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(57)【要約】
　ＳｉＨ含有オルガノポリシロキサン樹脂及び分子中に少なくとも２個の脂肪族不飽和基
を有する有機化合物との反応からのシリコーンエラストマーを含むゲル組成物が開示され
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
（Ａ）ＳｉＨ含有オルガノポリシロキサン樹脂、
（Ｂ）分子中に少なくとも２個の脂肪族不飽和基を有する有機化合物、及び
（Ｃ）ヒドロシリル化触媒
の反応由来のシリコーンエラストマー、
ならびに
（Ｄ）任意のキャリア・フルイド、
（Ｅ）任意のパーソナルまたはヘルスケア活性成分
を含む、少なくとも０．０３ニュートン力の硬度を有するゲル組成物。
【請求項２】
　前記（Ａ）ＳｉＨ含有オルガノポリシロキサン樹脂が式
（Ｒ２ＨＳｉＯ１／２）ａ（Ｒ３ＳｉＯ１／２）ｂ（Ｒ２ＳｉＯ２／２）ｃ（Ｒ’ＳｉＯ

３／２）ｄ（ＳｉＯ４／２）ｅ

（ここで、ａは０より大きく、
ｂは０から０．８であり、
ｃは０から０．４であり、
ｄは０から０．９であり、
ｅは０から０．９であり、
ただし、少なくともｄまたはｅはゼロより大きく、ならびにａ、ｂ、ｃ、ｄ及びｅの合計
が少なくとも０．９５であり、
Ｒは有機基であり、
Ｒ’は２個から８個の炭素原子を有する一価の炭化水素基である）
を含む、請求項１のゲル組成物。
【請求項３】
　前記（Ａ）ＳｉＨ含有オルガノポリシロキサン樹脂が式
（Ｍｅ２ＨＳｉＯ１／２）ａ（Ｍｅ２ＳｉＯ２／２）ｃ（Ｒ’ＳｉＯ３／２）ｄ

（ここで、ａは０より大きく、
ｃは０から０．４であり、
ｄは０から０．９であり、
ただし、ａ、ｃ、及びｄの合計が少なくとも０．９であり、及びｄは０より大きく、
Ｒ’は２個から８個の炭素原子を有する一価の炭化水素基であり、
Ｍｅはメチルである）
を含むシルセスキオキサン樹脂である、請求項１のゲル組成物。
【請求項４】
　前記（Ａ）ＳｉＨ含有オルガノポリシロキサン樹脂が式
（Ｍｅ２ＨＳｉＯ１／２）ａ（Ｍｅ３ＳｉＯ１／２）ｂ（ＳｉＯ４／２）ｅ

（ここで、ａは０より大きく、
ｂは０から０．８であり、
ｅは０から０．９であり、
ただし、ａ、ｂ及びｅの合計が少なくとも０．９５であり、ならびにｅはゼロより大きく
、
Ｍｅはメチルである）
を含むＳｉＨ含有ＭＱ樹脂である、請求項１のゲル組成物。
【請求項５】
　前記（Ｂ）分子中に少なくとも２個の脂肪族不飽和基を有する有機化合物が式Ｒ２－Ｙ
－Ｒ２（ここで、Ｒ２は２個から１２個の炭素原子を含有する一価の不飽和脂肪族基であ
り、及びＹは二価の炭化水素、シロキサン、ポリオキシアルキレン、ポリアルキレン、ポ
リイソアルキレン、炭化水素－シリコーン共重合体またはこれらの混合物から選ばれる、
請求項１の組成物。
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【請求項６】
　前記Ｙが式‐［（Ｃ２Ｈ４Ｏ）ｆ（Ｃ３Ｈ６Ｏ）ｇ（Ｃ４Ｈ８Ｏ）ｈ］-（ここで、ｃ
、ｄ、及びｅはそれぞれ独立して、０から１００までの間であり、ｆ＋ｇ＋ｈの合計は２
を超える）を有するポロオキシアルキレン基である、請求項５の組成物。
【請求項７】
　前記（Ｂ）分子中に少なくとも２個の脂肪族不飽和基を含有する化合物がグループ
ＨＣ２＝ＣＨＣＨ２［Ｃ３Ｈ６Ｏ］ｇＣＨ２ＣＨ＝ＣＨ２

ＨＣ２＝ＣＨ［Ｃ３Ｈ６Ｏ］ｇＣＨ＝ＣＨ２

ＨＣ２＝Ｃ（ＣＨ３）ＣＨ２［Ｃ３Ｈ６Ｏ］ｇＣＨ２Ｃ（ＣＨ３）＝ＣＨ２

ＨＣ≡ＣＣＨ２［Ｃ３Ｈ６Ｏ］ｇＣＨ２Ｃ≡ＣＨ、及び
ＨＣ≡ＣＣ（ＣＨ３）２［Ｃ３Ｈ６Ｏ］ｇＣ（ＣＨ３）２Ｃ≡ＣＨ
（ここで、ｇは２より大きい）
から選ばれる、請求項１の組成物。
【請求項８】
　前記（Ｂ）少なくとも２個の脂肪族不飽和基を含有する化合物が式Ｈ２Ｃ＝ＣＨＣＨ２

［Ｃ３Ｈ６Ｏ］ｇＣＨ２ＣＨ＝ＣＨ２、またはＨＣ２＝Ｃ（ＣＨ３）ＣＨ２［Ｃ３Ｈ６Ｏ
］ｇＣＨ２Ｃ（ＣＨ３）＝ＣＨ２（ここで、ｇは２より大きい）を有する、請求項１の組
成物。
【請求項９】
（Ａ）／（Ｂ）のモル比が１０／１から１／１０である、請求項１の組成物。
【請求項１０】
　前記キャリア・フルイドが存在し、及びそれが２５℃の粘度が１から１，０００ｍｍ２

／秒の範囲にあるシリコーンである、請求項１の組成物。
【請求項１１】
　前記キャリア・フルイドが存在し、及びそれがデカメチルシクロペンタシロキサン、イ
ソドデカン、イソヘキシルデカン、またはネオペンタン酸イソデシルである、請求項１の
組成物。
【請求項１２】
　前記Ｅ）がビタミン、日焼け止め剤、植物エキスまたは香料から選ばれるパーソナルケ
ア活性成分である、請求項１の組成物。
【請求項１３】
　前記Ｅ）が局所用薬剤活性成分、タンパク質、酵素、抗真菌剤または抗菌剤から選ばれ
るヘルスケア活性成分である、請求項１の組成物。
【請求項１４】
　カラー化粧品、口紅、ファンデーション、シャンプー、ヘアー・コンディショナー、毛
髪固定剤、シャワージェル、皮膚保湿液、皮膚コンディショナー、ボディー・コンディシ
ョナー、日焼け防止品、制汗剤及びデオドラントから選ばれ、請求項１の組成物を含有す
るパーソナルケア組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００７年９月２６日出願の米国特許出願６０／０９７５，３６５の利益を
請求する。
【０００２】
　本開示は、ＳｉＨ含有オルガノポリシロキサン樹脂及び分子中に少なくとも２個の脂肪
族不飽和基を有する有機化合物との反応からのシリコーンエラストマーを含むゲル組成物
に関する。
【背景技術】
【０００３】
　シリコーンエラストマーゲルは、適用すると独特の感覚プロフィルを与えることにより
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パーソナルケア処方の美観を高めるために、広く使われている。多くのシリコーンエラス
トマーゲルは、ＳｉＨポリシロキサンと不飽和炭化水素置換基を含有する他のポリシロキ
サン、例えばビニル官能性ポリシロキサンとのヒドロシリル化架橋反応に、またはＳｉＨ
ポリシロキサンと炭化水素ジエンとを架橋させることにより得られる。シリコーンエラス
トマーはキャリア・フルイド、例えば揮発性シリコーンなどの存在下で形成して、ゲル化
組成物をもたらすことができる。あるいは、シリコーンエラストマーが高固形分で形成し
、続いてせん断され、キャリア・フルイドと混合されて、同様にゲルまたはペースト状組
成物を作ることができる。そのようなシリコーンエラストマーの代表的な例は米国特許第
５，８８０，２１０号及び米国特許第５，７６０，１１６号に教示されている。
【０００４】
　シリコーンエラストマーは、パーソナルケア処方の改良に飛躍的な進歩を提供してきた
が、その使用を制限する幾つかの欠点を有している。例えば、大部分がジメチルシロキサ
ンであるシリコーンエラストマーは、有機ベース溶媒及びキャリア・フルイドのゲル化の
ための効果がより小さい。高ジメチルシロキサンを有するシリコーンエラストマーゲル組
成物は、また、多くのパーソナルケア成分と限られた相溶性を有する。例えば、広く使わ
れている日焼け防止剤、オクチルメトキシシンナマートは、多くのシリコーンエラストマ
ーゲル中では、限られた溶解性を有する。その他の問題は、そのような非相溶性成分の存
在下でのシリコーンエラストマーゲル粘度の減少化である。それ故に、有機溶媒をゲル化
できるシリコーンエラストマーを識別する必要がある。さらに、シリコーンエラストマー
ゲルに付随する美観を維持しながら、多くのパーソナルケア成分との優れた相溶性を有す
るシリコーンエラストマーゲルを識別する必要がある。この目的を達成するため、シリコ
ーンエラストマーの各種のパーソナルケア成分との相溶性を改良するための多くの試みが
なされており、ここでは、アルキル、ポリエーテル、アミンまたは他の有機官能性基をシ
リコーン・有機エラストマー骨格にグラフトさせていた。そのような有機官能性シリコー
ンエラストマーは、米国特許第５，８１１，４８７号、米国特許第５，８８０，２１０号
、米国特許第６，２００，５８１号、米国特許第５，２３６，９８６号、米国特許第６，
３３１，６０４号、米国特許第６，２６２，１７０号、米国特許第６，５３１，５４０号
、及び米国特許６，３６５，６７０号で教示されている。
【０００５】
　しかし、まだシリコーンエラストマーベースゲルの相溶性、特に有機ベース揮発性フル
イド及びパーソナルケア成分との相溶性を改良する必要がある。そのように改良される相
溶性は感覚的美観を犠牲にしてはならない。さらに、キャリア・フルイド中のシリコーン
エラストマーのゲル化または増粘効率は、保持されるか、改良されるべきである。
【０００６】
　本発明者らは、あるオルガノポリシロキサン樹脂に基づいたシリコーン・有機エラスト
マーが、効率的にキャリア・フルイドのゲル化組成物を提供することを見出した。得られ
るゲル化組成物はまた、感覚的美観を保持する一方で、追加的利点、例えば、多くの通常
のパーソナルケア成分との優れた相溶性を有する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許出願６０／０９７５，３６５
【特許文献２】米国特許第５，８８０，２１０号
【特許文献３】米国特許第５，７６０，１１６号
【特許文献４】米国特許第５，８１１，４８７号
【特許文献５】米国特許第５，８８０，２１０号
【特許文献６】米国特許第６，２００，５８１号
【特許文献７】米国特許第５，２３６，９８６号
【特許文献８】米国特許第６，３３１，６０４号
【特許文献９】米国特許第６，２６２，１７０号
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【特許文献１０】米国特許第６，５３１，５４０号
【特許文献１１】米国特許６，３６５，６７０号
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本開示は、
（Ａ）ＳｉＨ含有オルガノポリシロキサン樹脂、
（Ｂ）分子中に少なくとも２個の脂肪族不飽和基を有する有機化合物、及び
（Ｃ）ヒドロシリル化触媒
との反応からのシリコーンエラストマー、
ならびに
（Ｄ）任意のキャリア・フルイド、
（Ｅ）任意のパーソナルまたはヘルスケア活性成分
を含む、少なくとも０．０３ニュートン力の硬さを有するゲル組成物に関する。
【０００９】
（Ａ）ＳｉＨ含有オルガノポリシロキサン樹脂：
　本発明の成分（Ａ）は、その分子中に少なくとも１個のＳｉＨ単位を有するオルガノポ
リシロキサン樹脂である。オルガノポリシロキサンは、あらゆる数の（Ｒ３ＳｉＯ１／２

）、（Ｒ２ＳｉＯ２／２）、（ＲＳｉＯ３／２）、または（ＳｉＯ４／２）単位を含有す
る。オルガノポリシロキサンの式は、次式：ＲｎＳｉＯ（４－ｎ）／２（ここで、Ｒは独
立して任意の有機基、あるいは炭化水素、あるいはアルキル基、あるいはメチルである）
のオルガノポリシロキサン中のシロキサン単位の平均によって示すことができる。標準式
中のｎの値は、オルガノポリシロキサンを特徴づけることに用いることができる。例えば
、ｎ＝１の平均値は、オルガノポリシロキサンが（ＲＳｉＯ３／２）シロキシ単位の主た
る集合であることを示し、一方ｎ＝２は（Ｒ２ＳｉＯ２／２）が支配的であることを示す
ことになる。本明細書で用いられる「オルガノポリシロキサン樹脂」とは、樹脂を示す平
均式ＲｎＳｉＯ（４－ｎ）／２中１．８未満のｎの値を有するオルガノポリシロキサンを
指す。オルガノポリシロキサンのシロキシ単位の式において、Ｒがメチルである場合は、
それぞれのシロキシ単位は、しばしば、Ｍ、Ｄ、ＴまたはＱシロキシ単位と呼称される。
本発明において、成分（Ａ）として有用なオルガノポリシロキサンは、少なくとも１個の
ＳｉＨシロキシ単位を含有し、すなわち、分子中に少なくとも１個の（Ｒ２ＨＳｉＯ０．

