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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エチレン性不飽和結合を有する化合物由来の構成単位のみからなり、数平均分子量が１
．０×１０3～１．０×１０6であり、且つ少なくとも２つ以上のガラス転移点または融点
を有するブロック共重合体を含む化粧料用樹脂組成物であって、前記ブロック共重合体が
、カルボン酸基、硫酸基、リン酸基及びこれらの塩からなるアニオン性基の群から選ばれ
る少なくとも１種の親水性基を有する構成単位からなるブロックを少なくとも１つ有する
線状のＡ－Ｂ－Ａ（但し、Ａは高Ｔｇのブロックであり、Ｂは低Ｔｇのブロックである）
ブロック共重合体であり、Ａブロックが、重合後に加水分解処理によって親水化されたブ
ロックである化粧料用樹脂組成物。
【請求項２】
　前記ブロック共重合体が、下記一般式（１）～（５）のいずれかで表される構成単位を
含むブロックを少なくとも１つ有する請求項１に記載の化粧料用樹脂組成物。
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【化１】

（式中、Ｒ1は水素原子またはメチル基を表し、Ｒ2およびＲ6はそれぞれ炭素原子数１～
４の直鎖状または分岐鎖状のアルキレン基を表し、Ｒ3、Ｒ4およびＲ5はそれぞれ水素原
子、炭素原子数１～２４のアルキル基、炭素原子数６～２４のアリール基、またはこれら
の組み合わせからなる炭素原子数７～２４のアリールアルキル基もしくはアルキルアリー
ル基を表し、Ｘ1は－ＣＯＯ－、－ＣＯＮＨ－、－Ｏ－または－ＮＨ－を表す。Ａ-はアニ
オンを表し、Ｍは水素原子、アルカリ金属イオンまたはアンモニウムイオンを表す。ｍは
０または１を表し、ｎは１～５０のいずれかの整数を表す。）
【請求項３】
　前記ブロック共重合体が、エチレン性不飽和カルボン酸由来の構成単位およびエチレン
性不飽和カルボン酸エステル由来の構成単位を含む請求項１又は２に記載の化粧料用樹脂
組成物。
【請求項４】
　前記ブロック共重合体が、前記エチレン性不飽和カルボン酸由来の単位を１０～９０重
量％、およびエチレン性不飽和カルボン酸エステル由来の単位を９０～１０重量％含む請
求項３に記載の化粧料用樹脂組成物。
【請求項５】
　前記ブロック共重合体が、前記ブロック共重合体の少なくとも１つのブロックを構成し



(3) JP 4039829 B2 2008.1.30

10

20

30

40

50

ているモノマーからなるホモポリマーのガラス転移点または融点と略等しいガラス転移点
または融点を有する請求項１～４のいずれか１項に記載の化粧料用樹脂組成物。
【請求項６】
　前記ブロック共重合体を構成しているブロック単位の数平均分子量が、１０3～１０5で
ある請求項１～５のいずれか１項に記載の化粧料用樹脂組成物。
【請求項７】
　前記ブロック共重合体の重量平均分子量（Ｍｗ）と数平均分子量（Ｍｎ）の比（Ｍｗ／
Ｍｎ）が、２．５以下である請求項１～６のいずれか１項に記載の化粧料用樹脂組成物。
【請求項８】
　前記ブロック共重合体が、水および／またはアルコールに分散可能もしくは溶解可能で
ある請求項１～７のいずれか１項に記載の化粧料用樹脂組成物。
【請求項９】
　前記ブロック共重合体が、有機ハロゲン化物を開始剤とし、周期律表第８族、９族、１
０族および１１族元素から選ばれる金属を中心金属とする金属錯体を少なくとも触媒とし
て用いた制御ラジカル重合で製造されたことを特徴とする請求項１～８のいずれか１項に
記載の化粧料用樹脂組成物。
【請求項１０】
　前記ブロック共重合体が、ハロゲン化銅およびアミン化合物から得られる金属錯体を触
媒として用いた制御ラジカル重合により製造されたことを特徴とする請求項１～９のいず
れか１項に記載の化粧料用樹脂組成物。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか１項に記載の化粧料用樹脂組成物を用いたことを特徴とする
化粧料。
【請求項１２】
　髪用、皮膚用または爪用の化粧料であることを特徴とする請求項１１に記載の化粧料。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ブロック共重合体を含有する化粧料用樹脂組成物およびそれを用いた化粧料に
関し、より詳細には、骨格中に異なる２つ以上の特性を有する重合体単位がブロック的に
導入されたブロック共重合体を含有する化粧料用樹脂組成物およびこれを用いた化粧料に
関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、皮膚用、爪用および毛髪用の化粧料として、皮膜形成性を有する樹脂を利用したも
のが知られている。例えば、皮膚用または爪用としては、化粧持ちを改良するため、皮膚
または爪の保護のため、あるいは皮膚または爪への着色その他の装飾を目的とする化粧料
に皮膜形成性を有する樹脂が利用されている。また毛髪用の化粧料としては、毛髪への親
和性および毛髪間の接着性によるスタイリングの保持を目的として皮膜形成性を有する樹
脂が利用されている。例えば、毛髪用化粧料用樹脂としては、ノニオン系、アニオン系、
カチオン系および両性系の樹脂が、従来使用されている。ノニオン系樹脂としてはポリビ
ニルメチルエーテル、ポリビニルピロリドンなどが使用されているが、ポリビニリピロリ
ドンは湿度条件の影響を受けやすく、従って、これを利用した毛髪化粧料によって形成さ
れた皮膜も、湿度条件の影響を受けやすいという問題がある。即ち、吸湿前の皮膜は硬く
てフレーキング現象を起こしやすいのに対し、高温多湿時には非常に柔軟となってブロッ
キング現象を起こし、毛髪が互いに固着して、くし入れおよびブラッシングが困難になる
傾向がある。ポリビニルメチルエーテルにおいては、このような湿度による影響が更に著
しい。
【０００３】
アニオン系樹脂としては、アニオン性基であるカルボン酸を有するビニルカルボン酸（例
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えばアクリル酸、メタクリル酸等）と、スチレンまたはアクリル酸アルキルエステル等と
の共重合体が挙げられる。このアニオン系樹脂はノニオン系樹脂とは異なり、湿度による
影響は受け難いが、頭髪と同じアニオン性であるため頭髪に対する親和性が弱い。また、
一般にアニオン系樹脂の皮膜は硬く、整髪効果は高いが、その一方で、もろく、フレーキ
ング現象が起こリ易いという問題がある。更に、アニオン性であることによりカチオン性
物質の添加は制限され、洗髪時のリンス剤（カチオン性）等による固化現象も懸念される
。カチオン性樹脂は頭髪に対する親和性は前二者よりも大であるが、ノニオン系樹脂と同
様に湿度による影響を受けやすい。また、カチオン性であることによる毒性や皮膚刺激性
が懸念されるとともに、アニオン系物質の添加が制限され、洗髪時のシャンプー（アニオ
ン性）による固化現象も懸念される。
【０００４】
また、洗髪により容易に除去し得ること、毛髪用化粧料の調製時に水で希釈し易いことお
よび環境問題の点からアルコールフリーの毛髪用化粧料が求められつつあることなどの理
由から、使用される樹脂は水溶性であることが好ましい。しかし一般に、樹脂の水溶性を
上げるとセット力が低下するという問題がある。これらアニオン系樹脂、カチオン系樹脂
およびノニオン系樹脂を含有する毛髪用化粧料の欠点を改良するものとして、カルボキシ
ベタインやアミンオキサイド基を親水基とする共重合体である両性イオンポリマーを用い
た化粧料が提案されている（特開昭５１－９７３２号公報、特開昭５５－１０４２０９号
公報、特開平１０－７２３２３号公報等）。しかしこの両性イオンポリマーは、各種化粧
用基材との相溶性が充分でないなどの問題がある。
【０００５】
以上の様な汎用イオン性樹脂はそれぞれの特徴を生かしつつ、毛髪への親和性や皮膜形成
能、毛髪間の接着性によりスタイリングを保持する役割を果たしてきた。しかしこれら汎
用イオン性樹脂を利用したスタイリング剤は、吸湿時のべたつき、および乾燥時のごわつ
きなどの問題点を有する。そのため、実際の処方系では、少量の油剤等をポリマーに加え
ることで感触の改善を図っている。油剤の添加はポリマー性能の低下を引き起こし、その
結果、本来の高いセット力の保持が困難となる。これを解決する一つの手段として、セッ
ト性および良感触性といった複数の性能を保持しつつ、洗髪時の洗浄容易性を有する新し
いポリマーの開発が要望されている。このような背景を踏まえ、近年、ランダム共重合体
主鎖に水溶性グラフト鎖を有する水もしくはアルコールに可溶または分散性の熱可塑性エ
ラストマーの検討がなされてきたが、吸湿時のべたつきを生じ、化粧料用樹脂組成物とし
ての十分な樹脂弾性能を得るには至っていない（特表平８－５１２０８３号公報、特開平
１１－１８１０２９号公報）。
【０００６】
ところで、熱可塑性エラストマー性共重合体は周知であり、代表的なものとしてスチレン
－ブタジエン共重合体、スチレン－イソプレン共重合体、およびこれらの水添重合体（そ
れぞれ、スチレン－エチレン－ブチレン共重合体、スチレン－エチレン－プロピレン共重
合体と呼ばれる）が広く使用されている。これらのブロック共重合体は、共重合体に溶解
性および強度を付与する熱可塑性樹脂的性質と、共重合体に柔軟性および形状保持性を付
与するゴム様弾性質とをともに有する。また、これらのブロック共重合体は、種々の汎用
熱可塑性樹脂の相溶化剤として使用し得ることが知られている。しかしながら、ほとんど
の熱可塑性エラストマー性共重合体は、水および／またはアルコール系溶媒に、通常、不
溶であるかまたは難溶であり、化粧料用樹脂組成物に適さない。前記性質を有するととも
に、水および／またはアルコールに対する溶解性を有する熱可塑性エラストマー性共重合
体を提供できれば、改善された化粧料用樹脂組成物を開発する上で有用である。また、上
記のような水溶性熱可塑性エラストマーを汎用樹脂の相溶化剤として用いることで、従来
では不可能だったポリマーブレンド（アニオン樹脂とカチオン樹脂の併用等）の可能性も
期待される。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
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この様に、従来の毛髪セット剤用の汎用樹脂においては、樹脂単独では高いセット性と良
感触性等の要求される複数の性能を得ることができず、実際には各種樹脂の併用系および
油剤などの添加により性能を維持し使用してきた。しかし、これらの油剤添加は本来の樹
脂性能の低下を導くという問題を抱えている。
【０００８】
本発明は前記諸問題に鑑みなされたものであって、２以上の性質を兼ね備えた樹脂を用い
ることによって、化粧料に要求される複数の性能を同時に満足させることが可能な化粧料
用樹脂組成物および化粧料を提供することを課題とする。また、本発明は、毛髪、皮膚ま
たは爪に対して皮膜形成性に優れるとともに、ゴム弾性によるしなやかさを有し、皮膜形
成によるべたつき感および違和感を与えない使用感に優れた化粧料また該化粧料を作製可
能な化粧料用樹脂組成物を提供することを課題とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明者は上記問題を解決するため種々の検討を重ねた結果、特定の物性を示すブロック
共重合体は、例えば、皮膜の柔軟性および皮膜の形状維持性といった、化粧料用樹脂に要
求される互いに相反する特性を示し得ること、さらにこれらの要求を満たしつつ、親水性
といった、化粧料を調製する上でもしくは環境上要求される性能をも有するとの知見を得
、さらに検討を重ねて本発明を完成した。即ち、本発明の化粧料用樹脂は、エチレン性不
飽和結合を有する化合物由来の構成単位を有し、数平均分子量が１．０×１０3～１．０
×１０6であり、且つ少なくとも２つ以上のガラス転移点または融点を有するブロック共
重合体を含むことを特徴とする。前記ブロック共重合体は、ジブロック共重合体、トリブ
ロック共重合体およびマルチブロック共重合体のいずれであってもよい。
【００１０】
本発明の好ましい態様として、前記ブロック共重合体が親水性基を有する構成単位からな
るブロックを少なくとも１つ有する上記化粧料用樹脂組成物が提供される。前記親水性基
は、アニオン性基、カチオン性基、ノニオン性基、両イオン性基および分極性基のいずれ
であってもよい。本発明のより好ましい態様として、前記親水性基が、カルボン酸基、硫
酸基、リン酸基およびこれらの塩からなるアニオン性基の群、アミノ基（四級化アンモニ
ウム塩基を含む）、ピリジル基およびこれらの塩からなるカチオン性基の群、水酸基、ア
ルコキシ基、エポキシ基、アミド基およびシアノ基からなるノニオン性基の群、カルボキ
シベタイン基からなる両イオン性基の群、ならびにアミンオキサイド基からなる分極性基
の群から選ばれる少なくとも１種である前記化粧料用樹脂組成物が提供される。
【００１１】
また、本発明の好ましい態様として、前記ブロック共重合体が、下記一般式（１）～（５
）のいずれかで表される構成単位を含むブロックを少なくとも１つ有する上記化粧料用樹
脂組成物が提供される。
【００１２】
【化２】
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【００１３】
式中、Ｒ1は水素原子またはメチル基を表し、Ｒ2およびＲ6はそれぞれ炭素原子数１～４
の直鎖状または分岐鎖状のアルキレン基を表し、Ｒ3、Ｒ4およびＲ5はそれぞれ水素原子
、炭素原子数１～２４のアルキル基、炭素原子数６～２４のアリール基、またはこれらの
組み合わせからなる炭素原子数７～２４のアリールアルキル基もしくはアルキルアリール
基を表し、Ｘ1は－ＣＯＯ－、－ＣＯＮＨ－、－Ｏ－または－ＮＨ－を表す。Ａ-はアニオ
ンを表し、Ｍは水素原子、アルカリ金属イオンまたはアンモニウムイオンを表す。ｍは０
または１を表し、ｎは１～５０のいずれかの整数を表す。
【００１４】
本発明の好ましい態様として、前記ブロック共重合体が、エチレン性不飽和カルボン酸由
来の構成単位およびエチレン性不飽和カルボン酸エステル由来の構成単位を含む上記化粧
料用樹脂組成物；前記ブロック共重合体が、前記エチレン性不飽和カルボン酸由来の単位
を１０～９０重量％、およびエチレン性不飽和カルボン酸エステル由来の単位を９０～１
０重量％含む上記化粧料用樹脂組成物；および前記ブロック共重合体が、前記ブロック共
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重合体の少なくとも１つのブロックを構成しているモノマーからなるホモポリマーのガラ
ス転移点または融点と略等しいガラス転移点または融点を有する上記化粧料用樹脂組成物
；が提供される。
なお、本明細書において「略等しい」とは完全に同一である場合および測定誤差の許容範
囲で同一である場合以外にも、両者の差が１０℃以下の範囲内である場合も含まれる。
【００１５】
本発明の好ましい態様として、前記ブロック共重合体を構成している少なくとも１つのブ
ロックが、重合後の後処理により形成されたブロックである上記化粧料用樹脂組成物；前
記ブロック共重合体を構成しているブロック単位の数平均分子量が１０3～１０5である上
記化粧料用樹脂組成物；前記ブロック共重合体の重量平均分子量（Ｍｗ）と数平均分子量
（Ｍｎ）の比（Ｍｗ／Ｍｎ）が２．５以下である上記化粧料用樹脂組成物；が提供される
。
なお、前記後処理には、窒素の四級化処理、アミンオキシド化処理およびエステル結合の
加水分解処理等が含まれる。
【００１６】
本発明の好ましい態様として、前記ブロック共重合体は、水および／またはアルコールに
分散可能もしくは溶解可能である上記化粧料用樹脂組成物；前記ブロック共重合体が、５
０ＭＰａ以上（より好ましくは１００ＭＰａ以上）のヤング率を有し、且つ１５０％以上
（より好ましくは２００％以上）の伸び率を有する被膜を形成可能である上記化粧料用樹
脂組成物；前記ブロック共重合体が、前記ブロック共重合体の少なくとも１つのブロック
を構成しているモノマーからなるホモポリマーのガラス転移点または融点と略等しいガラ
ス転移点または融点を有する上記化粧料用樹脂組成物；が提供される。
【００１７】
本発明の好ましい態様として、前記ブロック共重合体が、制御ラジカル重合により製造さ
れたことを特徴とする上記化粧料用樹脂；前記ブロック共重合が、有機ハロゲン化物を開
始剤とし、周期律表第８族、９族、１０族および１１族元素から選ばれる金属を中心金属
とする金属錯体を少なくとも触媒として用いた制御ラジカル重合で製造されたことを特徴
とする上記化粧料用樹脂組成物；前記ブロック共重合体は、ハロゲン化銅およびアミン化
合物から得られる金属錯体を触媒として用いた制御ラジカル重合により製造されたことを
特徴とする上記化粧料用樹脂組成物；前記ブロック共重合体は、エチレン性不飽和結合を
有する第１の化合物のホモポリマーからなる高分子開始剤を用いてエチレン性不飽和結合
を有する第２の化合物を重合し、前記第１の化合物由来の構成単位からなる第１のブロッ
クと前記第２の化合物由来の構成単位からなる第２のブロックとを含む共重合体を製造す
る重合工程と、前記第１および／または第２のブロックを後処理して第３のブロックを生
成する後処理工程とから製造されたブロック共重体であることを特徴とする上記化粧料用
樹脂組成物；が提供される。
【００１８】
別の観点から、上記化粧料用樹脂組成物を用いたことを特徴とする化粧料；毛髪用、爪用
、皮膚用であることを特徴とする前記化粧料；が提供される。
【００１９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明をより詳細に説明する。なお、本明細書において「～」はその前後に記載さ
れる数値をそれぞれ最小値および最大値として含む範囲を示す。
【００２０】
本発明の化粧料用樹脂組成物は、ブロック共重合体を含有する。前記ブロック共重合体は
、エチレン性不飽和結合を有する化合物由来の構成単位を有する数平均分子量が１．０×
１０3～１．０×１０6の共重合体である。ブロック共重合体の数平均分子量が１．０×１
０6を超えると、溶液粘度が高くなる等、化粧料としての使用に際して問題を生じること
がある。一方、数平均分子量が１．０×１０3未満であると、皮膜形成能が低下するため
、化粧料の用途に供した際に充分な性能が得られないという問題がある。前記ブロック共
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重合体の重量平均分子量の好ましい範囲は、用途によって異なるが、毛髪用化粧料、特に
毛髪セット剤としての用途に供する場合は５．０×１０3～３．０×１０5が好ましく、コ
ンディショニング機能付与剤の用途に供する場合は２．０×１０4～１．５×１０5が好ま
しい。また皮膚用および爪用の化粧料の用途に供する場合は、１．０×１０4～５×１０5

