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(57)【要約】
本発明は、シリコーンアクリレートハイブリッド組成物並びに少なくとも１つのヘルスケ
ア及び／又はパーソナルケア成分を含む、ヘルスケア及びパーソナルケア組成物に関する
。かかる組成物は毛髪及び皮膚のケア及びコンディショニングについて所望の特性を付与
する傾向がある。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）シリコーンアクリレートハイブリッド組成物及び（Ｂ）少なくとも１つのパーソ
ナルケア成分を含む、組成物。
【請求項２】
　前記シリコーンアクリレートハイブリッド組成物（Ａ）が、
　Ｉ．アクリレート又はメタクリレート官能性を含むケイ素含有感圧接着剤組成物と、
　ＩＩ．脂肪族アクリレート、脂肪族メタクリレート、脂環式アクリレート、脂環式メタ
クリレート、及びそれらの組合せの群から選ばれるエチレン不飽和モノマー（ここで、前
記化合物のそれぞれはアルキルラジカル中に最高で２０個までの炭素原子を有する）と、
　ＩＩＩ．開始剤、との反応生成物を含む、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　前記シリコーンアクリレートハイブリッド組成物（Ａ）が０．０１重量％～２０重量％
存在し、前記少なくとも１つのパーソナルケア成分（Ｂ）が０．０１重量％～９９．９重
量％存在する、請求項１又は２に記載の組成物。
【請求項４】
　前記パーソナルケア成分がスキンケア成分である、請求項１～３のいずれか一項に記載
の組成物。
【請求項５】
　前記スキンケア成分が、皮膚軟化剤、保湿剤、着色剤、染料、紫外線吸収剤及び日焼け
防止剤、制汗剤、酸化防止剤、芳香剤、抗微生物剤又は抗菌剤又は抗真菌剤、顔料、防腐
剤、ｐＨ調整剤、電解質、キレート化剤、野菜抽出物又は植物抽出物、皮脂吸収剤又は皮
脂調整剤、ビタミン及び／又は保湿剤、ろう、界面活性剤若しくは洗浄剤若しくは乳化剤
などの界面活性物質、増粘剤、酸化防止剤、並びに、水若しくはそれらの混合物などの、
美容上受け入れられる媒質から選ばれる、請求項４に記載の組成物。
【請求項６】
　スキンケア組成物である、請求項１～５のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項７】
　シャワー用ジェル、せっけん、ヒドロゲル、クリーム、ローション、香膏、ファンデー
ション、リップスティック、アイライナー又は頬紅である、請求項６に記載のスキンケア
組成物。
【請求項８】
　前記パーソナルケア成分がヘアケア成分である、請求項１～３のいずれか一項に記載の
組成物。
【請求項９】
　前記ヘアケア成分が、着色剤、染料、紫外線吸収剤、防腐剤、野菜抽出物、脂肪アルコ
ール、ビタミン、芳香剤、フケ防止剤、カラーケア添加剤、真珠光沢剤、ｐＨ調整剤、電
解質、キレート化剤、スタイリング剤、セラミド、アミノ酸誘導体、懸濁化剤、界面活性
剤又は洗浄剤などの界面活性物質、増粘剤、酸化剤、還元剤、及び、水又はそれらの混合
物などの、美容上受け入れられる媒質から選ばれる、請求項８に記載の組成物。
【請求項１０】
　ヘアケア組成物である、請求項８又は９に記載の組成物。
【請求項１１】
　シャンプー、洗い流せるコンディショナー、洗い流さないコンディショナー、ゲル、ポ
マード、キューティクルコート、セラム、スプレー、カラーリング製品又はマスカラであ
る、請求項１０に記載のヘアケア組成物。
【請求項１２】
　請求項１に記載の組成物を毛髪又は皮膚に適用することにより、毛髪又は皮膚を処理す
る方法。
【発明の詳細な説明】
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【背景技術】
【０００１】
　本明細書では、シリコーンアクリレートハイブリッド組成物と、少なくとも１つのパー
ソナルケア組成物で有用な成分を含む組成物が開示される。
【０００２】
　シリコーンは、多くのヘアケア製品中に存在し、毛髪の光沢や健康的な外観を向上させ
、またスキンケア製品中に存在して皮膚の滑らかな触感を向上させる。
【０００３】
　化粧品処方は、長期にわたり持続性の、調節可能な閉塞性の被膜形成剤の利益を享受す
る。
【０００４】
　本明細書で開示されるシリコーンアクリレートハイブリッド組成物は、毛髪用カラー化
粧品及び着色保護に長期持続性を付与する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本明細書で、シリコーンアクリレートハイブリッド組成物と、少なくとも１つのパーソ
ナルケア組成物で有用な成分とを含む組成物が開示される。かかる組成物は毛髪及び皮膚
のケア及びコンディショニングについて所望の特性、例えば長期持続性、ヘアカラー抵抗
性、耐水性を付与する傾向がある。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　ここで有用なシリコーンアクリレートハイブリッド組成物は国際特許出願ＰＣＴ／ＵＳ
２００７／０１３３２１（２００７年６月６日出願）に記載されており、そこでの開示は
参考としてここに組み込まれる。
　特に、シリコーンアクリレートハイブリッド組成物は、（Ｉ）アクリレート又はメタク
リレート官能性を含むケイ素含有感圧接着剤と、（ＩＩ）エチレン不飽和モノマーと、（
ＩＩＩ）開始剤、との反応生成物である。本明細書において、用語「シリコーンアクリレ
ート」は、一緒に重合された、シリコーンベースサブ種（sub-species）及びアクリレー
トベースサブ種を含む重合ハイブリッド種（species）を意味する。
【０００７】
　前記ケイ素含有感圧接着剤（Ｉ）はアクリレート又はメタクリレート官能性を含む。ケ
イ素含有感圧接着剤（Ｉ）は、アクリレート官能性だけ、メタクリレート官能性だけ、又
はアクリレート官能性とメタクリレート官能性両方を含んでもよい。ケイ素含有感圧接着
剤はハイブリッド組成物１００重量部に対し、５～９５、あるいは２５～７５重量部の量
でハイブリッド組成物中に存在する。
【０００８】
　ケイ素含有感圧接着剤（Ｉ）は、典型的に（ｉ）感圧接着剤及び（ｉｉ）ケイ素含有キ
ャッピング剤の縮合反応生成物により製造され、前記キャッピング剤はアクリレート又は
メタクリレート官能性をケイ素含有感圧接着剤（Ｉ）に付与する。
【０００９】
　前記感圧接着剤（ｉ）は、（ａ）シリコーン樹脂及び（ｂ）ポリジオルガノシロキサン
の縮合反応生成物を含む。必須ではないが、感圧接着剤（ｉ）は触媒量の縮合触媒を含ん
でもよい。
【００１０】
　感圧接着剤（ｉ）を作り出すに適している、多様なシリコーン樹脂（ａ）及び多様なポ
リジオルガノシロキサン（ｂ）がある。適当なシリコーン樹脂（ａ）及びポリジオルガノ
シロキサン（ｂ）には、以下に限定されないが、Ｋａｎｉｏｓ他の米国特許第６，３３７
，０８６号に開示記載されたものがあり、その開示は参照することにより本明細書にその
まま組み込まれる。
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【００１１】
　典型的なシリコーン樹脂（ａ）は、式Ｒ３

３ＳｉＯ１／２のトリオルガノシロキシ単位
及び式ＳｉＯ４／２の四官能性シロキシ単位を、四官能性シロキシ単位１個に対してトリ
オルガノシロキシ単位約０．６～０．９の比で、含む（式中、各Ｒ３は独立的に１～６個
の炭素原子を有する１価炭化水素ラジカル、例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプ
ロピル、ヘキシル、ヘキセニル、シクロヘキシル、ビニル、アリル、プロペニル及びフェ
ニルを示す）。
【００１２】
　シリコーン樹脂（ａ）中に数モルパーセントのＲ３

２ＳｉＯ単位が存在してもよい、但
し、かかる単位の存在が最終生成物にＰＳＡとして機能する能力を失わせてはならない。
【００１３】
　シリコーン樹脂（ａ）はＤａｕｄｔ他の米国特許第２，６７６，１８２号（１９５４年
４月２０日発行、参照することによりここに組み込まれる）により製造可能であり、それ
に従ってシリカヒドロゾルが低ｐＨにて、Ｒ３

３ＳｉＯ１／２単位のソース、例えばＭｅ

３ＳｉＯＳｉＭｅ３、ＶｉＭｅ２ＳｉＯＳｉＭｅ２Ｖｉ若しくはＭｅＶｉＰｈＳｉＯＳｉ
ＰｈＶｉＭｅなどのヘキサオルガノジシロキサン又はＭｅ３ＳｉＣｌ、Ｍｅ２ＶｉＳｉＣ
ｌ若しくはＭｅＶｉＰｈＳｉＣｌなどのトリオルガノシランで処理される。
【００１４】
　シリコーン樹脂（ａ）は、典型的にはケイ素結合ヒドロキシルラジカル約１～４重量パ
ーセントの範囲にある量でケイ素結合ヒドロキシルラジカルを含有する。ポリジオルガノ
シロキサン（ｂ）をシリコーン樹脂（ａ）と共重合できるために少なくとも相当な、ある
いは少なくとも０．５％のケイ素結合ヒドロキシル含量であるべきである。ケイ素結合ヒ
ドロキシルラジカルは、また、感圧接着剤（ｉ）を化学的に処理するために添加される末
端封鎖剤と反応してもよい。
【００１５】
　シリコーン樹脂（ａ）は一般に、室温では典型的に固体であり、有機溶剤又は化粧品溶
剤の溶液として製造され、通常、しかし必ずしもではないが、使用される、ベンゼン可溶
性樹脂状材料である。シリコーン樹脂（ａ）を溶解するために使用される典型的な有機溶
剤として、ベンゼン、トルエン、キシレン、塩化メチレン、ペルクロロエチレン、ナフサ
ミネラルスピリット及びそれらの混合物が挙げられる。シリコーン樹脂（ａ）を溶解する
ために使用される典型的な化粧品溶剤としては、シクロメチコン、ジメチコン、エタノー
ル、イソプロピルアルコール、鉱油、ヒマワリ油、トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリ
セリルが挙げられる。
【００１６】
　典型的なポリジオルガノシロキサン（ｂ）は末端ＴＲ３ＡＳｉＯ１／２単位を有するＡ
Ｒ３ＳｉＯ単位を含む（式中、各Ａラジカルは独立してＲ３又は１～６個の炭素原子を有
するハロ炭化水素ラジカル、例えばクロロメチル、クロロプロピル、１－クロロ－２－メ
チルプロピル、３，３，３－トリフルオロプロピル及びＦ３Ｃ（ＣＨ２）５ラジカルから
選ばれ、各Ｔラジカルは独立してＲ３、ＯＨ、Ｈ又はＯＲ４からなる群から選ばれ、並び
に各Ｒ４は独立して１～４個の炭素原子を有するアルキルラジカル、例えばメチル、エチ
ル、ｎ－プロピル、及びイソブチルラジカルである）。
【００１７】
　ポリジオルガノシロキサン（ｂ）は２５℃で１００センチポアズ～３０，０００，００
０センチポアズの粘度を有する。２５℃で約１００～１００，０００センチポアズの粘度
