
JP 5905838 B2 2016.4.20

10

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ｉ）１分子中に１個または２個のアルケニル基を有する多価アルコールとアルキルイ
ソシアネートとを無触媒又は、触媒存在下でウレタン化反応させ、ウレタン結合を有する
生成物を得る工程と、
　（ＩＩ）前記ウレタン化反応生成物とメチルハイドロジェンオルガノポリシロキサンを
触媒存在下でヒドロシリル化反応させる工程と、
を含むことを特徴とするシリコーン変性ワックスの製造方法。
【請求項２】
　前記多価アルコールとして、直鎖又は分岐状のポリグリセリン構造を有する化合物を用
い、
　前記アルキルイソシアネートとして、炭素数８～２０の直鎖状の飽和アルキルイソシア
ネートを用い、
　前記メチルハイドロジェンオルガノポリシロキサンとして、下記一般式（Ａ）で表わさ
れるケイ素原子に結合する水素原子（即ち、ＳｉＨ基）を１分子中に１～５個含有するメ
チルハイドロジェンオルガノポリシロキサンを用いることを特徴とする請求項１に記載の
シリコーン変性ワックスの製造方法。
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【化１】

（Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４は、それぞれ独立に、水素原子、同一又は異種の、分岐ポリグ
リセロール鎖が結合した連結基若しくは置換基を有していてもよい、炭素数１～２２の直
鎖もしくは分岐鎖のアルキル基又はアルコキシ基、炭素数６～２２のアリール基、及びフ
ッ素置換アルキル基のいずれかを示す。但し、Ｒ１、Ｒ３のうち少なくとも１つは水素原
子を示し、Ｒ２、Ｒ４のうち少なくとも１つはメチル基を示す。ｎは０～５０の整数を示
す。）
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シリコーン変性ワックス、それを含有する組成物、化粧料、及びシリコーン
変性ワックスの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ワックス等の油性増粘剤又はゲル化剤（以下まとめて「増粘剤」という）は、化粧料中
の油性成分の粘度を上げて、化粧料の使用性、安定性、外観等を改善する目的で使用され
る。該油性増粘剤としては、セレシン、ポリエチレン、オゾケライト等の炭化水素系ワッ
クスや、カルナバワックス、キャンデリラワックス等のロウや、ショ糖パルミチン酸エス
テル等の多糖脂肪酸エステル等が広く利用されている。
【０００３】
　これらの増粘剤は、化粧料に配合する際に、通常、増粘剤の融点以上の温度で溶融する
必要がある。従って、融点が高いものを配合する場合には、化粧料中の他の成分の劣化や
分解を来たす場合がある。このため、融点が低いこと、特に１００℃以下であることが望
まれる。しかし、融点が低い増粘剤は、一般に増粘効果が低く、夏場などに化粧料の粘度
低下又は相分離を起こす場合がある。
【０００４】
　また、増粘剤は、化粧料に配合される低粘度の油剤との相溶性が良好であることが望ま
れる。相溶性が悪いと、経時で油剤と分離したり、冷却された際に増粘剤の結晶が大きく
なって化粧料の外観や感触を損ねたりする場合がある。シリコーン油は、さらっとした感
触で、伸びが良く、撥水性が良い等の優れた特性から化粧料用油剤として多用されている
。なかでも揮発性シリコーン油は、べたつきが無く感触が軽い化粧料を構成するために多
用されている。しかしながら、シリコーン油は一般の油剤との相溶性、及び増粘剤との相
性が悪く、上述の問題を起こし易い。
【０００５】
　上記問題を解決するために、揮発性シリコーン油を増粘することができる増粘剤が開発
されている（特許文献１、特許文献２）。しかしながら、これらは単独でシリコーン油を
滑らかに増粘することは難しく、また得られる増粘物は、化粧料で求められる滑らかさに
欠けるものであった。そこで、これらの問題を解決するものとして、シリコーン変性オレ
フィン系ワックスが提案されている。（特許文献３）。
【０００６】
　上記の増粘剤を化粧料に配合する際には、油剤と共に加熱溶解する。加熱溶解の温度に
ついては不明であるが、通常、ワックスの融点以上である。上記シリコーン変性オレフィ
ン系ワックスを油剤と共に加熱溶解した後、冷却して室温まで戻すと、流動性の無いシリ
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コーン系室温固化組成物が得られ、該組成物を化粧料として使用することができるとある
（特許文献３、段落０１９５）。しかし、該組成物は伸び性、感触の点で、改良の余地が
ある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特許第４６６４９９１号
【特許文献２】ＷＯ２００４／１１０３９３
【特許文献３】特開２００８－１７４５７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、上記事情に鑑みなされたもので、揮発性及び不揮発性のシリコーン油、炭化
水素油、エステル油、天然動植物油剤等の油剤への相溶性が高く、各種油剤を増粘させて
滑らかで延びが良いペースト状又は固形状の組成物とすることができるシリコーン変性ワ
ックス及びその製造方法、該シリコーン変性ワックスを含む組成物、化粧料を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明によれば、１分子中に１個または２個のアルケニル
基を有する多価アルコールとアルキルイソシアネートとから得られるウレタン結合を有す
る生成物に、メチルハイドロジェンオルガノポリシロキサンをヒドロシリル化反応させる
ことにより得られるものであり、２５℃において固体またはチキソ性を有するグリース状
のものであることを特徴とするシリコーン変性ワックスを提供する。
【００１０】
　このような本発明のシリコーン変性ワックスは、揮発性及び不揮発性のシリコーン油、
炭化水素油、エステル油、天然動植物油剤等の油剤への相溶性が高く、各種油剤をペース
ト状、又は固化することができるため、特に、化粧料に配合される増粘剤として極めて有
用である。また、本発明のシリコーン変性ワックスを含有する組成物は、滑らかで延びが
良いペースト状又は固形状の組成物となる。
【００１１】
　また、前記多価アルコールが、直鎖又は分岐状のポリグリセリン構造を有する化合物で
あり、
　前記アルキルイソシアネートが、炭素数８～２０の中から選ばれる直鎖状の飽和アルキ
ルイソシアネートであり、
　前記メチルハイドロジェンオルガノポリシロキサンが、下記一般式（Ａ）で表わされる
ケイ素原子に結合する水素原子（即ち、ＳｉＨ基）を１分子中に１～５個含有するメチル
ハイドロジェンオルガノポリシロキサンであることが好ましい。
【化１】

（Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４は、それぞれ独立に、水素原子、同一又は異種の、分岐ポリグ
リセロール鎖が結合した連結基若しくは置換基を有していてもよい、炭素数１～２２の直
鎖もしくは分岐鎖のアルキル基又はアルコシキ基、炭素数６～２２のアリール基、及びフ
ッ素置換アルキル基のいずれかを示す。但し、Ｒ１、Ｒ３のうち少なくとも１つは水素原
子を示し、Ｒ２、Ｒ４のうち少なくとも１つはメチル基を示す。ｎは０～５０の整数を示
す。）
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【００１２】
　このような材料を用いたシリコーン変性ワックスであれば、より一層、揮発性及び不揮
発性のシリコーン油、炭化水素油、エステル油、天然動植物油剤等の油剤への相溶性が高
く、確実に各種油剤をペースト状、又は固化することができる。
【００１３】
　また、前記シリコーン変性ワックスは、融点（常圧）が４０～１００℃であることが好
ましい。
【００１４】
　このようなシリコーン変性ワックスであれば、夏場などに化粧料の粘度低下又は相分離
を起こす恐れがなく、また、化粧料中の他の成分の劣化や分解を来たす恐れがないために
好ましい。
【００１５】
　また、本発明では、前記シリコーン変性ワックスを５～４０質量％含み、２５℃常圧に
おいてペースト状又は固体状であることを特徴とする組成物を提供する。
【００１６】
　本発明のシリコーン変性ワックスは、シリコーン油等の油剤との相溶性が高く、また増
粘効果が高いために、各種油剤を滑らかで延びが良い、ペースト状、又は固体状の組成物
（２５℃常圧）とすることができ、該組成物は化粧料に好適に配合することができる。
【００１７】
　また、本発明では、上記本発明のシリコーン変性ワックスを含むものであることを特徴
とする化粧料を提供する。
【００１８】
　本発明のシリコーン変性ワックスは、化粧料に用いられる各種油剤への相溶性が高く、
各種油剤を滑らかで延びが良いペースト状、又は固体状の組成物とすることができるため
、化粧料に好適に用いられる。更に、本発明のシリコーン変性ワックスは、融点が４０～
１００℃、更には５０～８０℃を達成することができるため、夏場などに化粧料の粘度低
下又は相分離を起こす恐れがなく、化粧料中の他の成分の劣化や分解を来たす恐れがない
。
【００１９】
　また、本発明では、（Ｉ）１分子中に１個または２個のアルケニル基を有する多価アル
コールとアルキルイソシアネートとを無触媒又は、触媒存在下でウレタン化反応させ、ウ
レタン結合を有する生成物を得る工程と、
　（ＩＩ）前記ウレタン化反応生成物とメチルハイドロジェンオルガノポリシロキサンを
触媒存在下でヒドロシリル化反応させる工程とを含むことを特徴とするシリコーン変性ワ
ックスの製造方法を提供する。
【００２０】
　このような本発明のシリコーン変性ワックスの製造方法によれば、揮発性及び不揮発性
のシリコーン油、炭化水素油、エステル油、天然動植物油剤等の油剤への相溶性が高く、
各種油剤をペースト状、又は固化することができるシリコーン変性ワックスを製造するこ
とができる。
【００２１】
　また、前記多価アルコールとして、直鎖又は分岐状のポリグリセリン構造を有する化合
物を用い、
　前記アルキルイソシアネートとして、炭素数８～２０の直鎖状の飽和アルキルイソシア
ネートを用い、
　前記メチルハイドロジェンオルガノポリシロキサンとして、下記一般式（Ａ）で表わさ
れるケイ素原子に結合する水素原子（即ち、ＳｉＨ基）を１分子中に１～５個含有するメ
チルハイドロジェンオルガノポリシロキサンを用いることが好ましい。
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【化２】

（Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４は、それぞれ独立に、水素原子、同一又は異種の、分岐ポリグ
リセロール鎖が結合した連結基若しくは置換基を有していてもよい、炭素数１～２２の直
鎖もしくは分岐鎖のアルキル基又はアルコキシ基、炭素数６～２２のアリール基、及びフ
ッ素置換アルキル基のいずれかを示す。但し、Ｒ１、Ｒ３のうち少なくとも１つは水素原
子を示し、Ｒ２、Ｒ４のうち少なくとも１つはメチル基を示す。ｎは０～５０の整数を示
す。）
【００２２】
　このようなシリコーン変性ワックスの製造方法であれば、より一層、揮発性及び不揮発
性のシリコーン油、炭化水素油、エステル油、天然動植物油剤等の油剤への相溶性が高く
、確実に各種油剤をペースト状、又は固化することができるシリコーン変性ワックスを製
造することができる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明のシリコーン変性ワックスは揮発性及び不揮発性シリコーン油、炭化水素油、エ
ステル油、天然動植物油剤等の油剤に対する相溶性が高いため、各種油剤を滑らかで延び
が良いペースト状又は固形状の組成物とすることができる。また、融点を４０～１００℃
に有するため、夏場などに化粧料の粘度低下又は相分離を防ぎ、組成物にする際（加熱溶
融時）に他成分の劣化や分解を防ぐことができるため、化粧料として好適に使用すること
ができる。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明をより詳細に説明する。
　上記のように、揮発性及び不揮発性のシリコーン油、炭化水素油、エステル油、天然動
植物油剤等への相溶性が高く、各種油剤をペースト状、又は固化することができる増粘剤
が求められていた。
【００２５】
　本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意検討した結果、１分子中に１個または２個の
アルケニル基を有する多価アルコールとアルキルイソシアネートとから得られるウレタン
結合を有する生成物に、メチルハイドロジェンオルガノポリシロキサンをヒドロシリル化
反応させることにより得られるものであり、２５℃において固体またはチキソ性を有する
グリース状のものであることを特徴とするシリコーン変性ワックスが、揮発性及び不揮発
性のシリコーン油、炭化水素油、エステル油、天然動植物油剤等への相溶性が高く、各種
油剤を増粘させて滑らかで延びが良いペースト状又は固形状の組成物とすることができる
ことを見出した。
【００２６】
　即ち、本発明は、１分子中に１個または２個のアルケニル基を有する多価アルコールと
アルキルイソシアネートとから得られるウレタン結合を有する生成物に、メチルハイドロ
ジェンオルガノポリシロキサンをヒドロシリル化反応させることにより得られるものであ
り、２５℃において固体またはチキソ性を有するグリース状のものであることを特徴とす
るシリコーン変性ワックスを提供する。
【００２７】
　また、本発明は、
　（Ｉ）１分子中に１個または２個のアルケニル基を有する多価アルコールとアルキルイ
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ソシアネートとを無触媒又は、触媒存在下でウレタン化反応させ、ウレタン結合を有する
生成物を得る工程と、
　（ＩＩ）前記ウレタン化反応生成物とメチルハイドロジェンオルガノポリシロキサンを
触媒存在下でヒドロシリル化反応させる工程と、
を含むことを特徴とするシリコーン変性ワックスの製造方法を提供する。
【００２８】
　本発明に用いる、１分子中に１個または２個のアルケニル基を有する多価アルコールと
しては、下記構造式（Ｂ）、（Ｃ）、（Ｄ）、（Ｅ）の何れかを有する直鎖或いは分岐状
の１個または２個のアルケニル基含有ポリグリセリンが挙げられる。
【化３】

