
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
一般式化１で表わされるポリオキシエチレンジエステルと、
脂肪酸石鹸を除くアニオン性界面活性剤を含有し、

ことを
特徴とする水性メイク洗浄料。
【化１】
　
　
（式中、Ｒは 、ｎは６～１６の整数である。）
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は皮膚洗浄料、特にその使用性の改善に関する。
【０００２】
【従来の技術】
皮膚洗浄料、特に洗顔料については、単に皮脂等を洗い落とすだけでなく、更に各種化粧
料等を洗い落とすことが必要とされる。
このため、口紅、ファンデーション、マスカラ、アイシャドウ等の油分を含むメイクアッ
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プ化粧料を施した人は、洗顔の際、まず第一段階としてメイクアップ化粧料となじみ易い
油分を多量に含んだクレンジングクリーム、クレンジングオイル、クレンジングミルク、
クレンジングジェル等のメイクアップ落し用の洗顔料を用いてほとんどのメイクアップ成
分を除去した後、第二段階として、石鹸やクレンジングフォームなどを泡立たせて素肌洗
いを行い、第一段階で用いたメイクアップ落し用の洗浄料の残存油分を、皮膚上の皮脂、
汚れとともに洗い流すことで、すっきり感あるいはさっぱり感といった満足感を得ていた
。
【０００３】
このように二段階の洗浄を必要とするのは、油分を多量に含有する化粧落し用のクリーム
類等を用いた場合、使用後直ちに水またはぬるま湯ですすいでも皮膚上に残った油分が十
分除去されず、さっぱりした洗浄感が得られないためであり、また、石鹸やクレンジング
フォーム等の泡立たせて使う素肌洗い用の洗顔料のみでは、メイクアップ化粧料の油分に
覆われた顔料、色剤などを肌上から十分に除去できないためである。
一方、化粧行為の迅速性、簡便性が要求されつつある近年、一回の操作のみでメイクアッ
プ落とし効果と、すっきり感、さっぱり感という素肌洗い効果とを併せ持つ皮膚洗浄料が
望まれている。
この様な一段階用の皮膚洗浄料としては、例えば特開昭６３－１２２６１８号公報に開示
されているものがある。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来知られている一段階用のメイクアップ落とし洗浄料は、すすいだ後に
皮膚に残る油分の量を少なくしたことにとどまるものであり、石鹸やクレンジングフォー
ムなどで泡を立てて素肌を洗うことによって得られるさっぱり感や洗顔後の満足感といっ
たものを得ることはできなかった。
【０００５】
すなわち、メイクアップを落とせると同時に泡立たせることができ、素肌洗いのさっぱり
感が得られる洗浄料の開発が望まれるわけであるが、メイクアップ落し用の洗浄料は前述
したように基本的に多量の油分や油性成分を含有しなければならないものであり、一方、
石鹸やクレンジングフォームなどの泡立ち、さっぱり感をもたらす洗浄料は、基本的に親
水性が高いイオン性の界面活性剤が主成分であるため、単純にこれらの成分を組み合わせ
て両方の効果を得ようとしても、実際には互いにその効果を打ち消し合い、ほとんど泡が
立たなくなってしまうばかりか、メイクアップを落とす効果も損なわれてしまい満足のい
くものは得られないのが現状であった。
本発明は前記従来技術の課題に鑑みなされたものであり、その目的は使用性、使用感触に
優れるとともに、高い洗浄効果をも有する皮膚洗浄料を提供することに有る。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明者はかかる問題点を解決するために鋭意研究を重ねた結果、ポリオキシエチレンジ
エステルと、特定のアニオン性界面活性剤とを組み合わせることにより、メイクアップ落
とし機能に加え、泡立ち機能を有し、素肌洗いのさっぱり感が得られる洗浄料組成物が得
られることを見出し、本発明を完成するに至った。すなわち、本出願の請求項１記載の水
性メイク洗浄料は、一般式化２で表わされるポリオキシエチレンジエステルと、脂肪酸石
鹸を除くアニオン性界面活性剤を含有し、

