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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）下記構造式（Ｉ）で表される窒素含有変性シリコーンと、（Ｂ）α－ヒドロキシ
酸と、（Ｃ）下記構造式（２）で表される油剤とを含有することを特徴とする毛髪化粧料
。
【化１】

　前記構造式（Ｉ）において、Ｒ1及びＲ6は、互いに同一であってもよいし異なっていて
もよく、メチル基、及び水酸基のいずれかを表す。Ｒ2は、－（ＣＨ2）ｎ－Ａ1、及び－
（ＣＨ2）ｎ－ＮＨＣＯ－（ＣＨ2）ｍ－Ａ1のいずれかを表す。Ａ1は、－Ｎ（Ｒ3）（Ｒ4

）、及び－Ｎ＋（Ｒ3）（Ｒ4）（Ｒ5）・Ｘ－のいずれかを表す。Ｒ3～Ｒ5は、互いに同
一であってもよいし異なっていてもよく、水素原子、炭素数１～１２のアルキル基、フェ
ニル基、及び－（ＣＨ2）2－ＮＨ2のいずれかを表す。Ｘ－は、フッ素イオン、塩素イオ
ン、臭素イオン、ヨウ素イオン、硫酸メチルイオン、及び硫酸エチルイオンのいずれかを
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表す。ｍ及びｎの値は、互いに同一であってもよいし異なっていてもよく、１～１２の整
数を表す。ｐ及びｑの値は、ポリシロキサンの重合度を表し、互いに同一であってもよい
し異なっていてもよく、ｐ＋ｑの値は、３０００～２０，０００を表し、ｑ／ｐの値は、
１／１０，０００～１／５００を表す。
【化２】

　前記構造式（２）において、ｒ1は、炭素数１～２２のアルキル基、及びアルケニル基
のいずれかを表す。ｒ2は、炭素数２～３４のアルキル基、及びアルケニル基のいずれか
を表す。ｒ3は、コレステロール、フィトステロール、及びこれらの誘導体のいずれかか
ら得られる基、炭素数１３～６８の分岐アルキル基、及びその誘導体のいずれかを表す。
Ｙは、分子内に水酸基を３～５個持つ多価アルコール、及びアミノ酸のいずれかを表す。
【請求項２】
　（Ａ）下記構造式（１）及び構造式（３）のいずれかで表される窒素含有変性シリコー
ンと、（Ｂ）α－ヒドロキシ酸と、（Ｃ）下記構造式（２）で表される油剤とを含有する
ことを特徴とする毛髪化粧料。
【化３】

　前記構造式（１）において、Ｒ1は、メチル基、及び水酸基のいずれかを表す。Ｒ2は、
－（ＣＨ2）ｎ－Ａ1、及び－（ＣＨ2）ｎ－ＮＨＣＯ－（ＣＨ2）ｍ－Ａ1のいずれかを表
す。Ａ1は、－Ｎ（Ｒ3）（Ｒ4）、及び－Ｎ＋（Ｒ3）（Ｒ4）（Ｒ5）・Ｘ－のいずれかを
表す。Ｒ3～Ｒ5は、互いに同一であってもよいし異なっていてもよく、水素原子、炭素数
１～１２のアルキル基及びフェニル基のいずれかを表す。Ｘ－は、フッ素イオン、塩素イ
オン、臭素イオン、ヨウ素イオン、硫酸メチルイオン、及び硫酸エチルイオンのいずれか
を表す。ｍ及びｎの値は、互いに同一であってもよいし異なっていてもよく、１～１２の
整数を表す。ｐ及びｑの値は、ポリシロキサンの重合度を表し、互いに同一であってもよ
いし異なっていてもよく、ｐ＋ｑの値は、３０００～２０，０００を表し、ｑ／ｐの値は
、１／１０，０００～１／５００を表す。

【化４】

　前記構造式（３）において、ｐ及びｑの値は、ポリシロキサンの重合度を表し、互いに
同一であってもよいし異なっていてもよく、ｐ＋ｑの値は、３，０００～２０，０００を
表し、ｑ／ｐの値は、１／１０，０００～１／５００を表す。
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【化５】

　前記構造式（２）において、ｒ1は、炭素数１～２２のアルキル基、及びアルケニル基
のいずれかを表す。ｒ2は、炭素数２～３４のアルキル基、及びアルケニル基のいずれか
を表す。ｒ3は、コレステロール、フィトステロール、及びこれらの誘導体のいずれかか
ら得られる基、炭素数１３～６８の分岐アルキル基、及びその誘導体のいずれかを表す。
Ｙは、分子内に水酸基を３～５個持つ多価アルコール、及びアミノ酸のいずれかを表す。
【請求項３】
　（Ａ）下記構造式（１）で表される窒素含有変性シリコーンと、（Ｂ）α－ヒドロキシ
酸と、（Ｃ）下記構造式（２）で表される油剤とを含有することを特徴とする毛髪化粧料
。
【化６】

　前記構造式（１）において、Ｒ1は、メチル基、及び水酸基のいずれかを表す。Ｒ2は、
－（ＣＨ2）ｎ－Ａ1、及び－（ＣＨ2）ｎ－ＮＨＣＯ－（ＣＨ2）ｍ－Ａ1のいずれかを表
す。Ａ1は、－Ｎ（Ｒ3）（Ｒ4）、及び－Ｎ＋（Ｒ3）（Ｒ4）（Ｒ5）・Ｘ－のいずれかを
表す。Ｒ3～Ｒ5は、互いに同一であってもよいし異なっていてもよく、水素原子、炭素数
１～１２のアルキル基、及びフェニル基のいずれかを表す。Ｘ－は、フッ素イオン、塩素
イオン、臭素イオン、ヨウ素イオン、硫酸メチルイオン、及び硫酸エチルイオンのいずれ
かを表す。ｍ及びｎの値は、互いに同一であってもよいし異なっていてもよく、１～１２
の整数を表す。ｐ及びｑの値は、ポリシロキサンの重合度を表し、互いに同一であっても
よいし異なっていてもよく、ｐ＋ｑの値は、３０００～２０，０００を表し、ｑ／ｐの値
は、１／１０，０００～１／５００を表す。
【化７】

