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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　皮膚科学的に許容可能な担体と、
　ａ）Ｒ１－Ｏ（ＣＨ２ＣＨＲ３Ｏ）ｙ－ＳＯ３Ｍ、
　ｂ）ＣＨ３－（ＣＨ２）ｚ－ＣＨＲ２－ＣＨ２－Ｏ（ＣＨ２ＣＨＲ３Ｏ）ｙ－ＳＯ３Ｍ
、及び
　ｃ）これらの混合物、
からなる群から選択される、７重量％～４０重量％の少なくとも１つの硫酸ウンデシル化
合物と、を含み、
　式中、Ｒ１は、ＣＨ３（ＣＨ２）１０を表し、Ｒ２は、ｚ及びＲ２の炭素原子の合計が
８になるように１～４個の炭素原子を含む炭化水素ラジカルを表し、Ｒ３は、Ｈ又はＣＨ

３であり、ｙは、ｙが０でないとき、ｙは１であり、Ｍは、一価の正電荷を持つカチオン
であり、
　更に、ココモノエタノールアミド、ココアミドプロピルベタイン、ラウリルアミドプロ
ピルベタイン、ココベタイン、ラウリルベタイン、ラウリルアンホ酢酸ナトリウム、アル
キルグリセリルエーテル、アルキル－ジ－グリセリルエーテル、１，２－アルキル環状サ
ルファイト、１，２－アルキル環状炭酸塩、アルキルグリシジルエーテル、及びアルキル
－１，３－ジオキソラン（アルキル基は、直鎖又は分枝鎖構成の６～１４個の炭素原子を
含有する）、総炭素含有量が直鎖又は分枝鎖の６～１４個の炭素原子である１，２－アル
カンジオール、メチル－２－ヒドロキシ－デシルエーテル、ヒドロキシエチル－２－ドデ
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シルエーテル、ヒドロキシエチル－２－デシルエーテル、及びこれらの混合物からなる群
から選択される、０．５重量％～１０重量％の共界面活性剤と、
　カチオン性ポリマー、コンディショニング剤、頭皮ケア剤、粒子、着色剤、抗ふけ剤、
レオロジー変性剤、スキンケア活性物質、及びこれらの組み合わせからなる群から選択さ
れる美的効果剤と、を含む、パーソナルケア組成物。
【請求項２】
　前記Ｍが、アンモニウム、ナトリウム、カリウム、トリエタノールアミンカチオン、及
びこれらの混合物からなる群から選択される、一価の正電荷を持つカチオンである、請求
項１に記載のパーソナルケア組成物。
【請求項３】
　前記硫酸ウンデシル化合物を７重量％～３７重量％含む、請求項１又は２に記載のパー
ソナルケア組成物。
【請求項４】
　前記組成物が、３重量％～３７重量％の少なくとも１つの追加の界面活性剤を更に含む
、請求項１又は２に記載の組成物。
【請求項５】
　前記追加の界面活性剤が、アニオン性界面活性剤である、請求項４に記載の組成物。
【請求項６】
　前記カチオン性ポリマーが、３－アクリルアミドプロピルトリメチルアンモニウムクロ
リド（ＡＰＴＡＣ）、ジアリルジメチルアンモニウムクロリド（ＤＡＤＭＡＣ）、［（３
－メチルアクリロイルアミノ）プロピル］トリメチルアンモニウムクロリド（ＭＡＰＴＡ
Ｃ）、３－メチル－１－ビニルイミダゾリウムクロリド（ＱＶＩ）、［２－（アクリロイ
ルオキシ）エチル］トリメチルアンモニウムクロリド、及び［２－（アクリロイルオキシ
）プロピル］トリメチルアンモニウムクロリドのモノマーの、非架橋カチオン性ホモポリ
マーから選択される、請求項１又は２に記載の組成物。
【請求項７】
　前記カチオン性ポリマーが、コポリマーから選択され、該コポリマーが、以下の式：
【化１】

　によって表され、
　式中、Ｒは、Ｈ又はＣ１～４アルキルであり、Ｒ１及びＲ２は独立して、Ｈ、Ｃ１～４

アルキル、ＣＨ２ＯＣＨ３、ＣＨ２ＯＣＨ２ＣＨ（ＣＨ３）２、及びフェニルからなる群
から選択されるか、又は共にＣ３～６シクロアルキルである、少なくとも１つの非イオン
性モノマー単位と、
式：
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【化２】

　によって表され、
　式中、ｋ＝１であり、ｖ、ｖ’、及びｖ”のそれぞれは、独立して１～６の整数であり
、ｗは、ゼロ又は１～１０の整数であり、Ｘ-は、アニオンである、少なくとも１つのカ
チオン性モノマー単位と、を含む、請求項１又は２に記載の組成物。
【請求項８】
　前記カチオン性ポリマーが、セルロース又はグアー沈着ポリマーから選択され、前記パ
ーソナルケア組成物の目的とする用途のｐＨで０．５ｍｅｑ／ｇ～４．０ｍｅｑ／ｇの電
荷密度を有する、請求項１又は２に記載の組成物。
【請求項９】
　前記抗ふけ剤が、ピリジンチオン塩、亜鉛含有層状物質、アゾール、硫化セレン、粒子
状硫黄、サリチル酸、及びこれらの混合物からなる群から選択される、請求項１又は２に
記載の組成物。
【請求項１０】
　前記アゾールが、ケトコナゾール、エコナゾール又はエルビオナールから選択される、
請求項９に記載の組成物。
【請求項１１】
　前記抗ふけ剤が、不安定な亜鉛、ピリチオンの多価金属塩、及びこれらの混合物からな
る群から選択される、請求項１又は２に記載の組成物。
【請求項１２】
　レオロジー変性剤を追加で含み、前記レオロジー変性剤が、セルロース系レオロジー変
性剤、架橋アクリレート、架橋無水マレイン酸コ－メチルビニルエーテル、疎水変性会合
性ポリマー、又はこれらの混合物を含む、請求項１又は２に記載の組成物。
【請求項１３】
　ポンプフォーマー内で使用するための組成物であって、前記組成物が、請求項１又は２
に記載の組成物を含み、１０～１００ｃｐｓの粘度を有する、ポンプフォーマー内で使用
するための組成物。
【請求項１４】
　３，０００ｃｐｓ～５００，０００ｃｐｓの粘度を有する、請求項１又は２に記載の組
成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、硫酸ウンデシル及び／又はエトキシル化硫酸ウンデシル（硫酸ウンデセス）
を含む化合物を含む、パーソナルケア組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　シャンプー及び洗浄剤等のパーソナルケアに対する消費者の嗜好には、素早い起泡（「
瞬間的な起泡」）及び迅速かつ清潔なすすぎが挙げられる。現在利用可能な製品は、Ｃ10
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～Ｃ18硫酸混和物を含む従来の界面活性剤及び共界面活性剤を用いる傾向にあり、これは
消費者の必要性及び嗜好を完全に満たすことはできない。例えばラウリル硫酸塩及びラウ
リルエーテル硫酸塩は、長きにわたり、シャンプー及び他の発泡性組成物の好ましい主要
な界面活性剤である。ラウリル硫酸塩は良好な起泡を提供するが、不快である場合があり
、例えば皮膚及び眼の炎症を引き起こし、更に水の硬度が増すと希釈時には沈殿する場合
があり、界面活性剤の残渣が残る。ラウリルエーテル硫酸塩は不快さを和らげ、硬度感受
性を改善し得るが、典型的なエトキシル化レベル、即ち、（ＯＣＨ2ＣＨ2）3、又はＥＯ3

においてであり、起泡の質は悪く、比較的重量効率も悪い。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　したがって、瞬間的な起泡及び迅速なすすぎの特徴を有する製品をもたらし、皮膚に不
快でなく、比較的硬度に鈍感であり、消費者製品における使用に好適である、界面活性剤
と共界面活性剤との組み合わせを特定する必要性が存在する。
【０００４】
　本発明は前述の要求を満たす。申請者らは、予想外に、硫酸ウンデシル（Ｃ11）と、低
エトキシル化（「ＥＯ含有量」）（例えば一価にエトキシル化された）のウンデシルエト
キシ硫酸塩（「硫酸ウンデセス」）とを含む組成物が、パーソナルケア製品における消費
者の必要性及び嗜好を満たすために必要な特徴の多くを有することを見出した。硫酸ウン
デシルは、これまでＣ10～Ｃ18硫酸界面活性剤の群の一員として説明されてきたが、比較
的低濃度（１０００ｐｐｍ未満）を使用して行われた起泡及び発泡特性研究に基づき、パ
ーソナルケア組成物にはあまり好適でないと考えられていた。例えば米国特許第４，７３
２，７０７号は、組成物は、１％を超えるＣ11を含有すべきではないと助言している。し
かしながら、申請者らは、より高濃度（例えば３，０００ｐｐｍ以上）において、硫酸ウ
ンデシル及び硫酸ウンデシルの一価エトキシレート（硫酸ウンデシルＥＯ１）が、低表面
張力及びより高い臨界ミセル濃度（ＣＭＣ）等の特性を示すことを見出した。これらの特
性が、硫酸ドデシル又はラウリル硫酸塩（Ｃ12～Ｃ16混和物、例えば典型的には６８／２
７／５、Ｃ12／Ｃ14／Ｃ16の比率を有する）のいずれかよりも優れ、刺激が少なく比較的
水の硬度に鈍感である、素早い起泡及び迅速にすすげる組成物に、寄与すると考えられる
。そのような組成物は、シャンプー、パーソナル洗浄剤、及び他のパーソナルケア組成物
における使用に好適であり、他の界面活性剤、構造化界面活性剤、美的効果剤（例えばコ
ンディショナー）、共界面活性剤、及び／又はレオロジー変性剤と組み合わせて使用し、
望ましい消費者利益を提供することができる。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　以下では、本発明のいくつかの非制限的な実施形態について記載する。
　本発明の第１の実施形態に従って、
　皮膚科学的に許容可能な担体と、
　ａ）Ｒ１－Ｏ（ＣＨ２ＣＨＲ３Ｏ）ｙ－ＳＯ３Ｍ、
　ｂ）ＣＨ３－（ＣＨ２）ｚ－ＣＨＲ２－ＣＨ２－Ｏ（ＣＨ２ＣＨＲ３Ｏ）ｙ－ＳＯ３Ｍ
、及び
　ｃ）これらの混合物、
からなる群から選択される、７重量％～４０重量％の少なくとも１つの化合物と、
　ココモノエタノールアミド、ココアミドプロピルベタイン、ラウリルアミドプロピルベ
タイン、ココベタイン、ラウリルベタイン、ラウリルアンホ酢酸ナトリウム、アルキルグ
リセリルエーテル、アルキル－ジ－グリセリルエーテル、１，２－アルキル環状サルファ
イト、１，２－アルキル環状炭酸塩、アルキルグリシジルエーテル、及びアルキル－１，
３－ジオキソラン（アルキル基は、直鎖又は分枝鎖構成の６～１４個の炭素原子を含有す
る）、総炭素含有量が直鎖又は分枝鎖の６～１４個の炭素原子である１，２－アルカンジ
オール、メチル－２－ヒドロキシ－デシルエーテル、ヒドロキシエチル－２－ドデシルエ



(5) JP 5804704 B2 2015.11.4

10

20

30

40

50

ーテル、ヒドロキシエチル－２－デシルエーテル、及びこれらの混合物からなる群から選
択される、０．５重量％～１０重量％の共界面活性剤と、
　カチオン性ポリマー、コンディショニング剤、頭皮ケア剤、粒子、着色剤、抗ふけ剤、
レオロジー変性剤、スキンケア活性物質、及びこれらの組み合わせからなる群から選択さ
れる美的効果剤と、
を含む、パーソナルケア組成物が提供され、
　式中、Ｒ１は、ＣＨ３（ＣＨ２）１０を表し、Ｒ２は、ｚ及びＲ２の炭素原子の合計が
８になるように１～４個の炭素原子を含む炭化水素ラジカルを表し、Ｒ３は、Ｈ又はＣＨ

