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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）一般式（１）
【化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
っていてもよい炭素原子数１ないし６のアルキル基またはトリル基を示し、Ｒ４は炭素原
子数１ないし６の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のアルキル基または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に、（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種の界面活性剤を添加した溶液を減圧
乾燥したものであり、上記陽イオン界面活性剤（ｂ１）が、下記一般式（２）
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【化２】

（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炭素原子数１ないし６のアルキル基を示す）で表される陽イオン
界面活性剤（ｂ１１）であり、上記非イオン界面活性剤（ｂ２）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、固形化した洗浄剤組成物。
【請求項２】
　（ａ）一般式（１）
【化３】

（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
っていてもよい炭素原子数１ないし６のアルキル基またはトリル基を示し、Ｒ４は炭素原
子数１ないし６の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のアルキル基または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を含む溶液
を減圧乾燥し、得られた減圧乾燥物に（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種の界面活性剤を添加したものであり、上記陽イオン界面活性剤（ｂ１）が、下記
一般式（２）
【化４】

（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炭素原子数１ないし６のアルキル基を示す）で表される陽イオン
界面活性剤（ｂ１１）であり、上記非イオン界面活性剤（ｂ２）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、固形化した洗浄剤組成物。
【請求項３】
　前記減圧乾燥を－３０℃～―６０℃で行うことを特徴とする、請求項１または２記載の
固形化した洗浄剤組成物。
【請求項４】
　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２
５のアルキル基を示すことを特徴とする請求項１ないし３のいずれか１項に記載の固形化
した洗浄剤組成物。
【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－
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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
ルプロピル）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
シリルプロピル）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
リルプロピル）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
シシリルプロピル）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４のいずれか１項に記載の固形化した洗浄
剤組成物。
【請求項６】
　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またはオクタデシルジメチル（３
－トリエトキシシリルプロピル）アンモニウムクロライドである請求項１ないし５のいず
れか１項に記載の固形化した洗浄剤組成物。
【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
１０ないし２５のアルキル基を示し、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請求項６に記載の固形化した洗浄剤組成物。
【請求項８】
　上記陽イオン界面活性剤（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６または７に記載の固形化した洗浄剤組成物。
【請求項９】
　上記陽イオン界面活性剤（ｂ１）が、ヘキサデシルトリメチルアンモニウムクロライド
であることを特徴とする請求項１ないし８のいずれか１項に記載の固形化した洗浄剤組成
物。
【請求項１０】
　上記ケイ素含有化合物（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、および上記陽イオン界面活性剤（ｂ１）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１ないし９
のいずれか１項に記載の固形化した洗浄剤組成物。
【請求項１１】
　上記ケイ素含有化合物（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、および上記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１ないし１０
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【請求項１２】
　前記溶液は炭素数１０以下のアルコールを含有することを特徴とする請求項１ないし１
１のいずれか１項に記載の固形化した洗浄剤組成物。
【請求項１３】
　前記アルコールが炭素数５以下のアルコールであることを特徴とする請求項１２に記載
の固形化した洗浄剤組成物。
【請求項１４】
　前記アルコールがエタノール、ｔ－ブチルアルコール、プロピルアルコール、n-ブチル
アルコール、イソブチルアルコール、sec-ブチルアルコール、tert-ブチルアルコールお
よびペンチルアルコールからなる群から選ばれたものであることを特徴とする請求項１３
に記載の固形化した洗浄剤組成物。
【請求項１５】
　水道水に再溶解可能であることを特徴とする請求項１ないし１４のいずれか１項に記載
の固形化した洗浄剤組成物。
【請求項１６】
　（ａ）一般式（１）
【化５】

（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
っていてもよい炭素原子数１ないし６のアルキル基またはトリル基を示し、Ｒ４は炭素原
子数１ないし６の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のアルキル基または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に、（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種の界面活性剤を添加した溶液を調製
する工程、および
　該溶液を減圧乾燥する工程を有し、上記陽イオン界面活性剤（ｂ１）が、下記一般式（
２）
【化６】

（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炭素原子数１ないし６のアルキル基を示す）で表される陽イオン
界面活性剤（ｂ１１）であり、上記非イオン界面活性剤（ｂ２）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、固形化した洗浄剤組成物の製造方法
。
【請求項１７】
　（ａ）一般式（１）
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【化７】

