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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヘアケア組成物であって、
　ａ．前記ヘアケア組成物の０．０５重量％～１５重量％の、１つ以上のメタセシス化不
飽和ポリオールエステルオリゴマーと、
　ｂ．前記ヘアケア組成物の５重量％～５０重量％の、１つ以上のアニオン性界面活性剤
と、
　ｃ．前記ヘアケア組成物の少なくとも２０重量％の水性キャリアと、
　ｄ．分散ゲル網状組織相であって、
　　　ａ．前記ヘアケア組成物の少なくとも０．０５重量％の、１つ以上の脂肪アルコー
ル、
　　　ｂ．前記ヘアケア組成物の少なくとも０．０１重量％の、１つ以上の界面活性剤、
及び
　　　ｃ．水
　を含む分散ゲル網状組織相と
を含む、ヘアケア組成物。
【請求項２】
　前記ヘアケア組成物は、前記ヘアケア組成物の０．１重量％～１０重量％の前記１つ以
上のオリゴマーを含む、請求項１に記載のヘアケア組成物。
【請求項３】
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　前記ヘアケア組成物は、前記ヘアケア組成物の０．１重量％～５重量％の前記１つ以上
のオリゴマーを含む、請求項１に記載のヘアケア組成物。
【請求項４】
　前記１つ以上のオリゴマーが、トリグリセリドオリゴマーである、請求項１～３のいず
れか一項に記載のヘアケア組成物。
【請求項５】
　前記１つ以上のオリゴマーが、大豆オリゴマーである、請求項１～３のいずれか一項記
載のヘアケア組成物。
【請求項６】
　前記大豆オリゴマーが、完全に水素添加されている、請求項５に記載のヘアケア組成物
。
【請求項７】
　前記大豆オリゴマーが、８０％以上水素添加されている、請求項５に記載のヘアケア組
成物。
【請求項８】
　前記１つ以上のアニオン性界面活性剤が、ラウレス硫酸ナトリウムである、請求項１～
７のいずれか一項に記載のヘアケア組成物。
【請求項９】
　前記ヘアケア組成物の０．０２重量％～０．５重量％のカチオン性ポリマーを更に含む
、請求項１～８のいずれか一項に記載のヘアケア組成物。
【請求項１０】
　前記ヘアケア組成物は、１つ以上の追加のコンディショニング剤を更に含む、請求項１
～９のいずれか一項に記載のヘアケア組成物。
【請求項１１】
　前記コンディショニング剤はシリコーンである、請求項１０に記載のヘアケア組成物。
【請求項１２】
　前記ヘアケア組成物は、１つ以上の追加の有益剤を更に含む、請求項１～１１のいずれ
か一項に記載のヘアケア組成物。
【請求項１３】
　前記有益剤は、抗ふけ剤、ビタミン、キレート剤、香料、酵素、抗菌剤、染料、顔料、
漂白剤、及びそれらの混合物からなる群から選択される、請求項１２に記載のヘアケア組
成物。
【請求項１４】
　前記１つ以上のオリゴマーが、自己メタセシス化されている、請求項１～１３のいずれ
か一項に記載のヘアケア組成物。
【請求項１５】
　前記１つ以上のオリゴマーが、交差メタセシス化されている、請求項１～１３のいずれ
か一項に記載のヘアケア組成物。
【請求項１６】
　前記ヘアケア組成物は、１つ以上の非メタセシス化不飽和ポリオールエステルを更に含
む、請求項１～１５のいずれか一項に記載のヘアケア組成物。
【請求項１７】
　前記１つ以上の非メタセシス化不飽和ポリオールエステルが、大豆油を含む、請求項１
６に記載のヘアケア組成物。
【請求項１８】
　請求項１～１７のいずれか一項に記載の有効量のヘアケア組成物を毛髪に塗布する工程
を含む、毛髪の洗浄方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、アニオン性界面活性剤、水性キャリア、及び不飽和ポリオールエステルのメ
タセシスから誘導されるオリゴマーを含有するヘアケア組成物、並びにその組成物の使用
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ヒトの毛髪は、周囲の環境との接触や、頭皮から分泌される皮脂のために汚れる。毛髪
が汚れると、それは不潔な感触や魅力のない外観を呈するようになる。
【０００３】
　シャンプーは、過剰な汚れや皮脂を除去することによって毛髪を清潔にするものである
。しかしながら、シャンプーは毛髪を、濡れた、もつれた、及び一般に扱いにくい状態に
取り残すことがある。毛髪の天然油分が除去されるため、毛髪がいったん乾燥すると、毛
髪は、乾燥し、荒れて、光沢のない、又は縮れた状態になることが多い。
【０００４】
　これらのシャンプー後の問題を緩和するために、多様な試みが展開されてきた。１つの
アプローチは、単一製品で毛髪の洗浄及びコンディショニングの両方を行おうとするヘア
ーシャンプーの適用である。
【０００５】
　洗浄シャンプー基剤にヘアコンディショニング効果を与えるため、多種多様なコンディ
ショニング活性物質が提案されてきた。しかしながら、シャンプー内に活性濃度のコンデ
ィショニング剤を含めると、レオロジー及び安定性の問題が起こり得、洗浄、泡立ちプロ
ファイル、及びヘアスタイルへの重さの影響において、消費者の相反関係を作りだす。追
加として、シリコーンの価格高騰及びシリコーンの石油に基づく特質により、コンディシ
ョニング活性物質としてシリコーンを使用する望ましさは最小化された。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記に基づいて、毛髪にコンディショニング効果を提供することができ、シリコーンを
置き換えて、又はシリコーン若しくは他のコンディショニング活性物質と組み合わせて使
用して、ヘアケア組成物のコンディショニング活性を最大化することができる、コンディ
ショニング活性物質が必要とされている。追加として、自然源から誘導することができ、
それによって再生可能な資源から誘導されるコンディショニング活性物質を提供するコン
ディショニング活性物質を見出すことが望ましい。自然源から誘導され、かつミセル界面
活性剤系を含む安定した製品をもたらす、コンディショニング活性物質を見出すことも、
また望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、ヘアケア組成物であって、（ａ）前記ヘアケア組成物の約０．０５重量％～
約１５重量％の、１つ以上のメタセシス化不飽和ポリオールエステルオリゴマーと、（ｂ
）前記ヘアケア組成物の約５重量％～約５０重量％の１つ以上のアニオン性界面活性剤と
、（ｃ）前記ヘアケア組成物の少なくとも約２０重量％の水性キャリアと、（ｄ）分散ゲ
ル網状組織相であって、ａ．前記ヘアケア組成物の少なくとも０．０５重量％の、１つ以
上の脂肪アルコール、ｂ．前記ヘアケア組成物の少なくとも０．０１重量％の、１つ以上
の界面活性剤、及びｃ．水を含む分散ゲル網状組織相とを含む、ヘアケア組成物を対象と
する。
【０００８】
　本発明は更に、上述の有効量のヘアケア組成物で毛髪を洗浄するための方法を対象とす
る。
【０００９】
　本発明のこれら及び他の特徴、態様及び利点は、本発明の開示を読むことによって当業
者に明白となろう。
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【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明の全ての実施形態では、特に記述のない限り、全ての百分率は、組成物全体の重
量によるものである。全ての比率は、特に記述のない限り、重量比である。全ての範囲は
、包含的であり、かつ組み合わせ可能である。有効数字の数は、表示された量に対する限
定を表すものでも、測定値の精度に対する限定を表すものでもない。特に指示がない限り
、全ての数量は、「約」という単語によって修飾されるものと理解される。特に断らない
かぎり、すべての測定は２５℃で周囲条件下において行われたものと理解される。ただし
「周囲条件」とは、約１気圧の圧力下で約５０％の相対湿度における条件のことを意味す
る。列挙された成分に関連する重量は全て、有効濃度に基づいており、特に明記しない限
り、市販の材料に含まれ得るキャリア又は副生成物を含まない。
【００１１】
　用語「含む」は、本明細書で使用するとき、最終的な結果に影響を及ぼさない他の工程
、及び他の成分、を追加できることを意味する。この用語は、「からなる」及び「から本
質的になる」を包含する。本発明の組成物及び方法／プロセスは、本明細書に記載の発明
の必須要素及び制限、並びに本明細書に記載のいずれの追加的、若しくは任意選択の、成
分、構成要素、工程、又は制限をも含み、これらからなり、及びこれらから本質的になる
ことができる。
【００１２】
　本明細書で使用するとき、用語「含む（include）」、「含む（includes）」、及び「
含んでいる（including）」は、非限定的であり、それぞれ「含む（comprise）」、「含
む（comprises）」、及び「含んでいる（comprising）」を意味するものであると理解さ
れる。
【００１３】
　本出願人らの発明のパラメータの各値を求めるためには、本出願の試験方法の項で開示
する試験方法を用いるべきである。
【００１４】
　別途記載のない限り、成分又は組成物の濃度はすべて、当該成分又は組成物の活性部分
に関するものであり、このような成分又は組成物の市販の供給源に存在し得る不純物、例
えば残留溶媒又は副生成物は除外される。
【００１５】
　割合（％）及び比率はすべて、別途記載のない限り重量で計算される。すべての割合（
％）及び比率は、別途記載のない限り組成物全体を基準にして計算される。「重量パーセ
ント」という用語は、本明細書では「重量％」として表示し得る。
【００１６】
　本明細書の全体を通じて与えられるすべての最大の数値限定は、それよりも小さい数値
限定を、そうしたより小さい数値限定があたかも本明細書に明確に記載されているものと
同様にして包含するものと理解すべきである。本明細書全体を通して記載される全ての最
小数値限定は、このようなより高い数値限定が本明細書に明示的に記載されているかのよ
うに、全てのより高い数値限定を含む。本明細書全体を通して記載される全ての数値範囲
は、このようなより狭い数値範囲が本明細書に明示的に記載されているかのように、この
ようなより広い数値範囲内の全てのより狭い数値範囲を含む。
【００１７】
　Ａ．メタセシス化オリゴマー
　ヘアケア組成物は、ヘアケア組成物の約０．０５重量％～約１５重量％、あるいは約０
．１重量％～約１０重量％、あるいは約０．２５重量％～約５重量％の、不飽和ポリオー
ルエステルのメタセシスから誘導される１つ以上のオリゴマーを含み得る。代表的なメタ
セシス化不飽和ポリオールエステル及びその出発材料が、米国特許出願第２００９／０２
２０４４３　Ａ１に説明されているがこれは参照により本明細書に組み込まれる。
【００１８】
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　メタセシス化不飽和ポリオールエステルとは、１つ以上の不飽和ポリオールエステル成
分がメタセシス反応を受けたときに得られる生成物を指す。メタセシスとは、炭素－炭素
二重結合の形成及び開裂による１つ以上の二重結合を含有する化合物（即ち、オレフィン
性化合物）中でのアルキリデン単位の交換を伴う触媒反応である。メタセシスは、２つの
同一の分子間で起こり得（自己メタセシスと呼ばれることが多い）、及び／又は２つの異
なる分子間で起こり得る（交差メタセシスと呼ばれることが多い）。自己メタセシスは、
等式Ｉに示されるように概略的に表すことができる。
【００１９】
【化１】

　式中、Ｒ1及びＲ2は、有機基である。
【００２０】
　交差メタセシスは、等式ＩＩに示されるように概略的に表すことができる。
【００２１】

【化２】

　式中、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、及びＲ4は、有機基である。
【００２２】
　不飽和ポリオールエステルが、１つを超える炭素－炭素二重結合（即ち、多不飽和ポリ
オールエステル）を有する分子を含む場合、自己メタセシスは、不飽和ポリオールエステ
ルのオリゴマー化をもたらす。自己メタセシス反応は、メタセシスダイマー、メタセシス
トリマー、メタセシステトラマーの形成をもたらす。メタセシスペタマー及びメタセシス
へキサマーなどの高次のメタセシスオリゴマーは、継続する自己メタセシスによっても形
成され得、不飽和ポリオールエステル物質を結合する鎖の数及びタイプ、並びにエステル
の数及び不飽和に関してのエステルの配向に依存する。
【００２３】
　出発物質として、メタセシス化不飽和ポリオールエステルは、１つ以上の不飽和ポリオ
ールエステルから調製される。本明細書で使用するとき、用語「不飽和ポリオールエステ
ル」とは、２つ以上のヒドロキシル基を有する化合物を指し、ここでヒドロキシル基の少
なくとも１つは、エステルの形態であり、このエステルは、少なくとも１つの炭素－炭素
二重結合を含む有機基を有する。多くの実施形態において、不飽和ポリオールエステルは
、一般構造Ｉで表すことができる。
【００２４】
【化３】

