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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　配列番号８に表されたアミノ酸配列からなるセルロモナス（Cellulomonas）６９Ｂ４プ
ロテアーゼに由来し、突然変異を有する単離されたポリペプチドであって、当該突然変異
がG12D/R14Q/R35HおよびG12D/R14I/R35Hからなる群から選択される１組のアミノ酸置換で
あり、配列番号８に表されたアミノ酸配列からなる野生型セルロモナス（Cellulomonas）
６９Ｂ４プロテアーゼと比較して改善されたカゼイン分解活性、改善されたケラチン分解
活性、および改善された汚れ除去活性を有する、単離されたポリペプチド。
【請求項２】
　請求項１の単離されたポリペプチドを含む組成物であって、洗浄、動物飼料、皮革処理
、廃棄物処理または織物産業用に使用されるものである、組成物。
【請求項３】
　請求項１の単離されたポリペプチドをコードするポリヌクレオチド配列を含む発現ベク
ター。
【請求項４】
　請求項３の発現ベクターを含む宿主細胞。
【請求項５】
　請求項４の宿主細胞であって、前記宿主は、バシラス種（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｓｐ）、
ストレプトマイセス種（Ｓｔｒｅｐｔｏｍｙｖｅｓ　ｓｐ）、アスペルギルス種（Ａｓｐ
ｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｓｐ）及びトリコデルマ種（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ　ｓｐ）から選
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択される宿主細胞。
【請求項６】
　請求項２の洗浄剤組成物であって、さらにプロテアーゼ、アミラーゼ、リパーゼ、マン
ナナーゼ、ペクチナーゼ、クチナーゼ、オキシドリダクターゼ、ヘミセルラーゼ、セルラ
ーゼからなる群から選択された１以上の追加の酵素又は酵素誘導体を含む洗浄剤組成物。
【請求項７】
　請求項２の洗浄剤組成物であり、さらに請求項１の単離されたポリペプチドを安定化す
る少なくとも１個の安定剤を含む組成物。
【請求項８】
　請求項７の組成物であって、前記安定剤は硼砂、グリセロール及び拮抗阻害剤から選択
される組成物。
【請求項９】
　請求項８の組成物であって、前記拮抗阻害剤が前記ポリペプチドを安定化している組成
物。
【請求項１０】
　請求項９の組成物であって、前記ポリペプチドは自己分解に対し安定であるポリペプチ
ド。
【請求項１１】
　少なくとも０．０００１重量パーセントの請求項１のポリペプチド及び添加剤を含む洗
浄剤組成物。
【請求項１２】
　請求項１１の洗浄剤組成物であり、前記組成物は０．００１から０．５重量パーセント
の前記ポリペプチドを含む洗浄剤組成物。
【請求項１３】
　請求項１１の洗浄剤組成物であり、前記組成物は０．０１から０．１重量パーセントの
前記ポリペプチドを含む洗浄剤組成物。
【請求項１４】
　請求項１１の洗浄剤組成物であって、前記組成物は、前記組成物のｐＨを３から５とす
るため、十分な量のｐＨ調整剤を含み、前記組成物は３から５のｐＨで加水分解する界面
活性物質を含まない、洗浄剤組成物。
【請求項１５】
　請求項１４の洗浄剤組成物であり、前記界面活性物質はエチレンオキサイド部位を含む
アルキル硫酸ナトリウム界面活性剤を含む洗浄剤組成物。
【請求項１６】
　請求項２の洗浄剤組成物であり、前記洗浄剤組成物は液体、粉末、顆粒及び錠剤組成物
から選択される洗浄剤組成物。
【請求項１７】
　請求項２の洗浄剤組成物であって、前記組成物はさらに過酸化水素源を含むものである
洗浄剤組成物。
【請求項１８】
　請求項１７の洗浄剤組成物であって、前記過酸化水素源は少なくとも１個の過酸塩(per
salt)を含み、前記過酸塩はアルカリ金属過ホウ酸(perborate)、アルカリ金属過炭酸(per
carbonate)、アルカリ金属過リン酸(perphosphate)、アルカリ金属過硫酸(persulfate)ま
たはそれらの混合物である洗浄剤組成物。
【請求項１９】
　請求項１８の洗浄剤組成物であって、さらに漂白触媒(bleach catalyst)、漂白活性剤(
bleach activator)及び/またはそれらの混合物を含む洗浄剤組成物。
【請求項２０】
　洗浄の方法であって、前記方法は、請求項２の洗浄剤組成物と布地を含む表面及び/ま
たは製品を接触させる段階を含む方法。
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【請求項２１】
　洗浄方法であって、前記方法は、請求項１１の洗浄剤組成物と布地を含む表面及び/ま
たは製品を接触させる段階を含む方法。
【請求項２２】
　洗浄方法であって、前記方法は、請求項１４の洗浄剤組成物と布地を含む表面及び/ま
たは製品を接触させる段階を含む方法。
【請求項２３】
　洗浄方法であって、前記方法は、請求項１４の洗浄剤組成物と布地を含む表面及び/ま
たは製品を接触させる段階を含む方法。
【請求項２４】
　洗浄方法であって、前記方法は、請求項１７の洗浄剤組成物と布地を含む表面及び/ま
たは製品を接触させる段階を含む方法。
【請求項２５】
　請求項１のポリペプチドを含む動物飼料。
【請求項２６】
　請求項１のポリペプチドを含む布地または皮革処理組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本願は、２００７年５月３１日出願の国際出願ＵＳＳＮ１１/８０９，１０４であり、２
００６年１０月１９日出願の、係属中の米国特許出願第１１/５８３，３３４号の継続出
願であり、この米国特許出願は、係属中の米国特許出願第１０/５７６，３３１号の一部
継続出願であり、これは、２００４年１１月１９日に出願のＰＣＴ/ＵＳ２００４/０３９
０６６に基づく優先権を主張し、これは２００３年１１月１９日に出願し、現在放棄され
ている米国仮出願第６０/５２３，６０９号に基づく優先権を主張している。
発明の分野
【０００２】
本願発明は、多数の置換を受けた新規のミクロコッカス種（Micrococcineae spp） のセ
リンプロテアーゼを提供する。特に、本願発明は多数の置換を受けたセリンプロテアーゼ
、これらのプロテアーゼをコードするDNA、このプロテアーゼをコードするDNAを含むベク
ター、このベクターDNAで形質転換された宿主細胞、及びこの宿主細胞により産生される
酵素を提供する。本願発明はまた、セリンプロテアーゼ変異種を含む洗浄剤組成物（例、
洗剤）、動物飼料組成物、布地及び皮革処理用組成物も提供する。特に好ましい実施態様
では、本願発明は本明細書に記載の野生型のプロテアーゼに由来する突然変異（即ち、変
異）プロテアーゼを提供する。これらの変異プロテアーゼはまた、多数の用途がある。
【背景技術】
【０００３】
本願発明の背景
セリンプロテアーゼは、広範囲の特異性と生物学的機能をもつ酵素群の１の特徴的な種類
(class)の下位群(subgroup)である。（Stroud,Sci.Amer.,131:74-88[1974]参照）。その
機能的な多様性にも拘わらず、セリンプロテアーゼの触媒的な作用機構は、少なくとも２
種の遺伝子学上別の種（family）の酵素により代表される。１）スブチリシン(subtilisi
n)、及び２）哺乳類キモトリプシンの類縁で相同の細菌セリンプロテアーゼ（例．トリプ
シン）である。これらの２種のセリンプレテアーゼは顕著に類似する触媒機構を示す（例
えば、Kraut, Ann.Rev.Biochem.,46:331-358 [1977]参照）さらに、一次構造には関連性
がないが、これらの２種の酵素の三次構造は、セリン、ヒスチジン及びアスパラギン酸か
らなる触媒機能をもつ３アミノ酸が触媒トリオを形成している。
【０００４】
一方、スブチリシンとキモトリプシンの類縁セリンプロテアーゼ群の両者はアスパラギン
酸、ヒスチジン及びセリンを含む触媒機能をもつ３アミノ酸をもつ。スブチリシン類縁の
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プロテアーゼでは、これらのアミノ酸の相対的配列順序は、アミノ基末端からカルボキシ
基末端へ向けて、アスパラギン酸―ヒスチジン－セリンである。しかし、キモトリプシン
類縁プロテアーゼでは、相対的な順序は、ヒスチジン－アスパラギン酸－セリンである。
多くは、その洗浄剤及び飼料用途における有用性から、多くの研究がスブチリシリンにつ
いてなされてきた。種々の用途におけるこれらの酵素の機能に悪い影響を及ぼし得る、不
利な環境条件（例．酸化剤、キレート剤、極端な温度及び/又はpHへの暴露）についても
研究が重ねられてきた。それにもかかわらず、これらの悪条件に耐えることができ、かつ
本願技術分野で現在知られている活性を保持または改善できる酵素系に対する要求は、本
願技術分野において依然残っている。
【発明の概要】
【０００５】
本願発明の要約
本願発明は、多くの置換を受けた新規なミクロコッカス種(Miicrococcineae spp) セリン
プロテアーゼを提供する。特に、本願発明は、多数の置換を受けたセリンプロテアーゼ、
これらのプロテアーゼをコードしたDNA、これらのプロテアーゼをコードしたDNAを含むベ
クター、このベクターDNAで形質転換を受けた宿主細胞、及びこの宿主細胞により産生さ
れた酵素を提供する。本願発明はまた、これらのセリンプロテアーゼ変異種を含む洗浄剤
組成物（例．洗剤組成物）、動物飼料組成物及び布地及び皮革処理組成物も提供する。特
に、好ましい実施態様では、本願発明は、本明細書に記載した野生型プロテアーゼ由来の
突然変異（つまり、変異）プロテアーゼを提供する。これらの変異プロテアーゼもまた、
多数の用途がある。
【０００６】
本願発明は、少なくとも２個のアミノ酸の置換を受けたアミノ酸配列をもつ単離されたセ
リンプロテアーゼの変異種を提供する。ここで、置換は配列番号８で規定されたアミノ酸
配列からなるセルロモナス(Cellulomonas)６９Ｂ４プロテアーゼ上の位置に匹敵する位置
で置換が行われている。本願発明は、さらに少なくとも２個のアミノ酸が置換を受けた単
離されたセリンプロテアーゼ変異種を含む組成物を提供する。ここで、置換は配列番号８
で規定されたアミノ酸配列からなるセルロモナス(Cellulomonas)６９Ｂ４プロテアーゼ上
の位置に匹敵する位置で置換が行われている。ある好ましい実施態様では、この組成物は
少なくとも１つの変異種のセリンプロテアーゼを含み、ここで、この変異種のセリンプロ
テアーゼは、配列番号８で規定されたセリンプロテアーゼと免疫学的な交叉反応性をもつ
。ある他の好ましい実施態様では、セリンプロテアーゼ変異種の配列は以下の位置から選
択された少なくとも２個のアミノ酸で置換が行われている。１，２，３，４，７，８，９
，１０，１１，１２，１３，１４，１５，１６，１８，１９，２２，２４，２５，２６，
２７，２８，２９，３０，３１，３２，３３，３４，３５，３６，３８，３９，４０，４
１，４２，４３，４４，４５，４６，４７，４８，４９，５１，５２，５４，５５，５６
，５７，５９，６１，６２，６３，６４，６５，６６，６７，６８，６９，７０，７１，
７２，７３，７４，７５，７６，７７，７８，７９，８０，８１，８３，８４，８５，８
６，８７，８８，８９，９０，９１，９２，９３，９６，９９，１００，１０１，１０３
，１０４，１０５，１０７，１０９，１１０，１１１，１１２，１１３，１１４，１１５
，１１６，１１７，１１８，１１９，１２１，１２３，１２４，１２５，１２６，１２７
，１２８，１２９，１３０，１３２，１３３，１３４，１３５、１３６、１３７、１４０
、１４１、１４２、１４３、１４４、１４５、１４６、１４７、１５０、１５１、１５２
、１５３、１５４、１５５、１５６、１５７、１５８、１５９、１６０、１６１、１６２
、１６３、１６４、１６５、１６６、１６７、１６８、１７０、１７１、１７２、１７５
、１７６、１７７、１７９、１８０、１８１、１８２、１８３、１８４、１８５、１８６
、１８７、１８８及び１８９、ここで、置換は配列番号８で規定されたアミノ酸配列から
なるセルロモナス(Cellulomonas)６９Ｂ４プロテアーゼ上の位置に匹敵する位置で置換が
行われている。
【０００７】
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ある好ましい実施態様では、このセリンプロテアーゼ変異種は、以下から選択される少な
くとも２つの置換を含んでいる。G12D、R14I、R14L、R14M、R14S、R16I、R16L、R16Q、N2
4E、N24H、N24M、N24T、N24W、R35E、R35F、R35H、T36S、G49A、G54L、R61V、A64K、G65Q
、Q71F、Y75G、S76A、S76L、S76N、S76T、S76V、R79K、R79T、Q81K、Q81P、T86K、A93G、
A93H、A93S、S99A、T109M、N112E、T116E、R123F、R123L 、R123Q、R123S、R127A、R127K
、R127Q、R159E、R159F、R159G、R159K、R159L、R159Q、R179N、R179Q、I181K、I181Q、I
181T、D184N、D184T、及びS187Q。ここで、置換は配列番号８で規定されたアミノ酸配列
からなるセルロモナス(Cellulomonas)６９Ｂ４プロテアーゼ上の位置に匹敵する位置で置
換が行われている。あるさらに別の好ましい実施態様では、セリンプロテアーゼ変異種は
、以下から選択される多数の置換を受けている。
R16Q/R35F/R159Q、R16Q/R123L、R14L/R127Q/R159Q、R14L/R179Q、R123L/R127Q/R179Q、R1
6Q/R79T/R127Q、R16Q/R79T、R35E/R123L/R127Q/R179Q及びG12D/R35E/G63R/R79K/T109M、
ここで、置換は配列番号８で規定されたアミノ酸配列からなるセルロモナス(Cellulomona
s)６９Ｂ４プロテアーゼ上の位置に匹敵する位置で置換が行われている。さらに他の実施
態様では、セリンプロテアーゼ変異種は以下の置換、R123L、R127Q及びR179Qを受けてい
る。ここで、置換は配列番号８で規定されたアミノ酸配列からなるセルロモナス(Cellulo
monas)６９Ｂ４プロテアーゼ上の位置に匹敵する位置で置換が行われている。
【０００８】
あるさらに好ましい実施態様では、セリンプロテアーゼ変異種は以下から選択される少な
くとも２つの置換を受けている。D2G、D2Q、V3I、V3L、N7A、N7L、N7S、I11A、I11Q、R14
E、N24A、N24E、N24H、N24L、N24M、N24Q、N24T、N24V、T36D、T36F、T36G、T36H、T36I
、T36L,T36N、T36P、T36R、T36S、T36V、T36W、T36Y、A38D、A38F、A38H、A38L、A38N、A
38R、A38S、G49F、S51A、G54A、G54D、G54H、G54K、G54L、G54M、G54R、G54R、N55F、A64
H、A64N、A64R、A64W、A64Y、G65L、G65P、G65Q、G65R、G65S、G65T、G65Y、G65V、V66A
、V66D、V66E、V66H、V66I、V66L、N67A、N67G、N67L、N67K、L69H、L69S、L69V、A70D、
A70H、A70S、Q71A、Q71G、Q71H、Q71I、Q71K、Q71M、Q71N、N73S、N73T、N74G、Y75F、Y7
5G、Y75I、S76L、S76Y、S76W、G77S、G77T、G78A、G78D、G78H、G78N、G78S、G78T、R79P
、V80H、V80L、Q81H、Q81K、Q81V、H85Q、H85T、V90I、V90P、V90S、S92G、W103I、W103M
、H104K、T109A、T109H、T109I,S114G、T116F、P118A、P118F、P118H、P118R、E119K、E1
19R、N145E、N145I、N145Q、V150L、R159F、N170Y、G177M、R179A、R179D、R179E、R179I
、R179K、R179L、R179M、R179N、R179T、R179Y、R179V、I181H、T183I、G186E、G186I、G
186V、S187P、S187T及びS188M。ここで、置換は配列番号８で規定されたアミノ酸配列か
らなるセルロモナス(Cellulomonas)６９Ｂ４プロテアーゼ上位置に匹敵する位置で置換が
行われている。
【０００９】
他の実施態様では、セリンプロテアーゼの変異種は少なくとも以下から選択される２種の
置換を含んでいる。F1A、F1T、D2A、D2H、D2N、V3T、N7H、N7I、A8G、A8K、T10G、T10K、
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T183K、T183M、D184F、D184H、D184Q、D184R、S185I、S185V、S187E及びS187L。ここで、
置換は配列番号８で規定されたアミノ酸配列からなるセルロモナス(Cellulomonas)６９Ｂ
４プロテアーゼ上の位置に匹敵する位置で置換が行われている。
【００１０】
さらに追加の実施態様では、セリンプロテアーゼの変異種は以下から選択された
少なくとも２つの置換を受けている。D2P、A8G、T10C、T10L、I11E、I11Q、I11T、I11W、

T163D、F165E、F165W、Q167E、N170C、N170D、G177D、R179D、R179E、及びM180L。ここで
、置換は配列番号８で規定されたアミノ酸配列からなるセルロモナス(Cellulomonas)６９
Ｂ４プロテアーゼ上の位置に対応する位置で置換が行われている。さらに他の実施態様で
は、セリンプロテアーゼ変異種は、以下から選択される少なくとも２つの置換を受けてい
る。F1N、F1P、
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R179N、R179S、R179T、R179V、R179V、R179W、R179Y、R187E、及びS188E。ここで、置換
は配列番号８で規定されたアミノ酸配列からなるセルロモナス(Cellulomonas)６９Ｂ４プ
ロテアーゼ上の位置に対応する位置で置換が行われている。
【００１１】
さらに他の実施態様では、本願発明はセリンプロテアーゼ変異種を提供し、このプロテア
ーゼのアミノ酸配列は、以下から選択される少なくとも２つの置換を受けている。

Y176P、G186S及びS188A。ここで、置換は配列番号８で規定されたアミノ酸配列からなる
セルロモナス(Cellulomonas)６９Ｂ４プロテアーゼの位置に対応する位置で置換が行われ
ている。ある実施態様では、このセリンプロテアーゼの変異種のアミノ酸配列は、以下か
ら選択される少なくとも２つの置換を受けている。
A8G、T10C、T10L、G12A、G12H、S15N、S15Q、S15R、S15T、

S188V及びP189S。ここで、置換は配列番号８で規定されたアミノ酸配列からなるセルロモ
ナス(Cellulomonas)６９Ｂ４プロテアーゼ上の位置に対応する位置で置換が行われている
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【００１２】
本願発明はさらにセリンプロテアーゼの変異種を提供する。ここで、このプロテアーゼの
アミノ酸配列は、以下から選択される少なくとも２つの置換を受けている。F1T、T10N、R
14D、R14G、

R179M、R179N、R179T、R179V、R179Y、I181L及びG186N。ここで、置換は配列番号８で規
定されたアミノ酸配列からなるセルロモナス(Cellulomonas)６９Ｂ４プロテアーゼの位置
に対応する位置で置換が行われている。ある別の実施態様では、このプロテアーゼのアミ
ノ酸配列は以下から選択された少なくとも２つの置換を受けている。F1D、V3L、N7L、A8E
、A8G、T10D、

、
T182V、T183E、T183I及びS185N。ここで、置換は配列番号８で規定されたアミノ酸配列か
らなるセルロモナス(Cellulomonas)６９Ｂ４プロテアーゼの位置に対応する位置で置換が
行われている。さらに別の実施態様では、このセリンプロテアーゼの変異種は以下から選
択される少なくとも２つの置換を受けている。D2Q、V3L、N7L、I11A、I11Q、R14I、R14M
、R16L、R16Q、N24A、N24E、
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R159N、R159Y、G161K、N170Y、R179V、I181Q、D184F、D184H、G186E、G186I、G186V及びS
187P。ここで、置換は配列番号８で規定されたアミノ酸配列からなるセルロモナス(Cellu
lomonas)６９Ｂ４プロテアーゼ上の位置に対応する位置で置換が行われている。
【００１３】
他の実施態様では、セリンプロテアーゼ変異種のアミノ酸配列は以下から選択される少な
くとも２つの置換を受けている。F1T、A8D、A8G、T10E、T10L、T10Q、I11L、I11S、

S185I、G186L、S187E、S187Q及びS188Q、ここで、置換は配列番号８で規定されたアミノ
酸配列からなるセルロモナス(Cellulomonas)６９Ｂ４プロテアーゼの位置に対応する位置
で置換が行われている。さらにいくつかの実施態様では、セリンプロテアーゼ変異種のア
ミノ酸配列は以下から選択される少なくとも２個の置換を受けている。A8R、A8S、A8T、A
8V、R14E、R14L、R14M、
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R179T、R179V、R179Y、M180D、T182V、T183I、G186E、G186V及びS187P。ここで、置換は
配列番号８で規定されたアミノ酸配列からなるセルロモナス(Cellulomonas)６９Ｂ４プロ
テアーゼ上の位置に対応する位置で置換が行われている。さらにいくつかの実施態様では
、セリンプロテアーゼ変異種のアミノ酸配列は以下から選択される少なくとも２個の置換
を受けている。3VL、I4M、A8E、A8H、A8L、A8N、A8P、I11T、R14I、R14Q、R16L、N24H、N
24L、N24M、N24V、

G186T、S187E、S187T及びS188E。ここで、置換は配列番号８で規定されたアミノ酸配列か
らなるセルロモナス(Cellulomonas)６９Ｂ４プロテアーゼの位置に対応する位置で置換が
行われている。いくつかの他の実施態様では、セリンプロテアーゼ変異種のアミノ酸配列
は以下から選択される少なくとも２個の置換を受けている。T10A、T10G、T10L、I11A、I1
1S、G12I、

L142V、V150L、159F、R159K、T163I、F166Y、Q167N、N170Y、R179V、T182V、G186E、G186
S及びG186V。ここで、置換は配列番号８で規定されたアミノ酸配列からなるセルロモナス
(Cellulomonas)６９Ｂ４プロテアーゼの位置に対応する位置で置換が行われている。
【００１４】
本願発明はまた、配列番号８で規定されているアミノ酸配列からなる野生型のセルロモナ
ス(Cellulomonas)６９Ｂ４プロテアーゼと比較したとき安定性が向上しているセリンプロ
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テアーゼ変異種を提供する。いくつかの実施態様では、この変異種は配列番号８で規定さ
れているアミノ酸配列からなる野生型のセルロモナス(Cellulomonas)６９Ｂ４プロテアー
ゼと比較したとき熱的安定性が向上している。いくつかの好ましい実施態様では、この変
異種は以下から選択される多数の置換を受けている。T121E/R123F/R159E、R79T/R127Q/R1
79Q、R16Q/R79T/R127Q、

、
G12D/R127Q/R159E、G12D/R123E/R159E、G12D/R123E/R159E及びR35E/R123L/R127Q/R175Q。
ここで、置換は配列番号８で規定されたアミノ酸配列からなるセルロモナス(Cellulomona
s)６９Ｂ４プロテアーゼの位置に対応する位置で行われている。ある他の実施態様では、
この変異種は、配列番号８で規定されたアミノ酸配列からなる野生型のセルロモナス(Cel
lulomonas)６９Ｂ４プロテアーゼと比較したとき、LAS安定性が向上している。いくつか
の特に好ましい実施態様では、この変異種は以下から選択される多数の置換を受けている
。T121E/R123F/R159E、
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R14M/S76N/A93G/R127Q/R159K/I181K、R14M/S76N/A93G/R127Y/R159K/I181K、及びR14M/S76
N/G78D/A93G/R127K/R159K/I181K.。ここで、置換は配列番号８で規定されたアミノ酸配列
からなるセルロモナス(Cellulomonas)６９Ｂ４プロテアーゼの位置に対応する位置で行わ
れている。
【００１５】
本願発明はまた、配列番号８で規定されたアミノ酸配列からなる野生型のセルロモナス(C
ellulomonas)６９Ｂ４プロテアーゼと比較したとき、活性が向上したセリンプロテアーゼ
も提供する。いくつかの好ましい実施態様では、この変異種は、配列番号８で規定された
アミノ酸配列からなる野生型のセルロモナス(Cellulomonas)６９Ｂ４プロテアーゼと比較
したとき、カゼイン分解活性(caseinolytic activity)が向上している。いくつかの好ま
しい実施態様では、この変異種は、以下から選択される多数の置換を受けている。R14L/R
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79T、G12D/R35H/R159E、G12D/R35H/R159E、G12D/R35H/R123Q、G12D/R35H/R123F/R159E、G
12D/R35H、G12D/R35E/R159E、G12D/R35E/R123Q/R159E、G12D/R35E/R123Q、G12D/R35E、G1
2D/R35D/R159E、G12D/R35D/R123Q/R159E、G12D/R35D、G12D/R159E、G12D/R14Q/R35H、G12
D/R14I/R35H、024E/G049A/A093H/R127K/A143N/R159K/I181Q、N24M/S76V/A93H/R127K/R159
K、R14I/N24E/R35D/A64K/N67A/G78D/R123F/R159K/D184T、R127A/R159K、R14I/G65Q及びR1
4I/G65Q/R159K 、R14I/S76V。ここで、置換は配列番号８で規定されたアミノ酸配列から
なるセルロモナス(Cellulomonas)69B4プロテアーゼの位置に対応する位置で行われている
。いくつかの他の実施態様では、この変異種は、配列番号８で規定されたアミノ酸配列か
らなる野生型のセルロモナス(Cellulomonas) 69B4プロテアーゼと比較したとき、ケラチ
ン分解活性が向上している。いくつかの特に好ましい実施態様では、この変異種は以下か
ら選択される多数の置換を受けている。N024E/G049A/A093H/R127K/A143N/R159K/I181Q、
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R14I/T36S/G65Q/R127A/R159K、及びR35F/R127A/R159K。ここで、置換は配列番号８で規定
されたアミノ酸配列からなるセルロモナス(Cellulomonas)６９Ｂ４プロテアーゼの位置に
対応する位置で行われている。
【００１６】
本願発明はまた、配列番号８で規定されたアミノ酸配列からなる野生型のセルロモナス(C
ellulomonas) 69B4プロテアーゼと比較したとき、洗浄性能が向上しているセリンプロテ
アーゼ変異種を提供する。いくつかの実施態様では、この変異種は以下から選択された多
数の置換を受けている。
N24F/R159G/N24F/R159L/R123V、N24I/R127S/N24L/R159S、
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R14M/N67S/S76N/A93G/R127K/R159K/I181K、R14M/S76N/A93G/R127K/R159F/I181K、及びR14
M/S76N/G78D/A93G/R127K/R159K/I181K、ここで、置換は配列番号８で規定されたアミノ酸
配列からなるセルロモナス(Cellulomonas)69B4プロテアーゼの位置に対応する位置で行わ
れている。いくつかの実施態様では、この変異種は、配列番号８で規定されたアミノ酸配
列からなる野生型のセルロモナス(Cellulomonas) 69B4プロテアーゼと比較したとき、食
器洗浄の性能が向上している。いくつかの好ましい実施態様では、この変異種は、以下か
ら選択された多数の置換を受けている。R14N/R127K/R159L、R14I/A64K/T86K/N112E/R123F
/D184T、G12D/R35E/G63R/R79K/T109M、R14L、G12D/R35E、及びR14M/S76D/A93H/R127K/R15
9K/I181K、ここで、置換は配列番号８で規定されたアミノ酸配列からなるセルロモナス(C
ellulomonas)69B4プロテアーゼの位置に対応する位置で行われている。いくつかのさらな
る実施態様では、この変異種は、配列番号８で規定されたアミノ酸配列からなる野生型の
セルロモナス(Cellulomonas) 69B4プロテアーゼと比較したとき、汚れを除去する活性が
向上している。いくつかの好ましい実施態様では、この変異種は以下から選択される多数
の置換を受けている。G54E/R14L、N24D/R127Y/R159V、N24E/R127S、N24E/R159C、N24F/R1
59G
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及びR35F/R127A/R159K、ここで、置換は配列番号８で規定されたアミノ酸配列からなるセ
ルロモナス(Cellulomonas)69B4プロテアーゼの位置に対応する位置で置換が行われている
。
【００１７】
本願発明はまた、配列番号８で規定されたアミノ酸配列からなる野生型のセルロモナス(C
ellulomonas) 69B4プロテアーゼと比較したとき、少なくとも１つの表面特性が変化して
いるセリンプロテアーゼの変異種を提供する。いくつかの好ましい実施態様では、この変
異種は以下の位置からなる群から選択される位置で、少なくとも２個の置換を受ける。1,
2,4,7,8,10,11
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ここで、置換は配列番号８で規定されたアミノ酸配列からなるセルロモナス(Cellulomona
s)69B4プロテアーゼの位置に対応する位置で置換が行われている。
【００１８】
いくつかの好ましい実施態様では、変異プロテアーゼは、配列番号８で規定されたアミノ
酸配列からなる野生型のセルロモナス(Cellulomonas) 69B4プロテアーゼと比較したとき
、少なくとも１つの特性が向上している。特にいくつかの好ましい実施態様では、この少
なくとも１つの向上した特性は、酸安定性、熱的安定性、カゼイン加水分解性、ケラチン
加水分解性、洗浄性能及びLAS安定性からなる群から選択されるものである。
【００１９】
本願発明は、また、少なくとも２個のアミノ酸置換を含むアミノ酸配列をもつセリンプロ
テアーゼ変異種をコードしたポリヌクレオチド配列を含む発現ベクトルも提供する。ここ
で、置換は配列番号８で規定されたアミノ酸配列からなるセルロモナス(Cellulomonas)６
９B４プロテアーゼの位置に対応する位置で置換が行われている。本願発明は、少なくと
も１個の発現ベクターを含む宿主細胞も提供する。ある好ましい実施態様では、宿主細胞
はバシラス種(Bacillus sp)であり、他の実施態様では、宿主細胞はストレプトマイセス
種(Streptomyces sp)であり、さらに別の実施態様では、宿主細胞はアスペルギルス種(As
pergillus sp)であり、さらに他の実施態様では宿主細胞はトリコデルマ種(Trichoderma 
sp.)である。本願の発明はまた、宿主細胞により産生されるセリンプロテアーゼの変異種
も提供する。
【００２０】
本願発明はまた、少なくとも２個のアミノ酸置換を含むアミノ酸配列をもつセリンプロテ
アーゼ変異種の少なくとも一部を含む組成物を提供する。ここで置換は、本明細書に記載
の、配列番号８で規定されたアミノ酸配列からなるセルロモナス(Cellulomonas)６９Ｂ４
プロテアーゼの位置に対応する位置で置換が行われている。
【００２１】
本願発明は、またさらに、少なくとも２個のアミノ酸置換を含むアミノ酸配列をもつセリ
ンプロテアーゼ変異種をコードするポリヌクレオチド配列も提供する。ここで、置換は配
列番号８で規定されたアミノ酸配列からなるセルロモナス(Cellulomonas)６９Ｂ４プロテ
アーゼの位置に対応する位置で置換が行われている。本願発明はさらに、少なくとも２個
のアミノ酸置換を受けているアミノ酸配列をもつセリンプロテアーゼ変異種をコードする
ポリヌクレオチド配列を含む発現ベクトルを提供する。ここで、置換は配列番号８で規定
されたアミノ酸配列からなるセルロモナス(Cellulomonas)６９Ｂ４プロテアーゼの位置に
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対応する位置で置換が行われている。本願発明は、少なくとも１個の発現ベクターを含む
宿主細胞も提供する。いくつかの好ましい実施態様では、宿主細胞はバシラス種(Bacillu
s sp)であり、他の実施態様では、宿主細胞はストレプトマイセス種(Streptomyces sp)で
あり、さらに他の実施態様では、宿主細胞はアスペルギルス種(Aspergillus sp)であり、
さらに他の実施態様では宿主細胞はトリコデルマ種(Trichoderma sp.)である。本願の発
明はまた、この宿主細胞により産生されるセリンプロテアーゼの変異種も提供する。
【００２２】
本願発明はさらに少なくとも２個のアミノ酸の置換を受けているアミノ酸配列をもつセリ
ンプロテアーゼ変異種を含む洗浄剤組成物を提供する。ここで当該置換は配列番号８で規
定されたアミノ酸配列からなるセルロモナス(Cellulomonas)６９Ｂ４プロテアーゼの位置
に対応する位置で置換が行われている。いくつかの実施態様では、この洗浄剤組成物は少
なくとも１個の変異したセリンプロテアーゼを含む。ここでこのセリンプロテアーゼは配
列番号８で規定されたセリンプロテアーゼと免疫学的に交叉反応性をもつ。いくつかの好
ましい実施態様では、この置換は、SEQID:8 で規定されたアミノ酸配列からなるセルロモ
ナス(Cellulomonas)B69B4プロテアーゼの１，２，３，４，７，８，９，１０，１１，

１７９，１８０，１８１，１８２，１８３，１８４，１８５，１８６，１８７，１８８及
び１８９の位置に対応する位置で行われている。いくつかの好ましい実施態様ではこの洗
浄剤組成物はさらにプロテアーゼ、アミラーゼ、リパーゼ、マンナナーゼ、ペクチナーゼ
、クチナーゼ、オキシドレダクターゼ、ヘミセルラーゼ、及びセルラーゼからなる群から
選択される１以上の酵素または酵素の誘導体が加わっている。
【００２３】
本願発明はまた、少なくとも２個のアミノ酸置換を含むアミノ酸配列をもつセリンプロテ
アーゼ変異種と少なくとも１個の安定剤を含む組成物も提供する。ここで、この置換は、
配列番号８で規定されたアミノ酸配列からなるセルロモナス(Cellulomonas)６９Ｂ４プロ
テアーゼの位置に対応する位置で置換が行われている。いくつかの好ましい実施態様では
、この組成物は洗浄剤組成物である。いくつかの好ましい実施態様では、この安定剤はホ
ウ砂、グリセロール及び拮抗阻害剤から選択される。いくつかのさらに特に好ましい実施
態様では、この拮抗阻害剤はアニオン性の界面活性剤に対してこのセリンプロテアーゼ変
異種を安定化する。いくつかの他の実施態様では、このセリンプロテアーゼ変異種は自己
消化に対し安定な変異種である。
【００２４】
本願発明はまた、少なくとも２個のアミノ酸置換を含むアミノ酸配列をもつセリンプロテ
アーゼ変異種を、少なくとも0.0001重量パーセントで、含み、任意に補助成分を含む洗浄
剤組成物も提供する。ここで、置換は配列番号８で規定されたアミノ酸配列からなるセル
ロモナス(Cellulomonas)６９Ｂ４プロテアーゼの位置に対応する位置で行われている。い
くつかの好ましい実施態様では、約0.001から約0.5重量パーセントで少なくとも１個のセ
リンプロテアーゼ変異種を含む。いくつかの好ましい実施態様では、この洗浄剤組成物は
約0.01から約0.1重量パーセントのセリンプロテアーゼを含む。さらにいくつかの好まし
い実施態様では、この洗浄剤組成物は補助成分を含む。さらにいくつかの好ましい実施態
様では、この洗浄剤組成物は、その正味のpHが約３から約５であるよう十分なpH調整剤を
含む。この場合、この組成物は約３から約５のpHで加水分解する物質を本質的に含まない



