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(57)【要約】

（修正有）

【課題】抗菌性能、洗浄性能およびその持続性への要求
に応えることのできる洗浄剤組成物の提供。
【解決手段】洗浄剤組成物は、一般式（１）

（式中、Ｒ１は炭素原子数６以上の炭化水素基を示し、
Ｒ２およびＲ３は同一または異なっていてもよい低級炭
化水素基を示し、Ｒ４は二価の低級炭化水素基を示し、
Ｒ５、Ｒ６およびＲ７は同一または異なっていてもよい
低級アルキル基または低級アルコシ基を示し、Ｘはハロ
ゲンイオンまたは有機カルボニルオキシイオンを示す。
）で表される化合物を含有する。また、さらに陽イオン
界面活性剤および非イオン界面活性剤からなる群から選
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）一般式（１）
【化１】

10
（式中、Ｒ１は炭素原子数６以上の炭化水素基を示し、Ｒ２およびＲ３は同一または異な
っていてもよい低級炭化水素基を示し、Ｒ４は二価の低級炭化水素基を示し、Ｒ５、Ｒ６
およびＲ７は同一または異なっていてもよい低級アルキル基または低級アルコシ基を示し
、Ｘはハロゲンイオンまたは有機カルボニルオキシイオンを示す。）で表されるケイ素含
有化合物を、含有する洗浄剤組成物。
【請求項２】
（ａ）一般式（１）
【化１】
20

（式中、Ｒ１は炭素原子数６以上の炭化水素基を示し、Ｒ２およびＲ３は同一または異な
っていてもよい低級炭化水素基を示し、Ｒ４は二価の低級炭化水素基を示し、Ｒ５、Ｒ６
およびＲ７は同一または異なっていてもよい低級アルキル基または低級アルコシ基を示し
、Ｘはハロゲンイオンまたは有機カルボキニルオキシイオンを示す。）で表されるケイ素
含有化合物と、
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（ｂ）陽イオン界面活性剤（ただし、上記ケイ素化合物を除く）（ｂ１）および非イオン
界面活性剤（ｂ２）からなる群から選ばれた少なくとも１種の界面活性剤とを、
含有する洗浄剤組成物。
【請求項３】
上記一般式（１）で表されるケイ素含有化合物（ａ）のＲ１は炭素原子数１０〜２５のア
ルキル基を示し、Ｒ２およびＲ３は同一または異なっていてもよい炭素原子数１ないし６
の低級アルキル基を示し、Ｒ４は炭素原子数１ないし６の低級アルキレン基を示し、Ｒ５
、Ｒ６およびＲ７は同一または異なっていてもよい炭素原子数１ないし６の低級アルキル
基またはアルコシ基を示し、Ｘはハロゲンイオンまたは有機カルボキニルオキシイオンで
あることを特徴とする請求項１または２に記載の洗浄剤組成物。
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【請求項４】
上記一般式（１）で表されるケイ素含有化合物（ａ）が、オクタデシルジメチル（３−ト
リメトキシシリルプロピル）アンモニムクロライド、オクタデシルジエチル（３−トリメ
トキシシリルプロピル）アンモニウムクロライド、オクタデシルジメチル（２−トリメチ
ルシリルエチル）アンモニウムクロライド、オクタデシルジプロピル（４−トリメトキシ
シリルブチル）アンモニムアセテート、オクタデシルジメチル（３−トリエトキシシリル
プロビル）アンモニウムクロライド、オクタデシルジメチル（３−トリイソプロポキシシ
リルプロビル）アンモニウムクロライド、オクタデシルジメチル（３−トリエチルシシリ
ルプロビル）アンモニウムクロライド、オクタデシルジメチル（３−トリイソプロピルシ
シリルプロビル）アンモニウムクロライド、ヘプタデシルジメチル（３−トリメトキシシ
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リルプロピル）アンモニウムクロライド、ヘプタデシルジイソプロピル（２−トリエトキ
シシリルエチル）アンモニウムクロライド、ヘキサデシルジメチル（３−トリメトキシシ
リルプロピル）アンモニムクロライド、ヘキサデシルジメチル（３−トリメトキシシリル
プロピル）アンモニムアセテートおよびペンタサデシルジメチル（３−トリエトキシシリ
ルプロピル）アンモニムクロライド
からなる群から選ばれた少なくとも１種のケイ素含有化合物であることを特徴とする請求
項１ないし３のいずれかに記載の洗浄剤組成物。
【請求項５】
上記一般式（１）で表されるケイ素含有化合物（ａ）が、オクタデシルジメチル（３−ト
リメトキシシリルプロピル）アンモニウムクロライドである請求項１ないし４のいずれか
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に記載の洗浄剤組成物。
【請求項６】
上記陽イオン界面活性剤（ｂ１）が、下記一般式（２）で表される陽イオン界面活性剤
（ｂ１１）であることを特徴とする請求項１ないし４のいずれかに記載の洗浄剤組成物。
【化２】

20

（式中、Ｒ１１は炭素原子数６以上の炭化水素基を示し、Ｒ１２、Ｒ１３およびＲ１４は
同一でも異なってもよい低級炭化水素基を示す。）で表される陽イオン界面活性剤（ｂ１
１ ） お よ び /ま た は Ｎ − コ コ イ ル − ア ル ギ ニ ン エ チ ル エ ス テ ル ピ リ ド ン カ ル ボ ン 酸 塩 （ ｂ
１２）である請求項１ないし５のいずれかに記載の洗浄剤組成物。
【請求項７】
上記一般式（２）で表される上記陽イオン界面活性剤（ｂ１１）のＲ１１は炭素原子数１
０〜２５のアルキル基を示し、Ｒ１２、Ｒ１３およびＲ１４は同一または異なっていても
よい炭素原子数１ないし６の低級アルキル基を示し、Ｙがハロゲンイオンまたは有機カル
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ボニルオキシイオンであることを特徴とする請求項１ないし６のいずれかに記載の洗浄剤
組成物。
【請求項８】
上記一般式（２）で表される陽イオン系界面活性剤（ｂ１１）がデシルトリメチルアンモ
ニウムクロライド、デシルトリエチルアンモニウムアセテート、ドデシルトリメチルアン
モニウムアセテート、ドデシルトリイソプロピルアンモニウムブロマイド、トリデシルト
リエチルアンモニウムプロマイド、テトラデシルトリメチルアンモニウムクロライド、テ
トラデシルトリエチルアンモニウムクロライド、テトラデシルトリ−ｎ−プロピルアンモ
ニウムクロライド、ペンタデシルトリメチルアンモニウムクロライド、ペンタデシルトリ
エチルアンモニウムクロライド、ペンタデシルトリ−ｎ−プロピルアンモニウムクロライ
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ド、ヘキサデシルトリメチルアンモニウムクロライド、ヘキサデシルトリエチルアンモニ
ウムクロライド、ヘキサデシルトリ−ｎ−プロピルアンモニウムクロライド、オクタデシ
ルトリメチルアンモニウムクロライドおよびオクタデシルトリエチルアンモニウムクロラ
イドおよびオクタデシルトリ−ｎ−プロピルアンモニウムクロライドからなる群から選ば
れた少なくとも１種であることを特徴とする請求項１ないし７のいずれかに記載の洗浄剤
組成物。
【請求項９】
陽イオン系界面活性剤（ｂ１）が、ヘキサデシルトリメチルアンモニウムクロライドおよ
び／またはＮ−ココイル−アルギニンエチルエステルピリドンカルボン酸塩であることを
特徴とする請求項１ないし８のいずれかに記載の洗浄剤組成物。
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【請求項１０】
非イオン系界面活性剤（ｂ２）が、ポリオキシエチレン単位および／またはポリオキシプ
ロピレン単位を含有するポリオキシアルキレングリコールのアルキルエーテルまたは脂肪
酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステルおよび脂肪酸モノグリセライドからなる群から選
ばれた少なくとも１種の非イオン系界面活性剤であることを特徴とする請求項２ないし５
のいずれかに記載の洗浄剤組成物。
【請求項１１】
非イオン系界面活性剤（ｂ２）は、ソルビタンラウリレートおよび／またはポリオキシエ
チレンソルビタンモノラウレートであることを特徴とする請求項２ないし５、１０のいず
れかに記載の洗浄剤組成物。
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【請求項１２】
ケイ素含有化合物（ａ）としてオクタデシルジメチル（３−トリメトキシシリルプロピル
）アンモニウムクロライドおよび陽イオン界面活性剤（ｂ）としてヘキサデシルトリメチ
ルアンモニウムクロライドを含有することを特徴とする請求項２ないし９のいずれかに記
載の洗浄剤組成物。
【請求項１３】
ケイ素含有化合物（ａ）としてオクタデシルジメチル（３−トリメトキシシリルプロピル
）アンモニウムクロライドおよび陽イオン界面活性剤（ｂ）としてＮ−ココイル−アルギ
ニンエチルエステルピリドンカルボン酸塩を含有することを特徴とする請求項２ないし９
のいずれかに記載の洗浄剤組成物。
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【請求項１４】
ケイ素含有化合物（ａ）としてオクタデシルジメチル（３−トリメトキシシリルプロピル
）アンモニウムクロライドおよび陽イオン界面活性剤（ｂ）としてヘキサデシルトリメチ
ルアンモニウムクロライドおよびＮ−ココイル−アルギニンエチルエステルピリドンカル
ボン酸塩を含有することを特徴とする請求項２ないし９のいずれかに記載の洗浄剤組成物
。
【請求項１５】
ケイ素含有化合物（ａ）としてオクタデシルジメチル（３−トリメトキシシリルプロピル
）アンモニウムクロライドおよび非イオン界面活性剤（ｂ２）としてポリオキシエチレン
ソルビタンモノラウレートを含有することを特徴とする請求項２ないし５、１０ないし１
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１のいずれかに記載の洗浄剤組成物。
【請求項１６】
オクタデシルジメチル（３−トリメトキシシリルプロピル）アンモニウムクロライドお
よびポリオキシエチレンソルビタンモノラウレートを含有することを特徴とする請求項２
ないし５、１０ないし１１のいずれかに記載の洗浄剤組成物。
【請求項１７】
上記ケイ素含有化合物（ａ）を０．０１ないし６０容量％含有する請求項１ないし１６の
いずれかに記載の洗浄剤組成物。
【請求項１８】
上記ケイ素含有化合物（ａ）を０．１％ないし１０容量％含有する請求項１ないし１７の
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いずれかに記載の洗浄剤組成物。
【請求項１９】
上記ケイ素含有化合物（ａ）を０．０１ないし４０容量％および陽イオン界面活性剤（ｂ
１）および／または非イオン界面活性剤（ｂ２）を０．００７ないし