　前記構造式（２）において、ｒ1は、炭素数１～２２のアルキル基、及びアルケニル基
のいずれかを表す。ｒ2は、炭素数２～３４のアルキル基、及びアルケニル基のいずれか
を表す。ｒ3は、コレステロール、フィトステロール、及びこれらの誘導体のいずれかか
ら得られる基、炭素数１３～６８の分岐アルキル基、及びその誘導体のいずれかを表す。
Ｙは、分子内に水酸基を３～５個持つ多価アルコール、及びアミノ酸のいずれかを表す。
【請求項４】
　窒素含有変性シリコーン（Ａ）の含有量が０．０５～１０質量％であり、α－ヒドロキ
シ酸（Ｂ）の含有量が０．０１～５質量％であり、構造式（２）で表される油剤（Ｃ）の
含有量が０．０１～５質量％である請求項１から３のいずれかに記載の毛髪化粧料。
【請求項５】
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　ｐＨの値が２.０～７．０である請求項１から４のいずれかに記載の毛髪化粧料。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、毛髪化粧料に関し、例えば、リンス、コンディショナー、ヘアトニック、養
毛剤等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、毛髪の美容意識の高まりにより、パーマネントウェーブ処理、並びにブリーチ及
び染毛等のカラーリング処理をする人の割合が増加している。
　本来、健康な毛髪はキューティクル表面の脂質層により疎水性であるが、パーマ剤やカ
ラーリング剤によって、キューティクル表面を形成する脂質層のチオエステル結合部位が
切断される、さらに、システイン酸残基までが酸化されることにより毛髪表面は親水化し
てしまう。そのため、洗髪時には毛髪の内部まで水が浸透しやすくなり、毛髪を形成する
タンパク質の変性やアミノ酸の流出により毛髪自体の物理的強度が低下する。さらに、毛
髪の内部に、洗髪時に浸透した水道水中のカルシウムが蓄積され、毛髪の硬さやゴワツキ
を生じる。
　このように表面が親水化した毛髪は、髪の絡まりや摩擦抵抗により洗髪時やクシ通し時
に物理的な応力を強く受けることとなり、２０代３０代女性の８割以上がヘアカラーを行
なっている現代の生活スタイルでは、髪の感触の低下や切れ毛等のトラブルが深刻かつ増
加している理由であると推察される。
【０００３】
　このように、パーマネントウェーブ処理やカラーリング処理による毛髪のダメージに対
応するためには、疎水性であるシリコーン化合物を高効率で毛髪に吸着させる必要がある
が、親水化した毛髪に対しては疎水性であるシリコーンの吸着効率が低下してしまうとい
う問題がある。このため、近年、毛髪に対して吸着性の高い変性シリコーンを用いて、毛
髪への吸着性を向上させることを目的とした毛髪化粧料の開発が試みられている（例えば
、特許文献１～３参照）。
　しかしながら、これらの文献に記載された発明の場合、シリコーン自体の吸着性を向上
させるだけでは、充分な毛髪へのシリコーンの吸着量が得られないため、シリコーンの滑
沢性が得られず、さらに、シリコーンだけでは毛髪内部への作用は少なく、毛髪自体の物
理的強度は改善されないという問題もある。
【０００４】
　また、毛髪に適度な保湿性を与え、滑沢性を向上させるため、特定のアルキル構造を有
する油剤（Ｎ－長鎖アシル酸性アミノ酸エステル）を配合した毛髪化粧料の開発が試みら
れている（例えば、特許文献４～６参照）。
　しかしながら、これらの文献に記載された発明の場合、毛髪にしっとり感やなめらかさ
を付与することはできるが、毛髪の物理的強度を向上させる効果が不十分であるため、切
れ毛が発生しやすいという問題がある。
【０００５】
　そこで、前記文献に記載されたいずれの発明においても問題であった毛髪の物理的強度
を改善するために、α―ヒドロキシ酸を配合した毛髪化粧料の開発が試みられている（例
えば、特許文献７～８参照）。
　しかしながら、これらの文献に記載された発明の場合、毛髪のツヤやハリ・コシ、及び
柔軟性は付与されるものの、毛髪の物理的強度を向上させるほどの効果は認められず、切
れ毛等へのトラブルに対して対処できていないという問題がある。
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－０９５８８０号公報
【特許文献２】特開２００３－１６０４４６号公報
【特許文献３】特開２００３－１８３１１９号公報
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【特許文献４】特開２００１－１２２７３７号公報
【特許文献５】特開２００４－１４３０８９号公報
【特許文献６】特開２００４－２１０６５８号公報
【特許文献７】特開２００４－６７６４９号公報
【特許文献８】特開２０００－１０９４１１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、従来における前記問題を解決し、以下の目的を達成することを課題とする。
即ち、本発明は、パーマネントウェーブ処理やカラーリング処理により親水化した毛髪に
対して、毛髪表面に疎水的なシリコーンを効率よく吸着させ、さらに、毛髪の物理的強度
を回復させ、切れ毛によるトラブルを解消する毛髪化粧料を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記課題を解決するために、本発明者らが鋭意検討を行った結果、毛髪化粧料に、α―
ヒドロキシ酸と、特定の構造を有する油剤とを、併用することにより、より効果的に毛髪
の物理的強度を向上させることを見出し、優れた切れ毛防止効果を発揮することがわかっ
た。さらに、窒素含有変性シリコーンを使用することにより、親水化した毛髪に対して、
シリコーンを効率的に吸着させることができ、毛髪の摩擦抵抗を効果的に低減でき、毛髪
への物理的な負荷を低減させることにより切れ毛を減らし、さらに、毛髪になめらかさを
付与できることを知見した。
【０００９】
　本発明は、本発明者らの前記知見に基づくものであり、前記課題を解決するための手段
としては、以下の通りである。即ち、
　＜１＞　（Ａ）下記構造式（１）で表される窒素含有変性シリコーンと、（Ｂ）α―ヒ
ドロキシ酸と、（Ｃ）下記構造式（２）で表される油剤とを含有することを特徴とする毛
髪化粧料である。
【化１】

　前記構造式（１）において、Ｒ1は、メチル基、及び水酸基のいずれかを表す。Ｒ2は、
－（ＣＨ2）ｎ－Ａ1、及び－（ＣＨ2）ｎ－ＮＨＣＯ－（ＣＨ2）ｍ－Ａ1のいずれかを表
す。Ａ1は、－Ｎ（Ｒ3）（Ｒ4）、及び－Ｎ＋（Ｒ3）（Ｒ4）（Ｒ5）・Ｘ-のいずれかを
表す。Ｒ3～Ｒ5は、互いに同一であってもよいし異なっていてもよく、水素原子、炭素数
１～１２のアルキル基、及びフェニル基のいずれかを表す。Ｘ－は、フッ素イオン、塩素
イオン、臭素イオン、ヨウ素イオン、硫酸メチルイオン、及び硫酸エチルイオンのいずれ
かを表す。ｍ及びｎの値は、互いに同一であってもよいし異なっていてもよく、１～１２
の整数を表す。ｐ及びｑの値は、ポリシロキサンの重合度を表し、互いに同一であっても
よいし異なっていてもよく、ｐ＋ｑの値は、３０００～２０，０００を表し、ｑ／ｐの値
は、１／１０，０００～１／５００を表す。
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【化２】

　前記構造式（２）において、ｒ1は、炭素数１～２２のアルキル基、及びアルケニル基
のいずれかを表す。ｒ2は、炭素数２～３４のアルキル基、及びアルケニル基のいずれか
を表す。ｒ3は、コレステロール、フィトステロール、及びこれらの誘導体のいずれかか
ら得られる基、炭素数１３～６８の分岐アルキル基、及びその誘導体のいずれかを表す。
Ｙは、分子内に水酸基を３～５個持つ多価アルコール、及びアミノ酸のいずれかを表す。
＜２＞　窒素含有変性シリコーン（Ａ）の含有量が０．０５～１０質量％であり、α―ヒ
ドロキシ酸（Ｂ）の含有量が０．０１～５質量％であり、構造式（１）で表される油剤（
Ｃ）の含有量が０．０１～５質量％である前記＜１＞に記載毛髪化粧料である。
＜３＞　ｐＨの値が２．０～７．０である前記＜１＞から＜２＞のいずれかに記載の毛髪
化粧料である。
＜４＞　α―ヒドロキシ酸（Ｂ）の含有量と、前記構造式（１）で表される油剤（Ｃ）の
含有量との質量比（Ｂ：Ｃ）が１：９９～９９:１である前記＜１＞から＜３＞のいずれ
かに記載の毛髪化粧料である。
＜５＞　α―ヒドロキシ酸（Ｂ）がグリコール酸、乳酸、リンゴ酸、及びクエン酸から選
択される少なくとも１種である前記＜１＞から＜４＞のいずれかに記載の毛髪化粧料であ
る。
＜６＞　窒素含有変性シリコーンをジメチルシリコーンと併用して使用する前記＜１＞か
ら＜５＞のいずれかに記載の毛髪化粧料である。
＜７＞　窒素含有変性シリコーンとジメチルシリコーンとの比が５：９５～４０：６０で
ある前記＜６＞に記載の毛髪化粧料である。
＜８＞　界面活性剤を含有する前記＜１＞から＜７＞のいずれかに記載の毛髪化粧料であ
る。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によると、従来における問題を解決でき、パーマネントウエーブ処理やカラーリ
ング処理により親水化した毛髪に対して、毛髪表面に疎水的なシリコーンを効率よく吸着
させ、さらに毛髪内部への補修効果を付与することにより、洗髪時やくし通し時には髪の
絡まりや毛髪同士の摩擦抵抗を低減させ、さらに毛髪の物理的強度を回復させることによ
り、切れ毛等のトラブルを解消する毛髪化粧料を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
（毛髪化粧料）
　本発明の毛髪化粧料は、（Ａ）構造式（１）で表される窒素含有変性シリコーンと、（
Ｂ）α―ヒドロキシ酸と、（Ｃ）構造式（２）で表される油剤とを含有してなり、さらに
、必要に応じて界面活性剤、油剤、保湿剤、アミノ酸等を適宜選択したその他の成分を含
有してなる。
【００１２】
＜（Ａ）構造式（１）で表される窒素含有変性シリコーン＞
　下記構造式（１）で表される窒素含有シリコーンは、カチオニックな性質を持つ窒素分
を有することから、親水化した毛髪表面のシステイン酸基（アニオン性基）と反応して、
洗髪時のすすぎに対しても髪へ滞留しやすいため、良好な指通し、及びクシ通し時の摩擦
抵抗を低減させることができる。
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【化３】

