
JP 4484519 B2 2010.6.16

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　配列番号２に示されるアミノ酸配列に１００％同一であるアミノ酸配列からなるスブチ
リシン型のアルカリ性プロテアーゼ。
【請求項２】
　配列番号２に示されるアミノ酸配列の１１５～３８４位に１００％同一であるアミノ酸
配列からなるスブチリシン型のアルカリ性プロテアーゼ。
【請求項３】
　配列番号１に示されるヌクレオチド配列に１００％同一であるヌクレオチド配列から導
かれるスブチリシン型のアルカリ性プロテアーゼ。
【請求項４】
　配列番号１に示されるヌクレオチド配列の３４３～１１５２位のヌクレオチド配列から
導かれるアミノ酸配列と同一であるアミノ酸配列からなるスブチリシン型のアルカリ性プ
ロテアーゼ。
【請求項５】
　微生物から得られることを特徴とする、請求項１～４のいずれかに記載のタンパク質。
【請求項６】
　微生物がグラム陽性細菌であることを特徴とする、請求項５に記載のタンパク質。
【請求項７】
　グラム陽性細菌がバシラス属のいずれかであることを特徴とする、請求項６に記載のタ
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ンパク質。
【請求項８】
　バシラスの種がBacillus gibsoniiであることを特徴とする、請求項７に記載のタンパ
ク質。
【請求項９】
　スブチリシン型のアルカリ性プロテアーゼをコードしている核酸であって、そのヌクレ
オチド配列が、配列番号１に示されるヌクレオチド配列に１００％同一である核酸。
【請求項１０】
　スブチリシン型のアルカリ性プロテアーゼをコードしている核酸であって、そのヌクレ
オチド配列が、配列番号１に示されるヌクレオチド配列の３４３～１１５２位のヌクレオ
チド配列に１００％同一である核酸。
【請求項１１】
　微生物から得られることを特徴とする、請求項９または１０に記載の核酸。
【請求項１２】
　微生物がグラム陽性細菌であることを特徴とする、請求項１１に記載の核酸。
【請求項１３】
　グラム陽性細菌がバシラス属のいずれかであることを特徴とする、請求項１２に記載の
核酸。
【請求項１４】
　バシラスの種がBacillus gibsoniiであることを特徴とする、請求項１３に記載の核酸
。
【請求項１５】
　請求項９～１４のいずれかに記載の核酸領域を含んでなるベクター。
【請求項１６】
　スブチリシン型のアルカリ性プロテアーゼを産生するBacillus gibsonii (DSM 14393)
。
【請求項１７】
　請求項１～８のいずれかに記載のタンパク質を発現するかまたは発現するように誘導し
うる、請求項１５に記載のベクターで形質転換された宿主細胞。
【請求項１８】
　細菌であることを特徴とする、請求項１７に記載の宿主細胞。
【請求項１９】
　グラム陽性細菌であることを特徴とする、請求項１８に記載の細菌。
【請求項２０】
　真核細胞であることを特徴とする、請求項１７に記載の細胞。
【請求項２１】
　請求項１～８のいずれかに記載のタンパク質のいずれかを、請求項９～１４のいずれか
に記載の核酸を用いて、および／または請求項１５に記載のベクターを用いて、および／
または請求項１６～２０のいずれかに記載の細胞を用いて製造する方法。
【請求項２２】
　請求項１～８のいずれかに記載のタンパク質を含有することを特徴とする洗浄または浄
化製品。
【請求項２３】
　タンパク質を、製品１ｇあたり、２μｇ～４８０ｍｇの量で含有することを特徴とする
請求項２２に記載の製品。
【請求項２４】
　さらなる酵素をさらに含有することを特徴とする請求項２２または２３に記載の製品。
【請求項２５】
　請求項１～８のいずれかに記載のタンパク質を、単独でまたは他の活性成分に加えて含
有することを特徴とする、織物原料の処理のためまたは織物ケアのための製品。
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【請求項２６】
　織物または硬表面を機械浄化するための方法であって、その行程の少なくとも１つにお
いて、請求項１～８のいずれかに記載のタンパク質をスブチリシン型のアルカリ性プロテ
アーゼとして使用することを特徴とする方法。
【請求項２７】
　織物原料の処理のためまたは織物ケアのための方法であって、その行程の少なくとも１
つにおいて、請求項１～８のいずれかに記載のタンパク質をスブチリシン型のアルカリ性
プロテアーゼとして使用することを特徴とする方法。
【請求項２８】
　織物または硬表面を浄化するための、請求項１～８のいずれかに記載のタンパク質分解
活性なタンパク質の使用。
【請求項２９】
　低分子量化合物またはタンパク質を合成するためまたは生化学的に分析するための、請
求項１～８のいずれかに記載のタンパク質の使用。
【請求項３０】
　天然物質または生物学的有用物質を調製、精製または合成するための、請求項１～８の
いずれかに記載のタンパク質の使用。
【請求項３１】
　天然原料の処理のための方法における、請求項１～８のいずれかに記載のタンパク質の
使用。
【請求項３２】
　織物製造における原料または中間体の取得または処理のための、請求項１～８のいずれ
かに記載のタンパク質の使用。
【請求項３３】
　織物原料の処理のためまたは織物ケアのための、請求項１～８のいずれかに記載のタン
パク質の使用。
【請求項３４】
　写真フィルムの処理のための、請求項１～８のいずれかに記載のタンパク質の使用。
【請求項３５】
　食品または動物飼料を調製するための、請求項１～８のいずれかに記載のタンパク質の
使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バシラス・ギブソニー(Bacillus gibsonii)(DSM 14393)由来の新規なスブチ
リシン型のアルカリ性プロテアーゼ、ならびに、その十分に関連したタンパク質および誘
導体に関する。さらに本発明は、この新規なスブチリシン型のアルカリ性プロテアーゼ、
その十分に関連したタンパク質および誘導体を含む洗浄および浄化製品、対応する洗浄お
よび浄化方法、ならびに、洗浄および浄化製品におけるこれらの使用、ならびに、さらな
る可能性ある技術的使用に関する。
【背景技術】
【０００２】
　スブチリシン型のプロテアーゼ(スブチラーゼ、スブチロペプチダーゼ、ＥＣ３.４.２
１.６２)、特にスブチリシン類は、触媒活性なアミノ酸であるゆえに、セリンプロテアー
ゼに属すると分類されている。これらプロテアーゼは、微生物[特に、バシラス(Bacillus
)の種]によって天然に産生され、かつ分泌される。これらプロテアーゼは、非特異的なエ
ンドペプチダーゼとして作用する。即ち、これらプロテアーゼは、ペプチドまたはタンパ
ク質の内部に位置する任意の酸アミド結合を加水分解する。これらプロテアーゼのｐＨ最
適条件は、通常は明らかにアルカリ性の範囲内である。このファミリーの概説は、例えば
、R.BottおよびC.Betzel編の「Subtilisin enzymes」(ニューヨーク、1996)中の第75-95
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頁のR.Siezenによる「Subtilases：Subtilisin-like Proteases」という論文中に供され
ている。スブチリシンは、多様な可能性ある技術的用途に対して、化粧品の成分として、
特に、洗浄剤または浄化剤の活性成分として適している。
【０００３】
　酵素は、洗浄および浄化製品の確立された活性成分である。これに関連して、プロテア
ーゼは、浄化すべき材料(例えば、織物または硬表面など)においてタンパク質性汚れの分
解をもたらす。好ましい場合には、関連製品の酵素と他の構成成分の間に相乗作用が存在
する。これは、例えばＵＳ６００８１７８に記載されている。その好ましい酵素特性(例
えば、安定性またはｐＨ最適条件)のゆえに、スブチリシンは、洗浄および浄化製品プロ
テアーゼの中でも突出している。最も重要なスブチリシンおよびその技術的開発のための
最も重要な戦略を以下に記載する。
【０００４】
　洗浄製品プロテアーゼの開発は、好ましくは微生物によって産生される天然酵素に基づ
いている。これらは、自体既知の突然変異誘発法、例えば点突然変異誘発、欠失、挿入ま
たは他のタンパク質またはタンパク質部分との融合によって、あるいは、洗浄および浄化
製品において使用するための他の修飾によって最適化される。
【０００５】
　即ち、例えば国際特許出願ＷＯ９３／０７２７６によれば、Bacillus sp. 164-A1から
得られ、Chemgen Corp.[Gaithersburg、MD、米国]およびVista Chemical Company[Austin
、TX、米国]から供給されているプロテアーゼ１６４-Ａ１が、洗浄および浄化製品におい
て使用するのに適している。他の例は、NovozymesのBacillus sp. PD138(NCIMB 40338)由
来のアルカリ性プロテアーゼ(ＷＯ９３／１８１４０)、Kao Corp.(東京、日本)のBacillu
s sp.(FERM BP-3376)由来のプロテイナーゼＫ-１６(ＵＳ５３４４７７０)、ならびに、Ｗ
Ｏ９６／２５４８９(Procter & Gamble、Cincinnati、OH、米国)によれば、好冷生物 Fla
vobacterium balustinum由来のプロテアーゼである。洗浄および浄化製品において使用す
るのに適する微生物起源のさらなるプロテアーゼは、特許文献からも知られている。これ
らは、例えば、Pseudomonas由来のもの(ＷＯ００／０５３５２)、Metarrhizium由来のも
の(ＥＰ６０１００５)、Bacillus alkalophilus DMS 6845またはDSM 5466由来のもの(Ｄ
Ｅ４４１１２２３)ならびに種々の他の微生物由来のもの(ＷＯ９５／０７３５０、ＥＰ１
０２９９２０、ＥＰ５７８７１２、ＷＯ０１／００７６４、ＵＳ６１９７７４０、ＷＯ０
１／１６２８５)である。
【０００６】
　Bacillus amyloliquefaciensおよびB.subtilisからそれぞれ導かれるスブチリシンＢＰ
Ｎ'が、Vasanthaら(1984)[J.Bacteriol.、Vol.159、p.811-819]およびJ.A.Wellsら(1983)
[Nucleic Acids Research、Vol.11、p.7911-7925]による研究において開示されている。
スブチリシンＢＰＮ'は、特に位置の番号付与の点で、スブチリシンの参照酵素となる。
カナダ特許出願ＣＡ２０４９０９７は、この分子の多数の突然変異体、特に洗浄および浄
化製品におけるその安定性に関連した突然変異体を開示している。この酵素のループ領域
における点突然変異によって得られ、低下した基質への結合と同時に増大した加水分解速
度を有する変異体が、例えば、国際特許出願ＷＯ９５／０７９９１およびＷＯ９５／３０
０１０に示されている。このようなＢＰＮ'変異体を含む洗浄製品が、例えば、国際特許
出願ＷＯ９５／２９９７９に開示されている。
【０００７】
　E.L.Smithら(1968)[J.Biol.Chem.、Vol.243、p.2184-2191]およびJacobsら(1985)[Nucl
.Acids Res.、Vol.13、p.8913-8926]による刊行物は、プロテアーゼ スブチリシン・カー
ルスバーグ(Carlsberg)を紹介している。これは、Bacillus licheniformisによって天然
に産生され、それぞれ、商標名 MaxataseＲのもとでGenencor International Inc.[Roche
ster、New York、米国]から、および商標名 AlcalaseＲのもとでNovozymes A/S[Bagsvaer
d、デンマーク国]から得られる。点突然変異によって得られ、低下した基質への結合と同
時に増大した加水分解速度を有するその変異体が、例えば、国際特許出願ＷＯ９６／２８
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５６６により開示されている。これらは、この分子のループ領域において単一または複数
の置換が為された変異体である。
【０００８】
　プロテアーゼＰＢ９２は、好アルカリ性細菌 Bacillus nov. spec. 92によって天然に
産生され、商標名 MaxacalＲのもとでGist-Brocades[Delft、オランダ国]から得られる。
その元の配列が、欧州特許出願ＥＰ２８３０７５Ａ２に記載されている。点突然変異によ
って得られ、洗浄剤および浄化剤において使用するのに適する該酵素の変異体が、例えば
、特許出願ＷＯ９４／０２６１８およびＥＰ３２８２２９に開示されている。
【０００９】
　スブチリシン１４７および３０９が、それぞれ商標名 EsperaseＲおよびSavinaseＲの
もとでNovozymesから市販されている。これらは、元来、英国特許出願ＧＢ１２４３７８
４により開示されたBacillus菌株から導かれる。洗浄および浄化製品における使用に関連
して点突然変異誘発により開発された該酵素の変異体が、例えば、国際特許出願ＷＯ９４
／０２６１８(上記を参照)、ＷＯ８９／０６２７９、ＷＯ９５／３００１１およびＷＯ９
９／２７０８２に開示されている。国際特許出願ＷＯ８９／０６２７９は、比較的高い酸
化安定性、増大したタンパク質分解速度、および増強された洗浄性能の達成を目的として
いた。この出願は、特定位置における置換が、スブチリシン１４７または３０９分子の物
理的または化学的特性を変化させることを明らかにしている。国際特許出願ＷＯ９５／３
００１１は、分子のループ領域において点突然変異を有し、こうして低下した基質への吸
着と同時に増大した加水分解速度を示すスブチリシン３０９の変異体を紹介している。国
際特許出願ＷＯ９９／２７０８２は、例示のために、少なくとも１個のアミノ酸の挿入に
より活性ループを大きくすることによって洗浄性能を増強したスブチリシン３０９の変異
体を開発している。
【００１０】
　B.lentusアルカリ性プロテアーゼは、Bacillus種由来の高アルカリ性プロテアーゼであ
る。野生型酵素は、好アルカリ性バシラス菌株から得られ、それ自体が、酸化および洗浄
剤の作用に対して比較的高い安定性を示す。この菌株は、国際特許出願ＷＯ９１／０２７
９２(ＥＰ４９３３９８およびＵＳ５３５２６０４)によれば、番号DSM 5483のもとで寄託
されている。同出願によれば、この酵素は、宿主Bacillus licheniformisにおいて異種発
現させることができる。その３次元構造が、Goddetteらの刊行物(1992)[J.Mol.Biol.、Vo
l.228、p.580-595]：「The crystal structure of the Bacillus lentus alkaline prote
ase, Subtilisin BL, at 1.4 Å resolution」に記載されている。点突然変異によって得
られ、洗浄および浄化製品において使用するのに適する該酵素の変異体が、ＷＯ９２／２
１７６０(ＵＳ５３４０７３５、ＵＳ５５００３６４およびＵＳ５９８５６３９)ならびに
ＷＯ９５／２３２２１(ＵＳ５６９１２９５、ＵＳ５８０１０３９および５８５５６２５)
に開示されている。ＷＯ９５／２３２２１の基礎を為す戦略、即ち、基質結合ポケットの
近くの電荷状態の意図的な改変が、ＵＳ６１９７５８９において説明されている。このプ
ロテアーゼのさらなる変異体が、未だ公開されていない独国特許出願ＤＥ１０１２１４６
３およびＤＥ１０１５３７９２に記載されている。
【００１１】
　スブチリシンＤＹは、Nedkovら(1985)[Biol.Chem Hoppe-Seyler、Vol.366、p.421-430]
により初めて記載された。例えば国際特許出願ＷＯ９６／２８５５７によれば、これを、
洗浄剤および浄化剤において使用するために、活性ループにおける特異的な点突然変異に
よって最適化することができ、低下した吸着および増大した加水分解速度を有する変異体
を得ることができる。
【００１２】
　Thermoactinomyces vulgarisによって天然に産生され、もはやスブチリシンではなくス
ブチラーゼに帰属させるべき[R.Siezen、「Subtilisin enzymes」中のp.75-95、R.Bottお
よびC.Betzelにより公表、New York、1996を参照]である酵素サーミターゼが、Melounら[
FEBS Lett.、1983、p.195-200]により初めて記載された。例えば国際特許出願ＷＯ９６／
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２８５５８は、ループ領域中の置換により、低下した吸着および増大した加水分解速度を
有する変異体を開示している。しかし、サーミターゼは、配列全体がその他のスブチリシ
ンの配列から相当に逸脱している分子である。
【００１３】
　プロテイナーゼＫも、例えばB.lentusアルカリ性プロテアーゼに対して相当に低い相同
性を有するスブチラーゼである。プロテイナーゼＫは、微生物 Tritirachium album Limb
erから得られ、K.-D.JanyおよびB.Mayer(1985)[Biol.Chem.Hoppe-Seyler、Vol.366、p.48
5-492]により記載された。国際特許出願ＷＯ９６／２８５５６は、点突然変異誘発によっ
て得られ、低下した基質への吸着および増大した加水分解速度を有するプロテイナーゼＫ
の多くの変異体を開示している。
【００１４】
　最後に、ＷＯ８８／０７５８１は、特に洗浄および浄化製品において使用するための、
極めて類似したプロテアーゼＴＷ３およびＴＷ７を開示している。
【００１５】
　例えば、特許出願ＥＰ１９９４０４、ＥＰ２５１４４６、ＷＯ９１／０６６３７および
ＷＯ９５／１０５９１は、技術的使用、特に洗浄剤および浄化剤において使用するのに適
するさらなるプロテアーゼを記載している。欧州特許出願ＥＰ１９９４０４のプロテアー
ゼは、欧州特許ＥＰ１３０７５６に基づく種々のＢＰＮ'変異体である。ＥＰ２５１４４
６は、個々のアミノ酸を交換することによって得られる多くのＢＰＮ'変異体を開示して
いる。国際特許出願ＷＯ９１／０６６３７のプロテアーゼは、１２３位および／または２
７４位におけるＢＰＮ'の点突然変異によって区別される。ＷＯ９５／１０５９１は、７
６位および他の位置においても突然変異を有する、主にBacillus lentusプロテアーゼの
変異体を開示している。
【００１６】
　他の既知のプロテアーゼは、例えば、商標名 DurazymＲ、RelaseＲ、EverlaseＲ、Nafi
zym、NatalaseＲ、KannaseＲおよびOvozymesＲのもとでNovozymesから、商標名 Maxapem
Ｒ、PurafectＲ、Purafect OxPＲおよびProperaseＲのもとでGenencorから、商標名 Prot
osolＲのもとでAdvanced Biochemicals Ltd.[Thane、インド]から、ならびに、商標名 Wu
xiＲのもとでWuxi Snyder Bioproducts Ltd.[China]から得られる酵素である。
【００１７】
　スブチリシンの洗浄性能を増強するための１つの戦略は、既知の分子において個々のア
ミノ酸を他のアミノ酸によりランダムにまたは特異的に置換すること、ならびに、得られ
た変異体をその洗浄性能寄与について試験することである。この戦略は、上記のそれぞれ
の場合(例えばＥＰ１３０７５６)に示したさらなる開発の一部によって追求されている。
また、酵素のアレルゲン性を、例えばＷＯ９９／４９０５６、ＷＯ９９／４９０５７およ
びＷＯ０１／０７５７５に従って、ある種のアミノ酸の交換または欠失によって改善する
こともできる。
【００１８】
　スブチリシンの洗浄性能を増強するために、多くの特許出願が、活性ループに追加のア
ミノ酸を挿入する戦略を採っている。即ち、例えば、既に挙げたＷＯ９９／２７０８２の
他に、国際特許出願番号ＷＯ００／３７５９９、ＷＯ００／３７６２１～ＷＯ００／３７
６２７およびＷＯ００／７１６８３～ＷＯ００／７１６９１で公開された特許出願もこの
戦略を採っている。この戦略を、原則的に下位群Ｉ-Ｓ１(真のスブチリシン)またはＩ-Ｓ
２(高アルカリ性スブチリシン)のいずれかに属する全てのスブチリシンに、相応して適用
することができるはずである。
【００１９】
　性能を増強する別の戦略は、分子の表面電荷および／または等電点を修飾し、これによ
り、基質とのその相互作用を改変することである。この種の変異体は、例えば、ＵＳ５６