２０容量％で含有

する請求項２ないし１６のいずれかに記載の洗浄剤組成物。
【請求項２０】
上記ケイ素含有化合物（ａ）を０．１ないし１０容量％および陽イオン界面活性剤（ｂ１
）および非イオン界面活性剤（ｂ２）を０．０５ないし１０容量％で含有する請求項１な
いし１６のいずれかに記載の洗浄剤組成物。
【請求項２１】
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被洗浄物品の表面を請求項１ないし２０に記載された洗浄剤組成物に浸漬，洗浄または洗
浄剤組成物により清拭することを特徴とする洗浄方法。
【請求項２２】
請求項１ないし２０に記載された洗浄液に浸漬または洗浄された被洗浄物品。
【請求項２３】
被洗浄物品が義歯、インプラント、クラウン、ブリッジ、矯正用ブラケット、歯科用ワイ
ヤーなどの歯科材料である請求項２２に記載の被洗浄物品。
【請求項２４】
被洗浄物品が便器、トイレまわり、浴槽、浴室まわり、食器，メガネ，流し、台所まわり
、洗面ボウル、洗面所周りである請求項２２に記載の被洗浄物品。
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【請求項２５】
被洗浄物品が繊維製品または被服である請求項２２に記載の被洗浄物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、洗浄性に優れ、抗菌性に優れ、抗菌持続性に優れた洗浄剤組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
高齢化社会の到来により歯科材料、とくに義歯使用者が増大し義歯洗浄剤の使用量も増
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大しているが、様々な組成の義歯洗浄剤が使用されている。また、生活環境への衛生志向
が向上し、食器、メガネ、流し、台所まわり、便器、トイレ周り、浴槽、浴室周り、洗面
ボウル、洗面所周り、繊維製品または被服への衛生志向、抗菌志向が高まっている。
【０００３】
これらに使用されている抗菌性洗浄剤を成分系で分類すると、過酸化物、次亜塩素酸、
酵素、酸、生薬、銀系無機抗菌剤又は消毒薬のいずれかを主要成分とし、あるいは二種以
上を組み合わせた成分系に分類することができる。そして、同一の成分系に属する抗菌性
洗浄剤においてもその具体的な組成は様々である。
【０００４】
このように様々な抗菌性洗浄剤が使用されているのは、抗菌性洗浄剤としては洗浄性能
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と殺菌性能の両者の機能が要求されるので、それぞれの作用を発揮する成分を組み合わせ
て洗浄剤が構成されることが多いためである。また、さらに高い洗浄性能または殺菌性能
あるいは短時間の洗浄で使用ができるような抗菌性洗浄剤が要求されており、とくに義歯
洗浄剤にはその要求が顕著である。
【０００５】
このような要求に対し、例えば、特許文献１に、ラウリル硫酸ナトリウムは優れた洗浄
性能及び発泡作用を有するのであるが、従来の義歯洗浄剤はその組み合わせ成分のためラ
ウリル硫酸ナトリウムの効力が減殺されているという問題に対し、ラウリル硫酸ナトリウ
ムの機能を妨げることがなく、さらに殺菌性能を向上させることができるラウリル硫酸ナ
トリウムと銀、銅、亜鉛イオン等の抗菌性金属イオンを含有する義歯洗浄剤が開示されて
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いる。
【０００６】
特許文献２に、デンチャープラークの除去には酸性の義歯洗浄剤が好ましいが、義歯洗
浄剤が酸性であると歯肉素材が変形や変色し、金属素材が黒変するおそれがあるために多
くの洗浄剤が中性を呈するように調整され、義歯洗浄剤の洗浄性能が減殺されているとい
う問題に対し、酸および過硫酸塩を含有する酸性速溶部と、過ホウ酸塩または過炭酸塩の
少なくとも１種と炭酸塩を含有するアルカリ性徐溶部を有する粒状もしくは錠剤状の義歯
洗 浄 剤 で あ っ て 、 義 歯 洗 浄 水 に 配 合 さ れ て 該 水 の 液 性 を 低 pHか ら 高 pHに 変 化 さ せ る こ と の
できる義歯洗浄剤が開示されている。
【０００７】
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特許文献３には、オクタデシルトリメトキシシラン、γ−アミノプロピルトリエトキシ
シラン、オクタデシルジメチル（３−トリメトキシシリルプロピル）アンモニウムクロラ
イドなどの抗菌性物質を表面に固定化した抗菌性材料が開示され、義歯、インプラント、
クラウン、ブリッジ、矯正用ブラケット、ワイヤーなどの歯科用途に使用できることも開
示されているが、これらの抗菌剤成分を含有する洗浄剤組成物そのものは開示されていな
い。
【 特 許 文 献 １ 】 WO99/56714 A1 号 公 報
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 2001‑288062号 公 報
【 特 許 文 献 ３ 】 特 開 2004‑209241号 公 報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
このような洗浄剤の改良によって洗浄性能および殺菌性能が高められた洗浄剤が得られ
るようになった。しかしながら、従来の洗浄剤は、とくに義歯、インプラント、クラウン
、ブリッジ、矯正用ブラケット、歯科用ワイヤーなどの歯科材料を洗浄してきれいにして
も、これらの歯科材料、とくに義歯を口腔内に装着して使用する間に義歯表面に再度デン
チャープラークが形成されることを阻止することができないという問題があった。さらに
、歯科材料の洗浄性能、とくに義歯洗浄性能を向上させた洗浄剤が求められている。また
、食器、メガネ、流し、台所まわり、便器、トイレ周り、浴槽、浴室周り、洗面ボウル、
洗面所周り、繊維製品または被服への抗菌用洗浄剤についても同じような抗菌性能、洗浄
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性能およびその持続性についての性能が求められている。
【０００９】
本発明は、かかる従来の問題点に鑑み、洗浄性能および殺菌性能がより高く、また洗浄
された被洗浄物品の抗菌性能、洗浄性能およびその持続性を改善することを目的とし、イ
ンプラント、クラウン、ブリッジ、矯正用ブラケット、歯科用ワイヤーなどの歯科材料、
とくに義歯においては、口腔内に装着している間に義歯表面にデンチャープラークが再形
成されるのを阻止することが可能な抗菌性能と洗浄性能をも兼ね備える洗浄剤組成物を提
供することを目的とする。また、とくに義歯使用者に特別の負担や不快感を与えることな
く義歯に容易に抗菌性能を付与することができる義歯洗浄剤組成物を提供することをも目
的としている。さらに、本発明は、食器、メガネ、流し、台所まわり、便器、トイレ周り
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、浴槽、浴室周り、洗面ボウル、洗面所周り、繊維製品または被服への洗浄剤についても
同様に抗菌性能、洗浄性能およびその持続性への要求に応えることのできる洗浄剤組成物
を提供することをも目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
本発明の目的は、次の本発明の洗浄剤組成物を採用することにより解決することができ
ることを臨床的に知り、本発明を完成するに至った。本発明は次のとおりである。
【００１１】
［１］