３であり、ｙが０でないとき、ｙは１であり、Ｍは、一価の正電荷を持つカチオンである
。
【０００６】
　一価の正電荷を持つカチオンの例には、アンモニウム、ナトリウム、カリウム、トリエ
タノールアミンカチオンが挙げられる。
【０００７】
　本発明の第２の実施形態に従って、約３重量％～約３７重量％の第１の実施形態の少な
くとも１つの化合物と、約３重量％～約３７重量％の少なくとも１つの追加のアニオン性
界面活性剤とを含む、パーソナルケア組成物が提供される。
【０００８】
　本発明の更に別の実施形態に従って、約３重量％～約１０重量％の第１の実施形態の少
なくとも１つの化合物と、約１０重量％～約３０重量％の１つ以上の構造化界面活性剤と
を含む、パーソナルケア組成物が提供される。
【０００９】
　本発明の更に別の実施形態に従って、第１の実施形態に従った組成物と、発泡性組成物
の分配に好適なポンプディスペンサーと、所望により物品を使用するための取扱説明書を
含む文書と、を含む、製造品が提供される。
【００１０】
　更に別の実施形態に従って、パーソナルケア組成物及び／又は本発明の物品を作製する
ための方法が提供される。
【００１１】
　本発明のこれら及び他の態様及び利点は、本発明の以下の詳細な説明を読むことによっ
て当業者に明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】鎖長がＣ8、Ｃ10～Ｃ12若しくはＣ14の界面活性剤、又はＳＬＳ（ラウリル硫酸
ナトリウム）を配合した試験溶液のＳＩＴＡ発泡体容積（ｍＬ）の測定値を示す図である
。
【図２】ＥＸＰＡＮＣＥＬ（登録商標）ミクロスフェア、ペトロラタム、鉱油、及び構造
化界面活性剤相を含む、超遠心分離後の洗浄組成物の実施例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明は、硫酸ウンデシル及び／又はエトキシル化硫酸ウンデシル（硫酸ウンデセス）
を含む組成物について記載する。本発明の組成物は、例えば洗浄組成物及び／又はシャン
プー等のパーソナルケア組成物であり得る。本発明の組成物は、典型的には液体の形態で
あり、哺乳類のケラチン性組織への局所適用を企図した流動性液体、半液体、クリーム、
ローション、及び／又はゲル組成物が含まれると理解される。組成物は、２つ以上の視覚
的に識別可能な相を含み得る。
【００１４】
　これらの組成物は、約１０ｃｐｓ～約５００，０００ｃｐｓの粘度を有してもよく、「
ｃｐｓ」は、センチポアズを意味する。一部の実施形態では、粘度は約１０ｃｐｓ～約１
００，０００ｃｐｓであり、一実施形態では、粘度は約１０ｃｐｓ～約１００ｃｐｓであ
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る。別の実施形態では、組成物の粘度は、約３，０００ｃｐｓ～約５００，０００ｃｐｓ
である。組成物がポンプフォーマーから分配される特定の実施形態では、粘度は約１０ｃ
ｐｓ～約１００ｃｐｓである。特定のシャンプーの実施形態では、粘度は約３，０００ｃ
ｐｓ～約３００，０００ｃｐｓである。特に指示がない限り、全ての測定は、２５℃にお
いて周囲条件で実施されるものと理解され、「周囲条件」とは、約１気圧及び相対湿度約
５０％における条件を意味する。
【００１５】
　本発明の組成物は、本明細書に定義される安定した、素早い（「瞬間的な」）起泡又は
発泡を生成し得る。房起泡評価において観察される発泡は、典型的な浄化シャンプー製剤
（以下の製剤の項に記載）と少なくとも同程度の総起泡容積を提供するはずであり、これ
は、典型的なコンディショニングシャンプー製剤（以下の製剤の項に記載）の起泡標線よ
りも約３０％高い。
【００１６】
　本発明の組成物は、本明細書で論じられる典型的なコンディショニングシャンプー製剤
のためのすすぎプロトコルに従って適用及び房を起泡後、迅速及び清潔にすすぐことがで
きる。典型的には、典型的なコンディショニングシャンプー製剤のすすぎ特性は、典型的
な浄化シャンプー製剤のものよりも実質的に長い。したがって、すすぎ利点の標的は、使
用中少なくとも同じ起泡容積を伴い、典型的な浄化シャンプー製剤と同等になるように、
コンディショニングシャンプーのすすぎ時間を改善することである。
【００１７】
　上述の要素及び追加の要素の各々が本明細書に記載される。
【００１８】
　本発明の全ての実施形態において、特に別段の指定がない限り、百分率はいずれも、組
成物全体の重量を基準とする。特に別段の指定がない限り、比は全て、重量比である。全
ての範囲は、包括的及び結合可能である。有効数字の桁数は、指示する量や測定の精度を
制限しない。
【００１９】
　本明細書で使用するとき、「パーソナルケア組成物」とは、過度の望ましくない効果を
伴わずに、哺乳類のケラチン性組織に適用され得る組成物を意味する。
【００２０】
　本明細書で使用するとき、「ケラチン性組織」とは、哺乳類の最も外側の保護被覆とし
て配置されるケラチン含有層を意味し、これには皮膚、毛髪、頭皮、及び爪が挙げられる
が、これらに限定されない。
【００２１】
　哺乳類のケラチン性組織に関連して本明細書で使用するとき、「美的効果」には、洗浄
、皮脂の阻害、皮膚及び／又は毛髪の油っぽい及び／又は光る外観の軽減、乾燥度、掻痒
、及び／又は鱗状の減少、皮膚の孔径、剥脱、剥離の減少、ケラチン性組織の外観の改善
、コンディショニング、滑らかにする等が含まれるが、これらに限定されない。
【００２２】
　本明細書で使用するとき、「美的効果剤」とは、１つ以上の美的効果を供給するために
組成物に含まれ得る物質を指す。
【００２３】
　本明細書で使用するとき、「スキンケア活性物質」又は「活性物質」とは、皮膚に適用
したとき皮膚に効果又は改善をもたらす化合物を意味する。スキンケア活性物質は、皮膚
だけではなく、毛髪、頭皮、爪、及びその他の哺乳類のケラチン性組織に適用する場合に
も有用であると理解すべきである。
【００２４】
　Ｉ．界面活性剤
　一実施形態では、組成物は、約３重量％～約４０重量％、あるいは約５重量％～約２５
重量％、あるいは約１０重量％～約２０重量％、あるいは約３重量％～約１５重量％、あ
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るいは約３重量％～約１０重量％の硫酸ウンデシル化合物を含み、本明細書では、直鎖硫
酸ウンデシル、分枝鎖硫酸ウンデシル、直鎖ウンデシルエトキシ硫酸塩、分枝鎖ウンデシ
ルエトキシ硫酸塩、これらの塩及び誘導体、並びにこれらの混合物を含むと理解される
【００２５】
　Ａ．硫酸ウンデシル
　本発明の硫酸ウンデシルは、式、Ｒ１－Ｏ（ＣＨ２ＣＨＲ３Ｏ）ｙ－ＳＯ３Ｍを有する
直鎖硫酸ウンデシル、一般式、ＣＨ３－（ＣＨ２）ｚ－ＣＨＲ２－ＣＨ２－Ｏ（ＣＨ２Ｃ
ＨＲ３Ｏ）ｙ－ＳＯ３Ｍを有する分枝鎖硫酸ウンデシル、又はこれらの混合物を含み得、
式中、Ｒ１は、ＣＨ３（ＣＨ２）１０を表し、Ｒ２は、ｚ及びＲ２の炭素原子の合計が８
になるように１～４個の炭素原子を含む炭化水素ラジカルを表し、Ｒ３は、Ｈ又はＣＨ３

であり、ｙは、ｙが０であり、Ｍは、一価の正電荷を持つカチオンである。一価の正電荷
を持つカチオンの例には、アンモニウム、ナトリウム、カリウム、トリエタノールアミン
カチオンが挙げられる。
【００２６】
　硫酸ウンデシルは、硫酸ウンデシルの総重量の、約７０重量％～約９０重量％、あるい
は約８０重量％の直鎖硫酸ウンデシルと、約１０重量％～約３０重量％、あるいは約２０
重量％の分枝鎖硫酸ウンデシルを含み得る。
【００２７】
　本発明の硫酸ウンデシルは、例えば、流下薄膜反応器中でＳＯ3で硫酸処理され、例え
ば水酸化ナトリウムでアルキル硫酸塩を作製し、硫酸ウンデシルナトリウムを生成するよ
うに中和される、直鎖及び分枝鎖の一級アルコールを生成する、２００４年３月１６日に
シェル・オイル社（Shell Oil Company）に発行された米国特許第６，７０６，９３１号
に記載される、１－デセン又は内部デセンのヒドロホルミル化によって調製され得る。好
適なアルコールの一例は、ＮＥＯＤＯＬ（商標）１（例えばシェル・オイル社（Shell Oi
l Co.））として市販されている。
【００２８】
　加えて、ウンデシルアルコールは、その加水分解を介してヒマシ油から誘導され、リシ
ノール酸を得ることができる。リシノールは、熱分解されて、ウンデシレン酸を得ること
ができる。ウンデシレン酸は、一連の水素化を介してウンデシルアルコールに変換されて
、ウンデシルアルコールを得ることができる。
【００２９】
　Ｂ．ウンデシルアルコキシ硫酸塩
　本発明のウンデシルアルコキシ硫酸塩（硫酸ウンデセス）は、一般式、ＣＨ３－（ＣＨ

２）ｚ－ＣＨＲ２－ＣＨ２－Ｏ－（ＣＨ２ＣＨＲ３Ｏ）ｙ－ＳＯ３Ｍを有する直鎖及び／
又は分枝鎖ウンデシルアルコキシ硫酸塩を含み得、式中、Ｒ２は、ｚ及びＲ２の炭素原子
の合計が８になるように１～４個の炭素原子を含む炭化水素ラジカルを表し、Ｒ３は、Ｈ
又はＣＨ３であり、ｙは、ｙは１であり、Ｍは、アンモニウム、ナトリウム、カリウム、
及び／又はトリエタノールアミンカチオン等の一価の正電荷を持つカチオンである。
【００３０】
　ウンデシルエトキシレートは、アルカリ系触媒の存在下、１モル等量以下のエチレンオ
キシドをウンデシルアルコールに添加することにより調製され得る。得られた物質は、約
３０％～約６０％の非エトキシル化アルコールを含み得、残りの混合物は、１～７の範囲
のＥＯ含有量を有する種々の相同体からなる。この混合物を流下薄膜反応器中でＳＯ3で
硫酸処理し、例えばＮａＯＨ等の塩基で中和し、ウンデシルアルコキシ硫酸ナトリウムを
生成することができる。加えて、ウンデシルアルコール及びウンデシルアルコキシレート
の混合物は、合わせて混和され、上記のとおり硫酸処理されて、ウンデシルベースの界面
活性剤の混合物を生成することができる。
【００３１】
　一実施形態では、組成物は、更に追加の界面活性剤を実質的に含まなくてもよく、実質
的に含まないとは、０．００１重量％未満を意味すると理解される。あるいは、組成物中
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の界面活性剤は、本質的に直鎖硫酸ウンデシル、分枝鎖硫酸ウンデシル、直鎖ウンデシル
エトキシ硫酸塩、分枝鎖ウンデシルエトキシレート、これらの塩及び誘導体、並びにこれ
らの混合物からなる。
【００３２】
　Ｃ．追加の界面活性剤及び添加剤
　１．追加のアニオン性界面活性剤
　本発明の組成物は、パーソナルケア組成物中で従来使用されるものを含む、本明細書に
記載される硫酸ウンデシル及びウンデシルエトキシ硫酸塩以外の、１つ以上の追加の界面
活性剤を含み得る。追加の界面活性剤は、組成物の粘度を高めることができ、及び／又は
より望ましい質感、容積、安定性、及び／又は他の特性を有する起泡の生成を補助し得る
。好適な界面活性剤の非限定例は、コフィンダッファー（Coffindaffer）らに発行された
米国特許第５，６２４，６６６号、アルレッド・パブリッシング・コーポレーション（Al
lured Publishing Corporation）により出版されたマカッチャン（McCutcheon）の「洗剤
及び乳化剤（Detergents and Emulsifiers」（北米版（North American edition）、１９
８６年）、及びマカッチャン（McCutcheon）の「機能的物質（Functional Materials）」
（北米版（North American Edition、１９９２年）に開示されている。
【００３３】
　本発明の組成物は、組成物の約３重量％～約３７重量％の追加の界面活性剤を含み得る
。
【００３４】
　本明細書において使用に好適な追加のアニオン性界面活性剤には、式、ＲＯＳＯ3Ｍ及
びＲＯ（Ｃ2Ｈ4Ｏ）xＳＯ3Ｍのアルキル及びアルキルエーテル硫酸塩が含まれ、式中、Ｒ
は、約８～約１８個の炭素原子のアルキル又はアルケニルであり、ｘは、１～１０であり
、Ｍは、アンモニウム、ナトリウム、カリウム、及びトリエタノールアミンカチオン等の
水溶性カチオンであるか、又は２個のアニオン性界面活性剤アニオンを持つ二価のマグネ
シウムイオンの塩である。アルキルエーテル硫酸塩は、エチレンオキシド及び約８～約２
４個の炭素原子を有する一水酸基アルコールの縮合生成物として作製されてもよい。アル
コールは、例えばココヤシ油、パーム油、パーム核油、若しくはタロー等の脂肪から誘導
され得るか、又は合成であり得る。
【００３５】
　他の好適なアニオン性界面活性剤には、一般式、［Ｒ1－ＳＯ3Ｍ］の有機スルホン酸の
水溶性塩が含まれる。Ｒ1は、１３～１７個の炭素原子、好ましくは１３～１５個の炭素
原子を有する直鎖脂肪族炭化水素ラジカルである。Ｍは、アンモニウム、ナトリウム、カ
リウム、及びトリエタノールアミンカチオン等の水溶性カチオンであるか、又は２個のア
ニオン性界面活性剤アニオンを持つ二価のマグネシウムイオンの塩である。これらの物質
は、ＳＯ2及びＯ2と、適切な鎖長のノルマルパラフィン（Ｃ14～Ｃ17）との反応により生
成され、パラフィンスルホン酸ナトリウムとして市販されている。
【００３６】
　本明細書において使用に好適である追加のアニオン性界面活性剤の例としては、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、ラウリル硫酸塩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、ラウリル硫酸塩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
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、ココイル硫酸モノエタノールアミン、トリデセス硫酸
ナトリウム、トリデシル硫酸ナトリウム、メチルラウロイルタウリン酸ナトリウム、メチ
ルココイルタウリン酸ナトリウム、ラウロイルイセチオン酸ナトリウム、ココイルイセチ
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オン酸ナトリウム、ラウレススルホコハク酸ナトリウム、ラウリルスルホコハク酸ナトリ
ウム、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、及びこれらの混合物が挙げられるが、これらに限定されない。
【００３７】
　２．共界面活性剤
　共界面活性剤は、起泡容積の向上及び／又は起泡質感を修正するために、硫酸ウンデシ
ル界面活性剤及び所望によりアニオン性界面活性剤と組み合わされる物質である。典型的
には、これらの物質は、限定されないが、両性、双極性、カチオン性、及び非イオン性を
含む種々の群の構造から選択され得る。それらは、典型的には１：２０～１：４の重量比
、より好ましくは１：１２～１：７の重量比でアニオン性界面活性剤と併用される。
【００３８】
　本発明の組成物は、組成物の約０．５重量％～約１０重量％、あるいは約０．５重量％
～約５重量％、あるいは約１重量％～約３重量％の少なくとも１つの好適な共界面活性剤
を含み得る。共界面活性剤は、より素早く泡を生成する、より容易なすすぎの促進する、
及び／又はケラチン性組織への不快感を緩和する役割を果たす。共界面活性剤は更に、よ
り望ましい質感、容積、及び／又は他の特性を有する泡の生成を補助し得る。
【００３９】
　本明細書において使用に好適な両性界面活性剤には、脂肪族ラジカルが直鎖又は分枝鎖
であり得、脂肪族置換基の１つの置換基が約８～約１８個の炭素原子を含み、１つは例え
ばカルボキシ、スルホネート、サルフェート、ホスフェート、又はホスホネート等のアニ
オン水溶性基を含む、脂肪族二級及び三級アミンの誘導体が含まれるが、これらに限定さ
れない。例としては、３－ドデシルアミノプロピオン酸ナトリウム、３－ドデシルアミノ
プロパンスルホン酸ナトリウム、ラウリルサルコシン酸ナトリウム、米国特許第２，６５
８，０７２号の教示に従ってドデシルアミンをイセチオン酸ナトリウムと反応させること
によって調製されるもの等のＮ－アルキルタウリン、米国特許第２，４３８，０９１号の
教示に従って生成されるもの等のＮ－高級アルキルアスパラギン酸、並びに米国特許第２
，５２８，３７８号に記載される生成物、並びにこれらの混合物が挙げられる。アルカノ
イルアンホアセテートを生成するためのクロロ酢酸ナトリウムのアミドアミンとの反応か
ら誘導されるアンホアセテート群、例えばラウリルアンホアセテート等は、特に効果的で
ある。
【００４０】
　本明細書において使用に好適である双極性界面活性剤には、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が挙げられるが、これらに限定されず、
脂肪族ラジカルは直鎖又は分枝鎖であり得、脂肪族置換基の１つは約８～約１８個の炭素
原子を含み、１つの置換基は、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む。本明細書において使用に好適な他の双
極性界面活性剤には、高級アルキルベタインを包含するベタイン、例えば、ココジメチル
カルボキシメチルベタイン、ココアミドプロピルベタイン、ココベタイン、ラウリルアミ
ドプロピルベタイン、オレイルベタイン、ラウリルジメチルカルボキシメチルベタイン、
ラウリルジメチルαカルボキシエチルベタイン、セチルジメチルカルボキシメチルベタイ
ン、ラウリルビス－（２－ヒドロキシエチル）カルボキシメチルベタイン、ステアリルビ
ス－（２－ヒドロキシプロピル）カルボキシメチルベタイン、オレイルジメチルγ－カル
ボキシプロピルベタイン、ラウリルビス－（２－ヒドロキシプロピル）α－カルボキシエ
チルベタイン、及びこれらの混合物が挙げられる。スルホベタイン類には、ココジメチル
スルホプロピルベタイン、ステアリルジメチルスルホプロピルベタイン、ラウリルジメチ
ルスルホエチルベタイン、ラウリルビス－（２－ヒドロキシエチル）スルホプロピルベタ
イン、及びこれらの混合物が含まれ得る。また、好適な両性界面活性剤には、ＲＣＯＮＨ
（ＣＨ2）3ラジカル（式中、Ｒは、Ｃ11～Ｃ17アルキルである）がベタインの窒素原子に
付着する、アミドベタイン類及びアミドスルホベタイン類が含まれ、本発明においてやは
り有用である。
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【００４１】
　起泡容積又は質感を向上させるために本組成物中で典型的に使用される非イオン性共界
面活性剤には、ラウリルジメチルアミンオキシド、ココジメチルアミンオキシド、ココア
ミドプロピルアミンオキシド、ラウリルアミドプロピルアミンオキシド等、又はラウレス
－４～ラウレス－７等のアルキルポリエトキシレートの水溶性物質と、ココモノエタノー
ルアミド、ココジエタノールアミド、ラウロイルモノエタノールアミド、アルカノイルイ
ソプロパノールアミド、並びにセチルアルコール及びオレイルアルコール等の脂肪アルコ
ール、並びに２－ヒドロキシアルキルメチルエーテル等の非水溶性成分とが含まれる。
【００４２】
　本明細書において共界面活性剤として更に好適な物質には、１，２－アルキルエポキシ
ド、１，２－アルカンジオール、分枝鎖又は直鎖アルキルグリセリルエーテル（例えば欧
州特許第ＥＰ１６９６０２３（Ａ１）号に記載される）、１，２－アルキル環状カーボネ
ート、及び１，２－アルキル環状サルファイトであって、特にアルキル基が直鎖又は分枝
鎖構成にある６～１４個の炭素原子を含有するものが含まれる。他の例には、米国特許第
５，７４１，９４８号、同第５，９９４，５９５号、同第６，３４６，５０９号、及び同
第６，４１７，４０８号の教示に従って作製され得る、Ｃ10又はＣ12αオレフィンをエチ
レングリコール（例えばヒドロキシエチル－２－デシルエーテル、ヒドロキシエチル－２
－ドデシルエーテル）と反応させることにより誘導されるアルキルエーテルアルコールが
含まれる。
【００４３】
　その他の好ましい非イオン性界面活性剤は、グルコースアミド、アルキルポリグルコシ
ド、スクロースココエート、ラウリル硫酸スクロース、アルカノールアミド、エトキシル
化アルコール、及びこれらの混合物からなる群から選択され得る。一実施形態では、非イ
オン性界面活性剤は、モノヒドロキシステアリン酸グリセリル、イソステアレス－２、ト
リデセス－３、ヒドロキシステアリン酸、ステアリン酸プロピレングリコール、ステアリ
ン酸ＰＥＧ－２、モノステアリン酸ソルビタン、ラウリン酸グリセリル、ラウレス－２、
コカミドモノエタノールアミン、ラウリルアミドモノエタノールアミン、及びこれらの混
合物からなる群から選択される。
【００４４】
　特定の実施形態では、共界面活性剤は、ココモノエタノールアミド、ココアミドプロピ
ルベタイン、ラウリルアミドプロピルベタイン、ココベタイン、ラウリルベタイン、ラウ
リルアミンオキシド、ラウリルアンホ酢酸ナトリウム；アルキルグリセリルエーテル、ア
ルキル－ジ－グリセリルエーテル、１，２－アルキル環状サルファイト、１，２－アルキ
ル環状カーボネート、１，２－アルキル－エポキシド、アルキルグリシジルエーテル、及
びアルキル－１，３－ジオキソラン（アルキル基は、直鎖又は分枝鎖構成の６～１４個の
炭素原子を含有する）；１，２－アルカンジオール（総炭素含有量は、直鎖又は分枝鎖の
６～１４個の炭素原子である）、メチル－２－ヒドロキシ－デシルエーテル、ヒドロキシ
エチル－２－ドデシルエーテル、ヒドロキシエチル－２－デシルエーテル、並びにこれら
の混合物からなる群から選択される。
【００４５】
　カチオン性界面活性剤は、製剤のｐＨでプロトン化されたアミンから誘導されてもよく
、例えばビス－ヒドロキシエチルラウリルアミン、ラウリルジメチルアミン、ラウロイル
ジメチルアミドプロピルアミン、ココイルアミドプロピルアミン等である。また、カチオ
ン性界面活性剤は、ラウリルトリメチルアンモニウムクロリド及びラウロイルアミドプロ
ピルトリメチルアンモニウムクロリド等の脂肪族四級アンモニウム塩から誘導されてもよ
い。
【００４６】
　本パーソナルケア組成物は、多相パーソナルケア組成物を作製するように、２つ以上の
相を含んでもよい。１つの相は、構造化界面活性剤等の従来のパーソナルケア成分を含ん
でもよく、本発明の多相パーソナルケア組成物の第２の相は、有益相を含み得る。
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【００４７】
　有益相は、存在する場合、好ましくは無水であり、実質的に水を含まなくてもよい。有
益相は、約５重量％未満の水、好ましくは３重量％未満の水、最も好ましくは１重量％未
満の水を含み得る。有益相は、実質的に界面活性剤を含まなくてもよい。有益相は、約５
重量％未満の界面活性剤、より好ましくは約３重量％未満の界面活性剤、最も好ましくは
約１重量％未満の界面活性剤を含んでもよい。
【００４８】
　有益相は、典型的には疎水性の潤いを与える物質を含む。有益相は、ペトロラタム、ラ
ノリン、鉱油等の炭化水素油、天然及び合成ワックス（微晶性ワックス、パラフィン、オ
ゾケライト、ラノリンワックス、ラノリンアルコール、ラノリン脂肪酸、ポリエチレン、
ポリブテン、ポリデセン、及びペルヒドロスクアレン等）、揮発性又は不揮発性オルガノ
シロキサン及びこれらの誘導体（ジメチコン、シクロメチコン、アルキルシロキサン、ポ
リメチルシロキサン、及びメチルフェニルポリシロキサン等）、ラノリン油、エステル（
イソプロピルラノレート、アセチル化ラノリン、アセチル化ラノリンアルコール、ラノリ
ンアルコールリノレート、ラノリンアルコールリコノレート（riconoleate）等）、天然
及び合成トリグリセリド（ヒマシ油、大豆油、ヒマワリ種子油、マレイン酸化大豆油、ベ
ニバナ油、綿実油、トウモロコシ油、クルミ油、ラッカセイ油、オリーブ油、タラ肝油、
アーモンド油、アボカド油、パーム油、及びゴマ油等）、ヒマシ油誘導体、シーフォース
（sefose）、並びにこれらの組み合わせからなる群から選択される成分からなることがで
きる。
【００４９】
　特定の実施形態では、有益相は、疎水性の潤いを与える物質を含み得る。特定の多相組
成物中での使用に好適な疎水性の潤いを与える物質は、好ましくは約５（ｃａｌ／ｃｍ3