(30) JP 5775666 B2 2015.9.9

10

20

30

40

50

。いくつかの他の好ましい実施態様では、この洗浄剤組成物は、界面活性のある物質を含
むように加水分解する物質を含むものである。いくつかの特に好ましい実施態様では、こ
の界面活性のある物質は、エチレンオキシド部位を含むアルキル硫酸ナトリウム界面活性
剤を含む。
【００２５】
本願発明は、さらに、少なくとも２個のアミノ酸置換を含むアミノ酸配列をもつセリンプ
ロテアーゼを含む洗浄剤組成物を提供する。ここでこの置換は配列番号８で規定されたア
ミノ酸配列からなるセルロモナス(Cellulomonas)６９Ｂ４プロテアーゼの位置に対応する
位置で置換が行われている。またこの洗浄剤組成物は液体である。いくつかの他の実施態
様では、この洗浄剤組成物は、粉末、顆粒又は錠剤の組成物である。
【００２６】
本願発明はさらに、少なくとも２個のアミノ酸置換含むアミノ酸配列をもつセリンプロテ
アーゼ変異種を含む洗浄剤組成物を提供する。ここでこの置換は配列番号８で規定された
アミノ酸配列からなるセルロモナス(Cellulomonas)６９Ｂ４プロテアーゼの位置に対応す
る位置で置換が行われている。またこの洗浄剤組成物はさらに過酸化水素源を含む。いく
つかの実施態様では、この過酸化水素源は少なくとも１つの過酸塩を含む。ここで、過酸
塩は過ホウ酸アルカリ金属塩（alkalimetal perborate）、過炭酸アルカリ金属塩(alkali
metal percarbonate)、過リン酸アルカリ金属塩（alkalimetal perphospate），過硫酸ア
ルカリ金属塩(alkalimetal perpersulfate)またはそれらの混合物である。ある特に好ま
しい実施態様では、洗浄剤組成物はさらに、漂白反応触媒、漂白活性化剤、及び/または
それらの混合物を含む。
【００２７】
本願発明は、また以下の段階を含む洗浄方法も提供する。a) 本願発明の少なくとも１個
の洗浄剤組成物と織物を含む表面及び/または品物を接触させ、そしてb) その表面又は物
質を、任意に洗浄及び/又は濯ぐ。
【００２８】
本願発明はまた少なくとも２個のアミノ酸置換を含むアミノ酸配列をもつセリンプロテア
ーゼ変異種を含む動物飼料も提供する。ここで、この置換は配列番号８で規定されたアミ
ノ酸配列からなるセルロモナス(Cellulomonas)６９Ｂ４の位置に対応する位置で起こって
いる。
【００２９】
本願発明はまた、少なくとも２個のアミノ酸置換を含むアミノ酸配列をもつセリンプロテ
アーゼ変異種を含む布地及び/又は皮革処理組成物も提供する。ここで、この置換は配列
番号８で規定されたアミノ酸配列からなるセルロモナス(Cellulomonas)６９Ｂ４プロテア
ーゼの位置に対応する位置で起こっている。
【００３０】
本願発明はまた、少なくとも２個のアミノ酸置換を含むアミノ酸配列をもつセリンプロテ
アーゼ変異種を含む美容用組成物も提供する。ここでこの置換は、配列番号８で規定され
たアミノ酸配列からなるセルロモナス(Cellulomonas)６９Ｂ４プロテアーゼの位置に対応
する位置で起こっている。
［図面の簡単な説明］
【図面の簡単な説明】
【００３１】
図面の説明
【図１】図１はプラスミドpHPLT-ASP-C1-2の地図である。
【図２】図２はプラスミドpXX-KpnIの地図である。
【図３】図３はプラスミドpHPLTの地図である。
【図４】図４はプラスミドｐUC18の地図である。
【図５】図５はプラスミドpUC18-ASPの地図である。
【図６】図６はHEPES緩衝液のない条件で行ったターゴットメーター(tergotometer)試験
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の結果を示す表である（酵素量は0.55ppm）。
【図７】図７はHEPES緩衝液の存在下で行ったターゴットメーター(tergotometer)試験の
結果を示す表である（酵素量は0.55ppm）。発明の説明
【００３２】
本願発明は、多数の置換を受けた新規のミクロコッカス種(Micrococcineae spp)セリンプ
ロテアーゼを提供する。特に、本願発明は、多数の置換を受けたセリンプロテアーゼ、こ
れらのプロテアーゼをコードするDNA、これらのプロテアーゼをコードするDNAを含むベク
ター、このベクターDNAにより形質転換された宿主細胞、この宿主細胞により産生される
酵素を提供する。本願発明はまた、これらのセリンプロテアーゼ変異種を含む洗浄剤組成
物（例．洗剤組成物）、動物飼料組成物、布地及び皮革の処理剤組成物も提供する。特に
、好ましい実施態様では、本願発明は、本明細書に記載の野生型プロテアーゼ由来の突然
変異（つまり、変異種）プロテアーゼを提供する。これらの変異プロテアーゼは、また多
くの用途がある。
【００３３】
本願発明は多数の置換を受けている変異したプロテアーゼ酵素を提供する。これらの変異
酵素が安定性が高く、タンパク質分解活性を有していることは重要である。これらの変異
種の酵素は洗浄剤組成物、動物飼料、布地処理等を非限定的に含む、種々の用途がある。
本願発明は、またこれらの酵素を産生する手段も提供する。いくつかの好ましい実施態様
では、本願発明のこの変異プロテアーゼは純粋な又は比較的純粋なものである。
【００３４】
本願発明はまた、組換え生物中に本願発明の変異プロテアーゼを産生するに適したヌクレ
オチド配列も提供する。いくつかの実施態様では、組換え体の調製は、商業的利用が可能
な数量で変異種プロテアーゼを生産する手段を与える。
【００３５】
別途記載が無い限り、本願発明の実施は、分子生物学、微生物学及び組換えDNAで普通に
使用されている従来の技術であり、本願技術分野に含まれる技術を用いている。そのよう
な技術は本願技術分野の技術者に知られ、多くのテキストや参考文献に記載されている（
例えば、Sambrookら、”Molecular Cloning: A Laboratory Manual”、第２版(Cold Spri
ng Harbor)、[1989]）；及びAusubelら”Current Protocols in Molecular Biology”[19
87]引用）。本明細書に記載した全ての特許、特許出願、論文及び出版物は、既述の又は
これ以降に記載するもの両者ともに、引用により本明細書に明確に組み入れられる。
【００３６】
本明細書で別途記載が無い限り、本明細書で使用される全ての技術的及び科学的用語は、
本願発明が属する技術分野の通常の技術をもつ者により一般的に理解されているのと同一
の意味をもつ。例えば、SingletonとSainsbury、Dictionary of Microbiology and Molec
ular biology、第２版、John Wiley and Sons, NY (1994)；HaleとMarham、The Harper C
ollins Dictionary of Biology, Harper Perennial, NY (1991)は本発明で使用される用
語の多くに関する一般的な辞書を本願技術分野の技術者に提供するものである。本明細書
記載されたものに類似するまたは同等の方法や材料は本願発明の実施に用いることができ
るが、好ましい方法と材料は本明細書に記載されている。従って、直ぐ後に定義される用
語は、全体として本明細書を参照することにより、より十分に明らかにされる。また、本
明細書では、単数で記載されていても、文脈が明らかに単数を示す場合のほかは、複数の
ものを示す。数値の範囲はその範囲を定義する数字を含む。別途記載が無い限り、核酸は
、左から右へ、5’から3’の方向へ、アミノ酸配列は左から右へ、アミノ基からカルボキ
シ基の方向へそれぞれ記載されている。本発明は、記載されている特定の方法論、実験手
順及び試薬に限定されず、これらのものが本願発明分野の技術者により、使用される状況
により変わり得ることを理解すべきである。
【００３７】
本願発明の実施は、別途記載が無い限り、タンパク質の精製、分子生物学、微生物学、組
換えDNA技術及びタンパク質のアミノ酸配列決定を用いるが、これらは全て本願技術分野
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の技術に属する。
【００３８】
さらに、本願明細書に記載された見出しは、全体として本明細書を参照することにより得
られる発明の種々の側面又は実施態様を限定するものではない。従って、直ぐ後に定義さ
れる用語は全体として明細書を参照することにより十分に定義される。それにもかかわら
ず、本発明の理解を促進するために、多くの用語が下記に定義される。米国特許出願Ser.
 No. 10/576,331に与えられている定義も加えられる。これらの出願は引用により全体が
組み入れられる。
１．　　定義
【００３９】
本明細書に使用する場合、用語「プロテアーゼ」と「タンパク質分解活性」はペプチド又
はペプチド結合をもつ基質を加水分解する能力を示すタンパク質又はペプチドをいう。タ
ンパク質分解活性を測定するために多くの良く知られた方法がある（Kalisz, “Microbia
l Proteinases” In ：Fiechter (編)、Advanced in Biochemical Engineering/Biotechn
ology[1988]）。例えば、タンパク質分解活性は市販されている基質を加水分解するそれ
ぞれのプロテアーゼの能力を分析する比較分析により確認しても良い。プロテアーゼまた
はタンパク質分解活性の分析に有用な基質の例は、ジメチルカゼイン(di-methyl casein(
Sigma C-9801)、ウシのコラーゲン(Sigma C-9879)、ウシエラスチン(Sigma E-1625)及び
ウシのケラチン(ICN Biomedical 902111)があるが、これらに限定されない。これらの基
質を利用する色度分析(colorimetric assys)は本願技術分野で良く知られている（例えば
、WO99/34011及び米国特許第6,376,450号参照。両者は引用により本明細書に組み入れら
れる。）。pNA分析（例えば、Del Mar ら、Anal Biochem.,99:316-320[1979]参照）は、
グラジエント溶出(gradient elution)により収集された分画の活性酵素濃度を決定する際
にも用いられる。この分析法は、酵素が可溶性の合成基質、コハク酸－アラニン－アラニ
ン－プロリン－フェニルアラニン－p-ニトロアニリド(sAAPF-pNA)を加水分解するときにp
-ニトロアニリンが遊離される速度を測定する。加水分解反応から黄色の生成速度は、分
光光度計で410nmで測定され、かつ活性な酵素濃度に比例する。加えて、280nmでの吸光度
測定は総タンパク質濃度を決定するために使用できる。活性酵素/総タンパク質比は酵素
純度を与える。
【００４０】
本明細書で使用されているように、用語「ASPプロテアーゼ」、「Aspプロテアーゼ」と「
Asp」は本明細書に記載のセリンプロテアーゼをいう。いくつかの好ましい実施態様では
、Aspプロテアーゼは本明細書では、セルロモナス株 (Cellulomonas) ６９Ｂ４から得ら
れる６９Ｂ４プロテアーゼとして意図されているプロテアーゼである。つまり、好ましい
実施態様では、用語「６９Ｂ４プロテアーゼ」は、SEQID NO:8 で与えられているものと
実質的に同一のアミノ酸配列をもつセルロモナス株(Cellulomonas 株)69B4（DSM 16035）
由来の天然の成熟したプロテアーゼをいう。別の実施態様では、本願発明は、ASPプロテ
アーゼの一部分を与える。
【００４１】
用語「セルロモナスプロテアーゼ相同体(homologue)」は、セルロモナス株69B4由来の成
熟したプロテアーゼと実質的に同一のアミノ酸配列をもつ天然のプロテアーゼ、またはそ
のような天然のプロテアーゼをコードしたポリヌクレオチド配列であって、そのプロテア
ーゼがそのような核酸によりコードされたセリンプロテアーゼの機能的特徴を保持してい
るものをいう。いくつかの実施態様では、これらのプロテアーゼ相同体は「セルロモナデ
ィンス(cellulomonadins)」といわれている。
本明細書で使用する場合、用語「プロテアーゼ変異種」、「ASP変異種」、「ASPプロテア
ーゼ変異種」及び「６９Ｂプロテアーゼ変異種」は、野生型のASPと、特にその機能にお
いて類似し、しかし野生型のプロテアーゼと配列を異なったものにするアミノ酸配列の突
然変異（つまり、置換）をもつプロテアーゼに関して使用されている。置換を確認された
アミノ酸残基のいくつかは保存された残基であるが、他は保存された残基ではない。いく
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つかの実施態様では、本願発明のこのプロテアーゼ変異種は、プロテアーゼ変異種の成熟
したものを含み、他の実施態様では、本願発明はそのようなプロテアーゼ変異種の代替種
（pro-forms）または代替種の前駆体（prepro-forms）を提供する。
【００４２】
本明細書では、「セルロモナス種(Cellulomonas ssp)」は、放線細菌綱(Class Actinobac
teria)、放線菌目(Order Actinomycetales)、ミクロコッカス亜目(Suborder Micrococcin
eae)、セルロモナス科(Family Cellulomonadaceae)として分類されるグラム陽性菌である
、セルロモナス(Cellulomonas)属に属する種の全てをいう。セルロモナス属は分類学の再
編成を継続して受けていることが知られている。よって、この属は、再編成された種を含
むことが予定されている。
【００４３】
本明細書では「ストレプトマイセス種(Streptomyces ssp)」は、放線細菌綱(Class Actin
obacteria)、放線菌目(Order Actinomycetales)、ストレプトマイセス亜目(Suborder Str
eptomycineae)、ストレプトマイセス科(Family Streptomycetaceae)として分類されるグ
ラム陽性菌である、「ストレプトマイセス」属に属する種の全てをいう。ストレプトマイ
セス属は分類学の再編成を継続して受けていることが知られている。よって、この属は、
再編成された種を含むことが予定されている。
【００４４】
本明細書では、「バシラス属(genus Bacillus)」は、「バシラス属(genus Bacillus)」に
属する全ての種を含み、本願技術分野の技術者に知られているところでは、B.スブチリス
(B.subtilis)、B. リケニフォルミス(B.licheniformis)、B.レンタス(B.lentus)、B.ブレ
ビス(B.brevis)、B.ステアロテルモフィラス(B.stearothermophilus)、B.アルカロフィラ
ス(B.alkaophilus)、B.アミロリケファシエンス(B.amyloliquefaciens)、B.クラウシ(B.c
lausii)、B.ハロデュランス(B.halodurans)、B.メガテリウム(B.megaterium)、B.コアグ
ランス(B.coagulans)、B.サーキュランス(B.circulans)、B.ラウタス(B.lautus)及びB.ス
リンギエンシス(B. thuringiensis)が含まれるが、これらに限定されない。バシラス属(g
enus Bacillus)は、分類学の再編成を継続して受けていることが知られている。よって、
この属は、現在、「ゲオバシラス　ステアロテルモフィラス(Geobacillus stearothermop
hilus)」と命名されているB.ステアロテルモフィラス(B.stearothermophilus)のような生
物種を非限定的に含む再編成された種を含むことが予定されている。酸素存在下で耐性を
もつ内胞子の産生、この特徴は、最近命名された、アリシクロバシラス(Alicyclobacillu
s)、アンフィバシラス(Amphibacillus)、アネウリニバシラス(Aneurinibacillus)、アノ
キシバシラス(Anoxybacillus)、ブレビバシラス(Brevibacillus)、フィロバシラス(Filob
acillus)、グラシリバシラス(Gracilibacillus)、ハロバシラス(Halobacillus)、パエニ
バシラス(Paenibacillus)、サリバシラス(Salibacillus)、テルモバシラス(Thermobacill
us)、ウレバシラス(Urebacillus)及びビルギバシラス(Virgibacillus)にもあてはまるが
、バシラス(Bacillus)属の特徴を定めるものと考えられている。
【００４５】
用語「ポリヌクレオチド」及び「核酸」は、本明細書では相互に入れ替えて使用されてい
るが、どのような長さであれ、ヌクレオチドの重合体であり、リボヌククレオチドまたは
デオキシリボヌクレオチドのいずれかの重合体である。これらの用語は、単鎖の、二重鎖
の、又は三重鎖DNA、ゲノムDNA、ｃDNA、RNA、DAN-RNAハイブリッド体、又はプリンとピ
リミジン塩基を含むポリマー又は他の天然の、化学的に、生化学的に修飾された、非天然
型又は誘導体化されたヌクレオチド塩基を含むがこれらに限定されない。以下は、ポリヌ
クレオチドの非限定的な例である。：遺伝子、遺伝子断片、染色体断片、発現遺伝子標識
群(EST)、エキソン、イントロン、mRNA、ｔRNA、ｒRNA、リボゾーム、cDNA、組換ポリヌ
クレオチド、分岐ポリヌクレオチド、プラスミド、ベクター、いずれかの配列の単離され
たDNA、いずれかの配列の単離されたRNA、核酸プローブ及びプライマー。いくつかの実施
態様では、ポリヌクレオチドは修飾されたヌクレオチドを含む。例えば、メチル化された
ヌクレオチド及びヌクレオチド類似化合物、ウラシル、他の糖及びフッ化リボースとチオ
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エート(thioate)のような結合基を含む。別の実施態様では、ヌクレオチドの配列はヌク
レオチドではない成分により中断される。
【００４６】
本明細書では、用語「遺伝子」は、ポリヌクレオチド（例．DNA断片）をいい、ポリペプ
チドをコード化し、個々のコード領域（エキソン）の間の介在配列（イントロン）のほか
、コード領域の前と後ろの領域を含む。
【００４７】
本明細書では、「相同遺伝子」は、異なってはいるが、しかし通常類縁の種由来の遺伝子
の組(pair)をいう。これらは、互いに対応し、互いに同一、又は非常に類似している。こ
の用語は、遺伝子重複により分離された遺伝子（例．パラロガス遺伝子）のほか、分化（
つまり、新しい種の出現）（例．オルソロガス遺伝子）により分離された遺伝子を含む。
【００４８】
本明細書では、「相同性」は、配列の類似又は同一をいい、同一であることが好まれる。
この相同性は本願技術分野で知られている標準的技術を用いて決定される。（例えば、Sm
ith及びWaterman、Adv. Appl. Math., 2:482[1981]; Needleman and Wunsch, J.Mol.Biol
., 48, 443[1970];Pearson and Lipman, Proc. Natl. Acad Sci. USA 85:2444[1988];プ
ログラム、例えば、ウィスコンシン遺伝子学ソフトウェアパッケージ(Genetics Computer
 Group, Madison, WI)のGAP、BESTFIT、FASTA及びTFASTA.,また、DevereuxらNucl.Acid R
es., 12: 387-395[1984]参照）
【００４９】
本明細書では、「相同配列」は、遺伝子の機能がセルロモナス株(Cellulomonas strain)
６９Ｂ４ プロテアーゼに基づく遺伝子と本質的に同一であるものである。加えて、相同
遺伝子は、少なくとも４５％、５０％、５５％、６０％、６５％、７０％、７５％、８０
％、８５％、９０％、９５％、９７％、９８％、９９％又は１００％、セルロモナス株(C
ellulomonas strain)６９Ｂ４ プロテアーゼの配列と同一の配列を含む。または、相同配
列は、セルロモナス株(Cellulomonas strain)69B4 プロテアーゼ領域に見出される遺伝子
の７０から１００％の一致度(alignment)をもち、及び／またはセルロモナス株(Cellulom
onas strain)69B4 染色体の遺伝子と一致する領域において少なくとも５－１０の遺伝子
を有する。他の実施態様では上記の性質のうち１より多くがこの配列にあてはまる。相同
配列は、既知の配列一致法(sequence alignment)により決定される。上記及び下記のとお
り、配列を一致させる際に用いられる他の方法もあるが、一般に用いられる一致法は、Ｂ
ＬＡＳＴである。
【００５０】
本明細書では、「組換え体」は、異種の核酸配列の導入により修飾された、細胞又はベク
ターをいい、又は、そのように修飾を受けた細胞に由来する細胞である。つまり、例えば
、組換え細胞は、その細胞の本来（非組み換え体）の細胞内に同一の形で見出されない遺
伝子を発現するかまたは、意図的なヒトの介入の結果、介入のない場合なら異常な場合に
発現される本来の遺伝子を、発現しまたは完全に非発現とする。「組換え」、(recombina
tion,recombining)及び「組み換えられた」核酸の作製は一般的に２以上の核酸断片を組
み合わせることであり、この組合せによりキメラ遺伝子が生じる。
【００５１】
好ましい実施態様では、突然変異DNA配列群は少なくとも１コドンでのサイトサチュレー
ション(site saturation) 突然変異により生じる。別の好ましい実施態様では、サイトサ
チュレーション突然変異は２以上のコドンについて行われる。他の実施態様では、突然変
異DNA配列は５０％より多く、５５％より多く、６０％より多く、６５％より多く、７０
％より多く、７５％より多く、８０％より多く、８５％より多く、９０％より多く、９５
％より多く又は９８％より多く野生型の配列と相同性をもつ。別の実施態様では、突然変
異DNAは、例えば、照射、ニトロソグアニジンなどのいずれかの既知の突然変異発生方法
を用いて生体内で生じる。所望のDNA配列はその後単離され、本明細書に記載の方法で使
用される。
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【００５２】
本明細書では「アミノ酸」はペプチドまたはタンパク質の配列または、その一部をいう。
【００５３】
本明細書では、「目的タンパク質」と「目的ポリペプチド」は、所望の及び/または評価
を受けるタンパク質/ポリペプチドをいう。いくつかの実施態様では、目的タンパク質は
、細胞内に発現し、一方他の実施態様では、それは分泌を受けるポリペプチドである。特
に好ましい実施態様では、これらの酵素は本願発明のセリンプロテアーゼを含む。いくつ
かの実施態様では、目的タンパク質はシグナルペプチドに融合した（つまり、分泌を受け
るタンパク質のアミノ基末端に結合する）分泌されるポリペプチドである。殆ど全ての分
泌を受けるタンパク質は、前駆体タンパク質の膜の方への移動、透過において決定的な役
割を果たすアミノ基末端へのタンパク質結合をもっている。この結合は膜透過の間、また
は直後にシグナルペプチダーゼによるタンパク質分解により除去される。
【００５４】
本明細書では、用語「異種タンパク質」は、宿主細胞で天然に存在しないタンパク質また
はポリペプチドをいう。異種タンパク質の例は、プロテアーゼ等の加水分解酵素のような
酵素を含む。いくつかの実施態様では、このタンパク質をコードしている遺伝子は、天然
の遺伝子であるが、他方、他の実施態様では、突然変異を受けた及び/または合成遺伝子
が使用される。
【００５５】
本明細書では、「相同タンパク質」は、細胞内に本来存在する、または天然に生じるタン
パク質又はポリペプチドをいう。好ましい実施態様では、この細胞はグラム陽性細胞であ
り、特に好ましい実施態様では、この細胞はバシラス(Bacillus)宿主細胞である。別の実
施態様では、相同タンパク質は、大腸菌(E.coli)、ストレプトマイセス(Streptomyces)、
トリコデルマ(Trichoderma)及びアスペルギルス(Aspergillus)を含む、しかしこれらに限
定されない他の生物により産生される固有のタンパク質である。本願発明は組換えDNA技
術を用いて相同タンパク質を産生する宿主細胞を含む。
【００５６】
用語「タンパク質」と「ポリペプチド」は、本明細書では相互に入れ替えて使用される。
生化学の命名に関するIUPAC-IUB 共同委員会(IUPAC-IUB Joint Commission on Biochemic
al Nomenclature(JCBN))に従い定義されたアミノ酸を表す３文字のコードが本開示で用い
られている。遺伝子コードの縮重によりポリペプチドは１より多いヌクレオチド配列によ
りコードできることが理解される。
【００５７】
「天然の酵素」は、自然に見出されるものと同一の非修飾アミノ酸配列をもつ酵素をいう
。天然の酵素とは細胞本来の酵素を含み、これらの酵素は、個別の微生物に自然に発現さ
れ又は見出される。
【００５８】
用語「由来の」と「から得られる」は、問題の生物の株により産生される、または産生さ
れ得るプロテアーゼをいうばかりではなく、そのような株から単離されるDNA配列により
コードされたプロテアーゼ及びそのようなDNA配列を含む宿主生物内に産生されるプロテ
アーゼもいう。加えて、この用語は、合成の及び/またはcDNA起源のDNA配列によりコード
され、問題のプロテアーゼの同定のための特徴を有すプロテアーゼをいう。
例えば、「セルロモナス(Cellulomonas)由来のプロテアーゼ」は、セルロモナス(Cellulo
monas)により天然に産生されるタンパク質分解活性をもつ酵素をいう。またセルロモナス
 (Cellulomonas) 源により産生されるものに類似のセリンプロテアーゼであるが、遺伝子
工学の使用によりセリンプロテアーゼをコードする核酸により形質転換された非-セルロ
モナス生物により産生される酵素もいう。
【００５９】
本定義の範囲では「誘導体」は、この誘導体が野生型酵素、天然の酵素または元の酵素と
同様に、類似の目的に有用である限度で、野生型酵素、天然の酵素又は元の酵素で観察さ
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れる特徴的なタンパク質分解活性を保持している。セリンプロテアーゼの機能的誘導体は
、天然の、合成のまたは組換え遺伝子により産生される本願発明のセリンプロテアーゼの
一般的特徴をもつペプチド又はペプチド断片を含む。
【００６０】
用語「機能的誘導体」は、セリンプロテアーゼをコードした核酸の機能的特徴をもつ核酸
の誘導体をいう。本願発明のセリンプロテアーゼをコードする核酸の機能的誘導体は天然
の、合成の又は組換えにより作成された核酸または断片を含み、本願発明のセリンプロテ
アーゼの特徴をコードしている。本願発明によりセリンプロテアーゼをコードする野生型
の核酸には、天然の対立遺伝子や、本願発明の技術分野で既知の遺伝子コードの縮重に基
づく相同体を含む。
【００６１】
２個の核酸又はポリヌクレオチド配列について述べる場合、用語「同一」は、２個の配列
において、以下の配列比較または分析アルゴリズムの一つを用いて評価するときに最大の
一致が得えられるように位置合わせをしたとき同一である残基をいう。
【００６２】
用語「最適の位置合わせ」とは、最高のパーセント同一性スコアを与える位置合わせであ
る。
【００６３】
２個のアミノ酸、ポリヌクレオチド、及び/又は遺伝子配列（適当な場合）に関し「パー
セント配列同一性」、「パーセントアミノ酸配列同一性」「パーセント遺伝子配列同一性
」及び/又は「パーセント核酸/ポリヌクレオチド配列同一性」とは、これら配列の最適の
位置合わせをした場合に、この２個の配列において同一である残基のパーセンテージをい
う。従って、80%アミノ酸配列同一性は２個の最適な位置合わせをされたポリペプチド配
列において80%のアミノ酸が同一であることをいう。
【００６４】
２個の核酸又はポリペプチドについて述べる場合には、用語「実質的に同一」は、従って
、標準パラメーターを使用して、プログラムまたはアルゴリズム（例．ＢＬＡＳＴ，ＡＬ
ＩＧＮ、ＣＬＵＳＴＡＬ）を用いて対照配列と比較したとき、少なくとも70%の配列同一
性、好ましくは少なくとも75%、好ましくは少なくとも80%、好ましくは少なくとも85%、
好ましくは少なくとも90%、好ましくは少なくとも95%、好ましくは少なくとも97%、好ま
しくは少なくとも98%、好ましくは少なくとも99%の配列同一性を含むポリヌクレオチド、
又はポリペプチドをいう。２個のポリペプチドが実質的に同一であることの指標は第１の
ポリペプチドが第２のポリペプチドと免疫学的に交叉反応をすることである。通常、保存
アミノ酸置換により異なるポリペプチドは、免疫学的に交叉反応性である。よって、２個
のペプチドが保存アミノ酸置換によってのみ異なる場合には、あるポリペプチドは第２の
ポリペプチドと実質的に同一である。２個の核酸配列が実質的に同一であることの別の指
標は２個の分子が、厳格な条件（例えば、中程度から高い厳格さの範囲内）で互いにハイ
ブリダイズすることである。
【００６５】
この文脈において用語「等価」は、中程度から最大の厳格な条件下、SEQ ID NO:1に示さ
れるような配列をもつポリヌクレオチドにハイブリダイズできるポリヌクレオチドにより
コードされたセリンプロテアーゼ酵素をいう。例えば、等価であるとは、等価な成熟した
セリンプロテアーゼが、SEQID:8のアミノ酸配列をもつ成熟したセルロモナス(Cellulomon
as)セリンプロテアーゼと少なくとも70%、少なくとも75%、少なくとも80%、少なくとも85
%、少なくとも90%、少なくとも91%、少なくとも92%、少なくとも93%、少なくとも94%、少
なくとも95％、少なくとも96%、少なくとも97%、少なくとも98%及び/または少なくとも99
%、同一な配列を含むことを意味する。
【００６６】
用語「単離された」または「精製された」とは、その元来の環境（例．それが、天然のも
のであるときは、自然環境）から取り出された物質をいう。例えば、物質が天然の又は野