（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
っていてもよい炭素原子数１ないし６のアルキル基またはトリル基を示し、Ｒ４は炭素原
子数１ないし６の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のアルキル基または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の溶液を減
圧乾燥する工程、および
　上記工程で得られた減圧乾燥物に（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種の界面活性剤を添加する工程であり、上記陽イオン界面活性剤（ｂ１）が、下記一
般式（２）
【化８】

（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炭素原子数１ないし６のアルキル基を示す）で表される陽イオン
界面活性剤（ｂ１１）であり、上記非イオン界面活性剤（ｂ２）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工程
を有することを特徴とする、固形化した洗浄剤組成物の製造方法。
【請求項１８】
　前記減圧乾燥を－３０℃～―６０℃で行うことを特徴とする、請求項１６または１７に
記載の方法。
【請求項１９】
　前記溶液に炭素数１０以下のアルコールを添加する工程を有することを特徴とする、請
求項１６ないし１８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２０】
　（ａ）一般式（１）

【化９】

（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
っていてもよい炭素原子数１ないし６のアルキル基またはトリル基を示し、Ｒ４は炭素原
子数１ないし６の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のアルキル基または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のゲル化を
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防止する方法であって、
　前記ケイ素含有化合物に、（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
の界面活性剤を添加した溶液を調製する工程であり、上記陽イオン界面活性剤（ｂ１）が
、下記一般式（２）
【化１０】

（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炭素原子数１ないし６のアルキル基を示す）で表される陽イオン
界面活性剤（ｂ１１）であり、上記非イオン界面活性剤（ｂ２）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工程、および
該溶液を減圧乾燥する工程
を有することを特徴とする、前記ケイ素含有化合物のゲル化を防止する方法。
【請求項２１】
　（ａ）一般式（１）
【化１１】

（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
っていてもよい炭素原子数１ないし６のアルキル基またはトリル基を示し、Ｒ４は炭素原
子数１ないし６の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のアルキル基または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のゲル化を
防止する方法であって、
　前記ケイ素化合物の溶液を減圧乾燥する工程、および
　上記工程で得られた減圧乾燥物に（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種の界面活性剤を添加する工程であり、上記陽イオン界面活性剤（ｂ１）が、下記一
般式（２）

【化１２】

（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炭素原子数１ないし６のアルキル基を示す）で表される陽イオン
界面活性剤（ｂ１１）であり、上記非イオン界面活性剤（ｂ２）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工程
を有することを特徴とする、前記ケイ素含有化合物のゲル化を防止する方法。
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【請求項２２】
　前記減圧乾燥を－３０℃～―６０℃で行うことを特徴とする、請求項２０または２１に
記載の方法。
【請求項２３】
　前記溶液に炭素数１０以下のアルコールを添加する工程を有することを特徴とする、請
求項２０ないし２２のいずれか１項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、抗菌性に優れ、減圧乾燥をすることにより水で再溶解することを可能とした
固形化した洗浄剤組成物、およびその製造方法に関する。
【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
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
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、ＷＯ９９／５６７１４ Ａ１号公報に、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いる。
【０００６】
　特開２００１－２８８０６２号公報に、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】
　特開２００４－２０９２４１号公報には、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。
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【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
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】
　また特開２００７－１４６１３４号公報は、上記問題点に鑑み、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。
【００１０】
　さらに、特開２００７－１４６１３４号公報は、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。
【発明の開示】
【００１１】
　しかしながら、特開２００７－１４６１３４号公報に記載された抗菌洗浄剤は液体状態
でしか存在できず、固形化をすると抗菌性シリル系化合物がポリマー化してしまい、洗浄
剤として再溶解することができなかった。そこで本発明の課題は、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などの液体状抗菌性洗浄を
粉末化・固体化し、さらに水道水に再溶解できるようにすることにより、特開２００７－
１４６１３４号公報に記載された抗菌洗浄剤の、粉末洗剤および固形洗剤への利用を可能
とすることである。
【００１２】
　上記課題を達成するべく本発明は、（ａ）一般式（１）
【化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
っていてもよい炭素原子数１ないし６のアルキル基またはトリル基を示し、Ｒ４は炭素原
子数１ないし６の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のアルキル基または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に、（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種の界面活性剤を添加した溶液を減圧
乾燥したもの、又は上記ケイ素含有化合物の溶液を減圧乾燥し、得られた減圧乾燥物に上
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記界面活性剤を添加したものであり、上記陽イオン界面活性剤（ｂ１）が、下記一般式（
２）
【化２】