）1/2～約１５（ｃａｌ／ｃｍ3）1/2のボーガン（Vaughan）溶解度パラメータ（「ＶＳＰ
」）を有し、これはボーガン（Vaughan）の化粧品及び洗面用品（Cosmetics and Toiletr
ies）の１０３巻において定義されている。約５～約１５の範囲のＶＳＰ値を有する疎水
性の潤いを与える物質の非限定例には、「溶解度、製品、包装、浸透、及び保存への効果
（Solubility, Effects in Product, Package, Penetration and Preservation）」、Ｃ
．Ｄ．ボーガン（Vaughan）、化粧品及び洗面用品（Cosmetics and Toiletries）１０３
巻、１９８８年１０月で報告されるように、シクロメチコン５．９２、スクアレン６．０
３、ペトロラタム７．３３、パルミチン酸イソプロピル７．７８、ミリスチン酸イソプロ
ピル８．０２、ヒマシ油８．９０、コレステロール９．５５が含まれる。
【００５０】
　構造化界面活性剤－本発明の組成物は、多相形態にある場合、皮膚及び／又は毛髪等の
ケラチン性組織への適用に好適である構造化界面活性を含み得る。構造化界面活性剤を含
有する組成物の割合は、一実施形態では少なくとも約５０％の異方性相を含み得、異なる
実施形態では約５０％～約９０％の異方性相を含み得る。構造化界面活性剤は、好適な構
造体と組み合わせて、本明細書及び米国特許第２００７／０２４８５６２（Ａ１）号に開
示される、アニオン性、非イオン性、カチオン性、双極性の界面活性剤、石鹸、及びこれ
らの組み合わせを含む。界面活性剤と構造体との好適な組み合わせの選択は、当業者の知
識内である。
【００５１】
　アルキルアンホアセテート類は、製品の低刺激性及び起泡を改善するために、本明細書
の多相組成物中で使用される好適な構造化界面活性剤である。最も一般的に使用されるア
ルキルアンホアセテートは、ラウロアンホ酢酸及びココアンホアセテートである。アルキ
ルアンホアセテートは、モノアセテート及びジアセテートを含み得る。一部の種類のアル
キルアンホアセテートでは、ジアセテートは不純物又は意図的でない反応生成物である。
しかしながら、ジアセテートの存在は、アルキルアンホアセテートの１５％を超える量で
存在する場合、種々の好ましくない組成物特徴を引き起こし得る。
【００５２】
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　本明細書において使用に好適な非イオン性界面活性剤は、グルコースアミド類、アルキ
ルポリグルコシド類、スクロースココエート、ラウリル硫酸スクロース、アルカノールア
ミド、エトキシル化アルコール、及びこれらの混合物からなる群から選択されるものであ
る。一実施形態では、非イオン性界面活性剤は、モノヒドロキシステアリン酸グリセリル
、イソステアレス－２、トリデセス－３、ヒドロキシステアリン酸、ステアリン酸プロピ
レングリコール、ステアリン酸ＰＥＧ－２、モノステアリン酸ソルビタン、ラウリン酸グ
リセリル、ラウレス－２、コカミドモノエタノールアミン、ラウリルアミドモノエタノー
ルアミン、及びこれらの混合物からなる群から選択される。
【００５３】
　構造化界面活性剤は、非構造化ドメインとは視認可能なほど異なる、別個の構造化ドメ
インの形態であってもよい。組成物が構造化相及び非構造化相の両方を含む場合、構造化
ドメインは、組成物中で別様には乳化されない高濃度のスキンケア活性物質の組み込みを
可能にし得る。特定の実施形態では、構造化ドメインは、不透明な構造化ドメインである
。不透明な構造化ドメインは、層状相であってもよく、層状ゲル網状組織を生成する層状
相であってもよい。
【００５４】
　一実施形態では、構造化界面活性剤は層状相の形態であり、剪断力への抵抗、粒子及び
液滴を懸濁するために十分な降伏、望ましいレオロジー特徴、及び／又は長期安定性を提
供する。層状相は、粘度変性剤の必要性を最小限に抑える粘度を有する傾向にある。
【００５５】
　好適な構造体の非限定例は、米国特許第５，９５２，２８６号に記載されており、不飽
和及び／又は分枝長鎖（Ｃ8～Ｃ24）液体脂肪酸又はそのエステル誘導体、不飽和及び／
又は分枝長鎖液体アルコール又はそのエーテル誘導体、並びにこれらの混合物を含む。ま
た、構造化界面活性剤は、カプリン酸及びカプリル酸等の短鎖飽和脂肪酸を含んでもよい
。理論によって制限されるものではないが、脂肪酸若しくはアルコールの不飽和部分、又
は脂肪酸若しくはアルコールの分枝状部分は、界面活性剤の疎水性鎖を「混乱」させ、層
状相の形成を誘発する役割を果たすと考えられる。好適な液体脂肪酸の例には、オレイン
酸、イソステアリン酸、リノール酸、リノレン酸、リシノール酸、エライジン酸、アラキ
ドン酸、ミリストレイン酸、パルミトレイン酸、及びこれらの混合物が挙げられる。好適
なエステル誘導体の例には、イソステアリン酸プロピレングリコール、オレイン酸プロピ
レングリコール、イソステアリン酸グリセリル、オレイン酸グリセリル、ジイソステアリ
ン酸ポリグリセリル、及びこれらの混合物が挙げられる。アルコールの例には、オレイル
アルコール及びイソステアリルアルコールが挙げられる。エーテル誘導体の例には、カル
ボン酸イソステアレス若しくはオレス、又はイソステアレス若しくはオレスアルコールが
挙げられる。構造材は、約２５℃未満の融点を有するとして定義され得る。
【００５６】
　組成物は、異方性相及び／又は等方性相の両方を含み得る。特定の実施形態では、構造
化界面活性剤は、組成物の視認可能なほど異なる相中に存在する。
【００５７】
　存在する場合、組成物はレオロジー変性剤を含んでもよく、レオロジー変性剤は、セル
ロース系レオロジー変性剤、架橋アクリレート、架橋無水マレイン酸コ－メチルビニルエ
ーテル、疎水変性会合性ポリマー、又はこれらの混合物を含む。
【００５８】
　使用される場合、電解質は、それ自体が多相組成物に加えられ得るか、又はそれは原料
の１つの中に含まれる対イオンを介してその場で形成され得る。電解質は、好ましくは、
リン酸塩、塩化物、硫酸塩又はクエン酸塩を含むアニオン、及びナトリウム、アンモニウ
ム、カリウム、マグネシウム又はこれらの混合物を含むカチオンを包含する。一部の好ま
しい電解質は、塩化ナトリウム若しくは塩化アンモニウム、又は硫酸ナトリウム若しくは
硫酸アンモニウムである。電解質は、構造化界面活性剤組成物の約０．１重量％～約１５
重量％、好ましくは約１重量％～約６重量％、より好ましくは約３重量％～約６重量％の
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量で、多相組成物の構造化界面活性剤相に添加されてもよい。
【００５９】
　本発明の一実施形態では、パーソナルケア組成物は、少なくとも１つの非イオン性界面
活性剤と電解質との混合物を含む、構造化界面活性剤相を含む。他の実施形態では、界面
活性剤相は、界面活性剤、水、少なくとも一種のアニオン性界面活性剤、電解質の混合物
、及び少なくとも一種のアルカノールアミドを含むことができる。
【００６０】
　皮膚科学的に許容可能な担体
　本発明のパーソナルケア組成物はまた、組成物に、皮膚科学的に許容可能な担体を含み
得る。担体は、多種多様な形態をとることができる。非限定例としては、単一溶液（水系
又は油系）、エマルション、及び固体形態（ゲル、スティック）が挙げられる。例えば、
エマルション担体としては、水中油型、油中水型、シリコーン中水型、水中油中水型、及
びシリコーン中水中油型エマルションを挙げることができるが、これらに限定されない。
【００６１】
　所望の製品形態によって、好ましい担体は、水中油型エマルション（例えば、水中シリ
コーン型）及び油中水型エマルション（例えば、シリコーン中水型エマルション）のよう
なエマルションを含むことができる。当業者には理解されるように、所与の成分は、組成
物中の成分の水溶解度／非必須性に応じて、主として水相又は油相のいずれかに分配され
る。本発明に従うエマルションは、水相及び脂質又は油を含有することができる。脂質及
び油は、動物、植物、又は石油に由来してもよく、天然又は合成（即ち、人工）でもよい
。また好ましいエマルションは、グリセリンのような湿潤剤も含有できる。
【００６２】
　エマルションは、組成物の重量に基づき、約０．１重量％～約１０重量％、より好まし
くは約０．２重量％～約５重量％の乳化剤を更に含むことができる。乳化剤は、非イオン
性、アニオン性、又はカチオン性であってよい。好適な乳化剤は、例えば、米国特許第３
，７５５，５６０号、同第４，４２１，７６９号、及びマカッチャン（McCutcheon）の洗
剤及び乳化剤（Detergents and Emulsifiers）（北米版、３１７～３２４頁、１９８６年
）に開示されている。好適なエマルションは、所望の製品形態に応じて、幅広い範囲の粘
度を有していてよい。
【００６３】
　本発明の組成物は、注入可能な液体の形態（周囲条件下で）であることができる。した
がって、組成物は、典型的には約２０重量％～約９７重量％、好ましくは約６５重量％～
約９０重量％、あるいは約２０重量％～約９５重量％、好ましくは約６０重量％～約８５
重量％のレベルで存在する、水性担体を含み得る。水性担体は、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、別様に他の本質的若しくは任意の成分の副成分として
組成物に付随的に組み込まれるものを除いて、好ましくは最小濃度若しくは実質的でない
濃度の有機溶媒を含む水を含む。　　　
【００６４】
　本明細書で使用するとき、「皮膚科学的に許容可能な」という用語は、組成物又はそう
記載されるその成分が、過度の毒性、不適応性、不安定性、アレルギー反応、及び／又は
他の悪影響なく、哺乳類のケラチン性組織と接触して使用するのに好適であることを意味
する。
【００６５】
　ＩＩ．任意成分
　本発明の組成物は、製品形態及びその目的とする用途及び最終効果に応じて広範な追加
の成分を包含してもよい。一実施形態では、かかる任意成分の個々の濃度は、組成物の約
０．００１重量％～約５０重量％の範囲であってもよく、別の実施形態では、約０．００
１重量％～約１０重量％の範囲であってもよい。
【００６６】
　本発明の組成物中で使用する任意成分の非限定例は、コフィンダッファー（Coffindaff
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er）らに発行された米国特許第６，３３５，３１２号に記載されており、カチオン性ポリ
マー、コンディショニング剤（炭化水素油、脂肪酸エステル［例えばポリオールカルボン
酸エステル］、シリコーン、不溶性コンディショニング剤）、従来のパーソナルケアポリ
マー（沈着ポリマー、整髪ポリマー、分散相ポリマー）、抗ふけ剤（ピロクトンオラミン
、非水溶性成分（３，４，４’－トリクロロカルバニリド（トリクロサン）等）、トリク
ロカルバン、及びジンクピリチオン等）、抗脂漏性剤、抗乾癬剤、酸化染料前駆体、展開
剤、酸化剤、アルカリ化剤、懸濁化剤、粘度変性剤、帯電防止剤、保湿剤、皮膚軟化剤、
懸濁化剤、粘度変性剤、抗菌剤、捕捉剤、タンパク質、スキンケア活性物質、日焼け止め
剤、ＵＶ吸収剤、ビタミン及び精油等の他の審美的成分、皮膚感覚剤、収れん剤、皮膚鎮
静剤、皮膚回復剤等を含み、その非限定例には、パンテノール及び誘導体（例えばエチル
パンテノール）、パントテン酸及びその誘導体、丁子油、メントール、樟脳、ユーカリ油
、オイゲノール、メンチルラクテート、マンサク蒸留液、アラントイン、ビサボロール、
グリチルリチン酸二カリウム、前述のもののいずれかの誘導体、並びにこれらの組み合わ
せが挙げられる。
【００６７】
　本明細書において有用であるカチオン性ポリマーには、米国特許第２００７／０２０７
１０９（Ａ１）号及び同第２００８／０２０６１８５（Ａ１）号で論じられるものが含ま
れてもよく、例えば、本明細書に記載されるパーソナルケア組成物のコンディショニング
活性成分の沈着を効果的に強化するための、十分に高い分子量の合成コポリマー等が挙げ
られる。また、カチオン性ポリマーの組み合わせが利用されてもよい。一般に合成コポリ
マーの平均分子量は、約１０，０００～約１０，０００，０００、好ましくは約１００，
０００～約３，０００，０００、更により好ましくは約２００，０００～約２，０００，
０００である。
【００６８】
　更なる実施形態では、合成コポリマーは、パーソナルケア組成物の目的とする用途のｐ
Ｈにおいて、約０．１ｍｅｑ／ｇｍ～約６．０ｍｅｑ／ｇｍ、より好ましくは約０．５ｍ
ｅｑ／ｇｍ～約３．０ｍｅｑ／ｇｍの質量電荷密度を有する。一般にｐＨは、ｐＨ約３～
ｐＨ約９、より好ましくはｐＨ約４～ｐＨ約８の範囲であろう。
【００６９】
　更に別の実施形態では、合成コポリマーは、少なくとも約２ｍｅｑ／Ａ～約５００ｍｅ
ｑ／Ａ、より好ましくは約２０ｍｅｑ／Ａ～約２００ｍｅｑ／Ａ、最も好ましくは約２５
ｍｅｑ／Ａ～約１００ｍｅｑ／Ａの線状電荷密度を有する。
【００７０】
　カチオン性ポリマーは、コポリマー又はホモポリマーであってもよい。一実施形態では
、本組成物中でホモポリマーが利用される。別の実施形態では、本組成物中でコポリマー
が利用される。別の実施形態では、本組成物中でホモポリマーとコポリマーとの混合物が
利用される。別の実施形態では、本明細書で論じられるセルロース又はグアーポリマー等
の、天然由来の性質のホモポリマーが、以下に論じられるもの等の合成起源のホモポリマ
ー又はコポリマーと組み合わせられる。
【００７１】
　ホモポリマー－３－アクリルアミドプロピルトリメチルアンモニウムクロリド（ＡＰＴ
ＡＣ）、ジアリルジメチルアンモニウムクロリド（ＤＡＤＭＡＣ）、［（３－メチルアク
リロイルアミノ）プロピル］トリメチルアンモニウムクロリド（ＭＡＰＴＡＣ）、３－メ
チル－１－ビニルイミダゾリウムクロリド（ＱＶＩ）；［２－（アクリロイルオキシ）エ
チル］トリメチルアンモニウムクロリド、及び［２－（アクリロイルオキシ）プロピル］
トリメチルアンモニウムクロリドのモノマーの非架橋カチオン性ホモポリマーもまた、本
明細書において有用である。
【００７２】
　コポリマー－コポリマーは、２個のカチオン性モノマー、又は非イオン性及びカチオン
性モノマーを含んでもよい。
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【００７３】
　非イオン性モノマー単位
　本明細書において使用に好適なコポリマーは、以下の式Ｉによって表される非イオン性
モノマー単位を含み、
　Ｉ．
【００７４】
【化１】

