）属、アル
カリゲネス（Ａｌｃａｌｉｇｅｎｅｓ）属、シネコシスティス（Ｓｙｎｅｃｈｏｃｙｓｔ
ｉｓ）属、シネココッカス（Ｓｙｎｅｃｈｏｃｏｃｃｕｓ）属、アナバエナ（Ａｎａｂａ
ｅｎａ）属、チオバチルス（Ｔｈｉｏｂａｃｉｌｌｕｓ）属、メタノバクテリウム（Ｍｅ
ｔｈａｎｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ）属、クレブシエラ（Ｋｌｅｂｓｉｅｌｌａ）属およびミ
クソコッカス（Ｍｙｘｏｃｏｃｃｕｓ）属などの細菌種、真菌種もしくは酵母種が挙げら
れるが、それらに限定されない。１つの実施形態では、真菌宿主細胞は、トリコデルマ（
Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ）属、好ましくはトリコデルマ・リーゼイ（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒ
ｍａ　ｒｅｅｓｅｉ）の菌株である。１つの実施形態では、細菌宿主菌株には、エシェリ
キア（Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ）属、バチルス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ）属、クルイベロミセ
ス（Ｋｌｕｙｖｅｒｏｍｙｃｅｓ）属およびシュードモナス（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ）
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属が含まれる。１つの好ましい実施形態では、細菌宿主細胞は、枯草菌（Ｂａｃｉｌｌｕ
ｓ　ｓｕｂｔｉｌｉｓ）もしくは大腸菌（Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ　ｃｏｌｉ）である。
【０３３１】
　大規模の微生物増殖および機能的遺伝子発現は、広範囲の単純もしくは複合炭水化物、
有機酸およびアルコールもしくは飽和炭化水素、例えば光合成もしくは化学的自己栄養宿
主の場合におけるメタンもしくは二酸化炭素、窒素、リン、硫黄、酸素、炭素もしくは小
無機イオンを含む任意の微量栄養素の形態および量を使用できる。増殖速度の調節は、培
養への典型的には栄養源もしくはエネルギー源とは考えられない特定調節分子の添加もし
くは非添加によって影響を受ける可能性がある。
【０３３２】
　好適な宿主細胞を形質転換させるために有用なベクターもしくはカセットは、当分野に
おいて周知である。典型的には、ベクターもしくはカセットは、関連遺伝子の転写および
翻訳を指令する配列、選択可能なマーカーおよび自律複製もしくは染色体統合を可能にす
る配列を含有する。好適なベクターは、転写開始制御配列を有する遺伝子の５’領域およ
び転写終結を制御するＤＮＡ断片の３’領域を含む。両方の制御領域が形質転換宿主細胞
と相同である、および／または生成宿主にとって天然である遺伝子に由来する場合が最も
好ましいが、そのような制御領域が必ずしもそのように由来する必要はない。
【０３３３】
　所望の宿主細胞内での本セファロスポリンＣデアセチラーゼコーディング領域の発現を
駆動するために有用である開始制御領域もしくはプロモーターは数多くあり、当業者であ
れば精通している。本開示のためには、ＣＹＣ１、ＨＩＳ３、ＧＡＬ１、ＧＡＬ１０、Ａ
ＤＨ１、ＰＧＫ、ＰＨＯ５、ＧＡＰＤＨ、ＡＤＣ１、ＴＲＰ１、ＵＲＡ３、ＬＥＵ２、Ｅ
ＮＯ、ＴＰＩ（サッカロミセス（Ｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ）属において発現させるた
めに有用）；ＡＯＸ１（ピチア（Ｐｉｃｈｉａ）属において発現させるために有用）；な
らびにｌａｃ、ａｒａＢ、ｔｅｔ、ｔｒｐ、ｌＰＬ、ｌＰＲ、Ｔ７、ｔａｃおよびｔｒｃ
（大腸菌（Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ　ｃｏｌｉ）において発現させるために有用）ならび
にバチルス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ）属において発現させるために有用であるａｍｙ、ａｐｒ
、ｎｐｒプロモーターおよび様々なファージプロモーターを含むがそれらに限定されない
これらの遺伝子を駆動できる実質的に任意のプロモーターが好適である。
【０３３４】
　終結制御領域はまた、好ましい宿主細胞にとって天然である様々な遺伝子に由来してよ
い。１つの実施形態では、終結制御領域の包含は、任意選択的である。また別の実施形態
では、キメラ遺伝子には、好ましい宿主細胞に由来する終結制御領域が含まれる。
【０３３５】
工業的生産
　酵素を生成するためには、様々な培養方法を適用できる。例えば、組換え微生物宿主か
らの過剰発現した特定遺伝子産物の大規模生産は、バッチ式、フェドバッチ式および連続
式培養方法によって生成できる。バッチ式およびフェドバッチ式培養方法は一般的であり
、当分野では周知であり、例は：Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ：Ａ　Ｔｅｘｔｂｏｏｋ　
ｏｆ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌｏｇｙ　ｂｙ　Ｗｕｌｆ　Ｃｒｕｅｇ
ｅｒ　ａｎｄ　Ａｎｎｅｌｉｅｓｅ　Ｃｒｕｅｇｅｒ（ａｕｔｈｏｒｓ），Ｓｅｃｏｎｄ
　Ｅｄｉｔｉｏｎ，（Ｓｉｎａｕｅｒ　Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ，Ｉｎｃ．，Ｓｕｎｄｅｒ
ｌａｎｄ，ＭＡ（１９９０）　ａｎｄ　Ｍａｎｕａｌ　ｏｆ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｍ
ｉｃｒｏｂｉｏｌｏｇｙ　ａｎｄ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｔｈｉｒｄ　Ｅｄｉｔ
ｉｏｎ，Ｒｉｃｈａｒｄ　Ｈ．Ｂａｌｔｚ，Ａｒｎｏｌｄ　Ｌ．Ｄｅｍａｉｎ，ａｎｄ　
Ｊｕｌｉａｎ　Ｅ．Ｄａｖｉｓ（Ｅｄｉｔｏｒｓ），（ＡＳＭ　Ｐｒｅｓｓ，Ｗａｓｈｉ
ｎｇｔｏｎ，ＤＣ（２０１０）の中に見いだすことができる。
【０３３６】
　所望の酵素の商業的生産は、さらに連続式培養を用いて遂行することもできる。連続式
培養は、規定の培養培地がバイオリアクターに連続式に加えられ、加工処理のために等量
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の馴化培地が同時に除去される開放系である。連続式培養は、一般に、細胞が主として対
数期増殖にある一定の高液相密度で細胞を維持する。または、連続式培養は、固定化細胞
を用いて実施できるが、この場合は炭素および栄養素が連続的に加えられ、貴重な生成物
、副生成物もしくは廃棄物が細胞集団から連続的に除去される。細胞固定化は、天然およ
び／または合成物質から構成される広範囲の固体支持体を使用して実施することができる
。
【０３３７】
　バッチ式発酵、フェドバッチ式発酵もしくは連続式培養からの所望の酵素の回収は、当
業者であれば公知である方法のいずれかによって実施できる。例えば、酵素触媒が細胞内
で生成される場合は、細胞ペーストは培養培地から遠心分離もしくは膜濾過によって分離
され、任意選択的に水もしくは所望のｐＨにある水性バッファーを用いて洗浄され、その
後に所望のｐＨにある水性バッファー中の細胞ペーストの懸濁液がホモジナイズされて所
望の酵素触媒を含有する細胞抽出物が生成される。細胞抽出物は、酵素触媒溶液から望ま
しくないタンパク質を沈降させるための熱処理工程の前に細胞断片を除去するために、任
意選択的に例えばセライトもしくはシリカなどの適切な濾過助剤に通して濾過されてよい
。所望の酵素触媒を含有する溶液は、次に沈降した細胞断片およびタンパク質から膜濾過
もしくは遠心分離によって分離することができ、生じた部分精製酵素触媒溶液は追加の膜
濾過によって濃縮され、次に任意選択的に適切な担体（例えば、マルトデキストリン、リ
ン酸バッファー、クエン酸バッファーもしくはそれらの混合物）と混合され、スプレー乾
燥されて所望の酵素触媒を含む固体粉末が生成される。または、生じた部分精製酵素触媒
溶液は、例えばそれにソルビン酸、ソルビン酸ナトリウムもしくは安息香酸ナトリウムな
どの保存料が任意選択的に添加される例えばマルトデキストリン、ソルビトールもしくは
プロピレングリコールなどのポリオールの添加によって液体調製物として安定化すること
ができる。
【０３３８】
　量、濃度またはその他の値もしくはパラメーターが範囲、好ましい範囲または好ましい
上限値および好ましい下限値のリストとして与えられる場合、これは、範囲が別個に開示
されるかどうかにかかわらず、任意の上限範囲もしくは好ましい値および任意の下限範囲
もしくは好ましい値の任意の対から形成された範囲のすべてを具体的に開示していると理
解すべきである。数値の範囲が本明細書中に記載される場合、他に特に記載しない限り、
範囲は、それらの端点ならびに範囲内のすべての整数および分数を含めるものとする。本
発明の範囲が範囲を規定するときに列挙された特定の値に限定することは意図されない。
【０３３９】
ある実施形態の説明
　第１の実施形態（「第１実施形態」）では、可溶性α－グルカンオリゴマー／ポリマー
組成物であって：
ａ．　２５～３５のα－（１，３）グリコシド結合、好ましくは２７～３１％のα－（１
，３）グリコシド結合；
ｂ．　５５～７５％のα－（１，６）グリコシド結合、好ましくは５５～６５％、より好
ましくは５７～６１％のα－（１，６）グリコシド結合；
ｃ．　５～１５％のα－（１，３，６）グリコシド結合、好ましくは７～１１％のα－（
１，３，６）グリコシド結合；
ｄ．　５，０００ダルトン未満；好ましくは２，５００ダルトン未満、より好ましくは５
００～２，５００ダルトンおよび最も好ましくは約５００～約２，０００ダルトンの重量
平均分子量；
ｅ．　２０℃の水中において１２重量％で、２５０ｃＰ（０．２５パスカル秒（Ｐａ・ｓ
））未満、好ましくは１０ｃＰ（０．０１Ｐａ・ｓ）未満、好ましくは７ｃＰ（０．００
７Ｐａ・ｓ）未満、より好ましくは５ｃＰ（０．００５Ｐａ・ｓ）未満、より好ましくは
４ｃＰ（０．００４Ｐａ・ｓ）未満および最も好ましくは３ｃＰ（０．００３Ｐａ・ｓ）
未満の粘度；
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ｆ．　２５℃の水中において少なくとも２０重量／重量％、好ましくは少なくとも３０％
、４０％、５０％、６０％もしくは７０％の溶解度；および
ｇ．　５未満の多分散指数、を含む可溶性α－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物が提
供される。
【０３４０】
　第２実施形態では、０．０１～９９重量％（乾燥固体ベース）、好ましくは１０～９０
重量％の上記の可溶性α－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物を含む織物ケア、洗濯ケ
アもしくは水性組成物が提供される。
【０３４１】
　また別の実施形態では、可溶性α－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物を生成するた
めの方法であって：
ａ．
　ｉ．　好ましくは少なくとも５０ｇ／Ｌ、より好ましくは少なくとも２００ｇ／Ｌの濃
度にあるスクロース；
　ｉｉ．　グルコシルトランスフェラーゼ活性を有する少なくとも１つのポリペプチドで
あって、配列番号１０もしくは１２との少なくとも９０％の同一性、好ましくは９１、９
２、９３、９４、９５、９６、９７、９８、９９もしくは１００％の同一性を有するポリ
ペプチド；
　ｉｉｉ．　α－グルカノヒドロラーゼ活性を有する少なくとも１つのポリペプチドであ
って：
　　１．　ムタナーゼ活性を有するポリペプチドであって、配列番号１、３、６もしくは
８との少なくとも９０％の同一性、好ましくは少なくとも９１、９２、９３、９４、９５
、９６、９７、９８、９９もしくは１００％の同一性を有するポリペプチド；
　　２．　デキストラナーゼ活性；好ましくはケトミウム・エラチクム（Ｃｈａｅｔｏｍ
ｉｕｍ　ｅｒｒａｔｉｃｕｍ）由来のデキストラナーゼ活性；より好ましくはケトミウム
・エラチクム（Ｃｈａｅｔｏｍｉｕｍ　ｅｒｒａｔｉｃｕｍ）由来のデキストラナーゼＬ
を含むポリペプチド；および
　　３．　１および２の組み合わせ、からなる群から選択されるポリペプチド；および
　ｉｖ．　任意選択的に１種以上のアクセプターを含む１組の反応成分を提供する工程；
ｂ．　好適な反応条件下で（ａ）の一連の反応成分を結合する工程であって、それにより
可溶性α－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物を含む生成物が提供され；好ましくはグ
ルコシルトランスフェラーゼ活性を有するポリペプチドおよびα－グルカノヒドロラーゼ
活性を有するポリペプチドが反応混合物中に同時に存在する工程；および
ｃ．　任意選択的に、工程（ｂ）の生成物から可溶性α－グルカンオリゴマー／ポリマー
組成物を単離する工程であって；好ましくはここで単離する工程（ｃ）が存在する工程、
を含む方法が提供される。
【０３４２】
　また別の実施形態では、上記の方法は、第１実施形態のα－グルカンオリゴマー／ポリ
マー組成物を生成するために使用される。
【０３４３】
　可溶性α－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物が４％未満、好ましくは２％未満、よ
り好ましくは１％未満および最も好ましくは０．５％～１５％のα－（１，４）グリコシ
ド結合を含む、上記の実施形態のいずれかによる組成物もしくは方法。
【０３４４】
　可溶性α－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物は、４００～２，５００ｇ／モルの数
平均分子量（Ｍｎ）を特徴とする、上記の実施形態のいずれかによる組成物もしくは方法
。
【０３４５】
　α－グルカノヒドロラーゼがエンドムタナーゼであり、グルコシルトランスフェラーゼ
がムタンスクラーゼである、上記の実施形態のいずれかによる組成物もしくは方法。
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【０３４６】
　０．０１～９９重量％（乾燥固体ベース）の本可溶性α－グルカンオリゴマー／ポリマ
ー組成物および下記の成分の少なくとも１つ：少なくとも１つのセルラーゼ、少なくとも
１つのプロテアーゼもしくはそれらの組み合わせを含む組成物。
【０３４７】
　単離する工程は、遠心分離、濾過、分別、クロマトグラフィー分離、透析、蒸発、希釈
もしくはそれらの任意の組み合わせのうちの少なくとも１つを含む、上記の実施形態のい
ずれかによる方法。
【０３４８】
　グルコシルトランスフェラーゼ活性対α－グルカノヒドロラーゼ活性の比率は、０．０
１：１～１：０．０１である、上記の実施形態のいずれかによる方法。
【０３４９】
　好適な（酵素的グルカン合成のための）反応条件は０℃～４５℃の反応温度を含む、上
記の実施形態のいずれかによる方法。
【０３５０】
　好適な反応条件は３～８、好ましくは４～８のｐＨ範囲を含む、上記の実施形態のいず
れかによる方法。
【０３５１】