【００１３】
　前記構造式（１）において、Ｒ1は、メチル基、及び水酸基のいずれかを表す。これら
の中で、水酸基を用いることにより、該水酸基と、毛髪表面の水酸基とが、ドライヤー加
熱時に縮合反応を起こすため、前記構造式（２）で表される窒素含有変性シリコーンが毛
髪へ滞留しやすくなる。したがって、水酸基であることが好ましい。
【００１４】
　前記構造式（１）において、Ｒ2は、－（ＣＨ2）ｎ－Ａ1、及びー（ＣＨ2）ｎ－ＮＨＣ
Ｏ－（ＣＨ2）ｍ－Ａ1のいずれかを表す。
　前記ｍ及びｎの値は、互いに同一であってもよいし異なっていてもよく、１～１２の整
数を表す。特に、ｎの値は２～６であることが好ましく、ｍの値は２～４であることが好
ましく、ｎ＋ｍの値は４～８であることが好ましい。
　前記ｎ及びｍの値が１２を超えると、前記窒素含有変性シリコーンと、他の成分との相
溶性が悪くなり、配合等の取り扱いが困難になることがあり、前記ｎ＋ｍの値が８を超え
ると、前記窒素含有変性シリコーンと、他の成分との相溶性が悪くなり、配合等の取り扱
いが困難になることがある。
　前記Ａ1は、－Ｎ（Ｒ3）（Ｒ4）、及び－Ｎ＋（Ｒ3）（Ｒ4）（Ｒ5）・Ｘ-のいずれか
を表す。
　前記Ｒ3～Ｒ5は、互いに同一であってもよいし異なっていてもよく、水素原子、炭素数
１～１２のアルキル基、及びフェニル基のいずれかを表す。
　前記Ｘ-は、フッ素イオン、塩素イオン、臭素イオン、ヨウ素イオン、硫酸メチルイオ
ン（ＣＨ3ＯＳＯ3

-）、及び硫酸エチルイオン（ＣＨ3ＣＨ2ＯＳＯ3
-）のいずれかを表す

。
【００１５】
　前記ｐ及びｑの値は、ポリシロキサンの重合度を表し、互いに同一であってもよいし異
なっていてもよく、ｐ＋ｑの値は３０００～２０，０００を表し、ｑ／ｐの値は１／１０
，０００～１／５００を表す。
　前記ｐ＋ｑの値が３０００未満であると、前記窒素含有変性シリコーンの物性が油状に
なり、前記窒素含有変性シリコーンを使用後のコンディショニング性能が不十分になるこ
とがある。また、前記ｐ＋ｑの値が２０，０００を超えると、前記窒素含有変性シリコー
ンと他の成分との相溶性が悪くなり、配合等の取り扱いが困難になることがある。したが
って、前記ｐ＋ｑの値は４０００～２０，０００であることが好ましい。
　前記ｑ／ｐの値が１／１０，０００未満であると、前記窒素含有変性シリコーンと毛髪
との相互作用が不十分になり、コンディショニング効果の持続性が不十分になることがあ
る。また、前記ｑ／ｐの値が１／５００を超えると、前記窒素含有変性シリコーン中のア
ミンの含有量が高くなり、製造時において前記窒素含有変性シリコーンが架橋反応を起こ
し、毛髪への吸着性が不十分になることがあり、さらに、アミンの臭いが強くなるため、
原料臭の問題が生じることがある。したがって、前記ｑ／ｐの値は１／２０００～１／５
００であることが好ましい。
【００１６】
　前記構造式（１）で表される窒素含有シリコーンとしては、例えば、ジメチルシロキサ
ン・メチル（アミノプロピル）シロキサン共重合体、アミノエチルアミノプロピルポリシ
ロキサン等が挙げられ、例えば、信越化学より、「ＫＦ－８０２０」の商品名で市販され



(8) JP 4723933 B2 2011.7.13

10

20

30

40

ているジメチルシロキサン・メチル（アミノプロピル）シロキサン共重合体、同じく「Ｘ
２３－２３２８」の商品名で市販されているジメチルシロキサン・メチル（アミノプロピ
ル）シロキサン共重合体エマルジョン、東レ・ダウコーニングより「ＳＦ８４５２Ｃ」の
商品名で市販されているジメチルシロキサン・アミノエチルアミノプロピルメチルシロキ
サン共重合体、同じく「ＳＦ８４５７Ｃ」の商品名で市販されているジメチルシロキサン
・アミノエチルアミノプロピルメチルシロキサン共重合体、同じく「ＳＭ－８７０４Ｃ」
の商品名で市販されているアミノエチルアミノプロピルポリシロキサンエマルジョン等が
挙げられる。
【００１７】
　前記構造式（１）で表される窒素含有変性シリコーンは、ジメチルシリコーンを混合し
て用いても好ましい。
　前記構造式（１）で表される窒素含有変性シリコーンと前記ジメチルシリコーンとの混
合比（前記窒素含有変性シリコーン（質量）：前記ジメチルシリコーン（質量））が１：
９９～１００：０であることが好ましく、５：９５～４０：６０であることがより好まし
く、１０：９０～３０：７０であることが特に好ましい。
　前記ジメチルシリコーンとしては、特に制限はなく、例えば、信越化学より、「Ｘ－２
１－５６１５」の商品名で市販されているジメチルシリコーン等が挙げられる。
【００１８】
　前記構造式（１）で表される窒素含有変性シリコーンの含有量は、前記毛髪化粧料全量
に対して、０．０５～１０質量％が好ましく、０．２０～５質量％がより好ましく、０．
５０～３質量％が特に好ましい。前記含有量が、０．０５質量％未満であると、前記窒素
含有変性シリコーンの使用後のコンディショニング性能が不十分となることがあり、１０
質量％を超えると、前記窒素含有変性シリコーンの使用後の乾燥時において、ベタツキ等
の使用感の不具合が生じることがある。
【００１９】
＜（Ｂ）α－ヒドロキシ酸＞
　前記α－ヒドロキシ酸としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することがで
き、例えば、α－ヒドロキシ－イソ酪酸、α－ヒドロキシイソカプロン酸、α－ヒドロキ
シ－ｎ－カプロン酸、α－ヒドロキシ－イソカプリル酸、α－ヒドロキシ－ｎ－カプリル
酸、α－ヒドロキシ－ｎ－カプリン酸、α－ヒドロキシステアリン酸、リンゴ酸、クエン
酸、酒石酸、グリコール酸、乳酸等が挙げられる。これらの中でも、グリコール酸、乳酸
、リンゴ酸、クエン酸が好ましい。これらは１種単独で使用してもよいし、２種以上を併
用してもよい。前記α－ヒドロキシ酸はカルシウムへのキレート効果を有するため、前記
α－ヒドロキシ酸を使用することにより、毛髪に蓄積した水道水由来のカルシウムを除去
することができ、毛髪のごわつきを改善し、柔らかさやなめらかさを改善する効果を高め
ると同時に、前記構造式（２）で表される油剤を毛髪に浸透させやすくすることができる
。
【００２０】
　前記α－ヒドロキシ酸の含有量は、前記毛髪化粧全量に対して、０．０１～５質量％が
好ましく、０．０５～３質量％がより好ましく、０．５～２質量％が特に好ましい。前記
含有量が、０．０１質量％未満であると、毛髪に蓄積したカルシウムの除去効果が得られ
にくいことがあり、５質量％を超えると、前記毛髪化粧料の安定性が悪くなることがある
。
【００２１】
＜（Ｃ）構造式（２）で表される油剤＞
　構造式（２）で表される油剤は、パーマネントウェーブ処理及びカラーリング処理によ
るダメージによって低下した毛髪の物理的強度を回復することができる。
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【化４】