　　　式Ｉ
【００７５】
　式中、Ｒは、Ｈ又はＣ1~4アルキルであり；Ｒ1及びＲ2は、Ｈ、Ｃ1~4アルキル、ＣＨ2

ＯＣＨ3、ＣＨ2ＯＣＨ2ＣＨ（ＣＨ3）2、及びフェニルからなる群から独立して選択され
るか、あるいは共にＣ3~6シクロアルキルである。
【００７６】
　一実施形態では、非イオン性モノマー単位は、アクリルアミド（ＡＭ）であり、即ち、
Ｒ、Ｒ1、及びＲ2は、以下の式ＩＩに示されるように、全てＨであり、
【００７７】
【化２】

　　　式ＩＩ
【００７８】
　式中、ｍは、１に等しい。
【００７９】
　別の好ましい非イオン性モノマー単位は、メタクリルアミド（ＭｅｔｈＡＭ）であり、
即ち、ＲはＣ1アルキル、Ｒ1、及びＲ2はそれぞれＨであり、
【００８０】
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【化３】

　　　式ＩＩＩ
【００８１】
　式中、ｍは１に等しい。
【００８２】
　しかし、上に述べた式の範囲内の他のアクリルアミド誘導体も、好適であることも意図
しており、ポリアクリルアミド及びアクリルアミドモノマーを使用するコポリマーが有用
である。
【００８３】
　コポリマーの非イオン性モノマー部分は、コポリマー全体の約５０重量％～約９９．５
重量％の量で存在してもよい。好ましくは、この量は、コポリマーの約７０重量％～約９
９重量％、更により好ましくは約８０重量％～約９９重量％である。
【００８４】
　カチオン性モノマー単位
　また、コポリマーは、式ＩＶによって表されるカチオン性モノマー単位を含んでもよく
、
【００８５】
【化４】

　　　　　　　　　　　　　　　式ＩＶ
【００８６】
　式中、ｋ＝１であり、ｖ、ｖ’、及びｖ”のそれぞれは、独立して１～６の整数であり
、ｗは、ゼロ又は１～１０の整数であり、Ｘ-は、アニオンである。
【００８７】
　一実施形態では、上式ＩＶに従い、ｋ＝１、ｖ＝３、及びｗ＝０、及びＸ-がＣｌ-であ
る構造が存在し、以下の構造を形成する。
【００８８】
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【化５】

　　　　　　　　　　　　式Ｖ
【００８９】
　上の構造は、ジクワット（diquat）と称されてもよい。
【００９０】
　更に別の実施形態は、式ＩＶに従い、ｋ＝１、ｖ及びｖ”は、それぞれ３であり、ｖ’
＝１、ｗ＝１、及びＸ-がＣｌ-であるように形成された構造により、達成され、例えば、
【００９１】
【化６】

　　　　　　　　　　　　　　　式ＶＩ
【００９２】
　上記の構造は、トリクワット（Triquat）と称されてもよい。
【００９３】
　好適なカチオン性モノマーは、例えば、米国公開特許出願２００４／００１０１０６（
Ａ１）に記載される方法により作製され得る。
【００９４】
　セルロース又はグアーカチオン性沈着ポリマー
　またパーソナルケア組成物は、セルロース又はグアーカチオン沈着ポリマーも含んでよ
い。一般に、こうしたセルロース又はグアーカチオン性沈着ポリマーは、組成物の約０．
０５～約５重量％の濃度で存在してよい。好適なセルロース又はグアーカチオン性沈着ポ
リマーは、約５，０００を超える分子量を有する。加えて、そのようなセルロース又はグ
アー沈着ポリマーは、パーソナルケア組成物の目的とする用途のｐＨで約０．５ｍｅｑ／
ｇ～約４．０ｍｅｑ／ｇの電荷密度を有し、このｐＨは、一般に、約ｐＨ３～約ｐＨ９、
好ましくは約ｐＨ４～約ｐＨ８の範囲であろう。組成物のｐＨは、未希釈で測定される。
【００９５】
　本発明の一実施形態では、カチオン性ポリマーはヒドロキシプロピルグアーの誘導体で
あり、その例には、ＩＮＣＩ命名法でグアーヒドロキシプロピル塩化トリモニウムとして
知られるポリマーが挙げられ、例えば、トーホー（Toho）社のカチナル（Catinal）ＣＧ
－１００、カチナルＣＧ－２００、コグニス（Cognis）社のコスメディアグアー（Cosmed
ia Guar）Ｃ－２６１Ｎ、コスメディアグアーＣ－２６１Ｎ、コスメディアグアーＣ－２
６１Ｎ、フリーダム・ケミカル・ダイアモルト（Freedom Chemical Diamalt）社のダイア
ガム（DiaGum）Ｐ　５０７０、ハーキュレス（Hercules）／アクアロン（Aqualon）社の
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Ｎ－ハンスカチオン性グアー（N-Hance Cationic Guar）、ローディア（Rhodia）社のハ
イ－ケア（Hi-Care）１０００、ジャガー（Jaguar）Ｃ－１７、ジャガーＣ－２０００、
ジャガーＣ－１３Ｓ、ジャガーＣ－１４Ｓ、ジャガーエクセル（Excel）、日澱化学（Nip
pon Starch）社のキプロガム（Kiprogum）ＣＷ、キプロガムＮＧＫの名称で販売されてい
る製品である。
【００９６】
　抗ふけ活性物質－本発明の組成物はまた、抗ふけ剤を含んでもよい。好適な抗ふけ粒子
の非限定例には、ピリジンチオン塩、亜鉛含有層状物質、アゾール（ケトコナゾール、エ
コナゾール、及びエルビオール等）、硫化セレン、粒子状硫黄、サリチル酸、及びこれら
の混合物が挙げられる。典型的な抗ふけ粒子は、ピリジンチオン塩である。このような抗
ふけ粒子は、物理的及び化学的に組成物の成分と適合すべきであり、過度に製品の安定性
、審美性、又は性能を損なうべきではない。
【００９７】
　ピリジンチオン塩
　ピリジンチオン抗ふけ粒子、特に１－ヒドロキシ－２－ピリジンチオン塩は、本発明の
組成物に用いるのに好適な粒子状抗ふけ剤である。ピリジンチオン抗ふけ粒子の濃度は、
典型的には組成物の約０．０１重量％～約５重量％、一般に約０．１重量％～約３重量％
、通例約０．１重量％～約２重量％の範囲である。好適なピリジンチオン塩には、亜鉛、
スズ、カドミウム、マグネシウム、アルミニウム、及びジルコニウム等の重金属、一般に
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（「ジンクピリジンチオ
ン」又は「ＺＰＴ」として知られる）、通常血小板状粒子形態の１－ヒドロキシ－２－ピ
リジンチオン塩から形成されるものが挙げられ、粒子は、最大約２０μ、典型的には最大
約５μ、通常最大約２．５μの平均粒径を有する。また、ナトリウム等の他のカチオンか
ら形成される塩も好適であり得る。ピリジンチオン抗ふけ剤は、例えば米国特許第２，８
０９，９７１号、同第３，２３６，７３３号、同第３，７５３，１９６号、同第３，７６
１，４１８号、同第４，３４５，０８０号、同第４，３２３，６８３号、同第４，３７９
，７５３号、及び同第４，４７０，９８２号に記載されている。
【００９８】
　抗菌活性物質
　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、本発明は、金属ピリ
チオン塩活性物質に加えて、１つ以上の抗真菌若しくは抗菌活性物質を更に含んでもよい
。
【００９９】
　追加の好適な抗菌活性物質には、コールタール、硫黄、ウィットフィールド（whitfiel
d）軟膏、カステラーニ（castellani）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（例えば、テルビナ
フィン）、茶木油、クローブリーフ油、コリアンダー、パルマロッサ、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（hinokitol）、イ
ヒチオールペール、センシバ（Sensiva）ＳＣ－５０、エレスタブ（Elestab）ＨＰ－１０
０、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（Ｉ
ＰＢＣ）、オクチルイソチアザリノンのようなイソチアザリノン及びアゾール、並びにこ
れらの組み合わせが挙げられる。典型的には抗菌剤としては、イトラコナゾール、ケトコ
ナゾール、硫化セレン及びコールタールが挙げられる。
【０１００】
　アゾール
　アゾール抗菌剤としては、ベンズイミダゾールのようなイミダゾール、ベンゾチアゾー
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ル、ビフォナゾール、硝酸ブタコナゾール、クリムバゾール（クリムバゾール）、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、並びにテルコナゾール及びイトラコナゾールのようなトリアゾール、並びにこれら
の組み合わせが挙げられる。アゾール抗菌活性物質は、組成物中に存在するとき、組成物
の約０．０１重量％～約５重量％、典型的には約０．１重量％～約３重量％、通常は約０
．３重量％～約２重量％の量で包含される。特に、ケトコナゾールが、一般的に本発明で
使用される。
【０１０１】
　硫化セレン
　硫化セレンは、本発明の抗菌組成物中での使用に好適な粒子状抗ふけ剤であり、その効
果的な濃度は、組成物の約０．１重量％～約４重量％、典型的には約０．３重量％～約２
．５重量％、通常約０．５重量％～約１．５重量％の範囲である。硫化セレンは、一般式
、ＳｅxＳy（式中、ｘ＋ｙ＝８）に従う環状構造であってもよいが、一般に１モルのセレ
ン及び２モルの硫黄を有する化合物であると見なされる。硫化セレンの平均粒径は、前方
レーザー光散乱装置（例えばマルバーン（Malvern）３６００装置）で測定される、典型
的には１５μｍ未満、典型的には１０μｍ未満である。硫化セレン化合物は、例えば米国
特許第２，６９４，６６８号、同第３，１５２，０４６号、同第４，０８９，９４５号、
同第４，８８５，１０７号に記載されている。
【０１０２】
　硫黄
　硫黄もまた、本発明の抗菌性組成物において粒子状抗菌剤／抗ふけ剤として使用されて
もよい。粒子状硫黄の効果的な濃度は、典型的には、組成物の約１重量％～約４重量％、
典型的には約２重量％～約４重量％である。
【０１０３】
　角質溶解剤
　本発明は、サリチル酸のような１つ以上の角質溶解剤を更に含んでもよい。
【０１０４】
　亜鉛含有層状物質
　本発明の実施形態では、組成物は、有効量の亜鉛含有層状物質を含んでもよい。本発明
の好ましい実施形態は、約０．００１％～約１０％、より好ましくは約０．０１％～約７
％、更により好ましくは約０．１％～約５％の亜鉛含有層状物質を含む。
【０１０５】
　本発明の特定の実施形態に有用な亜鉛含有層状物質の例には、以下のものが挙げられる
。
【０１０６】
　亜鉛含有層状構造は、主として二次元で生じる結晶成長を有するものである。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．ウェルズ（A.F.Wells）「構造無機化学（Structural Inorganic Chemistr
y）」、クラレンドン出版（Clarendon Press）、１９７５年）。亜鉛含有層状物質（ＺＬ
Ｍ）は、亜鉛を層に組み込んで有してもよく、及び／又はギャラリーイオンの成分であっ
てもよい。
【０１０７】
　多くのＺＬＭが鉱物として自然発生する。一般例としては、水亜鉛土（炭酸水酸化亜鉛
）、塩基性炭酸亜鉛、水亜鉛銅鉱（炭酸水酸化銅亜鉛）、亜鉛孔雀石（炭酸水酸化亜鉛銅
）、及び亜鉛を含有する多くの関連する鉱物が挙げられる。天然のＺＬＭもまた発生可能
であり、その際、粘土型鉱物（例えばフィロケイ酸塩）のようなアニオン性層の種は、イ
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オン交換した亜鉛ギャラリーイオンを含有する。これらの天然物質の全てはまた、合成的
に得ることもでき、又は組成物中にその場で若しくは製造プロセスの間に生じさせること
もできる。
【０１０８】
　ＺＬＭの別の一般的種類で、常にではないが、多くの場合、合成であるものは、層状複
水酸化物であり、これは一般に式、［Ｍ2+