を有するポリジオルガノシロキサン（ｂ）は流体からやや粘性のあるポリマーに及ぶ。こ
れらポリジオルガノシロキサン（ｂ）は末端封鎖剤の存在下での縮合前にシリコーン樹脂
（ａ）と予め反応させて、さらに記述されるように、得られる感圧接着剤（ｉ）の粘着・
接着特性を改善することができる。１００，０００センチポアズを超える粘度を有するポ
リジオルガノシロキサン（ｂ）は典型的に予めの反応なしに縮合／末端封鎖工程におかれ
るのがよい。１，０００，０００センチポアズを超える粘度を有するポリジオルガノシロ
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キサン（ｂ）は、よくガムと称される高粘性生成物であり、その粘度はウィリアムス可塑
度（約１０，０００，０００センチポアズ粘度のポリジメチルシロキサンガムが典型的に
２５℃で約１．２７ｍｍ（５０ミル）以上のウィリアムス可塑度を有する）を単位として
しばしば表される。
【００１８】
　ポリジオルガノシロキサン（ｂ）は、典型的に、例えばＭｅ２ＳｉＯ単位、ＰｈＭｅＳ
ｉＯ単位、ＭｅＶｉＳｉＯ単位、Ｐｈ２ＳｉＯ単位、メチルエチルシロキシ単位、３，３
，３－トリフルオロプロピル単位及び１－クロロ－２－メチルプロピル単位などの式ＡＲ
３ＳｉＯを有する。
【００１９】
　あるいは、前記ＡＲ３ＳｉＯ単位はＲ３

２ＳｉＯＲ３Ｒ４ＳｉＯ単位、Ｐｈ２ＳｉＯ単
位及び二つの組合せからなる群から選ばれる。ポリジオルガノシロキサン（ｂ）中に存在
するＲ４ラジカルの少なくとも５０モルパーセントは、メチルラジカルであり、各ポリジ
オルガノシロキサン（ｂ）中に存在するＡＲ３ＳｉＯ単位の全モルの５０モルパーセント
以下がＰｈ２ＳｉＯ単位である。あるいは、各ポリジオルガノシロキサン（ｂ）中に存在
するＡＲ３ＳｉＯ単位の１０モルパーセント以下がＭｅＲ３ＳｉＯ単位であり、各ポリジ
オルガノシロキサン（ｂ）中に存在する残りのＡＲ３ＳｉＯ単位がＭｅ２ＳｉＯ単位であ
る。あるいは、ＡＲ３ＳｉＯ単位の実質的すべてがＭｅ２ＳｉＯ単位である。
【００２０】
　ポリジオルガノシロキサン（ｂ）の末端基のＨ、ＯＨ及びＯＲ４は、アクリレート又は
メタクリレート官能性ケイ素含有キャッピング剤（ｉｉ）との反応部位を与え、またポリ
ジオルガノシロキサン（ｂ）上の別のそのようなラジカルと又はシリコーン樹脂（ａ）に
存在するケイ素結合ヒドロキシル基との縮合部位を与える。ＴがＯＨであるポリジオルガ
ノシロキサン（ｂ）の使用は、前記ポリジオルガノシロキサン（ｂ）がその後シリコーン
樹脂（ａ）と容易に共重合することができるので妥当である。相応しい触媒、例えばクロ
ロシランが用いられたとき発生されるＨＣｌ、又はオルガノシラザンが末端封鎖剤として
用いられたとき発生されるアンモニアの場合、トリオルガノシロキシ（例えば、（ＣＨ３

）３ＳｉＯ１／２又はＣＨ２ＣＨ（ＣＨ３）２ＳｉＯ１／２などのＲ３
３ＳｉＯ１／２）

単位末端ポリジオルガノシロキサン（ｂ）、は、縮合反応が加熱で行われるとトリオルガ
ノシロキシ単位の一部が切断されるので、使用することができる。前記切断はケイ素結合
ヒドロキシルラジカルを露出し、その後それがシリコーン樹脂（ａ）中のケイ素結合ヒド
ロキシルラジカルと、末端封鎖トリオルガノシリル単位と、又は、Ｈ、ＯＨ若しくはＯＲ
４ラジカル若しくは切断反応により露出されたケイ素結合ヒドロキシルラジカルを含有す
る別のポリジオルガノシロキサン（ｂ）と縮合することができる。異なる置換ラジカルを
含有するポリジオルガノシロキサン（ｂ）の混合物をまた使用することもできる。
【００２１】
　感圧接着剤（ｉ）が過酸化物で又はシリコーン樹脂（ａ）若しくはポリジオルガノシロ
キサン（ｂ）中に存在する脂肪族不飽和ラジカルを介して硬化されることになるとき、シ
リコーン樹脂（ａ）が脂肪族不飽和ラジカルを含有するなら、ポリジオルガノシロキサン
（ｂ）はかかるラジカルを含むべきでなく、逆も同様である。両成分が脂肪族不飽和ラジ
カルを含有するならば、かかるラジカルを介しての硬化は感圧接着剤として機能しない生
成物をもたらす可能性がある。
【００２２】
　感圧接着剤（ｉ）は、３０～８０、あるいは４０～７５重量部のシリコーン樹脂（ａ）
及び２０～７０、あるいは２５～６０重量部のポリジオルガノシロキサン（ｂ）を用いて
製造される。必須ではないが、感圧接着剤（ｉ）は触媒量の縮合触媒を含んでもよい。
【００２３】
　ケイ素結合ヒドロキシル基（すなわち、シラノール）を含む感圧接着剤（ｉ）及びケイ
素含有キャッピング剤（ｉｉ）が縮合して、ケイ素含有感圧接着剤（Ｉ）を製造する。ケ
イ素含有キャッピング剤（ｉｉ）が感圧接着剤（ｉ）と反応した時点で、ケイ素含有感圧
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接着剤（Ｉ）中のシラノール濃度は典型的に５，０００～１５，０００、より典型的に８
，０００～１３，０００ｐｐｍである。
【００２４】
　感圧接着剤（ｉ）はケイ素含有感圧接着剤（Ｉ）中にケイ素含有感圧接着剤（Ｉ）の固
形重量％に基づいて８５．０～９９．９、あるいは９０．０～９９．８、あるいは５０～
６５あるいは６０重量部の量で存在し、ケイ素含有キャッピング剤（ｉｉ）はケイ素含有
感圧接着剤（Ｉ）中にケイ素含有感圧接着剤（Ｉ）の固形重量％に基づいて０．１～１５
、あるいは０．２～１０重量部の量で存在する。
【００２５】
　ケイ素含有キャッピング剤（ｉｉ）は、感圧接着剤（ｉ）が既に生成された後、すなわ
ち感圧接着剤（ｉ）を組成するシリコーン樹脂（ａ）及びポリジオルガノシロキサン（ｂ
）が縮合反応した後に、感圧接着剤（ｉ）と反応させるために導入するのがよい。
【００２６】
　あるいは、ケイ素含有キャッピング剤（ｉｉ）は、感圧接着剤（ｉ）を生成するために
シリコーン樹脂（ａ）とポリジオルガノシロキサン（ｂ）が反応している際にケイ素含有
キャッピング剤（ｉｉ）が存在するように、シリコーン樹脂（ａ）及びポリジオルガノシ
ロキサン（ｂ）とその場で反応させるのでもよい。つまり、このその場シナリオでは、ケ
イ素含有キャッピング剤（ｉｉ）は感圧接着剤（ｉ）を生成するためのシリコーン樹脂（
ａ）とポリジオルガノシロキサン（ｂ）との反応前又は反応中のどちらかに導入される。
【００２７】
　ケイ素含有キャッピング剤（ｉｉ）は、アクリレート官能性シラン、アクリレート官能
性シラザン、アクリレート官能性ジシラザン、アクリレート官能性ジシロキサン、メタク
リレート官能性シラン、メタクリレート官能性シラザン、メタクリレート官能性ジシラザ
ン、メタクリレート官能性ジシロキサン、及びこれらの組合せの群から選ばれる。
【００２８】
　ケイ素含有キャッピング剤（ｉｉ）は一般式（ＸＹＲ２Ｓｉ）２Ｄと記述することがで
きる（式中、Ｘは一般式Ａ’Ｅ－の１価ラジカルであり（式中、Ｅは－Ｏ－又は－ＮＨ－
であり、Ａ’はアクリル基又はメタクリル基である）、Ｙは１～６個の炭素原子を有する
２価アルキレンラジカルであり、Ｒはメチル又はフェニルラジカルであり、Ｄは２価又は
３価の有機加水分解性ラジカルである）。あるいは、Ｄは－Ｏ－又は－ＮＨ－である。あ
るいは、この特定のケイ素含有キャッピング剤（ｉｉ）は、ビス（３－メタクリロキシプ
ロピル）テトラメチルジシラザン、ビス（３－アクリロキシプロピル）テトラメチルジシ
ラザン、ビス（３－メタクリロキシプロピル）テトラメチルジシロキサン、ビス（３－ア
クリロキシプロピル）テトラメチルジシロキサン及びこれらの組合せの群から選んでもよ
い。
【００２９】
　あるいは、ケイ素含有キャッピング剤（ｉｉ）は一般式ＸＹＲ’ｂＳｉＺ３－ｂと記述
することができる（式中、Ｒ’はメチル又はフェニルラジカルであり、Ｚは１価加水分解
性有機ラジカル又はハロゲンであり、ｂは０、１又は２である）。あるいは、１価加水分
解性有機ラジカルは一般式Ｒ”Ｏ－（式中、Ｒ”はアルキレンラジカルである）である。
この特定のケイ素含有キャッピング剤（ｉｉ）は、３－メタクリロキシプロピルジメチル
クロロシラン、３－メタクリロキシプロピルジクロロシラン、３－メタクリロキシプロピ
ルトリクロロシラン、３－メタクリロキシプロピルジメチルメトキシシラン、３－メタク
リロキシプロピルメチルジメトキシシラン、３－メタクリロキシプロピルトリメトキシシ
ラン、３－メタクリロキシプロピルジメチルエトキシシラン、３－メタクリロキシプロピ
ルメチルジエトキシシラン、３－メタクリロキシプロピルトリエトキシシラン、（メタク
リロキシメチル）ジメチルメトキシシラン、（メタクリロキシメチル）メチルジメトキシ
シラン、（メタクリロキシメチル）トリメトキシシラン、（メタクリロキシメチル）ジメ
チルエトキシシラン、（メタクリロキシメチル）メチルジエトキシシラン、メタクリロキ
シメチルトリエトキシシラン、メタクリロキシプロピルトリイソプロポキシシラン、３－
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メタクリロキシプロピルジメチルシラザン、３－アクリロキシプロピルジメチルクロロシ
ラン、３－アクリロキシプロピルジクロロシラン、３－アクリロキシプロピルトリクロロ
シラン、３－アクリロキシプロピルジメチルメトキシシラン、３－アクリロキシプロピル
メチルジメトキシシラン、３－アクリロキシプロピルトリメトキシシラン、３－アクリロ
キシプロピルジメチルシラザン、及びこれらの組合せの群から選んでもよい。
【００３０】
　第２ケイ素含有キャッピング剤（ｉｉｉ）が前記ケイ素含有キャッピング剤（ｉｉ）と
ともに使用されてもよい。この第２ケイ素含有キャッピング剤（ｉｉｉ）が、アクリレー
トやメタクリレート官能性を含まず、末端封鎖トリオルガノシリル単位を発生可能である
ことから、第２ケイ素含有キャッピング剤（ｉｉｉ）はケイ素含有キャッピング剤（ｉｉ
）と区別できる。含まれる場合、第２ケイ素含有キャッピング剤（ｉｉｉ）は、ケイ素含
有キャッピング剤（ｉｉ）及び感圧接着剤（ｉ）と一緒に、ケイ素含有感圧接着剤（Ｉ）
を生成する反応に寄与する。適する第２ケイ素含有キャッピング剤（ｉｉｉ）としては、
以下に限定されないが、Ｋａｎｉｏｓ他の米国特許第６，３３７，０８６号に記述されて
いるものであり、その開示はこれらケイ素含有キャッピング剤（ｉｉｉ）の教示のため参
照したことにより既に組み込まれている。
【００３１】
　前記エチレン不飽和モノマー（ＩＩ）は、ケイ素含有感圧接着剤（Ｉ）及び開始剤（Ｉ
ＩＩ）とともに反応して本発明のシリコーンアクリレートハイブリッド組成物を生成する
反応物である。
【００３２】
　エチレン不飽和モノマー（ＩＩ）はシリコーンアクリレートハイブリッド組成物１００
重量部に対し、５～９５、あるいは２５～７５重量部の量でシリコーンアクリレートハイ