【００２２】
　前記構造式（２）において、ｒ1は、炭素数１～２２のアルキル基、及びアルケニル基
のいずれかを表す。
　前記アルキル基、又はアルケニル基は、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択するこ
とができ、例えば、ヒドロキシ基若しくは炭素数１～６のアルコキシ基が１～３個置換し
たアルキル基又はアルケニル基が挙げられる。また、これらのほかに、ヒドロキシ基とア
ルコキシ基とが同時に置換したアルキル基又はアルケニル基が挙げられる。
　これらの中でも、炭素数１～１８のアルキル基、炭素数１～１８のモノ若しくはジ－ヒ
ドロキシアルキル基、炭素数１～６のアルコキシ基が置換した炭素数１～１８のアルキル
基、又はヒドロキシ基と炭素数１～６のアルコキシ基が置換した炭素数１～１８のアルキ
ル基が挙げられる。
　さらに、これらの中でも、炭素数８～１６のアルキル基、炭素数８～１６のモノ－若し
くはジ－ヒドロキシアルキル基、炭素数１～６のアルコキシ基が置換した炭素数２～１２
のアルキル基、又はヒドロキシ基と炭素数１～６のアルコキシ基が置換した炭素数２～１
２のアルキル基が好ましく、オクチル基、デシル基、ドデシル基、ミリスチル基、ステア
リル基、２－メチルプロピル基、２－エチルヘキシル基、メチル分岐イソステアリル基、
２－ヒドロキシエチル基、９－ヒドロキシノニル基、２，３－ジヒドロキシプロピル基、
２－メトキシエチル基、２－ヒドロキシ－３－メトキシプロピル基、９－メトキシノニル
基等がより好ましく、２－ヒドロキシエチル基、ドデシル基が特に好ましい。
【００２３】
　前記構造式（２）において、ｒ2は、炭素数２～３４のアルキル基、及びアルケニル基
のいずれかを表す。
　前記アルキル基、又は前記アルケニル基は、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択す
ることができ、例えば、炭素数２～３４の直鎖又は分岐鎖の、アルキル基、アルケニル基
、１～４の２重結合を有するアルキレン基が挙げられる。
　これらの中でも、炭素数２～２４の直鎖又は分岐鎖の、アルキル基、アルケニル基、１
～４の２重結合を有するアルキレン基が好ましく、エチル基、プロピル基、ブチル基、ヘ
キシル基、オクチル基、デカメチル基、ウンデシル基、ドデシル基、トリデシル基、テト
ラデシル基、セチル基、ステアリル基、エイコシル基、ベヘニル基、１－メチルエチル基
、２－エチルプロピル基、１－メチルヘプチル基、２－メチルヘプチル基、１－ブチルヘ
キシル基、２－メチル－５－エチルヘプチル基、２，３，６－トリメチルヘプチル基、６
－エチルデシル基、７－メチルテトラデシル基、７－エチルヘキサデシル基、７，１２－
ジメチルオクタデシル基、８，１１－ジメチルオクタデシル基、７，１０－ジメチル－７
－エチルヘキサデシル基、オクチルドデシル基、９，１０－ジオクチルオクタデシル基が
より好ましく、セチル基、ステアリル基、エイコシル基、ベヘニル基、オクチルドデシル
基が特に好ましい。
【００２４】
　前記構造式（２）において、ｒ3は、コレステロール、フィトステロール、及びこれら
の誘導体のいずれかから得られる基、炭素数１３～６８の分岐アルキル基、及びその誘導
体のいずれかを表す。
　前記コレステロール、及びその誘導体のいずれかから得られる置換基としては、例えば
、コレステリル基、パルミチン酸コレステリル基、イソステアリン酸コレステリル基、ラ
ノリン脂肪酸コレステリル基等が挙げられる。
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　前記フィトステロール、及びその誘導体のいずれかから得られる置換基としては、例え
ば、フィトステリル基等が挙げられる。
　前記炭素数１３～６８の分岐アルキル基、及びその誘導体としては、特に制限はなく、
例えば、炭素数１～３９のアルキル基又はアルキレン基を分岐鎖に持つ炭素数１３～６４
の分岐アルキル基、長鎖分岐アルコール基等が挙げられる。前記炭素数１～３９のアルキ
ル基又はアルキレン基を分岐鎖に持つ炭素数１３～６４の分岐アルキル基としては、例え
ば、イソステアリン酸７－オクチルドデシル、ジノニルヘキサデシル基等が挙げられる。
前記長鎖分岐アルコール基としては、特に制限はなく、例えば、炭素数１３～６８の分岐
アルコール基が挙げられる。前記炭素数１３～６８の分岐アルコール基としては、セラミ
ド類、プソイドセラミド、スフィンゴ糖脂質、スフィンゴリン脂質、スフィンゴシン及び
その誘導体、並びにスフィンガニン及びその誘導体から得られるアルコール基が好ましい
。
【００２５】
　前記構造式（２）において、Ｙは、分子内に水酸基を３～５個持つ多価アルコール、及
びアミノ酸のいずれかを表す。
　前記分子内に水酸基を３～５個持つ多価アルコールやアミノ酸としては、ｒ1～ｒ3の疎
水部分とエステル結合によりトリエステル体を形成するものであれば特に制限はない。
　前記水酸基を３～５個持つ多価アルコールのとしては、例えば、グリセリン、ジグリセ
リン、エリスリトール、ソルビトール、グルコース等が挙げられる。
　前記アミノ酸としては、例えば、グルタミン酸、アスパラギン酸等が挙げられる。
　前記ｒ1～ｒ3との結合部分として、（ポリ）アルキレン基が連結部分が導入されていて
もよい。
　前記構造式（２）で表される油剤の合成法としては、特に制限はない。
【００２６】
　前記構造式（２）で表される油剤の含有量としては、前記毛髪化粧全量に対して、０．
０１～５質量％が好ましく、０．０５～２質量％がより好ましく、０．５～２質量％が特
に好ましい。前記含有量が０．０１質量％未満になると、毛髪の物理的強度の回復効果が
得られにくくなることがあり、５質量％より超えると、前記毛髪化粧料の安定性が悪くな
ることがある。
　また、前記α―ヒドロキシ酸の含有量と、前記構造式（２）で表される油剤の含有量と
の質量比（Ｂ：Ｃ）が１：９９～９９：１であることが好ましく、１０：９０～９５：５
であることがより好ましく、１５：８５～９０：１０であることが特に好ましい。
　前記α―ヒドロキシ酸の含有量と、前記構造式（２）で表される油剤の含有量との質量
比（Ｂ：Ｃ）が前記範囲を外れると、切れ毛防止効果を十分に発揮できないことがある。
【００２７】
　前記構造式（２）で表される油剤としては、例えば、味の素株式会社より、「エルデュ
ウ」ＣＬ２０２の商品名で市販されているＮ－ラウロイルグルタミン酸ジ（コレステリル
・オクチルドデシル）、同じくＰＳ２０３の商品名で市販されているＮ－ラウロイルグル
タミン酸ジ（フィトステリル・オクチルドデシル）、日本エマルジョン株式会社より、「
アミテル」ＬＧＯＤ－２（Ｈ）の商品名で市販されているラウロイルグルタミン酸ジオク
チルドデセス－２、同じくＬＧＯＤ－５（Ｈ）の商品名で市販されているラウロイルグル
タミン酸ジオクチルドデセス－５等が挙げられるが、特に、Ｎ－ラウロイルグルタミン酸
ジ（コレステリル・オクチルドデシル）がより好ましい。
【００２８】
　前記毛髪化粧料としては、上記必須成分の他に、通常乳化組成物に用いられる配合剤、
例えば、界面活性剤、油分、保湿剤、水溶性高分子、増粘剤、防腐剤、酸化防止剤、キレ
ート剤、ｐＨ調整剤、香料、香料組成物、色素、紫外線吸収、散乱剤、ビタミン類、アミ
ノ酸類、タンパク質類、植物抽出物類、植物性タンパク加水分解物、有機酸、無機酸、粉
体、着色料、水等を配合することができる。なお任意成分はこれらに限定されるものでは
ない。



