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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
次の成分（Ａ）〜（Ｅ）；
（Ａ）ＨＬＢ１０〜１５のテトラオレイン酸ポリオキシエチレンソルビット
（Ｂ）ＨＬＢ１０〜１５のポリオキシエチレン硬化ヒマシ油
（Ｃ）キャンデリラワックスおよびカルナウバワックスからなる群より選択される１種ま
たは２種０．５〜３０質量％
（Ｄ）炭素数１２〜２２の高級アルコール
（Ｅ）精製水
を含有し、乳化滴の平均粒子径が１００〜５００ｎｍであることを特徴とし、
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総油剤中の前記成分（Ｃ）の割合が６０質量％以上であり、
総油剤中の２５℃において液体の不揮発性油剤の割合が１質量％以下である、水中油型乳
化化粧料。
【請求項２】
さらに、成分（Ｆ）として、ステアロイルグルタミン酸ナトリウム及びステアロイルメチ
ルタウリンナトリウムから選ばれる１種または２種以上のアニオン性界面活性剤を含有す
ることを特徴とする請求項１記載の水中油型乳化化粧料。
【請求項３】
さらに、成分（Ｇ）として、平均置換度が２以上であるショ糖脂肪酸エステルを含有する
ことを特徴とする請求項１または２記載の水中油型乳化化粧料。
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【請求項４】
水中油型乳化化粧料中の脂肪酸中和物の割合が０．１質量％以下であることを特徴とする
請求項１〜３のいずれかに記載の水中油型乳化化粧料。
【請求項５】
前記水中油型乳化化粧料が、メイクアップ化粧料であることを特徴とする請求項１〜４の
いずれかに記載の水中油型乳化化粧料。
【請求項６】
前記成分（Ｃ）の含有量が５〜２０質量％であることを特徴とする請求項１〜５に記載の
水中油型乳化化粧料。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、水中油型乳化化粧料に関し、更に詳しくは、ＨＬＢ１０〜１５のポリオキシ
エチレンソルビット脂肪酸エステルとＨＬＢ１０〜１５のポリオキシエチレン硬化ヒマシ
油と融点が６０〜９０℃である固形油を０．５〜３０質量％（以下単に「％」と示す。）
と炭素数１２〜２２の高級アルコールと精製水とを含有し、乳化滴の平均粒子径を１００
〜５００ｎｍとすることにより、化粧膜の均一性（高いツヤ感）と化粧効果の持続性とを
両立し、使用性（伸び広がり）、乳化安定性に優れた水中油型乳化化粧料に関するもので
ある。
【背景技術】
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【０００２】
従来より、水中油型乳化化粧料は、塗布時の伸びの軽さや皮膚等への親和性の良さ等の
理由から基礎化粧料、頭髪化粧料、メイクアップ化粧料等に広く用いられている。水中油
型乳化化粧料に使用される油剤は、一般的に使用性や感触、安定性の観点から液状油剤が
多用されてきた。しかし、液状油だけで構成された水中油型乳化化粧料は、メイクアップ
化粧料においては化粧持ち、基礎化粧料においてはハリ感、リフト感等の化粧効果の点で
満足いくものが得られなかった。
そこで、水中油型乳化化粧料の化粧持ちや化粧効果を向上させるために、固形油を配合
する検討が行われてきた。液状油に比べ固形油を水中に安定に配合することは困難で、液
状油に溶解して乳化する方法をとっていた。しかし液状油を使用すると化粧膜の形成が遅
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くなることや、液状油のベタツキが残る場合があり、固形油のみを乳化する際には、乳化
剤にステアリン酸等の高級脂肪酸の中和物を用い乳化界面を強固にして固形油を水中に安
定に配合することが多かった。ところが、ステアリン酸中和物を用いて乳化した水中油型
乳化化粧料は粘度のコントロールが難しく、粘度の高いクリーム状のものしか作ることが
できなかった。そこで、水中油型乳化化粧料に固形油を安定に配合し固形油のもつ機能を
活かす技術の検討が行われてきた。
例えば、ワックス粒子の水性分散体と水溶性被膜形成性ポリマーと顔料とを配合する技
術（例えば、特許文献１参照）、両性界面活性剤及び／または半極性界面活性剤と非イオ
ン界面活性剤とワックスとを含有するワックスの微細分散組成物の技術（例えば、特許文
献２参照）、ワックスエステルとトリグリセリドと部分グリセリドと脂肪アルコールポリ

40

グリコールエーテルを含有するＰＩＴエマルジョンの技術（例えば、特許文献３参照）が
挙げられる。
【０００３】
【特許文献１】特開平６−９３４１公報
【特許文献２】特開平１０−３２４６１７公報
【特許文献３】特表２００１−５０８７７９公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
しかしながら、固形油は化学種や融点の違いで官能や性質が大きく異なり、乳化状態も
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大きく影響を受ける。このため、安定で微細なエマルションを形成させるためには、乳化
時にワックスの量や種類が限定される問題を有していた。従来技術で固形油を安定に配合
できたものは、粘度を高くしたものやワックスエステル等の極性油を用いた技術が中心で
あった。そして、化粧持ちや化粧効果を上げるために、ワックスエステルではなく、より
融点の高い（８０℃以上）炭化水素系のワックスを配合すると乳化安定性を保つことが難
しくなるという問題を有していた。また、乳化滴の大きさも大きくなる傾向にあり、使用
性が悪化するものであった。そのため、化粧膜の均一性（高いツヤ感）と肌や睫への高い
付着性による化粧効果の持続性とを両立し、使用性（伸び広がり）、乳化安定性に優れた
水中油型乳化化粧料の開発が望まれていた。
10

【課題を解決するための手段】
【０００５】
本発明者は、上記課題を解決するために鋭意研究を重ねた結果、水中油型乳化化粧料に
おいて、油剤中のワックスの割合をある一定以上にして、乳化滴を形成させることができ
れば、さらに化粧持ちや化粧効果を上げることが可能になると考え、ＨＬＢ１０〜１５の
ポリオキシエチレンソルビット脂肪酸エステルとＨＬＢ１０〜１５のポリオキシエチレン
硬化ヒマシ油と融点が６０〜９０℃である固形油を０．５〜３０％と炭素数１２〜２２の
高級アルコールと精製水とを含有し、乳化滴の平均粒子径を１００〜５００ｎｍとするこ
とにより、化粧膜の均一性に優れるため高いツヤ感を与えることができ、高い付着性によ
り、化粧膜をしっかり固着させことで化粧効果の持続性が向上することを見出した。更に
、使用性（伸び広がり）、乳化安定性に優れた水中油型乳化化粧料が得られることを見出
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し本発明を完成するに至った。
【０００６】
すなわち、本発明は、
（１）次の成分（Ａ）〜（Ｅ）；
（Ａ）ＨＬＢ１０〜１５のポリオキシエチレンソルビット脂肪酸エステル
（Ｂ）ＨＬＢ１０〜１５のポリオキシエチレン硬化ヒマシ油
（Ｃ）炭素数１２〜２２の高級アルコールを除く、融点が６０〜９０℃である固形油