（ａ）一般式（１）

【００１２】

40

【化１】

【００１３】
（式中、Ｒ１は炭素原子数６以上の炭化水素基を示し、Ｒ２およびＲ３は同一または異な
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っていてもよい低級炭化水素基を示し、Ｒ４は二価の低級炭化水素基を示し、Ｒ５、Ｒ６
およびＲ７は同一または異なっていてもよい低級アルキル基または低級アルコシ基を示し
、Ｘはハロゲンイオンまたは有機カルボニルオキシイオンを示す。）で表されるケイ素含
有化合物を、含有する洗浄剤組成物。
【００１４】
［２］

（ａ）一般式（１）

【００１５】
【化１】
10

【００１６】
（式中、Ｒ１は炭素原子数６以上の炭化水素基を示し、Ｒ２およびＲ３は同一または異な
っていてもよい低級炭化水素基を示し、Ｒ４は二価の低級炭化水素基を示し、Ｒ５、Ｒ６
およびＲ７は同一または異なっていてもよい低級アルキル基または低級アルコシ基を示し
、Ｘはハロゲンイオンまたは有機カルボキニルオキシイオンを示す。）で表されるケイ素

20

含有化合物と、（ｂ）陽イオン界面活性剤（ただし、上記ケイ素化合物を除く）（ｂ１）
および非イオン界面活性剤（ｂ２）からなる群から選ばれた少なくとも１種の界面活性剤
とを、含有する洗浄剤組成物。
【００１７】
［３］

上記一般式（１）で表されるケイ素含有化合物（ａ）のＲ１は炭素原子数１０

ないし２５のアルキル基を示し、Ｒ２およびＲ３は同一または異なっていてもよい炭素原
子数１ないし６の低級アルキル基を示し、Ｒ４は炭素原子数１ないし６の低級アルキレン
基を示し、Ｒ５、Ｒ６およびＲ７は同一または異なっていてもよい炭素原子数１ないし６
の低級アルキル基またはアルコシ基を示し、Ｘはハロゲンイオンまたは有機カルボキニル
オキシイオンであることを特徴とする［１］または［２］に記載の洗浄剤組成物。

30

【００１８】
［４］

上記一般式（１）で表されるケイ素含有化合物（ａ）が、オクタデシルジメチ

ル（３−トリメトキシシリルプロピル）アンモニムクロライド、オクタデシルジエチル（
３−トリメトキシシリルプロピル）アンモニウムクロライド、オクタデシルジメチル（２
−トリメチルシリルエチル）アンモニウムクロライド、オクタデシルジプロピル（４−ト
リメトキシシリルブチル）アンモニムアセテート、オクタデシルジメチル（３−トリエト
キシシリルプロビル）アンモニウムクロライド、オクタデシルジメチル（３−トリイソプ
ロポキシシリルプロビル）アンモニウムクロライド、オクタデシルジメチル（３−トリエ
チルシシリルプロビル）アンモニウムクロライド、オクタデシルジメチル（３−トリイソ
プロピルシシリルプロビル）アンモニウムクロライド、ヘプタデシルジメチル（３−トリ

40

メトキシシリルプロピル）アンモニウムクロライド、ヘプタデシルジイソプロピル（２−
トリエトキシシリルエチル）アンモニウムクロライド、ヘキサデシルジメチル（３−トリ
メトキシシリルプロピル）アンモニムクロライド、ヘキサデシルジメチル（３−トリメト
キシシリルプロピル）アンモニムアセテートおよびペンタサデシルジメチル（３−トリエ
トキシシリルプロピル）アンモニムクロライドからなる群から選ばれた少なくとも１種の
ケイ素含有化合物であることを特徴とする［１］ないし［３］のいずれかに記載の洗浄剤
組成物。
【００１９】
［５］

上記一般式（１）で表されるケイ素含有化合物（ａ）が、オクタデシルジメチ

ル（３−トリメトキシシリルプロピル）アンモニウムクロライドである［１］ないし［４
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］のいずれかに記載の洗浄剤組成物。
【００２０】
［６］

上記陽イオン界面活性剤（ｂ１）が、下記一般式（２）で表される陽イオン界

面活性剤（ｂ１１）であることを特徴とする［１］ないし［４］のいずれかに記載の洗浄
剤組成物。
【００２１】
【化２】

10

【００２２】
（式中、Ｒ１１は炭素原子数６以上の炭化水素基を示し、Ｒ１２、Ｒ１３およびＲ１４は
同一でも異なってもよい低級炭化水素基を示す。）で表される陽イオン界面活性剤（ｂ１
１）および／またはＮ−ココイル−アルギニンエチルエステルピリドンカルボン酸塩（ｂ
１２）である［１］ないし［５］のいずれかに記載の洗浄剤組成物。
【００２３】
［７］

20

上記一般式（２）で表される上記陽イオン界面活性剤（ｂ１１）のＲ１１は炭

素原子数１０ないし２５のアルキル基を示し、Ｒ１２、Ｒ１３およびＲ１４は同一または
異なっていてもよい炭素原子数１ないし６の低級アルキル基を示し、Ｙがハロゲンイオン
または有機カルボニルオキシイオンであることを特徴とする［１］ないし［６］のいずれ
かに記載の洗浄剤組成物。
【００２４】
［８］

上記一般式（２）で表される陽イオン系界面活性剤（ｂ１１）がデシルトリメ

チルアンモニウムクロライド、デシルトリエチルアンモニウムアセテート、ドデシルトリ
メチルアンモニウムアセテート、ドデシルトリイソプロピルアンモニウムブロマイド、ト
リデシルトリエチルアンモニウムプロマイド、テトラデシルトリメチルアンモニウムクロ

30

ライド、テトラデシルトリエチルアンモニウムクロライド、テトラデシルトリ−ｎ−プロ
ピルアンモニウムクロライド、ペンタデシルトリメチルアンモニウムクロライド、ペンタ
デシルトリエチルアンモニウムクロライド、ペンタデシルトリ−ｎ−プロピルアンモニウ
ムクロライド、ヘキサデシルトリメチルアンモニウムクロライド、ヘキサデシルトリエチ
ルアンモニウムクロライド、ヘキサデシルトリ−ｎ−プロピルアンモニウムクロライド、
オクタデシルトリメチルアンモニウムクロライドおよびオクタデシルトリエチルアンモニ
ウムクロライドおよびオクタデシルトリ−ｎ−プロピルアンモニウムクロライドからなる
群から選ばれた少なくとも１種であることを特徴とする［１］ないし［７］のいずれかに
記載の洗浄剤組成物。
【００２５】
[９ ］