(11) JP 4723933 B2 2011.7.13

10

20

30

40

50

【００２９】
－界面活性剤－
　前記界面活性剤としては、通常一般に用いられる、アニオン性界面活性剤、非イオン性
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。
　前記アニオン性界面活性剤としては、例えば、硫酸アルキル塩、硫酸アルキルポリオキ
シエチレン塩、アルキルベンゼンスルホン酸塩、α－オレフィンスルホン酸塩、脂肪酸塩
、α－スルホ脂肪酸塩、エーテルカルボン酸塩、リン酸アルキル塩、リン酸アルキルポリ
オキシエチレン塩、ジアルキルスルホコハク酸エステル塩、スルホコハク酸アルキル塩、
アルケニルコハク酸塩、Ｎ－アシルアミノ酸塩、Ｎ－アシルメチルタウリン塩等が挙げら
れる。これらアニオン性界面活性剤の対イオン（カチオン）としては、アルカリ金属イオ
ン、アルカリ土類金属イオン、アルカノールアミンイオン、アンモニウムイオン等が挙げ
られる。
　前記カチオン性界面活性剤としては、例えば、アルキルトリメチルアンモニウム塩、ジ
アルキルジメチルアンモニウム塩、アルキルアンモニウム塩、ベンザルコニウム塩、ベン
ゼトニウム塩、ピリジニウム塩、イミダゾリニウム塩等が挙げられる。これらカチオン性
界面活性剤の対イオンとしては、ハロゲンイオン、硫酸メチルイオン（ＣＨ3ＯＳＯ3

-）
、硫酸エチルイオン（ＣＨ3ＣＨ2ＯＳＯ3

-）等が挙げられる。
　前記両性界面活性剤としては、例えば、アルキルカルボキシベタイン、アルキルスルホ
ベタイン、アルキルヒドロキシスルホベタイン、アルキルアミドベタイン、イミダゾリニ
ウムベタイン等が挙げられる。
　前記非イオン性界面活性剤としては、例えば、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、
ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンアルキ
ルフェニルエーテル、脂肪酸ポリグリセリンエステル、脂肪酸ショ糖エステル、脂肪酸ア
ルカノールアミド、アルキルアミンオキサイド、アミドアミンオキサイド等が挙げられる
。
【００３０】
－油分－
　前記油分としては、通常一般に用いられる、炭化水素油、高級脂肪酸、高級アルコール
、エステル油、グリセライド油等が挙げられる。
　前記炭化水素油としては、例えば、オゾケライト、スクワラン、スクワレン、セレシン
、パラフィン、パラフィンワックス、流動パラフィン、プリスタン、ポリイソブチレン、
マイクロクリスタリンワックス、ワセリン等が挙げられる。
　前記高級脂肪酸としては、例えば、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステア
リン酸、ベヘン酸、ウンデシレン酸、オレイン酸、リノール酸、リノレン酸、アラキドン
酸、エイコサペンタエン酸（ＥＰＡ）、ドコサヘキサエン酸（ＤＨＡ）、イソステアリン
酸、１２－ヒドロキシステアリン酸等が挙げられる。
　前記高級アルコールとしては、例えば、ラウリルアルコール、ミリスチルアルコール、
パルミチルアルコール、ステアリルアルコール、ベヘニルアルコール、ヘキサデシルアル
コール、オレイルアルコール、イソステアリルアルコール、ヘキシルドデカノール、オク
チルドデカノール、セトステアリルアルコール、２－デシルテトラデシノール、コレステ
ロール、フィトステロール、ＰＯＥコレステロールエーテル、モノステアリルグリセリン
エーテル（バチルアルコール）、モノオレイルグリセリルエーテル（セラキルアルコール
）等が挙げられる。
　前記エステル油としては、例えば、アジピン酸ジイソブチル、アジピン酸２－ヘキシル
デシル、アジピン酸ジ－２－ヘプチルウンデシル、モノイソステアリン酸Ｎ－アルキルグ
リコール、イソステアリン酸イソセチル、トリイソステアリン酸トリメチロールプロパン
、イソノナン酸イソノニル、ジ－２－エチルヘキサン酸エチレングリコール、２－エチル
ヘキサン酸セチル、トリ－２－エチルヘキサン酸トリメチロールプロパン、テトラ－２－
エチルヘキサン酸ペンタエリスリトール、オクタン酸セチル、オクチルドデシルガムエス
テル、オレイン酸オレイル、オレイン酸オクチルドデシル、オレイン酸デシル、ジカプリ
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ン酸ネオペンチルグリコール、クエン酸トリエチル、コハク酸２－エチルヘキシル、酢酸
アミル、酢酸エチル、酢酸ブチル、ステアリン酸イソセチル、ステアリン酸ブチル、セバ
シン酸ジイソプロピル、セバシン酸ジ－２－エチルヘキシル、乳酸セチル、乳酸ミリスチ
ル、パルミチン酸イソプロピル、パルミチン酸２－エチルヘキシル、パルミチン酸２－ヘ
キシルデシル、パルミチン酸２－ヘプチルウンデシル、１２－ヒドロキシステアリル酸コ
レステリル、ジペンタエリスリトール脂肪酸エステル、ミリスチン酸イソプロピル、ミリ
スチン酸オクチルドデシル、ミリスチン酸２－ヘキシルデシル、ミリスチン酸ミリスチル
、ジメチルオクタン酸ヘキシルデシル、ラウリン酸エチル、ラウリン酸ヘキシル、Ｎ－ラ
ウロイル－Ｌ－グルタミン酸－２－オクチルドデシルエステル、リンゴ酸ジイソステアリ
ル等が挙げられる。
　前記グリセライド油としては、例えば、アセトグリセリル、トリイソオクタン酸グリセ
リル、トリイソステアリン酸グリセリル、トリイソパルミチン酸グリセリル、モノステア
リン酸グリセリル、ジ－２－ヘプチルウンデカン酸グリセリル、トリミリスチン酸グリセ
リル、ミリスチン酸イソステアリン酸ジグリセリル等が挙げられる。
　これらの油分以外に、例えば、アボガド油、アマニ油、アーモンド油、イボタロウ、エ
ノ油、オリーブ油、カカオ脂、カポックロウ、カヤ油、カルナウバロウ、肝油、キャンデ
リラロウ、牛脂、牛脚脂、牛骨脂、硬化牛脂、キョウニン油、鯨ロウ、硬化油、小麦胚芽
油、ゴマ油、コメ胚芽油、コメヌカ油、サトウキビロウ、サザンカ油、サフラワー油、シ
アバター、シナギリ油、シナモン油、ジョジョバロウ、セラックロウ、タートル油、大豆
油、茶実油、ツバキ油、月見草油、トウモロコシ油、豚脂、ナタネ油、日本キリ油、ヌカ
ロウ、胚芽油、馬脂、パーシック油、パーム油、パーム核油、ヒマシ油、硬化ヒマシ油、
ヒマシ油脂肪酸メチルエステル、ヒマワリ油、ブドウ油、ベイベリーロウ、ホホバ油、マ
カデミアナッツ油、ミツロウ、ミンク油、綿実油、綿ロウ、モクロウ、モクロウ核油、モ
ンタンロウ、ヤシ油、硬化ヤシ油、トリヤシ油脂肪酸グリセライド、羊脂、落花生油、ラ
ノリン、液状ラノリン、還元ラノリン、ラノリンアルコール、硬質ラノリン、酢酸ラノリ
ン、ラノリン脂肪酸イソプロピル、ラウリン酸ヘキシル、ＰＯＥラノリンアルコールエー
テル、ＰＯＥラノリンアルコールアセテート、ラノリン脂肪酸ポリエチレングリコール、
ＰＯＥ水素添加ラノリンアルコールエーテル、卵黄油等が挙げられる。
【００３１】
－保湿剤－
　前記保湿剤としては、例えば、エチレングリコール、プロピレングリコール、ジプロピ
レングリコール、ポリエチレングリコール、１，３－ブチレングリコール、ペンタンジオ
ール、グリセリン、ポリグリセリン、ソルビトール、マンニトール、トレハロース等の多
価アルコール類や、アミノ酸、ピロリドンカルボン酸ナトリウム等のＮＭＦ成分、ヒアル
ロン酸、コラーゲン、ムコ多糖類、コンドロイチン硫酸等の水溶性高分子物質、トリメチ
ルグリシン等が挙げられる。
【００３２】
－アミノ酸－
　前記アミノ酸としては、例えば、アルギニン、グリシン、アラニン、セリン、プロリン
、ロイシン、イソロイシン、バリン、スレオニン、フェニルアラニン・トリプトファン、
システイン、アスパラギン酸、グルタミン酸、リジン、ヒスチジン、2-ピロリドン-5-カ
ルボン酸等を挙げられる。これらの中でも、アルギニン、グリシン、アラニン、セリン、
グルタミン酸、プロリン、ロイシン、イソロイシンが好ましい。これらは１種単独で使用
してもよいし、２種以上を併用してもよい。
　また、前記アミノ酸としては、Ｌ体若しくはＤＬ体、酸型若しくはアルカリ金属塩(ナ
トリウム塩等)、アルカリ土類金属塩(マグネシウム塩等)、又は無機酸塩(塩酸塩等)等の
使用が可能である。
　前記アミノ酸の含有量は、前記毛髪化粧料全体に対して、０．０１～１０質量％が好ま
しく、０．１～５質量％がより好ましく、０．１～２質量％が特に好ましい。前記アミノ
酸の含有量が０．０１質量％未満になると、毛髪のうるおい感付与効果が十分発現しない
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ことがあり、１０質量％を超えると毛髪がべたつきを伴い、また製剤の安定性が悪くなる
ことがある。
【００３３】
－植物性タンパク加水分解物－
　前記植物性タンパク加水分解物としては、下記構造式（３）で表される植物タンパク誘
導ペプチドが好ましい。
　また、下記構造式（３）で表される植物タンパク誘導ペプチド以外には、例えば、植物
タンパク誘導ペプチドの第４級アンモニウム誘導体、植物タンパク誘導ペプチドのアシル
化物又はその塩、植物タンパク誘導ペプチドのエステル等が挙げられる。これら中でも、
植物タンパク誘導ペプチドの第４級アンモニウム誘導体が好ましい。
　前記植物性タンパクの由来植物としては、例えば、小麦、鳩麦、ライ麦、エン麦、とう
もろこし、大豆、アーモンド、カシューナッツ、胡麻、落花生、じゃがいも、さつまいも
、さといも、こんにゃくいも、山いも、米等が挙げられる。
　前記植物タンパク誘導ペプチドを構成する種々のアミノ酸の側鎖としては、例えば、ア
ラニン、グリシン、バリン、ロイシン、イソロイシン、プロリン、フェニルアラニン、チ
ロシン、セリン、トレオニン、メチオニン、アルギニン、ヒスチジン、リシン、アスパラ
ギン酸、アスパラギン、グルタミン酸、グルタミン、シスチン、トリプトファン等が挙げ
られる。これらの中でも、小麦、大豆由来のアミノ酸組成物を有する加水分解物が好まし
い。
【化５】