０

．５〜３０％
（Ｄ）炭素数１２〜２２の高級アルコール
（Ｅ）精製水
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を含有し、乳化滴の平均粒子径が１００〜５００ｎｍであることを特徴とする水中油型乳
化化粧料を提供するものである。
（２）さらに、成分（Ｆ）として、ステアロイルグルタミン酸ナトリウム及びステアロイ
ルメチルタウリンナトリウムから選ばれる１種または２種以上のアニオン性界面活性剤を
含有することを特徴とする前記（１）記載の水中油型乳化化粧料、
（３）さらに、成分（Ｇ）として、平均置換度が２以上であるショ糖脂肪酸エステルを含
有することを特徴とする前記（１）または（２）記載の水中油型乳化化粧料、
（４）総油剤中の前記成分（Ｃ）の割合が６０％以上であることを特徴とする前記（１）
〜（３）のいずれかに記載の水中油型乳化化粧料、
（５）総油剤中の２５℃において液体の不揮発性油剤の割合が１％以下であることを特徴
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とする前記（１）〜（４）のいずれかに記載の水中油型乳化化粧料、
（６）水中油型乳化化粧料中の脂肪酸中和物の割合が０．１％以下であることを特徴とす
る前記（１）〜（５）のいずれかに記載の水中油型乳化化粧料、
（７）水中油型乳化化粧料が、メイクアップ化粧料であることを特徴とする前記（１）〜
（６）のいずれかに記載の水中油型乳化化粧料、
（８）前記成分（Ｃ）の配合量が５〜２０％であることを特徴とする前記（１）〜（７）
に記載の水中油型乳化化粧料を提供するものである。
【発明の効果】
【０００７】
本発明の水中油型乳化化粧料は、化粧膜の均一性（高いツヤ感）と化粧効果の持続性と
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を両立し、使用性（伸び広がり）、乳化安定性も良好である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
本発明において水中油型乳化化粧料とは、特定の非イオン性界面活性剤を使用し、油剤
中のワックスの割合がある一定以上の油剤を乳化し、乳化滴の平均粒子径が１００〜５０
０ｎｍである化粧料である。他の界面活性剤を添加してもよいが、本発明の水中油型乳化
化粧料は、従来技術であるステアリン酸中和物等の脂肪酸の中和物を用いて乳化させたも
のとは異なる。
【０００９】
本発明の水中油型乳化化粧料に使用される成分（Ａ）ＨＬＢ１０〜１５のポリオキシエ
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チレンソルビット脂肪酸エステルは、温度変化における経時での乳化安定性を高めるため
に配合されるものである。具体的には、ソルビトールに酸化エチレンを付加したものを脂
肪酸でエステル化したものであれば、いずれのものも使用することができるが、中でも主
としてソルビトールに酸化エチレンを付加したものをオレイン酸でエステル化したテトラ
オレイン酸ポリオキシエチレンソルビットが、乳化安定性や使用性（伸び広がり）に優れ
、好ましい。市販品としては、ＮＩＫＫＯＬ

ＧＯ−４３０ＮＶ、４４０Ｖ、４６０Ｖ（

以上、日光ケミカルズ社製）等が挙げられる。必要に応じその1種または２種以上を用い
ることができる。
成分（Ａ）ＨＬＢ１０〜１５のポリオキシエチレンソルビット脂肪酸エステルの含有量
は、特に限定されないが、０．０５〜５％が好ましく、０．５〜２％が更に好ましい。こ
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の範囲であれば、化粧膜の均一性（高いツヤ感）、化粧効果の持続性、使用性（伸び広が
り）、乳化安定性も良好で満足のいくものが得られる。
【００１０】
本発明の水中油型乳化化粧料に使用される成分（Ｂ）ＨＬＢ１０〜１５のポリオキシエ
チレン硬化ヒマシ油は、成分（Ａ）と共に、温度変化における経時での乳化安定性を高め
るために配合されるものである。具体的には、ヒマシ油に水素添加して得られる硬化ヒマ
シ油に酸化エチレンを付加して得られたものであれば、いずれのものも使用することがで
きるが、中でも主として硬化ヒマシ油に付加される酸化エチレンが２０〜８０モル、好ま
しくは４０〜６０モルのものが、乳化安定性や使用性（伸び広がり）に優れ、好ましい。
市販品としては、ＮＩＫＫＯＬ

ＨＣＯ−２０、３０、４０、５０、６０、７０、８０（
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以上、日光ケミカルズ社製）等が挙げられる。必要に応じその1種または２種以上を用い
ることができる。
成分（Ｂ）ＨＬＢ１０〜１５のポリオキシエチレン硬化ヒマシ油の含有量は、特に限定
されないが、０．０５〜５％が好ましく、０．５〜２％が更に好ましい。この範囲であれ
ば、化粧膜の均一性（高いツヤ感）、化粧効果の持続性、使用性（伸び広がり）、乳化安
定性も良好で満足のいくものが得られる。
【００１１】
本発明の水中油型乳化化粧料に使用される成分（Ｃ）の融点が６０〜９０℃である固形
油は、膜を形成することにより皮膚の保護や粉体の付着性を向上させ、化粧効果の持続性
を上げるために配合されるものであり、例えば、マスカラ等であればカール効果やボリュ
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ーム効果を付与したりするなどの化粧効果の持続性を上げることができる。これらの固形
油は融点が６０〜９０℃である化粧料に一般に用いられる固形油であれば特に制限はない
。但し、下記に記載の成分（Ｄ）炭素数１２〜２２の高級アルコール以外のものである。
具体的には、ポリエチレンワックス（ポリエチレン末）、モンタンワックス、モクロウ、
オゾケライトワックス、ミツロウ、エチレン・プロピレン共重合体、キャンデリラワック
ス（キャンデリラロウ)、カルナウバワックス（カルナウバロウ）、マイクロクリスタリ
ンワックス、合成ワックス、フィッシャートロプシュワックス、パラフィンワックス、セ
レシン、ライスワックス、ベヘニン酸、トリベヘン酸グリセリル等が挙げられ、特にキャ
ンデリラワックス、カルナウバワックス等の蝋エステル系ワックスがより好ましく、市販
品としては、ＰＥＲＦＯＲＭＡＬＥＮＥ

５００（ニューフェイズテクノロジー社製

融
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点：８５〜９０℃）、ペトロライト
社製
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ＥＰ−７００

（ＢＡＫＥＲ

ＰＥＴＲＯＬＩＴＥ

融点：９０℃）、精製カルナウバワックスＮｏ．１（セラリカ野田社製

融点：８

０〜８６℃）、精製キャンデリラワックスＳＲ−３（日本ナチュラルプロダクツ社製
点：７０〜７５℃）、ＭＵＬＴＩＷＡＸ
ｅｗａｘ
ス

（ＳＯＮＮＥＢＯＲＮ

１３５（日本精蝋社製

℃）、ＣＩＲＥＢＥＬＬＥ
製ライスワックス

Ｗ−４４５

ＩＮＣ製

融

Ｍｙｃｒｏｃｒｙｓｔａｌｌｉｎ

融点：７５〜８５℃）、パラフィンワック

融点６０℃）、セレシン

８１０（日興リカ社製

１０８（ＣＩＲＥＢＥＬＬＥ製

Ｒ−１００（横関油脂工業社製

融点８０

融点：７９〜８４℃）、精

融点：７３〜８０℃）等がある。成

分（Ｃ）は、必要に応じて１種又は２種以上用いることができる。
成分（Ｃ）の含有量は、０．５〜３０％であり、５〜２０％がより好ましい。含有量が
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０．５％未満であると、付着性が劣り、３０％を超えると化粧膜の均一性の点でよくない
。
また、成分（Ｃ）は成分（Ｃ）及び成分（Ｄ）を含む総油剤中に６０％以上含有するこ
とによって化粧持ちや化粧効果の点で好ましい。更に９０％以上が好ましい。
【００１２】
本発明の水中油型乳化化粧料に使用される成分（Ｄ）の炭素数１２〜２２の高級アルコ
ールは、成分（Ｃ）が形成する化粧膜の形成を助け、皮膚の保護や粉体の付着性を向上さ
せることと温度変化における経時での乳化安定性を高めるために配合されるもので、化粧
料に一般に用いられる高級アルコールであれば特に制限はない。炭素数１２〜２２の高級
アルコールとは、直鎖の飽和アルコール、側鎖を有する飽和アルコール、直鎖の不飽和ア
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ルコール、側鎖を有する不飽和アルコールである。具体的にはセトステアリルアルコール
（融点４４〜５５℃）、ラウリルアルコール（融点２３℃）、ミリスチルアルコール（融
点３５℃）、セチルアルコール（融点４４〜５５℃）、ステアリルアルコール（融点４７
〜５３℃）、オレイルアルコール（液状）、イソステアリルアルコール（液状）、ベヘニ
ルアルコール（融点６５〜７２℃）、バチルアルコール（融点６０〜７０℃）、キミルア
ルコール（融点５８〜６８℃）等を挙げられ、特にセトステアリルアルコール、ベヘニル
アルコールがより好ましく、市販品としては、ベヘニルアルコール（高級アルコール工業
社製）、セタノール（川研ファインケミカル社製）等が挙げあれられる。成分（Ｄ）は、
必要に応じて１種又は２種以上用いることができる。
成分（Ｄ）の含有量は、特に限定されないが、０．０１〜５％が好ましく、０．１〜３