【００２９】
　また、好ましくは末端がアルケニル基になっているものを使用することができ、例えば
、下記のトリグリセリン誘導体、テトラグリセリン誘導体が好ましく、下記のものを使用
することができる。
【化４】

【化５】
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【化６】

（上記式中、ａ、ｂ、ｃ、ｄはそれぞれ２又は３である。）
【００３０】
　また、本発明に用いる１個または２個のアルケニル基を有する多価アルコールの構造と
しては、直鎖状、分岐状、更には環状エーテル構造を有するものであってもよい。
【００３１】
　これらのアルケニル基含有の多価アルコールの製造方法としては、水酸化カリウムなど
のアルカリ触媒存在下、グリセリンもしくは、ジグリセリン、トリグリセリン等のポリグ
リセリンとアリルグリシジルエーテルとを反応させることで得ることができる。反応温度
は６０～１２０℃に制御することが好ましい。反応後、アルカリ触媒を中和した後、低沸
分を留去することによって、目的物（１個または２個のアルケニル基を有する多価アルコ
ール）を得ることができる。
【００３２】
　本発明に使用するアルキルイソシアネートのアルキル基としては、炭素数８～２０のア
ルキル基が好ましい。該アルキル基は、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基
、ドデシル基、トリデシル基、テトラデシル基、ペンタデシル基、ヘキサデシル基、ヘプ
タデシル基、オクタデシル基、ノナデシル基および、エイコシル基である。アルキル基は
直鎖であっても、分岐を有する構造であっても良いが、直鎖アルキル基が好ましい。これ
らの化合物は単独で使用してもよく、また２種以上を混合しても良い。
【００３３】
　そして、上述した１分子中に１個または２個のアルケニル基を有する多価アルコールと
アルキルイソシアネートとを反応容器に仕込み、不活性ガス気流中において、３０～１０
０℃にて、５～１０時間程度ウレタン化反応を行い、ウレタン化反応終了後、常法による
脱色、脱臭等の精製処理を行うことにより、ウレタン結合を有するウレタン化反応生成物
を得ることができる。
　ウレタン化反応に際しては必要に応じて酸触媒、金属触媒、還流溶媒を使用することが
できる。
【００３４】
　上記ウレタン化反応生成物とヒドロシリル化反応させる、メチルハイドロジェンオルガ
ノポリシロキサンは、１分子中にケイ素原子に直結した水素原子、ケイ素原子に直結した
メチル基をそれぞれ少なくとも１つ有するオルガノポリシロキサンであり、下記一般式（
Ａ）で表わされるケイ素原子に結合する水素原子（即ち、ＳｉＨ基）を１分子中に１～５
個含有するメチルハイドロジェンオルガノポリシロキサンが挙げられる。
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【化７】

（Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４は、それぞれ独立に、水素原子、同一又は異種の、分岐ポリグ
リセロール鎖が結合した連結基若しくは置換基を有していてもよい、炭素数１～２２の直
鎖もしくは分岐鎖のアルキル基又はアルコシキ基、炭素数６～２２のアリール基、及びフ
ッ素置換アルキル基のいずれかを示す。但し、Ｒ１、Ｒ３のうち少なくとも１つは水素原
子を示し、Ｒ２、Ｒ４のうち少なくとも１つはメチル基を示す。ｎは０～５０の整数を示
す。）
【００３５】
　これらの中でも、好ましくは、Ｓｉ－Ｈを分子内に１つ有するハイドロジェンオルガノ
ポリシロキサンであり、更に好ましくは分子片末端にＳｉ－Ｈを有するα－ハイドロジェ
ンオルガノポリシロキサンである。
【００３６】
　本発明に用いるメチルハイドロジェンシロキサンの合成方法としては、ヘキサメチルシ
ロキサン、オクタメチルシクロテトラシロキサン（Ｄ４）とテトラメチルテトラハイドロ
ジェンシクロテトラシロキサン（Ｈ４）とを反応容器に仕込み、酸触媒を加え、常温で一
晩攪拌を行った後、中和、脱色、脱臭等の精製処理を行うことにより、メチルハイドロジ
ェンシロキサンを得ることができる。
【００３７】
　上記メチルハイドロジェンオルガノポリシロキサンとアルケニル基を有するグリセリン
誘導体（前記ウレタン化反応生成物）とをＳｉ－Ｈ基／アルケニル基のモル比で０．５以
上１．５未満、好ましくは、０．８以上１．２未満で付加させる。
【００３８】
　該付加反応は白金触媒又はロジウム触媒の存在下で行うことが好ましい。好ましい触媒
の例としては、塩化白金酸、アルコール変性塩化白金酸、塩化白金酸－ビニルシロキサン
錯体等が挙げられる。
　上記付加反応は必要に応じて無溶媒あるいは有機溶媒中で行う。有機溶剤としては、例
えば、メタノール、エタノール、２－プロパノール、ブタノール等の脂肪族アルコール、
トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素、ｎ－ペンタン、ｎ－ヘキサン、シクロヘキサン
等の脂肪族または脂環式炭化水素、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素等のハロ
ゲン化炭化水素等が挙げられる。
【００３９】
　付加反応条件は特に限定されるものではないが、得られるシリコーンワックスは常温で
固体またはグリース状であるので、シリコーンワックスの融点以上の反応温度で反応させ
ることが、反応系を均一にする点で好ましく、有機溶媒中で反応を行う際には還流下で５
～１０時間反応させることが好ましい。
　付加反応後、公知の方法により弱塩酸によるアリルエーテル基の除去あるいは水素添加
反応によるアルキル化を行っても良い。また、酸化防止剤としてトコフェロールやＢＨＴ
（ジブチルヒドロキシトルエン）を添加しても良い。
【００４０】
　本発明のシリコーン変性ワックスは、２５℃で固体またはチキソ性を持つグリース状で
あり、また、当該シリコーン変性ワックスは、融点が４０～１００℃、更には５０～８０
℃を達成することができる。融点が４０℃以上であれば、一般に増粘効果が十分であり、
夏場などに化粧料の粘度低下又は相分離を起こす恐れが少ない。逆に１００℃以下であれ
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ば化粧料中の他の成分の劣化や分解を来たす恐れがないために好ましい。
【００４１】
　また、本発明の該シリコーン変性ワックスは、ゲルパーミエーションクロマトグラフィ
ー（ＧＰＣ）により測定されるポリスチレン換算の重量平均分子量が好ましくは５００～
１００００である。
【００４２】
［組成物］
　本発明に係る組成物は、上記本発明のシリコーン変性ワックスを５～４０質量％含むも
のである。該シリコーン変性ワックスが各種油剤等を増粘させるため、各種油剤と混合す
ることによって、２５℃常圧において、滑らかで延びが良いペースト状又は固体状の組成
物となり、各種油剤との相溶性が高いものとなる。該組成物は、例えば、本発明のシリコ
ーン変性ワックスと後述するシリコーン油の混合物であり、後述する化粧料の他、カーワ
ックス、各種離型剤等に使用することができる。
【００４３】
［化粧料］
　本発明のウレタン結合を有するシリコーン変性ワックスは、各種の化粧料に使用するこ
とができ、特にスキンケア製品、メイクアップ製品、頭髪製品、制汗剤製品、紫外線防除
製品等の皮膚や毛髪に外用される化粧料の原料として好適である。該化粧料中の、該シリ
コーン変性ワックスの配合量は、化粧料の種類及び配合するシリコーン油の種類に応じて
、全質量の０．５～９５質量％、好ましくは１～７０質量％の範囲で適宜調整することが
できる。例えば、クリーム状化粧料では化粧料全体の０．５～１０質量％、好ましくは０
．５～５質量％、粉体成分が処方全体の２５％以下の固形状又はスティック状化粧料にお
いては、化粧料全体の２～７０質量％、好ましくは２～５０質量％の配合が好適であり、
粉体成分が処方全体の８０％以上の固形状化粧料である場合は、化粧料全体の１～１０質
量％、好ましくは１～５質量％で配合される。
【００４４】
　該シリコーン変性ワックスは、シリコーン油と共に化粧料に配合されることが好ましい
。本明細書において、シリコーン油には、常温（２５℃）で液体状のシリコーン化合物だ
けでなく、常温で樹脂状、ガム状のシリコーン樹脂が、低粘度の油剤、例えば、慣用のシ
リコーン油、炭化水素油、エステル油等の油剤中に溶解又は分散されて油状になっている
ものも包含される。これらのシリコーン油は、上記シリコーン変性ワックスと混合するこ
とによって、滑らかで延びが良いペースト状又は固形状の組成物を与える。
　好ましいシリコーン油には下記のものが包含される。
【化８】

（上式でＲ５は、水素原子、水酸基又は炭素数１～２０の１価の非置換又はフッ素置換さ
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れたアルキル基、アリール基、アミノ置換アルキル基、アルコキシ基及び一般式（ＣＨ３