が好ましく、２．０×１０4～１．０×１０6がより好ましい。
【００２１】
前記ブロック共重合体のゲルパーミエーションクロマトグラフィーで測定した重量平均分
子量（Ｍｗ）と数平均分子量（Ｍｎ）の比（Ｍｗ／Ｍｎ）については、特に制限はないが
、２．５以下であるのが好ましく、２．０以下であるのがより好ましく、１．８以下であ
るのがさらに好ましく、１．５以下であるのが特に好ましい。Ｍｗ／Ｍｎが２．５を越え
るとブロック共重合体の均一性が低下する傾向がある。後述する制御ラジカル重合法を利
用することによって、Ｍｗ／Ｍｎが小さい、均一なブロック共重合体が得られる。
【００２２】
前記ブロック共重合体の各ブロック組成の数平均分子量については、特に制限はないが、
１．０×１０3～１．０×１０5が好ましく、５．０×１０3～１．０×１０5がより好まし
い。数平均分子量が１．０×１０3より小さいと粘度が過度に低下する傾向があり、一方
、数平均分子量が１．０×１０5より大きいと粘度が過度に高くなる傾向があるため、必
要とする樹脂性能に応じて、前記範囲内に設定されるのが好ましい。
【００２３】
本発明のブロック共重合体、２以上のガラス転移点または融点を有する。２つのガラス転
移点のうち、高温度側のものとしては、２５℃以上が好ましく、４０℃以上がより好まし
く、５０℃以上がさらに好ましい。２つのガラス転移点のうち、低温度側のものとしては
、２５℃未満が好ましく、０℃以下がより好ましく、－２０℃以下がさらに好ましい。融
点はいずれも室温付近あるいはそれ以上であるのが好ましい。前記ブロック共重合体は、
各ブロックに由来するガラス転移点または融点を有しているのが好ましく、即ち、前記ブ
ロック共重合体の１つのブロックを構成しているモノマーからなるホモポリマーのガラス
転移点または融点と略等しいガラス転移点または融点を有しているのが好ましい。例えば
、Ａ－Ｂ型ブロック共重合体の態様では、２つのガラス転移点または融点を有し、それぞ
れのガラス転移点または融点が、ＡおよびＢのホモポリマーが各々有するガラス転移点ま
たは融点と略等しいのが好ましい。また、Ａ－Ｂ－Ｃ型ブロック共重合体の態様では、３
つのガラス転移点または融点を有し、それぞれのガラス転移点または融点が、Ａ、Ｂおよ
びＣのホモポリマーが各々有するガラス転移点または融点と略等しいのが好ましい。
【００２４】
ガラス転移点（Ｔｇ）および融点（Ｔｍ）とは、ポリマーまたはその一部が、脆性物質も
しくは固体からゴム様物質もしくは液体へ転移する温度をいう。例えば、示差走査熱量測
定（ＤＳＣ）法によって測定できる。ポリマーのガラス転移現象はＩｎｔｒｏｄｕｃｔｉ
ｏｎ　ｔｏ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ：　Ａｎ
　ＳＰＥ　Ｔｅｘｔｂｏｏｋ（ｅｄｓ．　Ｈ．　Ｓ．　Ｋａｕｆｍａｎ　およびＪ．Ｊ．
　Ｆａｌｃｅｔｔａ），　（Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　＆　Ｓｏｎｓ：１９７７）に記載さ
れている。
【００２５】
前記ブロック共重合体が親水性基を有するブロックを少なくとも一つ有していると、例え
ば、毛髪用化粧料に利用した場合に、洗髪により容易に除去可能な良洗髪性の化粧料とな
るので好ましい。また、親水性基を有するブロックがあると、種々の形態の化粧料に配合
可能となるので好ましい。親水性基としては、アニオン性基、カチオン性基、ノニオン性
基および両イオン性基のいずれであってもよい。アニオン性基としては、カルボン酸基、
硫酸基、リン酸基およびこれらの塩等；カチオン性基としては、アミノ基（四級アンモニ
ウム基を含む）、ピリジル基およびこれらの塩等；ノニオン性基としては、水酸基、アル
コキシ基、エポキシ基、アミド基およびシアノ基等；および両イオン性基としては、カル
ボキシベタイン基、スルホベタイン基、ホスホベタイン基等；および分極性基としてはア
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ミンオキサイド基等；が挙げられる。これらの親水性基は、元々親水性基を有するモノマ
ーを重合することによって、または共重合体を製造した後、該共重合体に加水分解処理な
どの後処理を施すことによって、ブロック共重合体中に導入することができる。
なお、本明細書において分極性基とは、明確なイオン性基ではなく、イオン性と共有結合
性とを併用しつつ、電子分布に偏りがあるような基をいう。
【００２６】
前記ブロック共重合体は、エチレン性不飽和結合を有する化合物由来の構成単位を有する
。上述した様に、該ブロック共重合体の少なくとも１つのブロックは親水性基を有するの
が好ましい。親水性基を有する構成単位としては、下記一般式（１）～（５）のいずれか
で表される構成単位が好ましい。
【００２７】
【化３】