　式中、ｎ≧１であり、ｍ≧０であり、ｐ≧０であり、（ｎ＋ｍ＋ｐ）≧２であり、Ｒは
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、有機基であり、Ｒ’は、少なくとも１つの炭素－炭素二重結合を有する有機基であり、
Ｒ’’は、飽和有機基である。不飽和ポリオールエステルの代表的な実施形態は、米国特
許公開第２００９／０２２０４４３　Ａ１号に詳述されている。
【００２５】
　本発明の多くの実施形態において、不飽和ポリオールエステルは、グリセロールの不飽
和エステルである。グリセロールの不飽和ポリオールエステルの供給源には、合成油、天
然油（例えば、植物油、藻類油、細菌誘導性油、及び動物性脂肪）、これらの組み合わせ
などが挙げられる。再生された使用済み植物油も使用することができる。植物油の代表的
な例としては、アルガンオイル、キャノーラ油、菜種油、ココヤシ油、コーンオイル、綿
実油、オリーブオイル、パーム油、ピーナッツオイル、ベニバナ油、ごま油、大豆油、ヒ
マワリ油、高オレオイル大豆油、高オレオイルヒマワリ油、亜麻仁油、パーム核油、キリ
油、ヒマシ油、高エルカ菜種油、ジャトロファ油、これらの組み合わせなどが挙げられる
。動物性脂肪の代表的な例としては、ラード、タロー、鶏脂、黄色油脂、魚油、これらの
組み合わせなどが挙げられる。合成油の代表的な例としてはトール油が挙げられるが、こ
れは、木材パルプ製造の副生成物である。
【００２６】
　不飽和ポリオールエステルのその他の例としては、ジエステル、例えばエチレングリコ
ール又はプロピレングリコールから誘導されるもの、エステル、例えばペンタエリスリト
ール又はジペンタエリスリトールから誘導されるもの、あるいはＳＥＦＯＳＥ（登録商標
）などの糖エステルが挙げられる。ＳＥＦＯＳＥ（登録商標）などの糖エステルは、１つ
以上の種類のショ糖ポリエステルを含み、最大８個のエステル基はメタセシス交換反応を
受け得る。ショ糖ポリエステルは、自然源から誘導され、したがって、ショ糖ポリエステ
ルの使用により、環境に対するプラスの影響をもたらすことができる。ショ糖ポリエステ
ルは、脂肪鎖の鎖長、飽和状態、及び派生変数に加えて、ショ糖主鎖の周囲に複数の置換
位置を有する、ポリエステル物質である。そのようなショ糖ポリエステルは、約５超のエ
ステル化（「ＩＢＡＲ」）を有することができる。一実施形態では、ショ糖ポリエステル
は、約５～約８のＩＢＡＲを有してもよい。別の実施形態では、ショ糖ポリエステルは、
約５～７のＩＢＡＲを有し、別の実施形態では、ショ糖ポリエステルは、約６のＩＢＡＲ
を有する。更に他の実施形態では、ショ糖ポリエステルは、約８のＩＢＡＲを有する。シ
ョ糖ポリエステルは自然源から誘導されるため、ＩＢＡＲ及び鎖長内に分布が存在し得る
。例えば、６のＩＢＡＲを有するショ糖ポリエステルは、大部分は約６のＩＢＡＲであり
、幾らかの約５のＩＢＡＲ及び幾らかの約７のＩＢＡＲとの混合物を含有してもよい。更
に、そのようなショ糖ポリエステルは、飽和、即ち約３～約１４０のヨウ素価（「ＩＶ」
）を有し得る。別の実施形態では、ショ糖ポリエステルは、約１０～約１２０のＩＶを有
し得る。更に別の実施形態では、ショ糖ポリエステルは、約２０～約１００のＩＶを有し
得る。更に、そのようなショ糖ポリエステルは、約Ｃ12～Ｃ20の鎖長を有するが、そのよ
うな鎖長に限定されない。
【００２７】
　使用するのに好適なショ糖ポリエステルの非限定的例としては、ＳＥＦＯＳＥ（登録商
標）１６１８Ｓ、ＳＥＦＯＳＥ（登録商標）１６１８Ｕ、ＳＥＦＯＳＥ（登録商標）１６
１８Ｈ、Ｓｅｆａ　Ｓｏｙａｔｅ　ＩＭＦ　４０、Ｓｅｆａ　Ｓｏｙａｔｅ　ＬＰ４２６
、ＳＥＦＯＳＥ（登録商標）２２７５、ＳＥＦＯＳＥ（登録商標）Ｃ１６９５、ＳＥＦＯ
ＳＥ（登録商標）Ｃ１８：０　９５、ＳＥＦＯＳＥ（登録商標）Ｃ１４９５、ＳＥＦＯＳ
Ｅ（登録商標）１６１８Ｈ　Ｂ６、ＳＥＦＯＳＥ（登録商標）１６１８Ｓ　Ｂ６、ＳＥＦ
ＯＳＥ（登録商標）１６１８Ｕ　Ｂ６、Ｓｅｆａ　Ｃｏｔｔｏｎａｔｅ、ＳＥＦＯＳＥ（
登録商標）Ｃ１２９５、Ｓｅｆａ　Ｃ８９５、Ｓｅｆａ　Ｃ１０９５、ＳＥＦＯＳＥ（登
録商標）１６１８Ｓ　Ｂ４．５が挙げられるが、これらは全てＰｒｏｃｔｅｒ　ａｎｄ　
Ｇａｍｂｌｅ　Ｃｏ．（Ｃｉｎｃｉｎｎａｔｉ，Ｏｈｉｏ）から入手可能である。
【００２８】
　好適な天然ポリオールエステルのその他の例としては、これらに限定されないが、ソル
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ビトールエステル、マルチトールエステル、ソルビタンエステル、マルトデキストリン由
来のエステル、キシリトールエステル、及びその他の糖由来エステルを挙げることができ
る。
【００２９】
　その他の実施形態では、エステルの鎖長はＣ８～Ｃ２２又は更には鎖長のみに制限され
ず、自己メタセシス反応のために偶数及び奇数の鎖並びに短鎖及び長鎖を有し得るポリオ
ールエステル原料をもたらす油脂と短鎖オレフィン（天然及び合成の両方）とのコメタセ
シスによる天然エステルを含むことができる。好適な短鎖オレフィンとしては、エチレン
及びブテンが挙げられる。
【００３０】
　不飽和ポリオールエステルのメタセシスから誘導されるオリゴマーは、水素添加により
更に変性されてもよい。例えば、ある実施形態では、オリゴマーは約６０％以上、ある実
施形態では約７０％以上、ある実施形態では約８０％以上、ある実施形態では約８５％以
上、ある実施形態では約９０％以上、及びある実施形態では略１００％水素添加されるこ
とができる。
【００３１】
　いくつかの実施形態では、トリグリセリドオリゴマーが大豆油の自己メタセシスから誘
導される。大豆オリゴマーは、水素添加大豆ポリグリセリドを含み得る。更に大豆オリゴ
マーは、Ｃ15～Ｃ23アルカンを副生成物として含み得る。メタセシス由来の大豆オリゴマ
ーの例は、Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇから入手可能な、完全に水素添加されたＤＯＷ　ＣＯ
ＲＮＩＮＧ（登録商標）ＨＹ－３０５０大豆ワックスである。
【００３２】
　他の実施形態では、メタセシス化不飽和ポリオールエステルは、１つ以上の非メタセシ
ス化不飽和ポリオールエステルとのブレンドとして使用することができる。非メタセシス
化不飽和ポリオールエステルは、完全に又は部分的に水素添加されていてよい。そのよう
な例は、ＨＹ－３０５０オリゴマーと水素添加大豆油（ＨＳＢＯ）とのブレンドであるＤ
ＯＷ　ＣＯＲＮＩＮＧ（登録商標）ＨＹ－３０５１であり、Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇから
入手可能である。本発明のいくつかの実施形態では、非メタセシス化不飽和ポリオールエ
ステルは、グリセロールの不飽和エステルである。グリセロールの不飽和エステルの供給
源としては、合成油、天然油（例えば植物油、藻類油、細菌誘導性油、及び動物性脂肪）
、これらの組み合わせなどが挙げられる。再生された使用済み植物油も使用することがで
きる。植物油の代表例は、上に列記されたものが挙げられる。
【００３３】
　ポリオールエステルオリゴマーのその他の変性は、エステルの一部の、アンモニア又は
高級有機アミン、例えばドデシルアミン又はその他の脂肪族アミンとの部分的アミド化で
あり得る。この変性は、オリゴマーの全体的な組成を変更するが、用途によっては有用で
あり得、生成物の潤滑性を増大させる。別の変性は、ポリアミンの部分的アミド化による
ものであり得、いくらかの疑似カチオン性の可能性をポリオールエステルオリゴマーにも
たらす。そのような例は、ＤＯＷ　ＣＯＲＮＩＮＧ（登録商標）材料ＨＹ－３２００であ
る。アミド官能化オリゴマーのその他の代表的実施形態は、国際特許公開第ＷＯ２０１２
００６３２４Ａ１に詳述されているが、これは参照により本明細書に組み込まれる。
【００３４】
　また、ポリオールエステルオリゴマーは、不飽和官能基の部分的ヒドロホルミル化によ
り更に変性されて、１つ以上のＯＨ基及びオリゴマー親水性の増大をもたらすことができ
る。
【００３５】
　特定の実施形態では、メタセシス化不飽和ポリオールエステル及びブレンドは、小粒子
エマルションとして処方される。トリグリセリドオリゴマーのエマルションは、非イオン
性、双性イオン性、カチオン性、及びアニオン性の界面活性剤の組み合わせを使用して調
製することができる。実施形態によっては、トリグリセリドオリゴマーのエマルションは
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、非イオン性界面活性剤とアニオン性界面活性剤との組み合わせであり得る。好適な非イ
オン性エマルションには、Ｎｅｏｄｏｌ　１～５が挙げられる。好適なアニオン性エマル
ションとしては、それぞれ式ＲＯＳＯ3Ｎａ及びＲＯ（Ｃ2Ｈ4Ｏ）xＳＯ3Ｎａを有するア
ルキル及びアルキルエーテルサルフェートが挙げられる。別の実施形態では、メタセシス
化不飽和ポリオールエステルは、乳化に先立って予備融解され、ヘアケア組成物に組み込
まれる。小粒子エマルションのいくつかの実施形態では、メタセシス化不飽和ポリオール
エステルは、約０．０５～約３５マイクロメートル、あるいは約０．１～約１０マイクロ
メートル、あるいは約０．１～約２マイクロメートルの粒径を有する。
【００３６】
　その他の実施形態では、不飽和ポリオールエステル及びブレンドは、オリゴマー化に先
立って変性されて、近末端分岐を組み込む。末端分岐を組み込むためにオリゴマー化に先
立ち変性される代表的なポリオールエステルは、国際特許公開第ＷＯ２０１２／００９５
２５　Ａ２号に記載されているが、これは参照により本明細書に組み込まれる。
【００３７】
　Ｂ．界面活性剤
　ヘアケア組成物は洗浄性界面活性剤を含んでよく、これは、洗浄性能を組成物にもたら
す。そのため洗浄性界面活性剤はアニオン性界面活性剤、両性界面活性剤、又は双性イオ
ン性界面活性剤、あるいはそれらの混合物を含む。洗浄性界面活性剤の様々な例及び説明
が、米国特許第６，６４９，１５５号、米国特許出願公開第２００８／０３１７６９８号
、及び同第２００８／０２０６３５５号に示されているが、これらは参照によりその全体
が本明細書に組み込まれる。
【００３８】
　ヘアケア組成物中の洗浄性界面活性剤成分の濃度は、所望の洗浄及び起泡性能を提供す
るために十分であるべきであり、一般に約２重量％～約５０重量％、約５重量％～約３０
重量％、約８重量％～約２５重量％、又は約１０重量％～約２０重量％の範囲である。し
たがって、ヘアケア組成物は洗浄性界面活性剤を、例えば約５重量％、約１０重量％、約
１２重量％、約１５重量％、約１７重量％、約１８重量％、又は約２０重量％の量で含み
得る。
【００３９】
　組成物への使用に適したアニオン性界面活性剤は、アルキル及びアルキルエーテルサル
フェートである。その他の好適なアニオン性界面活性剤は、有機硫酸反応生成物の水溶性
の塩である。更に別の好適なアニオン性界面活性剤は、イセチオン酸でエステル化されか
つ水酸化ナトリウムで中和された脂肪酸の反応生成物である。その他の似たようなアニオ
ン性界面活性剤が、米国特許第２，４８６，９２１号、同第２，４８６，９２２号、及び
同第２，３９６，２７８に記載されているが、これらは参照によりその全体が本明細書に
組み込まれる。
【００４０】
　ヘアケア組成物に使用される代表的なアニオン性界面活性剤としては、ラウリル硫酸ア
ンモニウム、ラウレス硫酸アンモニウム、ラウリル硫酸トリエチルアミン、ラウレス硫酸
トリエチルアミン、ラウリル硫酸トリエタノールアミン、ラウレス硫酸トリエタノールア
ミン、ラウリル硫酸モノエタノールアミン、ラウレス硫酸モノエタノールアミン、ラウリ
ル硫酸ジエタノールアミン、ラウレス硫酸ジエタノールアミン、ラウリルモノグリセリド
硫酸ナトリウム、ラウリル硫酸ナトリウム、ラウレス硫酸ナトリウム、ラウリル硫酸カリ
ウム、ラウレス硫酸カリウム、ラウリルサルコシン酸ナトリウム、ラウロイルサルコシン
酸ナトリウム、ラウリルサルコシン、ココイルサルコシン、ココイル硫酸アンモニウム、
ラウロイル硫酸アンモニウム、ココイル硫酸ナトリウム、ラウロイル硫酸ナトリウム、コ
コイル硫酸カリウム、ラウリル硫酸カリウム、ラウリル硫酸トリエタノールアミン、ラウ
リル硫酸トリエタノールアミン、ココイル硫酸モノエタノールアミン、ラウリル硫酸モノ
エタノールアミン、トリデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ドデシルベンゼンスルホ
ン酸ナトリウム、ナトリウムココイルイセチオネート及びこれらの組み合わせが挙げられ
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る。更なる実施形態では、アニオン性補助界面活性剤は、ラウリル硫酸ナトリウム又はラ
ウレス硫酸ナトリウムである。
【００４１】
　本明細書のヘアケア組成物での使用に好適な両性又は双性イオン性の界面活性剤として
は、ヘアケア又はその他のパーソナルケアクレンジングでの使用で既知のものが挙げられ
る。そのような両性界面活性剤の濃度は、約０．５重量％～約２０重量％、及び約１重量
％～約１０重量％の範囲である。好適な双性イオン性又は両性界面活性剤の非限定例が、
米国特許第５，１０４，６４６号及び同第５，１０６，６０９号に記載されているが、こ
れらは参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。
【００４２】
　ヘアケア組成物での使用に好適な両性洗浄性界面活性剤としては、脂肪族二級及び三級
アミンの誘導体として広く記載される界面活性剤が挙げられ、ここで脂肪族ラジカルは直
鎖であっても分枝鎖であってもよく、脂肪族置換基の１つは約８～約１８個の炭素原子を
含有し、１つはアニオン性基、例えばカルボキシ、スルホネート、サルフェート、ホスフ
ェート、又はホスホネートを含有する。本発明のヘアケア組成物に用いるのに好ましい両
性洗浄性界面活性剤には、ココアンホアセテート、ココアンホジアセテート、ラウロアン
ホアセテート、ラウロアンホジアセテート及びこれらの混合物が挙げられる。
【００４３】
　ヘアケア組成物への使用に適した双性イオン性洗浄性界面活性剤としては、脂肪族四級
アンモニウム、ホスホニウム、及びスルホニウム化合物の誘導体として広く記載される界
面活性剤が挙げられ、ここで脂肪族ラジカルは直鎖であっても分枝鎖であってもよく、脂
肪族置換基の１つは約８～約１８個の炭素原子を含有し、１つはアニオン性基、例えばカ
ルボキシ、スルホネート、サルフェート、ホスフェート又はホスホネートを含有する。別
の実施形態において、双性イオン、例えばベタインが選択される。
【００４４】
　本組成物に用いるのに好適なその他のアニオン性、双性イオン性、両性、又は任意の追
加の界面活性剤の非限定的な例は、ＭｃＣｕｔｃｈｅｏｎ’ｓ，Ｅｍｕｌｓｉｆｉｅｒｓ
　ａｎｄ　Ｄｅｔｅｒｇｅｎｔｓ，１９８９　Ａｎｎｕａｌ，ｐｕｂｌｉｓｈｅｄ　ｂｙ
　Ｍ．Ｃ．Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ　Ｃｏ．及び米国特許第３，９２９，６７８号、同第２
，６５８，０７２号、同第２，４３８，０９１号、同第２，５２８，３７８号に記載され
ているが、これらはその全体が参照により本明細書に組み込まれる。
【００４５】
　Ｃ．水性キャリア
　ヘアケア組成物は、注ぐことが可能な液体（周囲条件下）の形態であってよい。したが
って、そのような組成物は、典型的にはキャリアを含み、これは約２０重量％～約９５重
量％、又は更には約６０重量％～約８５重量％の濃度で存在する。キャリアは、水、又は
水と有機溶媒との混和性混合物を含んでもよいが、１つの態様では、その他の成分の微量
成分として組成物中に付随的に組み込まれる場合を除き、最小限の有機溶媒を有するか、
又は有意の濃度の有機溶媒を有さない水を含んでもよい。
【００４６】
　ヘアケア組成物の実施形態に有用なキャリアは、水、並びに低級アルキルアルコール及
び多価アルコールの水溶液を含む。本明細書で有用な低級アルキルアルコールは、１～６
個の炭素を有する一価アルコール、一態様では、エタノール及びイソプロパノールである
。本明細書で有用な代表的な多価アルコールとしては、プロピレングリコール、ヘキシレ
ングリコール、グリセリン、及びプロパンジオールが挙げられる。
【００４７】
　Ｄ．追加の構成成分
　ヘアケア組成物は、ヘアケア又はパーソナルケア製品用として既知の追加成分を１つ以
上を更に含んでもよいが、この追加成分が、製品の安定性、審美性、又は性能を過度に損
なわないことを条件とする。このような任意成分とは、最も典型的には「ＣＴＦＡ　Ｃｏ
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ｓｍｅｔｉｃ　Ｉｎｇｒｅｄｉｅｎｔ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ」（Ｓｅｃｏｎｄ　Ｅｄｉｔｉ
ｏｎ，Ｔｈｅ　Ｃｏｓｍｅｔｉｃ，Ｔｏｉｌｅｔｒｉｅｓ，ａｎｄ　Ｆｒａｇｒａｎｃｅ
　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ，Ｉｎｃ．１９８８，１９９２）のような参考文献に記載され
ている物質である。そのような追加成分の個々の濃度は、パーソナルケア組成物の約０．
００１重量％～約１０重量％の範囲であり得る。
【００４８】
　ヘアケア組成物に使用する追加成分の非限定例としては、コンディショニング剤（例え
ばシリコーン、炭化水素油、脂肪族エステル）天然カチオン性付着ポリマー、合成カチオ
ン性付着ポリマー、抗ふけ剤、粒子、懸濁剤、パラフィン系炭化水素、噴射剤、粘度調整
剤、染料、不揮発性溶媒又は希釈剤（水溶性及び非水溶性）、真珠光沢助剤、起泡剤、追
加の界面活性剤又は非イオン性補助界面活性剤、シラミ駆除剤、ｐＨ調整剤、香料、保存
料、タンパク質、皮膚活性化剤、日焼け止め剤、ＵＶ吸収剤、及びビタミンが挙げられる
。
【００４９】
　１．コンディショニング剤
　一実施形態では、ヘアケア組成物は、１つ以上のコンディショニング剤を含む。コンデ
ィショニング剤としては、毛髪及び／又は皮膚に特定のコンディショニング効果を与える
ために使用される物質が挙げられる。ヘアケア組成物に有用なコンディショニング剤は、
典型的には、乳化液体粒子を形成する非水溶性で水分散性の不揮発性液体を含む。ヘアケ
ア組成物に用いるのに好適なコンディショニング剤は、一般にシリコーン（例えば、シリ
コーンオイル、カチオン性シリコーン、シリコーンゴム、高屈折率シリコーン、及びシリ
コーン樹脂）、有機コンディショニングオイル（例えば、炭化水素油、ポリオレフィン、
及び脂肪酸エステル）若しくはこれらの組み合わせとして特徴付けられるコンディショニ
ング剤、又は他の方法で水性界面活性剤マトリックス中に液状の分散した粒子を形成する
コンディショニング剤である。
【００５０】
　１つ以上のコンディショニング剤は、本組成物の約０．０１重量％～約１０重量％、あ
るいは約０．１重量％～約８重量％、あるいは約０．２重量％～約４重量％で存在する。
【００５１】
　ａ．シリコーン
　ヘアケア組成物のコンディショニング剤は、不溶性シリコーンコンディショニング剤で
あってよい。シリコーンコンディショニング剤粒子は揮発性シリコーン、不揮発性シリコ
ーン、又はこれらの組み合わせを含んでもよい。揮発性シリコーンが存在する場合、典型
的にはシリコーンゴムや樹脂のような、市販の形態の不揮発性シリコーン物質成分のため
の溶媒又はキャリアとしてのそれらの使用に付随する。シリコーンコンディショニング剤
粒子は、シリコーン流体コンディショニング剤を含んでもよく、またシリコーン流体の付
着効率を改善するか又は毛髪の光沢度を高めるための他の成分（シリコーン樹脂など）を
更に含んでもよい。
【００５２】
　シリコーンコンディショニング剤の濃度は、通常、組成物の約０．０１重量％～約１０
重量％、あるいは約０．１重量％～約８重量％、あるいは約０．１重量％～約５重量％、
あるいは約０．２重量％～約３重量％の範囲である。好適なシリコーンコンディショニン
グ剤及びシリコーンのための任意の懸濁化剤の非限定例は、米国再発行特許第３４，５８
４号、米国特許第５，１０４，６４６号、及び同第５，１０６，６０９号に記載されてい
るが、これらは参照により本明細書に組み込まれる。ヘアケア組成物に使用するシリコー
ンコンディショニング剤は、
【００５３】
【数１】