30

％がより好ましい。含有量がこの範囲であれば、化粧膜の均一性（高いツヤ感）、化粧効
果の持続性、使用性（伸び広がり）、乳化安定性も良好で満足のいくものが得られる。
【００１３】
本発明の水中油型乳化化粧料に使用される成分（Ｅ）の精製水は、水中油型乳化化粧料
を構成する上で必須の成分であり、使用性（伸び広がり）を向上することができるもので
あり、化粧料に一般に用いられる精製水であれば特に制限はない。精製水は、温泉水、深
層水、或いは植物の水蒸気蒸留水等でも良い。成分（Ｅ）は、必要に応じて１種又は２種
以上用いることができる。
成分（Ｅ）の含有量は、特に限定されず、適宜、他の成分量に応じて含有することがで
きるが、概ね１０〜７０％の範囲で用いることができる。含有量がこの範囲であれば、化
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粧膜の均一性（高いツヤ感）、化粧効果の持続性、使用性（伸び広がり）、乳化安定性も
良好の点で満足のいくものが得られる。
【００１４】
本発明の水中油型乳化化粧料に使用される成分（Ｆ）のステアロイルグルタミン酸ナト
リウム及び／またはステアロイルメチルタウリンナトリウムから選ばれる１種または２種
以上のアニオン性界面活性剤は、温度変化における経時での乳化安定性を更に向上させる
ために配合されるもので、化粧料に一般に用いられるステアロイルグルタミン酸ナトリウ
ムやステアロイルメチルタウリンナトリウムであれば特に制限はない。市販品としては、
ステアロイルグルタミン酸ナトリウムはアミソフト
ロイルメチルタウリンナトリウムはニッコール

ＨＳ−１１（味の素社製）、ステア

ＳＭＴ（日光ケミカルズ社製）等がある
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。成分（Ｆ）は、必要に応じて１種又は２種以上用いることができる。
成分（Ｆ）の含有量は、特に限定されず、適宜、他の成分量に応じて含有することがで
きるが、０．０１〜１％が好ましく、更に０．０５〜０．５％が好ましい。含有量がこの
範囲であれば、化粧膜の均一性（高いツヤ感）、化粧効果の持続性、使用性（伸び広がり
）を損なわず、乳化安定性を格段に向上することができる。
【００１５】
本発明の水中油型乳化化粧料に使用される成分（Ｇ）の平均置換度が２以上であるショ
糖脂肪酸エステルは、温度変化における経時での乳化安定性を更に向上させるために配合
されるもので、化粧料に一般に用いられる平均置換度が２以上であるショ糖脂肪酸エステ
ルであれば特に制限はない。平均置換度が２以上であるショ糖脂肪酸エステルとは、ショ
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糖の水酸基を脂肪酸で置換したエステルである。脂肪酸は、炭素数１０〜２２が好ましく
、更に１２〜１８が好ましい。具体的にはポリラウリン酸スクロース、ジラウリン酸スク
ロース、ポリオレイン酸スクロース、ポリステアリン酸スクロース、トリステアリン酸ス
クロース、ジステアリン酸スクロース、テトライソステアリン酸スクロース、イソ酪酸酢
酸スクロース、オクタ酢酸スクロース、トリベヘン酸スクロース、トリ酢酸テトラステア
リン酸スクロース、ヘキサ（オレイン酸／パルミチン酸／ステアリン酸）スクロース等を
挙げられ、特にポリステアリン酸スクロースがより好ましく、市販品としては、シュガー
ワックスＳ−１０Ｅ、ＤＫエステル