【００２８】
式中、Ｒ1は水素原子またはメチル基を表し、Ｒ2およびＲ6はそれぞれ炭素原子数１～４
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の直鎖状または分岐鎖状のアルキレン基を表し、Ｒ3、Ｒ4およびＲ5はそれぞれ炭素原子
数１～２４のアルキル基、炭素原子数６～２４のアリール基、またはこれらの組み合わせ
からなる炭素原子数７～２４のアリールアルキル基もしくはアルキルアリール基を表し、
Ｘ1は－ＣＯＯ－、－ＣＯＮＨ－、－Ｏ－または－ＮＨ－を表す。Ａ-はアニオンを表し、
Ｍは水素原子、アルカリ金属イオンまたはアンモニウムイオンを表す。ｍは０または１を
表し、ｎは１～５０のいずれかの整数を表す。
【００２９】
Ｒ3、Ｒ4およびＲ5がそれぞれ表す炭素原子数１～２４のアルキル基には、直鎖状、分岐
鎖状および環状のアルキル基のいずれも含まれる。Ｒ3、Ｒ4およびＲ5がそれぞれ表すア
リールアルキル基のアルキル基部分、およびアルキルアリール基のアルキル基部分につい
ても同様である。
【００３０】
Ａ-で表されるアニオンとしては、酸のアニオン性基が挙げられ、例えば、ハロゲンイオ
ン、硫酸イオン、ＣＯＯ-等が挙げられる。Ｍで表されるアルカリ金属イオンとしては、
Ｎａ+およびＫ+が挙げられる。また、Ｍで表されるアンモニウムイオンにはアンモニアか
ら誘導されるＮＨ4