1-xＭ
3+
x（ＯＨ）2］

x+Ａm-
x/m・ｎＨ2Ｏによ

って表され、二価イオン（Ｍ2+）の一部又は全ては、亜鉛イオンとして表される（ＥＬ．
クレパルディ（Crepaldi, EL）、ＰＣ．パバ（Pava, PC）、Ｊ．トロント（Tronto, J）
、ＪＢ．バリム（Valim, JB）、コロイド界面科学誌（J.Colloid Interfac.Sci.）、２０
０２年、２４８、４２９～４２）。 
【０１０９】
　ヒドロキシ複塩と呼ばれる、ＺＬＭの更に他の種類を調製することができる（Ｈ．モリ
オカ（Morioka,H.）、Ｈ．タガヤ（Tagaya,H.）、Ｍ．カラス（Karasu,M）、Ｊ．カドカ
ワ（Kadokawa,J）、Ｋ．チバ（Chiba,K）、無機化学（Inorg.Chem.）１９９９年、３８、
４２１１～６）。ヒドロキシ複塩は、一般式、［Ｍ2+

1-xＭ
2+
1+x（ＯＨ）3(1-y)］

+Ａn-
(

1=3y)/n・ｎＨ2Ｏにより表されることができ、その場合２つの金属イオンは異なってもよ
い。それらが同じでありまた亜鉛により表される場合は、式は、［Ｚｎ1+x（ＯＨ）2］

2x

+２ｘＡ-・ｎＨ2Ｏに単純化される。この後者の式（式中、ｘ＝０．４）は、ヒドロキシ
塩化亜鉛及びヒドロキシ硝酸亜鉛のような一般物質を表す。これらは水亜鉛鉱にも関連し
、その際、二価のアニオンは一価のアニオンを置き換える。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の間に生じさせることもできる。
【０１１０】
　ＺＬＭのこれらの種類は、一般カテゴリーの比較的一般的な例を表すが、この定義に合
うより広範囲の物質に関する限定を意図するものではない。
【０１１１】
　塩基性炭酸亜鉛の市販の供給源には、炭酸亜鉛塩基（Zinc Carbonate Basic）（ケイタ
ー・ケミカルズ（Cater Chemicals）；米国イリノイ州ベンセンビル）、炭酸亜鉛（Zinc 
Carbonate）（シェパード・ケミカルズ（Shepherd Chemicals）；米国オハイオ州ノーウ
ッド）、炭酸亜鉛（Zinc Carbonate）（ＣＰＳユニオン社（CPS Union Corp.）；米国ニ
ューヨーク州ニューヨーク）、炭酸亜鉛（Zinc Carbonate）（エレメンティス・ピグメン
ツ（Elementis Pigments）；英国ダラム）、及び炭酸亜鉛ＡＣ（Zinc Carbonate AC）（
ブリュッグマン・ケミカル（Bruggemann Chemical）；米国ペンシルベニア州ニュータウ
ンスクエア）が挙げられる。
【０１１２】
　塩基性炭酸亜鉛はまた、商業的には「炭酸亜鉛」又は「炭酸亜鉛塩基」又は「ヒドロキ
シ炭酸亜鉛」と呼ばれる場合もあるが、天然起源の水亜鉛鉱に類似した物質からなる合成
の種類である。理想的な化学量論は、Ｚｎ5（ＯＨ）6（ＣＯ3）2により表されるが、実際
の化学量論的比は僅かに変化することができ、またその他の不純物が結晶格子内に組み込
まれてもよい。
【０１１３】
　本発明の実施形態により、界面活性剤系中で特定の亜鉛反応活性度を有する有効量の亜
鉛含有層状物質と組み合わせることによって、局所用組成物において抗ふけ効力を劇的に
高めることができることを見出した。亜鉛反応活性度は、亜鉛イオンの化学的利用能の基
準である。溶液中で他の化学種と錯体を形成しない可溶性亜鉛塩は、定義上１００％の相
対亜鉛反応活性度を有する。部分的に可溶性形態の亜鉛塩の使用及び／又はマトリクスへ
の潜在的錯体（complexants）の組み込みは、一般に亜鉛反応活性度を定義された最大１
００％未満に実質的に低下させる。
【０１１４】
　有効な亜鉛含有層状物質の選択によって、又は既知の方法により有効な亜鉛含有層状物
質をその場で生じさせることによって、反応活性度の高い亜鉛が維持される。
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【０１１５】
　本発明の実施形態により、亜鉛含有層状物質と組み合わせて、ジンクピリチオン等のピ
リチオンの多価金属塩を用いることによって、局所用組成物において抗ふけ効果を劇的に
高めることができることが見出されている。したがって、本発明の実施形態は、皮膚及び
頭皮に対して改善された効果（例えば、改善された抗ふけ効力）を有する局所適用組成物
を提供する。
【０１１６】
　本発明の一実施形態は、亜鉛源が粒子状形態で存在する、亜鉛含有層状物質分散液のた
めの安定な組成物を提供する。亜鉛含有層状物質には独特の物理的特性及び化学的特性が
あるので、亜鉛含有層状物質を含有する水性系を配合するのが困難であることが示されて
いる。亜鉛含有層状物質は、高い密度（約３ｇ／ｃｍ3）を有することがあり、凝集又は
沈殿しないようにするには、製品全体に一様に分散させる必要がある。亜鉛含有層状物質
はまた、非常に反応性の高い表面化学的性質を有することに加えて、ｐＨ値が６．５未満
の系に溶解する傾向にある。
【０１１７】
　溶解度が２５％未満の亜鉛含有層状物質は、亜鉛化合物の重量パーセント及び分子量に
よって決定される閾値よりも低い、測定可能な可溶性亜鉛値（％）を有することになる。
理論上の閾値は、以下の式によって計算することができる。
【０１１８】
【数１】

【０１１９】
　組成物がＺＬＭを含む本発明の実施形態では、ｐＨが約６．５を上回ってもよく、更に
、ｐＨは、約６．５～約１２、好ましくは約６．８～約９．５、より好ましくは約６．８
～約８．５の範囲であってもよい。
【０１２０】
　ＺＬＭの粒径
　本発明の一実施形態では、より小さい粒径が、相対亜鉛反応活性度に反比例することが
見出されている。
【０１２１】
　Ｄ（９０）は、粒子の量の９０％がその粒径未満であることに相当する粒径である。本
発明の一実施形態では、亜鉛含有層状物質は、粒子の９０％が約５０マイクロメートル未
満である粒径分布を有してよい。本発明の他の実施形態では、亜鉛含有層状物質は、粒子
の９０％が約３０マイクロメートル未満である粒径分布を有してよい。本発明の更に他の
実施形態では、亜鉛含有層状物質は、粒子の９０％が約２０マイクロメートル未満である
粒径分布を有してよい。
【０１２２】
　ＺＬＭの表面積
　本発明の一実施形態では、表面積と相対亜鉛反応活性度との間に直接的な関係がある場
合がある。
【０１２３】
　粒子の表面積が増大すると、一般に、動的因子によって亜鉛反応活性度が増大する。粒
子の表面積は、粒径を縮小させることによって、かつ／又は多孔質粒子、若しくはその全
体的な形状が幾何学的に球体から外れた粒子をもたらすように粒子のモルホロジーを変化
させることによって、増大させることができる。
【０１２４】
　本発明の実施形態において、塩基性炭酸亜鉛の表面積は約１０ｍ2／ｇｍを超えてもよ
い。更なる実施形態において、塩基性炭酸亜鉛の表面積は約２０ｍ2／ｇｍを超えてもよ
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い。本発明の更なる実施形態において、塩基性炭酸亜鉛の表面積は約３０ｍ2／ｇｍを超
えてもよい。
【０１２５】
　Ｌｏｇ亜鉛結合定数を有する配位化合物
　本発明の更なる実施形態では、組成物は、亜鉛の生物学的利用能を維持するのに十分な
範囲のＬｏｇ亜鉛結合定数を有する配位化合物を更に含む。好ましくは、このような配位
化合物は、約６未満、好ましくは約５未満、より好ましくは約４未満、約－０．５超のＬ
ｏｇ亜鉛結合定数を有する。好ましくは、このような配位化合物は、有機酸、強鉱酸、又
は配位種である。このような配位化合物の好ましい例としては、次のもの（括弧内にそれ
ぞれのＬｏｇ亜鉛結合定数を示す）が挙げられる：ＥＤＴＡ（１６．５）、ＥＤＤＳ（１
３．５）、ＥＤＤＡ（１１．１）、ＮＴＡ（１０．７）、キシレノールオレンジ（１０．
３）、システイン（９．１）、シスチン（６．７）、アスパラギン酸（アスパラテート）
（５．９）、グリシン（５．０）、クエン酸（シトレート）（４．８）、グルタミン酸（
４．５）、メチオニン（４．４）、アルギニン（４．２）、炭酸（カーボネート）（３．
９）、オルニチン（３．８）、タトロン酸（Tatronic Acid）（タータラート）（３．２
）、リンゴ酸（マレート）（２．９）、マロン酸（マロネート）（２．９）、酒石酸（タ
ータラート）（２．７）、アジピン酸（アジペート）（２．６）、リン酸（ホスフェート
）（２．４）、フタル酸（フタラート）（２．２）、グリコール酸（グリコレート）（２
．０）、乳酸（ラクテート）（１．９）、コハク酸（サクシネート）（１．８）、酢酸（
アセテート）（１．０）、硫酸（サルフェート）（０．９）、ホウ酸（ボレート）（０．
９）、ギ酸（ホルメート）（０．６）、塩化物（－０．３）。
【０１２６】
　ピリチオン又はピリチオンの多価金属塩
　一実施形態では、本発明は、ピリチオン又はピリチオンの多価金属塩を含んでもよい。
血小板状及び針晶構造などの、いかなる形態の多価金属のピリチオン塩も用いてよい。本
明細書での使用に好ましい塩としては、多価金属のマグネシウム、バリウム、ビスマス、
ストロンチウム、銅、亜鉛、カドミウム、ジルコニウム及びこれらの混合物から、より好
ましくは亜鉛から形成されているものが挙げられる。本明細書における使用に更により好
ましいのは、１－ヒドロキシ－２－ピリジンチオンの亜鉛塩（「ジンクピリチオン」又は
「ＺＰＴ」として知られる）であり、より好ましくは血小板状粒子形態のＺＰＴであり、
この粒子は、最大約２０μｍ、好ましくは最大約５μｍ、より好ましくは最大約２．５μ
ｍの平均粒径を有する。
【０１２７】
　ピリジンチオン抗菌及び抗ふけ剤は、例えば米国特許第２，８０９，９７１号、同第３
，２３６，７３３号、同第３，７５３，１９６号、同第３，７６１，４１８号、同第４，
３４５，０８０号、同第４，３２３，６８３号、同第４，３７９，７５３号、及び同第４
，４７０，９８２号に記載されている。
【０１２８】
　ＺＰＴを本明細書の抗菌組成物中の抗菌粒子として使用すると、付加的な効果である育
毛若しくは再生が促進若しくは調節される場合があり、又はその両方である場合があり、
又は脱毛が減少若しくは抑制される場合があり、又は毛髪がより濃く見える若しくはより
豊かに見える場合があることが更に考えられる。
【０１２９】
　ジンクピリチオンは、米国特許第２，８０９，９７１号に例証されるように、１－ヒド
ロキシ－２－ピリジンチオン（即ち、ピリチオン酸）又はその可溶性塩を亜鉛塩（例えば
硫酸亜鉛）と反応させて、ジンクピリチオン沈殿を形成することによって作製されてもよ
い。
【０１３０】
　好ましい実施形態には、約０．０１重量％～約５重量％、より好ましくは約０．１重量
％～約２重量％のピリチオン又はピリチオンの多価金属塩が含まれる。
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【０１３１】
　亜鉛含有層状物質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、
亜鉛含有層状物質と、ピリチオン又はピリチオンの多価金属塩との比は、好ましくは５：
１００～１０：１、より好ましくは約２：１０～５：１、更により好ましくは１：２～３
：１である。
【０１３２】
　追加の抗菌活性物質
　本発明の追加の抗菌活性物質は、メラレウカ（茶木）及び炭の抽出物を包含してもよい
。本発明はまた、抗菌活性物質の組み合わせを含んでもよい。このような組み合わせとし
て、オクトピロックスとジンクピリチオンとの組み合わせ、パインタールと硫黄との組み
合わせ、サリチル酸とジンクピリチオンとの組み合わせ、エルビオールとジンクピリチオ
ンとの組み合わせ、エルビオールとサリチル酸との組み合わせ、オクトピロックスとクリ
ムバゾール（climbasole）との組み合わせ、及びサリチル酸とオクトピロックスとの組み
合わせ、及びこれらの混合物が挙げられる。
【０１３３】
　本明細書において利用され得る他の有用な成分には、毛髪コンディショニング剤が含ま
れる。不溶性毛髪コンディショニング剤、シリコーンコンディショニング剤、及び他の有
用な任意の成分の非限定例は、ガスキー（Guskey）らに発行された米国特許第６，２２１
，８１７号に記載されている。
【０１３４】
　更に、追加の成分には、糖アミン（例えばＮ－アセチルグルコサミン）、ビタミンＢ3