（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炭素原子数１ないし６のアルキル基を示す）で表される陽イオン
界面活性剤（ｂ１１）であり、上記非イオン界面活性剤（ｂ２）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、固形化した洗浄剤組成物を提供する
ものである。
【００１３】
　本発明により、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ケイ素含有化合物を含む洗浄剤組成物の固形化（粉末化）が達成され
、粉末洗浄剤や固形洗浄剤に該抗菌剤を使用することが可能となり、抗菌効果を付加した
粉末洗浄剤や固形洗浄剤が提供された。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１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
ムクロライドを固形化したものに界面活性剤を添加しないで再溶解した系、陽イオン界面
活性剤を添加して再溶解した系、非イオン界面活性剤を添加して再溶解した系で、抗菌剤
の再溶解液の抗菌性を評価した結果を示すグラフである。
【図２】図２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
ムクロライドに界面活性剤を添加しない溶液、陽イオン界面活性剤を添加した溶液、非イ
オン界面活性剤を添加した溶液につき、各系の溶液を凍結乾燥し、その再溶解液の抗菌性
を評価した結果を示すグラフである。
【図３】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
ムクロライドに界面活性剤を添加しない系、陽イオン界面活性剤を添加した系、非イオン
界面活性剤を添加した系で、抗菌剤の再溶解液で処理したガラスの抗菌性を評価した結果
を示すグラフである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明においては、抗菌性を有し、材料表面上への固定化が可能な第４級アンモニウム
塩をもつシラン化合物であ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（以下QAS）などのケイ素含有化合物を、洗剤の主成分として配
合した。そしてその洗剤を用いて、毎日衣類・食器・トイレ・風呂など洗浄することによ
り、表面の汚れを除去すると共に、QASなどのケイ素含有化合物が固定化され、洗えば洗
うほど長期間にわたり抗菌効果が得られるという効果を達成したものである。
【００１６】
　ただし、QASは水溶媒中で長期間保存する間にゲル化し、効果が低下することが知られ
ている。さらにQASは液体で存在するためその固形化が非常に困難であり、そのために、Q
ASを洗浄剤として実用化することが妨げられている。そこで本発明ではQASの原液に陽イ
オン界面活性剤または非イオン界面活性剤を添加し、その保護作用により溶液成分の安定
化を図ると同時に、QASの溶媒中にエタノールあるいはｔ－ブチルアルコールを添加し、
溶媒成分であるメタノールと共沸しやすい状態を作り、低温下（約－３０℃～－６０℃）
で減圧乾燥させることで、これまで液体状態でしか存在し得なかった抗菌性洗浄剤を、固
形化（粉末化）することを可能とした。更に固形化（粉末化）した本発明の洗浄剤組成物
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は、水道水に容易に溶解することができる。また、本剤を固形化することにより、容積を
100分の１以下に減少することができるという利点もある。例えば本剤を20倍希釈の最終
濃度で洗剤として使用したい場合、仮に約１０Ｌの洗濯用水に入れたい場合には、５００
ｍＬの本剤が必要となる。また義歯洗浄剤の場合にも、２００ｍＬで２０倍希釈となるよ
うに調整したい場合には本剤が１０ｍＬ必要であるが、１０ｍＬという容量は現在の固形
義歯洗浄剤に比べて非常に大きい。このように製品の最終形態のコンパクト化を計るため
にも固形化は必須の条件であり、それと同時に産業上の利用価値も大いに高まった。この
ように、材料表面上への固定化が可能な抗菌性ケイ素化合物であるQASを固形化（粉末化
）し、QASを洗浄剤として実用化した点に本発明の最も顕著な特徴がある。
【００１７】
　なお本発明で使用できる抗菌性ケイ素含有化合物として、実施例で使用しているQASは
最も好適であるが、それに限定されるものではない。本発明で使用できる抗菌性ケイ素含
有化合物の例は、後に詳しく述べる。
【００１８】
　本発明の減圧乾燥した洗浄剤組成物は、QASなどの抗菌性ケイ素含有化合物に、陽イオ
ン界面活性剤または非イオン界面活性剤などの界面活性剤を添加した溶液を、減圧乾燥す
ることにより得られる。なおQASの原液は溶媒としてのメタノールに溶解した形で市販さ
れているが上記で述べた共沸の観点から、界面活性剤の他にエタノールやt－ブチルアル
コールなどの低級アルコールを添加することは本発明において好適である。
【００１９】
　本発明の洗浄剤組成物においては界面活性剤が存在することにより、減圧乾燥した洗浄
剤組成物の再溶解が容易になる。また抗菌性という点でも、下記の実施例で示すように、
界面活性剤が存在しないQAS原液を凍結乾燥品を再溶解した溶液では抗菌活性が失われる
という知見が得られた。更に本発明の減圧乾燥した洗浄剤組成物は水への再溶解性が優れ
ており、溶解後のゲル化などを起こして使用時の支障となることもない。また本発明の減
圧乾燥した洗浄剤組成物を水で再溶解した溶液について検討したところ、QASの原液にほ
ぼ匹敵する抗菌性を示した。
【００２０】
　そのようにして調製した、抗菌性ケイ素含有化合物、陽イオン界面活性剤あるいは非イ
オン界面活性剤、および好ましくは低級アルコールを含有する混合液を減圧乾燥すること
により、本発明の固形化した洗浄剤組成物を得ることができる。減圧条件とすることによ
り、抗菌性ケイ素含有化合物が溶解している溶媒を除くことができるからである。なお、
抗菌性ケイ素含有化合物が溶解した溶液を凍結し、減圧下で凍結乾燥することは本発明に
おいて好適な態様である。減圧乾燥の条件は必用に応じて適宜改変することができるが、
約－３０℃～－６０℃という低温で減圧乾燥をすることは好ましく、それによって抗菌性
成分などの分解を防ぐことができる。
【００２１】
　本発明の固形化した洗浄剤組成物は、（ａ）一般式（１）
【化３】