　バッファーが存在し、リン酸塩、ピロリン酸塩、重炭酸塩、酢酸塩もしくはクエン酸塩
からなる群から選択される、上記の実施形態のいずれかによる方法。
【０３５２】
　上記の実施形態のいずれかによる方法であって、前記少なくとも１種のグルコシルトラ
ンスフェラーゼおよび前記少なくとも１種のα－グルカノヒドロラーゼは：
　１）　グルコシルトランスフェラーゼＧＴＦ４１５４（配列番号１０、１２もしくはそ
れらの組み合わせ）およびムタナーゼｍｕｔ３２６４（配列番号１、３、６もしくはそれ
らの組み合わせ）および
　２）グルコシルトランスフェラーゼＧＴＦ４１５４（配列番号１０、１２もしくはそれ
らの組み合わせ）およびデキストラナーゼ；好ましくはケトミウム・エラチクム（Ｃｈａ
ｅｔｏｍｉｕｍ　ｅｒｒａｔｉｃｕｍ）デキストラナーゼの組み合わせ、から選択される
方法。
【０３５３】
　好ましくは、生成された生成物は、第１実施形態の可溶性α－グルカンオリゴマー／ポ
リマー組成物である、上記のプロセス実施形態のいずれかによって生成された生成物。
【実施例】
【０３５４】
　他に特に定義しない限り、本明細書において使用する全ての技術用語および科学用語は
、本開示が属する技術分野の当業者により一般に理解されるものと同一の意味を有する。
Ｓｉｎｇｌｅｔｏｎ，ｅｔ　ａｌ．，ＤＩＣＴＩＯＮＡＲＹ　ＯＦ　ＭＩＣＲＯＢＩＯＬ
ＯＧＹ　ＡＮＤ　ＭＯＬＥＣＵＬＡＲ　ＢＩＯＬＯＧＹ，２Ｄ　ＥＤ．，Ｊｏｈｎ　Ｗｉ
ｌｅｙ　ａｎｄ　Ｓｏｎｓ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ（１９９４）およびＨａｌｅ　＆　Ｍａｒ
ｈａｍ，ＴＨＥ　ＨＡＲＰＥＲ　ＣＯＬＬＩＮＳ　ＤＩＣＴＩＯＮＡＲＹ　ＯＦ　ＢＩＯ
ＬＯＧＹ，Ｈａｒｐｅｒ　Ｐｅｒｅｎｎｉａｌ，Ｎ．Ｙ．（１９９１）は、本開示で使用
する用語の多数についての一般的辞書を当業者に提供する。
【０３５５】
　本開示を以下の実施例において詳細に規定する。これらの実施例は、好ましい実施形態
を示しているが、例示するためにだけ提供されていることを理解すべきである。上記の考
察およびこれらの実施例から、当業者であれば、本発明の本質的な特徴を確認することが
でき、本開示の精神および範囲から逸脱することなく、様々な使用および条件に適応させ
るために本開示を様々に変化させて、修飾を加えることができる。
【０３５６】
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　略語の意味は以下の通りである：「ｓｅｃ」もしくは「ｓ」は、秒（間）を意味し、「
ｍｓ」はミリ秒（間）を意味し、「ｍｉｎ」は分（間）を意味し、「ｈ」もしくは「ｈｒ
」は時（間）を意味し、「μＬ」はマイクロリットルを意味し、「ｍＬ」はミリリットル
を意味し、「Ｌ」はリットルを意味する；「ｍＬ／ｍｉｎ」は１分間当たりのミリリット
ル数である；「μｇ／ｍＬ」は１ミリリットル当たりのマイクログラム数である；「ＬＢ
」はルリアブロスである；「μｍ」はマイクロメートルであり、「ｎｍ」はナノメートル
である；「ＯＤ」は光学密度である；「ＩＰＴＧ」はイソプロピル－β－Ｄ－チオ－ガラ
クトシドである；「ｇ」は重力である；「ｍＭ」はミリモルである；「ＳＤＳ－ＰＡＧＥ
」はドデシル硫酸ナトリウムポリアクリルアミドである；「ｍｇ／ｍＬ」は１ミリリット
ル当たりのミリグラム数である；「Ｎ」は正規である；「ｗ／ｖ」は体積に対する重量で
ある；「ＤＴＴ」はジチオトレイトールである；「ＢＣＡ」はビシンコニン酸である；「
ＤＭＡｃ」はＮ，Ｎ’－ジメチルアセトアミドである；「ＬｉＣｌ」は塩化リチウムであ
る；「ＮＭＲ」は核磁気共鳴である；「ＤＭＳＯ」はジメチルスルホキシドである；「Ｓ
ＥＣ」はサイズ排除クロマトグラフィーである；「ＧＩ」もしくは「ｇｉ」は、各データ
ベース内のポリヌクレオチドおよび／またはポリペプチド配列を一意的に識別するための
ＧＥＮＢＡＮＫ（登録商標）および他の配列データベースによって使用されるシステムで
あるＧｅｎＩｎｆｏ識別子を意味する；「ＤＰｘ」は長さに「ｘ」単位を有するグルカン
重合度を意味する；「ＡＴＣＣ」はＡｍｅｒｉｃａｎ　Ｔｙｐｅ　Ｃｕｌｔｕｒｅ　Ｃｏ
ｌｌｅｃｔｉｏｎ（Ｍａｎａｓｓａｓ，ＶＡ）を意味し、「ＤＳＭＺ」および「ＤＳＭ」
はＬｅｉｂｎｉｚ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ＤＳＭＺ－Ｇｅｒｍａｎ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏ
ｎ　ｏｆ　Ｍｉｃｒｏｏｒｇａｎｉｓｍｓ　ａｎｄ　Ｃｅｌｌ　Ｃｕｌｔｕｒｅｓ（Ｂｒ
ａｕｎｓｃｈｗｅｉｇ，Ｇｅｒｍａｎｙ）を意味する；「ＥＥＬＡ」はＦｉｎｉｓｈ　Ｆ
ｏｏｄ　Ｓａｆｅｔｙ　Ａｕｔｈｏｒｉｔｙ（Ｈｅｌｓｉｎｋｉ，Ｆｉｎｌａｎｄ）を意
味する；「ＣＣＵＧ」は、Ｃｕｌｔｕｒｅ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ，Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔ
ｙ　ｏｆ　Ｇｏｅｔｅｂｏｒｇ，Ｓｗｅｄｅｎを意味する；「Ｓｕｃ．」はスクロースを
意味する；「Ｇｌｕｃ．」はグルコースを意味する；「Ｆｒｕｃ．」はフルクトースを意
味する；「Ｌｅｕｃ．」はロイクロースを意味する；および「Ｒｘｎ」は反応を意味する
。
【０３５７】
一般的方法
　本明細書で使用する標準組換えＤＮＡおよび分子クローニング技術は、当分野において
周知であり、Ｓａｍｂｒｏｏｋ，Ｊ．ａｎｄ　Ｒｕｓｓｅｌｌ，Ｄ．，Ｍｏｌｅｃｕｌａ
ｒ　Ｃｌｏｎｉｎｇ：Ａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｍａｎｕａｌ，Ｔｈｉｒｄ　Ｅｄｉｔ
ｉｏｎ，Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｐｒｅｓｓ，
Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ，ＮＹ（２００１）；Ｓｉｌｈａｖｙ，Ｔ．Ｊ．
，Ｂｅｎｎａｎ，Ｍ．Ｌ．ａｎｄ　Ｅｎｑｕｉｓｔ，Ｌ．Ｗ．，Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔｓ
　ｗｉｔｈ　Ｇｅｎｅ　Ｆｕｓｉｏｎｓ，Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｌａ
ｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｃｏｌｄ　Ｐｒｅｓｓ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ，ＮＹ（１９８
４）；およびＭｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ，５ｔｈ　Ｅｄ．Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｐ
ｒｏｔｏｃｏｌｓ　ａｎｄ　Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　ａｎｄ　Ｓｏｎｓ，Ｉｎｃ．，Ｎ．
Ｙ．，２００２の中でＡｕｓｕｂｅｌ，Ｆ．Ｍ．ｅｔ．ａｌ．，Ｓｈｏｒｔ　Ｐｒｏｔｏ
ｃｏｌｓによって記載されている。
【０３５８】
　微生物培養の維持および増殖に好適な物質および方法もまた、当分野において周知であ
る。下記の実施例において使用するために好適な技術は、Ｍａｎｕａｌ　ｏｆ　Ｍｅｔｈ
ｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｂａｃｔｅｒｉｏｌｏｇｙ，Ｐｈｉｌｌｉｐｐ　Ｇｅ
ｒｈａｒｄｔ，Ｒ．Ｇ．Ｅ．Ｍｕｒｒａｙ，Ｒａｌｐｈ　Ｎ．Ｃｏｓｔｉｌｏｗ，Ｅｕｇ
ｅｎｅ　Ｗ．Ｎｅｓｔｅｒ，Ｗｉｌｌｉｓ　Ａ．Ｗｏｏｄ，Ｎｏｅｌ　Ｒ．Ｋｒｉｅｇ　
ａｎｄ　Ｇ．Ｂｒｉｇｇｓ　Ｐｈｉｌｌｉｐｓ，ｅｄｓ．，（Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｓｏｃ
ｉｅｔｙ　ｆｏｒ　Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌｏｇｙ　Ｐｒｅｓｓ，Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ，Ｄ
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Ｃ（１９９４）），Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ：Ａ　Ｔｅｘｔｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｉｎｄ
ｕｓｔｒｉａｌ　Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌｏｇｙ　ｂｙ　Ｗｕｌｆ　Ｃｒｕｅｇｅｒ　ａｎｄ
　Ａｎｎｅｌｉｅｓｅ　Ｃｒｕｅｇｅｒ（ａｕｔｈｏｒｓ），Ｓｅｃｏｎｄ　Ｅｄｉｔｉ
ｏｎ，（Ｓｉｎａｕｅｒ　Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ，Ｉｎｃ．，Ｓｕｎｄｅｒｌａｎｄ，Ｍ
Ａ（１９９０））およびＭａｎｕａｌ　ｏｆ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｍｉｃｒｏｂｉｏ
ｌｏｇｙ　ａｎｄ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｔｈｉｒｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ，Ｒｉｃ
ｈａｒｄ　Ｈ．Ｂａｌｔｚ，Ａｒｎｏｌｄ　Ｌ．Ｄｅｍａｉｎ，ａｎｄ　Ｊｕｌｉａｎ　
Ｅ．Ｄａｖｉｓ（Ｅｄｉｔｏｒｓ），（Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｏｆ　Ｍｉ
ｃｒｏｂｉｏｌｏｇｙ　Ｐｒｅｓｓ，Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ，ＤＣ（２０１０）の中に見
いだすことができる。
【０３５９】
　細菌細胞の増殖および維持のために使用される全ての試薬、制限酵素および物質は、他
に特に規定されない限り、ＢＤ　Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃ　Ｓｙｓｔｅｍｓ（Ｓｐａｒｋｓ
，ＭＤ）、Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ／Ｌｉｆｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ　Ｃｏｒｐ．（
Ｃａｒｌｓｂａｄ，ＣＡ）、Ｌｉｆｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ（Ｒｏｃｋｖｉｌｌｅ
，ＭＤ），ＱＩＡＧＥＮ（Ｖａｌｅｎｃｉａ，ＣＡ）、Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ　Ｃ
ｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）もしくはＰｉｅｒｃｅ　Ｃ
ｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．（Ａ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｏｆ　Ｔｈｅｒｍｏ　Ｆｉｓｈｅｒ　
Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　Ｉｎｃ．，Ｒｏｃｋｆｏｒｄ，ＩＬ）から入手した。ＩＰＴＧ（
製品番号Ｉ６７５８）および塩化トリフェニルテトラゾリウムは、Ｓｉｇｍａ　Ｃｏ．，
（Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）から入手した。Ｂｅｌｌｃｏスピンフラスコは、Ｂｅｌｌｃ
ｏ　Ｃｏ．，（Ｖｉｎｅｌａｎｄ，ＮＪ）から入手した。ＬＢ培地は、Ｂｅｃｔｏｎ，Ｄ
ｉｃｋｉｎｓｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｆｒａｎｋｌｉｎ　Ｌａｋｅｓ，Ｎｅｗ　
Ｊｅｒｓｅｙ）からであった。ＢＣＡタンパク質アッセイは、Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃ
ｈ（Ｓｔ　Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）からであった。
【０３６０】
ＧＴＦ酵素を生成するための組換え大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）菌株の増殖
　機能的ＧＴＦ酵素を発現する大腸菌（Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ　ｃｏｌｉ）菌株は、振
とうフラスコ内で、アンピシリン（１００μｇ／ｍＬ）を含むＬＢ培地を使用して３７℃
および２２０ｒｐｍでＯＤ６００ｎｍ＝０．４～０．５へ増殖させ、その時点にイソプロ
ピル－β－Ｄ－チオ－ガラクトシド（ＩＰＴＧ）を最終濃度が０．５ｍＭとなるように加
え、３７℃で２～４時間にわたりインキュベーションを継続した。細胞は１５分間にわた
る５，０００×ｇでの遠心分離によって採取し、５０ｍＭのリン酸バッファー（ｐＨ７．
０）中に再懸濁させた（２０～２５重量／体積％の湿潤細胞）。９５％を超える細胞溶解
を保証するために、再懸濁細胞をＦｒｅｎｃｈプレッシャーセル（ＳＬＭ　Ｉｎｓｔｒｕ
ｍｅｎｔｓ，Ｒｏｃｈｅｓｔｅｒ，ＮＹ）に２回通過させた。細胞溶解物を１２，０００
×ｇおよび４℃で３０分間遠心分離した。生じた上清（細胞抽出物）は、ＧＴＦ酵素の発
現を確証するためにＢＣＡタンパク質アッセイおよびＳＤＳ－ＰＡＧＥによって分析し、
細胞抽出物を－８０℃で保管した。
【０３６１】
ｐＨＹＴベクター
　ｐＨＹＴベクター主鎖は、枯草菌（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｓｕｂｔｉｌｉｓ）ａｐｒＥプ
ロモーターを含有する複製枯草菌（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｓｕｂｔｉｌｉｓ）発現プラスミ
ドであった。ｐＨＹＴベクター主鎖は、大腸菌（Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ　ｃｏｌｉ）－
枯草菌（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｓｕｂｔｉｌｉｓ）シャトルベクターｐＨＹ３２０ＰＬＫ（
ＧＥＮＢＡＮＫ（登録商標）アクセッション番号Ｄ００９４６、およびタカラバイオ株式
会社（日本国大津市）から市販で入手できる）由来であった。大腸菌（Ｅｓｃｈｅｒｉｃ
ｈｉａ　ｃｏｌｉ）の複製起源およびアンピシリン耐性遺伝子は、ｐＡＣＹＣ１７７（Ｇ
ＥＮＢＡＮＫ（登録商標）Ｘ０６４０２、およびＮｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂｉｏｌａｂ
ｓ　Ｉｎｃ．，Ｉｐｓｗｉｃｈ，ＭＡから市販で入手できる）由来であった。枯草菌（Ｂ