Ｆ−１０、コスメライクＰ−１０、コスメライクＳ

−１６０（以上、第一工業製薬社製）サーフホープ

ＳＥ

ＣＯＳＭＥ

Ｃ−１８０２（

三菱化学フード社製）等がある。成分（Ｇ）は、必要に応じて１種又は２種以上用いるこ
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とができる。
成分（Ｇ）の含有量は、特に限定されず、適宜、他の成分量に応じて含有することがで
きるが、０．０１〜２％が好ましく、更に０．５〜１．５％が好ましい。含有量がこの範
囲であれば、化粧膜の均一性（高いツヤ感）、化粧効果の持続性、使用性（伸び広がり）
を損なわず、乳化安定性を格段に向上することができる。
【００１６】
本発明の水中油型乳化化粧料において、乳化滴の平均粒子径が、１００〜５００ｎｍで
あると、化粧膜の均一性（高いツヤ感）と優れた使用性（伸び広がり）が得られ、更に温
度変化があっても乳化を安定に保つことができる。この範囲であれば、化粧膜の均一性（
高いツヤ感）、化粧効果の持続性、使用性（伸び広がり）、乳化安定性も良好なものが得
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られる。
【００１７】
本発明の水中油型乳化化粧料において、２５℃で液体の不揮発性油剤が成分（Ｃ）成分
（Ｄ）を含む総油剤中１％以下であると、成分（Ｃ）の固形油の特徴を活かし、化粧効果
の持続性を格段に向上することができる。ここで不揮発性油剤とは、２５℃で揮発しない
油剤であるが、例えば常圧での沸点が２６０℃以上である油剤をいう。
【００１８】
本発明の水中油型乳化化粧料において、主な乳化剤は成分（Ａ）と成分（Ｂ）で構成さ
れるため、脂肪酸中和物の含有量は０．１％以下であることが好ましい。ここで脂肪酸中
和物とは、ラウリン酸やステアリン酸等の脂肪酸に水酸化カリウムやトリエタノールアミ
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ン等のアルカリを加えて中和させて乳化する乳化剤のことをいう。
【００１９】
本発明の水中油型乳化化粧料は、上記の成分（Ａ）〜（Ｇ）の他に、通常化粧料に使用
される成分、例えば感触調整やエモリエント成分としての油性成分、感触調整や着色とし
ての粉体成分、繊維、粉体分散や感触調整としての界面活性剤、保湿や粉体分散剤として
の水性成分、紫外線吸収剤、アルコール類、保湿剤、褪色防止剤、酸化防止剤、消泡剤、
美容成分、防腐剤、香料、清涼剤などを本発明の効果を損なわない範囲で適宜配合するこ
とができる。
【００２０】
成分（Ｃ）、（Ｄ）、（Ｇ）以外の油性成分としては、化粧料に一般に使用される動物
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油、植物油、合成油等の起源の固形油、半固形油、液体油、揮発性油等の性状を問わず、
炭化水素類、油脂類、ロウ類、硬化油類、エステル油類、脂肪酸類、高級アルコール類、
シリコーン油類、フッ素系油類、ラノリン誘導体類、油性ゲル化剤類等が挙げられる。具
体的には、流動パラフィン、スクワラン、植物性スクワラン、ワセリン、ポリイソブチレ
ン、ポリブテン等の炭化水素類、オリーブ油、ヒマシ油、ミンク油、マカデミアンナッツ
油等の油脂類、ホホバ油、リンゴ酸ジイソステアリル、Ｎ−ラウロイル−Ｌ−グルタミン
酸ジ（コレステリル・ベヘニル・オクチルドデシル）、トリオクタン酸グリセリル、ジイ
ソステアリン酸ポリグリセリル、トリイソステアリン酸ジグリセリル、２−エチルヘキサ
ン酸セチル、ミリスチン酸イソプロピル、パルミチン酸イソプロピル、ミリスチン酸オク
チルドデシル、トリメリト酸トリデシル、トリオクタン酸トリメチロールプロパン、ダイ
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マージリノール酸（フィトステリル・イソステアリル・セチル・ステアリル・ベヘニル）
、メドウフォーム油、水添ロジン酸ペンタエリスリチル、水添アビエチン酸グリセリル、
ジオクタン酸ネオペンチルグリコール、ジオクタン酸ネオペンチルグリコール、コレステ
ロール脂肪酸エステル、フィトステロール脂肪酸エステル、トリグリセライド等のエステ
ル類、ステアリン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、イソステアリン酸、オレイン酸等の脂
肪酸類、沸点が常圧において２６０℃以下の側鎖を有する飽和炭化水素油、ヘキサメチル
ジシロキサン、デカメチルテトラシロキサン、ドデカメチルシクロペンタシロキサンなど
の低分子鎖状ポリシロキサン、低重合度ジメチルポリシロキサン、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等の低分子環状のシリコーン油等の
揮発性油剤、ジメチルポリシロキサン、メチルフェニルポリシロキサン、デカメチルシク
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ロペンタシロキサン、オクタメチルシクロテトラシロキサン、トリメチルシロキシケイ酸
、高重合度メチルフェニルポリシロキサン、架橋型メチルポリシロキサン、ポリオキシア
ルキル変性オルガノポリシロキサン、架橋型ポリエーテル変性メチルポリシロキサン、メ
タクリル変性ポリシロキサン、ステアリル変性メチルポリシロキサン、オレイル変性メチ
ルポリシロキサン、ベヘニル変性メチルポリシロキサン、ポリビニルピロリドン変性メチ
ルポリシロキサン、高重合度ジメチルポリシロキサン、ポリオキシアルキレン・アルキル
メチルポリシロキサン・メチルポリシロキサン共重合体、アルコキシ変性ポリシロキサン
、架橋型オルガノポリシロキサン、フッ素変性ポリシロキサン等のシリコーン類、パーフ
ルオロデカン、パーフルオロオクタン、パーフルオロポリエーテル等のフッ素系油剤類、
ラノリン、酢酸ラノリン、ラノリン脂肪酸イソプロピル、ラノリンアルコール等のラノリ
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ン誘導体、デキストリン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、イソステアリン酸アル
ミニウム、ステアリン酸カリウム、１２−ヒドロキシステアリン酸等の油性ゲル化剤類等
が挙げられ、これらを１種又は２種以上用いることができる。
【００２１】
粉体成分としては、化粧料に一般に使用される粉体であれば、球状、板状、針状等の形
状、煙霧状、微粒子、顔料級等の粒子径、多孔質、無孔質等の粒子構造等により特に限定
されず、無機粉体類、光輝性粉体類、有機粉体類、色素粉体類、金属粉体類、複合粉体類
等が挙げられる。具体的に例示すれば、酸化チタン、酸化亜鉛、酸化セリウム、硫酸バリ
ウム等の白色無機顔料、酸化鉄、カーボンブラック、チタン・酸化チタン焼結物、酸化ク
ロム、水酸化クロム、紺青、群青等の有色無機顔料、タルク、白雲母、金雲母、紅雲母、
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黒雲母、合成雲母、絹雲母（セリサイト）、合成セリサイト、カオリン、炭化珪素、ベン
トナイト、スメクタイト、無水ケイ酸、酸化アルミニウム、酸化マグネシウム、酸化ジル
コニウム、酸化アンチモン、珪ソウ土、ケイ酸アルミニウム、メタケイ酸アルミニウムマ
グネシウム、ケイ酸カルシウム、ケイ酸バリウム、ケイ酸マグネシウム、炭酸カルシウム
、炭酸マグネシウム、ヒドロキシアパタイト、窒化ホウ素等の白色体質粉体、ホウケイ酸
カルシウムアルミニウム、二酸化チタン被覆雲母、二酸化チタン被覆ガラス末、二酸化チ
タン被覆オキシ塩化ビスマス、酸化鉄被覆雲母、酸化鉄被覆雲母チタン、酸化鉄被覆ガラ
ス末、紺青処理雲母チタン、カルミン処理雲母チタン、オキシ塩化ビスマス、魚鱗箔、ポ
リエチレンテレフタレート・アルミニウム・エポキシ積層末、ポリエチレンテレフタレー
ト・ポリオレフィン積層フィルム末、ポリエチレンテレフタレート・ポリメチルメタクリ
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レート積層フィルム末等の光輝性粉体、ポリアミド系樹脂、ポリエチレン系樹脂、ポリア
クリル系樹脂、ポリエステル系樹脂、フッ素系樹脂、セルロース系樹脂、ポリスチレン系
樹脂、スチレン−アクリル共重合樹脂等のコポリマー樹脂、ポリプロピレン系樹脂、シリ
コーン樹脂、ウレタン樹脂等の有機高分子樹脂粉体、ステアリン酸亜鉛、Ｎ−アシルリジ
ン等の有機低分子性粉体、シルク粉末、セルロース粉末等の天然有機粉体、赤色２０１号
、赤色２０２号、赤色２０５号、赤色２２６号、赤色２２８号、橙色２０３号、橙色２０
４号、青色４０４号、黄色４０１号等の有機顔料粉体、赤色３号、赤色１０４号、赤色１
０６号、橙色２０５号、黄色４号、黄色５号、緑色３号、青色１号等のジルコニウム、バ
リウム又はアルミニウムレーキ等の有機顔料粉体あるいは更にアルミニウム粉、金粉、銀
粉等の金属粉体、微粒子酸化チタン被覆雲母チタン、微粒子酸化亜鉛被覆雲母チタン、硫
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酸バリウム被覆雲母チタン、酸化チタン含有二酸化珪素、酸化亜鉛含有二酸化珪素等の複
合粉体、等が挙げられ、これら粉体はその１種又は２種以上を用いることができ、更に複
合化したものを用いても良い。
【００２２】
繊維としては、ナイロン、ポリプロピレン、ポリエステル等の合成繊維、レーヨン等の
人造繊維、セルロース等の天然繊維、アセテート人絹等の半合成繊維等が挙げられ、これ
らは特に限定されるものではなく、必要に応じて１種又は２種以上を用いることができる
。これらの繊維は、ポリエチレンテレフタレートとナイロンを層状に重ねた複合繊維のよ
うに、１種又は２種以上の複合化したものを用いても良く、また、本発明の効果を妨げな
い範囲で、一般油剤、シリコーン油、フッ素化合物、界面活性剤等で処理したものも使用
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することができる。
【００２３】
本発明において乳化の主体となる界面活性剤は成分（Ａ）及び成分（Ｂ）であり、成分
（Ｆ）や成分（Ｇ）以外に、粉体を配合した場合その分散性を向上させることや乳化安定
化剤として界面活性剤を配合することができる。その他の界面活性剤は化粧料一般に用い
られているものであればいずれのものも使用できるが、非イオン性界面活性剤、アニオン
性界面活性剤、カチオン性界面活性剤、両性界面活性剤等が挙げられる。例えば、グリセ
リン脂肪酸エステル及びそのアルキレングリコール付加物、ポリグリセリン脂肪酸エステ
ル及びそのアルキレングリコール付加物、ソルビタン脂肪酸エステル及びそのアルキレン
グリコール付加物、ショ糖脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリオキ
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シアルキレンアルキル共変性オルガノポリシロキサン、ポリエーテル変性オルガノポリシ
ロキサン、レシチン等が挙げられる。
【００２４】
被膜形成性成分としてはエマルションポリマー、水溶性樹脂、油溶性樹脂等いずれのも
のも使用することができる。被膜形成性エマルションポリマーとしては、例えば、ポリア
クリル酸エマルション、メタアクリル酸アルキル共重合体エマルション、アクリル酸アル
キル・スチレン共重合体エマルション、ポリ酢酸ビニルエマルション、シリコーン含有重
合体エマルション等が挙げられるが、中でもアクリル酸アルキル共重合体エマルションが
使用性、及び睫を立体的にみせ、目元をはっきりさせるといった化粧効果の点で最も好ま
しい。水溶性樹脂としては、例えば、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、ビ
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ニルピロリドン・酢酸ビニル共重合体、ヒドロキシエチルセルロース、ビニルピロリドン
・スチレン共重合体、ポリアクリル酸ナトリウム等が挙げられる。油溶性樹脂としては、
ロジン酸ペンタエリスリット等のロジン酸系樹脂、トリメチルシロキシケイ酸、アクリル
変性シリコーン、ポリビニルイソブチルエーテル、ポリイソブチレン等が挙げられる。
【００２５】
水性成分としては、水に可溶な成分であれば何れでもよく、例えば、エチルアルコール
、ブチルアルコール等の低級アルコール、プロピレングリコール、１，３−ブチレングリ
コール、１，２−ペンタンジオール、ジプロピレングリコール、ポリエチレングリコール
等のグリコール類、グリセリン、ジグリセリン、ポリグリセリン等のグリセロール類、ア
ロエベラ、ウイッチヘーゼル、ハマメリス、キュウリ、レモン、ラベンダー、ローズ等の
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植物抽出液が挙げられる。水溶性高分子としては、グアーガム、コンドロイチン硫酸ナト
リウム、ヒアルロン酸ナトリウム、アラビアガム、アルギン酸ナトリウム、カラギーナン
等の天然系のもの、メチルセルロース、カルボキシメチルセルロース等の半合成系のもの
、カルボキシビニルポリマー、アルキル付加カルボキシビニルポリマー等の合成系のもの
を挙げることができる。タンパク質、ムコ多糖、コラーゲン、エラスチン、ケラチン等の
他の保湿剤を含有する事もできる。
紫外線吸収剤としては、例えばベンゾフェノン系、ＰＡＢＡ系、ケイ皮酸系、サリチル
酸系、４−ｔｅｒｔ−ブチル−４

