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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
オレイン酸、オレイルアルコール、オレイン酸エステル、オレイン酸エーテル、及び米ぬ
か油からなる群より選択される、不飽和基を有する成分を含有する基材の、化粧料におけ
るマスキング方法であって、
前記不飽和基を有する成分を０．０５質量％以上含有する化粧料において、前記不飽和基
を有する成分に対して、しそ科のヤクヨウサルビア（セージ）［Ｓａｌｖｉａ　ｏｆｆｉ
ｃｉｎａｌｉｓ　Ｌ．］の葉を水蒸気蒸留して得られるセージ油を０．０２～１倍量含有
させ、
前記化粧料が、スキンケア化粧料、メーキャップ化粧料、頭髪化粧料、日焼け止め化粧料
、身体用消臭剤、フレグランス化粧料、及び浴用剤からなる群より選択されるいずれかで
あることを特徴とする、方法。
【請求項２】
前記化粧料が、セージ油以外の香料を含有する請求項１に記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はマスキング剤及びそれを含有する化粧料に関し、さらに詳細には、化粧料原料
に起因する基材臭や経時的な劣化臭を低減し、且つ、併用した香料の香調に対して影響の
少ないマスキング剤並びにそれを含有する化粧料に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　従来、化粧料においては、その目的や用途に応じて、天然品や合成品等の多種多様な原
料が用いられている。直接、皮膚や頭髪に塗布する化粧料であるが故に、当該原料の匂い
に対しては留意を要し、精製処理等を施して原料自体の匂い（基材臭）を低減させている
。
　しかし、起源や製法の異なる原料を脱臭化するには限界があって、全ての原料を脱臭す
ることは困難であり、また、原料によっては、熱や酸化等による劣化により経時的に匂い
（劣化臭）を生じるものもある。
　そのため、配合する香料の濃度を高めたり、基材臭又は劣化臭の遮蔽（マスキング）に
効果のある成分をスクリーニングしたり、調合研究していた。一例として、特定の植物か
ら圧搾又は抽出したマスキング剤が提案されている（特開平６－１５８０９６号公報）。
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、配合する香料の濃度を高めると、他の成分との相溶性の観点から、化粧
料の経時安定性に問題を生じる場合があった。
　また、従来から知られているマスキング剤においては、その効果が不十分なものであり
、満足し得るものではなかった。また、それ自体が特異的な香りを有しているものが多く
、基材臭や劣化臭をある程度低減できたとしても、結果的に同じ香調の化粧料しか得られ
ないという制約があった。さらに、これらのマスキング剤と香料を併用することによって
、香りのバリエーションを演出しようとしても、該マスキング剤が香料の香調に影響を及
ぼし、良好な香りを演出することが困難であった。
　したがって、化粧料原料に起因する基材臭や経時的な劣化臭を低減し、且つ、併用した
香料の香調に対して影響の少ないマスキング剤、並びにそれを配合した化粧料の開発が望
まれていた。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記実情に鑑み、本発明者は鋭意研究の結果、水蒸気蒸留した特定の精油が、化粧料原
料に起因する基材臭や経時的な劣化臭に対するマスキング効果に優れ、しかも併用した香
料の香調への影響が少ないことを見出し、本発明を完成するに至った。
　すなわち本発明は、しそ科のヤクヨウサルビア（セージ）［Ｓａｌｖｉａ　ｏｆｆｉｃ
ｉｎａｌｉｓ　Ｌ．］の葉を水蒸気蒸留して得られるセージ油からなるマスキング剤であ
る。
　さらに、当該セージ油をマスキング剤として含有することを特徴とする化粧料である。
　さらに、当該セージ油の含有量が、０．００１～１０質量％であることを特徴とする化
粧料である。
　さらに、当該セージ油と、不飽和基を有する油剤又は界面活性剤が０．０５質量％以上
配合されていることを特徴とする化粧料である。
　さらには、不飽和基を有する油剤又は界面活性剤に対して、当該セージ油を０．０２～
１倍量含有することを特徴とする化粧料である。
　以下、詳述する。
【発明を実施するための形態】
【０００５】
　本発明に用いられるマスキング剤は、しそ科のヤクヨウサルビア（セージ）［Ｓａｌｖ
ｉａ　ｏｆｆｉｃｉｎａｌｉｓ　Ｌ．］の葉を水蒸気蒸留して得た精油（セージ油）であ
れば特に限定されない。例えば、同じ学名で、商業的に生産されている場所の名前を用い
たダルマティアンセージ、アメリカンセージの葉を水蒸気蒸留して得られるセージ油をマ
スキング剤として用いることができる。
【０００６】
　本発明に係るセージ油は、採取したセージの葉を乾燥後、常法の水蒸気蒸留によって、
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精油成分層と水溶性成分層とを含む留液を得た後、水溶性成分を分離して得ることができ
る。精油の一部は、水相にも分散もしくは溶解しているので、有機溶剤抽出により回収し
て利用することもできる。さらに、得られたセージ油を濾過等により精製したものを用い
ても良い。
【０００７】
　本発明に係るセージ油は、化粧料に好適に用いることができ、その含有量は特に限定さ
れないが、好ましくは、０．００１～１０質量％（以下、単に「％」と記す）であり、よ
り好ましくは、０．０１～１％である。
【０００８】
　本発明に用いられるセージ油は、化粧料原料の中でも、不飽和基を有する油剤又は界面