６５５８７ならびに特許出願ＥＰ４０５９０１、ＥＰ９４５５０２Ａ１、ＷＯ９１／００
３３４およびＷＯ９１／００３４５により開示されている。ＷＯ９２／１１３４８は、分
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子電荷におけるｐＨ依存性変異を減少させるための点突然変異を開示している。国際特許
出願ＷＯ００／２４９２４は、この原理から、洗浄および浄化製品において使用するのに
恐らくは適するであろう変異体を同定するための方法を導いている(これに開示されてい
る全ての変異体は、１０３位に少なくとも１つの置換を有しており、好ましいのは、本願
に関係する置換を含まない複数の変異体である)。ＷＯ９６／３４９３５によれば、洗浄
および浄化製品における性能を増強する目的で、分子の疎水性を増大させることもでき、
これが酵素の安定性に影響を与えることができる。
【００２０】
　国際特許出願ＷＯ９９／２０７２７は、国際特許出願ＷＯ００／２４９２４の方法によ
って得られるようなスブチリシン変異体を開示している(これらの全ては、複数の他の可
能な置換と組合せて、１０３位に少なくとも１つの置換を含む)。国際特許出願ＷＯ９９
／２０７２３およびＷＯ９９／２０７２６は、アミラーゼまたは漂白剤をさらに含有する
洗浄および浄化製品のための同じ突然変異体を開示している。
【００２１】
　プロテアーゼの有効性を調節するための別の方法は、融合タンパク質を形成させること
である。即ち、例えば国際特許出願ＷＯ９８／１３４８３およびＷＯ００／０１８３１は
、プロテアーゼおよびインヒビター(例えばStreptomycesスブチリシンインヒビター)から
なる融合タンパク質を開示している。別の可能性は、例えばＷＯ９７／２８２４３または
ＷＯ９９／５７２５０によれば、セルラーゼに由来するセルロース結合ドメイン(ＣＢＤ)
に結合させて、基質のすぐ近くの活性酵素の濃度を増大させることである。ＷＯ９９／４
８９１８によれば、ペプチドリンカーおよびそれへのポリマーの結合によって、アレルゲ
ン性または免疫原性を減少させる。
【００２２】
　ランダムに生成させたアミノ酸交換およびその後の選択のゆえに改善された性能を有す
る変異体が、例えばＷＯ９９／２０７６９に開示されている。洗浄および浄化製品におい
て使用するためにプロテアーゼを進化させるための、ファージ表示系に基づくランダム法
が、例えば国際特許出願ＷＯ９７／０９４４６に開示されている。
【００２３】
　酵素開発における最近の方向は、統計学的方法により、互いに関連する既知のタンパク
質からのエレメントを組合せて、以前には達成されていなかった特性を有する新規な酵素
を得ることである。この種の方法は、進化を指向する一般的用語のもとでも挙げられてお
り、例えば、以下の方法を包含する：ＳｔＥＰ法[Zhaoら(1998)、Nat.Biotechnol.、Vol.
16、p.258-261]、ランダムプライミング組換え[Shaoら(1998)、Nucleic Acids Res.、Vol
.26、p.681-683]、ＤＮＡシャッフリング[Semmer,W.P.C.(1994)、Nature、Vol.370、p.38
9-391]または反復配列組換え[ＲＳＲ；ＷＯ９８／２７２３０、ＷＯ９７／２００７８、
ＷＯ９５／２２６２５)またはＲＡＣＨＩＴＴ[Coco,W.M.ら(2001)、Nat.Biotechnol.、Vo
l.19、p.354-359]。また、このような方法の概論は、先行論文「Gerichtete Evolution u
nd Biokatalyse」[Powellら(2001)、Angew.Chem.、Vol.113、p.4068-4080]にも示されて
いる。
【００２４】
　別の特に相補性の戦略は、関連のプロテアーゼの安定性を増大させ、こうしてその有効
性を増大させることである。例えばＵＳ５２３０８９１は、化粧品において使用されるプ
ロテアーゼのための、ポリマーへの結合による安定化を記載している(この安定化は皮膚
適合性の増強を伴う)。他方において、特に洗浄剤および浄化剤のためには、点突然変異
による安定化がより普通である。即ち、ＵＳ６０８７３１５およびＵＳ６１１０８８４に
よれば、特定のチロシン残基を他の残基で置換することによって、プロテアーゼを安定化
することができる。ＷＯ８９／０９８１９およびＷＯ８９／０９８３０は、アミノ酸置換
によって得られる比較的熱安定性のＢＰＮ'変異体を記載している。
【００２５】
　記載されている点突然変異誘発による安定化の他の可能な例は、次の通りである：
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・特定のアミノ酸残基をプロリンで置換する(ＷＯ９２／１９７２９、それぞれＥＰ５８
３３３９およびＵＳ５８５８７５７、ならびにＥＰ５１６２００による)；
・より高極性の基またはより高電荷の基を分子表面に導入する(ＥＰ５２５６１０、ＥＰ
９９５８０１およびＵＳ５４５３３７２による)；
・金属イオンの結合を、特にカルシウム結合部位の突然変異誘発によって増強する(例え
ば、国際特許出願ＷＯ８８／０８０２８およびＷＯ８８／０８０３３の教示による)；
・修飾または突然変異誘発によって自己分解をブロックする(例えば、ＷＯ９８／２０１
１６またはＵＳ５５４３３０２による)；
・複数の安定化戦略を組合せる(欧州特許出願ＥＰ３９８５３９Ａ１に開示)；
・ＵＳ５３４０７３５、ＵＳ５５００３６４、ＵＳ５９８５６３９およびＵＳ６１３６５
５３によれば、安定化に関連する位置を、３次元構造の分析によって見い出すことができ
る。
【００２６】
　例えば、文献ＥＰ７５５９９９およびＷＯ９８／３０６６９は、洗浄または浄化性能を
増強するために、プロテアーゼを、α-アミラーゼおよび他の洗浄製品酵素と一緒に使用
しうることを開示している。例えばＥＰ７９１０４６は、リパーゼとの組合せの可能性を
開示している。例えば国際特許出願ＷＯ９５／１０５９２は、洗浄製品において使用する
ためのＷＯ９５／１０５９１に先に記載された変異体が、漂白剤において使用するのにも
適していることを開示している。例えば、ＵＳ６１２１２２６は、洗浄製品におけるプロ
テアーゼと汚れ遊離剤の同時使用を開示している。
【００２７】
　例えば国際特許出願ＷＯ９７／０７７７０は、洗浄製品において使用するために確立さ
れたプロテアーゼの一部が、化粧目的にも適することを開示している。プロテアーゼのさ
らなる可能性ある技術的使用は、例えば欧州特許出願ＥＰ３８０３６２Ａ１に示されてい
る。これは有機化学合成に関連し、この出願によれば、これに適すると言及されているス
ブチリシンは、点突然変異誘発によって安定化されたスブチリシンである。
【００２８】
　例示のためにここに示されている使用の多様な技術領域は、異なる特性(例えば、反応
条件、安定性または基質特異性に関連する)を有するプロテアーゼを必要とする。逆に、
例えば洗浄または浄化製品の配合においては、プロテアーゼの技術的使用の可能性は、さ
らなる因子、例えば高温、酸化剤に対する酵素の安定性、界面活性剤によるその変性、折
り畳み効果または他の成分との所望の相乗作用に依存する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２９】
　従って、技術的に使用することができ、多数の応用分野のゆえに、全体として広範囲の
特性(性能の極めて微妙な相違を含む)を保持するプロテアーゼが極めて必要とされ続けて
いる。
　このための基礎が、特定の応用分野を標的としたさらなる開発が可能な新規なプロテア
ーゼによって広がる。
【００３０】
　即ち、本発明は、未だ知られていないさらなるプロテアーゼを見い出すという目的に基
づくものであった。この野生型酵素は、好ましくは、適当な製品において使用したときに
、この目的に確立されている酵素に少なくとも似ているという点で区別されることを意図
した。この点で特に重要なことは、洗浄または浄化製品の性能に対する寄与であった。
【００３１】
　さらなる副次的な目的は、この種のプロテアーゼをコードしている核酸を提供すること
、ならびに、この種のプロテアーゼを得るために使用しうるベクター、宿主細胞および調
製方法を提供することであった。さらに、対応する製品(特に、洗浄および浄化製品)、対
応する洗浄および浄化方法ならびに対応するこの種のプロテアーゼの可能な使用を提供す
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ることを意図した。最後に、見い出したプロテアーゼの可能な技術的使用を規定すること
を意図した。
【課題を解決するための手段】
【００３２】
　この目的は、配列番号２として挙げた配列に示されるアミノ酸配列に少なくとも８０％
同一であるアミノ酸配列を有するスブチリシン型のアルカリ性プロテアーゼによって達成
される。
　それぞれの場合に、Bacillus gibsonii(DSM 14393)由来の新規なアルカリ性プロテアー
ゼとの同一性の程度が増大しているものほど、好ましさが増大する。
【００３３】
　上記の目的または副次的目的のさらなる達成、即ちそれぞれ本発明の固有の側面は、配
列番号１に示されるヌクレオチド配列に十分に類似する配列または本発明のプロテアーゼ
をコードしている配列を有する核酸、ならびに、適当なベクター、細胞または宿主細胞お
よび製造方法からなる。また、対応する製品(特に、対応する洗浄および浄化製品)および
対応するこの種のプロテアーゼの可能な使用も提供される。最後に、見い出したプロテア
ーゼの可能な技術的使用が規定される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　本願によれば、「タンパク質」とは、天然アミノ酸から構成され、実質的に線状構造を
有し、通常は３次元構造を採ってその機能を発揮するポリマーを意味する。本願において
は、タンパク質を生成する１９個の天然Ｌ-アミノ酸を、国際的に使用されている１文字
コードおよび３文字コードによって言及する。これらの名称と数の任意の組合せは、特定
のタンパク質がそれぞれの位置において保持するアミノ酸残基を示す。同様の表示が点突
然変異に対して確立されている。他に記すことがなければ、示した位置は、それぞれ当該
タンパク質の成熟形態、即ちシグナルペプチドを含まない形態に言及している(後記を参
照)。
【００３５】
　本願によれば、「酵素」とは、特定の生化学機能を発揮するタンパク質を意味する。例
えば、「タンパク質分解酵素」またはタンパク質分解機能を有する酵素とは、タンパク質
の酸アミド結合(特に、タンパク質の内側に位置する結合)を加水分解し、従ってエンドペ
プチダーゼとも称される酵素を一般に意味する。スブチリシンプロテアーゼは、グラム陽
性細菌によって天然に産生され、通常は分泌されるエンドペプチダーゼであるか、または
、これから例えば分子生物学的方法によって誘導され、部分領域(例えば、構造形成領域
または機能担持領域)を介して天然のスブチリシンプロテアーゼと相同化しうるエンドペ
プチダーゼである。これらはスブチラーゼに割り当てられる。これらは、例えば、「Subt
ilisin enzymes」[R.BottおよびC.Betzel編、New York、1996]中、第75-95頁のR.Siezen
による論文「Subtilases: Subtilisin-like Proteases」に記載されている。
【００３６】
　多くのタンパク質は、「プレタンパク質」として、即ち「シグナルペプチド」と一緒に
形成される。これはタンパク質のＮ-末端部分を意味し、その機能は、通常、産生された
タンパク質の産生細胞からペリプラズムまたは周囲培地への輸出および／またはその正し
い折り畳みを確実にすることである。次いで、このシグナルペプチドは、シグナルペプチ
ダーゼによって天然条件下に残りのタンパク質から除去され、こうして該タンパク質は、
最初に存在したＮ-末端アミノ酸なしでその実際の触媒活性を発揮する。
【００３７】
　その酵素活性のゆえに、技術的応用のためには、プレタンパク質よりも「成熟タンパク
質」が、即ち、その調製後にプロセシングされた酵素が好ましい。
　「プロタンパク質」は、タンパク質の不活性前駆体である。シグナル配列を含む前者の
前駆体は、「プレプロタンパク質」と称される。
【００３８】
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　本願によれば、「核酸」とは、天然にヌクレオチドから構成され、情報担持体として働
き、タンパク質または酵素の線状アミノ酸配列をコードしている分子を意味する。これら
は、一本鎖として、該一本鎖に相補性の一本鎖として、または二本鎖として存在すること
ができる。分子生物学的研究のためには、天然により耐久性の高い情報担持体として、核
酸ＤＮＡが好ましい。対照的に、ＲＮＡは、天然環境(例えば発現細胞など)において、本
発明を実行するために産生され、従って、本発明にとって重要なＲＮＡ分子は、同様に本
発明の態様である。また、これから例えば逆転写によって、(ｃ)ＤＮＡ分子を導くことが
できる。
【００３９】
　本願によれば、核酸の情報単位(これはタンパク質に対応する)は、「遺伝子」とも称さ
れる。ＤＮＡの場合、両相補鎖の配列のそれぞれにおいて３つ全ての可能な読み枠を考慮
しなければならない。また、異なるコドントリプレットが同じアミノ酸をコードすること
ができるので、特定のアミノ酸配列を複数の異なるヌクレオチド配列(これは恐らくは低
い同一性しか有さない)から導くことができるということも考慮しなければならない(遺伝
暗号の縮重)。さらに、種々の生物は、これらコドンの使用の点で異なる。これらの理由
から、アミノ酸配列とヌクレオチド配列の両方が保護範囲に含まれなければならず、示し
たヌクレオチド配列のそれぞれは、例示のために特定のアミノ酸配列をコードしているに
すぎないとみなされるべきである。
【００４０】
　当業者なら、現在では広く知られている方法、例えば化学合成またはポリメラーゼ連鎖
反応(ＰＣＲ)などを、分子生物学的標準法および／またはタンパク質化学標準法と組合せ
ることにより、既知のＤＮＡ配列および／またはアミノ酸配列に基づいて、完全な遺伝子
を調製することができる。この種の方法は、例えば、「Lexikon der Biochemie (生化学
の辞典)」[Spektrum Akademischer Verlag、Berlin、1999、Vol.1、p.267-271およびVol.
2、p.227-229]から既知である。これは、特に、菌株コレクションに寄託された菌株を利
用しうるときに可能になる。例えば、既知の配列に基づいて合成しうるＰＣＲプライマー
を用いて、そして／または単離したｍＲＮＡ分子を用いて、該菌株から当該遺伝子を、合
成、クローン化、および所望によりさらに処理、例えば突然変異誘発することができる。
【００４１】
　例えば、自体既知の分子生物学的方法によって生成させうるヌクレオチド配列の変化は
、「突然変異」と称される。変化の種類に依存して、例えば、「欠失突然変異」、「挿入
突然変異」もしくは「置換突然変異」、または、種々の遺伝子もしくは遺伝子の一部が、
互いに「融合」された突然変異(「シャッフリング」)が知られている(これらは遺伝子突
然変異である)。対応する生物は、「突然変異体」と称される。突然変異した核酸由来の
タンパク質は、「変異体」と称される。即ち、例えば、欠失、挿入、置換突然変異または
融合は、欠失突然変異した遺伝子、挿入突然変異した遺伝子、置換突然変異した遺伝子ま
たは融合遺伝子を与え、そしてタンパク質レベルでは、対応する欠失変異体、挿入変異体
もしくは置換変異体または融合タンパク質を与える。
【００４２】
　「ベクター」とは、本発明によれば、核酸からなるエレメントであって、特徴的な核酸
領域として目的の遺伝子を含むエレメントを意味する。これらは、数世代または細胞分裂
にわたって種またはセルラインにおいて残りのゲノムとは独立して複製する安定な遺伝子
エレメントとして、目的の遺伝子を確立することができる。ベクターとは、特に細菌にお
いて使用する場合には、特別のプラスミド、即ち環状の遺伝子エレメントである。遺伝子
操作では、一方において、貯蔵のために使用され、ある程度までは遺伝子操作の研究のた
めに使用されるベクターである「クローニングベクター」と、他方において、宿主細胞に
おいて目的の遺伝子を確立する機能、即ち、該当タンパク質の発現を可能にする機能を発
揮するベクターとの間を区別する。これらのベクターは、「発現ベクター」と称される。
【００４３】
　上記のベクターを含む細菌細胞および真核細胞の両方を、それらの相違とは関係なく、
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一般的に「細胞」と称する。ベクター、特に発現ベクターを含み、従ってトランス遺伝子
を発現するように誘導しうる細胞を「宿主細胞」と称する(これらが関連の遺伝子系を保
持しているため)。
【００４４】
　「相同化(ホモロジゼーション)」とは、ある核酸またはアミノ酸配列と既知の遺伝子ま
たはタンパク質の配列との比較である。これは、例えば整列(アラインメント)によって行
われる。相同性の尺度は、「同一性」の割合(％)であり、これは、例えばD.J.Lipmanおよ
びW.R.Pearsonにより示された方法[Science 227 (1985)、p.1435-1441]によって測定する
ことができる。この情報は、完全なタンパク質またはそれぞれの場合に割り当てられる領
域に向けることができる。また、より広い相同性の概念である「類似性」は、保存された
変異、即ち同様の化学活性を有するアミノ酸をも考慮に含む。これは、これらが通常はタ
ンパク質内で同様の化学活性を発揮するためである。核酸の場合、同一性の割合(％)だけ
が知られる。
【００４５】
　相同化により、アミノ酸またはヌクレオチド配列から考慮下の完全酵素の酵素活性およ
び個々の配列領域の「機能」を推論することができる。異なるタンパク質の相同領域は、
同等の機能を有する領域であり、これを、一次アミノ酸配列における同一性または保存さ
れた交換によって認識することができる。これらは、単一のアミノ酸、極めて小さな領域
、いわゆるボックスを含み、これは、一次アミノ酸配列において数個のアミノ酸長さから
長い領域までにわたる。即ち、相同領域の機能は、完全タンパク質によって発揮される機
能の極めて副次的な部分的機能、例えば、個々の水素結合の形成または基質または遷移複
合体の複合化などを含むと理解すべきである。実際の酵素反応に関与しないタンパク質の
他の領は、これらを定性的または定量的に修飾することができる。これは、例えば酵素安
定性、活性、反応条件または基質特異性に関連する。
【００４６】
　従って、「タンパク質分解酵素」または「プロテアーゼ」という用語は、触媒活性部位
の数個のアミノ酸残基の機能に加えて、実際の触媒活性領域上の残りのタンパク質全体ま
たは残りのタンパク質の１またはそれ以上の部分の作用から生じるあらゆる機能を意味す
る。本発明によれば、このような修飾機能または部分活性も、それらがタンパク質分解反
応を支援する限り、単独でタンパク質分解活性とみなされる。このような補助的機能また
は部分活性には、例えば、基質、中間体または最終産物の結合、加水分解活性に対する調
節的影響の活性化または阻害または媒介が含まれる。別の可能性ある例は、活性部位から
遠く離れて位置する構造エレメントの形成である。しかし、本発明に係るタンパク質分解
タンパク質であるための第２の前提条件は、実際に活性な残基単独での化学的挙動または
さらに修飾部分の作用が、ペプチド結合の加水分解を生じることである。例えば、本発明
のタンパク質の１またはそれ以上の部分が、他のプロテアーゼの活性を質的または量的に
修飾することもさらに可能である。この他の要因の影響は、同様にタンパク質分解活性と
みなされる。また、タンパク質分解活性な酵素とは、その活性が所定の時点で、例えばイ
ンヒビターによってブロックされるプロテアーゼである。対応するタンパク質分解反応に
対する主適合性は重要である。
【００４７】
　「フラグメント」とは、天然のタンパク質または完全に翻訳された遺伝子に対応するタ
ンパク質よりも小さく、例えば合成によっても得ることができる任意のタンパク質または
ペプチドを意味する。そのアミノ酸配列のゆえに、これらは、対応する完全なタンパク質
に関連付けることができる。これらは、例えば、同一の構造をとることもでき、またタン
パク質分解活性または部分活性を発揮することもできる。出発タンパク質のフラグメント
および欠失変異体は、原則的に極めて類似している。フラグメントは、相対的にかなり小
さいピース(小片)であるが、欠失突然変異体は、短い領域を欠いているだけであり、その
ため個々の部分的な機能を欠いているだけである。
【００４８】