+の他、メチルアミン、ジメチルアミン、トリメチルアミン、エチルア
ミン、ジエチルアミン、トリエチルアミン、ｎ－プロピルアミン、ｎ－ブチルアミン、ア
リルアミン、エチレンジアミン、モルホリン、ピリジン等の揮発性アミン；モノ－、ジ－
もしくはトリエタノールアミン、モノ－、ジ－もしくはトリイソパノールアミン、アミノ
エチルプロパノール、アミノエチルプロパンジオール、リジン等の非揮発性アミン；等の
アミン類から誘導されるアルキルアンモニウムイオンも含まれる。
【００３１】
前記一般式（１）～（５）のいずれかで表される構成単位を含むブロックは、前記一般式
（１）～（５）で表される構成単位に対応する二重結合含有化合物をモノマーとして用い
て重合することによって製造できる。また、前記一般式（１）～（５）で表される構成単
位に対応する化合物をモノマーとして用いない場合であっても、他のモノマーを用いて重
合した後、生成したブロックを加水分解等の後処理を施すことによって製造できる。例え
ば、前記一般式（１）で表される構成単位からなるブロックを有するブロック共重合体は
、（メタ）アクリル酸エステルを共重合モノマーとして用い、該モノマーからなるブロッ
クを有する共重合体を合成した後、該ブロックを加水分解することによって、製造するこ
ともできる。前記ブロック共重合体は、前記一般式（１）～（５）のいずれかで表される
構成単位からなるブロックを２種以上有するブロック共重合体であってもよい。
【００３２】
以下に、前記ブロック共重合を構成可能なエチレン性不飽和結合を有する化合物例（前記
一般式（１）～（５）で表される単位を形成可能な化合物例も含む）を挙げるが、本発明
は以下の具体例によってなんら制限されるものではない。
ノニオン性の単量体の例として、不飽和アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル
酸－ｎ－プロピル、アクリル酸イソプロピル、アクリル酸－ｎ－ブチル、アクリル酸イソ
ブチル、アクリル酸－ｔ－ブチル、アクリル酸－ｎ－ペンチル、アクリル酸－ｎ－ヘキシ
ル、アクリル酸シクロヘキシル、アクリル酸－ｎ－ヘプチル、アクリル酸－ｎ－オクチル
、アクリル酸－２－エチルヘキシル、アクリル酸ノニル、アクリル酸デシル、アクリル酸
ドデシル、アクリル酸フェニル、アクリル酸トルイル、アクリル酸ベンジル、アクリル酸
イソボルニル、アクリル酸－２－メトキシエチル、アクリル酸－３－メトキシブチル、ア
クリル酸－２－ヒドロキシエチル、アクリル酸－２－ヒドロキシプロピル、アクリル酸ス
テアリル、アクリル酸グリシジル、アクリル酸２－アミノエチル、γ－（メタクリロイル
オキシプロピル）トリメトキシシラン、γ－（メタクリロイルオキシプロピル）ジメトキ
シメチルシラン、アクリル酸のエチレンオキサイド付加物、アクリル酸トリフルオロメチ
ルメチル、アクリル酸２－トリフルオロメチルエチル、アクリル酸－２－パーフルオロエ
チルエチル、アクリル酸２－パーフルオロエチル－２－パーフルオロブチルエチル、アク
リル酸２－パーフルオロエチル、アクリル酸パーフルオロメチル、アクリル酸ジパーフル
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オロメチルメチル、アクリル酸－２－パーフルオロメチル－２－パーフルオロエチルメチ
ル、アクリル酸－２－パーフルオロヘキシルエチル、アクリル酸２－パーフルオロデシル
エチル、アクリル酸－２－パーフルオロヘキサデシルエチルなどのアクリル酸エステル；
スチレン、α－メチルスチレン、ｐ－メチルスチレン、ｐ－メトキシスチレンなどの芳香
族アルケニル化合物；アクリロニトリル、メタクリロニトリルなどのシアン化ビニル化合
物；
【００３３】
ブタジエン、イソプレンなどの共役ジエン系化合物；塩化ビニル、塩化ビニリデン、パー
フルオロエチレン、パーフルオロプロピレン、フッ化ビニリデンなどのハロゲン含有不飽
和化合物；ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシランなどのケイ素含有不飽
和化合物；無水マレイン酸、マレイン酸、マレイン酸のモノアルキルエステルおよびジア
ルキルエステル、フマル酸、フマル酸のモノアルキルエステルおよびジアルキルエステル
などの不飽和ジカルボン酸化合物；酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、ピバリン酸ビニル
、安息香酸ビニル、桂皮酸ビニルなどのビニルエステル化合物；マレイミド、メチルマレ
イミド、エチルマレイミド、プロピルマレイミド、ブチルマレイミド、ヘキシルマレイミ
ド、オクチルマレイミド、ドデシルマレイミド、ステアリルマレイミド、フェニルマレイ
ミド、シクロヘキシルマレイミドなどのマレイミド系化合物；メタアクリル酸メチル、メ
タアクリル酸エチル、メタアクリル酸－ｎ－プロピル、メタアクリル酸イソプロピル、メ
タアクリル酸－ｎ－ブチル、メタアクリル酸イソブチル、メタアクリル酸－ｔｅｒｔ－ブ
チル、メタアクリル酸－ｎ－ペンチル、メタアクリル酸－ｎ－ヘキシル、メタアクリル酸
シクロヘキシル、メタアクリル酸－ｎ－ヘプチル、メタアクリル酸－ｎ－オクチル、メタ
アクリル酸－２－エチルヘキシル、メタアクリル酸ノニル、メタアクリル酸デシル、メタ
アクリル酸ドデシル、メタアクリル酸フェニル、メタアクリル酸トルイル、メタアクリル
酸ベンジル、メタアクリル酸イソボルニル、メタアクリル酸－２－メトキシエチル、メタ
アクリル酸－３－メトキシブチル、メタアクリル酸－２－ヒドロキシエチル、メタアクリ
ル酸－２－ヒドロキシプロピル、メタアクリル酸ステアリル、メタアクリル酸グリシジル
、メタアクリル酸２－アミノエチル、γ－（メタクリロイルオキシプロピル）トリメトキ
シシラン、γ－（メタクリロイルオキシプロピル）ジメトキシメチルシラン、メタアクリ
ル酸のエチレンオキサイド付加物、メタアクリル酸トリフルオロメチルメチル、メタアク
リル酸－２－トリフルオロメチルエチル、メタアクリル酸－２－パーフルオロエチルエチ
ル、メタアクリル酸－２－パーフルオロエチル－２－パーフルオロブチルエチル、メタア
クリル酸－２－パーフルオロエチル、メタアクリル酸パーフルオロメチル、メタアクリル
酸ジパーフルオロメチルメチル、メタアクリル酸－２－パーフルオロメチル－２－パーフ
ルオロエチルメチル、メタアクリル酸－２－パーフルオロヘキシルエチル、メタアクリル
酸－２－パーフルオロデシルエチル、メタアクリル酸－２－パーフルオロヘキサデシルエ
チルなどのメタクリル酸エステル；
【００３４】
ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、ポリエチレングリコール（メタ）アクリレート
、メトキシポリ（エチレングリコール／プロピレングリコール）モノ（メタ）アクリレー
ト、ポリエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、Ｎ－ポリアルキレンオキシ（メタ
）アクリルアミド等の（メタ）アクリル酸または（メタ）アクリルアミドと炭素数２～４
のアルキレンオキシドとから誘導されるモノマー；Ｎ－シクロヘキシルマレイミド、Ｎ－
フェニルマレイミド、Ｎ－ビニルピロリドン、Ｎ－（メタ）アクリロイルモルフォリン、
アクリルアミド等の親水性ノニオン性モノマー；などが挙げられる。
【００３５】
アニオン性の単量体の例として、（メタ）アクリル酸、マレイン酸、無水マレイン酸、イ
タコン酸、フマル酸、クロトン酸等の不飽和カルボン酸化合物；不飽和多塩基酸無水物（
例えば無水コハク酸、無水フタル酸等）と、ヒドロキシル基含有（メタ）アクリレート（
例えばヒドロキシエチル（メタ）アクリレート等）とのハーフエステル化合物；スチレン
スルホン酸、スルホエチル（メタ）アクリレート等のスルホン酸基を有する化合物；アシ
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ッドホスホオキシエチル（メタ）アクリレート等のリン酸基を有する化合物；等が挙げら
れる。これらのアニオン性不飽和単量体は、酸のままもしくは部分中和または完全中和し
て使用することができ、または酸のまま共重合に供してから部分中和または完全中和する
こともできる。中和に使用する塩基物としては例えば水酸化カリウム、水酸化ナトリウム
等のアルカリ金属水酸化物、アンモニア水、モノ、ジ、トリエタノールアミン、トリメチ
ルアミン等のアミン化合物がある。
【００３６】
カチオン性単量体の例として、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチル（メタ）アクリレート、Ｎ
，Ｎ－ジエチルアミノエチル（メタ）アクリレート、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノプロピル（
メタ）アクリレート、Ｎ，Ｎ－ジエチルアミノプロピル（メタ）アクリレート、Ｎ，Ｎ－
ジメチルアミノエチル（メタ）アクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジエチルアミノエチル（メタ）
アクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノプロピル（メタ）アクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジ
エチルアミノプロピル（メタ）アクリルアミド、ｐ－ジメチルアミノメチルスチレン、ｐ
－ジメチルアミノエチルスチレン、ｐ－ジエチルアミノメチルスチレン、ｐ－ジエチルア
ミノエチルスチレン等を、カチオン化剤（例えば、塩化メチル、臭化メチル、ヨウ化メチ
ル等のハロゲン化アルキル類、ジメチル硫酸等のジアルキル硫酸類、Ｎ－（３－クロロ－
２－ヒドロキシプロピル）－Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルアンモニウムクロリド等の第３級ア
ミン鉱酸塩のエピクロルヒドリン付加物、塩酸、臭化水素酸、硫酸、リン酸等の無機塩、
ギ酸、酢酸、プロピオン酸等のカルボン酸等）でカチオン化したカチオン性単量体が挙げ
られる。
【００３７】
両イオン性単量体の具体例としては、前述のカチオン性単量体前駆体の具体例に、ハロ酢
酸ナトリウムもしくはカリウム等の変性化剤を作用させることによって得られる化合物が
挙げられる。また、分極性単量体の具体例としては、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチル（メ
タ）アクリレート、Ｎ，Ｎ－ジエチルアミノエチル（メタ）アクリレート、Ｎ，Ｎ－ジメ
チルアミノプロピル（メタ）アクリレート、Ｎ，Ｎ－ジエチルアミノプロピル（メタ）ア
クリレート、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチル（メタ）アクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジエチル
アミノエチル（メタ）アクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノプロピル（メタ）アクリ
ルアミド、Ｎ，Ｎ－ジエチルアミノプロピル（メタ）アクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチル
アミノプロピオン酸ビニル、ｐ－ジメチルアミノメチルスチレン、ｐ－ジメチルアミノエ
チルスチレン、ｐ－ジエチルアミノメチルスチレン、ｐ－ジエチルアミノエチルスチレン
等のアミンオキシド化物；等が挙げられる。これらの単量体は単独でまたはこれらの２種
以上を組み合わせて用いられる。
【００３８】
これらの中でも、工業的に入手しやすい点で、アクリル酸エステル、メタアクリル酸エス
テル、芳香族アルケニル化合物、シアン化ビニル化合物、共役ジエン系化合物またはハロ
ゲン含有不飽和化合物を用いるのが好ましい。
【００３９】
前記ブロック共重合体の好ましい態様として、エチレン性不飽和カルボン酸単位からなる
ブロックと、エチレン性不飽和カルボン酸エステル単位からなるブロックとを各々少なく
とも１種含むブロック共重合体が挙げられる。エチレン性不飽和カルボン酸単位としては
、高Ｔｇを有し且つ親水性を示すモノマー由来の単位が好ましく、例えば、アクリル酸、
メタアクリル酸由来の単位が好ましい。一方、エチレン性不飽和カルボン酸エステル単位
としては、低Ｔｇで且つ疎水性を示すモノマー由来の単位が好ましく、例えば、アクリル
酸エステル、メタアクリル酸エステル由来の単位が好ましい。ポリマーを構成するエチレ
ン性不飽和カルボン酸ブロックとエチレン性不飽和カルボン酸エステルブロックとの組成
比は、前者が１０～９０重量％、後者が９０～１０重量％であるのが好ましく、より好ま
しくは前者が１５～８０重量％、後者が８０～１５重量％であり、さらに好ましくは前者
が２０～５０重量％、後者が８０～５０重量％である。エチレン性不飽和カルボン酸ブロ
ックの割合が１０重量％より少ないと、ブロック共重合体が水に対して不溶性になる傾向
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があり、エチレン性不飽和カルボン酸エステルブロックの割合が１０重量％より少ないと
皮膜形成性が悪くなる傾向があり、樹脂のゴム弾性が著しく低下する。
なお、本明細書において「化合物由来の構成単位」とは、該化合物をモノマーとして重合
を行った結果形成された構成単位のみならず、前述した様に、加水分解等の後処理を施し
た結果生成した、構造上該化合物に由来する構成単位も含まれる。
【００４０】
前記ブロック共重合体は、ジブロック共重合体、トリブロック共重合体またはマルチブロ
ック共重合体のいずれの態様であってもよい。例えば、前記ブロック共重合体がハードブ
ロックＡ（高Ｔｇのブロック）とソフトブロックＢ（低Ｔｇのブロック）とを有する場合
、Ａ－Ｂ型のジブロック共重合体、Ａ－Ｂ－Ａ型のトリブロック共重合体、Ｂ－Ａ－Ｂ型
のトリブロック共重合体、（Ａ－Ｂ）n型のマルチブロック共重合体等が挙げられる。こ
れらの中でも、樹脂にゴム弾性を付与するにはＡ－Ｂ－Ａ型のトリブロック共重合体、（
Ａ－Ｂ）n型のマルチブロック共重合体、またはこれらの混合物が好ましい。
【００４１】
前記ブロック共重合体の構造は、線状ブロック共重合体または分岐状（星状）ブロック共
重合体であり、これらの混合物であってもよい。このようなブロック共重合体の構造は、
必要特性に応じて使い分ければよい。
【００４２】
前記ブロック共重合体は、水および／またはアルコールに分散可能もしくは溶解可能であ
るのが好ましい。前記ブロック共重合体の水溶性（もしくはアルコール可溶性）は、該ブ
ロック共重合体１重量部と脱イオン水および／またはエタノール混合溶液９９重量部とを
６０℃、２時間加熱撹拌し、冷却後１日室温に放置した後、水溶液が沈殿を形成すること
なく均一であり、６５５ｎｍにおける透過率が７０％以上であることによリ確認できる。
また、「分散可能」とは、水および／またはアルコール中に前記共重合体の微粒子が沈殿
せずに分散し、乳濁液状もしくはラテックス状になることを意味する。
【００４３】
前記ブロック共重合体は、５０ＭＰａ以上のヤング率を有し、且つ１５０％以上の伸び率
を有する被膜を形成可能であるのが好ましく、１００ＭＰａ以上のヤング率を有し、且つ
２００％以上の伸び率を有する被膜を形成可能であるのがより好ましい。ヤング率および
伸び率は、ＪＩＳ　Ｋ７１６１に基づくフィルム引張試験により測定できる。前記ブロッ
ク共重合体が前記範囲のヤング率および伸び率の皮膜を形成可能であると、本発明の化粧
料用樹脂組成物を毛髪用化粧料に利用した場合に、セット力が良好であるとともに、手触
りに優れた毛髪用化粧料となるので好ましい。
【００４４】
前記ブロック共重合体を製造する方法については、特に制限されないが、制御重合を利用
して製造するのが好ましい。前記制御重合としては、リビングアニオン重合や連鎖移動剤
を用いるラジカル重合、近年開発されたリビングラジカル重合が挙げられるが、中でも、
制御ラジカル重合の一種であるリビングラジカル重合を利用すると、製造されるブロック
共重合体の分子量および構造を容易に制御できるので好ましい。
【００４５】
リビングラジカル重合とは、重合末端の活性が失われることなく維持されるラジカル重合
をいう。リビング重合とは狭義には、末端が常に活性を持ち続ける重合のことをいうが、
一般的には、末端が不活性化されたものと活性化されたものが平衡状態にある擬リビング
重合も含まれる意味で用いられ、本明細書でも後者の意味で用いる。リビングラジカル重
合は近年様々なグループで積極的に研究がなされている。その例としては、ポリスルフィ
ドなどの連鎖移動剤を用いるもの、コバルトポルフィリン錯体（Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓ
ｏｃ．１９９４、１１６、７９４３）やニトロキシド化合物などのラジカル捕捉剤を用い
るもの（Ｍａｃｒｏｍｏｌｅｃｕｌｅｓ、１９９４、２７、７２２８）、有機ハロゲン化
物などを開始剤とし遷移金属錯体を触媒とする原子移動ラジカル重合（Ａｔｏｍ　Ｔｒａ
ｎｓｆｅｒ　Ｒａｄｉｃａｌ　Ｐｏｌｙｍｅｒｉｚａｔｉｏｎ：ＡＴＲＰ）などが挙げら
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れる。本発明においてはいずれの方法により前記ブロック共重合体を製造してもよいが、
制御の容易さなどから原子移動ラジカル重合を利用するのが好ましい。
【００４６】
原子移動ラジカル重合では、有機ハロゲン化物、またはハロゲン化スルホニル化合物を開
始剤として、周期律表第８族、９族、１０族、または１１族元素から選ばれる金属を中心
金属とする金属錯体を触媒として用いることができる。例えば、Ｍａｔｙｊａｓｚｅｗｓ
ｋｉら、Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．１９９５，１１７，５６１４；Ｍａｃｒｏｍｏｌ
ｅｃｕｌｅｓ，１９９５，２８，７９０１；Ｓｃｉｅｎｃｅ，１９９６，２７２，８６６
；あるいはＳａｗａｍｏｔｏら、Ｍａｃｒｏｍｏｌｅｃｕｌｅｓ，１９９５，２８，１７
２１；に原子移動ラジカル重合法の例が記載されていて、本発明にも好ましく用いられる
。これらの方法によれば、一般的には非常に重合速度が速く、ラジカル同士のカップリン
グなどの停止反応が起こりやすいラジカル重合系であるにもかかわらず、重合がリビング
的に進行し、分子量分布の狭いＭｗ／Ｍｎ＝１．１～１．５程度の重合体が得られる。ま
た、分子量はモノマーと開始剤の仕込み比によって自由にコントロールすることができる
。
【００４７】
原子移動ラジカル重合法において、一官能性、二官能性もしくは多官能性の有機ハロゲン
化物またはハロゲン化スルホニル化合物を開始剤として用いることができる。これらは目
的に応じて使い分ければよいが、ジブロック共重合体を製造する場合は、開始剤として一
官能性化合物を使用するのが好ましく、トリブロック共重合体を製造する場合は、二官能
性化合物を使用するのが好ましく、さらに、分岐状ブロック共重合体を製造する場合は、
多官能性化合物を使用するのが好ましい。
【００４８】
開始剤として使用可能な一官能性化合物としては、例えば、以下の式で表される化合物が
挙げられる。
Ｃ6Ｈ5－ＣＨ2Ｘ、
Ｃ6Ｈ5－Ｃ（Ｈ）（Ｘ）－ＣＨ3、
Ｃ6Ｈ5－Ｃ（Ｘ）（ＣＨ3）2、
Ｒ11－Ｃ（Ｈ）（Ｘ）－ＣＯＯＲ12、
Ｒ11－Ｃ（ＣＨ3）（Ｘ）－ＣＯＯＲ12、
Ｒ11－Ｃ（Ｈ）（Ｘ）－ＣＯ－Ｒ12、
Ｒ11－Ｃ（ＣＨ3）（Ｘ）－ＣＯ－Ｒ12、
Ｒ11－Ｃ6Ｈ4－ＳＯ2Ｘ、
式中、Ｃ6Ｈ4はフェニレン基（オルト置換、メタ置換、パラ置換のいずれでもよい）を表
す。Ｒ11は水素原子、炭素数１～２０のアルキル基、炭素数６～２０のアリール基または
炭素数７～２０のアラルキル基を表す。Ｘは塩素、臭素またはヨウ素を表す。Ｒ12は炭素
数１～２０の一価の有機基を表す。
【００４９】
開始剤として使用可能な二官能性化合物としては、例えば、以下の式で表される化合物が
挙げられる。
Ｘ－ＣＨ2－Ｃ6Ｈ4－ＣＨ2－Ｘ、
Ｘ－ＣＨ（ＣＨ3）－Ｃ6Ｈ4－ＣＨ（ＣＨ3）－Ｘ、
Ｘ－Ｃ（ＣＨ3）2－Ｃ6Ｈ4－Ｃ（ＣＨ3）2－Ｘ、
Ｘ－ＣＨ（ＣＯＯＲ13）－（ＣＨ2）n－ＣＨ（ＣＯＯＲ13）－Ｘ、
Ｘ－Ｃ（ＣＨ3）（ＣＯＯＲ13）－（ＣＨ2）n－Ｃ（ＣＨ3）（ＣＯＯＲ13）－Ｘ、
Ｘ－ＣＨ（ＣＯＲ13）－（ＣＨ2）n－ＣＨ（ＣＯＲ13）－Ｘ、
Ｘ－Ｃ（ＣＨ3）（ＣＯＲ13）－（ＣＨ2）n－Ｃ（ＣＨ3）（ＣＯＲ13）－Ｘ、
Ｘ－ＣＨ2－ＣＯ－ＣＨ2－Ｘ、
Ｘ－ＣＨ（ＣＨ3）－ＣＯ－ＣＨ（ＣＨ3）－Ｘ、
Ｘ－Ｃ（ＣＨ3）2－ＣＯ－Ｃ（ＣＨ3）2－Ｘ、
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Ｘ－ＣＨ（Ｃ6Ｈ5）－ＣＯ－ＣＨ（Ｃ6Ｈ5）－Ｘ、
Ｘ－ＣＨ2－ＣＯＯ－（ＣＨ2）n－ＯＣＯ－ＣＨ2－Ｘ、
Ｘ－ＣＨ（ＣＨ3）－ＣＯＯ－（ＣＨ2）n－ＯＣＯ－ＣＨ（ＣＨ3）－Ｘ、
Ｘ－Ｃ（ＣＨ3）2－ＣＯＯ－（ＣＨ2）n－ＯＣＯ－Ｃ（ＣＨ3）2－Ｘ、
Ｘ－ＣＨ2－ＣＯ－ＣＯ－ＣＨ2－Ｘ、
Ｘ－ＣＨ（ＣＨ3）－ＣＯ－ＣＯ－ＣＨ（ＣＨ3）－Ｘ、
Ｘ－Ｃ（ＣＨ3）2－ＣＯ－ＣＯ－Ｃ（ＣＨ3）2－Ｘ、
Ｘ－ＣＨ2－ＣＯＯ－Ｃ6Ｈ4－ＯＣＯ－ＣＨ2－Ｘ、
Ｘ－ＣＨ（ＣＨ3）－ＣＯＯ－Ｃ6Ｈ4－ＯＣＯ－ＣＨ（ＣＨ3）－Ｘ、
Ｘ－Ｃ（ＣＨ3）2－ＣＯＯ－Ｃ6Ｈ4－ＯＣＯ－Ｃ（ＣＨ3）2－Ｘ、
Ｘ－ＳＯ2－Ｃ6Ｈ4－ＳＯ2－Ｘ
式中、Ｒ13は炭素数１～２０のアルキル基、炭素数６～２０アリール基または炭素数７～
２０のアラルキル基を表し、１分子中に２以上のＲ13が存在するとき、２以上のＲ13は同
一であっても異なっていてもよい。Ｃ6Ｈ4はフェニレン基（オルト置換、メタ置換、パラ
置換のいずれでもよい）を表す。Ｃ6Ｈ5はフェニル基を表す。ｎは０～２０の整数を表す
。Ｘは塩素、臭素またはヨウ素を表す。
【００５０】
開始剤として使用可能な多官能性化合物としては、例えば、以下の式で表される化合物が
挙げられる。
Ｃ6Ｈ3－（ＣＨ2－Ｘ）3、
Ｃ6Ｈ3－（ＣＨ（ＣＨ3）－Ｘ）3、
Ｃ6Ｈ3－（Ｃ（ＣＨ3）2－Ｘ）3、
Ｃ6Ｈ3－（ＯＣＯ－ＣＨ2－Ｘ）3、
Ｃ6Ｈ3－（ＯＣＯ－ＣＨ（ＣＨ3）－Ｘ）3、
Ｃ6Ｈ3－（ＯＣＯ－Ｃ（ＣＨ3）2－Ｘ）3、
Ｃ6Ｈ3－（ＳＯ2－Ｘ）3

