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(57)【要約】
　脂肪族化合物カチオン性界面活性剤のコンディショニング相、並びに第２の脂肪族化合
物カチオン性界面活性剤、高粘度水相、及び高内相エマルション（ＨＩＰＥ）から成る群
から選択される少なくとも１つの有益相を含む多相パーソナルケア組成物。こうした製品
は、物理的に接して詰められても安定なままであり、改善された使用中及び使用後の毛髪
及び皮膚効果を提供する多相パーソナルケア組成物を提供することを目的とする。本発明
は、パーソナルケア組成物を用いる方法を更に対象とする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多相パーソナルケア組成物であって、
　ａ）少なくとも１つのコンディショニング相であり、脂肪族化合物カチオン性界面活性
剤であるコンディショニング相、及び
　ｂ）脂肪族化合物カチオン性界面活性剤、高粘度水相、及び高内相エマルション（ＨＩ
ＰＥ）から成る群から選択される少なくとも１つの有益相を含み、
　該少なくとも１つのコンディショニング相及び該少なくとも１つの有益相が互いに物理
的に接して詰められ、視覚的に区別可能な相である、多相パーソナルケア組成物。
【請求項２】
　前記少なくとも１つのコンディショニング相及び前記少なくとも１つの有益相を周囲条
件で互いに物理的に接し、そのままの状態にしている時も、視覚的に区別可能な相の目に
見える模様もしくは配置が１８０日間は実質的に変化しない、請求項１に記載の多相パー
ソナルケア組成物。
【請求項３】
　前記少なくとも１つのコンディショニング相、前記少なくとも１つの有益相、又は前記
少なくとも１つのコンディショニング相及び前記少なくとも１つの有益相の両方が密度調
整剤を更に含む、請求項１又は２に記載の多相パーソナルケア組成物。
【請求項４】
　前記少なくとも１つのコンディショニング相、前記少なくとも１つの有益相、又は前記
少なくとも１つのコンディショニング相及び前記少なくとも１つの有益相の両方が水性キ
ャリアを更に含む、請求項１～３のいずれか一項に記載の多相パーソナルケア組成物。
【請求項５】
　前記少なくとも１つのコンディショニング相、前記少なくとも１つの有益相、又は前記
少なくとも１つのコンディショニング相及び前記少なくとも１つの有益相の両方が、保湿
剤；溶質；水溶性の非イオン性ポリマー；毛髪着色剤／染料；カチオン性ポリマーコンデ
ィショニング剤；シリコーンコンディショニング剤；抗ふけ剤；粒子；スタイリングポリ
マー；架橋シリコーンエラストマー；及びペルアルキレン炭化水素（peralkylene hydroc
arbons）から成る群から選択される少なくとも１つの追加の構成成分を更に含む、請求項
１～４のいずれか一項に記載の多相パーソナルケア組成物。
【請求項６】
　前記少なくとも１つのコンディショニング相が、組成物の１重量％～９９重量％となる
量、好ましくは組成物の３重量％～９７重量％となる量で存在する、請求項１～５のいず
れか一項に記載の多相パーソナルケア組成物。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの有益相が、組成物の１重量％～９５重量％となる量、好ましくは
組成物の５重量％～９０重量％となる量で存在する、請求項１～６のいずれか一項に記載
の多相パーソナルケア組成物。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの有益相、前記少なくとも１つのコンディショニング相、又は前記
少なくとも１つの有益相及び前記少なくとも１つのコンディショニング相の両方が目に見
えて透明である、請求項１～７のいずれか一項に記載の多相パーソナルケア組成物。
【請求項９】
　前記視覚的に区別可能な相が、ストライプ模様、幾何学模様、大理石模様、及びこれら
の組み合わせから成る群から選択される模様を形成する、請求項１～８のいずれか一項に
記載の多相パーソナル組成物。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つのコンディショニング相と前記少なくとも１つの有益相との密度差
が、０．３０ｇ／ｃｍ3未満、好ましくは０．０５ｇ／ｃｍ3未満である、請求項１～９の
いずれか一項に記載の多相パーソナルケア組成物。
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【請求項１１】
　前記少なくとも１つのコンディショニング相及び前記少なくとも１つの有益相の粘度が
、２５℃で１～２０パスカルの応力測定において１０，０００～２００，０００，０００
センチポアズ、より好ましくは２５℃で１～２０パスカルの応力測定において１００，０
００～１００，０００，０００センチポアズの範囲である、請求項１～１０のいずれか一
項に記載の多相パーソナルケア組成物。
【請求項１２】
　毛髪又は皮膚を処置する方法であって、
　ａ）請求項１～１１のいずれか一項に記載の組成物の有効量を毛髪又は皮膚に局所適用
する工程、及び
　ｂ）任意に該毛髪又は皮膚を水ですすぐ工程、
を含む方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、哺乳類の皮膚及び毛髪への使用に適した多相パーソナルケア組成物に関する
。これらの組成物は、コンディショニング相、及び水の連続的な有益相を含む。こうした
製品は、物理的に接して詰められても安定なままであり、改善された使用中及び使用後の
毛髪及び皮膚効果を提供する多相組成物を提供することを目的とする。
【背景技術】
【０００２】
　毛髪の状態を整えるために様々な取り組みが行われてきた。これらは、シャンプー後に
ヘアリンスを適用することから、リーブオンヘアコンディショナーを適用すること、シャ
ンプーにコンディショニング構成成分を含ませることにまで及ぶ。コンディショナーを包
含するシャンプーの気軽さや便利さを好む消費者も多数いるが、シャンプーとは別の工程
で、通常はシャンプー後に行う工程として毛髪に適用される、より慣用のコンディショナ