　で測定した場合に約２Ｅ－５～約２ｍ2／ｓ（約２０～約２，０００，０００センチス
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トークス（「ｃｓｋ」）、あるいは約０．００１～約１．８ｍ2／ｓ（約１，０００～約
１，８００，０００ｃｓｋ）、あるいは約０．０５～約１．５ｍ2／ｓ（約５０，０００
～約１，５００，０００ｃｓｋ）、あるいは約０．１～約１．５ｍ2／ｓ（約１００，０
００～約１，５００，０００ｃｓｋ）の粘度を有し得る。
【００５４】
　分散したシリコーンコンディショニング剤粒子は、通常、約０．０１マイクロメートル
～約５０マイクロメートルの範囲の体積平均粒径を有する。毛髪への小粒子の塗布に関し
ては、体積平均粒径は、通常、約０．０１マイクロメートル～約４マイクロメートル、あ
るいは約０．０１マイクロメートル～約２マイクロメートル、あるいは約０．０１マイク
ロメートル～約０．５マイクロメートルの範囲である。毛髪へのより大きい粒子の塗布に
関しては、体積平均粒径は、通常、約５マイクロメートル～約１２５マイクロメートル、
あるいは約１０マイクロメートル～約９０マイクロメートル、あるいは約１５マイクロメ
ートル～約７０マイクロメートル、あるいは約２０マイクロメートル～約５０マイクロメ
ートルの範囲である。
【００５５】
　シリコーン流体、ゴム、及び樹脂、並びにシリコーンの製造を議論する項を含むシリコ
ーンの背景資料は、Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｓｃｉｅｎｃｅ
　ａｎｄ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，ｖｏｌ．１５，２ｄ　ｅｄ．，ｐｐ　２０４～３０
８，Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　＆　Ｓｏｎｓ，Ｉｎｃ．（１９８９）に見出されるが、これ
は参照により本明細書に組み込まれる。
【００５６】
　ｉ．シリコーンオイル
　シリコーン流体としてはシリコーンオイルが挙げられ、これらは２５℃で測定して、１
ｍ2／ｓ（１，０００，０００ｃｓｋ）未満、あるいは約５Ｅ－６ｍ2／ｓ（５ｃｓｋ）～
約１ｍ2／ｓ（１，０００，０００ｃｓｋ）、あるいは約０．０００１ｍ2／ｓ（１００ｃ
ｓｋ）～約０．６ｍ2／ｓ（６００，０００ｃｓｋ）の粘度を有する流動性のシリコーン
物質である。ヘアケア組成物に用いるのに好適なシリコーンオイルには、ポリアルキルシ
ロキサン、ポリアリールシロキサン、ポリアルキルアリールシロキサン、ポリエーテルシ
ロキサンコポリマー、及びこれらの混合物が挙げられる。また毛髪コンディショニング特
性を有する他の不溶性不揮発性シリコーン流体を使用してもよい。
【００５７】
　シリコーンオイルとしては、次式（Ｉ）に一致するポリアルキル又はポリアリールシロ
キサンが挙げられる。
【００５８】
【化４】