式中、Ｃ6Ｈ3は三置換フェニル基（置換基の位置は１位～６位のいずれでもよい）を表す
。Ｘは塩素、臭素またはヨウ素を表す。
【００５１】
また、重合を開始する以外の官能基を有する有機ハロゲン化物またはハロゲン化スルホニ
ル化合物を用いると、容易に末端に官能基が導入された重合体が得られる。このような官
能基としては、アルケニル基、ヒドロキシル基、エポキシ基、アミノ基、アミド基、シリ
ル基などがあげられる。
【００５２】
これらの開始剤として使用可能な有機ハロゲン化物またはハロゲン化スルホニル化合物は
、ハロゲンが結合している炭素がカルボニル基もしくはフェニル基などと結合しており、
炭素－ハロゲン結合が活性化されて重合が開始する化合物である。使用する開始剤の量は
、必要とするブロック共重合体の分子量に合わせて、単量体との比から決定すればよい。
すなわち、開始剤１分子あたり、何分子の単量体を使用するかによって、ブロック共重合
体の分子量を制御できる。
【００５３】
前記原子移動ラジカル重合の触媒として用いられる遷移金属触媒としては、特に制限はな
いが、好ましいものとして、１価および０価の銅、２価のルテニウム、２価の鉄または２
価のニッケル錯体が挙げられる。これらの中でも、コストや反応制御の点から銅の錯体を
用いるのが好ましい。前記金属触媒として錯体を用いる場合、あらかじめ合成した錯体を
重合系内に添加してもよいし、もしくは金属塩と該金属に配位結合して錯体を形成する配
位子とを各々重合系内に添加して、系内で錯体を生成させてもよい。中でも、金属触媒と
してハロゲン化銅および銅に配位結合可能なアミン化合物を用い、それぞれを重合系内に
添加するのが好ましい。
【００５４】
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前記原子移動ラジカル重合の触媒として使用可能な１価の銅化合物としては、例えば、塩
化第一銅、臭化第一銅、ヨウ化第一銅、シアン化第一銅、酸化第一銅、過塩素酸第一銅な
どが挙げられる。銅化合物を用いる場合、触媒活性を高めるために２，２’－ビピリジル
およびその誘導体、１，１０－フェナントロリンおよびその誘導体、テトラメチルエチレ
ントリアミン（ＴＭＥＤＡ）、ペンタメチルジエチレントリアミン、ヘキサメチル（２－
アミノエチル）アミンなどのポリアミンなどを配位子として添加することができる。また
、２価の塩化ルテニウムのトリストリフェニルホスフィン錯体（ＲｕＣｌ2（ＰＰｈ3）3

）も触媒として好ましい。ルテニウム化合物を触媒として用いる場合は、活性化剤として
アルミニウムアルコキシド類を添加してもよい。さらに、２価の鉄のビストリフェニルホ
スフィン錯体（ＦｅＣｌ2（ＰＰｈ3）2）、２価のニッケルのビストリフェニルホスフィ
ン錯体（ＮｉＣｌ2（ＰＰｈ3）2）、および２価のニッケルのビストリブチルホスフィン
錯体（ＮｉＢｒ2（ＰＢｕ3）2）も触媒として好ましい。使用する触媒、配位子および活
性化剤の量は、特に制限されないが、使用する開始剤、単量体および溶媒の量と必要とす
る反応速度の関係から適宜決定すればよい。
【００５５】
前記原子移動ラジカル重合は、無溶媒（塊状重合）または各種の溶媒中で行うことができ
る。用いる溶媒としては、例えば、ベンゼン、トルエンなどの炭化水素系溶媒；ジエチル
エーテル、テトラヒドロフランなどのエーテル系溶媒；塩化メチレン、クロロホルムなど
のハロゲン化炭化水素系溶媒；アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン
などのケトン系溶媒；メタノール、エタノール、プロパノール、イソプロパノール、ｎ－
ブタノール、ｔ－ブタノールなどのアルコール系溶媒；アセトニトリル、プロピオニトリ
ル、ベンゾニトリルなどのニトリル系溶媒；酢酸エチル、酢酸ブチルなどのエステル系溶
媒；エチレンカーボネート、プロピレンカーボネートなどのカーボネート系溶媒；その他
、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、Ｎ－メチルピロリドン、水などが挙げ
られる。これらは、単独または２種以上を混合して用いることができる。前述したように
、無溶媒で実施する場合は塊状重合となる。一方、溶媒を使用する場合、その使用量は、
系全体の粘度と必要とする撹拌効率（すなわち、反応速度）の関係から適宜決定すればよ
い。
【００５６】
また、前記重合は、室温～２００℃の範囲で行うことができ、５０～１５０℃の範囲で行
うのが好ましい。
【００５７】
前記重合により、ブロック共重合体を製造するには、単量体を逐次添加する方法、あらか
じめ合成した重合体を高分子開始剤として次のブロックを重合する方法、別々に重合した
重合体を反応により結合する方法などがあげられる。これらの方法は目的に応じて使い分
ければよいが、製造工程の簡便性の点から、単量体の逐次添加または高分子開始剤による
方法が好ましい。
【００５８】
前記ブロック重合体を製造する方法としては特に限定されないが、ハロゲン化銅を触媒と
し、アミン配位子を用いた単量体の逐次添加による制御ラジカル重合により製造すると、
製造されるブロック重合体の分子量制御が容易になるので好ましい。特に、反応溶媒とし
てはジメチルホルムアミドを用いると、前記触媒に対するキレート効果から、反応速度が
向上するのでより好ましい。
【００５９】
重合により得られたブロック共重合体を、そのまま、本発明の化粧料用樹脂組成物に用い
ても、もしくは加水分解等の後処理を施した後に用いてもよい。後処理による変性率をコ
ントロールすることにより、得られるブロック共重合体の水溶性、被膜形成能等の諸特性
を、用途に応じた所望の範囲とすることができる。後処理としては、加水分解処理、四級
化処理、アミンオキシド化処理等が挙げられる。例えば、加水分解処理によって、アクリ
ル酸エステル、メタクリル酸エステル等からなるブロックから、親水性基であるカルボン
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酸基を有するアクリル酸またはメタクリル酸等由来のブロック（例えば、前記一般式（１
）で表される構成単位を有するブロック）を形成することができる。エステルの加水分解
処理は、塩酸、ｐ－トルエンスルホン酸などの酸触媒または水酸化ナトリウム等のアルカ
リ触媒を用いて行うことができる。加水分解率は触媒量および反応時間により制御可能で
ある。加水分解後、生成したカルボン酸を部分的にまたは完全に中和してから使用するこ
ともできる。中和には、例えば、水酸化カリウム、水酸化ナトリウムなどのアルカリ金属
水酸化物；アンモニア水、モノ、ジ、トリエタノールアミン、トリメチルアミンなどのア
ミン化合物；などの塩基が用いられる。
【００６０】
アミノ基を有する（メタ）アクリレート等からなるブロックを、四級化処理することによ
って、カチオン性基である第四アンモニウム基を有するブロック（例えば、前記一般式（
２）で表されるブロック）を形成することができる。四級化処理は、塩化メチル、臭化メ
チル、ヨウ化メチル等のハロゲン化アルキル類；ジメチル硫酸等のジアルキル硫酸類、Ｎ
－（３－クロロ－２－ヒドロキシプロピル）－Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルアンモニウムクロ
リド等の第３級アミン鉱酸塩のエピクロルヒドリン付加物；塩酸、臭化水素酸、硫酸、リ
ン酸等の無機塩；ギ酸、酢酸、プロピオン酸等のカルボン酸；等のカチオン化剤を用いて
行うことができる。また、アミノ基を有する（メタ）アクリレート等からなるブロックを
、アミンオキシド化処理することによって、分極性基であるアミンオキシド基を有するブ
ロック（たとえば、前記一般式（３）で表されるブロック）を形成することができる。ア
ミンオキシド化処理は、過酸化水素、過硫酸アンモニウム、過硫酸ソーダ、過酢酸、メタ
クロロ過安息香酸、ベンゾイルパーオキシド、ｔ－ブチルハイドロパーオキシド等の過酸
化物またはオゾン等の酸化剤を用いて行うことができる。
【００６１】
本発明の化粧料用樹脂組成物は、種々の目的の化粧料に用いることができる。中でも、毛
髪用化粧料、皮膚用化粧料、爪用化粧料に用いるのが好ましい。前記ブロック共重合体は
、ハード／ソフトのバランスおよび親水性／疎水性のバランスを考慮して、各ブロックの
組成等を決定することにより、各種化粧料に要求される諸特性を示す樹脂とすることがで
きる。例えば、親水性セグメント、高強度セグメントおよび高弾性セグメントから構成さ
れた前記ブロック共重合体を含有する化粧料では、セット性と共に、吸湿時のべたつきお
よび乾燥時のごわつきなどがなく、しかも水洗により容易に除去可能な良洗髪性の毛髪用
化粧料となる。また、同様に、前記ブロック共重合体を構成しているセグメントの組成お
よび各セグメント内の組成を適宜設定することにより、皮膚に対して容易かつ均一にひろ
がり、皮膚に快く感じられ、しかも医薬活性剤等を高浸透性で皮膚を介して浸透させるこ
とが可能な皮膚用化粧料とすることができる。さらに、同様に、前記ブロック共重合体を
構成しているセグメントの組成および各セグメント内の組成を適宜設定することにより、
爪に対して容易かつ均一にひろがり、容易に皮膜を形成し、且つその保持性が高い爪用化
粧料とすることができる。
【００６２】
以下、各々の化粧料について、詳細に説明する。
（毛髪用化粧料）
本発明の化粧料用樹脂組成物は、シャンプー、リンス、トリートメント、セット剤、パー
マネントウエーブ液等、種々の目的の毛髪用化粧料に用いることができる。また、液体、
クリーム、エマルジョン、ゲル、ムース等、いかなる形態の毛髪用化粧料にも用いること
ができる。例えば、前記ブロック共重合体を、公知のシャンプー、リンス、トリートメン
ト、セット剤、パーマネントウエーブ液などの毛髪用化粧料中に、公知の樹脂の代わりに
添加することができる。この時、従来使用されている公知の樹脂と併用してもよい。毛髪
用化粧料における前記ブロック共重合体の含有量の好ましい範囲は、毛髪用化粧料の形態
および目的、ならびに併用する他の材料の種類および量によって異なるが、前記ブロック
共重合体は、毛髪用化粧料において０．０１～１０重量％含有されるのが好ましい。
【００６３】