（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
っていてもよい炭素原子数１ないし６のアルキル基またはトリル基を示し、Ｒ４は炭素原
子数１ないし６の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のアルキル基または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に、（ｂ）
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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種の界面活性剤を添加した溶液を減圧
乾燥したもの、又は上記ケイ素含有化合物の溶液を減圧乾燥し、得られた減圧乾燥物に上
記界面活性剤を添加したものであり、上記陽イオン界面活性剤（ｂ１）が、下記一般式（
２）
【化４】

（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炭素原子数１ないし６のアルキル基を示す）で表される陽イオン
界面活性剤（ｂ１１）であり、上記非イオン界面活性剤（ｂ２）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。
【００２２】
　更に本発明は固形化した洗浄剤組成物の製造方法も提供する。本発明の１態様として、
抗菌性ケイ素含有化合物に陽イオン界面活性剤または非イオン界面活性剤を添加した後に
減圧乾燥をすることができる。また本発明の他の態様として、抗菌性ケイ素含有化合物を
減圧乾燥した後に、陽イオン界面活性剤または非イオン界面活性剤を添加することもでき
る。
【００２３】
　よって本発明は、（ａ）一般式（１）

【化５】

（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
っていてもよい炭素原子数１ないし６のアルキル基またはトリル基を示し、Ｒ４は炭素原
子数１ないし６の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のアルキル基または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に、（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種の界面活性剤を添加した溶液を調製
する工程、および
　該溶液を減圧乾燥するという工程を有し、上記陽イオン界面活性剤（ｂ１）が、下記一
般式（２）
【化６】

（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炭素原子数１ないし６のアルキル基を示す）で表される陽イオン
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界面活性剤（ｂ１１）であり、上記非イオン界面活性剤（ｂ２）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、固形化した洗浄剤組成物の製造方法
も提供する。
【００２４】
　更に本発明は、（ａ）一般式（１）
【化７】

（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
っていてもよい炭素原子数１ないし６のアルキル基またはトリル基を示し、Ｒ４は炭素原
子数１ないし６の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のアルキル基または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の溶液を減
圧乾燥する工程、および
　上記工程で得られた減圧乾燥物に（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種の界面活性剤を添加するという工程であり、上記陽イオン界面活性剤（ｂ１）が、
下記一般式（２）

【化８】

（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炭素原子数１ないし６のアルキル基を示す）で表される陽イオン
界面活性剤（ｂ１１）であり、上記非イオン界面活性剤（ｂ２）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工程
を有することを特徴とする、固形化した洗浄剤組成物の製造方法も提供する。
【００２５】
　更に、本発明は、抗菌性ケイ素含有化合物のゲル化を防止する方法も提供する。本発明
の１態様として、抗菌性ケイ素含有化合物に陽イオン界面活性剤または非イオン界面活性
剤を添加した後に減圧乾燥をすることができる。また本発明の他の態様として、抗菌性ケ
イ素含有化合物を減圧乾燥した後に、陽イオン界面活性剤または非イオン界面活性剤を添
加することもできる。
【００２６】
　よって、本発明は、（ａ）一般式（１）
【化９】

