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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　粒子径分布が２０～８５０μｍの硬質ウレタンフォーム粉末をスクラブ剤として含有す
ることを特徴とする洗浄用化粧料。
【請求項２】
　硬質ウレタンフォームが、メチレンビス（４，１－フェニレン）ジイソシアネート、ト
リメチロールプロパン、アジピン酸および１，４ブタンジオールの共重合体である請求項
１に記載の洗浄用化粧料。
【請求項３】
　皮膚または毛髪用である請求項１または２に記載の洗浄用化粧料。
【請求項４】
　シャンプー、ハンドクリーナー、ボディソープ、洗顔料またはメイクアップクレンザー
である請求項３に記載の洗浄用化粧料。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、洗浄用化粧料に関するものであり、詳細にはウレタンフォーム粉末をスクラ
ブ剤として含有する洗浄用化粧料に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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　皮膚の細かい凹凸の中に入り込んだ汚れを落とすために、スクラブ剤（研磨剤）を含有
する洗浄剤が使用されている。スクラブ剤の粒子が粗いと汚れ落ちは良いが、皮膚が傷付
くという問題がある。そこで、皮膚を傷付けることなく汚れ落ちの良い、すなわち、高い
洗浄力と良好な使用感とを併せ持ったスクラブ剤含有洗浄剤が求められている。
【０００３】
　ウレタンフォームはポリウレタン発泡体であり、軟質フォームと硬質フォームに大別さ
れる。軟質フォームは軽く、クッション性・耐久性に優れることから、自動車のシートや
家具のクッション材などに利用されている。一方、硬質フォームは優れた断熱性を有する
ので、冷蔵庫の断熱材や建築用の断熱パネルなどに利用されている。
【０００４】
　特許文献１には、ポリウレタン粉末を研磨剤（スクラブ剤）として洗浄剤に含有させて
使用できることが記載されている。しかし、ポリウレタン粉末をスクラブ剤として用いた
洗浄剤の使用感に関する記載はない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平２－８０４９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、高い洗浄力と良好な使用感とを併せ持った洗浄用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】
【０００７】
　本発明は、上記課題を解決するために、以下の各発明を包含する。
［１］ウレタンフォーム粉末をスクラブ剤として含有することを特徴とする洗浄用化粧料
。
［２］ウレタンフォームが硬質ウレタンフォームである前記［１］に記載の洗浄用化粧料
。
［３］硬質ウレタンフォームが、メチレンビス（４，１－フェニレン）ジイソシアネート
、トリメチロールプロパン、アジピン酸および１，４ブタンジオールの共重合体である前
記［２］に記載の洗浄用化粧料。
［４］皮膚または毛髪用である前記［１］～［３］のいずれかに記載の洗浄用化粧料。
［５］シャンプー、ハンドクリーナー、ボディソープ、洗顔料またはメイクアップクレン
ザーである前記［４］に記載の洗浄用化粧料。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、高い洗浄力と良好な使用感とを併せ持った洗浄用化粧料を提供するこ
とができる。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明は、ウレタンフォーム粉末をスクラブ剤として含有する洗浄用化粧料を提供する
。ウレタンフォームはイソシアネート基を２個以上有するポリイソシアネートとヒドロキ
シル基を２個以上有するポリオールと、触媒、発泡剤、整泡剤などと一緒に混合して共重