40

陽イオン系界面活性剤（ｂ１）が、ヘキサデシルトリメチルアンモニウムクロ

ライドおよび／またはＮ−ココイル−アルギニンエチルエステルピリドンカルボン酸塩で
あることを特徴とする［１］ないし［８］のいずれかに記載の洗浄剤組成物。
【００２６】
［１０］

非イオン系界面活性剤（ｂ２）が、ポリオキシエチレン単位および／または

ポリオキシプロピレン単位を含有するポリオキシアルキレングリコールのアルキルエーテ
ルまたは脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステルおよび脂肪酸モノグリセライドから
なる群から選ばれた少なくとも１種の非イオン系界面活性剤であることを特徴とする［２
］ないし［５］のいずれかに記載の洗浄剤組成物。
【００２７】
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非イオン系界面活性剤（ｂ２）は、ソルビタンラウリレートおよび／または

ポリオキシエチレンソルビタンモノラウレート、であることを特徴とする［２］ないし［
５］、［１０］のいずれかに記載の洗浄剤組成物。
【００２８】
［１２］

ケイ素含有化合物（ａ）としてオクタデシルジメチル（３−トリメトキシシ

リルプロピル）アンモニウムクロライドおよび陽イオン界面活性剤（ｂ）としてヘキサデ
シルトリメチルアンモニウムクロライドを含有することを特徴とする［２］ないし［９］
のいずれかに記載の洗浄剤組成物。
【００２９】
[１ ３ ］

ケイ素含有化合物（ａ）としてオクタデシルジメチル（３−トリメトキシシ

10

リルプロピル）アンモニウムクロライドおよび陽イオン界面活性剤（ｂ）としてＮ−ココ
イル−アルギニンエチルエステルピリドンカルボン酸塩を含有することを特徴とする［２
］ないし［９］のいずれかに記載の洗浄剤組成物。
【００３０】
[１ ４ ］

ケイ素含有化合物（ａ）としてオクタデシルジメチル（３−トリメトキシシ

リルプロピル）アンモニウムクロライドおよび陽イオン界面活性剤（ｂ）としてヘキサデ
シルトリメチルアンモニウムクロライドおよび／またはＮ−ココイル−アルギニンエチル
エステルピリドンカルボン酸塩を含有することを特徴とする［２］ないし［９］のいずれ
かに記載の洗浄剤組成物。
【００３１】
［１５］

20
ケイ素含有化合物（ａ）としてオクタデシルジメチル（３−トリメトキシシ

リルプロピル）アンモニウムクロライドおよび非イオン界面活性剤（ｂ２）としてポリオ
キシエチレンソルビタンモノラウレートを含有することを特徴とする［２］ないし［５］
、［１０］ないし［１１］のいずれかに記載の洗浄剤組成物。
【００３２】
［１６］

オクタデシルジメチル（３−トリメトキシシリルプロピル）アンモニウムク

ロライドおよびポリオキシエチレンソルビタンモノラウレートを含有することを特徴とす
る［２］ないし［５］、［１０］ないし［１１］のいずれかに記載の洗浄剤組成物。
【００３３】
［１７］

上記ケイ素含有化合物（ａ）を０．０１ないし６０容量％含有する［１］な

30

いし［１６］のいずれかに記載の洗浄剤組成物。
【００３４】
［１８］

上記ケイ素含有化合物（ａ）を０．１ないし１０容量％含有する［１］ない

し［１７］のいずれかに記載の洗浄剤組成物。
【００３５】
［１９］

上記ケイ素含有化合物（ａ）を０．０１ないし４０容量％および陽イオン界

面活性剤（ｂ１）または／および非イオン界面活性剤（ｂ２）を０．００７ないし２０容
量％で含有する［２］ないし［１６］のいずれかに記載の洗浄剤組成物。
【００３６】
[２ ０ ］

上記ケイ素含有化合物（ａ）を０．１ないし１０容量％および陽イオン界面

40

活性剤（ｂ１）および非イオン界面活性剤（ｂ２）を０．０５ないし１０容量％で含有す
る［１］ないし［１６］のいずれかに記載の洗浄剤組成物。
【００３７】
［２１］

被洗浄物品の表面を［１］ないし［２０］に記載された洗浄液に浸漬または

洗浄することを特徴とする洗浄方法。
【００３８】
［２２］

［１］ないし［２０］に記載された洗浄液に浸漬または洗浄された被洗浄物

品。
【００３９】
［２３］

被洗浄物品が義歯、インプラント、クラウン、ブリッジ、矯正用ブラケット
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、歯科用ワイヤーなどの歯科材料である［２２］に記載の被洗浄物品。
【００４０】
［２４］

被洗浄物品が便器、トイレまわり、浴槽、浴室まわり、食器，メガネ，流し

、台所まわり、洗面ボウル、洗面所周りである［２２］に記載の被洗浄物品。
【００４１】
［２５］

被洗浄物品が繊維製品または被服である［２２］に記載の被洗浄物品。

【００４２】
次に、本発明の洗浄剤組成物を構成する各構成成分およびその配合組成について説明す
る。
【００４３】

10

（１）ケイ素含有化合物（ａ）
ケイ素含有化合物（ａ）は一般式（１）
【００４４】
【化１】

20
【００４５】
（式中、Ｒ１は炭素原子数６以上の炭化水素基を示し、Ｒ２およびＲ３は同一または異な
っていてもよい低級炭化水素基を示し、Ｒ４は二価の低級炭化水素基を示し、Ｒ５、Ｒ６
およびＲ７は同一または異なっていてもよい低級アルキル基または低級アルコキシ基を示
し、Ｘはハロゲンイオンまたは有機カルボニルオキシイオン（有機カルボン酸イオン）を
示す。）で表されるケイ素含有化合物である。
【００４６】
さらに、一般式（１）で表されるケイ素含有化合物（ａ）のうちで、好ましい態様は、
上記一般式（１）のＲ１は炭素原子数１０ないし２５のアルキル基を示し、Ｒ２およびＲ

30

３は同一または異なっていてもよい炭素原子数１ないし６の低級アルキル基を示し、Ｒ４
は炭素原子数１ないし６の低級アルキレン基を示し、Ｒ５、Ｒ６およびＲ７は同一または
異なっていてもよい炭素原子数１ないし６の低級アルキル基または低級アルコシ基を示し
、Ｘはハロゲンイオンまたは有機カルボニルオキシイオン（有機カルボン酸イオン）であ
るケイ素含有化合物である。
【００４７】
Ｒ１の炭素原子数６以上の炭化水素基としては、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基
、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基、トリデシル基、テトラデシル基、ペ
ンタデシル基、ヘキサデシル基、ヘプタデシル基、オクタデシル基、ノナデシル基、エイ
コシル基、ウンエイコシル基、ドエイコシル基、トリエイコシル基、テトラエイコシル基

40

、ペンタエイコシル基などが例示できる。
【００４８】
Ｒ２およびＲ３の同一または異なっていてもよい低級炭化水素基としては、たとえば、
メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、ペンチル基、へキシル基
、シクロヘクシル基、フェニル基、トリル基などを例示することができる。
【００４９】
Ｒ４の低級アルキレン基としては、メチレン基、エチレン基、トリメチレン基、テトラ
メチレン基、ヘキサメチレン基などを例示できる。
【００５０】
Ｒ５、Ｒ６およびＲ７は同一または異なっていてもよい低級アルキル基または低級アル
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コシ基であり、具体的には、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基
、ブトキシ基、ペンチルオキシ基、へキシルオキシ基、メチル基、エチル基、プロピル基
、イソプロピル基、ブチル基、ペンチル基、へキシル基などを例示できる。
【００５１】
Ｘとしては塩素イオン、臭素イオンなどのハロゲンイオン、メチルカルボニルオキシイ
オン（アセテートイオン）、エチルカルボニルオキシイオン（プロピオネートイオン）、
フェニルカルボニルオキシイオン（ベンゾエートイオン）などの有機カルボニルオキシイ
オン（有機カルボン酸イオン）を例示することができる。
【００５２】
ケイ素含有化合物（ａ）として具体的には、次の化合物を例示することができる。