(18) JP 4039829 B2 2008.1.30

10

20

30

40

50

以下、本発明を毛髪用化粧料に適用した実施形態について詳細に説明する。
（１）セット剤
本明細書において「セット剤」の語は、毛髪をセットする目的で使用される毛髪用化粧料
を全て含む広い概念として用いる。エアゾールヘアスプレー、ポンプ式ヘアスプレー、フ
ォーム状ヘアスプレー、ヘアミスト、セットローション、ヘアクリーム、ヘアオイル等い
ずれの形態のものも含まれる。セット剤は、通常、水および／またはエタノール、イソプ
ロパノールなどのアルコール類を溶媒として、セット能を有する樹脂を溶解および／また
は分散等することによって調製されるが、本発明では、セット能を有する樹脂として、前
記ブロック共重合体を単独で、または慣用のカチオン性、アニオン性、ノニオン性もしく
は両性の公知のセット用ポリマーとともに使用することができる。
【００６４】
併用可能な公知のセット用ポリマーとしては、カチオン性ポリマーとして、例えば、ヒド
ロキシセルロースとグリシジルトリメチルアンモニウムクロライドとのエーテル（商品名
：レオガードＧ（ライオン社製））、商品名：ポリマーＪＲ－３０Ｍ－１２５および同－
４００（ユニオンカーバイド社製））、ビニルピロリドン－ジメチルアミノエチルメタク
リレート共重合体の四級化物（商品名：ＧＡＦＱＵＡＴ　７３４および７５５（ＧＡＦ社
製））、ジメチルジアリルアンモニウムクロライド重合体（商品名：ＭＥＲＱＵＡＴ１０
０（メルク社製））、ジメチルジアリルアンモニウムクロライドアクリロアマイド共重合
体（商品名：ＭＥＲＱＵＡＴ　５５０（メルク社製））などが挙げられる。アニオン性ポ
リマーとしては、例えば、（メタ）アクリル酸とメタクリル酸アルキルとの共重合体（商
品名：ダイヤホールド（三菱化学社製）、商品名：プラスサイズ（互応化学社製））、マ
レイン酸モノアルキルエステルとメチルビニルエーテル共重合体（商品名：ＧＡＮＴＲＥ
Ｚ（ＩＳＰ社製））などが挙げられる。ノニオン性ポリマーとしては、例えば、ポリビニ
ルピロリドン重合体（商品名：ＰＶＰ（ＩＳＰ社製））ビニルピロリドンと酢酸ビニル共
重合体（商品名：ＬＵＶＩＳＫＯＬ（ＢＡＳＦ社製））などが挙げられる。両性ポリマー
では、例えば、メタクリル酸エステル共重合体（商品名：ユカフォーマ－ＡＭ－７５Ｗ（
三菱化学社製））などが挙げられる。
【００６５】
泡沫状態で噴出可能なセット用の毛髪用化粧料（ムース）の態様では、その組成を、前記
ブロック共重合体が０．０１～１０重量％、公知のセット用ポリマーが０～１５重量％、
ノニオン性界面活性剤が０．１～５重量％、液化ガスが３～２５重量％および水を主体と
する水溶性溶媒が６０重量％～残余とするのが好ましい。但し、水は毛髪用化粧料中、６
０重量％以上含有される様に調製するのが好ましい。ジェルの態様では、その組成を、前
記ブロック共重合体が０．０１～１０重量％、公知のセット用ポリマーが０～１５重量％
、ジェルベースが０．１～３重量％、水が７２重量％～残余とするのが好ましい。ヘアス
プレーの態様では、その組成を、前記ブロック共重合体が０．０１～１０重量％、公知の
セット用ポリマーが０～１５重量％、溶剤が３０～８０重量％、噴射剤が１０～７０重量
％とするのが好ましい。
【００６６】
ムースに使用可能なノニ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、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリエチ
レングリコール脂肪酸エステル、ポリオキシエチ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ヒマシ油、ポリオキシエチレン硬化
ヒマシ油、脂肪酸アルカノールアミドなどが挙げられる。また、スプレーまたはムースに
使用可能な噴射剤としては、液化石油ガス、ジメチルエーテル、ハロゲン化炭化水素など
の液化ガスおよび空気、二酸化炭素ガス、窒素ガスなどの圧縮ガスなどがある。
【００６７】
（２）コンディショニング機能付与剤
本明細書において、「コンディショニング機能付与剤」の語は、毛髪のコンディションを
整える目的に使用される毛髪用化粧料を全て含む広い概念として用いる。シャンプー、リ
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ンス、パーマネント液などのいずれの形態も含まれる。これらの毛髪用化粧料には、シャ
ンプー、リンス、パーマネントなどの水および／またはエタノール、イソプロパノールな
どのアルコール類を溶媒とする毛髪用化粧料、およびヘアトリートメントなどの、水およ
び（または）エタノール、イソプロパノールなどのアルコール類、またはアルコール類お
よび／または沸点５０℃～３００℃である炭化水素類を溶媒とする毛髪用化粧料が含まれ
る。前述のセット剤と同様、本発明では、コンディショニング能を有する樹脂として、前
記ブロック共重合体を単独で、または慣用のカチオン性、アニオン性、ノニオン性もしく
は両性のコンディショニング用ポリマーとともに使用することができる。
【００６８】
シャンプーの態様では、公知のアニオン性、両性またはノニオン性の界面活性剤基材に、
前記ブロック共重合体を添加して調製する。前記アニオン性界面活性剤基材としては、Ｎ
－ココノイル－Ｎ－メチル－β－アラニンナトリウム、Ｎ－ミリストイル－Ｎ－メチル－
β－アラニンナトリウムなどのＮ－脂肪酸アシル－Ｎ－メチル－β－アラニン塩など；前
記両性界面活性剤基材としては、ココアシドプロピルベタイン、ジメチルラウリルベタイ
ン、ビス（２－ヒドロキシエチル）ラウリルベタイン、シクロヘキシルラウリルアミンオ
キシド、ジメチルラウリルアミンオキシド、ビス（２－ヒドロキシエチル）ラウリルアミ
ンオキシドなど；前記ノニオン性界面活性剤基材としては、ステアリン酸ジエタノールア
ミド、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ソルビタンセスキオレエート、ポリオキシエチ
レンステアリルエーテルなど；が挙げられる。
【００６９】
リンスの態様では、公知のカチオン性界面活性剤に、前記ブロック共重合体を添加して調
製する。前記カチオン性界面活性剤基材としては、塩化ステアリルトリメチルアンモニウ
ム、塩化ジステアリルジメチルアンモニウム、塩化ステアリルジメチルベンジルアンモニ
ウムなどが挙げられる。パーマネント液の態様では、公知の臭素酸塩類、過ホウ素酸類な
どの酸化剤、およびチオグリコール酸およびその塩、システインなどの還元剤に、前記ブ
ロック共重合体を添加して調製する。
【００７０】
ヘアトリートメントの態様では、公知のカチオン性界面活性剤基材、および／またはカチ
オン性ポリペプタイド、カチオン性セルロース、カチオン性ポリシロキサンなどのカチオ
ン化ポリマーと併用または代換して、前記ブロック共重合体を添加して調製する。前記カ
チオン性界面活性剤基材としては、例えばリンス用に使用できるとして例示したものが、
ヘアトリートメントにも使用できる。
【００７１】
セット剤およびコンディショニング機能付与剤のいずれの態様の毛髪用化粧料にも、前述
した各種成分の他に、必要に応じて、本発明の効果に影響のない範囲で、他の任意成分を
配合することができる。任意成分としては、例えば、流動パラフィン、ワセリン、固形パ
ラフィン、スクワラン、オレフィンオリゴマーなどの炭化水素類；エタノール、ラウリル
アルコール、セチルアルコール、ステアリルアルコール、ベヘニルアルコール、ミリスチ
ルアルコール、オレイルアルコール、セトステアリルアルコールなどの直鎖アルコール；
モノステアリルグリセリンエーテル、２－デシルテトラデシノール、ラノリンアルコール
、コレステロール、フィトステロール、ヘキシルドデカノール、イソステアリルアルコー
ル、オクチルドデカノールなどの分枝アルコールなどのアルコール類；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（ベヘニル）酸、オレイン酸、１，２－
ヒドロキシステアリン酸、ウンデシレン酸、トール酸、ラノリン脂肪酸、イソステアリン
酸、リノール酸、リノレイン酸、γ－リノレン酸、エイコサペンタエン酸などの高級脂肪
酸類およびその誘導体；
【００７２】
カラギーナン、ペクチン、カンテン、クインスシード（マルメロ）、アルゲコロイド（カ
ッソウエキス）、デンプン（コメ、トウモロコシ、バレイショ、コムギ）、グリチルリチ
ン酸などの植物系高分子；キサンタンガム、デキストラン、プルランなどの微生物系高分
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子；コラーゲン、ゼラチンなどの動物系高分子などの天然水溶性高分子；メチルセルロー
ス、エチルセルロース、メチルヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシエチルセルロ
ース、セルロース硫酸ナトリウム、ヒドロキシプロピルセルロース、カルボキシメチルセ
ルロースナトリウム（ＣＭＣ）、結晶セルロース、セルロース末などのセルロース系高分
子；アルギン酸ナトリウム、アルギン酸プロピレングリコールエステルなどのアルギン酸
系高分子などの半合成水溶性高分子；
【００７３】
ポリビニルアルコール、ポリビニルメチルエーテル、ポリビニルピロリドン、カルボキシ
ビニルポリマー（カーボポール）などのビニル系高分子；ポリエチレングリコール２０，
０００、４，０００，０００、６００，０００などのポリオキシエチレン系高分子；ポリ
エチレンイミンなどの合成水溶性高分子；ベントナイト、ケイ酸ＡｌＭｇ（ビーガム）、
ラボナイト、ヘクトライト、無水ケイ酸などの無機の水溶性高分子；揮発性シリコーン油
、シリコーン樹脂、シリコーンガム、アルキル変性シリコーンなどのシリコーン類；Ｎ－
ラウリル－Ｌ－グルタミン酸モノナトリウム、Ｎ－ヤシ油脂肪酸－Ｌ－グルタミン酸モノ
トリエタノールアミン、Ｎ－ミリスチル酸アシル－Ｌ－グルタミン酸モノナトリウム、Ｎ
－混合脂肪酸アシル－Ｌ－グルタミン酸モノナトリウムなどのＮ－脂肪酸アシル－Ｌ－グ
ルタミン酸塩；
【００７４】
ラウリン酸メチルタウリンナトリウム、ヤシ油脂肪酸メチルタウリンナトリウムなどのＮ
－脂肪酸－Ｎ－メチルタウリン塩；ラウロイルサルコシンナトリウム、ココイルサルコシ
ンナトリウムなどのＮ－脂肪酸サルコシン縮合物の塩；アシルサルコシンナトリウム、ア
シルグルタミン酸塩、アシル－β－アラニンナトリウム、アシルタウレート、ラウリル硫
酸塩、ラウリルジメチルアミノ酢酸ベタイン、塩化アルキルトリメチルアンモニウム、ポ
リオキシエチレン硬化ヒマシ油などの界面活性剤；
【００７５】
１－ヒドロキシエタン－１，１－ジフォスホン酸、１－ヒドロキシエタン－１，１－ジフ
ォスホン酸四ナトリウム塩、エデト酸二ナトリウム、エデト酸三ナトリウム、エデト酸四
ナトリウム、クエン酸ナトリウム、ポリリン酸ナトリウム、メタリン酸ナトリウム、グル
コン酸などの金属イオン封鎖剤；３－（４’－メチルベンジリデン）－ｄ，１－カンファ
ー、３－ベンジリデン－ｄ，１－カンファー、ウロカニン酸、ウロカニン酸エチルエステ
ル、２－フェニル－５－メチルベンゾキサゾール、２，２’－ヒドロキシ－５－メチルフ
ェニルベンゾトリアゾール、２－（２’－ヒドロキシ－５’－ｔ－オクチルフェニル）ベ
ンゾトリアゾール、２－（２’－ヒドロキシ－５’－メチルフェニルベンゾトリアゾール
、ジベンザラジン、ジアニソイルメタン、４－メトキシ－４’－ｔ－ブチルジベンゾイル
メタン、５－（３，３－ジメチル－２－ノルボルニリデン）－３－ペンタン－２－オン、
安息香酸系、アントラニル酸系、サリチル酸系、桂皮酸系、ベンゾフェノン系などの各種
紫外線吸収剤；
【００７６】
グリセリルモノステアレート、ソルビタンモノパルミテート、ポリオキシエチレンセチル
エーテル、ポリオキシエチレンソルビタンモノラウレートなどの乳化剤；（ポリ）エチレ
ングリコール、（ポリ）プロピレングリコール、グリセリン、１，３－ブチレングリコー
ル、マルチトール、ソルビトール、コンドロイチン硫酸、ヒアルロン酸、アテロコラーゲ
ン、コレステリル－１，２－ヒドロキシステアレート、乳酸ナトリウム、胆汁酸塩、ｄｌ
－ピロリドンカルボン酸塩、短鎖可溶性コラーゲンなどの保湿剤；ヒノキチオール、ヘキ
サクロロフェン、ベンザルコニウムクロリド、トリクロロカルバニリドおよびピチオノー
ルなどの抗菌剤；塩化カルプロニウムなどの血管拡張剤；メントール類などの清涼感付与
剤；ニコチン酸ベンジルなどの刺激感付与剤；ビタミンＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅなどのビタミ
ン類；グルコン酸クロルヘキシジン、イソプロピルメチルフェノール、パラオキシ安息香
酸エステルなどの殺菌防腐剤；
【００７７】
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タンパク加水分解物、アミノ酸、植物抽出エキス、ＥＤＴＡ－Ｎａなどのキレート化剤；
コハク酸、コハク酸ナトリウム、トリエタノールアミンなどのｐＨ調製剤；増泡剤；発泡
剤；泡安定剤；エアゾール製品の場合は液化石油ガス、ジメチルエーテルなどの噴射剤；
金属イオン捕獲剤；防黴剤；殺菌剤；乳濁剤；コンディショニング剤；増粘剤；酸化防止
剤；可溶化剤；ロジン；ハイドロトロープ；養毛剤；生薬；色素；香料；などが挙げられ
る。
【００７８】
（皮膚用および爪用化粧料）
皮膚用および爪用化粧料の形態としては、特に限定されるものではないが、皮膚用化粧料
としては、クリーム、乳液などの基礎化粧料や、ファンデーション、白粉、ほほ紅、アイ
シャドウ、口紅などのメーキャップ化粧料が挙げられる。また爪用化粧料としては、ネー
ルカラー、ネールケア用クリーム、ネールエナメル、ネールエナメル・ベースコート、ネ
ールエナメル・オーバーコートなどが挙げられる。
【００７９】
皮膚用および爪用の化粧料の形態では、前記ブロック共重合体を化粧料中に１～３０重量