(12) JP 4484519 B2 2010.6.16

10

20

30

40

50

　「キメラ」または「ハイブリッド」タンパク質とは、本願によれば、同じ生物または異
なる生物からの異なるポリペプチド鎖に天然に由来するエレメントから構成されるタンパ
ク質を意味する。この操作は、「シャッフリング」または「融合突然変異誘発」とも称さ
れる。このような融合の目的は、例えば、本発明の融合されたタンパク質部分の助けを借
りて酵素機能を生じさせるか、または修飾することである。
【００４９】
　「挿入突然変異」によって得られたタンパク質とは、出発配列にタンパク質フラグメン
トまたは核酸フラグメントを挿入することによって、自体既知の方法により得られたタン
パク質変異体を意味する。これらは、原則的にその類似性のゆえに、キメラタンパク質と
分類されるべきである。これらは、単に、タンパク質全体のサイズに対する未変更タンパ
ク質部分のサイズの点で、後者とは異なる。このような挿入突然変異されたタンパク質に
おける外来タンパク質の割合は、キメラタンパク質における割合よりも低い。
【００５０】
　「反転突然変異誘発」、即ち部分的配列転換は、欠失および挿入の両方の特別な形態と
みなすことができる。同じことが、元のアミノ酸配列から逸脱する種々の分子部分の再編
成に当てはまる。このような再編成は、元のタンパク質の欠失変異体、挿入変異体および
シャッフリング変異体とみなすことができる。
【００５１】
　「誘導体」とは、本願によれば、純粋なアミノ酸鎖が、化学的に修飾されているタンパ
ク質を意味する。これらの誘導体化は、例えば、宿主生物によるタンパク質生合成と関連
して生物学的に行うことができる。ここで、例えば関連の修飾を確実にする遺伝子との同
時形質転換などの分子生物学的方法を使用することができる。しかし、誘導体化を、化学
的に、例えば、アミノ酸側鎖の化学的転換によって、あるいはタンパク質への別の化合物
の共有結合によって行うこともできる。このような化合物は、例えば、本発明のタンパク
質に二官能性化合物を介して結合される他のタンパク質であってもよい。この種の修飾は
、例えば、基質特異性もしくは基質に対する結合強度に影響を与えるか、または酵素活性
の一過性のブロックを引き起こす(結合される物質がインヒビターである場合)。これは、
例えば、貯蔵期間にとって有用である。同様に、誘導体化とは、巨大分子支持体に対する
共有結合を意味する。
【００５２】
　本発明によれば、全ての酵素、タンパク質、フラグメント、融合タンパク質および誘導
体は、それらがそうであると明白に言及される必要がなければ、「一般的用語タンパク質
」に含まれる。
【００５３】
　「酵素の性能」とは、それぞれの場合に考慮される技術領域におけるその効力、好まし
くは対応して指向される製品の範囲内でのその効力を意味する。このような性能は、実際
の酵素活性に基づくが、さらに、特定のプロセスに関連するさらなる要因に依存する。こ
れらには、例えば、安定性、基質結合、該基質を支持する物質との相互作用、または他の
成分との相互作用(特に、相乗作用)が含まれる。
【００５４】
　「洗浄または浄化製品の洗浄または浄化性能」とは、本願によれば、汚れた物品(例え
ば、織物または硬表面を有する物体)において調べた、該製品によって発揮される効果を
意味する。このような製品の個々の成分、例えば、個々の酵素は、洗浄または浄化製剤全
体の「洗浄または浄化性能に対する寄与」の点で評価される。その理由は、酵素の酵素特
性から、製品の洗浄性能に対する該酵素の寄与を推定することが、容易にはできないため
である。ここで、ある役割を果たす他の要因の例は、安定性、基質結合、浄化されるべき
物質への結合、および該洗浄または浄化製品の他の成分との相互作用(特に、汚れ除去に
おける相乗作用)である。
【００５５】
　天然に産生されるスブチリシン型のアルカリ性プロテアーゼ(本発明はこれに基づいて
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いる)は、実施例から確かめることができるように、菌株「Bacillus gibsonii(DSM 14393
)」の培養上清から得ることができる。
【００５６】
　この菌株は、１９９７年４月２８日の「微生物の寄託」の国際的承認に関するブダペス
ト条約に従って、２００１年３月１日に、Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und 
Zellkulturen GmbH [Mascheroder Weg 1b、38124 Brunswick (http://www.dsmz.de)]に寄
託された。その表示はID 01-194であり、受託番号はDSM 14393である。この生物学的物質
の特徴に関する標準情報(２００１年４月１９日にＤＳＭＺにより寄託時に測定された)は
、表１(実施例１)にまとめられている。
【００５７】
　本特許出願は、プロテアーゼ産生微生物、従って天然産生の酵素(上記した要件をでき
るだけ完全に満たす)を、天然生息地において見い出す戦略に従った。
　このような酵素を、本願の実施例に記載のように、Bacillus gibsonii(DSM 14393)由来
のアルカリ性プロテアーゼの形態で見い出すことができた。
【００５８】
　Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbHによって行われた生
化学的特性化の範囲を越えて確かめることができ、そして実施例１の表１に示されている
ように、この菌株はタンパク質分解活性を分泌する。これを、本願の例示態様に従って調
べ、次のように記載することができる。これは、ＳＤＳポリアクリルアミドゲル電気泳動
によれば２６ｋＤのタンパク質であり、等電点電気泳動で測定したときに等電点１１を有
する。基質ＡＡＰＦに対する比活性は１６Ｕ／ｍｇであり、５０℃で測定した最適ｐＨは
ｐＨ１０である。
【００５９】
　本発明のBacillus gibsonii(DSM 14393)由来の新規なアルカリ性プロテアーゼのヌクレ
オチド配列を、本願の配列表に配列番号１として示す。これは１１５２ｂｐを含有する。
これから導かれるアミノ酸配列を配列番号２に示す。これは３８３個のアミノ酸を含有し
、これに停止コドンが続く。その最初の１１４個のアミノ酸は、恐らくは成熟タンパク質
中には存在しないので、成熟タンパク質の考察される長さは、２６９個のアミノ酸である
。
【００６０】
　実施例２に記載したように、これらの配列を、誰でもアクセスできるデータベースであ
るSwiss-Prot[Geneva Bioinformatics (GeneBio) S.A.、Geneva、スイス国；http://www.
genebio.com/sprot.html]およびGenBank[National Center for Biotechnology Informati
on NCBI、National Institutes of Health、Bethesda、MD、米国]から入手できるプロテ
アーゼ配列と比較した。
【００６１】
　この手段により、ＤＮＡレベルにおいて、以下の３つの遺伝子が、完全遺伝子について
最も類似しているものとして同定された：(１)Bacillus Ya-B由来のアルカリ性エラスタ
ーゼ(ID ELYA BACSP)(６６％同一)、(２)Bacillus Sendai由来のスブチリシンSendai(ID 
Q45522)(６５％同一)、ならびに、(３)Bacillus alkalophilus由来のスブチリシンＰ９２
(ID ELYA BACAO)(６２％同一)。
【００６２】
　アミノ酸レベルにおいて、完全プレプロタンパク質について最も類似しているものとし
て同定されたものは次の通りである：(１)Bacillus Ya-B由来のアルカリ性エラスターゼ(
ID ELYA BACSP)、これと同等のBacillus alkalophilus由来のスブチリシンＰ９２(ID ELY
A BACAO)(６７％同一)、(２)Bacillus Sendai由来のスブチリシンSendai(ID Q45522)(６
５％同一)、ならびに、(３)Bacillus sp.由来のスブチリシンAprQ(ID Q45523)(４９％同
一)。
【００６３】
　アミノ酸レベルにおいて、成熟タンパク質について最も類似しているものとして同定さ
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れたものは次の通りである：(１)３種類のスブチリシン、即ち、Bacillus alkalophilus
由来のスブチリシンＰ９２(ID ELYA BACAO)、Bacillus lentus由来のスブチリシン３０９
 (SavinaseＲ)(ID SUBS BACLE)およびBacillus lentus DSM 5483由来のB.lentusアルカリ
性プロテアーゼ(ID SUBB BACLE)(それぞれ８０％同一)、(２)２種類のスブチリシン、即
ち、Bacillus Ya-B由来のアルカリ性エラスターゼ(ID ELYA BACSP)およびBacillus Senda
i由来のスブチリシンSendai(ID Q45522)(７８％同一)、ならびに、(３)Bacillus sp.由来
のスブチリシンAprQ(ID Q45523)(６１％同一)。
【００６４】
　さらなる類似の酵素が、実施例２の表２に挙げられており、図１の整列において成熟タ
ンパク質のアミノ酸配列に関して、Bacillus gibsonii(DSM 14393)由来の本発明のアルカ
リ性プロテアーゼと比較されている。
　同定される一致に基づいて、および他の示したスブチリシンとの関係に基づいて、この
アルカリ性プロテアーゼは、スブチリシンとみなすべきである。
【００６５】
　即ち、本発明の１つの対象は、配列番号２に示されるアミノ酸配列に少なくとも７０％
同一であるアミノ酸配列を有するあらゆるスブチリシン型のアルカリ性プロテアーゼであ
る。
　これらの中で、順に増大して好ましいのは、そのアミノ酸配列が、少なくともそれぞれ
の場合に、配列番号２に示されるアミノ酸配列に７２％、７４％、７６％、７８％、８０
％、８２％、８４％、８５％、８６％、８８％、９０％、９１％、９２％、９３％、９４
％、９５％、９６％、９７％、９８％、９９％および１００％同一であるものである。
　これは、これらの特性が、B.gibsonii(DSM 14393)由来のアルカリ性プロテアーゼの特
性に、この順に増大して類似していると予測されるためである。
【００６６】
　既に記したように、Ｎ-末端配列の比較に基づいて、アミノ酸１～１１４は、恐らくは
リーダーペプチドとみなすべきであり、成熟タンパク質は、配列番号２に従って１１５位
から３８４位まで伸びているものと考察される。従って、３８４位は停止コドンによって
占められ、実際にはアミノ酸に対応しない。しかし、コード領域の末端に関する情報は、
アミノ酸配列の重要な成分であるとみなすことができるので、この位置は、本発明によれ
ば成熟タンパク質に対応する領域中に含まれる。
【００６７】
　従って、本発明のこの側面の１つの態様は、配列番号２に示されるアミノ酸配列に１１
５～３８４位において少なくとも８５％同一であるアミノ酸配列を有する、あらゆるスブ
チリシン型のアルカリ性プロテアーゼである。
　これらの中で、順に増大して好ましいのは、そのアミノ酸配列が、少なくともそれぞれ
の場合に、配列番号２に示されるアミノ酸配列に１１５～３８４位において８６％、８８
％、９０％、９１％、９２％、９３％、９４％、９５％、９６％、９７％、９８％、９９
％および１００％同一であるものである。
【００６８】
　例えばBacillus gibsonii(DSM 14393)によりインビボで放出されるタンパク質分解タン
パク質のＮ-末端配列決定によって、切断部位が配列番号２に従って１１４番目および１
１５番目のアミノ酸の間に位置しておらず、どこか他の位置にあることが明らかになった
場合には、これらの記述は、実際の成熟タンパク質に関する。
【００６９】
　本発明のこの側面の１つの態様は、配列番号１に示されるヌクレオチド配列に、特に配
列番号２中の１１５～３８４位に対応する部分領域にわたり、少なくとも７０％同一であ
るヌクレオチド配列から導かれるあらゆるスブチリシン型のアルカリ性プロテアーゼであ
る。
【００７０】
　これらの中で、順に増大して好ましいのは、少なくともそれぞれの場合に、配列番号１
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に示されるヌクレオチド配列に、特に配列番号２の１１５～３８４位に対応する部分領域
にわたり、７２％、７４％、７６％、７８％、８０％、８２％、８４％、８５％、８６％
、８８％、９０％、９１％、９２％、９３％、９４％、９５％、９６％、９７％、９８％
、９９％および１００％同一であるヌクレオチド配列から導かれるものである。
【００７１】
　これは、これらの核酸が、B.gibsonii(DSM 14393)由来のアルカリ性プロテアーゼ(特に
成熟タンパク質)の特性に、この順に増大して類似している特性を有するタンパク質をコ
ードしていると予測されるためである。この場合にも、以下の態様の全てに関して、タン
パク質の切断部位が上記した位置以外のどこかの位置にあることが明らかになった場合に
は、これらの記述は実際の成熟タンパク質に関すると言える。
【００７２】
　本発明のこの態様の最も好ましい態様は、配列番号２に示されるアミノ酸配列の全体と
、好ましくは１１５～３８４位において、同一であるアミノ酸配列、および／または、配
列番号１に示されるヌクレオチド配列の全体から、好ましくは３４３～１１５２位のヌク
レオチド配列から導かれるアミノ酸配列と同一であるアミノ酸配列を有するあらゆるスブ
チリシン型のアルカリ性プロテアーゼである。
　これは、このようなプロテアーゼが、本願により利用可能になったBacillus gibsonii(
DSM 14393)由来の新規に見い出されたアルカリ性プロテアーゼを構成するためである。
【００７３】
　このプロテアーゼは、先行技術においてこれまで知られていない。これを、実施例に示
したように、単離、製造および使用することができる。これをさらに、同様に実施例に記
載したように、この目的に確立された酵素の性能に近づけるかまたは一部の場合にはそれ
を越えさせることによって、適当な製品における使用時に異なるものにする。
【００７４】
　微生物によって天然に産生される酵素のように、これは、特に洗浄製品において使用し
うる工業用プロテアーゼの開発のための出発点となることができ、自体既知の突然変異誘
発法(例えば、点突然変異誘発、フラグメント化、欠失、挿入または他のタンパク質もし
くはンパク質部分との融合)によって、あるいは他の修飾によって、所望の使用のために
最適化するための出発点となることができる。このような最適化は、例えば、温度、ｐＨ
変動、酸化還元条件および／または他の影響(その技術的使用領域に関連する)の作用の適
合化であってよい。これら要求の例は、酸化に対する耐性の改善、変性剤もしくはタンパ
ク質分解、高温、酸性もしくは強アルカリ性条件に対する安定性の改善、カルシウムイオ
ンもしくは他の補助因子に対する感受性の変化、ならびに、免疫原性もしくはアレルゲン
作用の減少である。
【００７５】
　この目的のために、例えば、ＷＯ００／３６０６９の教示を適用して、標的化点突然変
異によって、触媒作用または基質結合に関与している表面電荷またはループを改変するこ
とができる。この後者は、例えば、ＷＯ９５／３００１１、ＷＯ９９／２７０８２、ＷＯ
００／３７５９９、ＷＯ００／３７６２１～ＷＯ００／３７６２７およびＷＯ００／７１
６８３～ＷＯ００／７１６９１に開示されている。特に遺伝子操作法によって導入される
さらなる修飾は、例えば、国際特許出願ＷＯ９２／２１７６０およびＷＯ９５／２３２２
１の教示を適用して行うことができる。このための出発点は、本願の図１に示した整列で
ある。これは、Bacillus gibsonii(DSM 14393)由来のプロテアーゼについて本願に記載し
た興味ある位置を、既知の酵素から推論することならびに自体既知の方法によって適切に
変更することを可能にする。
【００７６】
　突然変異誘発法は、配列番号１に示した関連のヌクレオチド配列、あるいは、これに十
分に類似し、本発明の別の対象として後記に記載するヌクレオチド配列に基づく。適当な
分子生物学的方法は、先行技術において、例えば、Fritsch、SambrookおよびManiatisの
「Molecular cloning: a laboratory manual」[Cold Spring Harbour Laboratory Press
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、New York、1989]のマニュアルなどに記載されている。
【００７７】
　本発明のさらなる態様は、上記したスブチリシン型の本発明のアルカリ性プロテアーゼ
から、フラグメント化または欠失突然変異誘発によって導かれ、順に増大して好ましくは
、少なくとも２５、２６、２８、３０、３２、３４、３６、３８、４０、４５、５０、５
５、６０、６５、７０、７５、８０、８５、９０、９５、１００、１１０、１２０、１３
０、１４０、１５０、１６０、１７０、１８０、１９０、２００、２２０、２４０、２６
０、２８０、３００、３２０、３４０、３４３および３６０個のアミノ酸(これらは、出
発分子において既に結合しており、出発アミノ酸配列の開始点、中間または末端に位置す
る)を有する全てのタンパク質またはフラグメントである。
【００７８】
　図１の整列から、２１４～２３６位(整列の番号付与に従う)の領域が、最も類似する酵
素と同一である２３個のアミノ酸のフラグメントを構成していることが明らかである。従
って、フラグメント化または欠失突然変異誘発によって導かれる本発明のタンパク質また
はフラグメントは、既知のプロテアーゼとは同一ではない比較的大きな領域を有する。
【００７９】
　これらは、好ましくは、配列番号２に従ってアミノ酸１１５～３８４の領域(即ち、成
熟タンパク質)に対応するものである。
【００８０】
　これらは、順に増大して好ましくはそれぞれの場合に、配列番号２に示した相同配列に
少なくともそれぞれ８６％、８８％、９０％、９１％、９２％、９３％、９４％、９５％
、９６％、９７％、９８％、９９％および１００％同一である、フラグメント化または欠
失突然変異誘発によって導かれるタンパク質またはフラグメントである。
【００８１】
　本発明のフラグメントは、配列番号１または配列番号２に対応する相同タンパク質より
も小さいが、適当な部分配列においてそれらと一致する全てのタンパク質またはペプチド
を意味する。これらのフラグメントは、例えば、単一のドメインまたは該ドメインとは一
致しないセグメントであってよい。このようなフラグメントは、比較的低コストで製造す
ることができるか、出発分子のある種の恐らくは不都合な特徴(例えば、恐らくは活性を
低下させる調節機序)をもはや有さないか、あるいは、より好ましい活性プロフィールを
示す。このようなタンパク質フラグメントを、非生合成的に製造することもできるが、例
えば化学的に製造することもできる。化学的合成は、例えば、合成に続いて化学的修飾を
行うべきときに有利である。
【００８２】
　また、欠失突然変異によって得られるタンパク質も、それらが原則的に類似しているの
で、フラグメントに割り当てられるべきである。欠失突然変異誘発は、阻害領域を欠失さ
せるのに特に有益である。欠失の結果を、タンパク質の応用範囲の特殊化および拡張の両
方に関連させることができる。
【００８３】
　また、Ｎ-末端アミノ酸の削除によってプレタンパク質から得られるタンパク質、およ
びシグナルペプチドも、天然に形成されるフラグメントまたは欠失突然変異タンパク質と
見なすことができる。このような切断機序を用い、シグナルペプチダーゼによって認識さ
れる特定の配列領域の助けを借りて、例えば、組換えタンパク質中の特異的な切断部位を
特定することができる。即ち、本発明のタンパク質のインビトロでの活性化および／また
は不活性化を行うことができる。
【００８４】
　本発明のさらなる態様は、上記したスブチリシン型の本発明のアルカリ性プロテアーゼ
または対応するフラグメントから、挿入突然変異誘発によって、置換突然変異誘発によっ
て、および／または少なくとも１つの他のタンパク質またはタンパク質フラグメントとの
融合によって導かれる全てのタンパク質である。
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【００８５】
　本発明のキメラタンパク質は、最も広い意味においてタンパク質分解活性を示す。これ
を、本発明のタンパク質から導かれる分子部分によって発揮させるかまたは修飾すること
ができる。即ち、キメラタンパク質は、上記した領域の外側に、その全長にわたって位置
させることもできる。このような融合の要点は、本発明の融合したタンパク質部分の助け
を借りて、例えば、特定の機能または部分機能を導入または修飾することである。これに
関連して、このようなキメラタンパク質が、単一のポリペプチド鎖からなるかまたは複数
のサブユニットからなるかは、本発明の目的にとって重要ではない。最後に挙げた態様を
実施するために、例えば、単一のキメラポリペプチド鎖を、特異的なタンパク質分解切断
によって翻訳後または精製工程の後に、複数のポリペプチドに分解することができる。
【００８６】
　即ち、例えば、ＷＯ９９／５７２５４に基づいて、ペプチドリンカーを介して、または
他のタンパク質からの結合ドメイン(例えば、セルロース結合ドメイン)との融合タンパク
質として直接的に、本発明のタンパク質またはその部分を供することができ、こうして基
質の加水分解をより効率的にすることができる。また、このような結合ドメインを、例え
ばプロテアーゼ基質への本発明のタンパク質の結合を増強するために、プロテアーゼから
導くこともできる。これは局所プロテアーゼ濃度を増大させ、これが個々の適用において
、例えば粗原料の処理において有利になることもある。また同様に、二重の機能を発揮さ
せるために、本発明のタンパク質を、例えばアミラーゼまたはセルラーゼに結合させるこ
ともできる。
【００８７】
　挿入突然変異によって得られる本発明のタンパク質は、それらが原則的に類似している
ので、本発明のキメラタンパク質に割り当てられるべきである。またこれらには、置換変
異体、即ち、分子の個々の領域が他のタンパク質からのエレメントによって置換されてい
る変異体も含まれる。
【００８８】
　挿入および置換突然変異誘発の要点は、ハイブリッド形成の場合のように、本発明のタ
ンパク質の個々の特性、機能または部分機能を、他のタンパク質のものと組合せることで
ある。またこれには、例えば、異なるプロテアーゼからの部分配列のシャッフリングまた
は組換えによって得られる変異体も含まれる。このようにして、これまで記載されていな
かったタンパク質を得ることができる。このような技術は、劇的ないし非常に微妙な活性
の調節を可能にする。
【００８９】
　このような突然変異を、好ましくは、指向される進化の領域に割り当てられるランダム
法によって、例えば、ＳｔＥＰ法[Zhaoら(1998)、Nat.Biotechnol.、Vol.16、p.258-261]
、ランダムプライミング組換え[Shaoら(1998)、Nucleic Acids Res.、Vol.26、p.681-683
]、ＤＮＡシャッフリング[Stemmer,W.P.C.(1994)、Nature、Vol.370、p.389-391]または
反復配列組換え[ＲＳＲ；ＷＯ９８／２７２３０、ＷＯ９７／２００７８、ＷＯ９５／２
２６２５]またはＲＡＣＨＩＴＴ法[Coco,W.M.ら(2001)、Nat.Biotechnol.、Vol.19、p.35
4-359]によって行う。これら種類の方法を、突然変異誘発および発現に続いて選択または
スクリーニング法と好都合に組合せて、所望の特性を有する変異体を同定する。これらの
技術はＤＮＡレベルに当てはまるので、それぞれの場合に関連する新規に得られた遺伝子
は、生物工学的製造のための出発点を与える。
【００９０】
　反転突然変異誘発(即ち、部分的な配列反転)は、欠失および挿入の両方の特別な形態で
あると見なすことができる。この種の変異体も同様に、標的化した様式でまたはランダム
に得ることができる。
【００９１】
　好ましいのは、それ自体がタンパク質を加水分解することができることを特徴とする、
現在までに言及されている全てのタンパク質、タンパク質フラグメントまたは融合タンパ
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ク質である。
【００９２】
　このような実体は、IUBMBの公式のEnzyme Nomenclature 1992に従って3.4(ペプチダー
ゼ)のもとでカテゴリー化されている。これらの中で、好ましいのは、エンドペプチダー
ゼ、特に、群3.4.21のセリンプロテイナーゼ、3.4.22のシステインプロテイナーゼ、3.4.
23のアルパルテートプロテイナーゼおよび3.4.24のメタロプロテイナーゼのエンドペプチ
ダーゼである。これらの中で、セリンプロテイナーゼ(3.4.21)が特に好ましく、これらの
中でスブチラーゼ、これらの中でさらに具体的にはスブチリシンが好ましい[「Subtilisi
n enzymes」(R.BottおよびC.Betzel編、New York、1996)中の「Subtilases: Subtilisin-
like proteases」(R.Siezen、p.75-95)を参照]。またこれらの中で、好ましいのは、群IS
-2のスブチリシン、高アルカリ性スブチリシンである。
【００９３】
　これに関連して、活性な分子は不活性な分子よりも好ましいが、これは特に、実施され
るタンパク質分解が、例えば後記に詳しく説明する使用領域において重要であるためであ
る。
【００９４】
　また、上記したフラグメントは、最も広い意味においてタンパク質分解活性を、例えば
加水分解に必要な基質の複合化または構造エレメントの形成のために有する。これらは、
これら自体を、さらなるプロテアーゼ成分の存在を必要とすることなく、別のタンパク質
の加水分解のために使用することができるときに好ましい。これは、プロテアーゼ自体に
よって発揮することができる活性に関係する(同時に必要になるであろう緩衝物質、補助
因子などの存在は、これにより影響を受けないままである)。
【００９５】
　タンパク質の加水分解のための分子の異なる部分の相互作用は、天然には、フラグメン
トにおけるよりも欠失突然変異体において多く存在し、特に融合タンパク質、さらに具体
的には関連タンパク質のシャッフリングから導かれる融合タンパク質において現れる。こ
れが、最も広い意味においてタンパク質分解機能の維持、修飾、特異化または他の第１の
獲得の結果を与えるときに、これらの欠失変異体および融合タンパク質は本発明のタンパ
ク質である。これらの中で、本発明のこの側面の好ましい代表例は、さらなるプロテアー
ゼ成分の存在を必要とすることなく、それ自体がタンパク質基質を加水分解することがで
きるものである。
【００９６】
　好ましい態様は、さらに誘導体化されていることを特徴とする、現在までに言及されて
いる全てのタンパク質、タンパク質フラグメントまたは融合タンパク質である。
　誘導体とは、上記したタンパク質からさらなる修飾によって導かれるタンパク質を意味
する。このような修飾は、例えば、安定性、基質特異性もしくは基質への結合強さまたは
酵素活性に影響を及ぼすことができる。また、このような修飾を用いて、タンパク質のア
レルゲン性および／または免疫原性を低下させ、こうして例えば皮膚との適合性を増大さ
せることができる。
【００９７】
　このような誘導体化は、例えば生物学的に、例えば産生宿主生物によるタンパク質生合
成に関連して起こることがきる。これに関連して、低分子量化合物(例えば、脂質または
オリゴ糖)の結合が、特に強調されるべきである。
【００９８】
　しかし、誘導体化を、化学的に、例えば側鎖の化学的転換によって、またはタンパク質
への別の例えば巨大分子化合物の共有結合によって行うこともできる。化学的修飾は、例
えば独国特許出願ＤＥ４０１３１４２に記載されている。酵素のカルボキシル基にアミン
を結合させて等電点を改変することが、例えばＷＯ９５／２６３９８に開示されている。
例えば、巨大分子(例えばタンパク質)を、例えば２官能化合物を介して、本発明のタンパ
ク質に結合させることができる。即ち、例えば、ＷＯ９９／５７１５４～ＷＯ９９／５７
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１５９、ＷＯ００／１８８６５およびＷＯ００／５７１５５の教示を適用することによっ
て、本発明のタンパク質特異的な結合ドメインを有するリンカーを介して本発明のタンパ
ク質を得ることができる。このような誘導体は、洗浄または浄化製品において使用するの
に特に適する。また、ＷＯ００／０１８３１と同様にして、リンカー(特にアミノ酸リン
カー)を介して、プロテアーゼインヒビターを本発明のタンパク質に結合させることもで
きる。他の巨大分子化合物(例えば、ポリエチレングリコール)との結合は、さらなる特性
(例えば、安定性または皮膚適合性)の点で分子を改善する。このような修飾は、例えば、
米国特許ＵＳ５２３０８９１に、化粧品において使用するためのプロテアーゼについて記
載されている。
【００９９】
　また、本発明のタンパク質の誘導体は、最も広い意味において、これら酵素の調製物を
意味することもある。単離、加工または調製に依存して、タンパク質は、例えば産生微生
物の培養物に由来する種々の他の物質と結合することができる。また、タンパク質を、例
えばその貯蔵安定性を増大させるために、ある種の他の物質と故意に混合することもでき
る。従って、本発明は、本発明のタンパク質の全ての調製物に関する。またこれは、この
酵素活性が実際に特定の調製物において示されるか否かとは無関係である。これは、貯蔵
中にはごくわずかの活性しか持たないかまたは全く活性を持たず、使用時にのみタンパク
質分解機能を示すのが望ましいこともあるためである。これを、例えば適当な付随物質に
よって制御することができる。特に、プロテアーゼとプロテアーゼインヒビターとの結合
調製物が、先行技術(ＷＯ００／０１８２６)において知られている。
【０１００】
　好ましい態様は、さらに安定化されていることを特徴とする、現在までに言及されてい
る全てのタンパク質、タンパク質フラグメントまたは融合タンパク質である。
【０１０１】
　これは、貯蔵中および／または使用中(例えば洗浄過程中)の安定性を増大させるので、
活性が長く持続し、従って増強される。本発明のプロテアーゼの安定性を、例えばポリマ
ーに結合させることによって増大させることができる。この種の方法は、例えばＵＳ５２
３０８９１に記載されている。これは、タンパク質を、適当な製剤において使用する前に
、化学結合行程によってポリマーに結合することを必要とする。
【０１０２】
　好ましいのは、分子それ自体の点突然変異誘発によって可能な安定化である。これは、
タンパク質の取得後に、さらなる処理工程を必要としないためである。これに適するいく
つかの点突然変異が、先行技術から自体既知である。即ち、ＵＳ６０８７３１５およびＵ
Ｓ６１１０８８４によれば、特定のチロシン残基を他の残基で置換することによって、プ
ロテアーゼを安定化することができる。
【０１０３】
　他の可能性は、例えば以下の通りである：
・特定のアミノ酸残基をプロリンで置換する(ＥＰ５８３３３９に従う)；
・より高極性またはより高電荷の基を分子の表面に導入する(ＥＰ９９５８０１に従う)；
・金属イオンの結合、特にカルシウム結合部位を改変する(例えば、国際特許出願ＷＯ８
８／０８０２８およびＷＯ８８／０８０３３の教示に従う)。
【０１０４】
　これら文献の第１によれば、カルシウム結合に関与するアミノ酸残基の１またはそれ以
上を、負電荷のアミノ酸で置換しなければならず；国際特許出願ＷＯ８８／０８０３３の
教示によれば、カルシウム結合による安定化のために２つの残基アルギニン／グリシンの
配列の少なくとも１つにおいて、点突然変異を同時に導入しなければならず；
・ＵＳ５４５３３７２によれば、変性剤(例えば界面活性剤)の作用に対して表面における
特定の突然変異によって、タンパク質を保護することができる。
　さらなる同等の可能性は、ＵＳ５３４０７３５、ＵＳ５５００３６４、ＵＳ５９８５６
３９およびＵＳ６１３６５５３に示されている。
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【０１０５】
　高温および界面活性剤の作用に対する安定化の別の可能性は、ＷＯ９２／２１７６０な
らびに未だ公開されていない独国特許出願ＤＥ１０１２１４６３およびＤＥ１０１５３７
９２の教示を適用して、Ｎ末端の近くに位置するアミノ酸を、別のアミノ酸(非共有の相
互作用によって分子の残りと接触し、こうして球状構造の維持に寄与する)と交換するこ
とによる安定化であろう。
【０１０６】
　好ましい態様は、分子が複数の方法で安定化されているものである。これは、例えばＷ
Ｏ８９／０９８１９によれば、複数の安定化突然変異によって加法効果を仮定することが
できるためである。
【０１０７】
　好ましい態様は、上記した本発明のタンパク質、タンパク質フラグメント、融合タンパ
ク質または誘導体のいずれかと共通する少なくとも１つの抗原決定基を有することを特徴
とする、全てのタンパク質、タンパク質フラグメント、融合タンパク質または誘導体であ
る。
【０１０８】
　これは、タンパク質の二次構造エレメントおよびその３次元折り畳みが、酵素活性に重
要であるためである。即ち、一次構造において互いに明らかに異なるドメインが、実質的
に空間的に一致し、従って同一の酵素挙動を可能にする構造を形成することができる。二
次構造におけるこのような共通の特徴は、通常、抗血清または純粋もしくはモノクローナ
ルな抗体による抗原決定基を一致させるものと認識される。従って、互いに類似している
タンパク質または誘導体を、免疫化学的な交差反応によって、検出および割当することが
できる。このため、上に定義した本発明のタンパク質、タンパク質フラグメント、融合タ
ンパク質または誘導体に、一次構造における相同性のレベルからは恐らく割当てることが
できないが、免疫化学的な関係からは割当てることができるタンパク質も、特に、本発明
の保護の範囲内に含まれる。
【０１０９】
　好ましい態様は、天然供給源(特に微生物)から得られることを特徴とする、現在までに
言及されている全てのタンパク質、タンパク質フラグメント、融合タンパク質または誘導
体である。
【０１１０】
　これらは、例えば、単細胞の菌類または細菌であってよい。これは、通常はこれらを、
多細胞生物または多細胞生物から導いた細胞培養物よりも容易に単離および操作すること
ができるためである。しかし、この後者は、特定の態様のためには価値ある選択肢になる
ことがあり、従って、原則的に本発明の対象から除外されない。
【０１１１】
　天然の産生体が本発明の酵素を産生することができるが、この後者は、最初に確立され
た条件下では、少ない量でのみ周囲培地に発現および／または放出される。しかし、この
ことは、実験的に確立することができる適当な環境条件または他の因子の影響下に、本発
明のタンパク質の経済的に価値ある産生まで刺激する可能性を排除するものではない。こ
のような調節機序を、生物工学的な製造のために故意に使用することができる。この後者
も不可能であるときには、関連遺伝子を単離するために、これらをなお使用することがで
きる。
【０１１２】
　これらの中で、グラム陽性細菌からのものが特に好ましい。
　これは、これらが外側膜を持たず、従って分泌されたタンパク質を直接的に周囲培地に
放出するためである。
　バシラス属のグラム陽性細菌からのものが極めて特に好ましい。
【０１１３】
　バシラス菌のプロテアーゼは、最初から、種々の可能な技術的使用に好ましい特性を有
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している。これらには、高温、酸化剤または変性剤に対するある種の安定性が含まれる。
さらに、多くの経験が、微生物プロテアーゼにより、その生物工学的製造に関連して、例
えば、適当なクローニングベクターの構築、宿主細胞の選択および増殖条件またはリスク
(例えばアレルゲン性など)の評価に関連して得られている。さらに、バシラス菌は、工業
プロセスにおいて特に高い産生効率を有する産生生物として確立されている。さらに、こ
れらプロテアーゼの調製および使用のために得られた知識の量は、例えば、他の化学物質
(例えば、洗浄または浄化製品の成分など)との適合性に関連して、これら酵素をさらに開
発するのに有益である。
【０１１４】
　また、バシラス種からのものの中で好ましいのは、Bacillus gibsonii種からのもの、
特にBacillus gibsonii(DSM 14393)菌株からのものである。
　これは、本発明の酵素の態様がそれから最初に得られたためである。その関連配列は配
列表に示され、その酵素特性は実施例に記載されている。これからまたは関連の菌株から
、特に分子生物学的標準法(例えば、自体既知のＰＣＲ法および／または点突然変異誘発
法など)を適用することによって、上記の変異体を調製することができる。
【０１１５】
　さらなる目的の達成、即ち本発明の固有の側面は、本発明の実施に有用な核酸である。
　核酸は、実質的に全ての分子生物学的研究およびタンパク質の開発およびその製造のた
めの出発点である[特に、遺伝子の配列決定および対応するアミノ酸配列の誘導、あらゆ
る種類の突然変異誘発(上記を参照)およびタンパク質の発現を含む]。
【０１１６】
　特定の特性を有するタンパク質を開発するための突然変異誘発は、「タンパク質工学」
とも称される。最適化すべき特性の例は上に記した。このような突然変異誘発を、標的化
した様式でまたはランダム法によって、例えば活性に指向した後の同定および／または選
択法(スクリーニングおよび選択)を用いて、クローン化した遺伝子において、例えば核酸
プローブとのハイブリダイゼーションによって、あるいは、遺伝子産物であるタンパク質
において、例えばその活性によって行うことができる。また、本発明のプロテアーゼのさ
らなる開発を、特に、刊行物「Protein engineering」[P.N.Bryan (2000)、Biochim.Biop
hys.Acta.、Vol.1543、p.203-222]に示されているアイデアに向けることもできる。
【０１１７】
　即ち、本発明の１つの対象は、スブチリシン型のアルカリ性プロテアーゼをコードして
いる核酸であって、そのヌクレオチド配列が、特に配列番号２のアミノ酸１１５～３８４
に対応する部分領域にわたり、少なくとも７０％同一であるあらゆる核酸である。
【０１１８】
　これらの中で、順に増大して好ましいのは、そのヌクレオチド配列が、少なくともそれ
ぞれの場合に、特に配列番号２のアミノ酸１１５～３８４に対応する部分領域にわたり、
７２％、７４％、７６％、７８％、８０％、８２％、８４％、８５％、８６％、８８％、
９０％、９１％、９２％、９３％、９４％、９５％、９６％、９７％、９８％、９９％お
よび１００％同一であるものである。上記したことは、対応して成熟タンパク質および停
止コドンの位置に当てはまる。
　これは、これらの核酸が、B.gibsonii(DSM 14393)由来のアルカリ性プロテアーゼの特
性に、この順に増大して類似している特性を有するタンパク質をコードしていると予測さ
れるためである。
【０１１９】
　本発明のこの側面のさらなる代表例は、上記した本発明のタンパク質、タンパク質フラ
グメント、融合タンパク質または誘導体のいずれかをコードしている全ての核酸である。
　上記した好ましい形態をコードしている核酸、特に突然変異誘発によって得られる核酸
が、対応して好ましい。
【０１２０】
　特に、タンパク質フラグメントをコードしている核酸は、明らかに本発明の保護の範囲



