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(57)【要約】
　本発明は、水溶性非イオン性エチレンオキシドポリマーと水溶性非イオン性セルロース
エーテルとを含むヘアケア組成物を提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水溶性非イオン性エチレンオキシドポリマーと水溶性非イオン性セルロースエーテルと
を含むヘアケア組成物。
【請求項２】
　エチレンオキシドポリマーが一般式：
　　　　　Ｈ（ＯＣＨ２ＣＨ２）ｎＯＨ
［式中、ｎは、少なくとも２，０００、好ましくは２，０００－２３５，０００、より好
ましくは４５，０００－１８５，０００、最も好ましくは１３０，０００－１８５，００
０の平均値を有している］で示される線状のエチレンオキシドホモポリマーである請求項
１に記載の組成物。
【請求項３】
　エチレンオキシドポリマーが、６，０００，０００ドルトン－１０，０００，０００ド
ルトン、より好ましくは７，０００，０００ドルトン－８，０００，０００ドルトンの重
量平均分子量（Ｍｗ）を有している請求項１または２に記載の組成物。
【請求項４】
　エチレンオキシドポリマーの全量が組成物の全重量を基準として０．００１－１％、好
ましくは０．０１－０．２５％、より好ましくは０．０２－０．２％のエチレンオキシド
ポリマー全量となる範囲である請求項１から３のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項５】
　水溶性非イオン性セルロースエーテルがメチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチル
セルロースおよびそれらの混合物から選択される請求項１から４のいずれか一項に記載の
組成物。
【請求項６】
　１種類または複数のアニオン性洗浄用界面活性剤を含む水性シャンプー組成物の形態で
ある請求項１から４のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項７】
　更にシリコーンエマルションを含む請求項５に記載の組成物。
【請求項８】
　シリコーンエマルションがシリコーンとエチレンオキシド－プロピレンオキシドブロッ
クコポリマーとから形成される請求項６に記載の組成物。
【請求項９】
　エチレンオキシドポリマーを担体液とブレンドし、ポリマーが担体液で被覆されたスラ
リーを形成する第一段階と、次いで、担体液の被膜を分散させるために撹拌を使用しなが
らスラリーを組成物の残りの成分とブレンドする段階とを含む請求項１から７のいずれか
一項に記載のヘアケア組成物の製造方法。
【請求項１０】
　担体液がグリセリン、油性疎水性香料およびそれらの混合物から選択される請求項８に
記載の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水溶性非イオン性ポリマーを含有させたヘアケア組成物、より特定的にはシ
ャンプーおよびコンディショナーのようなリンスオフヘアケア組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　リンスオフヘアケア組成物は典型的には、頭髪に洗浄およびコンディショニングの双方
の効果を与えるために、１種類または複数の洗浄目的界面活性剤と、１種類または複数の
コンディショニング剤とを含む。典型的にはこれらのコンディショニング剤は水不溶性油
性材料、カチオン性ポリマーまたはカチオン性界面活性剤である。
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【０００３】
　このようなリンスオフヘアケア組成物に付随する問題は、多くの消費者には洗髪中の髪
の手触りの改善のような“濡れた”髪の官能効果が十分なレベルで得られないことである
。
【０００４】
　本発明の発明者らは、ある種の水溶性非イオン性ポリマーの組合せをシャンプーのよう
なリンスオフヘアケア組成物に含有させると“濡れた”髪の官能効果が有意に改善される
ことを知見した。本発明の組成物はまた、すすぎ易さについても驚異的な改善を示す。
【０００５】
　水溶性非イオン性ポリマーは例えば国際特許ＷＯ９９／４４５６８に記載されている。
該特許は、高ｐＨ媒体中で配合され細い髪に使用されたときに髪のボリュームおよび豊か
さを増す水溶性非イオン性ポリエチレンオキシドホモポリマーの使用に関する。記載され
たポリマーは、１００，０００（ＰＥＧ－２Ｍ）－５，０００，０００（ＰＥＧ－１１５
Ｍ）の範囲、好ましくは３００，０００（ＰＥＧ－７Ｍ）の分子量を有している。これら
は髪のキューティクル下に沈着してその表面粗さおよびテキスチャーを増すと言われてい
る。
【０００６】
　国際特許ＷＯ９５／２０９３９は、脂肪アルコールと１００，０００（ＰＥＧ－２Ｍ）
から６００，０００（ＰＥＧ－１４Ｍ）までの範囲の分子量をもつポリエチレンオキシド
ホモポリマーとの組合せから形成された増粘クリームリンスエマルションを記載している
。組成物は特に髪のつやを増し、乾いた髪の櫛通りを改善すると言われている。
【０００７】
　日本特許ＪＰ９５０１５１１６は、界面活性剤と０．１－２重量％のヒドロキシプロピ
ルメチルセルロースとを含有し高い洗浄能および起泡能を有している洗剤組成物を記載し
ている。
【０００８】
　日本特許ＪＰ９４０５５６５６は、第四級アンモニウム塩、油および非イオン性セルロ
ースエーテル誘導体を含有するコンディショナーまたはリンスのような頭髪化粧品を記載
している。組成物は髪を滑らかにかつ柔らかくする効果を有している。
【０００９】
　欧州特許ＥＰ０１９１５６４は、スクロースの脂肪酸エステルと、ヒドロキシエチルセ
ルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロースおよび
メチルセルロースのような非イオン性セルロースエーテル誘導体とを含むシャンプー組成
物を記載している。組成物はクリーム状の泡を発生し、髪の“フライアウエー”を改善す
る。
【００１０】
　米国特許ＵＳ６，１５３，５６９は、アミノ官能性シリコーンマイクロエマルションと
メチルセルロース、メチルヒドロキシプロピルセルロースまたはヒドロキシプロピルセル
ロースのようなセルロース誘導体から成る増粘剤とを含有する光学的に透明なシャンプー
組成物を記載している。
【００１１】
　国際特許ＷＯ９８／３１３２７は、頭髪および皮膚のコンディショニングおよび清潔感
を改善するために水性界面活性剤相に懸濁した独立の水性ポリマー液滴相の形態のセルロ
ースエーテルのような非イオン性水溶性ポリマーを記載している。
【発明の開示】
【００１２】
　本発明は、水溶性非イオン性エチレンオキシドポリマーと水溶性非イオン性セルロース
エーテルとを含むヘアケア組成物を提供する。
【００１３】
　詳細説明
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　水溶性非イオン性エチレンオキシドポリマー
　本発明のヘアケア組成物は、水溶性非イオン性エチレンオキシドポリマーを含む。
【００１４】
　本文中に使用した“水溶性”という用語は、２５℃の水中で１．０重量％以上の材料濃
度のとき裸眼で見て清澄なまたは透明な溶液を形成できる水に十分に可溶できる材料を意
味する。
【００１５】
　本発明のヘアケア組成物に使用するための適当なエチレンオキシドポリマーは、一般式
：
　　　　　Ｈ（ＯＣＨ２ＣＨ２）ｎＯＨ
で示される線状エチレンオキシドホモポリマーである。
【００１６】
　これらの材料は一般にはポリエチレンオキシド（あるいは、ポリオキシエチレンまたは
ポリエチレングリコール）と呼ばれている。
【００１７】
　上記一般式中の、ｎは、少なくとも２，０００、好ましくは２，０００－２３５，００
０、より好ましくは４５，０００－１８５，０００、最も好ましくは１３０，０００－１
８５，０００の平均値を有している。
【００１８】
　エチレンオキシドポリマーの重量平均分子量（Ｍｗ）は、適正には１００，０００－１
０，０００，０００ドルトン、好ましくは１，０００，０００－１０，０００，０００ド
ルトン、より好ましくは６，０００，０００－１０，０００，０００ドルトン、最も好ま
しくは７，０００，０００－８，０００，０００ドルトンの範囲である。
【００１９】
　本文中に使用したポリマーの重量平均分子量（Ｍｗ）は、ポリマー分子の数と個々のポ
リマー分子の分子量の二乗和との合計をポリマー分子の数と個々のポリマー分子の分子量
の和との合計によって除算した値である。
【００２０】
　上記一般式に対応するポリエチレンオキシドのＭｗは、３０℃の水中のそれらの固有粘
度を測定することによって決定できる。固有粘度［η］はポリエチレンオキシドの分子量
Ｍｗに相関関係を有しており、以下の等式によって表すことができる：
［η］＝１．２５×１０－４Ｍｗ０．７８