(37) JP 5775666 B2 2015.9.9

10

20

30

40

50

生型の生物に存在するときよりも高い濃度である組成物中に存在するとき、または天然の
または野生型の生物から発現するときに正常には存在しない成分と組み合わされて存在す
るときは、「精製された」といわれる。例えば、生きている動物に存在する天然のポリヌ
クレオチドまたはポリペプチドは単離されていない。しかし自然体系において共存する物
質のいくつか又は全てから分離された、同一のポリヌクレオチドまたはポリペプチドは単
離されている。そのようなポリヌクレオチドは、ベクターの一部であり得、及び/または
そのようなポリヌクレオチドまたはポリペプチドは組成物の一部であり得、そしてそのよ
うなベクターまたは組成物がその自然環境の一部でない点において、なお単離されている
のである。好ましい実施態様では、例えば、電気泳動ゲルで本来１バンド又は１点を生じ
る場合、核酸又はタンパク質は精製されているといわれる。
【００６７】
用語「単離された」を、DNA配列に関して使用するときは、その自然の遺伝的環境から取
り出され、従って他の余分なまたは望ましくないコード配列がなく、遺伝子工学的に調製
されたタンパク質産生システム内での使用に適した形体のDNA配列をいう。このような単
離された分子はその自然環境から分離された分子であって、cDNA及びゲノムのクローンを
含む。本願発明の単離されたDNA分子は、DNA分子が元来連結していた他の遺伝子を含まず
、しかし、天然の5’及び3’位のプロモーターとターミネーターのような翻訳を受けない
領域を含んでも良い。連結した領域の特定は本願分野の通常の技術をもつ者には明らかで
あるだろう（Dynan及びTijan, Nature 316:774-78[1985]引用）。
用語「単離されたDNA配列」は、「クローン化されたDNA配列」と言い換えられる。
【００６８】
用語「単離された」は、タンパク質に関して使用される場合、その本来の環境とは異なる
条件で見出されるタンパク質をいう。好ましい形体では、単離されたタンパク質は、実質
的に他のタンパク質を含まず、特に他の相同タンパク質を含まない。単離されたタンパク
質は、SDS-PAGEで測定するとき、純度は10%より高く、好ましくは純度は20%より高く、よ
り好ましくは純度は30％より高い。本願発明の他の特徴は、SDS-PAGEで測定するとき、高
い純度のタンパク質を含むことである（つまり、純度が40%より高い、60%より高い、80%
より高い、90%より高い、95%より高い、97%より高い、乃至99%より高い）。
【００６９】
本明細書では、用語「組合せ突然変異誘発(combinatorial mutagenesis)」は、初期配列
の変異種のライブラリーを作成する方法をいう。これらのライブラリーでは、変異種は、
予め定めた組合せの突然変異から選ばれた１またはいくつかの突然変異（例．置換）を含
む。さらに、この方法は予め定められた組の突然変異（例．置換）に属さない無作為な突
然変異を導入する手段を与える。いくつかの実施態様では、この方法は、2000年10月26日
付けの米国特許出願Ser.No.09/699.250に記載されたものを含み、これは本明細書に引用
により組み入れる。別の実施態様では、組合せ突然変異誘発法は市販のキット（例．Quik
Changer（登録商標）Multisite,Stratagene, San Diego,CA）を含む。
【００７０】
本明細書において、「突然変異種のライブラリー」はそのゲノムの大部分が同一だが、１
以上の遺伝子について異なる相同体を含む細胞集団をいう。そのようなライブライーは、
例えば、改良された特徴をもつ遺伝子またはオペロンを特定するために用いることができ
る。
【００７１】
本明細書において、用語「初期遺伝子(starting gene)」は、本願発明を用いて改良及び/
又は変換される予定の目的タンパク質をコードする目的遺伝子をいう。
【００７２】
本明細書では、用語「多数配列アライメント(multiple sequence alignment)(MSA)」はア
ルゴリズム（例．Clustal W）を用いて位置合わせされた、初期遺伝子の多数の相同遺伝
子の配列群をいう。
【００７３】
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本明細書では、用語「コンセンサス配列(consensus sequence)」と「正統配列(canonical
 sequence)」は、目的とする個々のタンパク質または配列の全ての変異種を比較する対象
となる原型アミノ酸配列をいう。この用語はまた、目的のDNA配列に最も頻繁に存在する
ヌクレオチドを決める配列をも意味する。遺伝子の各位置について、コンセンサス配列は
MSAにおいてその位置で最も多く現れるアミノ酸を与える。
【００７４】
本明細書では、用語「コンセンサス突然変異」は、初期遺伝子の配列とコンセンサス配列
の違いをいう。コンセンサス突然変異は、MSAから得られる初期遺伝子の配列とコンセン
サス配列の比較により特定される。いくつかの実施態様では、コンセンサス突然変異は、
コンセンサス配列に一層類似するように初期遺伝子に導入される。コンセンサス突然変異
はまた、初期遺伝子のアミノ酸に替えて、初期遺伝子のアミノ酸の頻度と比較してその位
置においてMSAでより頻繁に見出されるアミノ酸とするアミノ酸の変更も含む。つまり、
用語コンセンサス突然変異は初期遺伝子のアミノ酸を、MSAにおいてそのアミノ酸よりも
頻繁に現れるアミノ酸と置換する全ての単一のアミノ酸の変更を含む。
【００７５】
本明細書では、用語「イニシャルヒット(initial hit)」は、組合せコンセンサス突然変
異ライブラリーをスクリーニングすることにより特定された変異種をいう。好ましい実施
態様では、イニシャルヒットは、初期遺伝子と比較して改良された性能をもつ。
【００７６】
本明細書では、用語「改良ヒット(improved hit)」は、精度を高めた組合せコンセンサス
突然変異ライブラリーをスクリーニングすることにより特定された変異種をいう。
【００７７】
本明細書では、用語「改良突然変異」及び「性能改良突然変異」（「改良置換」及び「性
能改良置換」）は、初期遺伝子へ導入されたときに改良された性能を与える突然変異（例
．置換）をいう。いくつかの好ましい実施態様では、これらの突然変異（例．置換）は、
本方法のスクリーニングの段階で、選ばれた配列により特定される。大部分の実施態様で
は、スクリーニングにより選ばれた配列(hit)でより頻繁に見出される突然変異（例．置
換）は、スクリーニングされていない組合せコンセンサス突然変異ライブラリーと比較し
たとき、改良的な突然変異（例．置換）である可能性がある。
【００７８】
本明細書では、用語「精度を高めた組合せコンセンサス突然変異ライブラリー」は、CCM
突然変異及びスクリーニングの初期段階のスクリーニング及び/又は配列決定の結果に基
づいて設計、構築されたCCMライブラリーをいう。いくつかの実施態様では、精度を高め
たCCMライブラリーは、CCMの初期段階から得られたイニシャルヒットの配列に基づいてい
る。他の実施態様では、精度を高めたCCMは、突然変異誘発とスクリーニングの初期段階
から得られるイニシャルヒットで頻繁に観察された突然変異が優先されるように設計され
る。いくつかの実施態様では、これは、機能を低減する突然変異をコードするプライマー
を除去することにより、または前段階のCCMライブラリーで使用された他のプライマーと
比較して、機能を増強する突然変異をコードするプライマーの濃度を増加させることによ
り達成される。
【００７９】
本明細書で使用するとき、用語「機能低減突然変異」は、スクリーニングを受けていない
組合せコンセンサス突然変異誘発ライブラリーと比較したとき、スクリーニングを受けた
配列に頻度がより小さく現れる組合せコンセンサス突然変異誘発ライブラリーの突然変異
をいう。好ましい実施態様では、本スクリーニング過程は、「機能低減突然変異」を含む
変異種を除去及び/又は減少させる。
【００８０】
本明細書で使用するとき、用語「機能分析」はタンパク質の活性の指標を与える分析を言
う。特に好ましい実施態様では、この用語は、タンパク質がその通常の能力範囲において
、機能する能力を分析する分析系をいう。例えば、酵素の場合、機能分析は、反応を触媒
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する酵素の効率の決定を含む。
【００８１】
本明細書では、用語「対象性質(target property)」は、変更が行われる予定の初期遺伝
子の性質をいう。本願発明では何らかの特定の対象性質に限定することは意図していない
。しかし、ある好ましい実施態様では、対象性質は遺伝子産生物の安定性（例．変性、タ
ンパク質分解、又は他の分解因子に対する耐性）であり、一方、他の実施態様では産生宿
主の産生水準が変えられる。実際、初期遺伝子の如何なる性質も本願発明において用いら
れると考えられている。
【００８２】
核酸に関する記述において用語「性質」又はそれと文法的に等しい用語は、本明細書では
、選択又は検出を受け得る核酸のいずれかの特徴又は属性をいう。これらの性質等は、ポ
リペプチドへの結合に影響を及ぼす性質、特定の核酸を含む細胞に与えられた性質、遺伝
子の転写に影響を及ぼす性質（例．プロモーター含量、プロモーター認識、プロモーター
調節、エンハンサー機能）、RNA処理に影響を及ぼす性質（例．RNAスプライシング、RNA
安定性、RNAコンホメーション、転写後の修飾）、翻訳に影響を及ぼす性質（例．水準、
調節、リボソームタンパク質へのm-RNAの結合、翻訳後の修飾）を含むがこれらに限定さ
れない。例えば、核酸の転写因子、ポリメラーゼ、調節因子の結合部位などは所望の特徴
をもたらすようにまたは、好ましくない特徴を特定するよう変え得る。
【００８３】
ポリペプチドに関する記述において用語「性質」又はそれと文法的に等しい用語は、本明
細書では、選択又は検出を受け得るポリペプチドのいずれかの特徴又は属性をいう。これ
らの性質等は、酸化安定性、基質特異性、触媒活性、熱的安定性、アルカリ安定性、pH活
性プロファイル、タンパク質分解に対する耐性、KM，kcat，kcat / ｋM 比、タンパク質
の折りたたみ、免疫反応の誘導、配位子への結合性、受容体への結合性、分泌される能力
、細胞表面上に呈示される能力、オリゴマー化する能力、シグナルを出す能力、細胞増殖
を刺激する能力、細胞増殖を抑制する能力、アポトーシスを誘起する能力、リン酸化また
はグリコシレーションにより修飾される能力、疾病を治療する能力を含むがこれらに限定
されない。
【００８４】
本明細書では、用語「スクリーニング」は本願技術分野の普通の意味をもち、一般に多段
階の方法である。第１段階は、突然変異の核酸又はその核酸に由来する変異ポリペプチド
が作成される。第２段階では、突然変異核酸又は変異種ポリペプチドの性質が決定される
。第３段階では、決定された性質が対応する前駆体核酸の性質、対応する天然のポリペプ
チド、又は突然変異核酸生成のための初期物質（例．最初の配列）の性質と比較される。
【００８５】
変えられた性質をもつ核酸又はタンパク質を得るスクリーニング方法は、初期物質の性質
により変わることは当業者には明らかであろう。初期物質の修飾は突然変異を受けた核酸
の生成を促進することを意図している。当業者はそのため本発明がスクリーニングを受け
る特定の性質に限定されないこと、及び性質に関する以下の記述が説明用の例のみを列挙
していることを正しく理解するであろう。いずれかの特定の性質についてスクリーニング
する方法は本願技術分野では一般的に述べられている。例えば、突然変異前、変異後に結
合、pH、特異性等を測定できるが、その変化は変異を示す。好ましくは、スクリーニング
は、チップ、ファージディスプレイ及び多数の基質及び/又は指示薬を利用した分析を、
非限定的に含む多数のサンプルが同時にスクリーニングされる等の高効率的な方法で行わ
れる。
【００８６】
本明細書では、いくつかの実施態様では、スクリーニングは目的の変異種が変異種の集団
中でその数を増加する選別段階を含む。これらの実施態様の実施例は、変異種が、その結
合性又は触媒性能に基づき変異種の集団から捕捉されうるファージディスプレイ又はいず
れか他のディスプレイの方法のほか、宿主生物に増殖の優位性を与える変異種の選別を含
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む。好ましい実施態様では、変異種のライブラリーはストレス（例．熱、タンパク質分解
酵素、変性など）に暴露され、続いて依然、損傷のない変異種がスクリーニングにより特
定されまたは、選別により高密度化される。この用語は選別のいずれかの適当な手段を含
むことを意図している。実際、本願発明はスクリーニングのいずれか特定の方法に限定す
ることを意図していない。
【００８７】
本明細書では、用語「意図的無作為化」は、１或いはいくつかの位置が無作為化された複
数の配列を生じさせる方法をいう。ある実施態様では、無作為化は完全（つまり、４個全
てのヌクレオチド、A,T,G及びCが無作為化された位置で発生しうる。）である。別の実施
態様では、ヌクレオチドの無作為化は４個のヌクレオチドのうちのある組み合わせに限定
される。意図的無作為化は１又はいくつかの配列、１またはいくつかの目的タンパク質、
のコードに適用できる。発現されるときは、得られたライブラリーは、無作為化されたコ
ドンを得るための無作為化の方法により決まる、１以上のアミノ酸の位置に２０個全ての
アミノ酸を含み得るか、またはアミノ酸のある組合せを含み得るタンパク質群を産生する
。ある実施態様では、意図的無作為化から得られる集団の個々の配列は、コドンの意図的
又は無作為の挿入又は欠失により、アミノ酸の数が異なる。さらに別の実施態様では、合
成アミノ酸が、産生されるタンパク質集団に含まれる。ある好ましい実施態様では、意図
的無作為化から得られる集団の多くの部分が初期遺伝子よりもコンセンサス配列と相同性
の高い配列を示す。ある実施態様では、この配列群は１以上の目的タンパク質をコードし
ている。別の実施態様では、このタンパク質群は異なる生物学的機能をもつ。いくつかの
好ましい実施態様では、加わった配列は少なくとも１個の選択マーカーを含む。
【００８８】
用語「修飾された配列」と「修飾された遺伝子」は、本明細書では、相互に入れ替えて、
天然の核酸配列の欠失、挿入又は中断を含む配列をいうために使用される。いくつかの好
ましい実施態様では、修飾された配列の発現産生物は、短縮タンパク質である（例、修飾
が配列の欠失又は中断の場合）。いくつかの特に好ましい実施態様では、短縮されたタン
パク質は生物学的活性を保持している。別の実施態様では、修飾された配列の発現産生物
は延長されたタンパク質である（例．核酸配列への挿入を含む修飾）。いくつかの実施態
様では、挿入は短縮されたタンパク質を与える（例．この挿入が終止コドンとなる場合）
。従って、挿入は発現タンパク質として短縮されたタンパク質又は延長されたタンパク質
を与えるだろう。
【００８９】
本明細書では、用語「置換」は、あるアミノ酸配列の１個のアミノ酸をそのアミノ酸配列
のその位置で別のアミノ酸と置き換えることを含む。従って、この用語はあるアミノ酸配
列中の別のアミノ酸の挿入及び/又は欠失がその配列におけるアミノ酸の相対的位置を変
える状況を含む。よって、あるアミノ酸が特に置換（例．本明細書に記載された方法を用
いての）対象ではないかも知れないが、そのアミノ酸は、配列中の相対的位置が変わるこ
とによりその配列の別のアミノ酸により「置換」されえる。例えば、配列番号８の１番目
及び２番目のアミノ酸の間にあるアミノ酸を挿入することにより、得られる配列は１アミ
ノ酸だけ移動する（つまり、元来２番目にあったアミノ酸は、現在３番目にあるなど）。
この用語はアミノ酸配列中の１個変化のほか、複数の変化を含むことが意図されている（
つまり、単一又は複数の置換）。本明細書では、アミノ酸置換は、天然のアミノ酸の表示
、その後ろの置換位置の表示、その後ろの置換したアミノ酸の表示により表されることに
も留意されたい。例えば、N024E（N24Eとも表される）は、配列番号８の２４番目のアス
パラギン酸がグルタミン酸により置換されたことを示す。本明細書では、複数の置換は「
／」又は「－」により示される。従って、「Ｒ１２７Ａ－Ｇ６５Ｑ」と「Ｒ１２７Ａ／Ｇ
６５Ｑ」両者は１２７番目と６５番目でアミノ酸が置換されたことを示す（つまり、１２
７番目のアルギニンがアラニンにより、６５番目のグリシンがグルタミンにより置換され
た）。
【００９０】
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本明細書では、用語「突然変異配列」と「突然変異遺伝子」は相互に入れ替えて使用され
、宿主細胞の野生型の配列に生じる少なくとも１個のコドンが変化している配列をいう。
突然変異配列の発現産生物は、野生型と比べて変化したアミノ酸配列をもつタンパク質で
ある。発現産生物は性能が変わっている場合がある（例．増強された酵素活性）。
【００９１】
本明細書では、用語「アップ突然変異(up mutation)」は、ある性質のΔΔGが、親タンパ
ク質より良い突然変異をいう（ΔΔG値、＜０）。
【００９２】
本明細書では、用語「ダウン突然変異(down mutation)」は、ある性質のΔΔGが、親タン
パク質より悪い突然変異をいう（ΔΔG値、＞０）。
【００９３】
本明細書では、用語「生産的位置」とは、所与の性質に関し少なくとも１個のアップ突然
変異をもつ位置をいう。
【００９４】
本明細書では、用語「非生産的位置」は、所与の形質に関しアップ突然変異をもたない位
置をいう。
【００９５】
用語「突然変異性プライマー」又は「突然変異性オリゴヌクレオチド」（本明細書では相
互に入れ替えて使用）は、テンプレート配列の一部に対応し、それへハイブリダイズする
オリゴヌクレオチド組成物をいう。突然変異性プライマーでは、このプライマーはテンプ
レート核酸に正確には適合しないだろうが、このプライマーのこの組合せの誤りが核酸ラ
イブラリーに目的とする突然変異を導入するために使用される。本明細書では、「非突然
変異性プライマー」又は「非突然変異性オリゴヌクレオチド」はテンプレート核酸に正確
に適合するオリゴヌクレオチド組成物をいう。本願発明のある実施態様では、突然変異性
プライマーのみが使用される。本願発明の別の好ましい実施態様では、プライマー群は、
少なくとも１領域に突然変異性プライマーが含まれ、またこのオリゴヌクレオチド混合物
に非突然変異性プライマーも含まれるように設計される。突然変異性プライマーと、これ
ら突然変異性プライマーの少なくとも一つに対応する非突然変異性プライマーの混合物を
加えることにより、種々の組合せの突然変異パターンを有する核酸ライブラリーを作成す
ることが可能である。例えば、突然変異核酸ライブラリーの核酸一部がある位置でその変
異前の配列を保持し、他の核酸がその位置で突然変異をもっていることが望ましいときは
、その非突然変異性プライマーは、所与の残基に関し、その核酸ライブラリー内に、特定
の水準で、非突然変異性の核酸を含むようにすることができる。本願発明の方法は、長さ
が一般的に１０－５０塩基、より好ましくは、長さが１５－４５塩基の間にある突然変異
性と非突然変異性のオリゴヌクレオチドを使用する。しかし、望む突然変異を得るために
、１０塩基よりも短い又は５０塩基よりも長いプライマーを用いることが必要かもしれな
い。対応する突然変異性及び非突然変異性プライマーに関し、対応するオリゴヌクレオチ
ドの長さが同一であるある必要は無く、加えられる突然変異に対応する領域が重複してい
れば良い。
【００９６】
本願発明に従いプライマーはある定めた割合で加えられても良い。例えば、得られたライ
ブラリーがある特定の突然変異を相当の水準でもち、同一又は異なる位置で他の突然変異
をより少なくもつことを望む場合、加えるプライマーの量を調節することにより、望む範
囲のライブラリーを作成することが可能である。または、非突然変異性のプライマーをよ
り少なく又は多く加えることにより、対応する突然変異が突然変異核酸ライブラリーに生
じる頻度を調節することができる。
【００９７】
本明細書では、用語「連続的突然変異」は同一のオリゴヌクレオチドプライマーにより生
じる突然変異をいう。例えば、連続的突然変異は互いに隣接又は近接していても良いが、
同一のプライマーによって突然変異テンプレート核酸に導入される。
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【００９８】
本明細書では、用語「非連続的突然変異」は、別のオリゴヌクレオチドプライマーで生じ
る突然変異をいう。例えば、非連続的突然変異は、別に作成されたオリゴヌクレオチドプ
ライマーによりテンプレート核酸に導入される。
【００９９】
用語「野生型配列」又は「野生型遺伝子」は本明細書では相互に入れ替えて使用され、宿
主細胞内に固有の又は天然に存在する配列をいう。いくつかの実施態様では、野生型の配
列はタンパク質工学プロジェクトの出発点である目的配列をいう。この野生型配列は相同
または異種タンパク質をコードしても良い。相同タンパク質は、宿主細胞が介入を受けず
に産生するものである。異種タンパク質は宿主細胞は産生しないが、介入があったときは
産生するものである。
【０１００】
本明細書では、用語「抗体」は、免疫グロブリンをいう。抗体は抗体を産生することが望
まれているいずれかの種から直接に得られる免疫グロブリンを含むが、これらに限定され
ない。加えて、本願発明は、修飾された抗体を含む。この用語はまた、完全な抗体が結合
するエピトープに結合する能力を保持している抗体の断片もいい、ポリクローナル抗体、
モノクローナル抗体、キメラ抗体、抗イディオタイプ(抗-ID)抗体を含む。抗体のフラグ
メントは、相補性決定領域(CDR)、単一鎖フラグメント可変領域(scFv)、重鎖可変領域（V
H）、軽鎖可変領域（VL）を含むがこれらに限定されない。ポリクローナルとモノクロー
ナル抗体も本願発明に含まれる。抗体はモノクローナル抗体が好ましい。
【０１０１】
用語「酸化に安定」は、本願発明のタンパク質分解、加水分解、洗浄又は他の処理におい
て一般的な条件、例えば、漂白剤又は酸化剤に暴露または接触するとき、所定の時間、指
定した酵素活性を保持する本願発明のプロテアーゼをいう。いくつかの実施態様では、こ
のプロテアーゼは、所定の時間、例えば、少なくとも１分、３分、５分、８分、１２分、
１６分、２０分等にわたり、漂白剤又は酸化剤と接触した後、少なくとも５０％、６０％
、７０％、７５％、８０％、８５％、９０％、９２％、９５％、９６％、９７％、９８％
又は９９％タンパク質分解活性を保持する。いくつかの実施態様では、安定性は実施例で
記載されたように測定される。
【０１０２】
用語「キレート剤に安定」は、本願発明のタンパク質分解、加水分解、洗浄又は他の処理
において一般的な条件、例えば、キレート剤に暴露または接触するとき、所定の時間、指
定した酵素活性を保持する本願発明のプロテアーゼをいう。いくつかの実施態様では、こ
のプロテアーゼは、所定の期間、例えば、少なくとも１０分、２０分、４０分、６０分、
１００分等、キレート剤と接触した後に、少なくとも５０％、６０％、７０％、７５％、
８０％、８５％、９０％、９２％、９５％、９６％、９７％、９８％、又は９９％のタン
パク質分解活性を保持する。いくつかの実施態様では、キレート剤への安定性は実施例で
記載されているように測定される。
【０１０３】
用語「熱的安定性」と「熱安定性」は、本願発明のタンパク質分解、加水分解、洗浄又は
他の処理において一般的な条件、例えば、温度変化に晒されたとき、所与の時間、特定の
温度に暴露された後、指定した酵素活性を保持する本願発明のプロテアーゼをいう。温度
変化は温度の上昇又は低下である。いくつかの実施態様では、このプロテアーゼは、所与
の時間、例えば、少なくとも６０分、１２０分、１８０分、２４０分、３００分等の間、
温度変化にさらされた後、少なくとも５０％、６０％、７０％、７５％、８０％、８５％
、９０％、９２％、９５％、９６％、９７％、９８％、９９％タンパク質分解活性を保持
する。いくつかの実施態様では、熱安定性は実施例に記載されているように決定される。
【０１０４】
酸化、キレート剤、熱的に、及び/又はpHに安定なプロテアーゼについて述べるとき、用
語「高められた安定性」とは他のセリンプロテアーゼ（例．スブチリシンプロテアーゼ）
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及び/または野生型の酵素と比較して経時的に比較的高く保持されたタンパク質分解活性
をいう。
【０１０５】
酸化、キレート剤、熱的に、及び/又はpHに安定なプロテアーゼについて述べるとき、用
語「低下した安定性」は、他のセリンプロテアーゼ（例．スブチリシンプロテアーゼ）及
び/または野生型の酵素と比較して経時的に比較的低く保持されたタンパク質分解活性を
いう。
【０１０６】
用語「洗浄活性」は、本願発明のタンパク質分解、加水分解、洗浄又は他の処理において
一般的な条件で、プロテアーゼにより達成される洗浄成績をいう。いくつかの実施態様で
は、洗浄成績は、酵素に感受性のある汚れ、例えば、草、血液、ミルク、卵のタンパク質
に関し、標準的洗浄条件をその汚れに適用した後、種々のクロマトグラフ、分光学的又は
他の定量的方法により決定されるように、種々の洗浄分析の適用により決定される。分析
法の例には、実施例に含まれる方法のほか、WO99/34011と米国特許第6,605,458号（両者
ともに引用により本明細書に組み込む）で記載された分析法を含むがこれらに限定はされ
ない。
【０１０７】
プロテアーゼについて用語「洗浄有効量」は、特定の洗浄剤組成物において酵素活性の望
ましい水準を達成する、すでに明細書で述べたプロテアーゼの量をいう。このような有効
量は本願技術分野において通常の技術をもつ者により容易に確認され、使用する特定のプ
ロテアーゼ、洗浄実施態様と、洗浄剤組成物の特定の組成及び液状又は乾燥（例．顆粒、
塊）組成物が必要とされるかなど、多くの因子に基づく。
【０１０８】
用語「洗浄添加物質」は、本明細書で使用するとき、所期の特定の洗浄剤組成と製品形態
（例．液体、顆粒、粉末、塊、のり、スプレー、錠剤、ゲル又は泡の組成物）について選
択された液体、固体又は気体の物質であり、好ましくはその組成物で使用されるプロテア
ーゼ酵素に悪影響を及ぼさないものである。いくつかの実施態様では、顆粒組成物は「コ
ンパクト」な形態にされ、他方、他の実施態様では、液体組成物は「濃縮」された形態で
ある。
【０１０９】
洗浄活性について「向上した活性」は、１回の標準的洗浄サイクル及び/または複数の洗
浄サイクルの後、通常の評価により決定されたとき、卵、ミルク、草または血液のような
、ある酵素に感受性のある汚れについて、増大した又は大きい洗浄活性をいう。
【０１１０】
洗浄活性について用語「低減された性能」は、１回の標準的洗浄サイクルの後、通常の評
価により決定されたとき、卵、ミルク、草または血液のような、ある酵素に感受性のある
汚れについて、減少したまたは低くされた洗浄活性をいう。
【０１１１】
洗浄活性に関し用語「同程度の性能」は、OPTIMASETMプロテアーゼ（Genencor）、PURAFE
CTTMプロテアーゼ製品（Genencor）、SAVINASETMプロテアーゼ(Novozymes)、BPN’-変異
種（米国特許番号第Re34,606号参照）、RELASETM、DURAZYMETM、EVERLASETM、KANNASETM

プロテアーゼ(Novozymes)、MAXACALTM、MAXAPEMTM、PROPERASETMプロテアーゼ（Genencor
、米国特許第Re34,606号、米国特許第5,700,676号、5,955,340号、6,312,936号、及び第6
,482,628号も参照）、及びB.レンタス(B.lentus)変異種プロテアーゼ製品（例．WO92/217
60、WO95/23221、及び/又はWO97/07770に記載された製品）を含み、これらに限定されな
い、比較対象のスブチリシン(subtilisin)プロテアーゼ（例．市販のプロテアーゼ）、の
洗浄活性の少なくとも６０％、少なくとも７０％、少なくとも８０％、少なくとも９０％
、少なくとも９５％をいう。スブチリシンプロテアーゼの変異種の例は、BPN’の７６番
目、１０１番目、１０３番目、１０４番目、１２０番目、１５９番目、１６７番目、１７
０番目、１９４番目、１９５番目、２１７番目、２３２番目、２３５番目、２３６番目、
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２４５番目、２４８番目及び/または２５２番目に対応する残基の位置で置換、欠失をも
つ変異種を含むがこれらに限定されない。洗浄性能は、草、血液又はミルクのような酵素
に感受性のある汚れについて、標準的洗浄サイクルを経た後、通常の分光学的又は分析的
方法により決定されるような、種々の洗浄分析において、これらスブチリシンプロテアー
ゼと本願発明のプロテアーゼを比較することにより決定できる。
【０１１２】
本明細書では、「低洗剤濃度」系は約800ppm未満の洗剤組成物が洗浄に用いる水に含まれ
る洗剤を含む。日本の洗剤は、洗浄に用いる水に普通約６６７ppmの洗剤組成物を含むの
で、通常は、低洗剤濃度系であると考えられている。
【０１１３】
本明細書では、「中程度の洗剤濃度」系は、約８００ppmと約２０００ppmの間の洗剤組成
物が洗浄用の水に含まれる洗剤を含む。北アメリカの洗剤は、普通約９７５ppmの洗剤組
成物が洗浄用の水に含まれるので、一般的に中程度の洗剤濃度系であると考えられている
。ブラジルの洗剤は、洗浄用の水に約１５００ppmの洗剤組成物を含む。
【０１１４】
本明細書では、「高洗剤濃度」系は約２０００ppmより高濃度の洗剤組成物が洗浄用の水
に含まれる洗剤を含む。ヨーロッパの洗剤は一般的に、約３０００－８０００ppmの洗剤
組成物を洗浄用の水に含むので一般的に高洗剤濃度系であると考えられている。
【０１１５】
本明細書では、「布地洗浄組成物」は、洗濯用添加剤組成物と汚れた布地（例．布、リネ
ン及び他の布製品）の浸漬及び/または前処理での使用に適した組成物とを含む手洗い用
及び洗濯機用組成物を含む。
【０１１６】
本明細書では、「非布地洗浄組成物」は、皿洗い洗剤組成物、口内洗浄組成物、義歯洗浄
組成物、人の体を洗う組成物を含み、これらに限定されない、織物(textile, fabric)で
ないものの表面を洗浄する組成物を含む。
【０１１７】
本明細書の洗浄剤組成物のコンパクトな形態は密度に最も良く反映され、組成に関しては
増量用無機塩の量に反映される。増量用無機塩は、粉末形態の洗剤組成物の従来からの成
分である。従来の洗剤組成物では、増量用塩は相当量、全組成物の重量の通常、１７－３
５％で含まれる。他方、コンパクト組成物では増量用塩は組成物の総量に対し１０％をこ
えない。いくつかの実施態様では、増量用塩は、組成物の重量の１０％を超えない量、よ
り好ましくは５％を超えない量が含まれている。いくつかの実施態様では、増量用無機塩
は硫酸塩と塩化物のアルカリ金属とアルカリ土類金属の塩から選ばれる。好ましい増量用
塩は硫酸ナトリウムである。
II．本願発明のセリンプロテアーゼ酵素とそのための配列
【０１１８】
本願発明は、変異プロテアーゼをコードするアミノ酸配列をコードする単離されたポリヌ
クレオチドを提供する。米国特許出願第Ser.No. 10/576,331号（この全体を引用により本
明細書に組み込む）は多くの変異プロテアーゼ、シグナルペプチドをコードした配列、ア
ミノ酸配列のほか野生型セルロモナス(Cellulomonas)セリンプロテアーゼを含んでいる。
本願発明のいくつかの好ましい実施態様では、セルロモナス種. は米国特許出願Ser. No 
10/576,331号に記載されているように、セルロモナス株６９Ｂ４(ＤＳＭ１６０３５)であ
る。

A. セリンプロテアーゼ
【０１１９】
所与の種の生物中の天然の酵素の配列に変動があるかもしれないが、一般的に同一の種の
生物により産生される特定のタイプの酵素は、所与の条件（例．温度、pH、水の硬度、酸
化条件、配位条件及び濃度）における基質特異性、及び/またはタンパク質分解活性水準
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等に関し実質的に同一である。従って、本願発明の目的では、セルロモナス(Cellulomona
s)の他の株と種も本願発明のセルロモナス(Cellulomonas)プロテアーゼを産生し、本願発
明のプロテアーゼの有用な源を与えると考えられている。実際、本明細書に記載されてい
るように、ミクロコッカス亜目(Micrococcineae)の他の菌は本願発明に用途があるだろう
と考えられている。
【０１２０】
いくつかの実施態様では、この発明のタンパク質分解性ポリペプチドは、物理化学的に特
徴づけられ、一方、他の実施態様ではそれらはその機能に基づき特徴付けられ、更に他の
実施態様では、それらは、両性質を用いて特徴付けられる。物理化学的な特徴づけはSDS 
電気泳動、ゲルろ過、アミノ酸組成、質量分析（例．ＭＡＬＤＩ－ＴＰＦ－ＭＳ、ＬＣ-
ＥＳ-ＭＳ/ＭＳ等）、タンパク質の分子量を決定するための沈降、タンパク質のｐＩを決
定するため等電点電気泳動、タンパク質のアミノ酸配列を決定するためのアミノ酸配列決
定、タンパク質の３次構造を決定するための結晶学的研究、タンパク質にある抗原性エピ
トープを決定するための抗体結合のような良く知られた技術を利用する。
【０１２１】
いくつかの実施態様では、機能的特徴はこのプロテアーゼの分野で技術者に良く知られて
いる技術により決定され、これらの技術はジメチルカゼイン(“DMC”)及び/またはAAPF-p
NAのような種々の市販の基質の加水分解を含むがこれに限定されない。機能的特徴づけの
好ましい技術はさらに詳細に本明細書中の実施例に、さらに詳細に記載されている。
【０１２２】
成熟したプロテアーゼは、またDMCのようなタンパク質の分解活性（例．ペプチド結合を
もつ基質に対する加水分解活性）も示す。別の実施態様では、本願発明のプロテアーゼは
、特定の条件で洗浄性能が向上する。本願発明は本明細書に記載されているプロテアーゼ
６９Bを含むが、いくつかの実施態様では、本願発明のプロテアーゼは、６９B４のタンパ
ク質分解活性と比較して少なくとも５０％、６０％、７０％、７５％、８０％、８５％、
９０％、９２％、９５％、９６％、９７％、９８％、９９％のタンパク質分解活性を示す
。いくつかの実施態様では、このプロテアーゼは、同一の条件下、ＳＡＶＩＮＡＳＥ（登
録商標）(Novzymes)またはＰＵＲＡＦＥＣＴ（登録商標）(Genencor)の販売名で販売され
ているプロテアーゼのタンパク質分解活性と比較して、少なくとも５０％、６０％、７０
％、７５％、８０％、８５％、９０％、９２％、９５％、９６％、９７％、９８％、また
は９９％のタンパク質分解活性を示す。いくつかの実施態様では、本願発明のプロテアー
ゼは、特定の条件で、同一の条件の６９B4と比較して、同程度または向上した洗浄性能を
示す。いくつかの実施態様では本願発明のプロテアーゼは特定の条件下、同一条件で、Ｓ
ＡＶＩＮＡＳＥ（登録商標）(Novzymes)またはＰＵＲＡＦＥＣＴ（登録商標）(Genencor)
の販売名で販売されているプロテアーゼと比較して、同程度または向上した洗浄性能を示
す。
【０１２３】
さらに別の実施態様では、このプロテアーゼ及び/または本願発明のプロテアーゼをコー
ドするポリヌクレオチドは精製されて提供され（つまり、天然で存在する又は野生型の生
物に存在するより高いまたは低い濃度で特定の組成物に存在する）、または天然のまたは
野生型の生物から発現するとき正常には存在しない成分と組み合わせて提供される。しか
し、本願発明は、いずれかの特定の精製水準のプロテアーゼに限定することを意図してい
ない。なぜならプロテアーゼの純度の種々の範囲で、本願発明のプロテアーゼが適してい
る種々の用途が見出されるからである。

Ｂ. セリンプロテアーゼの核酸とアミノ酸配列
【０１２４】
セルロモナス株６９B4（DSM16035）由来のasp　遺伝子のDNA配列（ＳＥＱＩＤ　ＮＯ：１
）が下記に示されている。セルロモナス株６９B4（DSM16035）プロテアーゼのシグナルペ
プチドをコードする開始ポリヌクレオチドは太字(ATG)である。この配列はまたシグナル
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【０１２５】
以下のＤＮＡ配列（SEQID NO:２）は、セルロモナス株６９B４（DSM16035）由来の前駆体
プロテアーゼ（SEQID NO:７）に機能的に連結されたシグナルペプチド（SEQID NO:９）を
コードしている。セルロモナス株６９B4（DSM16035）プロテアーゼのシグナルペプチドを
コードする開始ポリヌクレオチドは太字（ＡＴＧ）である．終止コドンは残基１４８６か
ら始まる。残基８５、５９５、及び１１６２はＮ末端のプロ配列、成熟配列、及びカルボ
ン酸末端のプロ配列の最初の残基にそれぞれ関係するが、太字で下線が付されている。

【０１２６】
以下のDNA配列（ＳＥＱＩＤ ＮＯ：３）は、セルロモナス株６９Ｂ４（ＤＳＭ１６０３５
）由来の前駆体プロテアーゼをコードしている。
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【０１２７】
以下のDNA配列（SEQ ID NO:4）はセルロモナス株６９B４（DSM１６０３５）由来の成熟プ
ロテアーゼをコードする。
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【０１２８】
以下のＤＮＡ配列（SEQ ID NO:5）は、セルロモナス株６９Ｂ４（ＤＳＭ１６０３５）由
来のシグナルペプチドをコードする。

【０１２９】
以下の配列は、シグナル配列のアミノ酸配列（SEQ ID NO:6）とセルロモナス株６９Ｂ４
（ＤＳＭ１６０３５）由来の前駆体プロテアーゼであり、ＳＥＱＩＤＮＯ：１、２、３及
び４に定められたＤＮＡ配列によりコードされたシグナル配列[セグメント１a-１c]（残
基１－２８[－１９８から－１７１]）、N末端プロ配列[セグメント２a-r]（残基２９－１
９８[－１７０から－１]）、成熟プロテアーゼ[セグメント３ａ-t]（残基１９９から３８
７[１－１８９]）、及びＣ末端プロ配列[セグメント４a-４l]（残基３８８－４９５[１９
０－３９８]）を含む。成熟プロテアーゼアミノ酸配列のN末端配列は太字で表している。
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【０１３０】
以下の配列（SEQIDNO:7）はセルロモナス株６９Ｂ４（ＤＳＭ１６０３５）（ＳＥＱＩＤ
ＮＯ：７）由来の前駆体プロテアーゼのアミノ酸配列である。

【０１３１】
以下の配列は（配列番号８）はセルロモナス株Ｂ６９Ｂ４（ＤＳＭ１６０３５）由来の成
熟プロテアーゼのアミノ酸配列である。Ｈ３２，Ｄ５６及びＳ１３２の触媒活性のある３
残基は、太字で下線を付している。