５）、（ＲＨＳｉＯ）、または（ＨＳｉＯ１．５）シロキシ単位が存在する。Ｒがメチル
である場合は、それらのシロキシ単位は、ＭＨ、ＤＨ及びＴＨシロキシ単位とそれぞれ表
すことができる。前記ＳｉＨ含有オルガノポリシロキサンは、シルセスキオキサン樹脂も
しくは「ＭＱ」樹脂であると見なされる、あらゆるＳｉＨ含有オルガノポリシロキサン樹
脂から選ぶことができる。
【００１０】
　一つの実施態様では、前記ＳｉＨ含有オルガノポリシロキサン樹脂は、式
（Ｒ２ＨＳｉＯ１／２）ａ（Ｒ３ＳｉＯ１／２）ｂ（Ｒ２ＳｉＯ２／２）ｃ（Ｒ’ＳｉＯ

３／２）ｄ（ＳｉＯ４／２）ｅ

（ここで、ａは０より大きく、
ｂは０から０．８であり、
ｃは０から０．４であり、
ｄは０から０．９５であり、
ｅは０から０．９、あるいは０から０．９５であり、
ただし、少なくともｄまたはｅはゼロより大きく、ならびにａ、ｂ、ｃ、ｄ及びｅの合計
が少なくとも０．９であり、
Ｒは上記定義したように有機基であり、典型的にはＲはメチルであり、
Ｒ’は２個から８個の炭素原子を有する一価炭化水素基である）
を含む。
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【００１１】
　Ｒ’は直鎖状または分岐状アルキル、例えばエチル、プロピル、ブチル、ペンチル、ヘ
キシル、ヘプチル、またはオクチル基でよい。またＲ’はアリールまたはアルキルアリー
ル、例えばフェニル、アルキルフェニル基でもよい。典型的にはＲ’はプロピルである。
【００１２】
　上記式（Ｒ２ＨＳｉＯ１／２）ａ（Ｒ３ＳｉＯ１／２）ｂ（Ｒ２ＳｉＯ２／２）ｃ（Ｒ
’ＳｉＯ３／２）ｄ（ＳｉＯ４／２）ｅ、及び下記のその後の使用において、下付き文字
ａ、ｂ、ｃ、ｄ、及びｅは、それぞれ指定されたシロキシ単位のモル分率を表す。ａ、ｂ
、ｃ、ｄ、及びｅの合計は、少なくとも０．９であり、ｄ及びｅは０より大きい。このよ
うに、ＳｉＨ含有オルガノ水素シロキサン樹脂は、追加のシロキシ単位、例えばシラノー
ル及び／またはアルコキシ官能性シロキシ単位を含んでもよい。
【００１３】
　別の実施態様では、前記ＳｉＨ含有オルガノポリシロキサン樹脂が、式
（Ｍｅ２ＨＳｉＯ１／２）ａ（Ｍｅ２ＳｉＯ２／２）ｃ（Ｒ’ＳｉＯ３／２）ｄ

（ここで、ａは０より大きく、
ｃは０から０．４であり、
ｄは０から０．９であり、
ただし、ａ、ｃ、及びｄの合計が少なくとも０．９であり、及びｄは０より大きく、
Ｒ’は、上記したように、２個から８個の炭素原子を有する一価の炭化水素基であり、
Ｍｅはメチルである）
を含むＳｉＨ含有シルセスキオキサン樹脂である。
【００１４】
　さらなる実施態様では、前記ＳｉＨ含有オルガノポリシロキサン樹脂が、式
（Ｍｅ２ＨＳｉＯ１／２）ａ（Ｍｅ３ＳｉＯ１／２）ｂ（ＳｉＯ４／２）ｅ

（ここで、ａは０より大きく、
ｂは０から０．８であり、
ｅは０から０．９、あるいは０から０．９５であり、
ただし、ａ、ｂ及びｅの合計が少なくとも０．９であり、ならびにｅはゼロより大きく、
Ｍｅはメチルである）
を含むＳｉＨ含有ＭＱ樹脂である。
【００１５】
　成分（Ａ）として有用なＳｉＨ含有オルガノポリシロキサン樹脂の製造法は、国際公開
番号ＷＯ２００５／１００４４４に記載されているように公知である。その特許は参考と
してここに組み込まれる。
【００１６】
（Ｂ）分子中に少なくとも２個の脂肪族不飽和炭化水素基を有する有機化合物：
成分（Ｂ）は、その分子中に少なくとも２個の脂肪族不飽和基を含有する有機化合物また
は化合物の混合物である。同化合物は、任意のジエン、ジインまたはエンイン化合物であ
ってよい。ジエン、ジインまたはエンイン化合物は、分子内に少なくとも２個の、互いに
幾分離れた脂肪族不飽和基が存在する化合物（高分子状化合物を含む）である。典型的に
は、不飽和基は、化合物の末端に、または高分子状化合物であれば側鎖に存在する。末端
また側鎖不飽和基を含有する化合物は式Ｒ２－Ｙ－Ｒ２（ここで、Ｒ２は２個から１２個
の炭素原子を含有する一価不飽和脂肪族炭化水素基であり、Ｙは二価の有機もしくはシロ
キサン基またはそれらの組合せである）で表すことができる。典型的には、Ｒ２はＣＨ２

＝ＣＨ‐、ＣＨ２=ＣＨＣＨ２‐、ＣＨ２＝Ｃ（ＣＨ３）ＣＨ２‐またはＣＨ≡Ｃ‐、及
び同様な置換不飽和基、例えばＨ２Ｃ=Ｃ（ＣＨ３）‐、及びＨＣ≡Ｃ（ＣＨ３）‐であ
る。
【００１７】
　成分（Ｂ）として、式Ｒ２－Ｙ－Ｒ２を有する化合物は、Ｙの選択によって、「有機」
、「炭化水素」、「有機ポリマー」、「ポリエーテル」または「シロキサン」、またはそ
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れらの組合せであると見なしてよい。Ｙは二価の炭化水素、シロキサン、ポリオキシアル
キレン、ポリアルキレン、ポリイソアルキレン、炭化水素‐シリコーン共重合体、または
それらの混合物でもよい。
【００１８】
　一つの実施態様では、成分（Ｂ）は、本明細書中で（Ｂ１）と表示される有機化合物か
ら選ばれ、式Ｒ２－Ｙ１－Ｒ２（ここで、Ｒ２は２個から１２個の炭素原子を有する一価
不飽和脂肪族基であり、Ｙ１は二価の炭化水素である）を有する。二価の炭化水素Ｙ１は
、１個から３０個の炭素を、脂肪族または芳香族構造のいずれかとして含有し、且つ分岐
状または非分岐状でもよい。成分（Ｂ１）は、１個から３０個の炭素を含有するα、ω‐
不飽和アルケンもしくはアルキン、またはそれらの混合物から選ぶことができる。成分（
Ｂ１）は、以下に限定されないが、１，４‐ペンタジエン、１，５‐ヘキサジエン；１，
６‐へプタジエン；１，７‐オクタジエン、１，８‐ノナジエン、１，９‐デカジエン、
１，１１‐ドデカジエン、１，１３‐テトラデカジエン、及び１，１９‐エイコサジエン
、１，３‐ブタジイン、１，５‐ヘキサジイン（ジプロパルギル）、及び１‐ヘキセン‐
５‐インによって例示することができる。
【００１９】
　他の実施態様では、成分（Ｂ）は、本明細書中では（Ｂ２）と表示される、Ｒ２－Ｙ２

－Ｒ２化合物（ここで、Ｙ２はシロキサンである）から選ばれる。Ｙ２シロキサン基は、
Ｒ２として示される、少なくとも２個の脂肪族不飽和を有する有機基と結合して、Ｒ２－
Ｙ２－Ｒ２構造を形成する、任意のオルガノポリシロキサンから選ぶことができる。この
ように、成分（Ｂ２）は、平均式Ｒ２ＲｍＳｉＯ（４－ｍ）／２（ここで、Ｒは有機基で
あり、Ｒ２は上記に定義された一価不飽和脂肪族基であり、ｍはゼロから３である）で表
される、シロキサン単位を少なくとも２個を含む任意のオルガノポリシロキサン及びそれ
らの混合物でもよい。
【００２０】
　Ｒ２基は、オルガノポリシロキサン分子中の、いかなるモノ、ジ、またはトリ－シロキ
シ単位、例えば；（Ｒ２Ｒ２ＳｉＯ０．５）、（Ｒ２ＲＳｉＯ）、または（Ｒ２ＳｉＯ１

．５）上に存在しても；Ｒ２置換基を含まない他のシロキシ単位、例えば（Ｒ３ＳｉＯ０

．５）、（Ｒ２ＳｉＯ）、（ＲＳｉＯ１．５）または（ＳｉＯ２）シロキシ単位との組み
合わせとして存在しても良く（ここで、Ｒは独立して任意の有機基、あるいは１個から３
０個の炭素を含有する炭化水素、あるいは１個から３０個の炭素を含有するアルキル基、
あるいはメチルである）；ただし、このオルガノポリシロキサン中には、少なくとも２個
のＲ２置換基が存在する。
【００２１】
　成分（Ｂ２）として好適な、Ｒ２－Ｙ２－Ｒ２構造に基づく、こうしたシロキサンの代
表的な非限定的例としては、
（Ｒ２Ｒ２ＳｉＯ０．５）（ＳｉＯ２）ｗ（Ｒ２Ｒ２ＳｉＯ０．５）
（Ｒ２Ｒ２ＳｉＯ０．５）（ＳｉＯ２）ｗ（Ｒ２ＳｉＯ）ｘ（Ｒ２Ｒ２ＳｉＯ０．５）
（Ｒ２Ｒ２ＳｉＯ０．５）（Ｒ２ＳｉＯ）ｘ（Ｒ２Ｒ２ＳｉＯ０．５）
（Ｒ３ＳｉＯ０．５）（Ｒ２ＳｉＯ）ｘ（Ｒ２ＲＳｉＯ）ｙ（Ｒ３ＳｉＯ０．５）
（Ｒ３ＳｉＯ０．５）（Ｒ２ＳｉＯ）ｘ（Ｒ２ＲＳｉＯ）ｙ（ＲＳｉＯ１．５）ｚ（Ｒ３

ＳｉＯ０．５）
（Ｒ３ＳｉＯ０．５）（Ｒ２ＳｉＯ）ｘ（Ｒ２ＲＳｉＯ）ｙ（ＳｉＯ２）ｗ（Ｒ３ＳｉＯ

０．５）
（ここで、ｗ≧０、ｘ≧０、ｙ≧２、及びｚは≧０であり、Ｒは有機基であり、ならびに
Ｒ２は一価不飽和脂肪族炭化水素基である）
が挙げられる。
【００２２】
　Ｂ２は、ビニル官能性ポリジメチルシロキサン（ビニルシロキサン）、例えば平均式：
ＣＨ２＝ＣＨ（Ｍｅ）２ＳｉＯ［Ｍｅ２ＳｉＯ］ｘＳｉ（Ｍｅ）２ＣＨ＝ＣＨ２
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Ｍｅ３ＳｉＯ［（Ｍｅ）２ＳｉＯ］ｘ［ＣＨ２＝ＣＨ（Ｍｅ）ＳｉＯ］ｙＳｉＭｅ３

（ここで、Ｍｅはメチルであり、
ｘ≧０、あるいはｘは０から２００であり、あるいはｘは１０から１００であり、
ｙ≧２、あるいはｙは２から２００であり、あるいはｙは１０から１００である）
を有するものから選ぶことができる。ビニル官能性ポリジメチルシロキサンは、公知であ
り、多くが市販されている。
【００２３】
　他の実施態様では、成分（Ｂ）は、Ｒ２‐Ｙ３‐Ｒ２（ここで、Ｒ２は上記に定義され
ている通りであり、Ｙ３は式（ＣｎＨ２ｎＯ）ｂ（ここで、ｎは２から４までであり、ｂ
は２より大きく、あるいはｂは２から１００までであってよく、あるいはｂは２から５０
までであってよい）を有し、本明細書中で（Ｂ３）と表示されるポリエーテル化合物から
選ばれる。
　ポリオキシアルキレン基は、典型的には、オキシエチレン単位（Ｃ２Ｈ４Ｏ）、オキシ
プロピレン単位（Ｃ３Ｈ６Ｏ）、オキシテトラメチレンもしくはその異性体オキシブチレ
ン単位（Ｃ４Ｈ８Ｏ）、またはそれらの組み合わせを含むことができる。Ｒ２‐Ｙ３‐Ｒ
２化合物は、式Ｒ２‐Ｏ［（Ｃ２Ｈ４Ｏ）ｆ（Ｃ３Ｈ６Ｏ）ｇ（Ｃ４Ｈ８Ｏ）ｈ］‐Ｒ２