【００２１】
　本発明のヘアケア組成物に使用するために適当な市販のポリエチレンオキシドの非限定
例は、商品名ＰＯＬＹＯＸＲＴＭおよびＵＣＡＲＦＬＯＣＲＴＭで販売されておりＡｍｅ
ｒｃｈｏｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎまたはその提携会社から入手可能なポリエチレンオ
キシドである。
【００２２】
　このようなポリエチレンオキシドの具体例は、Ｍｗ１００，０００ドルトンのＰＯＬＹ
ＯＸＲＴＭ　ＷＳＲ－Ｎ１０；Ｍｗ２００，０００ドルトンのＰＯＬＹＯＸＲＴＭ　ＷＳ
Ｒ－Ｎ８０；Ｍｗ３００，０００ドルトンのＰＯＬＹＯＸＲＴＭ　ＷＳＲ－Ｎ７５０；Ｍ
ｗ４００，０００ドルトンのＰＯＬＹＯＸＲＴＭ　ＷＳＲ－Ｎ３０００；Ｍｗ６００，０
００ドルトンのＰＯＬＹＯＸＲＴＭ　ＷＳＲ－２０５；Ｍｗ１，０００，０００ドルトン
のＰＯＬＹＯＸＲＴＭ　ＷＳＲ－Ｎ１２Ｋ；Ｍｗ４，０００，０００ドルトンのＰＯＬＹ
ＯＸＲＴＭ　ＷＳＲ－３０１；Ｍｗ７，０００，０００ドルトンのＰＯＬＹＯＸＲＴＭ　
ＷＳＲ－３０３；Ｍｗ８，０００，０００ドルトンのＰＯＬＹＯＸＲＴＭ　ＷＳＲ－３０
８；Ｍｗ７，０００，０００ドルトンのＵＣＡＲＦＬＯＣＲＴＭポリマー３０４；Ｍｗ８
，０００，０００ドルトンのＵＣＡＲＦＬＯＣＲＴＭポリマー３０９；Ｍｗ１０，０００
，０００ドルトンのＵＣＡＲＦＬＯＣＲＴＭポリマー３１０；およびそれらの混合物であ
る。