（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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っていてもよい炭素原子数１ないし６のアルキル基またはトリル基を示し、Ｒ４は炭素原
子数１ないし６の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のアルキル基または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のゲル化を
防止する方法であって、
　前記ケイ素含有化合物に、（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
の界面活性剤を添加した溶液を調製する工程であり、上記陽イオン界面活性剤（ｂ１）が
、下記一般式（２）
【化１０】

（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炭素原子数１ないし６のアルキル基を示す）で表される陽イオン
界面活性剤（ｂ１１）であり、上記非イオン界面活性剤（ｂ２）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工程、および
該溶液を減圧乾燥する工程
を有することを特徴とする、前記ケイ素含有化合物のゲル化を防止する方法も提供する。
【００２７】
　更に、本発明は、（ａ）一般式（１）
【化１１】

（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
っていてもよい炭素原子数１ないし６のアルキル基またはトリル基を示し、Ｒ４は炭素原
子数１ないし６の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のアルキル基または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のゲル化を
防止する方法であって、
　前記ケイ素化合物の溶液を減圧乾燥する工程、および
　上記工程で得られた減圧乾燥物に（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種の界面活性剤を添加する工程であり、上記陽イオン界面活性剤（ｂ１）が、下記一
般式（２）
【化１２】

（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
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同一でも異なってもよい炭素原子数１ないし６のアルキル基を示す）で表される陽イオン
界面活性剤（ｂ１１）であり、上記非イオン界面活性剤（ｂ２）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工程
を有することを特徴とする、前記ケイ素含有化合物のゲル化を防止する方法も提供する。
【００２８】
　以下において固形化した洗浄剤組成物の構成成分について詳細に説明する。本発明で用
いるケイ素含有化合物は一般式（１）
【化１３】

（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。
【００２９】
　さらに、上記一般式（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。
【００３０】
　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
、ペンタエイコシル基などが例示できる。
【００３１】
　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。
【００３２】
　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。
【００３３】
　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。
【００３４】
　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。
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【００３５】
　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。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ピル）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ピル）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ピル）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ピル）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。
【００３６】
　本発明で用いる陽イオン界面活性剤（ｂ）は、下記一般式（２）
【化１４】

（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）および／またはＮ
－ココイル－アルギニンエチルエステルピロリドンカルボン酸塩（１２）であることが好
ましい。
【００３７】
　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。
【００３８】
　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。
【００３９】
　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。
【００４０】
　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
合物を例示することができる。すなわち、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
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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などを挙げることができ、とりわけヘキサデシルト
リメチルアンモニウムは最も好適である。
【００４１】
　本発明で使用する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。
【００４２】
　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
少なくとも１種の非イオン系界面活性剤を例示でき、とりわけポリオキシエチレンソルビ
タンモノラウレートは最も好適である。
【００４３】
　また共沸の観点から、本発明の洗浄剤組成物に炭素数１０個以下の低級アルコールを添
加することは好適である。該低級アルコールは、より好ましくは炭素数５個以下の低級ア
ルコールであり、その具体例としては、エタノール、ｔ－ブチルアルコール、プロピルア
ルコール、n-ブチルアルコール、イソブチルアルコール、sec-ブチルアルコール、tert-
ブチルアルコールおよびペンチルアルコールなどを挙げることができる。とりわけエタノ
ールとｔ－ブチルアルコールは特に好適である。
【００４４】
　本発明において抗菌性ケイ素含有化合物（例えばQAS原液）の溶液1mLあたりに添加する
陽イオン界面活性剤（例えばヘキサデシルトリメチルアンモニウム）の量は、0.01mg～1m
gであり、好ましくは0.05～0.5mgであり、最も好ましくは0.1mgである。また本発明にお
いて抗菌性ケイ素含有化合物（例えばQAS原液）の溶液1mLあたりに添加する非イオン界面
活性剤（ポリオキシエチレンソルビタンモノラウレート）の量は、0.05mL～10mLであり、
好ましくは0.1mL～5mLであり、最も好ましくは1mLである。しかし界面活性剤の添加量は
この範囲内に限定されるものではない。
【００４５】
　また本発明において抗菌性ケイ素含有化合物（例えばQAS原液）の溶液1mLあたりに添加
する低級アルコール（例えばエタノール、t－ブチルアルコール）の量は0.1mL～10mLであ
り、より好ましくは0.5mL～2mL、最も好ましくは1mLである。しかし低級アルコールの添
加量はこの範囲内に限定されるものではない。
【００４６】
本発明を以下の実施例により更に詳細に説明するが、本発明の範囲を何ら限定するもので
はない。
【実施例】
【００４７】
　実施例１：固形化の試みと溶解性の評価
　抗菌性洗浄剤であ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（以下QAS）の原液（メタノール溶液）に、陽イオン界面活性剤である
ヘキサデシルトリメチルアンモニウム（以下HD）を添加し、さらに共沸させるためにアセ
トンまたはエタノールを添加した試料溶液を作製し，70℃で共沸させたが，固形化には至
らなかった。得られたゲル化物に水道水を５ｍL添加したが、多くの試料でゲル化が高度