活性剤（以下、「不飽和成分」と称する）の基材臭に対して優れたマスキング効果を発現
する。
　不飽和成分としては、不飽和基を有する炭化水素、脂肪酸、アルコール、エステル、エ
ーテル又はこれらの誘導体である油剤又は界面活性剤であれば特に限定されず、例えば、
オレイン酸、リノール酸、リノレン酸、ドコサヘキサエン酸、エイコサペンタエン酸、オ
レイルアルコール、リノレイルアルコール、リノレニルアルコール、オレイン酸エステル
、リノール酸エステル、リノレン酸エステル、オレイン酸エーテル、リノール酸エーテル
、リノレン酸エーテル等やこれらの誘導体、不飽和の脂肪酸を有する植物油としてアボカ
ド油、アルモンド油、オリーブ油、ごま油、米ぬか油、サフラワー油、大豆油、トウモロ
コシ油、ナタネ油、ヒマワリ油、ぶどう種子油、綿実油、マカデミアナッツ油、ヒマシ油
等、動物油として牛脂、馬油、ミンク油等が挙げられる。
【０００９】
　これらの不飽和成分は、化粧料中に０．０５％以上含有されていると、特有の基材臭が
感じられたり、経時的な劣化臭を生じるが、本発明に係るセージ油を配合することによっ
てマスキングすることができる。不飽和成分に対するセージ油の含有量は特に限定されな
いが、０．０２～１倍量含有することが好ましい。
【００１０】
　本発明の化粧料には、上記成分の他に、通常化粧料に用いられる成分として、例えば、
粉体、界面活性剤、油剤、油性ゲル化剤、保湿剤、高分子、酸化防止剤、紫外線吸収剤、
防腐剤、美容剤、香料等を本発明の効果を損なわない範囲で配合することができる。
【００１１】
　本発明の化粧料の用途は特に限定されず、化粧水、美容液、乳液、クリーム、パック、
クレンジング、マッサージ料等のスキンケア化粧料、ファンデーション、アイシャドウ、
アイライナー、マスカラ、口紅、下地料等のメーキャップ化粧料、ヘアクリーム、リンス
、コンディショナー、整髪料等の頭髪化粧料、サンスクリーン等の日焼け止め化粧料、洗
顔料、石鹸、シャンプー、ボディーシャンプー等の洗浄剤組成物、制汗剤等の身体用消臭
剤、香水、オーデコロン、オードトワレ等のフレグランス化粧料、浴用剤等が挙げられる
。
　また、本発明の化粧料は、香料を配合した化粧料、又は、香料を配合しない無香料化粧
料のいずれでも良い。
【実施例】
【００１２】
　次に実施例を挙げて本発明を更に説明するが、本発明はこれらによって何等限定される
ものではない。
【００１３】
（セージ油）
　しそ科のヤクヨウサルビア（セージ）［Ｓａｌｖｉａ　ｏｆｆｉｃｉｎａｌｉｓ　Ｌ．
］の乾燥葉約１２０ｋｇを水蒸気蒸留釜に詰め込み、これに水蒸気を通して精油を留出さ
せ、冷却器で濃縮した後、水溶性成分を分離して、セージ油約１ｋｇを得た。
【００１４】
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実施例１～５及び比較例１～４：クレンジングオイル
　表１に示す組成及び下記製法にてクレンジングオイルを製造し、基材臭及び劣化臭のマ
スキング効果を評価した。
　なお、実施例１及び２は参考例である。
【００１５】
【表１】

【００１６】
（製造方法）
Ａ：成分１～９を均一に混合して、クレンジングオイルを得た。
【００１７】
（評価方法）
１．基材臭のマスキング効果
　香料専門パネル１０名により、各試料の基材臭の有無を下記内容により４段階評価し、
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［評点］［内容］
４点：全く感じない。
３点：ほとんど感じない。
２点：やや感じる。
１点：明らかに感じる。
［判定基準］
◎：平均点３．５点以上
○：平均点３．０点以上３．５点未満
△：平均点２．０点以上３．０点未満
×：平均点２．０点未満
【００１８】
２．劣化臭のマスキング効果
　各試料を５℃及び５０℃の恒温槽に１ヶ月放置した後、室温にもどしたものを香料専門
パネル１０名で評価した。各試料の５℃サンプルと比較した５０℃サンプルの匂いを劣化
臭とし、その劣化臭の有無を下記内容により４段階評価して、その平均点から下記判定基
準で判定した。
［評点］［内容］
４点：全く感じない。
３点：ほとんど感じない。
２点：やや感じる。
１点：明らかに感じる。
［判定基準］
◎：平均点３．５点以上
○：平均点３．０点以上３．５点未満
△：平均点２．０点以上３．０点未満
×：平均点２．０点未満
　上記評価方法から得られた結果を、表１に併せて示す。
【００１９】
　表１の結果から明らかなように、本発明に係るセージ油をマスキング剤として含有する
クレンジングオイルは、基材臭並びに劣化臭のマスキング効果に優れていた。
【００２０】
実施例６～９及び比較例５～７：クレンジングオイル
　表２に示す組成及び下記製法にてクレンジングオイルを製造し、香料（フレッシュフロ
ーラル系の香調）を配合した場合の香調変化を評価した。
　なお、実施例６及び９は参考例である。
【００２１】
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【表２】

【００２２】
（製造方法）
　Ａ：成分１～８を均一に混合して、クレンジングオイルを得た。
【００２３】
（評価方法）
　香調変化
　香料専門パネル１０名により、化粧料香料を併用した場合の香調変化について官能評価
を行った。フレッシュフローラル系の香料を配合したものを標準品とし、それに各種のマ
スキング剤を配合した試料との香りを比較して、標準品の香調との変化度を下記内容によ
り４段階評価し、その平均点から下記判定基準で判定した。
［評点］［内容］
４点：全く変化なし。
３点：ほとんど変化なし。
２点：やや変化あり。