合させることにより製造することができる。本発明に用いるウレタンフォームは、特に限
定されるものではなく、公知のウレタンフォームを好適に用いることができる。好ましく
は硬質ウレタンフォームである。硬質ウレタンフォームの中でも、メチレンビス（４，１
－フェニレン）ジイソシアネート、トリメチロールプロパン、アジピン酸および１，４ブ
タンジオールの共重合体である硬質ウレタンフォームが好ましい。なお、メチレンビス（
４，１－フェニレン）ジイソシアネート、トリメチロールプロパン、アジピン酸および１
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，４ブタンジオールの共重合体であるポリウレタンは、ＩＮＣＩ：ＰＯＬＹＵＲＥＴＨＡ
ＮＥ－２３に該当する。
【００１０】
　本発明で用いるウレタンフォーム粉末は、密度４０ｋｇ／ｍ３以上（ＪＩＳ Ａ９５１
１－２００６Ｒ）、圧縮強さ１４Ｎ／ｃｍ２以上（ＪＩＳ Ａ９５１１－２００６Ｒ）の
硬質ウレタンフォームを粉末化したものが好ましい。ウレタンフォームの粉末化方法は特
に限定されず、公知の方法を用いることができる。例えば、ウレタンフォームを機械粉砕
する方法が挙げられる。粉砕後に、分級やろ過を行って粗大粒子や微細粒子を取り除き、
所望の粒子径分布の粉末とすることが好ましい。ウレタンフォーム粉末の粒子径分布は、
ＪＩＳ規格のふるいを用いる分級により、約２０～８５０μｍであることが好ましく、約
２０～７１０μｍであることがより好ましく、約２０～６００μｍであることがさらに好
ましい。
【００１１】
　本発明の洗浄用化粧料中に含まれるウレタンフォーム粉末の割合は、洗浄用化粧料全体
に対して約１～３０質量％であることが好ましく、より好ましくは約２～２０質量％であ
る。研磨剤の含有量が約１～３０質量％であれば、洗浄剤の流動性が悪化することなく、
良好なスクラブ効果を得ることができる。
【００１２】
　本発明の洗浄用化粧料には、ウレタンフォーム粉末以外のスクラブ剤が含まれていても
よい。ウレタンフォーム粉末以外のスクラブ剤としては、スクラブ効果を奏する粉体であ
れば特に限定されず、例えば、公知の有機系スクラブ剤（天然高分子物質の粉砕物、合成
高分子物質の粉末、生分解性有機物の粒子など）、無機系スクラブ剤（粒子状のゼオライ
ト類、方解石類、ドロマイト類、長石、シリカ類、ケイ酸塩類、他の炭酸塩類、アルミナ
類、炭酸水素塩類、ホウ酸塩類、硫酸塩類など）が挙げられる。
【００１３】
　本発明の洗浄用化粧料には、洗浄用化粧料に通常使用される界面活性剤を配合すること
ができる。界面活性剤としては、非イオン性界面活性剤、陽イオン性界面活性剤、陰イオ
ン性界面活性剤、両イオン性界面活性剤等が挙げられる。
【００１４】
　非イオン性界面活性剤としては、例えば、ソルビタン脂肪酸エステル、グリセリン脂肪
酸エステル、ヒマシ油、硬化ヒマシ油およびこれらのアルキレンオキシド付加物、ポリグ
リセリン脂肪酸エステル、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、ポリオキシアルキレ
ン脂肪酸エステル、ポリオキシアルキレンアルキルフェノール、ポリオキシエチレンソル
ビット脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンアルキルフェニルホルムアルデヒド縮合物、
ポリオキシエチレンステロールおよびその誘導体、ポリオキシエチレンラノリンおよびそ
の誘導体、ポリオキシエチレンミツロウ誘導体、アルキルポリグルコシド、シュガーエス
テル類、脂肪酸アルカノールアミド系界面活性剤などが挙げられる。
【００１５】
　陽イオン性界面活性剤としては、例えば、アルキルアミン塩、脂肪酸アミドアミン塩、
エステル含有３級アミン塩などのアミン塩；モノアルキル型４級アンモニウム塩、ジアル
キル型４級アンモニウム塩、トリアルキル型４級アンモニウム塩、ベンザルコニウム型４
級アンモニウム塩等のアルキル４級アンモニウム塩；アルキルピリジニウム塩などの環式
４級アンモニウム塩；塩化ベンゼトニウムなどが挙げられる。