【０１３２】
以下の配列（ＳＥＱＩＤＮＯ：９）はセルロモナス株Ｂ６９Ｂ４（ＤＳＭ１６０３５）由
来のプロテアーゼのシグナルペプチドのアミノ酸配列である。

【０１３３】
いくつかの実施態様では、本願発明はＳＥＱ．ＩＤＮＯ：１の長さが約１６２１塩基対の
ポリヌクレオチドの少なくとも一部を含む変異種を含む。いくつかの特に好ましい実施態
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様では、本願発明は野生型の（例．「親」）セリンプロテアーゼと比較して多数の突然変
異をもつ変異種を提供する。これらのさらに特に好ましい実施態様のいくつかでは、野生
型の（例．「親」）セリンプロテアーゼと比較したとき、これらの多数の突然変異をもつ
変異種は性能が向上している。
【０１３４】
技術者により理解されるところでは、遺伝子コードの縮重のため、種々のポリヌクレポチ
ドが、本明細書に記載され及び/または米国特許出願Ｓｅｒ．Ｎｏ．１０／５７６，３３
１号（これは全体を引用により組み込む）に記載のシグナルペプチド、前駆体プロテアー
ゼ及び/または成熟プロテアーゼ（例．米国特許出願Ｓｅｒ．Ｎｏ．１０／５７６，３３
１号のＳＥＱＩＤ　ＮＯ６、７、及び/又は８）または、上記に特定した％配列一致をも
つプロテアーゼをコードすることができる。本願発明の別の実施態様は、それぞれ、ＳＥ
ＱＩＤ　ＮＯ２，３及び/または４のポリヌクレオチド配列と、少なくとも７０％の配列
一致、少なくとも７５％の配列一致、少なくとも８０％の配列一致、少なくとも８５％の
配列一致、少なくとも９０％の配列一致、少なくとも９２％の配列一致、少なくとも９５
％の配列一致、少なくとも９７％の配列一致、少なくとも９８％の配列一致、少なくとも
９９％の配列一致をもつヌクレオチド配列を含むポリヌクレオチドを含み、それぞれ、シ
グナルペプチドと前駆体プロテアーゼ、前駆体プロテアーゼ及び/または成熟プロテアー
ゼをそれぞれコードする。
【０１３５】
他の実施態様では、コードされた断片がタンパク質分解活性を保持する条件で、本願発明
はプロテアーゼをコードするDNAの断片又は一部分を与える。、本願発明の別の実施態様
は、ＳＥＱＩＤＮＯ：１のポリヌクレオチド配列の少なくとも２０％の配列長、少なくと
も３０％の配列長、少なくとも４０％の配列長、少なくとも５０％の配列長、少なくとも
６０％の配列長、７０％の配列長、少なくとも７５％の配列長、少なくとも８０％の配列
長、少なくとも８５％の配列長、少なくとも９０％の配列長、少なくとも９２％の配列長
、少なくとも９５％の配列長、少なくとも９７％の配列長、少なくとも９８％の配列長、
少なくとも９９％の配列をもつポリヌクレオチドを含み、前駆体プロテアーゼをコードし
ている。別の実施態様では、この配列長のこれらのフラグメント群または一部分は、この
配列長をもつ隣接した部分であり、組換えDNA配列群において、このDNA配列の無作為な切
断（shuffling）に有用である（例．米国特許第６，１３２，９７０号参照）。
【０１３６】
発明の別の実施態様は、本明細書に記載のＤＮＡ断片を含むが、これは、セルロモナス(C
ellulomonas)６９B４由来の本明細書に記載の成熟したプロテアーゼ酵素、またはタンパ
ク質分解活性をもつその断片をコードするポリヌクレオチドを単離または特定するために
使用できるDNA断片を得る際に、認知された技術に従い使用される。
さらに、ＳＥＱＩＤＮＯ：１に与えられたＤＮＡは他の種、特にセルロモナス 種(Cellul
omonas spp.)からのDNAの相同断片を特定する際に使用される。
【０１３７】
加えて、本願発明は、ＳＥＱＩＤＮＯ：１から構築されるプライマーまたはプローブまた
は、適当な一部またはその断片（例．少なくとも約５－２０個または１０－１５個の連続
するヌクレオチド）を、遺伝子またはcDNA由来の核酸をスクリーニングするプローブまた
はプライマーとして使用することを含む。いくつかの実施態様では、本願発明はＳＥＱＩ
ＤＮＯ：１中の配列に基づいて、望む長さ（つまり、一般的に長さが１００と１０００塩
基の間）のDNAプローブを与える。
【０１３８】
いくつかの実施態様では、DNAフラグメントは電気泳動により単離され、ゲルから切り出
され、ゲルの寒天組織から回収される。好ましい実施態様では、この精製されたDNAのフ
ラグメントは、次にラベルされ（例えば、製造業者の指図に従いメガプライム(Megaprime
)ラベリングシステムを用いて）、DNA中にP32を組み込む。ラベルされたプローブは所与
の時間（例．約５分）９５℃まで加熱することにより変性され、すぐに膜とプレハイブリ
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ダイゼーション溶液に加えられる。ハイブリダイゼーション反応は、穏やかに振とう又は
回転しながら適当な時間、適当な条件（例．３７℃で１８時間）下で進行する。この膜は
濯ぎを受け（例．SSC/0.3% SDSで２度）、次に、穏やかに撹拌しながら適当な洗浄液で洗
浄される。望む厳密度は膜（フィルター）が洗浄される条件を反映している。本明細書の
いくつかの実施態様では、「低い程度に厳密な」条件とは、２０℃で１５分間、０．２Ｘ
ＳＳＣ/０．１％ＳＤＳ溶液で洗浄することを含み、一方、他の実施態様では「中程度の
厳密」な条件とは、３７℃で３０分間、０．２ＸＳＳＣ/０．１％ＳＤＳ溶液で洗浄する
ことを含む洗浄作業が加わり、他の実施態様では、「高度に厳密な」条件は、３７℃で４
５分間、０．２ＸＳＳＣ/０．１％ＳＤＳ溶液で洗浄することを含む洗浄作業をさらに含
み、さらに別の実施態様では、「最高度に厳密な」条件は、３７℃で６０分間、０．２Ｘ
ＳＳＣ/０．１％ＳＤＳ溶液で洗浄する作業をさらに含む。従って、本願発明の種々の実
施態様は、中程度に、高度に及び/又は最高度に厳密な条件で、ＳＥＱＩＤＮＯ：１又は
２に提供されているヌクレオチド配列に由来するプローブへハイブリダイズできるポリヌ
クレオチドを提供する。
【０１３９】
洗浄後、膜は乾燥され、結合したプローブか検出される。P32または別の放射性同位元素
が、ラベル試薬として使用される場合、結合したプローブはオートラジオグラフィーによ
り検出される。他のプローブを可視化する他の技術は本願技術分野の技術者に良く知られ
ている。結合したプローブの検出は、核酸配列が望む相同性をもつことを示し、したがっ
て本明細書に記載の、目的とするいずれかの配列との同一性が本願発明に含まれているこ
とを示す。従って、本願発明は、本願発明に含まれるプロテアーゼをコードする核酸を検
出する方法を提供するが、これは核酸配列ＳＥＱＩＤＮＯ：１の一部又は全てをゲノム又
はcDNA由来の他の核酸とハイブリダイズさせることを含む、。
【０１４０】
上記のように、他の実施態様では、ハイブリダイゼーション条件は、核酸結合複合体(nuc
leic acid binding complex)の融解温度(Tm)に基づき、以下に説明されるように定義され
た「厳密度」を与える。「最高度の懸密さ」(maximum stringency)は通常、約Tm－５℃（
プローブのＴmより５℃下）で起こる。「高度な現密さ」(high stringency)はＴmの下、
約５℃から１０℃で起こる。「中程度の厳密さ(intermediate stringency)」は、Ｔｍの
下、約１０℃から２０℃で起こる。そして、「低い程度の厳密さ（low stringency）」は
Ｔｍの下、約２０℃から２５℃で起こる。本願の技術分野の技術者に理解されるように、
高度な及び/又は最高度に厳密なハイブリダイゼーションは、作業条件がポリヌクレオチ
ド配列相同体又は等価なポリヌクレオチド配列を特定し又は検出するため最適であるよう
に選ばれる。
【０１４１】
さらに別の実施態様では、本願発明は本願発明のプロテアーゼをコードするポリヌクレオ
チドを含む核酸構造体（つまり、発現ベクター）を提供する。さらに別の実施態様では、
本願発明はこれらのベクターの少なくとも１個により形質転換された宿主細胞を提供する
。
【０１４２】
さらに別の実施態様では、本願発明は米国特許出願Ｓｅｒ．Ｎｏ．１０／５７６，３３１
号に記載されているような、シグナル配列をさらにコードするポリヌクレオチド配列を提
供する。この出願は全内容を引用により組み入れる。これらの実施態様のいくつかでは、
本願発明はシグナル配列とみなされている配列をもつ配列及び、中程度、高度及び/また
は最高度に厳密な条件でＳＥＱＩＤＮＯ：１に開示されているヌクレオチド配列に由来す
るプローブとハイブリダイズできるポリヌクレオチドを提供する。この場合このシグナル
配列は本願発明のポリヌクレオチドによりコードされたシグナル配列と実質的に同一のシ
グナル活性をもつ。
【０１４３】
いくつかの実施態様では、米国特許出願Ｓｅｒ．Ｎｏ．１０／５７６，３３１号に記載さ
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れているように、シグナル活性は、初期物質と実質的に同一水準で、このプロテアーゼが
醗酵培地へ分泌されることにより示される。グラム陽性宿主細胞に異種の又は相同のタン
パク質を分泌する水準を決定する、及び分泌されたタンパク質を検出する別の方法は、こ
のタンパク質に特異的なポリクローナル又はモノクローナル抗体の使用を含む。実施例は
、本願技術分野ではよく知られているような、酵素結合免疫吸着結合法（ＥＬＩＳＡ）、
ラジオイムノアッセイ（ＲＩＡ）及び蛍光活性化細胞選別法（ＦＡＣＳ）を用いる。
【０１４４】
本願発明のさらなる態様は、ＳＥＱＩＤＮＯ７又は８と、６５％アミノ酸配列が一致、少
なくとも７０％配列が一致、少なくとも７５％アミノ酸配列が一致、少なくとも８０％ア
ミノ酸配列が一致、少なくとも８５％アミノ酸配列が一致、少なくとも９０％アミノ酸配
列が一致、少なくとも９２％アミノ酸配列が一致、少なくとも９５％アミノ酸配列が一致
、少なくとも９７％アミノ酸配列が一致、少なくとも９８％アミノ酸配列が一致、少なく
とも９９％アミノ酸配列が一致し、本明細書及び米国特許出願第Ｓｅｒ．Ｎｏ．１０/５
７６，３３１号に記載されているタンパク質分解活性をもつポリペプチドを含む。これら
のポリペプチドのタンパク質分解活性は、本願技術分野で知られている方法を使用して決
定され、洗剤の機能を評価するために使用するような方法を含む。さらに別の実施態様で
は、このポリペプチドは単離される。
III．本願発明のミクロコッカス亜目(Micrococcinea)（例．Cellulomonas）プロテアーゼ
をコードするポリヌクレオチドの取得
【０１４５】
いくつかの実施態様では、本願発明のプロテアーゼをコードする核酸は本願技術分野で知
られている標準的手順により得られる。例えば、クローンＤＮＡ（例．ＤＮＡ「ライブラ
リー」）、化学合成、ｃＤＮＡクローニング、ＰＣＲ，ゲノムDNAまたはその断片のクロ
ーニング、または細菌又は菌類の種のような望む細胞から精製される（例えば、Sambrook
ら　上記[1989]; 及びGloverとHames（編）、ＤＮＡ　Ｃｌｏｎｉｎｇ：Ａ　Ｐｒａｔｉ
ｃａｌ　Ａｐｐｒｏａｃｈ，１、２巻、第２版参照）ポリヌクレオチド配列の合成は、自
動合成装置（Needham-VanDevanterらNucl.Acids Res., 12:6159-6168[1984]参照）の使用
を含め本願技術分野では良く知られている（例．Beaucage とCaruthers, Tetrahedron Le
tt.,22,:1859-1862[1981]参照)。ＤＮＡ配列も、希望に応じ作ることができ種々の販売業
者に注文できる。本明細書にさらに詳細に述べられているように、いくつかの実施態様で
は、ゲノムＤＮＡ由来の核酸配列はコードする領域に加えて調節領域を含む。
【０１４６】
ゲノムＤＮＡ由来の遺伝子の分子クローニングを含むいくつかの実施態様では、ＤＮＡ断
片が作成され、そのいくつかは、望む遺伝子の少なくとも一部を含む。いくつかの実施態
様では、ＤＮＡは種々の制限酵素を用いて特定の位置で切断される。いくつかの別の実施
態様では、ＤＮＡを切断するため、ＤＮＡ分解酵素がマンガン存在下で使用され、または
ＤＮＡが物理的に切断される（例．超音波処理による）。作成された線状のＤＮＡ断片は
次に、アガロース及びポリアクリルアミドゲル電気泳動、ＰＣＲ及びカラムクロマトグラ
フィーを含むがこれらに限定されない標準的方法により、大きさにより分離され、増幅さ
れる。
【０１４７】
核酸断片が生じたら、プロテアーゼをコードする特定のＤＮＡ断片の同定は多くの方法で
達成できよう。例えば、いくつかの実施態様では、タンパク質分解性加水分解酵素をコー
ドするasp遺伝子またはその特異的ＲＮＡ、または、プローブやプライマーのようなそれ
らの断片が単離され、ラベルされ、次に本願技術分野の技術者に良く知られているハイブ
リダイゼーション分析で使用され、生じた遺伝子を検出する（例えば、Benton及びDavis
、Science 196:180[1977]参照）。好ましい実施態様では、このプローブと類似する相当
の配列を共有するＤＮＡ断片群は、中程度から高度に厳密な条件でハイブリダイズする。
【０１４８】
いくつかの好ましい実施態様では、増幅は本願技術分野で知られているように、ＰＣＲを
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用いて達成される。いくつかの好ましい実施態様では、ＳＥＱＩＤＮＯ：１－５由来の少
なくとも約４個のヌクレオチドと約６０個ものヌクレオチドの核酸配列、（つまり断片）
、好ましくは約１２個から３０個のヌクレオチド、及びより好ましくは約２５個のヌクレ
オチドの核酸配列がＰＣＲプライマーとして、いずれかの適当な組合せで使用される。こ
れら同一の断片はまたハイブリダイゼーション及び生成物検出法でもプローブとして使用
される。
【０１４９】
いくつかの実施態様では、cＤＮＡまたはゲノムライブラリーから本願発明の核酸構造体
の単離はこのタンパク質のアミノ酸配列に基づいて調製された縮重したオリゴヌクレオチ
ドプライマー群によるＰＣＲを利用する。これらのプライマーはどのような断片長でも良
く、例えば、長さは少なくとも４個、少なくとも５個、少なくとも８個、少なくとも１５
個、少なくとも２０個のヌクレオチド長である。
【０１５０】
上記の点から、本明細書に記載のポリヌクレオチド配列で、ＳＥＱＩＤＮＯ１－５のヌク
レオチド配列に基づくものが、他の種、特にプロテアーゼＢ６９Ｂ４により発現されるセ
リンプロテアーゼ活性をもつ酵素をコードする細菌由来のポリヌクレオチドと同一の又は
相同な断片を得るのに有用であると評価されるであろう。その他の配列は米国特許出願第
Ｓｅｒ．Ｎｏ．１０／５７６，３３１号に記載されている。

IV．本願発明のセリンプロテアーゼの多数の突然変異を受けた変異種
【０１５１】
本明細書に記載されているように、特に好ましい実施態様では、本願発明はセリンプロテ
アーゼの多数の突然変異を受けた変異種を提供する。いくつかの最も好ましい実施態様で
は、これらの変異種は親（例．野生型）プロテアーゼと比較して性能が向上している。こ
れらの最も好ましい実施態様のいくつかでは、変異種は洗浄性能、ＬＡＳ安定性、及び／
またはタンパク質分解活性が向上している。従って、これらの変異種は皿洗い用洗剤、洗
濯用洗剤、及び表面洗浄剤を含むがこれらに限定されない多くの用途がある。

V．本願発明のセリンプロテアーゼの発現と回収
【０１５２】
本願発明のセリンプロテアーゼの発現と回収のいずれの適切な方法も本明細書で使用でき
る。実際、本願発明の技術分野の技術者は、他の追加の酵素（例．プロテアーゼのような
タンパク質分解活性をもつ第２のペプチド、セルラーゼ、マンナナーゼ又はアミラーゼ等
）とともに、タンパク質分解活性をもつセルロモナス由来のポリペプチドをクローニング
するために適した多くの方法を知っている。追加することを望む配列と組み合わせて本願
発明の酵素をコードするポリヌクレオチドの少なくとも１個の（例．多数の）コピーを宿
主細胞の遺伝子又はゲノムに導入するための、多くの方法もまた本技術分野で知られてい
る。
【０１５３】
一般に、遺伝子をクローニングし、外因性のプロテアーゼをコードする領域（外因性のコ
ード領域の多数のコピーを含む）を前記遺伝子へ導入する標準的手順はセルロモナス(Cel
lulomonas)６９Ｂ４プロテアーゼ誘導体またはその相同体を得る際に使用される。実際に
、本願明細書は、実施例を含め、そのように教示している。しかし、本願技術分野で知ら
れている他の方法もまた適当である（例えば、Sambrook ら　上記(1989);Ausbelら、上記
[1995];及びHarwoodとCutting（編） Molecular Biological Methods for Bacillus John
 Wiley and Sons,[1990]及びWO96/34946参照）。
【０１５４】
いくつかの好ましい実施態様では、本願発明のポリヌクレオチド配列は、適当な発現ベク
ターの中で発現調節配列にこのポリヌクレオチド配列を機能的に連結することにより発現
され、本願技術分野で良く確立されている技術に従い適当な宿主を形質転換するためこの
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発現ベクターにより使用される。いくつかの実施態様では、本願発明のＤＮＡ配列の発現
時に産生されるポリペプチドは、本願技術分野で良く確立された技術に従い種々の方法で
細胞培養をする醗酵から単離され、精製される。本願技術分野の技術者は最も適した単離
及び精製技術を選ぶことができる。
【０１５５】
特に、本願発明は、本明細書に記載のポリヌクレオチドを含む構造体、ベクター、そのよ
うなベクターで形質転換された宿主細胞、そのような宿主細胞で発現されたプロテアーゼ
、微生物、（特にミクロコッカス亜目(Micrococcinea)に属するもの、セルロモナス(Cell
ulomonas)種を含むがこれらに限定されない）由来のセリンプロテアーゼ酵素を産生する
発現方法とシステムを提供する。いくつかの実施態様では、セリンプロテアーゼをコード
するポリヌクレオチドは、セリンプロテアーゼの発現に適した組換え宿主細胞を作成すり
ために試用される。いくつかの実施態様では、この発現宿主は商業的利用が可能な量でプ
ロテアーゼを産生することができる。米国特許出願第Ｓｅｒ．Ｎｏ．１０／５７６，３３
１号にさらに詳細が記載されている。

VI．組換えベクターと宿主細胞
【０１５６】
先に示したように、いくつかの実施態様では、本願発明は先に述べたポリヌクレオチドを
含むベクターを提供する。いくつかの実施態様では、このプロテアーゼをコードするこの
発明のベクター（つまり、構造体）は、ゲノム由来である（例．ゲノムのライブラリーを
使用し、標準的技術により合成オリゴヌクレオチドのプローブを使用してハイブリダイゼ
ーションによりこのプロテアーゼの全て又は一部をコードするＤＮＡ配列のスクリーニン
グにより調製される）。これらのベクターは米国特許出願Ｓｅｒ．Ｎｏ．１０／５７６，
３３１号に、より詳細に記載されている。
【０１５７】
先に示したように、いくつかの実施態様では、本願発明は、また上記のベクターにより形
質転換された宿主細胞も提供する。他の宿主細胞は米国特許出願Ｓｅｒ．Ｎｏ．１０／５
７６，３３１号に、より詳細に記載されている。