ブリッド組成物中に存在する。
【００３３】
　エチレン不飽和モノマー（ＩＩ）は少なくとも１つの炭素－炭素二重結合を有する任意
のモノマーでよい。本発明に用いられるエチレン不飽和モノマー（ＩＩ）は脂肪族アクリ
レート、脂肪族メタクリレート、脂環式アクリレート、脂環式メタクリレート、及びこれ
らの組合せの群から選ばれる化合物でよい。前記化合物のそれぞれ、脂肪族アクリレート
、脂肪族メタクリレート、脂環式アクリレート、及び脂環式メタクリレートは、最高で２
０個までの炭素原子を含むことができるアルキルラジカルを含むことを理解するべきであ
る。
【００３４】
　エチレン不飽和モノマー（ＩＩ）の一つとして選択され得る脂肪族アクリレートは、メ
チルアクリレート、エチルアクリレート、プロピルアクリレート、ｎ－ブチルアクリレー
ト、イソ－ブチルアクリレート、第三級ブチルアクリレート、ヘキシルアクリレート、２
－エチルヘキシルアクリレート、イソ－オクチルアクリレート、イソ－ノニルアクリレー
ト、イソ－ペンチルアクリレート、トリデシルアクリレート、ステアリルアクリレート、
ラウリルアクリレート、及びこれらの混合物からなる群から選ばれる。エチレン不飽和モ
ノマーの一つとして選択され得る脂肪族メタクリレートは、メチルメタクリレート、エチ
ルメタクリレート、プロピルメタクリレート、ｎ－ブチルメタクリレート、イソ－ブチル
メタクリレート、第３級ブチルメタクリレート、ヘキシルメタクリレート、２－エチルヘ
キシルメタクリレート、イソ－オクチルメタクリレート、イソ－ノニルメタクリレート、
イソ－ペンチルメタクリレート、トリデシルメタクリレート、ステアリルメタクリレート
、ラウリルメタクリレート、及びこれらの混合物からなる群から選ばれる。エチレン不飽
和モノマーの一つとして選択できる脂環式アクリレートは、シクロヘキシルアクリレート
であり、エチレン不飽和モノマーの一つとして選択できる脂環式メタクリレートはシクロ
ヘキシルメタクリレートである。スチレンもまた選ぶことができる。
【００３５】
　ここで極性モノマーとして記述される、ある種の別のモノマーをエチレン不飽和モノマ
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ー（ＩＩ）として使用することができ、ヒドロキシル官能性などの追加の官能性を含んで
もよい。ここに用いられる極性モノマーは、例えばヒドロキシル、アルコキシ、アミノ、
及びアルケニル複素環などの極性基を少なくとも１つ有するアクリル又はメタクリルモノ
マーである。本発明に有用な、これら極性モノマーの例として、以下に限定されないが、
ラジカル重合により重合可能な、両性、アニオン性、カチオン性又はアニオン質の親水性
エチレン不飽和モノマーがある。これら極性モノマーのさらなる具体例として、以下に限
定されないが、アクリル酸、メタクリル酸、イタコン酸、ビニル酢酸、ヒドロキシエチル
アクリレート、ヒドロキシエチルメタクリレート、ヒドロキシプロピルアクリレート、ヒ
ドロキシプロピルメタクリレート、メトキシエチルアクリレート、メトキシエチルメタク
リレート、アミノエチルアクリレート、アミノエチルメタクリレート、２－Ｎ，Ｎ，Ｎ－
トリメチルアンモニウムエチルアクリレート、２－Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルアンモニウム
エチルメタクリレート、アクリロニトリル、メタクリロニトリル、Ｎ，Ｎ－ジメチルアク
リルアミド、Ｎ－ｔ－ブチルアクリルアミド、アクリルアミド、Ｎ－ビニルピロリドン、
２－アクリルアミド－２－メチルプロパンスルホン酸、又はそれらの塩などが挙げられる
。
【００３６】
　エチレン不飽和モノマー（ＩＩ）及びケイ素含有感圧接着剤（Ｉ）は、開始剤（ＩＩＩ
）の存在下、重合される。開始剤（ＩＩＩ）の存在下、エチレン不飽和モノマー（ＩＩ）
とケイ素含有感圧接着剤（Ｉ）の重合は５０～１００℃、あるいは６５～９０℃の温度で
行われるのがよい。
【００３７】
　シリコーンアクリレートハイブリッド組成物を製造する方法は、バッチ法、半連続法、
又は連続法を用いることができる。
【００３８】
　必須ではないが、ケイ素含有感圧接着剤（Ｉ）、エチレン不飽和モノマー（ＩＩ）及び
開始剤（ＩＩＩ）は、重合工程前に混合して反応混合物を予め形成（プレ反応混合物）し
てもよく、このプレ反応混合物は重合工程前に溶剤と混合されてもよい。これらの任意工
程が行われるなら、重合は当然、プレ反応混合物が溶剤と混合された後、プレ反応混合物
中の成分で起こる。
【００３９】
　ケイ素含有感圧接着剤（Ｉ）及びエチレン不飽和モノマー（ＩＩ）の重合を開始するた
め、本発明の使用に意図される多くの異なる開始機構があることを理解するべきである。
しかしながら、典型的な開始剤（ＩＩＩ）は当技術分野全体にわたってフリーラジカル開
始剤として知られているものである。フリーラジカル開始剤には、過酸化物、アゾ化合物
、レドックス開始剤、及び光開始剤がある。本発明の用途に関して典型的なフリーラジカ
ル開始剤は過酸化物、アゾ化合物及びそれらの組合せの群から選ばれる。
【００４０】
　開始剤（ＩＩＩ）はシリコーンアクリレートハイブリッド組成物中に、ハイブリッド組
成物１００重量部に対し、０．００５～３、あるいは０．０１～２重量部の量で存在する
。
【００４１】
　エチレン不飽和モノマー（ＩＩ）とケイ素含有感圧接着剤（Ｉ）との重合の間、シリコ
ーン対アクリルの比は十分制御でき、所望通りに最適化できる。シリコーン対アクリルの
比を制御することは、シリコーンアクリレートハイブリッド組成物の最終用途によりシリ
コーンアクリレートハイブリッド組成物を最適化することができるので、望ましい。メカ
ニズムの説明例は、単数又は複数のエチレン不飽和モノマー（ＩＩ）のケイ素含有感圧接
着剤（Ｉ）への比率制御された添加である。ある用途では、アクリレートベースサブ種又
は全体アクリル含量を超える、シリコーンベースサブ種又は全体シリコーン含量を有する
ことが望ましいことである。別の用途では、その逆も間違えではないため望ましいことで
ある。最終用途と無関係に、ケイ素含有感圧接着剤（Ｉ）が、シリコーンアクリレートハ
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イブリッド組成物１００重量部に対し、５～９５、あるいは２５～７５重量部の量でシリ
コーンアクリレートハイブリッド組成物中に存在することは典型的である。
【００４２】
　溶剤は、十分な混合及び熱伝導を可能にする反応混合物の粘度低下のために、シリコー
ンアクリレートハイブリッド組成物を製造する重合の間に用いることができる。溶剤は反
応成分に不活性であり、それ自体反応を妨害しない、任意の適する物質で差し支えない。
適する溶剤として、以下に限定されないが、ヘキサン及びヘプタンなどの脂肪族炭化水素
；メタノール、エタノール及びブタノールなどのアルコール；アセトン、メチルエチルケ
トン及びメチルイソブチルケトンなどのケトン；酢酸エチル、酢酸ｎ－ブチル及び酢酸ｉ
－ブチルなどのエステル；オクタメチルシクロテトラシロキサン、デカメチルシクロペン
タシロキサン及びヘキサメチルジシロキサンなどの低粘度シリコーンオイル（直鎖状、環
状又は分岐状構造を有し、２５０℃未満の沸点及び１００センチポアズ未満の粘度を有す
る）；並びに上記溶剤の２種以上の混合物が挙げられる。使用される場合、溶剤の量は、
反応物及び溶剤の合計量に基づいて３０～９５、あるいは４０～７０重量部の量で存在す
る。
【００４３】
　前記重合はエマルジョン中で生じることができ、得られるシリコーンアクリレートハイ
ブリッド組成物は水中シリコーン型エマルジョンを形成する。ケイ素含有感圧接着剤（Ｉ
）、エチレン不飽和モノマー（ＩＩ）及び開始剤（ＩＩＩ）は混ぜ合わせ、乳化すること
ができ、重合工程の前にプレ反応混合物を生成する。それらは乳化工程の前に溶剤と混合
してもよい。これら任意工程が行われたときは、プレ反応混合物が水中で乳化された後、
重合はプレ反応混合物の成分で生じる。エマルジョンは、以下に限定されないが、機械的
エマルジョン、二軸押出、乳化剤又は界面活性剤又は増粘剤で安定化されたエマルジョン
、及びピッカリングエマルジョンなど、当業者により知られている種々の乳化技術により
得ることができる。
【００４４】
　重合の分子量が制御又は限定されることになる場合、連鎖移動剤が用いられ得る。連鎖
移動剤は当業界では公知であり、メルカプタン例えば１－ブタンチオール及びドデカンチ
オールを挙げることができる。使用される場合、連鎖移動剤の量はシリコーンアクリレー
トハイブリッド組成物１００重量部あたり約０～０．５重量部である。
【００４５】
　シリコーンアクリレートハイブリッド組成物が製造された時点で、パーソナルケア組成
物に有用である少なくとも１つの成分と混合される。
【００４６】
　パーソナルケア成分とはパーソナルケアの分野で有用な成分である。関係する成分は、
具体的には皮膚のケア、例えば、保湿、洗浄、ディープクレンジング、引き締め（tighte
ning）、トーニング（toning）、皮膚美白、保護（具体的には紫外線又は冷気及び大気汚
染などの他の攻撃因子に対する保護）、老化防止（具体的には皺取り及び／又はファーミ
ング（firming））及び痩身ケア；毛髪のケア、例えばコンディショニング、カラーリン
グ、縮毛矯正、ボリューマイジング（volumizing）、光沢；爪のケア、例えばハードニン
グ及びカラーリング、に用いられる成分である。
【００４７】
　パーソナルケア成分としては、皮膚軟化剤、ろう、保湿剤、界面活性剤若しくは洗浄剤
若しくは乳化剤などの界面活性物質、皮脂吸収剤又は皮脂調整剤、野菜抽出物又は植物抽
出物、顔料、着色剤、増粘剤、シリコーンコンディショニング剤、カチオン性コンディシ
ョニング剤、紫外線吸収剤及び日焼け防止剤、防腐剤、フケ防止剤、ビタミン、タンパク
質とアミノ酸及びそれらの誘導体、毛髪染料、ネイルケア成分、芳香剤、ｐＨ調整剤、化
粧品用殺生物剤、酸化防止剤、酸化剤、還元剤、皮膚漂白剤、皮膚保護剤、並びに、水若
しくはそれらの混合物などの、美容上受け入れられる媒質が挙げられる。
【００４８】
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　パーソナルケア組成物に使用可能な追加成分として、制汗剤、脂肪アルコール、カラー
ケア添加剤、真珠光沢剤、電解質、キレート化剤、被膜形成剤、スタイリング剤、セラミ
ド、懸濁化剤などがある。
【００４９】
　皮膚軟化剤の例として、揮発性又は非揮発性シリコーンオイル；ポリプロピルシルセス