(77) JP 2019-504932 A 2019.2.21

10

20

30

40

50

ａｃｉｌｌｕｓ　ｓｕｂｔｉｌｉｓ）の複製起源およびテトラサイクリン耐性遺伝子は、
ｐＡＭａｌｐｈａ－１（Ｆｒａｎｃｉａ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ　Ｂａｃｔｅｒｉｏｌ．２０
０２　Ｓｅｐ；１８４（１８）：５１８７－９３））由来であった。
【０３６２】
　ｐＨＹＴを構築するために、ファージλ由来のターミネーター配列：５’－ＡＴＡＡＡ
ＡＡＡＣＧＣＴＣＧＧＴＴＧＣＣＧＣＣＧＧＧＣＧＴＴＴＴＴＴＡＴ－３’（配列番号１
３）をテトラサイクリン耐性遺伝子の後に挿入した。
　ａｐｒＥプロモーター－関心対象の酵素をコードするＡｐｒＥシグナルペプチド配列コ
ーディング配列（例えば、様々なＧＴＦに対するコーティング配列）－ＢＰＮ’ターミネ
ーターを含有する全発現カセット（ＥｃｏＲＩ－ＢａｍＨＩ断片）は、ＨｉｎｄＩＩＩ部
位を破壊したＢａｍＨＩ－ＨｉｎｄＩＩＩリンカーを使用してｐＨＹＴのＥｃｏＲＩ部位
およびＨｉｎｄＩＩＩ部位内にクローニングした。リンカー配列は、５’－ＧＧＡＴＣＣ
ＴＧＡＣＴＧＣＣＴＧＡＧＣＴＴ－３’（配列番号１４）であった。ａｐｒＥプロモータ
ーおよびＡｐｒＥシグナルペプチド配列（配列番号４）は、枯草菌（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　
ｓｕｂｔｉｌｉｓ）にとって天然であった。ＢＰＮ’ターミネーターは、バチルス・アミ
ロリケファシエンス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ａｍｙｌｏｌｉｑｕｅｆａｃｉｅｎｓ）のサブ
チリシン由来であった。天然シグナルペプチドを使用した場合は、ＡｐｒＥシグナルペプ
チドを発現遺伝子の天然シグナルペプチドと置き換えた。
【０３６３】
Ｔ．リーゼイ（ｒｅｅｓｅｉ）のバイオリスティック形質転換
　トリコデルマ・リーゼイ（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ　ｒｅｅｓｅｉ）胞子懸濁液を約６
ｃｍ径のアセトアミダーゼ形質転換プレート（１５０μＬの５×１０７～５×１０８個（
胞子）／ｍＬ（懸濁液））の中心上に広げた。プレートを次に生物学的フード内で風乾さ
せた。ストッピングスクリーン（ＢｉｏＲａｄ　１６５－２３３６）およびマクロキャリ
アホルダー（ＢｉｏＲａｄ　１６５２３２２）を７０％のメタノール中に浸漬して風乾さ
せた。ＤＲＩＥＲＩＴＥ（登録商標）乾燥剤（硫酸カルシウム乾燥剤；Ｗ．Ａ．Ｈａｍｍ
ｏｎｄ　ＤＲＩＥＲＩＴＥ（登録商標）Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｘｅｎｉａ，ＯＨ）を小さなペ
トリ皿（６ｃｍ、Ｐｙｒｅｘ）内に配置し、ワットマン濾紙（ＧＥ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒ
ｅ　Ｂｉｏ－Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，Ｐｉｔｔｓｂｕｒｇｈ，ＰＡ）を被せた。マクロキャリ
ア（ＢｉｏＲａｄ　１６５－２３３５；Ｂｉｏ－Ｒａｄ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ，Ｈ
ｅｒｃｕｌｅｓ，ＣＡ）を含有するマクロキャリアホルダーを濾紙の上に水平に配置し、
ペトリ皿の蓋を取り換えた。タングステン粒子懸濁液は、６０ｍｇのタングステンＭ－１
０粒子（マイクロキャリア、０．７ミクロン、ＢｉｏＲａｄ　＃１６５２２６６，Ｂｉｏ
－Ｒａｄ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ）をエッペンドルフ型試験管に加えることによって
調製した。エタノール（１ｍＬ）（１００％）を加えた。タングステンはエタノール溶液
中でボルテックスミキサーにかけ、１５分間浸漬させた。タングステンをペレット化する
ために、エッペンドルフ型試験管を最高速度で短時間にわたり微量遠心した。エタノール
をデカントし、無菌蒸留水を用いて３回洗浄した。水洗を３回デカントした後、タングス
テンを１ｍＬの無菌５０％グリセロール中に再懸濁させた。形質転換反応は、各形質転換
のために２５μＬの懸濁化タングステンを１．５ｍＬのエッペンドルフ型試験管に加える
ことによって調製した。その後の添加は、２μＬのＤＮＡ　ｐＴｒｅｘ３発現ベクター（
配列番号９；米国特許第６，４２６，４１０号明細書を参照されたい）、２５μＬの５Ｍ
のＣａＣｌ２、１０μＬの０．１Ｍのスペルミジンの順序で実施した。反応は、タングス
テンを懸濁させながら、５～１０分間にわたり継続的にボルテックスミキサーにかけた。
次にエッペンドルフ型試験管を短時間微量遠心し、デカントした。タングステンペレット
を２００μＬの７０％のエタノールを用いて洗浄し、短時間微量遠心し、ペレット化して
デカントした。ペレットを２００μＬの１００％のエタノールを用いて洗浄し、短時間微
量遠心してペレット化してデカントした。タングステンペレットを２４μＬの１００％の
エタノール中に再懸濁させた。エッペンドルフ型試験管を１５秒間にわたり超音波水浴中
に入れ、８μＬのアリコートを乾燥マクロキャリアの中心に移した。マクロキャリアを放
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置して乾燥ペトリ皿内で乾燥させた。
【０３６４】
　ヘリウムタンクのスイッチを１，５００ｐｓｉ（約１０．３ＭＰａ）へ入れた。ＰＤＳ
－１０００／Ｈｅ（商標）型ＢＩＯＬＩＳＴＩＣ（登録商標）粒子送達システム（Ｂｉｏ
Ｒａｄ）において１，１００ｐｓｉ（約７．５８ＭＰａ）破裂ディスク（ＢｉｏＲａｄ　
１６５－２３２９）を使用した。タングステン溶液が乾いている場合は、ストッピングス
クリーンおよびマクロキャリアホルダーをＰＤＳ－１０００内に挿入した。標的Ｔ．リー
ゼイ（ｒｅｅｓｅｉ）胞子を含有するアセトアミダーゼプレートは、ストッピングスクリ
ーンの下方６ｃｍに配置した。チャンバー内に２９インチＨｇ（約９８．２ｋＰａ）の真
空を引いて維持した。Ｈｅ　ＢＩＯＬＩＳＴＩＣ（登録商標）粒子送達システムを始動さ
せた。チャンバーを換気し、コロニーが出現するまで（５日間）２８℃でインキュベーシ
ョンするためにアセトアミダーゼプレートを取り出した。
【０３６５】
　変性ａｍｄＳバイオリスティック寒天（ＭＡＢＡ）（１Ｌ当たり）
第Ｉ部、５００ｍＬの蒸留水（ｄＨ２Ｏ）中で作成する
１，０００×の塩　１ｍＬ
ノーブル寒天　２０ｇ
ｐＨを６．０へ、オートクレーブ滅菌する
第ＩＩ部、５００ｍＬのｄＨ２Ｏ中で作成する
アセトアミド　０．６ｇ
ＣｓＣｌ　１．６８ｇ
グルコース　２０ｇ
ＫＨ２ＰＯ４　１５ｇ
ＭｇＳＯ４・７Ｈ２Ｏ　０．６ｇ
ＣａＣｌ２・２Ｈ２Ｏ　０．６ｇ
ｐＨを４．５にし、０．２ミクロンのフィルターで滅菌する；５０℃のオーブン内に入れ
て加温し、寒天に加え、混合し、プレートに注入する。室温（約２１℃）で保管した。
１，０００×の塩（１Ｌ当たり）
ＦｅＳＯ４・７Ｈ２Ｏ　５ｇ
ＭｎＳＯ４・Ｈ２Ｏ　１．６ｇ
ＺｎＳＯ４・７Ｈ２Ｏ　１．４ｇ
ＣｏＣｌ２・６Ｈ２Ｏ　１ｇ
１ＬのｄＨ２Ｏにする。
０．２ミクロンのフィルターで滅菌する
【０３６６】
グルコシルトランスフェラーゼ活性の決定
　グルコシルトランスフェラーゼ活性アッセイは、２５ｇ／Ｌのデキストラン（約１，５
００のＭＷ、Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ、製品番号３１３９４）の存在下もしくは非存
在下で、２５ｍＭもしくは５０ｍＭの酢酸ナトリウムバッファー（ｐＨ５．５）中で１～
１０体積／体積％のＧＴＦ酵素を含有する粗タンパク質抽出物を２００ｇ／Ｌのスクロー
スとともに３７℃で１２５ｒｐｍの軌道振とうによってインキュベートすることにより実
施した。１時間後、２時間後および３時間後に１アリコートの反応混合物を取り出し、９
０℃で５分間にわたり加熱してＧＴＦを不活性化した。１３，０００×ｇで５分間にわた
る遠心分離によって不溶性物質を除去し、その後に０．２μｍのＲＣ（再生セルロース）
膜に通した濾過を実施した。生じた濾液は、２基のＡｍｉｎｅｘ　ＨＰＸ－８７Ｃカラム
シリーズ（Ｂｉｏ－Ｒａｄ，Ｈｅｒｃｕｌｅｓ，ＣＡ）を使用するＨＰＬＣによって８５
℃で分析し、スクロース濃度を定量した。各時点のスクロース濃度を反応時間に対してプ
ロットし、線形プロットの勾配から初期反応速度を決定した。１単位のＧＴＦ活性は、ア
ッセイ条件下で１分間中に１μＭ（マイクロモル）のスクロースを消費するために必要と
される酵素の量として定義された。
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【０３６７】
α－グルカノヒドロラーゼ活性の決定
　ムタナーゼ活性を決定するために必要とされる不溶性ムタンポリマーは、ストレプトコ
ッカス・ソブリヌス（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｓｏｂｒｉｎｕｓ）ＡＴＣＣ（登録
商標）３３４７８（商標）により生成された分泌酵素を使用して調製した。詳細には、１
ループのＳ．ソブリヌス（ｓｏｂｒｉｎｕｓ）ＡＴＣＣ（登録商標）３３４７８（商標）
のグリセロールストックをＢＨＩ寒天プレート（Ｂｒａｉｎ　Ｈｅａｒｔ　Ｉｎｆｕｓｉ
ｏｎ　ａｇａｒ，Ｔｅｋｎｏｖａ，Ｈｏｌｌｉｓｔｅｒ，ＣＡ）上に画線し、プレートを
３７℃で２日間インキュベートした；ループを使用して小数のコロニーを取り上げ、Ｔｅ
ｋｎｏｖａ製のオリジナル培地瓶中の２×の１００ｍＬのＢＨＩ液体培地を接種し、この
培養を２４時間にわたり静的に３７℃でインキュベートした。生じた細胞を遠心分離によ
って除去し、生じた上清を０．２μｍの滅菌フィルターに通して濾過した；２×の１０１
ｍＬの濾液を採取した。濾液に２×の１１．２ｍＬの２００ｇ／Ｌのスクロース（最終ス
クロース２０ｇ／Ｌ）を加えた。反応を撹拌せずに３７℃で６７時間にわたりインキュベ
ートした。生じた多糖ポリマーは、１０分間にわたる５，０００×ｇでの遠心分離によっ
て収集した。上清は注意深くデカントした。不溶性ポリマーは、４０ｍＬの無菌水を用い
て４回洗浄した。生じたムタンポリマーを４８時間にわたり凍結乾燥させた。ムタンポリ
マー（３９０ｍｇ）を３９ｍＬの無菌水中に懸濁させて１０ｍｇ／ｍＬの懸濁液を作成し
た。ムタン懸濁液は、超音波処理（大きな塊が消失するまで４０％の振幅、計約１０分間
）によってホモジナイズした。均質化懸濁液をアリコートに分割し、４℃で保管した。
【０３６８】
　ムタナーゼアッセイは、適切な量の酵素をｐＨ５．５および３７℃で２５ｍＭのＫＯＡ
ｃバッファー中で０．５ｍｇ／ｍＬのムタンポリマーとともにインキュベートすることに
よって開始した。様々な時点に、１アリコートの反応混合物を引き出し、等量の１００ｍ
Ｍのグリシンバッファー（ｐＨ１０）によりクエンチした。各クエンチサンプル中の不溶
性物質は、５分間にわたる１４，０００×ｇでの遠心分離によって除去した。各時点に生
成されたオリゴ糖および多糖ポリマーの還元末端は、ｐ－ヒドロキシ安息香酸ヒドラジド
溶液（ＰＡＨＢＡＨ）アッセイ（Ｌｅｖｅｒ　Ｍ．，Ａｎａｌ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．，（１
９７２）４７：２７３－２７９）によって定量し、初期速度は時間経過の最初の３つもし
くは４つの時点の線状プロットの勾配から決定した。ＰＡＨＢＡＨアッセイは、１０μＬ
の反応サンプル上清を１００μＬのＰＡＨＢＡＨ作業溶液に加え、５分間にわたり９５℃
で加熱した。作業溶液は、１部の試薬Ａ（０．０５ｇ／ｍＬのｐ－ヒドロキシ安息香酸ヒ
ドラジドおよび５体積％の濃塩酸）および４部の試薬Ｂ（０．０５ｇ／ｍＬのＮａＯＨ、
０．２ｇ／ｍＬの酒石酸カリウムナトリウム）を混合することによって調製した。４１０
ｎｍでの吸収を記録し、還元末端の濃度は適切なバックグラウンド吸収を減じ、標準物質
としての様々な濃度のグルコースを用いて生成した標準曲線を使用して計算した。
【０３６９】
グリコシド結合の決定
　一次元１Ｈ　ＮＭＲデータは、高感度凍結探針を使用して５００ＭＨｚで作動するＶａ
ｒｉａｎ　Ｕｎｉｔｙ　Ｉｎｏｖａシステム（Ａｇｉｌｅｎｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅ
ｓ，Ｓａｎｔａ　Ｃｌａｒａ，ＣＡ）上で獲得した。水抑制は、「前飽和」実験における
残留水シグナルについての共鳴上の観察トランスミッター周波数を注意深く配置し、その
後に全期サイクル（３２回という多数）および１０ｍｓの混合時間を用いた「ｔｎｎｏｅ
ｓｙ」実験を使用して入手した。
【０３７０】
　典型的には、乾燥サンプルを１．０ｍＬのＤ２Ｏ中に取り上げ、３０分間にわたり音波
処理した。サンプルの可溶性部分から、１００μＬを３５０μＬのＤ２Ｏおよび内標準物
質としての１５．３ｍＭのＤＳＳ（４，４－ジメチル－４－シラペンタン－１－スルホン
酸ナトリウム塩）および殺菌剤としての０．２９％のＮａＮ３を含有する１００μＬのＤ