　前記構造式（３）において、Ｒ６は、アミノ酸残基を表す。ｔの値は、１～５０００を
表す。
【００３４】
　前記構造式(３)の植物タンパク誘導ペプチドとしては、例えば、植物タンパクを、酸、
アルカリ、又はタンパク分解酵素等を用いて加水分解することによって得られる。
　前記植物性タンパク加水分解物を使用することにより、毛髪への吸着性が高められ、植
物タンパク誘導ペプチドの作用効果をより一層発揮することが可能となる。
【００３５】
　前記植物性タンパク加水分解物の平均分子量としては、１５０～５０万が好ましく、２
００～１０，０００がより好ましく、４００～１０００が特に好ましい。
【００３６】
　前記植物性タンパク加水分解物としては、例えば、 (株)成和化成のプロモイスWG、WS
シリ一ズ、コグニスジャパン(株)のグルアディン(Gluadin)シリーズ、クローダジャパン(
株)のハイドロトリティカムシリーズ等の原料が挙げられる。これらは１種単独で使用し
てもよいし、２種以上を併用してもよい
【００３７】
　前記植物性タンパク加水分解物の含有量としては、前記毛髪化粧料全体に対して、０．
０１～１０質量％が好ましく、０．０５～５質量％がより好ましく、０．１～３質量％が
特に好ましい。前記含有量が、０．０１質量％未満になると、うるおい感付与の効果が十
分発現しないことがあり、１０質量％を超えると、多すぎるとべたつきやゴワつきを伴い
、さらに製剤の安定性(着色、変色等)が悪くなることがある。
【００３８】
－有機酸－
　前記有機酸としては、例えば、アルキル硫酸、アルキルリン酸、モノカルボン酸、ジカ
ルボン酸、ヒドロキシカルボン酸、ポリカルボン酸、酸性アミノ酸等が挙げられる。
　これらの中でも、カルボン酸が好ましく、ジカルボン酸、ヒドロキシカルボン酸、マロ
ン酸、コハク酸、グルタル酸、アジピン酸、マレイン酸、フマル酸、フタル酸、L-グルタ
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ミン酸、L-アスパラギン酸がより好ましく、L-グルタミン酸が特に好ましい。
【００３９】
－無機酸－
　前記無機酸としては、例えば、リン酸、塩酸、硫酸等が挙げられる。
【００４０】
－防腐剤－
　前記防腐剤としては、例えば、アミノエチルスルホン酸、安息香酸、安息香酸ナトリウ
ム、安息香酸ベンジル、アンソッコウ、液状フェノール、エタノール、エデト酸ナトリウ
ム、塩化セチルピリジニウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、乾燥硫酸ナ
トリウム、カンテン、ｄｌ－カンフル、強力サンプレザーＮ（商品名：三栄源エフ．エフ
．アイ．社製）、クエン酸、クエン酸ナトリウム、クロロクレゾール、クロロブタノール
、ゲンチジン酸エタノールアミド、サリチル酸、サリチル酸ナトリウム、ジブチルヒドロ
キシトルエン、２，６－ジ－ｔ－ブチル－４－メチルフェノール、セイセプト（商品名：
成和化成社製）、ソルビン酸、ソルビン酸カリウム、窒素、チモール、デヒドロ酢酸、デ
ヒドロ酢酸ナトリウム、２－ナフトール、ヒノキチオール、白糖、ハチミツ、パラオキシ
安息香酸イソブチル、パラオキシ安息香酸イソプロピル、パラオキシ安息香酸エチル、パ
ラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸メチル、パ
ラホルムアルデヒド、フェニルエチルアルコール、フェノール、プロキセルＧＸＬ（商品
名：ゼネカ社製）、ベンジルアルコール、ホウ酸、ホウ砂、ｄ－ボルネオール、ｌ－メン
トール、ユーカリ油、硫酸オキシキノリン、イソプロピルメチルフェノール、ウンデシレ
ン酸モノエタノールアミド、塩化ジステアリルジメチルアンモニウム、塩化ステアリルジ
メチルベンジルアンモニウム、塩化ステアリルトリメチルアンモニウム、塩酸アルキルジ
アミノエチルグリシン液、塩酸（グルコン酸）クロルヘキシジン、オルトフェニルフェノ
ール、クレゾール、クロラミンＴ、クロルキシレノール、クロルフェネシン、臭化アルキ
ルイソキノリニウム液、臭化ドミフェン、チアントール、トリクロロカルバニリド、パラ
クロルフェノール、ハロカルバン、２－（２－ヒドロキシ－５－メチルフェニル）ベンゾ
トリアゾール、ヘキサクロロフェン、レゾルシン、フェノキシエタノール等が挙げられる
。
【００４１】
－粉体・着色料－
　前記粉体、又は前記着色料としては、通常の化粧料に使用されるものであれば、その形
状（球状、棒状、針状、板状、不定形状、鱗片状、紡錘状等）や粒子径（煙霧状、微粒子
、顔料級等）、粒子構造（多孔質、無孔質等）を問わず、いずれのものも使用することが
でき、例えば、無機粉体、有機粉体、界面活性剤金属塩粉体、有色顔料、パール顔料、金
属粉末顔料、天然色素等が挙げられる。
　前記無機粉体としては、例えば、顔料級酸化チタン、酸化ジルコニウム、顔料級酸化亜
鉛、酸化セリウム、酸化マグネシウム、硫酸バリウム、硫酸カルシウム、硫酸マグネシウ
ム、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、タルク、マイカ、カオリン、セリサイト、白雲
母、合成雲母、金雲母、紅雲母、黒雲母、リチア雲母、ケイ酸、無水ケイ酸、ケイ酸アル
ミニウム、ケイ酸マグネシウム、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、ケイ酸ストロンチウム、タングステン酸金属塩、ヒドロキシアパタイト
、バーミキュライト、ハイジライト、ベントナイト、モンモリロナイト、ヘクトライト、
ゼオライト、セラミックスパウダー、第二リン酸カルシウム、アルミナ、水酸化アルミニ
ウム、窒化ホウ素、窒化ボロン、シリカ、微粒子酸化チタン、微粒子酸化亜鉛、微粒子酸
化セリウム等が挙げられる。
　前記有機粉体としては、例えば、ポリアミドパウダー、ポリエステルパウダー、ポリエ
チレンパウダー、ポリプロピレンパウダー、ポリスチレンパウダー、ポリウレタンパウダ
ー、ベンゾグアナミンパウダー、ポリメチルベンゾグアナミンパウダー、ポリテトラフル
オロエチレンパウダー、ポリメチルメタクリレートパウダー、セルロース、シルクパウダ
ー、ナイロンパウダー、１２ナイロン、６ナイロン、シリコーンパウダー、シリコーンゴ
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ムパウダー、シリコーンエラストマー球状粉体、スチレン・アクリル酸共重合体、ジビニ
ルベンゼン・スチレン共重合体、ビニル樹脂、尿素樹脂、フェノール樹脂、フッ素樹脂、
ケイ素樹脂、アクリル樹脂、メラミン樹脂、エポキシ樹脂、ポリカーボネイト樹脂、微結
晶繊維粉体、デンプン末、ラウロイルリジン等が挙げられる。
　前記界面活性剤金属塩粉体（金属石鹸）としては、例えば、ステアリン酸亜鉛、ステア
リン酸アルミニウム、ステアリン酸カルシウム、ステアリン酸マグネシウム、ミリスチン
酸亜鉛、ミリスチン酸マグネシウム、セチルリン酸亜鉛、セチルリン酸カルシウム、セチ
ルリン酸亜鉛ナトリウム等が挙げられる。
　前記有色顔料としては、例えば、酸化鉄、水酸化鉄、チタン酸鉄の無機赤色顔料、γー
酸化鉄等の無機褐色系顔料、黄酸化鉄、黄土等の無機黄色系顔料、黒酸化鉄、カーボンブ
ラック等の無機黒色顔料、マンガンバイオレット、コバルトバイオレット等の無機紫色顔
料、水酸化クロム、酸化クロム、酸化コバルト、チタン酸コバルト等の無機緑色顔料、紺
青、群青等の無機青色系顔料、タール系色素をレーキ化したもの、天然色素をレーキ化し
たもの、及びこれらの粉体を複合化した合成樹脂粉体等が挙げられる。
　前記パール顔料としては、例えば、酸化チタン被覆雲母、酸化チタン被覆マイカ、オキ
シ塩化ビスマス、酸化チタン被覆オキシ塩化ビスマス、酸化チタン被覆タルク、魚鱗箔、
酸化チタン被覆着色雲母等が挙げられる。
　前記タール色素としては、例えば、赤色３号、赤色１０４号、赤色１０６号、赤色２０
１号、赤色２０２号、赤色２０４号、赤色２０５号、赤色２２０号、赤色２２６号、赤色
２２７号、赤色２２８号、赤色２３０号、赤色４０１号、赤色５０５号、黄色４号、黄色
５号、黄色２０２号、黄色２０３号、黄色２０４号、黄色４０１号、青色１号、青色２号
、青色２０１号、青色４０４号、緑色３号、緑色２０１号、緑色２０４号、緑色２０５号
、橙色２０１号、橙色２０３号、橙色２０４号、橙色２０６号、橙色２０７号等が挙げら
れる。
　前記天然色素としては、例えば、カルミン酸、ラッカイン酸、カルサミン、ブラジリン
、クロシン等から選ばれる粉体が挙げられる。
　前記粉体、又は前記着色剤は、本発明の効果を妨げない範囲で、粉体の複合化や一般油
剤、シリコーン油、フッ素化合物、界面活性剤等で処理したものも使用することができる
。これらの中でも、フッ素化合物処理、シリコーン樹脂処理、ペンダント処理、シランカ
ップリング剤処理、チタンカップリング剤処理、油剤処理、Ｎ－アシル化リジン処理、ポ
リアクリル酸処理、金属石鹸処理、アミノ酸処理、無機化合物処理、プラズマ処理、メカ
ノケミカル処理等によって事前に表面処理されることが好ましい。また、これらの処理は
、１種単独で使用してもよいし、２種以上を併用してもよい。
　前記粉体、又は前記着色剤は、１種単独で使用してもよいし、２種以上を併用してもよ
い。
【００４２】
－植物抽出物類－
　前記植物抽出物類としては、例えば、天然系の植物抽出成分、海藻抽出成分、生薬成分
が好ましい。具体的には、アシタバエキス、アボガドエキス、アマチャエキス、アルテア
エキス、アルニカエキス、アロエエキス、アンズエキス、アンズ核エキス、イチョウエキ
ス、ウコンエキス、ウーロン茶エキス、エイジツエキス、エチナシ葉エキス、オウゴンエ