−メトキシジベンゾイルメタン、オキシベンゾン等が

挙げられる。
【００２６】
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酸化防止剤としては、例えばα−トコフェロール、アスコルビン酸等、美容成分として
は例えばビタミン類、消炎剤、生薬等、防腐剤としては、例えばパラオキシ安息香酸エス
テル、フェノキシエタノール、１，３−ブチレングリコール、１，２−ペンタンジオール
、等が挙げられる。
【００２７】
本発明の水中油型乳化化粧料の製造方法は特に限定されるものではないが、例えば、高
温で溶解した融点が６０〜９０℃である固形油（成分（Ｃ））、炭素数１２〜２２の高級
アルコール(成分（Ｄ））を配合した後、ポリオキシエチレンソルビット脂肪酸エステル(
成分（Ａ））及びポリオキシエチレン硬化ヒマシ油(成分（Ｂ））を混合した後、固形油
の融点以上に加温し、更に固形油の融点以上に加温した精製水(成分（Ｅ））で乳化し、

20

冷却した後、アニオン界面活性剤(成分（Ｆ））を添加した後、充填することにより得る
ことができる。
本発明の水中油型乳化化粧料の剤型としては、液状、ゲル状、ペースト状、クリーム状
、固形状等、種々の剤型にて実施することができ、乳液、クリーム、アイクリーム等の基
礎化粧料、ヘアクリーム、ヘアワックス等の頭髪化粧料、口紅、コンシーラー、ファンデ
ーション、頬紅、日焼け止め化粧料、アイシャドウ、マスカラ、アイライナー等のメイク
アップ化粧料に用いることができる。この中でもメイクアップ化粧料で効果を十分に利用
することができ、更に、アイメイクアップ化粧料において好適に用いられ、特にマスカラ
、マスカラオーバーコート、マスカラ下地、アイライナーにおいて好適に用いられ、発明
の効果を十分に利用することができる。外観は、半透明、不透明それぞれの水中油型乳化

30

化粧料として使用することができる。
【００２８】
次に実施例を挙げて本発明を更に詳細に説明するが、本発明はこれらにより何ら限定さ
れるものではない。
【実施例】
【００２９】
実施例１〜１７及び比較例１〜８：水中油型乳化化粧料（水中油型乳化型マスカラ）
下記表１に示す処方の水中油型乳化化粧料（水中油型乳化型マスカラ）を調製し、化粧
膜の均一性（高いツヤ感）と化粧効果の持続性、使用性（伸び広がり）、乳化安定性につ
いて下記の方法により評価した。その結果も併せて表1〜３に示す。
【００３０】
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【表１】
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【００３１】

(11)

JP 5758585 B2 2015.8.5

【表２】
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【００３２】
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【表３】
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20
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40

【００３３】
＊１：ニッコール

ＧＯ−４６０Ｖ（日光ケミカルズ社製）

＊２：ニッコール

ＧＯ−４Ｖ（日光ケミカルズ社製）

＊３：ニッコール

ＨＣＯ−６０（日光ケミカルズ社製）

＊４：精製カルナウバワックスＮｏ．1（セラリカ野田社製）
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＊５：精製キャンデリラワックスＮｏ．1（セラリカ野田社製）
＊６：ＢＥＥＳ

ＷＡＸ

Ｓ（クローダジャパン社製）

＊７：ＰＥＲＦＯＲＭＡＬＥＮＥ

５００（ニューフェーズテクノロジー社製）

＊８：ＰＥＲＦＯＲＭＡＬＥＮＥ

６５５（ニューフェーズテクノロジー社製）

＊９：パインクリスタル

ＫＥ−３１１（荒川化学工業社製）

＊１０：エステルガム

ＨＰ（荒川化学工業社製）

＊１１：シュガーワックスＳ−１０Ｅ（第一工業製薬社製）
＊１２：セタノール（川研ファインケミカル社製）
＊１３：ベヘニルアルコール（高級アルコール工業社製）
＊１４：アミソフト

ＨＳ−１１（味の素社製）

＊１５：ニッコール

ＤＤＰ−６（日光ケミカルズ社製）

＊１６：ニッコール

ＢＣ−２０（日光ケミカルズ社製）

＊１７：アキュリン

３３Ａ（固形分２８％）（ロームアンドハースジャパン社製）

＊１８：ビニブラン

ＧＶ−５６５１（固形分５０％）（荒川化学工業社製）

＊１９：ヨドゾール

ＧＨ８００Ｆ（固形分４５％）（アクゾノーベル社製）

10

（製法）
Ａ．成分（１）〜（１３）を約９０℃に加熱し、均一に混合する。
Ｂ．Ａに約９０℃に加熱した（１５）を添加し、乳化後、冷却し、（１６）を添加する。
Ｃ．Ｂに（１７）〜（３１）を混合する。
Ｄ．Ｃを容器に充填して水中油型乳化化粧料（水中油型乳化型マスカラ）を得た。

20

【００３４】
（評価方法）
下記評価項目について各々下記方法により評価を行った。
（評価項目：ツヤ感、化粧効果の持続性、使用性）
ａ．高いツヤ感（化粧膜の均一性）
ｂ．化粧効果の持続性
ｃ．使用性（伸び広がり）
ａ〜ｃについては、各試料について専門パネル２０名による使用テストを行い、パネル
各人が下記絶対評価にて７段階に評価し評点を付け、各試料ごとにパネル全員の評点合計
から、その平均値を算出し、下記４段階判定基準により判定した。ａは高いツヤ感が得ら

30

れたかどうかで化粧膜の均一性の良さとした。また、ｂの化粧効果の持続性については、
各試料を睫に塗布し、パネルに通常の生活をしてもらい、６時間後に化粧効果が持続して
いるかどうかを、下記４段階評価基準により評価した。
【００３５】
絶対評価基準
（評点）：（評価）
６：非常に良い
５：良い
４：やや良い
40

３：普通
２：やや悪い
１：悪い
０：非常に悪い
【００３６】
４段階判定基準
（判定）：（評点の平均点）
◎

：５点を超える

○

：３点を超える５点以下：良好

：非常に良好

△

：１点を超える３点以下：やや不良

×

：１点以下

：不良
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【００３７】
（評価方法）
下記評価項目について各々下記方法により評価を行った。
（評価項目：乳化安定性）
ｄ．乳化安定性
ｄについては、各試料を調製直後の状態を基準として、５０℃の恒温槽に1ヶ月間保管
し、排液の有無及びゲル化の有無の観点より、下記４段階評価基準により評価した。
【００３８】
４段階判定基準
10

（判定）：（判定基準）
◎

：変化なし

○

：ごく僅かに変化がある

△

：やや変化がある

×

：かなり変化がある

【００３９】
（評価方法）
下記評価項目について各々下記方法により評価を行った。
（評価項目：平均粒径）
ｅ．平均粒径
ｅについては、実施例及び比較例の水中油型乳化化粧料の乳化滴の平均粒径を、レーザ
ー回折・散乱法による粒度分布測定装置（サブミクロン粒子アナライザー
ＫＭＡＮ

Ｎ５

20

ＢＥＣ

ＣＯＵＬＴＥＲ社製）により測定し、下記２段階評価基準により評価した。

【００４０】
２段階判定基準
（判定）：（判定基準）
○

：平均粒径が１００〜５００ｎｍ

×

：平均粒径が１００ｎｍ未満または５００ｎｍを超える

【００４１】
表１の結果から明らかな如く、本発明の実施例１〜１７の水中油型乳化化粧料（水中油
型乳化型マスカラ）は、比較例１〜８の水中油型乳化化粧料（水中油型乳化型マスカラ）

30

に比べ、高いツヤ感（化粧膜の均一性）と化粧効果の持続性、使用性（伸び広がり）、乳
化安定性の全てにおいて優れたものであった。
これに対して、成分（Ａ）、（Ｂ）の配合されていない比較例１ではワックスの乳化能
力が弱いため、平均粒径が大きく、特に乳化安定性の点で、満足いくものが得られなかっ
た。成分（Ａ）の代わりに（Ｂ）のみを用いた比較例２ではワックスの乳化能力が弱いた
め、平均粒径が大きく、特に乳化安定性の点で、満足いくものが得られなかった。成分（
Ｂ）の代わりにＨＬＢ１４．０の（Ａ）のみを用いた比較例３ではワックスの乳化能力が
弱いため、平均粒径が大きく、特に乳化安定性の点で、満足いくものが得られなかった。
成分（Ａ）と成分（Ｂ）の代わりにテトラオレイン酸ポリオキシエチレンソルビットでＨ
ＬＢの低い（ＨＬＢ８．５）ものを用いた比較例４ではワックスの乳化能力が弱いため、