２Ｏと一緒に５ｍｍのＮＭＲチューブに加えた。各タイプのアノマー結合の存在度は、対
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応する化学シフトでピーク面積を統合することによって測定した。各タイプのアノマー結
合のパーセンテージは、特定結合の存在度およびオリゴ糖からのアノマー結合の全存在度
から計算した。
【０３７１】
メチル化分析
　グルカン中のグルコシド結合の分布は、一般に「メチル化分析」もしくは「部分メチル
化分析」と名付けられた周知の技術によって決定した（例えば：Ｆ．Ａ．Ｐｅｔｔｏｌｉ
ｎｏ，ｅｔ　ａｌ．，Ｎａｔｕｒｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ，（２０１２）７（９）：１５
９０－１６０７を参照されたい）。この技術は、多数の小さな変化を有するが、必ず：１
．グルコース単位の全遊離ヒドロキシル基のメチル化、２．メチル化グルカンの個別モノ
マー単位への加水分解、３．アノマーを排除してメチル化グルシトールを作成するための
還元的開環；アノマー炭素は、典型的には特徴的質量スペクトルを作り出すための重水素
原子を用いてタグ付けされる、４．部分メチル化生成物としても公知である、部分メチル
化酢酸グルシトールを作成するための（加水分解および開環により作成された）遊離ヒド
ロキシル基のアセチル化、５．生じた部分メチル化生成物の質量分析法および／または水
素炎イオン化検出法と結合されたガスクロマトグラフィーによる分析を含む。
【０３７２】
　部分メチル化生成物には、非還元型末端グルコース単位、結合単位および分岐点が含ま
れる。個々の生成物は、保持時間および質量分析法によって同定される。部分メチル化生
成物の分布は、全部分メチル化生成物の全ピーク面積内の各生成物のパーセンテージ（面
積％）である。ガスクロマトグラフィー条件は、下記の通りであった：ＲＴｘ－２２５カ
ラム（３０ｍ×２５０μｍのＩＤ×０．１μｍの膜厚、Ｒｅｓｔｅｋ　Ｃｏｒｐｏｒａｔ
ｉｏｎ，Ｂｅｌｌｅｆｏｎｔｅ，ＰＡ，ＵＳＡ）、ヘリウムキャリアーガス（０．９ｍＬ
／分の一定流速）、８０℃（２分間保持する）で開始し、次に３０℃／分で１７０℃（０
分間保持する）、次に４℃／分で２４０℃（２５分間保持する）へのオーブン温度プログ
ラム、１μＬの注入量（５：１で分割）、電子衝撃質量分析法（フルスキャンモード）を
使用する検出であった。
【０３７３】
粘度の測定
　可溶性オリゴマー／ポリマーの１２重量％の水溶液の粘度は、コーンおよびプレートの
形状を備えたＴＡ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ　ＡＲ－Ｇ２制御ストレス回転式レオメータ
ー（ＴＡ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ－Ｗａｔｅｒｓ，ＬＬＣ，Ｎｅｗ　Ｃａｓｔｌｅ，Ｄ
Ｅ）を使用して測定した。形状は、どちらも平滑な表面を備える４０ｍｍの２°の上方コ
ーンおよびペルチェ下方プレートからなる。試験中の溶媒（水）蒸発を最小限に抑えるた
めに、水飽和スポンジを装備した環境チャンバーを使用した。粘度は、２０℃で測定した
。ペルチェは、所望の温度に設定し、０．６５ｍＬのサンプルは、エッペンドルフ型ピペ
ット（Ｅｐｐｅｎｄｏｒｆ　Ｎｏｒｔｈ　Ａｍｅｒｉｃａ，Ｈａｕｐｐａｕｇｅ，ＮＹ）
を使用してプレート上に装填した。コーンは、コーンの底部とプレートとの間のギャップ
を５０μｍに低下させた。サンプルは、３分間にわたり熱平衡させた。剪断速度掃引は、
５００～１０ｓ－１の剪断速度範囲にわたって実施した。サンプル安定性は、試験の終了
時に反復剪断速度点をランすることによって確証した。
【０３７４】
スクロース、グルコース、フルクトースおよびロイクロースの濃度の決定
　スクロース、グルコース、フルクトースおよびロイクロースは、２基の直列Ａｍｉｎｅ
ｘ　ＨＰＸ－８７Ｃカラム（Ｂｉｏ－Ｒａｄ，Ｈｅｒｃｕｌｅｓ，ＣＡ）を用いるＨＰＬ
Ｃによって定量した。使用したクロマトグラフィー条件は、カラム区画および検出器区画
で８５℃、サンプルおよびインジェクター区画で４０℃、流量０．６ｍＬ／分および注入
量１０μＬであった。データ整理のために使用したソフトウエアパッケージは、Ｗａｔｅ
ｒｓ（Ｗａｔｅｒｓ　Ｃｏｒｐ．，Ｍｉｌｆｏｒｄ，ＭＡ）製のＥＭＰＯＷＥＲ（商標）
バージョン３であった。較正は、各個別糖に対する様々な濃度の標準物質を用いて実施し
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た。
【０３７５】
オリゴ糖の濃度の決定
　可溶性オリゴ糖は、２基の直列Ａｍｉｎｅｘ　ＨＰＸ－４２Ａカラム（Ｂｉｏ－Ｒａｄ
）を用いるＨＰＬＣによって定量した。使用したクロマトグラフィー条件は、８５℃のカ
ラム温度および４０℃の検出器区画温度、移動相としての水（流量０．６ｍＬ／分）およ
び１０μＬの注入量であった。データ整理のために使用したソフトウエアパッケージは、
Ｗａｔｅｒｓ　Ｃｏｒｐ．製のＥＭＰＯＷＥＲ（商標）バージョン３であった。ＤＰ２～
ＤＰ７由来のオリゴ糖サンプルは、Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ：マルトヘプタオース（
ＤＰ７、製品番号４７８７２）、マルトヘキサノース（ＤＰ６、製品番号４７８７３）、
マルトペントース（ＤＰ５、製品番号４７８７６）、マルトテトラオース（ＤＰ４、製品
番号４７８７７）、イソマルトトリオース（ＤＰ３、製品番号４７８８４）およびマルト
ース（ＤＰ２、製品番号４７２８８）から入手した。較正は、様々な濃度の標準物質を用
いて各個別オリゴ糖に対して実施した。
【０３７６】
可溶性オリゴ糖オリゴマー／ポリマーの精製
　下記の実施例で記載するような添加ムタナーゼを含む、もしくは含まないグルコシルト
ランスフェラーゼ酵素を使用したスクロースの転換により精製される生成混合物中に存在
する可溶性オリゴ糖オリゴマー／ポリマーを精製し、サイズ排除カラムクロマトグラフィ
ー（ＳＥＣ）によって単離した。典型的な手技では、生成混合物を１５分間～３０分間に
わたり６０℃～９０℃で熱処理し、その後に１０分間にわたり４，０００ｒｐｍで遠心分
離した。生じた上清は、溶離液としての水を０．７ｍＬ／分で使用して、１．１ＬのＢｉ
ｏ－Ｇｅｌ　Ｐ２　Ｇｅｌ（Ｂｉｏ－Ｒａｄ，Ｆｉｎｅ　４５～９０μｍ）が充填された
ＧＥ　ＨＫ　５０／６０カラムと接続したＡＥＫＴＡｐｒｉｍｅ精製システム（ＳＥＣ；
ＧＥ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ　Ｌｉｆｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ）（１０ｍＬ～５０ｍＬの注
入量）に注入した。ＳＥＣ分画（チューブ１本当たり約５ｍＬ）をＢｉｏ－Ｒａｄ　ＨＰ
Ｘ－４７Ａカラムを使用してオリゴ糖について分析した。＞ＤＰ２のオリゴ糖を含有する
分画を結合し、３重量／重量％～６重量／重量％の固体を含有する溶液を生成するために
結合分画の回転式蒸発によって可溶性オリゴマー／ポリマーを単離し、ここで生じた溶液
は固体生成物としての可溶性オリゴマー／ポリマーを生成するために凍結乾燥させた。
【０３７７】
実施例１
大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）ＢＬ２１（ＤＥ３）中でのムタナーゼｍｕｔ３２６４　ＧＩ：２
５７１５３２６４の生成
　ＧＥＮＢＡＮＫ（登録商標）においてＧＩ：２５７１５３２６４（配列番号１）である
と同定されたパエニバチルス・フミクス（Ｐａｅｎｉｂａｃｉｌｌｕｓ　Ｈｕｍｉｃｕｓ
）ＮＡ１１２３由来のムタナーゼをコードする遺伝子は、ＧｅｎＳｃｒｉｐｔ（ＧｅｎＳ
ｃｒｉｐｔ　ＵＳＡ　Ｉｎｃ．，Ｐｉｓｃａｔａｗａｙ，ＮＪ）によって合成された。タ
ンパク質配列（「ｍｕｔ３２６４」；配列番号３）をコードするヌクレオチド配列（配列
番号２）をｐＥＴ２４ａ（Ｎｏｖａｇｅｎ；Ｍｅｒｃｋ　ＫＧａＡ，Ｄａｒｍｓｔａｄｔ
，Ｇｅｒｍａｎｙ）内にサブクローニングした。生じたプラスミドは、ＳＧＺＹ６と同定
された菌株を生成するために大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）ＢＬ２１（ＤＥ３）（Ｉｎｖｉｔｒ
ｏｇｅｎ）内に形質転換させた。この菌株を２２０ｒｐｍで振とうしながら３７℃で約０
．７のＯＤ６００へ増殖させ、次にこの温度を１８℃へ低下させ、ＩＰＴＧを０．４ｍＭ
の最終濃度になるように添加した。培養を一晩増殖させ、その後に４，０００ｇでの遠心
分離によって採取した。６００ｍＬの培養由来の細胞ペレットを２２ｍＬの５０ｍＭのＫ
Ｐｉバッファー（ｐＨ７．０）中に懸濁させた。細胞は、Ｆｒｅｎｃｈ　Ｃｅｌｌ　Ｐｒ
ｅｓｓ（１５，０００ｐｓｉ（１０３．４ＭＰａ）で２回の通過）によって破砕した；細
胞残屑は４０分間にわたる遠心分離（ＳＯＲＶＡＬＬ（商標）ＳＳ３４ローター、１３，
０００ｒｐｍで；Ｔｈｅｒｍｏ　Ｆｉｓｈｅｒ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ，Ｉｎｃ．，Ｗａ
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ｌｔｈａｍ，ＭＡ）によって除去した。上清は、「ｍｕｔ３２６４」ムタナーゼの発現を
確証するためにＳＤＳ－ＰＡＧＥによって分析し、活性アッセイのためには粗抽出物を使
用した。ムタナーゼ遺伝子を含まないコントロール菌株は、ｐＥＴ２４ａベクターを用い
て大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）ＢＬ２１（ＤＥ３）細胞を形質転換させることによって作成し
た。
【０３７８】
実施例２
枯草菌（Ｂ．ｓｕｂｔｉｌｉｓ）菌株ＢＧ６００６株ＳＧ１０２１－１中でのムタナーゼ
ｍｕｔ３２６４　ＧＩ：２５７１５３２６４の生成
　ＳＧ１０２１－１は、発酵大豆の納豆から単離されたパエニバチルス・フミクス（Ｐａ
ｅｎｉｂａｃｉｌｌｕｓ　ｈｕｍｉｃｕｓ）ＮＡ１１２３由来のムタナーゼを発現する枯
草菌（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｓｕｂｔｉｌｉｓ）ムタナーゼ発現菌株である。枯草菌（Ｂ．
ｓｕｂｔｉｌｉｓ）中での組換え発現のために、天然シグナルペプチドをバチルス（Ｂａ
ｃｉｌｌｕｓ）属ＡｐｒＥシグナルペプチド（ＧＥＮＢＡＮＫ（登録商標）アクセッショ
ン番号ＡＦＧ２８２０８；配列番号４）と取り換えた。ｍｕｔ３２６４（配列番号５）を
コードするポリヌクレオチドは、配列番号６として提供されたバチルス（Ｂａｃｉｌｌｕ
ｓ）属発現ｍｕｔ３２６４をコードするＡｐｒＥシグナルペプチド（配列番号４）の下流
で機能的に結合された。ポリヒスチジンタグをコードする配列の前に終止コドンを提供す
るために、Ｃ末端リシンを欠失させた。
【０３７９】
　枯草菌（Ｂ．ｓｕｂｔｉｌｉｓ）宿主ＢＧ６００６菌株は、９つのプロテアーゼ欠失（
ａｍｙＥ：：ｘｙｌＲＰｘｙｌＡｃｏｍＫ－ｅｒｍＣ、ｄｅｇＵＨｙ３２、ｏｐｐＡ、Δ
ｓｐｏＩＩＥ３５０１、ΔａｐｒＥ、ΔｎｐｒＥ、Δｅｐｒ、ΔｉｓｐＡ、Δｂｐｒ、Δ
ｖｐｒ、ΔｗｐｒＡ、Δｍｐｒ－ｙｂｆＪ、ΔｎｐｒＢ）を含有した。野生型ｍｕｔ３２
６４（ＧＥＮＢＡＮＫ（登録商標）ＧＩ：２５７１５３２６４の下で見いだされる）は、
ＳｉｇｎａｌＰ　４．０プログラム（Ｎｏｒｄａｈｌ　ｅｔ　ａｌ．，（２０１１）Ｎａ
ｔｕｒｅ　Ｍｅｔｈｏｄｓ，８：７８５－７８６）によって天然シグナルペプチドである
と推測されたＮ末端３３アミノ酸を備える１，１４６個のアミノ酸を有する。天然シグナ
ルペプチドを含まない成熟ｍｕｔ３２６４は、ＧｅｎＳｃｒｉｐｔによって合成され、ａ
ｐｒＥプロモーター下で複製バチルス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ）属発現ｐＨＹＴベクターのＮ
ｈｅＩ部位およびＨｉｎｄＩＩＩ部位内にクローニングし、ベクター上の枯草菌（Ｂ．ｓ
ｕｂｔｉｌｉｓ）ＡｐｒＥシグナルペプチド（配列番号４）と融合させた。この構築物を
最初に大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）ＤＨ１０Ｂ内に形質転換させ、アンピシリン（１００μｇ
／ｍＬ）を含むＬＢプレートを上で選択した。この確証構築物ｐＤＣＱ９２１を次に枯草
菌（Ｂ．ｓｕｂｔｉｌｉｓ）ＢＧ６００６内に形質転換させ、テトラサイクリン（１２．
５μｇ／ｍＬ）を含むＬＢプレート上で選択した。生じた枯草菌（Ｂ．ｓｕｂｔｉｌｉｓ
）発現菌株ＳＧ１０２１を精製し、単一コロニー単離体ＳＧ１０２１－１をムタナーゼｍ
ｕｔ３２６４の起源として使用した。ＳＧ１０２１－１菌株は、最初に１０μｇ／ｍＬの
テトラサイクリンを含有するＬＢ内で増殖させ、次に１２．５μｇ／ｍＬのテトラサイク
リンを含有するＧｒａｎｔｓＩＩ培地中にサブクローニングし、２～３日間にわたり３７
℃で増殖させた。培養は４℃で３０分間にわたり１５，０００ｇで回転させ、上清を０．
２２μｍフィルターに通して濾過した。ｍｕｔ３２６４を含有する濾過した上清をアリコ
ートに分割し、－８０℃で凍結した。
【０３８０】
実施例３
ムタナーゼｍｕｔ３３２５　ＧＩ：２１２５３３３２５の生成
　ＧＥＮＢＡＮＫ（登録商標）においてＧＩ：２１２５３３３２５であると同定されたペ
ニシリウム・マルネフェイ（Ｐｅｎｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｍａｒｎｅｆｆｅｉ）ＡＴＣＣ（
登録商標）１８２２４（商標）ムタナーゼをコードする遺伝子は、ＧｅｎＳｃｒｉｐｔ（
Ｐｉｓｃａｔａｗａｙ，ＮＪ）によって合成された。タンパク質配列（ｍｕｔ３３２５；
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配列番号８）をコードするヌクレオチド配列（配列番号７）は、選択のためにアスペルギ
ルス・ニガー（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｎｉｇｅｒ）アセトアミダーゼを用いて、ＣＢ
ＨＩプロモーターおよびターミネーターの制御下で、トリコデルマ・リーゼイ（Ｔｒｉｃ
ｈｏｄｅｒｍａ　ｒｅｅｓｅｉ）中で関心対象の遺伝子を発現させるために設計されたベ
クターであるプラスミドｐＴｒｅｘ３（配列番号９）内にＳａｃＩＩおよびＡｓｃＩ制限
部位でサブクローニングした。生じたプラスミドは、上記の一般的方法の項に記載したよ
うにバイオリスティック注入によってＴ．リーゼイ（ｒｅｅｓｅｉ）内に形質転換させた
。バイオリスティック形質転換の詳細な方法は、国際公開第２００９／１２６７７３（Ａ
１）号パンフレットに記載されている。安定性クローンＴＲＭ０５－３由来の胞子を含む
１ｃｍ２の寒天プラグを使用して生成培地（下記で記載する）に接種した。この培養を２
８℃および２２０ｒｐｍで４～５日間にわたり振とうフラスコ内で増殖させた。分泌タン
パク質を採取するために、細胞塊を最初に１０分間にわたる４，０００ｇでの遠心分離に
よって除去し、上清を０．２μＭの滅菌フィルターに通して濾過した。ムタナーゼｍｕｔ
３３２５の発現は、ＳＤＳ－ＰＡＧＥによって確証した。
【０３８１】
　生成培地成分を下記に列挙する。
【０３８２】
【表２】

