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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　次の成分（ａ）～（ｃ）；
（ａ）けん化価が５７～７７であるカルナウバワックス　　５～２０質量％
（ｂ）常温で液状の炭化水素油　５０～９０質量％
（ｃ）常温で液状のエステル油　４～３０質量％
を配合したことを特徴とするスティック状化粧料。
【請求項２】
　前記成分（ｂ）中に、２０℃における粘度が２０Ｐａ・ｓ以上の炭化水素油を２０～
８０質量％含むことを特徴とする請求項１に記載のスティック状化粧料。
【請求項３】
　さらに、成分（ｄ）オゾケライトワックス、セレシンワックス、フィッシャートロプシ
ュワックス、パラフィンワックス、マイクロクリスタリンワックスから選ばれる一種また
は二種以上の炭化水素ワックスを０．１～１０質量％配合したことを特徴とする請求項１
又は２に記載のスティック状化粧料。
【請求項４】
　前記成分（ａ）と成分（ｄ）の配合比が質量比で（ａ）：（ｄ）＝１：０．０１～１：
０．５であることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載のスティック状化粧料。
【請求項５】
　前記成分（ａ）のカルナウバワックスが精製されたものであることを特徴とする請求項
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１～４の何れかに記載のスティック状化粧料。
【請求項６】
　前記成分（ａ）のカルナウバワックスがカラムを用いて精製されたものであることを特
徴とする請求項１～５の何れかに記載のスティック状化粧料。
【請求項７】
　前記スティック状化粧料が口唇化粧料である請求項１～６のいずれかに記載のスティッ
ク状化粧料。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カルナウバワックスと常温で液状の炭化水素油とエステル油を特定の比率で
配合したスティック状化粧料に関するものであり、更に詳しくは、のびがなめらかで肌や
口唇上に膜厚で均一な化粧膜を形成することで、ツヤと潤い感に優れ、かつその効果が長
時間持続し、更には、高温での発汗がなく経時安定性に優れるスティック状化粧料に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　ポリブテンや重質流動イソパラフィン等の液状の炭化水素油は、皮膚の表面に塗布した
とき、均一で厚みのある膜を形成することができるため、非常にツヤのある膜を作ること
ができる。そのため化粧料中にこれらを多量に配合すると、化粧膜のツヤを向上させるこ
とができる。また、その膜は閉塞性が高いため、特定のエチレンプロピレンコポリマーと
組み合せて、口唇のトリートメント効果を得る技術が検討されてきた。（例えば特許文献
１）
　反面、これらの液状の炭化水素油は、ベタツキが強くのびが重く、また固形化すること
が困難であったため、デキストリン脂肪酸エステルやイソパラフィンおよびノルマルパラ
フィンを組み合わせ、ベタツキ等を軽減して固形化する技術が検討されてきた。（例えば
特許文献２、３参照。）
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－１３７７３３号公報
【特許文献２】特開２０００－２４７８３４号公報
【特許文献３】特開２００２－３１６９１０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　これら液状の炭化水素油の特性を活かして、更に使用性の良いスティック状にするのは
非常に難しいものである。例えば、特許文献１や３のように、特定の分子量のエチレンプ
ロピレンコポリマーや、イソパラフィンおよびノルマルパラフィンと組み合わせる方法で
は、スティック状にした場合、のびが重くなってしまい、肌や唇への付きが悪く、化粧膜
が薄くなり、その結果ツヤを向上させることや閉塞性を得ることが困難な場合があった。
また、特許文献２のようにデキストリン脂肪酸エステルと組み合わせる方法は、外観の透
明性には優れるものの、スティック状にすることは困難な場合があった。
　一方、カルナウバワックスは、化粧料に用いられているが、スティック状や固形にした
場合、高温で発汗することが知られており、外観の品質および使用性の良いものが得られ
ないことがあった。
　したがって、のびがなめらかで、肌や口唇上に膜厚で均一な化粧膜を形成することによ
り、ツヤと潤い感に優れ、この効果が長時間持続し、更には、高温でも発汗がなく経時安
定性に優れるスティック状化粧料の開発が望まれていた。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