(22) JP 4484519 B2 2010.6.16

10

20

30

40

50

内に含まれる。このようなオリゴヌクレオチドについて、３つ全ての読み枠を、センスお
よびアンチセンスの両方向において考慮しなければならない。これは、これらを、特にポ
リメラーゼ連鎖反応(ＰＣＲ)により、関連の核酸の合成のための出発点として、例えば天
然生物からの関連遺伝子の増幅のために使用することができるためである。また、これら
を用いて、ＰＣＲに基づくシャッフリング法によってキメラを製造することもできる。さ
らに、他のシャッフリング法、例えば、国際特許出願ＷＯ００／０９６７９に開示されて
いる組換え連結反応(ＲＬＲ)なども、ランダムまたは特異的に選択されたタンパク質フラ
グメントに対応するオリゴヌクレオチドに基づいている。また、アンチセンス オリゴヌ
クレオチドを、例えば、発現を調節するために使用することもできる。
【０１２１】
　上記によれば、上記した本発明の核酸の中で、以下のものが順に増大して好ましい：
・天然供給源、特に微生物から得られることを特徴とする核酸；
・これらの中で、微生物がグラム陽性細菌であることを特徴とする核酸；
・これらの中で、グラム陽性細菌がバシラス属の細菌であることを特徴とする核酸；およ
び
・これらの中で、バシラス属の種がBacillus sp.、特にBacillus gibsonii(DSM 14393)で
あることを特徴とする核酸。
【０１２２】
　上記した本発明の核酸領域のいずれか、特に、上に定義した本発明のタンパク質、タン
パク質フラグメント、融合タンパク質または誘導体のいずれかをコードしている核酸領域
を含有するベクターは、本発明の固有の側面を形成する。
【０１２３】
　本発明に関連する核酸を取り扱うために、特に、本発明のタンパク質の製造用に調製す
るために、これらをベクター中に連結するのが好都合である。このようなベクターおよび
関連の作業方法は、先行技術に詳しく記載されている。ベクターは、クローニング用およ
び発現用の両方に対して、多数および多種類で市販されている。これらには、例えば、細
菌プラスミド由来、バクテリオファージ由来もしくはウイルス由来のベクター、または大
部分が合成のベクターが含まれる。さらに、これらは、それらを確立することができる細
胞型の性質に従って、例えばグラム陰性細菌用、グラム陽性細菌用、酵母用または高等真
核生物用のベクターに区別される。これらは、例えば、分子生物学的および生化学的研究
のため、ならびに、当該遺伝子または対応するタンパク質の発現のための適当な出発点で
ある。
【０１２４】
　１つの態様において、本発明のベクターはクローニングベクターである。
　クローニングベクターは、所望の遺伝子の貯蔵、生物学的増幅または選択に加えて、そ
の分子生物学的な特性化に適している。同時に、これらは、特許請求されている核酸の輸
送可能および貯蔵可能な形態であり、また、細胞に関係しない分子生物学的技術(例えば
、ＰＣＲまたはインビトロ突然変異誘発法など)の出発点である。
【０１２５】
　好ましくは、本発明のベクターは発現ベクターである。
　この種の発現ベクターは、生物学的な製造系において対応する核酸を働かせ、これによ
って、対応するタンパク質を製造するための基礎となるものである。本発明のこの対象の
好ましい態様は、発現に必要な遺伝子エレメント、例えば該遺伝子の上流に元から位置す
る天然プロモーターまたは別の生物からのプロモーターを担持する発現ベクターである。
該エレメントを、例えば、「発現カセット」の形態で配置することができる。別の可能性
は、調節エレメントのいずれかまたは全部を、それぞれの場合に宿主細胞から得ることで
ある。これら発現ベクターを、特に好ましくは、さらなる特性、例えば選択した発現系(
特に宿主細胞)に対する最適コピー数などに関連して適合させる(後記を参照)。
【０１２６】
　高い発現率のために、発現ベクターは、可能であれば関連遺伝子だけを挿入体として含
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有し、比較的大きい５'および３'非コード領域を含有しないのがさらに有利である。この
ような挿入体は、例えば、制限酵素で出発菌株の染色体ＤＮＡをランダム処理した後に得
られるフラグメントを、配列決定後かつ発現ベクターへの組込み前に、もう一度意図して
切断したときに得られる。
【０１２７】
　発現ベクターの１つの例は、本願の図２に示され、実施例２の開示のように使用しうる
ｐＡＷＡ２２である。さらなるベクターは、当業者にとっては先行技術から利用可能であ
り、多数が市販されている。
【０１２８】
　上に定義した本発明の核酸領域のいずれか、特に、上に定義した本発明のタンパク質、
タンパク質フラグメント、融合タンパク質または誘導体のいずれかをコードしている核酸
領域を、好ましくは上に定義した本発明のベクターのいずれかにおいて含有する細胞は、
本発明の固有の側面を形成する。
【０１２９】
　これは、これらの細胞が、本発明のタンパク質の合成のための遺伝情報を含んでいるた
めである。これらは、例えば、対応する遺伝子が増幅されるだけでなく、突然変異誘発ま
たは転写され、そして翻訳され、最終的に関連のタンパク質が生物工学的に製造されるこ
とを可能にする。この遺伝情報は、固有の遺伝子エレメントとして染色体外に、即ち細菌
においてはプラスミド上に位置して存在することができるか、あるいは、染色体中に組込
まれることができる。適当な系の選択は、その目的、例えば、生物または遺伝子の貯蔵の
様式および期間、あるいは、突然変異誘発または選択の様式などに依存する。即ち、例え
ばバクテリオファージ(およびその特異的な宿主細胞)に基づく突然変異誘発および選択法
が、先行技術(ＷＯ９７／０９４４６)において洗浄製品用の酵素の開発のために記載され
ている。
【０１３０】
　ここで好ましいのは、上に記載した本発明のタンパク質、タンパク質フラグメント、融
合タンパク質または誘導体のいずれかを、特に上に定義した本発明の核酸領域のいずれか
を用いて、さらに具体的には上に定義した発現ベクターを用いて、発現するかまたは発現
するように誘導しうる宿主細胞である。
【０１３１】
　該タンパク質を産生する宿主細胞は、その生物工学的な製造を可能にする。この目的の
ために、これらは、好都合には上記ベクターのいずれかにより、当該遺伝子を受け入れて
いなければならず、また、その転写、翻訳、および好ましくは可能性ある追加の修飾行程
が可能でなければならない。
【０１３２】
　タンパク質発現に適する宿主細胞は、原則的には全ての生物、即ち、原核生物、真核生
物または藍藻植物門(Cyanophyta)である。好ましいのは、例えば、発現ベクターによる形
質転換またはその安定な確立および発現の調節に関連して、容易に遺伝子操作することが
できる宿主細胞(例えば、単細胞菌類または細菌)である。さらに、好ましい宿主細胞は、
良好な微生物学的および生物工学的な操作性によって区別される。これは、例えば、容易
な培養性、高い増殖速度、発酵培地に対する低い要求性、ならびに、良好な外来タンパク
質の産生および分泌速度に関連する。発現を目的とする実験室菌株を選択するのが好まし
い。このような菌株は、市販品から、または誰でもアクセスできる菌株コレクションから
入手することができる。このようにして、あらゆる本発明のタンパク質を、理論的には多
数の宿主生物から得ることができる。先行技術に従って利用可能な多数の異なる系から、
個々の場合に最適な発現系を実験的に決定することが必要である。
【０１３３】
　自体プロテアーゼ陰性であり、従って産生されたタンパク質を分解しない宿主細胞が、
特に有利である。このような宿主細胞の１つは、実施例２において使用したBacillus sub
tilis DB 104菌株である。
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【０１３４】
　好ましい態様は、適当な遺伝子エレメントのゆえに、例えば、化学物質の制御された添
加によって、培養条件の変更によって、または特定の細胞密度の関数として、活性を調節
することができる宿主細胞である。この制御可能な発現は、所望のタンパク質の極めて経
済的製造を可能にする。好都合には、遺伝子、発現ベクターおよび宿主細胞は、例えば、
発現に必要な遺伝子エレメント(リボソーム結合部位、プロモーター、ターミネーター)ま
たはコドン使用の点で互いにマッチしている。例えば、この後者を、遺伝子において、当
該宿主によって乏しくのみ翻訳されるコドンを、特定の宿主によってより普通に使用され
るコドン(それぞれの場合に同じ意味を有する)で置換することによって、最適化すること
ができる。
【０１３５】
　これらの中で好ましいのは、細菌、特に、産生されたタンパク質を周囲培地に分泌する
細菌であることを特徴とする宿主細胞である。
【０１３６】
　細菌は、短い世代時間および培養条件に対する低い要求性によって自体区別される。こ
れは、コスト効果の高い方法の確立を可能にする。さらに、細菌発酵技術における豊富な
経験が利用できる。個々の場合に実験的に決定すべき多種多様の理由(例えば、栄養供給
源、生成物の生成速度、所要の時間など)のため、グラム陰性またはグラム陽性細菌が、
特定の製造に適しているであろう。
【０１３７】
　グラム陰性細菌(例えば大腸菌など)は、多数のタンパク質をペリプラズム中に分泌する
。これは、特別の適用のためには有利であろう。対照的に、グラム陽性細菌(例えば、バ
シラス菌など)は、分泌されたタンパク質を、細胞周囲の栄養培地に直接的に放出し、こ
れから、発現された本発明のタンパク質を、別の好ましい態様に従って直接的に精製する
ことができる。
【０１３８】
　国際特許出願ＷＯ０１／８１５９７は、発現されたタンパク質のグラム陰性細菌による
輸出をも達成する方法を開示している。このような系も、本発明のタンパク質の製造に適
している。従って、好ましい宿主細胞は、大腸菌(Escherichia coli)種またはクレブシエ
ラ(Klebsiella)種の宿主細胞、特に、以下の菌株の宿主細胞である：大腸菌JM 109、大腸
菌DH 100B、大腸菌DH 12SまたはKlebsiella planticola (Rf)。これらは、産生されたタ
ンパク質の放出を可能にするために、本願に記載した適当な微生物学的な修飾および／ま
たは適当なベクターを必要とする。
【０１３９】
　宿主細胞として好ましい細菌は、それがグラム陽性細菌であること、特にそれがバシラ
ス属に属すること、さらに具体的にはバシラス・レンタス(Bacillus lentus)種、バシラ
ス・リケニホルミス(Bacillus licheniformis)種、バシラス・アミロリクエファシエンス
(Bacillus amyloliquefaciens)種、バシラス・スブチリス(Bacillus subtilis)種または
バシラス・アルカロフィラス(Bacillus alcalophilus)種に属することを特徴とする細菌
である。
【０１４０】
　本発明の１つの態様は、本発明のタンパク質を(同種)発現させるために、B.gibsonii、
特にB.gibsonii(DSM 14393)それ自体を利用する。しかし、他方において異種発現が好ま
しく、このためにバシラス(Bacillus)属の細菌が好ましい。これは、これらが、製造に関
してグラム陽性細菌の中で最も特性化されているためである。これに含まれるのは、特に
、B.licheniformis種、B.amyloliquefaciens種、B.subtilis種または他の種の細菌または
B.alcalophilusの菌株である。これは、これらの種によるプロテアーゼ製造に関する関連
の経験が、例えば国際特許出願ＷＯ９１／０２７９２の教示から利用可能であるためであ
る。また、この出願は、多くの可能な発現ベクターをも開示している。これらの関連した
種は、さらに、同様のコドン使用を有し、それ自体が同等のスブチリシンを産生するので
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、そのタンパク質合成系は天然に適応している。
【０１４１】
　別の利点は、本発明のタンパク質とこれら宿主菌株によって内生的に産生されるスブチ
リシンとの混合物が、この方法によって得られる可能性である。このような同時発現は、
国際特許出願ＷＯ９１／０２７９２にも同様に開示されている。これが所望ではないとき
には、宿主細胞中に天然に存在するプロテアーゼ遺伝子を、永久的または一時的に不活性
化することが必要であろう(上記を参照)。
【０１４２】
　さらに好ましいのは、真核細胞、特に、産生されたタンパク質を翻訳後修飾する真核細
胞であることを特徴とする宿主細胞である。
【０１４３】
　適当な真核生物の例は、菌類(例えば放線菌)または酵母(例えば、Saccharomycesまたは
Kluyveromyces)である。好熱性菌類の発現系が、例えばＷＯ９６／０２６５３に示されて
いる。これらは、耐熱性の変異体を発現させるのに特に適している。真核性の系が特にタ
ンパク質合成に関連して行う修飾には、低分子量化合物(例えば、膜アンカーまたはオリ
ゴ糖など)の結合が含まれる。この種のオリゴ糖修飾は、例えば、アレルゲン性を減少さ
せるために望ましいであろう。また、このような細胞によって天然に産生される酵素(例
えばセルラーゼなど)との同時発現も有利であろう。
【０１４４】
　本発明のタンパク質の製造方法は、本発明の別の対象である。
　即ち、上記した本発明のタンパク質、タンパク質フラグメント、融合タンパク質または
誘導体を、上記した本発明の核酸を用いて、および／または上記した本発明のベクターを
用いて、および／または上記した本発明の細胞のいずれかを用いて製造するためのあらゆ
る方法が特許請求されている。
　これらには、例えば化学的合成法が含まれ、これは、特に比較的短いフラグメントのた
めに経済的に有用である。
【０１４５】
　しかし、個々の側面において既に上記し、先行技術において確立されている、全ての分
子生物学的、微生物学的または生物工学的な製造方法が後者に好ましい。即ち、例えば上
に定義したＤＮＡおよびアミノ酸配列(例えば配列表からも推定することができる)に基づ
いて、好ましくは配列番号１および２からの配列それ自体に基づいて、対応するオリゴヌ
クレオチドおよびオリゴペプチドを、自体既知の分子生物学的方法に従って、完全な遺伝
子およびタンパク質まで合成することができる。
【０１４６】
　既知のスブチリシン産生微生物から出発して、例えば本願の実施例に従って、さらなる
天然のスブチリシン産生体を同定および単離し、そのスブチリシン遺伝子および／または
アミノ酸配列を決定し、これらを本発明において行った条件に従って開発することもでき
る。この種の細菌種を、適当な製造方法のために培養することもできる。同様に、新規な
発現ベクターを、国際特許出願ＷＯ９１／０２７９２に開示されたベクターのモデルに従
って開発することもできる。また、インビトロでタンパク質生合成を行う細胞不含の発現
系も、対応する核酸配列に基づいて、本発明の態様になりうる。既に上記したあらゆるエ
レメントを組合せて、本発明のタンパク質を製造するための新規な方法を得ることもでき
る。これに関連して、それぞれの本発明のタンパク質のための方法行程の多数の可能な組
合せが考えられるので、最適な方法は、それぞれの特定の個々の場合のために、実験的に
決定しなければならない。
【０１４７】
　本発明の別の対象は、上記した本発明のタンパク質、タンパク質フラグメント、融合タ
ンパク質または誘導体を含有することを特徴とする製品からなる。
【０１４８】
　上記した本発明のタンパク質の添加によって利用性が改善される、あらゆる種類の製品
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、特に混合物、配合物、溶液などが、ここに本発明の保護の範囲内に含まれる。使用分野
に依存して、これらは、例えば固体混合物、例えば凍結乾燥またはカプセル封入したタン
パク質を含む粉末、あるいは、ゼラチン様または液体製品であってよい。好ましい配合物
は、例えば、プロテアーゼの緩衝物質、安定剤、反応物質および／または補助因子および
／または該プロテアーゼと相乗性の他の成分を含有する。これらは、特に、後記において
詳しく説明する使用分野の製品を含んでいると理解されるべきである。さらなる使用分野
は、先行技術から明らかであり、例えばH.Uhligのマニュアル「Industrial enzymes and 
their applications」[Wiley出版、New York、1998]に記載されている。
【０１４９】
　本発明のこの対象に含まれる好ましい態様は、上に記載した本発明のタンパク質、タン
パク質フラグメント、融合タンパク質または誘導体のいずれかを含有することを特徴とす
る洗浄または浄化製品である。
【０１５０】
　これは、本願の例示態様に示したように、B.gibsonii(DSM 14393)由来の特に好ましい
アルカリ性プロテアーゼが、即ち野生型酵素であっても、対応する洗浄または浄化製品に
おいて使用したときに、洗浄または浄化性能に対するその寄与において、この目的に確立
された酵素に少なくとも近いものであるか、またはある場合には実際にそれを越えるとい
う点で区別されることが驚くべきことに見い出されたためである。
【０１５１】
　本発明のこの対象には、全ての考えられる種類の浄化製品が含まれ、濃厚物および希釈
されない形態で使用される製品の両方が含まれる(産業規模で洗浄機械において使用する
ためのもの、あるいは、手による洗濯または浄化のためのもの)。これらには、例えば、
織物、カーペットまたは天然繊維のための洗浄製品が含まれ、これらに対して、本発明に
おいては用語「洗浄製品」を使用する。またこれらには、例えば、食器洗浄機用の食器洗
浄剤または手による食器洗浄剤もしくは硬表面(例えば、金属、ガラス、磁器、セラミッ
ク、タイル、石、被覆された表面、プラスチック、木材または皮革)のための浄化剤も含
まれ、これらに対して、本発明においては用語「浄化製品」を使用する。本発明のタンパ
ク質、タンパク質フラグメント、融合タンパク質または誘導体が添加されている限り、あ
らゆる種類の洗浄または浄化製品が本発明の態様である。
【０１５２】
　本発明の態様は、先行技術において確立され、そして／または適している本発明の洗浄
または浄化製品のあらゆる提供形態を含んでなる。これらには、例えば、固体、粉末、液
体、ゲル様またはペースト様の製剤が含まれ、適切であれば、これらは多数の相からなる
か、圧縮されているか、または未圧縮であってよい。さらなる例には、大きな容器に入れ
られたかまたは少量ずつ入れられた押出物、顆粒、タブレットまたはポーチが含まれる。
【０１５３】
　好ましい態様において、本発明の洗浄または浄化製品は、上記した本発明のタンパク質
、タンパク質フラグメント、融合タンパク質または誘導体を、製品１ｇあたり、２μｇ～
４８０ｍｇ、好ましくは５μｇ～４２０ｍｇ、特に好ましくは２０μｇ～３６０ｍｇ、な
お特に好ましくは５０μｇ～２４０ｍｇの量で含有する。
【０１５４】
　この種の製品におけるプロテアーゼ活性は、文献[Tenside、Vol.7 (1970)、p.125-132]
に記載されている方法に従って測定することができ、従ってプロテアーゼ単位(ＰＥ＝Pro
tease-Einheiten)で示される。
【０１５５】
　本発明のタンパク質、フラグメント、融合タンパク質または誘導体とは別に、本発明の
洗浄または浄化製品は、適切であれば、さらなる成分、例えば酵素安定剤、界面活性剤、
例えば非イオン性、陰イオン性および／または両性界面活性剤、および／または漂白剤、
および／またはビルダー、ならびに、適切であれば、さらなる通常の成分を含有する。こ
れらを以下に挙げる。
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【０１５６】
　使用される非イオン性界面活性剤は、好ましくは、アルコキシル化され、有利にはエト
キシル化されており、特に、好ましくは８～１８個の炭素原子、および、平均して、１モ
ルのアルコールあたり１～１２モルのエチレンオキシド(ＥＯ)を有する第一アルコールで
ある。ここで、このアルコール基は、オキソアルコール基において普通に存在するように
、直鎖もしくは好ましくは２位でメチル分岐していてもよく、また、直鎖基およびメチル
分岐基を混合して含んでいてもよい。しかし、特に好ましいのは、１２～１８個の炭素原
子を有する天然起源のアルコール(例えば、ココナツ、パーム、獣脂、またはオレイルア
ルコール)の直鎖基および平均してアルコール１モルあたり２～８個のＥＯを含む、アル
コールエトキシレートである。好ましいエトキシル化アルコールには、例えば、３個のＥ
Ｏまたは４個のＥＯを有するＣ１２-１４アルコール、７個のＥＯを有するＣ９-１１アル
コール、３個のＥＯ、５個のＥＯ、７個のＥＯ、または８個のＥＯを有するＣ１３-１５

アルコール、３個のＥＯ、５個のＥＯ、または７個のＥＯを有するＣ１２-１８アルコー
ル、およびこれらの混合物(例えば、３個のＥＯを有するＣ１２-１４アルコールと、５個
のＥＯを有するＣ１２-１８アルコールとの混合物)が含まれる。与えられるエトキシル化
の程度は、統計的な平均であり、これは、特定の産物について整数または分数であってよ
い。好ましいアルコールエトキシレートは狭い同族体分布を有する(狭範囲エトキシレー
ト、ＮＲＥ)。これらの非イオン性界面活性剤に加えて、１２個より多いＥＯを有する脂
肪アルコールを使用することもできる。その例は、１４個のＥＯ、２５個のＥＯ、３０個
のＥＯ、または４０個のＥＯを有する獣脂脂肪アルコールである。
【０１５７】
　唯一の非イオン性界面活性剤として、または他の非イオン性界面活性剤との組合せのい
ずれかで使用され、好適に使用される非イオン性界面活性剤のさらなる群は、アルコキシ
ル化、好ましくはエトキシル化またはエトキシル化およびプロポキシル化され、好ましく
はアルキル鎖中に１～４個の炭素原子を有する脂肪酸アルキルエステル、特に脂肪酸メチ
ルエステルである。
【０１５８】
　有利に使用することができる非イオン性界面活性剤のさらなる群は、アルキルポリグリ
コシド(ＡＰＧ)である。使用しうるアルキルポリグリコシドは、一般式：ＲＯ(Ｇ)Ｚを満
たし、ここでＲは、直鎖または分岐鎖の、特に２位でメチル分岐した、飽和または不飽和
の、８～２２個、好ましくは１２～１８個の炭素原子を有する脂肪族基であり、そしてＧ
は、５または６個の炭素原子を有するグリコース単位、好ましくはグルコースを意味する
記号である。グリコシル化の程度であるｚは、ここでは、１.０～４.０、好ましくは１.
０～２.０、特に１.１～１.４である。直鎖アルキルポリグルコシド、即ち、ポリグリコ
シル基がグルコース基であり、アルキル基がｎ-アルキル基であるアルキルポリグリコシ
ドを用いるのが好ましい。
【０１５９】
　アミンオキシド型の非イオン性界面活性剤、例えば、Ｎ-ヤシ油アルキル-Ｎ,Ｎ-ジメチ
ルアミンオキシドおよびＮ-獣脂アルキル-Ｎ,Ｎ-ジヒドロキシエチルアミンオキシド、お
よび脂肪酸アルカノールアミドの界面活性剤も適当である。これらの非イオン性界面活性
剤の割合は、好ましくはエトキシル化脂肪アルコールより少なく、特にその半分以下であ
る。
【０１６０】
　さらなる適当な界面活性剤は、以下の式(II)：
【化１】
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[式中、ＲＣＯは、６～２２個の炭素原子を有する脂肪族アシル基であり、Ｒ１は、水素
、アルキル、またはヒドロキシアルキル基(１～４個の炭素原子を有する)であり、そして
[Ｚ]は、３～１０個の炭素原子および３～１０個のヒドロキシル基を有する直鎖または分
岐鎖のポリヒドロキシアルキル基である]
で示されるポリヒドロキシ脂肪酸アミドである。
このポリヒドロキシ脂肪酸アミドは、アンモニア、アルキルアミンまたはアルカノールア
ミンを用いた還元糖の還元的アミノ化、およびその後の、脂肪酸、脂肪酸アルキルエステ
ルまたは脂肪酸塩化物を用いたアシル化によって通常得られる既知の物質である。
【０１６１】
　また、ポリヒドロキシ脂肪酸アミドの群は、以下の式(III)：
【化２】

[式中、Ｒは、７～１２個の炭素原子を有する直鎖もしくは分岐鎖のアルキルまたはアル
ケニル基であり、Ｒ１は、直鎖、分岐鎖もしくは環状のアルキル基またはアリール基(２
～８個の炭素原子を有する)であり、Ｒ２は、直鎖、分岐鎖もしくは環状のアルキル基ま
たはアリール基、またはオキシ-アルキル基(１～８個の炭素原子を有する)であり、ここ
でＣ１-４アルキルまたはフェニル基が好ましく、そして[Ｚ]は、直鎖ポリヒドロキシア
ルキル基(そのアルキル鎖は、少なくとも２つのヒドロキシル基によって置換されている)
であるか、またはアルコキシル化、好ましくはエトキシル化もしくはプロポキシル化され
たこの基の誘導体である]
で示される化合物を包含する。
【０１６２】
　[Ｚ]は、好ましくは、還元糖(例えば、グルコース、フルクトース、マルトース、ラク
トース、ガラクトース、マンノースまたはキシロース)の還元的アミノ化によって得られ
る。Ｎ-アルコキシ置換化合物またはＮ-アリールオキシ置換化合物は、触媒としてアルコ
キシドの存在下で、例えば脂肪酸メチルエステルとの反応によって、所望のポリヒドロキ
シ脂肪酸アミドに転化することができる。
【０１６３】
　使用される陰イオン性界面活性剤は、例えば、スルホネート型およびスルフェート型の
ものである。スルホネート型の適当な界面活性剤は、好ましくは、Ｃ９-１３アルキルベ
ンゼンスルホネート、オレフィンスルホネート(即ち、アルケンおよびヒドロキシアルカ
ンスルホネートの混合物)、およびジスルホネート(これは、例えば、末端または内部の二
重結合を有するＣ１２-１８モノオレフィンから、ガス状三酸化イオウを用いたスルホン
化、およびその後の、スルホン化産物のアルカリ性もしくは酸性の加水分解によって得ら
れる)である。また適するのは、Ｃ１２-１８アルカンから、例えば、スルホクロロ化また
はスルホキシド化とその後の加水分解または中和によって得られるアルカンスルホネート
である。同様に適するのは、α-スルホ脂肪酸のエステル(エステルスルホネート)、例え
ば、水素化されたココナツ、パーム核または獣脂脂肪酸のα-スルホン化メチルエステル
である。
【０１６４】
　さらなる適当な陰イオン性界面活性剤は、スルフェート化脂肪酸グリセロールエステル
である。脂肪酸グリセロールエステルとは、１～３モルの脂肪酸を用いたモノグリセロー
ルのエステル化による調製中に、または０.３～２モルのグリセロールを用いたトリグリ
セリドのエステル交換中に得られるモノエステル、ジエステルおよびトリエステル、なら
びにこれらの混合物を意味する。ここで、好ましいスルフェート化脂肪酸グリセロールエ
ステルは、６～２２個の炭素原子を有する飽和脂肪酸(例えば、カプロン酸、カプリル酸
、カプリン酸、ミリスチン酸、ラウリン酸、パルミチン酸、ステアリン酸またはベヘン酸
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)のスルフェート化生成物である。
【０１６５】
　好ましいアルキル(アルケニル)スルフェートは、Ｃ１２-Ｃ１８脂肪アルコール(例えば
、ココナツ脂肪アルコール、獣脂脂肪アルコール、ラウリルアルコール、ミリスチルアル
コール、セチルアルコールまたはステアリルアルコール)の、またはＣ１０-Ｃ２０オキソ
アルコールの硫酸モノエステル、およびこれら鎖長の第二アルコールのモノエステルの、
アルカリ金属(特に、ナトリウム)塩である。さらに好ましいのは、この鎖長のアルキル(
アルケニル)スルフェートであって、脂肪化学原料に基づく等価な化合物と類似の分解挙
動を有する合成の石油化学に基づく直鎖アルキル基を含むスルフェートである。洗浄性能
の観点から、Ｃ１２-Ｃ１６アルキルスルフェート、およびＣ１２-Ｃ１５アルキルスルフ
ェート、およびＣ１４-Ｃ１５アルキルスルフェートが好ましい。２,３-アルキルスルフ
ェートも適当な陰イオン性界面活性剤である。
【０１６６】
　また、１～６モルのエチレンオキシド(ＥＯ)でエトキシル化された直鎖または分岐鎖の
Ｃ７-２１アルコールの硫酸モノエステル、例えば、平均して３.５モルのＥＯを有する２
-メチル分岐したＣ９-１１アルコールまたは１～４個のＥＯを有するＣ１２-１８脂肪ア
ルコールも適する。これらの高い発泡挙動のゆえに、これらは、比較的少量でのみ、例え
ば、５重量％まで、通常は１～５重量％の量で浄化剤に使用される。
【０１６７】
　さらに適する陰イオン性界面活性剤は、アルキルスルホコハク酸の塩であり、これはス
ルホスクシネートまたはスルホコハク酸エステルとも称され、スルホコハク酸とアルコー
ル(好ましくは脂肪アルコール、特にエトキシル化脂肪アルコール)とのモノエステルおよ
び／またはジエステルである。好ましいスルホスクシネートは、Ｃ８-１８脂肪アルコー
ル基またはその混合物を含む。特に好ましいスルホスクシネートは、それ自体が非イオン
性界面活性剤であるエトキシル化脂肪アルコール由来の脂肪アルコール基を含む(説明に
ついては上記を参照)。ここで、脂肪アルコール基が、狭い同族体分布を有するエトキシ
ル化脂肪アルコール由来であるスルホスクシネートが特に好ましい。同様に、アルキル(
アルケニル)鎖中に好ましくは８～１８個の炭素原子を有するアルキル(アルケニル)コハ
ク酸またはその塩を使用することもできる。
【０１６８】
　さらに適する陰イオン性界面活性剤は、特に石鹸である。飽和脂肪酸石鹸(例えば、ラ
ウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、水素化エルカ酸、およびベヘン
酸の塩)、特に、天然の脂肪酸(例えば、ココナツ、パーム核、または獣脂脂肪酸)由来の
石鹸混合物が適当である。
【０１６９】
　石鹸を含む陰イオン性界面活性剤は、そのナトリウム塩、カリウム塩、またはアンモニ
ウム塩の形態で、また、有機塩基(例えば、モノ、ジまたはトリエタノールアミン)の可溶
性塩として存在することができる。陰イオン性界面活性剤は、好ましくは、そのナトリウ
ム塩またはカリウム塩の形態、特に、ナトリウム塩の形態にある。
【０１７０】
　界面活性剤は、本発明の洗浄または浄化製品中に、最終製品に対して、好ましくは５～
５０重量％、特に８～３０重量％の全体的量で存在することができる。
【０１７１】
　本発明の洗浄または浄化製品は漂白剤を含むことができる。漂白剤として働き、かつ水
中でＨ２Ｏ２を生成する化合物の中で、過炭酸ナトリウム、過ホウ酸ナトリウム四水和物
、および過ホウ酸ナトリウム一水和物が特に重要である。使用しうる他の漂白剤は、例え
ば、ペルオキソピロリン酸塩、クエン酸塩過水和物およびＨ２Ｏ２生成過酸塩または過酸
(例えば、過硫酸塩または過硫酸)である。また有用なのは、式：Ｈ２Ｎ-ＣＯ-ＮＨ２・Ｈ