【０３８３】
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【表３】

【０３８４】
実施例４
発酵によるｍｕｔ３３２５の生成
　発酵種培養は、ｍｕｔ３３２５発現菌株ＴＲＭ０５－３の１．０ｍＬの凍結胞子懸濁液
を含む２Ｌのバッフル付きフラスコ内の０．５Ｌの最小培地を接種することによって調製
した（実施例３）（最小培地は、５ｇ／Ｌの硫酸アンモニウム、４．５ｇ／Ｌの一塩基性
リン酸カリウム、１．０ｇ／Ｌの硫酸マグネシウム七水化物、１４．４ｇ／Ｌのクエン酸
無水物、１ｇ／Ｌの塩化カルシウム二水化物、２５ｇ／Ｌのグルコースならびに０．４３
７５ｇ／Ｌのクエン酸、０．５ｇ／Ｌの硫酸鉄七水化物、０．０４ｇ／Ｌの硫酸亜鉛七水
化物、０．００８ｇ／Ｌの硫酸銅五水化物、０．００３５ｇ／Ｌの硫酸マンガン一水和物
および０．００２ｇ／Ｌのホウ酸を含む微量元素から構成された。ｐＨは５．５であった
）。この培養を３２℃でおよび１７０ｒｐｍで４８時間増殖させ、その後に１４Ｌの発酵
槽内の８Ｌの生成培地に移した。生成培地は、７５ｇ／Ｌのグルコース、４．５ｇ／Ｌの
一塩基性リン酸カリウム、０．６ｇ／Ｌの塩化カルシウム脱水物、１．０ｇ／Ｌの硫酸マ
グネシウム七水化物、７．０ｇ／Ｌの硫酸アンモニウム、０．５ｇ／Ｌのクエン酸無水物
、０．５ｇ／Ｌの硫酸鉄七水化物、０．０４ｇ／Ｌの硫酸亜鉛七水化物、０．００１７５
ｇ／Ｌの硫酸銅五水和物、０．００３５ｇ／Ｌの硫酸マンガン一水和物、０．００２ｇ／
Ｌのホウ酸および０．３ｍＬ／Ｌのｆｏａｍ　ｂｌａｓｔ　８８２から構成された。
【０３８５】
　発酵は、最初に２４時間にわたり３４℃、５００ｒｐｍでグルコース上でのバッチ増殖
によりランした。２４時間の終了時、温度を２８℃に低下させ、撹拌速度を１，０００ｒ
ｐｍへ増加させた。次に発酵槽にグルコースおよびソホロース（６２重量／重量％）の混
合物を０．０３０ｇのグルコース－ソホロース固体／ｇ（バイオマス）／時の特定供給速
度で供給した。ランの終了時に、バイオマスを遠心分離によって除去し、ムタナーゼを含
有する上清は１０ｋＤ分子量カットオフ限外濾過カートリッジ（ＵＦＰ－１０－Ｅ－３５
；ＧＥＨｅａｌｔｈｃａｒｅ，Ｌｉｔｔｌｅ　Ｃｈａｌｆｏｎｔ，Ｂｕｃｋｉｎｇｈａｍ
ｓｈｉｒｅ，ＵＫ）を使用して限外濾過によって約１０倍に濃縮した。濃縮タンパク質は
－８０℃で保管した。
【０３８６】
実施例５
大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）ＴＯＰ１０中でのＧＴＦ　ＧＩ：５１５７４１５４の生成
　ＧＥＮＢＡＮＫ（登録商標）においてｇｉ：５１５７４１５４（配列番号１０）として
同定されたラクトバチルス・ロイテリ（Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ　ｒｅｕｔｅｒｉ）
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由来のｇｔｆ酵素の切断バージョンをコードする遺伝子は、大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）（Ｄ
ＮＡ２．０，Ｍｅｎｌｏ　Ｐａｒｋ，ＣＡ）中での発現のために最適化されたコドンを使
用して合成した。ｐＭＰ８０として同定されたプラスミドを生成するために、タンパク質
４１５４（配列番号１２）をコードする核酸生成物（配列番号１１）をＰＪＥＸＰＲＥＳ
Ｓ４０４（登録商標）（ＤＮＡ２．０，Ｍｅｎｌｏ　Ｐａｒｋ，ＣＡ））内にサブクロー
ニングした。ＴＯＰ１０／ｐＭＰ８０として同定された菌株を生成するために、プラスミ
ドｐＭＰ８０を使用して大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）ＴＯＰ１０（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ，Ｃ
ａｒｌｓｂａｄ　Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ）を形質転換させた。
【０３８７】
　ＧＴＦ酵素「４１５４」を発現する大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）菌株ＴＯＰ１０／ｐＭＰ８
０は、３７℃でアンピシリン（１００μｇ／ｍＬ）を含むＬＢ培地中でＯＤ６００ｎｍ＝
０．４～０．５へ振とうしながら増殖させ、その時点にＩＰＴＧを最終濃度が０．５ｍＭ
となるまで加え、３７℃で２～４時間にわたりインキュベーションを継続した。細胞は１
５分間にわたる５，０００×ｇでの遠心分離によって採取し、ＤＴＴ（１．０ｍＭ）が補
給された５０ｍＭのリン酸バッファー（ｐＨ７．０）中に再懸濁させた（２０重量／体積
％）。再懸濁細胞は、９５％を超える細胞溶解を保証するために、Ｆｒｅｎｃｈプレッシ
ャーセル（ＳＬＭ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ，Ｒｏｃｈｅｓｔｅｒ，ＮＹ）を２回通過さ
せた。溶解細胞は、４℃、１２，０００×ｇで３０分間遠心分離した。生じた上清は、ｇ
ｔｆ酵素の発現を確証するためにＢＣＡタンパク質アッセイおよびＳＤＳ－ＰＡＧＥによ
って分析し、上清を－２０℃で保管した。
【０３８８】
　ＧＴＦ活性は、２４～３０時間にわたり２２～２５℃でスクロース（５０ｍｇ／ｍＬ）
、デキストランＴ－１０（１ｍｇ／ｍＬ）およびリン酸カリウムバッファー（ｐＨ６．５
、５０ｍＭ）を含有する混合物にその抽出物（５体積％）が添加されたｇｔｆ反応溶液中
で還元糖（フルクトースおよびグルコース）の生成を測定することによって確証した。還
元糖は、引き続いて１ＮのＮａＯＨおよび０．１％の塩化トリフェニルテトラゾリウムを
含有する混合物に０．０１ｍＬの遠心ＧＴＦ反応溶液を添加し、５分間にわたりＯＤ４８
０ｎｍでの吸光度の増加を監視することによって測定した（Ｕｌｔｒｏｓｐｅｃ，Ｐｈａ
ｒｍａｃｉａ　ＬＫＢ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，ＮＹ）。
【０３８９】
実施例６
ＧＴＦ４１５４およびｍｕｔ３２６４の組み合わせによって生成された可溶性オリゴ糖繊
維の単離
　１０ｍＭのリン酸カリウムバッファー（ｐＨ６．０）中の１００ｇ／Ｌのスクロース、
ＧＥＮＢＡＮＫ（登録商標）においてｇｉ：５１５７４１５４（実施例５）であると同定
されたラクトバチルス・ロイテリ（Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ　ｒｅｕｔｅｒｉ）由来
のＧＴＦ酵素を含有する大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）粗タンパク質抽出物（１．０体積／体積
％）およびパエニバチルス・フミカス（Ｐａｅｎｉｂａｃｉｌｌｕｓ　ｈｕｍｉｃｕｓ）
由来のムタナーゼ（ｍｕｔ３２６４、ｇｉ：２５７１５３２６４；実施例１）を含む大腸
菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）粗タンパク質抽出物（１．０体積／体積％）を含有する１，０００ｍ
Ｌの反応を３７℃で３０時間攪拌し、次に酵素を不活性化するために１５分間にわたり９
０℃へ加熱した。生じた生成混合物を遠心分離し、生じた上清を可溶性単糖類、二糖類お
よびオリゴ糖類についてＨＰＬＣによって分析し、次に１３２ｍＬの上清はＢｉｏＧｅｌ
　Ｐ２樹脂（ＢｉｏＲａｄ）を用いるＳＥＣによって精製した。≧ＤＰ３のオリゴ糖類を
含有したＳＥＣ分画を結合し、ＨＰＬＣによる分析のために回転式蒸発によって濃縮した
（表１）。
【０３９０】
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【表４】

【０３９１】
実施例７
ＧＴＦ４５１４およびデキストラナーゼの組み合わせによって生成された可溶性オリゴ糖
繊維の単離
　１０ｍＭのリン酸カリウムバッファー（ｐＨ６．５）中の１００ｇ／Ｌのスクロース、
ＧＥＮＢＡＮＫ（登録商標）においてｇｉ：５１５７４１５４（実施例５）として同定さ
れたラクトバチルス・ロイテリ（Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ　ｒｅｕｔｅｒｉ）由来の
ＧＴＦ酵素を含有する含む大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）粗タンパク質抽出物（１．０体積／体
積％）および０．０１体積／体積％のデキストラナーゼ（ケトミウム・エラチクム（Ｃｈ
ａｅｔｏｍｉｕｍ　ｅｒｒａｔｉｃｕｍ）由来の１，６－α－Ｄ－グルカン６－グルカン
ヒドロラーゼ、Ｓｉｇｍａ社製品番号Ｄ－０４４３）を含有する１，２００ｍＬの反応を
３７℃で４５時間攪拌し、次に酵素を不活性化するために１５分間にわたり９０℃へ加熱
した。生じた生成混合物を遠心分離し、生じた上清を可溶性単糖類、二糖類およびオリゴ
糖類についてＨＰＬＣによって分析し、次に上清はＢｉｏＧｅｌ　Ｐ２樹脂（ＢｉｏＲａ
ｄ）を用いるＳＥＣによって精製した。≧ＤＰ３のオリゴ糖類を含有したＳＥＣ分画を結
合し、ＨＰＬＣによる分析のために回転式蒸発によって濃縮した（表２）。
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【０３９２】
【表５】

【０３９３】
実施例８
ＧＴＦ４１５４とｍｕｔ３２６４もしくはデキストラナーゼとの組み合わせによって生成
された可溶性繊維のアノマー結合分析
　実施例６および７において記載したように調製したクロマトグラフィー精製可溶性オリ
ゴ糖オリゴマー／ポリマーの溶液を凍結乾燥によって一定重量まで乾燥させ、生じた固体
を（上記の）一般的方法の項に記載した１Ｈ　ＮＭＲ分光法およびＧＣ／ＭＳによって分
析した。これらの可溶性オリゴ糖オリゴマー／ポリマー混合物のそれぞれについてのアノ
マー結合は、表３および４に報告した。
【０３９４】
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【表６】

【０３９５】
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【表７】

【０３９６】
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実施例９
ＧＴＦ４１５４とｍｕｔ３２６４もしくはデキストラナーゼとの組み合わせによって生成
された可溶性繊維の粘度
　実施例６および７において記載したように調製したクロマトグラフィー精製可溶性オリ
ゴ糖オリゴマー／ポリマーの溶液を凍結乾燥によって一定重量まで乾燥させ、生じた固体
を使用して蒸留脱イオン水中の可溶性オリゴマー／ポリマーの１２重量％溶液を調製した
。可溶性オリゴマー／ポリマー溶液の粘度（センチポイズ（ｃＰ）で報告したが、ここで
１ｃＰ＝１ミリパスカル秒（ｍＰａ／ｓ））（表５）は、一般的方法の項で記載したよう
に２０℃で測定した。
【０３９７】
【表８】

【０３９８】
実施例１０
ＧＴＦ４１５４とｍｕｔ３２６４もしくはデキストラナーゼとの組み合わせによって生成
された繊維の分子量
　実施例６および実施例７において記載したように調製したクロマトグラフィー精製可溶
性オリゴ糖オリゴマー／ポリマーの溶液は凍結乾燥によって一定重量まで乾燥させ、生じ
た固体を一般的方法の項に記載したようにＳＥＣクロマトグラフィーによって数平均分子
量（Ｍｎ）、重量平均分子量（Ｍｗ）、ピーク分子量（Ｍｐ）、ｚ平均分子量（Ｍｚ）お
よび多分散指数（ＰＤＩ＝Ｍｗ／Ｍｎ）について分析した（表６）。
【０３９９】
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【表９】