％含有するのが好ましい。前記皮膚用および爪用の化粧料は、前記ブロック共重合体を含
む配合成分を、水、エタノールなどのアルコール系溶媒、酢酸エチルなどのエステル系溶
媒、メチルエチルケトンなどのケトン系溶媒、流動パラフィン、ワセリンなどの炭化水素
類等に溶解、乳化または分散することによって製造することができる。
【００８０】
【実施例】
本発明を実施例に基づいてさらに詳細に説明するが、本発明は以下の実施例に限定される
ものではない。
［例１］（アクリル酸２－エチルヘキシル－アクリル酸ｔ－ブチル系ブロック共重合体の
製造）
反応容器に熱電対および撹拌翼を取り付け、窒素置換した後、臭化銅（Ｉ）を１６５ｍｇ
入れて、８０℃に昇温した。次に、反応容器内を窒素雰囲気に維持したまま、２５０ｒｐ
ｍで撹拌しながら、ジメチル２，６－ジブロモヘプタンジオエート　６９２ｍｇ、アクリ
ル酸２－エチルヘキシル　１８４ｇ、ペンタメチルジエチレントリアミン　３９８ｍｇお
よびジメチルホルムアミド　８８ｇの混合液を反応容器内に加えた。３時間撹拌後、反応
容器を氷浴にて急冷し、反応を停止させた。テトラヒドロフランと水との混合溶液を加え
、ポリマー層と触媒層に層分離させて、臭化銅を除去後、ポリマー層を大量のメタノール
中に滴下し、重合体を再沈させ、溶媒を濾過により除いた。アクリル酸２－エチルヘキシ
ルの転化率は５０％であった。得られたポリマー（以下、「ポリアクリル酸２－エチルヘ
キシル高分子開始剤」という場合がある）は、重量平均分子量（Ｍｗ）が３３，０００、
数平均分子量（Ｍｎ）が２４，０００、分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）が１．３８であった。
【００８１】
別の反応容器に熱電対および撹拌翼を取り付け、窒素置換した後、臭化銅（Ｉ）を２８．
６ｍｇ、臭化銅（II）を９．３３ｍｇ入れて、８０℃に昇温した。次に、反応容器内を窒
素雰囲気に維持したまま、２５０ｒｐｍで撹拌しながら、得られたポリアクリル酸２－エ
チルヘキシル高分子開始剤　４８ｇ、アクリル酸ｔ－ブチル　１２８ｇ、ペンタメチルジ
エチレントリアミン　７９．７ｍｇおよびジメチルホルムアミド　５３ｇの混合液を加え
た。２時間撹拌後、反応容器を氷浴にて急冷し、反応を停止させた。テトラヒドロフラン
と水との混合溶液を加え、ポリマー層と触媒層に層分離させて、ポリマー層をケイ酸アル
ミニウム（協和化学社製、「キョーワード　７００ＳＮ」）を充填したカラムに通して、
臭化銅を完全に除去後、大量のメタノール中に滴下し、重合体を再沈させ、溶媒を濾過に
より除いた。得られた共重合体の重量平均分子量（Ｍｗ）は５６，０００、数平均分子量
（Ｍｎ）は３９，８００、分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）は１．４１であった。
Ｍｎ値より算出した共重合体中のアクリル酸２－エチルヘキシルとアクリル酸ｔ－ブチル
の重量分率は、それぞれ６０重量％と４０重量％であった。また、1Ｈ－ＮＭＲにより、
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共重合体中のアクリル酸２－エチルヘキシルとアクリル酸ｔ－ブチルの重量分率を確認し
た。得られたブロック共重合体は、ポリ（ｔ－ＢＡ）／ポリ（２ＥＨＡ）／ポリ（ｔ－Ｂ
Ａ）の構成のトリブロック共重合体であった。
【００８２】
例１で得られたアクリル酸２－エチルヘキシルとアクリル酸ｔ－ブチルとのトリブロック
共重合体の２１ｇを、１，４－ジオキサン　４８０ｍＬに溶解させた。６ｍｏｌ／Ｌの塩
酸を３３ｍＬ加えた後、１２０℃のオイルバスにて６時間加熱環流した。冷却した後、減
圧下溶媒を濃縮し、大量のヘキサンにて再沈させ、溶媒を濾過により除いた。得られたポ
リマーを大量の水にて洗浄した後、減圧乾燥して、ブロック共重合体Ｐ－１を得た。
ブロック共重合体Ｐ－１の加水分解率を、０．１ｍｏｌ／Ｌの水酸化カリウム水溶液を用
いた酸化滴定により確認したところ、加水分解率は６１％であった。また、以下に示した
方法で測定したガラス転位温度（Ｔｇ）は、アクリル酸２－エチルヘキシルブロックに由
来する－５０℃と、アクリル酸ｔ－ブチルブロックに由来する４３℃と、アクリル酸に由
来する１０７℃であった。これらのガラス転移点は各々のホモポリマーの値とほぼ一致し
ていた。
【００８３】
［例２］（アクリル酸２－エチルヘキシル－アクリル酸ｔ－ブチル系ブロック共重合体の
製造）
例１と同様にしてポリアクリル酸２－エチルヘキシル高分子開始剤を製造した。但し、用
いた臭化銅（Ｉ）の量を１７３ｍｇ、ジメチル２，６－ジブロモヘプタンジオエートの量
を６９７ｍｇ、アクリル酸２－エチルヘキシル１８４ｇ、ペンタメチルジエチレントリア
ミンの量を４１９ｍｇに各々代え、攪拌時間も２時間に代えた。アクリル酸２－エチルヘ
キシルの転化率は５０％であった。得られたポリアクリル酸２－エチルヘキシル高分子開
始剤の重量平均分子量（Ｍｗ）は２３，３００、数平均分子量（Ｍｎ）は１６，４００、
分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）は１．４１であった。
【００８４】
反応容器に熱電対および撹拌翼を取り付け、窒素置換した後、臭化銅（Ｉ）７１７ｍｇお
よび臭化銅（II）５８．３ｍｇを加え、８０℃に昇温した。次に、反応容器内を窒素雰囲
気に維持したまま、２５０ｒｐｍで撹拌しながら、得られたポリアクリル酸２－エチルヘ
キシル高分子開始剤　３０ｇ、アクリル酸ｔ－ブチル　１５１ｇ、ペンタメチルジエチレ
ントリアミン　１ｇおよびジメチルホルムアミド　６６ｇの混合液を加えた。３時間撹拌
後、反応容器を氷浴にて急冷し反応を停止させた。その後は、例１と同一の操作で共重合
体を得た。この共重合体の重量平均分子量（Ｍｗ）は４５，０００、数平均分子量（Ｍｎ
）は２５，４００、分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）は１．７７であった。Ｍｎ値より算出した
共重合体中のアクリル酸２－エチルヘキシルとアクリル酸ｔ－ブチルの重量分率は、それ
ぞれ４７重量％と５３重量％であった。また、1Ｈ－ＮＭＲにより、共重合体中のアクリ
ル酸２－エチルヘキシルとアクリル酸ｔ－ブチルの重量分率を確認した。得られた共重合
体は、トリブロック共重合体であった。
【００８５】
例２で得られたアクリル酸２－エチルヘキシルとアクリル酸ｔ－ブチルとのトリブロック
共重合体の１８ｇを、１，４－ジオキサン　５００ｍＬに溶解させた。６ｍｏｌ／Ｌの塩
酸を３６ｍＬ加えた後、１２０℃のオイルバスにて２０時間加熱環流した。冷却した後、
減圧下溶媒を濃縮し、大量のヘキサンにて再沈させ、溶媒を濾過により除いた。得られた
ポリマーを大量の水にて洗浄した後、減圧乾燥して、ブロック共重合体Ｐ－２を得た。
ブロック共重合体Ｐ－２の加水分解率を、０．１ｍｏｌ／Ｌの水酸化カリウム水溶液を用
いた酸化滴定により確認したところ、加水分解率は５０％であった。また、以下に示した
方法で測定したガラス転位温度（Ｔｇ）は、アクリル酸２－エチルヘキシルブロックに由
来する－５０℃と、アクリル酸ｔ－ブチルブロックに由来する４３℃と、アクリル酸に由
来する１０７℃であった。これらのガラス転移点は各々のホモポリマーの値とほぼ一致し
ていた。
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【００８６】
別途、例２で得られたアクリル酸２－エチルヘキシルとアクリル酸ｔ－ブチルとのトリブ
ロックポリマーの１７ｇを、１，４－ジオキサン　４５０ｍＬに溶解させた。６ｍｏｌ／
Ｌの塩酸を６ｍＬ加えた後、１２０℃のオイルバスにて２０時間加熱環流した。冷却した
後、減圧下溶媒を濃縮し、大量のヘキサンにて再沈させ、溶媒を濾過により除いた。得ら
れたポリマーを大量の水にて洗浄した後、減圧乾燥して、ブロック共重合体Ｐ－３を得た
。
ブロック共重合体Ｐ－３の加水分解率を、０．１ｍｏｌ／Ｌの水酸化カリウム水溶液を用
いた酸化滴定により確認したところ、加水分解率は２６％であった。また、以下に示した
方法で測定したガラス転位温度（Ｔｇ）は、アクリル酸２－エチルヘキシルブロックに由
来する－５０℃と、アクリル酸ｔ－ブチルブロックに由来する４３℃と、アクリル酸に由
来する１０７℃であった。これらのガラス転移点は各々のホモポリマーの値とほぼ一致し
ていた。
【００８７】
分子量および分子量分布は、テトラヒドロフランを移動相として、ポリスチレンゲルカラ
ムを使用したＧＰＣ測定を行い、ポリスチレン換算で求めた。
また、ガラス転位温度は、ＪＩＳ　Ｋ７１２１に従い、ＤＳＣ（示差走査熱量測定）を用
い、２０℃／分の昇温速度で測定した。以下、同様である。
【００８８】
［例３］（ランダム共重合体の製造）
５つ口フラスコに反応容器に還流冷却器、滴下ロート、温度計、窒素置換ガラス管および
撹拌装置を取付けた後、アクリル酸２－エチルヘキシル　６０重量部、アクリル酸　４０
重量部およびエチルアルコール　１００重量部を入れ、α，α’－アゾビスイソバレロニ
トリル　１．０重量部を加え、窒素置換下８０℃で還流加熱して１０時間重合を行った。
得られた共重合体を、２０％ＫＯＨ水溶液で２５％中和した。得られた共重合体のガラス
転移点は－６℃であった。このランダム共重合体をＰ－４とした。
【００８９】
これら、例１、２および３で得られた共重合体の組成は、重量比で、ブロック共重合体Ｐ
－１がＥＨＡ／ＴＢＡ／ＡＡ＝６０／１６／２４、ブロック共重合体Ｐ－２がＥＨＡ／Ｔ
ＢＡ／ＡＡ＝４７．２／２６．３／２６．５、ブロック共重合体Ｐ－３がＥＨＡ／ＴＢＡ
／ＡＡ＝４７．２／３９．３／１３．５、ランダム共重合体Ｐ－４がＥＨＡ／ＡＡ＝６０
／４０であった。なお、ＥＨＡはアクリル酸２－エチルヘキシル、ＴＢＡはアクリル酸ｔ
－ブチル、ＡＡはアクリル酸を示す。
さらに、アニオン系ランダム共重合体の市販樹脂（マレイン酸モノアルキルエステルとメ
チルビニルエーテル共重合体（商品名：ＧＡＮＴＲＥＺ　Ａ－４２５（ＩＳＰ社））をＰ
－５として用いた。
【００９０】
Ｐ－１～５からなるフィルムのフィルム物性（ヤング率および伸び率）について、それぞ
れ以下の方法で測定した。
試験片として、各々の樹脂からなる厚み９０±１５μｍ、幅１０ｍｍ、長さ２０ｍｍの短
冊状フィルムを用いた。フィルムは１週間自然乾燥させたものを用いた。このフィルムを
引張速度２０ｍｍ／ｍｉｎで、ＪＩＳ　Ｋ７１６１に基づいて引張試験を行い、ヤング率
と破断点伸びを測定した。結果を表１に示す。
【００９１】
Ｐ－１～５を、２０％水酸化カリウムにて各々中和した後、水およびエタノールの混合溶
液に３重量％の濃度で混合し、ポンプ式ヘアスプレー組成物を各々調製した。得られたヘ
アスプレー組成物の各々を毛髪に適用し、毛髪に対するセット力、セット保持性、べたつ
き、フレーキング性、手触り、洗髪性を以下の基準で評価した。結果を表１に示す。
［セット保持力（整髪力）］
長さ２３ｃｍの毛髪束２．０ｇを、３％ポリマー溶液に浸漬後、引き出して、軽く絞り、
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直径１ｃｍのロッドに巻き付け乾燥させた。その後、ロッドから取り出して、カールした
ものを得た（長さＬ0）。この毛束を予め温度２０℃および相対湿度９０％で、３時間か
けて調湿した恒温恒湿機内に、３時間垂直に吊るした後、毛束の長さ（Ｌ2）を測り、下
記式から保持率（％）を算出し、以下の基準で評価した。
カール保持率（％）＝｛（２３－Ｌ2）／（２３－Ｌ0）｝×１００
◎　：　カール保持率が８５％以上１００％であった。
○　：　カール保持率が６０％以上８５％未満であった。
△　：　カール保持率が３０％以上６０％未満であった。
×　：　カール保持率が０％以上３０％未満であった。
【００９２】
［洗髪性］
上記セット保持力と同様に操作し、得られたカールした毛髪を温度２３℃および相対湿度
６０％の恒温恒湿の条件に放置した後、温度４０℃のアニオン系界面活性剤（ポリオキシ
エチレンラウリル硫酸ナトリウム）１０％水溶液中に１時間浸し、４０℃温水で濯ぎ、乾
燥後、毛束に樹脂が残存しているか否かを目視および感触により、以下の基準で評価した
。
○　：　視覚的にも触覚的にも樹脂の残存は全く確認できなかった。
△　：　視覚的に若干の残存が確認できた。
×　：　視覚的に残存が確認できた。
【００９３】
［毛髪のベタツキ感評価］
長さ１５ｃｍの毛髪束１０ｇに、約２ｇの各試料を塗布して、塗布後室温に放置した。３
０分間放置後、ベタツキ感を１０名から構成されるパネルによって、下記基準にて官能評
価した。
◎　：　１０名全員がベタツキ感を認めなかった。
○　：　１０名中１～２名がベタツキ感を認めた。
△　：　１０名中３～６名がベタツキ感を認めた。
×　：　１０名中７名以上がベタツキ感を認めた。
【００９４】
［毛髪の手触り感評価］
長さ１５ｃｍの毛髪束１０ｇに、約２ｇの各試料を塗布して、塗布後室温に放置した。３
０分間経過後、指通り感を１０名から構成されるパネルによって、下記基準にて官能評価
した。
◎　：　１０名全員が手触りの良好性を認めた。
○　：　１０名中８名以上が手触りの良好性を認めた。
△　：　１０名中４～７名だけが手触りの良好性を認めた。
×　：　１０名中１～３名だけが手触りの良好性を認めた。
【００９５】
［セット力試験（毛束曲げ強度）］
長さ１５ｃｍの毛髪束に、０．７ｇの各試料を塗布し、直ちに２ｃｍ幅に整えて乾燥し、
温度２３℃および相対湿度６０％の恒温恒湿器に１時間放置した。その後、６５ｍｍ間隔
の支持台上に置いて中央を一定の速度で曲げた時の最大荷重を測定し、以下の基準で評価
した。
○　：　最大荷重２００ｇ以上で、樹脂の違和感もなく、しなやかさは良好であった。
△　：　最大荷重１００ｇ以上２００ｇ未満で、しなやかさはあるが樹脂の違和感が残っ
た。
×　：　最大荷重１００ｇ以下で、樹脂の違和感があり、しなやかさは不良であった。
【００９６】
［セット保持力試験（毛束曲げ試験）］
上記セット力試験終了後、毛束を破壊した後の最大荷重を以下の基準で評価した。