２Ｏ２で示すことができる尿素ペルオキソ水和物ペルカルバミドである。特に、硬表面を
浄化するために、例えば、機械による食器洗浄のために使用する場合、この製剤は、所望
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により、有機漂白剤の群からの漂白剤を含むことができる(これらの使用は、原則的に、
織物を洗浄するための製剤においても可能である)。代表的な有機漂白剤は、過酸化ジア
シル(例えば過酸化ジベンゾイルなど)である。さらなる代表的な有機漂白剤はペルオキシ
酸であり、具体的な例は、アルキルペルオキシ酸およびアリールペルオキシ酸である。好
ましい代表例は、ペルオキシ安息香酸およびその環置換誘導体(例えば、アルキルペルオ
キシ安息香酸)であるが、以下のものを使用することもできる：ペルオキシ-α-ナフトエ
酸およびモノペルオキシフタル酸マグネシウム、脂肪族または置換脂肪族ペルオキシ酸、
例えば、ペルオキシラウリン酸、ペルオキシステアリン酸、ε-フタルイミドペルオキシ
カプロン酸(フタルイミドペルオキシヘキサン酸、ＰＡＰ)、ｏ-カルボキシベンズアミド
ペルオキシカプロン酸、Ｎ-ノネニルアミドペルアジピン酸、およびＮ-ノネニルアミドペ
ルコハク酸、ならびに脂肪族およびアリール脂肪族ペルオキシジカルボン酸、例えば、１
,１２-ジペルオキシカルボン酸、１,９-ジペルオキシアゼライン酸、ジペルオキシセバシ
ン酸、ジペルオキシブラシル酸、ジペルオキシフタル酸、２-デシルジペルオキシブタン-
１,４-二酸、Ｎ,Ｎ-テレフタロイル-ジ(６-アミノペルカプロン酸)。
【０１７２】
　洗浄または浄化製品の漂白剤含量は、有利には過ホウ酸塩一水和物または過炭酸塩を用
いて、１～４０重量％、特に１０～２０重量％であることができる。
【０１７３】
　６０℃以下の温度で洗浄する場合に、特に洗濯の前処理の場合に、改善された漂白作用
を達成するために、本製剤は、漂白活性化剤を含んでいてもよい。使用しうる漂白活性化
剤は、過加水分解条件下において、好ましくは１～１０個の炭素原子、特に２～４個の炭
素原子を有する脂肪族ペルオキソカルボン酸および／または置換もしくは未置換の過安息
香酸を与える化合物である。上記の数の炭素原子のＯ-アシル基および／またはＮ-アシル
基および／または置換もしくは未置換のベンゾイル基を保持する物質が適当である。以下
のものが好ましい：ポリアシル化アルキレンジアミン、特にテトラアセチルエチレンジア
ミン(ＴＡＥＤ)、アシル化トリアジン誘導体、特に１,５-ジアセチル-２,４-ジオキソヘ
キサヒドロ-１,３,５-トリアジン(ＤＡＤＨＴ)、アシル化グリコールウリル類、特に１,
３,４,６-テトラアセチルグリコールウリル(ＴＡＧＵ)、Ｎ-アシルイミド類、特にＮ-ノ
ナノイルスクシンイミド(ＮＯＳＩ)、アシル化フェノールスルホネート、特にｎ-ノナノ
イルオキシベンゼンスルホネートもしくはイソノナノイルオキシベンゼンスルホネート(
ｎ-ＮＯＢＳもしくはイソ-ＮＯＢＳ)、アシル化ヒドロキシカルボン酸、例えばトリエチ
ル Ｏ-アセチルシトレート(ＴＥＯＣ)、カルボン酸無水物、特に無水フタル酸、無水イサ
トイン酸および／または無水コハク酸、カルボキサミド、例えばＮ-メチルジアセトアミ
ド、グリコリド、アシル化多価アルコール、特にトリアセチン、エチレングリコールジア
セテート、イソプロペニルアセテート、２,５-ジアセトキシ-２,５-ジヒドロフラン、お
よびエノールエステル(独国特許出願ＤＥ１９６１６６９３およびＤＥ１９６１６７６７
に開示される)、ならびにアセチル化ソルビトールおよびマンニトール、またはこれらの
混合物[欧州特許出願ＥＰ０５２５２３９(SORMAN)に開示される]、アシル化糖誘導体、特
にペンタアセチルグルコース(ＰＡＧ)、ペンタアセチルフルクトース、テトラアセチルキ
シロースおよびオクタアセチルラクトース、ならびに、アセチル化され所望によりＮ-ア
ルキル化されたグルカミンまたはグルコノラクトン、トリアゾールもしくはトリアゾール
誘導体、および／または特にカプロラクタムおよび／またはカプロラクタム誘導体、好ま
しくはＮ-アシル化ラクタム、例えばＮ-ベンゾイルカプロラクタムおよびＮ-アセチルカ
プロラクタム(国際特許出願ＷＯ９４／２７９７０、ＷＯ９４／２８１０２、ＷＯ９４／
２８１０３、ＷＯ９５／００６２６、ＷＯ９５／１４７５９、およびＷＯ９５／１７４９
８に開示される)。独国特許出願ＤＥ１９６１６７６９に開示される親水性置換されたア
シルアセタール、ならびに、独国特許出願ＤＥ１９６１６７７０および国際特許出願ＷＯ
９５／１４０７５に記載されたアシルラクタムも、同様に好ましく使用される。独国特許
出願ＤＥ４４４３１７７に開示される従来の漂白活性化剤の組合せを使用することもでき
る。ニトリル誘導体、例えば、シアノピリジン、ニトリルクワット(nitrile quat)、例え
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ば、Ｎ-アルキルアンモニウムアセトニトリル、および／またはシアノアミド誘導体を使
用することもできる。好ましい漂白活性化剤は、４-(オクタノイルオキシ)ベンゼンスル
ホン酸ナトリウム、ｎ-ノナノイルオキシベンゼンスルホネートまたはイソノナノイルオ
キシベンゼンスルホネート(ｎ-ＮＯＢＳまたはイソ-ＮＯＢＳ)、ウンデセノイルオキシベ
ンゼンスルホネート(ＵＤＯＢＳ)、ドデカノイルオキシベンゼンスルホン酸ナトリウム(
ＤＯＢＳ)、デカノイルオキシ安息香酸(ＤＯＢＡ、ＯＢＣ１０)、および／またはドデカ
ノイルオキシベンゼンスルホネート(ＯＢＳ１２)、ならびに、Ｎ-メチルモルホリニウム
アセトニトリル(ＭＭＡ)である。このような漂白活性化剤は、全組成物に対して、通常は
０.０１～２０重量％、好ましくは０.１～１５重量％、特に１～１０重量％の範囲の量で
存在することができる。
【０１７４】
　従来の漂白活性化剤に加えて、またはそれらの代わりに、「漂白触媒」が存在すること
もできる。これらの物質は、漂白増強遷移金属塩または遷移金属錯体、例えば、Ｍｎ、Ｆ
ｅ、Ｃｏ、ＲｕまたはＭｏサレン錯体またはカルボニル錯体である。Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、
Ｒｕ、Ｍｏ、Ｔｉ、ＶおよびＣｕ錯体(Ｎ含有三脚リガンドを含む)、ならびに、Ｃｏ、Ｆ
ｅ、ＣｕおよびＲｕのアミン錯体も、漂白触媒として適しており、ＤＥ１９７０９２８４
Ａ１に記載される化合物を使用するのが好ましい。
【０１７５】
　本発明の洗浄または浄化製品は、通常は１またはそれ以上のビルダー、特に、ゼオライ
ト、ケイ酸塩、炭酸塩、有機の補助ビルダー、そして使用に反対する環境的な理由がなけ
れば、リン酸塩をも含有する。この後者は、特に、機械食器洗浄用の浄化製品における使
用に好ましいビルダーである。
【０１７６】
　ここで挙げることができる化合物は、一般式：ＮａＭＳｉｘＯ２ｘ＋１・ｙＨ２Ｏ[式
中、Ｍは、ナトリウムまたは水素であり、ｘは、１.６～４、好ましくは１.９～４.０の
数であり、ｙは、０～２０の数であり、そしてｘの好ましい値は、２、３または４である
]で示される結晶性の層状ケイ酸ナトリウムである。この種の結晶性フィロケイ酸塩は、
例えば、欧州特許出願ＥＰ１６４５１４に記載されている。示した式の好ましい結晶性フ
ィロケイ酸塩は、Ｍがナトリウムであり、ｘが２または３の値をとるフィロケイ酸塩であ
る。特に、βナトリウムおよびδナトリウムの両方の二ケイ酸塩Ｎａ２Ｓｉ２Ｏ５・ｙＨ

２Ｏが好ましい。この種の化合物は、例えば、ＳＫＳＲ(Clariant)の名称で販売されてい
る。即ち、ＳＫＳ-６Ｒは、主に式：Ｎａ２Ｓｉ２Ｏ５・ｙＨ２Ｏを有する二ケイ酸δナ
トリウムであり、ＳＫＳ-７Ｒは、主に二ケイ酸βナトリウムである。二ケイ酸δナトリ
ウムと、酸(例えば、クエン酸またはカルボン酸)との反応によって、カネマイトＮａＨＳ
ｉ２Ｏ５・ｙＨ２Ｏが得られる[それぞれ、ＳＫＳ-９ＲおよびＳＫＳ-１０Ｒの名称で販
売されている(Clariant)]。このようなフィロケイ酸塩の化学的修飾体を使用するのが有
利であることもある。即ち、例えば、フィロケイ酸塩のアルカリ度に、適切に影響を与え
ることができる。リン酸塩または炭酸塩を用いてドープ処理されたフィロケイ酸塩は、変
化した結晶形態を有し(二ケイ酸δナトリウムと比較して)、さらに迅速に溶解し、増大し
たカルシウム結合能力を示す(二ケイ酸δナトリウムと比較して)。即ち、一般実験式：ｘ
Ｎａ２Ｏ・ｙＳｉＯ２Ｏ・ｚＰ２Ｏ５で示されるフィロケイ酸塩(ここで、ｘ対ｙの比は
、０.３５～０.６の数であり、ｘ対ｚの比は、１.７５～１２００の数であり、そしてｙ
対ｚの比は、４～２８００の数である)が、独国特許出願ＤＥ１９６０１０６３に記載さ
れている。フィロケイ酸塩の溶解性を、特に微細に顆粒化されたフィロケイ酸塩を用いる
ことによって増大させることもできる。結晶性フィロケイ酸塩と他の成分とのコンパウン
ドを使用することもできる。ここで挙げることができるコンパウンドは、特に、セルロー
ス誘導体とのコンパウンド(有利な崩壊作用を有し、特に洗浄剤タブレットにおいて使用
される)、ならびに、ポリカルボキシレート(例えばクエン酸)またはポリマー性ポリカル
ボキシレート(例えばアクリル酸コポリマー)とのコンパウンドである。
【０１７７】
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　１：２～１：３.３、好ましくは１：２～１：２.８、特に１：２～１：２.６のＮａ２

Ｏ：ＳｉＯ２のモジュラスを有する無定形ケイ酸ナトリウム(これは、遅延した溶解およ
び二次洗浄特性を有する)を用いることもできる。従来の無定形ケイ酸ナトリウムと比較
したときの溶解の遅延は、種々の手段によって、例えば、表面処理、コンパウンド化、圧
密／圧縮によって、または過剰乾燥によって、誘導することができる。本発明の範囲内で
、「無定形」という用語は、「Ｘ線無定形」をも意味する。このことは、Ｘ線回折実験に
おいて、ケイ酸塩は、結晶性物質に典型的な鋭いＸ線屈折を生じないが、代わりに、せい
ぜいこれら散乱Ｘ線の１またはそれ以上の最大値(数度単位の回折角度の幅を有する)を与
えることを意味する。しかし、特に良好なビルダー特性は、電子回折実験において、ケイ
酸塩粒子が、十分に規定されないかまたは鋭い回折最大値を与える場合に、得られるであ
ろう。これは、この生成物が、１０～数百ｎｍ(せいぜい５０ｎｍまで、特にせいぜい２
０ｎｍまでの値が好ましい)のサイズを有する微結晶性領域を有する効果であると解釈さ
れるべきである。圧縮／圧密された無定形ケイ酸塩、コンパウンド化された無定形ケイ酸
塩、および過剰乾燥されたＸ線無定形ケイ酸塩が特に好ましい。
【０１７８】
　微細結晶性の結合水含有の合成ゼオライト(適切な場合に使用することができる)は、好
ましくはゼオライトＡおよび／またはＰである。ゼオライトＰとしては、ゼオライトＭＡ
ＰＲ(Crosfieldからの市販製品)が特に好ましい。しかし、ゼオライトＸならびにＡ、Ｘ
および／またはＰの混合物も適している。市販されており、かつ本発明の範囲内で好まし
く使用しうる製品は、例えば、ゼオライトＸおよびゼオライトＡの共結晶化物(ゼオライ
トＸが約８０重量％)であり、これは、CONDEA Augusta S.p.A.から商標名VEGOBOND AXＲ

として販売されており、かつ式：ｎＮａ２Ｏ・(１-ｎ)Ｋ２Ｏ・Ａｌ２Ｏ３・(２-２.５)
ＳｉＯ２・(３.５-５.５)Ｈ２Ｏで示すことができる。
【０１７９】
　適当なゼオライトは、１０μｍ未満の平均粒子サイズ(容積分布；測定方法：Coulterカ
ウンター)を有しており、好ましくは１８～２２重量％、特に２０～２２重量％の結合水
を含有する。
【０１８０】
　ビルダー物質として広く知られているリン酸塩の使用は、このような使用が環境的な理
由から回避されるべきでなければ、当然ながら可能である。多様な市販のリン酸塩の中で
、洗浄剤および浄化剤の産業においては、アルカリ金属リン酸塩が最も重要であり、三リ
ン酸五ナトリウムまたは三リン酸五カリウム(トリポリリン酸ナトリウムまたはカリウム)
が特に好ましい。
【０１８１】
　この点に関して、アルカリ金属リン酸塩は、種々のリン酸のアルカリ金属塩(特に、ナ
トリウム塩およびカリウム塩)の総称的な用語であり、メタリン酸(ＨＰＯ３)ｎおよびオ
ルトリン酸Ｈ３ＰＯ４、ならびに、さらに高分子量のものとの間を区別することができる
。これらリン酸塩は、いくつかの利点を兼ね備える。即ち、これらは、アルカリの担体と
して働き、機械部分に対する石灰分の沈着および織布における石灰分の付着を妨げ、そし
てさらに浄化性能に寄与する。
【０１８２】
　リン酸二水素ナトリウムＮａＨ２ＰＯ４は、二水和物(密度１.９１ｇ／ｃｍ３、融点６
０℃)および一水和物(密度２.０４ｇ／ｃｍ３)として存在する。両方の塩とも白色粉末で
あり、水に極めて容易に溶解し、加熱によってその結晶水を失い、２００℃で弱い酸性の
二リン酸(二リン酸水素二ナトリウムＮａ２Ｈ２Ｐ２Ｏ７)に転化し、高温で三メタリン酸
ナトリウム(Ｎａ３Ｐ３Ｏ９)およびMaddrellの塩(以下を参照)に転化する。ＮａＨ２ＰＯ

４は酸性である(これは、リン酸を水酸化ナトリウム溶液を用いてｐＨ４.５に調整し、ス
ラリーを噴霧したときに生成する)。リン酸二水素カリウム(第一または一塩基性のリン酸
カリウム、二リン酸カリウム、ＫＤＰ)ＫＨ２ＰＯ４、は、密度２.３３ｇ／ｃｍ３の白色
塩であり、２５３℃の融点を有し[ポリリン酸カリウム(ＫＰＯ３)ｘの生成を伴って分解]
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、そして水中で容易に溶解する。
【０１８３】
　リン酸水素二ナトリウム(第二リン酸ナトリウム)Ｎａ２ＨＰＯ４は、無色結晶性の塩で
あり、水に極めて容易に溶解する。これは、無水型で、ならびに、２モルの水(密度２.０
６６ｇ／ｃｍ３、９５℃で水を損失)、７モルの水(密度１.６８ｇ／ｃｍ３、融点４８℃
、５Ｈ２Ｏの損失を伴う)、および１２モルの水(密度１.５２ｇ／ｃｍ３、融点３５℃、
５Ｈ２Ｏの損失を伴う)と共に存在し、１００℃で無水になり、さらに強制的な加熱によ
って二リン酸塩Ｎａ４Ｐ２Ｏ７に転化する。リン酸水素二ナトリウムは、指示薬としてフ
ェノールフタレインを用いて、炭酸ナトリウム溶液によってリン酸を中和することによっ
て調製される。リン酸水素二カリウム(第二または二塩基性のリン酸カリウム)Ｋ２ＨＰＯ

４は、無定形の白色塩であり、水に容易に溶解する。
【０１８４】
　リン酸三ナトリウム、第三リン酸ナトリウム、Ｎａ３ＰＯ４は、無色の結晶であり、こ
れは、１２水和物型では、１.６２ｇ／ｃｍ３の密度、および７３～７６℃の融点(分解)
を有し、１０水和物型(１９～２０％Ｐ２Ｏ５に対応する)では、１００℃の融点を有し、
無水型(３９～４０％Ｐ２Ｏ５に対応する)では、２.５３６ｇ／ｃｍ３の密度を有する。
リン酸三ナトリウムは、アルカリ性反応を伴って水に容易に溶解し、正確に１モルのリン
酸二ナトリウムおよび１モルのＮａＯＨの溶液を蒸発させることによって調製される。リ
ン酸三カリウム(第三または三塩基性のリン酸カリウム)Ｋ３ＰＯ４は、白色であり、密度
２.５６ｇ／ｃｍ３の潮解性の顆粒粉末であり、１３４０℃の融点を有し、アルカリ性反
応を伴って水に容易に溶解する。これは、例えば、トーマススラグを炭素および硫酸カリ
ウムと加熱したときに生成する。価格が高いにもかかわらず、より容易な溶解性であり、
従って非常に効果的であるリン酸カリウムは、浄化剤産業においては、対応するナトリウ
ム化合物よりも好ましいことが多い。
【０１８５】
　二リン酸四ナトリウム(ピロリン酸ナトリウム)Ｎａ４Ｐ２Ｏ７は、無水型(密度２.５３
４ｇ／ｃｍ３、融点９８８℃、また８８０℃も知られている)で、および１０水和物(密度
１.８１５～１.８３６ｇ／ｃｍ３、融点９４℃で水を損失)として存在する。両物質とも
無色の結晶であり、アルカリ性反応を伴って水に溶解する。Ｎａ４Ｐ２Ｏ７は、リン酸二
ナトリウムを＞２００℃に加熱したときに生成するか、またはリン酸と炭酸ナトリウムを
化学量論比で反応させ、この溶液を噴霧により脱水することによって生成する。この１０
水和物は、重金属塩および硬度成分を錯化し、これにより水の硬度を低下させる。二リン
酸カリウム(ピロリン酸カリウム)Ｋ４Ｐ２Ｏ７は、三水和物型で存在しており、無色の密
度２.３３ｇ／ｃｍ３の吸湿性粉末であり、水に可溶性であり、２５℃で１％濃度の溶液
のｐＨが１０.４である。
【０１８６】
　ＮａＨ２ＰＯ４およびＫＨ２ＰＯ４の縮合によって、それぞれ、高分子量のリン酸ナト
リウムおよびリン酸カリウムが生成する。これらの中で、環状の代表物であるそれぞれメ
タリン酸ナトリウムおよびメタリン酸カリウム、ならびに、鎖様の型であるそれぞれポリ
リン酸ナトリウムおよびポリリン酸カリウムは、区別することができる。特に後者につい
ては、多様な名称が用いられている(即ち、メルトリン酸塩またはサーマルリン酸塩、グ
ラハムの塩、クロールの塩、およびマドレールの塩)。全ての高級リン酸ナトリウムおよ
びリン酸カリウムは、縮合リン酸塩と総称される。
【０１８７】
　工業的に重要な三リン酸五ナトリウムＮａ５Ｐ３Ｏ１０(トリポリリン酸ナトリウム)は
、非吸湿性の白色の水溶性塩であり、これは、無水または６Ｈ２Ｏを有する結晶であり、
一般式：ＮａＯ-[Ｐ(Ｏ)(ＯＮａ)-Ｏ]ｎ-Ｎａ(ここでｎ＝３)の塩である。１００ｇの水
中で、約１７ｇの塩(結晶水を含まない)が室温で溶解し、６０℃で約２０ｇが溶解し、１
００℃で約３２ｇが溶解する。この溶液を１００℃で２時間加熱すると、約８％のオルト
リン酸塩および１５％の二リン酸塩が加水分解により生成する。三リン酸五ナトリウムの
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調製の際には、リン酸を、炭酸ナトリウム溶液または水酸化ナトリウム溶液と化学量論比
で反応させ、この溶液を噴霧によって脱水する。グラハムの塩および二リン酸ナトリウム
と同様に、三リン酸五ナトリウムは、多くの不溶性の金属化合物(石灰石鹸などを含む)を
溶解する。三リン酸五カリウムＫ５Ｐ３Ｏ１０(トリポリリン酸カリウム)は、例えば、５
０重量％濃度の溶液(＞２３％Ｐ２Ｏ５、２５％Ｋ２Ｏ)の形態で市販されている。ポリリ
ン酸カリウムは、洗浄剤および浄化剤の産業において広範に使用されている。さらに、本
発明の範囲内で同様に使用しうるトリポリリン酸ナトリウムカリウムも存在する。これら
は、例えばトリメタリン酸ナトリウムをＫＯＨで加水分解したときに、以下のように生成
する：
【化３】

【０１８８】
　本発明によれば、これらを、トリポリリン酸ナトリウム、トリポリリン酸カリウム、ま
たはこれら２つの混合物と全く同様に使用することができる。また、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カリウムの混合物、またはトリポリリン酸カリウ
ムおよびトリポリリン酸ナトリウムカリウムの混合物、またはトリポリリン酸ナトリウム
およびトリポリリン酸カリウムおよびトリポリリン酸ナトリウムカリウムの混合物を、本
発明に従って使用することもできる。
【０１８９】
　本発明の洗浄および浄化製品において使用しうる有機補助ビルダーは、特に、ポリカル
ボキシレートまたはポリカルボン酸、ポリマー性ポリカルボキシレート、ポリアスパラギ
ン酸、ポリアセタール、所望により酸化されたデキストリン、さらなる有機補助ビルダー
(以下を参照)、およびホスホネートである。これらの物質群を以下に説明する。
【０１９０】
　使用しうる有機ビルダー物質は、例えば、ナトリウム塩の形態で使用しうるポリカルボ
ン酸である。このポリカルボン酸という用語は、１を越える酸官能基を保持するカルボン
酸を意味する。これらの例は、その使用が環境上の理由から回避されるべきでない限り、
クエン酸、アジピン酸、コハク酸、グルタル酸、リンゴ酸、酒石酸、マレイン酸、フマル
酸、糖酸、アミノカルボン酸、ニトリロ三酢酸(ＮＴＡ)、およびこれらの混合物である。
好ましい塩は、クエン酸、アジピン酸、コハク酸、グルタル酸、酒石酸、糖酸、およびこ
れらの混合物のようなポリカルボン酸の塩である。
【０１９１】
　酸自体を使用することもできる。酸は、そのビルダー作用に加えて、酸性化成分の特性
をも有するのが普通であり、これにより、残りの成分の混合物に起因するｐＨが望ましく
ない限り、洗浄剤または浄化剤の低いｐＨおよび中程度のｐＨの確立を助ける。系に適合
し、環境的に安全な酸を、ここで具体的に挙げると、例えば、クエン酸、酢酸、酒石酸、
リンゴ酸、乳酸、グリコール酸、コハク酸、グルタル酸、アジピン酸、グルコン酸、およ
びこれらの任意の混合物である。しかし、無機酸、特に硫酸、または塩基、特にアンモニ
ウム、またはアルカリ金属の水酸化物も、ｐＨ調整剤として働くことができる。本発明の
製剤は、このような調整剤を、好ましくは２０重量％以下、特に１.２～１７重量％の量
で含有する。
【０１９２】
　また、適当なビルダーはポリマー性ポリカルボキシレートである。これらは、例えば、
ポリアクリル酸またはポリメタクリル酸のアルカリ金属塩であり、例えば、５００～７０
０００ｇ／モルの相対分子量を有するものである。
【０１９３】
　本明細書の目的のために、ポリマー性ポリカルボキシレートに対して付与される分子量
は、ＵＶ検出器を用いてゲル透過クロマトグラフィー(ＧＰＣ)によって常に測定された、
それぞれの酸型の重量平均分子量Ｍｗである。測定は、外部のポリアクリル酸標準(調べ
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たポリマーに対する構造的類似性のゆえに、現実的な分子量の値を与える)に対して行っ
た。これらの数値は、標準としてポリスチレンスルホン酸を用いて得た分子量の値とはか
なり異なる。ポリスチレンスルホン酸に対して測定した分子量は、本明細書に示した分子
量よりも通常はかなり高い。
【０１９４】
　適当なポリマーは、特にポリアクリレートであり、これは、好ましくは２０００～２０
０００ｇ／モルの分子量を有する。優れた溶解性のゆえに、この群において好ましいのは
、短鎖ポリアクリレートであり、これは、２０００～１００００ｇ／モル、特に好ましく
は３０００～５０００ｇ／モルの分子量を有する。
【０１９５】
　また適するのは、コポリマー性のポリカルボキシレート、特に、アクリル酸とメタクリ
ル酸とのコポリマー、およびアクリル酸またはメタクリル酸とマレイン酸とのコポリマー
である。特に適することがわかったコポリマーは、アクリル酸とマレイン酸とのコポリマ
ーであって、５０～９０重量％のアクリル酸および５０～１０重量％のマレイン酸を含む
コポリマーである。これらの相対分子量は、遊離酸に基づいて、一般に２０００～７００
００ｇ／モル、好ましくは２００００～５００００ｇ／モル、特に３００００～４０００
０ｇ／モルである。(コ)ポリマー性ポリカルボキシレートは、粉末としてまたは水溶液と
して使用することができる。(コ)ポリマー性ポリカルボキシレートは、製品の０.５～２
０重量％、特に１～１０重量％であってよい。
【０１９６】
　水中での溶解性を改善するため、このポリマーは、モノマーとしてアリルスルホン酸、
例えばアリルオキシベンゼンスルホン酸およびメタアリルスルホン酸などを含有すること
もできる。
【０１９７】
　２を越える異なるモノマー単位の生分解性ポリマー、例えば、モノマーとしてアクリル
酸の塩およびマレイン酸の塩ならびにビニルアルコールもしくはビニルアルコール誘導体
を含むポリマー、あるいは、モノマーとしてアクリル酸の塩および２-アルキルアリルス
ルホン酸の塩および糖誘導体を含むポリマーが特に好ましい。
【０１９８】
　さらなる好ましいコポリマーは、好ましくは、モノマーとしてアクロレインおよびアク
リル酸／アクリル酸塩またはアクロレインおよび酢酸ビニルを有するコポリマーである。
【０１９９】
　また、挙げることができるさらなる好ましいビルダー物質は、ポリマー性アミノジカル
ボン酸、その塩またはその前駆体物質である。ポリアスパラギン酸またはその塩および誘
導体が特に好ましい。
【０２００】
　さらなる適当なビルダー物質は、ポリアセタールであり、これは、ジアルデヒドとポリ
カルボン酸(５～７個の炭素原子および少なくとも３個のヒドロキシル基を有する)との反
応によって得ることができる。好ましいポリアセタールは、ジアルデヒド(例えば、グリ
オキサール、グルタルアルデヒド、テレフタルアルデヒドおよびこれらの混合物)から、
およびポリオールカルボン酸(例えば、グルコン酸および／またはグルコヘプトン酸)から
得られる。
【０２０１】
　さらなる適当な有機ビルダー物質は、デキストリン、例えば、デンプンの部分的加水分
解によって得られる炭水化物のオリゴマーまたはポリマーである。この加水分解は、通常
のプロセス、例えば、酸-触媒プロセスまたは酵素-触媒プロセスによって行うことができ
る。この加水分解生成物は、好ましくは、４００～５０００００ｇ／モルの範囲の平均分
子量を有する。この場合、０.５～４０、特に２～３０の範囲内のデキストロース当量(Ｄ
Ｅ)を有するポリサッカリドが好ましい。ここでＤＥとは、１００のＤＥを有するデキス
トロースと比較したときの、ポリサッカリドの還元作用の通常の指標である。３～２０の