化合物、デヒドロ酢酸ナトリウム、デヒドロ酢酸及びその塩、フィトステロール、大豆誘
導体（例えばエクオル及び他のイソフラボン）、ナイアシンアミド、フィタントリオール
、ファルネソール、ビサボロール、サリチル酸化合物、ヘキサミジン、ジアルカノイルヒ
ドロキシプロリン化合物、フラボノイド、Ｎ－アシルアミノ酸化合物、レチノイド（例え
ばプロピオン酸レチニル）、水溶性ビタミン、アスコルベート（例えばビタミンＣ、アス
コルビン酸、アスコルビン酸グルコシド、アスコルビン酸パルミテート、アスコルビン酸
リン酸マグネシウム、アスコルビン酸リン酸ナトリウム）、粒子状物質、日焼け止め活性
物質、抗脂肪沈着剤、ブチル化ヒドロキシトルエン、ブチル化ヒドロキシアニソール、こ
れらの誘導体、並びにこれらの組み合わせ、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、発泡増進剤、シラミ駆除剤、ｐＨ調整剤、香料、粒子（例え
ば有機、無機）、保存料、キラント、キレート剤、タンパク質、ＵＶ吸収剤、顔料、他の
アミノ酸、並びに他のビタミンが含まれ得る。
【０１３５】
　例えば、本発明の組成物は、ビタミンＢ1、Ｂ2、Ｂ6、Ｂ12、Ｃ、パントテン酸、パン
トテニルエチルエーテル、パンテノール、ビオチン及びこれらの誘導体等の水溶性ビタミ
ン、アスパラギン、アラニン、グルタミン酸及びこれらの塩等の水溶性アミノ酸、ビタミ
ンＡ、Ｄ、Ｅ及びこれらの誘導体等の非水溶性ビタミン、チロシン、トリプトファン、及
びこれらの塩等の非水溶性アミノ酸等の１つ以上のビタミン及び／又はアミノ酸を含んで
もよい。
【０１３６】
　また、本発明の組成物は、Ｃ．Ｉ．名を有するもの等の水溶性成分を含む、無機、ニト
ロソ、モノアゾ、ジアゾ、カロチノイド、トリフェニルメタン、トリアリールメタン、キ
サンテン、キノリン、オキサジン、アジン、アントラキノン、インジゴイド、チオンイン
ジゴイド、キナクリドン、フタロシアニン、植物の色、天然の色等の１つ以上の顔料物質
を含有してもよい。また、本発明の組成物は、水溶性成分を含む化粧用殺生物剤及び抗ふ
け剤として有用である抗菌剤を含んでもよい。
【０１３７】
　更に、組成物は、米国特許第６，４９２，３２６号（２００２年１２月１０日、ロビン
ソン（Robinson）らに発行）に開示されているもの等の他のペプチド類（例えば、Ｌｙｓ
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－Ｔｈｒ－Ｔｈｒ－Ｌｙｓ－Ｓｅｒ等のペンタペプチド、及びこれらの誘導体）を含むこ
とができる。好適なペンタペプチド誘導体としては、フランスのセダーマ（Sederma）か
ら入手可能なパルミトイル－Ｌｙｓ－Ｔｈｒ－Ｔｈｒ－Ｌｙｓ－Ｓｅｒが挙げられる。本
明細書において組成物に使用することができる別の任意のジペプチドは、カルノシンであ
る。本明細書で使用するとき、用語「ペプチド」とは、１以上のペプチド、１以上のペプ
チド誘導体、及びこれらの組み合わせを含むのに十分に広義である。
【０１３８】
　また、所与の製品型に従来使用される成分のような、あらゆる他の好適な任意構成要素
も、本発明のパーソナルケア組成物に含まれることができる。ＣＴＦＡ化粧品成分便覧（
Cosmetic Ingredient Handbook）第１０版（米国化粧品工業会社刊、ワシントンＤ．Ｃ）
（２００４年）（以後、「ＣＴＦＡ」）は、本明細書の組成物に添加することができる多
種多様な非限定物質を記載している。
【０１３９】
　ＩＩＩ．作製方法
　本発明のパーソナルケア組成物を作製するいかなる好適な方法も使用され得る。一実施
形態では、ウンデシルベースの界面活性剤を、当該技術分野において既知の標準的な方法
に従い、パーソナルケア組成物の他の成分と混合する。浄化シャンプーに使用される典型
的な手順は、硫酸ウンデシルペースト若しくは硫酸ウンデセスペースト、又はこれらの混
合物を、水と合わせ、所望の水溶性共界面活性剤を添加し、保存料、ｐＨ調整剤、香料、
及び塩を添加することによって組成物を仕上げて、目的の物理特性を得る。非水溶性共界
面活性剤が所望される場合、界面活性剤及び水の混合物を、好適な温度まで加熱して、そ
の組み込みを容易にする。レオロジー変性剤が所望される場合、仕上げ工程の前に、それ
を、結果として得られた界面活性剤混合物に添加することができる。
【０１４０】
　コンディショニングシャンプーの場合、典型的に、界面活性剤ペーストを上記の共界面
活性剤と組み合わせて、最終活性を達成するのに相応した目標レベルまで、水で希釈する
。レオロジー変性剤、その後、コンディショニング剤、例えば、シリコーン若しくはシリ
コーンエマルション又は他の油、ポリマープレミックスからのカチオン性ポリマー、香料
、真珠光沢剤若しくは不透明化剤、香料、及び保存料を添加することができる。均質性を
確実にするための適切な混合工程が、必要に応じて使用される。所望の物理特性となるま
で、ｐＨ調整剤、向水性物質、及び塩を添加することによって、製品を仕上る。
【０１４１】
　特定の実施形態では、パーソナルケア組成物は、界面活性剤を含み、該界面活性剤は、
本質的にウンデシルベースの界面活性剤からなる。硫酸ウンデシルナトリウムは、３７％
以上の活性にて、一般的に利用可能な中和装置を備える流下薄膜反応器で等方性流体ペー
ストとして調製することができる。硫酸ウンデセス（１）ナトリウムは、沈殿物及び不均
質な系、並びにパーソナルケア製品作製の不適切性を生じる立方体ゲル相を存在させるこ
となく、約３２％の活性にて同様に調製することができる。これらのペーストは、適切な
共界面活性剤と組み合わせて、ポンプフォーマーからの起泡及び洗浄に関してひときわ高
性能の製品を提供する、低粘度製品（２５℃で１００ｃｐｓ未満）を作製することが可能
となる。
【０１４２】
　ＩＶ．使用方法
　本発明の組成物は、毛髪及び／又は皮膚等の哺乳類のケラチン性組織を洗浄及びコンデ
ィショニングするために使用され得、また、迅速な起泡及び／又はすすぎ適性を提供し得
る。毛髪を洗浄及びコンディショニングするための方法は、ａ）毛髪を水で濡らす工程と
、ｂ）有効量のシャンプー組成物等のパーソナル洗浄組成物を毛髪に適用する工程と、ｃ
）組成物を水ですすぐ工程とを含み得る。所望の洗浄及びコンディショニング効果を達成
するために、所望なだけ何回でもこれらの工程を繰り返すことができる。
【０１４３】
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　更に別の実施形態によると、哺乳類のケラチン性組織に効果をもたらす方法が提供され
、調節を必要とするケラチン性組織に本発明の組成物を適用する工程を含む。
【０１４４】
　本発明は、哺乳類のケラチン性組織の状態を調節するための方法を提供し、その方法は
、本明細書に記載される１つ以上の組成物を、調節を必要とする哺乳類のケラチン性組織
に適用する工程を含む。本組成物の適用は、種々の手段（非限定例としては、手のひら及
び／又は指の使用、送達強化デバイス（デバイスを使用することなく送達される活性成分
の量に対して、ケラチン性組織に、及び／又はその中に適用される組成物の量及び／又は
活性成分を増加させるいかなるデバイスも含むと理解される）、温度変更要素、基質、道
具（例えば、スポンジ、ヘチマ、パフ、パッド、基質等）、及びこれらの組み合わせが挙
げられる）によって行うことができる。
【０１４５】
　本発明の別の実施形態によると、好適なパーソナルケア発泡体を提供する方法が提供さ
れ、その方法は、好適なポンプディスペンサーから、第１の実施形態の組成物を分配する
工程を含む。好適なポンプディスペンサーの非限定例としては、第ＷＯ　２００４／０７
８９０３号、第ＷＯ　２００４／０７８９０１号、及び第ＷＯ　２００５／０７８０６３
号に記載のものが挙げられる。
【０１４６】
　組成物は、ポンプフォーマーからの分配前に、２５℃で約１０～約１００センチポアズ
（ｃｐｓ）、別の実施形態では、２５℃で約１０～約６０ｃｐｓ、及び別の実施形態では
、２５℃で約１０～約３０ｃｐｓの粘度を有し得る。
【０１４７】
　適用される組成物の量、適用頻度、及び使用期間は、所定の組成物の適用の目的、成分
のレベル、及び所望される調節レベルに応じて、大きく変わることになる。例えば、組成
物を毛髪に適用する場合、有効量は、一般に、約１ｇ～約５０ｇ、好ましくは約１ｇ～約
２０ｇの範囲、又は代替として、組成物に毛髪のほとんど若しくは全てが接触するのに十
分な量である。組成物を皮膚に適用する場合、有効量は、ケラチン性組織の約０．０１ｇ
組成物／ｃｍ2～約１ｇ組成物／ｃｍ2を含み得る。
【０１４８】
　Ｖ．商業物品
　本発明は、本明細書に記載される１つ以上の組成物を含む商業物品、並びに皮膚及び／
又は毛髪等のケラチン性組織への洗浄効果、利益、迅速に起泡する発泡体、迅速にすすげ
る発泡体、清潔なすすぎ発泡体、及びこれらの組み合わせをもたらすように、組成物をケ
ラチン性組織に適用することを消費者に指示する文書を提供する。文書は、組成物を包む
包装に直接又は間接的に添付され得る。あるいは、文書は製品と関連付けられた電子又は
同報メッセージであってもよい。あるいは、文書は少なくとも１つの活用可能性、性能、
際立った特徴及び／又は製品の制限について記載してもよい。
【実施例】
【０１４９】
　実施例１－界面活性剤の組み合わせのスクリーニング評価（Ｓｉｔａフォームテスタ）
　本実施例は、穏やかな攪拌条件の下での界面活性剤の瞬間的な発泡傾向を実証する。
【０１５０】
　Ｓｉｔａ試験方法
　ＳＩＴＡフォームテスタＲ－２０００を使用して、製品及び／又は特定の界面活性剤及
び／又は他の原材料の固有の発泡性を測定する。シャンプー用途のための界面活性剤及び
活性材料の固有の発泡性を測定するために、以下の手順に従う。
【０１５１】
　原液：０．１ｗ／ｖ％のＮａＣｌを含む界面活性剤の５００ｍＬの原液を、シャンプー
と逆浸透（ＲＯ）水（周囲温度又は高温のいずれか）の１：１０の希釈を表す濃度に調製
する。全ての固体が溶解し、試料が適切な温度に到達した際、ｐＨを、ＨＣｌ又はＮａＯ
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Ｈを使用して、７．０＋／－０．５に調節する。最後に、硬度溶液の原液を試料に入れ、
水の硬度を６ｇｐｇ（３：１Ｃａ：Ｍｇ）（平均的な北米の水条件を表す）増加させる。
硬度溶液を添加したらすぐに、試料を１分間混合し（磁気攪拌プレートで）、次いで、直
ちにＳＩＴＡフォームテスタＲ－２０００試料リザーバに移す。直ちに、試験溶液をＳＩ
ＴＡリザーバに移して、ＳＩＴＡ試験を開始する。
【０１５２】
　ＳＩＴＡフォームテスタＲ－２０００：それぞれの試料をＳＩＴＡで試験する前に、試
料リザーバ、試料ライン、攪拌容器、及びロータを含む、機器を完全に洗浄しなければな
らない。ＳＩＴＡコンピュータソフトウェアを使用して、以下の攪拌及び測定サイクルを
制御する：３００ｍＬまで試料を充填し、９つの測定サイクルのそれぞれの前に、５００
ｒｐｍで２０秒間攪拌する。特許権を有する検知技術（「泡の山（foam hill）を特定す
るように設置された導電性プローブによって、装置が、表面特性を計算し、よって発泡体
の容積を計算することを可能にする）によって、それぞれの攪拌サイクル間で発泡体の容
積を測定する。
【０１５３】
　所与の試料の全体的な発泡体の生成の特性を示すように、ＳＩＴＡ発泡体容積（ｍＬ）
を、攪拌時間（秒）に対してプロットする。１８０秒の時点を、試料の固有の発泡性の説
明として記録する。
【０１５４】
　低温でのＣ14の溶解限度により、４０℃で１６％の界面活性剤の濃度で行われる、本組
成物の測定値をに報告する。Ｓｉｔａフォームテスタ評価において、１００ｍＬの発泡体
の容積が、シャンプーの界面活性剤の典型的な使用時の濃度で、記載される方法に従って
生成される場合、界面活性剤は、シャンプー組成物に好適であると見なされる。Ｃ12及び
ＳＬＳ（ラウリル硫酸ナトリウム、約６８／２７／５の割合のＣ12／Ｃ14／Ｃ16鎖長の混
合物）が、シャンプー組成物に好適であると示されているが、は、硫酸ウンデシルが、鎖
長Ｃ8～Ｃ14及びＳＬＳに対して、予想外の、より高い起泡特性を有することを実証する
。
【０１５５】
　実施例２－共界面活性剤によるＳｉｔａ発泡体試験*

【０１５６】
【表１】

　*本実施例は、４０℃で実施した。
【０１５７】
　実施例２は、硫酸ウンデシルが、硫酸ラウリルよりも高い瞬間的な起泡を提供すること
を実証する。更に、本明細書に開示する共界面活性剤は、硫酸ウンデシルの瞬間的な起泡
を更に一層改善し、優れた発泡体容積を可能にする。
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【０１５８】
　実施例３－瞬間的な起泡のＳｉｔａスクリーニング*

【０１５９】
【表２】

　*本実施例は、室温（２５℃）で実施した。
【０１６０】
　実施例３からのこのデータが示すように、硫酸ウンデシル及び硫酸ウンデセス（１）は
、従来の発泡増進剤であるココアミドプロピルベタイン（ＣＡＰＢ）及びココモノエタノ
ールアミド（ＣＭＥＡ）を含むラウリルベースの材料よりも良好な瞬間的な起泡を提供す
る。
【０１６１】
　実施例４－アニオン及び共界面活性剤によるＳｉｔａ発泡体試験*