（ここで、ｆ、ｇ、及びｈはそれぞれ独立して１から１００まででよく、ただしｆ＋ｇ＋
ｈの合計は２より大きく、あるいはｆ＋ｇ＋ｈの合計は２から１００までであり、あるい
はｆ＋ｇ＋ｈの合計は２から５０までである）を有するポリオキシアルキレン基から選ぶ
ことができる。
【００２４】
　あるいは、ポリオキシアルキレン基は、オキシプロピレン単位（Ｃ３Ｈ６Ｏ）ｇのみを
含む。ポリオキシプロピレン含有Ｒ２‐Ｙ３‐Ｒ２化合物の代表的な非限定的例としては
；
Ｈ２Ｃ＝ＣＨＣＨ２Ｏ［Ｃ３Ｈ６Ｏ］ｄＣＨ２ＣＨ＝ＣＨ２

Ｈ２Ｃ＝ＣＨＯ［Ｃ３Ｈ６Ｏ］ｄＣＨ＝ＣＨ２

Ｈ２Ｃ＝Ｃ（ＣＨ３）ＣＨ２Ｏ［Ｃ３Ｈ６Ｏ］ｄＣＨ２Ｃ（ＣＨ３）＝ＣＨ２

ＨＣ≡ＣＣＨ２Ｏ［Ｃ３Ｈ６Ｏ］ｄＣＨ２Ｃ≡ＣＨ
ＨＣ≡ＣＣ（ＣＨ３）２Ｏ［Ｃ３Ｈ６Ｏ］ｄＣ（ＣＨ３）２Ｃ≡ＣＨ
（ここで、ｇは上記に定義されている通りである）
が挙げられる。
ポリオキシブチレン含有Ｒ２‐Ｙ３‐Ｒ２化合物の代表的な非限定的例としては、
Ｈ２Ｃ＝ＣＨＣＨ２Ｏ［Ｃ４Ｈ８Ｏ］ｅＣＨ２ＣＨ＝ＣＨ２

Ｈ２Ｃ＝ＣＨＯ［Ｃ４Ｈ８Ｏ］ｅＣＨ＝ＣＨ２

Ｈ２Ｃ＝Ｃ（ＣＨ３）ＣＨ２Ｏ［Ｃ４Ｈ８Ｏ］ｅＣＨ２Ｃ（ＣＨ３）＝ＣＨ２

ＨＣ≡ＣＣＨ２Ｏ［Ｃ４Ｈ８Ｏ］ｅＣＨ２Ｃ≡ＣＨ
ＨＣ≡ＣＣ（ＣＨ３）２Ｏ［Ｃ４Ｈ８Ｏ］ｅＣ（ＣＨ３）２Ｃ≡ＣＨ
が挙げられる。
成分（Ｂ）はまた、種々のポリエーテルの混合物、すなわちＢ３成分の混合物でもよい。
【００２５】
　他の実施態様では、成分（Ｂ）は、本明細書中で（Ｂ４）と表示される、Ｒ２‐Ｙ４‐
Ｒ２化合物（ここで、Ｒ２は上記に定義されている通りであり、Ｙ４はＣ２からＣ６のア
ルキレン単位またはそれらの異性体から選択されるポリアルキレン基である）から選ばれ
る。一つの例は、イソブチレン単位を含有するポリマーである、ポリアルキレン基である
。ポリイソブチレン基の分子量は変わり得るが、典型的には１００から１０，０００ｇ／
モルまでである。ポリイソブチレン基を含有するＲ２‐Ｙ‐Ｒ２化合物の代表的な非限定
的例としては、ＢＡＳＦよりＯＰＰＯＮＯＬ　ＢＶの商品名で市販されている化合物、例
えば、平均分子量５０００ｇ／モルを有するジアリル末端ポリイソブチレンである、ＯＰ
ＰＯＮＯＬ　ＢＶ　５Ｋなどが挙げられる。
【００２６】
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　さらに他の実施態様では、成分（Ｂ）は、本明細書中で（Ｂ５）と表示される、Ｒ２‐
Ｙ５‐Ｒ２化合物（ここで、Ｒ２は上記に定義されている通りであり、Ｙ５は炭化水素‐
シリコーンコポリマー基である）から選ばれる。炭化水素‐シリコーンコポリマー基は、
式
‐［Ｒ１

ｕ（Ｒ２ＳｉＯ）ｖ］ｑ‐
（ここで、Ｒ１及びＲは上記に定義されている通りであり；
ｕ及びｖは独立して、≧１であり、あるいはｕは１から２０までであり、あるいはｖは２
から５００、または２から２００までであり、
ｑは≧１であり、あるいはｑは２から５００までであり、あるいはｑは２から１００まで
である）
を有することができる。
　炭化水素‐シリコーンコポリマー基を有するＲ２‐Ｙ５‐Ｒ２化合物は、α‐ω不飽和
炭化水素、例えばＢ１として上記されているものとオルガノ水素シロキサンとの間でヒド
ロシリル化反応により製造することができる。そのような反応の代表的な非限定的例は、
以下に示される。
【化１】