(36) JP 4484519 B2 2010.6.16

10

20

30

40

50

ＤＥを有するマルトデキストリンおよび２０～３７のＤＥを有する乾燥グルコースシロッ
プ、ならびに、２０００～３００００ｇ／モルの範囲内の高い分子量を有する「黄色デキ
ストリン」および「白色デキストリン」を使用することできる。
【０２０２】
　このようなデキストリンの酸化された誘導体は、サッカリド環の少なくとも１つのアル
コール官能基をカルボン酸官能基に酸化しうる酸化剤とデキストリンとの反応生成物であ
る。本発明の製剤に特に好ましい有機ビルダーは、それぞれ、ＥＰ４７２０４２、ＷＯ９
７／２５３９９およびＥＰ７５５９４４の酸化されたデンプンおよびその誘導体である。
【０２０３】
　オキシジスクシネートおよびジスクシネートの他の誘導体、好ましくはエチレンジアミ
ンジスクシネートも、さらなる適当な補助ビルダーである。ここで、エチレンジアミンＮ
,Ｎ'-ジスクシネート(ＥＤＤＳ)は、好ましくは、そのナトリウム塩またはマグネシウム
塩の形態で使用される。これに関連して、グリセロールジスクシネートおよびグリセロー
ルトリスクシネートがさらに好ましい。ゼオライト含有、炭酸塩含有および／またはケイ
酸塩含有の配合物における適当な使用量は、３～１５重量％である。
【０２０４】
　使用しうるさらなる有機補助ビルダーは、例えば、アセチル化ヒドロキシカルボン酸ま
たはその塩であり、これらは、適切であればラクトン形態で存在していてもよく、また、
少なくとも４個の炭素原子および少なくとも１つのヒドロキシ基および多くとも２つの酸
基を含んでいる。
【０２０５】
　補助ビルダーの特性を有する物質の別の群は、ホスホネートである。これらは、特に、
ヒドロキシアルカンホスホネートおよびアミノアルカンホスホネートである。ヒドロキシ
アルカンホスホネートの中で、１-ヒドロキシエタン-１,１-ジホスホネート(ＨＥＤＰ)は
、補助ビルダーとして特に重要である。これは、好ましくはナトリウム塩として使用され
、二ナトリウム塩は中性であり、四ナトリウム塩はアルカリ性である(ｐＨ９)。適当なア
ミノアルカンホスホネートは、好ましくは、エチレンジアミンテトラメチレンホスホネー
ト(ＥＤＴＭＰ)、ジエチレントリアミンペンタメチレンホスホネート(ＤＴＰＭＰ)、およ
びこれらの高級同族体である。これらは、好ましくは、中性のナトリウム塩の形態で、例
えば、ＥＤＴＭＰの６ナトリウム塩として、またはＤＴＰＭＰの７ナトリウム塩および８
ナトリウム塩として使用される。ここで好ましいのは、ホスホネートの群からのビルダー
として、ＨＥＤＰを使用することである。さらに、アミノアルカンホスホネートは、顕著
な重金属結合能力を有する。従って、特に製剤が漂白剤をも含有する場合には、アミノア
ルカンホスホネート、特にＤＴＰＭＰまたは該ホスホネートの混合物を使用するのが好ま
しいこともある。
【０２０６】
　さらに、アルカリ土類金属イオンと錯体を形成しうる全ての化合物を、補助ビルダーと
して使用することができる。
【０２０７】
　本発明の洗浄または浄化製品は、ビルダー物質を、適切であれば、９０重量％までの量
で含有していてよく、好ましくは７５重量％までの量で含有する。本発明の洗浄製品は、
特に、５～５０重量％のビルダー含量を有する。硬表面を浄化するため、特に、食器を機
械浄化するための本発明の製品において、ビルダー物質の含量は、特に５～８８重量％で
あり、好ましくは、このような製品において水不溶性ビルダー物質を使用しない。特に、
食器の機械浄化のための本発明の製品の好ましい態様は、２０～４０重量％の水溶性有機
ビルダー、特にアルカリ金属クエン酸塩、５～１５重量％のアルカリ金属炭酸塩、および
２０～４０重量％のアルカリ金属二ケイ酸塩を含有する。
【０２０８】
　洗浄および浄化製品の液体ないしゼラチン様の組成物において使用しうる溶媒は、例え
ば、一価もしくは多価アルコール、アルカノールアミンまたはグリコールエーテルの群か
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らのものである(これらが、所定の濃度範囲内で水と混和性であるとき)。好ましくは、こ
れら溶媒は、エタノール、ｎ-またはｉ-プロパノール、ブタノール、エチレングリコール
メチルエーテル、エチレングリコールエチルエーテル、エチレングリコールプロピルエー
テル、エチレングリコールモノ-ｎ-ブチルエーテル、ジエチレングリコールメチルエーテ
ル、ジエチレングリコールエチルエーテル、プロピレングリコールメチル、エチルまたは
プロピルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチルまたはモノエチルエーテル、ジイ
ソプロピレングリコールモノメチルまたはモノエチルエーテル、メトキシ、エトキシまた
はブトキシトリグリコール、１-ブトキシエトキシ-２-プロパノール、３-メチル-３-メト
キシブタノール、プロピレングリコールｔ-ブチルエーテル、およびこれら溶媒の混合物
から選択される。
【０２０９】
　溶媒は、本発明の液体ないしゼラチン様の洗浄および浄化製品において、０.１～２０
重量％、好ましくは１５重量％以下、特に１０重量％以下の量で使用することができる。
【０２１０】
　粘度を調節するために、１またはそれ以上の増粘剤または増粘剤系を、本発明の組成物
に添加することができる。これらの高分子量物質(膨潤剤とも称される)は、通常、液体を
吸収し、その過程で膨潤し、最終的には粘稠な真のまたはコロイド性の溶液に変換する。
【０２１１】
　適当な増粘剤は、無機またはポリマー性の有機化合物である。無機の増粘剤には、例え
ば、ポリケイ酸、粘土鉱物(例えば、モンモリロナイト、ゼオライト、シリカおよびベン
トナイト)が含まれる。有機の増粘剤は、天然ポリマー、修飾された天然ポリマーおよび
全合成ポリマーの群からのものである。このような天然ポリマーは、例えば、寒天、カラ
ゲーン、トラガカント、アラビアゴム、アルギン酸塩、ペクチン、ポリオース、グアール
粉末、イナゴマメ種子粉末、デンプン、デキストリン、ゼラチンおよびカゼインである。
増粘剤として使用される修飾された天然物質は、主に、修飾されたデンプンおよびセルロ
ースの群からのものである。ここで挙げることができる例は、カルボキシメチルセルロー
スおよび他のセルロースエーテル、ヒドロキシエチルセルロースおよびヒドロキシプロピ
ルセルロースならびにイナゴマメ粉末エーテルである。全合成の増粘剤は、ポリマー、例
えば、ポリアクリル化合物およびポリメタクリル化合物、ビニルポリマー、ポリカルボン
酸、ポリエーテル、ポリイミン、ポリアミドならびにポリウレタンである。
【０２１２】
　増粘剤は、最終の組成物に対して、５重量％まで、好ましくは０.０５～２重量％、特
に好ましくは０.１～１.５重量％の量で存在することができる。
【０２１３】
　本発明の洗浄および浄化製品は、適切であれば、さらなる通常の成分として、金属イオ
ン封鎖剤、電解質、およびさらなる助剤、例えば、蛍光増白剤、灰色化抑制剤、銀腐食抑
制剤、色移行抑制剤、発泡抑制剤、研磨剤、染料および／または芳香剤、および微生物活
性物質、ＵＶ吸収剤および／または酵素安定剤を含有することができる。
【０２１４】
　本発明の織物洗浄製品は、蛍光増白剤として、ジアミノスチルベンジスルホン酸の誘導
体またはそのアルカリ金属塩を含んでいてもよい。適するのは、例えば、４,４'-ビス(２
-アニリノ-４-モルホリノ-１,３,５-トリアジニル-６-アミノ)スチルベン-２,２'-ジスル
ホン酸または同様に構築された化合物(モルホリノ基の代わりに、ジエタノールアミノ基
、メチルアミノ基、アニリノ基または２-メトキシエチルアミノ基を保持する)である。さ
らに、置換されたジフェニルスチリル型の増白剤、例えば、４,４'-ビス(２-スルホスチ
リル)ジフェニル、４,４'-ビス(４-クロロ-３-スルホスチリル)ジフェニル、または４-(
４-クロロスチリル)-４'-(２-スルホスチリル)ジフェニルのアルカリ金属塩が存在するこ
ともできる。上記の蛍光増白剤の混合物を使用することもできる。
【０２１５】
　灰色化抑制剤は、織物繊維から剥落した汚れを、液中に懸濁したまま維持する機能を有
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する。この目的に適するのは、通常は有機性の水溶性コロイド、例えばデンプン、にかわ
、ゼラチン、デンプンもしくはセルロースのエーテルカルボン酸またはエーテルスルホン
酸の塩、あるいは、セルロースもしくはデンプンの酸性硫酸エステルの塩である。酸性の
基を含む水溶性ポリアミドもこの目的に適する。さらに、上記したもの以外のデンプン誘
導体、例えば、アルデヒドデンプンを用いることもできる。好ましいのは、セルロースエ
ーテル、例えば、カルボキシメチルセルロース(Ｎａ塩)、メチルセルロース、ヒドロキシ
アルキルセルロース、および混合エーテル、例えば、メチルヒドロキシエチルセルロース
、メチルヒドロキシプロピルセルロース、メチルカルボキシメチルセルロース、およびこ
れらの混合物である。これらは、例えば、製剤に基づいて、０.１～５重量％の量にある
。
【０２１６】
　銀腐食から保護するために、銀腐食抑制剤を、本発明の食器浄化製品において使用する
ことができる。このような抑制剤は、先行技術において既知である[例えば、ベンゾトリ
アゾール、塩化鉄(III)またはＣｏＳＯ４]。例えば、欧州特許ＥＰ０７３６０８４Ｂ１に
開示されているように、酵素と一緒に使用するのに特に適する銀腐食抑制剤は、マンガン
、チタン、ジルコニウム、ハフニウム、バナジウム、コバルトまたはセリウムの塩、およ
び／または、これらの特定した金属が、酸化状態II、III、IV、ＶまたはVIのいずれかで
存在する錯体である。このような化合物の例は、ＭｎＳＯ４、Ｖ２Ｏ５、Ｖ２Ｏ４、ＶＯ

２、ＴｉＯＳＯ４、Ｋ２ＴｉＦ６、Ｋ２ＺｒＦ６、Ｃｏ(ＮＯ３)２、Ｃｏ(ＮＯ３)３、お
よびこれらの混合物である。
【０２１７】
　汚れ遊離活性成分または汚れ忌避剤は、通常はポリマーであり、これは、洗浄製品にお
いて使用したときに、洗濯物の繊維に対して汚れ忌避特性を付与し、そして／または他の
洗浄成分が汚れを剥落する能力を助ける。また、硬表面用の浄化製品においてこれらを使
用したときに、同等の効果を観察することができる。
【０２１８】
　特に効果的であり、かつ以前から既知である汚れ遊離活性成分は、ジカルボン酸、アル
キレングリコールおよびポリアルキレングリコール単位を有するコポリエステルである。
これらの例は、ポリエチレンテレフタレートおよびポリオキシエチレングリコールのコポ
リマーまたは混合ポリマーである(それぞれ、ＤＴ１６１７１４１およびＤＴ２２００９
１１)。独国特許出願公開ＤＴ２２５３０６３は、特に、二塩基性カルボン酸とアルキレ
ンまたはシクロアルキレンポリグリコールのコポリマーを含有する酸性の製剤を開示して
いる。独国特許出願ＤＥ２８５７２９２およびＤＥ３３２４２５８ならびに欧州特許ＥＰ
０２５３５６７は、エチレンテレフタレートおよびポリエチレンオキシドテレフタレート
のポリマー、ならびに、洗浄製品におけるそれらの使用を記載している。欧州特許ＥＰ０
６６９４４は、特定のモル比の、エチレングリコール、ポリエチレングリコール、芳香族
ジカルボン酸、およびスルホン化芳香族ジカルボン酸のコポリエステルを含有する製品に
関する。欧州特許ＥＰ０１８５４２７は、メチル基またはエチル基で末端キャップしたポ
リエステルであって、エチレンおよび／またはプロピレンテレフタレートおよびポリエチ
レンオキシドテレフタレート単位を有するポリエステル、ならびに、このような汚れ遊離
ポリマーを含有する洗浄剤を開示している。欧州特許ＥＰ０２４１９８４は、オキシエチ
レン基およびテレフタル酸単位に加えて、置換されたエチレン単位およびグリセロール単
位を含むポリエステルを開示している。欧州特許ＥＰ０２４１９８５は、オキシエチレン
基およびテレフタル酸単位に加えて、１,２-プロピレン、１,２-ブチレンおよび／または
３-メトキシ-１,２-プロピレン基ならびにグリセロール単位を含み、かつＣ１～Ｃ４アル
キル基で末端キャップされたポリエステルを開示している。欧州特許出願ＥＰ０２７２０
３３は、ポリプロピレンテレフタレートおよびポリオキシエチレンテレフタレート単位を
有するポリエステルであって、Ｃ１-４アルキル基またはアシル基によって少なくとも部
分的に末端基キャップされたポリエステルを開示している。欧州特許ＥＰ０２７４９０７
は、スルホエチルで末端基キャップされたテレフタレート含有の汚れ遊離ポリエステルを
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記載している。欧州特許出願ＥＰ０３５７２８０によれば、不飽和末端基のスルホン化に
よって、テレフタレート、アルキレングリコールおよびポリＣ２-４グリコール単位を有
する汚れ遊離ポリエステルが製造されている。国際特許出願ＷＯ９５／３２２３２は、汚
れを剥落しうる酸性の芳香族ポリエステルに関する。国際特許出願ＷＯ９７／３１０８５
は、綿からなる材料のための非ポリマー性の汚れ忌避活性成分であって、複数の機能性単
位を有するものを開示している(第１の単位は、陽イオン性であってよく、例えば、静電
的な相互作用によって綿の表面に吸着することができ、そして第２の単位は、疎水性であ
り、水／綿の界面に残存する活性成分の原因となる)。
【０２１９】
　本発明の洗濯洗浄製品において使用するのに適する色移行抑制剤には、特に、ポリビニ
ルピロリドン、ポリビニルイミダゾール、ポリマー性Ｎオキシド、例えば、ポリ(ビニル
ピリジンＮ-オキシド)、およびビニルピロリドンとビニルイミダゾールとのコポリマーが
含まれる。
【０２２０】
　機械浄化プロセスにおいて使用するためには、関連の製品に発泡抑制剤を添加するのが
有利であろう。適当な発泡抑制剤の例は、高い割合のＣ１８-Ｃ２４脂肪酸を有する天然
または合成起源の石鹸である。適当な非界面活性剤型の発泡抑制剤の例は、有機ポリシロ
キサンおよびこれと微細な所望によりシラン処理されたシリカとの混合物、ならびに、パ
ラフィン、ワックス、微結晶性ワックスおよびこれらとシラン処理されたシリカまたはビ
ス-ステアリル-エチレンジアミドとの混合物である。異なる発泡抑制剤の混合物、例えば
、シリコーン、パラフィンまたはワックスの混合物を使用するのも有利である。これらの
発泡抑制剤、特に、シリコーンおよび／またはパラフィンを含有する発泡抑制剤を、好ま
しくは、顆粒状の水溶性または水分散性の支持物質に結合させる。ここで特に好ましいの
は、パラフィンおよびビス-ステアリルエチレンジアミドの混合物である。
【０２２１】
　硬表面のための本発明の浄化製品は、さらに、研磨作用を有する成分(特に、石英粉末
、木材粉末、ポリマー粉末、チョークおよびガラスミクロビーズならびにこれらの混合物
からなる群からの成分)を含有する。研磨剤は、本発明の浄化製品中に、好ましくは２０
重量％以下、特に、５～１５重量％で存在する。
【０２２２】
　製品の審美的な外観を改善するため、ならびに、洗浄および浄化性能に加えて、視覚的
かつ感覚的に「典型的かつ錯誤のない」製品を消費者に提供するために、染料および芳香
剤を、洗浄および浄化製品に添加する。芳香油および／または芳香剤として、個々の臭気
化合物、例えば、エステル、エーテル、アルデヒド、ケトン、アルコールおよび炭化水素
型の合成生成物を使用することができる。エステル型の臭気化合物は、例えば、酢酸ベン
ジル、イソ酪酸フェノキシエチル、酢酸ｐ-tert-ブチルシクロヘキシル、酢酸リナリル、
酢酸ジメチルベンジルカルビニル、酢酸フェニルエチル、安息香酸リナリル、ギ酸ベンジ
ル、グリシン酸エチルメチルフェニル、プロピオン酸アリルシクロヘキシル、プロピオン
酸スチラリルおよびサリチル酸ベンジルである。エーテルには、例えば、ベンジルエチル
エーテルが含まれ；アルデヒドには、例えば、８～１８個の炭素原子を有する直鎖アルカ
ナール、シトラール、シトロネラール、シトロネリルオキシアセトアルデヒド、シクラメ
ンアルデヒド、ヒドロキシシトロネラール、リリアールおよびボージュナールが含まれ；
ケトンには、例えば、イオノン、α-イソメチルイオノンおよびメチルセドリルケトンが
含まれ；アルコールには、アネトール、シトロネロール、オイゲノール、ゲラニオール、
リナロール、フェニルエチルアルコールおよびテルピネオールが含まれ；炭化水素には、
主にテルペン(例えば、リモネンおよびピネン)が含まれる。しかし、好ましいのは、一緒
になって魅力的な香気を生じる異なる臭気剤の混合物を使用することである。また、この
ような芳香油は、植物供給源から得られるような天然の臭気剤混合物、例えば、松根油、
柑橘油、ジャスミン油、パチョリ油、バラ油またはイランイラン油を含んでいてもよい。
同様に適するのは、マスカテル、セージ油、カモミール油、チョウジ油、バルサム油、ミ
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ント油、シナモン葉油、ライム花油、ネズ実油、ベチベル油、オリバナム油、ガルバナム
油およびラブダナム油、さらに、オレンジ花油、ネロリ油、オレンジ果皮油およびビャク
ダン油である。洗浄剤および浄化剤の染料含量は、配合物全体の通常は０.０１重量％未
満であり、芳香剤は配合物全体の２重量％までを構成していてよい。
【０２２３】
　芳香剤は、洗浄および浄化製品中に直接導入することができる。しかし、浄化すべき材
料への芳香剤の吸着を増強する担体に芳香剤を適用し、より遅い芳香剤の放出によって、
特に処理された織物の長く持続する芳香を確実にすることも有利であろう。このような担
体として確立された材料は、例えばシクロデキストリンであり、さらに、シクロデキスト
リン-芳香剤の複合体を、さらなる助剤で被覆することもできる。芳香剤のための別の好
ましい担体は、界面活性剤の代わりにまたは界面活性剤と混合して、芳香剤を吸収するこ
とができる上記のゼオライトＸである。即ち、上記のゼオライトＸおよび芳香剤(これは
、好ましくは、少なくとも部分的にゼオライト上に吸着されている)を含む洗浄および浄
化製品が好ましい。
【０２２４】
　好ましい染料(その選択は、当業者にとって何の困難もない)は、高い貯蔵安定性および
製品の他の成分および光に対する非感受性を有しており、また、織物繊維を染色すること
がないようにそれに顕著な親和性を有さない。
【０２２５】
　微生物を制御するため、洗浄および浄化製品は、抗微生物活性成分を含有することがで
きる。ここで、抗微生物スペクトルおよび作用機序に依存して、静菌剤と殺菌剤、静菌類
剤と殺菌類剤の間などで区別が為される。これらの群の重要な物質の例は、塩化ベンズア
ルコニウム、アルキルアリールスルホネート、ハロゲンフェノールおよび酢酸フェノール
水銀である。抗微生物作用および抗微生物活性成分という用語は、本発明の教示の範囲内
では先行技術における普通の意味を有し、これは、例えば、K.H.Wallhaeusserの「Praxis
 der Sterilisation、Desinfektion-Konservierung: Keimidentifizierung-Betriebshygi
ene」[第5版、-Stuttgart；ニューヨーク：Thieme、1995]に記載されており、そこに記載
された抗微生物作用を有する全ての物質を使用することができる。適当な抗微生物活性成
分は、好ましくは、以下の群から選択される。即ち、アルコール、アミン、アルデヒド、
抗微生物性の酸またはそれらの塩、カルボン酸エステル、酸アミド、フェノール、フェノ
ール誘導体、ジフェニル、ジフェニルアルカン、尿素誘導体、酸素アセタール、窒素アセ
タール、ならびに、酸素および窒素のホルマール、ベンズアミジン、イソチオアゾリン、
フタルイミド誘導体、ピリジン誘導体、抗微生物性の界面活性化合物、グアニジン、抗微
生物性の両性化合物、キノリン、１,２-ジブロモ-２,４-ジシアノブタン、ヨード-２-プ
ロピルブチルカルバメート、ヨウ素、ヨードフォア、ペルオキソ化合物、ハロゲン化合物
、ならびに上記の任意の混合物から選択される。
【０２２６】
　抗微生物活性成分は、以下から選択することができる。即ち、エタノール、ｎ-プロパ
ノール、イソプロパノール、１,３-ブタンジオール、フェノキシエタノール、１,２-プロ
ピレングリコール、グリセロール、ウンデシレン酸、安息香酸、サリチル酸、ジヒドロ酢
酸、ｏ-フェニルフェノール、Ｎ-メチルモルホリノアセトニトリル(ＭＭＡ)、２-ベンジ
ル-４-クロロフェノール、２,２'-メチレンビス(６-ブロモ-４-クロロフェノール)、４,
４'-ジクロロ-２'-ヒドロキシジフェニルエーテル(ジクロサン)、２,４,４'-トリクロロ-
２'-ヒドロキシジフェニルエーテル(トリクロサン)、クロロヘキシジン、Ｎ-(４-クロロ
フェニル)-Ｎ-(３,４-ジクロロフェニル)尿素、Ｎ,Ｎ'-(１,１０-デカンジイルジ-１-ピ
リジニル-４-イリデン)-ビス(１-オクタンアミン)ジヒドロクロリド、Ｎ,Ｎ'-ビス(４-ク
ロロフェニル)-３,１２-ジイミノ-２,４,１１,１３-テトラアザテトラデカンジイミドア
ミド、グルコプロタミン、抗微生物性の界面活性第四級化合物、グアニジン(ビグアニジ
ンおよびポリグアニジンを含む)、例えば、１,６-ビス(２-エチルヘキシルビグアニドヘ
キサン)ジヒドロクロリド、１,６-ジ-(Ｎ１,Ｎ１'-フェニルジグアニド-Ｎ５,Ｎ５')ヘキ
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サンテトラヒドロクロリド、１,６-ジ-(Ｎ１,Ｎ１'-フェニル-Ｎ１,Ｎ１-メチルジグアニ
ド-Ｎ５,Ｎ５')ヘキサンジヒドロクロリド、１,６-ジ-(Ｎ１,Ｎ１'-ｏ-クロロフェニルジ
グアニド-Ｎ５,Ｎ５')ヘキサンジヒドロクロリド、１,６-ジ-(Ｎ１,Ｎ１'-２,６-ジクロ
ロフェニルジグアニド-Ｎ５,Ｎ５')ヘキサンジヒドロクロリド、１,６-ジ-[Ｎ１,Ｎ１'-
β-(ｐ-メトキシフェニル)ジグアニド-Ｎ５,Ｎ５']ヘキサンジヒドロクロリド、１,６-ジ
-(Ｎ１,Ｎ１'-α-メチル-β-フェニルジグアニド-Ｎ５,Ｎ５')ヘキサンジヒドロクロリド
、１,６-ジ-(Ｎ１,Ｎ１'-ｐ-ニトロフェニルジグアニド-Ｎ５,Ｎ５')ヘキサンジヒドロク
ロリド、ω：ω-ジ-(Ｎ１,Ｎ１'-フェニルジグアニド-Ｎ５,Ｎ５')-ジ-ｎ-プロピルエー
テルジヒドロクロリド、ω：ω'-ジ-(Ｎ１,Ｎ１'-ｐ-クロロフェニルジグアニド-Ｎ５,Ｎ

５')-ジ-ｎ-プロピルエーテルテトラヒドロクロリド、１,６-ジ-(Ｎ１,Ｎ１'-２,４-ジク
ロロフェニルジグアニド-Ｎ５,Ｎ５')ヘキサンテトラヒドロクロリド、１,６-ジ-(Ｎ１,
Ｎ１'-ｐ-メチルフェニルジグアニド-Ｎ５,Ｎ５')ヘキサンジヒドロクロリド、１,６-ジ-
(Ｎ１,Ｎ１'-２,４,５-トリクロロフェニルジグアニド-Ｎ５,Ｎ５')ヘキサンテトラヒド
ロクロリド、１,６-ジ-[Ｎ１,Ｎ１'-α-(ｐ-クロロフェニル)エチルジグアニド-Ｎ５,Ｎ

５']-ヘキサンジヒドロクロリド、ω：ω-ジ-(Ｎ１,Ｎ１'-ｐ-クロロフェニルジグアニド
-Ｎ５,Ｎ５')ｍ-キシレンジヒドロクロリド、１,１２-ジ-(Ｎ１,Ｎ１'-ｐ-クロロフェニ
ルジグアニド-Ｎ５,Ｎ５')ドデカンジヒドロクロリド、１,１０-ジ-(Ｎ１,Ｎ１'-フェニ
ルジグアニド-Ｎ５,Ｎ５')デカンテトラヒドロクロリド、１,１２-ジ-(Ｎ１,Ｎ１'-フェ
ニルジグアニド-Ｎ５,Ｎ５')ドデカンテトラヒドロクロリド、１,６-ジ-(Ｎ１,Ｎ１'-ｏ-
クロロフェニルジグアニド-Ｎ５,Ｎ５')ヘキサンジヒドロクロリド、１,６-ジ-[Ｎ１,Ｎ

１'-ｏ-クロロフェニルジグアニド-Ｎ５,Ｎ５')ヘキサンテトラヒドロクロリド、エチレ
ン-ビス(１-トリルビグアニド)、エチレン-ビス(ｐ-トリルビグアニド)、エチレン-ビス(
３,５-ジメチルフェニルビグアニド)、エチレン-ビス(ｐ-tert-アミルフェニルビグアニ
ド)、エチレン-ビス(ノニルフェニルビグアニド)、エチレン-ビス(フェニルビグアニド)
、エチレン-ビス(Ｎ-ブチルフェニルビグアニド)、エチレン-ビス(２,５-ジエトキシフェ
ニルビグアニド)、エチレン-ビス(２,４-ジメチルフェニルビグアニド)、エチレン-ビス(
ｏ-ジフェニルビグアニド)、エチレン-ビス(混合アミルナフチルビグアニド)、Ｎ-ブチル
エチレン-ビス(フェニル-ビグアニド)、トリメチレンビス(ｏ-トリルビグアニド)、Ｎ-ブ
チル-トリメチル-ビス(フェニルビグアニド)、ならびに、対応する塩、例えば、酢酸塩、
グルコン酸塩、塩酸塩、臭化水素酸塩、クエン酸塩、亜硫酸水素塩、フッ化物、ポリマレ
イン酸塩、Ｎ-ヤシ油アルキルサルコシン酸塩、亜リン酸塩、次亜リン酸塩、パーフルオ
ロオクタン酸塩、ケイ酸塩、ソルビン酸塩、サリチル酸塩、マレイン酸塩、酒石酸塩、フ
マル酸塩、エチレンジアミン四酢酸塩、イミノ二酢酸塩、桂皮酸塩、チオシアン酸塩、ア
ルギン酸塩、ピロメリト酸塩、テトラカルボキシ酪酸塩、安息香酸塩、グルタル酸塩、モ
ノフルオロリン酸塩、パーフルオロプロピオン酸塩、ならびに、これらの任意の混合物か
ら選択することができる。また適するのは、ハロゲン化キシレンおよびクレゾール誘導体
(例えば、ｐ-クロロメタクレゾールまたはｐ-クロロメタキシレン)、ならびに植物起源(
例えば、スパイスまたはハーブ由来)、動物起源および微生物起源の天然の抗微生物活性
成分である。好ましくは、抗微生物性の界面活性第四級化合物、植物起源の天然の抗微生
物活性成分および／または動物起源の天然の抗微生物活性成分、最も好ましくは、カフェ
イン、テオブロミンおよびテオフィリンを含む群からの植物起源の少なくとも１つの天然
の抗微生物活性成分、ならびに、精油(例えば、オイゲノール、チモールおよびゲラニオ
ール)、および／または、酵素(例えば、ミルクタンパク質、リゾチームおよびラクトペル
オキシダーゼ)を含む群からの動物起源の少なくとも１つの天然の抗微生物活性成分、お
よび／または、少なくとも１つの抗微生物性の界面活性第四級化合物(アンモニウム、ス
ルホニウム、ホスホニウム、ヨードニウムまたはアルソニウム基を有する)、ペルオキソ
化合物、ならびに塩素化合物を使用することができる。微生物起源の物質「バクテリオシ
ン」を使用することもできる。
【０２２７】
　抗微生物活性成分として適する第四アンモニウム化合物(ＱＡＣ)は、一般式：(Ｒ１)(