キオキサン及びフェニルトリメチコンなどのシリコーン樹脂；ジメチコンクロスポリマー
などのシリコーンエラストマー；Ｃ３０～４５アルキルメチコンなどのアルキルメチルシ
ロキサン；スクアレン、パラフィンオイル、ペトロラタムオイル、及びナフタレン油など
の揮発性又は非揮発性炭化水素化合物；水素化又は部分水素化ポリイソブテン；イソエイ
コサン；スクアラン；イソパラフィン；イソドデカン；イソデカン又はイソヘキサ－デカ
ン；分岐Ｃ８～Ｃｉ６エステル；ネオペンタン酸イソヘキシル；イソノナン酸イソノニル
、オクタン酸セトステアリル、ミリスチン酸イソプロピル、パルミチン酸エステル誘導体
、ステアリン酸エステル誘導体、イソステアリン酸イソステアリル、及びヘプタン酸エス
テル、オクタン酸エステル、デカン酸エステル又はリシノール酸エステルのアルコール若
しくは多価アルコール又はそれらの混合物などのエステル油；小麦胚芽、ヒマワリ、ブド
ウ種子、ひまし、シア（shea）、アボカド、オリーブ、大豆、スウィートアーモンド、ヤ
シ、菜種、綿実、ヘーゼルナッツ、マカダミア、ホホバ、クロフサスグリの実、オオマツ
ヨイグサなどの植物起源炭化水素油；又は、カプリル／カプリン酸のトリグリセリド；オ
レイン酸、リノール酸又はリノレン酸などの高級脂肪酸が挙げられる。
【００５０】
　ろうの例として、蜜ろう、ラノリンろう、米ろう、カルナウバろう、キャンデリラろう
、ミクロクリスタリンろう、パラフィン、地ろう、ポリエチレンワックスなどの炭化水素
ろうが挙げられる。
【００５１】
　保湿剤の例として、プロピレングリコール及びブチレングリコ－ルなどの低分子量脂肪
族ジオール；グリセリン及びソルビトールなどのポリオール；並びにポリエチレングリコ
ール２００などのポリオキシエチレンポリマー；ヒアルロン酸及びその誘導体が挙げられ
る。
【００５２】
　界面活性物質又は乳化剤はアニオン性、カチオン性又は非イオン性でもよく、例として
、ジメチコンコポリオールなどの有機変性シリコーン；グリセロールのオキシエチレン化
及び／又はオキシプロピレン化エーテル；セテアレス－３０、Ｃ１２～１５パレス－７な
どの脂肪アルコールのオキシエチレン化及び／又はオキシプロピレン化エーテル；ＰＥＧ
－５０ステアラート、ＰＥＧ－４０モノステアラートなどのポリエチレングリコールの脂
肪酸エステル；スクロースステアラート、スクロースココエート及びソルビタンステアラ
ートなどのサッカリドエステル及びエーテル並びにそれらの混合物；ＤＥＡオレス－１０
ホスファートなどのリン酸エステル及びそれらの塩；ジナトリウムＰＥＧ－５シトレート
ラウリルスルホサクシネート及びジナトリウムリシノールアミドＭＥＡスルホサクシネー
トなどのスルホサクシネート；ナトリウムラウリルエーテルスルファートなどのアルキル
エーテルスルファート；イセチオネート；ベタイン誘導体が挙げられる。
【００５３】
　皮脂吸収剤又は皮脂調整剤の例として、シリカシリレート、シリカジメチルシリレート
、ジメチコン／ビニルジメチコンクロスポリマー、ポリメチルメタクリレート、架橋メチ
ルメタクリレート及びアルミニウムデンプンオクテニルサクシネートが挙げられる。
【００５４】
　野菜抽出物又は植物抽出物の例は、ココナッツ、緑茶、白茶、紅茶、ツクシ、ヒマワリ
、小麦胚芽、オリーブ、ブドウ、ザクロ、アンズ、ニンジン、トマト、タバコ、豆、ジャ
ガイモ、小豆、アセンヤクノキ、オレンジ、キュウリ、アボカド、スイカ、バナナ、レモ
ン又はヤシなどの植物（草、根、花、実又は種）から、油又は水に溶けた状態で抽出され
る。草本抽出物の例として、ディル、ワサビダイコン、オートムギ、ニーム、ビート、ブ
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ロッコリー、茶、カボチャ、大豆、大麦、クルミ、亜麻、朝鮮ニンジン、ケシ、アボカド
、エンドウ豆又はゴマが挙げられる。
【００５５】
　顔料及び着色剤の例として、表面処理又は未処理酸化鉄、表面処理又は未処理二酸化チ
タン、表面処理又は未処理マイカ、酸化銀、ケイ酸塩、酸化クロム、カロチノイド、カー
ボンブラック、クロロフィリン誘導体及び黄土が挙げられる。
【００５６】
　増粘剤の例として、アクリルアミドコポリマー、アクリレートコポリマー及びそれらの
塩、キサンタンガム及びその誘導体、セルロースガム及びセルロース誘導体、カルボマー
、カシアガム、グァーガム、コカミド誘導体、アルキルアルコール、ゼラチン、ＰＥＧ誘
導体が挙げられる。
【００５７】
　毛髪用シリコーンコンディショニング剤の例として、シリコーンオイル；シリコーンガ
ム及びそれらの混合物又はエマルジョン；アモジメチコン、アミノプロピルフェニルトリ
メチコン、フェニルトリメチコン、トリメチルペンタフェニルトリシロキサン、シリコー
ンクオタニウム－１６／グリシドキシジメチコンクロスポリマー、シリコーンクオタニウ
ム－１６などの有機変性シリコーンオイル及びそれらの混合物又はエマルジョンが挙げら
れる。
【００５８】
　カチオン性コンディショニング剤の例として、グァー誘導体、セルロースエーテルの第
４級窒素誘導体；塩化ジメチルジアリルアンモニウムのホモポリマー；アクリルアミドと
塩化ジメチルジアリルアンモニウムとのコポリマー；エステル結合又はアミド結合により
ポリマーに結合したカチオン性窒素官能基を含有するアクリル酸又はメタクリル酸から誘
導されたホモポリマー又はコポリマー；Ｎ，Ｎ’－ビス－（２，３－エポキシプロピル）
－ピペラジン又はピペラジン－ビス－アクリルアミド及びピペラジンの重縮合生成物；並
びにビニルピロリドンと第４級窒素官能性を有するアクリル酸エステルとのコポリマーが
挙げられる。具体的な物質としては、種々のポリクェート（polyquats）、ポリクオタニ
ウム－７、ポリクオタニウム－８、ポリクオタニウム－１０、ポリクオタニウム－１１、
及びポリクオタニウム－２３がある。他の種類のコンディショナーには、塩化セチルトリ
メチルアンモニウム、臭化セチルトリメチルアンモニウム、及び塩化ステリアルトリメチ
ルアンモニウムなどのカチオン界面活性剤がある。
【００５９】
　紫外線吸収剤及び日焼け防止剤には、約２９０～３２０ナノメートルの紫外線（ＵＶ－
Ｂ領域）を吸収するものと、３２０～４００ナノメートル範囲の紫外線（ＵＶ－Ａ領域）
を吸収するものとがある。
【００６０】
　日焼け防止剤のいくつかの例は、アミノ安息香酸、シノキサート、ジエタノールアミン
メトキシシンナマート、ジガロイルトリオレアート、ジオキシベンゾン、エチル－４－［
ビス（ヒドロキシプロピル）］アミノベンゾアート、グリセリルアミノベンゾアート、ホ
モサラート、ジヒドロキシアセトンを有するローソン、メンチルアントラニラート、オク
トクリレン、エチルヘキシルメトキシシンナマート、オクチルサリチラート、オキシベン
ゾン、パラジマートＯ、フェニルベンズイミダゾールスルホン酸、赤色ペトロラタム、ス
リソベンゾン、二酸化チタン、及びトロラミンサリチラートである。
【００６１】
　ＵＶ吸収剤のいくつかの例は、アセトアミノサロール、アラントインＰＡＢＡ、ベンザ
ルフタリド、ベンゾフェノン、ベンゾフェノン１－１２、３－ベンジリデンカンファー、
ベンジリデンカンファー加水分解コラーゲンスルホンアミド、ベンジリデンカンファース
ルホン酸、ベンジルサリチラート、ボルネロン、ブメトリオゾール（bumetriozole）、ブ
チルメトキシジベンゾイルメタン、ブチルＰＡＢＡ、セリア／シリカ、セリア／シリカタ
ルク、シノキサート、ＤＥＡ－メトキシシンナメート、ジベンゾオキサゾールナフタレン
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、ジ－ｔ－ブチルヒドロキシベンジリデンカンファー、ジガロイルトリオレアート、ジイ
ソプロピルメチルシンナマート、ジメチルＰＡＢＡエチルセテアリルジモニウムトシラー
ト、ジオクチルブタミドトリアゾン、ジフェニルカルボメトキシアセトキシナフトピラン
、ビスエチルフェニルトリアミノトリアジンスチルベンジスルホン酸二ナトリウム、ジス
チリルビフェニルトリアミノトリアジンスチルベンジスルホン酸二ナトリウム、ジスチリ
ルビフェニルジスルホン酸二ナトリウム、ドロメトリゾール、ドロメトリゾールトリシロ
キサン、エチルジヒドロキシプロピルＰＡＢＡ、エチルジイソプロピルシンナマート、エ
チルメトキシシンナマート、エチルＰＡＢＡ、ウロカニン酸エチル、エトロクリレンフェ
ルラ酸、グリセリルオクタノアートジメトキシシンナマート、グリセリルＰＡＢＡ、グリ
コールサリチラート、ホモサラート、イソアミルｐ－メトキシシンナマート、イソプロピ
ルベンジルサリチラート、イソプロピルジベンゾリルメタン、イソプロピルメトキシシン
ナマート、メンチルアントラニラート、メンチルサリチラート、４－メチルベンジリデン
、カンファー、オクトクリレン、オクトリゾール、オクチルジメチルＰＡＢＡ、エチルヘ
キシルメトキシシンナマート、オクチルサリチラート、オクチルトリアゾン、ＰＡＢＡ、
ＰＥＧ－２５　ＰＡＢＡ、ペンチルジメチルＰＡＢＡ、フェニルベンゾイミダゾールスル
ホン酸、ポリアクリルアミドメチルベンジリデンカンファー、メトキシケイ皮酸カリウム
、フェニルベンゾイミダゾールスルホン酸カリウム、赤色ペテロラタム、フェニルベンゾ
イミダゾールスルホン酸ナトリウム、ウロカニン酸ナトリウム、ＴＥＡ－フェニルベンゾ
イミダゾールスルホネート、ＴＥＡ－サリチラート、テレフタリリデンジカンファースル
ホン酸、二酸化チタン、トリＰＡＢＡパンテノール、ウロカニン酸、及びＶＡ／クロトネ
ート／メタクリルオキシベンゾフェノン－１コポリマーがある。
【００６２】
　防腐剤及び化粧品用殺生物剤の例として、パラベン誘導体、ヒダントイン誘導体、クロ
ルヘキシジン及びその誘導体、イミダゾリジニル尿素、フェノキシエタノール、銀誘導体
、サリチラート誘導体、トリクロサン、亜鉛ピリチオン、及びそれらの混合物が挙げられ
る。
【００６３】
　フケ防止剤の例として、ピリジンチオン塩、二硫化セレンなどのセレン化合物、及び可
溶性フケ防止剤が挙げられる。
【００６４】
　ビタミンの例としては、アルコール、酸、ステロール、及びキノンなどの種々の異なる
有機化合物がある。それらは２つの溶解性群：脂溶性ビタミンと水溶性ビタミンに分類す
ることができる。パーソナルケア処方において有用性のある脂溶性ビタミンには、レチノ
ール（ビタミンＡ）、エルゴカルシフェロール（ビタミンＤ２）、コレカルシフェロール
（ビタミンＤ３）、フィトナジオン（ビタミンＫ１）、及びトコフェロール（ビタミンＥ
）がある。パーソナルケア処方において有用性のある水溶性ビタミンには、アスコルビン
酸（ビタミンＣ）、チアミン（ビタミンＢ１）、ナイアシン（ニコチン酸）、ナイアシン
