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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）ポリエチレンワックス（平均分子量３００～７００）の１種または２種以上を５
～２５重量％と、（ｂ）構造中に１個の－ＯＨ基を有する液状油分としてジイソステアリ
ン酸グリセリルおよび／またはトリイソステアリン酸ジグリセリルを０．１～５０重量％
、および赤色２０１、赤色２０２、赤色２０４、酸化鉄、ベンガラから選ばれる１種また
は２種以上の着色材とを含有し、かつ、（i）炭素数２８～３３の炭化水素ワックスを（
ａ）成分以外の成分として含有する場合、その配合量が３質量％未満であり、（ii）融点
８０～１０５℃のエチレンプロピレンコポリマーを含有する場合、その配合量が２質量％
未満である、口紅用組成物。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は口紅用組成物に関する。さらに詳しくは、顔料の分散性が向上し、発色性に優れ
るとともに、のび、つや、化粧もちにも優れる口紅用組成物に関する。
【０００２】
【従来の技術】
口紅は、唇に塗布することで唇に色彩を施し、つやを与え、魅力を引き出すために使用さ
れ、メーキャップ化粧品の中でも最も化粧効果が認められるものの一つである。この口紅
に求められる品質上の機能の一つとして「発色」が挙げられる。一般に口紅に用いられる
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口紅用組成物には、ワックス、各種液状油分、着色材を含む粉体、香料等が配合されてお
り、それらの組合せにより、上記の品質上の機能に関連する口紅の基本的な使用性である
、のび、つや、発色、化粧もち等を保つようにしている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、口紅の基本的な使用性に関わる発色性を格段に向上させ、さらにのび、つや、
化粧もちにも優れた口紅用組成物を提供することを目的とする。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意検討を行った結果、ワックス成分として特定の
分子量のポリエチレンを用い、これと特定の液状油分とを特定量組み合わせて配合するこ
とにより、従来に比べ発色性が格段に向上し、かつ、のび、つや、化粧もちにも優れる口
紅用組成物が得られることを見出し、本発明を完成するに至った。
【０００５】
すなわち本発明は、（ａ）ポリエチレンワックス（平均分子量３００～７００）の１種ま
たは２種以上を５～２５重量％と、（ｂ）構造中に１個の－ＯＨ基を有する液状油分とし
てジイソステアリン酸グリセリルおよび／またはトリイソステアリン酸ジグリセリルを０
．１～５０重量％、および赤色２０１、赤色２０２、赤色２０４、酸化鉄、ベンガラから
選ばれる１種または２種以上の着色材とを含有し、かつ、（i）炭素数２８～３３の炭化
水素ワックスを（ａ）成分以外の成分として含有する場合、その配合量が３質量％未満で
あり、（ii）融点８０～１０５℃のエチレンプロピレンコポリマーを含有する場合、その
配合量が２質量％未満である口紅用組成物に関する。
【０００６】
なお、本発明において口紅用組成物とは、メーキャップ化粧料である、口紅に用いられる
組成物を広く意味するものであり、スティック状、ペンシル状、軟膏状、液状等、その形
態を問わない。
【０００７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明について詳述する。
【０００８】
本発明において（ａ）成分は、平均分子量３００～７００、好ましくは５００～７００の
ポリエチレンワックスである。ポリエチレンワックスは、従来から油性化粧料の固化剤、
保形剤等としてよく知られているものである。本発明では、ポリエチレンワックスの平均
分子量が３００未満では固化力が劣るため好ましくなく、一方、７００超では融点が高く
なり、液状油分への溶解が困難となるため好ましくない。（ａ）成分は１種または２種以
上を用いることができる。
【０００９】
（ａ）成分の配合量は、組成物全量中、５～２５重量％であり、好ましくは５～２０重量
％である。配合量が５重量％未満では顔料の分散性の向上が十分でなく、一方、２５重量
％超では塗布時ののびが重くなり、好ましくない。
【００１０】
本発明の（ｂ）成分としては、構造中に１個の－ＯＨ基を有する液状油分が用いられる。
ここで「液状油分」とは常温で液状の油分をいう。（ｂ）成分としては、具体的には、ジ
イソステアリン酸グリセリル、トリイソステアリン酸ジグリセリル、リンゴ酸ジイソステ
アリル等のエステル油が例示され、中でもジイソステアリン酸グリセリル、トリイソステ
アリン酸ジグリセリルが特に好ましい。（ｂ）成分は１種または２種以上を用いることが
できる。
【００１１】
（ｂ）成分の配合量は、組成物全量中、０．１～５０重量％であり、好ましくは０．１～
４５重量％である。配合量が０．１重量％未満では発色の向上が十分でなく、一方、５０