）３ＳｉＯ｛（ＣＨ３）２ＳｉＯ｝ｓＳｉ（ＣＨ３）２ＣＨ２ＣＨ２－で示される基から
なる群より選択される基である。ｍは０～１０００の整数、ｌは０～１０００の整数、ｌ
＋ｍが１～１０００の整数、ｘ、ｙは０、１、２又は３、ｐ及びｑは０～８の整数で３≦
ｐ＋ｑ≦８、ｒは１～４の整数である。）
【００４５】
　Ｒ５の例には、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ヘキシル基、オクチル基
、デシル基、ドデシル基、テトラデシル基、ヘキサデシル基、オクタデシル基、トリフロ
ロプロピル基、ノナフロロヘキシル基、ヘプタデシルフロロデシル基、フェニル基、アミ
ノプロピル基、ジメチルアミノプロピル基、アミノエチルアミノプロピル基、ステアロキ
シ基、ブトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、セチロキシ基、ミリスチロキシ基、スチ
リル基、α－メチルスチリル基等が挙げられるが、ヘキシル基、オクチル基、デシル基、
ドデシル基、テトラデシル基、ヘキサデシル基、オクタデシル基、トリフロロプロピル基
、フェニル基、アミノプロピル基、アミノエチルアミノプロピル基が好ましい。
【００４６】
　シリコーン油の例には、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，メ
チルハイドロジェンポリシロキサン、ジメチルシロキサン・メチルフェニルシロキサン共
重合体等の低粘度から高粘度、好ましくは粘度０．６５～１，０００，０００ｍｍ２／ｓ
の常温で液状であるオルガノポリシロキサン、オクタメチルシクロテトラシロキサン（Ｄ
４）、デカメチルシクロペンタシロキサン（Ｄ５）、ドデカメチルシクロヘキサシロキサ
ン（Ｄ６）、テトラメチルテトラハイドロジェンシクロテトラシロキサン（Ｈ４）、テト
ラメチルテトラフェニルシクロテトラシロキサン等の環状シロキサン、トリストリメチル
シロキシシラン（Ｍ３Ｔ）、テトラキストリメチルシロキシシラン（Ｍ４Ｑ）、トリスト
リメチルシロキシフェニルシラン等の分岐状シロキサン、ステアロキシリコーン等の高級
アルコキシ変性シリコーン、アルキル変性シリコーン、アミノ変性シリコーン、フッ素変
性シリコーン等が包含される。
【００４７】
　また、低粘度油剤中に溶解又は分散して使用するシリコーン樹脂で好ましいものの１つ
は、アルキルハイドロジェンポリシロキサンと、分子鎖中に少なくとも２つの反応性のビ
ニル性不飽和基を有する架橋剤とを反応させることによって得られる架橋型オルガノポリ
シロキサンを、自重以上の油剤、特に自重以上の粘度０．６５～１０．０ｍｍ２／ｓのシ
リコーン油により膨潤させたものが挙げられる。アルキルハイドロジェンポリシロキサン
としては直鎖ないし一部分岐単位を有するメチルハイドロジェンポリシロキサン、炭素数
が６～２０のアルキル鎖がグラフトされたメチルハイドロジェンポリシロキサン、ポリオ
キシエチレン鎖がグラフトされたメチルハイドロジェンポリシロキサン等をあげることが
できる。ケイ素原子に結合した水素原子は、分子中に平均で二つ以上必要である。架橋剤
としては、メチルビニルポリシロキサンやα、ω－アルケニルジエン、グリセリントリア
リルエーテル、ポリオキシアルキニル化グリセリントリアリルエーテル、トリメチロール
プロパントリアリルエーテル、ポリオキシアルキニル化トリメチロールプロパントリアリ
ルエーテルなどのように、分子中に二つ以上のビニル性反応部位をもつものが挙げられる
。
【００４８】
　更に、この架橋型オルガノポリシロキサンは、ポリオキシアルキレン部分、ポリグリセ
リン部分、アルキル部分、アルケニル部分、アリール部分、及びフルオロアルキル部分か
らなる群から選択される少なくとも１種を架橋分子中に含有することが好ましい。具体例
としては、特開平２－４３２６３号、特開平２－２１４７７５号、特許２６３１７７２号
、特開平９－１３６８１３号（ＫＳＧ３０）、特開２００１－３４２２５５号、国際公開
ＷＯ０３／２０８２８号（ＫＳＧ２１０）、国際公開ＷＯ０３／２４４１３号（ＫＳＧ４
０）に記載されているものが好ましい。この架橋型オルガノポリシロキサンを用いること
により、てかり防止効果、マット感付与効果、密着性向上効果、色移り性防止効果の特性
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付与を期待できる。
【００４９】
　上記架橋型オルガノポリシロキサンとシリコーン油、炭化水素油、エステル油等の油剤
からなる組成物の具体例としては、ＫＳＧ－１５，１６，１７，１８，２１，２１０，３
１，３２，３３，３４，３１０，３２０，３３０，３４０，４１，４２，４３，４４，７
１０，８１０，８２０，８３０，８４０（信越化学工業製商品名）が挙げられる。
【００５０】
　低粘度油剤中に溶解又は分散して使用するシリコーン樹脂で好ましい第２のものは、常
温でガム状ないし固体状で、且つ、好ましくはデカメチルシクロペンタシロキサンに溶解
するシリコーン樹脂である。ガム状シリコーン樹脂は、一般式（ＣＨ３）３ＳｉＯ｛（Ｃ
Ｈ３）２ＳｉＯ｝ｔ｛（ＣＨ３）Ｒ６ＳｉＯ｝ｕＳｉ（ＣＨ３）３で示される直鎖状シリ
コーンにおいて、Ｒ６が炭素数６～２０のアルキル基、炭素数３～１５のアミノ基含有ア
ルキル基、フッ素置換アルキル基、４級アンモニウム塩基含有アルキル基からなる群より
選択され、ｔは１００１～２００００、ｕは０～５０００、ｔ＋ｕが１００１～２５００
０であるものが好ましい。
【００５１】
　固体状のシリコーン樹脂は、トリアルキルシロキシ単位（Ｍ単位）、ジアルキルシロキ
シ単位（Ｄ単位）、モノアルキルシロキシ単位（Ｔ単位）、４官能性のシロキシ単位（Ｑ
単位）の任意の組み合わせからなるＭＱ樹脂、ＭＤＱ樹脂、ＭＴＱ樹脂、ＭＤＴＱ樹脂、
ＴＤ樹脂、ＴＱ樹脂、ＴＤＱ樹脂であるシリコーン網状化合物であることが好ましい。特
に好ましくは、ピロリドン部分、長鎖アルキル部分、ポリオキシアルキレン部分及びフル
オロアルキル部分からなる群から選択される少なくとも１部分を分子中に含有するシリコ
ーン網状化合物である（特開平２０００－２３４０６２号、特許第３２１８８７２号公報
参照）。
【００５２】
　低粘度油剤中に溶解又は分散して使用するシリコーン樹脂で好ましい第３のものは、常
温で半固体～固体状であるアクリルシリコーン樹脂を揮発性シリコーン、揮発性炭化水素
油、不揮発性シリコーン、不揮発性炭化水素油へ溶解したものである。このアクリルシリ
コーン樹脂はピロリドン部分、長鎖アルキル部分、ポリオキシアルキレン部分及びフルオ
ロアルキル部分からなる群から選択される少なくとも１つの部分を分子中に含有するアク
リルシリコーン樹脂であることが特に好ましい。かかるアクリルシリコーン樹脂の構造は
、シリコーン鎖、またはアクリル鎖の一方がグラフト状であっても、シリコーン鎖とアク
リル鎖のブロック状であっても構わない（特開平１－３１９５１８号、特許第２７０４７
３０号、特許第２７６７６３３号、特許第２７６７６３６号、特開２０００－３４４８２
９号公報参照）。
【００５３】
　以上述べたシリコーン油のうち、好ましくは、粘度１～３０ｍｍ２／ｓ（２５℃）のジ
メチルポリシロキサン、デカメチルシクロペンタシロキサン、自重以上の、粘度０．６５
～１０．０ｍｍ２／ｓのシリコーンにより膨潤されてなる架橋型ジメチルポリシロキサン
、架橋型ポリエーテル変性シリコーン、揮発性油に溶解したアクリルシリコーン樹脂が使
用される。これらの各シリコーン油は、単独で、又は混合物として用いてよい。
【００５４】
　本発明のシリコーン変性ワックスとシリコーン油とは、重量比で１：０．０１～１：４
５、好ましくは１：０．５～１：２０で混合して、好ましくはシリコーン変性ワックスを
５～４０質量％含むように混合して、均一なペースト状、ゲル状、又は固形状の組成物と
して、化粧料に配合することが好ましい。化粧料全体中でのシリコーン油の配合量は、化
粧料の種類に応じて適宜調整することができるが、典型的には１～７０質量％、好ましく
は３～６０質量％の範囲である。ここで、シリコーン油の質量は、溶媒も含む量である。
【００５５】
　本発明の化粧料には、シリコーン油以外に、その目的に応じて１種又は２種以上の油剤
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を配合することができる。通常の化粧料に使用されるものであれば、固体、半固体、液状
、いずれの油剤も使用することができる。かかる油剤の例としては、天然動植物油脂類及
び半合成油脂、炭化水素油、高級アルコール油剤、エステル油、及びフッ素系油剤が挙げ
られる。
【００５６】
　例えば、天然動植物油脂類及び半合成油脂としては、アボガド油、アマニ油、アーモン
ド油、イボタロウ、エノ油、オリーブ油、カカオ脂、カポックロウ、カヤ油、カルナウバ
ロウ、肝油、キャンデリラロウ、牛脂、牛脚脂、牛骨脂、硬化牛脂、キョウニン油、鯨ロ
ウ、硬化油、小麦胚芽油、ゴマ油、コメ胚芽油、コメヌカ油、サトウキビロウ、サザンカ
油、サフラワー油、シアバター、シナギリ油、シナモン油、ジョジョバロウ、セラックロ
ウ、タートル油、大豆油、茶実油、ツバキ油、月見草油、トウモロコシ油、豚脂、ナタネ
油、日本キリ油、ヌカロウ、胚芽油、馬脂、パーシック油、パーム油、パーム核油、ヒマ
シ油、硬化ヒマシ油、ヒマシ油脂肪酸メチルエステル、ヒマワリ油、ブドウ油、ベイベリ
ーロウ、ホホバ油、マカデミアナッツ油、ミツロウ、ミンク油、綿実油、綿ロウ、モクロ
ウ、モクロウ核油、モンタンロウ、ヤシ油、硬化ヤシ油、トリヤシ油脂肪酸グリセライド
、羊脂、落花生油、ラノリン、液状ラノリン、還元ラノリン、ラノリンアルコール、硬質
ラノリン、酢酸ラノリン、ラノリン脂肪酸イソプロピル、ラウリン酸ヘキシル、ＰＯＥラ
ノリンアルコールエーテル、ＰＯＥラノリンアルコールアセテート、ラノリン脂肪酸ポリ
エチレングリコール、ＰＯＥ水素添加ラノリンアルコールエーテル、卵黄油等が挙げられ
る。但し、ＰＯＥはポリオキシエチレンを意味する。
【００５７】
　炭化水素油として、オゾケライト、スクワラン、スクワレン、セレシン、パラフィン、
パラフィンワックス、ポリエチレンワックス、ポリエチレン－ポリプロピレン共重合体、
流動パラフィン、プリスタン、ポリイソブチレン、マイクロクリスタリンワックス、ワセ
リン等；高級脂肪酸としては、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸
、ベヘン酸、ウンデシレン酸、オレイン酸、リノール酸、リノレン酸、アラキドン酸、エ
イコサペンタエン酸（ＥＰＡ）、ドコサヘキサエン酸（ＤＨＡ）、イソステアリン酸、１
２－ヒドロキシステアリン酸等が挙げられる。
【００５８】
　高級アルコールとしては、ラウリルアルコール、ミリスチルアルコール、パルミチルア
ルコール、ステアリルアルコール、ベヘニルアルコール、ヘキサデシルアルコール、オレ
イルアルコール、イソステアリルアルコール、ヘキシルドデカノール、オクチルドデカノ
ール、セトステアリルアルコール、２－デシルテトラデシノール、コレステロール、フィ
トステロール、ＰＯＥコレステロールエーテル、モノステアリルグリセリンエーテル（バ
チルアルコール）、モノオレイルグリセリルエーテル（セラキルアルコール）等が挙げら
れる。
【００５９】
　エステル油としては、アジピン酸ジイソブチル、アジピン酸２－ヘキシルデシル、アジ
ピン酸ジ－２－ヘプチルウンデシル、モノイソステアリン酸Ｎ－アルキルグリコール、イ
ソステアリン酸イソセチル、トリイソステアリン酸トリメチロールプロパン、イソノナン
酸イソトリデシル、イソノナン酸イソノニル、ジ－２－エチルヘキサン酸エチレングリコ
ール、２－エチルヘキサン酸セチル、トリ－２－エチルヘキサン酸トリメチロールプロパ
ン、テトラ－２－エチルヘキサン酸ペンタエリスリトール、オクタン酸セチル、オクチル
ドデシルガムエステル、オレイン酸オレイル、オレイン酸オクチルドデシル、オレイン酸
デシル、ジカプリン酸ネオペンチルグリコール、クエン酸トリエチル、コハク酸２－エチ
エチルヘキシル、酢酸アミル、酢酸エチル、酢酸ブチル、ステアリン酸イソセチル、ステ
アリン酸ブチル、セバシン酸ジイソプロピル、セバシン酸ジ－２－エチルヘキシル、乳酸
セチル、乳酸ミリスチル、パルミチン酸イソプロピル、パルミチン酸２－エチルヘキシル
、パルミチン酸２－ヘキシルデシル、パルミチン酸２－ヘプチルウンデシル、１２－ヒド
ロキシステアリル酸コレステリル、ジペンタエリスリトール脂肪酸エステル、ミリスチン
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酸イソプロピル、ミリスチン酸オクチルドデシル、ミリスチン酸２－ヘキシルデシル、ミ
リスチン酸ミリスチル、ジメチルオクタン酸ヘキシルデシル、ラウリン酸エチル、ラウリ
ン酸ヘキシル、Ｎ－ラウロイル－Ｌ－グルタミン酸－２－オクチルドデシルエステル、リ
ンゴ酸ジイソステアリル等；グリセライド油としては、アセトグリセリル、トリイソオク
タン酸グリセリル、トリイソステアリン酸グリセリル、トリイソパルミチン酸グリセリル
、モノステアリン酸グリセリル、ジ－２－ヘプチルウンデカン酸グリセリル、トリミリス
チン酸グリセリル、ミリスチン酸イソステアリン酸ジグリセリル等が挙げられる。
【００６０】
　フッ素系油剤としては、パーフルオロポリエーテル、パーフルオロデカリン、パーフル
オロオクタン等が挙げられる。
【００６１】
　これらの油剤の配合量は、化粧料全体の５～９５質量％の範囲が好適である。特に、化
粧料の形状が固形又はスティック状である固形状の場合は、化粧料全体の１０～５０質量
％の配合が好適である。
【００６２】
　本発明の化粧料には、その目的に応じて分子構造中にアルコール性水酸基を有する化合
物を１種又は２種以上、用いることもできる。本発明において添加することができるアル
コール性水酸基を有する化合物としては、エタノール、イソプロパノール等の低級アルコ
ール、ソルビトール、マルトース等の糖アルコール等があり、コレステロール、シトステ
ロール、フィトステロール、ラノステロール等のステロール、ブチレングリコール、プロ
ピレングリコール、ジブチレングリコール、ペンチレングリコール等の多価アルコール等
がある。配合量としては、化粧料全体の０．１～９８質量％の範囲が好適である。
【００６３】
　本発明の化粧料には、その目的に応じて水を配合することも出来る。その配合量は、化
粧料全体の１～９５質量％の範囲が好適である。
【００６４】
　本発明の化粧料には、その目的に応じて粉体及び／又は着色剤を有する化合物を１種又
は２種以上を用いることもできる。
【００６５】
　粉体としては、通常の化粧料に使用されるものであれば、その形状（球状、針状、板状
等）や粒子径（煙霧状、微粒子、顔料級等）、粒子構造（多孔質、無孔質等）を問わず、
いずれのものも使用することができる。例えば無機粉体、有機粉体、界面活性剤金属塩粉
体、有色顔料、パール顔料、金属粉末顔料、タール色素、天然色素等が挙げられる。
【００６６】
　無機粉体の具体例としては、酸化チタン、酸化ジルコニウム、酸化亜鉛、酸化セリウム
、酸化マグネシウム、硫酸バリウム、硫酸カルシウム、硫酸マグネシウム、炭酸カルシウ
ム、炭酸マグネシウム、タルク、マイカ、カオリン、セリサイト、白雲母、合成雲母、金
雲母、紅雲母、黒雲母、リチア雲母、ケイ酸、無水ケイ酸、ケイ酸アルミニウム、ケイ酸
マグネシウム、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、
ケイ酸ストロンチウム、タングステン酸金属塩、ヒドロキシアパタイト、バーミキュライ
ト、ハイジライト、ベントナイト、モンモリロナイト、ヘクトライト、ゼオライト、セラ
ミックスパウダー、第二リン酸カルシウム、アルミナ、水酸化アルミニウム、窒化ホウ素
、シリカ等が挙げられる。
【００６７】
　有機粉体の具体例としては、ポリアミドパウダー、ポリエステルパウダー、ポリエチレ
ンパウダー、ポリプロピレンパウダー、ポリスチレンパウダー、ポリウレタン、ベンゾグ
アナミンパウダー、ポリメチルベンゾグアナミンパウダー、テトラフルオロエチレンパウ
ダー、ポリメチルメタクリレートパウダー、セルロース、シルクパウダー、ナイロンパウ
ダー、１２ナイロン、６ナイロン、ジメチルシリコーンを架橋した構造を持つ架橋型シリ
コーン微粉末、ポリメチルシルセスキオキサンの微粉末、架橋型シリコーン上にポリメチ
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ルシルセスキオキサンが結合した複合粉体、スチレン・アクリル酸共重合体、ジビニルベ
ンゼン・スチレン共重合体、ビニル樹脂、尿素樹脂、フェノール樹脂、フッ素樹脂、ケイ
素樹脂、アクリル樹脂、メラミン樹脂、エポキシ樹脂、ポリカーボネイト樹脂、微結晶繊
維粉体、デンプン末、ラウロイルリジン等が挙げられる。
【００６８】
　界面活性剤金属塩粉体（金属石鹸）の具体例としては、ステアリン酸亜鉛、ステアリン
酸アルミニウム、ステアリン酸カルシウム、ステアリン酸マグネシウム、ミリスチン酸亜
鉛、ミリスチン酸マグネシウム、セチルリン酸亜鉛、セチルリン酸カルシウム、セチルリ