アミド（ビタミンＢ３）、リボフラビン（ビタミンＢ２）、パントテン酸（ビタミンＢ５
）、ビオチン、葉酸、ピリドキシン（ビタミンＢ６）、及びシアノコバラミン（ビタミン
Ｂ１２）がある。ビタミンの追加例として、ビタミンの誘導体、例えば、パルミチン酸レ
チニル（ビタミンＡパルミテート）、酢酸レチニル（ビタミンＡアセテート）、リノール
酸レチニル（ビタミンＡリノレート）、プロピオン酸レチニル（ビタミンＡプロピオネー
ト）、酢酸トコフェリル（ビタミンＥアセテート）、リノール酸トコフェリル（ビタミン
Ｅリノレート）、コハク酸トコフェリル（ビタミンＥスクシナート）、トコフェレス－５
、トコフェレス－１０、トコフェレス－１２、トコフェレス－１８、トコフェレス－５０
（エトキシ化ビタミンＥ誘導体）、ＰＰＧ－２トコフェレス－５、ＰＰＧ－５トコフェレ
ス－２、ＰＰＧ－１０トコフェレス－３０、ＰＰＧ－２０トコフェレス－５０、ＰＰＧ－
３０トコフェレス－７０、ＰＰＧ－７０トコフェレス－１００（プロポキシル化及びエト
キシル化ビタミンＥ誘導体）、トコフェリルリン酸ナトリウム、パルミチン酸アスコルビ
ル、ジパルミチン酸アスコルビル、アスコルビルグルコシド、テトライソパルミチン酸ア
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スコルビル、アスコルビン酸テトラヘキサデシル、マレイン酸アスコルビルトコフェリル
、アスコルビルトコフェリルリン酸カリウム又はニコチン酸トコフェリルが挙げられる。
【００６５】
　タンパク質又はアミノ酸及びそれらの誘導体として、小麦、大豆、米、トウモロコシ、
ケラチン、エラスチン又は絹から抽出されたものがある。ほとんどのタンパク質は加水分
解形態であり、また第４級化することができる。
【００６６】
　毛髪用染料の例として、１－アセトキシ－２－メチルナフタレン；酸性染料；５－アミ
ノ－４－クロロ－ｏ－クレゾール；５－アミノ－２，６－ジメトキシ－３－ヒドロキシピ
リジン；３－アミノ－２，６－ジメチルフェノール；２－アミノ－５－エチルフェノール
ＨＣｌ；５－アミノ－４－フルオロ－２－メチルフェノールスルファート；２－アミノ－
４－ヒドロキシエチルアミノアニソール；２－アミノ－４－ヒドロキシエチルアミノアニ
ソールスルファート；２－アミノ－５－ニトロフェノール；４－アミノ－２－ニトロフェ
ノール；４－アミノ－３－ニトロフェノール；２－アミノ－４－ニトロフェノールスルフ
ァート；ｍ－アミノフェノールＨＣｌ；ｐ－アミノフェノールＨＣｌ；ｍ－アミノフェノ
ール；ｏ－アミノフェノール；４，６－ビス（２－ヒドロキシエトキシ）－ｍ－フェニレ
ンジアミンＨＣｌ；２，６－ビス（２－ヒドロキシエトキシ）－３，５－ピリジンジアミ
ンＨＣｌ；２－クロロ－６－エチルアミノ－４－ニトロフェノール；２－クロロ－５－ニ
トロ－Ｎ－ヒドロキシエチル－ｐ－フェニレンジアミン；２－クロロ－ｐ－フェニレンジ
アミン；３，４－ジアミノ安息香酸；４，５－ジアミノ－１－（（４－クロロフェニル）
メチル）－１Ｈ－ピラゾールスルファート；２，３－ジアミノジヒドロピラゾロピラゾロ
ンジメトスルホナート；２，６－ジアミノピリジン；２，６－ジアミノ－３－（（ピリジ
ン－３－イル）アゾ）ピリジン；ジヒドロキシインドール；ジヒドロキシインドリン；Ｎ
，Ｎ－ジメチル－ｐ－フェニレンジアミン；２，６－ジメチル－ｐ－フェニレンジアミン
；Ｎ，Ｎ－ジメチル－ｐ－フェニレンジアミンスルファート；直接染料；４－エトキシ－
ｍ－フェニレンジアミンスルファート；３－エチルアミノ－ｐ－クレゾールスルファート
；Ｎ－エチル－３－ニトロＰＡＢＡ；グルコアミドプロピルアミノプロピルジメチコン；
アカミノキ（Haematoxylon brasiletto）木材抽出物；ＨＣ染料；ヘンナエキス（Lawsoni
a inermis（Henna）extract）；ヒドロキシエチル－３，４－メチレンジオキシアニリン
ＨＣｌ；ヒドロキシエチル－２－ニトロ－ｐ－トルイジン；ヒドロキシエチル－ｐ－フェ
ニレンジアミンスルファート；２－ヒドロキシエチルピクラミン酸；ヒドロキシピリジノ
ン；分岐脂肪酸（Ｃ２１～２２）ヒドロキシスクシンイミジル（hydroxysuccinimidyl C2
1-22 isoalkyl acidate）、イサチン；アイサティス・ティンクトリア葉粉；２－メトキ
シメチル－ｐ－フェニレンジアミンスルファート；２－メトキシ－ｐ－フェニレンジアミ
ンスルファート；６－メトキシ－２，３－ピリジンジアミンＨＣｌ；４－メチルベンジル
－４，５－ジアミノピラゾールスルファート；２，２’－メチレンビス－４－アミノフェ
ノール；２，２’－メチレンビス－４－アミノフェノールＨＣｌ；３，４－メチレンジオ
キシアニリン；２－メチルレソルシノール；メチルロサニリニウムクロリド；１，５－ナ
フタレンジオール；１，７－ナフタレンジオール；３－ニトロ－ｐ－クレゾール；２－ニ
トロ－５－グリセリルメチルアニリン；４－ニトログアヤコール；３－ニトロ－ｐ－ヒド
ロキシエチルアミノフェノール；２－ニトロ－Ｎ－ヒドロキシエチル－ｐ－アニシジン；
ニトロフェノール；４－ニトロフェニルアミノエチル尿素；４－ニトロ－ｏ－フェニレン
ジアミン二塩酸；２－ニトロ－ｐ－フェニレンジアミン二塩酸；４－ニトロ－ｏ－フェニ
レンジアミンＨＣｌ；４－ニトロ－ｍ－フェニレンジアミン；４－ニトロ－ｏ－フェニレ
ンジアミン；２－ニトロ－ｐ－フェニレンジアミン；４－ニトロ－ｍ－フェニレンジアミ
ンスルファート；４－ニトロ－ｏ－フェニレンジアミンスルファート；２－ニトロ－ｐ－
フェニレンジアミンスルファート；６－ニトロ－２，５－ピリジンジアミン；６－ニトロ
－ｏ－トルイジン；ＰＥＧ－３　２，２’－ジ－ｐ－フェニレンジアミン；ｐ－フェニレ
ンジアミンＨＣｌ；ｐ－フェニレンジアミンスルファート；フェニルメチルピラゾロン；
Ｎ－フェニル－ｐ－フェニレンジアミンＨＣｌ；ピグメントブルー１５：１；ピグメント
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バイオレット２３；ピグメントイエロー１３；ピロカテコール；ピロガロール；レゾルシ
ノール；ピクラミン酸ナトリウム；スルファニル酸ナトリウム；ソルベントイエロー８５
；ソルベントイエロー１７２；テトラアミノピリミジンスルファート；テトラブロモフェ
ノールブルー；２，５，６－トリアミノ－４－ピリミジノールスルファート；１，２，４
－トリヒドロキシベンゼンが挙げられる。
【００６７】
　ネイルケア成分の例として、酢酸ブチル；酢酸エチル；ニトロセルロース；アセチルク
エン酸トリブチル；イソプロピルアルコール；アジピン酸／ネオペンチルグリコール／無
水トリメリット酸共重合体；ステアラルコニウムベントナイト；アクリレート共重合体；
パントテン酸カルシウム；アイスランドゴケ（Cetraria islandica）抽出物；コンドラス
・クリスパス（アイリッシュモス）；スチレン／アクリレート共重合体；トリメチルペン
タンジイルジベンゾアート－１；ポリビニルブチラール；Ｎ－ブチルアルコール；プロピ
レングリコール；ブチレングリコ－ル；マイカ；シリカ；酸化スズ；ホウケイ酸カルシウ
ム；合成フッ素金雲母；ポリエチレンテレフタレート；ソルビタンラウラート誘導体；タ
ルク；ホホバ抽出物；ダイヤモンドパウダー；イソブチルフェノキシエポキシ樹脂；シル
クパウダーが挙げられる。
【００６８】
　芳香剤又は香料の例として、ヘキシルケイ皮アルデヒド；アニスアルデヒド；メチル－
２－ｎ－ヘキシル－３－オキソ－シクロペンタンカルボキシレート；γ－ドデカラクトン
；メチルフェニルカルビニルアセテート；４－アセチル－６－ｔｅｒｔ－ブチル－１，１
－ジメチルインダン；パチョリ；オリバナムレジノイド；ラブダナム；ベチバート；コパ
イババルサム；モミバルサム；４－（４－ヒドロキシ－４－メチルペンチル）－３－シク
ロヘキセン－１－カルボキサルデヒド；メチルアントラニレート；ゲラニオール；ゲラニ
ルアセテート；リナロール；シトロネロール；テルピニルアセテート；ベンジルサリチラ
ート；２－メチル－３－（ｐ－イソプロピルフェニル）プロパナール；フェノキシエチル
イソプチラート；セドリルアセタール；オーベピン；ムスク芳香剤；大環状ケトン；大環
状ラクトンムスク芳香剤；ブラシル酸エチレンが挙げられる。
【００６９】
　ｐＨ調整剤の例として、任意の、カルボン酸などの水溶性酸、又は塩酸、硫酸及びリン
酸などの鉱酸、酢酸及び乳酸などのモノカルボン酸、並びにコハク酸、アジピン酸及びク
エン酸などのポリカルボン酸が挙げられる。
【００７０】
　化粧品用殺生物剤のいくつかの例としては、フェノールスルホン酸アルミニウム、フェ
ノールスルホン酸アンモニウム、バクチオール、臭化ベンザルコニウム、リン酸セチルベ
ンザルコニウム、塩化ベンザルコニウム、ベンザルコニウムサッカリナート、塩化ベンゼ
トニウム、カリウムフェノキシド、ベンゾキシキン、塩化ベンズオキソニウム、ビスピリ
チオン、ホウ酸、ブロモクロロフェン、カンファーベンザルコニウムメトスルファート、
キャプタン、塩化セタルコニウム、セテアラルコニウムブロミド（cetearalkonium bromi
de）、セテチルジモニウムブロミド（cetethyldimonium bromide）、臭化セトリモニウム
、塩化セトリモニウム、セトリモニウムメトスルファート、セトリモニウムサッカリナー
ト、セトリモニウムトシラート、塩化セチルピリジニウム、クロラミンＴ、クロルヘキシ
ジン、二酢酸クロルヘキシジン、二グルコン酸クロルヘキシジン、二塩酸クロルヘキシジ
ン、ｐ－クロロ－ｍ－クレゾール、クロロフェン、ｐ－クロロフェノール、クロロチモー
ル、クロロキシレノール、クロルフェネシン、シクロピロクスオラミン、クリンバゾール
、クロフルカルバン、クロトリマゾール、コールタール、コロイダル硫黄、ｏ－シメン－
５－オール、デクアリニウムアセテート、デクアリニウムクロリド、ジブロモプロパミジ
ンジイセチオナート、ジクロロベンジルアルコール、ジクロロフェン、ジクロロフェニル
イミダゾールジオキソラン（dichlorophenyl imidazoldioxolan）、ジクロロ－ｍ－キシ
レノール、ジヨードメチルトリルスルホン、ジメチロールエチレンチオ尿素、ジフェニル
メチルピペラジニルベンズイミダゾール、臭化ドミフェン、７－エチルビシクロオキサゾ
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リジン、フルオロサラン、ホルムアルデヒド、グルタラール、ヘキサクロロフェン、ヘキ
サミジン、ジイセチオン酸ヘキサミジン、ヘキサミジンジパラベン、ヘキサミジンパラベ