(17) JP 5424482 B2 2014.2.26

10

20

30

40

に進み、数分～１時間の間に固形化し、実用化には適しなかった（表１）。
【００４８】
　一方エタノールを添加した場合には、このような現象が見られなかった（表１）。よっ
てエタノール添加群と同様の条件で、エタノールの代わりにt－ブチルアルコールを用い
たものを作製し、１５時間凍結乾燥を行った。その結果両試料とも凍結乾燥による固形化
（粉末化）が可能であった。また水道水への溶解性も良好であり、溶解後にゲル化などが
起こることもなかった（表２）。なおエタノールまたはt－ブチルアルコールを添加せず
、HDのみを添加した系においても、水道水への溶解性は良好であり、溶解後にゲル化など
が起こることもなかった（表２）。HDの代わりに非イオン界面活性剤であるポリオキシエ
チレンソルビタンモノラウレート（以下PO）を添加した系についても検討を行ったが、同
様に良好な結果が得られた。一方、QAS原液を１時間または５時間の凍結乾燥したもので
は、溶解後にゲルの固形化が見られた（表２）。
【００４９】
　更にQAS原液を１５時間凍結乾燥した後にHDまたはPOを添加した場合にも、溶解後にゲ
ル化などが起こることもなく、良好な性質を示した（表３）。一方HD、POなどの界面活性
剤を添加しなかった場合には、溶解後にゲル化が認められた。
【００５０】
【表１】