(3) JP 4124392 B2 2008.7.23

10

20

30

40

50

重量％超では塗布時ののびが重くなり、好ましくない。
【００１２】
（ａ）成分と（ｂ）成分を上記のように組み合せて配合することにより、唇上における発
色が格段に向上し、かつのびやつや、化粧もちが良好な口紅用組成物が得られる。
【００１３】
本発明口紅用組成物中には、上記の必須成分のほかに、口紅用組成物中に一般的に配合さ
れる他の任意成分、例えば保形剤、油分、粉体等を配合することができる。
【００１４】
保形剤としては、ワックス類として、上記（ａ）成分としてのポリエチレンワックスのほ
かに、例えば、セレシンワックス、カルナバワックス、パラフィンワックス等が挙げられ
、これらの中から１種または２種以上が任意に選択される。なお、ワックス類は、本発明
組成物中に、総配合量として３～２５重量％程度配合するのが好ましい。
【００１５】
油分としては、上記（ｂ）成分としての液状油分のほかに、例えば、スクワラン、流動パ
ラフィン、ワセリン等の炭化水素油；ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、１２
－ヒドロキシステアリン酸、ベヘン酸等の高級脂肪酸；セチルアルコール、ステアリルア
ルコール、オレイルアルコール、バチルアルコール等の高級アルコール；セチル－２－エ
チルヘキサノエート、２－エチルヘキシルパルミテート、２－オクチルドデシルミリステ
ート、ネオペンチルグリコール－２－エチルヘキサノエート、トリオクタン酸グリセリド
、テトラオクタン酸ペンタエリスリトール、イソプロピルミリステート、ミリスチルミリ
ステート、トリオレイン酸グリセリド等のエステル類；オリーブ油、アボガド油、ホホバ
油、ヒマワリ油、サフラワー油、椿油、シア脂、マカデミアナッツ油、ミンク油、ラノリ
ン、液状ラノリン、酢酸ラノリン、ヒマシ油等の油脂；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、高重合度のガム状ジメチルポリシロキサン、ポリエーテル変性
シリコーン、アミノ変性シリコーン、高重合度のガム状アミノ変性シリコーン等のシリコ
ーン系油分；パーフロロポリエーテル、パーフロロカーボン等のフッ素油分等が挙げられ
る。なお、本発明において、油分の配合量は、組成物全量中５０重量％以上、特に７０重
量％以上であることが好ましい。
【００１６】
粉体としては、例えばタルク、カオリン、絹雲母（セリサイト）、白雲母、金雲母、合成
雲母、ケイ酸アルミニウム、シリカ、硫酸バリウム、リン酸カルシウム等の無機粉末や、
ナイロン粉末、セルロース粉末等の有機粉末のほか、各種顔料等が挙げられる。粉体の配
合量は、組成物全量中０．１～３０重量％程度が好ましく、特には０．１～１５重量％程
度である。
【００１７】
その他、例えば酸化防止剤、紫外線吸収剤、紫外線遮蔽剤、防腐剤、保湿剤、染料等を配
合することができる。
【００１８】
【実施例】
　以下、本発明を実施例に基づいてさらに詳細に説明するが、本発明はこれによってなん
ら限定されるものではない。なお、配合量は特記しない限り、組成物全量に対する重量％
で示す。本実施例において、実施例７、１２、１３、１４、１６、２１、２７、３５は欠
番とする。
【００１９】
なお、本実施例において、口紅用組成物の発色、のび、つや、化粧もちについて、下記の