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　かかる実情において、本発明者は、上記課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、ステ
ィック状化粧料において、カルナウバワックスと常温で液状の炭化水素油と常温で液状の
エステル油とを特定の比率で組み合わせることにより、カルナウバワックスの大きな結晶
中に油剤を抱え込んだ特徴あるゲル構造を形成するために、塗布動作によりゲルの崩れが
よく、のびがなめらかで肌や口唇上に膜厚で均一な化粧膜を形成し、高温でも発汗がなく
経時安定性に優れるスティック状化粧料を完成するに至った。そしてこの膜厚で均一な化
粧膜は、凹凸のある皮膚や口唇上でも化粧膜の表面の平滑性が得られ、その結果として、
非常にツヤのある化粧膜と、高い閉塞性による潤い感が得られ、その効果を長時間持続す
ることができることを見出した。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明のスティック状化粧料は、のびがなめらかで肌や口唇上に膜厚で均一な化粧膜を
形成することで、ツヤと潤い感に優れ、かつその効果が長時間持続し、更には、高温での
発汗がなく経時安定性に優れるスティック状化粧料である。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、本発明について詳述する。
　本発明に用いられる成分（ａ）のカルナウバワックスは、高級脂肪酸と高級アルコール
のエステルが主成分の植物ワックスであって、化粧料に一般的に用いられるものである。
本発明のスティック状化粧料においては、常温で液状の炭化水素油のゲル化力に優れ、ス
ティック状にした時にはのびがなめらかで、肌や口唇上に膜厚で均一に付き、ツヤに優れ
、更には、高温での経時安定性が向上するものである。
　成分（ａ）のカルナウバワックスは、天然の粗ワックスを、脱ガム処理、脱酸処理、水
素添加法、分別法、カラム処理等の方法で精製したものを用いると、臭いが少なく、経時
安定性に優れるものが得られるため好ましい。市販品としては、精製カルナバワックス１
号（日本ナチュラルプロダクツ社製）、精製カルナウバワックスＮＯ．１（セラリカ野田
社製）が挙げられ、中でも、カラム処理による精製品で且つけん化価が５７～７７である
ものがより好ましく、市販品としてはカルナウバワックス　Ｓ（クローダジャパン社製）
等が挙げられる。
【０００８】
　成分（ａ）のカルナウバワックスは、必要に応じて一種又は二種以上を用いることがで
き、配合量は、全成分中５～２０質量％（以下、単に「％」で示す）であり、５～１５％
が好ましい。５～１５％用いた場合、のびのなめらかさと化粧膜のツヤが非常に向上する
。５％未満であると、のびのなめらかさや膜厚で均一な付きが得られなくなり、２０％を
超えると、スティックが硬くなりすぎて膜厚に付かなくなる点で良くない。
【０００９】
　本発明に用いられる成分（ｂ）の常温で液状の炭化水素油は、本発明においてツヤと高
い閉塞性による潤い感を付与するもので、通常化粧料に用いられるものであれば特に制限
されず使用することができる。例えば、ポリイソブチレン、ポリブテン、重質流動イソパ
ラフィン、α－オレフィンオリゴマー、流動パラフィン、スクワランなどが挙げられる。
　中でも特に２０℃における粘度が２０Ｐａ・ｓ～２０００Ｐａ・ｓであると、ツヤを付
与する効果が特に高く、閉塞性が高いために潤い感にも優れ、それらの効果の持続性も高
く特に好ましい。市販品としては、精製ポリブテンＨＶ－１００Ｆ（ＳＢ）（日本ナチュ
ラルプロダクツ社製）、ポリブテン１００Ｒ、ポリブテン３００Ｒ、ポリブテン３００Ｈ
、ポリブテン２０００Ｈ（以上、出光興産社製）、パールリーム１８、パールリーム２４
、パールリーム４６（以上、日本油脂社製）等が挙げられる。
　ここで、粘度値はブルックフィールド型粘度計を使用して測定した。ブルックフィール
ド型粘度計は、例えば単一円筒型回転粘度計ビスメトロン（登録商標）（芝浦システム社
製）などが挙げられる。測定方法は、測定試料を外径４５ｍｍ、内径３８ｍｍ、高さ８２
ｍｍのガラス製ビンにエアスペースが生じないように充填し、ふたをして２０℃恒温槽に
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て一昼夜放置する。翌日、単一円筒型回転粘度計ビスメトロン（登録商標）（芝浦システ
ム社製）にて、付属の１～４号ローターを用い、６～３０回転で１分後の測定値を読み取
り、各々の乗数を乗し、粘度値を得ることができる。
【００１０】
　成分（ｂ）の常温で液状の炭化水素油は、必要に応じて一種又は二種以上を用いること