(42) JP 4484519 B2 2010.6.16

10

20

30

40

50

Ｒ２)(Ｒ３)(Ｒ４)Ｎ＋Ｘ－を有する[ここで、Ｒ１～Ｒ４は、同一または異なって、Ｃ１

-Ｃ２２アルキル基、Ｃ７-Ｃ２８アラルキル基または複素環式基であり、ここで、２つの
基またはピリジンのように芳香族導入されている場合には３つの基は、窒素原子と一緒に
なって、複素環、例えばピリジニウムまたはイミダゾリニウム化合物を形成し、そしてＸ
－は、ハロゲンイオン、硫酸イオン、水酸化物イオンまたは同様の陰イオンである]。最
適の抗微生物作用のためには、これらの基の少なくとも１つは、好ましくは８～１８個、
特に１２～１６個の炭素原子の鎖長を有する。
【０２２８】
　ＱＡＣは、第三アミンとアルキル化剤(例えば、塩化メチル、塩化ベンジル、硫酸ジメ
チル、臭化ドデシル、それ以外ではエチレンオキシド)との反応によって調製することが
できる。１つの長いアルキル基および２つのメチル基を有する第三アミンのアルキル化は
特に容易に進行し、２つの長い基および１つのメチル基を有する第三アミンの四級化も、
温和な条件下で塩化メチルの補助によって行うことができる。３つの長いアルキル基また
はヒドロキシ置換アルキル基を有するアミンは、反応性が低く、硫酸ジメチルを用いて四
級化するのが好ましい。
【０２２９】
　適当なＱＡＣの例は、塩化ベンズアルコニウム(Ｎ-アルキル-Ｎ,Ｎ-ジメチルベンジル
アンモニウムクロリド、ＣＡＳ番号８００１-５４-５)、ベンズアルコンＢ(ｍ,ｐ-ジクロ
ロベンジルジメチル-Ｃ１２-アルキルアンモニウムクロリド、ＣＡＳ番号５８３９０-７
８-６)、塩化ベンズオキソニウム(ベンジルドデシル-ビス(２-ヒドロキシエチル)アンモ
ニウムクロリド)、臭化セトリモニウム(Ｎ-ヘキサデシル-Ｎ,Ｎ-トリメチルアンモニウム
ブロミド、ＣＡＳ番号５７-０９-０)、塩化ベンズエトニウム(Ｎ,Ｎ-ジメチル-Ｎ-[２-[
２-[ｐ-(１,１,３,３-テトラメチルブチル)フェノキシ]エトキシ]エチル]ベンジルアンモ
ニウムクロリド、ＣＡＳ番号１２１-５４-０)、塩化ジアルキルジメチルアンモニウム、
例えば、ジ-ｎ-デシルジメチルアンモニウムクロリド(ＣＡＳ番号７１７３-５１-５-５)
、臭化ジデシルジメチルアンモニウム(ＣＡＳ番号２３９０-６８-３)、塩化ジオクチルジ
メチルアンモニウム、１-セチルピリジニウムクロリド(ＣＡＳ番号１２３-０３-５)およ
びヨウ化チアゾリン(ＣＡＳ番号１５７６４-４８-１)、ならびにこれらの混合物である。
特に好ましいＱＡＣは、Ｃ８-Ｃ１８アルキル基を有する塩化ベンズアルコニウム、特に
、Ｃ１２-Ｃ１４アルキルベンジルジメチルアンモニウムクロリドである。
【０２３０】
　ハロゲン化ベンズアルコニウムおよび／またはハロゲン化置換ベンズアルコニウムは、
例えば、BarquatＲ(Lonzaより)、MarquatＲ(Masonより)、VariquatＲ(Witco／Sherexより
)、HyamineＲ(Lonzaより)、およびBardacＲ(Lonzaより)として市販されている。さらなる
市販の抗微生物活性成分は、Ｎ-(３-クロロアリル)ヘキサミニウムクロリド、例えばDowi
cideＲおよびDowicilＲ(Dowより)、塩化ベンズエトニウム、例えばHyamineＲ 1622(Rohm 
& Haasより)、塩化メチルベンズエトニウム、例えばHyamineＲ 10X(Rohm & Haasより)、
塩化セチルピリジニウム、例えば塩化セパコール(Merrell Labsより)である。
【０２３１】
　抗微生物活性成分は、０.０００１～１重量％、好ましくは０.００１～０.８重量％、
特に好ましくは０.００５～０.３重量％、そして特に０.０１～０.２重量％の量で使用さ
れる。
【０２３２】
　本発明の洗浄または浄化製品は、処理された織物に付着し、繊維の光安定性および／ま
たは他の配合物成分の光安定性を改善するＵＶ吸収剤を含有することができる。ＵＶ吸収
剤とは、紫外線放射を吸収し、吸収したエネルギーを再び長波長放射の形態(例えば、熱)
で放射しうる有機物質(光保護フィルター)を意味する。
【０２３３】
　これらの所望の特性を有する化合物は、例えば、無放射の不活性化により活性である化
合物、ならびに、２位および／または４位に置換基を有するベンゾフェノンの誘導体であ
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る。さらに、置換されたベンゾトリアゾール、３位でフェニル置換されたアクリレート(
２位にシアノ基を有するかまたは有さない桂皮酸誘導体)、サリチル酸塩、有機Ｎｉ錯体
および天然物質(例えば、ウンベリフェロンおよび内因性ウロカニン酸)も適している。特
に重要な物質は、ビフェニル誘導体および特にスチルベン誘導体[例えば、ＥＰ０７２８
７４９Ａに記載され、CibaよりTinsorbＲ FDまたはTinosorbＲ FRとして市販されている]
である。挙げることができるＵＶ-Ｂ吸収剤は、以下のものである：３-ベンジリデンカン
ファーまたは３-ベンジリデンノルカンファーおよびこれらの誘導体、例えば３-(４-メチ
ルベンジリデン)カンファー(ＥＰ０６９３４７１Ｂ１に記載)；４-アミノ安息香酸誘導体
、好ましくは、４-(ジメチルアミノ)安息香酸２-エチルヘキシル、４-(ジメチルアミノ)
安息香酸２-オクチルおよび４-(ジメチルアミノ)安息香酸アミル；桂皮酸のエステル、好
ましくは４-メトキシ桂皮酸２-エチルヘキシル、４-メトキシ桂皮酸プロピル、４-メトキ
シ桂皮酸イソアミル、２-シアノ-３,３-フェニル桂皮酸２-エチルヘキシル(オクトクリレ
ン)；サリチル酸のエステル、好ましくはサリチル酸２-エチルヘキシル、サリチル酸４-
イソプロピルベンジル、サリチル酸ホモメンチル；ベンゾフェノンの誘導体、好ましくは
２-ヒドロキシ-４-メトキシベンゾフェノン、２-ヒドロキシ-４-メトキシ-４'-メチルベ
ンゾフェノン、２,２'-ジヒドロキシ-４-メトキシベンゾフェノン；ベンザルマロン酸の
エステル、好ましくは４-メトキシベンズマロン酸ジ-２-エチルヘキシル；トリアジン誘
導体、例えばＥＰ０８１８４５０Ａ１に記載される２,４,６-トリアニリノ-(ｐ-カルボ-
２'-エチル-１'-ヘキシルオキシ)-１,３,５-トリアジンおよびオクチルトリアゾン、また
はジオクチルブタアミドトリアゾン[UvasorbＲ HEB]；プロパン-１,３-ジオン、例えば、
１-(４-tert-ブチルフェニル)-３-(４'-メトキシフェニル)プロパン-１,３-ジオン；ケト
トリシクロ(５.２.１.０)デカン誘導体(ＥＰ０６９４５２１Ｂ１に記載)。さらに適する
のは、以下のものである：２-フェニルベンズイミダゾール-５-スルホン酸およびそのア
ルカリ金属、アルカリ土類金属、アンモニウム、アルキルアンモニウム、アルカノールア
ンモニウムおよびグルクアンモニウムの塩；ベンゾフェノンのスルホン酸誘導体、好まし
くは、２-ヒドロキシ-４-メトキシベンゾフェノン-５-スルホン酸およびその塩；３-ベン
ジリデンカンファーのスルホン酸誘導体、例えば、４-(２-オキソ-３-ボルニリデンメチ
ル)ベンゼンスルホン酸および２-メチル-５-(２-オキソ-３-ボルニリデン)スルホン酸な
らびにこれらの塩。
【０２３４】
　適当な代表的ＵＶ-Ａフィルターは、特にベンゾイルメタンの誘導体、例えばＤＥ１９
７１２０３３Ａ１(BASF)に記載されているような１-(４'-tert-ブチルフェニル)-３-(４'
-メトキシフェニル)プロパン-１,３-ジオン、４-tert-ブチル-４'-メトキシジベンゾイル
メタン(Parsol 1789)、１-フェニル-３-(４'-イソプロピルフェニル)プロパン-１,３-ジ
オン、およびエナミン化合物である。また、ＵＶ-ＡおよびＵＶ-Ｂフィルターは、当然な
がら混合物で用いることもできる。このような可溶性物質に加えて、不溶性の光保護顔料
、即ち、微細に分散させた好ましくはナノ化された金属の酸化物または塩も、この目的に
適する。適当な金属酸化物の例は、特に酸化亜鉛および二酸化チタンであり、さらに、鉄
、ジルコニウム、ケイ素、マンガン、アルミニウムおよびセリウムの酸化物ならびにこれ
らの混合物である。使用しうる塩は、ケイ酸塩(タルク)、硫酸バリウムまたはステアリン
酸亜鉛である。酸化物および塩は、皮膚ケアおよび皮膚保護エマルジョンおよび美容化粧
品の形態で既に使用されている。ここで、粒子は、１００ｎｍ未満、好ましくは５～５０
ｎｍ、特に１５～３０ｎｍの平均直径を有すべきである。これらは、球の形状を有するこ
とができるが、楕円形状または球形態からいくらか逸脱した形状を有する粒子を使用する
こともできる。また、顔料を表面処理することもできる(即ち、親水性または疎水性にす
ることができる)。代表的な例は、被覆された二酸化チタン[例えば、二酸化チタンＴ８０
５(Degussa)またはEusolexＲ T2000(Merck)など]である。ここで、適当な疎水性の被覆剤
は、好ましくはシリコーンであり、特に好ましくはトリアルコキシオクチルシランまたは
シメチコーンである。ミクロ化した酸化亜鉛を用いるのが好ましい。さらに適するＵＶ光
保護フィルターは、P.Finkelによる概説[SOEFW-Journal 122 (1996)、p.543]に見い出す
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ことができる。
【０２３５】
　ＵＶ吸収剤は、通常は０.０１～５重量％、好ましくは０.０３～１重量％の量で使用さ
れる。
【０２３６】
　一般に、洗浄および浄化製品に普通に使用される成分には、それぞれ洗浄活性および浄
化活性の酵素も含まれる。
　即ち、上記した本発明のタンパク質、タンパク質フラグメント、融合タンパク質または
誘導体に加えて、さらなる酵素によっても特徴付けられる洗浄または浄化製品が本発明の
好ましい態様である。これらには、特に、他のプロテアーゼ、アミラーゼ、セルラーゼ、
ヘミセルラーゼ、例えばβ-グルカナーゼ、オキシドレダクターゼ、例えばラッカーゼ、
クチナーゼ、および／またはリパーゼだけでなく、エステラーゼおよびこの使用分野に対
して先行技術に記載されている他の全ての酵素が含まれる。
【０２３７】
　プロテアーゼ、アミラーゼ、リパーゼまたはセルラーゼなどの酵素は、洗浄および浄化
製品における活性成分として数十年にわたって使用されている。当該製剤のそれぞれ洗浄
および浄化性能に対するこれらの特定の寄与は、プロテアーゼの場合には、タンパク質性
汚れを分解する能力であり、アミラーゼの場合には、デンプン含有汚れの分解であり、リ
パーゼの場合には、脂肪切断活性である。セルラーゼは、その汚れ除去性能、即ち一次洗
浄および浄化性能に加えて、特に、洗浄製品の二次洗浄性能へのその寄与のゆえに、およ
び織物に対するその繊維作用のゆえに、洗浄製品において使用するのが好ましい。特定の
加水分解生成物は、他の洗浄または浄化製品の成分によって攻撃、溶解、乳化または懸濁
されるか、あるいは、そのより高い溶解性のゆえに、洗浄液とともに洗い流され、酵素と
他の成分の間の相乗効果が有利に得られる。
【０２３８】
　プロテアーゼは、天然繊維(特に、羊毛または絹)に対して、洗浄製品の二次洗浄性能に
対するセルラーゼによる寄与に匹敵する作用を発揮することができる。このような生地の
表面構造に対するその作用のゆえに、プロテアーゼは、この材料に対して滑らかにする作
用を発揮し、それによってフェルト化を相殺することができる。
【０２３９】
　他の酵素は、それらのそれぞれの特定の酵素性能によって、適当な製品の浄化性能を広
げる。これらの例には、ヘミセルラーゼ、例えばβ-グルカナーゼ(ＷＯ９９／０６５１５
およびＷＯ９９／０６５１６)、オキシドレダクターゼ、例えばラッカーゼ(ＷＯ００／３
９３０６)またはペクチン溶解酵素(ＷＯ００／４２１４５)が含まれる(これらは、特に、
特別の洗浄製品において使用される)。
【０２４０】
　本発明の洗浄または浄化製品に使用するのに適する酵素は、主に微生物(例えば、細菌
または菌類)からの酵素である。これらは、適当な微生物から、自体既知の方法により、
例えば、独国特許出願公開明細書ＤＥ１９４０４８８およびＤＥ２１２１３９７、米国特
許ＵＳ３６２３９５７、ＵＳ４２６４７３８、欧州特許出願ＥＰ００６６３８ならびに国
際特許出願ＷＯ９１／０２７９２に記載された発酵法によって得られる。
【０２４１】
　特に貯蔵中に、存在する本発明のタンパク質および／または他のタンパク質を、例えば
物理的影響、酸化またはタンパク質分解切断による、例えば変性、崩壊または不活性化か
ら、安定剤によって保護することができる。これは、本発明の全ての製品(特に、洗浄お
よび浄化製品)に当てはまる。
【０２４２】
　安定剤の１つの群は、製品を洗浄液中で希釈したときに解離する可逆性プロテアーゼイ
ンヒビターの群である。ベンズアミジン塩酸塩およびロイペプチンがこの目的に確立され
ている。ホウ砂、ホウ酸、ボロン酸(boronic acid)またはこれらの塩もしくはエステルが



(45) JP 4484519 B2 2010.6.16

10

20

30

40

50

使用されることが多く、特に芳香族基を有する誘導体、例えば、ＷＯ９５／１２６５５に
よればオルト置換された、ＷＯ９２／１９７０７によればメタ置換された、また、ＵＳ５
９７２８７３によればパラ置換されたフェニルボロン酸またはこれらの塩もしくはエステ
ルが含まれる。特許出願ＷＯ９８／１３４６０およびＥＰ５８３５３４は、ペプチドアル
デヒド、即ち還元Ｃ末端を有するオリゴペプチド、具体的には２～５０モノマーのオリゴ
ペプチドを、洗浄および浄化製品プロテアーゼの可逆性阻害のために開示している。これ
らペプチド性の可逆性プロテアーゼインヒビターには、特に、オボムコイド(ＷＯ９３／
００４１８)が含まれる。例えば、国際特許出願ＷＯ００／０１８２６は、プロテアーゼ
含有製剤において使用するためのプロテアーゼ スブチリシンの特異的な可逆性ペプチド
インヒビターを開示し、ＷＯ００／０１８３１は、プロテアーゼとインヒビターからなる
対応する融合タンパク質を開示している。
【０２４３】
　さらなる酵素安定剤は、アミノアルコール、例えばモノ、ジ、トリエタノールおよびプ
ロパノールアミンおよびこれらの混合物、Ｃ１２までの脂肪族カルボン酸(例えば、特許
出願ＥＰ０３７８２６１およびＷＯ９７／０５２２７に開示)、例えばコハク酸、他のジ
カルボン酸またはこれら酸の塩である。独国特許出願ＤＥ１９６５０５３７は、この目的
のために末端基キャップした脂肪アミドアルコキシレートを開示している。ＷＯ９７／１
８２８７に開示されているように、ビルダーとして使用される特定の有機酸は、含有され
る酵素をさらに安定化することができる。
【０２４４】
　低級脂肪族アルコール、特にポリオール、例えばグリセロール、エチレングリコール、
プロピレングリコールまたはソルビトールなどは、他のよく使用される酵素安定剤である
。また、カルシウム塩、例えば酢酸カルシウムまたはギ酸カルシウム(この目的のために
ＥＰ０２８８６５に開示)およびマグネシウム塩(例えば欧州特許出願ＥＰ３７８２６２に
よる)も使用される。
【０２４５】
　ポリアミドオリゴマー(ＷＯ９９／４３７８０)またはポリマー化合物、例えばリグニン
(ＷＯ９７／００９３２)、水溶性ビニルコポリマー(ＥＰ８２８７６２)、あるいは、ＥＰ
７０２７１２に開示されているように、セルロースエーテル、アクリルポリマーおよび／
またはポリアミドは、特に物理的影響またはｐＨ変動に対して、酵素調製物を安定化する
。ポリアミンＮ-オキシドを含有するポリマー(ＥＰ５８７５５０およびＥＰ５８１７５１
)は、酵素安定剤および色移行抑制剤として同時に働く。他のポリマー性の安定剤は、Ｗ
Ｏ９７／０５２２７に他の成分に加えて開示されている直鎖Ｃ８-Ｃ１８ポリオキシアル
キレンである。国際特許出願ＷＯ９７／４３３７７およびＷＯ９８／４５３９６における
ように、アルキルポリグリコシドは、本発明の製品の酵素成分を安定化することができ、
さらにその性能を増大させることができる。架橋したＮ含有の化合物は、ＷＯ９８／１７
７６４に開示されているように、汚れ遊離剤および酵素安定剤として二重の機能を満たす
。疎水性の非イオン性ポリマーは、国際特許出願ＷＯ９７／３２９５８によれば、他の安
定剤との混合物において、セルラーゼを安定化するように作用するので、これらの成分ま
たは同様の成分も、本発明に必須の酵素に適するであろう。
【０２４６】
　特にＥＰ７８０４６６に開示されているように、還元剤および酸化防止剤は、酸化崩壊
に対する酵素の安定性を増大させる。イオウ含有の還元剤は、例えば、ＥＰ０８０７４８
およびＥＰ０８０２２３に開示されている。他の例は、亜硫酸ナトリウム(ＥＰ５３３２
３９)および還元糖(ＥＰ６５６０５８)である。
【０２４７】
　また、よく使用されるのは、安定剤の組合せ、例えば、ポリオール、ホウ酸および／ま
たはホウ砂の組合せ(国際特許出願ＷＯ９６／３１５８９)、ホウ酸またはホウ酸塩、還元
性塩およびコハク酸または他のジカルボン酸の組合せ(欧州特許出願ＥＰ１２６５０５)、
あるいは、ホウ酸またはホウ酸塩とポリオールまたはポリアミノ化合物との、および還元
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性塩との組合せ(欧州特許出願ＥＰ０８０２２３に開示)である。ＷＯ９８／１３４６２に
よれば、ペプチドアルデヒド安定剤の作用は、ホウ酸および／またはホウ酸誘導体および
ポリオールとの組合せによって増大し、ＷＯ９８／１３４５９によれば、カルシウムイオ
ンの追加使用によってさらに増強される。
【０２４８】
　安定化された酵素活性を含有する製品は、本発明の好ましい態様である。特に好ましい
のは、示した多くの方法で安定化した酵素を含有する製品である。
【０２４９】
　本発明の製品は、あらゆる考えられる形態で供することができるので、特定の製品に添
加するのに適する任意の配合物の形態にある本発明の酵素またはタンパク質は、本発明の
それぞれの態様である。その例には、液体配合物、固体顆粒またはカプセルが含まれる。
【０２５０】
　カプセル化された形態は、酵素または他の成分を他の成分(例えば漂白剤など)から保護
するか、または制御された放出を可能にする手段である。その大きさに依存して、該カプ
セルはミリカプセル、ミクロカプセルおよびナノカプセルに分けられ、ミクロカプセルが
酵素にとって特に好ましい。このようなカプセルは、例えば、特許出願ＷＯ９７／２４１
７７およびＤＥ１９９１８２６７に開示されている。可能なカプセル化法は、タンパク質
溶液とデンプンまたはデンプン誘導体の溶液または懸濁液との混合物から出発して、この
物質中でタンパク質をカプセル化することである。国際特許出願ＷＯ０１／３８４７１は
、このようなカプセル化法を記載している。
【０２５１】
　固体製品の場合、タンパク質を、例えば、乾燥、顆粒化および／またはカプセル化した
形態で使用することができる。これらを、別々に、即ち独立した相として、または他の成
分と一緒に同じ相において、圧縮するかまたは圧縮せずに添加することができる。ミクロ
カプセル化した酵素を固体形態に加工するときには、処理によって得られる水溶液から、
先行技術から既知の方法(例えば、噴霧乾燥、遠心除去または再可溶化)を用いて、水を除
去することができる。このようにして得られた粒子は、通常、大きさが５０～２００μｍ
である。
【０２５２】
　本発明の液体、ゲル様またはペースト様の製品に、酵素および本発明のタンパク質(先
行技術に従って行うタンパク質回収から出発する)、および調製物を、濃縮された水溶液
もしくは非水性溶液、懸濁液またはエマルジョンにおいて、さらにゲル形態もしくはカプ
セル化した形態において、または乾燥粉末として添加することができる。通常、本発明の
このような洗浄または浄化製品は、成分を単純に混合することによって調製され、成分を
固体または溶液として自動ミキサーに導入することができる。
【０２５３】
　一次洗浄性能とは別に、さらに、洗浄製品中に存在するプロテアーゼは、例えばＷＯ９
４／２９４２６またはＥＰ７４７４７１に開示されているように、タンパク質分解切断に
よって他の酵素成分を活性化するか、または適当な作用期間の後に該酵素成分を不活性化
する機能をも満たすことができる。また、同等の調節機能が本発明のタンパク質により可
能である。本発明の別の態様は、プロテアーゼ感受性材料のカプセルを含有する製品であ
って、このカプセルが、例えば、意図した時間において本発明のタンパク質によって加水
分解され、その内容物が放出される製品に関する。同等の効果を、他の多相製品において
達成することもできる。
【０２５４】
　上記した本発明のタンパク質、タンパク質フラグメント、融合タンパク質または誘導体
のいずれかを、単独でまたは他の活性成分に加えて含有することを特徴とする、織物原料
の処理のためまたは織物ケアのための製品、特に天然成分を含有する繊維または織物のた
め、さらに具体的には羊毛または絹を含有する繊維または織物のための製品は、本発明の
さらなる態様である。
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【０２５５】
　天然繊維(特に、例えば羊毛または絹など)は、特徴的な顕微鏡的な表面構造によって区
別される。このような表面構造は、例えばR.Breierによる先行論文[Melliand Textilberi
chte、4.1.2000 (p.263)]において羊毛について例示的に議論されているように、長期間
で望ましくない効果(例えば、フェルト化など)を生じることができる。このような効果を
回避するために、天然原料を本発明の製剤で処理すると、本発明の製剤は、例えば、タン
パク質構造に基づいて剥離した表面構造を滑らかにするように寄与し、これによってフェ
ルト化を相殺する。
【０２５６】
　１つの好ましい態様において、本発明のプロテアーゼを含有する製品を、例えば、洗浄
過程に添加することによって、洗浄後または洗浄とは独立して適用することによって、ケ
ア剤として規則的に使用しうるように設計する。所望の効果は、長期間にわたって織物の
滑らかな表面構造を得ること、および／または生地の損傷を防止および／または軽減する
ことである。
【０２５７】
　織物または硬表面を機械浄化するための方法であって、その行程の少なくとも１つにお
いて、上記した本発明のタンパク質、タンパク質フラグメント、融合タンパク質または誘
導体が、特に１回の適用あたり、４０μｇ～９６ｇ、好ましくは５０μｇ～７２ｇ、特に
好ましくは１００μｇ～４８ｇ、なお特に好ましくは２００μｇ～２４ｇの量で活性にな
ることを特徴とする方法は、本発明の別の対象である。
【０２５８】
　これら方法には、手による方法および機械による方法の両方が含まれるが、機械による
方法の方が、例えば使用量および作用時間の点で、より正確に制御することができるので
好ましい。
【０２５９】
　一般に、織物を浄化するための方法は、種々の浄化活性物質を浄化すべき材料に適用す
ることおよび作用時間の後にそれらを洗い流すことを含むいくつかの工程によって、ある
いは、浄化すべき材料が洗浄剤または該製剤の溶液によって他のいずれかの方法で処理さ
れることによって区別される。同じことが、硬表面なる用語のもとに分類される他のいず
れかの材料を浄化するための方法に当てはまる。本発明のタンパク質を、全ての考えられ
る洗浄または浄化方法の工程の少なくとも１つに添加することができ、これらの方法は本
発明の態様となる。
【０２６０】
　本発明の好ましい酵素は、既に天然にタンパク質溶解活性を保持しており、また、該活
性をそれ以外には洗浄力を持たない媒体(例えば、純粋な緩衝液)において示すので、織物
の機械浄化のための該方法の個々の部分工程は、所望により安定化化合物、塩または緩衝
物質に加えて、本発明の酵素を、単一の浄化活性成分として適用することからなっていて
よい。これが、本発明の特に好ましい態様である。
【０２６１】
　このような方法のさらに好ましい態様において、本発明の関連酵素が、本発明の製品(
好ましくは、本発明の洗浄または浄化製品)のために上記した配合物のいずれかに供され
る。
【０２６２】
　織物原料の処理のためまたは織物ケアのための方法であって、その行程の少なくとも１
つにおいて、上記した本発明のタンパク質、タンパク質フラグメント、融合タンパク質ま
たは誘導体が、特に天然成分を含有する織物原料、繊維または織物のために、さらに具体
的には羊毛または絹を含有する織物原料、繊維または織物のために活性になることを特徴
とする方法は、本発明のこの対象の好ましい態様である。
【０２６３】
　これらは、例えば、材料を織物における使用のため、例えば抗フェルト仕上げのために
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調製する方法、あるいは、例えば、ケア成分を着古した織物の浄化に添加する方法であっ
てよい。天然のタンパク質含有の原料に対するプロテアーゼの上記作用のゆえに、特定の
態様は、織物原料、繊維または織物(天然成分、特に羊毛または絹を含有する)を処理する
ための方法からなる。
【０２６４】
　織物または硬表面を浄化するための、上記した本発明のタンパク質、タンパク質フラグ
メント、融合タンパク質または誘導体の使用は、本発明の別の対象である。
　上記した濃度範囲は、この使用に好ましく当てはまる。
【０２６５】
　本発明のタンパク質を、特に、上記した特性および上記した方法に従って、織物または
硬表面からタンパク質性汚れを除去するために使用することができる。その態様は、例え
ば、織物または硬表面からの汚れの手洗いまたは手による除去あるいは機械法に関連した
使用である。
【０２６６】
　この使用の好ましい態様において、本発明の関連酵素が、本発明の製品(好ましくは、
洗浄または浄化製品)のために上記した配合物のいずれかに供される。
【０２６７】
　洗浄または浄化製品の成分を活性化または不活性化するための、上記した本発明のタン
パク質、タンパク質フラグメント、融合タンパク質または誘導体の使用は、本発明のこの
対象のさらなる態様である。
【０２６８】
　既知のように、洗浄または浄化製品のタンパク質成分を、プロテアーゼの作用によって
不活性化することができる。本発明は、このそれ以外ではむしろ望ましくない作用を特別
に使用することに関する。同様に、上記したように、タンパク質分解が実際に別の成分を
活性化することもできる。これは、例えば、該成分が、例えば国際特許出願ＷＯ００／０
１８３１に開示されているように、実際の酵素と対応するインヒビターのハイブリッドタ
ンパク質である場合である。この種の調節の別の例は、活性成分が、その活性を保護また
は制御するために、タンパク質分解攻撃に対して感受性である物質中にカプセル化されて
いる場合である。即ち、本発明のタンパク質を、特に多相製品において、不活性化反応、
活性化反応または放出反応のために使用することができる。
【０２６９】
　その多様性にもかかわらず、洗浄および浄化という課題の外側にある他の全ての技術的
方法、使用および対応する製剤は、それらが本発明のタンパク質によって特徴付けられる
限り、後記の本発明の１つの対象になる。この要約は、排他的なリストと解するべきでは
なく、本発明のプロテアーゼの最も重要な現在認識しうる可能な使用をリストするもので
ある。同様に包含されるさらなる可能な使用の指標は、例えば、H.Uhligによるマニュア
ル「Industrial enzymes and their applications」[Wiley出版、New York、1998]に供さ
れている。他の技術分野を、本発明のプロテアーゼを用いてさらに開発しうることがわか
ったときには、該分野は、本発明の保護の範囲内に含まれる。
【０２７０】
　本発明のこの対象の１つの態様は、低分子量化合物またはタンパク質を生化学的に分析
または合成するための、上記した本発明のタンパク質、タンパク質フラグメント、融合タ
ンパク質または誘導体の使用である。
【０２７１】
　この使用は、好ましくは、対応する製品または方法の範囲内で行う。本発明ならびにRo
emppの「Lexikon Chemie」[バージョン2.0、Stuttgart/New York: Georg Thieme Verlag
、1999]によれば、酵素分析とは、特異的な酵素または基質を用いて、一方において基質
の正体または濃度、あるいは、他方において酵素の正体または活性を測定するためのあら
ゆる生化学的分析を意味する。応用分野は、生化学、特に分子生物学およびタンパク質化
学に関連するあらゆる研究分野である。この使用は、好ましくは、酵素分析法の範囲内で
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行う。本発明のこの対象の好ましい態様は、配列分析において末端基を決定するための使
用である。
【０２７２】
　天然物質または生物学的有用物質を調製、精製または合成するための、上記した本発明
のタンパク質、タンパク質フラグメント、融合タンパク質または誘導体の使用は本発明の
対象である。
【０２７３】
　この使用は、好ましくは、対応する製品または方法の範囲内で行う。即ち、例えば天然
物質または生物学的有用物質を精製する過程において、該物質からタンパク質汚染物質(
その例は低分子量化合物、任意の細胞構成成分もしくは貯蔵物質またはタンパク質である
)を除去することが必要になることがある。これを、例えば有用物質の生物工学的製造の
後に、実験室規模および工業的規模の両方で行うことができる。
【０２７４】
　本発明のタンパク質分解酵素を、それらが天然に触媒する反応を逆にすることによって
、タンパク質または他の低分子量化学化合物の合成のために使用する。これは、例えば、
タンパク質フラグメントを互いに結合することまたはアミノ酸を主にタンパク質から構成
されていない化合物に結合することを意図する場合である。この種の可能な使用は、例え
ば、欧州特許出願ＥＰ３８０３６２に従って可能である。
【０２７５】
　本発明のこの対象のさらなる態様は、天然原料の処理のため、特に表面の処理のため、
さらに具体的には皮革の処理のための方法における、上記した本発明のタンパク質、タン
パク質フラグメント、融合タンパク質または誘導体の使用である。
【０２７６】
　この使用は、好ましくは、対応する製品または方法の範囲内で行う。これは、例えば、
タンパク質汚染物質を天然原料から除去すべきであるときに必要である。これは、主に非
微生物学的に、例えば農業から得られる原料を意味するだけでなく、発酵によって生物工
学的に製造される物質(例えば抗生物質など)をも意味する。
【０２７７】
　好ましい態様は、表面の処理のための使用、さらに具体的には経済的に重要な原料皮革
の処理のための方法における使用である。即ち、水溶性タンパク質を、なめし過程中、特
にアルカリ浸漬の行程中に、タンパク質分解酵素の助けを借りて、皮革原料から除去する
[Roempp、「Lexikon Chemie」、バージョン2.0、Stuttgart/New York: Georg Thieme Ver
lag、1999]。本発明のプロテアーゼは、特に、アルカリ性条件下および／または変性剤の
存在下でこれに適する。
【０２７８】
　織物製造における原料または中間体の取得または処理のため、特に生地から保護層を除
去するための、上記した本発明のタンパク質、タンパク質フラグメント、融合タンパク質
または誘導体の使用は、本発明のこの対象の別の態様である。
【０２７９】
　この使用は、好ましくは、対応する製品または方法の範囲内で行う。織物製造における
原料または中間体の取得または処理の例は、サイジングと称される過程において朔果成分
を除去することが必要になる綿の加工である。別の例は、羊毛の処理である。原料絹の加
工も同様である。酵素による方法またはその使用は、特にその環境適合性の点で、比較す
べき化学的方法よりも優れている。
【０２８０】
　好ましい態様において、本発明のタンパク質を、織物から、特に中間生成物または有用
物質から保護層を除去するため、またはその表面を滑らかにするために使用する(後の加
工行程においてさらに処理する前に)。
【０２８１】
　本発明のこの対象のさらなる態様は、織物原料の処理または織物ケアのため、特に羊毛
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または絹あるいは羊毛または絹を含有する織物ブレンドの処理のための、上記した本発明
のタンパク質、タンパク質フラグメント、融合タンパク質または誘導体の使用である。
【０２８２】
　この使用は、好ましくは、対応する製品または方法の範囲内で行う。上記したことに従
って、プロテアーゼにより関連の織物原料から汚染物質を除去する。さらに、少なくとも
部分的にタンパク質からなる材料は、タンパク質分解酵素の表面を滑らかにする特性およ
び表面ケア特性によって利益を受ける。このために、関連材料のケアのための使用も包含
される。従って、羊毛または絹あるいは羊毛または絹を含有する織物ブレンドの表面処理
が、特に特許請求されている。これは、このような織物の製造および使用中のケア(例え
ば織物の浄化に関連する)の両方に当てはまる(上記を参照)。
【０２８３】
　写真フィルムの処理のため、特にゼラチン含有層または同様の保護層を除去するための
、上記した本発明のタンパク質、タンパク質フラグメント、融合タンパク質または誘導体
の使用は、本発明のこの対象の別の態様である。
【０２８４】
　この使用は、好ましくは、対応する製品または方法の範囲内で行う。例えば、Ｘ線フィ
ルムなどのフィルムは、上記のような保護層、特に銀塩含有のゼラチンエマルジョンから
得られる保護層によって被覆されている。これらの層を、暴露後に裏打ち材料から除去す
る必要がある。このために、本発明のプロテアーゼを、特にアルカリ性またはわずかに変
性する反応条件下で使用することができる。
【０２８５】
　食品または動物飼料を調製するための、上記した本発明のタンパク質、タンパク質フラ
グメント、融合タンパク質または誘導体の使用は、本発明のこの対象の別の態様である。
【０２８６】
　この使用は、好ましくは、対応する製品または方法の範囲内で行う。即ち、プロテアー
ゼは、大昔から食品の調製に使用されている。この例は、チーズまたは他のミルク製品の
熟成過程のためのレンネット剤の使用である。本発明のタンパク質を添加または使用して
、このような過程を完全に行うことができる。炭水化物に富む食品または非栄養目的のた
めの食品原料(例えば、穀物粉またはデキストリンなど)を、適当なプロテアーゼで処理し
て、それらから付随タンパク質を除去することもできる。本発明のプロテアーゼは、この
ような適用に、特にこれをアルカリ性またはわずかに変性する条件下で行うべきであると
きにも適している。
【０２８７】
　これは、動物飼料の調製にも対応して当てはまる。ここで、タンパク質の完全除去に加
えて、タンパク質性の出発物質または出発物質混合物をプロテアーゼで短時間のみ処理し
て、これらを家畜動物にとってより容易に消化しうるようにするのも重要になりうる。ま
た、このような処理を、例えば発酵微生物のための培地成分を製造するために使用するこ
ともできる。
【０２８８】
　本発明のこの対象の別の態様において、上記した本発明のタンパク質を化粧目的に使用
する。
　即ち、上記した本発明のタンパク質、タンパク質フラグメント、融合タンパク質または
誘導体を含有する化粧品、あるいは、上記した本発明のタンパク質、タンパク質フラグメ
ント、融合タンパク質または誘導体を組み込んだ化粧方法、あるいは、上記した本発明の
タンパク質、タンパク質フラグメント、融合タンパク質または誘導体の、化粧目的のため
の、特に対応する方法の枠内での、または対応する製品における使用が特許請求されてい
る。
【０２８９】
　またプロテアーゼは、ヒト皮膚の剥離において重要な役割を果たすので[T.Egelrudら、
Acta Derm.Venerol.、Vol.71 (1991)、p.471-747]、プロテアーゼを、皮膚ケア製品にお
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ける生物活性成分として使用して、乾燥皮膚において増大して存在するデスモソーム構造
の分解を支援する(例えば、国際特許出願ＷＯ９５／０７６８８およびＷＯ９９／１８２
１９に従う)。例えば、ＷＯ９７／０７７７０は、化粧目的のためのスブチリシン プロテ
アーゼの使用を記載している。本発明のプロテアーゼ(特に、その活性が、例えば突然変
異誘発後に、またはそれと相互作用する適当な物質の添加により制御されているプロテア
ーゼ)は、皮膚または毛髪浄化組成物あるいはケア組成物における活性成分としても適し
ている。特に好ましいのは、上記したように、例えば巨大分子支持体への結合によって安
定化されており(ＵＳ５２３０８９１を参照)、そして／または、そのヒト皮膚との適合性
が増大するように高アレルゲン性の位置における点突然変異によって誘導体化されている
該酵素の調製物である。
【０２９０】
　従って、化粧目的のため、特に、適当な製品(例えば、シャンプー、石鹸または洗浄ロ
ーションなど)または例えばクリームの形態で供されるケア組成物における、この種のタ
ンパク質分解酵素の使用も、本発明のこの対象に含まれる。また、剥離薬剤における使用
またはその調製物も、この対象に含まれる。
【実施例】
【０２９１】
　全ての分子生物学的な作業工程は、例えば、Fritsch、SambrookおよびManiatisによる
マニュアル「Molecular cloning: a laboratory manual」[Cold Spring Harbour Laborat
ory Press、New York、1989]あるいは同等の関連研究において示されているような標準法
に従う。酵素およびキットは、それぞれの製造元の指示書に従って使用した。
【０２９２】
　実施例１：タンパク質分解活性を有する細菌菌株の単離および同定
　土壌試料(０.１ｇ)を、滅菌０.９％濃度ＮａＣｌ溶液(１ｍｌ)に懸濁させ、ミルク粉末
を含有する寒天プレート[１.５％寒天、０.５％ＮａＣｌ、０.１％Ｋ２ＨＰＯ４、０.１
％酵母エキス、２％ペプトン(ICN、Eschwede、Cat.No.104808)、１％ミルク粉末(スキム
ミルク；Difco、Heidelberg、Cat.No.232100)、ｐＨ１０]上にプレーティングした。３０
℃で７２時間インキュベートした後、透明ゾーンを有するコロニーが、ミルク寒天におい
て明らかであった。単一コロニーをこれから取り、エルレンマイヤーフラスコ中、Horiko
shi培地[０.１％Ｋ２ＨＰＯ４、０.５％酵母エキス、１％ペプトン、０.０２％ＭｇＳＯ