　式中、Ｒは脂肪族であり、いくつかの実施形態ではアルキル、アルケニル、又はアリー
ルであり、Ｒは置換されても非置換であってもよく、ｘは１～約８，０００の整数である
。組成物に用いるのに好適なＲ基としては、アルコキシ、アリールオキシ、アルカリール
、アリールアルキル、アリールアルケニル、アルカミノ、並びにエーテル置換、ヒドロキ
シル置換、及びハロゲン置換された脂肪族及びアリール基が挙げられるが、これらに限定
されない。好適なＲ基としては、カチオン性アミン及び第四級アンモニウム基も挙げられ
る。
【００５９】
　可能性のあるアルキル及びアルケニル置換基としては、Ｃ1～Ｃ5、あるいはＣ1～Ｃ4、
あるいはＣ1～Ｃ2のアルキル及びアルケニルが挙げられる。その他のアルキル－、アルケ
ニル－又はアルキニル－含有基（例えば、アルコキシ、アルカリル及びアルカミノ）の脂
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肪族部分は、直鎖であっても分枝鎖であってもよく、Ｃ1～Ｃ5、あるいはＣ1～Ｃ4、ある
いはＣ1～Ｃ3、あるいはＣ1～Ｃ2であり得る。上述のように、Ｒ置換基はまたアミノ官能
基（例えば、アルカミノ基）を含有することができ、これは第一級、第二級、若しくは第
三級アミン又は第四級アンモニウムであり得る。これらには、モノ－、ジ－、及びトリ－
アルキルアミノ並びにアルコキシアミノ基が挙げられ、脂肪族部分鎖長は、本明細書に記
載されているとおりであり得る。
【００６０】
　ｉｉ．アミノ及びカチオン性シリコーン
　組成物に使用するのに好適なカチオン性シリコーン流体としては、一般式（ＩＩ）に一
致するものが挙げられるが、これらに限定されない。
　（Ｒ1）aＧ3-a－Ｓｉ－－（－－ＯＳｉＧ2）n－（－－ＯＳｉＧb（Ｒ1）2-b）m－－Ｏ
－－ＳｉＧ3-a（Ｒ1）a

　式中、Ｇは水素、フェニル、ヒドロキシ又はＣ1～Ｃ8アルキルであり、いくつかの実施
形態ではメチルであり、ａは０又は１～３の値を有する整数であり、ｂは０又は１であり
、ｎは０～１，９９９、あるいは４９～４９９の数であり、ｍは１～２，０００、あるい
は１～１０の整数であり、ｎとｍとの合計は１～２，０００、あるいは５０～５００の数
であり、Ｒ1は一般式ＣｑＨ2qＬに一致する一価のラジカルであり、式中、ｑは２～８の
値を有する整数であり、Ｌは以下の群から選択される：
　－－Ｎ（Ｒ2）ＣＨ2－－ＣＨ2－－Ｎ（Ｒ2）2

　－－Ｎ（Ｒ2）2

　－－Ｎ（Ｒ2）3Ａ
-

　－－Ｎ（Ｒ2）ＣＨ2－－ＣＨ2－－ＮＲ2Ｈ2Ａ
-

　式中、Ｒ2は、水素、フェニル、ベンジル、又は飽和炭化水素ラジカルであり、いくつ
かの実施形態では、約Ｃ1～約Ｃ20のアルキルラジカルであり、Ａ-はハロゲン化物イオン
である。
【００６１】
　一実施形態では、式（ＩＩ）に一致するカチオン性シリコーンは、「トリメチルシリル
アモジメチコン」として知られるポリマーであり、これは式（ＩＩＩ）で以下に示される
。
【００６２】
【化５】

【００６３】
　ヘアケア組成物で使用し得るその他のシリコーンカチオン性ポリマーは、一般式（ＩＶ
）で表され、
【００６４】

【化６】

　式中、Ｒ3は、Ｃ1～Ｃ18の一価の炭化水素ラジカル、実施形態によってはアルキル又は
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アルケニルラジカル、例えばメチルであり、Ｒ4は炭化水素ラジカル、実施形態によって
はＣ1～Ｃ18アルキレンラジカル又はＣ10～Ｃ18アルキレンオキシラジカル、あるいはＣ1

～Ｃ8アルキレンオキシラジカルであり、Ｑ-はハロゲン化物イオン、実施形態によっては
クロリドであり、ｒは２～２０の平均統計値で実施形態によっては２～８であり、ｓは２
０～２００の平均統計値で実施形態によっては２０～５０である。この部類の一つのポリ
マーは、Ｕｎｉｏｎ　Ｃａｒｂｉｄｅから入手可能なＵＣＡＲＥ　ＳＩＬＩＣＯＮＥ　Ａ
ＬＥ　５６（登録商標）として知られている。
【００６５】
　ｉｉｉ．シリコーンゴム
　ヘアケア組成物での使用に好適なその他のシリコーン流体は、不溶性のシリコーンゴム
である。これらのゴムは、２５℃で測定して、１ｍ2／ｓ（１，０００，０００ｃｓｋ）
以上の粘度を有するポリオルガノシロキサン物質である。シリコーンゴムは、米国特許第
４，１５２，４１６号、Ｎｏｌｌ及びＷａｌｔｅｒのＣｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｔｅ
ｃｈｎｏｌｏｇｙ　ｏｆ　Ｓｉｌｉｃｏｎｅｓ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ：Ａｃａｄｅｍｉｃ　
Ｐｒｅｓｓ（１９６８）、及びＧｅｎｅｒａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｓｉｌｉｃｏｎｅ　
Ｒｕｂｂｅｒ　Ｐｒｏｄｕｃｔ　Ｄａｔａ　Ｓｈｅｅｔｓ　ＳＥ　３０，ＳＥ　３３，Ｓ
Ｅ　５４及びＳＥ　７６に記載されているが、これらは全て参照により本明細書に組み込
まれる。ヘアケアにおいて使用するためのシリコーンゴムの具体的な非限定例としては、
ポリジメチルシロキサン、（ポリジメチルシロキサン）（メチルビニルシロキサン）コポ
リマー、ポリ（ジメチルシロキサン）（ジフェニルシロキサン）（メチルビニルシロキサ
ン）コポリマー、及びこれらの混合物が挙げられる。
【００６６】
　ｉｖ．高屈折率シリコーン
　ヘアケア組成物に用いるのに好適なその他の不揮発性不溶性シリコーン流体コンディシ
ョニング剤は、屈折率が少なくとも約１．４６、あるいは少なくとも約１．４８、あるい
は少なくとも約１．５２、あるいは少なくとも約１．５５である「高屈折率シリコーン」
として既知のものである。ポリシロキサン流体の屈折率は、一般に約１．７０未満、典型
的には約１．６０未満である。この文脈において、ポリシロキサン「流体」には、油並び
にガムが挙げられる。高屈折率ポリシロキサン流体としては、上記の一般式（Ｉ）により
表されるもの、並びに以下の式（Ｖ）で表されるもののような環状ポリシロキサンが挙げ
られる。
【００６７】
【化７】