(5) JP 2008-508201 A 2008.3.21

10

20

30

40

50

【００２３】
　上記ポリエチレンオキシドのうちで、Ｍｗが少なくとも６，０００，０００ドルトン、
より好ましくは６，０００，０００－１０，０００，０００ドルトン、最も好ましくは７
，０００，０００－８，０００，０００ドルトンの材料が好ましい。
【００２４】
　本発明のヘアケア組成物中の（上述のような）水溶性非イオン性エチレンオキシドポリ
マーの全量は、組成物の全重量を基準として一般には０．００１－１％、好ましくは０．
０１－０．２５％、より好ましくは０．０２－０．２％のエチレオオキシドポリマー全量
となる範囲である。この範囲よりも高いレベルでは組成物が望ましくないねばねばしたま
たはぬるぬるした感触になるので避けるほうが好ましい。
【００２５】
　水溶性非イオン性セルロースエーテル
　本発明のヘアケア組成物は水溶性非イオン性セルロースエーテルを含む。
【００２６】
　“水溶性”という用語は、上述のように２５℃の水中で１．０重量％以上の材料濃度の
とき裸眼で見て清澄なまたは透明な溶液を形成できる水に十分に可溶性の材料を意味する
。
【００２７】
　好ましい水溶性非イオン性セルロースエーテルは、メチルセルロースおよびヒドロキシ
プロピルメチルセルロースである。これらの材料は、セルロース繊維を苛性ソーダ溶液と
共に加熱し、次いでメチルクロリドで処理してセルロースのメチルエーテルとすることに
よって製造する。メチルクロリドだけを使用するとメチルセルロースが得られる。ヒドロ
キシプロピルメチルセルロースを得る場合は、メチルクロリドに加えてプロピレンオキシ
ドを使用し、無水グルコースユニットをヒドロキシプロピル置換する。この置換基－ＯＣ
Ｈ２ＣＨ（ＯＨ）－ＣＨ３は２番目の炭素に第二級ヒドロキシルを含有する。無水グルコ
ースユニットの置換基の量がセルロースエーテルの溶解度特性を左右する。従って、本発
明のヘアケア組成物に使用するための適当なメチルセルロースおよびヒドロキシプロピル
メチルセルロースは、それらが上記に定義のような水溶性となるために十分な程度のメト
キシルまたはメトキシル／ヒドロキシプロピル置換を有している。
【００２８】
　メチルセルロースおよびヒドロキシプロピルメチルセルロースはＤｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃ
ａｌからそれらのＭＥＴＨＯＣＥＬ商標シリーズとして様々な粘度等級で市販されている
。ヒドロキシプロピルメチルセルロースが最も好ましく、これはＤｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａ
ｌからそれらのＭＥＴＨＯＣＥＬ　Ｅ，Ｆ，Ｊ，Ｋおよび４０－シリーズの製品として入
手できる。
【００２９】
　水溶性非イオン性セルロースエーテルの粘度は、Ｕｂｂｅｌｏｈｄｅ管粘度計で測定し
て２０℃の２％水溶液で一般に１００－１００，０００、好ましくは４，０００－７５，
０００ｍＰａ．ｓの範囲である。
【００３０】
　好ましい市販材料の例は、Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ社のＭＥＴＨＯＣＥＬ　４０－１
００、ＭＥＴＨＯＣＥＬ　４０－１０１およびＭＥＴＨＯＣＥＬ　４０－２０２である。
【００３１】
　上記の水溶性非イオン性セルロースエーテルのいずれかの混合物も適当であろう。
【００３２】
　水溶性非イオン性セルロースエーテルは組成物の全重量を基準として一般に０．０１－
２．０％、好ましくは０．１－０．５％、より好ましくは０．１－０．３％のセルロース
エーテル全量となるレベルで本発明の組成物中に存在するであろう。
【００３３】
　製品形態
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　本発明の組成物は典型的には、頭髪に塗布し次いで洗い流す“リンスオフ”組成物であ
る。
【００３４】
　特に好ましい製品形態はシャンプー組成物である。
【００３５】
　シャンプー組成物
　本発明のシャンプー組成物は一般に水性である。すなわち、水、水溶液または離液性液
晶相を主要成分として有している。好適には組成物が組成物の全重量を基準として５０－
９８重量％、好ましくは６０－９０重量％の水を含むであろう。
【００３６】
　アニオン性洗浄用界面活性剤
　本発明のシャンプー組成物は一般に、化粧品に許容され頭髪に表在使用するための適当
な１種または複数のアニオン性洗浄用界面活性剤を含む。
【００３７】
　適当なアニオン性洗浄用界面活性剤の例は、アルキルスルフェート、アルキルエーテル
スルフェート、アルカリールスルホネート、アルカノイルイセチオネート、アルキルスク
シネート、アルキルスルホスクシネート、アルキルエーテルスルホスクシネート、Ｎ－ア
ルキルサルコシネート、アルキルホスフェート、アルキルエーテルホスフェートおよびア
ルキルエーテルカルボン酸とその塩、特に、それらのナトリウム、マグネシウム、アンモ
ニウム並びにモノ－、ジ－およびトリエタノールアミン塩である。アルキル基およびアシ
ル基は一般に８－１８、好ましくは１０－１６個の炭素原子を有しており、不飽和でもよ
い。アルキルエーテルスルフェート、アルキルエーテルスルホスクシネート、アルキルエ
ーテルホスフェートおよびアルキルエーテルカルボン酸とその塩は１分子あたり１－２０
個のエチレンオキシドユニットまたはプロピレンオキシドユニットを有し得る。
【００３８】
　本発明のシャンプー組成物に使用するための典型的なアニオン性洗浄用界面活性剤は、
オレイルコハク酸ナトリウム、ラウリルスルホコハク酸アンモニウム、ラウリル硫酸ナト
リウム、ラウリルエーテル硫酸ナトリウム、ラウリルエーテルスルホコハク酸ナトリウム
、ラウリル硫酸アンモニウム、ラウリルエーテル硫酸アンモニウム、ドデシルベンゼスル
ホン酸ナトリウム、トリエタノールアミンドデシルベンゼンスルホネート、ココイルイセ
チオン酸ナトリウム、ラウリルイセチオン酸ナトリウム、ラウリルエーテルカルボン酸お
よびＮ－ラウリルサルコシン酸ナトリウムなどである。
【００３９】
　好ましいアニオン性洗浄用界面活性剤は、ラウリル硫酸ナトリウム、ラウリルエーテル
硫酸ナトリウム（ｎ）ＥＯ（ｎは１－３）、ラウリルエーテルスルホコハク酸ナトリウム
（ｎ）ＥＯ（ｎは１－３）、ラウリル硫酸アンモニウム、ラウリルエーテル硫酸アンモニ
ウム（ｎ）ＥＯ（ｎは１－３）、ココイルイセチオン酸およびラウリルエーテルカルボン
酸ナトリウム（ｎ）ＥＯ（ｎは１０－２０）である。
【００４０】
　上記のアニオン性洗浄用界面活性剤のいずれかの混合物も適当であろう。
【００４１】
　シャンプー組成物中のアニオン性洗浄用界面活性剤の全量は、組成物の全重量を基準と
して一般に０．５－４５％、好ましくは１．５－３５％、より好ましくは５－２０％のア
ニオン性洗浄用界面活性剤の全重量となる範囲である。
【００４２】
　その他成分
　場合によっては本発明のシャンプー組成物が、性能および／または消費適性（ｃｏｎｓ
ｕｍｅｒ　ａｃｃｅｓｓｉｂｉｌｉｔｙ）を強化するために以下に記載のようなその他成
分を含有し得る。
【００４３】
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　補助界面活性剤
　組成物は、組成物に美的特性、物理的特性または洗浄特性を付与する補助界面活性剤を
含み得る。
【００４４】
　補助界面活性剤の一例は、非イオン性界面活性剤であり、組成物の全重量を基準として
０．５－８重量％、好ましくは２－５重量％の量で含有させ得る。
【００４５】
　例えば、本発明のシャンプー組成物に含有させ得る代表的な非イオン性界面活性剤は、
脂肪族（Ｃ８－Ｃ１８）第一級または第二級の線状または分枝状アルコールまたはフェノ
ールとアルキレンオキシド通常はエチレンオキシドとの縮合生成物であり、通常は６－３
０個のエチレンオキシド基を有している。
【００４６】
　別の代表的な非イオン性界面活性剤は、モノ－またはジ－アルキルアルカノールアミド
である。具体例はココモノ－またはジ－エタノールアミドおよびココモノ－イソプロパノ
ールアミドである。
【００４７】
　本発明のシャンプー組成物に含有させ得る別の非イオン性界面活性剤は、アルキルポリ
グリコシド（ＡＰＧ）類である。典型的なＡＰＧは１つまたは複数のグリコシル基のブロ
ックに（場合によっては架橋基を介して）結合されたアルキル基を含む。好ましいＡＰＧ
類は以下の式によって定義される：
　　　　　ＲＯ－（Ｇ）ｎ
式中のＲは飽和または不飽和の分枝状または直鎖状のアルキル基であり、Ｇは糖基である
。
【００４８】
　Ｒは約Ｃ５－約Ｃ２０の平均アルキル鎖長を表す。好ましくはＲが約Ｃ８－約Ｃ１２の
平均アルキル鎖長を表す。最も好ましくはＲの値が約９．５－約１０．５の範囲である。
ＧはＣ５またはＣ６の単糖残基から選択でき、好ましくはグルコシドである。Ｇは、グル
コース、キシロース、ラクトース、フルクトース、マンノースおよびそれらの誘導体から
成るグループから選択され得る。好ましくはＧがグルコースである。
【００４９】
　重合度ｎは約１から約１０またはそれ以上の値を有し得る。好ましくはｎの値が約１．
１－約２の範囲である。最も好ましくはｎの値が約１．３－約１．５の範囲である。
【００５０】
　本発明に使用するための適当なアルキルポリグリコシドは市販されており、例えば、Ｓ
ｅｐｐｉｃ社のＯｒａｍｉｘＮＳ１０；ＨｅｎｋｅｌのＰｌａｎｔａｒｅｎ　１２００お
よびＰｌａｎｔａｒｅｎ　２０００などの名称の材料がある。
【００５１】
　本発明の組成物に含有させ得るその他の糖由来非イオン性界面活性剤は、Ｃ１０－Ｃ１