10

オクタデシルジメチル（３−トリメトキシシリルプロピル）アンモニムクロライド、
オクタデシルジエチル（３−トリメトキシシリルプロピル）アンモニウムクロライド、
オクタデシルジメチル（２−トリメチルシリルエチル）アンモニウムクロライド、
オクタデシルジプロピル（４−トリメトキシシリルブチル）アンモニムアセテート、
オクタデシルジメチル（３−トリエトキシシリルプロビル）アンモニウムクロライド、
オクタデシルジメチル（３−トリイソプロポキシシリルプロビル）アンモニウムクロライ
ド、
オクタデシルジメチル（３−トリエチルシシリルプロビル）アンモニウムクロライド、
オクタデシルジメチル（３−トリイソプロピルシシリルプロビル）アンモニウムクロライ
ド、

20

ヘプタデシルジメチル（３−トリメトキシシリルプロピル）アンモニウムクロライド、
ヘプタデシルジイソプロピル（２−トリエトキシシリルエチル）アンモニウムクロライド
、
ヘキサデシルジメチル（３−トリメトキシシリルプロピル）アンモニムクロライド、
ヘキサデシルジメチル（３−トリメトキシシリルプロピル）アンモニムアセテート、
ペンタサデシルジメチル（３−トリエトキシシリルプロピル）アンモニムクロライド。
【００５３】
（２）陽イオン界面活性剤（ｂ１）
陽イオン界面活性剤（ｂ）は、下記一般式（２）で表される陽イオン界面活性剤であり、
ただし、上記ケイ素化合物（ａ）を除く陽イオン界面活性剤（ｂ１１）である。

30

【００５４】
【化２】

【００５５】

40

（式中、Ｒ１１は炭素原子数６以上の炭化水素基を示し、Ｒ１２、Ｒ１３およびＲ１４は
同一でも異なってもよい低級炭化水素基を示す。）で表される陽イオン界面活性剤（ｂ１
１）またはＮ−ココイル−アルギニンエチルエステルピリドンカルボン酸塩（１２）であ
ることが好ましい。
【００５６】
さらに、上記一般式（２）で表される陽イオン界面活性剤（ｂ１１）のうちでは、Ｒ１
１は炭素原子数１０ないし２５のアルキル基を示し、Ｒ１２、Ｒ１３およびＲ１４は同一
または異なっていてもよい炭素原子数１ないし６の低級アルキル基を示し、Ｙがハロゲン
イオンまたは有機カルボニルオキシイオン（有機カルボン酸イオン）であることが好まし
い。
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【００５７】
上記一般式（２）で表される陽イオン界面活性剤（ｂ１１）の炭素原子数６以上の炭化
水素基Ｒ１１としては、上記ケイ素含有化合物（ａ）の一般式（１）のＲ１として例示し
た炭素原子数６以上の炭化水素基を同様に例示することができる。
【００５８】
上記一般式（２）で表される陽イオン界面活性剤（ｂ１１）のＲ１２、Ｒ１３およびＲ
１４としては、上記ケイ素含有化合物（ａ）の一般式（１）のＲ２およびＲ３として例示
した低級炭化水素基を同様に例示することができる。
【００５９】
上記一般式（２）で表される陽イオン界面活性剤（ｂ１１）として具体的には、次の化

10

合物を例示することができる。
【００６０】
デシルトリメチルアンモニウムクロライド、
デシルトリエチルアンモニウムアセテート、
ドデシルトリメチルアンモニウムアセテート、
ドデシルトリイソプロピルアンモニウムブロマイド
トリデシルトリエチルアンモニウムプロマイド、
テトラデシルトリメチルアンモニウムクロライド、
テトラデシルトリエチルアンモニウムクロライド、
テトラデシルトリ−ｎ−プロピルアンモニウムクロライド、

20

ペンタデシルトリメチルアンモニウムクロライド、
ペンタデシルトリエチルアンモニウムクロライド、
ペンタデシルトリ−ｎ−プロピルアンモニウムクロライド、
ヘキサデシルトリメチルアンモニウムクロライド、
ヘキサデシルトリエチルアンモニウムクロライド、
ヘキサデシルトリ−ｎ−プロピルアンモニウムクロライド、
オクタデシルトリメチルアンモニウムクロライド、
オクタデシルトリエチルアンモニウムクロライド、
オクタデシルトリ−ｎ−プロピルアンモニウムクロライド。
【００６１】

30

（３）非イオン界面活性剤（ｂ２）
非イオン界面活性剤（ｂ２）は、ポリオキシエチレン単位または／ポリオキシプロピレン
単位を含有するポリオキシアルキレングリコールのアルキルエーテルまたは脂肪酸エステ
ル、ソルビタン脂肪酸エステルおよび脂肪酸モノグリセライドからなる群から選ばれた少
なくとも１種の非イオン系界面活性剤である。
【００６２】
非イオン系界面活性剤（ｂ２）として具体的には、ポリエチレングリコールのモノアル
キルエーテル、ポリオキシエチレン単位とポリオキシプロピレン単位の両方を含有するポ
リアルキレングリコールのモノアルキルエーテル、ソルビタンラウリレート、ポリオキシ
エチレンソルビタンモノラウレートおよび脂肪酸モノグリセリドからなる群から選ばれた

40

少なくとも１種の非イオン系界面活性剤を例示できる。
【００６３】
（４）溶媒
本発明の洗浄剤組成物の溶媒としては、通常水溶液が採用されるが、上記ケイ素含有化合
物（ａ）、陽イオン界面活性剤（ｂ１）および／または非イオン界面活性剤（ｂ２）が溶
解する限り、水とメタノール、エタノール、プロパノール、アセトンなどの親水性溶媒と
の混合溶媒として使用することもできる。
【００６４】
（５）本発明の洗浄剤組成物の組成
本発明の洗浄剤組成物の有効成分としてケイ素含有化合物（ａ）を単独で含有して構成さ
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れる場合には、洗浄剤組成物中のケイ素含有化合物（ａ）の含有量は通常０．０１ないし
６０容量％、好ましくは０．１ないし１０容量％である。洗浄作用、抗菌作用およびその
持続性を発揮するにはこの範囲にあることが好ましい。
【００６５】
本発明の洗浄剤組成物が有効成分としてケイ素含有化合物（ａ）および陽イオン界面活
性剤（ただし、上記ケイ素化合物を除く）および非イオン界面活性剤からなる群から選ば
れた少なくとも１種の界面活性剤（ｂ）を含有して構成される場合には、洗浄剤組成物中
のケイ素含有化合物（ａ）の含有量は通常０．０１ないし４０容量％、好ましくは０．１
ないし１０容量％および該界面活性剤（ｂ）の含有量は通常０．００７ないし２０容量％
であり、好ましくは０．０５ないし１０容量％であり、洗浄作用、抗菌作用およびその持

10

続性を発揮するにはこの範囲にあることが好ましい。
【発明の効果】
【００６６】
本発明に係る洗浄剤組成物は、従来の洗浄剤にくらべて洗浄性能、殺菌性能、抗菌性能
およびその持続性に優れているので、インプラント、クラウン、ブリッジ、矯正用ブラケ
ット、歯科用ワイヤーなどの歯科材料、とくに義歯洗浄剤としては、従来の義歯洗浄剤と
同等以上の洗浄性能、殺菌性能を有するとともに、抗菌性能をも有するので、口腔内で使
用中にも微生物の増殖によるデンチャープラークの形成を阻止することができ、デンチャ
ープラークの形成に起因する義歯性口内炎，口角炎，舌炎，鵞口瘡，カリエス，歯周病，
嚥下性肺炎，消化管感染等の防止に寄与することができる。そして、義歯使用者に不快感