ン酸亜鉛ナトリウム等が挙げられる。
【００６９】
　有色顔料の具体例としては、酸化鉄、水酸化鉄、チタン酸鉄の無機赤色顔料、γ－酸化
鉄等の無機褐色系顔料、黄酸化鉄、黄土等の無機黄色系顔料、黒酸化鉄、カーボンブラッ
ク等の無機黒色顔料、マンガンバイオレット、コバルトバイオレット等の無機紫色顔料、
水酸化クロム、酸化クロム、酸化コバルト、チタン酸コバルト等の無機緑色顔料、紺青、
群青等の無機青色系顔料、タール系色素をレーキ化したもの、天然色素をレーキ化したも
の、及びこれらの粉体を複合化した合成樹脂粉体等が挙げられる。
【００７０】
　パール顔料の具体例としては、酸化チタン被覆雲母、酸化チタン被覆マイカ、オキシ塩
化ビスマス、酸化チタン被覆オキシ塩化ビスマス、酸化チタン被覆タルク、魚鱗箔、酸化
チタン被覆着色雲母等；金属粉末顔料としては、アルミニウムパウダー、カッパーパウダ
ー、ステンレスパウダー等が挙げられる。
【００７１】
　タール色素としては、赤色３号、赤色１０４号、赤色１０６号、赤色２０１号、赤色２
０２号、赤色２０４号、赤色２０５号、赤色２２０号、赤色２２６号、赤色２２７号、赤
色２２８号、赤色２３０号、赤色４０１号、赤色５０５号、黄色４号、黄色５号、黄色２
０２号、黄色２０３号、黄色２０４号、黄色４０１号、青色１号、青色２号、青色２０１
号、青色４０４号、緑色３号、緑色２０１号、緑色２０４号、緑色２０５号、橙色２０１
号、橙色２０３号、橙色２０４号、橙色２０６号、橙色２０７号等；天然色素としては、
カルミン酸、ラッカイン酸、カルサミン、ブラジリン、クロシン等から選ばれる粉体であ
る。
【００７２】
　これらの粉体は、粉体を複合化したものや一般油剤、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することができ、必要に応じて一種、又は二種以上用い
ることができる。また、配合量としては、化粧料全体の０．１～９９質量％の範囲が好適
である。特に、粉末固形化粧料の場合の配合量としては、化粧料全体の８０～９９質量％
の範囲が好適である。
【００７３】
　本発明の化粧料には、その目的に応じて１種又は２種以上の界面活性剤を用いることも
できる。このような界面活性剤としては、アニオン性、カチオン性、非イオン性及び両性
の活性剤があるが、特に制限されるものではなく、通常の化粧料に使用されるものであれ
ば、いずれのものも使用することができる。
【００７４】
　以下に例示すると、アニオン性界面活性剤としては、ステアリン酸ナトリウムやパルミ
チン酸トリエタノールアミン等の脂肪酸セッケン、アルキルエーテルカルボン酸及びその
塩、アミノ酸と脂肪酸の縮合物塩、アルカンスルホン酸塩、アルケンスルホン酸塩、脂肪
酸エステルのスルホン酸塩、脂肪酸アミドのスルホン酸塩、ホルマリン縮合系スルホン酸
塩、アルキル硫酸エステル塩、第二級高級アルコール硫酸エステル塩、アルキル及びアリ
ルエーテル硫酸エステル塩、脂肪酸エステルの硫酸エステル塩、脂肪酸アルキロールアミ
ドの硫酸エステル塩、ロート油等の硫酸エステル塩類、アルキルリン酸塩、エーテルリン
酸塩、アルキルアリルエーテルリン酸塩、アミドリン酸塩、Ｎ－アシルアミノ酸系活性剤
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等；カチオン性界面活性剤としては、アルキルアミン塩、ポリアミン及びアミノアルコー
ル脂肪酸誘導体等のアミン塩、アルキル四級アンモニウム塩、芳香族四級アンモニウム塩
、ピリジウム塩、イミダゾリウム塩等が挙げられる。
【００７５】
　非イオン性界面活性剤としては、ソルビタン脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステ
ル、ポリグリセリン脂肪酸エステル、プロピレングリコール脂肪酸エステル、ポリエチレ
ングリコール脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンアルキルエー
テル、ポリオキシプロピ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ニルエ
ーテル、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビタン肪酸エステ
ル、ポリオキシエチレンソルビトール脂肪酸エステル、ポリオキシエチレング脂リセリン
脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンプロピレングリコール脂肪酸エステル、ポリオキシ
エチレンヒマシ油、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリオキシエチレンフィトスタノ
ールエーテル、ポリオキシエチレンフィトステロールエーテル、ポリオキシエチレンコレ
スタノールエーテル、ポリオキシエチレンコレステリルエーテル、ポリオキシアルキレン
変性オルガノポリシロキサン（特許第２１３７０６２号、特開平７－３３０９０７号公報
参照）、ポリグリセリン変性オルガノポリシロキサン（特公昭６２－３４０３９号、特許
第２６１３１２４号、特許第２８４４４５３号、特開２００２－１７９７９８号公報参照
）、ポリオキシアルキレン・アルキル共変性オルガノポリシロキサン（特開昭６１－９０
７３２号、特開平９－５９３８６号公報参照）、アルカノールアミド、糖エーテル、糖ア
ミド等が挙げられ、両性界面活性剤としては、ベタイン、アミノカルボン酸塩、イミダゾ
リン誘導体、アミドアミン型等が挙げられる。また、配合量としては、化粧料全体の０．
１～２０質量％、特に好ましくは、０．２～１０質量％の範囲が好適である。
【００７６】
　更に本発明の化粧料には、通常の化粧料に使用される成分、例えば油溶性ゲル化剤、有
機変性粘土鉱物、樹脂、制汗剤、紫外線吸収剤、紫外線吸収散乱剤、保湿剤、防腐剤、抗
菌剤、香料、塩類、酸化防止剤、ｐＨ調整剤、キレート剤、清涼剤、抗炎症剤、美肌用成
分（美白剤、細胞賦活剤、肌荒れ改善剤、血行促進剤、皮膚収斂剤、抗脂漏剤等）、ビタ
ミン類、アミノ酸類、核酸、ホルモン、包接化合物、毛髪用固形化剤等を添加することが
できる。
【００７７】
　油溶性ゲル化剤としては、アルミニウムステアレート、マグネシウムステアレート、ジ
ンクミリステート等の金属セッケン、Ｎ－ラウロイル－Ｌ－グルタミン酸、α，γ－ジ－
ｎ－ブチルアミン等のアミノ酸誘導体、デキストリンパルミチン酸エステル、デキストリ
ンステアリン酸エステル、デキストリン２－エチルヘキサン酸パルミチン酸エステル等の
デキストリン脂肪酸エステル、フラクトオリゴ糖ステアリン酸エステル、イヌリン２－エ
チルヘキサン酸ステリン酸エステル等のフラクトオリゴ糖脂肪酸エステル、ショ糖パルミ
チン酸エステル、ショ糖ステアリン酸エステル等のショ糖脂肪酸エステル、モノベンジリ
デンソルビトール、ジベンジリデンソルビトール等のソルビトールのベンジリデン誘導体
、ジメチルベンジルドデシルアンモニウムモンモリロナイトクレー、ジメチルジオクタデ
シルアンモニウムモンモリナイトクレー等の有機変性粘土鉱物等から選ばれるゲル化剤が
挙げられる。
　樹脂としては、ポリ（メタ）アクリレート、ポリエチレン、ポリエステル、ポリプロピ
レン、ポリスチレン、ポリウレタン、ポリアミド（例えば、ナイロン（登録商標）、エポ
キシ樹脂、尿素樹脂、アクリル系樹脂等から選ばれる樹脂が挙げられる。
【００７８】
　制汗剤としては、アルミニウムクロロハイドレート、塩化アルミニウム、アルミニウム
セスキクロロハイドレート、ジルコニルヒドロキシクロライド、アルミニウムジルコニウ
ムヒドロキシクロライド、アルミニウムジルコニウムグリシン錯体等から選ばれる制汗剤
が挙げられる。
【００７９】
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　紫外線吸収剤としては、パラアミノ安息香酸等の安息香酸系紫外線吸収剤、アントラニ
ル酸メチル等のアントラニル酸系紫外線吸収剤、サリチル酸メチル等のサリチル酸系紫外
線吸収剤、パラメトキシケイ皮酸オクチル等のケイ皮酸系紫外線吸収剤、２，４－ジヒド
ロキシベンゾフェノン等のベンゾフェノン系紫外線吸収剤、ウロカニン酸エチル等のウロ
カニン酸系紫外線吸収剤、４－ｔ－ブチル－４’－メトキシ－ジベンゾイルメタン等のジ
ベンゾイルメタン系紫外線吸収剤等が挙げられ、紫外線吸収散乱剤としては、微粒子酸化
チタン、微粒子鉄含有酸化チタン、微粒子酸化亜鉛、微粒子酸化セリウム及びそれらの複
合体等、紫外線を吸収散乱する粉体が挙げられる。
【００８０】
　保湿剤としては、グリセリン、ソルビトール、プロピレングリコール、ジプロピレング
リコール、１，３－ブチレングリコール、ペンチレングリコール、グルコース、キシリト
ール、マルチトール、ポリエチレングリコール、ヒアルロン酸、コンドロイチン硫酸、ピ
ロリドンカルボン酸塩、ポリオキシエチレンメチルグルコシド、ポリオキシプロピレンメ
チルグルコシド等がある。
【００８１】
　防菌防腐剤としては、パラオキシ安息香酸アルキルエステル、安息香酸、安息香酸ナト
リウム、ソルビン酸、ソルビン酸カリウム、フェノキシエタノール等、抗菌剤としては、
安息香酸、サリチル酸、石炭酸、ソルビン酸、パラオキシ安息香酸アルキルエステル、パ
ラクロルメタクレゾール、ヘキサクロロフェン、塩化ベンザルコニウム、塩化クロルヘキ
シジン、トリクロロカルバニリド、感光素、フェノキシエタノール等がある。
【００８２】
　香料としては、アロエ、ウコン、ウーロン茶、オリーブ、オレンジ、カンゾウ、キイチ
ゴ、ケイヒ、サルビア、シソ、シャクヤク、ニンジン、ビワ、ベニバナ、ペパーミント、
モモ、ライム、ラベンダー、緑茶、ローズマリー、ローヤルゼリー、ワイルドタイム等の
抽出液等がある。
【００８３】
　塩類としては、無機塩、有機酸塩、アミン塩及びアミノ酸塩が挙げられる。無機塩とし
ては、たとえば、塩酸、硫酸、炭酸、硝酸等の無機酸のナトリウム塩、カリウム塩、マグ
ネシウム塩、カルシウム塩、アルミニウム塩、ジルコニウム塩、亜鉛塩等；有機酸塩とし
ては、例えば酢酸、デヒドロ酢酸、クエン酸、りんご酸、コハク酸、アスコルビン酸、ス
テアリン酸等の有機酸類の塩；アミン塩及びアミノ酸塩としては、例えば、トリエタノー
ルアミン等のアミン類の塩、グルタミン酸等のアミノ酸類の塩等がある。また、その他、
ヒアルロン酸、コンドロイチン硫酸等の塩、アルミニウムジルコニウムグリシン錯体等や
、更には、化粧品処方の中で使用される酸－アルカリの中和塩等も使用することができる
。
【００８４】
　酸化防止剤としては、トコフェロール、ブチルヒドロキシアニソール、ジブチルヒドロ
キシトルエン、フィチン酸等、ｐＨ調整剤としては、乳酸、クエン酸、グリコール酸、コ
ハク酸、酒石酸、ｄｌ－リンゴ酸、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素アンモ
ニウム等、キレート剤としては、アラニン、エデト酸ナトリウム塩、ポリリン酸ナトリウ
ム、メタリン酸ナトリウム、リン酸等、清涼剤としては、Ｌ－メントール、カンフル等、
抗炎症剤としては、アラントイン、グリチルリチン酸及びその塩、グリチルレチン酸及び
グリチルレチン酸ステアリル、トラネキサム酸、アズレン等が挙げられる。
【００８５】
　美肌用成分としては、胎盤抽出液、アルブチン、グルタチオン、ユキノシタ抽出物等の
美白剤、ロイヤルゼリー、感光素、コレステロール誘導体、幼牛血液抽出液等の細胞賦活
剤、肌荒れ改善剤、ノニル酸ワレニルアミド、ニコチン酸ベンジルエステル、ニコチン酸
β－ブトキシエチルエステル、カプサイシン、ジンゲロン、カンタリスチンキ、イクタモ
ール、カフェイン、タンニン酸、α－ボルネオール、ニコチン酸トコフェロール、イノシ
トールヘキサニコチネート、シクランデレート、シンナリジン、トラゾリン、アセチルコ
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リン、ベラパミル、セファランチン、γ－オリザノール等の血行促進剤、酸化亜鉛、タン
ニン酸等の皮膚収斂剤、イオウ、チアントロール等の抗脂漏剤等が挙げられる。
【００８６】
　ビタミン類としては、ビタミンＡ油、レチノール、酢酸レチノール、パルミチン酸レチ
ノール等のビタミンＡ類、リボフラビン、酪酸リボフラビン、フラビンアデニンヌクレオ
チド等のビタミンＢ２類、ピリドキシン塩酸塩、ピリドキシンジオクタノエート、ピリド
キシントリパルミテート等のビタミンＢ６類、ビタミンＢ１２及びその誘導体、ビタミン
Ｂ１５及びその誘導体等のビタミンＢ類、Ｌ－アスコルビン酸、Ｌ－アスコルビン酸ジパ
ルミチン酸エステル、Ｌ－アスコルビン酸－２－硫酸ナトリウム、Ｌ－アスコルビン酸リ
ン酸ジエステルジカリウム等のビタミンＣ類、エルゴカルシフェロール、コレカルシフェ
ロール等のビタミンＤ類、α－トコフェロール、β－トコフェロール、γ－トコフェロー
ル、酢酸ｄｌ－α－トコフェロール、ニコチン酸ｄｌ－α－トコフェロール、コハク酸ｄ
ｌ－α－トコフェロール等のビタミンＥ類、ビタミンＨ、ビタミンＰ、ニコチン酸、ニコ
チン酸ベンジル、ニコチン酸アミド等のニコチン酸類、パントテン酸カルシウム、Ｄ－パ
ントテニルアルコール、パントテニルエチルエーテル、アセチルパントテニルエチルエー
テル等のパントテン酸類、ビオチン等がある。
【００８７】
　アミノ酸類としては、グリシン、バリン、ロイシン、イソロイシン、セリン、トレオニ
ン、フェニルアラニン、アルギニン、リジン、アスパラギン酸、グルタミン酸、シスチン
、システイン、メチオニン、トリプトファン等、核酸としては、デオキシリボ核酸等、ホ
ルモンとしては、エストラジオール、エテニルエストラジオール等が挙げられる。
【００８８】
　包接化合物としては、シクロデキストリン、クラウンエーテル類等が挙げられる。
【００８９】
　毛髪固定用高分子化合物としては、両性、アニオン性、カチオン性、非イオン性の各高
分子化合物が挙げられ、ポリビニルピロリドン、ビニルピロリドン／酢酸ビニル共重合体
等の、ポリビニルピロリドン系高分子化合物、メチルビニルエーテル／無水マレイン酸ア
ルキルハーフエステル共重合体等の酸性ビニルエーテル系高分子化合物、酢酸ビニル／ク
ロトン酸共重合体等の酸性ポリ酢酸ビニル系高分子、（メタ）アクリル酸／アルキル（メ
タ）アクリレート共重合体、（メタ）アクリル酸／アルキル（メタ）アクリレート／アル
キルアクリルアミド共重合体等の酸性アクリル系高分子化合物、Ｎ－メタクリロイルエチ
ル－Ｎ、Ｎ－ジメチルアンモニウム・α－Ｎ－メチルカルボキシベタイン／アルキル（メ
タ）アクリレート共重合体、ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート／ブチルアミノエ
チルメタクリレート／アクリル酸オクチルアミド共重合体等の両性アクリル系高分子化合
物が挙げられる。また、セルロースまたはその誘導体、ケラチンおよびコラーゲンまたは
その誘導体等の天然由来高分子化合物も好適に用いることができる。
【００９０】
　本発明において化粧料には、化粧水、乳液、クリーム、クレンジング、パック、オイル
リキッド、マッサージ料、洗浄剤、脱臭剤、ハンドクリーム、リップクリーム等のスキン
ケア化粧料、メイクアップ下地、白粉、リキッドファンデーション、油性ファンデーショ
ン、頬紅、アイシャドウ、マスカラ、アイライナー、アイブロウ、口紅等のメイクアップ
化粧料、シャンプー、リンス、トリートメント、セット剤等の毛髪化粧料、制汗剤、日焼
け止め乳液や日焼け止めクリームなどの紫外線防御化粧料等が包含される。
【００９１】
　またこれらの化粧料の形状としては、液状、乳液状、クリーム状、固形状、ペースト状
、ゲル状、粉末状、プレス状、多層状、ムース状、スプレー状、スティック状、ペンシル
状等、種々の形態を選択することができるが、特に、固形状又はスティック状が好ましい
。
【実施例】
【００９２】
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　以下に合成実施例、合成比較例、実施例及び比較例を示し、本発明をより具体的に説明
するが、本発明はこれによって限定されるものではない。尚、本明細書において、Ｍｅは
メチル基、Ｂｕはブチル基を示す。
【００９３】
（合成実施例１）
　三口フラスコに、下記構造のグリセリンモノアリルエーテル１．０モル、オクタデシル
イソシアネート１．９６モルを仕込み、無触媒で、窒素気流下、温度１００℃、８時間の
ウレタン化反応を行い、常温で白色固体のウレタン結合を有する下記構造式（Ｉ）の化合
物を得た。化合物（Ｉ）のシリコーン変性として、溶媒としてイソプロパノール３０重量
％、化合物（Ｉ）（二重結合１．０モル）と下記構造のメチルハイドロジェンオルガノポ
リシロキサン（Ｓｉ－Ｈ１．２モル）を加え、触媒として塩化白金酸の３％エタノール溶
液０．０２質量％を加え、窒素気流下、温度１００℃で８時間の付加反応を行った。その
後、溶媒を減圧下で加熱ストリップすることで下記構造式（Ｊ）の常温で白色固体の生成
物を得た。
【００９４】
　グリセリンモノアリルエーテル：
【化９】