ができ、配合量は、全成分中５０～９０％であり、５０～８０％が好ましい。配合量が５
０～８０％で用いた場合、ツヤと高い閉塞性による潤い感に特に優れ、かつその効果が長
時間持続する。５０％未満では、ツヤと潤い感やその持続性が得られず、９０％を超える
と、経時安定性の点で良くない。
　また、常温で液状の炭化水素油の中でも、２０℃における粘度が２０Ｐａ・ｓ～２００
０Ｐａ・ｓの炭化水素油が、成分（ｂ）中に２０～８０％であると、ツヤと潤い感の点が
更に向上するため好ましく、更に２０～６０％であるとより好ましい。
【００１１】
　本発明で用いられる成分（ｃ）の常温で液状のエステル油は、通常化粧料に用いられる
ものであれば、特に制限されず使用することができ、本発明において、なめらかなのびと
化粧膜の均一性および経時安定性に寄与するものである。例えば、トリ２－エチルヘキサ
ン酸グリセリル、トリ（カプリル・カプリン酸）グリセリル、ジイソステアリン酸グリセ
リル、トリイソステアリン酸グリセリル、トリイソステアリン酸ジグリセリル、ジイソス
テアリン酸ジグリセリル、テトライソステアリン酸ジグリセリル、デカイソステアリン酸
ポリグリセリル、ジカプリン酸プロピレングリコール、イソノナン酸イソトリデシル、テ
トラ２－エチルヘキサン酸ペンタエリトリット、テトライソステアリン酸ペンタエリトリ
ット、トリイソステアリン酸トリメチロールプロパン、２－エチルヘキサン酸セチル、ミ
リスチン酸イソプロピル、パルミチン酸イソプロピル、ミリスチン酸オクチルドデシル、
ステアリン酸イソセチル、オレイン酸オクチルドデシル、ジオクタン酸ネオペンチルグリ
コール、コハク酸ジ２－エチルヘキシル、リンゴ酸ジイソステアリル、乳酸ミリスチル、
炭酸ジアルキル、酢酸液状ラノリン、トリメリト酸トリデシル、ダイマー酸ジイソプロピ
ル、オリーブ油、ヒマシ油、ホホバ油、マカデミアンナッツ油、メドウフォーム油、サフ
ラワー油等が挙げられる。
【００１２】
　成分（ｃ）の常温で液状のエステル油は、必要に応じて一種又は二種以上を用いること
ができ、配合量は、全成分中４～３０％であり、１０～２０％が好ましい。４％未満では
発汗などの経時安定性の点で良くなく、３０％を超えると化粧膜の閉塞性が損なわれるた
め潤い感が得られず良くない。
【００１３】
　本発明のスティック状化粧料において、成分（ｄ）のオゾケライトワックス、セレシン
ワックス、フィッシャートロプシュワックス、パラフィンワックス、マイクロクリスタリ
ンワックスから選ばれる一種又は二種以上の炭化水素ワックスを配合することによって、
なめらかなのびと経時安定性を格段に向上させることができる。
　成分（ｄ）の特定の炭化水素ワックスは、通常、化粧料で用いられるものであれば特に
限定されることなく使用できる。市販品としては、例えば、セレシンワックス（ＢＡＲＬ
ＯＣＨＥＲ　ＦＲＡＮＣＥ　Ｓ．Ａ社製）、ＯＺＯＫＥＲＩＴＥ　ＷＡＸ　ＳＰ－２７３
Ｐ（ＳＴＲＡＨＬ＆ＰＩＴＳＣＨ社製）、セレシン８１０（日興リカ社製）、ＣＩＲＥＢ
ＥＬＬＥ　１０８（ＣＩＲＥＢＥＬＬＥ社製）、パラフィンワックス（１５５Ｆ）、ＳＰ
３０４０（日本精鑞社製）、ＰＡＲＡＣＥＲＡ　Ｐ、ＰＡＲＡＣＥＲＡ　２５６（以上、
ＰＡＲＡＭＥＬＴ社製）、ムルチワックスＷ－４４５（ＳＯＮＮＥＢＯＲＮ社製）、ＬＵ
ＶＡＸ　２１９１（日本精鑞社製）等が挙げられる。
【００１４】
　成分（ｄ）のオゾケライトワックス、セレシンワックス、フィッシャートロプシュワッ
クス、パラフィンワックス、マイクロクリスタリンワックスから選ばれる炭化水素ワック
スは、必要に応じて一種又は二種以上を用いることができ、配合量は、全成分中０．１～
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１０％が好ましく、０．１～５％がより好ましい。この範囲で配合した場合、なめらかな
のびと経時安定性がより向上する。
　また、成分（ａ）と成分（ｄ）の配合比が質量比で（ａ）：（ｄ）＝１：０．０１～１
：０．５であると、よりなめらかさが向上し、経時安定性も向上するため好ましい。
【００１５】
　本発明のスティック状化粧料には、上記（ａ）～（ｄ）の他に、通常化粧料に配合され
る成分として、成分（ａ）～（ｄ）以外の油性成分、無機顔料、有機顔料及び体質顔料等
の粉体、界面活性剤、水や多価アルコール、低級アルコール、水溶性高分子、保湿剤等の
水性成分、糖類、紫外線吸収剤、酸化防止剤、防腐剤、リパーゼやプロテアーゼ等の酵素
類、レゾルシンやイオウ等の各種薬剤、清涼剤、色素、香料等を本発明の効果を妨げない
範囲で配合することができる。
【００１６】
　油性成分としては、成分（ａ）～（ｄ）以外の化粧料に一般に使用される動物油、植物