40

平均粒径が大きく、特に乳化安定性の点で、満足いくものが得られなかった。成分（Ａ）
のかわりにＨＬＢの低い（ＨＬＢ８．５）ものを用いた比較例５ではワックスの乳化能力
が弱いため、平均粒径が大きく、特に乳化安定性の点で、満足いくものが得られなかった
。また、成分（Ｃ）の配合されていない比較例６ではワックスによる被膜形成能力が弱い
ため、特に、高いツヤ感、化粧効果の持続性の点で満足いくものが得られなかった。成分
（Ｃ）の融点が６０〜９０℃である固形油の代わりに融点が９５〜１０５℃である固形油
を用いた比較例７では、ワックスの融点が高すぎるため、乳化不良を起こし、平均粒径が
大きくなるため、使用性、乳化安定性、平均粒径の点で、満足いくものが得られなかった
。成分（Ｄ）の配合されていない比較例８では界面が強固ではないため、特に、乳化安定
性の点において満足いくものが得られなかった。
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【００４２】
実施例１８：マスカラオーバーコート
（成分）

（％）

（１）ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油

＊２０

（２）テトラオレイン酸ポリオキシエチレンソルビット

１

（３）カルナウバロウ

＊２１

＊４

１
５

（４）マイクロクリスタリンワックス
（５）ショ糖脂肪酸エステル

＊２２

５

＊２３

（６）セトステアリルアルコール

１

＊２４

０．５

（７）精製水

10

残量

（８）Ｎ−ステアロイル−Ｎ−メチルタウリンナトリウム

＊２５

（９）パラオキシ安息香酸メチル

０．０５
０．５

（１０）１，３−ブチレングリコール

１０

（１１）アクリル酸アルキルコポリマーのエマルション

＊１７

（１２）トリエタノールアミン

１
１．２

（１３）アクリル酸アルキルコポリマーアンモニウム
のエマルション

＊１９

２０

（１４）ナイロン末

２

（１５）１，２−ペンタンジオール

０．１

＊２０：ニッコール

ＨＣＯ−２０（日光ケミカルズ社製）ＨＬＢ１０．５

＊２１：ニッコール

ＧＯ−４３０ＮＶ（日光ケミカルズ社製）ＨＬＢ１１．５

＊２２：ＭＵＬＴＩＷＡＸ
ＳＯＮＮＥＢＯＲＮ

Ｗ−４４５

＊２３：ＤＫエステル

ＩＮＣ製

Ｍｙｃｒｏｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅｗａｘ

20
（

融点：７５〜８５℃）

Ｆ−１０（第一工業製薬社製）

＊２４：セタノール（高級アルコール工業）
＊２５：ニッコール

ＳＭＴ（日光ケミカルズ社製）

（製法）
Ａ．成分（１）〜（６）を約９０℃に加熱し、均一に混合する。
Ｂ．Ａに約９０℃に加熱した（７）を添加し、乳化後、冷却し、（８）を添加する。
30

Ｃ．Ｂに（９）〜（１５）を混合する。
Ｄ．Ｃを容器に充填してマスカラオーバーコートを得た。
以上のようにして得られたマスカラオーバーコートは、高いツヤ感（化粧膜の均一性）
と化粧効果の持続性、使用性（伸び広がり）、乳化安定性にも優れたものであった。
【００４３】
実施例１９：マスカラ下地
（成分）

（％）

（１）ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油

＊２６

（２）テトラオレイン酸ポリオキシエチレンソルビット
（３）ポリエチレン末

１
＊１

＊７

６

（４）マイクロクリスタリンワックス

＊２２

（５）水添ロジン酸ペンタエリスリチル
（６）ショ糖脂肪酸エステル
（７）ベヘニルアルコール

０．５
５

＊１０

２

＊２３

１

＊１３

０．５

（８）精製水

残量

（９）Ｎ−ステアロイル−Ｌ−グルタミン酸ナトリウム

＊１４

（１０）パラオキシ安息香酸メチル

０．１
０．５

（１１）１，３−ブチレングリコール

１０

（１２）アクリル酸アルキルコポリマーのエマルション
（１３）トリエタノールアミン
（１４）ポリ酢酸ビニルのエマルション

40

＊１７

３
３．５

＊１８

３０
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＊２７

５

（１６）酸化チタン

１

（１７）タルク

５

（１８）オルガノポリシロキサン処理酸化チタン被覆ガラス末
＊２６：ニッコール

＊２８

１

ＨＣＯ−８０（日光ケミカルズ社製）ＨＬＢ１５．０

＊２７：オルガノポリシロキサン５％処理：サンシンセリサイトＦＳＥ（三信鉱工業社製
）
＊２８：オルガノポリシロキサン３％処理：メタシャイン１０８０ＲＣ‑Ｓ（日本板硝子
社製）
10

（製法）
Ａ．成分（１）〜（７）を約９０℃に加熱し、均一に混合する。
Ｂ．Ａに約９０℃に加熱した（８）を添加し、乳化後、冷却し、（９）を添加する。
Ｃ．Ｂに（１０）〜（１８）を混合する。
Ｄ．Ｃを容器に充填してマスカラ下地を得た。
以上のようにして得られたマスカラ下地は、高いツヤ感（化粧膜の均一性）と化粧効果
の持続性、使用性（伸び広がり）、乳化安定性にも優れたものであった。
【００４４】
実施例２０：リキッドファンデーション
（成分）

（％）

（１）ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油

＊３

（２）テトラオレイン酸ポリオキシエチレンソルビット

０．５

（３）ミツロウ

＊２１

＊６

１
１０

（４）２−エチルヘキサン酸セチル

０．０５

（５）ベヘニルアルコール

０．５

＊１３

（６）水素添加エステルガム

＊９

２

（７）ショ糖脂肪酸エステル

＊１１

１

（８）セトステアリルアルコール

＊１２

０．５

（９）精製水

残量

（１０）Ｎ−ステアロイル−Ｌ−グルタミン酸ナトリウム

＊１４

（１１）防腐剤（フェノシキエタノール）
（１３）アクリル酸アルキルコポリマーのエマルション

０．１
０．３

（１２）１，３−ブチレングリコール

30

１０
＊１７

３

（１４）トリエタノールアミン

３．５

（１５）黒酸化鉄

０．５

（１６）ベンガラ

１．３

（１７）酸化チタン

０．５

（１８）黄酸化鉄

０．７

（１９）タルク

５

（２０）シリル化処理無水ケイ酸

＊２９

１

（２１）赤色２０２号
＊２９：ＡＥＲＯＳＩＬ

20

０．２
Ｒ９７６Ｓ（日本アエロジル社製

40

平均粒子径：５〜１０ｎｍ

）
（製法）
Ａ．成分（１）〜（８）を約９０℃に加熱し、均一に混合する。
Ｂ．Ａに約９０℃に加熱した（９）を添加し、乳化後、冷却し、（１０）を添加する。
Ｃ．Ｂに（１１）〜（２１）を混合する。
Ｄ．Ｃを容器に充填してリキッドファンデーションを得た。
以上のようにして得られたリキッドファンデーションは、化粧膜が均一でツヤ感があり
、化粧効果の持続性、使用性（伸び広がり）、乳化安定性にも優れたものであった。
【００４５】
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実施例２１： 頬紅
（１）ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油