【００５１】
【表２】

【００５２】



(18) JP 5424482 B2 2014.2.26

10

20

30

40

50

【表３】

【００５３】
実施例２：抗菌剤の再溶解液についての抗菌性の評価
　QAS原液を固形化し、そのまま、あるいは界面活性剤を添加して再溶解したサンプルの
抗菌性について評価した。すなわち、QAS原液1mLを凍結乾燥した後に固形化し、そのこの
固形化物を(1)そのまま（QASのみ）、(2)QAS固形化物にPO 1mLを添加したもの、(3)QAS固
形化物にHD 0.1mgを添加したもの、の上記(1)～(3)を10mLの蒸留水（MQ）で再度溶解した
。なおこの時点で10倍希釈となっている。各々の再溶解液を10倍ずつ段階希釈したサンプ
ル900μLに、１×106cells/mLに調整したC. albicans IFO1385株の菌液を40μL加え、さ
らに1mLのサブロー培地を添加し，37℃で72時間培養し，抗菌性を検討した。
【００５４】
　目視により判定したところ、上記(1)の抗菌性は右下のコントロール（蒸留水）とほぼ
同様であり、抗菌性は全く認められなかった。上記(2)については、10倍希釈の溶液では
弱いながらも抗菌性が認められたが、それ以上の希釈倍率では抗菌性は認められなかった
。上記(3)の溶液については、10倍～1000倍までの希釈倍率でも高い抗菌性が認めた。
【００５５】
　この結果を定量化したものが図１である。上記(1)の溶液では抗菌性が全く認められな
いのに対して（左のグラフ参照）、上記(2)の溶液の場合には10倍希釈の溶液で、発育し
た菌数はコントロールの約10分の１に抑制されており（中央のグラフ参照）、100倍、100
0倍希釈の溶液でも弱いながらも有意な抑制効果が得られた。上記(3)の溶液の場合、1000
倍希釈まで菌の有意な発育が認められず、非常に高い抗菌性を示した（右のグラフ参照）
。
【００５６】
　QAS原液に界面活性剤を添加しないで、あるいは界面活性剤を添加して、凍結乾燥およ
び再溶解した液の抗菌性についても検討した。(1)QAS原液1mL、(2)QAS原液1mL＋PO 1mL、
(3)QAS原液＋HD 0.1mgの各サンプルを調製し、上記(1)～(3)のサンプルを凍結乾燥した後
に固形化し、10mLの蒸留水に再度溶解した。なおこの時点で10倍希釈となっている。各々
の再溶解液を10倍ずつ段階希釈したサンプル900μLに、１×106 cells/mLに調整したC. a
lbicans IFO1385株の菌液を40μL加え、さらに1mLのサブロー培地を添加し，37℃で72時
間培養し，抗菌性を検討した。
【００５７】
　この結果を図２のグラフに示す。上記(1)の溶液では、やはり抗菌性が全く認められな
かった（左のグラフ参照）。一方、上記(2)の溶液の場合には104希釈液まで菌の有意な発
育が認められず、非常に高い抗菌性を示した（中央のグラフ参照）。上記(3)の溶液の場
合でも、105希釈液まで菌の有意な発育が認められず、同じく非常に高い抗菌性を示した
（右のグラフ参照）。
【００５８】
実施例３：抗菌剤の再溶解液で処理したガラスにおける抗菌性の評価
　(1)QAS原液1mL、(2)QAS原液1mL＋PO 1mL、(3)QAS原液＋HD 0.1mgの各サンプルを凍結乾
燥して固形化し、10mLの蒸留水（MQ）に再度溶解した。この時点で×10希釈となる。
【００５９】
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　各溶液中に22×22×0.4のガラス試験片を30分間浸漬した。それぞれをQAS処理ガラス、
PO処理ガラス、HD処理ガラスと呼ぶ。各処理ガラスを５分間流水下で水洗・乾燥した後、
６穴プレート底面に置きガラス表面に１×105 cells/mLに調整したC. albicans IFO1385
株の菌液を40μL加え、さらに５mLのサブロー培地を添加し，37℃で72時間培養後に抗菌
性を検討した。
【００６０】
　何の処理も行なってない未処理ガラスと、QASにHDを加えた溶液を固形化した後に再溶
解した溶液（上記(3)のサンプル）による処理を比較した。未処理ガラスの表面では，発
育した菌のコロニーが観察できたが、これに対して、QASにHDを添加し、凍結乾燥によっ
て固形化したものを再溶解した溶液（上記(3)の溶液）でガラスの抗菌処理を行ったガラ
スでは、菌の発育を全く認めなかった。
【００６１】
　図３は、上記(1)から(3)の溶液により処理したガラスの抗菌性を定量化したグラフであ
る。QASの原液を固形化、再溶解した液（上記(1)）による処理では、抗菌性は全く認めら
れなかった。これに対してPOを添加し固形化した後に再溶解した液（上記(2)）では、効
果は低いものの有意な抗菌性を示し、約半分以下に菌数が減少した。HDを添加し固形化し
た後に再溶解した液（上記(3)）の抗菌性は非常に高く、菌自体の有意な発育を認めなか
った。
【００６２】
　以上の結果をまとめると、QAS原液は固形化が容易であるが、固形化後に再溶解すると
抗菌性が失われた。またQASにPOを添加して固形化して再溶解した場合、再溶解した液自
体に弱いながらも有意な抗菌性を認めた。さらにその再溶解した溶液で処理したガラスに
ついても有意な抗菌性が認められた。この一方、QASにHDを添加して固形化して再溶解し
た場合、再溶解した溶液自体も、またその再溶解した溶液で処理したガラスも非常に高い
抗菌性を示した。
【産業上の利用可能性】
【００６３】
　本発明により、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ケイ素含有化合物を含む洗浄剤組成物の固形化（粉末化）が達成され
、粉末洗浄剤や固形洗浄剤にQASを使用することができるようになった。よって本発明に
より、抗菌効果を付加した粉末洗浄剤や固形洗浄剤が提供された。本発明の洗浄剤組成物
は固形化されているために、粉末洗剤および固形洗剤へ利用できると共に、水道水への再
溶解性という点でも優れている。また固形化により洗浄剤組成物の最終製品のコンパクト
化も達成され、該洗浄剤組成物の産業上の有用性が大きく高まった。
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