油、合成油等の起源の固形油、半固形油、液体油、揮発性油等の性状を問わず、油脂類、
ロウ類、硬化油類、脂肪酸類、高級アルコール類、エーテル類、シリコーン油類、フッ素
系油類、ラノリン、油性ゲル化剤等が挙げられる。具体的には、エチレンホモポリマー、
（エチレン／プロピレン）コポリマー等の固形状炭化水素類、ワセリンなどの半固形状炭
化水素類、イソドデカン、イソヘキサデカン、軽質イソパラフィンなどの揮発性炭化水素
類、ステアリン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、ベヘニン酸、イソステアリン酸、オレイ
ン酸等の脂肪酸類、ステアリルアルコール、セチルアルコール、ラウリルアルコール、オ
レイルアルコール、イソステアリルアルコール、ベヘニルアルコール等の高級アルコール
類、アジピン酸ジグリセリル混合脂肪酸エステル、ロジン酸ペンタエリトリット、ヘキサ
（ヒドロキシステアリン酸／ステアリン酸／ロジン酸）ジペンタエリトリット、コレステ
ロール脂肪酸エステル、フィトステロール脂肪酸エステル、ラノリン、ラノリン脂肪酸イ
ソプロピル、ラノリン脂肪酸オクチルドデシル、ラウロイルグルタミン酸ジ（オクチルド
デシル／フィトステリル／ベヘニル）、ダイマージリノール酸（フィトステリル／イソス
テリル／セチル／ステアリル／ベヘニル）、ダイマージリノール酸（フィトステリル／イ
ソステリル）、水添ヒマシ油、水添ヒマシ油脂肪酸エステル、マカデミアンナッツ油脂肪
酸フィトステリル、水添ホホバ油、キャンデリラワックス、ミツロウ、ライスワックス、
モクロウ、ゲイロウ、モンタンワックス等の常温で固体から半固体状のエステル類、ジメ
チルポリシロキサン、メチルフェニルポリシロキサン、デカメチルシクロペンタシロキサ
ン、オクタメチルシクロテトラシロキサン、トリメチルシロキシケイ酸、ポリオキシアル
キレン変性オルガノポリシロキサン、架橋型ポリエーテル変性メチルポリシロキサン、メ
タクリル変性ポリシロキサン、ステアリル変性メチルポリシロキサン、オレイル変性メチ
ルポリシロキサン、ベヘニル変性メチルポリシロキサン、ポリビニルピロリドン変性メチ
ルポリシロキサン、高重合度ジメチルポリシロキサン、ポリオキシアルキレン・アルキル
メチルポリシロキサン・メチルポリシロキサン共重合体、アルコキシ変性ポリシロキサン
、架橋型オルガノポリシロキサン、フッ素変性オルガノポリシロキサン等のシリコーン類
、パーフルオロデカン、パーフルオロオクタン、パーフルオロポリエーテル等のフッ素系
油剤類、ラノリン、デキストリン脂肪酸エステル、フラクトオリゴ糖脂肪酸エステル、シ
ョ糖脂肪酸エステル、１２－ヒドロキシステアリン酸、デンプン脂肪酸エステル、イソス
テアリン酸アルミニウム、ステアリン酸カルシウム等の油性ゲル化剤類、α－オレフィン
・ビニルピロリドン共重合体等が挙げられ、これらを一種又は二種以上用いることができ
る。
【００１７】
　本発明のスティック状化粧料において、前記油性成分中、融点９０℃以上のエチレンホ
モポリマー、（エチレン／プロピレン）コポリマーは、のびのなめらかさやツヤが損なわ
れ、膜厚で均一に付かなくなる場合があるため、配合量が４％未満であることが好ましい
。
【００１８】
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　粉体成分としては、化粧料に一般に使用される粉体として用いられる粉体であれば、球
状、板状、針状等の形状、煙霧状、微粒子、顔料級等の粒子径、多孔質、無孔質等の粒子
構造等により特に限定されず、無機粉体類、光輝性粉体類、有機粉体類、色素粉体類、金
属粉体類、複合粉体類等が挙げられる。具体的に例示すれば、酸化チタン、酸化亜鉛、酸
化セリウム、硫酸バリウム等の白色無機顔料、酸化鉄、カーボンブラック、チタン・酸化
チタン焼結物、酸化クロム、水酸化クロム、紺青、群青等の有色無機顔料、タルク、白雲
母、金雲母、紅雲母、黒雲母、合成雲母、絹雲母（セリサイト）、合成セリサイト、炭化
珪素、二酸化珪素、酸化アルミニウム、酸化マグネシウム、酸化ジルコニウム、酸化アン
チモン、珪ソウ土、ケイ酸アルミニウム、メタケイ酸アルミニウムマグネシウム、ケイ酸
カルシウム、ケイ酸バリウム、ケイ酸マグネシウム、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム
、ヒドロキシアパタイト、窒化ホウ素等の白色体質粉体、カオリン、ベントナイト、スメ
クタイト、ヘクトライト、モンモリロナイト等の粘土鉱物、およびそれらの有機変性物、
酸化チタン被覆雲母、酸化チタン被覆オキシ塩化ビスマス、酸化鉄雲母チタン、紺青処理
雲母チタン、カルミン処理雲母チタン、オキシ塩化ビスマス、魚鱗箔、ポリエチレンテレ
フタレート・アルミニウム・エポキシ積層末、ポリエチレンテレフタレート・ポリオレフ