評価基準により評価した。
【００２０】
［発色］
専門パネル（１５名）により、それぞれ以下の５段階評価してもらい、その結果から、発
色について評価した。
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（評点）
１：　　発色が悪い
２：　　発色がやや悪い
３：　　発色が普通
４：　　発色がややよい
５：　　発色がよい
（発色の評価）
◎：　　評点平均値が４．５以上５．０
◯：　　評点平均値が３．５以上４．５未満
△：　　評点平均値が２．５以上３．５未満
×：　　評点平均値が１．５以上２．５未満
××：　評点平均値が１．０以上１．５未満
【００２１】
［のび］
専門パネル（１５名）により、それぞれ以下の５段階評価してもらい、その結果から、の
びについて評価した。
（評点）
１：　　のびが悪い
２：　　のびがやや悪い
３：　　のびが普通
４：　　のびがややよい
５：　　のびがよい
（のびの評価）
◎：　　評点平均値が４．５以上５．０
◯：　　評点平均値が３．５以上４．５未満
△：　　評点平均値が２．５以上３．５未満
×：　　評点平均値が１．５以上２．５未満
××：　評点平均値が１．０以上１．５未満
【００２２】
［つや］
専門パネル（１５名）により、それぞれ以下の５段階評価してもらい、その結果から、つ
やについて評価した。
（評点）
１：　　つやが悪い
２：　　つやがやや悪い
３：　　つやが普通
４：　　つやがややよい
５：　　つやがよい
（つやの評価）
◎：　　評点平均値が４．５以上５．０
◯：　　評点平均値が３．５以上４．５未満
△：　　評点平均値が２．５以上３．５未満
×：　　評点平均値が１．５以上２．５未満
××：　評点平均値が１．０以上１．５未満
【００２３】
［化粧もち］
専門パネル（１５名）により、それぞれ以下の５段階評価してもらい、その結果から、化
粧もちについて評価した。
（評点）
１：　　化粧もちが悪い
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２：　　化粧もちがやや悪い
３：　　化粧もちが普通
４：　　化粧もちがややよい
５：　　化粧もちがよい
（化粧もちの評価）
◎：　　評点平均値が４．５以上５．０
◯：　　評点平均値が３．５以上４．５未満
△：　　評点平均値が２．５以上３．５未満
×：　　評点平均値が１．５以上２．５未満
××：　評点平均値が１．０以上１．５未満
【００２４】
（実施例１～６、比較例１～７：　スティック状口紅用組成物）
下記表１に示す各組成の口紅用組成物を調製し、各実施例および比較例につき上記の評価
基準に従い、発色、のび、つや、化粧もちの評価を行った。結果を表１に示す。
【００２５】
【表１】
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【００２６】
なお、表１において、比較例２、比較例５での「のび」の評価（△*）は、軟らかすぎて
のびが悪いということを示す。
【００２７】
（実施例８～１１、比較例８～１４、参考例１：　スティック状口紅）
　下記表２に示す各組成の口紅用組成物を調製し、各実施例および比較例につき、上記の
評価基準に従い、発色、のびの評価を行った。結果を表２に示す。
【００２８】
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【表２】