８Ｎ－アルキル（Ｃ１－Ｃ６）ポリヒドロキシ脂肪酸アミド、例えば、国際特許ＷＯ９２
０６１５４および米国特許ＵＳ５１９４６３９に記載されているようなＣ１２－Ｃ１８の
Ｎ－メチルグルカミド、並びに、Ｎ－アルコキシポリヒドロキシ脂肪酸アミド、例えば、
Ｃ１０－Ｃ１８のＮ－（３－メトキシプロピル）グルカミドである。
【００５２】
　補助界面活性剤の好ましい例は、両性または双イオン性界面活性剤であり、組成物の全
重量を基準として０．５－約８重量％、好ましくは１－４重量％の範囲の量で含有させ得
る。
【００５３】
　両性または双イオン性補助界面活性剤の具体例は、アルキルアミンオキシド、アルキル
ベタイン、アルキルアミドプロピルベタイン、アルキルスルホベタイン（スルタイン）、
アルキルグリシネート、アルキルカルボキシグリシネート、アルキルアンホアセテート、
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アルキルアンホプロピオネート、アルキルアンホグリシネート、アルキルアミドプロピル
ヒドロキシスルタイン、アシルタウレートおよびアシルグルタメートであり、これらのア
ルキル基およびアシル基は８－１９個の炭素原子を有している。本発明のシャンプーに使
用するための典型的な両性および双イオン性界面活性剤は、ラウリルアミンオキシド、コ
コジメチルスルホプロピルベタイン、ラウリルベタイン、コカミドプロピルベタインおよ
びココアンホ酢酸ナトリウムである。
【００５４】
　特に好ましい両性または双イオン性界面活性剤はコカミドプロピルベタインである。
【００５５】
　上記の両性または双イオン性界面活性剤のいずれかの混合物も適当である。好ましい混
合物は、コカミドプロピルベタインと別の上記の両性または双イオン性界面活性剤との混
合物である。また別の好ましい両性または双イオン性界面活性剤はココアンホ酢酸ナトリ
ウムである。
【００５６】
　本発明のシャンプー組成物中の界面活性剤（何らかの補助界面活性剤および／または何
らかの乳化剤も含める）の全量は、組成物の全重量を基準として一般に１－５０％、好ま
しくは２－４０％、より好ましくは１０－２５％の界面活性剤全重量となる量である。
【００５７】
　カチオン性ポリマー
　カチオン性ポリマーは本発明のシャンプー組成物中でコンディショニング性能を強化す
るための好ましい成分である。
【００５８】
　適当なカチオン性ポリマーは、カチオン性に置換されたホモポリマーでもよくまたは２
種類の以上のモノマーから形成されてもよい。ポリマーの重量平均（Ｍｗ）分子量は一般
に１００，０００－２，０００，０００ドルトンの範囲であろう。ポリマーは第四級アン
モニウムまたはプロトン付加アミノ基またはそれらの混合物のようなカチオン性窒素含有
基を有するであろう。ポリマーの分子量があまりにも小さいとコンディショニング効果が
十分でない。あまりにも大きいと伸長（ｅｘｔｅｎｓｉｏｎａｌ）粘度が高くなり過ぎて
、使用の際に組成物がねばねばするという問題が生じる。
【００５９】
　カチオン性窒素含有基は一般にカチオン性ポリマーの全モノマーユニットの一部分に置
換基として存在するであろう。従ってポリマーがホモポリマーでないときは、非カチオン
性のスペーサーモノマーユニットを含有できる。このようなポリマーはＣＴＦＡ　Ｃｏｓ
ｍｅｔｉｃ　Ｉｎｇｒｅｄｉｅｎｔ　Ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ，３ｒｄ　ｅｄｉｔｉｏｎに記
載されている。カチオン性モノマーユニット対非カチオン性モノマーユニットの重量比は
、必要な範囲のカチオン性電荷密度を有しているポリマーが得られるように選択される。
このような電荷密度は一般に０．２－０．３ｍｅｑ／ｇｍである。ポリマーのカチオン性
電荷密度の測定には米国薬局方（ＵＳ　Ｐｈａｒｍａｃｏｐｏｅｉａ）の化学的窒素定量
試験法の項に記載されているケルダール法が適している。
【００６０】
　適当なカチオン性ポリマーは例えば、カチオン性アミンまたは第四級アンモニウム官能
基を有しているビニルモノマーと、例えば、（メタ）アクリルアミド、アルキルおよびジ
アルキル（メタ）アクリルアミド、アルキル（メタ）アクリレート、ビニルカプロラクト
ンおよびビニルピロリドンなどのような水溶性スペーサーモノマーとのコポリマーである
。アルキルおよびジアルキル置換モノマーは好ましくはＣ１－Ｃ７アルキル基を有してお
り、より好ましくはＣ１－３アルキル基を有している。他の適当なスペーサーは、ビニル
エステル、ビニルアルコール、無水マレイン酸、プロピレングリコールおよびエチレング
リコールである。
【００６１】
　カチオン性アミンは、具体的な種および組成物のｐＨ次第で第一級、第二級または第三
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級アミンでよい。一般には第二級および第三級アミンが好ましく、特に第三級アミンが好
ましい。
【００６２】
　アミン置換ビニルモノマーおよびアミンはアミン形態に重合でき、次いで第四級化によ
ってアンモニウムに変換できる。
【００６３】
　カチオン性ポリマーはアミン置換および／または第四級アンモニウム置換モノマーおよ
び／または相溶性スペーサーモノマーに由来のモノマーユニットの混合物を含むことがで
きる。
【００６４】
　適当なカチオン性ポリマーの例を以下に挙げる：
　－カチオン性ジアリル第四級アンモニウム含有ポリマー、例えば、ジメチルジアリルア
ンモニウムクロリドホモポリマー、および、アクリルアミドとジメチルジアリルアンモニ
ウムクロリドとのコポリマー、業界名（ＣＴＦＡ）はそれぞれポリクオタニウム６および
ポリクオタニウム７；
　－３－５個の炭素原子を有している不飽和カルボン酸のホモ－およびコポリマーのアミ
ノ－アルキルエステルの無機酸塩（米国特許第４，００９，２５６号に記載）；