ィン積層フィルム末、ポリエチレンテレフタレート・ポリメチルメタクリレート積層フィ
ルム末、酸化チタン被覆ガラスフレーク等の光輝性粉体、ポリアミド系樹脂、ポリエチレ
ン系樹脂、ポリアクリル系樹脂、ポリエステル系樹脂、フッ素系樹脂、セルロース系樹脂
、ポリスチレン系樹脂、スチレン－アクリル共重合樹脂等のコポリマー樹脂、ポリプロピ
レン系樹脂、シリコーン樹脂、ウレタン樹脂等の有機高分子樹脂粉体、ステアリン酸亜鉛
、Ｎ－アシルリジン等の有機低分子性粉体、シルク粉末、セルロース粉末等の天然有機粉
体、赤色２０１号、赤色２０２号、赤色２０５号、赤色２２６号、赤色２２８号、橙色２
０３号、橙色２０４号、青色４０４号、黄色４０１号等の有機顔料粉体、赤色３号、赤色
１０４号、赤色１０６号、橙色２０５号、黄色４号、黄色５号、緑色３号、青色１号等の
ジルコニウム、バリウム又はアルミニウムレーキ等の有機顔料粉体あるいは更にアルミニ
ウム粉、金粉、銀粉等の金属粉体、微粒子酸化チタン被覆雲母チタン、微粒子酸化亜鉛被
覆雲母チタン、硫酸バリウム被覆雲母チタン、酸化チタン含有二酸化珪素、酸化亜鉛含有
二酸化珪素等の複合粉体、等が挙げられる。これら粉体はその一種又は二種以上を用いる
ことができ、更に複合化したものを用いても良い。なお、これら粉体は、フッ素系化合物
、シリコーン系化合物、金属石鹸、レシチン、水素添加レシチン、コラーゲン、炭化水素
、高級脂肪酸、高級アルコール、エステル、ワックス、ロウ、界面活性剤等の一種又は二
種以上を用いて表面処理を施してあっても良い。
【００１９】
　界面活性剤としては、化粧料一般に用いられている界面活性剤であればいずれのものも
使用でき、非イオン性界面活性剤、アニオン性界面活性剤、カチオン性界面活性剤、両性
界面活性剤等が挙げられる。例えば、グリセリン脂肪酸エステルアルキレングリコール付
加物、ポリグリセリン脂肪酸エステルアルキレングリコール付加物、ソルビタン脂肪酸エ
ステル及びそのアルキレングリコール付加物、蔗糖脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン
硬化ヒマシ油、ポリオキシアルキレンアルキル共変性オルガノポリシロキサン、ポリオキ
シアルキレン変性オルガノポリシロキサン、レシチン等が挙げられる。
【００２０】
　更に、水性成分はモイスチャー効果を付与する目的で用いることができ、水及び水に可
溶な成分であれば何れでもよく、水の他に、例えば、エチアルコール等のアルコール類、
プロピレングリコール、１，３－ブチレングリコール、ジプロピレングリコール、ポリエ
チレングリコール等のグリコール類、グリセリン、ジグリセリン、ポリグリセリン等のグ
リセロール類、アロエベラ、ウイッチヘーゼル、ハマメリス、キュウリ、レモン、ラベン
ダー、ローズ等の植物抽出液が挙げられる。
　水溶性高分子としては、グアーガム、コンドロイチン硫酸ナトリウム、ヒアルロン酸ナ
トリウム、アラビアガム、アルギン酸ナトリウム、カラギーナン等の天然系のもの、メチ
ルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、カルボキシメチルセルロース等の半合成系
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ルアルコール、ポリビニルピロリドン、ポリアクリル酸ナトリウム等の合成系のもの、他
にタンパク質、ムコ多糖、コラーゲン、エラスチン、ケラチン等が挙げられる。
　酸化防止剤としては、例えばα－トコフェロール、アスコルビン酸等、美容成分として
は例えばビタミン類、消炎剤、生薬等、防腐剤としては、例えばパラオキシ安息香酸エス
テル、フェノキシエタノール等が挙げられる。
　紫外線吸収剤としては、例えばベンゾフェノン系、ＰＡＢＡ系、ケイ皮酸系、サリチル
酸系、４－ｔｅｒｔ－ブチル－４’－メトキシジベンゾイルメタン、オキシベンゾン等が
挙げられる。
【００２１】
　本発明のスティック状化粧料としては、口紅、リップグロス、リップトリートメント、
リップクリーム、リップ下地などの口唇化粧料やファンデーション、コンシーラー、アイ
カラー、チーク、スポット用スキンケア化粧料などが挙げられるが、使用感やツヤ、潤い
感が求められる口唇化粧料であることが特に好ましい。剤型は油性または油中水型が好ま
しい。
【００２２】
　本発明のスティック状化粧料の製造方法は、特に限定されるものではないが、例えば成
分（ａ）、（ｄ）のワックスと成分（ｂ）、（ｃ）および任意の油性成分を加熱溶融した
のち、任意の粉体や水系成分などを均一に混合分散し、これを容器または型に加熱溶解後
に流し込み充填し、冷却させ、容器にセットして得ることができる。
【実施例】
【００２３】
　以下に実施例をあげて本発明を詳細に説明する。尚、これらは本発明を何ら限定するも