ことを特徴とする。
【化２】
ＲＣＯＯ－（Ｃ２ Ｈ４ Ｏ）ｎ －ＣＯＲ
（式中、Ｒは 、ｎは６～１６の整数である。）
【０００７】
また、本発明において、ポリオキシエチレンジエステルがポリオキシエチレンジイソステ
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アレート及び／又はポリオキシエチレンジオレエートであることが好適である。
【０００８】
以下、本発明の構成について詳述する。
本発明において用いられる前記化２に示す基本構造を有するポリオキシエチレンジエステ
ルの酸化エチレンの平均重合度は６～１６であり、好ましくは８～１４の範囲である。平
均重合度が６より低い場合には泡立ちが十分でなくなり、逆に１６より高い場合にはメイ
クアップを落とす効果が十分でなくなる。
また、前記化２において、 水系の洗浄剤組成物への配合であることを考慮し、かつ
メイクアップ洗浄効果の点から考えるとイソステアリル基又はオレイル基であることが好
ましい。
【０００９】
また、ポリオキシエチレンジエステルと共に用いられるアニオン性界面活性剤としては、
一般に化粧品基剤として用いられるアニオン性界面活性剤（但し、脂肪酸石鹸を除く）を
採用することができ、具体的には、α－アシルスルホン酸塩、アルキルスルホン酸塩、ア
ルキルアリル及びアルキルナフタレンスルホン酸塩、アルキル硫酸塩、ポリオキシエチレ
ンアルキルエーテル硫酸塩、アルキルアミド硫酸塩、アルキルリン酸塩、アルキルアミド
リン酸塩、アルキロイルアルキルタウリン塩、Ｎ－長鎖アシルアミノ酸塩、アルキルエー
テルカルボン酸塩、アルキルヒドロキシエーテルカルボン酸塩等であり、その対イオンは
アルカリ金属、アルカリ土類金属、アルカノールアミンやアンモニウムが挙げられる。
本発明においてはこれらのアニオン界面活性剤の中から、一種もしくは二種以上を任意に
用いることができる。
【００１０】
本発明において、ポリオキシエチレンジエステルと、アニオン性界面活性剤との配合割合
は、重量比で２：１～ｌ：８、好ましくは１：１～１：８の範囲であり、両者の合計配合
量は、洗浄料全量中の１～８０重量％の範囲である。
この範囲外の配合割合では、ポリオキシエチレンジエステルが多すぎる場合は泡立ちが充
分でなく、アニオン性界面活性剤が多すぎる場合にはメイクアップがなじみにくく、いず
れの場合も満足な結果が得られない。
【００１１】
本発明に係る皮膚洗浄料中には、上記の必須構成成分のほかに必要に応じ、一般的に洗浄
料、化粧料などに配合される成分を配合することができる。これらの成分としては、グリ
セリン，１，３－ブタンジオール、プロピレングリコール等の多価アルコール類、流動パ
ラフィン、高級アルコール等の油分、カチオン性界面活性剤、増粘剤、保湿剤、防腐剤、
殺菌剤、紫外線吸収剤、キレート剤、酸化防止剤、香料などがあげられる。
以上のように、本発明の皮膚洗浄料は、ポリオキシエチレンジエステルと、特定のアニオ
ン性界面活性剤を共存させることにより、口紅、ファンデーション、マスカラ、アイシャ
ドウ等のメイクアップ化粧料を良好に落とすと同時に、水を加えることによって泡立たせ
ることができる。
【００１２】
【実施例】
以下に実施例を挙げて本発明を具体的に説明するが、本発明はこれら実施例のみに限定さ
れるものではない。
実施例に先立ち、各実施例で用いた評価法を説明する。
【００１３】

油性ファンデーションにマーカーとして２－エチルヘキシルパラメトキシケイ皮酸をＯ．
１％含ませたもの０．１ｇを、前腕内側部の４×１０ｃｍの範囲に均一に塗布し、３０分
間乾燥後、被験試料０．５ｇを、指を用いて通常のメイク落とし行為と同様に塗布部全体
に約２０秒間なじませ、その後３５℃の水道水でこすらずに洗い流した。
乾燥後、塗布部に残存しているファンデーションを、直径２ｃｍのガラス製カップを用い
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て２ｍ１のエタノールで溶出させ、エタノール中の２－エチルヘキシルパラメトキシケイ
皮酸の量を紫外線吸収（３１０ｎｍ）から測定することにより、メイク落し効果を求めた
。
洗浄効率（％）＝（Ａ２ －ＡＯ ）／（Ａ１ －Ａ０ ）×ｌ００
ＡＯ ：ブランクの溶出液の吸収
Ａｌ ：洗浄前の溶出液の吸収
Ａ２ ：洗浄後の溶出液の吸収
評価
○：メイク落し効果良好　洗浄効率９０％以上
△：メイク落し効果普通　洗浄効率６０％以上
×：メイク落し効果不良　洗浄効率８０％末満
【００１４】