キス、オウバクエキス、オオムギエキス、オトギリソウエキス、オドリコソウエキス、オ
ランダカラシエキス、オレンジエキス、海水乾燥物、加水分解エラスチン、加水分解コム
ギ末、加水分解シルク、カモミラエキス、カロットエキス、カワラヨモギエキス、カルカ
デエキス、キウイエキス、キナエキス、キューカンバーエキス、グアノシン、クチナシエ
キス、クマザサエキス、クララエキス、クルミエキス、グレープフルーツエキス、クレマ
ティスエキス、クロレラエキス、クワエキス、ゲンチアナエキス、紅茶エキス、酵母エキ
ス、ゴボウエキス、コメヌカ発酵エキス、コメ胚芽油、コンフリーエキス、コラーゲン、
コケモモエキス、サイシンエキス、サイコエキス、サイタイ抽出液、サルビアエキス、サ
ボンソウエキス、ササエキス、サンザシエキス、サンショウエキス、シイタケエキス、ジ
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オウエキス、シコンエキス、シソエキス、シナノキエキス、シモツケソウエキス、シャク
ヤクエキス、ショウブ根エキス、シラカバエキス、スギナエキス、セイヨウキズタエキス
、セイヨウサンザシエキス、セイヨウニワトコエキス、セイヨウノコギリソウエキス、セ
イヨウハッカエキス、セージエキス、ゼニアオイエキス、センキュウエキス、センブリエ
キス、ダイズエキス、タイソウエキス、タイムエキス、チガヤエキス、チンピエキス、ト
ウキエキス、トウキンセンカエキス、トウニンエキス、トウヒエキス、ドクダミエキス、
トマトエキス、納豆エキス、ニンジンエキス、ニンニクエキス、ノバラエキス、バクモン
ドウエキス、ハスエキス、パセリエキス、蜂蜜、パリエタリアエキス、ヒキオコシエキス
、ビサボロール、フキタンポポエキス、フキノトウエキス、ブクリョウエキス、ブッチャ
ーブルームエキス、ブドウエキス、プロポリス、ヘチマエキス、ベニバナエキス、ペパー
ミントエキス、ボダイジュエキス、ボタンエキス、ホップエキス、マツエキス、ミズバシ
ョウエキス、ムクロジエキス、モモエキス、ヤグルマギクエキス、ユーカリエキス、ユキ
ノシタエキス、ユズエキス、ヨクイニンエキス、ヨモギエキス、ラベンダーエキス、レタ
スエキス、レモンエキス、レンゲソウエキス、ローズエキス、ローマカミツレエキス、ロ
ーヤルゼリーエキス等を挙げられる。これらは１種単独で使用してもよいし、２種以上を
併用してもよい。
【００４３】
－香料－
　前記香料、及び前記香料組成物としては、例えば、特開２００３－３００８１１号公報
［００２１］～［００３５］及び[００５０]に記載した香料成分等、及び香料溶剤等が挙
げられる。
　前記香料組成物とは、香料成分、溶剤及び香料安定化剤等からなる混合物をいう。
　前記香料安定化剤としては、例えば、ジブチルヒドロキシトルエン、ブチルヒドロキシ
アニソール、ビタミンＥとその誘導体、カテキン化合物、フラボノイド化合物、ポリフェ
ノール化合物等が挙げられ、これらの中でも、ジブチルヒドロキシトルエンが挙げられる
。
　前記香料安定化剤の含有量としては、前記香料組成物全体に対して、０．０００１～１
０質量％であることが好ましく、０．００１～５質量％がより好ましい。
　前記香料用溶剤の含有量としては、前記香料組成物全体に対して、０．１～９９質量％
であることが好ましく、１～５０質量％であることがより好ましい。
　前記香料組成物の含有量として、前記毛髪化粧料全体に対して、０．００５～４０質量
％であることが好ましく、０．０１～１０質量％であることがより好ましい。
【００４４】
－ｐＨ調整剤－
　前記ｐＨ調整剤としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例
えば、酸、塩基、及びこれらの塩が挙げられる。これらの中でも、リン酸、塩酸、トリエ
タノールアミン、トリプロパノールアミン等が好ましい。
【００４５】
　本発明の毛髪化粧料は、前記ｐＨ調整剤を添加することにより、２５℃の温度条件下に
おいて、ｐＨ値は、２．０～７．０が好ましく、２．０～６．０がより好ましく、２．５
～４．０が特に好ましい。前記ｐＨ値が７を超えると、α―ヒドロキシ酸による毛髪のカ
ルシウムを除去する効果が得られにくく、前記構造式（２）で表される油剤を毛髪に浸透
させやすくする効果が得られにくいことがある。前記ｐＨ値が２未満であると、毛髪化粧
料中の、例えば、エステル結合を有する原料が加水分解を起こしやすくなり、毛髪化粧料
の安定性が悪くなることがある。
【００４６】
＜毛髪化粧料の剤型＞
　前記毛髪化粧料の剤型は、例えば、水溶液、エタノール溶液、エマルジョン、サスペン
ジョン、ゲル、固型、エアゾール、粉末剤等が挙げられる。
　頭皮及び毛髪に適用する場合の形態としては、例えば、シャンプー、リンス、トリート
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メント、コンディショナー、ヘアリキッド、ヘアトニック、養毛剤、育毛剤、ヘアスプレ
ー等が挙げられる。これらの中でも、リンス、コンディショナー、ヘアリキッド、ヘアト
ニック、養毛剤、育毛剤として用いることが効果の点から好ましい。
【００４７】
＜製法＞
　前記毛髪化粧料の製法としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することがで
き、常法に準じて調製することができる。調製に使用する装置としては、例えば、剪断力
の付与及び全体混合ができる複数の攪拌羽根、例えば、プロペラ、タービン、ディスパー
等を備えた攪拌装置等が挙げらる。これらの中でも、アジホモミキサー、逆流ミキサー、
ハイブロッドミキサーが好ましい。
【００４８】
＜容器＞
　前記毛髪化粧料は、容器に充填して用いることができる。前記毛髪化粧料の容器として
は、特に制限なく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、アルミニウムラミネ
ートチューブ、ＥＶＡＬチューブ、アルミチューブ、ガラス蒸着プラスチックチューブ等
のチューブ、機械的又は差圧によるディスペンサー容器、スクイーズ容器、ラミネートフ
ィルム容器、スポイト容器、スティック容器、ボトル容器、ポンプ式容器等が挙げられる
。
　前記ラミネートフィルムの材質としては、例えば、ポリエチレン、ポリエチレンテレフ
タレート、ポリエステル、二軸延伸ポリプロピレン、無延伸ポリプロピレン、ポリアクリ
ロニトリル、エチレン酢酸ビニル共重合体等の合成樹脂、紙、アルミ蒸着プラスチック等
が挙げられる。また、前記ラミネートフィルムの構造としては、通常２層以上の多層を有
しており、強度、柔軟性、耐候性等を考慮し、一般的には２～５層であることが好ましい
。
　前記ボトルの材質としては、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテ
レフタレート、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、エチレン－ビニルアルコール樹脂、アク
リロニトリル・スチレン樹脂、ＡＢＳ樹脂、ポリアミド等の樹脂及びガラスから適宜選択
される。また、前記容器の構造としては、単層又は２層以上の層構造とすることが好まし
い。
【実施例】
【００４９】
　以下、本発明の実施例について説明するが、本発明は、これらの実施例に何ら限定され
るものではない。
【００５０】
（実施例１～３８、比較例１～７）
　下記表１～５に示す組成により、実施例１～３８、及び比較例１～７の毛髪化粧物とし
て、コンディショナー剤を調製した。具体的には、カチオン性界面活性剤、高級アルコー
ル及びそれらと相溶する油性成分を、４０～８０℃で加温溶解して油相を調製した。さら
に、水性成分を水に添加し、２５～８０℃に加熱溶解して水相を調製した。その後、水相
成分に油相成分を添加してアジホモミキサー（ＴＫアジホモミクサー　ＨＶ-Ｍ型　特殊
機化工業：特殊機化工業製）で攪拌し液晶を形成させた。得られた液晶乳化物にシリコー
ンを添加し、さらに水相成分を添加しアジホモミキサー（ＴＫアジホモミクサー　ＨＶ-
Ｍ型　特殊機化工業：特殊機化工業製）で攪拌しながら室温まで徐冷し、香料、精製水を
加えｐＨを調整し試料とした。
　また、前記油相成分とは、構造式（２）で表される油剤、界面活性剤、油分、保湿剤の
ことであり、前記水相成分とは、α―ヒドロキシ酸、植物性加水分解物、アミノ酸、高分
子、防腐剤のことである。
　なお、表中におけるＡＩ（％）という記載は、純分という意味であり、実施例に用いら
れる成分を溶媒に分散又は溶解して用いる場合、成分そのものの質量％を示している。ま
た、表中におけるバランスという記載は、毛髪化粧料の各成分の合計が１００％になるよ
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【００５１】
（１）評価方法
　カラーリングをしている、２０～３０代の女性３０名について（髪の長さ：ショート～
セミロング～ロング）、実使用評価を行った。評価は、パネラーが通常用いているシャン
プーで洗髪後、実施例１～３８、及び比較例１～７で得られた毛髪化粧料を通常量頭髪に
塗布し、すすぎを行い、通常通りの洗髪行動を行った。実施例１～３８、及び比較例１～
７で得られた毛髪化粧料を２週間連続で使用した後の、仕上がりのなめらかさ、仕上りの
うるおい感、髪の柔らかさ、切れ毛が減った感じについて以下の評点に従い行った。
【００５２】
－評点－
６：良好と答えた者が３０名中２５名以上
５：良好と答えた者が３０名中２０～２４名
４：良好と答えた者が３０名中１５～１９名
３：良好と答えた者が３０名中１０～１４名
２：良好と答えた者が３０名中５～９名
１：良好と答えた者が３０名中５名未満
【表１】