20

を与えるのを防止し健康の維持に寄与することができる。さらに、本発明の洗浄剤組成物
は、食器，メガネ，流し、台所まわり、便器、トイレ周り、浴槽、浴室周り、洗面ボウル
、洗面所周り、繊維製品また被服への洗浄作用、抗菌作用およびその持続性にも優れてい
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６７】
本発明の洗浄剤組成物は前記ケイ素含有化合物（ａ）および前記界面活性剤の範囲で有
効でありかつその用途も前記の広い範囲で有効である。本発明を実施するための最良の形
態として、前記ケイ素含有化合物（ａ）の１例として、オクタデシルジメチル（３−トリ
メトキシシリルプロピル）アンモニウムクロライド（Ｄｉｍｅｔｈｙｌｏｃｔａｄｅｃｙ
ｌ［３−（ｔｒｉｍｅｔｈｏｘｙｓｉｌｙｌ）ｐｒｏｐｙｌ］ａｍｍｏｎｉｕｍ
ｏｒｉｄｅ

30

ｃｈｌ

Ｃ２６Ｈ５８ＣｌＮＯ３Ｓｉ）を選択し、用途の１例として義歯用洗浄剤

として評価した結果を報告する。本発明はこの実施例のケイ素含有化合物（ａ）および界
面活性剤（ｂ）、そして義歯用洗浄剤の用途に限定されるものではないことは明瞭である
。
【００６８】
本発明に係る洗浄剤組成物の１つの用途として、義歯洗浄剤の実施形態について説明す
るが、その用途が義歯洗浄剤に限定されるものではない。本発明の実施例に係る義歯洗浄
剤は、オクタデシルジメチル（３−トリメトキシシリルプロピル）アンモニウムクロライ
ド（Ｄｉｍｅｔｈｙｌｏｃｔａｄｅｃｙｌ［３−（ｔｒｉｍｅｔｈｏｘｙｓｉｌｙｌ）ｐ
ｒｏｐｙｌ］ａｍｍｏｎｉｕｍ

ｃｈｌｏｒｉｄｅ

40

Ｃ２６Ｈ５８ＣｌＮＯ３Ｓｉ）を

含有してなる。すなわち、本義歯洗浄剤は、通常は殺菌剤として使用されているオクタデ
シルジメチル（３−トリメトキシシリルプロピル）アンモニウムクロライドを含有する。
この義歯洗浄剤は、溶液、粉末または錠剤のいずれの形態であるかを問わない。その義歯
洗浄剤を水に溶解させて義歯洗浄液として使用される水溶液中に所要のオクタデシルジメ
チル（３−トリメトキシシリルプロピル）アンモニウムクロライドが含有されるようにな
っておればよい。
【００６９】
オクタデシルジメチル（３−トリメトキシシリルプロピル）アンモニウムクロライドは
、義歯洗浄液中の濃度が容量パーセントで好適には０．１〜１０容量％となるように使用
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される。これにより以下に説明するように十分な抗菌性能を付与することができる。
【００７０】
なお、オクタデシルジメチル（３−トリメトキシシリルプロピル）アンモニウムクロラ
イドの溶解性を考慮すると、義歯洗浄剤が液またはペースト状の場合であれば特に問題は
ないが、義歯洗浄剤が錠剤状の場合は低濃度側、例えば、０．１〜１容量％が好ましい。
【００７１】
本発明の実施例の義歯洗浄剤は、オクタデシルジメチル（３−トリメトキシシリルプロ
ピル）アンモニウムクロライドにさらに陽イオン系界面活性剤を含有してなるのがよい。
これにより、洗浄性能および殺菌性能を向上させることができるとともに、義歯洗浄液に
義歯を浸漬することによる変質（粘度の増大やゲル化等）を防止し、均質な抗菌性を付与

10

することができるようになる。均質な抗菌性の付与という点からは、陽イオン系界面活性
剤としてヘキサデシルトリメチルアンモニウムクロライドが好適である。
【００７２】
また、本発明の実施例の義歯洗浄剤は、オクタデシルジメチル（３−トリメトキシシリ
ルプロピル）アンモニウムクロライドにさらに非イオン系界面活性剤を含有してなるのが
よい。これにより、義歯洗浄液に義歯を浸漬することによる変質を防止することができる
。非イオン系界面活性剤としては、短時間で均質な抗菌性を付与することができるという
点でポリオキシエチレンソルビタンモノラウレートが好適である。
【００７３】
このような本発明の実施例・比較例の義歯洗浄剤についてその性能を調べた。以下にそ

20

の結果を説明する。図１は、本実施例の義歯洗浄剤の洗浄性能を示すグラフである。横軸
は各義歯洗浄剤を溶解させた義歯洗浄液を示し、縦軸は各義歯洗浄液中に試料を浸漬し１
５分間の超音波洗浄を行ったときの残留バイオフィルムの量を示す。
【００７４】
〔図１〕について。
図１において、ＣＴは試料を蒸留水中に浸漬させた場合でありコントロールの場合を示す
（比較例）。ＨＮ１は試料をオクタデシルジメチル（３−トリメトキシシリルプロピル）
アンモニウムクロライドの５％（ｖｏｌ／ｖｏｌ）水溶液中に浸漬させた場合、ＨＮ２は
試料をオクタデシルジメチル（３−トリメトキシシリルプロピル）アンモニウムクロライ
ド（５％（ｖｏｌ／ｖｏｌ））とＮ−ココイル−アルギニンエチルエステルピリドンカル
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ボン酸塩（１０％（ｗｔ／ｖｏｌ））との混合水溶液中に浸漬させた場合であり本発明の
実施例の場合を示す。ＳＤ、ＮＤ、ＣＳ及びＰＤはそれぞれ市販の義歯洗浄剤を蒸留水に
所定量溶解させた水溶液中に試料を浸漬した場合であり従来例の場合を示す（比較例）。
また、棒グラフは、各試験数５回分のデータの平均値を示し、線分はバラツキの範囲を示
す。
【００７５】
図１によると、本発明実施例のＨＮ１（実施例１）およびＨＮ２（実施例２）とも、従
来例の場合より残留バイオフィルムの量が少なくなっている。特にＨＮ２（実施例２）の
残留バイオフィルム量は、従来例の場合の約１／３になっている。これは、発明例が従来
例の場合より洗浄性能および殺菌性能が優れていることを示している。
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【００７６】
なお、図１に示す試験は以下のように行った。先ず試料を以下のように作製した。ポリ
メタクリル酸メチル樹脂製の外径１０ｍｍ、厚さ１０ｍｍの試験片をヒト血清処理し、そ
の試験片表面上に１．０×１０７ＣＦＵ／ｍｌに調整したカンジダアルビカンスの菌液５
０μＬを接種し、これを３７℃で２時間保持してその試験片表面に菌を付着させた。その
後２．０ｍＬのサブロー培地を加え、試験片表面に付着させた菌を３７℃で７２時間培養
し、人工バイオフィルムを形成させた。つぎに試験片表面の余剰な菌を水洗・除去して試
料を作製した。
【００７７】
つぎに、所定量の義歯洗浄剤を蒸留水に溶解して２００ｍｌの義歯洗浄液を作製し、こ
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れに上記で作製した試料を浸漬し超音波洗浄を行った。超音波洗浄装置は、シチズン時計
株式会社製ＳＷ７８００型を用い、周波数４０ｋＨｚで洗浄を行った。その後、試料表面
に残留したバイオフィルムからＡＴＰ量を抽出し、定量した。ＡＴＰ量の抽出は、５００
μｌの東亜電波工業株式会社製微生物用ＡＴＰ抽出試薬ＡＦ−２Ｋ１に室温にて３０分間
浸漬して行った。ＡＴＰ量の測定は、得られた抽出液をチューナーバイオシステム社製セ
ルタイマーグローにセットして行った。なお、ＣＦＵ／ｍｌは、略称でＣｏｌｏｎｙ
ｏｒｍｉｎｇ

Ｆ

Ｕｎｉｔ（コロニーフォーミングユニット）と称される菌液１ｍｌ中のコ

ロニー形成能がある菌数を示す。ＣＦＵ／ｇはバイオフィルム１ｇ当たりのコロニー形成
能がある菌数を示す。
図２に、本発明の実施例の義歯洗浄剤の抗菌性能をグラフに示した。