【００１６】
　陰イオン性界面活性剤としては、例えば、高級脂肪酸石鹸、アルキル硫酸エステル塩、
アルキルリン酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩、ポリオキシエチレンア
ルキルフェニルエーテル硫酸塩、アルキルエーテルリン酸エステル、アルキルエーテルカ
ルボン酸塩、アシルメチルタウリン塩、Ｎ－アシル－Ｎ－メチル－β－アラニン塩、Ｎ－
アシルグリシン塩、Ｎ－アシルグルタミン酸塩、ポリオキシエチレンアルキルカルボン酸
塩、アルキルフェニルエーテルスルホン酸塩、アルキルスルホコハク酸およびその塩、Ｎ
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ド硫酸塩などが挙げられる。
【００１７】
　両性界面活性剤としては、例えば、アルキルグリシン塩、カルボキシメチルグリシン塩
、Ｎ－アシルアミノエチル－Ｎ－２－ヒドロキシエチルグリシン塩などのグリシン型両性
界面活性剤；アルキルアミノプロピオン酸塩、アルキルイミノジプロピオン酸塩などのア
ミノプロピオン酸型両性界面活性剤；アルキルジメチルアミノ酢酸ベタイン、脂肪酸アミ
ドプロピルジメチルアミノ酢酸ベタインなどのアミノ酢酸ベタイン型両性界面活性剤；ア
ルキルヒドロキシスルホベタインなどのスルホベタイン型両性界面活性剤などが挙げられ
る。
【００１８】
　本発明の洗浄用化粧料には、洗浄用化粧料に通常使用される増粘剤を配合することがで
きる。本発明の洗浄用化粧料に用いる増粘剤は、公知の増粘剤であれば特に限定されない
が、会合型アルカリ可溶性アクリルポリマーを用いるのが好ましい。会合型アルカリ可溶
性アクリルポリマーとしては、カルボマー（ＩＮＣＩ：ＣＡＲＢＯＭＥＲ）、（アクリレ
ーツ／アクリル酸アルキル（Ｃ１０－３０））クロスポリマー（ＩＮＣＩ：ＡＣＲＹＬＡ
ＴＥＳ／Ｃ１０－３０　ＡＬＫＹＬ　ＡＣＲＹＬＡＴＥ　ＣＲＯＳＳＰＯＬＹＭＥＲ）等
が挙げられる。具体的には、例えば、カーボポール９８０、カーボポール９８１、カーボ
ポールＥＴＤ２０２０、カーボポールＵｌｔｒｅｚ１０、カーボポールＵｌｔｒｅｚ２０
、ＰＥＭＵＬＥＮ ＴＲ－１、ＰＥＭＵＬＥＮ ＴＲ－２（以上、Ｌｕｂｒｉｚｏｌ社の商
品名）等が挙げられる。
【００１９】
　本発明の洗浄用化粧料は、本発明の効果を損なわない範囲内で、通常化粧品等に使用さ
れている成分、例えば、保湿剤、動植物由来油脂、シリコーン類、高級アルコール、低級
アルコール、動植物由来抽出エキス、紫外線吸収剤、消炎剤、金属封鎖剤、ビタミン類、
酸化防止剤、防腐剤、殺菌剤、ｐＨ調整剤、着色剤、各種香料などを目的に応じて適宜配
合することができる。
【００２０】
　本発明の洗浄用化粧料は、高いスクラブ効果を有しており、手指、足、胴体、顔、頭部
などの皮膚を洗浄する用途および毛髪を洗浄する用途に適している。中でも、手指に付着
した油やグリース、塗料、カーボン等の強固な汚れの除去に好適に用いることができる。
本発明の洗浄用化粧料は、定法により製造することができ、クリーム状、乳液状などの種
々の剤型に適用することができ、シャンプー、ハンドクリーナー、ボディソープ、洗顔料
、メイクアップクレンザーなどの形態で使用することが好ましい。
【実施例】
【００２１】
　以下、実施例により本発明を詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるものでは
ない。
【００２２】
〔実施例１〕
　表１に記載の成分を、定法に従って混合することにより、シャンプーを調製した。なお
、ウレタンフォーム粉末にはメチレンビス（４，１－フェニレン）ジイソシアネート、ト
リメチロールプロパン、アジピン酸および１，４ブタンジオールの共重合体である硬質ウ
レタンフォーム（ノンフロン硬質ウレタンフォーム）を粉末化したもの（粒子径分布：２
０μｍ～８５０μｍ）を購入して使用した（実施例２～５も同じ）。
【００２３】
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【表１】