　式中、Ｒは上記に定義されたとおりであり、ｎは約３～約７、好ましくはあるいは約３
～約５の数である。
【００６８】
　高屈折率ポリシロキサン流体は、屈折率を本明細書に記載される所望のレベルまで増大
させるのに十分な量のアリール含有Ｒ置換基を含有する。更に、Ｒ及びｎは、物質が不揮
発性であるように選択され得る。
【００６９】
　アリール含有置換基としては、脂環式及び複素環式の５員及び６員アリール環を含有す
るもの、及び５員又は６員縮合環を含有するものが挙げられる。アリール環そのものは置
換されても非置換でもよい。
【００７０】
　一般に、高屈折率ポリシロキサン流体は、少なくとも約１５％、あるいは少なくとも約
２０％、あるいは少なくとも約２５％、あるいは少なくとも約３５％、あるいは少なくと
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も約５０％の程度のアリール含有置換基を有するであろう。典型的には、アリール置換の
程度は、約９０％未満、より一般的には約８５％未満、あるいは約５５％～約８０％であ
ろう。いくつかの実施形態では、高屈折率ポリシロキサン流体は、フェニル又はフェニル
誘導体置換基と、アルキル置換基、実施形態によってはＣ1～Ｃ4アルキル、ヒドロキシ、
又はＣ1～Ｃ4アルキルアミノ（特に－Ｒ4ＮＨＲ5ＮＨ２であり、ここで、各Ｒ4及びＲ5は
、独立して、Ｃ1～Ｃ3アルキル、アルケニル、及び／又はアルコキシである）と、の組み
合わせを有する。
【００７１】
　高屈折率シリコーンをヘアケア組成物に用いる場合、これらは、表面張力を低減するた
めに、展着を増強し、それにより組成物で処置された毛髪の（乾燥後の）光沢を増強する
のに十分な量で、シリコーン樹脂又は界面活性剤のような展着剤と共に溶液中で用いるこ
とができる。
【００７２】
　ヘアケア組成物での使用に好適なシリコーン流体は、米国特許第２，８２６，５５１号
、同第３，９６４，５００号、同第４，３６４，８３７号、英国特許第８４９，４３３号
、及びＳｉｌｉｃｏｎ　Ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ，Ｐｅｔｒａｒｃｈ　Ｓｙｓｔｅｍｓ，Ｉｎ
ｃ．（１９８４）に開示されているが、これらは全て参照により本明細書に組み込まれる
。
【００７３】
　ｖ．シリコーン樹脂
　シリコーン樹脂がヘアケア組成物のシリコーンコンディショニング剤に含まれてもよい
。これらの樹脂は、高度に架橋したポリマーシロキサン系である。架橋は、シリコーン樹
脂の製造中に三官能性及び四官能性シランを一官能性若しくは二官能性シラン又はその両
方のシランと混合することによって生じる。
【００７４】
　特にシリコーン物質及びシリコーン樹脂は、「ＭＤＴＱ」命名法として当業者に既知の
省略命名法のシステムによって便利に同定することができる。このシステム下では、シリ
コーンは、シリコーンを構成する種々のシロキサンモノマー単位の存在によって記載され
る。つまり、記号Ｍは一官能性単位（ＣＨ3）3ＳｉＯ0.5を表し、Ｄは二官能性単位（Ｃ
Ｈ3）2ＳｉＯを表し、Ｔは三官能性単位（ＣＨ3）ＳｉＯ1.5を表し、Ｑは四官能性単位Ｓ
ｉＯ2を表す。単位記号のプライム符号（例えばＭ’、Ｄ’、Ｔ’、及びＱ’）は、メチ
ル以外の置換基を表し、出てくる度に具体的に定義されなければならない。
【００７５】
　ヘアケア組成物に用いるシリコーン樹脂としては、ＭＱ、ＭＴ、ＭＴＱ、ＭＤＴ及びＭ
ＤＴＱ樹脂が挙げられるが、これらに限定されない。メチル基が、可能性のあるシリコー
ン置換基である。いくつかの実施形態では、シリコーン樹脂はＭＱ樹脂であり、Ｍ：Ｑ比
は約０．５：１．０～約１．５：１．０であり、シリコーン樹脂の平均分子量は約１，０
００～約１０，０００である。
【００７６】
　使用されるとき、屈折率が１．４６未満の不揮発性シリコーン流体とシリコーン樹脂構
成要素との重量比は、特に、シリコーン流体構成要素が本明細書で記載するようなポリジ
メチルシロキサン流体又はポリジメチルシロキサン流体とポリジメチルシロキサンゴムと
の混合物である場合には、約４：１～約４００：１、あるいは約９：１～約２００：１、
あるいは約１９：１～約１００：１である。シリコーン樹脂がシリコーン流体、即ちコン
ディショニング活性物質として本発明の組成物中の同一相の一部を構成する限り、流体及
び樹脂の総計は、組成物のシリコーンコンディショニング剤の濃度を決定する際に含まれ
なければならない。
【００７７】
　ｂ．有機コンディショニングオイル
　ヘアケア組成物のコンディショニング剤は、単独で、あるいは上記のシリコーンなどの
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その他のコンディショニング剤と組み合わせて、少なくとも１つの有機コンディショニン
グオイルも含み得る。
【００７８】
　ｉ．炭化水素油
　ヘアケア組成物でコンディショニング剤として使用するのに好適な有機コンディショニ
ングオイルとしては、これらに限定するものではないが、少なくとも約１０個の炭素原子
を有する炭化水素油、例えば、環状炭化水素、直鎖脂肪族炭化水素（飽和又は不飽和）、
及び分枝鎖脂肪族炭化水素（飽和又は不飽和）（これらのポリマー及びこれらの混合物を
含む）が挙げられる。直鎖炭化水素油は約Ｃ12～約Ｃ19であり得る。分枝鎖炭化水素油（
炭化水素ポリマーを包含する）は典型的には１９個より多い炭素原子を含有する。
【００７９】
　ｉｉ．ポリオレフィン
　ヘアケア組成物で使用する有機コンディショニングオイルは、液体ポリオレフィン、あ
るいは液体ポリαオレフィン、あるいは水素添加された液体ポリαオレフィンも含むこと
ができる。本明細書で用いるポリオレフィンは、Ｃ4～約Ｃ14オレフィン系モノマー、実
施形態によっては、約Ｃ6～約Ｃ12オレフィン系モノマーを重合させることにより調製さ
れる。
【００８０】
　ｉｉｉ．脂肪酸エステル
　パーソナルケア組成物においてコンディショニング剤として使用するのに好適な他の有
機コンディショニングオイルとしては、少なくとも１０個の炭素原子を有する脂肪酸エス
テルが挙げられる。これらの脂肪族エステルとしては、脂肪酸又はアルコールから誘導さ
れる炭化水素鎖を有するエステルが挙げられる。この脂肪酸エステルのヒドロカルビルラ
ジカルは、アミド及びアルコキシ部分（例えばエトキシ又はエーテル結合等）のようなそ
の他の適合性のある官能基を包含するか又はそこへ共有結合してもよい。
【００８１】
　ｉｖ．フッ素化コンディショニング化合物
　毛髪又は皮膚にコンディショニング効果を送達させるのに好適なフッ化物としては、有
機コンディショニングオイル、例えば、ペルフルオロポリエーテル、過フッ素化オレフィ
ン、前述されるようなシリコーン流体に類似する流体又はエラストマー形態であり得るフ
ッ素系の特定のポリマー、及び過フッ素化ジメチコンなどが挙げられる。
【００８２】
　ｖ．脂肪アルコール
　パーソナルケアヘアケア組成物で使用するのに好適なその他の有機コンディショニング
オイルとしては、これらに限定するものではないが、少なくとも約１０個の炭素原子、あ
るいは約１０～約２２個の炭素原子、あるいは約１２～約１６個の炭素原子を有する脂肪
アルコールが挙げられる。
【００８３】
　ｖｉ．アルキルグルコシド及びアルキルグルコシド誘導体
　パーソナルケアヘアケア組成物で使用するのに好適な有機コンディショニングオイルと
しては、これらに限定するものではないが、アルキルグルコシド及びアルキルグルコシド
誘導体が挙げられる。好適なアルキルグルコシド及びアルキルグルコシド誘導体の具体的
な非限定例としては、Ａｍｅｒｃｈｏｌから市販のＧｌｕｃａｍ　Ｅ－１０、Ｇｌｕｃａ
ｍ　Ｅ－２０、Ｇｌｕｃａｍ　Ｐ－１０、及びＧｌｕｃｑｕａｔ　１２５が挙げられる。
【００８４】
　ｃ．その他のコンディショニング剤
　ｉ．第四級アンモニウム化合物
　パーソナルケアヘアケア組成物でコンディショニング剤として使用するのに好適な第四
級アンモニウム化合物としては、これらに限定するものではないが、アミド部分のような
カルボニル部分、又はリン酸エステル部分、あるいは類似の親水性部分を有する長鎖置換
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基を有する親水性第四級アンモニウム化合物が挙げられる。
【００８５】
　有用な親水性第四級アンモニウム化合物の例としては、限定するものではないが、ＣＴ
ＦＡ国際化粧品成分辞書（CTFA Cosmetic Dictionary）にリシノールアミドプロピルトリ
モニウムクロリド、リシノールアミドトリモニウムエチルサルフェート、ヒドロキシステ
アラミドプロピルトリモニウムメチルサルフェート及びヒドロキシステアラミドプロピル
トリモニウムクロリドとして記載される化合物、又はこれらの組み合わせが挙げられる。
【００８６】
　ｉｉ．ポリエチレングリコール
　本明細書においてコンディショニング剤として有用な追加の化合物の例としては、ＣＴ
ＦＡ名称がＰＥＧ－２００、ＰＥＧ－４００、ＰＥＧ－６００、ＰＥＧ－１０００、ＰＥ
Ｇ－２Ｍ、ＰＥＧ－７Ｍ、ＰＥＧ－１４Ｍ、ＰＥＧ－４５Ｍであるもの、及びこれらの混
合物などのような、最大約２，０００，０００の分子量を有するポリエチレングリコール
及びポリプロピレングリコールが挙げられる。
【００８７】
　ｉｉｉ．カチオン性付着ポリマー
　パーソナルケア組成物は、カチオン性付着ポリマーを更に含んでもよい。いかなる既知
の天然又は合成カチオン性付着ポリマーもここで使用できる。例としては、米国特許第６
，６４９，１５５号、米国特許出願公開第２００８／０３１７６９８号、同第２００８／
０２０６３５５号、及び同第２００６／００９９１６７号に開示されているポリマーが挙
げられ、これらは参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。
【００８８】
　カチオン性付着ポリマーは、ヘアケア組成物の利益提供を考慮すると、約０．０１重量
％～約１重量％、一実施形態では約０．０５重量％～約０．７５重量％、別の実施形態で
は約０．２５重量％～約０．５０重量％の濃度で組成物中に含まれる。
【００８９】
　カチオン性付着ポリマーは、電荷密度が約０．５ミリ当量／グラム～約１２ミリ当量／
グラムの水溶性ポリマーである。組成物に使用されるカチオン性付着ポリマーは、約１０
０，０００ダルトン～約５，０００，０００ダルトンの分子量を有する。カチオン性付着
ポリマーは、低電荷密度、中電荷密度、又は高電荷密度のカチオン性ポリマーである。
【００９０】
　これらのカチオン性付着ポリマーは、（ａ）カチオン性グアーポリマー、（ｂ）カチオ
ン性非グアーポリマー、（ｃ）カチオン性タピオカポリマー、（ｄ）アクリルアミドモノ
マーとカチオン性モノマーとのカチオン性コポリマー、及び／又は（ｅ）洗浄性界面活性
剤と組み合わせた際にリオトロピック液晶を形成する、合成非架橋カチオン性ポリマーの
うちの少なくとも１つを含むことができる。更に、カチオン性付着ポリマーは、付着ポリ
マーの混合物であってよい。
【００９１】
　（１）カチオン性グアーポリマー
　一実施形態によれば、カチオン性グアーポリマーは、約１００万ｇ／ｍｏｌ未満の重量
平均分子量、及び約０．１ｍｅｑ／ｇ～約２．５ｍｅｑ／ｇの電荷密度を有する。一実施
形態において、カチオン性グアーポリマーは、９００，０００ｇ／ｍｏｌ未満、又は約１
５０，０００～約８００，０００ｇ／ｍｏｌ、又は約２００，０００～約７００，０００
ｇ／ｍｏｌ、又は約３００，０００～約７００，０００ｇ／ｍｏｌ、又は約４００，００
０～約６００，０００ｇ／ｍｏｌ、又は約１５０，０００～約８００，０００ｇ／ｍｏｌ
、又は約２００，０００～約７００，０００ｇ／ｍｏｌ、又は約３００，０００～約７０
０，０００ｇ／ｍｏｌ、又は約４００，０００～約６００，０００ｇ／ｍｏｌの重量平均
分子量を有する。一実施形態において、カチオン性グアーポリマーは、約０．２ｍｅｑ／
ｇ～約２．２ｍｅｑ／ｇ、又は約０．３ｍｅｑ／ｇ～約２．０ｍｅｑ／ｇ、又は約０．４
ｍｅｑ／ｇ～約１．８ｍｅｑ／ｇ、又は約０．５ｍｅｑ／ｇ～約１．５ｍｅｑ／ｇの電荷
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密度を有する。
【００９２】