10

【００７８】
〔図２〕について。
図２（ａ）は、最終濃度でオクタデシルジメチル（３−トリメトキシシリルプロピル）ア
ンモニウムクロライド３％（ｖｏｌ／ｖｏｌ）とヘキサデシルトリメチルアンモニウムク
ロライド１％（ｗｔ／ｖｏｌ）の混合水溶液（ＨＤ水溶液）に試料を浸漬したときの浸漬
時間と試料に付着したＳｉ量（質量％）の関係を示すグラフである。図２（ａ）は、最終
濃度でオクタデシルジメチル（３−トリメトキシシリルプロピル）アンモニウムクロライ
ド３％（ｖｏｌ／ｖｏｌ）とポリオキシエチレンソルビタンモノラウレート１％（ｗｔ／
ｖｏｌ）の混合水溶液（ＰＯ水溶液）に試料を浸漬したときの浸漬時間と試料に付着した
Ｓｉ量（質量％）の関係を示すグラフである。
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【００７９】
図２において、縦軸はＳｉ量、横軸は処理方法を示し、横軸の処理方法１は浸漬前の試
料の場合（未処理）、処理方法２から４はそれぞれ浸漬時間が０．２５ｈ、８ｈ、２４ｈ
の場合を示す。なお、試料は、通常義歯の素材として用いられる歯科用アクリルレジン製
の板（厚さ０．５ｍｍ）から、１ｃｍ×１ｃｍの試験片を切り出して作製した。Ｓｉ量の
測定は、株式会社堀場製作所製ＭＥＳＡ−５００Ｗ型の蛍光Ｘ線分析装置にて行った。こ
のＳｉは、オクタデシルジメチル（３−トリメトキシシリルプロピル）アンモニウムクロ
ライドを構成する主要な原子であるから、Ｓｉが検出される場合は合成樹脂表面にオクタ
デシルジメチル（３−トリメトキシシリルプロピル）アンモニウムクロライド膜が形成さ
れているものと認められる。
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【００８０】
図２（ａ）によると、試料をＨＤ水溶液に浸漬した場合は、０．２５ｈ浸漬したときＳ
ｉが検出されず、８ｈおよび２４ｈ浸漬したとき３５から４０％のＳｉが検出されること
が分かる。一方、図２（ｂ）によると、試料をＰＯ水溶液に浸漬した場合は、０．２５ｈ
、８ｈおよび２４ｈ浸漬したとき２５から２７％のＳｉが検出されることが分かる。また
、検出されるＳｉ量はＨＤ水溶液に浸漬したときの場合が、ＰＯ水溶液に浸漬したときの
場合より多いことが分かる。なお、歯科用アクリルレジンにはポリメタクリル酸メチル樹
脂に肌色発色剤が含有されており、Ｓｉ以外にＴｉやＣａが検出され、上記におけるＳｉ
量はこれらの合計質量中の質量％を示す。
【００８１】
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これらの結果によると、ＨＤ水溶液による浸漬処理の場合は８ｈ以上、ＰＯ水溶液によ
る浸漬処理の場合は０．２５ｈ以上浸漬処理をすることにより歯科用アクリルレジンの表
面にオクタデシルジメチル（３−トリメトキシシリルプロピル）アンモニウムクロライド
膜を形成させることができることが分かる。すなわち、本発明に係る義歯洗浄剤を用いて
一晩の義歯洗浄を行うことにより、義歯にデシルジメチルアンモニウムクロライド膜を形
成させることができることが分かる。また、ＰＯ水溶液成分からなる義歯洗浄液を用いれ
ば浸漬時間が０．２５ｈ程度でデシルジメチルアンモニウムクロライド膜を形成させるこ
とができることも分かる。そして、このデシルジメチルアンモニウムクロライド膜により
義歯に抗菌性を付与することができることが分かる。
【００８２】
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以上説明したように、本発明の実施例に係る義歯洗浄剤は、義歯洗浄剤として要求され
る洗浄性能、殺菌性能は従来品以上の性能を有し、さらに、本義歯洗浄剤を用いて洗浄す
ることにより義歯に抗菌性能を付与することができる。また、義歯に抗菌性を付与するこ
とができるデシルジメチルアンモニウムクロライド膜又は義歯をデシルジメチルアンモニ
ウムクロライド水溶液で洗浄処理することは、以下に示すように安全衛生上の問題を引き
起こすおそれが少ない。
【００８３】
〔図３〕について。
図３は、オクタデシルジメチル（３−トリメトキシシリルプロピル）アンモニウムクロラ
イドが人体に対して安全か否かを調べた毒性試験の結果を示す。毒性試験は以下の亜急性

10

毒性試験により行った。すなわち、日本チャールズリバー株式会社より購入したＣｈａｒ
ｌｅｓ

Ｒｉｖｅｒ

ＣＤ−１マウス（雄６匹、雌６匹、共に生後５週齡）を、オクタデ

シルジメチル（３−トリメトキシシリルプロピル）アンモニウムクロライド投与群（雄３
匹、雌３匹）と、オクタデシルジメチル（３−トリメトキシシリルプロピル）アンモニウ
ムクロライドを投与しないコントロール群（雄３匹、雌３匹）とに分け、２〜３日おきに
体重測定を行った。オクタデシルジメチル（３−トリメトキシシリルプロピル）アンモニ
ウムクロライドの投与は、３匹のマウス／１ケージ当たり１μｌのオクタデシルジメチル
（３−トリメトキシシリルプロピル）アンモニウムクロライドの原液／２００ｍｌ水とな
るよう添加したものを飲料水として毎日与え、一週間に一度、新鮮なものと交換した。な
お、オクタデシルジメチル（３−トリメトキシシリルプロピル）アンモニウムクロライド

20

の原液はモル濃度で７０％のメタノール溶液を使用した。
【００８４】
図３において、横軸は経過日数を示し、縦軸はマウスの体重を示す。パラメータは、ｃ
ｏｎｔ♂が雄のコントロール群、ｃｏｎｔ♀が雌のコントロール群、ＱＡＳ♂が雄のオク
タデシルジメチル（３−トリメトキシシリルプロピル）アンモニウムクロライド投与群、
ＱＡＳ♀が雌のオクタデシルジメチル（３−トリメトキシシリルプロピル）アンモニウム
クロライド投与群である。
【００８５】
図３によると、いずれのマウスも体重変化はほとんどない。また、雄および雌について
オクタデシルジメチル（３−トリメトキシシリルプロピル）アンモニウムクロライド投与
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群とコントロール群とも体重変化の状態に差異はないことが分かる。すなわち、本発明に
係る義歯洗浄剤は、義歯洗浄剤として用いても十分な安全性を有することが分かる。
次に、本発明の実施例の洗浄剤組成物の着色抑制効果、低濃度域における効果、陶器（ガ
ラス、セラミック）の抗菌化性能についての試験結果を報告する。
【００８６】
本発明の洗浄剤組成物のＦＲＰおよび樹脂の着色抑制効果についての説明（１）
オクタデシルジメチル（３−トリメトキシシリルプロピル）アンモニウムクロライド［
Ｏｃｔａｄｅｃｙｌｄｉｍｅｔｈｙｌ（３−ｔｒｉｍｅｔｈｏｘｙｓｉｌｙｌｐｒｏｐ
ｙｌ）

ａｍｍｏｎｉｕｍ

ｃｈｌｏｒｉｄｅ

（以下Ｓｉ−ＱＡＣ）］に陽性界面活性

剤または非イオン系界面活性剤を添加した、試作洗剤に浸漬した場合、樹脂の着色を防ぐ

40

ことができるかどうかについての検討を行った。
【００８７】
陽性界面活性剤としてはヘキサデシルトリメチルアンモニウムクロライド（以下ＨＤ）
、非イオン系界面活性剤としてはポリオキシエチレンソルビタンモノラウレート（以下Ｐ
Ｏ）を用いた。
【００８８】
人工歯にはフィラーが含まれておりＦＲＰと類似の組成を有する。このガラス質フィラ
ーがＳｉ−ＱＡＣと反応し、人工歯表面に皮膜を形成することが期待できる。上記洗剤成
分に人工歯を浸漬することでその表面に皮膜形成をさせ、人工歯の着色防止が可能かどう
かについての検討を行った。
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【００８９】
方法１．洗剤成分
１．