VII．セリンプロテアーゼ酵素の用途
【０１５８】
本明細書にさらに詳細に記載されているように、本願発明のプロテアーゼはある用途に非
常に適するようにする重要な特徴を持っている。例えば、本願発明のプロテアーゼは熱的
安定性が向上している。いくつかの実施態様では、この酵素は、いくつかの現在使用され
ているプロテアーゼと比較して、酸化安定性もまた向上し、キレート剤安定性も向上して
いる。従って、これらのプロテアーゼは洗浄組成物に用途がある。実際、ある洗浄条件で
は、このプロテアーゼは現在使用されているスブチリシン(subtilisin)プロテアーゼと比
較して、同程度または向上した洗浄性能を示す。従って、本願発明の洗浄及び/または酵
素組成物は種々の洗浄剤組成物に提供されると考えられている。いくつかの実施態様では
、本願発明のプロテアーゼはスブチリシンプロテアーゼ（つまり、現在使用されているプ
ロテアーゼ）と同一の方法で利用されている。従って、本願のプロテアーゼは動物飼料、
皮革処理（例．なめし剤）、タンパク質加水分解、及び織物産業での用途のほか、種々の
洗浄剤組成物に用途がある。
【０１５９】
従って、本願発明のプロテアーゼは、多くの産業的用途があり、特に洗浄、殺菌、動物飼
料、及び織物/皮革産業に用途がある。いくつかの実施態様では、本願発明のプロテアー
ゼは、洗剤、研磨剤、漂白剤及び他の従来の成分と組み合わされて、洗濯及び他の洗浄技
術、例えば、洗濯洗剤（粉末及び液体）、洗濯用予浸剤、全ての布地漂白剤、自動皿洗機
用洗剤（液体及び粉末）、家庭用洗浄剤、特に棒状と液状の石鹸及び排水管洗浄剤等、で
有用な種々の新規な組成物洗剤を形成する。加えて、このプロテアーゼは、コンタクトレ
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ンズや他の製品を、この洗浄剤組成物の水性溶液と接触させることにより洗浄する用途が
ある。加えて、これらの天然のプロテアーゼは、例えば、ペプチド加水分解、廃棄物処理
、織物産業用途、医療機器洗浄、バイオフィルム除去に、及びタンパク質生産における融
合-切断酵素として使用できる。プロテアーゼが、使用条件でその機能を維持する限り、
これらの製品群の組成は、本願発明には決定的ではない。いくつかの実施態様では、この
組成物は洗浄に効果的な量のプロテアーゼ、またはこのプロテアーゼの酵素剤を含む酵素
組成物を、酵素組成物の従来の成分とこの技術分野で認められている量で組み合わせるこ
とにより容易に調製される。
【０１６０】
実際、種々の洗剤の調合、洗浄用の水量、洗浄用の水温、洗浄時間等、洗浄に使用するプ
ロテアーゼが晒される種々の洗浄条件がある。加えて、異なる地域で使用される洗剤組成
物は異なる濃度の関係成分を洗浄用の水に溶かす。例えば、ヨーロッパの洗剤は通常、洗
浄用の水に約４５００－５０００ｐｐｍの洗剤成分を溶かす。一方、日本の洗剤は、通常
、約６６７ｐｐｍの洗剤成分を洗浄用の水に溶かす。北アメリカ、特に米国では、洗剤は
通常、約９７５ｐｐｍの洗剤成分を洗浄用の水に溶かす。
【０１６１】
低洗剤濃度システムは、約８００ｐｐｍ未満の洗剤成分を洗浄用の水に溶かす洗剤を含む
。日本の洗剤は、約６６７ｐｐｍの洗剤成分を洗浄用の水に溶かすので、通常低洗剤濃度
システムである。
【０１６２】
中程度の洗剤濃度は約８００ｐｐｍと約２０００ｐｐｍの間で、洗剤成分を洗浄用の水に
溶かす洗剤を含む。北アメリカの洗剤は、約９７５ｐｐｍの洗剤成分を洗浄用の水に溶か
すので、一般的に中程度の洗剤濃度システムであると考えられている。ブラジルのものは
約１５００ｐｐｍの洗剤成分を洗浄用の水に溶かす。
【０１６３】
高洗剤濃度システムは約２０００ｐｐｍより高濃度の洗剤成分が洗浄用の水に溶かす洗剤
を含む。ヨーロッパの洗剤は、約４５００－５０００ｐｐｍの洗剤成分を洗浄用の水に溶
かすので高洗剤濃度システムであると一般的に考えられている。
【０１６４】
ラテンアメリカの洗剤は高濃度石鹸水リン酸研磨剤洗剤（high suds phosphate builder 
detergent）であり、ラテンアメリカで使用される洗剤の範囲は、１５００ｐｐｍから６
０００ｐｐｍの洗剤成分が洗浄用の水に溶けるので、中程度及び高洗剤濃度の両者に属し
得る。先に述べたように、ブラジルのものは通常、約１５００ｐｐｍの洗剤成分を洗浄用
の水に溶かす。しかし、他のラテンアメリカ諸国に限らず、他の高濃度石鹸水リン酸研磨
剤洗剤地域は、約６０００ｐｐｍまでの洗剤成分を洗浄用の水に溶かす高洗剤濃度システ
ムをもつかもしれない。
【０１６５】
先に述べたことから、世界中の通常の洗浄溶液の洗剤成分の濃度は、約８００ｐｐｍ未満
の洗剤組成物（「低洗剤濃度地域」）、例えば日本では約６６７ｐｐｍ、から約８００ｐ
ｐｍと約２０００ｐｐｍの間（「中程度の洗剤濃度地域」）、例えば米国で約９７５ｐｐ
ｍ、及びブラジルで約１５００ｐｐｍ、さらに約２０００ｐｐｍより高濃度（「高洗剤濃
度地域」）、例えば、ヨーロッパで約４５００ｐｐｍから約５０００ｐｐｍ及び高濃度石
鹸水リン酸研磨剤洗剤地域で約６０００ｐｐｍ、に及ぶことが明らかである。
【０１６６】
通常の洗浄液の濃度は実験的に決定される。例えば、米国では、通常の洗濯機は約６４．
４Lの容量の洗濯液を保持する。従って、約９７５ｐｐｍの洗剤濃度を洗浄液に得るため
には約６２．７９ｇの洗剤組成物６４．４Lの洗浄液に加えられなければならない。この
量は洗剤に付けられた秤量カップを使用して消費者が洗浄用の水に量り入れる通常の量で
ある。
【０１６７】
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別の例として、異なった地域では異なる洗濯温度を用いる。日本では洗濯水の温度は通常
、ヨーロッパで使用されるよりも通常低い。例えば、北アメリカと日本の洗濯水の温度は
１０℃と３０℃の間（例えば、約２０℃）であり得るが、ヨーロッパの洗濯水の温度は通
常３０℃と６０℃の間である（例．約４０℃）。
【０１６８】
別の例として、地域性は、通常、水の硬度の違いを含む。水の硬度は普通、ガロン(gallo
n)当たりのCa2+/Mg2+を併せたグレイン(grain)により表される。硬度は水に含まれるカル
シウム（Ca2+）とマグネシウム（Mg2+）の量の尺度である。米国の大部分の水は硬水であ
るが、硬度はかわる。中程度の硬水（６０－１２０ｐｐｍ）から硬水（１２１－１８１ｐ
ｐｍ）は、６０から１８１ｐｐｍ（ｐｐｍのＵＳガロン当たりのグレインへの変換は、１
７．１でｐｐｍを割って得られる）の硬度の鉱物を含む（表１３－１参照）。
【０１６９】
ヨーロッパの水の硬度は通常、Ca2+/Mg2+総量がガロン当たり１０．５（例．１０．５－
２０．０）グレインより大きい（例．Ca2+/Mg2+総量がガロン当たり約１５グレイン）。
北アメリカの水の硬度は通常日本の水の硬度より大きく、ヨーロッパの水の硬度より小さ
い。例えば、北アメリカの水の硬度は３から１０グレインの間、３－８グレイン又は約６
グレインでありうる。日本の水の硬度は通常、北アメリカの水の硬度より低く、普通、４
より小さく、例えばガロン当たり３グレインのCa2+/Mg2+総量である。
【０１７０】
従って、いくつかの実施態様では、本願発明は少なくとも一組の洗浄条件（例．水温、水
の硬度、及び/または洗剤濃度）で驚くべき洗浄性能を示すプロテアーゼを提供する。い
くつかの実施態様では、本願発明のプロテアーゼは洗浄性能においてスブチリシン(subti
lisin)プロテアーゼに匹敵する。いくつかの実施態様では、本願発明のプロテアーゼはス
ブチリシンプロテアーゼと比較して向上した洗浄性能を示す。従って、本願発明のいくつ
かの好ましい実施態様では、本明細書に記載のプロテアーゼは、向上した酸化安定性、向
上した熱的安定性、及び/または向上したキレート安定性を示す。
【０１７１】
いくつかの実施態様では、本願発明はこのプロテアーゼの相同種及び変異種のほか、ＡＳ
Ｐプロテアーゼを提供する。特に好ましい実施態様では、このＡＳＰ変異種は野生型ＡＳ
Ｐプロテアーゼ配列に多くの置換を受けている。これらのプロテアーゼは布地からタンパ
ク質に基づく汚れを洗浄するためことを望むいずれの用途にも使える。
【０１７２】
いくつかの実施態様では、本願発明の洗浄剤組成物は、皿洗いのほか、洗濯用添加物組成
物、汚れた布地の前処理での使用に適した組成物、すすぎで加えられる柔軟剤組成物、及
び家庭内の硬い表面一般の洗浄作業で使用する組成物を含む手洗い及び機械洗い用洗剤組
成物として調合されている。本願技術分野の者は洗浄剤組成物として使用しうる種々の調
合についてよく知っている。好ましい実施態様では、本願発明のプロテアーゼは洗剤組成
物で、同程度又は向上した性能をもつ（つまり、他のプロテアーゼと比較したとき）。い
くつかの実施態様では、洗浄性能は、標準的方法である、タマゴ、草、血液、牛乳等の酵
素に感受性のある汚れを用いる種々の洗浄分析において、本願発明のプロテアーゼをスブ
チリシン(subtilisin)プロテアーゼと比較して評価される。実際、本願技術分野の者は、
標準的洗浄サイクル条件下、洗浄剤性能を評価するために使用される分光学的及び他の分
析的方法を良く知っている。
【０１７３】
本願発明に使用される分析はWO９９/３４０１１及び米国特許第６，６０５，４５８号（
例えば実施例３を参照）で記載された分析を含むがこれらに限定されない。米国特許第６
，６０５，４５８号、実施例３においては、撹拌子を使用した１５０mＬのガラスビーカ
ー中で、ｐＨ１０．５で３．０g/l洗剤量、１５℃で１５分の洗濯時間、水の硬度６°ｄ
Ｈ，１０ｎＭの酵素濃度、５０ｍｌ中に５枚の布地片（ファイ２．５ｃｍ）、試験物質セ
ンター、オランダ（Center for Test Material Holland）のＥＭＰＡ１１７試験物質が使
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用されている。試験物質に関し反射率“Ｒ”の測定はＭａｃｂｅｔｈ　ＣｏｌｏｒＥｙｅ
　７０００光度計を用いて４６０ｎｍで行われた。その他の方法は本明細書の実施例に記
載されている。このように、これらの方法もまた、本願発明で使用されている。
【０１７４】
従来の洗浄剤組成物に本発明のプロテアーゼを添加することにより、特に用途が限定され
ることはない。言い換えれば、pHが本明細書に記載した範囲内にある限り、温度が記載さ
れているプロテアーゼの変性温度より低い限り、その洗剤に適したどのような温度、pHも
また、本願の組成物に適している。加えて、本願発明のプロテアーゼは洗剤を含まない、
プロテアーゼのみの、又は研磨剤、安定剤と組み合わされた組成物に使用できる。
【０１７５】
洗浄剤組成物又は洗剤において使用する場合、酸化に対する安定性がさらに考慮される。
つまり、種々の用途に安定性は求められるが、いくつかの用途では、安定性は、向上し、
低下し又はスブチリシン(subtilisin)プロテアーゼに匹敵する。いくつかの好ましい実施
態様では、酸化安定性は向上することが求められる。本願発明のプロテアーゼのいくつか
はそのような用途に特に用いられる。
【０１７６】
洗浄剤組成物または洗剤の中で使用されるときは、熱的安定性がさらに考慮される。つま
り、種々の用途に安定性は求められるが、いくつかの用途では、安定性は向上し、低下し
またはスブチリシン(subtilisin)プロテアーゼに匹敵する。いくつかの好ましい実施態様
では、熱的安定性が向上することが望ましい。本願発明のプロテアーゼのいくつかはその
ような用途に特に用いられる。
【０１７７】
洗浄剤組成物又は洗剤の中で使用される場合、キレート剤に対する安定性がさらに考慮さ
れる。つまり、種々の用途に安定性は求められるが、いくつかの用途では、この安定性は
向上し、低下しまたはスブチリシン(subtilisin)プロテアーゼに匹敵する。いくつかの好
ましい実施態様では、キレート剤安定性は向上することが求められる。本願発明のプロテ
アーゼのいくつかはそのような用途に特に使用される。
【０１７８】
本願発明のいくつかの実施態様では、スブチリシンプロテアーゼと比較したとき異なるpH
で修飾された酵素活性を示す天然のプロテアーゼが提供される。pH-活性プロファイルは
酵素活性対pHのプロットであり、実施例に記載されているように作成されても良く、及び
/または本願発明の技術分野で知られている方法で作成されても良い。いくつかの実施態
様では、より広いプロファイル（つまり、比較のスブチリシンプロテアーゼよりpHの範囲
で高い活性をもつもの）をもつ天然のプロテアーゼを得ることが望ましい。他の実施態様
では、この酵素はいずれのpHでも有意に高い活性をもたない、またはより鋭いプロファイ
ル（つまり、所与のpHでは、スブチリシンプロテアーゼと比較したとき活性が向上し、他
の領域では活性が低いもの）をもつ天然の相同体である。つまり、種々の実施態様では、
本願発明のプロテアーゼ群は最適なpＨ及び/またはpH範囲が異なっている。本願発明はい
ずれか特定のpHまたはpH範囲に限定することを意図していない。
【０１７９】
本願発明のいくつかの実施態様では、洗浄剤組成物は、６９Ｂ４及び/または本願発明の
他のプロテアーゼをこの組成物の重量に対し０．００００１％から１０％の水準で、本願
発明のプロテアーゼを含み、この組成物の重量の残部（例．９９．９９９％から９０．０
％）は、洗浄添加剤を含む。本願発明の他の面では、本願発明の洗浄剤組成物は６９B4と
/または他のプロテアーゼを、この組成物の重量に対し０．０００１%から１０％、０．０
０１％から５％、０．００１％から２％、０．００５％から０．５％の水準で含み、洗浄
剤組成物の残部（例．重量で９９．９９９９％から９０．０％、９９．９９９％から９８
％、９９．９９５％から９９．５％）は洗浄添加剤を含む。
【０１８０】
いくつかの実施態様では、好ましい洗浄剤組成物は、本発明のプロテアーゼ調合剤に加え
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、洗浄性能を与え、及び/または布地を保護する効果を与える1以上の追加の酵素または酵
素誘導体を含む。そのような酵素は、他のプロテアーゼ、リパーゼ、クチナーゼ、アミラ
ーゼ、セルラーゼ、パーオキシダーゼ、オキシダーゼ（例．ラッカーゼ）と/またはマン
ナナーゼを含むがこれらに限定されない。
【０１８１】
アルカリ溶液での使用に適するいずれか他のプロテアーゼは本願発明の組成物で使用され
る。適当なプロテアーゼは動物、植物または微生物由来のものを含む。特に好ましい実施
態様では、微生物のプロテアーゼが使用される。いくつかの実施態様では、化学的にまた
は遺伝学的に修飾された突然変異体が含まれる。いくつかの実施態様では、このプロテア
ーゼはセリンプロテアーゼであり、好ましくはアルカリ性微生物プロテアーゼまたはトリ
プシン様プロテアーゼである。アルカリ性プロテアーゼの例はスブチリシン類(subtilisi
ns)、特にバシラス(Bacillus)属由来（例．スブチリシン、レンタス(lentus)、アミロリ
ケファシエンス(amyloliquefaciens)、スブチリシンカールスベルク(subtilisin Carlsbe
rg)、スブチリシン３０９、スブチリシン１４７とスブチリシン１６８）のものである。
その他の例は米国特許第　ＲＥ３４，６０６号、５，９５５，３４０号、５，７００，６
７６号、６，３１２，９３６号及び６，４８２，６２８号で記載されているこれらの突然
変異プロテアーゼを含み、これらの全ては引用により本明細書に含める。その他のプロテ
アーゼの例は、トリプシン（例．ブタまたはウシの）、及びWO８９/０６７２０に記載の
ヒプロテアーゼ(hprotease)を含むがこれらに限定されない。好ましい市販のプロテアー
ゼ酵素は、ＭＡＸＡＴＡＳＥ（登録商標）、ＭＡＸＡＣＡＬＴＭ、ＭＡＸＡＰＥＭＴＭ、
ＯＰＴＩＣＬＥＡＮ（登録商標）、ＯＰＴＩＭＡＳＥ（登録商標）、ＰＲＯＰＥＲＡＳＥ
（登録商標）、ＰＵＲＡＦＥＣＴ（登録商標）及びＰＵＲＡＦＥＣＴ（登録商標）ＯＸＰ
（Ｇｅｎｅｎｃｏｒ）の製品名で販売されているもの、ＡＬＣＡＬＡＳＥ（登録商標）、
ＳＡＶＩＮＡＳＥ（登録商標）、ＰＲＩＭＡＳＥ（登録商標）、ＤＵＲＡＺＹＭTM、ＲＥ
ＬＡＳＥ（登録商標）及びＥＳＰＥＲＡＳＥ（登録商標）(Ｎｏｖｏｚｙｍｅｓ) の製品
名で販売されているもの、ＢＬＡＰＴＭ（Henkel Kommanditgesellschaft auf Akiten, D
usseldorf, Germany）の製品名で販売されているものを含む。 種々のプロテアーゼがＷ
Ｏ９５／２３２２１、ＷＯ９２／２１７６０及び米国特許第５，８０１，０３９号、５，
３４０、７３５号、５，５００，３６４号、５，８５５，６２５号に記載されている。他
のＢＰＮ‘変異種（「ＢＰＮ‘変異種１」と本明細書では記載する）は米国特許第ＲＥ３
４，６０６号に記載されている。別のＧＣ３６変異種（「ＧＣ３６変異種１」と本明細書
では記載する）は米国特許第５，９５５，３４０号、５，７００，６７６号に記載されて
いる。さらに、ＧＧ-３６変異種は、米国特許第６，３１２，９３６号及び第６，４８２
，６２８号に記載されている。本願発明の一面では、本願発明の洗浄剤組成物はこの組成
物の重量に対し０．００００１％から１０％までの水準で別のプロテアーゼ酵素を含み、
重量に対し９９．９９９％から９０．０％の洗浄添加剤を含む。本願発明の他の実施態様
では、本願発明の洗浄剤組成物はまた、この組成物の重量で０．０００１％から１０％、
０．００１％から５％、０．００１％から２％、０．００５％から０．５％の水準で６９
Ｂ４プロテアーゼ（またはその相同体または変異種）を含み、洗浄剤組成物の残部（例．
重量で９９．９９９９％から９０．０％、９９．９９９％から９８％、９９．９９５％か
ら９９．５％）は洗浄添加剤を含む。
【０１８２】
加えて、アルカリ溶液での使用に適したどのようなリパーゼも本願発明に使用される。適
したリパーゼは細菌または菌類に由来するものを含むが、これらに限定されない。化学的
にまたは遺伝子学的に修飾された突然変異体は本願発明に含まれる。有用なリパーゼの例
は、ヒューミコラ・ラヌギノザ(Humicola lanuginose)リパーゼ（例．ＥＰ２５８０６８
とＥＰ３０５２１６参照）、リゾムコール・ミヘイ（Rhizomucor miehei）リパーゼ（例
．ＥＰ２３８０２３参照）、カンジダ（Candida）リパーゼ、例えばＣ．アンタークチカ
リパーゼ（例えば、Ｃ．アンタークチカ(C.antarctica)リパーゼＡまたはＢ；ＥＰ２１４
７１６参照）、シュードモナス(Pseudomonas)リパーゼ、例えばＰ．アルカリゲネス（P.a
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lcaligenes）と、P．シュードアルカリゲンス（P.pseudoalcaligenes）リパーゼ（例えば
ＥＰ２１８２７２号参照）、Ｐ．セパシア（P.cepacia）リパーゼ（例えばＥＰ３３１３
７６号参照）、Ｐ．スタットゼリ（P.stutzeri）リパーゼ（ＧＢ１，３７２，０３４号参
照）、Ｐ．フルオレセンス（P.fluorescence）リパーゼ、バシラス（Bacillus）リパーゼ
（例．Ｂ．スブチリス(B.subtilis)リパーゼ［Dartoisら、Biochem. Biophys. Acta 1131
:253-260[1993]］）、Ｂ．ステアロテルモフィラス (B.stearothermophilus) リパーゼ[
例えばJP64/744992参照]及びＢ．パミラス(B.pumilus)リパーゼ[例えばWO91/16422参照]
）を含む。
【０１８３】
さらに、多くのクローンされたリパーゼが本願発明のいくつかの実施態様で使用される。
ペニシリウム・カメンベルチ (Penicillium camembertii) リパーゼ（Yamaguchiら、Gene
 103:61-67[1991]参照）、ゲオトリカム・カンジダム(Geotricum candidum)リパーゼ（Sc
himadaら、J.Biochem.,106:383-388[1989]）及び種々のリゾパス(Rhizopus)リパーゼ、例
えば、R.ニベウス(R.niveus)リパーゼ（Kugimiyaら、Biosci.Biotech.Biochem.56:716-71
9[1992]）及びＲ・オリゼ(R. oryzae)リパーゼを含むがこれらに限定されない。
【０１８４】
他の種類の、クチナーゼ(cutinase)のような脂肪分解酵素もまた、本願発明のいくつかの
実施態様で使用され、シュードモナス・メンドシナ（Pseudomonas mendocina）由来のク
チナーゼ(cutinase)（WO88/09367参照）、またはフザリウム・ソラニ・ピシ(Fusarium so
lani pisi)由来のクチナーゼ（WO90/09446参照）を含むが、これらに限定されない。
【０１８５】
その他の適したリパーゼは、Ｍ１ ＬＩＰＡＳＥTM、ＬＵＭＡ ＦＡＳＴTM及びＬＩＰＯＭ
ＡＸTM(Genencor)、ＬＩＰＯＬＡＳＥ（登録商標）とＬＩＰＯＬＡＳＥ（登録商標）ＵＬ
ＴＲＡ(Novozymes)及びＬＩＰＡＳＥ　ＰTM”Amano”（アマノ薬品株式会社、日本）のよ
うな市販のリパーゼを含む。
【０１８６】
本願発明のいくつかの実施態様では、本願発明の洗浄組成物はさらに、この組成物の重量
に対して０．００００１％から１０％の水準で別のリパーゼを含み、残部は洗浄添加剤で
ある。本願発明の他の面では、本願発明の洗浄組成物は、この組成物の重量に対し０．０
００１％から１０％、０．００１％から５％、０．００１％から２％、０．００５％から
０．５％の水準でリパーゼも含む。
【０１８７】
アルカリ溶液での使用に適したいずれのアミラーゼ（アルファ及び/またはベータ）も、
本願発明のいくつかの実施態様で使用される。適したアミラーゼは、細菌又は菌類由来の
ものを含むがこれらに限定されない。化学的にまたは遺伝学的に修飾された突然変異体が
いくつかの実施態様に含まれる。本願発明に使用されるアミラーゼは、Ｂ．リケニホルミ
ス(B. licheniformis)（例えば、ＧＢ１，２９６，８３９参照）から得られるα－アミラ
ーゼを含むがこれに限定されない。本願発明に使用される市販のアミラーゼは、ＤＵＲＡ
ＭＹＬ（登録商標）、ＴＥＲＭＡＭＹＬ（登録商標）、ＦＵＮＧＡＭＹＬ（登録商標）、
ＳＴＡＩＮＺＹＭＥ（登録商標）とＢＡＮＴＭ(Novozymes)とＲＡＰＩＤＡＳＥ（登録商
標）とＭＡＸＡＭＹＬ（登録商標）Ｐ(Genencor International)を含むがこれらに限定さ
れない。本願発明のいくつかの実施態様では、本願発明の洗浄剤組成物は、組成物の重量
に対しさらに０．００００１％から１０％の水準で別のアミラーゼを含み、残部は洗浄添
加剤である。本願発明の他の面では、本願発明の洗浄剤組成物はまた、組成物の重量に対
し０．０００１％から１０％、０．００１％から５％、０．００１％から２％、０．００
５％から０．５％の水準でアミラーゼを含む。
【０１８８】
アルカリ溶液での使用に適したいずれかのセルラーゼも、本願発明の実施例で使用される
。適したセルラーゼは、細菌または菌類由来の物を含むがこれらに限定されない。化学的
にまたは遺伝学的に修飾された突然変異体はいくつかの実施態様に含まれる。適したセル
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ラーゼは、ヒューミコラ・インソレンス(Humicola insolens)セルラーゼ（米国特許第４
，４３５，３０７号参照）を含むがこれに限定されない。特に適したセルラーゼは色を保
護する利点をもつセルラーゼである（例えば、ＥＰ０４９５２５７参照）。
【０１８９】
本願発明に用途のある市販のセルラーゼは、ＣＥＬＬＵＺＹＭＥ（登録商標）(Novozymes
)とＫＡＣ－５００（Ｂ）ＴＭ（Kao　Corporation）を含むがこれらに限定されない。い
くつかの実施態様では、セルラーゼは成熟した野生型または変異セルラーゼの一部又は断
片として組み入れられ、Ｎ末端の一部が切断されている（米国特許第５，８７４，２７６
号参照）。
【０１９０】
いくつかの実施態様では、本願発明の洗浄組成物は、組成物の重量に基づき０．０００１
％から１０％の水準でさらに別のセルラーゼを含み、残部は洗浄添加剤である。本願発明
の他の面では、本願発明の洗浄剤組成物は、組成物の重量に基づき０．０００１％から１
０％、０．００１％から５％、０．００１％から２％、０．００５％から０．５％の水準
でセルラーゼをも含む。
【０１９１】
洗剤組成物及びまたはアルカリ溶液での使用に適したいずれのマンナナーゼも本願発明で
使用される。適したマンナナーゼは細菌または菌類由来のものを含むがこれらに限定され
ない。化学的にまたは遺伝学的に修飾された突然変異体はいくつかの実施態様に含まれる
。本願発明に用途のある種々のマンナナーゼが知られている（米国特許第６，５６６，１
１４号、米国特許第６，６０２，８４２号、米国特許第６，４４０，９９１号を参照。こ
れら全ては引用により本明細書に組み入れられる。）
【０１９２】
いくつかの実施態様では、本願発明の洗浄剤組成物はさらに組成物の重量に基づき０．０
０００１％から１０％の水準で別のマンナナーゼを含むことができ、残部は洗浄添加剤で
ある。本願発明の他の面では、本願発明の洗浄剤組成物は、また、組成物の重量に基づき
、０．０００１％から１０％、０．００１％から５％、０．００１％から２％、０．００
５％から０．５％の水準でマンナナーゼをも含む。
【０１９３】
いくつかの実施態様では、ペルオキシダーゼが過酸化水素またはその発生源（例．過炭酸
塩、過ホウ酸塩、過硫酸塩）と組み合わせて使用される。別の実施態様では、酸化酵素が
酸素と組み合わされて使用される。両タイプの酵素は、「溶液漂白（solution bleaching
）」（つまり、洗濯液中で共に洗濯するとき染色された布地から他の布地へ布地の染料が
移ることを防ぐ）のために、好ましくは強化剤（例えば、WO９４/１２６２１及びＷＯ９
５/０１４２６参照）とともに使用される。適したペルオキダーゼ/酸化酵素は、植物、細
菌または菌類由来のものを含むがこれらに限定されない。化学的または遺伝学的に修飾さ
れた突然変異体がいくつかの実施態様に含まれる。
【０１９４】
いくつかの実施態様では、本願発明の洗浄剤組成物はさらにペルオキシダーゼ及び/また
は酸化酵素を、組成物の重量を基準に０．００００１％から１０％の水準でペルオキシダ
ーゼ及び/または酸化酵素を追加して含み、残部は組成物の重量を基準として洗浄添加剤
である。本願発明の他の面では、本願発明の他の洗浄剤組成物はまた、組成物の重量を基
準に、０．０００１%から１０％、０．００１％から５％、０．００１％から２％、０．
００５％から０．５％のペルオキシダーゼ及び/または酸化酵素をも含む。
【０１９５】
上述した酵素の混合物は、本明細書含まれ、特に６９B４酵素、1以上の他のプロテアーゼ
、少なくとも1個のアミラーゼ、少なくとも1個のリパーゼ、少なくとも1個のマンナナー
ゼ、及び/または少なくとも1個のセルラーゼからなる混合物が含まれる。実際に、種々の
これらの酵素混合物は本願発明での使用が考慮されている。
【０１９６】
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種々の水準のプロテアーゼと1以上の別の酵素は両者ともそれぞれ１０％までの範囲であ
っても良く、洗浄剤組成物の残部は洗浄剤添加剤である。洗浄剤添加剤の種類の選択は、
洗浄を受ける表面、製品又は布地、使用時の洗浄条件に適した望ましい形態（例えば、洗
剤用）を考慮することにより容易に行われる。
【０１９７】
適した洗浄添加剤の例は、界面活性剤、研磨剤、漂白剤、漂白活性剤、漂白触媒、他の酵
素、酵素を安定化する系、キーラント(chelant)、漂白蛍光剤(optical brightener)、土
剥離ポリマー(soil release polymers)、染料転移剤(dye transfer agents)、懸濁剤(dis
persant)、発泡抑制剤（suds suppressors）、染料、香料、色素、増量剤である塩、ヒド
ロトロープ(hydrotrope)、光活性化剤、蛍光剤、布地の柔軟剤、加水分解性界面活性剤、
保存料、抗酸化剤、抗収縮剤、しわの防止剤、殺菌剤、抗かび剤、カラースペクル(color
 speckle)、シルバーケア(silvercare)、曇り防止剤(anti-tarnish)及び/または腐食防止
剤、アルカリ性供与剤(alkalinity sources)、溶解剤、担体、処理助剤、顔料、及びpH調
整剤（米国特許第６，６１０，６４２号、６，６０５，４５８号、５，７０５，４６４号
、５，７１０、１１５号、５，６９８、５０４号、５，６９５，６７９号、５、６８６、
０１４号及び５、６４６、１０１号、これら全ては引用により本明細書に組み入れられる
。）特定の洗浄剤組成物の実施態様は下記に詳細に例示されている。
【０１９８】
洗浄添加剤が、洗浄剤組成物の中で、本願発明のプロテアーゼと合わせることができない
場合、両成分を合わせることが適当であるときまで、洗浄添加剤とプロテアーゼを分離（
つまり、互いに接触しない）しておく方法が使用される。そのような分離は本願発明の技
術分野（つまり、ゲルキャップ、カプセル化、錠剤、物理的分離など）で知られているい
ずれか適当な方法を含む。
【０１９９】
好ましくは、本明細書に与えられている1以上のプロテアーゼの有効量が、タンパク質性
の汚れの除去が必要な種々の表面を洗浄するために有用な組成物中に含まれている。その
ような洗浄剤組成物は硬い表面、布地、皿の洗浄のような用途のための洗浄剤組成物を含
む。実際、いくつかの実施態様では、本願発明は布地洗浄剤組成物を提供するが、他方、
他の実施態様では、本願発明は布地以外の製品の洗浄剤組成物を提供する。特に、本願発
明は、また、口の衛生管理（入れ歯洗浄剤組成物のほか、デントリフィス(dentrifice)、
練歯磨き、口腔洗浄液など）、皮膚、髪の洗浄組成物等の人に適した洗浄剤組成物も提供
する。本願発明は、いずれの形態の洗浄剤組成物も含むことが意図されている（つまり、
液体、顆粒、塊状、半固体、ゲル、懸濁液、錠剤、カプセルなど）。
【０２００】
例によって、本願発明のプロテアーゼが使用されるいくつかの洗浄剤組成物が下記にさら
に詳細に述べられている。本願発明の洗浄剤組成物が洗濯機による洗濯での使用に適した
組成物として調合されている実施態様においては、本願発明の組成物は、有機ポリマー化
合物、漂白剤、他の酵素、発泡抑制剤、懸濁剤、石灰―石鹸懸濁剤、土懸濁(soil suspen
sion)及び再付着防止剤(anti-redeposition agent)及び腐食抑制剤から好ましくは選択さ
れる1以上の洗浄添加剤のほか、好ましくは少なくとも1個の界面活性剤と少なくとも1個
の研磨剤化合物を含む。いくつかの実施態様では、洗濯組成物は、また柔軟剤（つまり、
追加の洗浄添加剤として）も含む。
【０２０１】
本願発明の組成物はまた、固体または液体で洗浄剤添加物としても使用される。そのよう
な添加物は従来の洗浄剤組成物の性能を補う及び/または促進することが意図され、洗浄
のいずれの段階にも加えることができる。
【０２０２】
手洗いによる皿の洗浄に用いられる組成物として調合された実施態様では、本発明の組成
物は好ましくは、少なくとも1個の界面活性剤、好ましくは、有機ポリマー化合物、発泡
促進剤（suds enhancing agent）、第ＩＩ族金属イオン、溶媒、ヒドロトロープス及び他
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の酵素から選択される少なくとも１の洗浄添加剤が追加される。
【０２０３】
いくつかの実施態様では、本明細書の洗濯用洗剤組成物の密度は、２０℃で測定された場
合、４００から１２００ｇ/リットルの範囲であり、一方、他の実施態様では、５００か
ら９５０ｇ/リットルの範囲にある。
【０２０４】
いくつかの実施態様では、米国特許第６，６０５，４５８号に記載されているような種々
の洗浄剤組成物は、本願発明のプロテアーゼとともに使用される。つまり、いくつかの実
施態様では、本願発明の少なくとも１のプロテアーゼを含む組成物は、コンパクトな顆粒
状布地洗浄剤組成物であり、一方、他の実施態様では、この組成物は色のついた布地の洗
濯に有用な顆粒状布地洗浄剤組成物であり、さらに他の実施態様では、この組成物は、洗
浄性能を通じて柔軟化する顆粒状布地洗浄剤組成物であり、別の実施態様では、この組成
物は過酷な条件に耐える液体布地洗浄組成物である。
【０２０５】
いくつかの実施態様では、本願発明の少なくとも１のプロテアーゼを含む組成物は米国特
許第６、６１０、６４２号及び米国特許第６，３７６，４５０号で記載されたような布地
洗浄剤組成物である。加えて、本願発明のプロテアーゼはヨーロッパ又は日本の洗濯条件
で特に有用な顆粒状洗剤組成物に使用される（例　米国特許第６，６１０，６４２号参照
）。
【０２０６】
別の実施態様では、本願発明は、本明細書に記載されている少なくとも1個のプロテアー
ゼを含む硬い表面の洗浄剤組成物を提供する。つまり、いくつかの実施態様では、少なく
とも１の本願発明のプロテアーゼを含む組成物は、米国特許第６，６１０、６４２号、米
国特許第６、３７６、４５０号、米国特許第６、３７６、４５０号で記載されているよう
な硬い表面の洗浄剤組成物である。
【０２０７】
さらにいくつかの実施態様では、本願発明は、本明細書に記載されている少なくとも１の
プロテアーゼを含む皿洗い組成物を提供する。つまり、いくつかの実施態様では、本願発
明の少なくとも１のプロテアーゼを含む組成物は米国特許第６、６１０、６４２号及び米
国特許第６，３７６、４５０号の組成物のような硬い表面の洗浄剤組成物である。
【０２０８】
さらに他の実施態様では、本願発明は本明細書に記載された少なくとも１のプロテアーゼ
を含む皿洗い洗浄剤組成物を提供する。つまり、いくつかの実施態様では、本願発明の少
なくとも１のプロテアーゼを含む組成物は米国特許第６，３７６，４５０号と米国特許第
６，３７６，４５０号の組成物のような口内衛生用組成物を含む。
【０２０９】
本組成物と洗浄添加剤の処方と性状は先に述べた米国特許第６，３７６，４５０号、第６
，６０５，４５８号に含まれている。米国特許第６，６０５，４５８号と第６，６１０，
６４２号は、引用により本明細書に明示的に組み入れられる。さらに他の例は下記の実施
例に記載されている。
【０２１０】
さらに、本願発明は、プロテアーゼが、本願発明に従い食品又は動物飼料と混合されてい
る点で特徴のある、食品又は動物飼料の組成物と生産方法を提供する。いくつかの実施態
様では、プロテアーゼは加工前に乾燥した製品として加えられ、一方、他の実施態様では
、加工前又は後に液体として加えられる。乾燥粉末が使用されるいくつかの実施態様では
、この酵素は、粉にした穀物のような乾燥した担体上に液体として加えられ希釈される。
本願発明のプロテアーゼは、米国特許第５，６１２，０５５号、米国特許第５，３１４，
６９２号及び米国特許第５，１４７，６４２号で記載されているような動物飼料の成分及
び/または添加剤の成分として使用される。これらの特許全ては引用により本明細書に組
み入れられる。



(63) JP 5775666 B2 2015.9.9

10

20

30

40

50

【０２１１】
本願発明による酵素飼料添加物は、多くの方法で調製するのに適している。例えば、いく
つかの実施態様では、酵素混合物を生産するため、適した活性をもつ異なる酵素を単に混
合することにより調製される。いくつかの実施態様では、この酵素混合物は、直接に飼料
と混合され、一方、他の実施態様では、これは粉砕された小麦粉、トウモロコシ粉、大豆
の粉のような穀物加工食品(cereal)の担体に混合される。、これらの酵素が添加された穀
物加工食品の担体は、酵素飼料添加剤として用途があるので、本願発明はまた、これらの
酵素が添加された担体も含む。
【０２１２】
いくつかの別の実施態様では、穀物加工食品の担体（例．小麦粉又はトウモロコシの粉）
は、適当な活性をもつ酵素群と同時にまたは連続的に混合される。例えば、いくつかの実
施態様では、小麦粉である担体は最初にキシラナーゼにより、二番目にプロテアーゼによ
り噴霧され、そして任意に、β―グルカナーゼにより噴霧される。本願発明は、また、こ
れらの混合された担体が、酵素飼料添加物として使用されるので、これらの混合された担
体も含む。好ましい実施態様では、これらの混合された担体は、本願発明の少なくとも１
のプロテアーゼを含む。
【０２１３】
いくつかの実施態様では、本願発明の飼料添加物は動物飼料と直接に混合される。一方、
別の実施態様では、ビタミン飼料添加物、無機物飼料添加物、及び／またはアミノ酸飼料
添加物のような1以上の他の飼料添加物と混合される。いくつかの異なる種類の成分を含
む得られた飼料添加物は次に適量が飼料と混合される。
【０２１４】
いくつかの好ましい実施態様では、本願発明の飼料添加剤は、穀物加工食品の担体を含め
、通常、飼料１キログラム当たり０．０１－５０ｇで混合され、より好ましくは、０．１
－１０ｇ／キログラム、最も好ましくは約１ｇ／キログラムで混合される。
【０２１５】
別の実施態様では、本願発明の酵素飼料添加剤は、望ましい相対量で望ましい酵素を産生
する組換え微生物群の構築を含む。いくつかの実施態様では、これは本願発明の少なくと
も１のプロテアーゼをコードする遺伝子のコピー数を増やすこと、及び／またはプロテア
ーゼをコードするポリヌクレオチドに機能的に連結している適度に強いプロモーターを使
用することにより達成される。別の実施態様では、組換え微生物株は、望みに応じ、ある
酵素活性（例．セルラーゼ、エンドグルカナーゼなど）が削除されている。
【０２１６】
他の実施態様では、本願発明により与えられる酵素飼料添加剤は、また少なくとも１つの
キシラナーゼ、α－アミラーゼ、グルコアミラーゼ、ペクチナーゼ、マンナナーゼ、α－
ガラクトシダーゼ、フィターゼ、及び/またはリパーゼを含むがこれらに限定されない他
の酵素も含む。いくつかの実施態様では、望ましい活性をもつ酵素は、これらが穀物加工
食品の担体と混合される前にキシラナーゼとプロテアーゼと混合され、またはこれらの酵
素が穀物加工食品の担体上に同時に又は連続的に混合される。この担体は次に、穀物加工
食品を材料とする飼料と混合され、目的の飼料を作る。別の実施態様では、この酵素飼料
添加剤は、各酵素の活性をもつ溶液として調製され、次に小球またはマッシュ(mash)にさ
れた飼料と混合される。
【０２１７】
さらに別の実施態様では、この酵素飼料添加剤は、第二の（つまり、異なる）飼料または
動物の飲料水に混合することにより動物のえさに混合される。従って、穀物加工食品を材
料にする飼料との混合は、本願発明の特に好ましい実施態様ではあるが、本願発明により
提供される酵素混合物がそのように混合されることが、必須であるわけではない。
１ｇの飼料添加剤当たりのキシラナーゼ活性対１ｇの飼料添加剤当たりのプロテアーゼ活
性の比は好ましくは、１：０．００１－１，０００、より好ましくは１：０．０１－１０
０、及び最も好ましくは１：０．１－１０である。上記に示すように、本願発明により提
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供される酵素混合物は、好ましくは穀物加工食品を材料とする飼料の調製において飼料添
加剤として使用される。
【０２１８】
いくつかの実施態様では、穀物加工食品を材料とする飼料は重量で少なくとも２５％の、
より好ましくは、重量で少なくとも約３５％の、小麦又はトウモロコシ又は両者の穀物加
工食品の組合せを含む。この飼料は更に、プロテアーゼ（つまり、少なくとも本願発明の
少なくとも１のプロテアーゼ）を、１ｋｇ当たり１００－１００，０００単位のプロテア
ーゼ活性を飼料が含むような量で含む。
【０２１９】
本願発明に与えられている穀物加工食品を材料とする飼料は、本願発明に従い、家禽（例
．七面鳥、ガチョウ、アヒル、にわとりなど）、家畜（例．ブタ、羊、ウシ、ヤギなど）
及び愛玩用動物（例．馬、犬、猫、ウサギ、ねずみなど）等の種々の動物用の飼料として
使用される。この飼料は特に、家禽とブタに、特にブロイラー用にニワトリに適している
。
【０２２０】
本願発明はまた、本願発明のプロテアーゼのうち少なくとも1つを含む布地の処理用の組
成物も与える。いくつかの実施態様では、本願発明の少なくとも１つのプロテアーゼは、
絹又は羊毛の処理に適した組成物の成分である（米国再発行 特許第２１６，０３４号、
ＥＰ１３４，２６７号、米国特許第４，５３３，３５９号及びＥＰ３４４，２５９号参照
）。
【０２２１】
加えて、本願発明のプロテアーゼはフィチン酸塩からリンを分離することが望ましい種々
の用途に使用される。従って、本願発明は、また、性質が改善された羊毛や動物の毛を生
産する方法もまた与える。いくつかの好ましい実施態様では、これらの方法は羊毛、羊毛
繊維または動物の毛からなる物質をプラズマ処理やDelhey処理からなる群から選択される
工程で前処理する段階と、前処理された羊毛又は動物の毛が、その性質を改善するために
効果のある量でタンパク質分解性酵素（例．少なくとも本願発明の１のプロテアーゼ）に
よる処理を受ける段階を含む。いくつかの実施態様では、タンパク質分解酵素による処理
はプラズマ処理の前に行い、一方、他の実施態様では、プラズマ処理の後に行う。さらに
いくつかの実施態様では、それは分離した段階として行われるが、他の実施態様では、羊
毛又は動物の毛の洗浄または染色と組み合わせて行われる。別の実施態様では、少なくと
も１の界面活性剤及び/または少なくとも１の柔軟剤が、この酵素処理段階に加えられる
が、他の実施態様では、界面活性剤及び/または柔軟剤は、羊毛と動物の毛が柔軟化処理
を受ける別の段階に加えられる。
【０２２２】
いくつかの実施態様では、本願発明の組成物は、羊毛繊維を縮みにくくする方法において
使用される（JP ４－３２７２７４参照）。いくつかの実施態様では、本組成物は羊毛繊
維を低温プラズマ処理し、続いてブロック-ウレタン樹脂、ポリアミドエポクロロヒドリ
ン樹脂、グリオキシル酸樹脂、エチレンーウレア樹脂またはアクリル樹脂のような、縮み
にくい樹脂による処理を受け、次いで柔軟化効果を得るために重量を減量させるタンパク
質分解酵素による処理を施すことによる羊毛繊維を縮みにくくする処理法で使用される。
いくつかの実施態様では、プラズマ処理段階は低温処理、好ましくはコロナ放電処理又は
グロー放電処理である。
【０２２３】
いくつかの実施態様では、低温プラズマ処理はガス、好ましくは空気、酸素、窒素、アン
モニア、ヘリウム又はアルゴンからなる群から選択されるガスを用いて行われる。
従来から、空気が使用されているが、他の示したガスのいずれかを使用することが有利か
もしれない。
【０２２４】
好ましくは、低温プラズマ処理は約０．１torrと５torrの間の圧力で約２秒から約３００
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秒、好ましくは約５秒から約１００秒、より好ましくは約５秒から約３０秒行われる。
【０２２５】
上記のように、本願発明はDelhay処理（例えば、ＤＥ－Ａ－４３３２６９２号参照）のよ
うな方法と組み合わせて使用される。この処理では、羊毛は可溶性タングステン酸塩の存
在下、過酸化水素の水溶液中で処理を受け、任意に、羊毛の耐フェルト化性(anti-feltin
g properties)を向上させるため合成ポリマーの溶液または懸濁液中で処理を受ける。本
法では、羊毛は過酸化水素水溶液中（０．１－３５％（ｗ／ｗ）、好ましくは２－１０％
（ｗ／ｗ））で、２－６０％(w/w)、好ましくは８－２０％(w/w)の触媒（好ましくは、Na

2WO4）存在下、そして非イオン性湿潤剤存在下で、処理される。好ましくは、本処理はpH
８－１１で、室温で実施される。処理時間は過酸化水素と触媒濃度に依存する。しかし、
好ましくは２分またはそれ未満である。酸化処理の後、羊毛は水で濯ぎを受ける。残存過
酸化水素の除去のため、そして任意に漂白を追加して行うため、羊毛はさらに還元剤（例
．亜硫酸塩、ホスホン酸塩等）の酸性溶液で処理を受ける。
【０２２６】
いくつかの実施態様では、本酵素処理は約１分から約１２０分の間で行われる。本段階は
好ましくは、約２０℃から約６０℃の温度で実施され、より好ましくは約３０℃から約５
０℃の間で行われる。または、羊毛は水性の酵素溶液に浸漬されまたは、これを含ま(pad
)され、従来の温度と圧力、通常約３０秒から約３分で蒸気処理される。いくつかの実施
態様では、タンパク質分解酵素処理は、緩衝剤を含みうる酸性、中性またはアルカリ性の
溶媒中で行われる。
【０２２７】
別の実施態様では、本酵素処理段階は、１以上の従来のアニオン性、非イオン性（例．ド
バノール(Dobanol );Henkel AG）またはカチオン性の界面活性剤の存在下で行われる。有
用な非イオン性界面活性剤の例はドバノール（;Henkel AG製）である。さらに別の実施態
様では、羊毛または動物の毛は、タンパク質分解性酵素での処理の前または同時に超音波
処理を受ける。いくつかの実施態様では、この超音波処理は、約５０℃の温度、約５分で
実施される。いくつかの好ましい実施態様では、酵素処理段階で使用されるタンパク質分
解性酵素の量は、羊毛または動物の毛の重量に基づいて約０．２w/w％と約１０w/w％の間
である。いくつかの実施態様では、酵素処理は、染色、すすぎ、及び/または洗浄槽に単
にプロテアーゼを加えることにより、羊毛または動物の毛の染色及び/または洗浄の間に
実施される。いくつかの実施態様では酵素処理はプラズマ処理の後に実施され、しかし、
他の実施態様では、この２処理が反対の順序で実施される。
【０２２８】
従来より羊毛について使用されている柔軟剤は、普通カチオン性柔軟剤で、有機カチオン
性柔軟剤またはシリコーンをベースとした製品であり、しかし、アニオン性または非イオ
ン性柔軟剤もまた有用である。有用な柔軟剤の例はポリエチレン柔軟剤とシリコーン柔軟
剤（つまり、ジメチルポリシロキサン（シリコーンオイル））、H-ポリシロキサン、シリ
コーンエラストマー、アミノ基をもつジメチルポリシロキサン、アミノ基をもつシリコー
ンエラストマー、エポキシ基をもつジメチルポリシロキサン及び有機カチオン柔軟剤（例
．アルキル４級アンモニウム誘導体）を含むがこれらに限定されない。
【０２２９】
別の実施態様では、本願発明は少なくとも本願発明の１プロテアーゼを含む動物の皮の処
理用の組成物を与える。いくつかの実施態様では、本願発明のプロテアーゼはWO03/00865
（Insect Biotech Co., Taejeon-Si, 韓国）に記載されているもののような、動物の皮の
処理用の組成物に用途がある。他の実施態様では、本願発明は、皮を本願発明のプロテア
ーゼにより酵素的に処理することを含む、皮をなめし皮とする処理法を提供する（例．WO
96/11285参照）。他の実施態様では、本願発明は本願発明の少なくとも１のプロテアーゼ
を含む、動物の皮をなめし皮にする処理のための組成物を与える。
【０２３０】
皮は普通、塩を加えたまたは乾燥された生の皮の形態でなめし皮工場に受け入れられる。
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皮をなめし皮にする処理は、浸漬、毛の除去、なめし剤への浸漬からなる工程を含むいく
つかの異なる工程を含む。これらの工程は湿式処理の一部であり、ビームハウス(beamhou
se)で行われる。本願発明のプロテアーゼを用いる酵素処理は皮の処理に含まれる工程中
のいつにおいても適用できる。しかし、プロテアーゼは、湿式処理（つまり、浸漬、毛の
除去及び/またはなめし剤への浸漬）の間、普通使用される。このように、いくつかの好
ましい実施態様では本願発明のプロテアーゼの少なくとも１つによる酵素処理は、湿式処
理の工程において行われる。
【０２３１】
いくつかの実施態様では、本願発明の浸漬処理は従来の浸漬条件（例．pH６．０-１１の
範囲のｐＨ）で行われる。いくつかの好ましい実施態様では、この範囲はpH７．０-１０
．０である。別の実施態様では、この温度は２０－３０℃であり、一方、他の実施態様で
は、２４－２８℃の範囲にあることが好ましい。さらに別の実施態様では、反応時間は２
－２４時間の範囲であり、一方好ましい範囲は４－１６時間である。他の実施態様では、
界面活性剤及び/または保存剤が、好ましいときには加えられる。
【０２３２】
なめし剤への浸漬工程である第二工程はなめし剤を添加することにより始まる。いくつか
の実施態様では、酵素処理はなめし剤への浸漬の間に行われる。いくつかの好ましい実施
態様では、脱灰（deliming phase）後、酵素処理はなめし剤への浸漬において行われる。
いくつかの実施態様では、本願発明のなめし液への浸漬工程は従来の条件（例．pH６．０
－９．０の範囲のpH）を用いて行われる。いくつかの実施態様では、pHの範囲は６．０－
８．５である。他の実施態様では、温度は２０－３０℃の範囲であるが、好ましい実施態
様では温度は２５－２８℃の範囲である。いくつかの実施態様では、反応時間は２０－９
０分の範囲であり、他の実施態様では４０－８０分の範囲である。皮革を製造する工程は
本願発明の技術者に良く知られている（例えば、WO９４/０６９４２９、ＷＯ９０/１１２
１１８９、米国特許第３，８４０、４３３号、ＥＰ５０５９２０，ＧＢ２２３３６６５及
び米国特許第３，９８６，９２６号参照。これら全ては引用により本明細書に組み入れら
れる。）
【０２３３】
さらにいくつかの実施態様では、本願発明は、本願発明の少なくとも１個のプロテアーゼ
を含むなめし剤を提供する。なめし剤はビームハウスの工程、特に皮革の製造工程である
なめし液浸漬工程において使用される化学的に活性な成分を含む試薬または酵素含有剤で
ある。いくつかの実施態様では、本願発明はプロテアーゼと適した添加物を含むなめし剤
を提供する。いくつかの実施態様では、試薬は、本願発明の技術分野で知られ、使用され
ている化学物質、例えば、希釈剤、乳濁剤(emulgator)、脱灰剤及び担体を含むがこれに
限定されない。いくつかの実施態様では、本願発明の少なくとも１プロテアーゼを含むな
めし剤は、本願発明の技術分野で知られているように処方される（ＧＢ－Ａ２２５０２８
９、ＷＯ９６／１１２８５及びＥＰ０７８４７０３参照）。
【０２３４】
いくつかの実施態様では、本願発明のなめし剤は、１ｇ当たりのなめし剤に対し０．００
００５から０．０１ｇの活性プロテアーゼを含み、他方、他の実施態様では、なめし剤は
、１ｇ当たりのなめし剤に対し０．０００２から０．００４ｇの活性プロテアーゼを含む
。
【０２３５】
このように、本願発明のプロテアーゼは多数の用途と条件で使用される。
【発明を実施するための形態】
【０２３６】
実施例
本願発明は特許を請求した発明の範囲を限定する意図を伴わない以下の実施例でさらに詳
細に説明される。添付した図面は本発明の規格と説明の一部であると考えられることを意
図している。引用した全ての引用文献は、引用文献に記載した全てについて、引用により