【００９５】
【化１０】

（式（Ｉ）中のＷは下記構造式（Ｗ）である。）
【００９６】
　メチルハイドロジェンオルガノポリシロキサン：

【化１１】

【００９７】
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【化１２】

（式（Ｊ）中のＷは下記構造式（Ｗ）である。）
【００９８】
【化１３】

（式（Ｗ）中のＸは下記構造式（Ｘ）である。）
【００９９】
【化１４】

【０１００】
（合成実施例２）
　三口フラスコに、グリセリンモノアリルエーテル１．０モル、オクタデシルイソシアネ
ート１．９６モルを仕込み、無触媒で、窒素気流下、温度１００℃、８時間のウレタン化
反応を行い、常温で白色固体のウレタン結合を有する上記構造式（Ｉ）の化合物を得た。
化合物（Ｉ）のシリコーン変性として、溶媒としてイソプロパノール３０重量％、化合物
（Ｉ）（二重結合１．０モル）と下記構造のメチルハイドロジェンオルガノポリシロキサ
ン１．２モルを加え、触媒として塩化白金酸の３％エタノール溶液０．０２質量％を加え
、窒素気流下、温度１００℃で８時間の付加反応を行った。その後、溶媒を減圧下で加熱
ストリップすることで下記構造式（Ｋ）の常温で白色固体の生成物を得た。
【０１０１】
　メチルハイドロジェンオルガノポリシロキサン：

【化１５】

【０１０２】
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【化１６】

（式（Ｋ）中のＷは上記構造式（Ｗ）である。）
【０１０３】
（合成実施例３）
　三口フラスコに、グリセリンモノアリルエーテル１．０モル、オクタデシルイソシアネ
ート１．９６モルを仕込み、触媒としてトリエチルアミンを０．０５質量％、窒素気流下
、温度１００℃、８時間のウレタン化反応を行い、常温で白色固体のウレタン結合を有す
る上記構造式（Ｉ）の化合物を得た。化合物（Ｉ）のシリコーン変性として、溶媒として
イソプロパノール３０重量％、化合物（Ｉ）（二重結合１．０モル）と下記構造のメチル
ハイドロジェンオルガノポリシロキサン（Ｓｉ－Ｈ１．２モル）を加え、触媒として塩化
白金酸の３％エタノール溶液０．０２質量％を加え、窒素気流下、温度１００℃で８時間
の付加反応を行った。その後、溶媒を減圧下で加熱ストリップすることで上記構造式（Ｊ
）の常温で白色固体の生成物を得た。
【０１０４】
　メチルハイドロジェンオルガノポリシロキサン：