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１点：明らかに変化あり。
［判定基準］
◎：平均点３．５点以上
○：平均点３．０点以上３．５点未満
△：平均点２．０点以上３．０点未満
×：平均点２．０点未満
　上記評価方法により得られた結果を、表２に併せて示す。
【００２４】
　表２の結果から明らかなように、本発明に係るセージ油をマスキング剤として含有する
クレンジングオイルは、化粧品香料を併用しても香料の香調に対する影響度が少なかった
。
【００２５】
実施例１０：ジェル状マッサージオイル
　　（成分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）
　１．パルミチン酸デキストリン　　　　　　　　　　　　　　　５．０
　２．ジカプリン酸プロピレングリコール　　　　　　　　　　３４．９
　３．トリ２－エチルヘキサン酸グリセリル　　　　　　　　　２０．０
　４．オリーブ油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０．０
　５．デカメチルシクロペンタシロキサン　　　　　　　　　　　５．０
　６．トリイソステアリン酸ポリグリセリル　　　　　　　　　１０．０
　７．ジペンタエリトリット脂肪酸エステル　　　　　　　　　　５．０
８．セージ油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
【００２６】
（製造方法）
Ａ：成分１、２を６０℃にて加熱し均一に混合する。
Ｂ：成分３～７を６０℃にて加熱し均一に混合する。
Ｃ：ＡにＢを加えて均一に混合する。
Ｄ：Ｃを冷却し、常温にて成分８を加え、均一に混合してジェル状マッサージオイルを得
た。
　実施例１０は、基材臭がなく、経時的な劣化臭も感じないジェル状マッサージオイルで
あった。
【００２７】
実施例１１：化粧水
　　（成分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）
　１．セスキオレイン酸ソルビタン　　　　　　　　　　　　　　０．２
　２．セージ油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０１
　３．防腐剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
　４．エタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．０
　５．クエン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０２
　６．クエン酸ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０４
　７．濃グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．０
　８．１，３－ブチレングリコール　　　　　　　　　　　　　　５．０
　９．精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残量
【００２８】
（製造方法）
Ａ：成分１～４を均一に混合する。
Ｂ：成分５～９を均一に混合する。
Ｃ：ＢにＡを加えて均一に混合して化粧水を得た。
　実施例１１は、基材臭、及び経時的な劣化臭を感じない化粧水であった。
【００２９】
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実施例１２：クリーム
　　（成分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）
　１．ステアリン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．５
　２．ベヘニルアルコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５
　３．セタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．０
　４．モノステアリン酸グリセリル　　　　　　　　　　　　　　　０．５
　５．スクワラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８．０
　６．アボカド油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．０
　７．酢酸トコフェロール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５
　８．グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．０
　９．１，３－ブチレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　５．０
１０．防腐剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
１１．トリエタノールアミン　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．８
１２．カルボキシビニルポリマー　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
１３．精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残量
１４．アロエエキス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