【００２７】
　別の実施態様では、成分（Ｂ）は、ビニルまたはアルケニル側鎖基を含有するポリジエ
ン化合物から選ばれる。ビニルまたはアルケニル側鎖基は、通常ジエン重合反応の反応生
成物であり、ＳｉＨ化合物との反応に利用可能である。ポリブタジエンは、こうしたポリ
マーの一例であり、典型的には、約２０モル％の１，２‐ビニル側鎖基を含有する。Ｒｉ
ｃｏｎ１３０は、２０－３５モル％の１，２‐ビニル側鎖基を有する、市販の液状ポリブ
タジエンポリマーであり、約７５０ｃｐｓの粘度及び２５００ｇ／モルの分子量を有する
。Ｒｉｃｏｎ１３０は、Ｓａｒｔｏｍｅｒ　Ｃｏｍｐａｎｙ（米国ペンシルベニア州Ｅｘ
ｔｏｎ）から入手できる。
　成分（Ｂ）はまた、任意のジエン、ジインまたはエンイン化合物、例えばＢ１、Ｂ２、
Ｂ３、Ｂ４及びＢ５の混合物でもよい。
【００２８】
　本組成物を製造するために用いられる成分（Ａ）及び成分（Ｂ）の量は、個々の成分及
び脂肪族不飽和に対する所望のＳｉＨの割合に依存している。本発明の組成物を製造する
ために有用な成分（Ｂ）由来の脂肪族不飽和に対する、成分（Ａ）中のＳｉＨの比は、１
０：１から１：１０、あるいは５：１から１：５、あるいは４：１から１：４でもよい。
【００２９】
　成分（Ａ）及び（Ｂ）が、本組成物での脂肪族不飽和基及びＳｉＨ含有基を含有するた
だ一つの物質でないならば、上記比は、これらの成分のみならず、組成物中に存在するこ
うした基の合計量に関連する。
【００３０】
（Ｃ）ヒドロシリル化触媒：
　成分（Ｃ）は、ヒドロシリル化反応に典型的に使用される任意の触媒を含む。白金族元
素含有触媒を用いるのが好ましい。白金族とは、ルテニウム、ロジウム、パラジウム、オ
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スミウム、イリジウム及び白金ならびにそれらの錯体を意味する。本発明の組成物の製造
に有用な白金族元素含有触媒は、ウィリングの米国特許第３，４１９，５９３号及びブラ
ウン他の米国特許第５，１７５，３２５号により記載されている通りに製造される白金錯
体であり、各特許はそのような錯体及びその製造法を示すため参考としてここに組み込ま
れる。有用な白金族元素含有触媒の他の例は、リー他の米国特許第３，９８９，６６８号
；チャン他の米国特許第５，０３６，１１７号；アッシュビーの米国特許第３，１５９，
６０１号；Ｌａｍｏｒｅａｕｘ他の米国特許第３，２２０，９７２号；チョーク他の米国
特許第３，２９６，２９１号；Ｍｏｄｉｃの米国特許第３，５１６，９４６号；カールシ
ュテットの米国特許第３，８１４，７３０号；及びシャンドラ他の米国特許第３，９２８
，６２９号に見出すことができ、それらすべてが、有用な白金族元素含有触媒及びその製
造法を示すための参考としてここに組み込まれる。白金含有触媒は、白金金属、例えばシ
リカゲルまたは粉末炭などのキャリア上に堆積された白金金属、または白金族元素の化合
物もしくは錯体でもよい。好ましい白金含有触媒としては、クロロ白金酸（ヘキサ水和物
状態または無水状態のいずれか）、クロロ白金酸を脂肪族不飽和有機ケイ素化合物、例え
ば、ジビニルテトラメチルジシロキサンとの反応を含む方法により得られる白金含有触媒
、米国特許出願番号１０／０１７２２９（２００１年１２月７日出願）に記載されたアル
ケン‐白金‐シリル錯体、例えば（ＣＯＤ）Ｐｔ（ＳｉＭｅＣｌ２）２（ここで、ＣＯＤ
は１，５‐シクロオクタジエンであり、Ｍｅはメチルである）などが挙げられる。そのア
ルケン‐白金‐シリル錯体は、例えば、０．０１５モルの（ＣＯＤ）ＰｔＣｌ２を０．０
４５モルのＣＯＤ及び０．０６１２モルのＨＭｅＳｉＣｌ２と混合することにより製造す
ることができる。
【００３１】
　触媒の適正な量は、用いられる特定の触媒によって異なる。白金触媒は、組成物中の固
形分（非溶剤成分のすべて）の合計重量パーセントに基づいて、少なくとも２部（百万部
当たり）（ｐｐｍ）、好ましくは４から２００ｐｐｍの白金をもたらすために十分な量で
存在しなければならない。同じ基準で、白金が、４から１５０ｐｐｍの白金を与えるに十
分な量で存在するのが特に好ましい。触媒は、単一種としてまたは２種以上の種の混合物
として添加してもよい。
【００３２】
（Ｄ）キャリア・フルイド：
　シリコーンエラストマーは、任意のキャリア・フルイド（Ｄ）中に含まれてもよい。必
須ではないが、典型的には、キャリア・フルイドは、上述したヒドロシリル化反応を行う
ために用いられる溶剤と同じでもよい。適するキャリア・フルイドとしては、シリコーン
（直鎖状及び環状の両方の）、有機オイル、有機溶剤及びそれらの混合物が挙げられる。
溶剤の特定の例は、米国特許第６，２００，５８１号に見い出すことができる。その特許
は、この目的のために、参考としてここに組み込まれる。
【００３３】
　典型的には、キャリア・フルイドは、２５℃で１から１，０００ｍｍ２／秒の範囲の粘
度を有する、低粘度シリコーンまたは揮発性メチルシロキサンもしくは揮発性メチルシロ
キサンもしくは揮発性メチルエチルシロキサン、例えば、ヘキサメチルシクロトリシロキ
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、ドデ
カメチルシクロヘキサシロキサン、オクタメチルトリシロキサン、デカメチルテトラシロ
キサン、ドデカメチルペンタシロキサン、テトラデカメチルヘキサシロキサン、ヘキサデ
カメチルへプタシロキサン、へプタメチル‐３‐［（トリメチルシリル）オキシ］トリシ
ロキサン、ヘキサメチル‐３，３‐ビス［（トリメチルシリル）オキシ］トリシロキサン
、ペンタメチル［（トリメチルシリル）オキシ］シクロトリシロキサンのほかに、ポリジ
メチルシロキサン、ポリエチルシロキサン、ポリメチルエチルシロキサン、ポリメチルフ
ェニルシロキサン、ポリジフェニルシロキサンである。
【００３４】
　有機溶剤は、以下に限定されないが、芳香族炭化水素、脂肪族炭化水素、アルコール、
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アルデヒド、ケトン、アミン、エステル、エーテル、グリコール、グリコールエーテル、
ハロゲン化アルキル及び芳香族ハロゲン化物によって例示され得る。炭化水素としては、
イソドデカン、イソヘキサデカン、Ｉｓｏｐａｒ　Ｌ（Ｃ１１－Ｃ１３）、Ｉｓｏｐａｒ
　Ｈ（Ｃ１１－Ｃ１２）ハロゲン化ポリデセンが挙げられる。エーテル及びエステルとし
て、ネオペンタン酸イソデシル、ネオペンチルグリコールヘプタノアート、グリコールジ
ステアラート、炭酸ジカプリリル、炭酸ジエチルヘキシル、プロピレングリコールｎ‐ブ
チルエーテル、エチル３‐エトキシプロピオナート、プロピレングリコールメチルエーテ
ルアセタート、ネオペンタン酸トリデシル、プロピレングリコールメチルエーテルアセタ
ート（ＰＧＭＥＡ）、プロピレングリコールメチルエーテル（ＰＧＭＥ）、ネオペンタン
酸オクチルドデシル、ジイソブチルアジパート、ジイソプロピルアジパート、プロピレン
グリコールジカプリラート／ジカプラート、及びオクチルパルミタートが挙げられる。前
記キャリア・フルイドとして、独立した化合物としてまたは成分として相応しい、他の有
機キャリア・フルイドには、脂肪、油、脂肪酸、脂肪アルコールがある。
【００３５】
　キャリア・フルイドの量は、（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｄ）を含む組成物（ここで、（Ａ）
、（Ｂ）及び（Ｄ）の合計が１００質量％である）中に０から９８質量％、あるいは０．
５から８０質量％、あるいは５から７０質量％のキャリア・フルイドが存在するような量
である。
【００３６】
（Ｅ）パーソナルまたはヘルスケア活性成分：
　成分（Ｅ）は、任意のパーソナルまたはヘルスケア活性成分から選ばれる活性成分であ
る。本明細書で使われる「パーソナルケア活性成分」とは、パーソナルケア処方での添加
剤として当技術分野で知られている化合物または化合物の混合物を意味する。その添加剤
は、典型的には、髪または皮膚を手当てする目的で加えられ、化粧上及び／または美容上
のメリットを与える。「ヘルスケア活性成分」とは、医薬用または医学用メリットを与え
ることが当技術分野で知られている、化合物または化合物の混合物を意味する。このよう
に、「ヘルスケア活性成分」は、一般的に使用されており、かつ米国保健社会福祉省食品
医薬局（連邦規制基準タイトル２１（２１巻）、第１章Ｐａｒｔｓ２００－２９９及びＰ
ａｒｔｓ３００－４９９に含まれる）により定義される、活性成分または活性薬物成分と
認められる物質である。
【００３７】
　本発明のプロセスでの使用に有用な活性成分としては、ビタミン及びその誘導体（「プ
ロビタミン」を含む）が挙げられる。ここで有用なビタミンとしては、以下に限定されな
いが、ビタミンＡ１、レチノール、レチノールのＣ２‐Ｃ１８エステル、ビタミンＥ、ト
コフェロール、ビタミンＥのエステル、及びそれらの混合物が挙げられる。レチノールと
しては、トランス‐レチノール、１，３‐シス‐レチノール、１１‐シス‐レチノール、
９‐シス‐レチノール、及び３，４‐ジデヒドロレチノール、ビタミンＣ及びその誘導体
、ビタミンＢ１、ビタミンＢ２、プロビタミンＢ５、パンテノール、ビタミンＢ６、ビタ
ミンＢ１２、ナイアシン、葉酸、ビオチン、及びパントテン酸が挙げられる。他の適する
ビタミン及び、ここで含まれると見なされるビタミンのＩＮＣＩ名称として、アスコルビ
ルジパルミタート、アスコルビルメチルシラノールペクチン、アスコルビルパルミタート
、アスコルビルステアラート、アスコルビルグルコシド、リン酸アスコルビルナトリウム
、アスコルビン酸ナトリウム、硫酸アスコルビル二ナトリウム、リン酸（アスコルビル／
トコフェリル）カリウムがある。
【００３８】
　注目すべきは、レチノールが、ビタミンＡの化粧品工業会（ＣＴＦＡ、米国ワシントン
ＤＣ地区）が指定する化粧品原料の国際命名法（ＩＮＣＩ）の名称であることである。本
発明に含まれると見なされる、他の好適なビタミン及びＩＮＣＩ名称には、レチニルアセ
タート、レチニルパルミタート、レチニルプロピオナート、α‐トコフェロール、トコフ
ェルソラン、トコフェリルアセタート、トコフェリルリノレアート、トコフェリルニコチ
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ナート、及びトコフェリルスクシナートが含まれる。
【００３９】
　本発明における使用に適する市販品の例の一部は、ビタミンＡアセタート及びビタミン
Ｃ（いずれもＦｌｕｋａ　Ｃｈｅｍｉｅ　ＡＧ．（スイス国ブックス）の商品）；ＣＯＶ
Ｉ－ＯＸ　Ｔ－５０、ヘンケルコーポレーション（米国イリノイ州ラ・グランジ）のビタ
ミンＥ製品；ＣＯＶＩ－Ｘ　Ｔ－７０、ヘンケルコーポレーション（米国イリノイ州ラ・
グランジ）の他のビタミンＥ製品；及びビタミンＥアセタート、Ｒｏｃｈｅビタミン＆フ
ァインケミカル（米国ニュージャージー州ナトリー）の製品である。
【００４０】
　成分（Ｅ）は、また日焼け防止剤でもよい。日焼け防止剤は、太陽光への暴露の弊害か
ら皮膚を保護することが当技術分野で公知の、任意の日焼け防止剤から選ぶことができる
。日焼け防止化合物は、典型的には、紫外線（ＵＶ）光を吸収する有機化合物、無機化合
物またはそれらの混合物から選ばれる。このように、日焼け防止剤として使用可能な、代
表的な非制限的例としては；
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、オクチルメトキシシンナ
マート、オクチルサリチラート、オキシベンゾン、パジマートＯ、フェニルベンゾイミダ
ゾールスルホン酸、赤ペトロラタム、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、アセトアミノサロール、アラントインＰＡＢＡ（Ａｌｌａｔｏｉｎ　ＰＡＢ
Ａ）、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フォンアミド、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（Ｂｕ
ｍｅｔｒｉｚｏｌｅ）、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‐メトキシシンナマート、ジベ
ンゾオキサゾール　ナフタレン（Ｄｉｂｅｎｚｏｘａｚｏｌ　Ｎａｐｈｔｈａｌｅｎｅ）
、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エチルセテアリー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ン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ン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、エチルウロカナート、エトクリレン（Ｅｔｒｏ
ｃｒｙｌｅｎｅ）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イルメタン、メト
キシケイ皮酸イソプロピル、メンチルアントラニラート、メンチルサリチラート、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
、オクチ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、ＰＡＢ
Ａ　（ｐ‐アミノ安息香酸）、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
ペトロラタム、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、フェニルベンゾイミダゾールスルホン酸ＴＥＡ、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、二酸化亜鉛、二酸化セリウム、トリＰ
ＡＢＡパンテノール、ウロカニン酸、及びＶＡ／クロトナート／メタクリロキシベンゾフ
ェノン‐１コポリマーが挙げられる。
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【００４１】
　日焼け防止剤は、単一または一種を超える組合せでもよい。あるいは、日焼け防止剤は
シンナマートベース有機化合物であるか、あるいは日焼け防止剤はオクチルメトキシシン
ナマート、例えばＵｖｉｎｕｌ（登録商標）ＭＣ８０、パラ‐メトキシケイ皮酸と２‐エ
チルヘキサノールとのエステルである。
【００４２】
　シリコーンゲル組成物中に存在する成分（Ｅ）の量は、変化し得るが、典型的には次の
範囲であってよい；シリコーンゲル組成物中の成分（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）及び（Ｄ）の
合計重量である、組成物中のシリコーンエラストマーゲルの重量に基づいて、
０．０５から５０質量％、あるいは１から２５質量％、あるいは１から１０質量％。
【００４３】
　活性成分である成分（Ｅ）は、シリコーンエラストマーの製造中（前配合法）またはシ
リコーンエラストマーゲルの形成後（後配合法）のいずれかにて、シリコーンゲルまたは
ゲルペースト組成物に加えることができる。あるいは、成分（Ｅ）は、ゲルまたはゲルペ
ーストの水性エマルジョンに、後から配合することができる。
【００４４】
シリコーンエラストマー：
本発明のシリコーンエラストマーは、成分（Ａ）、（Ｂ）、及び（Ｃ）のヒドロシリル化
反応生成物として得られる。用語「ヒドロシリル化」とは、触媒（例えば、成分（Ｃ）な
ど）の存在下での、ケイ素結合水素含有有機ケイ素化合物（例えば成分（Ａ）など）の脂
肪族不飽和含有化合物への付加反応を意味する。ヒドロシリル化反応は、当技術分野では
公知であり、あらゆる公知の方法または技術を、（Ａ）、（Ｂ）、及び（Ｃ）のヒドロシ
リル化反応を生じさせて、本発明のシリコーンエラストマーを調製するために使用するこ
とができる。
【００４５】
　ヒドロシリル化反応は、溶剤下で行うのがよく、溶剤は、その後、公知の技術にて取り
除くことができる。あるいは、ヒドロシリル化は、溶剤中（ここで、その溶剤は任意の成
分（Ｄ）として記述されるキャリア・フルイドと同じである）で行うことができる。
【００４６】
シリコーンエラストマーを含有するゲル化組成物：
　前記シリコーンエラストマーは、キャリア・フルイド（成分（Ｄ）として上述した）に
加えてゲル化組成物を形成することも、あるいはこれを最初に別反応にて製造し、その後
キャリア・フルイドに加えてゲルを得ることもできる。本発明のゲル化組成物は、その硬
度または堅さによって特性化され得る。ゲルを特性化する有用な試験は、米国ゼラチン製
造業者協会により推奨されているものであり、例えば「テクスチュア・アナザイザー」（
モデルＴＡ．ＸＴ２、Ｓｔａｂｌｅ　Ｍｉｃｒｏ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｉｎｃ．（英国イン
グランド・Ｇｏｄａｌｍｉｎｇ）を使用するものなどである。ゲルサンプルは、５．０ｋ
ｇの荷重セルと探針を有するテクスチュア・アナライザーで圧縮試験に置かれる。探針は
、ゲル表面に０．５ｍｍ／分の速度で近づき、ゲル中５．０ｍｍの距離まで圧迫し続けた
後、後退する前に１秒間保持される。テクスチュア・アナライザーは、圧縮試験の間に探
針が受ける抵抗力を検出する。荷重セルごとに示される力が、時間の関数として描かれる
。
【００４７】
　本発明の目的において、シリコーンエラストマー、ゲル及びエラストマーブレンド（Ｓ
ＥＢ）の硬度は、圧縮試験での「テクスチュア・アナライザー」の探針により検出される
抵抗力として定義される。二つのデータが、硬度を特性化することに使用してよい：　力
１；最大圧縮点（すなわち、ゲル表面下５．０ｍｍの圧縮点）での力、及びエリアＦ－Ｔ
；最大圧縮点で保持された１秒間の面積－力の積分。典型的に合計５回の試験の平均が各
ゲルについて行われた。
【００４８】
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　力１として得られた値は、重量グラムの値を１０１．９７で除することによりニュート
ン（Ｎ）に変換される（すなわち、１ニュートンはこの装置に用いられた探針のサイズに
基づいて１０１．９７重量グラムに等しい）。テクスチュア・アナライザー測定により報
告される二番目の特性は、重量グラム・秒でエリアＦ－Ｔ１：２である。これは力対試験
時間曲線の面積積分である。それがエラストマー及びゲルに関連している、圧縮力に対す
る抵抗を維持する能力を示すので、この特性は、ゲルの網目構造の指標となる。値は重量
グラム・秒で報告され、重量グラム・秒単位での値を１０１．９７で除することによりＳ
Ｉ単位のニュートン・秒に変換される。
【００４９】
　本発明のシリコーンゲルは、少なくとも２００ニュートン／ｍ２、あるいは４００ニュ
ートン／ｍ２、あるいは６００ニュートン／ｍ２の圧縮硬度を有する。
【００５０】
シリコーンエラストマー含有ゲルペースト組成物：
　本発明のゲル化組成物は、
Ｉ）上記の通り、シリコーンエラストマーゲルを剪断する工程、
ＩＩ）せん断されたシリコーンエラストマーゲルを、付加的な量の
　（Ｄ）上記したキャリア・フルイド及び、任意に
　（Ｅ）パーソナルまたはヘルスケア活性成分と
混合する工程により、活性成分を含有するゲルペーストまたはゲルブレンド組成物の製造
に用いることができる。
【００５１】
　本発明のシリコーンエラストマーゲル組成物は、キャリア・フルイド中に分散された、
不連続の架橋シリコーンエラストマーゲル粒子と見なしてよい。それ故に、シリコーンエ
ラストマー組成物は、低分子量シリコーンフルイドの効果的なレオロジー増粘剤でもある
。それ自体は、有用なゲルブレンド組成物、例えば「ペースト」組成物を製造するために
用いることができる。
【００５２】
　そのようなシリコーンエラストマーブレンドを製造するためには、既知の初期エラスト
マー含量（ＩＥＣ）を有する上記シリコーンエラストマーゲルが、小粒径を得るためにせ
ん断され、最終エラストマー含量（ＦＥＣ）にさらに希釈される。本明細書で用いられる
、「せん断」とは、任意のせん断混合法を意味し、たとえばホモジナイジング、ソノレー
ティング、またはせん断混合として当技術分野で知られている、他のあらゆる混合法によ
りもたらされる。シリコーンエラストマーゲル組成物のせん断混合は、縮小された粒径を
有する組成物をもたらす。その結果生じた、縮小された粒径を有する組成物は、その後、
（Ｄ）キャリア・フルイドと混合される。キャリア・フルイドは、上記した任意のキャリ
ア・フルイドでよく、典型的には、揮発性メチルシロキサン、例えば、Ｄ５などである。
（Ｄ）キャリア・フルイドと縮小された粒径を有するシリコーンエラストマー組成物との
混合技術は重要でなく、典型的には、簡単な攪拌または混合を含む。得られた組成物は、
１００，０００ｃＰ（ｍＰａ・ｓ）を超える粘度を有するペーストと見なしてよい。
【００５３】
　シリコーンエラストマーゲル組成物は、種々のパーソナル、ハウスホールド、及びヘル
スケア用途に用いることができる。特に本発明の組成物は、米国特許第６，０５１，２１
６号、同第５，９１９，４４１号、同第５，９８１，６８０号に教示の通り、増粘剤とし
て；国際公開番号ＷＯ２００４／０６０２７１及び同ＷＯ２００４／０６０１０１に開示
の通り、オイルを構造化するために：国際公開番号ＷＯ２００４／０６０２７６に教示の
通り、日焼け止め組成物に；国際公開番号ＷＯ２００３／１０５８０１に開示の通り、フ
ィルム形成用樹脂をさらに含有する化粧品組成物中の構造化剤として；米国特許出願公開
２００３／０２３５５５３、同２００３／００７２７３０、同２００３／０１７０１８８
、ヨーロッパ特許第１，２６６，６４７号、ヨーロッパ特許第１，２６６，６４８、ヨー
ロッパ特許第１，２６６，６５３、国際公開番号ＷＯ２００３／１０５７８９、同ＷＯ２