【０４００】
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実施例１１
枯草菌（ＢＡＣＩＬＬＵＳ　ＳＵＢＴＩＬＩＳ）中のＧＴＦ　ＧＩ：５１５７４１５４の
生成
　タンパク質ＧＴＦ４１５４をコードする核酸生成物（配列番号１１）は、隣接するＮｈ
ｅＩ制限酵素部位およびＨｉｎｄＩＩＩ制限酵素部位を備える大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）発
現プラスミドｐＭＰ８０から増幅させ、ａｐｒＥプロモーター下で枯草菌（Ｂａｃｉｌｌ
ｕｓ　ｓｕｂｔｉｌｉｓ）統合発現プラスミドｐ４ＪＨのＮｈｅＩ部位およびＨｉｎｄＩ
ＩＩ部位内にクローニングし、ベクター上の枯草菌（Ｂ．ｓｕｂｔｉｌｉｓ）ＡｐｒＥシ
グナルペプチド（配列番号４）と融合させた。この構築物を最初に大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ
）ＤＨ１０Ｂ内に形質転換させ、アンピシリン（１００μｇ／ｍＬ）を含むＬＢプレート
上で選択した。ＧＴＦ４１５４を発現する確証した構築物ｐＤＣＱ９８５を次に９つのプ
ロテアーゼ欠失（ａｍｙＥ：：ｘｙｌＲＰｘｙｌＡｃｏｍＫ－ｅｒｍＣ、ｄｅｇＵＨｙ３
２、ｏｐｐＡ、ΔｓｐｏＩＩＥ３５０１、ΔａｐｒＥ、ΔｎｐｒＥ、Δｅｐｒ、Δｉｓｐ
Ａ、Δｂｐｒ、Δｖｐｒ、ΔｗｐｒＡ、Δｍｐｒ－ｙｂｆＪ、ΔｎｐｒＢ）を含有する枯
草菌（Ｂ．ｓｕｂｔｉｌｉｓ）ＢＧ６００６内に形質転換させ、クロラムフェニコール（
５μｇ／ｍｌ）を含むＬＢプレート上で選択した。５μｇ／ｍＬのクロラムフェニコール
を含むＬＢプレート上で増殖させたコロニーは、２５μｇ／ｍＬのクロラムフェニコール
を含むＬＢプレート上で数回画線した。生じた枯草菌（Ｂ．ｓｕｂｔｉｌｉｓ）発現菌株
ＳＧ１１８５は、最初に２５μｇ／ｍＬのクロラムフェニコールを含むＬＢプレート上で
増殖させ、次に２～３日間にわたり３０℃で増殖させた２５μｇ／ｍＬのクロラムフェニ
コールを含むＧｒａｎｔｓＩＩ培地中に継代培養した。培養は４℃で３０分間にわたり１
５，０００ｇで回転させ、上清を０．２２μｍフィルターに通して濾過した。濾過した上
清を等分し、－８０℃で凍結した。
【０４０１】
実施例１２
ナトリウムカルボキシメチルα－グルカンの調製
　本実施例では、本明細書に記載したα－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物を使用し
て、グルカンエーテル誘導体であるカルボキシメチルグルカンを生成する工程について記
載する。
【０４０２】
　実施例６または７で記載したα－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物のおよそ１ｇを
、温度監視用熱電対、循環浴に接続した凝縮器およびマグネチックスターバーを備えた、
容積５０ｍＬの丸底フラスコ中の２０ｍＬのイソプロパノールに加えた。水酸化ナトリウ
ム（４ｍＬの１５％溶液）を調製物に滴下し、これを次に加熱板上で２５℃へ加熱した。
調製物を１時間撹拌した後、温度を５５℃に上昇させた。次に反応を提供するためにモノ
クロロ酢酸ナトリウム（０．３ｇ）を加え、これを５５℃で３時間保持した後、氷酢酸で
中和した。この材料を次に収集し、固体の置換度（ＤｏＳ）を決定するためにＮＭＲによ
って分析した。
【０４０３】
　カルボキシメチルα－グルカンの様々なＤｏｓサンプルは上記のプロセスに類似するが
、例えば異なる試薬（モノクロロ酢酸ナトリウム））：α－グルカンオリゴマー／ポリマ
ーモル比、様々なＮａＯＨ：α－グルカンオリゴマー／ポリマーモル比、異なる温度およ
び／または反応時間の使用などの所定の修正を加えたプロセスを使用して調製した。
【０４０４】
実施例１３
カルボキシメチルα－グルカンを使用した粘度修飾
　本実施例では、カルボキシメチルα－グルカンが水性組成物の粘度に及ぼす作用につい
て記載する。
【０４０５】
　実施例１２において調製した様々なナトリウムカルボキシメチルグルカンサンプルにつ
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いて試験した。これらのサンプルそれぞれの０．６重量％の溶液を調製するために、０．
１０２ｇのナトリウムカルボキシメチルα－グルカンを脱イオン水（１７ｇ）に加えた。
各調製物は、次に完全に溶液中に溶解するまで卓上型ボルテックスミキサーを使用して混
合した。
【０４０６】
　カルボキシメチルα－グルカンの粘度を決定するために、温度（２０℃）を制御するた
めの再循環浴を装備したＢｒｏｏｋｆｉｅｌｄ　ＩＩＩ＋粘度計を使用して溶解α－グル
カンエーテルサンプルの各溶液に様々な剪断速度を受けさせた。剪断速度は、０．１～２
３２．５ｒｐｍに増加する勾配プログラムを用いて増加させ、剪断速度は２０秒間毎に４
．５５（１／秒）ずつ増加させた。
【０４０７】
実施例１４
固体デキストランからのカルボキシメチルデキストランの調製
　本実施例では、実施例１５において使用するためのカルボキシメチルデキストランを調
製する工程について記載する。
【０４０８】
　およそ０．５ｇの固体デキストラン（Ｍｗ＝７５０，０００）は、温度監視用の熱電対
、再循環浴に接続したコンデンサーおよびマグネチックスターバーを装備した容量５０ｍ
Ｌの丸底フラスコ中の１０ｍＬのイソプロパノールに加えた。水酸化ナトリウム（０．９
ｍＬの１５％溶液）を調製物に滴下し、これを次に加熱板上で２５℃へ加熱した。調製物
を１時間撹拌した後、温度を５５℃に上昇させた。次に反応を提供するためにモノクロロ
酢酸ナトリウム（０．１５ｇ）を加え、これを５５℃で３時間保持した後、氷酢酸を用い
て中和した。固体物質を真空濾過によって収集し、エタノール（７０％）を用いて４回洗
浄し、２０～２５℃の真空下で乾燥させ、固体の置換度（ＤｏＳ）を決定するためにＮＭ
Ｒによって分析した。
【０４０９】
　この固体は、カルボキシメチルデキストランナトリウムであると同定された。
追加のカルボキシメチルデキストランナトリウムは、異なるＭｗのデキストランを使用し
て調製した。本実施例において調製したカルボキシメチルデキストランサンプルのＤｏＳ
値は、表７に提供した。
【０４１０】
【表１０】

【０４１１】
　これらのカルボキシメチルデキストランサンプルの粘度修飾作用について実施例１５に
おいて試験した。
【０４１２】
実施例１５（比較例）
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剪断速度がカルボキシメチルデキストランの粘度に及ぼす作用
　本実施例では、実施例１４において調製したカルボキシメチルデキストランサンプルを
含有する溶液の粘度および溶液の粘度に剪断速度が及ぼす作用について記載する。
【０４１３】
　様々なカルボキシメチルデキストランナトリウムサンプル（２Ａおよび２Ｂ）は、実施
例１４において記載したように調製した。これらのサンプルそれぞれの０．６重量％の溶
液を調製するために、０．１０２ｇのカルボキシメチルデキストランナトリウムを脱イオ
ン水（１７ｇ）に加えた。各調製物は次に、固体が完全に溶解するまで卓上型ボルテック
スミキサーを１，０００ｒｐｍで使用して混合した。
【０４１４】
　様々な剪断速度でカルボキシメチルデキストランの粘度を決定するために、温度（２０
℃）を制御するための再循環浴を装備したＢｒｏｏｋｆｉｅｌｄ　ＩＩＩ＋粘度計を使用
して溶解デキストランエーテルサンプルの各溶液に様々な剪断速度を受けさせた。剪断速
度は、０．１～２３２．５ｒｐｍに増加させる勾配プログラムを用いて増加させ、剪断速
度は２０秒間毎に４．５５（１／秒）ずつ増加させた。１４．７２（１／秒）でのこの実
験の結果は、表ｙ＋１に列挙した。
【０４１５】
【表１１】

【０４１６】
　表８に要約した結果は、カルボキシメチルデキストランの０．６重量％の溶液が約２．
５～７ｃＰの粘度を有することを示している。
【０４１７】
実施例１６（比較例）
カルボキシメチルα－グルカンの調製
　本実施例では、実施例１７において使用するためのカルボキシメチルグルカンを調製す
る工程について記載する。
【０４１８】
　グルカンは、実施例６もしくは７に記載したように調製した。
【０４１９】
　およそ１５０ｇのα－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物は、温度監視用の熱電対、
再循環浴に接続したコンデンサーおよびマグネチックスターバーを装備した容量５００ｍ
Ｌの丸底フラスコ中の３，０００ｍＬのイソプロパノールに加えた。水酸化ナトリウム（
６００ｍＬの１５％溶液）を調製物に滴下し、これを次に加熱板上で２５℃へ加熱した。
調製物を１時間撹拌した後、温度を５５℃に上昇させた。反応を得るために、次にモノク
ロロ酢酸ナトリウムを加え、これを５５℃で３時間保持し、その後に９０％の酢酸を用い
て中和した。この物質を次に収集し、置換度（ＤｏＳ）を決定するためにＮＭＲによって
分析した。
【０４２０】
　カルボキシメチルα－グルカンの様々なＤｏｓサンプルは上記のプロセスに類似するが
、例えば異なる試薬（モノクロロ酢酸ナトリウム））：α－グルカンオリゴマー／ポリマ
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ーモル比、様々なＮａＯＨ：α－グルカンオリゴマー／ポリマーモル比、異なる温度およ
び／または反応時間の使用などの所定の修正を加えたプロセスを使用して調製した。
【０４２１】
実施例１７（比較例）
カルボキシメチルα－グルカンを使用した粘度修飾
　本実施例では、カルボキシメチルα－グルカンが水性組成物の粘度に及ぼす作用につい
あて記載する。
【０４２２】
　様々なナトリウムカルボキシメチルグルカンサンプルは、実施例１６において記載した
ように調製した。これらのサンプルそれぞれの０．６重量％の溶液を調製するために、０
．１０２ｇのナトリウムカルボキシメチルα－グルカンを脱イオン水（１７ｇ）に加えた
。各調製物は、次に完全に溶液中に溶解するまで卓上型ボルテックスミキサーを１，００
０ｒｐｍで使用して混合した。
【０４２３】
　様々な剪断速度でカルボキシメチルグルカンの粘度を決定するために、温度（２０℃）
を制御するための再循環浴を装備したＢｒｏｏｋｆｉｅｌｄ　ＩＩＩ＋粘度計を使用して
グルカンエーテルサンプルの各溶液に様々な剪断速度を受けさせた。剪断速度は、０．１
～２３２．５ｒｐｍに増加する勾配プログラムを用いて増加させ、次に剪断速度を２０秒
間毎に４．５５（１／秒）ずつ増加させた。
【０４２４】
実施例１８（比較例）
カルボキシメチルセルロースを使用した粘度修飾
　本実施例では、カルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）が水性組成物の粘度に及ぼす作
用について記載する。
【０４２５】
　ＤｕＰｏｎｔ　Ｎｕｔｒｉｔｉｏｎ　＆　Ｈｅａｌｔｈ（Ｄａｎｉｓｃｏ）から入手し
たＣＭＣサンプルは、各サンプルの０．６重量％の溶液を調製するために脱イオン水に溶
解させた。
【０４２６】
　様々な剪断速度でＣＭＣの粘度を決定するために、温度（２０℃）を制御するための再
循環浴を装備したＢｒｏｏｋｆｉｅｌｄ　ＩＩＩ＋粘度計を使用して溶解ＣＭＣサンプル
の各溶液に様々な剪断速度を受けさせた。剪断速度は、０．１～２３２．５ｒｐｍに増加
させる勾配プログラムを用いて増加させ、剪断速度は２０秒間毎に４．５５（１／秒）ず
つ増加させた。１４．７２（１／秒）でのこの実験の結果は、表９に列挙した。
【０４２７】
【表１２】

【０４２８】
　このためＣＭＣ（０．６重量％）は、水溶液の粘度を増加させることができる。



(96) JP 2019-504932 A 2019.2.21

10

20

30

40

50

【０４２９】
実施例１９
ダイレクトレッド８０およびトルイジンブルーＯ染料についてのＵＶ吸収を使用した較正
曲線の作成
　本実施例では、織物表面上へのグルカンエーテル誘導体の吸着の相対レベルを決定する
ために有用であろう較正曲線の作成について記載する。
【０４３０】
　ダイレクトレッド８０およびトルイジンブルーＯ染料を使用して、公知の濃度（ｐｐｍ
）の溶液を作成した。これらの溶液の吸光度を５２０ｎｍ（ダイレクトレッド８０）もし
くは６２０ｎｍ（トルイジンブルーＯ染料）のいずれかでＬＡＭＯＴＴＥ　ＳＭＡＲＴ２
比色計を使用して測定した。吸光度情報は、織物サンプルに曝露させた溶液の染料濃度を
決定するために使用できるようにプロットした。各較正曲線の濃度および吸光度は、表１
０および１１に提供した。
【０４３１】

【表１３】

【０４３２】
【表１４】

【０４３３】
　したがって、織物表面へのポリα－１，３－グルカンエーテルの吸着の相対レベルを決
定するために有用である較正曲線を調製した。
【０４３４】
実施例２０
第４級アンモニウムグルカンの調製
　本実施例では、第４級アンモニウムグルカンエーテル誘導体を生成できるであろう方法
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について記載する。詳細には、トリメチルアンモニウムヒドロキシプロピルグルカンを生
成することができる。
【０４３５】
　およそ１０ｇのα－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物（実施例６もしくは７で記載
した）は、温度監視用熱電対、循環浴に接続した凝縮器およびマグネチックスターバーを
備えた、容積５００ｍＬの丸底フラスコ中の１００ｍＬのイソプロパノールに加えた。３
０ｍＬの水酸化ナトリウム（１７．５％溶液）をこの調製物に滴下し、次にこれを加熱板
で２５℃に加熱した。調製物を１時間撹拌した後、温度を５５℃に上昇させた。反応を得
るために次に３－クロロ－２－ヒドロキシプロピル－トリメチルアンモニウムクロリド（
３１．２５ｇ）を加え、これを５５℃で１．５時間保持し、その後に９０％の酢酸を用い
て中和した。（トリメチルアンモニウムヒドロキシプロピルグルカン）を形成する生成物
を真空濾過により回収し、エタノール（９５％）で４回洗浄し、２０～２５℃で真空乾燥
させ、ＮＭＲおよびＳＥＣで分析して分子量およびＤｏＳを決定した。
【０４３６】
　したがって、第４級アンモニウムグルカンエーテル誘導体であるトリメチルアンモニウ
ムヒドロキシプロピルグルカンを調製して単離できた。
【０４３７】
実施例２１
剪断速度が第４級アンモニウムグルカンの粘度に及ぼす作用
　本実施例では、実施例２２において調製したトリメチルアンモニウムヒドロキシプロピ
ルグルカンの粘度に剪断速度が及ぼす作用について試験できる方法について記載する。こ
のグルカンエーテル誘導体は、剪断減粘性もしくは剪断増粘性挙動を示すことが企図され
ている。
【０４３８】
　トリメチルアンモニウムヒドロキシプロピルグルカンのサンプルは、実施例２０におい
て記載したように調製した。各サンプルの２重量％を調製するために、１ｇのサンプルを
４９ｇの脱イオン水に加えた。各調製物は、次に水中にトリメチルアンモニウムヒドロキ
シプロピルグルカンのサンプルを溶解させるために２０，０００ｒｐｍで１２～１５秒間
ホモジナイズした。
【０４３９】
　様々な剪断速度での各２重量％の第４級アンモニウムグルカン溶液の粘度を決定するた
めに、各溶液には、温度（２０℃）を制御するための再循環浴およびＵＬＡ（超低アダプ
ター）スピンドルおよびアダプターセットを装備したＢｒｏｏｋｆｉｅｌｄ　ＩＩＩ＋粘
度計を使用して様々な剪断速度を受けさせた。剪断速度は、１０～２５０ｒｐｍに増加す
る勾配プログラムを用いて増加させ、剪断速度はＵＬＡスピンドルおよびアダプターに対
して２０秒間毎に４．９（１／秒）ずつ増加させた。
【０４４０】
　剪断速度が増加するにつれて第４級アンモニウムグルカン溶液のそれぞれの粘度が増加
することは企図されており、それにより溶液が剪断減粘性もしくは剪断増粘性挙動が証明
されることを示している。そのようなことは、その流動学的プロファイルを修飾するため
に第４級アンモニウムグルカンを水性液体に加えることができることを示すであろう。
【０４４１】
実施例２２
第４級アンモニウムグルカンの様々な織物への吸着
　本実施例は、第４級アンモニウムグルカン（トリメチルアンモニウムヒドロキシプロピ
ルグルカン）の様々なタイプの織物への吸着度を試験できる方法について開示する。
【０４４２】
　（実施例２０で調製した）トリメチルアンモニウムヒドロキシプロピルグルカンの０．
０７重量％の溶液は、１４９．８９ｇの脱イオン水中に０．１０５ｇのポリマーを溶解さ
せることによって生成した。この溶液を異なる濃度のポリマーを備える数個のアリコート
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に分割した（表１２）。ｐＨを修飾するために、例えば酸（希塩酸）もしくは塩基（水酸
化ナトリウム）またはＮａＣｌ塩などの他の成分を加えた。
【０４４３】
【表１５】