【化１７】

【０１０５】
（合成実施例４）
　三口フラスコに、グリセリンモノアリルエーテル１．０モル、オクタデシルイソシアネ
ート１．９６モルを仕込み、無触媒で、窒素気流下、温度１００℃、８時間のウレタン化
反応を行い、常温で白色固体のウレタン結合を有する上記構造式（Ｉ）の化合物を得た。
化合物（Ｉ）のシリコーン変性として、溶媒としてイソプロパノール３０重量％、化合物
（Ｉ）（二重結合１．０モル）と下記構造のメチルハイドロジェンオルガノポリシロキサ
ン（Ｓｉ－Ｈ１．０モル）を加え、触媒として塩化白金酸の３％エタノール溶液０．０２
質量％を加え、窒素気流下、温度１００℃で８時間の付加反応を行った。その後、溶媒を
減圧下で加熱ストリップすることで下記構造式（Ｌ）の常温で白色固体の生成物を得た。
【０１０６】
　メチルハイドロジェンオルガノポリシロキサン：
【化１８】
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【化１９】

（式（Ｌ）中のＷは上記構造式（Ｗ）である。）
【０１０７】
（合成実施例５）
　三口フラスコに、下記構造のトリグリセリンモノアリルエーテル（ＯＨ４．０モル）、
オクタデシルイソシアネート３．９２モルを仕込み、無触媒で、窒素気流下、温度１００
℃、８時間のウレタン化反応を行い、常温で白色固体のウレタン結合を有する上記構造式
（Ｉ）の化合物を得た。化合物（Ｉ）のシリコーン変性として、溶媒としてイソプロパノ
ール３０重量％、生成物（二重結合１．０モル）と下記構造のメチルハイドロジェンオル
ガノポリシロキサン（Ｓｉ－Ｈ１．２モル）を加え、触媒として塩化白金酸の３％エタノ
ール溶液０．０２質量％を加え、窒素気流下、温度１００℃で８時間の付加反応を行った
。その後、溶媒を減圧下で加熱ストリップすることで下記構造式（Ｍ）の常温で白色固体
の生成物を得た。　
【０１０８】
　トリグリセリンモノアリルエーテル：

【化２０】

【０１０９】
　メチルハイドロジェンオルガノポリシロキサン：
【化２１】

【０１１０】
【化２２】

（式（Ｍ）中のＹは下記構造式（Ｙ）である。）
【０１１１】
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（式（Ｙ）中のＷは上記構造式（Ｗ）である。）
【０１１２】
（合成実施例６）
　三口フラスコに、下記構造のトリグリセリンジアリルエーテル（ＯＨ３．０モル）、オ
クタデシルイソシアネート２．９４モルを仕込み、無触媒で、窒素気流下、温度１００℃
、８時間のウレタン化反応を行い、常温で白色固体のウレタン結合を有する化合物を得た
。得られたウレタン化合物のシリコーン変性として、溶媒としてイソプロパノール３０重
量％、ウレタン化合物（二重結合１．０モル）と下記構造のメチルハイドロジェンオルガ
ノポリシロキサン（Ｓｉ－Ｈ１．２モル）を加え、触媒として塩化白金酸の３％エタノー
ル溶液０．０２質量％を加え、窒素気流下、温度１００℃で８時間の付加反応を行った。
その後、溶媒を減圧下で加熱ストリップすることで下記構造式（Ｎ）の常温で白色固体の
生成物を得た。　
【０１１３】
　トリグリセリンジアリルエーテル：

【化２４】

【０１１４】
　メチルハイドロジェンオルガノポリシロキサン：
【化２５】

【０１１５】
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（式（Ｎ）中のＺは下記構造式（Ｚ）であり、Ｗは上記構造式（Ｗ）である。）
【０１１６】
【化２７】

【０１１７】
（合成比較例１）
　三口フラスコに、グリセリンモノアリルエーテル１．０モル、オクタデシルイソシアネ
ート１．９６モルを仕込み、無触媒で、窒素気流下、温度１００℃、８時間のウレタン化
反応を行い、常温で白色固体の固体状のウレタン結合を有する上記構造式（Ｉ）の生成物
を得た。
【０１１８】
（合成比較例２）
　三口フラスコに、グリセリンモノアリルエーテル１．０モル、ベヘン酸１．９６モルを
仕込み、触媒としてｐ－トルエンスルホン酸を０．０５質量％、窒素気流下、温度１９０
℃、１０時間のエステル化反応を行った。その後、中和剤として炭酸水素ナトリウム水溶
液を加え、温度７０℃で１時間の中和反応を行い、冷ました後、テトラヒドロフランに溶
解させ、ろ過後、溶媒を減圧下で加熱ストリップすることで下記構造式（Ｏ）の淡黄色固
体の生成物を得た。（式（Ｏ）中のＶはＣ（＝Ｏ）Ｃ２１Ｈ４３である。）化合物（Ｏ）
のシリコーン変性として、溶媒としてイソプロパノール３０重量％、化合物（Ｏ）（二重
結合１．０モル）と下記構造のメチルハイドロジェンオルガノポリシロキサン（Ｓｉ－Ｈ
１．２モル）を加え、触媒として塩化白金酸の３％エタノール溶液０．０２質量％を加え
、窒素気流下、温度１００℃で８時間の付加反応を行った。その後、溶媒を減圧下で加熱
ストリップすることで下記構造式（Ｐ）の常温で白色固体の生成物を得た。
【０１１９】

【化２８】

【０１２０】
　メチルハイドロジェンオルガノポリシロキサン：
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【化２９】

【０１２１】
【化３０】

（式（Ｐ）中のＱは下記構造式（Ｑ）である。）
【０１２２】
【化３１】

【０１２３】
　下記表１に合成実施例１～６、合成比較例１、２に記載の化合物の融点と重量平均分子
量をそれぞれ示す。
【０１２４】

【表１】

　合成実施例１と合成比較例２は、それぞれウレタン結合、エステル結合を含有するシリ
コーンワックスである。エステル結合よりもウレタン結合がより強い分子間力であるため
、合成実施例１の方がより高い融点になったと考えられる。
【０１２５】
　増粘剤の油剤への相溶性と組成物の評価
　合成実施例１～６、合成比較例１、２の各種油剤に対する相溶性を評価するため、各種
油剤９ｇに対して、各増粘剤を１ｇ添加し、８０℃で加熱溶解、室温にて冷ました後、組
成物の状態を評価した。
【０１２６】
　相溶性の評価は以下の通りとした。
○：溶解、△：微濁、×：不溶
【０１２７】
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【表２】

ジメチルポリシロキサンは信越化学工業（株）製のＫＦ－９６－２ｃｓ、６ｃｓ、
メチルフェニルポリシロキサンは信越化学工業（株）製のＫＦ－５６Ａ
【０１２８】
　増粘効果の評価は以下の通りとした。
◎：固化、○：増粘、△：一部分離、×：分離
【０１２９】
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【表３】