(15) JP 2010-540721 A 2010.12.24

10

20

30

40

50

００４／０００２４７及び同ＷＯ２００３／１０６６１４に教示の通り、化粧品組成物中
に；国際公開番号ＷＯ２００４／０５４５２３に教示の通り、構造化剤として；米国特許
出願公開２００４／０１８００３２に教示の通り、長時間付着性の化粧品組成物に；国際
公開番号ＷＯ２００４／０５４５２４で議論されている通り、透明もしくは半透明ケア及
び／またはメーキャップ組成物に、使用してよい。これら特許すべては、参考として本明
細書に組み込まれる。
【００５４】
　シリコーンエラストマーゲルはまた、以下に限定されないが、棒状、柔らかい固体、回
転塗布式、エアロゾル、及びポンプスプレーの形状のもとで制汗剤及び体臭防止剤組成物
に用いることができる。制汗剤及び体臭防止剤のいくつかの例としては、塩化アルミニウ
ム、アルミニウムジルコニウムテトラクロロヒドレックスＧＬＹ、アルミニウムジルコニ
ウムテトラクロロヒドレックスＰＥＧ、アルミニウムクロロヒドレックス、アルミニウム
ジルコニウムテトラクロロヒドレックスＰＧ、アルミニウムクロロヒドレックスＰＥＧ、
アルミニウムジルコニウムトリクロロヒドラート、アルミニウムクロロヒドレックスＰＧ
、アルミニウムジルコニウムトリクロロヒドレックスＧＬＹ、ヘキサクロロフェン、塩化
ベンザルコニウム、アルミニウムセスキクロロヒドラート、炭酸水素ナトリウム、アルミ
ニウムセスキクロロヒドレックスＰＥＧ、クロロフィリン－銅錯体、トリクロサン、アル
ミニウムジルコニウムオクタクロロヒドラート及びリシノール酸亜鉛がある。
【００５５】
　本発明のパーソナルケア組成物は、クリーム、ジェル、パウダー、ペースト、または好
きなだけ浴びるようにつけられる（freely pourable）液体の形状であり得る。一般に、
そのような組成物は、室温で固形材料が組成物中に存在しなければ、簡易なプロペラ・ミ
キサー、ブロックフィールド二重反転ミキサー、またはホモジナイジング・ミキサーを用
いて、通常室温で製造することができる。特別な装置及び加工条件は、典型的には必要と
されない。生成された形状の型に依存して、製造方法は異なるが、そのような方法は当技
術分野ではよく知られている。
【００５６】
　本発明による組成物は、標準的な方法で、例えば、人体に、例えば、皮膚または髪に、
アプリケーター、ブラシを使用して適用することにより、手で適用することにより、これ
を注ぎかけることにより、且つ／または、前記組成物を、人体表面にもしくは表面から、
場合により、塗りこむかもしくはマッサージすることによって、使用することができる。
除去方法もまた、例えば、カラー化粧品用に、よく知られた標準方法であり、洗浄、ふき
取り、剥がすなどである。皮膚への使用については、本発明による組成物は、例えば、皮
膚のコンディショニングなどの従来の方法で使用してよい。この目的のための組成物の有
効量が、皮膚に適用される。その有効量は、通常約１ｍｇ／ｃｍ２から約３ｍｇ／ｃｍ２

までである。皮膚への適用には、典型的には、組成物を皮膚に塗りこむことが含まれる。
この皮膚への適用方法は皮膚を有効量の組成物に接触させ、その後組成物を皮膚に塗りこ
む工程を含む。それら工程は好ましい効果を実現するため必要に応じて何度でも繰り返す
ことができる。
【００５７】
　本発明による組成物の髪への使用には、髪のコンディショニングするための従来の方法
を用いることができる。髪をコンディショニングするための有効量が、髪に適用される。
そのような有効量は、通常約１ｇから５０ｇ、好ましくは約１ｇから約２０ｇまでである
。髪への適用には、典型的には、ほとんどまたはすべての髪が組成物に接触するように、
組成物を髪になじませることを含む。髪のコンディショニング方法は、有効量のヘアケア
組成物を髪に適用する工程及び、その後の、組成物を髪になじませる工程を含む。これら
の工程は、好ましいコンディショニング効果を実現するため、必要に応じて何度でも繰り
返すことができる。シリコーンの高含量が本発明によるヘアケア組成物に取り込まれると
きは、枝毛用ヘア製品用に有用な材料となり得る。
【００５８】
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　本発明による組成物は、人間または動物の皮膚に、例えば保湿、着色もしくは外見の一
般的な改善のため、または活性成分、例えば日焼け止め剤、体臭防止剤、虫よけなどを適
用するために、用いることができる。
【００５９】
　シリコーン樹脂エラストマーは、制汗剤、体臭防止剤、スキンクリーム、スキンケアロ
ーション、保湿剤、美顔処理剤、例えば、にきびもしくはしわの除去剤、パーソナル及び
洗顔クレンザー、日焼け止め剤、メーキャップ、カラー化粧品、ファンデーション、頬紅
、口紅、リップクリーム、アイライナー、マスカラ、及び粉おしろいに使用してよい。本
発明の組成物は、他の種々の成分と組み合わせて、以下に記述されるパーソナルケアまた
はメディカルケア製品を製造することができると見込まれる。これらの成分としては、こ
うしたパーソナルケア及びメディカル医療製品に処方するために一般に用いられる、シリ
コーン材料、香料、保存料、ポリオール例えばグリセリン及びプロピレングリコール、追
加界面活性剤、保湿剤、顔料及びパウダー、日焼け止め剤、香料、皮膚軟化薬、構造化剤
、増粘剤、電解質、ｐＨ調節剤、フィルム形成剤、コンディショニング剤、ボタニカル（
植物エキス）ならびに活性成分、例えば、ビタミン及びその誘導体、酸化防止剤など、ア
ミノ酸誘導体、リポソーム、制汗剤及び体臭防止剤、皮膚漂白剤、皮膚保護剤、セルフ・
タンニング剤、並びに、髪及び皮膚のコンディショニング剤、例えば、第四級ポリマーま
たはアミノ官能性シリコーンが挙げられる。そのシリコーン樹脂エラストマーは、０．１
から５０重量部、好ましくは０．５から２０重量部、最も好ましくはｘからｘｘ重量部の
量で用いられる。
【００６０】
　本発明による組成物はまた、多くの任意成分：
－次の構造を有する非揮発性ポリシロキサン：
【化２】

（ここで、ｎは１００－１０，０００ｍｍ２／秒の範囲の粘度を有するポリシロキサンを
与えるに十分な値であり、Ｒ１及びＲ２は、１－２０個の炭素原子を含有するアルキル基
またはアリール基、好ましくは、１‐６個の炭素原子を含有するアルキル基、より好まし
くは、メチルまたはフェニル基でよい。典型的には、ｎの値は２０－５００、より好まし
くは、８０－３７５である。）：いくつかの実例となるポリシロキサンとしては、ポリジ
メチルシロキサン、ポリジエチルシロキサン、ポリメチルエチルシロキサン、ポリメチル
フェニルシロキサン及びポリジフェニルシロキサンが挙げられる。
－アルキルメチルシロキサン：このシロキサンポリマーは通常式Ｍｅ３ＳｉＯ［Ｍｅ２Ｓ
ｉＯ］ｙ［ＭｅＲＳｉＯ］ｚＳｉＭｅ３（ここで、Ｒは６‐３０個の炭素原子を含有する
炭化水素基であり、Ｍｅはメチルを示し、及び重合度（ＤＰ）、すなわちｙ及びｚの合計
は３－５０である）を有することがあり得る。アルキルメチルシロキサンの揮発性及び液
状の種を前記組成物に用いることができる。
－シリコーンガム：ポリジオルガノシロキサンガムは当技術分野で知られており、市販さ
れている。これらは、通常、２５℃で１，０００，０００センチストーク（ｍｍ２／秒）
を超える粘度、好ましくは２５℃で５，０００，０００センチストーク（ｍｍ２／秒）以
上の粘度を有する不溶性ポリジオルガノシロキサンからなる。これらシリコーンガムは、
典型的には、加工し易くするために適する溶剤にすでに分散された組成物として販売され
ている。超高粘度シリコーンもまた、典型的には、任意成分として含めることができる。
その超高粘度シリコーンは、典型的には、２５℃で５百万センチストーク（ｍｍ２／秒）



(17) JP 2010-540721 A 2010.12.24

10

20

30

40

50

以上、２５℃で約２千万センチストーク（ｍｍ２／秒）までの動粘度を有する。懸濁液の
形状であるこのタイプの組成物は、最も好ましく、例えば、米国特許第６，０１３，６８
２号（２０００年１月１１日）に記載されている。
－シリコーンポリアミド：適するシリコーンポリアミドの代表的な組成物は、米国特許第
５，９８１，６８０号（１９９９年１１月９日）に詳細に説明されている。
－シリコーン樹脂：この樹脂組成物は、通常、高度に架橋された重合体シロキサンである
。架橋は、三官能性及び／または四官能性シランと、製造中に用いられる一官能性及び／
または二官能性シランモノマーを組み合わせることにより得られる。適するシリコーン樹
脂を得るために必要な架橋度は、シリコーン樹脂製造中に導入されるシランモノマー単位
の特質により変動し得る。一般に、三官能性及び四官能性シロキサンモノマー単位を十分
な水準で有し、故に堅いまたは硬い膜に乾燥させるために十分な架橋水準を保有する、任
意のシリコーンが、シリコーン樹脂として使用に適すると見なしてよい。本明細書の用途
に適する市販のシリコーン樹脂は、通常、低粘度揮発性もしくは非揮発性シリコーンフル
イド中の、未硬化の形態で供給される。シリコーン樹脂は、硬化した樹脂状構造ではなく
、その未硬化形態で、本発明の組成物に導入されるべきである。
－その他のシリコーンエラストマー：そのようなエラストマーは、通常末端ケイ素原子に
結合した不飽和基を有するオルガノポリシロキサンとオルガノ水素シロキサンと組み合わ
せた後、少なくとも部分硬化させることにより得られる反応生成物である。適するエラス
トマーの一つの例は、化粧品業界でジメチコン／ビニルジメチコン架橋ポリマーまたはジ
メチコン架橋ポリマーのＩＮＣＩ名称で知られている組成物である。そのポリシロキサン
エラストマーのエマルジョン及び懸濁液もまた、組成物の成分として用いることができる
。異なる有機及び無機材料、例えば、雲母及びシリカなどで塗布された粉末状のポリシロ
キサンエラストマーもまた用いることができる。
－カルビノールフルイド：この材料は、国際公開番号ＷＯ２００３／１０１４１２Ａ２で
記載されており、一般に、置換ヒドロカルビル官能性シロキサンフルイド、または樹脂と
記載してもよい。
－水溶性または水分酸性シリコーンポリエーテル組成物：これもまたポリアルキレンオキ
シドシリコーンコポリマー、シリコーンポリ（オキシアルキレン）コポリマー、シリコー
ングリコールコポリマー、またはシリコーン界面活性剤として知られている。これらは、
直鎖状の熊手型もしくはグラフト型材料、またはＡＢＡ型（ここで、Ｂはシロキサンポリ
マーブロックであり、Ａはポリ（オキシアルキレン）基である）であってよい。ポリ（オ
キシアルキレン）基は、ポリエチレンオキシド、ポリプロピレンオキシド、または混合ポ
リエチレンオキシド／ポリプロピレンオキシド基を含んでよい。その他のオキシド、例え
ば、ブチレンオキシドまたはフェニレンオキシドもまた可能である。
【００６１】
　本発明による組成物は、シリコーンエマルジョンを用いて油中水またはシリコーン中水
エマルジョンの形で供給され得る。典型的には、シリコーン中水型乳化剤は、非イオン系
で、ポリオキシアルキレン置換シリコーン、シリコーンアルカノールアミド、シリコーン
エステル及びシリコーングリコシドからなる群から選ばれる。適するシリコーンベース界
面活性剤は、当技術分野では周知であり、例えば米国特許第４，１２２，０２９号（ジィ
ー他）、米国特許第５，３８７，４１７号（Ｒｅｎｔｓｃｈ）、及び米国特許第５，８１
１，４８７号（シュルツ他）に記載されており、ＲｂＳｉＯ（４－ｂ）２シロキサン単位
（ここで、ｂは０から３までの値（０及び３を含む）を有し、コポリマー中の全シロキサ
ン単位のケイ素1つ当たりのＲ基の平均値が、およそ２であり、Ｒはメチル、エチル、ビ
ニル、フェニル及びポリオキシアルキレンセグメントをポリジオルガノシロキサンセグメ
ントに結合する二価の基を含む群から選ばれる基を示し、すべてのＲの少なくとも９５％
がメチルであり；少なくとも１個のポリオキシアルキレンセグメントが少なくとも１００
０の平均分子量を有し、０から５０モルパーセントのポリオキシプロピレン単位及び５０
から１００モルパーセントのポリオキシエチレン単位を含み、前記ポリオキシアルキレン
セグメントの少なくとも１個の末端部が前記ポリジオルガノシロキサンセグメントに結合
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し、前記ポリジオルガノシロキサンセグメントに結合していない前記ポリオキシアルキレ
ンセグメントの任意の末端部は末端基で満たされ；前記コポリマーで、ポリジオルガノシ
ロキサンセグメントのポリオキシアルキレンセグメントに対する重量比が２から８までの
値を有する）を本質的に含む、少なくとも１個のポリジオルガノシロキサンセグメントを
含有するポリジオルガノシロキサンポリオキシアルキレンコポリマーが含まれる。あるい
は、シリコーンベース界面活性剤は、架橋された乳化剤でもよく、この乳化剤においては
、少なくとも２個のオルガノポリシロキサン－ポリオキシアルキレン分子が架橋基によっ
て架橋されており；架橋されたオルガノポリシロキサン－ポリオキシアルキレン乳化剤が
、次式
【化３】