(67) JP 5775666 B2 2015.9.9

10

20

30

40

50

指定されて本明細書に組み入れられる。以下の実施例は、特許を請求した発明を説明する
ために提供され、限定するためではない。
【０２３７】
以下の実施例では、下記の略号を用いる。PI (プロテイナーゼ 阻害物質、インヒビター)
；ppm (百万分の一)；M (モル濃度)；mM (ミリモル)；μM (マイクロモル)；nM(ナノモル
)；mol(モル)；mmol(ミリモル);μmol(マイクロモル)；nmol(ナノモル)；gm(グラム)；mg
(ミリグラム)；μg(マイクログラム); pg(ピコグラム)；L(リットル)；ｍlとmL(ミリリッ
トル)；μlとμL(マイクロリットル)；cm(センチメートル)；mm(ミリメートル)；μm(マ
イクロメートル)；nm(ナノメートル)；U(単位　ユニット)；V(ボルト)；MW(分子量)；sec
(秒)；min(s)(分)；h(s)とhr(s)(時間)； ℃(摂氏)；QS(十分な量)；ND(実施せず)；NA(
適用せず、該当なし)；rpm(毎分回転数)；H2O(水)；dH2O(脱イオン水)；HCl(塩酸)；aa(
アミノ酸)；bp(塩基対)；kb (キロ塩基対)；kD(キロダルトン)；cDNA(相補または相補的
ＤＮＡ)；DNA(デオキシリボ核酸)；ssDNA(単鎖ＤＮＡ)；dsDNA(二本鎖ＤＮＡ)；dNTP(デ
オキシリボヌクレオチド三リン酸)；RNA(リボ核酸)；MgCl2(塩化マグネシウム)；NaCl(塩
化ナトリウム); w/v(重量対容積)；v/v(容積対容積); g(重力)；OD(光学濃度)；ダルベッ
コ－リン酸緩衝液(DPBS)；SOC(２％バクト－トリプトン，０．５％バクト－酵母エキス，
１０ｍＭ ＮａＣｌ，２．５ｍＭ ＫＣｌ)；Terrific培地(ＴＢ；１２ｇ／ｌバクト－トリ
プトン，２４　ｇ／ｌ グリセロール，２．３１ｇ／ｌ ＫＨ２ＰＯ４，および１２．５４
ｇ／ｌ　Ｋ２ＨＰＯ４)；OD280(２８０ｎｍでの光学濃度)；OD600(６００ｎｍでの光学濃
度)；A405(４０５ｎｍでの吸光度)；Vmax(酵素による触媒反応の最大初期反応速度); PAG
E(ポリアクリルアミドゲル電気泳動)；PBS(リン酸緩衝生理食塩水［１５０ｍＭ ＮａＣｌ
，１０ｍＭ　リン酸ナトリウム緩衝液，ｐＨ７．２］)；PBST(ＰＢＳ＋０．２５％ ＴＷ
ＥＥＮ（登録商標）２０)；PEG(ポリエチレングリコール)；PCR(ポリメラーゼ連鎖反応)
；RT-PCR(逆転写ＰＣＲ)；SDS(ドデシル硫酸ナトリウム)；Tris(トリス(ヒドロキシメチ
ル)アミノメタン)；HEPES(Ｎ－［２－ヒドロキシエチル］ピペラジン－Ｎ－［２－エタン
スルホン酸］)；HBS（ＨＥＰＥＳ緩衝食塩水)；Tris-HCl (トリス［ヒドロキシメチル］
アミノメタン－塩酸塩)； Tricine (Ｎ－［トリス－(ヒドロキシメチル)－メチル］－ グ
リシン)；CHES(２－(Ｎ－シクロ－ヘキシルアミノ) エタンスルホン酸)；TAPS (３－｛［
トリス－(ヒドロキシメチル)－ メチル］－アミノ｝－プロパンスルホン酸)；CAPS(３－(
シクロ－ヘキシルアミノ)－プロパン－スルホン酸；DMSO(ジメチルスルホキシド)；DTT(
ｌ，４－ジチオ－ＤＬ－トレイトール)；SA(シナピン酸(ｓ，５－ジメトキシ－４－ヒド
ロキシ桂皮酸)；TCA(トリクロロ酢酸)；GlutとGSH(還元グルタチオン)；GSSG(酸化グルタ
チオン)；TCEP(トリス［２－カルボキシエチル］ホスフィン)；Ci(キュリー)；mCi(ミリ
キュリー)；μCi(マイクロキュリー); HPLC(高圧液体クロマトグラフィー)；RP-HPLC(逆
相高圧液体クロマトグラフィー)；TLC(薄層クロマトグラフィー)；MALDI-TOF(マトリクス
支援レーザー脱離イオン化質量分析法)；Ts(トシル)；Bn(ベンジル)；Ph(フェニル)；Ms(
メシル)；Et(エチル), Ｍｅ(メチル); Taq(好熱菌ＤＮＡポリメラーゼ)；Klenow（ＤＮＡ
ポリメラーゼI　ラージ(クレノー)フラグメント);EGTA(エチレングリコール－ビス(β－
アミノエチルエーテル) Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－四酢酸);EDTA(エチレンジアミン四酢酸)；
bla(β－ラクタマーゼまたは抗アンピシリン遺伝子)；ＨＤＬ(高密度液体)；MJ Research
(MJ Research社,Reno，ネバダ)；Baseclear(Baseclear BV, Inc社，Leiden，オランダ)；
PerSeptive(PerSeptive Biosystems社，Framingham，マサチューセッツ)；ThermoFinniga
n(ThermoFinnigan社，San Jose，カリフォルニア)；Argo(Argo BioAnalytica社，Morris 
Plains，ニュージャージ)；Seitz EKS(SeitzSchenk Filtersystems GmbH社，Bad Kreuzna
ch，ドイツ)；Pall(Pall Corp．社，East Hills，ニューヨーク)；EMPA Testmaterialien
 AG (EMPA Testmaterialien AG社，St. Gallen-Winkeln，スイス)；Warwick Equest(Warw
ick Equest Limited社，Durham，イギリス)；Minolta (コニカミノルタ社，日本)；Unite
d States Testing (United States Testing Co, Inc社，Hoboken，ニュージャージ)；Spe
ctrum(Spectrum Laboratories社，Dominguez　Rancho，カリフォルニア)；Molecular Str
ucture(Molecular Structure Corp社，Ｗoodlands，テキサス)；Accelrys(Accelrys，Inc
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．社，San Diego，カリフォルニア); Chemical Computing (Chemical Computing Corp.社
，Montreal，カナダ)；New Brunswick (New Brunswick Scientific, Co.社，Edison，ニ
ュージャージ)；CFT (Center for Test Materials社，Vlaardingen，オランダ)；Procter
 & Gamble (Procter & Gamble, Inc.社，Cincinnati, オハイオ)；GE Healthcare (GE He
althcare社, Chalfont St. Giles，イギリス)；DNA2.0 (DNA2.0社，Menlo Park，カリフ
ォルニア)；OXOID (Oxoid社，Basingstoke，Hampshire，イギリス)；Megazyme (Megazyme
 International Ireland Ltd社， Bray Business Park, Bray, Co.社，Wicklow，アイル
ランド)；Finnzymes (Finnzymes Oy社，Espoo，フィンランド)；Kelco (CP Kelco社，Wil
mington，デラウエア)；Corning (Corning Life Sciences社，Corning，ニューヨーク)；
NEN (NEN Life Science Products社，Boston，マサチューセッツ)；Pharma AS (Pharma A
S社，Oslo，ノルーウェイ)；Dynal (Dynal社，Oslo, ノルーウェイ)；Bio-Synthesis (Bi
o-Synthesis社，Lewisville，テキサス)；ATCC (American Type Culture Collection社，
Rockville，　メリーランド)；Gibco/BRL (Gibco/BRL社，Grand Island，ニューヨーク)
；Sigma (Sigma Chemical Co. 社，St. Louis，ミズーリ)；Pharmacia (Pharmacia Biote
ch社，Piscataway，ニュージャージ)；NCBI (National Center for Biotechnology Infor
mation)；Applied Biosystems (Applied Biosystems社，Foster City，カリフォルニア)
；BD Biosciencesおよび／またはClontech (BD Biosciences CLONTECH Laboratories社，
Palo Alto，カリフォルニア)；Operon Technologies (Operon Technologies, Inc.社，Al
ameda，カリフォルニア)；MWG Biotech (MWG Biotech社，High Point，ノースカロライナ
)；Oligos Etc (Oligos Etc. Inc社，Wilsonville，オレゴン)；Bachem (Bachem Bioscie
nce, Inc. 社，King of Prussia，ペンシルベニア)；Difco (Difco Laboratories社，Det
roit，ミシガン)；Mediatech (Mediatech社，Hemdon，ヴァージニア)；Santa Cruz (Sant
a Cruz Biotechnology, Inc. 社，Santa Cruz，カリフォルニア)；Oxoid (Oxoid Inc. 社
，Ogdensburg，ニューヨーク)；Worthington (Worthington Biochemical Corp.社，Freeh
old，ニュージャージ)；GIBCO BRLまたはGibco BRL (Life Technologies, Inc.社，Gaith
ersburg，メリ－ランド)；Millipore (Millipore社，Billerica，マサチューセッツ)；Bi
o-Rad (Bio-Rad社，Hercules，カリフォルニア)；lnvitrogen (Invitrogen Corp.社，San
 Diego，カリフォルニア)；NEB (New England Biolabs社，Beverly，マサチューセッツ)
；Sigma (Sigma Chemical Co.社，St. Louis，ミズーリ)；Pierce (Pierce Biotechnolog
y社，Rockford，イリノイ)；Takara (タカラバイオ社，大津，日本)；Roche (Hoffmann-L
a Roche社，Basel，スイス)；EM Science (EM Science社，Gibbstown，ニュージャージ)
；Qiagen (Qiagen, Inc.社，Valencia，カリフォルニア)；Biodesign (Biodesign Intl.
社，Saco，メイン)；Aptagen (Aptagen, Inc.社，Herndon，ヴァージニア)；Sorvall (So
rvallブランドの製品，Kendro Laboratory Products社製，Asheville，ノースカロライナ
)；Molecular Devices (Molecular Devices, Corp.社，Sunnyvale，カリフォルニア)；R&
D Systems (R&D Systems社，Minneapolis，ミネソタ)；Stratagene (Stratagene Cloning
 Systems社，La Jolla，カリフォルニア)；Marsh (Marsh Biosciences社，Rochester，ニ
ューヨーク)；Geneart (Geneart GmbH社，Regensburg，ドイツ)；Bio- Tek (Bio-Tek Ins
truments社，Winooski，バーモント)；Biacore (Biacore, Inc.社，Piscataway，ニュー
ジャージ)；PeproTech (PeproTech社，Rocky Hill，ニュージャージ)；SynPep (SynPep社
，Dublin，カリフォルニア)；New Objective (New Objectiveブランドの製品；Scientifi
c Instrument Services, Inc.社製，Ringoes，ニュージャージ)；Waters (Waters, Inc.
社，Milford，マサチューセッツ)；Matrix Science (Matrix Science社，Boston，マサチ
ューセッツ)；Dionex (Dionex, Corp.社，Sunnyvale，カリフォルニア)；Monsanto (Mons
anto Co.社，St. Louis，ミズーリ)；Wintershall (Wintershall AG社，Kassel，ドイツ)
；BASF (BASF Co.社，Florham Park，ニュージャージ)；Huntsman (Huntsman Petrochemi
cal Corp.社，Salt Lake City，ユタ)；Enichem (Enichem Iberica社，Barcelona，スペ
イン)；Fluka Chemie AG (Fluka Chemie AG社，Buchs，スイス)；Gist-Brocades (Gist-B
rocades，NV社，Delft，オランダ)；Dow Corning (Dow Corning Corp.社，Midland，ミシ
ガン)；　および、Microsoft (Microsoft, Inc.社，Redmond，ワシントン)。



(69) JP 5775666 B2 2015.9.9

10

20

【０２３８】
以下の実施例で使用される野生型のセリンプロテアーゼは、ＵＳ０４/３９００６とＵＳ
０４/３９０６６で詳細に記載され、両者は引用により全体が本明細書に組み入れられる
。加えて、米国特許出願Ｓｅｒ．Ｎｏ．１０/５７６，３３１の実施例２はグラム陽性好
アルカリ性細菌６９Ｂ４由来の６９Ｂ４プロテアーゼの産生について詳細を記載している
。本出願全体で示すところにより、この優先権の基礎となった出願は引用により全体が、
本明細書に組み入れられる。
　　　　　　　　　　　　　　　実施例１
　　　　　　　　　　　　　　　 分析法
【０２３９】
以下の実施例において、タンパク質の決定、用途に基づく試験及び安定性に基づく試験の
ような、種々の分析が使用された。読みやすいように、以下の分析は下記に記載され、各
実施例で言及されている。本願発明の開発中に行われた試験のいずれかにおいて、下記の
試験実施計画からのいずれの逸脱も実施例に示されている。
【０２４０】
以下の実施例で使用される洗剤のいくつかは以下の組成を持っていた。組成IとIIにおい
ては、残部（１００％まで）は香料/染料及び/または水である。これらの組成物のpHは、
組成Iについては約５から約７であり、組成IIについては約７．５から約８．５であった
。組成IIIでは、残部（１００％まで）は水及び/または少量の香料、染料、漂白剤/ＳＰ
ＲＩ/カルボキシメチルセルロースナトリウム/蛍光剤(photobleach)/MgSO4/PVPV/発泡抑
制剤(suds suppressor)/高分子PEG/クレーからなる。
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【０２４１】
本分析は、３３℃で４日２３０RPMで振とうし、加湿した空気を供給して培養したミクロ
タイタープレートからろ過して得た培地上澄み液を使用して始めた。新しい９６穴の平ら
なプレートが分析のために使用された。最初に、１００μL/穴の０．２５N塩酸を穴に加
えた。そして、５０μLのろ過した培養液をこの穴へ加えた。「ブランク」の測定値を得
るため、４０５ｎｍでの光散乱/吸光度（プレートリーダーで５秒混合モード）が次に決
定された。
【０２４２】
本試験に関し、１００μL/穴１５％（ｗ／ｖ）ＴＣＡがこのプレートに加えられ、５と３
０分の間で、室温で維持した。４０５ｎｍで光散乱/吸光度（プレートリーダーで５秒混
合モードを使用）が次に決定された。
【０２４３】
ＴＣＡのある試験の測定値からブランク（つまりＴＣＡがない）測定値を差し引いて計算
された。望む場合には、既知の変換係数をもつクローンのＡＡＰＦ分析によるＴＣＡ測定
値を調節することにより検量線を作成できる。しかし、５０から５００ｐｐｍのタンパク
質の濃度に関しＴＣＡの結果は直線であり、そのため、性能の高い変異種を選択する目的
では、酵素の性能に対し直接にプロットすることができる。

Ｂ．９６穴のミクロタイタープレートにおけるｓｕｃ－ＡＡＰＦ－ｐＮＡ分析
【０２４４】
この分析システムでは、使用した試薬溶液は、
１．　　０．００５％ＴＷＥＥＮ（登録商標）-８０（トリス緩衝液）を含む１００mＭ　
Ｔｒｉｓ／ＨＣｌ，ｐＨ８．６
２．　　１０ｍＭＣａＣｌ２と０．００５％ＴＷＥＥＮ（登録商標）-８０（トリス緩衝
液）を含む１００mＭ　Ｔｒｉｓ緩衝液，ｐＨ８．６
３．　　ＤＭＳＯ中の１６０mＭ suc-ＡＡＰＦ－ｐＮＡ（ｓｕｃ－ＡＡＰＦ－ｐＮＡ原液
）（Ｓｉｇｍａ：Ｓ－７３８８）
【０２４５】
ｓｕｃ－ＡＡＰＦ－ｐＮＡ標準希釈液を調製するために、１ｍｌのＡＡＰＦ原液を１００
mＬのトリス緩衝液に加え、少なくとも１０秒間良く混合する。
【０２４６】
本分析は各穴に１０μLの希釈したプロテアーゼ溶液を加え、続いて１９０μｌの１ｍｇ/
ｍｌＡＡＰＦ－希釈標準液を（すばやく）添加することにより行われた。この溶液は、５
秒混合され、吸光度の変化がＭＴＰリーダーで、２５℃で４１０ｎｍで測定された。プロ
テアーゼの活性はＡＵ（活性度＝ΔＯＤｍｉｎ－１ｍｌ－１）で表された。

Ｃ．ケラチン加水分解分析
【０２４７】
本分析系で、使用された化学の及び試薬溶液は、
ケラチン　ICN９０２１１１
洗剤　　　１．６ｇの洗剤が１０００ｍｌの水に溶解された（ｐH＝８．２）。
　　　　　１０，０００gpgの０．６ｍｌＣａＣｌ２/ＭｇＣｌ２も、１１９０ｍｇＨＥＰ
ＥＳとともに、加えられ、それぞれ硬度と緩衝液濃度を６ｇｐｇと５mＭとした。ｐHはＮ
ａＯＨにより８．２に調整された。

ピクリルスルホン酸（ＴＮＢＳ）
　　　　　　　Ｓｉｇｍａ　Ｐ－２２９７（５％水溶液）
試薬Ａ　　　　４５．４ｇＮａ２Ｂ４Ｏ７・１０Ｈ２Ｏ（Ｍｅｒｃｋ　６３０８）及び１
５ｍｌの４N　ＮａＯＨがともに溶解され最終容量１０００ｍｌとされた（必要な場合加
熱）
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試薬Ｂ　　　　３５．２ｇＮａＨＰＯ４１Ｈ２Ｏ（Ｍｅｒｃｋ　６３４６）と０．６ｇＮ
ａ２ＳＯ３（Ｍｅｒｃｋ６６５７）がともに溶解され最終容量１０００ｍｌとされた。

方法
【０２４８】
恒温槽で反応する前に、ケラチンは、一度に少量ずつ１００μｍの篩をかける。次に、１
００μｍより小さいケラチン１０ｇが室温で少なくとも２０分、pＨを規則的に８．２に
調節しながら洗剤の溶液で撹拌された。最後に、この懸濁液は室温で２０分間遠心分離さ
れた（Ｓｏｒｖａｌｌ，ＧＳＡrotor、１３，０００ｒｐｍ）。この手順がつぎに繰り返
された。最後に、湿った沈殿が洗剤中に懸濁され総容量２００ｍｌとされ、この懸濁液は
ピペットによる秤量のあいだ撹拌された。恒温槽に入れる前に、ミクロタイタープレート
（ＭＴＰ）は、Ｂｉｏｈｉｔマルチチャンネルピペットと１２００μｌ（２００μｌで６
回の添加で、チップ内にケラチンが付着することを防ぐためできるだけ速く添加する。）
チップで１穴当たり２００μｌの基質が加えられた。次に、１０μｌのろ過した培地がＭ
ＴＰの基質に加えられた。このプレートはテープでカバーし、恒温槽に置かれ、２０℃で
３時間３５０ｒｐｍ（Ｉｎｎｏｖａ　４３３０［Ｎｅｗ　Ｂｒｕｎｓｗｉｃｋ］）で反応
を受けた。反応に続き、このプレートは３０００ｒｐｍで３分間遠心分離（ｉＳｉｇｍａ
６Ｋ　１５遠心分離機）を受けた。恒温槽から１番目のプレートを取り出す約１５分前に
、ＴＮＢＳ試薬が５０ｍｌの試薬Ａ当たり１ｍｌＴＮＢＳ溶液を混合することにより調製
された。
【０２４９】
ＭＴＰは、１穴当たり６０mμｌＴＮＢＳ試薬が加えられた。恒温槽で反応を受けたプレ
ートから、１０μｌがＴＮＢＳ試薬を加えたＭＴＰへ移された。このプレートはテープで
覆われ、ベンチ振とう器（ＢＭＧ　Ｔｈｅｒｍｏｓｔａｒ）で２０分間、室温、５００ｒ
ｐｍで振とうされた。最後に２００μｌの試薬Bが穴に加えられ、振とう器で１分混合さ
れ、４０５nmでの吸光度がＭＴＰリーダーで測定された。

ケラチンの加水分解活性の計算
【０２５０】
得られた吸光度はブランク値（酵素のない基質）について修正された。その結果の吸光度
は加水分解活性の尺度を与える。各サンプル（変異種）について、性能指数（ｐｅｒｆｏ
ｒｍａｎｃｅ　ｉｎｄｅｘ）が計算された。性能指数は、同一のタンパク質濃度について
、変異種（実際の値）の性能と標準酵素（理論値）の性能を比較するものである。加えて
、理論値は標準酵素のラングミュアの式（Ｌａｎｇｍｕｉｒ　ｅｑｕａｔｉｏｎ）のパラ
メータを使用して、計算されえる。１より大きい（ＰＩ＞１）性能指数（ＰＩ）は、改善
された変異種（標準［例えば、野生型］と比較したとき）、一方１のＰＩ（ＰＩ＝１）は
標準と同じ性能の変異種であり、１より小さいＰＩ（ＰＩ＜１）は標準より性能の劣る変
異種を示す。
従って、ＰＩは、ある環境での使用に余り望ましくない変異種と、望ましいものを特定す
る。

Ｄ．プロテアーゼの性能を試験する微小布見本（Ｍｉｃｒｏｓｗａｔｃｈ）分析
【０２５１】
これらの分析で使用される全ての洗剤は酵素を含まない。

洗剤の調製

１．　　冷水液体洗剤（米国の条件）
【０２５２】
ミリQ水（Ｍｉｌｌｉ－Ｑ　ｗａｔｅｒ）は６ｇｐｇ水硬度（Ｃａ／Ｍｇ＝３／１）に調
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整され、１．６０ｇ／ｌの洗剤が加えられ、洗剤溶液は少なくとも１５分間激しく撹拌さ
れた。その後、５ｍMＨｅｐｅｓ緩衝液が加えられ、ｐＨが８．２に調節された。洗剤は
分析で使用する前に、０．２２μｍのフィルター（例．Ｎａｌｇｅｎｅ　ｔｏｐ　ｂｏｔ
ｔｌｅ　ｆｉｌｔｅｒ）でろ過された。

２．低ｐH液体洗剤（米国の条件）
【０２５３】
ミリQ水は、６ｇｐｇ水硬度（Ｃａ／Ｍｇ＝３／１）、１．６０ｇ／ｌ洗剤ＴＩＤＥ（登
録商標）－ＬＶＪ－１またはＴＩＤＥ（登録商標）２００５に、または１．５０ｇ／ｌ洗
剤（ＴＩＤＥ（登録商標）-ＳＮＯＷ）が加えられ、洗剤溶液は少なくとも１５分間激し
く撹拌された。ｐＨが１ＮNaOH溶液を用いて、６．０に調整された。洗剤は分析で使用す
る前に０．２２μｍのフィルター（例．Ｎａｌｇｅｎｅ　ｔｏｐ　ｂｏｔｔｌｅ　ｆｉｌ
ｔｅｒ）でろ過された。

微小布見本
【０２５４】
１／４インチの直径の円形の微小布見本を注文し、ＣＦＴ　Ｖｌａａｒｄｉｎｇｅｎによ
り納入を受けた。微小布見本は、下記に述べた固定法を用いて前処理を受けた。９６穴の
ミクロタイタープレートの各穴に、１枚の微小布見本が、全表面が外に出るよう垂直に置
かれた（つまり、穴の底に平に置かれていない）。

「３K」布見本(swatch)固定
【０２５５】
この布見本固定は室温で行われた。しかし、３０％H２O２を加える量は、ヨーロッパの条
件で６０℃で行われるスーパーフィックススウォッチ固定法、（つまり、ヨーロッパの条
件について使用される、６０℃で行われる）の１０倍より多い。泡形成（frothing）が見
えるので、これを考慮して比較的大きなビーカーを使用することが必要である。最初に、
８リットルの蒸留水を１０リットルビーカーに入れ、８０ｍｌの３０％過酸化水素を加え
る。水と過酸化水素を、しゃくで良く混ぜる。その後、４０枚のＥＭＰＡ１１６布見本は
、均一な固定が確実になるように、その溶液に加える前に広げて扇型にする。この布見本
はこの溶液中で（しゃくを使って）３０分間、最初の５分は連続して、残り２５分は時折
、撹拌する。この溶液を捨て、布見本は、各回約６リットルの蒸留水で６回濯いだ。布見
本は紙タオルの上に置かれて乾燥された。風乾された布見本はパンチで１／４インチの円
をくりぬいた。１枚の微小布見本は、９６穴のミクロタイタープレートの各穴に垂直に置
かれ全表面を外に出した（つまり、穴の底に平に置いたのではない。）
酵素サンプル
【０２５６】
酵素サンプルはそれぞれの地域にふさわしい濃度で試験され、１０ｍＭ　ＮａＣｌ、０．
００５％ＴＷＥＥＮ（登録商標）-８０溶液で希釈された。

試験法
【０２５７】
恒温槽は、望む温度に設定された。冷水条件については２０℃または低pH液条件について
は３０℃である。前処理を受け、予め切っておいた布見本が、上記のように９６穴ＭＴＰ
の穴に置かれた。必要な場合、酵素サンプルは、１０ｍMＮａＣｌ，０．００５％ＴＷＥ
ＥＮ（登録商標）-８０で、目的濃度の２０へ希釈された。目的の洗剤溶液は上記のよう
に調製された。次に、１９０μｌの洗剤溶液がＭＴＰの各穴へ加えられた。この混合物へ
、１０μｌの酵素溶液が各穴に加えられた（総容量は２００ｍｌ／穴とした）。ＭＴＰは
プレートシール剤で密封され、３５０ｒｐｍで振とうしながら、６０分間恒温槽に置かれ
た。適当な条件で恒温槽で反応後、各穴の１００μｌ溶液が取られ、新しいＭＴＰに移さ
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れた。１００μｌの溶液／穴を含むＭＴＰが、ＭＴＰリーダーにより４０５nmで測定され
た。対照サンプルが、微小布見本と洗剤を含むが、酵素を含まない対照サンプルとともに
、測定された。原液は１５，０００ｇｐｇＣａ/Ｍｇ　３：１（１．９２ＭＣａ２＋＝２
８２．３ｇ／Ｌ　ＣａＣｌ２２Ｈ２Ｏ；０．６４Ｍ　Ｍｇ２＋＝３０．１ｇ／Ｌ　ＭｇＣ
ｌ２６Ｈ２Ｏ）で使用された。

【表２－１】

ＢＭＩ性能の計算
【０２５８】
得られた吸光度は、（酵素のない条件で微小布見本を反応して得られた）ブランクの値に
より修正する。その結果の吸光度は加水分解活性の尺度となった。各サンプル（変異種）
について、性能指数が計算された。性能指数は、同一のタンパク質濃度で変異種の性能（
実測値）と標準酵素の性能（理論値）を比較する。また、理論値は標準酵素のＬａｎｇｍ
ｕｉｒ式のパラメータを使用して計算できる。１より大きい（ＰＩ＞１）性能指数（ＰＩ
）は、性能の向上した変異種を示し（標準と比較したとき［例．野生型］）が、１のＰＩ
（ＰＩ＝１）は標準と同一の性能のある変異種を示し、１より小さい（ＰＩ＜１）ＰＩは
標準より低い性能の変異種を示す。
【０２５９】
従って、ＰＩは、ある環境での使用に望ましくない変異種とともに、適した変異種を示す
。

Ｄ．ジメチルカゼイン加水分解分析（９６穴）
【０２６０】
本分析システムでは、使用する化学試薬と試薬溶液は、以下のとおり。
ジメチルカゼイン（ＤＭＣ）：　　　　　　　ＳｉｇｍａＣ－９８０１
ＴＷＥＥＮ（登録商標）-８０：　　　　　　　　　　　ＳｉｇｍａＰ－８０７４
ＰＩＰＥＳ　緩衝液（酸を含まない）　ＳｉｇｍａP－１８５１；１５．１ｇが約９６０
ｍｌ水に溶解される。ｐＨが、４ＮＮａＯＨで７．０に調整される。１ｍｌ５％ＴＷＥＥ
Ｎ（登録商標）-８０が加えられ、容量が１０００ｍｌにされる。ＰＩＰＥＳとＴＷＥＥ
Ｎ（登録商標）-８０の最終濃度は、それぞれ５０ｍMと、０．００５％である。

ピクリルスルホン酸（ＴＮＢＳ）
　　　　　　　Ｓｉｇｍａ　Ｐ－２２９７（５％水溶液）
試薬Ａ　　　　４５．４ｇＮａ２Ｂ４Ｏ７・１０Ｈ２Ｏ（Ｍｅｒｃｋ　６３０８）及び１
５ｍｌの４N　ＮａＯＨがともに溶解され最終容量１０００ｍｌとされた（必要な場合加
熱）
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試薬Ｂ　　　　３５．２ｇＮａＨＰＯ４１Ｈ２Ｏ（Ｍｅｒｃｋ　６３４６）と０．６ｇＮ
ａ２ＳＯ３（Ｍｅｒｃｋ６６５７）がともに溶解され最終容量１０００ｍｌとされた。
方法
【０２６１】
基質を調製するため、４ｇＤＭＣが４００ｍｌＰＩＰＥＳ緩衝液に溶解された。ろ過され
た培養液の上澄み液は、ＰＩＰＥＳ緩衝液で希釈された。培養プレート(growth plate)内
の対照サンプルの最終濃度は２０ｐｐｍであった。次に、希釈上澄み液１０μｌがＭＴＰ
の穴にいれた２００μｌの基質に加えられた。ＭＴＰプレートはテープで覆い、数秒振と
うされ、振とうせずに３７℃で２時間オーブンに置かれた。
【０２６２】
オーブンから１番目のプレートを取り出す約１５分前に、ＴＮＢＳ試薬が５０ｍｌの試薬
Ａ当たり１ｍｌＴＮＢＳ溶液を混合することにより調製された。ＭＴＰは、１つの穴当た
り６０μｌＴＮＢＳ試薬Ａが加えられた。反応を受けたプレートは数秒振とうされ、その
後１０μｌが、ＴＮＢＳ試薬Ａを加えたＭＴＰに移された。このプレートはテープで覆わ
れ、室温、５００ｒｐｍでベンチシェイカー(bench shaker BMG Thermoster)で２０分間
振とうされた。最後に、２００μｌの試薬Ｂがこの穴に加えられ、シェイカー上で１分間
混合され、４０５ｎｍでの吸光度が、ＭＴＰリーダーを使用して決定された。

ジメチルカゼイン加水分解活性の計算
【０２６３】
得られた吸光度はブランク値（酵素なく基質のみ）で修正された。その結果の吸光度は加
水分解活性の尺度である。サンプルの（任意の）固有の活性はこの吸光度を決定されたタ
ンパク質濃度で割ることに計算された。

Ｅ．熱的安定性分析
【０２６４】
この分析は、緩衝化された培養上澄み液を加熱する前と加熱した後のジメチルカゼイン加
水分解に基づいている。ジメチルカゼイン加水分解分析で述べられたものと同一の化学試
薬と試薬溶液が使用された。

方法
【０２６５】
ろ過された培養上澄み液がＰＩＰＥＳ緩衝液で２０ｐｐｍに希釈された（培養プレートの
対照サンプルの濃度に基づく）。最初に、１０μｌの各稀釈酵素サンプルが取られジメチ
ルカゼイン分析で初期活性が決定され、下記のように処理された。次に、５０μｌの各希
釈上澄み液がＭＴＰの空の穴に加えられた。ＭＴＰプレートは６０℃、４００ｒｐｍで９
０分間ｉＥＭＳｉｎｃｕｂａｔｏｒ／ｓｈａｋｅｒＨＴ（Ｔｈｅｒｍｏ　Ｌａｂｓｙｓｔ
ｅｍｓ）に置かれた。このプレートは氷で５分間冷却された。次に、加熱後の最終活性を
決定するため、１０μｌのこの溶液が２００μｌのジメチルカゼイン基質/穴を含む新し
いＭＴＰへ加えられた。このＭＴＰはテープで覆われ、数秒振とうされ、撹拌せずに２時
間３７℃でオーブンに置かれた。ＤＭＣ加水分解分析に用いた同じ検出法が使用された。