　表２、３に示した通り、合成比較例１の増粘剤はシリコーン未変性であるため、シリコ
ーン油との相溶性が低く、油剤が湧き出し、十分な増粘効果が得られなかった。これに対
し、合成実施例１～６の増粘剤はシリコーン変性により、シリコーン油への相溶性が高く
、増粘又は固化した。
　合成比較例２はエステル結合を有するシリコーンワックスであり、合成実施例１と比較
すると、増粘効果が低かった。合成実施例１はウレタン結合を有するため、エステル結合
よりも分子間力が強固となり、増粘効果が高くなったためと考えられる。
【０１３０】
　合成実施例１～６、合成比較例１、２の増粘剤を用いて化粧料にして評価を行った。
（実施例１）乳液
（成分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質量（％）
　１．合成実施例１で得たシリコーン変性ワックス　　　　　　　　　２．０
　２．ジメチルポリシロキサン２ｃｓ　　　　　　　　　　　　　　３０．０
　３．デカメチルシクロペンタシロキサン　　　　　　　　　　　　１０．０
　４．トリオクタン酸グリセリル　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
　５．ポリエーテル変性シリコーン（注１）　　　　　　　　　　　　５．０
　６．１，３－ブチレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
　７．防腐剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
　８．香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
　９．精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４３．０
（注１）信越化学工業（株）製：ＫＦ－６０１７（商品名）
（製造方法）
Ａ）成分１～５を加熱溶解する。
Ｂ）成分６～７及び９を混合した後、上記Ａ）を加えて乳化する。
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Ｃ）上記Ｂ）を冷却し、成分８を加えて乳液を得る。
　以上のようにして得られた本発明品の乳液は、べたつきがなく、のびも良かった。また
、皮膚に施与されたときに、つやのある仕上がりが得られた。
【０１３１】
（実施例２）油中水型クリーム
（成分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質量（％）
　１．スクワラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．０
　２．デカメチルシクロペンタシロキサン　　　　　　　　　　　　　　７．０
　３．ジメチルポリシロキサン２ｃｓ　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
　４．ポリエーテル変性分岐型シリコーン（注１）　　　　　　　　　　２．０
　５．合成実施例２で得たシリコーン変性ワックス　　　　　　　　　　１．０
　６．ジプロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７．０
　７．防腐剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
　８．香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
　９．精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６８．０
（注１）信越化学工業（株）製：ＫＦ－６０２８（商品名）
（製造方法）
Ａ）成分１～５を加熱混合する。
Ｂ）成分６～９を混合し、上記Ａ）に加えて攪拌乳化する。
　以上のようにして得られた本発明品の油中水型クリームは、べたつきがなく、のびの良
い油中水型クリームであった。
【０１３２】
（実施例３）油中水型クリーム
（成分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質量（％）
　１．合成実施例３で得たシリコーン変性ワックス　　　　　　　　　　２．０
　２．ジメチルポリシロキサン６ｃｓ　　　　　　　　　　　　　　　１０．０
　３．架橋型ポリエーテル変性シリコーン（注１）　　　　　　　　　　５．０
　４．ジプロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．０
　５．クエン酸ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
　６．エタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
　７．防腐剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
　８．香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
　９．精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６７．８
（注１）信越化学工業（株）製：ＫＳＧ－２１（商品名）
（製造方法）
Ａ）成分１～３を加熱溶解する。
Ｂ）成分４～９を混合溶解し、上記Ａ）に加えて攪拌乳化する。
　　以上のようにして得られた本発明品の油中水型クリームは、油っぽさ、べたつきがな
く、のびが良かった。また、マット感のある仕上がりが得られた。
【０１３３】
（実施例４）油中水型クリームメイクアップ下地
（成分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質量（％）
　１．架橋型ポリエーテル変性シリコーン（注１）　　　　　　　　　　４．０
　２．架橋型ジメチルポリシロキサン（注２）　　　　　　　　　　　　１．０
　３．ポリエーテル変性シリコーン（注３）　　　　　　　　　　　　　０．５
　４．ジメチルポリシロキサン（６ｍｍ２／秒（２５℃））　　　　　　６．０
　５．ジメチルポリシロキサン（２０ｍｍ２／秒（２５℃））　　　　　２．０
　６．デカメチルシクロペンタシロキサン　　　　　　　　　　　　　　３．０
　７．酸化チタン／シクロペンタシロキサン分散物（注４）　　　　　１０．０
　８．合成実施例２で得たシリコーン変性ワックス　　　　　　　　　　１．０
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　９．ジプロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
１０．クエン酸ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
１１．メチルセルロース（２％水溶液）（注５）　　　　　　　　　　　２．５
１２．エタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．０
１３．防腐剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
１４．香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
１５．精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６１．８
（注１）信越化学工業（株）製：ＫＳＧ－２１（商品名）
（注２）信越化学工業（株）製：ＫＳＧ－１５（商品名）
（注３）信越化学工業（株）製：ＫＦ－６０１７（商品名）
（注４）信越化学工業（株）製：ＳＰＤ－Ｔ１Ｓ（商品名）
（注５）信越化学工業（株）製：メトローズ６５－ＳＨ４０００（商品名）
（製造方法）
Ａ）成分１～８を加熱混合する。
Ｂ）成分９～１５を混合溶解し、上記Ａ）に加えて攪拌乳化する。
　以上のようにして得られた本発明品の油中水型メイクアップ下地は、油っぽさ、べたつ
きがなく、のびも良かった。さらに、みずみずしいさっぱりとした使用性を持ち、マット
感のある仕上がりが得られた。
【０１３４】
（実施例５）水中油型クリーム
（成分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質量（％）
　１．合成実施例４で得たシリコーン変性ワックス　　　　　　　　　　２．０
　２．架橋型ジメチルポリシロキサン（注１）　　　　　　　　　　　１５．０
　３．デカメチルシクロペンタシロキサン　　　　　　　　　　　　　１０．０
　４．ジメチルポリシロキサン２０ｃｓ　　　　　　　　　　　　　　１８．０
　５．ポリエーテル変性シリコーン（注２）　　　　　　　　　　　　　０．７
　６．プロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．０
　７．ポリアクリルアミド系混合物（注３）　　　　　　　　　　　　　０．８
　８．キサンタンガム（２％水溶液）　　　　　　　　　　　　　　　　８．０
　９．防腐剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
１０．香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
１１．精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４２．５
（注１）信越化学工業（株）製：ＫＳＧ－１６（商品名）
（注２）信越化学工業（株）製：ＫＦ－６０１１（商品名）
（注３）ＳＥＰＩＣ製：セピゲル３０５（商品名）
（製造方法）
Ａ）成分１～４を加熱混合する。
Ｂ）成分５～１１を混合溶解する。
Ｃ）上記Ａ）を上記Ｂ）に加えて攪拌乳化する。
　以上のようにして得られた本発明品の水中油水型クリームは、のびの軽い、さっぱりと
した使用性を持つ、優れた水中油水型クリームであることがわかった。
【０１３５】
（実施例６）油中水型固形クリーム
（成分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質量（％）
　１．合成実施例２で得たシリコーン変性ワックス　　　　　　　　３０．０
　２．ジメチルポリシロキサン２０ｃｓ　　　　　　　　　　　　　２４．０
　３．デカメチルシクロペンタシロキサン　　　　　　　　　　　　２４．０
　４．ポリエーテル変性シリコーン（注１）　　　　　　　　　　　　２．０
　５．１，３－ブチレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　２．０
　６．防腐剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
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　７．香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
　８．精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８．０
（注１）信越化学工業（株）製：ＫＦ－６０１７（商品名）
（製造方法）
Ａ）成分１～４を加熱溶解した。
Ｂ）成分５～８を混合溶解し、上記Ａ）に加えて攪拌乳化した。
Ｃ）上記Ｂ）を充填して製品とした。
　以上のようにして得られた本発明品の油中水型固形クリームは、油剤が多いにもかかわ
らず油っぽさ、べたつきがなく、のびも良かった。
【０１３６】
（実施例７）口紅
（成分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質量（％）
　１．合成実施例１で得たシリコーン変性ワックス　　　　　　　　３５．０
　２．ポリエチレンワックス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
　３．スクワラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０．０
　４．デカメチルシクロペンタシロキサン　　　　　　　　　　　　２６．０
　５．アクリルシリコーン樹脂（注１）　　　　　　　　　　　　　　４．０
　６．顔料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
　７．防腐剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
　８．香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
（注１）信越化学工業（株）製：ＫＰ－５４５（商品名）
（製造方法）
Ａ）成分１～４を加熱溶解した。
Ｂ）成分５～７を混合分散し、上記Ａ）に加えて均一に攪拌した。
Ｃ）上記Ｂ）に成分８を添加し、充填して製品とした。
　以上のようにして得られた本発明品の口紅は、油っぽさ、べたつきがなく、軽い滑りで
のびも良かった。
【０１３７】
（実施例８）パウダーファンデーション
（成分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質量（％）
　１．セリサイト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４０．０
　２．マイカ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．０
　３．タルク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残量
　４．酸化チタン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．０
　５．微粒子酸化チタン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
　６．ステアリン酸マグネシウム　　　　　　　　　　　　　　　　　３．０
　７．顔料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．２
　８．合成実施例３で得たシリコーン変性ワックス　　　　　　　　　１．０
　９．スクワラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．０
１０．防腐剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
１１．香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
（製造方法）
Ａ）成分８～１１を混合する。
Ｂ）成分１～７を混合した後、上記Ａ）を加えて均一に混合する。
Ｃ）上記Ｂ）を金型にプレス成型し、パウダーファンデーションを得る。
　以上のようにして得られた本発明品のパウダーファンデーションは、べたつきがなく、
のびも良かった。しかも、つやのある仕上がりが得られるパウダーファンデーションであ
ることがわかった。
【０１３８】
（実施例９）クリームファンデーション
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（成分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質量（％）
　１．架橋型ポリエーテル変性シリコーン（注１）　　　　　　　　　４．０
　２．トリオクタン酸グリセリル　　　　　　　　　　　　　　　　　３．０
　３．リンゴ酸ジイソステアリル　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
　４．デカメチルシクロペンタシロキサン　　　　　　　　　　　　　６．０
　５．合成実施例５で得たシリコーン変性ワックス　　　　　　　　　２．０
　６．フッ素変性ハイブリッドシリコーン複合粉体（注２）　　　　　２．５
　７．顔料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８．０
　８．アクリルシリコーン樹脂（注３）　　　　　　　　　　　　　　５．０
　９．ジプロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
１０．クエン酸ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
１１．防腐剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
１２．香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
１３．精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５９．３
（注１）信越化学工業（株）製：ＫＳＧ－２１（商品名）
（注２）信越化学工業（株）製：ＫＳＰ－２００（商品名）
（注３）信越化学工業（株）製：ＫＰ－５４５（商品名）
（製造方法）
Ａ）成分１～６を加熱混合する。
Ｂ）成分９～１３を混合溶解し、上記Ａ）に加えて攪拌乳化する。
Ｃ）成分７～８を混合し、上記Ｂ）に加えて均一にする。
　　以上のようにして得られた本発明品のクリームファンデーションは、べたつきがなく
、のびも良く、マット感のある仕上がりが得られるものであることがわかった。
【０１３９】
（実施例１０）固形ファンデーション
（成分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質量（％）
　１．合成実施例１で得たシリコーン変性ワックス　　　　　　　　３０．０
　２．ポリエチレンワックス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
　３．リンゴ酸ジイソステアリル　　　　　　　　　　　　　　　　３２．５
　４．デカメチルシクロペンタシロキサン　　　　　　　　　　　　２８．５
　５．アクリルシリコーン樹脂（注１）　　　　　　　　　　　　　　４．０
　６．顔料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
　７．防腐剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
　８．香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
（注１）信越化学工業（株）製：ＫＰ－５４５（商品名）
（製造方法）
Ａ）成分１～４を加熱溶解した。
Ｂ）成分５～７を混合分散し、上記Ａ）に加えて均一に攪拌した。
Ｃ）上記Ｂ）に成分８を添加し、充填して製品とした。
　以上のようにして得られた本発明品の固形ファンデーションは、油っぽさ、べたつきが
なく、のびの良いものであることがわかった。
【０１４０】
（実施例１１）油中水型コンパクトファンデーション
（成分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質量（％）
　１．合成実施例５で得たシリコーン変性ワックス　　　　　　　　２５．０
　２．キャンデリラワックス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
　３．トリ２エチルへキサン酸グリセリル　　　　　　　　　　　　２４．０
　４．デカメチルシクロペンタシロキサン　　　　　　　　　　　　２２．０
　５．アクリルシリコーン樹脂（注１）　　　　　　　　　　　　　　４．０
　６．トリメチルシロキシケイ酸（注２）　　　　　　　　　　　　　１．０