ン、ヘキセチジン、過酸化水素、ヒドロキシメチルジオキソアザビシクロオクタン（hydr
oxymethyl dioxoazabicyclooctane）、イクタモール、イソプロピルクレゾール、ラピリ
ウムクロリド、ラウラルコニウムブロミド、ラウラルコニウムクロリド、ラウルトリモニ
ウムブロミド、ラウルトリモニウムクロリド、ラウルトリモニウムトリクロロフェノキシ
ド、ラウリルイソキノリニウムブロミド、ラウリルイソキノリニウムサッカリナート、塩
化ラウリルピリジニウム、酸化水銀、メテナミン、メテナモニウムクロリド（methenammo
nium chloride）、メチルベンゼトニウムクロリド、ミリスタルコニウムクロリド、ミリ
スタルコニウムサッカリナート、ミルトリモニウムブロミド、ノノオキシノール－９－ヨ
ード、ノノオキシノール－１２－ヨード、オレアルコニウムクロリド、オキシキノリン、
オキシキノリンベンゾアート、オキシキノリンスルファート、ＰＥＧ－２ココ－ベンゾニ
ウムクロリド、ＰＥＧ－１０ココ－ベンゾニウムクロリド、ＰＥＧ－６ウンデシレナート
、ＰＥＧ－８ウンデシレナート、フェノール、ｏ－フェニルフェノール、サリチル酸フェ
ニル、ピロクトンオラミン、スルホスクシニルウンデシレナート、カリウムｏ－フェニル
フェナート、サリチル酸カリウム、トロクロセンカリウム、プロピオン酸、ＰＶＰ－ヨー
ド、クアテルニウム－８、クアテルニウム－１４、クアテルニウム－２４、フェノールス
ルホン酸ナトリウム、ナトリウムフェノキシド、ナトリウムｏ－フェニルフェナート、シ
ェール油スルホン酸ナトリウム、ウスニン酸ナトリウム、チアベンダゾール、２，２’－
チオビス（４－クロロフェノール）、チラム、トリアセチン、トリクロカルバン、トリク
ロサン、ホウ酸トリオクチルドデシル、ウンデシレンアミドプロピルアミンオキシド、ウ
ンデシレネス－６（undecyleneth-6）、ウンデシレン酸、酢酸亜鉛、アスパラギン酸亜鉛
、ホウ酸亜鉛、塩化亜鉛、クエン酸亜鉛、システイン酸亜鉛、ジブチルジチオカルバミン
酸亜鉛、グルコン酸亜鉛、グルタミン酸亜鉛、乳酸亜鉛、フェノールスルホン酸亜鉛、亜
鉛ピリチオン、硫酸亜鉛、及びウンデシレン酸亜鉛がある。
【００７１】
　酸化防止剤のいくつかの例としては、アセチルシステイン、アルブチン、アスコルビン
酸、アスコルビン酸ポリペプチド、ジパルミチン酸アスコルビル、ペクチニン酸アスコル
ビルメチルシラノール、パルミチン酸アスコルビル、ステアリン酸アスコルビル、ＢＨＡ
、ｐ－ヒドロキシアニソール、ＢＨＴ、ｔ－ブチルヒドロキノン、コーヒー酸、カメリア
シネンシスオイル、アスコルビン酸キトサン、グリコール酸キトサン、サリチル酸キトサ
ン、クロロゲン酸、システイン、塩酸システイン、デシルメルカプトメチルイミダゾール
、エリソルビン酸、ジアミルヒドロキノン、ジ－ｔ－ブチルヒドロキノン、チオジプロピ
オン酸ジセチル、ジシクロペンタジエン／ｔ－ブチルクレゾール共重合体、トリオレイン
酸ジガロイル、チオジプロピオン酸ジラウリル、チオジプロピオン酸ジミリスチル、ジオ
レイルトコフェニルメチルシラノール、イソクエルシトリン、ジオスミン、アスコルビル
硫酸二ナトリウム、ルチニル二硫酸二ナトリウム、チオジプロピオン酸ジステアリル、チ
オジプロピオン酸ジトリデシル、没食子酸ドデシル、フェルラ酸エチル、フェルラ酸、ヒ
ドロキノン、塩酸ヒドロキシアミン、硫酸ヒドロキシアミン、チオグリコール酸イソオク
チル、コウジ酸、マデカシコシド（madecassicoside）、アスコルビン酸マグネシウム、
アスコルビルリン酸マグネシウム、メラトニン、メトキシ－ＰＥＧ－７コハク酸ルチニル
、メチレンジ－ｔ－ブチルクレゾール、アスコルビン酸メチルシラノール、ノルジヒドロ
グアイアレチン酸、没食子酸オクチル、フェニルチオグリコール酸、フロログリシノール
、アスコビルトコフェリルリン酸カリウム、チオジグリコール酸アミド、亜硫酸カリウム
、没食子酸プロピル、ロスマリン酸、ルチン、アスコルビン酸ナトリウム、アスコルビル
／コレステリルリン酸ナトリウム、重亜硫酸ナトリウム、エリソルビン酸ナトリウム、メ
タ重亜硫酸ナトリウム、亜硫酸ナトリウム、チオグリコール酸ナトリウム、ソルビチルフ
ルフラール、ティーツリー（メラレウカアフテミフォリア）オイル、酢酸トコフェリル、
アスコルビン酸テトラヘキシルデシル、テトラヒドロジフェルロイルメタン、リノール酸
／オレイン酸トコフェリル、チオジグリコール、コハク酸トコフェリル、チオジグリコー
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ル酸、チオグリコール酸、チオ乳酸、チオサリチル酸、チオタウリン、レチノール、トコ
フェレス－５、トコフェレス－１０、トコフェレス－１２、トコフェレス－１８、トコフ
ェレス－５０、トコフェロール、トコフェルソラン、リノール酸トコフェリル、ニコチン
酸トコフェリル、トコキノン、ｏ－トリルビグアニド、亜リン酸トリス（ノニルフェニル
）、ユビキノン、及びジブチルジチオカルバミン酸亜鉛がある。
【００７２】
　酸化剤のいくつかの例としては、過硫酸アンモニウム、過酸化カルシウム、過酸化水素
、過酸化マグネシウム、過酸化メラミン、臭素酸カリウム、カロー酸カリウム、塩素酸カ
リウム、過硫酸カリウム、臭素酸ナトリウム、炭酸ナトリウム過酸化物、塩素酸ナトリウ
ム、ヨウ素酸ナトリウム、過ホウ素酸ナトリウム、過硫酸ナトリウム、二酸化ストロンチ
ウム、過酸化ストロンチウム、過酸化尿素、及び過酸化亜鉛がある。
【００７３】
　還元剤のいくつかの例としては、重亜硫酸アンモニウム、亜硫酸アンモニウム、チオグ
リコール酸アンモニウム、チオ乳酸アンモニウム、システアミンＨＣｌ、システイン、シ
ステインＨＣｌ、チオグリコール酸エタノールアミン、グルタチオン、チオグリコール酸
グリセリル、チオプロピオン酸グリセリル、ヒドロキノン、ｐ－ヒドロキシアニソール、
チオグリコール酸イソオクチル、チオグリコール酸マグネシウム、メルカプトプロピオン
酸、メタ重亜硫酸カリウム、亜硫酸カリウム、チオグリコール酸カリウム、重亜硫酸ナト
リウム、ヒドロ亜硫酸ナトリウム、ヒドロキシメタンスルホン酸ナトリウム、メタ重亜硫
酸ナトリウム、亜硫酸ナトリウム、チオグリコール酸ナトリウム、チオグリコール酸スト
ロンチウム、スーパーオキシドジスムターゼ、チオグリセリン、チオグリコール酸、チオ
乳酸、チオサリチル酸、及び亜鉛ホルムアルデヒドスルホキシレートがある。
【００７４】
　皮膚漂白剤の例はヒドロキノンである。
【００７５】
　皮膚保護剤のいくつかの例としては、アラントイン、酢酸アルミニウム、水酸化アルミ
ニウム、硫酸アルミニウム、カラミン、ココアバター、タラ肝油、コロイド状オートミー
ル、ジメチコン、グリセリン、カオリン、ラノリン、鉱油、ペトロラタム、サメ肝油、重
炭酸ナトリウム、タルク、ウィッチヘーゼル（アメリカマンサク）、酢酸亜鉛、炭酸亜鉛
、酸化亜鉛がある。
【００７６】
　本発明の処方は、また、希釈剤を含む。かかる希釈剤は、多くの場合、処方の粘度を十
分に低下させて適用するために必要である。
【００７７】
　希釈剤の例として、ケイ素含有希釈剤、例えばヘキサメチルジシロキサン、オクタメチ
ルトリシロキサン及び他の短鎖直鎖状シロキサン、オクタメチルシクロテトラシロキサン
、デカメチルシクロペンタシロキサン及びドデカメチルシクロヘキサシロキサンなどの環
状シロキサン、有機希釈剤、例えば酢酸ブチル、アルカン、アルコール、ケトン、エステ
ル、ヒドロフルオロカーボン、又は処方の成分物質のいずれかに若しくは硬化時間に悪影
響を及ぼすことなく処方を希釈できる任意の他の物質が挙げられる。しかし、適用すれば
、希釈剤は、他の成分物質を所望の場所に残して、大抵実質的に揮発する。
【００７８】
　パーソナルケアに適するさらなる物質は当業者に良く知られており、多くのテキストの
ほかに他の出版物にも記述されている。
【００７９】
　具体的なパーソナルケア組成物にはスキンケア組成物、ヘアケア組成物及びネイルケア
組成物を含む。スキンケア組成物には、シャワー用ジェル、せっけん、ヒドロゲル、クリ
ーム、ローション、香膏、ファンデーション、リップスティック、アイライナー、及び頬
紅があり、油中水型エマルジョン、水中油型エマルジョン、シリコーン中水型エマルジョ
ン、水中シリコーン型エマルジョン、若しくは水中油中水型若しくは油中水中油型などの
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多相エマルジョンの形態でよく、又はそれらは無水でもよい。ヘアケア組成物には、シャ
ンプー、洗い流せるコンディショナー、洗い流さないコンディショナー、ゲル、ポマード
、キューティクルコート、セラム、スプレー、カラーリング製品及びマスカラがある。ヘ
アケア組成物がエマルジョンの形態である場合、それらは油中水型エマルジョン、水中油
型エマルジョン、シリコーン中水型エマルジョン、水中シリコーン型エマルジョンでよい
。ヘアケア組成物もまた無水でもよい。ネイルケア組成物にはカラーコート、ベースコー
ト、ネイルハードナーがある。
【００８０】
　組成物中に存在するシリコーンアクリレートハイブリッド組成物の量は、例えば毛髪又
は皮膚のコンディショニング又はケアなど得ようとする特定の便益によって決められる。
本発明のいろいろな組成物に相応しい特定なレベルは、処方される特定の組成物により影
響される。
【００８１】
　パーソナルケア組成物ではシリコーンアクリレートハイブリッド組成物の通常レベルは
、０．０１～２０重量％、あるいは０．０５～１０重量％、あるいは０．１～５重量％で
変動し得る。
【００８２】
　パーソナルケア組成物では、少なくとも１つのパーソナルケア成分が最終組成物の０．
０１～９９．９重量％存在する。シリコーンアクリレートハイブリッド組成物に加えて、
最終組成物中の各パーソナルケア成分の正確な量は、その特質及び目的の関数であり、当
業者により容易に決められる。例えば、スキンケアローションは、最終組成物の重量に基
づいて、５～９５ｗｔ％の皮膚軟化剤、０．０１～５ｗｔ％のメトキシケイ皮酸エチルヘ
キシル、０．００１～２ｗｔ％のビタミン、１０～９０ｗｔ％の水及び０．５～５ｗｔ％
の乳化剤を含むことができる。洗い流せるコンディショナーなどのヘアコンディショナー
は、最終組成物の重量に基づいて、０．００１～５ｗｔ％のカチオン性グァー誘導体、０
．０１～１０ｗｔ％のシリコーンオイル、０．１～５ｗｔ％の脂肪アルコール及び５０～
９５ｗｔ％の水を含むことができる。一般に０．０１～５ｗｔ％の防腐剤がパーソナルケ
ア組成物に提案される。無水のキューティクルコートは、最終組成物の重量に基づいて、