４、０.３％Ｎａ２ＣＯ３、ｐＨ９]において、３７℃で２００ｒｐｍにて振盪しながら培
養した。
【０２９３】
　これらクローンの１つを、２００１年３月１日に、Deutsche Sammlung von Mikroorgan
ismen und Zellkulturen GmbH(ＤＳＭＺ)[Mascheroder Weg 1b、38124 Brunswick]に寄託
した。そこでの表示はID 01-194であり、受託番号はDSM 14393である。この生物学的物質
の特徴の標準情報(２００１年４月１９日にＤＳＭＺにより寄託時に測定)を、以下の表１
にまとめる。
【０２９４】
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【表１】

【０２９５】
　実施例２：成熟プロテアーゼのクローニングおよび配列決定
　Bacillus gibsonii(DSM 14393)由来の染色体ＤＮＡを、標準法によって調製し、制限酵
素Ｓａｕ３Ａで処理し、得られたフラグメントをベクターｐＡＷＡ２２中にクローン化し
た。これは、バシラス種において使用するためのｐＢＣ１６から導いた発現ベクターであ
る[Bernhardら(1978)、J.Bacteriol.、Vol.133(2)、p.897-903]。このベクターを、プロ
テアーゼ陰性の宿主菌株 Bacillus subtilis DB 104 [KawamuraおよびDoi (1984)、J.Bac
teriol.、Vol.160 (1)、p.442-444]に導入した。
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　形質転換体を、初めに、ＤＭ３培地[８ｇ/Ｌ寒天、０.５Ｍコハク酸、３.５ｇ/Ｌ Ｋ２

ＨＰＯ４、１.５ｇ/Ｌ ＫＨ２ＰＯ４、２０ｍＭ ＭｇＣｌ２、５ｇ/Ｌカザミノ酸、５ｇ/
Ｌ酵母エキス、６ｇ/Ｌグルコース、０.１ｇ/Ｌ ＢＳＡ]において再生し、次いで、ＴＢ
Ｙスキムミルクプレート[１０ｇ/Ｌペプトン、１０ｇ/Ｌミルク粉末(上記を参照)、５ｇ/
Ｌ酵母エキス、５ｇ/Ｌ ＮａＣｌ、１５ｇ/Ｌ寒天]に移した。タンパク質分解活性を有す
るクローンを、その溶解ゾーンから同定した。タンパク質分解活性を有する得られたクロ
ーンの１つ(ｐ／ＴＩ-１)を選択し、そのプラスミドを単離し、挿入体を標準法によって
配列決定した。
【０２９７】
　大きさが約２ｋｂの挿入体は、約１ｋｂのオープン読み枠を含んでいた。この配列を、
配列表配列番号１のもとで配列表に示す。これは１１５２ｂｐからなる。これから導かれ
るアミノ酸配列は３８３個のアミノ酸を含有し、これに停止コドンが続く。これを、配列
番号２のもとで配列表に示す。その最初の１１４個のアミノ酸は、恐らくは成熟タンパク
質中には存在しないので、成熟タンパク質は、２６９個のアミノ酸の長さを有すると考察
される。
【０２９８】
　これらの配列を、２００１年８月に、誰でもアクセスできるデータベースであるSwiss-
Prot[Geneva Bioinformatics (GeneBio) S.A.、Geneva、スイス国；http://www.genebio.
com/sprot.html]およびGenBank[National Center for Biotechnology Information NCBI
、National Institutes of Health、Bethesda、MD、米国]から入手できるプロテアーゼ配
列と比較した。これにより同定された最も類似している酵素は、以下の表２にまとめる酵
素である。
【０２９９】
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【表２】

これらプロテアーゼのアミノ酸配列を、図１の整列において互いに比較する。
【０３００】
　実施例３：アルカリ性プロテアーゼの精製および特性化
　Horikoshi培地(上記を参照)(１００ｍｌ)を、５００ｍｌのエルレンマイヤーフラスコ
に入れ、実施例２におけるように形質転換したバシラス菌株の１つのコロニーを接種し、
増殖の定常期に到達するまで３７℃で７２時間培養した。
　この培養物の上清から以下の精製工程によって単一のタンパク質分解酵素を単離するこ
とができた：２０ｍＭ ＨＥＰＥＳ／ＮａＯＨ緩衝液(ｐＨ７.６)に対する上清の透析；Q-
SepharoseＲ(Pharmacia-Amersham Biotech、スウェーデン国)における負アニオン交換ク
ロマトグラフィー；ＨＥＰＥＳ／ＮａＯＨの勾配緩衝液(０～１Ｍ ＮａＣｌ、ｐＨ７.６)
で溶離するS-SepharoseＲ(Pharmacia-Amersham)における通過物のカチオン交換クロマト
グラフィー。プロテアーゼは、０.２Ｍ ＮａＣｌで溶出し、次いでこれを、溶離液として
ＨＥＰＥＳ／ＮａＯＨ(ｐＨ７.６)を用いるResource SＲ(Pharmacia-Amersham)における
カチオン交換クロマトグラフィーによって濃縮した。
　ＳＤＳゲル電気泳動およびクーマッシー染色によれば純粋であるタンパク質を、このよ
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うにして得た。
【０３０１】
　実施例４：ＳＤＳポリアクリルアミドゲル電気泳動および等電点電気泳動
　実施例２および３におけるようにして得たB.gibsonii(DSM 14393)由来のアルカリ性プ
ロテアーゼは、PHASTＲ系(Pharmacia-Amersham Biotech、スウェーデン国から供給)にお
ける変性ＳＤＳポリアクリルアミドゲル電気泳動において、２６ｋＤの分子量を示す。
　同様にPHASTＲ系(Pharmacia-Amersham Biotechから供給)における等電点電気泳動によ
れば、B.gibsonii(DSM 14393)由来のアルカリ性プロテアーゼの等電点は１１である。
【０３０２】
　実施例５：酵素特性
　比活性
　実施例２および３におけるようにして精製したB.gibsonii(DSM 14393)由来のアルカリ
性プロテアーゼの比活性を、基質 Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-p-ニトロアニリド(ＡＡＰＦ；Ba
chem Biochemica GmbH、Heidelbergから)を用いて測定した。それは、ｐＨ８.６および２
５℃で５分間インキュベートしたときに、１６Ｕ／ｍｇの活性を示した。この場合、１Ｕ
は、１μモルの切断された基質／分に等しい。
　ｐＨ依存性
　Bacillus gibsonii(DSM 14393)由来のアルカリ性プロテアーゼのｐＨプロフィールを、
ｐＨ範囲６～１２にわたって記録した。この目的のために、基質としてカゼインを用いて
、５０℃でそれぞれの整数ｐＨ値について活性を測定した。これによれば、ｐＨ最適値は
ｐＨ１０にある。５０℃で１５分間のインキュベート後に残存する活性は、ｐＨ１１でな
お７３％、ｐＨ１２でなお１％、ｐＨ６でなお１６％およびｐＨ９でなお８３％である。
【０３０３】
　実施例６：使用する活性が低いときの浄化性能に対する寄与
　Eidgenoessische Material-Pruefungs- und -Versuchsanstalt(St.Gallen、スイス国；
ＥＭＰＡ)あるいはWaeschereiforschungsanstalt(Krefeld、独国)から入手し、標準化さ
れた方法で汚した織物を、この実施例に使用した。以下の汚れおよび織物を使用した：Ａ
(血液／ミルク／インク；綿)、Ｂ(血液；綿)およびＣ(卵／すす；綿)。
　この試験材料を用い、洗濯計(launderometer)を用いて、種々の洗浄製品配合物の洗浄
性能を試験した。この目的のために、液比をそれぞれ１：１２に設定し、洗浄を４０℃の
温度で３０分間行った。用量は、１Ｌの洗浄液あたり、５.８８ｇの特定の製品であった
。水硬度は、１６°ドイツ硬度であった。
　平行した測定系列(Ｄ)において、Ｃ(卵／すす；綿)と同様にして処理した試料を、６０
℃の温度において、それ以外は同一の条件下で洗浄した。
【０３０４】
　使用した対照の洗浄製品は、以下の組成からなる基本の洗浄製品配合物であった(全て
の値は重量％である)：４％直鎖アルキルベンゼンスルホネート(ナトリウム塩)、４％Ｃ

１２-Ｃ１８脂肪アルコールスルフェート(ナトリウム塩)、５.５％Ｃ１２-Ｃ１８脂肪ア
ルコール＋７ＥＯ、１％ナトリウム石鹸、１１％炭酸ナトリウム、２.５％無定形二ケイ
酸ナトリウム、２０％過ホウ酸ナトリウム・４水和物、５.５％ＴＡＥＤ、２５％ゼオラ
イトＡ、４.５％ポリカルボキシレート、０.５％ホスホネート、２.５％発泡抑制剤顆粒
、５％硫酸ナトリウム、残り：水、光学増白剤、塩。この配合物を、異なる実験系列のた
めに、以下のプロテアーゼと混合して、それぞれの場合に、１Ｌの洗浄液あたり、２.２
５０ＰＥタンパク質分解活性の最終濃度が得られるようにした：B.lentusアルカリ性プロ
テアーゼＦ４９(ＷＯ９５／２３２２１；製造元：Biozym、Kundl、オーストリア国)、Sav
inaseＲ(Novozymes A/S、Bagsvaerd、デンマーク国)およびB.gibsonii(DSM 14393)由来の
本発明のプロテアーゼ。
【０３０５】
　洗浄後、洗浄した織物の白さの程度を、硫酸バリウムの白さ(これを１００％に規格化
した)と比較して測定した。測定を、Datacolor SF500-2分光計において、４６０ｎｍ(Ｕ
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Ｖブロックフィルター３)、３０°ｍｍダイヤフラム、光沢なし、Ｄ６５光源、１０°、
ｄ／８°で行った。以下の表３は、反射率(％)として、即ち、硫酸バリウムと比較したと
きの割合(％)として得られた結果を、それぞれの出発値とともにまとめるものである。そ
れぞれ４回の測定の平均を挙げる。これらは、使用した製品の洗浄性能に対する、存在す
る酵素の寄与について、直ちに結論を導くことを可能にする。
【０３０６】
【表３】

　B.gibsonii(DSM 14393)由来の本発明のプロテアーゼが、試験した全ての汚れに対する
洗浄性能への寄与において、確立されたプロテアーゼであるB.lentusアルカリ性プロテア
ーゼＦ４９およびSavinaseＲに等しいか、またはある場合には、それらよりも優れている
ことがわかる。
【０３０７】
　実施例７：使用する活性が比較的高いときの洗浄性能に対する寄与
　先の実施例の実験の繰返しにおいて、プロテアーゼを他は同一の条件下で濃縮して、そ
れぞれ洗浄液１Ｌあたりに５.６２５ＰＥのタンパク質分解活性の最終濃度が得られるよ
うにした。
　以下に挙げる表４は、Ａ、ＢおよびＣに対応する同じ汚れＡ'、Ｂ'およびＣ'について
同じ方法で得られた結果を示すものである。
【０３０８】

【表４】

　使用した比活性が比較的高いこれらの場合において、B.gibsonii(DSM 14393)由来の本
発明のプロテアーゼは、比較した確立されたプロテアーゼよりも優れているかまたはそれ
と等しい性能を与える。
【０３０９】
　実施例８：使用する活性が比較的低いときの浄化性能に対する寄与
　硬く滑らかな表面を有する容器を、標準化した方法で、半熟卵(Ｅ)、卵／ミルク(Ｆ)お
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よび頑固な挽肉(Ｇ)と接触させ、市販の家庭用食器洗浄機により洗浄した。これらを、Mi
eleＲ G 676型の食器洗浄機の通常プログラムを用いて４５℃で洗浄した。２０ｇの食器
洗浄剤を、それぞれ１回の食器洗浄試行あたりに使用した。水硬度は、１６°ドイツ硬度
であった。
【０３１０】
　使用した食器洗浄剤は、以下の基本配合を有していた(全ての値はそれぞれ重量％であ
る)：５５％トリポリリン酸ナトリウム(無水物として計算)、４％無定形二ケイ酸ナトリ
ウム(無水物として計算)、２２％炭酸ナトリウム、９％過ホウ酸ナトリウム、２％ＴＡＥ
Ｄ、２％非イオン性界面活性剤、残り：水、染料、芳香剤。この基本配合物を、種々の実
験に対して、同じ活性で、種々のプロテアーゼ、即ちB.lentusアルカリ性プロテアーゼＦ
４９、ProperaseＲおよび本発明のBacillus gibsonii(DSM 14393)のプロテアーゼと混合
して、それぞれの場合に、１回の食器洗浄試行あたりに１００００ＰＥの活性が得られる
ようにした。これは、それぞれの場合に、１ｇの浄化製品濃厚物あたり約０.１ｍｇのプ
ロテアーゼタンパク質に相当した。
【０３１１】
　洗浄後、汚れの除去を、重量法によりパーセント(％)で測定した。この目的のために、
汚した後に濯いだ容器の重量と該容器の出発重量の間の差異を、未洗浄容器の重量と出発
重量の重量差に関連付けた。この関連を、除去率(％)とみなすことができる。汚れＧにつ
いては、洗浄に続いて尺度０(＝変化なし、即ち、極めて重度の汚れ)ないし１０(＝認識
しうる汚れなし)で視覚的に評価した。得られた結果を、以下の表５にまとめる(それぞれ
８回の測定の平均を挙げる)。これらは、使用した製品の洗浄性能に対する、存在する酵
素の寄与について、直ちに結論を導くことを可能にする。
【０３１２】
【表５】

　これらの結果は、本発明のBacillus gibsonii(DSM 14393)プロテアーゼの性能が、機械
食器洗浄剤において、試験した他のプロテアーゼの性能よりも一部において優れており、
また少なくとも同等であり、これが、比較的低い活性を使用したときであってもそうであ
ることを示す。
【０３１３】
　実施例９：使用する活性が比較的高いときの浄化性能に対する寄与
　実施例８におけるように、容器を、標準化した方法により半熟卵(Ｈ)、卵／ミルク(Ｉ)
およびミルク(Ｊ)で汚し、それぞれ同じ浄化製品配合物を用いて同じ方法で洗浄した。こ
れらを、MieleＲ G676型の食器洗浄機の通常プログラムを用いて４５℃で洗浄した。唯一
の相違は、それぞれの場合に、２００００ＰＥの各プロテアーゼを使用したことである。
これは、それぞれの場合に、浄化製品濃厚物において約０.２ｍｇのプロテアーゼに相当
した。
【０３１４】
　試料ＨおよびＩに対する結果は、先の実施例の記載のように重量法によって得た。他方
において、汚れＪに対する値は、尺度０(＝変化なし、即ち、極めて重度の汚れ)ないし１
０(＝認識しうる汚れなし)で視覚的に評価することによって得た。得られた結果を、以下
の表６にまとめる。これに、それぞれ８回の測定の平均を示す。
【０３１５】
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【表６】

　機械食器洗浄製品のために確立されたプロテアーゼであるB.lentusアルカリ性プロテア
ーゼＦ４９およびProperaseＲと比較して、関連製品の全体の浄化性能に対する本発明の
プロテアーゼの、より高いかまたは少なくとも同等の寄与が、使用したプロテアーゼ活性
が比較的高いときにも明らかである。
【０３１６】
　図面の説明
　図１は、Bacillus gibsonii(DSM 14393)由来の本発明のプロテアーゼと、表２にまとめ
た最も類似する最も重要な既知のスブチリシン(それぞれ、成熟形態、即ちプロセシング
された形態にある)とのアミノ酸配列の整列図である。
　以下の数字は、以下のプロテアーゼを意味する(カッコ内は、それぞれデータベース受
入のＩＤである；実施例２の表２をも参照)：
【表７】

　図２は、ｐＢＣ１６から導かれ、B.licheniformis由来のプロモーター(ＰｒｏｍＰＬｉ
)およびその下流にＢｃｌＩ制限切断部位を有する発現ベクターｐＡＷＡ２２の模式図で
ある[実施例２およびBernhardら(1978)、J.Bacteriol.、133(2)、p.897-903を参照]。
【図面の簡単な説明】
【０３１７】
【図１】Bacillus gibsonii(DSM 14393)由来の本発明のプロテアーゼと既知のスブチリシ
ンとのアミノ酸配列の整列図である。
【図２】発現ベクターｐＡＷＡ２２の模式図である。
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