熱的安定性の計算
【０２６６】
サンプルの残存活性は、ブランクで修正された後の初期吸光度と最終吸光度の比率として
表される。

Ｆ．ＬＡＳ　安定性分析
【０２６７】
ＬＡＳ安定性は０．０６％ＬＡＳ（ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム）の存在下で
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の試験サンプルのプロテアーゼの反応後に測定された。残存活性はＡＡＰＦ分析を用いて
決定された。

試薬
　ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム塩（＝ＬＡＳ）：Ｓｉｇｍａ　Ｄ－２５２５

ＴＷＥＥＮ（登録商標）－８０：ＳｉｇｍａＰ－８０７４
ＴＲＩＳ　ｂｕｆｆｅｒ（酸を含まない）：Ｓｉｇｍａ　Ｔ－１３７８；６．３５ｇが約
９６０ｍｌ水に溶解される；ｐHは、４NHCｌで８．２に調整される。ＴＲＩＳの最終濃度
は５２．５ｍMである。
ＬＡＳ原液：ＭＱ水の１０．５％ＬＡＳ溶液を調製（１００ｍｌＭＱ当たり１０．５ｇ）
ＴＲＩＳ緩衝液－１００ｍＭ/ｐＨ８．６（１００ｍＭ　ＴＲＩＳ/０．００５％　ＴＷＥ
ＥＮ８０）
ＴＲＩＳ－Ｃａ緩衝液、ｐH８．６（１００ｍＭ　Ｔｒｉｓ/１０ｍＭ　ＣａＣｌ２/０．
００５％　Ｔｗｅｅｎ８０）

機器
平底ＭＴＰ：Ｃｏｓｔａｒ（＃９０１７）
Ｂｉｏｍｅｋ　ＦＸ
ＡＳＹＳ　Ｍｕｌｔｉｐｉｐｅｔｔｏｒ
Ｓｐｅｃｔｒａｍａｘ　ＭＴＰ　Ｒｅａｄｅｒ
ｉＥＭＳ　Ｉｎｃｕｂａｔｏｒ／Ｓｈａｋｅｒ
Ｉｎｎｏｖａ　４３３０　Ｉｎｃｕｂａｔｏｒ／Ｓｈａｋｅｒ
Ｂｉｏｈｉｔ　ｍｕｌｔｉｃｈａｎｎｅｌ　ｐｉｐｅｔｔｅ
ＢＭＧ　Ｔｈｅｒｍｏｓｔｅｒ　Ｓｈａｋｅｒ

方法
【０２６８】
０．０６３％ＬＡＳ溶液が５２．５ｍM　Ｔｒｉｓ緩衝液ｐH８．２で調製された。ＡＡＰ
Ｆ希釈標準液が１ｍｌの１００ｍｇ/ｍｌ　ＡＡＰＦ原液（ＤＭＳＯ中）を１００ｍｌ（
１００ｍM）ＴＲＩＳ緩衝液、ｐＨ８．６に加えて調製された。上澄み液を希釈するため
、平底のプレートに希釈緩衝液が加えられ、上澄み液の一部が加えられ、良く混合された
。希釈比率は培養プレートでのＡＳＰ対照サンプルの濃度で決定した。目的タンパク質濃
度は８０ｐｐｍであった。
【０２６９】
１０μｌの希釈上澄み液が１９０μｌの０．０６３％ＬＡＳ緩衝液/穴に加えら得た。Ｍ
ＴPはテープで覆われ、２，３秒振とうされ、２５℃または３５℃で、６０分間２００ｒ
ｐｍの振とう下、恒温槽（Ｉｎｎｏｖａ　４２３０）に入れられた。初期活性（ｔ＝１０
分）は、恒温槽に入れて１０分後、１９０μｌＡＡＰＦ希釈標準液を含む新しいＭＴＰへ
、各穴の１０μｌの反応混合物を移すことにより決定された。これらの溶液は十分に混合
され、ＡＡＰＦ活性はＭＴＰリーダー（５分、２５℃で２０回の読み）を使用して測定さ
れた。
【０２７０】
最終活性（t=６０分）が恒温槽に入れて６０分後に、恒温槽に入れたプレートからさらに
１０μｌ溶液を採取して決定された。そしてＡＡＰＦ活性は上記のように決定された。計
算が次のように行われた。
％残存活性は［t-６０での値］＊１００／［ｔ-１０での値］であった。

実施例２
Ｂ．ｓｕｂｔｉｌｉｓでのＡＳＰプロテアーゼの産生
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【０２７１】
本実施例では、Ｂ・スブチリス（Ｂ．ｓｕｂｔｉlｉｓ）に６９B4プロテアーゼ（本明細
書では、「ＡＳＰ」、「Ａｓｐ」、「ＡＳＰプロテアーゼ」及び「Ａｓｐプロテアーゼ」
ともいわれる）を産生させるために行われた実験を述べる。本実施例では、プラスミドｐ
ＨＰＬＴ－ＡＳＰ－Ｃｌ－２（図１参照）のＢ・スブチリスへの導入による形質転換が述
べられる。形質転換は本願技術分野で知られているように行われた（ＷＯ０２／１４４９
０、引用により本明細書に組み入れる）。Ｂ・スブチリスでのＡＳＰ発現を最適化するた
め、ＤＮＡ２．０により合成ＤＮＡ配列が作成され、これらの発現試験で利用された。下
記のこのＤＮＡ配列（合成ＡＳＰ　ＤＮＡ配列）は、バシラス属の種に用いられているコ
ドンの用法により、野生型のＡＳＰ前駆体タンパク質をコードしている。

【０２７２】
上記の配列では、太字は成熟したプロテアーゼをコードするＤＮＡを示し、標準的な字体
はリーダー部位の配列、下線はＮ末端とＣ末端のプロ配列を示す。

合成ＡＳＰ遺伝子の発現
【０２７３】
Ａｓｐ発現カセットはｐＸＸ－ＫｐｎＩ（図２参照）ベクターに構築され、続いてＢ．ｓ
ｕｂｔｉｌｉｓでＡＳＰを発現するためにpＨＰＬＴベクター（図３参照）にクローンさ
れる。ｐＸＸ－ＫｐｎＩは、cat遺伝子を発現するａｐｒＥプロモーター(Ｂ．スブチリス
)、及びＢ．スブチリスで、コピー数を増幅させるためさらに重複したａｐｒＥプロモー
タをもつpＵＣに基づくベクターである。ｂｌａ遺伝子は、大腸菌内での選択的な増殖を
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位置し、HindIII部位とともにｐＸＸ－ＫｐｎＩ中にＡｓｐ発現カセットのクローニング
を可能にする。
ｐＨＰＬＴ－ＥＢＳ２ｃ２、ｐＨＰＬＴの誘導体（Ｓｏｌｉｎｇｅｎら、Ｅｘｔｒｅｍｏ
ｐｈｉｌｅｓ　５：３３３－３４１［２００１］）はバシラス・リケニフォルミス(Bacil
lus licheniformis)の熱的に安定なアミラーゼＬＡＴプロモーター（ＰＬＡＴ）を含み、
ＡＳＰ発現構造体をクローニングするためのＸｂａＩとHｐａＩ制限部位が続いている。
【０２７４】
Ａｓｐ発現カセットは、５個のスブチリシンＡｐｒＥ　Ｎ末端シグナルペプチドアミノ酸
が２５個のＡｓｐのＣ末端シグナルペプチドアミノ酸に結合したものからなるハイブリッ
ドシグナルペプチド（ＭＲＳＫＫＲＴＶＴＲＡＬＡＶＡＴＡＡＡＴＬＬＡＧＧＭＡＡＱＡ
；ＳＥＱＩＤ：ＮＯ：１１）をコードするＤＮＡを含むｐＸＸ－ＫｐｎＩベクターにクロ
ーンされた。ｐＸＸ－ＫｐｎＩベクターにクローンされたＡｓｐ発現カセットは、大腸菌
(E.coli)に導入され形質転換する（Ｅｌｅｃｔｒｏｍａｘ　ＤＨ１０Ｂ，Ｉｎｖｉｔｒｏ
ｇｅｎ，Ｃａｔ．Ｎｏ．１２０３３－１５）。使用されたプライマーとクローニング法は
表３－１に与えられている。続いて、この発現カセットはこれらのベクターから複製され
、Ｂ．スブチリス（ΔａｐｒＥ、ΔｎｐｒＥ、ｏｐｐＡ、ΔｓｐｏＩＩＥ、ｄｅｇＵＨｙ
３２、ΔａｍｙＥ：：（ｘｙｌＲ，ｐｘｙｌＡ－ｃｏｍＫ）株を形質転換するためのｐＨ
ＰＬＴ発現ベクターに導入された。pＨＰＬＴにクローニングされたＡＳＰ発現カセット
のプライマーとクローニング法は表３－２に与えられている。Ｂ．スブチリスの形質転換
はＷＯ０２／１４４９０に記載されているように行われた。この出願は引用により本明細
書に組み入れられる。
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【表３－１】

【表３－２】

【０２７５】
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プライマーはMWGとインビトロゲン(Invitrogen)から得られた。Ｉｎｖｉｔｏｇｅｎ　Ｐ
ｌａｔｉｎｕｍ　Ｔａｑ　ＤＮＡ　ｐｏｌｙｍｅｒａｓｅ　Ｈｉｇｈ　Ｆｉｄｅｌｉｔｙ
（Ｃａｔ．Ｎｏ．１１３０４－０２９）が、インビトロゲンの指示書に従いＰＣＲ増幅（
０．２μＭプライマー、２５から３０回）のために使用された。ＡＳＰ発現カセットと宿
主ベクターのリガーゼ反応は、結合末端の一般的クローニングについて推奨されているイ
ンビトロゲンの指示書を使用し、インビトロゲンＴ４ＤＮＡリガーゼ（Ｃａｔ．Ｎｏ．１
５２２４－０２５）を使用して達成された。
【０２７６】
asp遺伝子の発現がＢ・スブチリス（Ｂ．ｓｕｂｔｉｌｉｓ）株（ΔａｐｒＥ、Δｎｐｒ
Ｅ、ｏｐｐＡ，ΔｓｐｏＩＩＥ，ｄｅｇＵＨｙ３２，ΔｓｐｏＩＩＥ，ｄｅｇＵＨｙ３２
，ΔａｍｙＥ：：（ｘｙｌＲ，ｐｘｙｌＡ-ｃｏｍＫ）で試験された。プラスミドｐＨＰ
ＬＴ－ＡＳＰ－Ｃｌ－２（表３－２、及び図１を参照）がＢ・スブチリス（ΔａｐｒＥ、
ΔｎｐｒＥ、ｏｐｐＡ，ΔｓｐｏＩＩＥ，ｄｅｇＵＨｙ３２，ΔｓｐｏＩＩＥ，ｄｅｇＵ
Ｈｙ３２，ΔａｍｙＥ：：（ｘｙｌＲ，ｐｘｙｌＡ-ｃｏｍＫ）に導入され、形質転換さ
れた。形質転換は本願発明の技術分野で知られている方法で行われた（例えばＷＯ０２／
１４４９０参照、引用により本明細書に含める）。
【０２７７】
ｐＨＰＬＴ－ＡＳＰ－Ｃｌ－２ベクターを含むＢ・スブチリス（ΔａｐｒＥ、ΔｎｐｒＥ
、ｏｐｐＡ，ΔｓｐｏＩＩＥ，ｄｅｇＵＨｙ３２，ΔｓｐｏＩＩＥ，ｄｅｇＵＨｙ３２，
ΔａｍｙＥ：：（ｘｙｌＲ，ｐｘｙｌＡ-ｃｏｍＫ）の選択的培養は、２０ｍｇ/L
ネオマイシン(neomycin)を加え、０．５g/lＣａＣｌ２の代わりに０．９７g/l ＣａＣｌ

２・６Ｈ２Ｏを含む、２５ｍｌの合成マキシターゼ培地（Ｓｙｎｔｈｅｔｉｃ　Ｍａｘａ
ｔａｓｅ　Ｍｅｄｉｕｍ，ＳＭＭ）（米国特許第５，３２４，６５３号参照、引用により
本明細書に組み入れる）を含む振とうフラスコ内で行われた。この培養はタンパク質分解
活性をもつ分泌ＡＳＰプロテアーゼを産生した。ゲル分析がＮｕＰａｇｅ　Ｎｏｖｅｘ　
１０％Ｂｉｓ－Ｔｒｉｓゲル（インビトロゲン、Ｃａｔ．Ｎｏ．ＮＰ０３０１ＢＯＸ）を
用いて行われた。分析用サンプルを調製するために、２倍量の上澄み液が１倍量の１ＭＨ
Ｃｌ、１倍量の４ｘＬＤＳサンプル緩衝液（インビトロゲン、Ｃａｔ．Ｎｏ．ＮＰ０００
７）、及び１％ＰＭＳＦ（２０ｍｇ／ｍｌ）と混合され、続いて、７０℃で１０分加熱さ
れた。次に、２５μLの各サンプルが、１０μLのＳｅｅＢｌｕｅ　ｐｌｕｓ　２ｐｒｅ－
ｓｔａｉｎｅｄ　タンパク質標準（インビトロゲン、Ｃａｔ．Ｎｏ．ＬＣ５９２５）とと
もにゲルに加えられた。結果は、明確に実施例に記載されたａｓｐクローニング法が、Ｂ
・スブチリスにより産生された活性Ａｓｐを生成することを実証した。
【０２７８】
さらに、同一の醗酵培地のサンプルが以下のように分析された。：１０μｌの稀釈した上
澄み液を取り、１９０μｌのＡＡＰＦ基質溶液（濃度　１ｍｇ/ｍｌ　０．１Ｍトリス/０
．００５％ＴＷＥＥＮ（登録商標）、pH８．６）に加えられた。ｐ－ニトロアニリンの遊
離による４１０ｎｍの吸光度の増大速度は、産生されるＡＳＰ濃度の尺度となり、モニタ
ーされた（２５℃）。これらの結果は、Ｂ・スブチリスのｐＨＰＬＴ－ＡＳＰ－Ｃ１－２
による形質転換株が、測定しうるほどのＡＳＰプロテアーゼを産生することを示した。

　　　　　　　　　　　　　　　実施例３
　　　　　　　　　　　 組換え突然変異体の作成
【０２７９】
本実施例では、ＡＳＰ変異種の多数の突然変異ライブラリーからなる構造体について述べ
る。多数の突然変異ライブラリーの基礎として使用されるＡＳＰ変異種はＲ０１４I－Ａ
０６４Ｋ－Ｔ０８６Ｋ－Ｔ１１６Ｅ－Ｒ１２３Ｆの置換を受けている。この変異種はｐＨ
ＰＬＴベクターでクローンされた。ＱｕｉｃｋＣｈａｎｇｅ（登録商標）多部位指向突然
変異（ＱＣＭＳ）キット（Stratagene）がライブラリーを構築するために使用された。こ
のライブラリーを作成するために使用される５‘リン酸化プライマーが表４－１に示され
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ている。ＨＰＬＣ，ＰＡＧＥまたはいずれかの他のタイプで精製されたプライマーは、プ
ライマーが含むエラーを相当減少するほか、全長のプライマーの組み込みの点ではるかに
良い結果を与えた。しかし、これらの実験では、精製されたプライマーは使用されなかっ
た。
【表４－１】

pUC18-ASP 調製
【０２８０】
Ｒ０１４I－Ａ０６４Ｋ－Ｔ０８６Ｋ－Ｔ１１６Ｅ－Ｒ１２３Ｆの置換を含むＡＳＰ変異
種は、ＰｓｔＩとＨｉｎｄＩＩＩ制限酵素認識部位を使い、ｐＨＰＬＴベクターからｐＵ
Ｃ１８ベクター（インビトロゲン、ｃａｔ．ｎｏ　15363013、図１参照）にクローンされ
た。続いて、ｐＵＣ１８－ＡＳＰプラスミド（図２参照）が電気反応性(electrocompeten
t)大腸菌細胞（インビトロゲン　Ｃ４０４０－５２、ＯｎｅＳｈｏｔ（登録商標）　TOP
１０　ＥｌｅｃｔｒｏｃｏｍｐTM　E.coli,dam+）に電気穿孔法で導入され、１００ｍｇ/
Lのアンピシリンを含む寒天プレート上で選別的培養を受け、ｐＵＣ１８－ＡＳＰプラス
ミドを含む大腸菌群を得た。ｐＨＰＬＴ－ＡＳＰ－Ｃｌ－２プラスミドは、大腸菌内で増
殖しないのでこの方法が使用され、ＱＣＭＳ法を行うため必要なＧＡＴＣ部位でのＡＳＰ
　ＤＮＡのメチル化を確実にするようにした。
【０２８１】
ｐＵＣ１８－ＡＳＰプラスミドを含む大腸菌細胞からＭｉｎｉｐｒｅｐＤＮＡが調製され
た。詳しくは、この株は１００ｐｐｍのアンピシリンを含む１０ｍｌの２ｘＴＹ培地にお
いて一夜培養され、その後この細胞は遠心分離された。Ｑｉａｇｅｎ　ｓｐｉｎｍｉｎｉ
ｔｒｅｐ　ＤＮＡキット（ｃａｔ．Ｎｏ．２７１０６）が、Ｑｉａｇｅｎ　ｍｉｎｉｔｒ
ｅｐキットマニュアルに概要が記載されている手順によりプラスミドＤＮＡを調製するた
めに使用された。ｍｉｎｉｔｒｅｐＤＮＡはキットに付いている５０μLのＱｉａｇｅｎ
緩衝液ＥＢで溶出された。
多数突然変異ライブラリーの構築
【０２８２】
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多数突然変異ライブラリー構造体に使用予定の部位は以下のように選択された。最終分子
に求められる各性質について、発現性とされた位置に関し、突然変異が「増強」又は「減
弱」と評価された。少なくとも、組み合わされる位置は、望む各性質について、少なくと
も最も重要な性質について、発現性をもつべきである。このライブラリーが全ての重要な
性質を改良または維持する可能性を確実に最大するために、以下の基準が使用された。
【０２８３】
各性質に関し、ΔΔGについて足切り値（ｃｕｔ－ｏｆｆ　ｖａｌｕｅ）が定められた。
例えば、２５℃で起こるプロセスについて、ΔΔG値＜０．０６Ｋｃａｌは親のタンパク
質活性の９０％より低くない突然変異種を表し、ΔΔG値＞１．１３Ｋｃａｌは親タンパ
ク質の活性の１２５％である突然変異種を表す。
【０２８４】
多数突然変異ライブラリーは、反応に使用するプライマー濃度を除き、Ｓｔｒａｔａｇｅ
ｎｅＱＭＣＳキットに概略が記載されている方法で構築された。詳しくは、１μLのメチ
ル化された精製ｐＵＣ１８－ＡＳＰプラスミド（約７０ｎｇ）が１５μLの無菌蒸留水、
１．５μLのｄＮＴＰ、２．５μLの１０ｘ緩衝液、1μLの酵素混合物と１．０μLの突然
変異プライマー混合物（総量１００ｐｍｏｌのプライマー）と混合された。このプライマ
ー混合物は、各１０μLの１８の突然変異プライマー（１００ｐｍｏｌ/μL）を使用して
調製された。以前の突然変異誘起では、Ｓｔｒａｔａｇｅｎｅが推奨するように、各プラ
イマー５０ｎｇを、ライブラリー用に加えると、殆ど変異が得られなかった。
そのため、各反応において総量１００ｐｍｏｌのプライマーを含むように、今回の突然変
異誘起では、試験計画が修正された。ｔｈｉｎ－ｗａｌｌｅｄ　０．２ｍＬ　ＰＣＲ管を
使用して、ＭＪ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　ＰＴＣ－２００　ｔｈｅｒｍｏｃｙｃｌｅｒで、１
サイクルの条件は９５℃、1分間、続いて、９５℃、１分間、５５℃、１分間及び６５℃
、１２分間を３０サイクル繰り返した。反応生成物は３７℃で一夜恒温槽に入れて、ＱＭ
ＣＳキットの１μLのＤｐｎＩで切断させた。さらに０．５μLのＤｐｎＩが加えられ、反
応が１時間恒温槽で行われた。
【０２８５】
続いて、ライブラリーＤＮＡ（突然変異を受けた１本鎖のｐＵＣ１８－ＡＳＰ）が、電気
反応性の大腸菌細胞へ電気穿孔法（インビトロゲン　Ｃ４０４０－５２、ＯｎｅＳｈｏｔ
（登録商標）　TOP１０　ＥｌｅｃｔｒｏｃｏｍｐTM　E.coli,dam+）で導入され、１００
ｍｇ/Lアンピシリンを含む寒天培地上で選別的培養により、大腸菌細胞にＡＳＰの多数突
然変異のライブラリーが形成された。コロニー（数万個）が培養され、Ｑｉａｇｅｎ　ｓ
ｐｉｎ　ｍｉｎｉｐｒｅｐ　ＤＮＡキットマニュアルに概要が記載された手順によりプラ
スミドＤＮＡを調製するため、Ｑｉａｇｅｎ　ｓｐｉｎ　ｍｉｎｉｐｒｅｐＤＮＡキット
（ｃａｔ．Ｎｏ．２７１０６）が用いられた。ｍｉｎｉｐｒｅｐＤＮＡがキットに付属の
５０μLのＱｉａｇｅｎ緩衝液ＥＢにより溶出された。
【０２８６】
ＭｉｎｉｐｒｅｐＤＮＡは、ＰＳｔＩ及びＨｉｎｄＩＩＩＤＮＡ制限酵素を使用して切断
された。ＡＳＰライブラリー断片混合物（ＰＳｔＩ ｘ ＨｉｎｄＩＩＩ）がゲルにより精
製され、結合末端について一般的クローニングに関し推奨されるインビトロゲンの指示書
を使用し、インビトロゲンＴ４ＤＮＡリガーゼを用いたリガーゼ（Ｃａｔ．Ｎｏ．１５２
２４－０２５）の反応により４１５４塩基対のＨｉｎｄＩＩＩxＰｓｔＩｐＨＰＬＴベク
ター断片にクローンされた。別の方法では、合成ＡＳＰライブラリー断片がＧｅｎｅＡｒ
ｔ．により作成された。これらのＡＳＰライブラリー断片も、ＰＳｔＩ と ＨｉｎｄＩＩ
Ｉにより切断され、精製され、リガーゼの反応により４１５４塩基対のＰＳｔＩ ｘ Ｈｉ
ｎｄＩＩＩｐＨＰＬＴベクター断片にクローンされた。
【０２８７】
バシラス属（Ｂａｃｉｌｌｕｓ）の細胞に直接に、リガーゼの反応を受けた混合物を導入
し形質転換するために、ライブラリーＤＮＡ（ｐＨＰＬＴにクローンされたＡＳＰライブ
ラリー断片）が、ＴｅｍｐｌｉＰｈｉ　キット（Ａｍｅｒｓｈａｍ　ｃａｔ．＃２５－６
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が、ＴｅｍｐｌｉＰｈｉ　キットの５μLのサンプル緩衝液と混合され、９５℃で３分加
熱されこのＤＮＡを変性した。反応混合物は２分間氷冷され、短時間遠心分離された。次
に、Ｔｅｍｐｌｉキット付属の５μLの反応緩衝液と０．２μLのｐｈｉ２９ポリメラーゼ
が加えられ、反応混合物は４時間、ＭＪ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　ＰＣＲ　Ｍａｃｈｉｎｅで
３０℃で反応を受けた。ｐｈｉ２９酵素は、このＰＣＲ装置で１０分間６５℃に加熱され
、反応混合物中で熱的に不活性化された。
【０２８８】
バシラス属へこのライブラリーを導入して形質転換するため、０．１μLのＴｅｍｐｌｉ
Ｐｈｉによる増幅反応生成物が５００μLの適したＢ・スブチリス細胞（ΔａｐｒＥ、Δ
ｎｐｒＥ、ｏｐｐＡ，ΔｓｐｏＩＩＥ，ｄｅｇＵＨｙ３２，ΔａｍｙＥ：：（ｘｙｌＲ，
ｐｘｙｌＡ-ｃｏｍＫ）と混合され、３７℃で１時間激しく振とうされ、２０ｐｐｍ硫酸
ネオマイシン（Ｓｉｇｍａ，Ｃａｔ．Ｎｏ．Ｎ－１８７６；１ｍｇ当たり７３２μｇのネ
オマイシンを含む）と０．５％スキムミルクを含むＨＩ－寒天培地上に１００及び５００
μLが加えられた。
【０２８９】
わずか１４％のクローンが基礎配列（Ｒ０１４Ｉ－Ａ０６４Ｋ－Ｔ０８６Ｋ－Ｔ１１６Ｅ
－Ｒ１２３Ｆ）と等しく、約３％のクローンに更に突然変異が加えられていた点で、突然
変異誘起は良好に進んだ。配列を決められたクローンのうち残り（７２％）は全て突然変
異種であり、これらの約９４％は他にみられない突然変異種であった。
このライブラリーの配列決定の結果は、以下の表４－２に示されている。

【表４－２】
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　　　　　　　　　　　　　　　実施例４
　　　　　　　 ＡＳＰ変異種の未精製酵素サンプルの調製
【０２９０】
Ａｓｐ変異種のタンパク質はＢ・スブチリス形質転換株（上記及び米国特許出願Ｓｅｒ．
１０／５７６，３３１号）をＭＢＤ培地（ＭＯＰＳに基づいて調製された培地）で３７℃
６８時間、９６穴のＭＴＰで培養することにより産生された。ＭＢＤ培地は、ＮＨ４Ｃｌ
、ＦｅＳＯ４とＣａＣｌ２が基本培地から除かれ、３ｍMのＫ２ＨＰＯ４が使用された点
以外は、本質的に本願の技術分野で知られている方法（Ｎｅｉｄｈａｒｔら、Ｊ．Ｂａｃ
ｔｅｒｉｏｌ．，１１９：７３６－７４７［１９７４］）で調製された。この基本培地に
６０mＭ尿素、７５ｇ/Lブドウ糖、及び１％ソイトン(ｓｏｙｔｏｎｅ)が添加された。ま
た、１リットルに４００ｍｇＦｅＳＯ４・７Ｈ２Ｏ、１００ｍｇ　ＭｎＳＯ４・Ｈ２Ｏ、
１００ｍｇＺｎＳＯ４・７Ｈ２Ｏ、５０ｍｇＣｕＣｌ２・２Ｈ２Ｏ、１００ｍｇＣｏＣｌ

２・６Ｈ２Ｏ、１００ｍｇＮａＭｏＯ４２Ｈ２Ｏ、１００ｍｇＮａ２Ｂ４Ｏ７１０Ｈ２Ｏ
，１０ｍｌの１ＭＣａＣｌ２及び１０ｍｌの０．５Ｍクエン酸ナトリウムを含む原液が１
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以下の実施例は、種々の突然変異種のＡＳＰについて行われた試験を述べている。実施例
１で先に述べた方法が使用された。以下の表で、「変異種コード」は、野生型のアミノ酸
、アミノ酸配列での位置及び置換したアミノ酸を示している（つまり、「Ｆ００１Ａ」は
、ある変異種において、アミノ酸配列の1番目のフェニルアラニンがアラニンにより置換
されたことを示す）。

　　　　　　　　　　　　　　　実施例５
　　　　　 多数の置換を受けた変異種のカゼイン加水分解活性
　　　　　　　　　　　　　　　　　
【０２９１】
本実施例では、種々の複数の置換を受けたＡＳＰ変異種のカゼイン分解活性を決定するた
め行われた実験を述べる。これらの実験では、使用された試験手順は実施例１、上記に記
載されている。以下の表は、野生型ＡＳＰの活性に１標準偏差を加えたもの（≧１．１３
活性単位）より大きい活性をもつ株のカゼイン分解活性とともに、各変異種の突然変異を
含めて変異種を示している。
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【表５－１】

【０２９２】
以下の表は、野生型のＡＳＰの活性に１標準偏差を加えた値（＞０．８５活性単位）より
大きい活性をもつ変異種のカゼイン活性とともに、各変異種の突然変異を含めて突然変異
種を示す。
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【表５－２】

【０２９３】
これらの結果により示されているとおり、多数の置換を受けている変異種はこの分析系に
おいて野生型よりも良好な性能を示す。

　　　　　　　　　　　　　　　実施例６
　　　　　 多数の置換を受けた変異種のケラチン加水分解活性
【０２９４】
本実施例では、種々の複数の置換を受けたＡＳＰ変異種のケラチン分解活性を決定するた
め行われた実験について述べる。これらの実験では、使用された試験手順は、上記実施例
１で述べられたものである。以下の表は、野生型ＡＳＰの活性に１標準偏差を加えたもの
（≧１．１性能指数）より大きい活性をもつ変異種のケラチン加水分解活性とともに、各
変異種の突然変異を含めて変異種を示している。
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【表６－１】
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【０２９５】
以下の表は野生型ＡＳＰの活性に1標準偏差を加えた値（＞１．２性能指数）より大きい
活性を持つ変異種のケラチン分解活性とともに、各変異種の突然変異を含め、変異種を示
す。
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【表６－２】

【０２９６】
これらの結果に示されるように、多くの、多数置換を受けた変異種が、本分析系において
野生型ＡＳＰより良好な性能を示した。

　　　　　　　　　　　　　　　実施例７
　　　　　　　　 多数置換を受けた変異種の熱的安定性
【０２９７】
本実施例では、種々の多数置換を受けたＡＳＰ変異種の熱的安定性を決定するため行った
実験について述べる。これらの実験では使用された試験手順は，上記、実施例１に記載さ
れている。以下の表は、野生型ＡＳＰの活性に1標準偏差を加えた値（≧４８％残存活性
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）より大きい活性を持つ変異種の残存カゼイン活性とともに、各変異種の突然変異を含め
、変異種を示す。
【表７－１】
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【０２９８】
これらの結果に示されるように、多くの多数置換変異種は，この分析系において野生型の
ＡＳＰより良好な性能を示した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　実施例８
　　　　　　　　　　多数置換変異種のＬＡＳ安定性
【０２９９】
本実施例では、種々の多数置換ＡＳＰ変異種のＬＡＳ安定性を決定するため行われた実験
について述べる。これらの実験では、使用された手順は、２５℃の温度を使用し、上記実
施例１に記載されている。以下の表は、野生型ＡＳＰの活性に1標準偏差を加えた値（≧
１０％残存活性）より大きい活性を持つ変異種の残存ＡＡＰＦ活性とともに、各変異種の
突然変異を含め、変異種を示す。
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【０３００】
他の実験では、多数の置換を受けた変異種のＬＡＳ安定性が試験された。最初の組の実験
では、実施例１で記載された試験条件が２５℃の温度で使用された。以下の表では、野生
型の種の活性に1標準偏差を加えた値より大きい活性（＞２０％残存活性）を持つ変異種
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【表８－２】
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【０３０１】
他の実験では、さらに別の条件が使用された。一組の実験では、ＬＡＳ安定性が実施例１
に記載された試験手順を用いて、より高い温度（３５℃）で試験された。以下の表には、
野生型の活性に１標準偏差を加えたもの（＞５％残存活性）より大きい活性を示す変異種
に関するパーセント残存活性が示されている。
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【表８－３】
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【０３０２】
他の実施例では、実施例１で述べた試験手順を使って、変異種は３５℃で試験された。以
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下の表はＧ１２Ｄ及びＲ３５Ｅをもつ変異種に関する結果で、＞７０％残存活性をもつも
のが示されている。
【表８－４】

【０３０３】
他の実験では、さらに異なる条件が使用された。1組の試験では、多数置換変異種の性能
指数が、実施例１の試験手順を使用し、２５℃で決定された。以下の表には、野生型の活
性に1標準偏差を加えたより大きい（＞１．１性能指数）残存活性をもつ変異種の性能指
数（ＰＩ）が示されている。
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【表８－５】
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【０３０４】
他の実験では、多くの変異種のＬＡＳ安定性が実施例１に記載されている試験手順を使用
し、２５℃で試験された。上記と同様、選択基準はＷＴ＋１標準偏差（＞１．１性能指数
）より大きい残存活性である。
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【表８－６】



(134) JP 5775666 B2 2015.9.9

10

20

30

40



(135) JP 5775666 B2 2015.9.9

10

20

30

40



(136) JP 5775666 B2 2015.9.9

10

20

30

40

【０３０５】
これらの結果により示されているように、多くの多数置換変異種は、本分析系において野
生型ＡＳＰより良好な性能を示した。

　　　　　　　　　　　　　　　実施例９
　　　　　　　　　　多数置換変異種の汚れ除去性能
【０３０６】
これらの実験では、上記の実施例１に記載した試験手順が使用された。以下の表は変異種
を示し、野生型に１標準偏差を加えたもの（＞１．１性能指数「PI」）より大きい活性を
もつ変異種の突然変異型を含めて示している。これらの結果が示すように、多くの多置換
変異種は、本分析系で、野生型ＡＳＰより良好な性能を示した。
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【表９－１】