　－カチオン性ポリアクリルアミド（国際特許ＷＯ９５／２２３１１に記載）。
【００６５】
　使用できる他のカチオン性ポリマーは、カチオン性セルロース誘導体、カチオン性デン
プン誘導体およびカチオン性グアーガム誘導体のようなカチオン性多糖ポリマーを含む。
【００６６】
　本発明の組成物に使用するための適当なカチオン性多糖ポリマーは式：
　　　　　Ａ－Ｏ－［Ｒ－Ｎ＋（Ｒ１）（Ｒ２）（Ｒ３）Ｘ－］
のモノマーを含み、式中の、Ａはデンプンまたはセルロースの無水グルコース残基のよう
な無水グルコース残基である。Ｒはアルキレン、オキシアルキレン、ポリオキシアルキレ
ンまたはヒドロキシアルキレン基またはそれらの組合せである。Ｒ１、Ｒ２およびＲ３は
独立に、アルキル、アリール、アルキルアリール、アリールアルキル、アルコキシアルキ
ルまたはアルコキシアリール基を表し、これらの基の各々は約１８個までの炭素原子を含
有している。各カチオン性部分の炭素原子の総数（すなわち、Ｒ１、Ｒ２およびＲ３の炭
素原子の和）は好ましくは約２０以下であり、Ｘはアニオン性対イオンである。
【００６７】
　別の種類のカチオン性セルロースとしては、ラウリルジメチルアンモニウム置換エポキ
シドと反応したヒドロキシエチルセルロースの高分子第四級アンモニウム塩があり、業界
名（ＣＴＦＡ）をポリクオタニウム２４という。これらの材料はＡｍｅｒｃｈｏｌ　Ｃｏ
ｒｐｏｒａｔｉｏｎから例えばＰｏｌｙｍｅｒ　ＬＭ－２００の商品名で入手できる。
【００６８】
　他の適当なカチオン性多糖ポリマーは第四級窒素含有セルロースエーテル（例えば米国
特許第３，９６２，４１８に記載）およびエーテル化セルロースとデンプンとのコポリマ
ー（例えば、米国特許第３，９５８，５８１号に記載）を含む。
【００６９】
　使用できる特に好適な種類のカチオン性多糖ポリマーは、グアーヒドロキシプロピルト
リメチルアンモニウムクロリドのようなカチオン性グアー誘導体である（Ｒｈｏｄｉａか
らＪＡＧＵＡＲ商標シリーズで市販されている）。このような材料の例は、ＪＡＧＵＡＲ
　Ｃ１３Ｓ、ＪＡＧＵＡＲ　Ｃ１４、ＪＡＧＵＡＲ　Ｃ１５、ＪＡＧＵＡＲ　Ｃ１７およ
びＪＡＧＵＡＲ　Ｃ１６　Ｊａｇｕａｒ　ＣＨＴやＪＡＧＵＡＲ　Ｃ１６２である。
【００７０】
　上記カチオン性ポリマーのいずれかの混合物も使用できる。
【００７１】
　カチオン性ポリマーは組成物の全重量を基準として一般に０．０１－５％、好ましくは
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０．０５－１％、より好ましくは０．０８－０．５％のカチオン性ポリマー全重量となる
レベルで本発明のシャンプー組成物中に存在する。
【００７２】
　懸濁化剤
　好ましくは本発明の水性シャンプー組成物が懸濁化剤を含む。適当な懸濁化剤は、ポリ
アクリル酸、アクリル酸の架橋ポリマー、アクリル酸と疎水性モノマーとのコポリマー、
カルボン酸含有モノマーとアクリルエステルとのコポリマー、アクリル酸とアクリレート
エステルとの架橋コポリマー、ヘテロ多糖ガムおよび結晶質長鎖アシル誘導体から選択さ
れる。長鎖アシル誘導体は望ましくはエチレングリコールステアレート、１６－２２個の
炭素原子を有している脂肪酸のアルカノールアミドおよびそれらの混合物から選択される
。エチレングリコールジステアレートおよびポリエチレングリコール３ジステアレートは
組成物に真珠光沢を与えるので好ましい長鎖アシル誘導体である。ポリアクリル酸は、Ｃ
ａｒｂｏｐｏｌ　４２０、Ｃａｒｂｏｐｏｌ　４８８またはＣａｒｂｏｐｏｌ　４９３と
して市販されている。多官能剤で架橋されたアクリル酸ポリマーも使用し得る。これらは
Ｃａｒｂｏｐｏｌ　９１０、Ｃａｒｂｏｐｏｌ　９３４、Ｃａｒｂｏｐｏｌ　９４１およ
びＣａｒｂｏｐｏｌ　９８０として市販されている。好適なカルボン酸含有モノマーとア
クリル酸エステルとのコポリマーの例はＣａｒｂｏｐｏｌ　１３４２である。すべてのＣ
ａｒｂｏｐｏｌ（商標）材料はＧｏｏｄｒｉｃｈから入手可能である。
【００７３】
　好適なアクリル酸とアクリレートエステルとの架橋ポリマーはＰｅｍｕｌｅｎ　ＴＲ１
またはＰｅｍｕｌｅｎ　ＴＲ２である。好適なヘテロ多糖ガムは例えばＫｅｌｚａｎ　ｍ
ｕとして入手可能なキサンタンガムである。
【００７４】
　上記懸濁化剤のいずれかの混合物も使用し得る。アクリル酸の架橋ポリマーと結晶質長
鎖アシル誘導体との混合物が好ましい。
【００７５】
　懸濁化剤は組成物の全重量を基準として一般には０．１－１０％、好ましくは０．５－
６％、より好ましくは０．９－４％の懸濁化剤全重量となるレベルで本発明のシャンプー
組成物中に存在する。
【００７６】
　コンディショナー組成物
　本発明の組成物の別の好ましい製品形態は、頭髪を（典型的にはシャンプー後に）トリ
ートメントし次いで洗い流すコンディショナーである。
【００７７】
　このようなコンディショナー組成物は典型的には頭髪に表在使用するのに適しており化
粧品に許容される１種または複数のコンディショニング界面活性剤を含む。
【００７８】
　適当なコンディショニング界面活性剤は、カチオン性界面活性剤から選択され、単独使
用されるかまたは混用される。好ましくはカチオン性界面活性剤が式Ｎ＋Ｒ１Ｒ２Ｒ３Ｒ
４を有しており、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３およびＲ４は独立に（Ｃ１－Ｃ３０）のアルキルまた
はベンジルである。好ましくは、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３およびＲ４の１、２または３つが独立
に（Ｃ４－Ｃ３０）アルキルであり、他のＲ１、Ｒ２、Ｒ３およびＲ４基の１つまたは複
数が（Ｃ１－Ｃ６）アルキルまたはベンジルである。より好ましくは、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３