【０４４４】
　４つの異なる織物タイプ（クレトン、ポリエステル、６５：３５のポリエステル／クレ
トン、晒し木綿）を０．１７ｇの細片に裁断した。各細片は、４８ウエルの細胞培養プレ
ート内の２ｍＬウエル内に配置した。各織物サンプルは、１ｍＬの上記の溶液それぞれに
曝露させた（表１２）（各織物試験に化合物を含まないコントロール溶液を含めた）。織
物サンプルは、ポリマー溶液中に少なくとも３０分間にわたり入れておいた。織物サンプ
ルをポリマー溶液から取り出し、未結合ポリマーを除去するために少なくとも１分間にわ
たり脱イオン水中ですすぎ洗いした。織物サンプルは、次に６０℃で一定の乾燥が達成さ
れるまで少なくとも３０分間乾燥させた。織物サンプルを乾燥させた後に計量し、清潔な
４８ウエルの細胞培養プレート内の２ｍＬウエル内に個別に配置した。次に織物サンプル
を１ｍＬの２５０ｐｐｍのダイレクトレッド８０染料溶液に曝露させた。サンプルは、少
なくとも１５分間にわたり染料溶液中に放置した。各織物サンプルを染料溶液から取り出
し、その後に染料溶液を１０倍に希釈した。
【０４４５】
　希釈溶液の吸光度をコントロールサンプルと比較して測定した。織物に吸着したグルカ
ンポリマーの相対尺度は、ダイレクトレッド８０染料についての実施例１９において作成
した較正曲線に基づいて計算した。詳細には、コントロール（化合物に曝露させていない
織物）と比較したポリマーに曝露させた織物サンプルについてのＵＶ吸光度の差は、織物
に吸着したポリマーの相対尺度を表した。ＵＶ吸光度におけるこの差は、さらに、較正曲
線（すなわち、ＵＶ吸光度は染料ｐｐｍに変換される）を使用して計算される、織物に結
合した（コントロールに結合した染料の量に比した）染料の量として表示することもでき
よう。正の値はコントロール織物に結合した染料の量に対して過剰である染料量を表すが
、他方、負の数はコントロール織物に結合した染料量より少ない染料量を表す。正の値は
、グルカンエーテル化合物が織物表面に吸着したことを反映するであろう。
【０４４６】
　このアッセイは、第４級アンモニウムグルカンが様々な塩およびｐＨ条件下で様々なタ
イプの織物に吸着できることを証明するであろうと考えられる。この吸着は、カチオン性
グルカンエーテル誘導体が織物ケア洗剤において（例えば、再付着防止剤として）有用で
あることを示唆するであろう。
【０４４７】
実施例２３
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本α－グルカン繊維組成物の様々な織物への吸着
　本実施例は、本α－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物（未修飾）の様々なタイプの
織物への吸着度を試験できる方法について開示する。
【０４４８】
　（実施例６もしくは７において調製した）本α－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物
の０．０７重量％の溶液は、１４９．８９ｇの脱イオン水中に０．１０５ｇのポリマーを
溶解させることによって生成した。この溶液を異なる濃度のポリマーを備える数個のアリ
コートに分割した（表１３）。ｐＨを修飾するために、例えば酸（希塩酸）もしくは塩基
（水酸化ナトリウム）またはＮａＣｌ塩などの他の成分を加えた。
【０４４９】
【表１６】

【０４５０】
　４つの異なる織物タイプ（クレトン、ポリエステル、６５：３５のポリエステル／クレ
トン、晒し木綿）を０．１７ｇの細片に裁断した。各細片は、４８ウエルの細胞培養プレ
ート内の２ｍＬウエル内に配置した。各織物サンプルは、１ｍＬの上記の溶液それぞれに
曝露させた（表１３）（各織物試験に化合物を含まないコントロール溶液を含めた）。織
物サンプルは、ポリマー溶液中に少なくとも３０分間にわたり入れておいた。織物サンプ
ルをポリマー溶液から取り出し、未結合ポリマーを除去するために少なくとも１分間にわ
たり脱イオン水中ですすぎ洗いした。織物サンプルは、次に６０℃で一定の乾燥が達成さ
れるまで少なくとも３０分間乾燥させた。織物サンプルを乾燥させた後に計量し、清潔な
４８ウエルの細胞培養プレート内の２ｍＬウエル内に個別に配置した。次に織物サンプル
を１ｍＬの２５０ｐｐｍのダイレクトレッド８０染料溶液に曝露させた。サンプルは、少
なくとも１５分間にわたり染料溶液中に放置した。各織物サンプルを染料溶液から取り出
し、その後に染料溶液を１０倍に希釈した。
【０４５１】
　希釈溶液の吸光度をコントロールサンプルと比較して測定した。織物に吸着したα－グ
ルカンポリマーの相対尺度は、ダイレクトレッド８０染料についての実施例１９において
作成した較正曲線に基づいて計算した。詳細には、コントロール（化合物に曝露させてい
ない織物）と比較したポリマーに曝露させた織物サンプルについてのＵＶ吸光度の差は、
織物に吸着したポリマーの相対尺度を表した。ＵＶ吸光度におけるこの差は、さらに、較
正曲線（すなわち、ＵＶ吸光度は染料ｐｐｍに変換される）を使用して計算される、織物
に結合した（コントロールに結合した染料の量に比した）染料の量として表示することも
できよう。正の値はコントロール織物に結合した染料の量に対して過剰である染料量を表
すが、他方、負の数はコントロール織物に結合した染料量より少ない染料量を表す。正の
値は、グルカンエーテル化合物が織物表面に吸着したことを反映するであろう。
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【０４５２】
　このアッセイは、本α－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物が様々な塩およびｐＨ条
件下で様々なタイプの織物に吸着できることを証明するであろうと考えられる。この吸着
は、本α－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物が織物ケア洗剤において（例えば、再付
着防止剤として）有用であることを示唆するであろう。
【０４５３】
実施例２４
カルボキシメチルα－グルカン（ＣＭＧ）の様々な織物への吸着
　本実施例では、α－グルカンエーテル化合物（ＣＭＧ）の様々なタイプの織物への吸着
度を試験できる方法について開示する。
【０４５４】
　ＣＭＧの０．２５重量％の溶液は、１４９．６２５ｇの脱イオン水中に０．３７５ｇの
ポリマーを溶解させることによって生成した。この溶液を異なる濃度のポリマーを備える
数個のアリコートに分割した（表１４）。ｐＨを修飾するために、例えば酸（希塩酸）も
しくは塩基（水酸化ナトリウム）またはＮａＣｌ塩などの他の成分を加えた。
【０４５５】
【表１７】

【０４５６】
　４つの異なる織物タイプ（クレトン、ポリエステル、６５：３５のポリエステル／クレ
トン、晒し木綿）を０．１７ｇの細片に裁断した。各細片は、４８ウエルの細胞培養プレ
ート内の２ｍＬウエル内に配置した。各織物サンプルは、１ｍＬの上記の溶液それぞれに
曝露させた（表１４）（各織物試験に化合物を含まないコントロール溶液を含めた）。織
物サンプルは、ポリマー溶液中に少なくとも３０分間にわたり入れておいた。織物サンプ
ルをポリマー溶液から取り出し、未結合ポリマーを除去するために少なくとも１分間にわ
たり脱イオン水中ですすぎ洗いした。織物サンプルは、次に６０℃で一定の乾燥が達成さ
れるまで少なくとも３０分間乾燥させた。織物サンプルを乾燥させた後に計量し、清潔な
４８ウエルの細胞培養プレート内の２ｍＬウエル内に個別に配置した。次に織物サンプル
を１ｍＬの２５０ｐｐｍのトルイジンブルー染料溶液に曝露させた。サンプルは、少なく
とも１５分間にわたり染料溶液中に放置した。各織物サンプルを染料溶液から取り出し、
その後に染料溶液を１０倍に希釈した。
【０４５７】
　希釈溶液の吸光度をコントロールサンプルと比較して測定した。織物に吸着したグルカ
ンポリマーの相対尺度は、トルイジンブルー染料についての実施例１９において作成した
較正曲線に基づいて計算した。詳細には、コントロール（化合物に曝露させていない織物
）と比較したポリマーに曝露させた織物サンプルについてのＵＶ吸光度の差は、織物に吸
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すなわち、ＵＶ吸光度は染料ｐｐｍに変換される）を使用して計算される、織物に結合し
た（コントロールに結合した染料の量に比した）染料の量として表示することもできよう
。正の値はコントロール織物に結合した染料の量に対して過剰である染料量を表すが、他
方、負の数はコントロール織物に結合した染料量より少ない染料量を表す。正の値は、Ｃ
ＭＧポリマーが織物表面に吸着したことを反映するものであろう。
【０４５８】
　このアッセイは、ＣＭＧポリマーが様々な塩およびｐＨ条件下で様々なタイプの織物に
吸着できることを証明するであろうと考えられる。この吸着は、本グルカンエーテル誘導
体が織物ケア洗剤において（例えば、再付着防止剤として）有用であることを示唆するも
のであろう。
【０４５９】
実施例２５
セルラーゼがカルボキシメチルグルカン（ＣＭＧ）に及ぼす作用
　本実施例では、カルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）の安定性と比較して、セルラー
ゼの存在下で、α－グルカンエーテルであるＣＭＧの安定性を試験する方法について開示
する。セルラーゼに対する安定性は、例えば織物ケアにおけるようにセルラーゼ含有組成
物／プロセスを使用するためのＣＭＧの適用可能性を示すであろう。
【０４６０】
　ＣＭＣ（Ｍｗ＝９００００、ＤｏＳ＝０．７）もしくはＣＭＧの溶液（１重量％）を下
記のようにセルラーゼもしくはアミラーゼを用いて処理した。ＣＭＧもしくはＣＭＣポリ
マー（１００ｍｇ）は、ＰＴＦＥスターバーを装備した清潔な２０ｍＬのガラス製シンチ
レーションバイアルに加えた。事前に５体積％の水酸化ナトリウムもしくは５体積％の硫
酸を使用してｐＨ７．０へ事前に調整されている水（１０．０ｍＬ）を次にシンチレーシ
ョンバイアルに加え、混合物を溶液（１重量％）が形成されるまで撹拌した。セルラーゼ
もしくはアミラーゼ酵素を溶液に加え、これを次に室温（約２５℃）で２４時間撹拌した
。各酵素処理サンプルは、処理ポリマーの分子量を決定するためにＳＥＣ（上記）によっ
て分析した。陰性コントロールは、セルラーゼもしくはアミラーゼを添加しなかった以外
は上述のように実施した。例えば、実施することができたＣＭＧおよびＣＭＣの様々な酵
素処理は、表１５に列挙した。
【０４６１】
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【表１８】

【０４６２】
　表１５に記載の酵素試験は、ＣＭＣがセルラーゼによる分解に高度に感受性であるが、
他方ＣＭＧはこの分解により耐性であると考えられている。さらに、これらの試験は、Ｃ
ＭＣおよびＣＭＧがアミラーゼに対して大きく安定性であることを示すであろうことも考
えられている。
【０４６３】
　セルラーゼを含有する水性組成物（例えば、洗濯もしくは食器用洗剤）に粘度を提供す
るためのＣＭＣの使用は容認できないであろう。ＣＭＧは、他方、セルラーゼに対する安
定性を前提にすると、例えば洗剤などのセルラーゼ含有水性組成物にとって有用であろう
。
【０４６４】
実施例２６
セルラーゼがカルボキシメチルグルカン（ＣＭＧ）に及ぼす作用
　本実施例では、カルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）の安定性と比較して、セルラー
ゼの存在下で、α－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物（未修飾）の安定性を試験でき
る方法について開示する。セルラーゼに対する安定性は、例えば織物ケアにおけるように
セルラーゼ含有組成物／プロセスを使用するための本α－グルカンオリゴマー／ポリマー
組成物の適用可能性を示すであろう。
【０４６５】
　ＣＭＣ（Ｍｗ＝９００００、ＤｏＳ＝０．７）もしくは実施例６もしくは７に記載した
本α－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物の溶液（１重量％）を下記のようにセルラー
ゼもしくはアミラーゼを用いて処理した。本α－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物も
しくはＣＭＣポリマー（１００ｍｇ）は、ＰＴＦＥスターバーを装備した清潔な２０ｍＬ
のガラス製シンチレーションバイアルに加えた。事前に５体積％の水酸化ナトリウムもし
くは５体積％の硫酸を使用してｐＨ７．０へ事前に調整されている水（１０．０ｍＬ）を
次にシンチレーションバイアルに加え、混合物を溶液（１重量％）が形成されるまで撹拌
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した。セルラーゼもしくはアミラーゼ酵素を溶液に加え、これを次に室温（約２５℃）で
２４時間撹拌した。各酵素処理サンプルは、処理ポリマーの分子量を決定するためにＳＥ
Ｃ（上記）によって分析した。陰性コントロールは、セルラーゼもしくはアミラーゼを添
加しなかった以外は上述のように実施した。例えば、実施することができた本α－グルカ
ンオリゴマー／ポリマー組成物およびＣＭＣの様々な酵素処理は、表１６に列挙した。
【０４６６】
【表１９】