＊２０

０．５

（２）テトラオレイン酸ポリオキシエチレンソルビット
（３）ミツロウ

＊１

＊６

１
１０

（４）２−エチルヘキサン酸セチル

０．０５

（５）ベヘニルアルコール

０．５

＊１３

（６）水添ロジン酸ペンタエリスリチル
（７）ショ糖脂肪酸エステル

＊１０

２

＊２３

（８）セトステアリルアルコール

１

＊１２

０．５

（９）精製水

10

残量

（１０）Ｎ−ステアロイル−Ｌ−グルタミン酸ナトリウム

＊１４

０．１

（１１）１，２−ペンタンジオール

５

（１２）パラオキシ安息香酸メチル

０．１

（１３）トリエタノールアミン

１．５

（１４）アクリル酸・メタクリル酸アルキル共重合体

＊３０

０．３

（１５）ペクチン

０．４

（１６）寒天

０．３

（１７）カルボキリビニルポリマー

０．１

（１８）ジェランガム

０．１

（１９）タルク

20

１５

（２０）酸化チタン

５

（２１）ベンガラ

０．５

（２２）黄酸化鉄

１

（２３）黒酸化鉄
（２４）雲母チタン

０．１
＊３１

１

（２５）香料

０．１

＊３０：ペミュレンＴＲ−１（ＮＯＶＥＯＮ社製）
＊３１：チミロンスーパーゴールド（メルク社製）
（製法）
30

Ａ．成分（１）〜（８）を約９０℃に加熱し、均一に混合する。
Ｂ．Ａに約９０℃に加熱した（９）を添加し、乳化後、冷却し、（１０）を添加する。
Ｃ．Ｂに（１１）〜（２５）を混合する。
Ｄ．Ｃを容器に充填して頬紅を得た。
以上のようにして得られた頬紅は、化粧膜が均一でツヤ感があり、化粧効果の持続性、
使用性（伸び広がり）、乳化安定性にも優れたものであった。
【００４６】
実施例２２：乳液
（成分）

（％）

（１）ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油

＊２０

（２）テトラオレイン酸ポリオキシエチレンソルビット

０．５

（３）フィッシャートロプシュワックス

＊３２

（４）エチレン・プロピレン共重合体
（５）ベヘニルアルコール

＊２１

２
０．５

（６）水添ロジン酸ペンタエリスリチル

＊１０

２

＊２３

（８）セトステアリルアルコール

40

８

＊３３

＊１３

（７）ショ糖脂肪酸エステル

１

１

＊１２

０．５

（９）精製水
（１０）Ｎ−ステアロイル−Ｌ−グルタミン酸ナトリウム

残量
＊１４

０．１

（１１）１，３−ブチレングリコール

７

（１２）グリセリン

５
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（１３）アクリル酸・メタクリル酸アルキル共重合体

＊３０

０．２

（１４）防腐剤（フェノシキエタノール）

０．３

（１５）アミノメチルプロパノール

０．２

（１６）エデト酸二ナトリウム

０．０２

（１７）精製水

５

（１８）香料

適量

（１９）ヒアルロン酸

０．０２

＊３２：ＣＩＲＥＢＥＬＬＥ
＊３３：ペトロライト

１０８（ＣＩＲＥＢＥＬＬＥ製）

ＥＰ−７００

（ＢＡＫＥＲ

ＰＥＴＲＯＬＩＴＥ社製）
10

（製法）
Ａ．成分（１）〜（８）を約９０℃に加熱し、均一に混合する。
Ｂ．Ａに約９０℃に加熱した（９）を添加し、乳化後、冷却し、（１０）を添加する。
Ｃ．Ｂに（１１）〜（１９）を混合する。
Ｄ．Ｃを容器に充填して乳液を得た。
以上のようにして得られた乳液は、化粧膜が均一でツヤ感があり、化粧効果の持続性、
使用性（伸び広がり）、乳化安定性にも優れたものであった。
【００４７】
実施例２３：ヘアーパッククリーム
（成分）

（％）

（１）ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油

＊３４

１

（２）テトラオレイン酸ポリオキシエチレンソルビット
（３）セレシン

＊３５

20

＊３６

１
２

（４）ライスワックス

＊３７

（５）ベヘニルアルコール

７

＊３８

０．５

（６）水添ロジン酸ペンタエリスリチル
（７）ショ糖脂肪酸エステル

＊１０

２

＊２３

（８）セトステアリルアルコール

１

＊１２

０．５

（９）精製水

残量

（１０）Ｎ−ステアロイル−Ｎ−メチルタウリンナトリウム

＊２５

（１１）１，２−ペンタンジオール

０．１
１０

（１２）κ−カラギーナン

０．１

（１３）アルカリゲネス産生多糖体

０．０５

（１４）アクリル酸・メタクリル酸アルキル共重合体

＊３０

２

（１５）キサンタンガム

０．０３

（１６）香料

０．１

（１７）１，３−ブチレングリコール

７

＊３４：ニッコール

ＨＣＯ−４０（日光ケミカルズ社製）

＊３５：ニッコール

ＧＯ−４４０Ｖ（日光ケミカルズ社製）

＊３６：セレシン

30

８１０（日興リカ社製）

＊３７：精製ライスワックス
＊３８：ニッコール

Ｒ−１００（横関油脂工業社製）

ベヘニルアルコール８０

40

（日光ケミカルズ社製）

（製法）
Ａ．成分（１）〜（８）を約９０℃に加熱し、均一に混合する。
Ｂ．Ａに約９０℃に加熱した（９）を添加し、乳化後、冷却し、（１０）を添加する。
Ｃ．Ｂに（１１）〜（１７）を混合する。
Ｄ．Ｃを容器に充填してヘアーパッククリームを得た。
以上のようにして得られたヘアーパッククリームは、化粧膜が均一でツヤ感があり、と
化粧効果の持続性、使用性（伸び広がり）、乳化安定性にも優れたものであった。
【００４８】
実施例２４：シート状化粧料
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（成分）

（％）

（１）ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油

＊３

１

（２）テトラオレイン酸ポリオキシエチレンソルビット
（３）カルナウバロウ

＊１

１

＊４

５

（４）マイクロクリスタリンワックス

＊２２

５

（５）コレステロール

０．０１

（６）セラミド３

０．０１

（７）ビタミンＥ

０．０１

（８）ショ糖脂肪酸エステル

＊２３

（９）セトステアリルアルコール

１

＊２４

０．５

（１０）精製水

残量

（１１）Ｎ−ステアロイル−Ｎ−メチルタウリンナトリウム

＊２５

０．０５

（１２）グリセリン

５

（１３）ジプロピレングリコール

１０

（１４）パラオキシ安息香酸メチル

０．１

（１５）精製水

３

（１６）エタノール

５

（１７）アスコルビン酸グルコシド

３

（１８）アルブチン

１

（１９）乳酸ナトリウム

２

（２０）ポリメタクロイルオキシエチルホスホコリン溶液

＊３９

20

０．２

（２１）水酸化ナトリウム
＊３９

10

０．１３

ＬＩＰＩＤＵＲＥ

ＨＭ−６００（日油社製）

（製法）
Ａ．成分（１）〜（９）を約９０℃に加熱し、均一に混合する。
Ｂ．Ａに約９０℃に加熱した（１０）を添加し、乳化後、冷却し、（１１）を添加する。
Ｃ．Ｂに（１２）〜（２１）を混合し、これを不織布に含浸させる。
Ｄ：Ｃをアルミラミネートの袋状容器に密封充填し、シート状化粧料を得た。
以上のようにして得られたシート状化粧料は、シート状化粧料を顔面に貼り１０分後に
剥がし、その後評価した。また、乳化安定性については、不織布に含浸させる前の乳化物

30

について評価を行った。これらシート状化粧料は化粧膜が均一でツヤ感があり、化粧効果
の持続性、使用性（伸び広がり）、乳化安定性にも優れたものであった。
【００４９】
実施例２５：アイライナー（液状）
（成分）

（％）

（１）ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油

＊３４

１

（２）テトラステアリン酸ポリオキシエチレンソルビット
（３）ライスワックス

＊４０

＊３７

０．５
２

（４）マイクロクリスタリンワックス
（５）水添ロジン酸ペンタエリスリチル

＊４１

３

＊１０

２

（６）ショ糖脂肪酸エステル

＊１１

１

（７）ステアリルアルコール

＊４２

０.５

（８）精製水

残量

（９）パラオキシ安息香酸メチル

０．５

（１０）Ｎ−ステアロイル−Ｌ−グルタミン酸ナトリウム

＊１４

（１１）１，３−ブチレングリコール

０．１
１５

（１２）アクリル酸アルキルコポリマーのエマルション

＊１７

（１３）トリエタノールアミン
（１４）オルガノポリシロキサン処理マイカ

40

３
３．５

＊２７

（１５）アクリル酸アルキルコポリマーのエマルション

５
＊１９

２０
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（１６）ナイロン末

２

（１７）黒酸化鉄

１０

（１８）無水ケイ酸

５

（１９）オルガノポリシロキサン処理酸化チタン被覆ガラス末＊４３

１

＊４０：ニッコール

ＧＳ−４６０（日光ケミカルズ社製）ＨＬＢ１３．０

＊４１：Ｈｉ−Ｍｉｃ

２０６５（日本精鑞社製）融点：７５℃

＊４２：ＮＩＫＫＯＬ

脱臭ステアリルアルコール（日光ケミカルズ社製）

＊４３：オルガノポリシロキサン３％処理：メタシャイン１０８０ＲＣ‑Ｒ（日本板硝子
社製）
10

（製法）
Ａ．成分（１）〜（７）を約９０℃に加熱し、均一に混合する。
Ｂ．Ａに約９０℃に加熱した（８）〜（９）を添加し、乳化後、冷却し、（１０）を添加
する。
Ｃ．Ｂに（１１）〜（１９）を混合する。
Ｄ．Ｃを塗布具付き容器に充填してアイライナー（液状）を得た。
以上のようにして得られたアイライナー（液状）は、鮮やかで彩度の高いツヤ感（化粧
膜の均一性）と化粧効果の持続性、使用性（伸び広がり）、乳化安定性にも優れたもので
あった。
【００５０】