(31) JP 5905838 B2 2016.4.20

10

20

30

40

50

　７．ポリエーテル変性シリコーン（注３）　　　　　　　　　　　　２．０
　８．顔料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
　９．１，３－ブチレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　２．０
１０．防腐剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
１１．香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
１２．精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５．０
（注１）信越化学工業（株）製：ＫＰ－５４５（商品名）
（注２）信越化学工業（株）製：ＫＦ－７３１２Ｊ（商品名）
（注３）信越化学工業（株）製：ＫＦ－６０１７（商品名）
（製造方法）
Ａ）成分１～４、７を加熱溶解した。
Ｂ）成分９、１０及び１２を混合溶解し、上記Ａ）に加えて攪拌乳化した。
Ｃ）成分５、６、８を混合分散し、上記Ｂ）に加えて均一に攪拌した。
Ｄ）上記Ｃ）に成分１１を添加し、充填して製品とした。
　以上のようにして得られた本発明品の油中水型コンパクトファンデーションは、油剤が
多いにもかかわらず油っぽさ、べたつきがなく、のびも良かった。
【０１４１】
（実施例１２）アイシャドウ
（成分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質量（％）
　１．セリサイト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４０．０
　２．マイカ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．０
　３．タルク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残量
　４．酸化チタン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．０
　５．微粒子酸化チタン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
　６．ステアリン酸マグネシウム　　　　　　　　　　　　　　　　　３．０
　７．顔料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
　８．オクチルドデカノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．０
　９．トリ２エチルへキサン酸グリセリル　　　　　　　　　　　　　８．０
１０．合成実施例３で得たシリコーン変性ワックス　　　　　　　　　２．０
１１．防腐剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
１２．香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
（製造方法）
Ａ）成分８～１１を加熱混合する。
Ｂ）成分１～７を混合した後、上記Ａ）を加えて均一に混合する。
Ｃ）成分１２を上記Ｂ）に添加する。
　以上のようにして得られた本発明品のアイシャドウは、べたつきがなく、のびも良く、
しかも、つやのある仕上がりが得られるものであることがわかった。
【０１４２】
（実施例１３）パウダーアイブロウ
（成分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質量（％）
　１．合成実施例２で得たシリコーン変性ワックス　　　　　　　　　３．０
　２．ホホバ油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
　３．トリオクタン酸グリセリル　　　　　　　　　　　　　　　　　２．０
　４．シリコーン処理マイカ　　　　　　　　　　　　　　　　　　４０．０
　５．シリコーン処理硫酸バリウム　　　　　　　　　　　　　　　１５．０
　６．シリコーン処理酸化チタン　　　　　　　　　　　　　　　　１０．０
　７．シリコーン処理顔料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
　８．ハイブリッドシリコーン複合粉体（注１）　　　　　　　　　　１．５
　９．球状ポリメチルシルセスキオキサン粉体（注２）　　　　　　　２．５
１０．シリコーン処理タルク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残量
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１１．防腐剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
１２．香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
（注１）信越化学工業（株）製：ＫＳＰ－１００（商品名）
（注２）信越化学工業（株）製：ＫＭＰ－５９０（商品名）
（製造方法）
Ａ）成分４～１２を混合、均一にする。
Ｂ）成分１～３を混合溶解し、上記Ａ）に加えて均一にする。
Ｃ）上記Ｂ）を金型にプレス成型し、パウダーアイブロウを得る。
　以上のようにして得られた本発明品のアイブロウは、べたつきがなく、のびも良く、し
かも、つやのある仕上がりが得られるものであることがわかった。
【０１４３】
（実施例１４）ペンシル状アイブロウ
（成分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質量（％）
　１．合成実施例４で得たシリコーン変性ワックス　　　　　　　　４０．０
　２．ポリエチレンワックス　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．０
　３．ホホバ油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４０．０
　４．デカメチルシクロペンタシロキサン　　　　　　　　　　　　　５．０
　５．アクリルシリコーン樹脂（注１）　　　　　　　　　　　　　　５．０
　６．顔料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
　７．防腐剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
　８．香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
（注１）信越化学工業（株）製：ＫＰ－５４５（商品名）
（製造方法）
Ａ）成分１～４を加熱溶解した。
Ｂ）成分５～７を混合分散し、上記Ａ）に加えて均一に攪拌した。
Ｃ）上記Ｂ）に成分８を添加し、充填して製品とした。
　以上のようにして得られた本発明品のペンシル状アイブロウは、粉飛びがなく滑り性に
優れ、延びのよいものであった。
【０１４４】
（実施例１５）ヘアクリーム
（成分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質量（％）
　１．合成実施例４で得たシリコーン変性ワックス　　　　　　　　　２．０
　２．モノイソステアリン酸ジグリセリル　　　　　　　　　　　　　５．０
　３．デカメチルシクロペンタシロキサン　　　　　　　　　　　　　８．０
　４．塩化ステアリルトリメチルアンモニウム　　　　　　　　　　　１．５
　５．グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．０
　６．プロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
　７．ヒドロキシエチルセルロース　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
　８．防腐剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
　９．香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
１０．精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７５．３
（製造方法）
Ａ）成分１～３を加熱溶解する。
Ｂ）成分４～８及び１０を均一に混合溶解する。
Ｃ）上記Ｂ）を上記Ａ）に加えて乳化後、冷却して成分９を加える。
　以上のようにして得られた本発明品のヘアクリームは、塗布時の伸び、使用後の髪の柔
軟性、なめらかさ、しっとり感、ツヤにおいて、きわめて優れた効果を示すもので、総合
的に非常に優れたヘアクリームであることがわかった。
【０１４５】
（実施例１６）コンディショニングムース
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（成分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質量（％）
　１．合成実施例２で得たシリコーン変性ワックス　　　　　　　　　０．５
　２．モノイソステアリン酸ジグリセリル　　　　　　　　　　　　　２．０
　３．架橋型ジメチルポリシロキサン（注１）　　　　　　　　　　　０．５
　４．トリオクタン酸グリセリル　　　　　　　　　　　　　　　　　１．５
　５．グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．０
　６．塩化ステアリルジメチルベンジルアンモニウム　　　　　　　　０．５
　７．ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油　　　　　　　　　　　　　　０．５
　８．エタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７．０
　９．防腐剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
１０．香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
１１．精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残量
１２．液化石油ガス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
（注１）信越化学工業（株）製：ＫＳＧ－１６（商品名）
（製造方法）
Ａ）成分１～４を加熱溶解する。
Ｂ）成分５～９及び１１を均一に混合溶解する。
Ｃ）上記Ｂ）を上記Ａ）に加えて乳化後、冷却して成分１０を加える。
Ｄ）上記Ｃ）をエアゾール用缶に詰め、成分１２を充填し、コンデショニングムースを得
る。
　以上のようにして得られた本発明品のコンデショニングムースは、しっとり感、柔軟性
、なめらかさに優れ、油性感のない良好な感触のもので、しかも、マット感のある仕上が
りが得られるコンデショニングムースであることがわかった。
【０１４６】
（実施例１７）ロールオンタイプ制汗剤
（成分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質量（％）
　１．合成実施例１で得たシリコーン変性ワックス　　　　　　　　　５．０
　２．架橋型ポリエーテル変性シリコーン（注１）　　　　　　　　２０．０
　３．流動パラフィン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．０
　４．架橋型ジメチルポリシロキサン（注２）　　　　　　　　　　１５．０
　５．デカメチルシクロペンタシロキサン　　　　　　　　　　　　３０．０
　６．アルミニウムジルコニウムテトラクロロハイドレイト　　　　２０．０
　７．香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
（注１）信越化学工業（株）製：ＫＳＧ－２１（商品名）
（注２）信越化学工業（株）製：ＫＳＧ－１５（商品名）
（製造方法）
Ａ）成分１～５を加熱混合する。
Ｂ）上記Ａに成分６、７を加え、均一に分散する。
　以上のようにして得られたロールオンタイプの制汗剤は、のびが良く、べたつきや油感
がなく、温度や経時による変化もなく、使用性も安定性も非常に優れているものであった
。
【０１４７】
（実施例１８）油中水型タイプ制汗剤
（成分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質量（％）
　１．合成実施例３で得たシリコーン変性ワックス　　　　　　　　　２．０
　２．架橋型ポリエーテル変性シリコーン（注１）　　　　　　　　　７．０
　３．デカメチルシクロペンタシロキサン　　　　　　　　　　　　　７．０
　４．流動パラフィン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８．０
　５．１，３－ブチレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
　６．クエン酸ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
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　７．アルミニウムクロロハイドレート　　　　　　　　　　　　　２０．０
　８．香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
　９．精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０．８
（注１）信越化学工業（株）製：ＫＳＧ－２１（商品名）
（製造方法）
Ａ）成分１～４を加熱混合する。
Ｂ）成分５～６及び８を混合し、成分７、９を加え溶解する。
Ｃ）上記Ａ）に上記Ｂ）を加え攪拌して乳化する。
　以上のようにして得られた油中水型タイプの制汗剤は、のびが良く、べたつきや油感が
なく、温度や経時による変化もなく、使用性も安定性も非常に優れている油中水型タイプ
の制汗剤であった。
【０１４８】
（実施例１９）固形制汗剤
（成分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質量（％）
　１．合成実施例５で得たシリコーン変性ワックス　　　　　　　　２２．０
　２．ポリエチレン－ポリプロピレン共重合体　　　　　　　　　　　４．０
　３．ジメチルポリシロキサン（６ｍｍ２／秒（２５℃））　　　　２２．０
　４．デカメチルシクロペンタシロキサン　　　　　　　　　　　　２２．０
　５．架橋型ジメチルポリシロキサン（注１）　　　　　　　　　　１５．０
　６．アルミニウムジルコニウムテトラクロロハイドレイト　　　　１５．０
　７．香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
（注１）信越化学工業（株）製：ＫＳＧ－１６（商品名）
（製造方法）
Ａ）成分１～５を加熱均一にした。
Ｂ）成分６、７を上記Ａ）に混合分散した。
Ｃ）上記Ｂ）を充填して製品とした。
　以上のようにして得られた固形制汗剤は、のびが良く、べたつきや油感がなく、温度や
経時による変化もなく、使用性も安定性も非常に優れている固形制汗剤であった。
【０１４９】
（実施例２０）固形制汗剤
（成分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質量（％）
　１．合成実施例４で得たシリコーン変性ワックス　　　　　　　　２５．０
　２．ポリエチレンワックス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８．０
　３．ジメチルポリシロキサン（６ｍｍ２／秒（２５℃））　　　　２５．０
　４．デカメチルシクロペンタシロキサン　　　　　　　　　　　　２２．０
　５．架橋型ジメチルポリシロキサン（注１）　　　　　　　　　　　５．０
　６．アルミニウムジルコニウムテトラクロロハイドレイト
（グリシン塩）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５．０
　７．香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
（注１）信越化学工業（株）製：ＫＳＧ－１６（商品名）
（製造方法）
Ａ）成分１～５を加熱均一にした。
Ｂ）成分６、７を上記Ａ）に混合分散した。
Ｃ）上記Ｂ）を充填して製品とした。
　以上のようにして得られた固形制汗剤は、のびが良く、べたつきや油感がなく、温度や
経時による変化もなく、使用性も安定性も非常に優れている固形制汗剤であった。
【０１５０】
（実施例２１）ＵＶカット油中水型クリーム
（成分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質量（％）
　１．シリコーン処理酸化亜鉛　　　　　　　　　　　　　　　　　２０．０
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　２．アクリル変性シリコーン樹脂（注１）　　　　　　　　　　　１２．０
　３．デカメチルシクロペンタシロキサン　　　　　　　　　　　　２０．０
　４．トリオクタン酸グリセリル　　　　　　　　　　　　　　　　　３．０
　５．合成実施例２で得たシリコーン変性ワックス　　　　　　　　　２．０
　６．架橋型ポリエーテル変性シリコーン（注２）　　　　　　　　　５．０
　７．ポリエーテル変性シリコーン（注３）　　　　　　　　　　　　１．０
　８．アルキル・ポリエーテル共変性シリコーン（注４）　　　　　　１．０
　９．メトキシ桂皮酸オクチル　　　　　　　　　　　　　　　　　　６．０
１０．クエン酸ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
１１．ジプロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．０
１２．防腐剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
１３．香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
１４．精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２６．８
（注１）信越化学工業（株）製：ＫＰ－５４５（商品名）
（注２）信越化学工業（株）製：ＫＳＧ－２１（商品名）
（注３）信越化学工業（株）製：ＫＦ－６０１７（商品名）
（注４）信越化学工業（株）製：ＫＦ－６０２６（商品名）
（製造方法）
Ａ）成分３の一部、及び４～９を加熱混合する。
Ｂ）成分１０～１２、１４を混合し、上記Ａ）に加えて攪拌乳化する。
Ｃ）成分１、２及び３の残部を混合分散し、上記Ｂ）に成分１３を加えて均一にする。
　以上のようにして得られた油中水型タイプのＵＶカットクリームは、のびが良く、べた
つきや油感がなく、透明感があり、温度や経時による変化もなく、使用性も安定性も非常
に優れているＵＶカットクリームであった。
【０１５１】
（実施例２２）ＵＶカット油中水型乳液
（成分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質量（％）
　１．ジメチルポリシロキサン（６ｍｍ２／秒（２５℃））　　　　　５．０
　２．架橋型ポリエーテル変性シリコーン（注１）　　　　　　　　　５．０
　３．トリオクタン酸グリセリル　　　　　　　　　　　　　　　　　２．０
　４．合成実施例６で得たシリコーンワックス（Ｃ）　　　　　　　　１．０
　５．ポリエーテル変性シリコーン（注２）　　　　　　　　　　　　１．０
　６．酸化チタン／デカメチルシクロペンタシロキサン分散物（注３）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０．０
　７．酸化亜鉛／デカメチルシクロペンタシロキサン分散物（注４）３０．０
　８．ジプロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．０
　９．クエン酸ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
１０．防腐剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
１１．香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
１２．精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２．８
（注１）信越化学工業（株）製：ＫＳＧ－２１（商品名）
（注２）信越化学工業（株）製：ＫＦ－６０１７（商品名）
（注３）信越化学工業（株）製：ＳＰＤ－Ｔ１Ｓ（商品名）
（注４）信越化学工業（株）製：ＳＰＤ－Ｚ１（商品名）
（製造方法）
Ａ）成分１～５を加熱混合する。
Ｂ）成分８～１０、１２を混合溶解し、上記Ａ）に加えて攪拌乳化する。
Ｃ）成分６、７、１１を上記Ｂ）に加えて均一にする。
　以上のようにして得られた油中水型タイプのＵＶカット乳液は、のびが良く、べたつき
や油感がなく、透明感があり化粧持ちが良く、温度や経時による変化もなく、使用性も安
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定性も非常に優れているＵＶカット乳液であった。
【０１５２】
（実施例２３）ＵＶカット水中油型クリーム
（成分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質量（％）
　１．架橋型オルガノポリシロキサン（注１）　　　　　　　　　　　　５．０
　２．イソオクタン酸セチル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
　３．合成実施例５で得たシリコーン変性ワックス　　　　　　　　　　１．０
　４．酸化チタン／デカメチルシクロペンタシロキサン分散物（注２）１５．０
　５．ポリエーテル変性シリコーン（注３）　　　　　　　　　　　　　１．０
　６．ポリエーテル変性シリコーン（注４）　　　　　　　　　　　　　１．０
　７．アクリル酸アミド系混合物（注５）　　　　　　　　　　　　　　２．０
　８．プロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
　９．メチルセルロース（２％水溶液）（注６）　　　　　　　　　　　５．０
１０．防腐剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
１１．香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
１２．精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６０．０
（注１）信越化学工業（株）製：ＫＳＧ－１８（商品名）
（注２）信越化学工業（株）製：ＳＰＤ－Ｔ１Ｓ（商品名）
（注３）信越化学工業（株）製：ＫＦ－６０２７（商品名）
（注４）信越化学工業（株）製：ＫＦ－６０１１（商品名）
（注５）セピック製：セピゲル　　３０５（商品名）
（注６）信越化学工業（株）製：メトローズＳＭ－４０００（商品名）
（製造方法）
Ａ）成分５～８及び１０、１２を混合する。
Ｂ）成分１～３を加熱混合し、上記Ａ）に加えて攪拌乳化する。
Ｃ）成分４を上記Ｂ）に加え、さらに成分９、１１を加えて均一にする。
　以上のようにして得られた水中油型タイプのＵＶカットクリームは、のびが良く、べた
つきや油感がなく、透明感があり化粧持ちが良く、温度や経時による変化もなく、使用性
も安定性も非常に優れているＵＶカットクリームであった。
【０１５３】
（比較例１）固形ファンデーション
　実施例１０において、成分１のシリコーン変性ワックスに代えて合成比較例１で得られ
た増粘剤を用いたことを除き、実施例１０と同様にして固形ファンデーションを作った。
得られた固形ファンデーションは、実施例１０のファンデーションに比べてべたつきが有
り、広がりも悪かった。
【０１５４】
（比較例２）固形制汗剤
　実施例１９において、成分１のシリコーン変性ワックスに代えて合成比較例２で得られ
た増粘剤を用いたことを除き、実施例１９と同様にして固形制汗剤を作った。得られた固
形制汗剤は実施例１９の制汗剤に比べて柔らかく、安定性が悪かった。
【０１５５】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は例示であり
、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様な
作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に含有される。
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