　或る実施形態において、本組成物は、カチオン性グアーポリマー（ａ）を本組成物全体
の約０．０１重量％～約０．６重量％未満、又は約０．０４重量％～約０．５５重量％、
又は約０．０８重量％～約０．５重量％、又は約０．１６重量％～約０．５重量％、又は
約０．２重量％～約０．５重量％、又は約０．３重量％～約０．５重量％、又は約０．４
重量％～約０．５重量％含む。
【００９３】
　好適なカチオン性グアーポリマーには、グアーヒドロキシプロピル塩化トリモニウムの
ようなカチオン性グアーガム誘導体が含まれる。或る実施形態において、カチオン性グア
ーポリマーは、グアーヒドロキシプロピル塩化トリモニウムである。グアーヒドロキシプ
ロピルトリモニウムクロリドの具体的な例としては、Ｒｈｏｎｅ－Ｐｏｕｌｅｎｃ　Ｉｎ
ｃｏｒｐｏｒａｔｅｄから市販されているＪａｇｕａｒ（登録商標）シリーズ、例えば、
Ｒｈｏｄｉａから市販されているＪａｇｕａｒ（登録商標）Ｃ－５００が挙げられる。Ｊ
ａｇｕａｒ（登録商標）Ｃ－５００は、０．８ｍｅｑ／ｇの電荷密度、及び５００，００
０ｇ／ｍｏｌｅの分子量を有する。別のグアーヒドロキシプロピル塩化トリモニウム（約
１．１ｍｅｑ／ｇの電荷密度、及び約５００，０００ｇ／ｍｏｌｅの分子量を有するもの
）は、Ａｓｈｌａｎｄから入手可能である。更なるグアーヒドロキシプロピル塩化トリモ
ニウム（約１．５ｍｅｑ／ｇの電荷密度、及び約５００，０００ｇ／ｍｏｌｅの分子量を
有するもの）は、Ａｓｈｌａｎｄから入手可能である。
【００９４】
　他の好適なポリマーとしては、約０．７ｍｅｑ／ｇの電荷密度、及び約６００，０００
ｇ／ｍｏｌｅの分子量を有し、Ｒｈｏｄｉａから入手可能なＨｉ－Ｃａｒｅ　１０００、
約０．７ｍｅｑ／ｇの電荷密度、及び約４２５，０００ｇ／ｍｏｌｅの分子量を有し、Ａ
ｓｈｌａｎｄから入手可能なＮ－Ｈａｎｃｅ　３２６９及びＮ－Ｈａｎｃｅ　３２７０が
挙げられる。ＡｑｕａＣａｔ　ＣＧ５１８は約０．９ｍｅｑ／ｇの電荷密度、及び約５０
，０００ｇ／ｍｏｌｅの分子量を有し、Ａｓｈｌａｎｄから入手可能である。更なる非限
定例は、ＡｓｈｌａｎｄからのＮ－Ｈａｎｃｅ　３１９６である。
【００９５】
　（２）カチオン性非グアーポリマー
　本発明のシャンプー組成物は、モノマー対モノマー基準でマンノース対ガラクトース比
が２：１超であるガラクトマンナンポリマー誘導体を含み、このガラクトマンナンポリマ
ー誘導体は、カチオン性ガラクトマンナンポリマー誘導体、及び正味の正電荷を有する両
性ガラクトマンナンポリマー誘導体からなる群から選択される。本明細書で使用するとき
、用語「カチオン性ガラクトマンナン」とは、カチオン性基が付加されたガラクトマンナ
ンポリマーを意味する。用語「両性ガラクトマンナン」は、カチオン性基及びアニオン性
基が付加されてポリマーが正味の正電荷を有するようになったガラクトマンナンポリマー
を指す。
【００９６】
　本発明のシャンプー組成物に使用するガラクトマンナンポリマー誘導体は、約１，００
０～約１０，０００，０００の分子量を有する。本発明の一実施形態では、ガラクトマン
ナンポリマー誘導体は、約５，０００～約３，０００，０００の分子量を有する。本明細
書で使用するとき、用語「分子量」とは、重量平均分子量を指す。重量平均分子量は、ゲ
ル浸透クロマトグラフィーによって測定できる。
【００９７】
　本発明のシャンプー組成物は、約０．９ｍｅｑ／ｇ～約７ｍｅｑ／ｇのカチオン性電荷
密度を有するガラクトマンナンポリマー誘導体を含む。本発明の一実施形態では、ガラク
トマンナンポリマー誘導体は、約１ｍｅｑ／ｇ～約５ｍｅｑ／ｇのカチオン性電荷密度を
有する。ガラクトマンナン構造上へのカチオン性基の置換の程度は、必要なカチオン電荷
密度を提供するのに十分でなくてはならない。
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【００９８】
　（３）カチオン変性デンプンポリマー
　本発明のシャンプー組成物は、水溶性カチオン変性デンプンポリマーを含む。本明細書
で使用するとき、用語「カチオン変性デンプン」とは、デンプンが小さい分子量に分解さ
れる前にカチオン性基が付加されたデンプン、あるいはカチオン性基がデンプンの変性後
に付加されて所望の分子量に到達したデンプンを指す。用語「カチオン変性デンプン」の
定義は、両性変性デンプンも含む。用語「両性変性デンプン」とは、カチオン性基及びア
ニオン性基が付加されたデンプン加水分解物を指す。
【００９９】
　本発明のシャンプー組成物は、組成物の約０．０１重量％～約１０重量％、より好まし
くは約０．０５重量％～約５重量％のカチオン変性デンプンポリマーを含む。
【０１００】
　非限定例としては、これらのアンモニウム基としては、ヒドロキシプロピルトリモニウ
ムクロリド、トリメチルヒドロキシプロピルアンモニウムクロリド、ジメチルステアリル
ヒドロキシプロピルアンモニウムクロリド、及びジメチルドデシルヒドロキシプロピルア
ンモニウムクロリドなどの置換基が挙げられる。Ｓｏｌａｒｅｋ，Ｄ．Ｂ．，Ｃａｔｉｏ
ｎｉｃ　Ｓｔａｒｃｈｅｓ　ｉｎ　Ｍｏｄｉｆｉｅｄ　Ｓｔａｒｃｈｅｓ：Ｐｒｏｐｅｒ
ｔｉｅｓ　ａｎｄ　Ｕｓｅｓ，Ｗｕｒｚｂｕｒｇ，Ｏ．Ｂ．，Ｅｄ．，ＣＲＣ　Ｐｒｅｓ
ｓ，Ｉｎｃ．，Ｂｏｃａ　Ｒａｔｏｎ，Ｆｌａ．１９８６，ｐｐ　１１３～１２５を参照
のこと。カチオン性基は、デンプンがより小さな分子量に分解される前、又はこのような
変性後に、デンプンに付加することができる。
【０１０１】
　化学修飾前のデンプン源は、塊茎、マメ科植物、穀草及び穀物などの様々な供給源から
選択することができる。この供給源デンプンの非限定例には、コーンスターチ、小麦スタ
ーチ、ライススターチ、ワクシーコーンスターチ、オート麦スターチ、ワクシー大麦、ワ
クシーライススターチ、グルテン状ライススターチ、スイートライススターチ、アミオカ
、ポテトスターチ、タピオカスターチ、オート麦スターチ、サゴスターチ、スイートライ
ス、又はこれらの混合物を挙げることができる。タピオカデンプンが好ましい。
【０１０２】
　本発明の１つの実施形態では、カチオン変性デンプンポリマーは、粉化させたカチオン
性トウモロコシデンプン、カチオン性タピオカ、カチオン性ポテトデンプン、及びこれら
の混合物から選択される。別の実施形態では、カチオン変性デンプンポリマーは、カチオ
ン性コーンスターチ及びカチオン性タピオカである。カチオン性タピオカデンプンが好ま
しい。
【０１０３】
　別の実施形態では、カチオン性付着ポリマーは、天然由来のカチオン性ポリマーである
。本明細書で使用するとき、用語「天然由来のカチオン性ポリマー」は、天然源から得ら
れるカチオン性付着ポリマーを指す。天然源は、多糖ポリマーであってもよい。したがっ
て、天然由来カチオン性ポリマーは、デンプン、グアー、セルロース、カッシア、イナゴ
マメ、コンニャク、タラ、ガラクトマンナン、及びタピオカを含む群から選択され得る。
更なる実施形態においては、カチオン性付着ポリマーは、Ｍｉｒａｐｏｌ（登録商標）１
００Ｓ（Ｒｈｏｄｉａ）、Ｊａｇｕａｒ（登録商標）Ｃ１７、ポリクオタニウム－６、カ
チオン性タピオカデンプン（Ａｋｚｏ）、ポリクオタニウム－７６、及びそれらの混合物
から選択される。
【０１０４】
　（４）アクリルアミドモノマーとカチオン性モノマーとのカチオン性コポリマー
　本発明の一実施形態によれば、シャンプー組成物は、アクリルアミドモノマーとカチオ
ン性モノマーとのカチオン性コポリマーを含み、このコポリマーは約１．０ｍｅｑ／ｇ～
約３．０ｍｅｑ／ｇの電荷密度を有する。或る実施形態において、カチオン性コポリマー
は、アクリルアミドモノマーとカチオン性モノマーとの合成カチオン性コポリマーである
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。
【０１０５】
　或る実施形態において、カチオン性コポリマー（ｂ）はＡＭ：ＴＲＩＱＵＡＴ、即ち、
アクリルアミドと１，３－プロパンジアミニウム，Ｎ－［２－［［［ジメチル［３－［（
２－メチル－１オキソ２－プロペニル）アミノ］プロピル］アンモニオ］アセチル］アミ
ノ］エチル］２－ヒドロキシ－Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’，Ｎ’－ペンタメチル－，トリクロリ
ドとのコポリマーである。ＡＭ：ＴＲＩＱＵＡＴは、ポリクオタニウム７６（ＰＱ７６）
としても知られている。ＡＭ：ＴＲＩＱＵＡＴは、１．６ｍｅｑ／ｇの電荷密度を有し、
１．１００万ｇ／ｍｏｌの分子量を有し得る。
【０１０６】
　或る実施形態において、カチオン性コポリマーは、トリメチルアンモニオプロピルメタ
クリルアミド塩化物（trimethylammoniopropylmethacrylamide chloride）とＮ－アクリ
ルアミド（N-Acrylamide）とのコポリマーであり、ＡＭ：ＭＡＰＴＡＣとしても公知であ
る。ＡＭ：ＭＡＰＴＡＣは、約１．３ｍｅｑ／ｇの電荷密度、及び約１，１００万ｇ／ｍ
ｏｌの分子量を有し得る。或る実施形態において、カチオン性コポリマーはＡＭ：ＡＴＰ
ＡＣである。ＡＭ：ＡＴＰＡＣは、約１．８ｍｅｑ／ｇの電荷密度、及び約１，１００万
ｇ／ｍｏｌの分子量を有し得る。
【０１０７】
　（５）カチオン性合成ポリマー
　本明細書に記載されるカチオン性ポリマーは、損傷した毛髪、特に化学処理された毛髪
に、代わりの疎水性Ｆ層をもたらすのを助ける。リオトロピック液晶は、本明細書に記載
の合成カチオン性ポリマーをシャンプー組成物の前述のアニオン性洗浄性界面活性剤成分
と併せることにより形成される。合成カチオン性ポリマーの電荷密度は比較的高い。カチ
オン性電荷密度が比較的高い一部の合成ポリマーは、主に異常な線形の電荷密度に起因し
てリオトロピック液晶を形成しないことに留意されたい。そのような合成カチオン性ポリ
マーは、国際特許公開第ＷＯ　９４／０６４０３号（Ｒｅｉｃｈら）に記載されている。
【０１０８】
　カチオン性ポリマーの濃度は、シャンプー組成物の約０．０２５重量％～約５重量％、
好ましくは約０．１重量％～約３重量％、より好ましくは約０．２重量％～約１重量％の
範囲である。
【０１０９】
　カチオン性ポリマーは、約２ｍｅｑ／ｇｍ～約７ｍｅｑ／ｇｍ、好ましくは約３ｍｅｑ
／ｇｍ～約７ｍｅｑ／ｇｍ、より好ましくは約４ｍｅｑ／ｇｍ～約７ｍｅｑ／ｇｍのカチ
オン性電荷密度を有する。一部の実施形態では、カチオン性電荷密度は約６．２ｍｅｑ／
ｇｍである。このポリマーは、約１，０００～約５，０００，０００、より好ましくは、
約１０，０００～約２，０００，０００、最も好ましくは１００，０００～約２，０００
，０００の分子量を更に有する。
　ここでＸ－は、ハロゲン、水酸化物、アルコキシド、サルフェート又はアルキルサルフ
ェートである。
【０１１０】
　カチオン性モノマーの例としては、アミノアルキル（メタ）アクリレート、（メタ）ア
ミノアルキル（メタ）アクリルアミド；二級、三級又は四級アミン機能の少なくとも１つ
、又は窒素原子を含有する複素環基、ビニルアミン又はエチレンイミンを含むモノマー；
ジアリルジアルキルアンモニウム塩；それらの混合物、それらの塩類、及びそれらから誘
導されるマクロモノマーが挙げられる。
【０１１１】
　カチオン性モノマーの更なる例としては、ジメチルアミノエチル（メタ）アクリレート
、ジメチルアミノプロピル（メタ）アクリレート、ジ－ｔｅｒｔ－イソブチルアミノエチ
ル（メタ）アクリレート、ジメチルアミノメチル（メタ）アクリルアミド；ジメチルアミ
ノプロピル（メタ）アクリルアミド、エチレンイミン、ビニルアミン、２－ビニルピリジ
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ン、４－ビニルピリジン、トリメチルアンモニウムエチル（メタ）アクリレートクロライ
ド、トリメチルアンモニウムエチル（メタ）アクリレートメチルサルフェート、ジメチル
アンモニウムエチル（メタ）アクリレートベンジルクロライド、４－ベンゾイルベンジル
ジメチルアンモニウムエチルアクリレートクロライド、トリメチルアンモニウムエチル（
メタ）アクリルアミドクロライド、トリメチルアンモニウムプロピル（メタ）アクリルア
ミドクロライド、ビニルベンジルトリメチルアンモニウムクロライド、ジアリルジメチル
塩化アンモニウムが挙げられる。
【０１１２】
　カチオン性モノマーの非限定例は、式－ＮＲ3