【００２９】
（製法）
表１、表２に示す各実施例、比較例において、各成分を９０～１００℃で溶解させ、分散
機で分散した。次に脱気を行い、口紅容器に流し込み、冷却し、スティック状口紅用組成
物を得た。
【００３０】
（評価）
表１、表２から明らかなように、（ａ）成分を含まず、（ｂ）成分のみを必須成分として
含む組成物では、使用性の向上は認められなかった。また、必須成分として（ａ）成分の
みを含む組成物においても、使用性の向上は認められなかった。ポリエチレンワックスは
、分子量３００～７００のものを用いた場合、本発明の効果が得られた。
【００３１】
また、（ａ）成分、（ｂ）成分の両者を組合わせた場合には、（ａ）成分を組成物全量中
に５～２５重量％、（ｂ）成分を０．１～５０重量％の範囲で配合した場合に、のび、つ
や、化粧もちを損なうことなく、発色が相乗的に向上した。（ａ）成分が２５重量％を超
えるとのびが重くなり、つや、化粧もちの点でも劣る傾向がみられた。また、液状油分と
して、（ｂ）成分に代えてオリーブ油、流動パラフィン、ラノリン、トリ－２－エチルヘ



(8) JP 4124392 B2 2008.7.23

10

20

30

キサン酸グリセリルを用いた場合では本発明の効果は認められなかった。
【００３８】

（製法）
（1）～（11）の各成分を９０～１００℃で溶解させ、分散機で分散した。次に脱気を行
い、口紅容器に流し込み、冷却し、スティック状口紅用組成物を得た。
【００３９】
（評価）
実施例１５で得たスティック状口紅用組成物について、上述の評価基準により評価したと
ころ、発色：◎、のび：◎、つや：◎、化粧もち：○であった。
【００４２】
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（製法）
（1）～（7）、（10）～（16）の各成分を９０～１００℃で溶解させ、分散機で分散した
。ここに（8）、（9）を加えてさらに分散した後、脱気を行い、口紅容器に流し込み、冷
却し、乳化型スティック状口紅用組成物を得た。
【００４３】
（評価）
実施例１７で得た乳化型スティック状口紅用組成物について、上述の評価基準により評価
したところ、発色：◎、のび：◎、つや：◎、化粧もち：○であった。
【００４４】
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（製法）
（1）～（14）の各成分を９０～１００℃で溶解させ、分散機で分散した。次に脱気を行
い、口紅容器に流し込み、冷却し、スティック状口紅用組成物を得た。
【００４５】
（評価）
実施例１８で得たスティック状口紅用組成物について、上述の評価基準により評価したと
ころ、発色：◎、のび：◯、つや：○、化粧もち：○であった。
【００４６】
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（製法）
（1）～（13）の各成分を９０～１００℃で溶解させ、分散機で分散した。次に脱気を行
い、口紅容器に流し込み、冷却し、液状口紅用組成物を得た。
【００４７】
（評価）
実施例１９で得た液状口紅用組成物について、上述の評価基準により評価したところ、発
色：◎、のび：◎、つや：◎、化粧もち：○であった。
【００４８】
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（製法）
（1）～（14）の各成分を９０～１００℃で溶解させ、分散機で分散した。次に脱気を行
い、口紅容器に流し込み、冷却し、油性スティック状口紅用組成物を得た。
【００４９】
（評価）
実施例２０で得た油性スティック状口紅用組成物について、上述の評価基準により評価し
たところ、発色：◎、のび：◎、つや：○、化粧もち：○であった。
【００５２】
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（製法）
（1）～（12）の各成分を９０～１００℃で溶解させ、分散機で分散した。次に脱気を行
い、口紅容器に流し込み、冷却し、スティック状口紅用組成物を得た。
【００５３】
（評価）
実施例２２で得たスティック状口紅用組成物について、上述の評価基準により評価したと
ころ、発色：◎、のび：○、つや：◎、化粧もち：○であった。
【００５４】



(14) JP 4124392 B2 2008.7.23

10

20

30

（製法）
（1）～（12）の各成分を９０～１００℃で溶解させ、分散機で分散した。次に脱気を行
い、口紅容器に流し込み、冷却し、ペースト状口紅用組成物を得た。
【００５５】
（評価）
実施例２３で得たペースト状口紅用組成物について、上述の評価基準により評価したとこ
ろ、発色：◎、のび：◎、つや：◎、化粧もち：○であった。
【００５６】