(19) JP 4723933 B2 2011.7.13

10

20

【表２】
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【表３】
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【表５】

【００５３】
　表１～５中の＊１～＊６５の化合物の製品名及びメーカは、下記表６及び７に示す。
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【表６】

【表７】

【００５４】
　表１～５中の香料Ａ～Ｄは、下記表８に示す。
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【表８】

【００５５】
　表１～５の結果より、実施例１～３８の毛髪化粧料は、毛髪になめらかさ、うるおい感
、やわらかさ、及び切れ毛防止効果を付与するコンディショニング効果を発揮することが
わかった。一方、特定の窒素含有変性シリコーンを含まない比較例１は、切れ毛を防止効
果を発揮しているものの、毛髪のなめらかさ及びうるおい感が不十分であることがわかっ
た。また、α―ヒドロキシ酸を含まない比較例２は、毛髪のやわらかさが不十分であると
ともに、切れ毛防止効果も十分に発揮されていないことがわかった。さらに、構造式（２
）で表される油剤を含まない比較例３～７は、切れ毛防止効果が十分発揮されないことが
わかった。
【産業上の利用可能性】
【００５６】
　本発明の毛髪化粧料は、パーマネントウエーブ処理やカラーリング処理により親水化し
た毛髪に対して、毛髪表面に疎水的なシリコーンを効率よく吸着させ、さらに毛髪内部へ
の補修効果を付与することにより、洗髪時やくし通し時には髪の絡まりや毛髪同士の摩擦
抵抗を低減させ、さらに毛髪の物理的強度を回復させることにより、切れ毛等のトラブル
を解消する毛髪化粧料を提供することができる。さらに、毛髪化粧料の剤型や種類に関ら
ず、例えば、シャンプー剤、リンス剤、塗布後に洗い流すトリートメント剤、塗布後に洗
い流さないトリートメント剤、スタイリング剤、整髪剤、染毛剤、ブリーチ剤、パーマネ
ントウェーブ剤、育毛剤、及び養毛剤等の毛髪化粧料に用いることができる。
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