（ここで、架橋されたオルガノポリシロキサン－ポリオキシアルキレン乳化剤の式中、Ｒ
は、２から２５個の炭素原子を有する脂肪族基であり；Ｒ’は加水分解性結合を含有しな
い有機基またはオルガノシロキサン基であり；Ｒ”は末端基であり；Ｒ’”は独立して１
から２５個の炭素原子を有する脂肪族基であり；Ｒ１は独立して水素及び１‐３個の炭素
原子を含有するアルキル基を含む群から選ばれ；ｘは０から１００までの整数であり；ｃ
は１から５までの整数であり；ｚは０から６００までの整数であり；ｙは１から１０まで
の整数であり；ｘ＋ｙ＋ｚ＞４０；ａは４から４０までの整数であり；ｂは０から４０ま
での整数であり；ａ／ｂ＞１）を有する。最終組成物中のシリコーン乳化剤の量は、広く
変動してよく、典型的には、０．０５から１．５質量％、あるいは０．１から１質量％、
より好ましくは０．１５から０．８質量％、または０．２から０．６質量％となる。
【００６２】
　本発明による組成物は、任意のまたは主要な成分として、日焼け止め剤を含んでよい。
日焼け止め剤には、以下に限定されないが、２９０と３２０ナノメートル間、すなわち、
ＵＶ－Ｂ領域の紫外線を吸収するもの、例えば、パラ‐アミノ安息香酸誘導体及びシンナ
メート誘導体例としてエチルヘキシルメトキシシンナメートなどの成分；３２０から４０
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０ナノメートルの範囲、すなわちＵＶ－Ａ領域の紫外線を吸収するもの、例えば、ベンゾ
フェノン誘導体及びブチルメトキシジベンゾイルメタン誘導体、ならびに親水性組成物例
としてベンジリジンカンファースルホン酸誘導体などの組成物が含まれる。本発明による
化粧品組成物はまた、コートされたまたは非コートの金属酸化物の顔料またはナノ顔料（
平均一次粒径：通常５ｎｍと１００ｎｍの間、好ましくは１０と５０ｎｍの間）、例えば
、酸化チタン（ルチル及び／またはアナターゼ形状の無定形または結晶化された）の、酸
化鉄の、酸化亜鉛の、酸化ジルコニウムの、または酸化セリウムのナノ顔料などを含有す
ることができ、それら金属酸化物はすべて光防護剤であり、それ自体周知であり、かつ紫
外線放射を物理的にブロッキングする（反射及び／または散乱させる）ことにより作用す
るものである。また、標準的なコーティング剤は、アルミナ及び／またはアルミニウムで
ある。
【００６３】
　本発明による組成物が水中油エマルジョンである場合は、それにはエマルジョンの製造
に一般的に用いられる普通の成分、例えば、以下に限定されないが、水中油エマルジョン
の製造に当技術分野で周知の非イオン性界面活性剤を含めることができる。非イオン性界
面活性剤の例としては、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンアル
キルフェノールエーテル、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレンソ
ルビタンモノオレアート、ポリオキシエチレンアルキルエステル、ポリオキシエチレンソ
ルビタンアルキルエステル、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、ジエ
チレングリコール、エトキシ化トリメチルノナノール、及びポリオキシアルキレングリコ
ール変性ポリシロキサン界面活性剤が挙げられる。
【００６４】
　本発明による組成物は、懸濁剤、例えば、キサンタンガム、カルボキシビニルポリマー
などを含めることができる。これらポリマーの例には、Ｃａｒｂｏｐｏｌ　９３４、９４
０、９４１、及び９５６（Ｂ．Ｆ．グッドリッチ社より入手可）が挙げられる。さらにそ
の他の適する懸濁剤としては、ジ（水素化タロー）フタル酸アミド、及び架橋したマレイ
ン酸無水物－メチルビニルエーテルコポリマー、セルローズエーテル誘導体、グァ－ガム
、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、ヒドロキシプロピルグァ－ガム、デン
プン及びデンプン誘導体が挙げられる。適する増粘剤は、アルギン酸ナトリウム、アラビ
アゴム、ポリオキシエチレン、グァ－ガム、ヒドロキシプロピルグァ－ガム、エトキシ化
アルコール例えばラウレス‐４またはポリエチレングリコール４００により例示される。
【００６５】
　本発明による組成物は、オイルまたはオイル状成分をさらに含むことができる。本明細
書で使われる用語「オイル」とは、実質的に水に不溶であり、前記組成物中に存在する任
意の低分子量シリコーン種と通常相溶性である任意の物質をさす。組成物が化粧品または
パーソナルケア製品に使用される場合は、製品の成分は、美容上受け入れられるか、ある
いは、製品の最終使用条件に合わなければならない。適するオイル成分のいくつかの例と
しては、天然油、例えば、ココナツオイルなど；炭化水素、例えば、鉱油及び水素化ポリ
イソブテンなど；脂肪族アルコール、例えば、オクチルドデカノールなど；エステル、例
えば、安息香酸Ｃ１２からＣ１５アルキルエステルなど；ジエステル、例えば、プロピレ
ンジペラルゴナートなど；及びトリエステル、例えば、トリオクタン酸グリセリルなどが
挙げられる。低粘度オイルもまた、例えば、２５℃で５から１００ｍＰａ・ｓの粘度を有
し、通常、例えば、ＲＣＯ－ＯＲ’の構造を有するエステル（ここで、ＲＣＯはカルボン
酸基を示し、ＯＲ’はアルコール残基である）を含むオイルなどを用いることができる。
低粘度オイルのいくつかの例としては、イソノナン酸イソトリデシル、ＰＥＧ‐４ジへプ
タノアート、ネオペンタン酸イソステアリル、ネオペンタン酸トリデシル、セチルオクタ
ノアート、セチルパルミタート、リシノール酸セチル、ステアリン酸セチル、ミリスチン
酸セチル、ココジカプリラート／カプラート、イソステアリン酸デシル、イソデシルオレ
アート、ネオペンタン酸イソデシル、ネオペンタン酸イソヘキシル、オクチルパルミター
ト、リンゴ酸ジオクチル、トリデシルオクタノアート、ミリスチン酸ミリスチル、オクト
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デカノール、及びオクチルドデカノール混合物、カプリル／カプリン酸トリグリセリド、
イソドデカノール、大豆油、ひまわり油、小麦及び／または穀物胚種油、甘扁桃油、ホホ
バ油、アボカド油、オリーブ油、ヤシ油、カロフィルム及びひまし油が挙げられる。
【００６６】
　特に、本発明による組成物が、メーキャップに使用されることを目的としている場合は
、別の添加剤は、パウダー及び顔料を含んでよい。本発明のパウダー成分は、通常乾燥し
た、０．０２－５０ミクロンの粒径を有する粒子状物質として定義してよい。粒子状物質
は着色されていても、または非着色（例えば白色）でもよい。適するパウダーとしては、
以下に限定されないが、塩化酸化ビスマス、チタナート化雲母、ヒュームドシリカ、球状
シリカビーズ、ポリメチルメタクリラートビーズ、窒化ボロン、ケイ酸アルミニウム、ア
ルミニウムデンプンオクテニルスクシナート、ベントナイト、カオリン、ケイ酸マグネシ
ウムアルミニウム、タルク、雲母、二酸化チタン、カオリン、ナイロン、シルク粉末が挙
げられる。上述のパウダーは、事実上粒子を疎水性にするために表面処理することができ
る。
【００６７】
　パウダー成分は、種々の有機及び無機顔料をさらに含む。パウダー顔料は、一般に、ア
ゾ、インジゴイド、トリフェニルメタン、アントラキノン、及びキサンチン染料を含む種
々の芳香族型であり、それらはＤ＆Ｃ及びＦＤ＆Ｃブルー、ブラウン、グリーン、オレン
ジ、レッド、イェローなどと呼称されている。無機顔料は、ほとんどの場合、レーキまた
は酸化鉄と呼称される、認定された有色添加剤の不溶性金属塩からなる。例えば、カーボ
ンブラック、酸化クロム、または酸化鉄、ウルトラマリン、ピロリン酸マンガン、紺青、
及び二酸化チタンなどの粉末着色剤、通常着色顔料との混合物として用いられる真珠光沢
剤、あるいは、通常着色顔料との混合物として用いられ、かつ普通に化粧品産業で用いら
れる、いくつかの有機染料を組成物に加えることができる。一般に、これらの着色剤は、
最終組成物の重量に対して０から２０％の量で存在してよい。
【００６８】
　粉末無機または有機充填剤もまた、通常、最終組成物の重量に対して０から４０％の量
で加えることができる。これら粉末充填剤は、タルク、雲母、カオリン、酸化亜鉛または
チタン、炭酸カルシウムまたはマグネシウム、シリカ、球状二酸化チタン、ガラスまたは
セラミックビーズ、８－２２個の炭素原子を有するカルボン酸から誘導される金属石鹸、
非膨張性ポリマーパウダー、膨張性パウダー及び天然有機化合物例えば穀物デンプンなど
から選ぶことができる。それらは、架橋されたまたはされていない、コポリマーミクロス
フェア、例えばＥＸＡＮＣＥＬ（Ｎｏｂｅｌ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅ）、ポリトラップ（ｐ
ｏｌｙｔｒａｐ）ならびにシリコーン樹脂パウダー及びミクロビーズ（例えば、トスパー
ル、東芝製）でもよい。
【００６９】
　前記組成物に有用なワックスまたはワックス状材料は、通常、常圧で３５から１２０℃
の融点を有する。この範疇のワックスとしては、合成ワックス、シリコーンワックス、セ
レシン、パラフィン、オゾケライト、蜜ろう、カルナウバろう、マイクロクリスタリンワ
ックス、ラノリン、ラノリン誘導体、キャンデリラワックス、カカオ脂、セラックろう、
鯨ろう、ぬかろう、カポックワックス（ｃａｐｏｋ　ｗａｘ)、 サトウキビろう、モンタ
ンワックス、鯨ろう、ヤマモモろう、またはこれらの混合物が挙げられる。非シリコーン
系脂肪性物質として用いることのできるワックスのうちで、例えば蜜ろうなどの動物系ワ
ックス；例えばカルナウバ、キャンデリラワックスなどの植物系ワックス；鉱物系ワック
ス、例としてはパラフィンもしくは亜炭ワックス、またはマイクロクリスタリンワックス
またはオゾケライト；ポリエチレンワックス及びフィッシャートロプシュ合成により得ら
れたワックスを含む合成系ワックスをあげることができる。シリコーンワックスのうちで
、ポリメチルシロキサンアルキル、シルセスキオキサン樹脂で、アルコキシ及び／または
エステルを有するものを挙げることができる。
【００７０】
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　シリコーン樹脂エラストマーは、以下に限定されないが、棒状、柔らかい固体、回転塗
布式、エアロゾル、及びポンプスプレーの形状のもとで、制汗及び体臭防止組成物に用い
ることができる。制汗剤及び体臭防止剤のいくつかの例として、塩化アルミニウム、アル
ミニウムジルコニウムテトラクロロヒドレックスＧＬＹ、アルミニウムジルコニウムテト
ラクロロヒドレックスＰＥＧ、アルミニウムクロロヒドレックス、アルミニウムジルコニ
ウムテトラクロロヒドレックスＰＧ、アルミニウムクロロヒドレックスＰＥＧ、アルミニ
ウムジルコニウムトリクロロヒドラート、アルミニウムクロロヒドレックスＰＧ、アルミ
ニウムジルコニウムトリクロロヒドレックスＧＬＹ、ヘキサクロロフェン、塩化ベンザル
コニウム、アルミニウムセスキクロロヒドラート、炭酸水素ナトリウム、アルミニウムセ
スキクロロヒドレックスＰＥＧ、クロロフィリン－銅錯体、トリクロサン、アルミニウム
ジルコニウムオクタクロロヒドラート及びリシノール酸亜鉛がある。
【００７１】
　本発明による組成物は、標準的な方法、例えば、人体に、例えば、皮膚または髪に、ア
プリケーター、ブラシを使用して適用することにより、手で適用することにより、これを
注ぎかけることにより、且つ／または、前記組成物を、人体表面にもしくは表面から、場
合により、塗りこむかもしくはマッサージすることによって、使用することができる。例
えば、カラー化粧品の除去方法もまたよく知られている標準方法であり、洗浄、ふき取り
、剥がすなどを含む。
【００７２】
　皮膚上の使用については、本発明による組成物は、例えば、皮膚のコンディショニング
などの従来の方法で使用してよい。目的のための組成物の有効量が、皮膚に適用される。
その有効量は、通常、約１ｍｇ／ｃｍ２から約３ｍｇ／ｃｍ２までである。皮膚への適用
には、典型的には組成物を皮膚に塗りこむことが含まれる。この皮膚への適用方法は、皮
膚を有効量の組成物に接触させ、その後、組成物を皮膚に塗りこむ工程を含む。それら工
程は、好ましい効果を実現するため、必要に応じて何度でも繰り返すことができる。
【００７３】
　本発明による組成物の髪への使用には、髪のコンディショニングのための従来の方法を
用いることができる。髪をコンディショニングするための有効量が髪に適用される。その
ような有効量は、通常、約１ｇから５０ｇ、好ましくは約１ｇから約２０ｇまでである。
髪への適用には、典型的には、ほとんどまたはすべての髪が組成物に接触するように、組
成物を髪になじませることが含まれる。髪のコンディショニング方法は、有効量のヘアケ
ア組成物を髪に適用する工程及び、その後の、組成物を髪になじませる工程を含む。それ
ら工程は、好ましいコンディショニング効果を実現するため必要に応じて何度でも繰り返
すことができる。シリコーンの高含量が本発明によるヘアケア組成物に取り込まれるとき
は、枝毛用ヘア製品用に有用な材料となり得る。
【００７４】
　本発明による組成物は、人間または動物の皮膚に、例えば、保湿、着色、または、外見
の一般的な改善のため、あるいは、活性成分、例えば日焼け止め剤、体臭防止剤、虫よけ
などを適用するために、用いることができる。
【００７５】
　シリコーン樹脂エラストマーは、感覚的美観を保持する一方で、多くの日常のパーソナ
ルケア成分との優れた相溶性を得るために、特に有用である。
【実施例】
【００７６】
　これらの実施例は、本発明を当業者に例証することを意図しているのであって、本請求
項に記載される本発明の範囲を限定するものと解釈されるべきでない。すべての測定及び
実験は、別段の表示がない限り、２３℃で行われた。
材料の説明：
次の材料がこれら実施例で使用された。
オルガノ水素シロキサン：