【０１６２】

【表３】

　*本実施例は、室温（２５℃）で実施した。
【０１６３】
　実施例４は、より低い総アニオン性濃度では、ウンデシルベースの界面活性剤は、ラウ
リル界面活性剤よりも良好であることを実証する。共界面活性剤群は、ラウリル群及びウ
ンデシル系の群の両方の起泡特性を改善する。類似の組成の共界面活性剤を含むウンデシ
ルベースの系は、瞬間的な起泡において優れている。
【０１６４】
　実施例５－比較シャンプー製剤の例及び房起泡特性
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　方法
　房起泡試験方法は、シャンプー製品の起泡の容易性及び容積を評価するように設計され
る。アジア人の自然な毛髪の房（平坦構造、１５ｇ／２５．４ｃｍ（１０インチ））を、
ヘキサン溶液からの０．１ｇの人口皮脂で均一に処理し、現実的な汚れの程度にする。起
泡評価において、房をまず水道水（３７．８℃（１００°Ｆ）、硬度７～１０ｇｐｇ）で
濡らし、１ｇのＨ2Ｏ／１ｇの毛髪の含水量となるように脱液する。０．７５ｍＬの製品
を房の中心に適用し、次いで、房の下部で円を描くように５回なでて、毛髪に製品をこす
りつけて、製品を均等に分配する。この後、前後に４０回なでる。起泡の容易さを、一杯
に起泡するのに必要な、なでる回数によって判定する。
【０１６５】
　前後に４０回なでた後、作業者の手袋から泡を回収し、メスシリンダーに入れる。毛髪
に残る泡を下方向に１回なでる（搾り取る）ことで集め、初期量に加える。起泡容積の合
計を記録する。それぞれの試験製品につき３回行い、３つの値の平均を計算し、それを、
処理あたりの起泡容積を表すために使用する。高（典型的な浄化シャンプー製剤）及び中
程度（典型的なコンディショニングシャンプー製剤）の市販製品が、典型的に基準対照と
して含まれる。
【０１６６】
　典型的なレベルの皮脂を有する実際のヒトの毛髪繊維が、泡生成の基質であるため、本
試験方法は、シャンプーの使用時の起泡性能のより現実的な基準を表す。また、これは、
発泡体を回収し、その容積を測定する際に、起泡の安定性も評価する。不安定な発泡体は
、これらの実験において顕著に減少した容積を示すであろう。また、これは、実際の消費
者の使用終了時の応力が加わった濃度での使用条件を表す、１：２０に希釈した製品も使
用する。対照プロトタイプ（８：４：１．２、ＳＬＳ、ＳＬＥ（３）Ｓ、ＣＭＥＡ、追加
のコンディショニング成分（カチオン性ポリマー、シリコーン、有機油）を含まない）は
、典型的に、より高い総アニオン性界面活性剤及び共界面活性剤レベルを有する、コンデ
ィショニングシャンプーに典型的な起泡特性を呈する。したがって、それは代表的な標線
である。
【０１６７】
　製剤
　以下の実施例は、一般的に最高の起泡容積特性を提供する、典型的な浄化シャンプー製
剤である。評価は、高対照として典型的な浄化シャンプー製剤を用いる房起泡試験方法に
従い実施する。典型的なコンディショニングシャンプー製剤を、コンディショニングシャ
ンプーの典型である中程度の対照として使用する。生成される相対容積を、この対照に対
して指数化する。これらの製品の典型的な相違は、典型的な浄化シャンプー製剤の起泡容
積が３０％高いことである。
【０１６８】
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【表４】

【０１６９】
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【表５】

【０１７０】
　以下の表６は、浄化シャンプーにおける種々の共界面活性剤を有するウンデシルとラウ
リル鎖長の比較である。
　*典型的な浄化シャンプー製剤（処方３８）の結果は、上記の最初のデータ列に提示さ
れるものである。
【０１７１】



(31) JP 5804704 B2 2015.11.4

10

20

30

40

50

【表６】

【０１７２】
　本試験は、ウンデシルベースの浄化シャンプーベースにおいて、ナトリウム及びアンモ
ニウム型の両方が、ラウリルベースのシャンプーベースと比較して、低い濃度で同等の起
泡容積を提供することを確認する。更に、それはまた、ラウリルベースの組成物を、同等
の濃度（共界面活性剤を含む）で使用して、ラウリルベースのシャンプーベースと比較し
て、優れた起泡容積を提供することができることを実証する。また、ラウリルベースの系
において、より低い共界面活性剤濃度を使用して、少なくとも同等の起泡容積を提供する
ことができる。更に、従来の共界面活性剤に対して、共界面活性剤１，２－デカンジオー
ルを有する組成物はまた、顕著に低レベルで優れた起泡を提供する。
【０１７３】
　実施例６－コンディショニングシャンプーの房起泡
　本実施例に使用される典型的なコンディショニングシャンプー製剤の処方は、上記の実
施例５に記載されるものと同じである。
【０１７４】
　以下の表７は、コンディショニングシャンプーベースの界面活性剤系における、種々の
共界面活性剤を有する、ウンデシルとラウリル鎖長の界面活性剤の比較である。対照界面
活性剤系は、処方５６である。処方５６は、記載されるコンディショニングシャンプーと
等しい起泡特性を有し、コンディショニング剤を含まない界面活性剤系の相対比較を可能
にする。
【０１７５】

【表７】

【０１７６】
　実施例６の試験は、皮脂を有する毛髪の束におけるウンデシルベースの界面活性剤対そ
れらのラウリルベースの対応物の起泡の優位性を確認する。一連の種々の共界面活性剤は
、これらの製剤におけるそれらの起泡増進機能を確認する。上記の一連の共界面活性剤は
、ＣＭＥＡ含有組成物に対して優れた起泡特性を提供する。
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【０１７７】
　実施例７
　本実施例に使用される典型的なコンディショニングシャンプー製剤の処方は、上記の実
施例５に記載されるものと同じである。
【０１７８】
　以下の表８は、コンディショニングシャンプーベースの界面活性剤系における、種々の
共界面活性剤を有する、ウンデシルとラウリル鎖長の界面活性剤の比較である。対照界面
活性剤系は処方６９である。これは、記載されるコンディショニングシャンプーと等しい
起泡特性を有し、コンディショニング剤を含まない界面活性剤系の相対比較を可能にする
。
【０１７９】
【表８】

【０１８０】
　共界面活性剤の追加の評価は、対照製品よりも改善された起泡特性を提供し、効果的な
シャンプー界面活性剤ベースであることを示す。
【０１８１】
（実施例８）
　毛髪の泡のすすぎ方法
　毛髪の泡のすすぎ方法は、濃度、温度、水流、及び水質の中間使用条件下での、シャン
プー製品のすすぎ時間を評価するように設計される。４グラム、２０ｃｍ（８インチ）の
房を、流速０．６５～０．７０ｇｐｍで、３７．８℃（１００°Ｆ）、硬度７～１０ｇｐ
ｇの水で、１０秒間予備湿潤する。余分な水を絞り取り、毛髪１ｇに対して１ｇのＨ2Ｏ
の含水量を達成する。０．４ｇのシャンプーを、毛髪の房の中央部に適用し、房を中央で
折り曲げ、３０秒間前後運動させて泡を生成させる。起泡量及び質感の評価を記録する。
房を折り曲げ、水を房に適用する。ストップウォッチを同時に始動させ、房の泡の完全な
消失（流れる水が透明）の時間を記録する。それぞれの製品を３回試験し、平均すすぎ時
間を判定する。典型的な試験は、最大１０のプロトタイプ製品を分析し、例えば、典型的
なコンディショニングシャンプー製剤（表４、処方３６）及び典型的な浄化シャンプー製
剤（表５、処方３７）といった、内部対照が常に含まれる。
【０１８２】
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【表９】

　製品９＝高浄化対照
　製品１０＝高コンディショニング対照
【０１８３】
　上記の表９から、処方８０のすすぎ時間は、ウンデシルベースの界面活性剤の使用が、
ラウリルベースの系（処方７８、７９、８１、及び８２）に対して、起泡を犠牲にするこ
とのない、許容可能な目標すすぎ時間を提供することを示す。更に、処方８３～８５にお
いて、ウンデシルベースの界面活性剤をラウリルベースの系に添加することで、ラウリル
のみ（７８、７９、８１、及び８２）に対して、すすぎ時間が減少する。したがって、本
実施例は、高コンディショニング対照と本質的に等しい房起泡指数を有するウンデシル由
来のコンディショニング製品のすすぎ時間が、浄化シャンプーの速いすすぎ時間に等しい
ことを実証する。
【０１８４】
　実施例８－ポンプフォーマー製品
　以下の表１０の実施例は、高性能のハンドソープ製品を、ウンデシルベースの界面活性
剤から生成することができることを実証する。それらを豊かな発泡体として分配するため
のポイントは、製剤の粘度を６０ｃｐｓ未満に保つことである。ウンデシルベースの界面
活性剤は、この結果を達成する上でのポイントである。シャンプー及びハンドソープ製剤
の両方の実施例を以下に示す。標準的なラウリルベースの界面活性剤単独では、溶媒及び
向水性物質なしでこの低粘度を達成することはできない。
【０１８５】

【表１０】

【０１８６】
　実施例９－コンディショニングボディソープ
　表１１に記載される以下の実施例は、硫酸ウンデシルナトリウムを含む本発明の構造化
界面活性剤組成物の非限定例を示す。
【０１８７】
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【表１１】

【０１８８】
　表１１で上述される組成物は、従来の処方及び混合技術により調製することができる。
構造化界面活性剤相組成物は、まずクエン酸を水に１：３の割合で添加し、クエン酸プレ
ミックスを形成して、調製する。ポリオックスＷＳＲ３０１及びキサンタンガムをトリデ
セス－３に添加することによって、ポリマープレミックスを調製する。次いで、以下の成
分を以下の順で、継続的に攪拌しながら主混合容器に添加する：水、塩化ナトリウム、Ｎ
－ハンスポリマー、ラウロアンホ酢酸ナトリウム、トリデセス－３を含むポリマープレミ
ックス、トリデセス硫酸ナトリウム、硫酸ウンデシルナトリウム、安息香酸ナトリウム、
及びＥＤＴＡ二ナトリウム。クエン酸プレミックスを添加して、ｐＨを５．７±０．２に
調節する。均質になるまで攪拌を継続しながら、香料及びカトンＣＧを添加する。
【０１８９】
　構造化界面活性剤相は、本明細書に開示される超遠心分離試験方法によって測定した際
、約８３％の層状相を含有する。硫酸ウンデシルを含む構造化界面活性剤相は、本明細書
に開示されるレオロジー方法によって測定した際、約７８８４ＰａＳのゼロずり粘度を有
する。
【０１９０】
　表１２に記載される以下の実施例は、硫酸ウンデシルナトリウムを含む本発明の多相組
成物の非限定例を示す。
【０１９１】
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【表１２】

【０１９２】
　脂質相は、Ｇ２２１８ペトロラタム及びハイドロブライト（Hydrobrite）１０００鉱油
を１８０℃に加熱することによって調製する。次いで、ペトロラタム及び鉱油を混合容器
に加え、攪拌する。次いで、混合物を約４５℃に冷却する。均質になるまで攪拌しながら
、脂質相を構造化界面活性剤相に添加する。多相の相組成物を１０日間４９℃で静置する
。複数の相が依然として残存している場合、多相組成物は安定している。
【０１９３】
　追加の代表的な抗ふけ製剤
【０１９４】
【表１３】

【０１９５】
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【表１４】

【０１９６】
　降伏応力及びゼロずり粘度方法：本組成物の相の降伏応力及びゼロずり粘度は、組成物
を組み合わせる前、又は遠心分離、ピペット、機械的な切取、すすぎ、ろ過、若しくは他
の分離手段等の好適な物理的分離手段によって、相を分離することにより、組成物を合わ
せた後に測定することができる。
【０１９７】
　ＴＡインスツルメンツＡＲ２０００レオメーター（TA Instruments AR2000 Rheometer
）のような応力制御レオメーターが、降伏応力及びゼロずり粘度を決定するために用いら
れる。測定は、４ｃｍ直径の平行プレート測定システム及び１ｍｍの間隙を用いて２５℃
で実行される。その幾何学構造は、得られたトルクを応力に変換するために、７９５８０
ｍ-3の剪断応力係数を有する。鋸歯状のプレートを使用して、すべりが生じたときに一貫
した結果を得ることができる。
【０１９８】
　第１に、相の試料が取得され、レオメーターの基準プレート上の適所に設置され、測定
用幾何学構造（上部プレート）が基準プレートの１ｍｍ上の位置に移動する。幾何学構造
の端における余剰相は、幾何学構造を固定した後でこすることにより除去される。数平均
直径が約１５０マイクロメートルより大きい、目又は感触により識別可能な粒子（例えば
、ビーズ）を相が含む場合、基準プレートと上部プレートとの間の間隙設定は、４ｍｍか
、又は９５体積パーセンタイル粒径（volume percentile particle diameter）の直径の
８倍かの小さい方にまで増加される。いずれかの寸法が５ｍｍより大きい任意の粒子を相
が有する場合には、その粒子は測定前に取り除かれる。
【０１９９】
　測定は、対数による漸進、即ち測定点が対数尺上に均等の間隔で並んだものを使用して
、４分の時間間隔により、０．１Ｐａ～１，０００Ｐａの漸増する連続的剪断応力のプロ
グラム化された適用を介して実行される。１０の応力増加あたり三十（３０）の測定点が
得られる。応力、ひずみ、及び粘度を記録する。測定結果が不完全である場合、例えば、
物質が間隙から流れる場合には、得られた結果を審査し不完全なデータ点を排除する。降
伏応力は次のように決定する。応力（Ｐａ）及びひずみ（単位なし）データは、それらの
対数（基数１０）を取ることにより変形する。応力０．２Ｐａ～２．０Ｐａで得られたデ
ータのみ、約３０点について、ｌｏｇ（応力）をｌｏｇ（ひずみ）に対してグラフ化する
。１Ｐａの応力での粘度が、５００Ｐａ－ｓ未満であるが、７５Ｐａ－ｓより大きい場合
、０．２Ｐａ～１．０Ｐａのデータのみについて、ｌｏｇ（応力）をｌｏｇ（ひずみ）に
対してグラフ化し、その後次の数学的手順を行う。１Ｐａの応力での粘度が７５Ｐａ－ｓ
未満である場合、ゼロずり粘度は、試験において得られる４つの最も高い粘度値（即ち個
々の点）のメジアンであり、降伏応力は０であり、次の数学的手順は使用されない。数学
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的手順は次のようである。指示された応力領域において対数に変形されたデータを用いて
、結果について、最小二乗法による直線回帰が実行され、次の形式の方程式が得られる：
（１）Ｌｏｇ（ひずみ）＝ｍ*Ｌｏｇ（応力）＋ｂ
【０２００】
　０．１～１，０００Ｐａの測定での各応力値（即ち、個々の点）について得られる回帰
を用いて、ｌｏｇ（ひずみ）の予測値を、得られた係数ｍ及びｂ、並びに実際の応力を使
用し、方程式（１）を用いて得る。予測されたｌｏｇ（ひずみ）から、真数（即ち、各ｘ
について、１０x）を取ることにより、各応力での予測されたひずみを得られる。予測さ
れたひずみを、各測定点での実際のひずみと比較して、方程式（２）を用いて、各点での
偏差％を得る。
【０２０１】
　（２）偏差％＝１００*（測定されたひずみ－予測されたひずみ）／測定されたひずみ
　降伏応力は、偏差％が１０％を超える最初の応力（Ｐａ）であり、その後（より高い）
応力は、流れの開始又は構造の変形のために１０％より更に大きい偏差を結果として生じ
る。０．１Ｐａと降伏応力とを包含し、これらの間で得られる粘度データについて、パス
カル－秒（Ｐａ－ｓ）による粘度の第１メジアン値を取ることによりゼロずり粘度を得る
。第１メジアン粘度を取った後、第１メジアン値の５倍より大きく、及び０．２ｘメジア
ン値より小さいすべての粘度値が排除され、同じ粘度データの第２メジアン粘度値を、指
示されたデータ点を排除して得る。そのようにして得られた第２メジアン粘度は、ゼロず
り粘度である。
【０２０２】
　剪断指数（ｎ）及び稠度値（Ｋ）：剪断指数（ｎ）及び稠度値（Ｋ）は既知であり、指
数法則モデルを用いて、適用される剪断速度によって異なる粘度を有する物質の粘度特性
を報告する手段として認められている。本明細書で使用するとき、用語「稠度値」又は「
Ｋ」は、粘度の尺度であり、その粘度が剪断速度の関数である物質の粘度を定義するため
、剪断指数と組み合わせて使用される。稠度値及び剪断指数の測定は、２５℃で行う。「
稠度値」又は「Ｋ」の単位はパスカル秒である。「剪断指数」の単位は、無次元である。
【０２０３】
　相の粘度は、剪断応力を適用し、ＴＡインスツルメンツＡＲ２０００（TA Instruments
 AR2000）（米国１９７２０デラウェア州ニューキャッスル（New Castle）のＴＡインス
ツルメンツ（TA Instruments））のようなレオメーターを使用して剪断速度を測定するこ
とにより測定することができる。粘度は、異なる剪断速度で、以下の方法により測定され
る。最初に、有益相が取得される。例えば、シリコーンオイル相及び炭化水素相のような
、１を超える区別可能な（例えば、不混和性の）有益相が組成物中に存在する場合、それ
らは好ましくは別個に調製されるか、並びに／又は互いに分離され、互いに別個に評価さ
れるが、エマルションのような混合物である特定の有益相は、個々の有益相を個々に評価
することに加えて、混合物として評価され得る。
【０２０４】
　測定については、１ｍｍの間隙を有する４０ｍｍ直径の平行プレート幾何学構造が、０
．２５ｍｍを超える粒子が存在しない限り使用され、存在する場合は２ｍｍの間隙が使用
される。レオメーターは、標準平行プレート仕様を使用して、端における剪断速度を試験
の剪断速度として報告し、係数２／（πＲ3）を使用して、トルクを応力に変換する。ス
パチュラを使用して、少し余剰の有益相を含む試料が、２５℃であるレオメーター基準プ
レート上に載せられ、間隙が取得され、最上部測定用幾何学構造の外側の余剰組成物が取
り除かれ、最上部プレートを適所に、余剰試料を取り除く間に固定する。試料を、基板温
度に２分間平衡化する。５０秒の逆数（１／秒）の剪断速度での１５秒間の剪断を含む事
前剪断工程を実行する。当業者に既知であるように、平行プレート構造での剪断速度は、
縁部における剪断速度として表され、これは最大剪断速度でもある。予備剪断工程の後に
測定が実行され、これは応力を１０Ｐａから１，０００Ｐａまで、２５℃で２．０分間隔
において漸増させながら、均等の間隔に並んだ直線回帰中の６０の粘度データ点を収集す
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ることを含む。少なくとも５００ １／秒の剪断速度が試験中に得られるか、あるいは、
少なくとも５００ １／秒の剪断速度が測定期間中に得られるまで、より高い最終応力値
にて、同じ成分の新しい試料を用いて、時間あたりの応力増加の同じ速度を維持して、試
験は繰り返される。測定の間は、トップ平行プレート下の領域は、いずれの端の位置にお
いても、測定中に試料がなくならないように試料を観察して確かめるか、あるいは試験の
持続時間中、試料が残っている間は測定が繰り返される。いくつかの試行後、端の試料が
なくなったために結果を得ることができない場合には、物質の余剰蓄積を端に残しながら
（削らない）測定を繰り返す。試料がなくなることが、なお回避できない場合には、装填
中のくぼみを避けるために、多量の余剰試料を有する同心円筒形状が使用される。結果は
、２５～５００ １／秒の剪断速度の間のデータポイントのみ、Ｐａ－ｓの粘度、１／秒
の剪断速度を選択することにより、並びに指数法則の方程式に従ったＫ及びｎの値を得る
ために粘度の対数対剪断速度の対数の最小二乗回帰を使用することで、指数法則のモデル
に適合される。
μ＝Ｋ（γ’）(n-1)