Ｃｏｎｔｒｏｌ；

２．

３％Ｓｉ−ＱＡＣ溶液＋１％界面活性剤（ＨＤ）（実施例）

コントロール

（蒸留水）（比較例）

３．

３％Ｓｉ−ＱＡＣ溶液＋１％界面活性剤（ＰＯ）（実施例）

各溶液に、白色のガラスフィラー含有樹脂（ＦＲＰ樹脂）を２４時間浸漬後、実験に供
した。事前に、色調をシェードアイ（松風）にて測定した（Ｌ０）。ついでサントリー製
缶コーヒー（商品名：Ｂｏｓｓ

Ｂｌａｃｋ）に各溶液に浸漬・水洗した人工歯を１週間

および２週間浸漬し、色測定（Ｌ１ｗおよびＬ２ｗ）を行ないその差（色差ΔＬ＝Ｌ０−
Ｌ１ｗまたはＬ０−Ｌ２ｗ）を求めた。

10

【００９０】
その結果を図４のグラフに示した。縦軸は前後の色変化の差を色差ΔＬで示しており、
この値が大きいほど着色が起こっていることを示す。Ｓｉ−ＱＡＣにＰＯを添加した場合
、最も高い色素沈着抑制効果が認められ、Ｓｉ−ＱＡＣにＨＤを添加した場合にも有意な
抑制がみられた。
【００９１】
〔図４〕について。
本発明の洗浄剤組成物の低濃度領域における効果の説明（２）
洗浄剤としてオクタデシルジメチル（３−トリメトキシシリルプロピル）アンモニウム
クロライド（以下Ｓｉ−ＱＡＣ）と陽性界面活性剤のヘキサデシルトリメチルアンモニウ

20

ムクロライド（以下ＨＤ）を用いる場合の、最低必要濃度の決定のため、口腔分離株であ
るＣａｎｄｉｄａ

ａｌｂｉｃａｎｓ

ＧＤＨ

１８を用いて、最小発育濃度ＭＩＣおよ

び最小殺滅濃度ＭＦＣの決定を行なった。
【００９２】
溶液はＳｉ−ＱＡＣ３％、ＨＤ１％の溶液を作製し、蒸留水によって２倍ずつの段階希
釈を行なった。各溶液に、１０７／ｍＬに調整したＣ．

ａｌｂｉｃａｎｓのサブロー培

地中の菌液を等量接種することで、Ｓｉ−ＱＡＣおよびＨＤの最終濃度が下表のようにな
るように調整した。
【００９３】
その後、培養ウェルを３７℃で４８時間培養し、ＭＩＣを求めた。

30

また、ＭＦＣは発育阻止のみられたウェル中の液をサブロー寒天培地に２０μＬ接種し、
さらに４８時間培養を行ない、コロニーの出現の有無で判定した。その結果を図５に示し
た。
【００９４】
〔図５〕について。
図５の結果によれば、

ＭＩＣはＳｉＱＡＣ０．０２３２３７５％、ＨＤ０．００７８１

２５％であり、ＭＦＣはＳｉＱＡＣ０．０９３７５％、ＨＤ０．０３１２５％であった。
この結果より洗浄剤としてＳｉ−ＱＡＣとＨＤの混合液を用いると、それぞれＳｉ−ＱＡ
Ｃ０．１％とＨＤ０．０３％以上で存在する真菌を殺滅することが可能であり、Ｓｉ−Ｑ
ＡＣ０．０１％とＨＤ０．００８％以上で真菌の発育阻止を行なえることが明らかとなっ

40

た。
【００９５】
本発明の洗浄剤組成物の陶器（ガラス、セラミック）の抗菌化効果についての説明（３
）
これまでの検討結果から、抗菌性を与えるという点では陽性界面活性剤が優れ、防汚効
果の点では非イオン系界面活性剤が優れたことから、Ｏｃｔａｄｅｃｙｌｄｉｍｅｔｈｙ
ｌ

（３−ｔｒｉｍｅｔｈｏｘｙｓｉｌｙｌｐｒｏｐｙｌ）

ｏｒｉｄｅ

ａｍｍｏｎｉｕｍ

ｃｈｌ

（以下Ｓｉ−ＱＡＣ）に陽性界面活性剤および非イオン系界面活性剤を添加

した洗剤を用いて検討を行った。
【００９６】
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陽性界面活性剤としてはヘキサデシルトリメチルアンモニウムクロライド（以下ＨＤ）
、非イオン系界面活性剤としてはポリオキシエチレンソルビタンモノラウレート（以下Ｐ
Ｏ）を用いた。
【００９７】
組成は、３％Ｓｉ−ＱＡＣ溶液＋０．５％界面活性剤（ＨＤ）＋０．５％界面活性剤（
ＰＯ）とその１０倍希釈洗浄液を用いた。
【００９８】
陶器の容器を通常の家庭用洗剤による洗浄と同様に、１０秒間洗った後、直ちに水洗を
行なった。コントロールは、蒸留水による水洗のみである。
【００９９】
この容器中に、Ｃａｎｄｉｄａ

10
ａｌｂｉｃａｎｓ

ＧＤＨ１８

（１ｘ１０８

ｃｆ

ｕ／ｍｌ）を２．０ｍＬ添加し、１時間放置後、水洗にて菌液を除去した。直ちにサブロ
ー液体培地２．０ｍＬを添加し、３７℃にて２４時間培養し、残存していた生菌の培養を
行ない、試料表面への付着菌と上清中の菌とに分けてアデノシン３リン酸（ＡＴＰ）量を
測定し、残存する生菌数を求めた。その結果を図６に示した。
【０１００】
〔図６〕について。
図６は、陶器表面へのカンジダ菌の残存付着量をＣＦＵ（ｃｏｌｏｎｙ

ｆｏｒｍｉｎｇ

ｕｎｉｔ）に換算したものである。
この結果、試作洗剤で洗った容器では有意に残存付着菌数が低下し、また、１０倍希釈の

20

ものでも十分な効果が得られた。その結果を図７に示した。
【０１０１】
〔図７〕について。
【０１０２】
さらに、陶器容器中の残存総菌数を定量した結果であるが、この結果，試作洗剤で洗った
容器では培養され増加する菌数が有意に低下し、また、１０倍希釈のものでも非常に高い
抗菌効果が得られた。
【図面の簡単な説明】
【０１０３】
【図１】本発明の実施例および比較例に係る義歯洗浄剤と従来品の洗浄剤の洗浄性能、殺

30

菌性能を比較したグラフである。
【図２】本発明の実施例に係る義歯洗浄剤を用いて洗浄処理をした試料表面の蛍光Ｘ線分
析によりＳｉ量を示すグラフである。
【図３】オクタデシルジメチル（３−トリメトキシシリルプロピル）アンモニウムクロラ
イドに対する毒性試験の結果を示すグラフである。
【図４】オクタデシルジメチル（３−トリメトキシシリルプロピル）アンモニウムクロラ
イドを含有する本発明の洗浄剤組成物が樹脂（人口歯）に対する着色防止効果が高いこと
を示す試験結果のグラフである。
【図５】オクタデシルジメチル（３−トリメトキシシリルプロピル）アンモニウムクロラ
イドを含有する本発明の洗浄剤組成物が極めて低濃度域でも抗菌効果が高いことを示す試
験結果の表である。
【図６】および
【図７】オクタデシルジメチル（３−トリメトキシシリルプロピル）アンモニウムクロラ
イドを含有する本発明の洗浄剤組成物が極めて低濃度域でも陶器（ガラス，セラミック）
に対して抗菌効果が高いことを示す試験結果のグラフである。
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