２５００ｍ１容量の攪拌機付き円筒形シリンダーに４０℃の人工硬水（７０ｐｐｍ炭酸カ
ルシウム）を４００ｍ１入れ、被験試料４０ｇと油性ファンデーンョンＯ．１ｇを添加後
、４５００ｒｐｍで１分間攪拌した後の泡容量を測定した。
評価
◎：泡立ち極めて良好　泡容積１５００ｍ１以上
○：泡立ち良好　　　　泡容積１２００ｍ１以上
△：泡立ち普通　　　　泡容積８００ｍ１以上
×：泡立ち不良　　　　泡容積８００ｍ１未満
【００１５】

各試料を用いて洗顔後の肌のさっぱり感の有無について、実使用試験を専門パネラー２０
名により実施した。
なお、評価方法は以下の基準に従った。
○：専門パネラー２０名中１５名以上がさっぱり感ありと認めた。
△：専門パネラー２０名中８名以上がさっぱり感ありと認めた。
×：専門パネラー２０名中７名以下がさっぱり感ありと認めた。
【００１６】
【表１】
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【００１７】
以上のように、ポリオキシエチレンジエステル（ポリオキシエチレンジイソステアレート
）単独ではメイク落とし効果は比較的優れているものの、起泡性、さっぱり感等には欠け
る傾向にある。一方、アニオン性界面活性剤（ラウロイルメチルタウリンマグネシウム）
単独では、起泡性、さっぱり感には優れているものの、メイク落とし効果に欠ける。そし
て、エチレンオキサイド付加ポリオキシプロピレン系界面活性剤と、アニオン性界面活性
剤との共存系では、その配合割合が重量比で２：１～１：８、好ましくは１：１～１：８
で優れたメイク落とし効果と使用性の両者を発揮することができる。
【００１８】
【表２】
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【００１９】
上記表２より明らかなように、本発明にかかる組合せ効果は、ポリオキシエチレンジエス
テル分子中に占める酸化エチレンの平均重合度が６～１６であるポリオキシエチレンジエ
ステルに特異的に見られる現象である。
次に、各種配合例について検証を行なった。
【００２０】
【表３】

10

20

30

(6) JP 3590083 B2 2004.11.17



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００２１】
以上のように各種のポリオキシエチレンジエステルと、各種のアニオン性界面活性剤に相
乗効果が認められ、特にポリオキシエチレンジエステルはジイソステアレート及び／又は
ジオレエートであることが好ましいことが理解される。
【００２２】

（１）ポリオキシエチレン（１２）ジイソステアレート　　　　　　　　８重量％
（２）ラウロイルメチルタウリンナトリウム　　　　　　　　　　　１０
（３）ラウリルリン酸トリエタノールアミン　　　　　　　　　　　　４
（４）ラウリルジエタノールアミド　　　　　　　　　　　　　　　　２
（５）１，３－ブタンジオール　　　　　　　　　　　　　　　　　１５
（６）ポリエチレングリコール１５００　　　　　　　　　　　　　　５
（７）ヒドロキシエチルセルロース　　　　　　　　　　　　　　　　２．５
（８）香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適　量
（９）精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残　余
製法
（９）に（５），（６），（７）を溶解し、（２），（３）と（４）を混合した後、（１
），（８）を加えて、ジェル状メイク落し用洗浄料を得た。
【００２３】
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（１）ポリオキシエチレン（８）ジオレエート　　　　　　　　　　　５重量％
（２）ポリオキシエチレン（８）ジイソステアレート　　　　　　　１
（３）ポリオキシエチレン（３）ラウリルエーテル
サルフェートナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３
（４）Ｎ－ラウロイルグルタミン酸トリエタノールアミン　　　　　　８
（５）ラウロイルアミドプロピルベタイン　　　　　　　　　　　　５
（６）ｌ，３－ブタンジオール　　　　　　　　　　　　　　　　１０
（７）ソルビトール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８
（８）メチルセルロース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３
（９）香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適　量
（１０）精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残　余
製法
（１０）に（６）～（８）を溶解し、（３），（４）と（５）を混合した後、（１），（
２），（９）を加えて、ジェル状メイク落し用洗浄料を得た。
実施例１及び２のジェル状メイク落とし洗浄料は、メイク落とし効果、起泡性に優れ、し
かも使用後のさっぱり感も極めて良好であった。
【００２４】
【発明の効果】
以上説明したように本発明にかかる は、ポリオキシエチレンジエステルと、
特定のアニオン性界面活性剤とを共存させることにより、メイクを落とす効果に優れてい
ると同時に、水を加えることによって泡立たせることができ、使用後の肌にさっぱりした
感触を与えるものである。
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