のではない。
【００２４】
　実施例１～４および比較例１～８：口紅
　表１に示す組成の口紅を下記の製造方法により調製し、各試料について、のびのなめら
かさ、膜厚で均一な付き、化粧膜のツヤ、潤い感、経時安定性の項目の評価を行い、その
結果も併せて表１に示した。
【００２５】
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【表１】

【００２６】
＊１：カルナウバワックス　Ｓ（クローダジャパン社製）
＊２：パールリーム１８（日本油脂社製）（粘度　約４０Ｐａ・ｓ）
＊３：ノムコートＨＰＤ－Ｃ（日清オイリオ社製）
＊４：ハイコールＫ－３５０（カネダ社製）
＊５：コスモール４３Ｖ（日清オイリオ社製）
＊６：ニッコールＣＩＯ（日光ケミカルズ社製）
＊７：ＯＺＯＫＥＲＩＴＥ　ＷＡＸ　ＳＰ－２７３Ｐ（ＳＴＲＡＨＬ＆ＰＩＴＳＣＨ社製
）
＊８：エステルガム　ＨＰ（荒川化学工業社製）
＊９：ＥＰ７００（Ｂａｋｅｒ　Ｐｅｔｒｏｌｉｔｅ社製）
＊１０：レオパールＫＬ（千葉製粉社製）
＊１１：ＥＭＷ－０００３（日本精鑞社製）
＊１２：ＡＥＲＯＳＩＬ　３００（日本アエロジル社製）
（製造方法）
Ａ：成分１～１１を１００℃に加温して溶解する。
Ｂ：Ａに成分１２～１８を加え均一に分散する。
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Ｃ：Ｂを脱泡後、９０℃にて口紅容器に流し込み冷却する。
【００２７】
（評価方法）
下記評価項目について各々下記方法により評価を行った。
　各試料について専門パネル２０名による使用テストを行った。パネル各人がイ、ロは塗
布中、ニについては塗布後３時間経過した時の状態を観察し、下記絶対評価基準にて６段
階に評価し評点を付け、各試料のパネル全員の評点合計から、その平均値を算出し、下記
４段階判定基準により判定した。
　ホの経時安定性については、各試料を４０℃、湿度７５％で１ヶ月保管し、下記判定基
準にて、室温保存品と比べ、発汗の有無を目視で評価し判定した。
【００２８】
　（官能評価項目）
イ．のびのなめらかさ
ロ．膜厚で均一な化粧膜
ニ．潤い感
【００２９】
　絶対評価基準
（評点）：（評価）
　　６点：非常に良好
　　５点：良好
　　４点：やや良好
　　３点：普通
　　２点：やや不良
　　１点：不良
　４段階判定基準
（判定）：（評点の平均点）
　　　◎：５点を超える
　　　○：３点を超える５点以下
　　　△：２点を超える３点以下
　　　×：２点以下
【００３０】
ホ．経時安定性（発汗の無さ）
　４段階判定基準
（判定）：（評価）
　　　◎：発汗が全くみられず室温保存品との差がない。
　　　○：高温では若干の発汗があるが室温に戻すと消失する。
　　　△：高温で発汗が見られ室温に戻すと消失するが表面に発汗後が残って外観が悪く
なる。
　　　×：高温で顕著な発汗が見られ室温に戻しても発汗が消失しない。
【００３１】
（評価方法）
ハ．化粧膜のツヤについては、各試料を、溶融し、ガラス板上に約０．１ｍｍの厚さに均
一に形成させ、グロスメーターＶＧ－１Ｄ（日本電色工業株式会社製）を用い、入射角４
５度の正反射光強度を測定し、下記４段階判定基準により判定した。（ブランクの読み値
５０のとき）
【００３２】
　４段階判定基準
（判定）：（グロスメーターの読み値）
　　　◎：７０を超える
　　　○：６０を超える７０以下
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　　　△：５０を超える６０以下
　　　×：５０以下
【００３３】
更に、イのびのなめらかさについては、前記使用テストに加えて、以下の評価も行った。
判定結果は、使用テストの結果と一致した結果が得られた。
（評価方法）
　スティック状のサンプル（直径１２ｍｍ）を摩擦感テスター（Ｋａｔｏｔｅｃ社製）の
ホルダーにセットし、垂直方向に５０ｇ重の荷重をかけた状態で、合成皮革（出光テクノ
ファイン社製ＰＢＺ１３００１）上を水平方向に動かす時の摩擦係数を測定し、下記４段
階判定基準により判定した。
【００３４】
　４段階判定基準
（判定）：（水平方向の荷重値）
　　　◎：２以下　　　　　：非常にのびがなめらか
　　　○：２を超えて４以下：ややのびがなめらか
　　　△：４を超えて５以下：ややのびがなめらかでない
　　　×：５以上　　　　　：のびがなめらかでない
【００３５】
　表１の結果から明らかな如く、本発明の実施例１～４の口紅は、比較例１～８に比べ、
のびがなめらかで口唇上に膜厚で均一な化粧膜を形成することで、ツヤと潤い感に優れ、
かつその効果が長時間持続し、更には、高温での発汗がなく経時安定性に優れるものであ
った。
　一方、成分（ａ）のカルナウバワックスの代わりに成分（ｄ）のオゾケライトワックス