１５．ヒアルロン酸ナトリウム（１％水溶液）　　　　　　　　　　３．０
１６．セージ油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０５
【００３０】
（製造方法）
Ａ：成分１～７を７０℃にて均一に混合する。
Ｂ：成分８～１３を７０℃にて均一に混合する。
Ｃ：ＢにＡを徐注入して乳化する。
Ｄ：Ｃを冷却後、成分１４～１６を加え、均一に混合してクリームを得た。
　実施例１２は、基材臭、及び経時的な劣化臭を感じさせないクリームであった。
【００３１】
実施例１３：口紅
　　（成分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）
　１．エチレンプロピレンコポリマー　　　　　　　　　　　　５．０
　２．マイクロクリスタリンワックス　　　　　　　　　　　　８．０
　３．キャンデリラロウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
　４．マカデミアナッツ油　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
　５．ヒマシ油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．０
　６．オリーブ油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６１．４
　７．酸化チタン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．０
　８．赤色２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．０
　９．黄色４号アルミニウムレーキ　　　　　　　　　　　　　０．２
１０．酸化鉄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
１１．セージ油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
１２．口紅用香料（フルーティフローラル系）　　　　　　　　０．２
【００３２】
（製造方法）
Ａ：成分１～１０を８５℃にて加熱し、均一に混合する。
Ｂ：Ａに成分１１～１２を加えて均一に混合する。
Ｃ：Ｂを脱気して容器に流し込み、冷却して口紅を得た。
　実施例１３は、基材臭及び経時的な劣化臭を全く感じさせず、口紅用香料（フルーティ
フローラル系）の良好な香りを有する口紅であった。
【００３３】
実施例１４：シャンプー
（成分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）
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　１．ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸ナトリウム　　２０．０
　　　（２Ｅ．Ｏ．；３０％水溶液）
　２．テトラデセンスルホン酸ナトリウム　　　　　　　　　　　６．０
　　　（３０％水溶液）
　３．ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液　　　　　　　　　５．０
　　　（３０％水溶液）
　４．ラウリルジメチルアミノ酢酸べタイン（３０％水溶液）　　３．０
　５．ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド　　　　　　　　　　　　５．０
　６．ジステアリン酸ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　２．０
　７．クエン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．６
　８．塩化ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５
　９．安息香酸ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５
１０．カチオン化セルロース　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５
１１．精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残量
１２．セージ油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
１３．シャンプー用香料（グリーンフローラル系）　　　　　　　０．５
【００３４】
（製造方法）
Ａ：成分１～１１を８０℃にて均一に混合する。
Ｂ：Ａを冷却後、成分１２及び１３を加え、均一に混合してシャンプーを得た。
　実施例１４は、基材臭並びに経時的な劣化臭を全く感じさせず、シャンプー用香料（グ
リーンフローラル系）の良好な香りを有するシャンプーであった。
【発明の効果】
【００３５】
　以上詳述したように、本発明に係る水蒸気蒸留して得られたセージ油からなるマスキン
グ剤は、化粧料原料に起因する基材臭や経時的な劣化臭を抑制し、且つ、香料を併用した
場合でも、当該香料の香調に影響を与えない優れた効果を有するものである。そして、該
セージ油を含有する化粧料は、基材臭や劣化臭がなく、香料を併用した場合にも当該香料
の香調が変化しないので、化粧料原料に制約されることなく、バリエーションに富んだ賦
香が可能である。
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