およびＲ４の１つまたは２つが独立に（Ｃ４－Ｃ３０）アルキルであり、他のＲ１、Ｒ２

、Ｒ３およびＲ４基が（Ｃ１－Ｃ６）アルキルまたはベンジル基である。場合によっては
、アルキル基がアルキル鎖に１つまたは複数のエステル（－ＯＣＯ－または－ＣＯＯ－）
および／またはエーテル（－Ｏ－）結合を含んでもよい。アルキル基は場合によっては１
つまたは複数のヒドロキシル基で置換されていてもよい。アルキル基は直鎖状または分枝
状であり、３個以上の炭素原子を有しているアルキル基の場合は環状である。アルキル基
は飽和でもよく、または、１つまたは複数の炭素－炭素二重結合を含んでいてもよい（例
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えばオレイル）。場合によってはアルキル基のアルキル鎖が１つまたは複数のエチレンオ
キシ基によってエトキシル化されている。
【００７９】
　本発明のコンディショナー組成物に使用するための適当なカチオン性界面活性剤は、セ
チルトリメチルアンモニウムクロリド、ベヘニルトリメチルアンモニウムクロリド、セチ
ルピリジニウムクロリド、テトラメチルアンモニウムクロリド、テトラエチルアンモニウ
ムクロリド、オクチルトリメチルアンモニウムクロリド、ドデシルトリメチルアンモニウ
ムクロリド、
ヘキサデシルトリメチルアンモニウムクロリド、
オクチルジメチルベンジルアンモニウムクロリド、
デシルジメチルベンジルアンモニウムクロリド、
ステアリルジメチルベンジルアンモニウムクロリド、
ジドデシルジメチルアンモニウムクロリド、
ジオクタデシルジメチルベンジルアンモニウムクロリド、タロウトリメチルアンモニウム
クロリド、二水素化タロウジメチルアンモニウムクロリド（例えば、Ａｋｚｏ　Ｎｏｂｅ
ｌ社のＡｒｑｕａｄ　２ＨＴ／７５）、ココトリメチルアンモニウムクロリド、ＰＥＧ－
２－オレアンモニウムクロリドおよび対応するそれらの水酸化物である。別の適当なカチ
オン性界面活性剤は、ＣＴＦＡ名がクオタニウム－５、クオタニウム－３１およびクオタ
ニウム－１８という材料である。上記材料のいずれかの混合物も適当であろう。本発明の
コンディショナーに使用するための特に有用なカチオン性界面活性剤は、例えばＨｏｅｃ
ｈｓｔ　Ｃｅｌａｎｅｓｅ社からＧＥＮＡＭＩＮ　ＣＴＡＣとして市販されているセチル
トリメチルアンモニウムクロリドである。本発明のコンディショナーに使用するための特
に有用な別のカチオン性界面活性剤は、Ｃｌａｒｉａｎｔ社から例えばＧＥＮＡＭＩＮ　
ＫＤＭＰとして市販されているベヘニルトリメチルアンモニウムクロリドである。
【００８０】
　単独でまたは１種類もしくは複数の他のカチオン性界面活性剤と共に本発明に使用する
ための適当なカチオン性界面活性剤のクラスの別の例は以下の（ｉ）と（ｉｉ）との組合
せである：
（ｉ）一般式（Ｉ）：
【００８１】
【化１】