で置き換えた比較例１および成分（ａ）のカルナウバワックスの配合量が少ない比較例２
は、のびのなめらかさが得られず、化粧膜の均一性に欠け、化粧膜のツヤも不充分であり
、発汗が見られ経時安定性もよくなかった。成分（ｂ）の常温で液状の炭化水素油の配合
量が少ない比較例３は、化粧膜のツヤ、潤い感が得られず、発汗が見られた。成分（ｃ）
の常温で液状のエステル油を配合しない比較例４は、のびのなめらかさや膜厚で均一な化
粧膜が得られず、発汗が見られ経時安定性にも問題があった。成分（ｃ）の常温で液状の
エステル油の配合量が少ない比較例５は、のびのなめらかさおよび膜厚で均一な化粧膜が
得られず、発汗が見られ経時安定性にも問題があった。成分（ａ）カルナウバワックスの
代わりに、（エチレン／プロピレン）コポリマーを配合した比較例６では、のびのなめら
かさはあるが、柔らかすぎて化粧膜が均一にならず、ツヤも得られなかった。またスティ
ックの強度が不十分なため使用中に曲がったり折れたりした。成分（ａ）カルナウバワッ
クスの代わりに、デキストリン脂肪酸エステルやイソパラフィンワックスを配合した比較
例７、８では、それぞれデキストリン脂肪酸エステルイソパラフィンワックスのゲル化力
が不足したため、スティック状に成型することができなかった。
【００３６】
　実施例５：リップクリーム
（成分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）
１．カルナウバワックス＊１３　　　　　　　　　　　　　　　１０
２．流動パラフィン＊１４　　　　　　　　　　　　　　　　　　５
３．ポリブテン＊１５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０
４．テトラ２－エチルヘキサン酸ペンタエリトリット＊１６　　２０
５．トリ２－エチルヘキサン酸グリセリル＊１７　　　　　　　残量
６．水添ホホバ油＊１８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１
７．マイクロクリスタリンワックス＊１９　　　　　　　　　　　１
８．ワセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５
９．二酸化珪素＊２０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１
１０．ショ糖ステアリン酸エステル　　　　　　　　　　　　　　１
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１１．パラオキシ安息香酸プロピル　　　　　　　　　　　　　　０．１
１２．ビタミンＣグルコシド　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
１３．精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５
１４．ビタミンＥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
＊１３：精製カルナバワックスＮＯ．１（日本ナチュラルプロダクツ社製）
＊１４：ＫＬＥＡＲＯＬ（ＳＯＮＮＥＢＯＲＮ社製） 
＊１５：精製ポリブテンＨＶ－１００Ｆ（ＳＢ）（日本ナチュラルプロダクツ社製）（粘
度　約４０Ｐａ・ｓ）
＊１６：サラコス５４０８（日清オイリオ社製） 
＊１７：ＴＲＩＦＡＴ　Ｓ－３０８（日清オイリオ社製） 
＊１８：極度水添ホホバ（香栄興業社製） 
＊１９：ムルチワックスＷ－４４５（ＳＯＮＮＥＢＯＲＮ社製） 
＊２０：ＡＥＲＯＳＩＬ　Ｒ９７２（日本アエロジル社製） 
（製造方法）
Ａ：成分１～８を９０℃に加温して溶解し混合する。
Ｂ：Ａに成分９～１４を加え均一に分散する。
Ｃ：８０℃にて容器に流し込み充填し冷却する。
　実施例５は、のびがなめらかで口唇上に膜厚で均一な化粧膜を形成することで、ツヤと
潤い感に優れ、かつその効果が長時間持続し、更には、高温での発汗がなく経時安定性に
優れるリップクリームであった。
【００３７】
　実施例６：リップグロス
（成分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）
１．カルナウバワックス＊２１　　　　　　　　　　　　　　　　　　５
２．ポリイソブチレン＊２２　　　　　　　　　　　　　　　　　　４０
３．α－オレフィンオリゴマー＊２３　　　　　　　　　　　　　　１５
４．フェニルトリメチコン＊２４　　　　　　　　　　　　　　　　１０
５．リンゴ酸ジイソステアリル＊２５　　　　　　　　　　　　　　　残量
６．キャンデリラワックス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５