（製法）
（1）～（10）の各成分を９０～１００℃で溶解させ、分散機で分散した。次に脱気を行
い、口紅容器に流し込み、冷却し、スティック状口紅用組成物を得た。
【００５７】
（評価）
実施例２４で得たスティック状口紅用組成物について、上述の評価基準により評価したと
ころ、発色：◎、のび：○、つや：○、化粧もち：◎であった。
【００５８】
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（製法）
（1）～（14）の各成分を９０～１００℃で溶解させ、分散機で分散した。次に脱気を行
い、口紅容器に流し込み、冷却し、スティック状口紅用組成物を得た。
【００５９】
（評価）
実施例２５で得たスティック状口紅用組成物について、上述の評価基準により評価したと
ころ、発色：◎、のび：○、つや：○、化粧もち：◎であった。
【００６０】
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（製法）
Ａ相を９０～１００℃で溶解させ、分散機で分散した。ここにＢ相を加えてさらに分散し
た後、脱気を行い、口紅容器に流し込み、冷却し、乳化液状口紅用組成物を得た。
【００６１】
（評価）
実施例２６で得た乳化液状口紅用組成物について、上述の評価基準により評価したところ
、発色：◎、のび：◎、つや：◎、化粧もち：○であった。
【００６４】
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（製法）
（1）～（11）の各成分を９０～１００℃で溶解させ、分散機で分散した。次に脱気を行
い、口紅容器に流し込み、冷却し、スティック状口紅用組成物を得た。
【００６５】
（評価）
実施例２８で得たスティック状口紅用組成物について、上述の評価基準により評価したと
ころ、発色：◎、のび：◎、つや：○、化粧もち：◎であった。
【００６６】
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（製法）
（1）～（15）、（18）、（19）の各成分を９０～１００℃で溶解させ、分散機で分散し
た。ここに（16）、（17）を加えてさらに分散した後、脱気を行い、口紅容器に流し込み
、冷却し、乳化型スティック状口紅用組成物を得た。
【００６７】
（評価）
実施例２９で得た乳化型スティック状口紅用組成物について、上述の評価基準により評価
したところ、発色：◎、のび：◎、つや：○、化粧もち：○であった。
【００６８】
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（製法）
（1）～（12）の各成分を９０～１００℃で溶解させ、分散機で分散した。次に脱気を行
い、口紅容器に流し込み、冷却し、スティック状口紅用組成物を得た。
【００６９】
（評価）
実施例３０で得たスティック状口紅用組成物について、上述の評価基準により評価したと
ころ、発色：◎、のび：◎、つや：○、化粧もち：◎であった。
【００７０】
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（製法）
（1）～（14）、（17）～（21）の各成分を９０～１００℃で溶解させ、分散機で分散し
た。ここに（15）、（16）を加えてさらに分散した後、脱気を行い、口紅容器に流し込み
、冷却し、乳化型スティック状口紅用組成物を得た。
【００７１】
（評価）
実施例３１で得た乳化型スティック状口紅用組成物について、上述の評価基準により評価
したところ、発色：◎、のび：○、つや：○、化粧もち：◎であった。
【００７２】



(21) JP 4124392 B2 2008.7.23

10

20

30

40

（製法）
６０℃に保った（８）に、（７）を（１０）（０．５重量％）に溶融させたものを添加し
、ディスパーにて１０分間撹拌した。ここに、残りの（１０）（１．５重量％）と（９）
を入れてホモミキサーにて１０分間撹拌し、抱水組成物（Ｂ）を製造した。
【００７３】
口紅基剤（Ａ）を８０℃にて溶融した後、ここに抱水組成物（Ｂ）を添加し、ディスパー
にて１０分間撹拌後、さらに（１１）～（１３）を添加し、分散撹拌後、成形してスティ
ック状口紅用組成物を得た。
【００７４】
（評価）
実施例３２で得たスティック状口紅用組成物について、上述の評価基準により評価したと
ころ、発色：◎、のび：○、つや：◎、化粧もち：○であった。
【００７５】
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（製法）
実施例３２と同様にしてスティック状口紅用組成物を得た。
【００７６】
（評価）
実施例３３で得たスティック状口紅用組成物について、上述の評価基準により評価したと
ころ、発色：◎、のび：◎、つや：◎、化粧もち：○であった。
【００７７】
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（製法）
（１）～（８）および（１３）を加熱溶解し、ここに（９）～（１２）を加えて混合後、
よく分散した。その後よく脱気し、型に流し込み、冷却し、スティック状口紅用組成物を
得た。
【００７８】
（評価）
実施例３４で得たスティック状口紅用組成物について、上述の評価基準により評価したと
ころ、発色：◎、のび：◎、つや：○、化粧もち：◎であった。
【００８１】
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（製法）
まず、（１）～（６）で乳化ベースを調製した。すなわち、（３）に（１）、（２）を常
温で分散した（油相部）。（４）～（６）を混合溶解した後（水相部）、これを前記油相
部に添加分散して乳化ベースを得た。次に、（７）～（１１）を加熱溶解した油相に、前
記乳化ベースを添加して、十分撹拌混合し、金型に流し込んで放冷し、スティック状乳化
リップクリームを製造した。
【００８２】
（評価）
実施例３６で得たスティック状乳化リップクリームについて、上述の評価基準により評価
したところ、のび：◎、つや：○であった。
【００８３】
【発明の効果】
本発明により、使用性（のび、つや、化粧もち）がよく、発色が格段に向上した口紅用組
成物が提供される。
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