(22) JP 2010-540721 A 2010.12.24

10

20

30

40

50

ＭＨＴＰｒ樹脂１　＝　ＭＨプロピルシルセスキオキサン樹脂（本明細書では、ＭＨＴＰ

ｒと短縮する）、ここでＴＰｒはＣＨ３ＣＨ２ＣＨ２ＳｉＯ３／２である。これはＭＨ
０

．４６５１Ｄ０．０１７７ＴＰｒ
０．５１７２のＮＭＲから導き出された構造及び２５ｃ

ｐｓの粘度を有する。これは国際公開番号ＷＯ２００５／１００４４４に記載された製法
に従って、プロピルトリエトキシシランから製造され、約２．３８％のエトキシを含有し
た。
ＭＨＴＰｒ樹脂２　＝　ＭＨプロピルシルセスキオキサン樹脂（本明細書では、ＭＨＴＰ

ｒと短縮する）、ここでＴＰｒはＣＨ３ＣＨ２ＣＨ２ＳｉＯ３／２である。これはＭＨ
０

．４５５Ｄ０．０１７ＴＰｒ
０．５２８のＮＭＲから導き出された構造及び８２１ｇ／モ

ルの分子量を有する。これは国際公開番号ＷＯ２００５／１００４４４に記載された製法
に従って、プロピルトリエトキシシランから製造され、約６．８％のエトキシを含有した
。
ＭＨＱ樹脂　＝　この研究で用いられた特別の樹脂は、Ｍ０．４１３ＭＨ

０．００９０Ｑ

０．４９７のＮＭＲから導き出された構造を有し、ＩＨＤ（イソヘキサデカン）中で約４
８．６％濃度に製造されている。樹脂溶液はＦＴＩＲ測定で０．７７３％［Ｈ］を有する
。
ＭｅＨＣＹＣＬＩＣＳ　＝　式［（ＣＨ３）ＨＳｉＯ］ｘ（ここで、ｘの平均値は４．４
である）を有するメチル水素シクロシロキサン（ＭｅＨサイクリック）
不飽和基を含有するシロキサンポリマー：
ビニルシロキサン＃１　＝　一般式（ＣＨ２＝ＣＨ）（ＣＨ３）２ＳｉＯ［（ＣＨ３)２
ＳｉＯ］ｄｐＳｉ（ＣＨ３）２（ＣＨ＝ＣＨ２）（ここで、平均重合度（ｄｐ）が８であ
り、２５℃で４ｍｍ２／秒の粘度を有する）のジメチルビニルシロキシ末端ジメチルポリ
シロキサン
ビニルシロキサン＃２　＝　一般式（ＣＨ２＝ＣＨ）（ＣＨ２）４）（ＣＨ３）２ＳｉＯ
［（ＣＨ３)２ＳｉＯ］ｄｐＳｉ（ＣＨ３）２（（ＣＨ２）４ＣＨ＝ＣＨ２）（ここで、
平均重合度（ｄｐ）が１００であり、２５℃で１７０ｍｍ２／秒の粘度を有する）のジメ
チルヘキセニルシロキシ末端ジメチルポリシロキサン
ビニルシロキサン＃３　＝　一般式（ＣＨ２＝ＣＨ）（ＣＨ３）２ＳｉＯ［（ＣＨ３)２
ＳｉＯ］ｄｐＳｉ（ＣＨ３）２（ＣＨ＝ＣＨ２）（ここで、平均重合度（ｄｐ）が１３０
であり、２５℃で３２５ｍｍ２／秒の粘度を有するジメチルビニルシロキシ末端ジメチル
ポリシロキサン
α，ω‐不飽和ポリプロピレンオキシド：
ＰＯ２０　－　ポリセリンＤＵＳ‐８０＝約２０のプロピレンオキシド（ＰＯ）単位を有
するα、ω‐ビスアリルポリプロピレンオキシド、日油株式会社製（日本）
ＭＰＯ２０　－　ポリセリンＤＭＵＳ‐８０＝約２０のプロピレンオキシド（ＰＯ）単位
を有するα、ω‐ビスメタリルポリプロピレンオキシド、日油株式会社製（日本）
ポリ不飽和ポリマー：
ＰＢＤ　－　Ｒｉｃｏｎ１３０は、２０－３５モル％の１，２‐ビニル側鎖基を有する液
状ポリブタジエンポリマーで、約７５０ｃｐｓの粘度及び２５００ｇ／モルの分子量を有
する。Ｒｉｃｏｎ１３０は、ＳａｒｔｏｍｅｒカンパニーＩｎｃ.（米国ペンシルベニア
州Ｅｘｔｏｎ）から入手される。
ヒドロシリル化触媒：
ＰＴ　ＣＡＴＡＬＹＳＴ　＝　ＳＬＹ－ＯＦＦ４０００（ダウコーニングコーポレーショ
ン、米国ミシガン州ミッドランド）０．５２質量％の白金を含有し供給のまま用いられる
白金触媒
キャリア・フルイド：
Ｄ５　＝　デカメチルシクロペンタシロキサンまたはＤ５サイクリックス、ＤＣ２４５（
ダウコーニングコーポレーション、米国ミシガン州ミッドランド）供給のまま用いられる
２－１１８４フルイド　＝　低粘度の直鎖状ジメチルシリコーンフルイド（ダウコーニン
グコーポレーション、米国ミシガン州ミッドランド）供給のまま用いられる



(23) JP 2010-540721 A 2010.12.24

10

20

30

40

50

ＩＤＤ　＝　Ｐｅｒｍｅｔｈｙｌ　９９Ａの商品名でＰｒｅｓｐｅｒｓｅから入手される
イソドデカン
ＩＨＤ　＝　Ｐｅｒｍｅｔｈｙｌ　１０１Ａの商品名でＰｒｅｓｐｅｒｓｅから入手され
るイソヘキサデカン
ＩＤＮＰ　＝　ＣＥＲＡＰＨＹＬ　ＳＬＫの商品名でＩＳＰ（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａ
ｌ Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ Ｐｒｏｄｕｃｔ Ｃｏ）から入手されるネオペンタン酸イソデシ
ル
ＴＰＰ　＝　トリフェニルホスフィン
安定剤　＝　ビタミンＡパルミタート（ＶＡＰ）及びブチル化ヒドロキシトルエン（ＢＨ
Ｔ）
シリコーンエラストマーブレンド（ＳＥＢ）の粘度測定法：
　特別Ｔ－バー型スピンドルを備え付けた、適するブルックフィールド粘度計を用いると
、ブルックフィールドヘリパス（商標）スタンドは、ペースト、パテ、クリーム、ゼラチ
ンまたはワックスと同様な特性を有する物質の相対センチポイズ値で粘度／稠度測定を可
能にする。
シリコーンエラストマーブレンドの粘度は、ヘリパススタンド（ブルックフィールド　モ
デルＤ）及びＴ－バー・スピンドル（ブルックフィールド・ヘリパス・スピンドル・セッ
ト）とブルックフィールド　モデルＲＶＤ－ＩＩ＋粘度計を用いて測定した。すべてがブ
ルックフィールド・エンジニアリング・ラボラトリーズＩｎｃ.（米国マサチューセッツ
州ミドルボロ・Ｃｏｍｍｅｒｃｅ　Ｂｏｕｌｅｖａｒｄ　１１）から購入された。
４オンス円形ジャーに１００ｇのサンプルサイズが必要であった。次の準備手順が測定前
に用いられた：サンプルは最初に遠心分離機で脱気され、その後２時間真空脱気された。
脱気後、サンプルは２５℃で最低４時間調整された。サンプルはＴ‐バー・スピンドルと
もに中心に設置された。ヘリパス・スピンドルの典型的な方法に従って記録された。
一般に、スピンドル９３（Ｔ‐バー・スピンドルＣ）はより低い粘性サンプルに、スピン
ドル９５（Ｔ‐バー・スピンドルＥ）はより粘性サンプルに使われる。ｒｐｍの標準設定
は２．５であった。スピンドル速度は一定の２．５ｒｐｍで維持され、著しい粘度を持つ
サンプルを取り扱うにはスピンドルを取り換えられた。
シリコーンエラストマーゲル硬度の測定：
　シリコーンエラストマーの硬度（堅さ）は、テクスチュア・アナライザー（モデルＴＡ
．ＸＴ２、Ｓｔａｂｌｅ　Ｍｉｃｒｏ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｉｎｃ．英国イングランド・Ｇ
ｏｄａｌｍｉｎｇ）を用いて特性化された。米国ゼラチン製造業者協会はそのような試験
法を標準手順として推奨している。
　シリコーンゲル及びエラストマーブレンドについて、ＤＥＬＲＩＮアセタール樹脂（デ
ュポン）の直径１／２インチ（１．２７ｃｍ）円柱状探針が測定に使われた。ゲルサンプ
ルは、探針を用いて、下記の試験サイクルで圧縮試験に処する：探針はゲル表面に０．５
ｍｍ／分の速度で近づき、ゲル中５．０ｍｍの距離まで圧迫し続けた後、後退する前に１
秒間保持される。テクスチュア・アナライザーは、圧縮試験の間に探針が受ける抵抗力を
検出するために、５．０Ｋｇ荷重セルを有する。荷重セルごとに示される力が時間の関数
として描かれる。
　シリコーンエラストマー、ゲル及びエラストマーブレンド（ＳＥＢ）の硬度は、圧縮試
験の間に探針により検出される抵抗力として定義される。二つのデータが、硬度値に用い
られる：力１；最大圧縮点（すなわち、ゲル表面下５．０ｍｍの圧縮点）での力、及びエ
リアＦ－Ｔ；最大圧縮点で保持された１秒間の面積－力の積分。合計５回の試験が各ゲル
について行われ、試験５回の平均が記録される。
　ゲル硬度測定に用いられるテクスチュア・アナライザーは、トランスデューサーにより
検出される、グラム単位の力である。ゲル硬度について二つのデータが記録される：力１
、探針がゲルサンプルでの事前にプログラムされたへこみ（または圧縮）に到達したとき
に記録されたグラム単位の力。力１の測定値単位は重量グラムである。
　力１について得られた値は、重量グラムを１０１．９７（すなわち、１ニュートンは、
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ことによってニュートン（Ｎ）に変換される。例えば、６３２７重量グラムの値は、６２
．０Ｎに変換される。
　テクスチュア・アナライザー測定により記録された二番目の特性は、重量グラム・秒で
、エリアＦ－Ｔ１：２である。これは力対試験時間曲線の面積積分である。これが、エラ
ストマー及びゲルに関連している、圧縮力に対する抵抗を維持する能力を示すので、ゲル
の網目を示す特性である。
　その値は、重量グラム・秒で報告され、重量グラム・秒での値を１０１．９７で除する
ことによりＳＩ単位のニュートン・秒に変換される。例えば、３３，９４７重量グラム・
秒はＳＩ単位で３３２．９Ｎ・ｓである。
【００７７】
実施例１（参考）：
ＭＭＨＴＰｒシルセスキオキサン樹脂の製造
　一般式ＭＭＨＴＰｒのシロキサン樹脂を、国際公開番号ＷＯ２００５／１００４４４Ａ
１の実施例２（参考）に記載された方法により製造した。
この実験で用いられたＭＨＴＰｒ樹脂１及びＭＨＴＰｒ樹脂２の詳細な組成は、以下に示
される。
【表１】