７．フィッシャートロプシュワックス＊２６　　　　　　　　　　　　２
８．二酸化珪素＊１２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
９．炭酸カルシウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３
１０．赤色２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
１１．青色１号アルミニウムレーキ　　　　　　　　　　　　　　　　０．０５
１２．シリコーン処理雲母チタン　　　　　　　　　　　　　　　　１０
１３．シリコーン処理酸化チタン被覆ガラスフレーク＊２７　　　　　３
１４．酸化防止剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０１
１５．フェノキシエタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５
１６．レシチン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３
＊２１：精製カルナバワックス１号（日本ナチュラルプロダクツ社製）
＊２２：ポリブテン３００Ｒ（出光興産社製）
＊２３：ＳＩＬＫＦＬＯ　３６４ＮＦ　ＰＯＬＹＤＥＣＥＮＥ（ＬＩＰＯ　ＣＨＥＭＩＣ
ＡＬＳ社製）
＊２４：ＫＦ－５６（信越化学工業社製） 
＊２５：コスモール２２２（日清オイリオ社製） 
＊２６：ＣＩＲＥＢＥＬＬＥ　１０８（ＣＩＲＥＢＥＬＬＥ社製） 
＊２７：メタシャイン１０８０ＲＣ－Ｒ（日本板硝子社製）
（製造方法）
Ａ：成分１～７を９０℃に加温して溶解し混合する。
Ｂ：Ａに成分８～１６を加え均一に分散する。
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Ｃ：Ｂを９０℃にて容器に流し込み冷却させる。
　実施例６のリップグロスは、のびがなめらかで口唇上に膜厚で均一な化粧膜を形成する
ことで、ツヤと潤い感に優れ、かつその効果が長時間持続し、更には、高温での発汗がな
く経時安定性に優れるリップグロスであった。
【００３８】
　実施例７：美白スティック
（成分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）
１．カルナウバワックス＊１　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２
２．重質流動イソパラフィン＊２　　　　　　　　　　　　　　　　２０
３．α－オレフィンオリゴマー＊２３　　　　　　　　　　　　　　３０
４．トリ２－エチルヘキサン酸グリセリル＊１７　　　　　　　　　１０
５．リンゴ酸ジイソステアリル＊２５　　　　　　　　　　　　　　残量
６．セレシンワックス＊２８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１
７．二酸化珪素＊１２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
８．ポリエチレンワックス＊２９　　　　　　　　　　　　　　　　　２
９．グリセリン変性オルガノポリシロキサン＊３０　　　　　　　　　２
１０．精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５
１１．１，３－ブチレングルコール　　　　　　　　　　　　　　　　１
１２．グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１
１３．ビタミンＣグルコシド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３
１４．香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０２
＊２８：セレシン８１０（日興リカ社製）
＊２９：ＰＥＲＦＯＲＭＡＬＥＮＥ　５００（ニューフェーズテクノロジー社製）
＊３０：ＫＦ６１０５（信越化学工業社製）
（製造方法）
Ａ：成分１～６、８を９０℃に加温して溶解し混合する。
Ｂ：Ａに成分７、９を加え均一に分散する。
Ｃ：成分１０～１３を均一に混合する。
Ｄ：ＢにＣを混合しながら加え、脱泡する。
Ｅ：Ｄに１４を加えて均一に混合し、９０℃に加熱して容器に流し込み冷却させる。
　実施例７は、のびがなめらかで肌上に膜厚で均一な化粧膜を形成することで、ツヤと潤
い感に優れ、かつその効果が長時間持続し、更には、高温での発汗がなく経時安定性に優
れる美白スティックであった。
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