(25) JP 4039829 B2 2008.1.30

10

20

30

40

50

○　：　最大荷重は１５ｇ以上であった。
△　：　最大荷重は１０ｇ以上１５ｇ未満であった。
×　：　最大荷重は１０ｇ未満であった。
【００９７】
［フレーキング］
各試料を一定量毛束に噴霧し、完全に乾燥させた後、櫛を通し、毛髪上に存在する剥離し
たポリマー片の量（フレーキングの状態）を実体顕微鏡（２０倍）で観察した。評価基準
は以下の通りである。
○　：　剥離したポリマーが全く確認されず、フレーキング状態ではなかった。
△　：　剥離したポリマーが若干確認され、若干フレーキング状態にあった。
×　：　剥離したポリマーが多く確認され、顕著にフレーキング状態にあった。
【００９８】
【表１】

【００９９】
表１に示す結果から、ブロック共重合体Ｐ－１～３は、ランダム共重合体Ｐ－４および従
来のアニオン系樹脂と比較して、洗髪性、セット性、耐湿性および良感触のすべての性能
において優れていた。また、ブロック共重合体Ｐ－１～３の組成の違いからも、その被膜
物性が異なり、特にポリマー中のハード（アクリル酸アクリル酸ｔ－ブチル）およびソフ
トセグメント（アクリル酸２－エチルヘキシル）比が５０％を境に物性がドラスティック
に変化することがわかった。また、アクリル酸含量により皮膜の伸び率およびカール保持
率が変化することが示唆された。
【０１００】
以下実際の処方系に用いたポリマー重量％は固形分値とする。
［例４］
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【０１０１】
この組成物をシャンプーとして使用したところ、洗髪後の毛髪は容易に櫛通しをすること
ができ、乾燥後の毛髪は優れた光沢と艶を有し、なめらかな感触でハリのある感触を与え
ることができた。また、シャンプーを繰り返しても、べとつきなどの悪い影響はなかった
。また、ブロック共重合体Ｐ－２およびＰ－３を用いた組成物でも上記と同様な結果が得
られた。
【０１０２】
［例５］
以下のリンス組成物を調製した。

【０１０３】
この組成物をリンスに使用したところ、リンス後の毛髪は容易に櫛通しをすることができ
、乾燥後の毛髪は優れた光沢と艶を有し、なめらかな感触で容易に櫛通しをすることがで
きた。また、リンスを繰り返しても、べとつきなどの悪い影響はなかった。また、ブロッ
ク共重合体Ｐ－１およびＰ－３を用いた組成物でも上記と同様な結果が得られた。
【０１０４】
［例６］
以下の希釈原液をスプレー缶に入れ、液化石油ガスを充填することにより、ヘアスプレー
組成物を調製した。
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【０１０５】
この組成物を毛髪にスプレー塗布して使用したところ、ポリマー使用量が少量でも毛髪に
対して優れたセット保持力を与え、更に、毛髪に優れた光沢と艶、およびなめらかな感触
を与えた。また、ブロック共重合体Ｐ－１およびＰ－３を用いた組成物でも上記と同様な
結果が得られた。
【０１０６】
［例７］
ランダム共重合体Ｐ－４およびＰ－５を用いて、例６と同様な組成物をスプレー塗布して
使用したところ、樹脂使用量が少ないこともあり、毛髪に対してセット保持力が弱く、更
に、塗布後の毛髪は光沢、艶、なめらかな感触を与えなかった。
【０１０７】
［例８］
例６と同様にして、フォーム状エアゾール組成物を調製した。

【０１０８】
この組成物を毛髪に使用したところ、例６と同様の優れた結果が得られた。また、ブロッ
ク共重合体Ｐ－１およびＰ－３を用いた組成物でも上記と同様な結果が得られた。
【０１０９】
［例９］
次のセットローション組成物を調製した。

【０１１０】
この組成物を毛髪に塗布使用したところ、例９と同様の優れた結果が得られた。また、ブ
ロック共重合体Ｐ－１およびＰ－３を用いた組成物でも上記と同様な結果が得られた。
【０１１１】
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［例１０］
ランダム共重合体Ｐ－４およびＰ－５を用いて例９と同様な組成物をセットローションと
して使用したところ、毛髪に対してセット保持力が弱く、更に、毛髪は光沢、艶、なめら
かな感触を与えなかった。
【０１１２】
［例１１］
次のジェル組成物を調製した。

【０１１３】
この組成物を毛髪にジェルとして使用したところ、毛髪に対して優れたセット保持力を与
え、更に、毛髪に優れた光沢と艶、およびなめらかな感触を与えた。また、このジェル組
成物の塗布使用と洗髪を繰り返した場合、べとつき、蓄積等による違和感などの悪い影響
はなかった。また、ブロック共重合体Ｐ－１およびＰ－２を用いた組成物でも上記と同様
な結果が得られた。
【０１１４】
［例１２（皮膚用化粧料）］
下記表２に示す配合の皮膚用化粧料１を調製した。
【０１１５】
得られた皮膚用化粧料１を皮膚に塗布したところ、乾燥後も違和感およびべたつき感がな
く、滑らかな良好な感触の皮膜が得られた。
【０１１６】
ブロック共重合体Ｐ－１に代えて、表２に示す配合で、カチオン系重合体（ユニオンカー
バイド社製「ＪＲ－４００」）の６％エタノール溶液を用いた以外は、例１２と同様にし
て皮膚用化粧料２を調製した。この皮膚用化粧料２を皮膚に塗布したところ、べたつきが
多く、滑らかな感触は得られなかった。
ブロック共重合体Ｐ－１に代えて、表２に示す配合でアニオン系重合体（ＩＳＰ社製「Ｇ
ａｎｔｒｅｔｚＡ４２５）の６％エタノール溶液を用いた以外は、上記例１２と同様にし
て皮膚用化粧料３を調製した。この皮膚用化粧料３を皮膚に塗布したところ、べたつきが
多く、滑らかな感触が得られず、また数回こすったところ剥離してしまった。
【０１１７】
【表２】
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【０１１８】
［例１３（爪用化粧料）］
下記配合の成分をビーズミルで１時間分散および混合して、爪用化粧料１を調製した。

【０１１９】
この組成物を爪に使用したところ、乾燥が早く、乾燥後は剥がれにくく、持ちがよかった
。また、ブロック共重合体Ｐ－１およびＰ－２を用いた組成物でも上記と同様な結果が得
られた。
【０１２０】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、２以上の性質を兼ね備えた樹脂を用いることによ
って、化粧料に要求される複数の性能を同時に満足させることが可能な化粧料用樹脂組成
物および化粧料を提供することができる。
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