［式中、Ｒ１は１０個以上の炭素原子を有しているヒドロカルビル鎖、Ｒ２およびＲ３は
独立に炭素原子数１－１０のヒドロカルビル鎖から選択され、ｍは１－１０の整数である
］のアミドアミン、および、
（ｉｉ）酸。
【００８２】
　本文中に使用したヒドロカルビル鎖という用語は、アルキルまたはアルケニル鎖を意味
する。
【００８３】
　好ましいアミドアミン化合物は、式中の
Ｒ１が約１１－約２４個の炭素原子を有しているヒドロカルビル残基であり、
Ｒ２およびＲ３の各々が独立に１－約４個の炭素原子を有しているヒドロカルビル残基好
ましくはアルキル基であり、
ｍが１－約４の整数を表す式（Ｉ）の化合物である。
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【００８４】
　好ましくは、Ｒ２およびＲ３がメチル基またはエチル基である。
【００８５】
　好ましくは、ｍが２または３、すなわちエチレン基またはプロピレン基である。
【００８６】
　本発明に有用な好ましいアミドアミンは、ステアラミドプロピルジメチルアミン、ステ
アラミドプロピルジエチルアミン、ステアラミドエチルジエチルアミン、ステアラミドエ
チルジメチルアミン、パルミタミドプロピルジメチルアミン、パルミタミドプロピルジエ
チルアミン、パルミタミドエチルジエチルアミン、パルミタミドエチルジメチルアミン、
ベヘナミドプロピルジメチルアミン、ベヘナミドプロピルジエチルアミン、ベヘナミドエ
チルジエチルアミン、ベヘナミドエチルジメチルアミン、アラキダミドプロピルジメチル
アミン、アラキダミドプロピルジエチルアミン、アラキダミドエチルジエチルアミン、ア
ラキダミドエチルジメチルアミン、および、それらの混合物である。
【００８７】
　本発明に有用な特に好ましいアミドアミンはステアラミドプロピルジメチルアミン、ス
テアラミドエチルジエチルアミンおよびそれらの混合物である。
【００８８】
　本発明に有用な市販のアミドアミン類を以下に挙げる：ＬＥＸＡＭＩＮＥ　Ｓ－１３と
いう商品名でＩｎｏｌｅｘ（Ｐｈｉｌａｄｅｌｐｈｉａ　Ｐｅｎｎｓｙｌｖａｎｉａ，Ｕ
ＳＡ）から、および、ＡＭＩＤＯＡＭＩＮＥ　ＭＳＰという商品名でＮｉｋｋｏ（Ｔｏｋ
ｙｏ　Ｊａｐａｎ）から入手可能なステアラミドプロピルジメチルアミン、ＡＭＩＤＯＡ
ＭＩＮＥ　Ｓという商品名でＮｉｋｋｏから入手可能なステアラミドエチルジエチルアミ
ン、ＩＮＣＲＯＭＩＮＥ　ＢＢという商品名でＣｒｏｄａ（Ｎｏｒｔｈ　Ｈｕｍｂｅｒｓ
ｉｄｅ，Ｅｎｇｌａｎｄ）から入手可能なベヘナミドプロピルジメチルアミン、および、
ＳＣＨＥＲＣＯＤＩＮＥシリーズという商品名でＳｃｈｅｒ（Ｃｌｉｆｔｏｎ　Ｎｅｗ　
Ｊｅｒｓｅｙ，ＵＳＡ）から入手可能な種々のアミドアミン。
【００８９】
　酸（ｉｉ）はヘアトリートメント組成物中のアミドアミンにプロトンを付加し得る有機
または無機のいかなる酸でもよい。本発明に有用な酸の適例は、塩酸、酢酸、酒石酸、フ
マル酸、乳酸、リンゴ酸、コハク酸およびそれらの混合物である。好ましくは酸が、酢酸
、酒石酸、塩酸、フマル酸およびそれらの混合物から成るグループから選択される。
【００９０】
　酸の主要な役割は、ヘアトリートメント組成物中のアミドアミンにプロトンを付加して
ヘアトリートメント組成物中で第三級アミン塩（ＴＡＳ）をｉｎ　ｓｉｔｕに形成するこ
とである。実際にはＴＡＳは非永久的第四級アンモニウムまたは擬似第四級アンモニウム
カチオン性界面活性剤である。
【００９１】
　酸は存在するアミドアミン全部にプロトン付加するために十分な量、すなわち、組成物
中に存在するアミドアミンに少なくとも等モル量で含まれるのが好適である。
【００９２】
　本発明のコンディショナー中のカチオン性界面活性剤のレベルは、組成物の重量に対し
て一般に０．０１－１０重量％、より好ましくは０．０５－７．５重量％、最も好ましく
は０．１－５重量％の範囲であろう。
【００９３】
　本発明のコンディショナーは典型的には、脂肪アルコールも含有している。コンディシ
ョニング組成物中に脂肪アルコールとカチオン性界面活性剤とを併用することが特に有利
であると考えられる。何故ならばこれによってカチオン性界面活性剤を分散させたラメラ
相が形成されるからである。
【００９４】
　代表的な脂肪アルコールは、８－２２個の炭素原子、より好ましくは１６－２２個の炭
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素原子を含む。脂肪アルコールは典型的には直鎖状アルキル基を含有する化合物である。
適当な脂肪アルコールの例は、セチルアルコール、ステアリルアルコール、および、それ
らの混合物である。これらの材料の使用は、これらの材料が本発明の組成物の総合的コン
ディショニング特性に寄与するという点でも有利である。
【００９５】
　本発明のコンディショナー中の脂肪アルコールのレベルは、組成物に対して通常は０．
０１－１０重量％、好ましくは０．１－８重量％、より好ましくは０．２－７重量％、最
も好ましくは０．３－６重量％であろう。カチオン性界面活性剤対脂肪アルコールの重量
比は適正には１：１－１：１０、好ましくは１：１．５－１：８、最適には１：２－１：
５である。カチオン性界面活性剤対脂肪アルコールの重量比があまりにも高いと組成物が
目にしみる。あまりにも低いと、消費者によっては髪がきしむと感じる。
【００９６】
　追加のコンディショニング剤
　本発明の組成物は濡れた髪および乾いた髪にコンディショニング効果を最適に与えるた
めに追加のコンディショニング剤を含んでもよい。
【００９７】
　特に好ましい追加のコンディショニング剤はシリコーンエマルションである。
【００９８】
　適当なシリコーンエマルションは、ポリジオルガノシロキサン、より特定的には、ＣＴ
ＦＡ名をジメチコーンというポリジメチルシロキサン、ＣＴＦＡ名をジメチコノールとい
うヒドロキシル末端基をもつポリジメチルシロキサン、および、ＣＴＦＡ名をアモジメチ
コーンというアミノ官能性ポリジメチルシロキサンのようなシリコーンから形成されたも
のである。
【００９９】
　エマルション液滴は本発明の組成物中で典型的には０．０１－２０マイクロメーター、
より好ましくは０．２－１０マイクロメーターの範囲のＳａｕｔｅｒ平均液滴直径（Ｄ３

，２）を有している。
【０１００】
　Ｓａｕｔｅｒ平均液滴直径（Ｄ３，２）の適当な測定方法はＭａｌｖｅｒｎ　Ｍａｓｔ
ｅｒｓｉｚｅｒのような計器を使用するレーザー光散乱法である。
【０１０１】
　本発明の組成物に使用するための適当なシリコーンエマルションはＤｏｗ　Ｃｏｒｎｉ
ｎｇおよびＧＥ　Ｓｉｌｉｃｏｎｅｓのようなシリコーン供給業者から入手可能である。
加工容易性およびシリコーン粒度の制御のためにはこのような予め形成されたシリコーン
エマルションの使用が好ましい。このような予形成シリコーンエマルションは典型的には
、アニオン性もしくは非イオン性乳化剤、または、それらの混合物を更に含み、乳化重合
のような化学的乳化プロセス、または、高剪断ミキサーを使用する機械的乳化によって調
製し得る。Ｓａｕｔｅｒ平均液滴直径（Ｄ３，２）が０．１５マイクロメーター未満の予
形成シリコーンエマルションは一般にマイクロエマルションと呼ばれている。
【０１０２】
　適当な予形成シリコーンエマルションの例は、エマルションＤＣ２－１７６６、ＤＣ２
－１７８４、ＤＣ－１７８５、ＤＣ－１７８６、ＤＣ－１７８８およびマイクロエマルシ
ョンＤＣ２－１８６５およびＤＣ２－１８７０であり、これらはいずれもＤｏｗ　Ｃｏｒ
ｎｉｎｇから入手できる。これらはすべてジメチコノールのエマルション／マイクロエマ
ルションである。また、ＤＣ９３９（Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ製）およびＳＭＥ２５３（
ＧＥ　Ｓｉｌｉｃｏｎｅｓ製）のようなアモジメチコーンエマルションも適当である。
【０１０３】
　また、例えば国際特許ＷＯ０３／０９４８７４に記載されているように、ある種の高分
子量界面活性ブロックコポリマーをシリコーンエマルション液滴とブレンドしたシリコー
ンエマルションも好適である。このような材料では、シリコーンエマルション液滴が上記
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のようなポリジオルガノシロキサンから形成されるのが好ましい。界面活性ブロックコポ
リマーの１つの好ましい形態は、以下の式：
【０１０４】
【化２】