【００７８】
実施例２（参考）：
少なくとも２個のＳｉＨ含有シクロシロキサン環を有するオルガノ水素シロキサンの製造
：
　成分（Ａ）の一部として例示されるオルガノ水素シロキサンを、ＭｅＨサイクリックス
及びビニルシロキサン＃２から製造した。オルガノ水素シロキサン中間体を、Ｄ５フルイ
ド、ＩＤＮＰ（ネオペンタン酸イソデシル、及びＩＤＤ（イソドデカン）中それぞれで５
０質量％とした。それらオルガノ水素シロキサンは、以下の表に示される。
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【表２】

　これらオルガノ水素シロキサンを、ＭｅＨ　サイクリックス、ビニルシロキサン＃７及
び相当するキャリア・フルイドを反応フラスコに満たし、均質に混合して製造した。その
後、混合物を、３－５ｐｐｍのＰｔ（Ｓｌｙ－Ｏｆｆ　４０００　Ｐｔ触媒溶液、０．５
２質量％の白金含有）で触媒化した。混合物を、ヒドロシリル化発熱反応を起こさせるた
めに５０℃に加熱し、温度を５０と７０℃との間で３時間保持した。その後、反応混合物
が４０℃以下に冷却された時点で、０．５から０．７５％のＶＡＰ／ＢＨＴ（ビタミンＡ
パルミタート及びブチル化ヒドロキシトルエン）安定剤を導入した。
【００７９】
実施例３：
シロキサン樹脂ポリエーテルゲルの製造：
　無水のシリコーンポリエーテルゲルを、疎水性ポリエーテル、例えば、α，ω‐ビスア
リルポリプロピレンオキシド（ＰＯ）ポリエーテル、またはα，ω‐ビス（メチル）アリ
ルポリプロピレンオキシド（ＰＯ）ポリエーテルと、ＳｉＨ官能性シロキサン樹脂とを、
化粧品フルイド中において白金触媒の存在下で反応させることにより製造した。反応生成
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物は、透明な固体ゲルであった。シリコーン樹脂とジアリルＰＯポリエーテルとの間の反
応は、定量的で、速い付加反応である。所望のポリエーテル含量のシリコーンゲルは、適
当な分子量のポリエーテルを用いることにより製造可能である。例証するために、ポリエ
ーテルは、この実験用に日油株式会社（日本）から入手された。
　ゲル網目構造中での別の有機含量質量％を有するシリコーン有機エラストマーゲルが、
容易に製造される。最高で約８０％の疎水性ポリエーテルを有するゲルが、以下に説明さ
れる。疎水性ポリエーテル有機分を含まないエラストマーゲルが参考として含まれている
。
【表３】

【００８０】
実施例４：
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シロキサン樹脂ポリエーテルゲルの製造：
　別の化粧品フルイド中のシリコーン有機エラストマーゲルが、簡便に製造される。ダウ
コーニング２４５フルイド揮発性サイクリックス、ダウコーニング２－１１８４フルイド
（低粘度の直鎖状シリコーン）、イソドデカン（ＩＤＤ）、及び、ネオペンタン酸イソデ
シル（ＩＤＮＰ）有機エステル溶剤中のエラストマーゲルが、以下に説明される。すべて
のゲルは約３０％の疎水性ポリエーテルを含有する。
【表４】

【００８１】
実施例５：
シロキサン樹脂ポリエーテルゲルブレンドまたはペーストの製造：
　化粧品フルイド中のシリコーンポリエーテルエラストマーブレンドは、本発明に従って
、シリコーンポリエーテルゲルから製造できる。シリコーンポリエーテルエラストマーブ
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テルゲルが、上記に示された方法に従って、最初に製造される。シリコーンポリエーテル
ゲルが、機械的にせん断されるか、または粉砕されて、小さな粒径とされ、続いて所望の
最終エラストマー含量（ＦＥＣ）になるように化粧品フルイドで希釈される。出来上がっ
たエラストマーブレンドは、化粧品フルイド中で膨潤し、懸濁した、一定の粒径のＳＰＥ
ゲル粒子の無水懸濁液である。ＳＰＥエラストマーブレンドは、透明かつペースト状の稠
度を有する。
　有機部分が疎水性ポリエーテル型である、シロキサン－有機エラストマーブレンドが製
造される。これらは、その工程１がゲルの形成であり、その工程２が小さい粒径へのゲル
の縮小及びさらに選択の溶剤への希釈である、二工程により製造することができる。最終
のＳＯＥＢは溶剤で膨潤したシロキサン樹脂炭化水素ゲルの均質なブレンドで、ペースト
状の稠度を有する。この二工程プロセスで製造されたゲル網目構造で、４０％、３０％及
び０％有機分含量のＳＯＥＢの例が、以下に示される。
【表５】

【００８２】
実施例６：
シロキサン樹脂ポリエーテルゲルブレンドまたはペーストの製造：
　有機部分が、疎水性ポリエーテル型であるシロキサン‐有機エラストマーブレンドが製
造される。これらは、その工程１がゲルの形成であり、その工程２が小さい粒径へのゲル
の縮小及びさらに選択の溶剤への希釈である、二工程により製造することができる。最終
ＳＯＥＢは、溶剤で膨潤したシロキサン樹脂炭化水素ゲルの均質なブレンドであり、ペー
スト状稠度を有する。この二工程プロセスで製造されたＳＯＥＢの例は、以下に示される
。
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【表６】

　あるいは、シロキサン‐有機エラストマーブレンドは、ゲル化及び粒度の縮小が同時ま
たは連続して起こり、同様な最終エラストマーブレンドになるような他の加工方法及び装
置を用いて製造することもできる。最終ＳＯＥＢは、溶剤で膨潤したシロキサン樹脂炭化
水素ゲルの均質なブレンドで、ペースト状稠度を有する。
【００８３】
実施例７：
シロキサン樹脂炭化水素ゲルの製造：
　Ｒｉｃｏｎ１３０が用いられ、ＭＨＴＰｒと反応してシロキサン樹脂及び炭化水素網目
構造（ここでは、キャリア・フルイドの存在下で、シロキサン樹脂のＳｉＨがＰＢＤポリ
マーの１，２‐ビニルと反応する）を形成した。形成されたエラストマーゲルは、優れた
ゲル硬度、良好な透明性及び優れた加工性を有した。
ＰＢＯから製造されたシロキサン樹脂‐炭化水素エラストマーは以下に示される。
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【表７】

【００８４】
実施例８：
シロキサン樹脂炭化水素ゲルブレンドまたはペーストの製造：
　有機部分が炭化水素型であるシロキサン‐有機エラストマーブレンドが製造される。こ
れらは、その工程１がゲルの形成であり、その工程２が小さい粒径へのゲルの微細化及び
さらに選択の溶剤への希釈である、二工程により製造することができる。最終ＳＯＥＢは
、溶剤で膨潤したシロキサン樹脂炭化水素ゲルの均質なブレンドであり、ペースト状稠度
を有する。この二工程プロセスで製造されたＳＯＥＢの例は、以下に示される。
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【表８】

　あるいは、シロキサン‐有機エラストマーブレンドは、ゲル化及び粒度の微細化が同時
または連続して起こり、同様の最終エラストマーブレンドになるような他の加工方法及び
装置を用いて製造することもできる。最終ＳＯＥＢは、溶剤で膨潤したシロキサン樹脂炭
化水素ゲルの均質なブレンドであり、ペースト状稠度を有する。
【００８５】
実施例９：
シロキサン樹脂ポリエーテルゲルの製造：
　他のＳｉＨ含有シロキサン樹脂もまた、シリコーン有機エラストマーゲル及びシリコー
ン有機エラストマーブレンドを連続して製造するために用いることもできる。こうした一
つのシロキサン樹脂は、ＭＨＤＴＰｒ樹脂２である。その他の官能基、例えば、アルコキ
シシリル基（例として、メトキシシリル、エトキシシリル）などが、ＳｉＨ官能性シロキ
サン樹脂中に存在してもよい。
　ゲル網目構造中に、異なる有機含量質量％を有するシリコーン有機エラストマーゲルが
容易に製造される。約４０％及び３０％疎水性ポリエーテルを有するゲルが、以下に示さ
れている。
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【表９】

【００８６】
実施例１０：
シロキサン樹脂ポリエーテルゲルブレンドまたはペーストの製造：
　有機部分が疎水性ポリエーテル型であるシロキサン‐有機エラストマーブレンドが製造
される。これらは、その工程１がゲルの形成であり、その工程２が小さい粒径へのゲルの
縮小及びさらに選択の溶剤への希釈である、二工程により製造することができる。最終Ｓ
ＯＥＢは、溶剤で膨潤したシロキサン樹脂炭化水素ゲルの均質なブレンドであり、ペース
ト状稠度を有する。この二工程プロセスで製造されたゲル網目構造で、４０％、３０％及
び０％の有機含量のＳＯＥＢの例が以下に示される。
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【表１０】

【００８７】
実施例１１：
シロキサン樹脂ポリエーテルゲルブレンドまたはペーストの製造：
　他のＳｉＨ含有シロキサン樹脂もまた、シリコーン有機エラストマーゲル及びシリコー
ン有機エラストマーブレンドを連続して製造するために用いることができる。こうしたシ
ロキサン樹脂の一つは、ＭＨＭＱ樹脂である。その他の官能基、例えば、アルコキシシリ
ル基（例として、メトキシシリル、エトキシシリル）などが、ＳｉＨ官能性シロキサン樹
脂中に存在してもよい。
ゲル網目構造中の有機含量の異なる質量％を有するシリコーン有機エラストマーゲルが容
易に製造される。約４０％及び３０％疎水性ポリエーテルを有するゲルが以下に示される
。疎水性ポリエーテル有機を含まないエラストマーゲルが、参考として含まれている。
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【表１１】

【００８８】
実施例１２：
有機相溶性試験用シリコーン有機エラストマーブレンドの製造：
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　有機部分が疎水性ポリエーテル型であるシロキサン‐有機エラストマーブレンドが製造
される。それらは、前に記載された一つの直接法を用いて製造できる。あるいは、これら
は、その工程１がゲルの形成であり、その工程２が小さい粒径へのゲルの縮小及びさらに
選択の溶剤への希釈である、二工程により製造することができる。最終ＳＯＥＢは溶剤で
膨潤したシロキサン樹脂炭化水素ゲルの均質なブレンドであり、ペースト状稠度を有する
。そのようなＳＯＥＢの一例が製造された。ゲル組成物及びそれから誘導されるＳＯＥＢ
が、以下の二つの表に示される。
【表１２】

【００８９】
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【表１３】

【００９０】
実施例１３（比較例）：
シロキサン有機エラストマーブレンドの相溶性：
　本発明のＳＯＥＢの、普通のパーソナルケア成分との相溶性の改良を明示するために、
ＳＯＥＢと選択されたパーソナルケア成分とを７５／２５重量比（ビタミンＡパルミター
トを除いて）で混合する。混合物は、評価され、以下の表の脚注のキーによりランク付け
される。ダウコーニングの市販品のシリコーンエラストマーブレンド（ＳＥＢ）が、参考
として用いられた。結果は以下に示される。
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【表１４】

　ＳＯＥＢについては、従来のＳＥＢと比較して、三つのキーすべてにおいて、パーソナ
ルケア成分との非常に良好な相溶性が見られる：ＳＯＥＢと選択されたパーソナルケア成
分（ＥｔＯＨエタノール、Ｃ１２－Ｃ１５アルキルベンゾアート、カプリル／カプリン酸
トリグリセリド）との混合物。ＳＯＥＢ／成分混合物のほとんどは９０４０ＳＥＢ／成分
対応物よりも格段に粘性が高く、これは、よりよい相溶性と増稠の効果の、別の指標でも
ある。最後に、よりよい透明性がＳＯＥＢ／成分混合物の多くでみられた。
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【国際調査報告】
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