０．５～９９．５ｗｔ％のシリコーンオイル及び０．０１～０．１ｗｔ％の芳香剤を含む
ことができる。リップスティックは、最終組成物の重量に基づいて、５～５０ｗｔ％の、
地ろう、カルナウバろうなどのろう、５～５０ｗｔ％の、オクチルドデカノール、シクロ
メチコン、ラノリン油、シアバター、ポリプロピルシルセスキオキサンなどの油相及び１
～２５ｗｔ％の酸化鉄及び真珠母を含むことができる。ビタミン又はペプチドなどのいく
つかの活性成分は使用することができる。
【００８３】
　本組成物は、シリコーンアクリレートハイブリッド組成物を、組成物の油相を形成する
ため、他の相溶性オイルベース成分と混合し、潜在的加熱によって、製造される。組成物
は無水でもよく、又はエマルジョンとして加工処理することもできる。
【００８４】
　油相及び水相からなるエマルジョンを生産するときは、乳化剤は適当な相に添加され、
その後油相と水性相とが混ぜ合わされて最終組成物を生成してもよい。また、グリコール
などの非水性相をもつ油相の無水エマルジョンも製造することができる。
【００８５】
　シリコーンアクリレートハイブリッド組成物がエマルジョンの形態であるなら、それは
水性相の成分と混合し、さらに必要に応じて加工処理することができる。
【００８６】
　組成物はｐＨについて調整することができる。微妙な成分、例えば芳香剤、真珠母は必
要に応じてさらに添加することができる。混合装置は、パーソナルケア組成物を製造する
当業者で一般に用いられているものであり、パドル付混合容器、攪拌器、ホモジナイザー
、スクレーパー及び当業者で知られている他の装置がある。組成物は、１５℃～９０℃、
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あるいは２０℃～６０℃の範囲の温度、又は室温（２０℃～２５℃）で製造してもよい。
【００８７】
　本組成物は、基質、皮膚、粘膜、毛髪、又は爪のコンディショニングの利点を生み出す
。ヘアケア組成物を用いることから得られる利点には、１つ又は複数の以下の利点がある
：ヘアコンディショニング、柔らかさ、もつれた髪のほぐし易さ、保持力、色の持続性、
光沢。本発明によるスキンケア組成物を用いることから得られる利点には、１つ又は複数
の以下の利点がある：皮膚の柔らかさ、しなやかさ、洗い流し抵抗性、メーキャップ耐久
性。本発明によるネイルケア組成物を用いることから得られる利点には、１つ又は複数の
以下の利点がある：衝撃及び／又は引掻き抵抗性、ひび割れのない、長持ちする色。
【実施例】
【００８８】
　以下の実施例は本発明の実施態様を説明するために含まれている。後に続く実施例に開
示された技術は、発明者が発明の実施に十分機能すると見いだした技術を表しており、そ
れ故その実施に典型的なモードを構成すると考えられ得ることを、当業者により認識され
るべきである。しかし、当業者は本開示を踏まえて、開示された具体的実施態様において
多くの変更がなし得ること、本発明の趣旨及び範囲から逸脱することなく同様な又は類似
の結果が得られることを認識するべきである。すべてのパーセントは重量％である。安定
性はブルックフィールドレオメーターを用いて、室温（２０℃～２５℃）で週・月間隔で
最長１２カ月測定する。安定性は特定時間を超えて一定粘度として定義する。
【００８９】
　実施例１～３及び比較例１～５
　以下の実施例で用いられた成分は以下のとおりである：
　・ＥＡＳはケイ素含有感圧接着剤組成物であり、酢酸エチル中の固形分が６３．４重量
％である。ＥＡＳは、シラノール末端封鎖ポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）とシリケ
ート樹脂との縮合反応により生産され、それはアクリレート又はメタクリレート官能性を
与えるケイ素含有キャッピング剤で末端封鎖される。
　・２－ＥＨＡはＡｌｄｒｉｃｈから市販されている２－エチルヘキシルアクリレートで
ある。
　・ＭＡはＡｌｄｒｉｃｈから市販されているメチルアクリレートである。
　・ＭＭＡはＡｌｄｒｉｃｈから市販されているメチルメタクリレートである。
　・ＢＡはＡｌｄｒｉｃｈから市販されているブチルアクリレートである。
　・Ｖａｚｏ（登録商標）６７はＤｕＰｏｎｔから市販されている２，２’－アゾビス（
メチルブチロニトリル）である。
【００９０】
　特定実施例でのガラス転移温度（Ｔｇ）は、示差走査熱量測定法（ＤＳＣ）により測定
した。およそ２～４ミリグラムの乾燥物質は標準アルミニウム皿に載せた。サンプルの載
ったアルミニウム皿は、ＤＳＣのセル中に置いた。サンプルは最初＜－１５０℃に冷却し
、その後ヘリウムでパージしながら１０℃／分の速度で＋１５０℃に加熱した。個々のＴ
ｇは物質遷移のハーフハイト（half-height）で報告される。１つの物質はその組成に基
づいて多重熱的転移を有することがある。
【００９１】
　（実施例１）
　１０９．２５グラムのＭＭＡ、１００．７８グラムのＢＡ、３３１．００グラムのＥＡ
Ｓ、５０．８１グラムの酢酸エチル溶剤及び０．３０５グラムのＶａｚｏ（登録商標）６
７を加えてプレ反応混合物を生成した。プレ反応混合物を完全に均質になるまで１５分撹
拌した。混合後、１４７．００グラムのプレ反応混合物及び４１０．００グラムの酢酸エ
チル溶剤を反応器に加えた。プレ反応混合物の残りの部分を別の容器に加えた。その後、
加熱及び混合を反応器中で混合物に始めた。反応温度は７８℃に設定された。反応温度に
達するとすぐに、さらにプレ反応混合物を反応器に加える前に、混合物を３０分間反応さ
せた。３０分が経過した時点で、別容器の混合物を１．８５グラム／分の速度で別容器中
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の混合物がなくなるまで２４０分間添加した。反応器中の混合物をさらに３９５分間７８
℃で反応させ、シリコーンアクリレートハイブリッド組成物を生成した。完了次第、シリ
コーンアクリレートハイブリッド組成物は反応器から取り出す前に室温に冷却した。シリ
コーンアクリレートハイブリッド組成物を、１５０℃で６０分間、強制空気オーブンで乾
燥し、酢酸エチル溶剤を除去した。最終生成物は不透明色であった。実施例１は、－１１
９℃のＴｇ（１）及び４６℃のＴｇ（２）を特徴とする。
【００９２】
　（実施例２）
　１４９．１２グラムのＭＭＡ、６１．０８グラムのＢＡ、３１１．０７グラムのＥＡＳ
、５０．９４グラムの酢酸エチル溶剤及び０．３０５グラムのＶａｚｏ（登録商標）６７
を加えてプレ反応混合物を生成した。プレ反応混合物を完全に均質になるまで１５分撹拌
した。混合後、１４０．２７グラムのプレ反応混合物及び４１０．００グラムの酢酸エチ
ル溶剤を反応器に加えた。プレ反応混合物の残りの部分を別の容器に加えた。その後、加
熱及び混合を反応器中で混合物に始めた。反応温度は７８℃に設定された。反応温度に達
するとすぐに、さらにプレ反応混合物を反応器に加える前に、混合物を３０分間反応させ
た。３０分が経過した時点で、別容器の混合物を２．１６グラム／分の速度で別容器中の
混合物がなくなるまで２００分間添加した。反応器中の混合物をさらに４１５分間７８℃
で反応させ、シリコーンアクリレートハイブリッド組成物を生成した。完了次第、シリコ
ーンアクリレートハイブリッド組成物は反応器から取り出す前に室温に冷却した。シリコ
ーンアクリレートハイブリッド組成物を、１５０℃で６０分間、強制空気オーブンで乾燥
し、酢酸エチル溶剤を除去した。最終生成物は不透明色であった。実施例２は、－１１９
℃のＴｇ（１）及び７９℃のＴｇ（２）を特徴とする。
【００９３】
　（実施例３）
　１８０．５８グラムのＭＭＡ、２９．３５グラムのＢＡ、３３２．０２グラムのＥＡＳ
、５２．４５グラムの酢酸エチル溶剤及び０．３０５グラムのＶａｚｏ（登録商標）６７
を加えてプレ反応混合物を生成した。プレ反応混合物を完全に均質になるまで１５分撹拌
した。混合後、１３４．４３グラムのプレ反応混合物及び４０９．００グラムの酢酸エチ
ル溶剤を反応器に加えた。プレ反応混合物の残りの部分を別の容器に加えた。その後、加
熱及び混合を反応器中で混合物に始めた。反応温度は７８℃に設定された。反応温度に達
するとすぐに、さらにプレ反応混合物を反応器に加える前に、混合物を３０分間反応させ
た。３０分が経過した時点で、別容器の混合物を２．７１グラム／分の速度で別容器中の
混合物がなくなるまで１７０分間添加した。反応器中の混合物をさらに５６０分間７８℃
で反応させ、シリコーンアクリレートハイブリッド組成物を生成した。完了次第、シリコ
ーンアクリレートハイブリッド組成物は反応器から取り出す前に室温に冷却した。シリコ
ーンアクリレートハイブリッド組成物を、１５０℃で６０分間、強制空気オーブンで乾燥
し、酢酸エチル溶剤を除去した。最終生成物は不透明色であった。実施例３は、－１１６
℃のＴｇ（１）及び１０２℃のＴｇ（２）を特徴とする。
【００９４】
　比較例１
　ＰＳＡ　１は、従来の、すなわちキャップされていないシリコーンＰＳＡであり、それ
は粘度５０，０００ｃＰのヒドロキシ末端封鎖ポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）とヒ
ドロキシ末端封鎖シリケート樹脂との間の、ＰＤＭＳ　３５％対樹脂６５％の組成比で縮
合反応により製造される。
【００９５】
　比較例２
　ＰＳＡ　２は、従来の、すなわちキャップされていないシリコーンＰＳＡであり、それ
は粘度１３，５００ｃＰのヒドロキシ末端封鎖ポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）とヒ
ドロキシ末端封鎖シリケート樹脂との間の、ＰＤＭＳ　３５％対樹脂６５％の組成比で縮
合反応により製造される。
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【００９６】
　比較例３
　ＰＳＡ　３は、従来の、すなわちキャップされていないシリコーンＰＳＡであり、それ
は粘度１３，５００ｃＰのヒドロキシ末端封鎖ポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）とヒ
ドロキシ末端封鎖シリケート樹脂との間の、ＰＤＭＳ　４０％対樹脂６０％の組成比で縮
合反応により製造される。
【００９７】
　比較例４
　ＰＳＡ　４は、ケイ素含有ＰＳＡと２－エチルヘキシルアクリレートとメチルアクリレ
ート間でラジカル重合により製造されたシリコーンアクリレートハイブリッドＰＳＡであ
る。比較例４は、－１２３℃のＴｇ（１）及び－３２℃のＴｇ（２）を特徴とする。
【００９８】
　比較例５
　１７６．０２グラムの２－ＥＨＡ、９６．８７グラムのＭＡ及び０．３９５グラムのＶ