で表され、式中のｘの平均値は４以上であり、ｙの平均値は２５以上である。
【０１０５】
　界面活性ブロックコポリマーの別の好ましい形態は、以下の式：
【０１０６】
【化３】

で表され、式中のａの平均値は２以上であり、ｂの平均値は６以上である。
【０１０７】
　上記シリコーンエマルションのいずれかの混合物も使用し得る。
【０１０８】
　シリコーンは組成物の全重量を基準として一般には０．０５－１０％、好ましくは０．
０５－５％、より好ましくは０．５－２％のシリコーン全重量となるレベルで本発明の組
成物中に存在するであろう。
【０１０９】
　他の任意成分
　本発明の組成物は性能および／または消費適性を強化する他の成分を含有してもよい。
このような成分は、着香料、染料および顔料、ｐＨ調整剤、真珠光沢剤または乳白剤、粘
度調整剤、保存剤、および、植物、果実エキス、糖誘導体、アミノ酸などの天然毛髪栄養
素を含む。
【０１１０】
　方法
　本発明のヘアケア組成物の特に好ましい調製方法は、水溶性非イオン性エチレンオキシ
ドポリマーを担体液とブレンドしてポリマーが担体液で被覆されたスラリーを形成する第
一段階を含む。次にスラリーを撹拌しながら組成物の残りの成分とブレンドして担体液の
被膜を分散させる。
【０１１１】
　適当な担体液は、水溶性非イオン性エチレンオキシドポリマーを有意な程度には溶解さ
せない化粧品に許容される材料であればよい。好ましい例は、グリセリン、油性疎水性香
料およびそれらの混合物である。
【０１１２】
　使用方法
　本発明の組成物の所期の用途は主として、滑らかさ、柔らかさ、扱い易さ、キューティ
クル保全およびつやのような毛髪繊維の表面特性を改善しながら清浄化するためのリンス
オフ組成物としてヒト対象の頭髪および／または頭皮に表在使用することである。本発明
によって提供される組成物は好ましくは、頭髪に揉み込み、髪が乾く前に清水ですすぐこ
とによって使用する水性シャンプー組成物である。場合によっては、すすいだ後、乾く前
に、別のコンディショニング配合物を使用してもよいが、本発明の水性シャンプー組成物
は頭髪の洗浄およびコンディショニングの双方を目的とする製品であるから、それらは不
要であろう。
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　以下の非限定実施例を参照して本発明をより詳細に説明する。異なる指定がなければ、
実施例中のすべてのパーセンテージは全重量を基準とする重量％である。
【実施例】
【０１１４】
（実施例１と比較実施例Ａ、ＢおよびＣ）
　以下の表に示す成分を含むシャンプー組成物を調製した。実施例１は本発明の組成物を
表し、実施例Ａ、ＢおよびＣは比較実施例を表す。
【０１１５】
【表１】
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【０１１６】
　１８名の熟練のパネリストによる官能検査によって実施例１、Ａ、ＢおよびＣの組成物
を評価した。濡れた髪の種々の官能特性をパネリストが１－５の段階で格付けした（１＝
最低点、５＝最高点）。平均スコアを以下に示す。
【０１１７】
【表２】

【０１１８】
　結果は、検査したすべての特性について、実施例１の組成物が実施例Ａ、ＢまたはＣよ
りも優れていることを明らかに示す。
【手続補正書】
【提出日】平成18年5月29日(2006.5.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水溶性非イオン性エチレンオキシドポリマーと水溶性非イオン性セルロースエーテルと
を含み、エチレンオキシドポリマーが一般式：
　　　　　Ｈ（ＯＣＨ２ＣＨ２）ｎＯＨ
［式中、ｎは４５，０００－１８５，０００の平均値を有している］で示される線状のエ
チレンオキシドホモポリマーであること、および、非イオン性セルロースエーテルがメチ
ルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロースおよびそれらの混合物から選択され
ることを特徴とするヘアケア組成物。
【請求項２】
　エチレンオキシドポリマーが一般式：
　　　　　Ｈ（ＯＣＨ２ＣＨ２）ｎＯＨ
［式中、ｎは、１３０，０００－１８５，０００の平均値を有している］で示される線状
のエチレンオキシドホモポリマーである請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　エチレンオキシドポリマーが、６，０００，０００ドルトン－１０，０００，０００ド
ルトン、より好ましくは７，０００，０００ドルトン－８，０００，０００ドルトンの重
量平均分子量（Ｍｗ）を有している請求項１または２に記載の組成物。
【請求項４】
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　エチレンオキシドポリマーの全量が組成物の全重量を基準として０．００１－１％、好
ましくは０．０１－０．２５％、より好ましくは０．０２－０．２％のエチレンオキシド
ポリマー全量となる範囲である請求項１から３のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項５】
　１種類または複数のアニオン性洗浄用界面活性剤を含む水性シャンプー組成物の形態で
ある請求項１から４のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項６】
　更にシリコーンエマルションを含む請求項５に記載の組成物。
【請求項７】
　シリコーンエマルションがシリコーンとエチレンオキシド－プロピレンオキシドブロッ
クコポリマーとから形成される請求項６に記載の組成物。
【請求項８】
　エチレンオキシドポリマーを担体液とブレンドし、ポリマーが担体液で被覆されたスラ
リーを形成する第一段階と、次いで、担体液の被膜を分散させるために撹拌を使用しなが
らスラリーを組成物の残りの成分とブレンドする段階とを含む請求項１から７のいずれか
一項に記載のヘアケア組成物の製造方法。
【請求項９】
　担体液がグリセリン、油性疎水性香料およびそれらの混合物から選択される請求項８に
記載の製造方法。
【請求項１０】
　請求項１から７のいずれか一項に記載の組成物を塗布し次いで洗い流す段階を含む頭髪
のトリートメント方法。
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