20

実施例２６：日焼け止め料（クリーム状）
（成分）

（％）

（１）ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油

＊３

（２）テトラオレイン酸ポリオキシエチレンソルビット
（３）カルナウバロウ

１
＊２１

＊４

１
３

（４）マイクロクリスタリンワックス

＊２２

（５）水添ロジン酸ペンタエリスリチル
（６）ショ糖脂肪酸エステル

２

＊１０

２

＊１１

（７）セトステアリルアルコール

１

＊２４

０．５

（８）精製水

残量

（９）パラオキシ安息香酸メチル

０．５

（１０）Ｎ−ステアロイル−Ｎ−メチルタウリンナトリウム

＊２５

（１１）１，３−ブチレングリコール
（１２）アクリル酸アルキルコポリマーのエマルション

30

０．０５
１５

＊１７

３

（１３）トリエタノールアミン

３．５

（１４）微粒子酸化チタン

３

（１５）キサンタンガム

０．２

（１６）ジグリセリン

２

（１７）微粒子酸化亜鉛

５

（１８）グリセリン

２
40

（製法）
Ａ．成分（１）〜（７）を約９０℃に加熱し、均一に混合する。
Ｂ．Ａに約９０℃に加熱した（８）〜（９）を添加し、乳化後、冷却し、（１０）を添加
する。
Ｃ．Ｂに（１１）〜（１８）を混合する。
Ｄ．Ｃを容器に充填して日焼け止め料（クリーム状）を得た。
以上のようにして得られた日焼け止め料（クリーム状）は、化粧膜が均一でツヤ感があ
り、化粧効果の持続性、使用性（伸び広がり）、乳化安定性にも優れたものであった。
【００５１】
実施例２７：アイクリーム（固形状）
（成分）

（％）
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＊３４

１

（２）テトラオレイン酸ポリオキシエチレンソルビット
（３）パラフィンワックス

＊３５

１

＊４４

８

（４）マイクロクリスタリンワックス

＊４１

（５）エチレン・プロピレン共重合体

＊３３

（５）ポリエチレンワックス

５
０．５
０．５

＊３８

０．５

（５）ベヘニルアルコール

＊７

（６）水素添加エステルガム

＊９

２

（７）ショ糖脂肪酸エステル

＊２３

１

（８）セトステアリルアルコール

＊１２

０．５

（９）精製水

10

残量

（１０）Ｎ−ステアロイル−Ｎ−メチルタウリンナトリウム

＊２５

（１１）１，２−ペンタンジオール

０．１
１０

（１２）κ−カラギーナン

０．２

（１３）アルカリゲネス産生多糖体

＊４５

０．１

（１４）アクリル酸・メタクリル酸アルキル共重合体

＊３０

２

（１５）キサンタンガム

０．１

（１６）香料

０．１

（１７）１，３−ブチレングリコール

３

（１８）グリセリン

２

（１９）ポリオキシプロピレンジグリセリルエーテル

＊４６

＊４４：パラフィンワックス

融点６０℃）

１３５（日本精蝋社製

20

２

＊４５：アルカシーラン（伯東社製）
＊４６：ＳＹ−ＤＰ９（阪本薬品工業社製）
（製法）
Ａ．成分（１）〜（８）を約９０℃に加熱し、均一に混合する。
Ｂ．Ａに約９０℃に加熱した（９）を添加し、乳化後、冷却し、（１０）を添加する。
Ｃ．Ｂに（１１）〜（１９）を混合する。
Ｄ．Ｃを容器に充填してアイクリーム（固形状）を得た。
以上のようにして得られたアイクリーム（固形状）は、化粧膜が均一でツヤ感があり、
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と化粧効果の持続性、使用性（伸び広がり）、乳化安定性にも優れたものであった。
【００５２】
実施例２８：アイブロウ（ゲル状）
（成分）

（％）

（１）ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油

＊２６

（２）テトラオレイン酸ポリオキシエチレンソルビット
（３）キャンデリラロウ

１
＊１

＊４７

６

（４）マイクロクリスタリンワックス

＊２２

（５）水添ロジン酸ペンタエリスリチル
（６）ショ糖脂肪酸エステル
（７）ベヘニルアルコール

０．５
５

＊１０

２

＊２３

１

＊１３

０．５

（８）精製水

残量

（９）Ｎ−ステアロイル−Ｌ−グルタミン酸ナトリウム

＊１４

（１０）パラオキシ安息香酸メチル

０．１
０．５

（１１）１，３−ブチレングリコール

１５

（１２）アクリル酸アルキルコポリマーのエマルション

＊１７

３

（１３）トリエタノールアミン

３．５

（１４）ヒドロキシプロピルセルロース

３

（１５）オルガノポリシロキサン処理マイカ
（１６）レシチン処理黒酸化チタン

40

＊４８

＊２７

５
５
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（１７）タルク

５

（１８）キサンタンガム

０．５

＊４７：精製キャンデリラワックスＳＲ−３（日本ナチュラルプロダクツ社製

融点：７

０〜７５℃）
＊４８：大豆リン脂質２％処理
（製法）
Ａ．成分（１）〜（７）を約９０℃に加熱し、均一に混合する。
Ｂ．Ａに約９０℃に加熱した（８）を添加し、乳化後、冷却し、（９）を添加する。
Ｃ．Ｂに（１０）〜（１８）を混合する。
10

Ｄ．Ｃを塗布具付き容器に充填してアイブロウ（ゲル状）を得た。
以上のようにして得られたアイブロウ（ゲル状）は、鮮やかで彩度の高い（化粧膜の均
一性）と化粧効果の持続性、使用性（伸び広がり）、乳化安定性にも優れたものであった
。
【００５３】
実施例２９：口紅（液状）
（成分）

（％）

（１）ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油

＊２０

０．５

（２）テトラオレイン酸ポリオキシエチレンソルビット
（３）フィッシャートロプシュワックス

＊３２

（４）エチレン・プロピレン共重合体
（５）ベヘニルアルコール

＊２１

８

＊３３

２

＊１３
＊１０

５

＊２３

（８）セトステアリルアルコール

１

＊１２

０．５

（９）精製水

残量

（１０）Ｎ−ステアロイル−Ｌ−グルタミン酸ナトリウム

＊１４

０．１

（１１）１，３−ブチレングリコール

７．０

（１２）グリセリン

５．０

（１３）アクリル酸・メタクリル酸アルキル共重合体

＊３０

０．２

（１４）防腐剤（フェノシキエタノール）

０．３

（１５）赤色２２７号

０．５

（１６）エデト酸二ナトリウム

０．０２

（１７）精製水

５

（１８）香料

０．０５

（１９）酸化チタン被覆合成金雲母
＊４９：ＨＥＬＩＯＳ

20

０．５

（６）水添ロジン酸ペンタエリスリチル
（７）ショ糖脂肪酸エステル

１

＊４９
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０．５

Ｒ１００Ｓ（トピー工業社製）

（製法）
Ａ．成分（１）〜（８）を約９０℃に加熱し、均一に混合する。
Ｂ．Ａに約９０℃に加熱した（９）を添加し、乳化後、冷却し、（１０）を添加する。
Ｃ．Ｂに（１１）〜（１９）を混合する。
Ｄ．Ｃを塗布具付き容器に充填して口紅（液状）を得た。
以上のようにして得られた口紅（液状）は、鮮やかで彩度の高い（化粧膜の均一性）と
化粧効果の持続性、使用性（伸び広がり）、乳化安定性にも優れたものであった。
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