ａｚｏ（登録商標）６７を加えてプレ反応混合物を生成した。プレ反応混合物を完全に均
質になるまで１５分撹拌した。混合後、７０．４７グラムのプレ反応混合物及び３７５．
６７グラムの酢酸エチル溶剤を反応器に加えた。プレ反応混合物の残りの部分を別の容器
に加えた。その後、加熱及び混合を反応器中で混合物に始めた。反応温度は７８℃に設定
された。反応温度に達するとすぐに、さらにプレ反応混合物を反応器に加える前に、混合
物を６０分間反応させた。６０分が経過した時点で、別容器の混合物を１．２２グラム／
分の速度で別容器中の混合物がなくなるまで１６６分間添加した。反応器中の混合物をさ
らに５７０分間７８℃で反応させ、アクリレートＰＳＡ組成物を生成した。完了次第、シ
リコーンアクリレートハイブリッド組成物は反応器から取り出す前に室温に冷却した。シ
リコーンアクリレートハイブリッド組成物を、１５０℃で６０分間、強制空気オーブンで
乾燥し、酢酸エチル溶剤を除去した。最終生成物は透明色であった。比較例５は、－４０
℃のＴｇ（１）を特徴とする。
【００９９】
　（実施例４）
　皮膚上の持続性：皮膚上に予め作成されたインクスポットを覆って物質の被膜を形成し
、その後試験エリアをラウレス硫酸ナトリウム９％希釈溶液で洗浄する。インクスポット
の抵抗力をパネリストにより視覚的に評価する。この試験で、実施例１、２及び３が、個
々の４０重量％希釈溶液の形態のもとで、数回の洗浄に耐え、シクロメチコンなどの化粧
用溶剤を用いると落とされる、界面活性剤抵抗性膜を立証した。
【０１００】
　実施例５～７及び比較例６
　均質な水中油型クリーム組成物を表１の成分から以下の手順で製造した：
　・フェーズＡの成分を混合する。
　・１２００ｒｐｍで、フェーズＡの成分をゆっくりと（少しずつ）フェーズＢに滴下す
る。
　・フェーズＣを混合しながら（１２００ｒｐｍ）加える。
　・シルバーソン（Silverson）（１分／１００グラム、速度：５０００ｒｐｍ）に通す
。
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【表１】

【０１０１】
　実施例８及び比較例７と８
　均質なシリコーン中水型クリーム組成物を表２の成分から以下の手順で製造した：
　・フェーズＡの成分を混合する。
　・フェーズＢの成分を混合する。
　・７００ｒｐｍで、フェーズＢの成分をゆっくりと（少しずつ）フェーズＡに滴下する
。
　・シルバーソン（Silverson）（１分／１００グラム、速度：５０００ｒｐｍ）に通す
。
【表２】

【０１０２】
　（実施例９）
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　均質な油中水型サンクリーム組成物を表３の成分から以下の手順で製造した：
　・フェーズＡ成分を混合し、６０℃に加熱する。
　・フェーズＢ成分を混合する。
　・フェーズＢを、非常に強い攪拌下、非常にゆっくりとフェーズＡに添加する。
　・添加が終了したら、さらに５分間撹拌のままにしておく。
【表３】

【０１０３】
　実施例１０～１２及び比較例９
　均質なファンデーション組成物を表４及び表５の成分から製造した。
【０１０４】
　ファンデーション組成物の製造手順：
　１）最初に、顔料プレミックスを表４の記述のとおりに製造する：
　　・すべての顔料を一緒に混合する。
　　・最終のビーカーにシクロメチコンを加え、徐々に顔料を加えて、高せん断ミキサー
（ｕｌｔｒａ　Ｔｕｒｒａｘ）を用いて混合する。
　　・顔料を再懸濁するために、ファンデーションの油相に加える前にＵｌｔｒａ　Ｔｕ
ｒｒａｘで混合する。
　２）その後、ファンデーション組成物を表５の記述のとおりに製造する：
　　・フェーズＡの成分を混ぜ、二重翼乱流型混合作用を用いて均一になるまで混合する
。
　　・フェーズＢの成分を別のビーカーで混ぜ、均一になるまで混合する。
　　・フェーズＡの混合速度を約１４００ｒｐｍまで増し、フェーズＢを非常にゆっくり
添加する。
　　・さらに１０分間混合を継続する。
【表４】
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【表５】

【０１０５】
　実施例１０～１２及び比較例９をそれらの耐久性について評価した：
　・ファンデーション膜をコラーゲンシート上に適用し、乾燥させる。
　・色を測定する。－「前」－
　・擦り器具（rubbing device）をコラーゲンシート上を通す。
　・ファンデーション膜について２０回擦り（insult）後に色を測定する。－「後」－
　・「前」と「後」との色の差異を計算する（色損失％）。
【０１０６】
　結果は、実施例１、２及び３がベンチマークの膜形成剤のアクリレート／ポリトリメチ
ルシロキシメタクリレート共重合体（比較例９）と同じくらいにファンデーション耐久性
を提供していることを示す。
【０１０７】
　実施例１３及び比較例１０
　実施例１、２及び３を１重量％で、市販のマニキュア液と、それらに存在するいろいろ
な成分との相溶性を実験しながら、うまく組み合わせ、実施例１３とした。
【０１０８】
　市販のマニキュア液（ＮＩＶＥＡ　Ｂｅａｕｔｅ、カルシウムパワー、３４　Ｃｕｒｒ
ａｎｔ）－比較例１０－に含まれる成分は：酢酸ブチル、酢酸エチル、ニトロセルロース
、アセチルクエン酸トリブチル、イソプロピルアルコール、アジピン酸／ネオペンチルグ
リコール／無水トリメリット酸共重合体、ステアラルコニウムベントナイト、アクリレー
ト共重合体、パントテン酸カルシウム、アイスランドゴケ（Cetraria Islandica）抽出物
、コンドラス・クリスパス（アイリッシュモス）、スチレン／アクリレート共重合体、ト
リメチルペンタンジイルジベンゾアート－１、ポリビニルブチラール、Ｎ－ブチルアルコ
ール、水、プロピレングリコール、ブチレングリコ－ル、マイカ、シリカ、酸化スズ、ホ
ウケイ酸カルシウム、合成フッ素金雲母、ポリエチレンテレフタレートであり、及びＣＩ
：１５８５０、１５８８０、１９１４０、２０９０、４７０００、６０７２５、７４１６
０、７７０００、７７００７、７７１６３、７７４９１、７７４９２、７７４９９、７７
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【０１０９】
　実施例１４～１６及び比較例１１～１３
　実施例１、２及び３を３．７５重量％で市販の永久ヘアカラー製品と、それらの存在す
る異なる成分との相溶性を立証しながら、うまく組み合わせ、それぞれ実施例１４，１５
及び１６とした。
【０１１０】
　市販の永久ヘアカラー製品（ロレアルパリ、フェリア・プレファレンス６．６０　Ｒｅ
ｄ　Ｆｉｃｔｉｏｎ）に含まれる成分は：１）カラーフェーズに関して：水、トリデセス
－２カルボキサミドＭＥＡ、プロピレングリコール、ヘキシレングリコール、ＰＥＧ－２
オレアミン、ポリグリセリル－４オレイルエーテル、オレイルアルコール、変性アルコー
ル、水酸化アンモニウム、ポリグリセリル－２オレイルエーテル、オレイン酸、ナトリウ
ムジエチルアミノプロピルココアスパルトアミド、４－アミノ－２－ヒドロキシトルエン
、ｐ－アミノフェノール、メタ重亜硫酸ナトリウム、オイゲノール、６－ヒドロキシイン
ドール、酢酸アンモニウム、２－メチル－５－ヒドロキシエチルアミノフェノール、ペン
テト酸五ナトリウム、リナロール、ｐ－フェニレンジアミン、イソメチル－α－イオノン
、レゾルシノール、シトロネロール、エリソルビン酸、パルファム、及び２）顕色剤フェ
ーズに関して：水、過酸化水素、セテアリルアルコール、スズ酸ナトリウム、トリデセス
－２－カルボキサミドＭＥＡ、ペンテト酸五ナトリウム、リン酸、セテアレス－２５、ピ
ロリン酸四ナトリウム、グリセリンである。
【０１１１】
　カラーリング製品の製造手順：
　１）表６に記載されたとおりに顕色剤部分中に製品活性成分の添加：
　　・相溶性を確認する（ガラス瓶を用いて）。
　２）毛髪に適用するヘアカラー混合物の製造：
　　・顕色剤フェーズ３グラムとカラーフェーズ３グラムを混合する。
　　・乾燥した毛髪に直接適用する（６グラムの毛髪に６グラムの混合物）。
　　・３０秒間セッケンの泡を塗る。
　　・２０分間アルミニウム箔で包む。
　　・２分間３７℃の水道水で洗い流す。
　　・一房の髪を平らに櫛で梳く。
　　・１製品あたりに、３房の髪とするために繰り返す。
　　・一晩、アルミニウム箔の上で乾燥させる。
　３）色及び色損失の算定（比色計：カラースフェアＢＹＫガードナー（ColorSphere BY
K Gardner））：
　　・着色後～洗浄前に色を測定する。
　　・ラウレス硫酸ナトリウム分散液（９％活性）で髪の房を５回洗浄する。
　　・５回の洗浄後に色を測定する。
　　・洗浄の前後でのΔＥを計算する（色損失）：
【数１】
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【０１１２】
　表７の色損失（ΔＥ）の結果は、ジメチコンのみを含有する比較例１１が他のサンプル
と比較して色の大部分を失ったことを示している。実施例１５で、実施例２の組成物が、
実施例１４及び１６の他のシリコーンアクリレートハイブリッド組成物と比較して一番の
着色保護を示すが、実施例１４及び１６は、通常着色保護用推奨物質（それぞれ、トリメ
チルシロキシシリケートとのブレンド及びアクリレート／ポリトリメチルシロキシメタク
リレート共重合体とのブレンド）である比較例１２及び１３を満たしている。
【０１１３】
　実施例１６及び比較例１３で処理された毛髪の房は、櫛で梳くのが非常に容易であり、
実施例１４又は１５で処理された毛髪の房より若干よい、しかし比較例１２よりは間違い
なくよい。比較例１１で処理された毛髪の房は脂っぽい外観と感触がある。実施例１４、
１５、１６及び比較例１３で処理された毛髪の房は、非常に柔らかく、比較例１２で処理
された毛髪の房よりも柔らかい。

【表７】

【０１１４】
　（実施例１７）
　表８に記載したように、実施例１をリップスティックに組み入れ、実施例１７とする。
リップスティックはよい結果で、長続きの特性を示し、つけるのに心地よい。
【０１１５】
　リップスティック製造手順：
　・フェーズＡの成分を混ぜ合わせる。
　・フェーズＡを８５℃に加熱し均質になるまで混合する。
　・７５℃に冷却し、フェーズＢを加え均質になるまで混合する。
　・リップスティック型に注ぎ、０℃に設定して放置する。
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【国際調査報告】
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