【０２０５】
　ｌｏｇ－ｌｏｇの傾きについて得られる値が（ｎ－１）であり、その場合ｎは剪断指数
であり、Ｋについて得られる値が、Ｐａ－ｓの単位で表される稠度値である。
【０２０６】
　構造化界面活性剤の安定性を判定するための超遠心分離「第３相」方法：超遠心分離「
第３相」方法を使用して、パーソナルケア組成物における構造化界面活性剤相の安定性を
判定する。
【０２０７】
　この方法は、超遠心分離による組成物の、分離しているが区別可能な層への分離を伴う
。本発明のパーソナルケア組成物は、複数の区別できる層、例えば、非構造化界面活性剤
層、不透明な構造化界面活性剤層、透明な「第３相」層、及び効果相層を有することがで
きる。
【０２０８】
　迅速な安定性エイジングプロトコルを以下に記載する。容器を８２．２℃（１８０°Ｆ
）まで加熱することによって脂質混合物を調製し、ペトロラタム（メキシコのキデサ（Qu
idesa）社のキデサペトロラタム（Quidesa Petrolatum））及びハイドロブライト（Hydro
brite）１０００白色鉱油（米国ＷＩＴＣＯより）を６５：３５の重量比で添加する。ゆ
っくりと攪拌しながら（２００ｒｐｍ）容器を４３℃（１１０°Ｆ）に冷却する。攪拌を
停止し、容器を周囲温度に一夜冷却する。３６グラムの脂質混合物（６５／３５　Ｐｅｔ
／ＭＯ）を約４４グラムの構造化界面活性剤組成物に添加する。スパチュラを使用して、
５分間、界面活性剤と脂質を一緒に混合する。混合した試料を４８．９℃（１２０°Ｆ）
で１０日間静置する。迅速なエイジング安定性試験後、約４グラムの組成物をベックマン
（Beckman）遠心管（１１×６０ｍｍ）に移す。遠心管をベックマン（Beckman）ＬＥ－８
０超遠心分離機に設置し、超遠心分離機を以下の条件で操作する：５０，０００ｒｐｍ、
２時間、及び４０℃。
【０２０９】
　超遠心分離後、図２に示されるように、電子デジタルキャリパー（０．０１ｍｍ以内）
を使用して、種々の界面活性剤相の高さを測定することによって、第３相の容積を判定す
る。ＥＸＰＡＮＣＥＬ（登録商標）ミクロスフェア、ペトロラタム、鉱油、及び構造化界
面活性剤相を含む、洗浄組成物の実施例を図２に示す。
【０２１０】
　ＥＸＰＡＮＣＥＬ（登録商標）中空ミクロスフェア等の密度変性剤を使用する場合、最
上層は主に、ＥＸＰＡＮＣＥＬ（登録商標）ミクロスフェアを含む。上から２番目の層は
、透明な鉱油層である。上から３番目の層は、ペトロラタム層である。ペトロラタム層よ
りも下の層は、水性界面活性剤を含有し、以下のとおり特徴付けられる：Ｈaは、全ての
水性及び／又は水性界面活性剤層の高さであり、Ｈbは、ペトロラタム層の直下の透明な
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「第３相」層の高さである。材料の移動を最小限にするように、超遠心分離が終了して３
０分後以内の読取値を記録することが重要である。第３相の容積は、以下のように計算さ
れる：第３相の容積％＝Ｈb／Ｈa

*１００％。
【０２１１】
　好ましくは、構造化界面活性剤組成物は、迅速なエイジングプロトコルの後、５％未満
の「第３相」容積を有する。より好ましくは、構造化界面活性剤組成物は、迅速なエイジ
ングプロトコルの後、２％未満の「第３相」容積を有する。最も好ましくは、構造化界面
活性剤組成物は、迅速なエイジングプロトコルの後、１％未満の「第３相」容積を有する
。
【０２１２】
　亜鉛含有製品中の亜鉛反応活性度の評価方法
　亜鉛反応活性度は、亜鉛イオンの化学的利用能の基準である。溶液中で他の化学種と錯
体を形成しない可溶性亜鉛塩は、定義上１００％の相対亜鉛反応活性度を有する。部分的
に可溶性形態の亜鉛塩の使用及び／又はマトリクスへの潜在的錯体（complexants）の組
み込みは、一般に亜鉛反応活性度を定義された最大１００％未満に実質的に低下させる。
【０２１３】
　亜鉛反応活性度は、希釈亜鉛含有溶液又は分散液と金属クロム染料キシレノールオレン
ジ（ＸＯ）とを組み合わせ、特定条件下で色の変化の程度を測定することによって評価さ
れる。色形成の規模は、反応活性度の高い亜鉛の濃度に比例する。開発された手順は、水
性界面活性剤製剤について最適化されているが、他の物理製品形態にも同様に適応できる
。
【０２１４】
　分光光度計を使用して、ＸＯに関して最適な色変化の波長である５７２ｎｍでの色の変
化を定量化する。分光光度計は、潜在的に反応度の高い形態の亜鉛以外を除くこと以外は
試験製品の組成に近い製品対照を利用して、５７２ｎｍでの吸光度を０に設定する。次い
で、対照及び試験製品を、以下のように同様に処理する。５０μｌの製品試料を瓶に分配
し、９５ｍＬの脱気した蒸留水を加え、攪拌する。ｐＨ５．０の５ｍＬの２３ｍｇ／ｍＬ
キシレノールオレンジ原液を試料瓶にピペットで移す。これは、時間０と見なされる。次
いで、希釈したＨＣｌ若しくはＮａＯＨを使用して、ｐＨを５．５０±０．０１に調節す
る。１０．０分後、試料の一部を濾過し（０．４５μ）、吸光度を５７２ｎｍで測定する
。次いで、測定した吸光度を、別に測定した対照と比較して、相対亜鉛反応活性度（０～
１００％）を決定する。１００％反応活性度の対照を、亜鉛基準で等濃度にて組み込まれ
た可溶性亜鉛物質（例えば硫酸亜鉛）の利用を除いて、試験製品と同様にマトリックスに
調製する。１００％反応活性度の対照の吸光度を、上記で試験物質について測定したよう
に測定する。相対亜鉛反応活性度は、好ましくは約１５％より高く、より好ましくは約２
０％より高く、更に好ましくは約２５％よりも高い。
【０２１５】
　この方法を使用して、以下の実施例は、固有の反応活性度が低い物質（ＺｎＯ）と比較
して、アニオン性界面活性剤系での反応活性度が本質的に高い物質（塩基性炭酸亜鉛）を
実証する。
【０２１６】
【表１５】

　1単一界面活性剤系：６％ラウリル硫酸ナトリウム（ＳＬＳ）



(40) JP 5804704 B2 2015.11.4

10

20

30

40

50

【０２１７】
　粒径測定方法
　酸化亜鉛及び水亜鉛鉱の原材料に対する粒径分析を、ホリバＬＡ－９１０粒径分析装置
（Horiba LA-910 Particle Size Analyzer）を使用して実施する。ホリバＬＡ－９１０（
Horiba LA-910）機器は、小角のフラウンホーファー回折（Fraunhofer Diffraction）及
び光散乱（Light Scattering）の原理を用いて粒子の希釈溶液中での粒径及び分布を測定
する。これら２つの種類の原材料の試料を、ラウリルポリエーテルアルコールの希釈溶液
中に予め分散させ、混合してから、機器に導入する。導入したら、試料を更に希釈し、機
器内に循環させてから、測定を実施する。測定後、計算アルゴリズムを使用してデータを
処理し、粒径及び分布の両方を得る。Ｄ（５０）は、中央粒径値、又は粒子の量の５０％
がその粒径未満であることに相当する粒径である。Ｄ（９０）は、粒子の量の９０％がそ
の粒径未満であることに相当する粒径である。Ｄ（１０）は、粒子の量の１０％がその粒
径未満であることに相当する粒径である。
【０２１８】
　この方法を使用して、以下の実施例は、塩基性炭酸亜鉛についての粒径と相対亜鉛反応
活性度との間の関係を実証する。
【０２１９】
【表１６】

　1粉砕方法
　2粒径測定
【０２２０】
　表面積測定方法
　表面積の分析を、マイクロメリティクスオートポアＩＶ（Micromeritics Auto Pore IV
）を使用して実施する。マイクロメリティクスオートポアＩＶは、非湿潤性の液体、より
具体的には水銀の、小孔内への浸透を支配する、毛管の法則（capillary law）の原理を
使用して、全孔表面積を測定する。この法則は、ウォッシュバーン（Washburn）の式によ
って表される：
　Ｄ＝（１／Ｐ）４γｃｏｓφ
　式中、Ｄは孔の直径、Ｐは加えられる圧力、γは水銀の表面張力、φは水銀と試料との
間の接触角である。ウォッシュバーン（Washburn）の式は、すべての孔が円筒状であると
仮定している。代表的な表面積測定を塩基性炭酸亜鉛に対して実施したが、それについて
以下に記載する。
【０２２１】
【表１７】

　１．炭酸亜鉛ＡＣ（Zinc Carbonate AC）として市販
　２．炭酸亜鉛（Zinc Carbonate）として市販
【０２２２】
　略語の要点
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　ＡＬＳ－アンモニウムラウリル硫酸塩
　ＡＬＥ（３）Ｓ－アンモニウムラウレス（３）硫酸塩
　ＡＭ：ＴＲＩ－Ｐｏｌｙｑｕａｔ　７６
　ＳＬＳ－ラウリル硫酸ナトリウム
　ＳＬＥ（１）Ｓ－ラウレス（１）硫酸ナトリウム
　ＳＬＥ（３）Ｓ－ラウレス（３）硫酸ナトリウム
　ＳＬＳ　ｗ／Ｃ１０－２０％デシル硫酸塩を含むラウリル硫酸ナトリウム
　Ｃ１１Ｓ－硫酸ウンデシル
　Ｃ１１Ｅ（１）－硫酸ウンデセス（１）
　ＣＡＰＢ－ココアミドプロピルベタイン
　ＣｏｃｏＢ－ココベタイン
　ＣＭＥＡ－ココモノエタノールアミド
　ＥＧＤＳ－エチレングリコールジステアレート
　グアー－ヒドロキシヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド（カチオン性ポリマー）
　ＬＰ－シリコーン－大粒子（＞２０ｕｍ）シリコーン
　ＤＣ　１８７２又はミクロシリコーン１８７２－ダウ・コーニングシリコーンマイクロ
エマルション
　ＰＱ－１０　Ｐｏｌｙｑｕａｔ－１０
　ＰＳ　１：２：１－Ｃ１３～Ｃ１５スルホン酸パラフィン
　ＮＳＫＫｂｒＣ１２－硫酸ヒドロキシエチル－２－ドデシルエーテルのナトリウム塩
　ＳＣＳ－クメンスルホン酸ナトリウム
　Ｎｅｏ６７Ｓ又はＮｅｏｄｏｌ６７硫酸塩－線状直鎖及び分枝状ヘキサデシル及びヘプ
タデシルアルコール硫酸塩の混合物
　Ｎｅｏｄｏｌ２３硫酸塩－線状及び分枝状ドデシル及びトリデシルアルコール硫酸塩の
混合物
　Ｌｉａｌ２３－線状及び分枝状ドデシル及びトリデシルアルコール硫酸塩の混合物
　ＺＰＴ－ジンクピリジンチオン
【０２２３】
　本明細書に開示されている寸法及び値は、列挙した正確な数値に厳しく制限されるもの
として理解すべきではない。それよりむしろ、特に指定されない限り、各こうした寸法は
、列挙された値とその値周辺の機能的に同等の範囲の両方を意味することを意図する。例
えば、「４０ｍｍ」として開示される寸法は、「約４０ｍｍ」を意味するものとする。
【０２２４】
　「発明を実施するための形態」で引用した全ての文献は、関連部分において本明細書に
参考として組み込まれるが、いずれの文献の引用も、それが本発明に関して先行技術であ
ることを容認するものとして解釈すべきではない。本書における用語のいずれかの意味又
は定義が、参考として組み込まれた文献における同一の用語のいずれかの意味又は定義と
相反する限りにおいては、本書においてその用語に与えられた意味又は定義が適用される
ものとする。
【０２２５】
　本発明の特定の諸実施形態を図示し、記載したが、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る。したがって
、本発明の範囲内にあるそのような全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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