【００２４】
〔実施例２〕
　表２に記載の成分を、定法に従って混合することにより、ハンドクリーナーを調製した
。
【００２５】

【表２】

【００２６】
〔実施例３〕
　表３に記載の成分を、定法に従って混合することにより、ボディソープを調製した。
【００２７】
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【表３】

【００２８】
〔実施例４〕
　表４に記載の成分を、定法に従って混合することにより、洗顔料を調製した。
【００２９】

【表４】

【００３０】
〔実施例５〕
　表５に記載の成分を、定法に従って混合することにより、メイクアップクレンザーを調
製した。
【００３１】
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【表５】

【００３２】
〔比較例１～５〕
　スクラブ剤を、ポリエチレン粒子（粒子径分布：２０μｍ～８５０μｍ）に変更した以
外、実施例１～５と同じ組成で、シャンプー（比較例１）、ハンドクリーナー（比較例２
）、ボディソープ（比較例３）、洗顔料（比較例４）およびメイクアップクレンザー（比
較例５）を調製した。
【００３３】
〔比較例６～１０〕
　スクラブ剤を、パーライト（東興パ－ライト工業社製、商品名：トプコパーライト）に
変更した以外、実施例１～５と同じ組成で、シャンプー（比較例６）、ハンドクリーナー
（比較例７）、ボディソープ（比較例８）、洗顔料（比較例９）およびメイクアップクレ
ンザー（比較例１０）を調製した。
【００３４】
〔評価１：使用感〕
　実施例１～５の各洗浄用化粧料および比較例１～１０の各洗浄用化粧料について、使用
感の官能試験を実施した。評価は１０名のパネラーが以下の基準に従って行い、最も人数
の多い評価を各実施例または比較例の成績とした。
＜評価基準＞
○：マイルドな感触で、強く擦っても痛く感じない。
△：強く擦っても痛く感じないが、対象物を傷つけてしまう。
×：強く擦ると痛く、対象物を傷つけてしまう。
【００３５】
　結果を表６に示した。表６から明らかなように、スクラブ剤としてウレタンフォーム粉
末を使用した実施例１～５はいずれも使用感について○の評価を得たが、他のスクラブ剤
を用いた比較例１～１０は、○の評価が得られなかった。
【００３６】
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【表６】

【００３７】
　〔評価２：洗浄力〕
　市販のグリースに、印刷用黒インクを混合した人工汚垢を作成し、皮膚に塗布後、実施
例２のハンドクリーナー、比較例２のハンドクリーナーおよび比較例７のハンドクリーナ
ーを使用して洗浄し、目視にて汚れの落ち具合と官能にてグリース等の残り感がないのか
を確認した。評価は１０名のパネラーが以下の基準に従って行い、最も人数の多い評価を
各実施例または比較例の成績とした。
＜評価基準＞
○：洗浄力良好で、汚れは見られない。
△：汚れは目立たないが、グリースの残り感がある。
×：汚れが残っており、グリースも落ちていない。
【００３８】
　結果を表７に示した。いずれのハンドクリーナーも良好な洗浄力を示し、用いたスクラ
ブ剤による洗浄力の差は認められなかった。
【００３９】
【表７】

【要約】
【課題】高い洗浄力と良好な使用感とを併せ持った洗浄用化粧料を提供する。
【解決手段】ウレタンフォーム粉末をスクラブ剤として含有する洗浄用化粧料。ウレタン
フォームは硬質ウレタンフォームであることが好ましい。皮膚または毛髪用の洗浄用化粧
料として好適であり、シャンプー、ハンドクリーナー、ボディソープ、洗顔料またはメイ
クアップクレンザーの形態で使用することができる。
【選択図】なし
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