+の四級アンモニウム基を含み、ここで、
同一の又は異なるＲは、水素原子、１～１０個の炭素原子を含むアルキル基、又はベンジ
ル基を表し、所望によりヒドロキシル基を有し、アニオン（対イオン）を含む。アニオン
の例は、塩化物、臭化物などのハロゲン化物、サルフェート、ヒドロサルフェート、アル
キルサルフェート（例えば、１～６個の炭素原子を含む）、ホスフェート、シトレート、
ホルメート、及びアセテートである。
【０１１３】
　カチオン性モノマーの非限定例としては、トリメチルアンモニウムエチル（メタ）アク
リレートクロリド、トリメチルアンモニウムエチル（メタ）アクリレートメチルサルフェ
ート、ジメチルアンモニウムエチル（メタ）アクリレートベンジルクロリド、４－ベンゾ
イルベンジルジメチルアンモニウムエチルアクリレートクロリド、トリメチルアンモニウ
ムエチル（メタ）アクリルアミドクロリド、トリメチルアンモニウムプロピル（メタ）ア
クリルアミドクロリド、ビニルベンジルトリメチルアンモニウムクロリドが挙げられる。
カチオン性モノマーの非限定例としては、トリメチルアンモニウムプロピル（メタ）アク
リルアミドクロリドが挙げられる。
【０１１４】
　ｄ．アニオン性乳化剤
　様々なアニオン性乳化剤をヘアケア組成物で以下のように使用することができる。アニ
オン性乳化剤としては、限定ではなく例として、アルキルサルフェート、アルキルエーテ
ルサルフェート、アルキルイソチオネート、アルキルカルボキシレート、アルキルスルホ
スクシネート、アルキルスクシナメートの水溶性塩、アルキルサルフェート塩、例えば、
ドデシル硫酸ナトリウム、アルキルサルコシネート、タンパク質加水分解物のアルキル誘
導体、アシルアスパルテート、アルキル又はアルキルエーテル又はアルキルアリールエー
テルホスフェートエステル、ドデシル硫酸ナトリウム、リン脂質若しくはレシチン、又は
石鹸、ステアリン酸ナトリウム、カリウム、若しくはアンモニウム、オレエート又はパル
ミテート、アルキルアリールスルホン酸塩、例えば、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリ
ウム、ジアルキルスルホコハク酸ナトリウム、ジオクチルスルホサクシネート、ジラウリ
ルスルホコハク酸ナトリウム、ポリ（スチレンスルホネート）ナトリウム塩、イソブチレ
ン－無水マレイン酸コポリマー、アラビアガム、アルギン酸ナトリウム、カルボキシメチ
ルセルロース、硫酸セルロース及びペクチン、ポリ（スチレンスルホネート）、イソブチ
レン－無水マレイン酸コポリマー、アラビアガム、カラギーナン、アルギン酸ナトリウム
、ペクチン酸、トラガカントガム、アーモンドガム及び寒天；半合成ポリマー、例えば、
カルボキシメチルセルロース、硫酸化セルロース、硫酸化メチルセルロース、カルボキシ
メチルデンプン、リン酸化デンプン、リグニンスルホン酸；並びに合成ポリマー、例えば
、無水マレイン酸コポリマー（その加水分解物を含む）、ポリアクリル酸、ポリメタクリ
ル酸、アクリル酸ブチルアクリレートコポリマー又はクロトン酸ホモポリマー及びコポリ
マー、ビニルベンゼンスルホン酸又は２－アクリルアミド－２－メチルプロパンスルホン
酸ホモポリマー及びコポリマー、並びにこのようなポリマー及びコポリマーの部分アミド
又は部分エステル、カルボキシ変性ポリビニルアルコール、スルホン酸変性ポリビニルア
ルコール及びリン酸変性ポリビニルアルコール、リン酸化又は硫酸化トリスチリルフェノ
ールエトキシレートが挙げられる。
【０１１５】
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　更に、アクリレート官能基を有するアニオン性乳化剤も本シャンプー組成物で使用する
ことができる。本明細書で有用なアニオン性乳化剤としては、これらに限定するものでは
ないが：ポリ（メタ）アクリル酸；（メタ）アクリル酸とＣ１～２２アルキル、Ｃ１～Ｃ
８アルキル、ブチルを有するその（メタ）アクリレートとのコポリマー；（メタ）アクリ
ル酸と（メタ）アクリルアミドとのコポリマー；カルボキシビニルポリマー；アクリレー
トコポリマー、例えばアクリレート／Ｃ１０～３０アルキルアクリレートクロスポリマー
、アクリル酸／ビニルエステルコポリマー／アクリレート／ビニルイソデカノエートクロ
スポリマー、アクリレート／パルメス－２５アクリレートコポリマー、アクリレート／ス
テアレス－２０イタコエートコポリマー、及びアクリレート／セレス－２０イタコエート
コポリマー；ポリスチレンスルフォネート、メタクリル酸とアクリルアミドメチルプロパ
ンスルホン酸とのコポリマー、及びアクリル酸とアクリルアミドメチルプロパンスルホン
酸とのコポリマー；カルボキシメチルセルロース（carboxymethycellulose）；カルボキ
シグアー；エチレンとマレイン酸とのコポリマー；及びアクリレートシリコーンポリマー
が挙げられる。本明細書のアニオン性乳化剤を中和するために中和剤を含んでもよい。こ
のような中和剤の非限定例としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化アンモ
ニウム、モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、ジイソプ
ロパノールアミン、アミノメチルプロパノール、トロメタミン、テトラヒドロキシプロピ
ルエチレンジアミン、及びこれらの混合物が挙げられる。市販のアニオン性乳化剤として
は、例えば、Ｎｏｖｅｏｎから商標名Ｃａｒｂｏｐｏｌ　９８１及びＣａｒｂｏｐｏｌ　
９８０で供給されるカルボマー；全てＮｏｖｅｏｎより入手可能な商標名Ｐｅｍｕｌｅｎ
　ＴＲ－１、Ｐｅｍｕｌｅｎ　ＴＲ－２、Ｃａｒｂｏｐｏｌ　１３４２、Ｃａｒｂｏｐｏ
ｌ　１３８２、及びＣａｒｂｏｐｏｌ　ＥＴＤ　２０２０のアクリレート／Ｃ１０～３０
アルキルアクリレートクロスポリマー；ＨｅｒｃｕｌｅｓよりＣＭＣシリーズとして供給
されるカルボキシメチルセルロースナトリウム；並びにＳｅｐｐｉｃより供給される商標
名Ｃａｐｉｇｅｌのアクリレートコポリマーが挙げられる。別の実施形態では、アニオン
性乳化剤はカルボキシメチルセルロースである。
【０１１６】
　ｅ．有益剤
　一実施形態において、ヘアケア組成物は、１つ以上の更なる有益剤を更に含む。有益剤
は、抗ふけ剤、ビタミン、脂質可溶性ビタミン、キレート剤、香料、増白剤、酵素、感覚
剤、誘引剤、抗菌剤、染料、顔料、漂白剤、及びこれらの混合物からなる群から選択され
る材料を含む。
【０１１７】
　１つの態様では、この有益剤は抗ふけ剤を含み得る。このような抗ふけ粒子は、物理的
及び化学的に組成物の構成成分と適合すべきであり、別段に製品の安定性、審美性、又は
性能を過度に損なうべきではない。
【０１１８】
　一実施形態によると、ヘアケア組成物は、抗ふけ活性微粒子であり得る抗ふけ活性物質
を含む。一実施形態において、抗ふけ活性物質は、ピリジンチオン塩；ケトコナゾール、
エコナゾール及びエルビオールなどのアゾール；硫化セレン；粒状硫黄；サリチル酸など
の角質溶解剤；並びにこれらの混合物からなる群から選択される。一実施形態において、
抗ふけ微粒子はピリジンチオン塩である。
【０１１９】
　ピリジンチオン微粒子は、好適な粒子状抗ふけ活性物質である。一実施形態では、フケ
防止活性物質は、１－ヒドロキシ－２－ピリジンチオン塩であり、粒子形態である。一実
施形態では、ピリジンチオン抗ふけ微粒子の濃度は約０．０１重量％～約５重量％、又は
約０．１重量％～約３重量％、又は約０．１重量％～約２重量％の範囲である。一実施形
態では、ピリジンチオン塩は、亜鉛、錫、カドミウム、マグネシウム、アルミニウム及び
ジルコニウム、概して亜鉛、典型的には１－ヒドロキシ－２－ピリジンチオンの亜鉛塩（
「亜鉛ピリジンチオン」又は「ＺＰＴ」として知られている）、一般的には血小板粒子形
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態の１－ヒドロキシ－２－ピリジンチオン塩などの重金属から形成されるものである。一
実施形態では、血小板粒子形態の１－ヒドロキシ－２－ピリジンチオン塩は、最大で約２
０マイクロメートル、又は最大で約５マイクロメートル、又は最大で約２．５マイクロメ
ートルの平均粒径を有する。ナトリウムなどの他のカチオンから形成された塩も同様に、
好適であり得る。ピリジンチオンフケ防止活性物質は、例えば、米国特許第２，８０９，
９７１号、米国特許第３，２３６，７３３号、米国特許第３，７５３，１９６号、米国特
許第３，７６１，４１８号、米国特許第４，３４５，０８０号、米国特許第４，３２３，
６８３号、米国特許第４，３７９，７５３号、及び米国特許第４，４７０，９８２号に記
載されている。
【０１２０】
　或る実施形態において、本組成物は、ピリチオンの多価金属塩から選択される抗ふけ活
性物質に加えて、１種以上の抗真菌及び／又は抗細菌活性物質を更に含む。或る実施形態
において、抗細菌活性物質は、コールタール、硫黄、炭（fcharcoal）、ウィットフィー
ルド（whitfield）軟膏、カステラーニ塗布剤、塩化アルミニウム、ゲンチアナバイオレ
ット、オクトピロックス（ピロクトンオラミン）、シクロピロックスオラミン、ウンデシ
レン酸及びその金属塩、過マンガン酸カリウム、硫化セレン、チオ硫酸ナトリウム、プロ
ピレングリコール、ビターオレンジ油、尿素調製物、グリセオフルビン、８－ヒドロキシ
キノリンシロキノール、チオベンダゾール、チオカルバメート、ハロプロジン、ポリエン
、ヒドロキシピリドン、モルホリン、ベンジルアミン、アリルアミン（テルビナフィンな
ど）、茶木油、クローブリーフ油、コリアンダー、パルマローザ、ベルベリン、タイムレ
ッド、桂皮油、ケイ皮アルデヒド、シトロネル酸、ヒノキトール、イヒチオールペール、
センシバ（Sensiva）ＳＣ－５０、エレスタブ（Elestab）ＨＰ－１００、アゼライン酸、
リチカーゼ（lyticase）、ヨードプロピニルブチルカルバメート（ＩＰＢＣ）、オクチル
イソチアザリノンなどのイソチアザリノン、及びアゾール、並びにこれらの混合物から成
る群から選択される。或る実施形態において、抗細菌剤は、イトラコナゾール、ケトコナ
ゾール、硫化セレン、コールタール、及びこれらの混合物からなる群から選択される。
【０１２１】
　一実施形態では、アゾール抗菌剤は、ベンゾイミダゾール、ベンゾチアゾール、ビフォ
ナゾール、硝酸ブタコナゾール、クリンバゾール、クロトリマゾール、クロコナゾール、
エベルコナゾール、エコナゾール、エルビオール、フェンチコナゾール、フルコナゾール
、フルチマゾール、イソコナゾール、ケトコナゾール、ラノコナゾール、メトロニダゾー
ル、ミコナゾール、ネチコナゾール、オモコナゾール、硝酸オキシコナゾール、セルタコ
ナゾール、硝酸サルコナゾール、チオコナゾール、チアゾール、及びこれらの混合物から
なる群から選択されるイミダゾールであるか、又はアゾール抗菌剤は、テルコナゾール、
イトラコナゾール、及びこれらの混合物からなる群から選択されるトリアゾールである。
アゾール抗菌活性物質は、ヘアケア組成物中に存在する場合、約０．０１重量％～約５重
量％、又は約０．１重量％～約３重量％、又は約０．３重量％～約２重量％の量で含まれ
る。或る実施形態において、アゾール抗細菌活性物質は、ケトコナゾールである。或る実
施形態において、唯一の抗細菌活性物質は、ケトコナゾールである。
【０１２２】
　ヘアケア組成物の実施形態は、抗菌活性物質の組み合わせも含む。一実施形態では、抗
菌活性物質の組み合わせは、オクトピロックスとジンクピリチオン、パインタールと硫黄
、サリチル酸とジンクピリチオン、サリチル酸とエルビオール、ジンクピリチオンとエル
ビオール、ジンクピリチオンとクリムバゾール、オクトピロックスとクリムバゾール、及
びサリチル酸とオクトピロックス、及びこれらの混合物からなる組み合わせの群から選択
される。
【０１２３】
　ある実施形態において、本組成物は、有効な量の亜鉛含有層状材料を含む。一実施形態
では、本組成物は、本組成物の総重量の約０．００１重量％～約１０重量％、又は約０．
０１重量％～約７重量％、又は約０．１重量％～約５重量％の亜鉛含有層状材料を含む。
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【０１２４】
　亜鉛含有層状材料は、結晶の成長が主として二次元で生じたものであってよい。層構造
は、全ての原子が明確な層に組み込まれているものとしてだけではなく、ギャラリーイオ
ン（gallery ion）と呼ばれる、層の間にイオン又は分子があるものとすることが慣例的
である（Ａ．Ｆ．Ｗｅｌｌｓ「Ｓｔｒｕｃｔｕｒａｌ　Ｉｎｏｒｇａｎｉｃ　Ｃｈｅｍｉ
ｓｔｒｙ」Ｃｌａｒｅｎｄｏｎ　Ｐｒｅｓｓ，１９７５）。亜鉛含有層状材料（ＺＬＭ）
は、亜鉛が層に組み込まれ得る、及び／又はギャラリーイオンの構成成分であり得る。以
下のＺＬＭの部類は、一般的分野における比較的一般的な例を代表するものであり、この
定義に適合するより広範囲の物質に関して限定的であることを意図するものではない。
【０１２５】
　多くのＺＬＭが鉱物として自然発生する。ある実施形態において、ＺＬＭは水亜鉛土（
炭酸水酸化亜鉛）、水亜鉛銅鉱（炭酸水酸化亜鉛銅）、亜鉛孔雀石（炭酸水酸化銅亜鉛）
、及びこれらの混合物からなる群から選択される。亜鉛を含有する関連鉱物が組成物中に
含まれもよい。粘土性鉱物（例えば、フィロシリケート）のようなアニオン性層の化学種
が、イオン交換された亜鉛ギャラリーイオンを含有する天然のＺＬＭも存在し得る。これ
らの天然物質はいずれも、合成によって得るか、又は組成物中に直接生成させるか、若し
くは製造プロセスにおいて生成させることができる。
【０１２６】
　必ずしもではないが多くの場合合成であるＺＬＭの別の一般的な部類は、層状複水酸化
物である。ある実施形態において、ＺＬＭは、式［Ｍ2+