【０４６７】
　表１６に記載の酵素試験は、ＣＭＣがセルラーゼによる分解に高度に感受性であるが、
他方本α－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物はこの分解により耐性であることを示す
であろうと考えられる。さらに、これらの試験は、ＣＭＣおよび本α－グルカンオリゴマ
ー／ポリマー組成物がどちらもアミラーゼに対して大きく安定性であることを示すであろ
うことも考えられる。
【０４６８】
　セルラーゼを含有する水性組成物（例えば、洗濯用洗剤もしくは食器用洗剤）に粘度を
提供するためのＣＭＣの使用は容認できないであろう。本α－グルカンオリゴマー／ポリ
マー組成物（未修飾）は、他方、セルラーゼに対する安定性を前提にすると、例えば洗剤
などのセルラーゼ含有水性組成物にとって有用であろう。
【０４６９】
実施例２７
ヒドロキシプロピルα－グルカンの調製
　本実施例では、グルカンエーテル誘導体であるヒドロキシプロピルα－グルカンを生成
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する工程について記載する。
【０４７０】
　実施例６もしくは７に記載したように調製したおよそ１０ｇの本α－グルカンオリゴマ
ー／ポリマー組成物を１０１ｇのトルエンおよび５ｍＬの２０％の水酸化ナトリウムと混
合した。この調製物を３０分間にわたり５５℃でマグネチックスタープレート上の５００
ｍＬのガラス製ビーカー内で撹拌した。この調製物を次に振とう管反応装置に移し、その
後に３４ｇの酸化プロピレンを加えた；次に反応を３時間にわたり７５℃で攪拌した。こ
の反応を次に２０ｇの酢酸を用いて中和し、形成されたヒドロキシプロピルα－グルカン
を収集し、７０％の水性エタノールもしくは温水を用いて洗浄し、乾燥させた。生成物の
モル置換度（ＭＳ）は、ＮＭＲによって決定した。
【０４７１】
実施例２８
ヒドロキシエチルα－グルカンの調製
　本実施例では、グルカンエーテル誘導体であるヒドロキシエチルポリα－グルカンを生
成する工程について記載する。
【０４７２】
　実施例６もしくは７に記載したように調製したおよそ１０ｇの本α－グルカンオリゴマ
ー／ポリマー組成物を１５０ｍＬのイソプロパノールおよび４０ｍＬの３０％の水酸化ナ
トリウムと混合した。この調製物は、１時間にわたり５５℃でマグネチックスタープレー
ト上の５００ｍＬのガラス製ビーカー内で撹拌し、次に周囲温度で一晩撹拌した。この調
製物を次に振とう管反応装置に移し、その後に１５ｇの酸化エチレンを加えた；次に反応
を６時間にわたり６０℃で攪拌した。この反応を次に密閉型振とう管内に一晩（およそ１
６時間）保持し、その後に２０．２ｇの酢酸により中和すると、それによりヒドロキシエ
チルグルカンが形成された。ヒドロキシエチルグルカン固体を収集し、ビーカー内でメタ
ノール：アセトン（６０／４０（体積／体積））混合物を加え、２０分間にわたりスター
バーを用いて撹拌することによって洗浄した。メタノール：アセトン混合物を次に固体か
ら濾過により取り除いた。この洗浄工程は、生成物を乾燥する前に２回繰り返した。生成
物のモル置換度（ＭＳ）は、ＮＭＲによって決定した。
【０４７３】
実施例２９
エチルα－グルカンの調製
　本実施例では、グルカンエーテル誘導体であるエチルグルカンを生成する工程について
記載する。
【０４７４】
　実施例６もしくは７に記載したように調製したおよそ１０ｇの本α－グルカンオリゴマ
ー／ポリマー組成物を振とう管に加え、その後に反応を提供するために水酸化ナトリウム
（１～７０％の溶液）および塩化エチルを加えた。反応を２５～２００℃に加熱し、その
温度で１～４８時間保持し、その後に反応を酢酸で中和した。生じた生成物を収集し、洗
浄し、エチルグルカンの分子量および置換度（ＤｏＳ）を決定するためにＮＭＲおよびＳ
ＥＣによって分析した。
【０４７５】
実施例３０
エチルヒドロキシエチルα－グルカンの調製
　本実施例では、グルカンエーテル誘導体であるエチルヒドロキシエチルグルカンを生成
する工程について記載する。
【０４７６】
　実施例６もしくは７に記載したように調製したおよそ１０ｇの本α－グルカンオリゴマ
ー／ポリマー組成物を振とう管に加え、その後に水酸化ナトリウム（１～７０％の溶液）
および塩化エチルを加えた。次に、塩化エチルを加え、その後に反応を提供するために酸
化エチレン／塩化エチレンを加えた。この反応を２５～２００℃に緩徐に加熱し、その温
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度で１～４８時間保持し、その後に酢酸で中和した。形成された生成物を収集し、洗浄し
、２０～７０℃の真空下で乾燥させ、次にエチルヒドロキシエチルグルカンの分子量およ
びＤｏＳを決定するためにＮＭＲおよびＳＥＣによって分析した。
【０４７７】
実施例３１
メチルα－グルカンの調製
　本実施例では、グルカンエーテル誘導体であるメチルグルカンを生成する工程について
記載する。
【０４７８】
　実施例６もしくは７に記載したように調製したおよそ１０ｇの本α－グルカンオリゴマ
ー／ポリマー組成物を４０ｍＬの３０％の水酸化ナトリウムおよび４０ｍＬの２－プロパ
ノールと混合し、アルカリグルカンを提供するために１時間にわたり５５℃で攪拌した。
この調製物は、次に必要であれば、ブーフナー漏斗を使用して濾過した。このアルカリグ
ルカンを次に１５０ｍＬの２－プロパノールと混合した。振とう管反応装置にこの混合物
を装填し、反応を提供するために１５ｇの塩化メチルを加えた。この反応を７０℃で１７
時間撹拌した。生じたメチルグルカン固体を濾過し、２０ｍＬの９０％の酢酸を用いて中
和し、その後に２００ｍＬのエタノールを用いて３回洗浄した。生じた生成物は、分子量
および置換度（ＤｏＳ）を決定するためにＮＭＲおよびＳＥＣによって分析した。
【０４７９】
実施例３２
ヒドロキシアルキルメチルα－グルカンの調製
　本実施例では、グルカンエーテル誘導体であるヒドロキシアルキルメチルα－グルカン
を生成する工程について記載する。
【０４８０】
　実施例６もしくは７に記載したように調製したおよそ１０ｇの本α－グルカンオリゴマ
ー／ポリマー組成物を容器に加え、その後に水酸化ナトリウム（５～７０％の溶液）およ
び塩化エチルを加えた。この調製物を０．５～８時間撹拌した。次に、反応を提供するた
めに容器に塩化メチルを加え、これを次に１４日間まで３０～１００℃へ加熱した。次に
酸化アルキレン（例えば、酸化エチレン、酸化プロピレン、酸化ブチレンなど）は、温度
を制御しながら反応に加えた。この反応を１４日間まで２５～１００℃へ加熱し、その後
に酸を用いて中和した。このように形成された生成物を濾過し、洗浄し、乾燥させた。生
じた生成物は、分子量および置換度（ＤｏＳ）を決定するためにＮＭＲおよびＳＥＣによ
って分析した。
【０４８１】
実施例３３
カルボキシメチルヒドロキシエチルα－グルカンの調製
　本実施例では、グルカンエーテル誘導体であるカルボキシメチルヒドロキシエチルグル
カンを生成する工程について記載する。
【０４８２】
　実施例６もしくは７に記載したように調製したおよそ１０ｇの本α－グルカンオリゴマ
ー／ポリマー組成物を容量４００ｍＬの振とう管中のイソプロパノールもしくはトルエン
などの物質のアリコートに加え、その後に水酸化ナトリウム（１～７０％の溶液）を加え
た。この調製物を４８時間まで撹拌した。次に、反応を提供するためにモノクロロ酢酸を
加え、これを次に１４日間まで２５～１００℃へ加熱した。次にこの反応に酸化エチレン
を加え、これを次に１４日間まで２５～１００℃へ加熱し、その後に酸（例えば、酢酸、
硫酸、硝酸、塩酸など）を用いて中和した。このように形成された生成物を収集し、洗浄
し、乾燥させた。生じた生成物は、分子量および置換度（ＤｏＳ）を決定するためにＮＭ
ＲおよびＳＥＣによって分析した。
【０４８３】
実施例３４
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ナトリウムカルボキシメチルヒドロキシエチルα－グルカンの調製
　本実施例では、グルカンエーテル誘導体であるナトリウムカルボキシメチルヒドロキシ
エチルグルカンを生成する工程について記載する。
【０４８４】
　実施例６もしくは７に記載したように調製したおよそ１０ｇの本α－グルカンオリゴマ
ー／ポリマー組成物を容量４００ｍＬの振とう管中のイソプロパノールなどのアルコール
のアリコートに加え、その後に水酸化ナトリウム（１～７０％の溶液）を加えた。この調
製物を４８時間まで撹拌した。次に、反応を提供するためにモノクロロ酢酸ナトリウムを
加え、これを次に１４日間まで２５～１００℃へ加熱した。次にこの反応に酸化エチレン
を加え、これを次に１４日間まで２５～１００℃へ加熱し、その後に酸（例えば、酢酸、
硫酸、硝酸、塩酸など）を用いて中和した。このように形成された生成物を収集し、洗浄
し、乾燥させた。生じた生成物は、分子量および置換度（ＤｏＳ）を決定するためにＮＭ
ＲおよびＳＥＣによって分析した。
【０４８５】
実施例３５
カルボキシメチルヒドロキシメチルα－グルカンの調製
　本実施例では、グルカンエーテル誘導体であるカルボキシメチルヒドロキシプロピルグ
ルカンを生成する工程について記載する。
【０４８６】
　実施例６もしくは７に記載したように調製したおよそ１０ｇの本α－グルカンオリゴマ
ー／ポリマー組成物を容量４００ｍＬの振とう管中のイソプロパノールもしくはトルエン
などの物質のアリコートに加え、その後に水酸化ナトリウム（１～７０％の溶液）を加え
た。この調製物を４８時間まで撹拌した。次に、反応を提供するためにモノクロロ酢酸を
加え、これを次に１４日間まで２５～１００℃へ加熱した。次にこの反応に酸化プロピレ
ンを加え、これを次に１４日間まで２５～１００℃へ加熱し、その後に酸（例えば、酢酸
、硫酸、硝酸、塩酸など）を用いて中和した。このように形成された生成物を収集し、洗
浄し、乾燥させた。生じた生成物は、分子量および置換度（ＤｏＳ）を決定するためにＮ
ＭＲおよびＳＥＣによって分析した。
【０４８７】
実施例３６
ナトリウムカルボキシメチルヒドロキシプロピルα－グルカンの調製
　本実施例では、グルカンエーテル誘導体であるナトリウムカルボキシメチルヒドロキシ
プロピルグルカンを生成する工程について記載する。
【０４８８】
　実施例６もしくは７に記載したように調製したおよそ１０ｇの本α－グルカンオリゴマ
ー／ポリマー組成物を容量４００ｍＬの振とう管中のイソプロパノールもしくはトルエン
などの物質のアリコートに加え、その後に水酸化ナトリウム（１～７０％の溶液）を加え
た。この調製物を４８時間まで撹拌した。次に、反応を提供するためにモノクロロ酢酸ナ
トリウムを加え、これを次に１４日間まで２５～１００℃へ加熱した。次にこの反応に酸
化プロピレンを加え、これを次に１４日間まで２５～１００℃へ加熱し、その後に酸（例
えば、酢酸、硫酸、硝酸、塩酸など）を用いて中和した。このように形成された生成物を
収集し、洗浄し、乾燥させた。生じた生成物は、分子量および置換度（ＤｏＳ）を決定す
るためにＮＭＲおよびＳＥＣによって分析した。
【０４８９】
実施例３７
カリウムカルボキシメチルα－グルカンの調製
　本実施例では、グルカンエーテル誘導体であるカリウムカルボキシメチルグルカンを生
成する工程について記載する。
【０４９０】
　およそ１０ｇの本α－グルカンオリゴマー／ポリマー組成物（実施例６もしくは７で記
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載した）は、温度監視用熱電対、循環浴に接続した凝縮器およびマグネチックスターバー
を備えた、容積５００ｍＬの丸底フラスコ中の２００ｍＬのイソプロパノールに加えた。
４０ｍＬの水酸化カリウム（１５％溶液）をこの調製物に滴下し、次にこれを加熱板で２
５℃に加熱した。調製物を１時間撹拌した後、温度を５５℃に上昇させた。反応を提供す
るために、次にクロロ酢酸カリウムを加え、これを５５℃で３時間保持し、その後に９０
％の酢酸を用いて中和した。形成された生成物を収集し、エタノール（７０％）を用いて
洗浄し、２０～２５℃の真空下で乾燥させた。生じた生成物は、分子量および置換度（Ｄ
ｏＳ）を決定するためにＮＭＲおよびＳＥＣによって分析した。
【０４９１】
実施例３８
リチウムカルボキシメチルα－グルカンの調製
　本実施例では、グルカンエーテル誘導体であるリチウムカルボキシメチルグルカンを生
成する工程について記載する。
【０４９２】
　実施例６もしくは７で記載したように調製したおよそ１０ｇの本α－グルカンオリゴマ
ー／ポリマー組成物は、温度監視用熱電対、循環浴に接続した凝縮器およびマグネチック
スターバーを備えた、容積５００ｍＬの丸底フラスコ中の２００ｍＬのイソプロパノール
に加えた。５０ｍＬの水酸化カリウム（１１．３％溶液）をこの調製物に滴下し、次にこ
れを加熱板上で２５℃に加熱した。調製物を１時間撹拌した後、温度を５５℃に上昇させ
た。反応を提供するために、次にクロロ酢酸リチウム（１２ｇ）を加え、これを５５℃で
３時間保持し、その後に９０％の酢酸を用いて中和した。形成された生成物を収集し、エ
タノール（７０％）を用いて洗浄し、２０～２５℃の真空下で乾燥させた。生じた生成物
は、分子量および置換度（ＤｏＳ）を決定するためにＮＭＲおよびＳＥＣによって分析し
た。
【０４９３】
実施例３９
ジヒドロキシアルキルα－グルカンの調製
　本実施例では、α－グルカンのジヒドロキシアルキルエーテル誘導体を生成する工程に
ついて記載する。詳細には、ジヒドロキシプロピルグルカンを生成する。
【０４９４】
　実施例６もしくは７で記載したように調製したおよそ１０ｇの本α－グルカンオリゴマ
ー／ポリマー組成物は、温度監視用熱電対、循環浴に接続した凝縮器およびマグネチック
スターバーを備えた、容積５００ｍＬの丸底フラスコ中の１００ｍＬの２０％の水酸化テ
トラエチルアンモニウムに加えた（約９．１重量％のポリα－１，３－グルカンを生じる
）。この調製物を撹拌し、加熱板上で３０℃に加熱した。あらゆる固体を溶解させるため
に調製物を１時間撹拌した後、温度を５５℃に上昇させた。次に反応（約５．２重量％の
３－クロロ－１，２－プロパンジオール）を生成するために３－クロロ－１，２－プロパ
ンジオール（６．７ｇ）および１１ｇの脱イオン水を加え、これを５５℃で１．５時間保
持し、その後に５．６ｇの脱イオン水を反応に加えた。この反応をさらに３時間４５分間
にわたり５５℃で保持し、その後に酢酸で中和した。中和後、過剰のイソプロパノールを
加えた。形成された生成物を収集し、エタノール（９５％）を用いて洗浄し、２０～２５
℃の真空下で乾燥させた。生じた生成物は、分子量および置換度（ＤｏＳ）を決定するた
めにＮＭＲおよびＳＥＣによって分析した。
【配列表】
2019504932000001.app
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