【０３０７】
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液体洗剤を使用する他の実験では、以下の結果が得られた。以下の表に示される変異種は
野生型に1標準偏差を加えたもの（＞１．１性能指数）より大きい活性を呈した。
【表９－２】
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【表９－３】
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【０３０８】
他の実施例では、以下の結果が得られた。これらの実験では、変異種は、対照品としての
野生型ＡＳＰ０．５ｐｐｍと比較された。以下の表の結果は、1標準偏差を野生型の活性
に加えた値（１．１＞性能指数）より大きい活性を持っていた変異種について示されてい
る。
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【表９－４】
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【０３０９】
他の実験では、以下の結果が得られた。以下の表に示された変異種は野生型の活性に1標
準偏差を加えた（＞１．１性能指数）よりも大きい活性を示した。
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　　　　　　　　　　　　　　 実施例１０
　　　　　　 多数の置換を受けた突然変異種の汚染除去性能
【０３１０】
本実施例では、種々の多数置換を受けたＡＳＰ変異種の汚染除去性能を決定するため行わ
れた実験について述べる。これらの実験では、以下の試験手順と物質が使用された。
【０３１１】
最初に、１０５ｐｐｍの水（約６ｇｐｇ）が、１１．０２０ｇ/Ｌの塩化カルシウム脱水
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物（ＣａＣｌ２２Ｈ２Ｏ）ＭＷ１４７．０１ｇ／ｍｏｌと５．０８ｇ／Ｌ塩化マグネシウ
ム・６水和物（ＭｇＣｌ２・６Ｈ２Ｏ）ＭＷ２０３．３ｇ／ｍｏｌを１０００ｍｌの脱イ
オン水に溶かし１０，０００ｐｐｍ原液（３／１　Ｃａ２＋／Ｍｇ２＋）を最初に調製す
ることにより、調製された。この１０５ｐｐｍ溶液はこの１０，０００ｐｐｍ原液の１０
．５０ｍｌを９８９．５０ｍｌの脱イオン水で稀釈することにより調製された。
【０３１２】
ＴＩＤＥ（登録商標）２００５洗剤溶液（１．６ｇｍ／Ｌ）が７リットルの１０５ｐｐｍ
の水に１１．２ｇｍのＴＩＤＥ（登録商標）２００５を溶かすことにより、１０５ｐｐｍ
の水に調製された。
【０３１３】
これらの試験で使用された、血液ーミルクーインク（ＢＭＩ）で汚れをつけた布見本ＥＰ
ＭＡ１１６（１１ｘ８ｃｍ）、ＥＭＰＡ１１７（１１ｘ８ｃｍ）（両者はＥＭＰＡ　Ｔｅ
ｓｔｍａｔｅｒｉａｌｉｅｎ　ＡＧより入手）と草の汚れをつけた布見本ＥＭＰＡ１６４
（１０ｘ７．５ｃｍ）（ＥＭＰＡ　Ｔｅｓｔｍａｔｅｒｉａｌｉｅｎ　ＡＧより入手）及
びＷａｒｗｉｃｋ　Ｅｑｕｅｓｔ　ＬｉｍｉｔｅｄのＥｑｕｅｓｔの植物液で汚れをつけ
たもの（１０ｘ７．５ｃｍ）が水耐性ペンで番号を付された（汚れをつけた側）。この布
見本の汚れのついた側は白色を背景に、Ｔｒｉｓｔｉｍｕｌｕｓ　Ｍｉｎｏｌｔａ　Ｍｅ
ｔｅｒ　ＣＲ－３００（Ｍｉｎｏｌｔａ）を使い、式L（Ｌ＊ａ＊ｂ）、D６５　Ｓｔｄ．
Ｉｌｌｕｍｉｎａｔｅで分析された。布見本ごとに3回測定された。草による汚れは光に
非常に敏感であるため、草で汚れをつけた布見本は、使用するまで覆いをつけられ、暗所
で保存された。各洗浄実験は二回繰り返して行われた。
【０３１４】
試験の間、バラスト(ballast) （比較的強い機械的操作）が使用された。このバラストは
2枚の１０ｘ１０ｃｍＥＰＭＡ２２１（汚れのない綿、ＥＭＰＡ　Ｔｅｓｔｍａｔｅｒｉ
ａｌｉｅｎ　ＡＧ製）を１ビーカーにいれた。これらのＥＭＰＡ２２１布見本は番号もつ
けられず、測定もされなかった。
【０３１５】
洗濯性能試験は６ポット、卓上Ｔｅｒｇｏｔｏｍｅｔｅｒ（ＴＯＭ）モデル７２４３S（
米国試験）を使用して行われた。温度が１５℃または６０°Ｆに調整された。ＴＯＭの内
側の半分を氷で満たした。洗浄時間は１２分に設定された。試験のビーカーに１リットル
の洗剤溶液（上記のように、１０５ｐｐｍの水）を入れた。溶液が１５℃または６０°F
に達したら、ＴＯＭが１００ｒｐｍの撹拌で始動した。変異種のサンプルが下記のように
してこの混合物へ加えられた。対照サンプルとして、ＴＩＤＥ（登録商標）２００５洗剤
溶液（Ｐｒｏｃｔｅｒ＆Ｇａｍｂｌｅ）が、酵素を加えずに使用された。変異種は2種の
異なる濃度（つまり、０．５５ｐｐｍと２．７５ｐｐｍ）で試験された。
【０３１６】
６枚の布見本（同じ汚れを付着）が同時に各ビーカーへ加えられた。さらに、2枚のＥＭ
ＰＡ２２１布見本が加えられた。例えば、ＢＭＩの汚れを付けた３枚のＥＭＰＡ１１６と
3枚のＥＭＰＡ１１７＋2枚のＥＭＰＡ布見本（総重量　約１３．２５グラム）、または草
の汚れを付けた3枚の布見本ＥＭＰＡ１６４と3枚のＥｑｕｅｓｔの植物液で汚れを付けた
もの＋2枚のＥＭＰＡ２２１（総重量約１３．２２グラム）が加えられた。洗浄時間は12
分に設定された。１２分の洗浄後、全てのＥＭＰＡ１１６とＥＭＰＡ１１７布見本がバケ
ツに浸され、全ての草の汚れを付着させた布見本が、冷たい水道水が流れている別のバケ
ツに3分間浸された。ＥＭＰＡ２２１布見本はその後捨てた。布見本は2分間遠心脱水機に
かけられた（ＥＭＰＡ１１６とＥＭＰＡ１１７布見本は草の汚れを付けた布見本と別に乾
燥された）。次に、草の汚れを付けた布見本は、光をあてず、アイロンをかけずに風乾さ
れ、ＥＭＰＡ１１６とＥＭＰＡ１１７はアイロンで乾燥された。
【０３１７】
乾燥後、布見本の汚れのついた側は白色を背景に、Ｔｒｉｓｔｉｍｕｌｕｓ　Ｍｉｎｏｌ
ｔａ　Ｍｅｔｅｒ　ＣＲ－３００（Ｍｉｎｏｌｔａ）を使い、式L（Ｌ＊ａ＊ｂ）、D６５
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　Ｓｔｄ．Ｉｌｌｕｍｉｎａｔｅで分析された。布見本ごとに3回測定された。汚れ除去
のパーセントは、下記式を用いて計算された。

汚れ除去のパーセント＝（洗浄後のL値－洗浄前のL値）/（Ｌ０　白綿－洗浄前のL値）ｘ
１００％
【０３１８】
各変異種の汚れ除去の測定値を得るため、次に汚れ除去のデルタパーセンテージが変異種
を含まないＴＩＤＥ（登録商標）2005洗剤溶液の汚れ除去のパーセントを、各変異種の存
在下での汚れ除去のパーセントから差し引く（デルタ％ＳＲ）ことにより計算された。結
果は表１０．１に示されている。
【０３１９】
他の実験で、種々の多数置換ＡＳＰ変異種の汚れ除去性能が試験された。上記の試験条件
が用いられたが、以下の変更を行った。これらの試験では、ＴＩＤＥ（登録商標）２００
５ＳＮＯＷ洗剤溶液（１．５ｇｍ／Ｌ）が、２５Lの１０５ｐｐｍの水に３７．５グラム
のＴＩＤＥ（登録商標）２００５ＳＮＯＷを溶解して調製された。さらに、ＥＭＰＡ１１
６ＢＭＩの汚れを付着した布見本が１０ｘ７．５ｃｍの小片に切り分けられた。ＥＭＰＡ
１１７布見本は、ＥＭＰＡ１１６ＢＭＩ固定布見本（ＣＦＴ）に置き換えられ、また、１
０ｘ７．５ｃｍの小片へ切り分けられた。ＥＭＰＡ１６４布見本はこれらの実験では使用
されなかった。変異種が０．５５ｐｐｍの1濃度で試験された。6枚の布地見本（つまり、
6枚のＥＭＰＡ１１６、６枚のＥＭＰＡ１１６固定又は６Ｅｑｕｅｓｔ）が各ビーカーへ
同時に加えられた。さらに、2枚のＥＭＰＡ２２１布地見本が加えられた。対照として、
ＴＩＤＥ（登録商標）２００５ＳＮＯＷ洗剤溶液（Ｐｒｏｃｔｅｒ＆Ｇａｍｂｌｅ）が、
酵素を加えずに使用された。各洗浄性能試験は4回繰り返された。結果（平均デルタ％Ｓ
Ｒ，標準偏差（ＳＴＤ）及び繰り返し回数（ｎ））は図６に示されている。
【表１０－１】

【０３２０】
別の組の実験では、多くの多数置換を受けたＡＳＰ変異種の汚れを除去する性能が試験さ
れた。上記の試験条件は、以下の変更を加えて行われた。これらの試験では、ＨＥＰＥＳ
緩衝液を含むＴＩＤＥ（登録商標）2005 ＳＮＯＷ洗剤溶液（１．５ｇｍ/L）が３７．５
ｇｍのＴＩＤＥ（登録商標）2005 ＳＮＯＷを２５リットルの１０５ｐｐｍの水に溶解す
ることにより１０５ｐｐｍの水に調製された。次に、３０ｇＨｅｐｅｓ（＝５ｍＭ；Ｃ８

Ｈ１８Ｎ２Ｏ４Ｓ）が加えられ、この溶液が撹拌され、±１９ｍｌ４N　ＮａＯＨでpＨが
７．８に調整された。この溶液は室温で３６時間貯蔵できることが分かった。これらの試
験では、１０ｘ７．５ｃｍのＥＭＰＡ１１６ＢＭＩの汚れ付着布地見本と１０ｘ７．５ｃ
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ｍのＥｑｕｅｓｔ草溶液汚れ付着布地見本が使用された。変異種は０．５５ｐｐｍの1濃
度で試験された。6枚の布地見本（６枚のＥＭＰＡ１１６、または６枚のＥｑｕｅｓｔ草
溶液汚れ付着布地見本）が各ビーカーに同時に加えられた。さらに2枚のＥＭＰＡ２２１
布地見本が加えられた。対照サンプルとして、ＨＥＰＥＳ緩衝液を含むＴＩＤＥ（登録商
標）2005 ＳＮＯＷ洗剤溶液（Ｐｒｏｃｔｅｒ＆Ｇａｍｂｌｅ）で酵素を含まないものが
使用された。各洗浄性能試験は4度繰り返された。結果（平均％ＳＲ、標準偏差（STD）及
び繰り返し回数（ｎ））が図７に示されている。
【０３２１】
これらの結果に示されているように、本分析系では、多くの多数置換を受けた変異種は、
野生型ＡＳＰよりも良好な性能を示した。

　　　　　　　　　　　　　　 実施例１１
　　　　低ｐＨで試験を受けた多数置換突然変異種の汚れ除去性能
【０３２２】
本実施例では、種々の多数置換ＡＳＰ変異種の汚れ除去性能を決定するため行われた実験
について述べる。これらの実験では、使用した試験手順は、上記、実施例１に述べられて
いる。以下の表は野生型ＡＳＰの活性に1標準偏差を加えたもの（１．１性能指数）より
大きい活性を持つ各変異種の突然変異型を含め、変異種を示している。
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【０３２３】
液体洗剤を使用する別の実験では、以下の結果が得られた。以下の表に示された変異種は
野生型に1標準偏差を加えた（＞１．１性能指数）より大きい活性を示した。



(156) JP 5775666 B2 2015.9.9

10

20

30

40

【表１１－２】
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【０３２４】
これらの結果で示されるように、本分析システムでは、多くの多数置換変異種は、野生型
ＡＳＰよりも良好な性能を示した。

　　　　　　　　　　　　　　 実施例１２
　　　　　　　自動皿洗いにおけるＡＳＰ変異種の洗浄性能
【０３２５】
本実施例では、自動皿洗浄（ＡＤＷ）用ＴＡＢＬＥＴ　ＡＣＴＩＯＮ　ＰＡＣＫ（登録商
標）洗剤におけるＡＳＰ変異種の、すでに述べたプロテアーゼに感受性のある汚れに対す
る洗浄性能を標準セリンプロテアーゼ（「プロテアーゼＢ」）と比較して決定するために
行われた実験について述べる。下記の表に示すように、ＡＳＰ変異種はプロテアーゼＢよ
り良く汚れを落とした。
【０３２６】
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２４穴の微小洗浄試験が実施された。ステンレス鋼の円盤がハンマーと穿孔機を使って打
ち抜かれた。この円盤が初期重量を得るため洗浄され、秤量された。卵汚れは下記のよう
に調製された（「いり卵調製」と「黄身調製」）。次に、５０μLの調製卵が各円盤に載
せられた。この調製物は室温で30分間乾燥され、ついで８０℃で２時間オーブンで焼かれ
た。この円盤は室温に冷やされた。汚れ付着後、この円盤は、汚れが付着した円盤の重量
を得るため秤量された。汚れの付着した円盤はＮＵＮＣＬＯＮ（登録商標）２４穴ポリス
チレンプレートに入れられた。自動皿洗い洗剤溶液が、酵素を含まない適量のＡＤＷ（例
．粉末４５００ｐｐｍ）を４０℃で１１ｇｐｇ水１Lに十分に混合させて調製された。硬
度を持つ溶液は１８８．５７ｇＣａＣｌ２・２Ｈ２Ｏと８６．９２ｇＭｇＣｌ２・６Ｈ２

Ｏを１LのＤＩ水へ混合して調製された。この試験では、２ｍｌの予め加熱したＡＤＷ溶
液が５５℃で各穴へ加えられた。適量の酵素が次に各穴へ加えられた。いくつかの実施態
様では、６種の試験が４回繰り返して行われ、他の実施例では４種の試験が６回繰り返し
て行われる。このプレートは次にフィルムで密封された。プレートは予熱した恒温/振と
う機に入れられ、フラスコクランプで固定された。プレートは適温（例．ヨーロッパの洗
浄条件については５５℃）で１８０RPMで３０分間洗浄された。洗浄後、プレートは、そ
れらを暖かい水浴に３回浸すことにより注意深く濯いだ。円盤をプレートから取り除き８
０℃で１時間オーブンで乾燥した。乾燥後、洗浄円盤の重量を得るために秤量された。以
下のようにして、重量によるおよそのパーセント除去を計算した。

％除去＝（汚れの付着した重量―洗浄後の重量）／（汚れの付着した重量―汚れの付着し
ていない重量）ｘ１００
除去指数＝％除去／標準プロテアーゼ（プロテアーゼB）による％除去

いり卵の調製
【０３２７】
試験酵素を含むプロテアーゼ及び/または洗剤組成物の試験で使用する卵は以下のように
調製された。最初に、１００ｍｌの１０％脂肪乳を３個の卵の全成分と混合する。この混
合物は、混合物が少し液状になるまで続けて撹拌する。次に、４０ｍｌのミルクを加え、
塊がなく滑らかになるまで、混合物を手動でかき混ぜるか、ブレンダーを高速(high)にし
て混ぜた。この卵混合物を、汚れ付着に使用する前に、室温まで冷やした。

黄身の調製
【０３２８】
水浴がホットプレートの温度検知器を６０℃に設定して加熱された。パルプ製のろ過器が
ビーカーの上に置かれた。卵の黄身を調製するために、６－９個の黄身が取り出され、黄
身は白身から分離された。黄身に付着した残存物は除去されたが、黄身は潰されなかった
。黄身を静かに冷水中で洗った。黄身はろ過器とビーカーの上で静かに潰された。全ての
黄身がろ過された後、ろ過した黄身を含むビーカーが水浴に置かれた。黄身は、６０℃で
３０分間撹拌された。黄身は水浴から移され、３０分間冷たい水浴に入れられた。表面に
生成した皮が静かに取り除かれた。

ステンレス鋼のスライドを使用した卵の汚れの調製（１ｘ３インチ）
【０３２９】
各金属スライドがいり卵又は黄身調製物（上記のように調製された）へ一度浸して上げら
れ、一度軽くたたき、各スライド上にほぼ同量の卵が付くようにした。このスライドの背
側はテッシュペーパーで拭ってきれいにした。このスライドは次に番号順に２段のオーブ
ンの棚に置かれた。スライドは室温で３０分間放置され乾燥された。次にスライドは８０
℃（+/-１℃）で２時間処理されが、１時間で上の棚と下の棚が交換され、１８０°（+/-
１℃）だけ回転された。冷却され、汚れの付着したスライドが、１－９６の順に秤量され
た。
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【０３３０】
洗浄のため、８枚の汚れの付着したスライドが洗浄機の最上段の棚と底の棚の両方に置か
れた。予備洗浄と主洗浄は、予備洗浄についてＷｈｉｒｌｐｏｏｌ８４０カップによる秤
量で４０ｍｌ、主洗浄について６０ｍｌで行った。通常１試験で、４製品が、４台のＧＥ
５００機を使用して試験された。試験サイクルについては、汚れの付着したスライドが洗
浄機に入れられ、試験製品が予備洗浄及び主洗浄カップに入れられた。水温は１２０°Ｆ
に設定され、洗浄機は正常の洗浄サイクルで稼動した。スライドが最終すすぎ終了時に秤
量のため洗浄機から取り出された。このスライドは乾燥サイクルには進まなかった。４回
の繰り返しの終了までに、各製品は各洗浄機で一度使用された。一日で全４回の繰り返し
が行われた。翌日、同一の手順が新しい汚れの付着したサンプルを使って繰り返され、各
製品当たり合計８回の繰り返しに達し、これらは次に平均値が出され最終結果とされた。
およそのパーセント除去を示す重量評価が以下のように計算された。

％除去＝（汚れの付着したものの重量―洗浄されたものの重量）/（汚れの付着したもの
の重量―汚れのないものの重量）ｘ１００
除去指数＝％除去/標準プロテアーゼ（プロテアーゼB）による％除去
【０３３１】
これらの性能試験の結果は、下記表１２－１に示されている・
【表１２－１】

　　　　　　　　　　　　　　 実施例１３
　　　　　　 粉末洗濯洗剤におけるＡＳＰ変異種の洗浄性能
【０３３２】
本実施例では、洗濯用粉末洗剤ＡＲＩＥＬ（登録商標）でＡＳＰ変異種の洗浄性能を決定
するために実施された実験について述べる。これらの実験では、変異種の性能は、実製品
の洗濯（ＲＩＣ）に対して、標準セリンプロテアーゼ（例．「プロテアーゼＣ」）と比較
された。
【０３３３】
この試験は以下の条件を用いて、Ｍｅｉｌｅ洗濯機を使って行われた。温度４０℃、硬度
２１ｇｐｇ、洗剤７３００ｐｐｍ、プロテアーゼ０．８８ｐｐｍ、実製品（ＲＩ）０．７
５ｋｇ、全バラストとＲＩの合計重量２．５ｋｇ、水１３L、洗濯時間２０分、すすぎ時
間３ｘ５分。
【０３３４】
これらの実験では、大型サイズのシーツ、汚れのない靴下（Ｊ＆ＲＣｏｏｒｄｉｎａｔｉ
ｎｇ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）が汚れのないバラスト用に４分割される。加えて、ソックス、ｔ
－シャツ、まくらカバー、タオル、フキン等の消費者用実製品（ＲＩ）が試験された。酵
母とＡＳＩ（人工の汚れ１；Ｅｑｕｅｓｔ）がこれらの実験で使用された。ＡＳＩの組成
は下記の表１３－１に与えられている。
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【表１３－１】

【０３３５】
均一な汚れがついているよう選択された服は、試験用に等しい大きさとなるよう切断され
た。この２枚の服の半分は、表示した一対の順序で符号が付された（例．服の左/右）。

　 服１　　　服２　　　服３　　　 服４　　　服５　　　服６　　　 服７　　　服８
　 ＡＢ　　　ＢＡ　　　ＢＡ　　　 ＡＢ　　　ＢＡ　　　ＡＢ　　　 ＡＢ　　　ＢＡ

【０３３６】
「Ａ」と表示された服の部分はＡＳＰ変異種で洗浄され、「Ｂ」と表示された服の部分は
プロテアーゼＣで洗浄される。試験は４ｘ４ｘ２で行われた。（各処理が、ＲＩの２回の
繰り返しを含む４台の洗濯機で繰り返された。）

試験手順
【０３３７】
汚れの付着していない４分割されたベッドシーツのバラストとＲＩが合わされ２．５ｋｇ
の総仕込重量とされ、マニュアルＭｅｉｌｅ洗濯機へ仕込む準備がなされ、前パネルの「
２１ｇｐｇ」仕込みがオンにされる。洗濯機は、それからオンにされる。温度は４０℃、
短洗濯サイクルに設定される。次に、バラストとＲＩが洗濯機へ入れられる。さらに、２
０ｇのＡＳＩと１７ｇのパン酵母で汚したソックスが各繰り返し試験に加えられた。次に
、洗剤（９５ｇ）が洗濯機の洗剤トレーに加えられ、洗浄サイクルが開始された。洗剤が
トレーから流し出されたら、添加予定の液体が加えられる。洗濯機はその後にそのサイク
ルを終える。洗濯サイクルが終了したとき、内容物が乾燥器に移され、３０分間乾燥され
た。洗濯物はその後、目視で評価されＬＳＧプログラムのＰＳＵ結果と優先番号が与えら
れる。

試験の等級付け
【０３３８】
試験品の洗濯との乾燥の７２時間以内に全試験が一度に等級付けがされる。切断した服が
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パネルルーム（ｐａｎｅｌ　ｒｏｏｍ）に広げられ、Ｓｃｈｅｆｆｅ　スケールを用いて
少なくとも３人の判定者により等級付けられる。加えて、汚れＡ対汚れBの比較は少なく
とも２人の判定者により等級付けられる。
結果の取り扱い
【０３３９】
等級付けは洗濯試験ソフトウェアを入れた携帯Ｐｓｉｏｎセットへ入力される。全ての切
断された製品の等級づけが終了したとき、データはパーソナルコンピュータへ移され平均
ＰＳＵグレード、ＡとＢの処理の間での％優位性、各服のＬＳＤが計算される。製品の間
での有意差は９０％の信頼限界で求められる。
【０３４０】
ＰＳＵ等級付け体系は２つの製品（調合）を比較するために使用される。２つの調合が性
能に関して試験される（例．洗濯後の汚れの残存）。これらの実験では、両製品で洗濯さ
れた（例．製品Ａと製品Ｂ）、いく枚かの布地が比較される。２名以上の判定者が等級を
付けるが、その場合以下のＳｃｈｅｌｌｅスケールが使用される。

０：優位性なし
１：私はこの製品が少し良い(better)と思う（確かではない）。
２：私はこの製品が少し良いと思う。
３：この製品はより良い。
４：この製品はずっと良い。

　　　　　　　　　　　　　　 実施例１４
　　　　　　　　　　　ＡＳＰ変異種の貯蔵安定性
【０３４１】
本実施例は、液体ＴＩＤＥ（登録商標）洗剤中で試験された種々のＡＳＰ変異種の貯蔵安
定を野生型（ＷＴ）ＡＳＰと比較して決定するため行われた実験について述べる。変異種
及び野生型ＡＳＰのプロテアーゼ活性はＨｉｔａｃｈｉ９１１自動分析機を使用して試験
された。これらの試験では、、スクシニル－Ｌ－Ａｌａ－Ｌ－Ｐｒｏ－Ｌ－Ｐｈｅ－ｐ-
ニトロアニリド（ｐＮＡ）がプロテアーゼの活性を評価するために基質として使用された
。この試験では、末端カルボキシアミド結合は活性なプロテアーゼにより切断されp-ニト
ロアニリンを生じる。その結果生じる、４１５ｎｍ/４５０ｎｍで測定される黄色の強度
はＳＡＶＩＮＡＳＥ（登録商標）プロテアーゼ標準品で調整されたサンプル中のプロテア
ーゼ活性に比例する。
【０３４２】
以下の表に示されているとおり、野生型ＡＳＰと比較して、工学的に操作の行われた変異
種の貯蔵安定性は有意な向上を示した。この表では、「保持活性％」は、以下の式を使っ
て決定された。保持活性％＝活性/初期活性ｘ１００％
【表１４－１】
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　　　　　　　　　　　　　　 実施例１５
　　　　　　　　　　　　ＡＳＰ洗濯活性の決定
【０３４３】
本実施例では、種々の洗濯条件の性質と種々の条件下での洗濯活性を決定するために行わ
れた実験について述べる。
【０３４４】
洗剤の調合、水量、水温、洗濯時間等、洗濯条件には広い範囲の条件がある。従って、プ
ロテアーゼのような洗剤組成物は悪い環境条件に耐え、機能できなければならない。例え
ば、異なる領域で使用される洗剤調合物は、異なる濃度の成分を水に溶かす。例えば、ヨ
ーロッパの洗剤は通常、３０００－８０００ｐｐｍの洗剤組成物を水に溶かすが、日本の
洗剤は通常８００未満（例．６６７ｐｐｍ）の洗剤成分を水に溶かす。北アメリカ、特に
米国では、洗剤は通常約８００－２０００（例．９７５ｐｐｍ）の洗剤組成物を水に溶か
す。
【０３４５】
ラテンアメリカの洗剤は一般的に高含量の石鹸水燐酸研磨剤洗剤(suds phosphate builde
r detergents)であり、１５００－６０００ｐｐｍの洗剤成分を水に溶かすので、ラテン
アメリカで使用される洗剤の範囲は中及び高洗剤濃度に属す。ブラジルの洗剤は通常約１
５００ｐｐｍの洗剤組成物を水に溶かす。しかし、他のラテンアメリカの諸国に限らない
、他の高含量の石鹸水燐酸研磨剤洗剤使用地域は、約６０００ｐｐｍまでの洗剤成分を水
に溶かす高洗剤濃度系をもつであろう。
【０３４６】
先に述べたことから、世界中の通常の洗浄溶液の洗剤成分の濃度は、約８００ｐｐｍ未満
の洗剤組成物（「低洗剤濃度地域」）、例えば日本では約６６７ｐｐｍ、から約８００ｐ
ｐｍと約２０００ｐｐｍの間（「中程度の洗剤濃度地域」）、例えば米国で約９７５ｐｐ
ｍ、及びブラジルで約１５００ｐｐｍ、さらに約２０００ｐｐｍより高濃度（「高洗剤濃
度地域」）、例えば、ヨーロッパで約３０００ｐｐｍから約８０００ｐｐｍ、及び高濃度
石鹸水リン酸研磨剤洗剤地域で約６０００ｐｐｍ、に及ぶことが明らかである。
【０３４７】
通常の洗浄溶液の濃度は実験的に決定される。例えば、米国では、通常の洗濯機は約６４
．４Lの洗濯水を入れる。従って、洗濯水に約９７５ｐｐｍの洗剤濃度を得るために約６
２．７９ｇの洗剤成分が６４．４Lの洗濯溶液に加えられなければならない。この量は洗
剤に添付されている秤量カップを使用して消費者が洗濯水へ秤り入れる通常量である。
【０３４８】
別の例として、異なった地域では異なる洗濯温度を用いる。日本では洗濯水の温度は通常
、ヨーロッパで使用されるよりも低い。例えば、北アメリカと日本の洗濯水の温度は１０
℃と３０℃の間（例えば、約２０℃）であり得るが、ヨーロッパの洗濯水の温度は通常３
０℃と５０℃の間である（例．約４０℃）。
【０３４９】
別の例として、地域が異なれば、水の硬度が異なるだろう。水の硬度は通常、ガロン(gal
lon)当たりのCa2+/Mg2+を併せたグレイン(grain)により表される。硬度は水に含まれるカ
ルシウム（Ca2+）とマグネシウム（Mg2+）の量の尺度である。米国の大部分の水は硬水で
あるが、硬度は、地域ごとに変わる。中程度の硬水（６０－１２０ｐｐｍ）から硬水（１
２１－１８１ｐｐｍ）は、６０から１８１ｐｐｍ（つまり、ｐｐｍのＵＳガロン当たりの
グレインへの変換は、１７．１でｐｐｍを割って得られる）の硬度の鉱物を含む。表１５
－１は水の硬度の範囲を示す。
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【表１５－１】

【０３５０】
ヨーロッパの水の硬度は通常、Ca2+/Mg2+総量がガロン当たり１０．５（例．１０．５－
２０．０）グレインより大きい（例．Ca2+/Mg2+総量がガロン当たり約１５グレイン）。
北アメリカの水の硬度は通常、日本の水の硬度より大きく、ヨーロッパの水の硬度より小
さい。例えば、北アメリカの水の硬度は３から１０グレインの間、３－８グレイン又は約
６グレインでありうる。日本の水の硬度は通常、北アメリカの水の硬度より低く、普通、
４より小さく、例えばガロン当たり３グレインのCa2+/Mg2+総量である。
【０３５１】
本願発明は少なくとも１組の洗濯条件で、通常は多数の洗濯条件で洗濯性能が向上したプ
ロテアーゼ変異種を提供する。
【０３５２】
本明細書では、プロテアーゼ変異種は、微小布地見本分析を使用した異なる種類の洗剤と
洗濯条件について試験される（上記参照、及び米国特許出願Ｓｅｒ．第０９／５５４，９
９２、及びＷＯ９９／３４０１１号参照、両者は引用により本明細書に組み込む。）プロ
テアーゼ変異種は、他の汚れのついた材料についても同様に試験される。

　　　　　　　　　　　　　　 実施例１６
　　　　　　　　　　　　 液体布地洗濯組成物
【０３５３】
本実施例は本願発明とともに使用される液体布地洗濯組成物を提供する。これらの組成物
は、精巧な及び/又は繊細な布地の洗濯を含む用途のほか、日本の洗濯機による洗濯条件
で特に有用であると考えられている。表１３－１は適した組成を示している。しかし、多
くの他の調合が本願発明と合わせて使用できるので、本願発明をこの特定の調合に限定す
ることを意図するものではない。
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【表１６－１】
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【表１６－２】
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【表１６－３】
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【表１６－４】

　　　　　　　　　　　　　　 実施例１７
　　　　　　　　　　　　　液体皿洗い組成物
【０３５４】
本実施例は本願発明とともに使用する液体皿洗い組成物を提供する。これらの組成物は、
日本の洗浄条件で特に用途があると考えられている。しかし、多くの他の調合が本願発明
とともに使用されるので、本願発明をこの特定の調合に限定することは意図していない。
【０３５５】
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以下のコンパクト高密度皿洗い洗剤組成物が、本願発明により提供される。
【表１７－１】

【０３５６】
以下の皿手洗い用液体洗剤組成物が本願発明により提供される。
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【表１７－２】

【０３５７】
以下の液体自動皿洗い洗剤組成物が本願発明により提供される。
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【表１７－３】

【０３５８】
以下の錠剤型洗剤組成物が本願発明により提供される。これらの組成物は標準１２ヘッド
ロータリープレス（ｓｔａｎｄａｒｄ　１２ｈｅａｄ　ｒｏｔａｒｙ　ｐｒｅｓｓ）を使
い、１３ＫＮ/cm2の圧力で顆粒皿洗い洗剤組成物を圧縮して調製される。
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【表１７－４】

【０３５９】
以下の皿洗い組成物は日本の洗濯条件で特に有用である。
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【表１７－５】

　　　　　　　　　　　　　　 実施例１８
　　　　　　　　　　　　　 布地洗濯組成物
【０３６０】
本願発明のプロテアーゼは、洗濯組成物に特に有用である。例えば、日本の洗濯機による
洗濯条件で特に有用な液体布地洗濯組成物が、本願発明に従い調製されると考えられる。
いくつかの好ましい実施態様では、これらの組成物は表１８－１に示す以下の成分を含む
。
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【表１８－１】

　　　　　　　　　　　　　　 実施例１９
　　　　　　　　　　　　顆粒状布地洗濯組成物
【０３６１】
本実施例では、本願発明とともに使用される種々の顆粒状布地洗濯組成物が提供される。
以下の表は適当な組成物を示す。しかし、多くの他の調合が本願発明に関し使用されるの
で本願発明をこれらの特定の調合に限定することは意図していない。
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【表１９－１】

【表１９－２】

【０３６２】
以下の洗濯組成物は、本願発明により提供される。これらの組成物は顆粒または錠剤とし
て使用するのに適している。
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【表１９－３】

【０３６３】
以下の洗濯用洗剤組成物は、特にヨーロッパの洗濯機による洗濯条件で使用されるよう考
えられている。
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【表１９－４】
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　　　　　　　　　　　　　　 実施例２０
　　　　　　　　　　　 硬い表面の洗浄剤組成物
【０３６４】
本願発明は、また硬い表面の洗浄に適した組成物を提供する。
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【表２０】

　　　　　　　　　　　　　　 実施例２１
　　　　　　　　　　　　ＡＳＰを含む動物飼料
【０３６５】
本願発明はまた、ＡＳＰ変異種を含む動物飼料組成物もまた提供する。本実施例では、家
禽に適した１飼料が提供される。しかし、本願発明のプロテアーゼが多くの他の飼料の処
方に使用されるから本願発明をこの特定の処方に特定することは意図していない。さらに
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本願発明の飼料は、愛玩用動物（例．イヌ、ネコ、ウマ、齧歯類等）のほか、家畜（例．
ウシ、ブタ、ヒツジ等）等を含み、これらに限定されないいずれかの動物への投与にも適
すことを意図している。以下の表は、マッシュ、つまり３週までの七面鳥への投与に適し
たトウモロコシを基本とする初期飼料の処方を示す。
【表２１－１】

【０３６６】
いくつかの実施態様では、この飼料調合物は本願発明の種々の濃度のプロテアーゼ（例．
２，０００単位/kg、４，０００単位/kg及び６，０００単位/kg）が加えられている。
【０３６７】
明細書に記載された全ての特許と刊行物は、発明の属する技術分野の技術者の水準を示す
。全ての特許と刊行物は、各個の刊行物が、特定されかつ個別に引用により組み込まれる
場合と同程度に引用により本明細書に組み入れられる。
【０３６８】
本願発明の好ましい実施態様を述べたので、本願発明の技術分野の通常の技術者には、開
示された実施例に種々の変更が行われることができることが明らかであろう。そしてその
ような変更は本願発明の範囲内にあることを意図している。
【０３６９】
本願発明の技術者は、本願発明が対象物を扱い、対象物が固有に備えているもののほか、
記述された目的と利点を得るに十分に適していることが分かるであろう。本明細書に記載
された組成物と方法は好ましい実施態様の代表、典型であり、本発明の範囲に関し限定す
ることは意図していない。発明の範囲と本質から逸脱せず本明細書に開示されている発明
に種々の置換と変更が行われ得ることは、本願発明の技術分野の技術者には容易に明らか
である。
【０３７０】
本明細書に説明のため述べられた発明は、本明細書に特定して開示されていないいずれの
発明特定事項、限定もない条件で実施できる。使用された用語及び表現は記述のための用
語として使用されており、限定のためではなく、かつそのような用語と表現の使用は、明
らかにされかつ述べられた特徴と等価なものまたはその一部と等価なものを排除する意図
はなく、むしろ、特許を請求する発明の範囲内で種々の変更が可能であることが認識され
る。従って、本願発明は好ましい実施態様と任意の特徴により具体的に開示されているが
、本明細書に開示された概念の修飾、変更は本願発明の技術分野の技術者に委ねられ、且
つそのような修飾と変更が、添付の特許請求により定義されている発明の範囲内にあるこ
とが理解されるべきである。
【０３７１】
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本発明は本明細書に広く、属に関して述べられてきた。属の開示の範囲内にあるより狭い
範囲の種及び属より下位の分類のそれぞれもまた本発明の一部を形成する。これには、除
外されるものが本明細書で特定して記載されていたか否かに拘らず、当該属からいずれか
のものを除外する条件または否定的限定(negative limitation)を付した発明についての
属に関する記述が含まれる。

【図１】 【図２】
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