1-xＭ
3+
x（ＯＨ）2］

x+Ａm-
x/m・

ｎＨ2Ｏに適合する層状の複水酸化物であり、いくつか又は全ての二価イオン（Ｍ2+）は
亜鉛イオンである（Ｃｒｅｐａｌｄｉ，ＥＬ，Ｐａｖａ，ＰＣ，Ｔｒｏｎｔｏ，Ｊ，Ｖａ
ｌｉｍ，ＪＢ　Ｊ．Ｃｏｌｌｏｉｄ　Ｉｎｔｅｒｆａｃ．Ｓｃｉ．２００２，２４８，４
２９～４２）。
【０１２７】
　ヒドロキシ複塩と呼ばれる更に別の部類のＺＬＭを調製することができる（Ｍｏｒｉｏ
ｋａ，Ｈ．，Ｔａｇａｙａ，Ｈ．，Ｋａｒａｓｕ，Ｍ，Ｋａｄｏｋａｗａ，Ｊ，Ｃｈｉｂ
ａ，Ｋ　Ｉｎｏｒｇ．Ｃｈｅｍ．１９９９，３８，４２１１～６）。一実施形態では、Ｚ
ＬＭは、式［Ｍ2+

1-xＭ
2+
1+x（ＯＨ）3(1-y)］

+Ａn-
(1=3y)/n・ｎＨ2Ｏに適合するヒドロ

キシ複塩であり、ここで２つの金属イオン（Ｍ2+）は、同一であっても異なっていてもよ
い。それらが同一であり亜鉛で表される場合、式は［Ｚｎ1+x（ＯＨ）2］

2x+２ｘＡ-・ｎ
Ｈ2Ｏに簡素化される。この後者の式は、水酸化塩化亜鉛及び水酸化硝酸亜鉛のような物
質を表す（ｘ＝０．４である場合）。一実施形態では、ＺＬＭは、ヒドロキシ塩化亜鉛及
び／又はヒドロキシ硝酸亜鉛である。二価のアニオンで一価のアニオンを置き換えると、
これらは水亜鉛土にも関連する。これらの物質はまた、組成物中にその場で、又は製造プ
ロセスにおいて生成させることもできる。
【０１２８】
　亜鉛含有層状材料及びピリチオン又はピリチオンの多価金属塩を有する実施形態では、
亜鉛含有層状材料対ピリチオン又はピリチオンの多価金属塩の比は、約５：１００～約１
０：１、又は約２：１０～約５：１、又は約１：２～約３：１である。
【０１２９】
　頭皮上への抗ふけ活性物質の付着は、少なくとも約１マイクログラム／ｃｍ2である。
抗ふけ活性物質が頭皮に到達してそこで確実に作用を発揮できるようにすることを考慮す
れば、頭皮上への抗ふけ活性物質の付着は重要である。或る実施形態において、頭皮上へ
の抗ふけ活性物質の付着は少なくとも約１．５マイクログラム／ｃｍ2、又は少なくとも
約２．５マイクログラム／ｃｍ2、又は少なくとも約３マイクログラム／ｃｍ2、又は少な
くとも約４マイクログラム／ｃｍ2、又は少なくとも６マイクログラム／ｃｍ2、又は少な
くとも約７マイクログラム／ｃｍ2、又は少なくとも約８マイクログラム／ｃｍ2、又は少
なくとも約９マイクログラム／ｃｍ2、又は少なくとも約１０マイクログラム／ｃｍ2であ
る。頭皮上への抗ふけ活性物質の付着は、熟練の美容師が従来の洗浄プロトコールに従い
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、個人の毛髪を抗ふけ活性物質含有の組成物（例えば、本発明による組成物）で洗浄する
ことによって測定される。次いで、表面に開放端ガラスシリンダーを保持できるよう毛髪
を頭皮の領域上に分けて、抽出溶液のアリコートを添加し撹拌した後、抗ふけ活性物質の
内容物を回収し、ＨＰＬＣのような従来の方法論に基づいて分析定量する。
【０１３０】
　ヘアケア組成物の実施形態は、脂肪族アルコールゲル網状組織も含んでよいが、これは
化粧用クリーム及びヘアコンディショナーにおいて長年使用されてきた。これらのゲル網
状組織は、脂肪アルコール及び界面活性剤を約１：１～約４０：１（あるいは約２：１～
約２０：１、あるいは約３：１～約１０：１）の割合で併せることにより形成される。ゲ
ル網状組織の形成は、水中脂肪族アルコールを界面活性剤で分散させたものを脂肪族アル
コールの融点を超える温度に加熱することを伴う。混合プロセス中、脂肪族アルコールが
融解して、界面活性剤を脂肪族アルコールの液滴に分配させる。界面活性剤は、それと共
に水を脂肪族アルコール中に運び込む。これは、等方性脂肪族アルコールの液滴を液晶相
の液滴に変える。混合物が鎖溶融温度より下に冷却されると、液晶相は固体の結晶性ゲル
網状組織に変換される。ゲル網状組織は、安定化効果を化粧用クリーム及びヘアコンディ
ショナーにもたらす。加えて、コンディショニングされた手触りの効果をヘアコンディシ
ョナーに与える。
【０１３１】
　したがって、一実施形態によれば、脂肪族アルコールは、約０．０５重量％～約１４重
量％の濃度で脂肪族アルコールゲル網状組織中に含まれる。例えば、脂肪族アルコールは
、約１重量％～約１０重量％、あるいは約６重量％～約８重量％の範囲の量で存在し得る
。
【０１３２】
　本明細書で有用な脂肪アルコールは、約１０～約４０個の炭素原子、約１２～約２２個
の炭素原子、約１６～約２２個の炭素原子、又は約１６～約１８個の炭素原子を有するも
のである。これらの脂肪アルコールは、直鎖アルコールであっても分枝鎖アルコールであ
ってもよく、飽和であっても不飽和であってもよい。脂肪アルコールの非限定的な例とし
ては、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、及びこれらの混
合物が挙げられる。約２０：８０～約８０：２０の比のセチルアルコールとステアリルア
ルコールとの混合物が好適である。
【０１３３】
　ゲル網状組織の調製：容器を水で満たし、その水を約７４℃まで加熱する。セチルアル
コール、ステアリルアルコール、及びＳＬＥＳ界面活性剤を、加熱された水に加える。併
せた後、得られた混合物を熱交換器に通し、そこでその混合物を約３５℃まで冷却する。
冷却すると、脂肪アルコール及び界面活性剤が結晶化して、結晶性ゲル網状組織を形成す
る。表１に、ゲル網状組織組成物の成分及び各成分の量を示す。
【０１３４】
【表１】

【０１３５】
　試験方法
　本出願の「試験方法」の項で開示される試験方法は、本出願人らの発明が本明細書に記
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載され及び特許請求されているように、本出願人らの発明のパラメータの各値を求めるた
めに使用されるべきであると理解される。
【０１３６】
　Ａ．ウェット＆ドライコンディショニング試験方法
　本試験方法は、濡れた状態での櫛通り性及び乾燥した状態での櫛通り性の両方について
、コンディショニングシャンプーの基本性能についての主観的評価を許容するものである
。表２に例示される対照トリートメントは、（１）界面活性剤のみを使用し、コンディシ
ョニング材料が存在しない浄化シャンプー、及び（２）中程度のヘアコンディショナーの
塗布が続く、洗浄プロセスで使用されるのと同じクラリファイングシャンプーである。こ
れらのトリートメントは、所定のプロトタイプコンディショニングシャンプーの性能を区
別するのを助ける。典型的な試験３～５では、別個の製剤を、それらの性能に関して評価
することができる。基材は、均一でありかつ重大な表面損傷又は低リフトの漂白剤で損傷
した毛髪がないことを確実にするために、選抜される様々な供給源から得ることができる
茶色の未処置の毛髪である。
【０１３７】
【表２】

【０１３８】
　Ｂ．処理手順
　４グラム、２０．３ｃｍ（８インチ）長の房５つを、ヘアピースホルダー内にまとめ、
４０℃の中硬度（０．１５～１．７ｇ／Ｌ（９～１０ｇｐｇ））の水で操作して１０秒間
濡らして、確実に完全にかつ均一に濡らす。房を軽く脱液し、併せた房の長さだけ、ホル
ダーの２．５４ｃｍ（１インチ）下から先端に向かって、乾燥した毛髪の１ｇ当たり０．
１グラムの製品濃度（０．１ｇ／毛髪１ｇ又は２ｇ／毛髪２０ｇ）にて、製品を均一に適
用する。より高濃度のプロトタイプの場合、用法濃度は毛髪１ｇ当たり０．０５ｇにまで
減少させられる。房を併せたものは、通常消費者により行われる摩擦動作により３０秒間
泡立て、５．７Ｌ／分（１．５ガロン／分）で流れる４０℃の水で、完全であることを確
実にするために更に３０秒間すすぐ（毛髪は操作されている）。この工程を繰り返す。コ
ンディショナーによる対照のトリートメントを行うために、これは上述のシャンプーと同
様の方法で塗布して、房を併せたもの全体に行き渡らせ、再び３０秒間操作しながら完全
にすすぐ。房を軽く脱液し、互いに分離し、それらが接触しないようにラックに吊して、
目の粗い櫛でほぐす。
【０１３９】
　Ｃ．格付け手順
　経験を積んだ採点者を使用した湿潤くし通り性評価のため、房をラック上で５つに分離
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つのみの櫛通り性評価が実施される。格付け者は、櫛通りによって処理の比較をするよう
に依頼されるが、消費者によって使用される典型的なものである目の細かいナイロン製の
櫛を使い、０～１０までの目盛り上で、容易性／困難性を評価する。１０個の別個の評価
を収集し、結果を統計分析パッケージにより分析し、統計的有意性を得る。対照記録は、
一定間隔で使用されて、低対照及び高対照が正規領域へと確実に分離される。処理間の違
いの統計的有意性は、スタットグラフィックス・プラス（Statgraphics Plus）５．１を
使用して決定する。全てのコンディショニングプロトタイプは、許容可能と見られるため
には、浄化対照よりも２つ超ＬＳＤが上でなければならない。
【０１４０】
　ドライコーミング評価のために、上記の房を温度及び湿度が制御された部屋（２２℃／
５０％　ＲＨ）に移し、一晩乾燥させる。それらは上記の通り、分けられたままであり、
３種のアセスメントである、房中央での乾燥くし通り性の容易性、先端での乾燥くし通り
性の容易性、及び先端感触の触覚評価を行うことによって、パネリストは乾燥コンディシ
ョニング性能を評価するようにリクエストされる。これらの比較のために、同じ１０目盛
りスケールが使用される。再言すると、各房セットの評価は２人のパネリストのみが行う
。分離の差異に対する統計分析は、上記と同一の方法を用いて行う。
【実施例】
【０１４１】
　以下の実施例は、本発明を例示する。例に挙げた組成物は、従来の配合及び混合技術に
より調製することできる。ヘアケア配合物分野の専門家の技術範囲内でのヘアケア組成物
のその他の修正は、本発明の趣旨及び範囲から逸脱することなく行われ得ることが理解さ
れよう。本明細書における部、百分率、及び比率は全て、特に指定しない限り重量基準で
ある。或る成分は、供給元から希釈溶液として入手される場合がある。記載されている量
は、別段の指定がない限り、活性物質の重量百分率を表す。
【０１４２】
　以下の表３及び４における実施例は、本発明の実施形態に包含されるヘアケア組成物を
示す。
【０１４３】
【表３】

【０１４４】
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【表４】

【０１４５】
　ウェット及びドライコンディショニング試験
　低リフトの毛髪に上述の試験プロトコルを用いて、大豆オリゴマー、大豆オリゴマー及
びシリコーン、並びにシリコーンのみの製剤のウェットコーミング及びドライコーミング
の効果を同一の総活性物質で測定した。
【０１４６】

【表５】

【０１４７】
　データが示すように、大豆オリゴマーは、湿潤状態及び乾燥状態の両方において目に見
える効果、またシリコーンと相まってシリコーンだけのときよりも改善されたウェットコ
ンディショニングを消費者に与える。
【０１４８】
　ヘアケア組成物は、典型的なヘアケア製剤で提供され得る。それらは溶液、分散液、エ
マルション、粉末、タルク、カプセル化球体、スポンジャー（sponger）、固形剤形、発
泡体、及びその他の送達機構の形態であり得る。本発明の実施形態の組成物は、ヘアトニ
ック、リーブオンヘア製品、例えばトリートメント及びスタイリング製品、リンスオフヘ
ア製品、例えばシャンプー、並びに毛髪に塗布可能である任意のその他の形態であり得る
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。
【０１４９】
　一実施形態によると、ヘアケア組成物は、多孔質の溶解性固体構造体、例えば、その全
体が参照により本明細書に組み込まれる米国特許出願公開第２００９／０２３２８７３号
及び同第２０１０／０１７９０８３号開示されているものなどの形態で提供されてもよい
。
【０１５０】
　ヘアケア組成物は、一般に、組成物を製造する技術分野において既知であるもののよう
な従来の方法によって調製される。このような方法は、通常、加熱、冷却、真空の適用な
どを用いて又は用いずに、成分を１つ以上の工程で混合して比較的均一な状態にするもの
である。組成物は、安定性（物理的安定性、化学的安定性、光安定性）、及び／又は活性
物質の送達を最適化するように調製される。ヘアケア組成物は、単相若しくは単一製品中
にあってもよく、又はヘアケア組成物は、別個の相若しくは別個の製品中にあってもよい
。２つの製品が使用される場合、それらの製品はともに、同時に、又は順に使用されても
よい。順の使用は１つの生成物の使用直後のような短時間に行われてもよく、数時間又は
数日の期間にかけて行われてもよい。
【０１５１】
　本明細書に開示した寸法及び値は、記載された正確な数値に厳密に限定されるものと理
解されるべきではない。むしろ、特に断らないかぎり、そのような寸法のそれぞれは、記
載された値及びその値の周辺の機能的に同等の範囲の両方を意味するものとする。例えば
、「４０ミリメートル」として開示される寸法は、「約４０ミリメートル」を意味するも
のである。
【０１５２】
　任意の相互参照又は関連特許若しくは関連出願を包含する本明細書に引用される全ての
文献は、明確に除外ないしは別の方法で限定されない限り、その全てを本明細書中に参照
により組み込まれる。いかなる文献の引用も、それが本明細書において開示されているか
若しくは「特許請求の範囲」に記載されているいずれかの発明に関する先行技術であるこ
とを認めるものではなく、あるいはそれが単独で又は他のいかなる参考文献（単数若しく
は複数）とのいかなる組み合わせにおいても、かかる発明を教示する、提案する、又は開
示することを認めるものではない。更に、本文書において、用語の任意の意味又は定義の
範囲が、参考として組み込まれた文書中の同様の用語の任意の意味又は定義と矛盾する場
合には、本文書中で用語に割り当てられる意味又は定義に準拠するものとする。
【０１５３】
　本発明の特定の実施形態が例示され記載されてきたが、本発明の趣旨及び範囲から逸脱
することなく他の様々な変更及び修正を実施できることが、当業者には自明であろう。し
たがって、本発明の範囲内にあるそのようなすべての変更及び修正を添付の特許請求の範
囲で扱うものとする。
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