ー製剤を好む消費者もいる。こうしたヘアコンディショナーは、毛髪への適用及び分与を
容易にするために、典型的にはジェル又はクリームなど単相の増粘化製品として処方され
る。
【０００３】
　ヘアリンスコンディショナーは、従来、カチオン性界面活性剤の組み合わせをベースに
しており、一般に、ジタロウジメチルアンモニウムクロリドなどの第四級アンモニウム化
合物、及びセチルアルコール、ステアリルアルコールなどの脂肪族アルコールである。こ
の組み合わせによって、ゲル網状組織構造が得られ、高粘度でクリーム状のレオロジーを
もった組成物が提供される。この高粘度でクリーム状のレオロジーは、カチオン性界面活
性剤と脂肪族アルコールとの間に形成される液晶の層状構造に起因するものと考えられる
。コンディショナーのカチオン性界面活性剤－脂肪族アルコールのゲル網状組織の独特な
レオロジー又はクリーム状の形態は、有益剤の添加に対して非常に敏感である。添加によ
ってゲル網状組織構造を破壊する有益剤もある。更に、所望の効果を提供するために必要
な所望のレベルで、ゲルマトリックスに含有され得る有益剤の付着が発生しないこともあ
る。
【０００４】
　長い間、消費者に対して単一の製品から複数の効果を提供することが求められてきた。
こうした効果には、促進されたコンディショニング、コンディショニング及びスタイリン
グ、ヘアコンディショニング及び毛髪量の増加、コンディショニング及び毛髪光沢促進、
ヘアコンディショニング及び毛髪着色、ヘアコンディショニング及び保湿、並びにウェッ
トヘアコンディショニング剤及びドライヘアコンディショニング剤などが挙げられる。
【０００５】
　パーソナルケア製品から複数の効果を提供する試みの１つとして、二室型包装が行われ
てきた。例えば、こうした包装は、分離した組成物を含み、２つの組成物を単一もしくは
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二重の流れで同時に分配することが可能である。従って、分離した組成物は、長期にわた
る保管の間及び塗布直前には、物理的に分離し安定な状態を保っており、その後、分配中
又は分配後に混合されて、物理的に安定なシステムから複数の効果（即ち、コンディショ
ニング及び／又はクレンジング及び／又はスタイリング）をもたらす。こうした二室型送
達システムは、従来のシステムを使用する場合よりも改良された効果をもたらすが、これ
ら二室型包装からの２つの相の分配比が均一ではないため、一貫した一様な性能を達成す
ることが困難な場合が多い。更に、これらの包装システムは、完成製品のコストを大幅に
増大させる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　それ故に、単一製品から複数の効果を提供し、長期にわたり安定な状態を保つパーソナ
ルケア組成物の必要性は引き続き残る。そのため、本発明の目的は、安定な状態を保った
まま物理的に接して詰められたコンディショニング相及び有益相（例えば、コンディショ
ニング、スタイリング、毛髪光沢促進、毛髪着色、毛髪保湿、毛髪健康促進など）を含む
多相パーソナルケア組成物を提供することであり、この組成物は改善された使用中及び使
用後の毛髪効果を提供する。更に、透明なコンディショニング相から（毛髪の量及び本体
を抑圧しない）無重力コンディショニングを提供する必要性も残る。１つの相から無重力
コンディショニングを提供し、不透明なコンディショニング相から更に従来の（シリコー
ンを含有する又は含有しない脂肪族アルコール／第四級アンモニウム化合物ゲル網状組織
）コンディショニングを提供するなど、単一の製品から複数のコンディショニング効果を
提供することが引き続き求められる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、脂肪族化合物カチオン性界面活性剤のコンディショニング相、並びに第２の
脂肪族化合物カチオン性界面活性剤、（透明なコンディショニング相に好適な）高粘度水
相、及び高内相エマルション（ＨＩＰＥ）から成る群から選択される少なくとも１つの有
益相を含む多相パーソナルケア組成物を対象とする。こうした製品は、２つ以上の相が物
理的に接して詰められても安定なままであり、使用中及び使用後の毛髪及び皮膚効果を提
供する多相コンディショニング組成物を提供することを目的とする。こうした製品に含ま
れる２つ以上の相は視覚的に区別可能であり、この区別は、色、外見、又は透過性によっ
て可能である。具体的な模様は、多種多様な模様から選択することができ、ストライプ模
様、大理石模様、幾何学的図形、螺旋、及びこれらの混合が挙げられるがこれらに限定さ
れない。前記組成物は、コンディショニング、スタイリング、着色、毛髪量、光沢、毛髪
健康促進、及び保湿などの効果を提供する追加の構成成分を任意に含んでもよい。本発明
は、パーソナルケア組成物を用いる方法を更に対象とする。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　パーソナルケア組成物の必須構成成分を以下に説明する。また、本発明の実施例におい
て有用なさまざまな任意構成成分及び好ましい構成成分の非限定的な説明も含まれる。本
明細書は、本発明を特に指摘し、明確に請求する特許請求の範囲をもって結論とするが、
本発明は以下の説明から理解が深まると考えられる。
【０００９】
　百分率、割合及び比率は全て、特に指定されない限り、本発明の組成物の総重量に基づ
く。列記された成分に関するこのような重量は全て、活性濃度に基づくものであり、従っ
て特に明記しない限りは、市販材料に含有される可能性がある溶媒又は副産物を包含しな
い。「重量百分率」という用語は、本明細書では「重量％」として表わされる場合がある
。
【００１０】
　特に指定されない限り、本明細書で使用される分子量は全て、グラム／モルで表される
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重量平均分子量である。
【００１１】
　本明細書で使用する時、「視覚的に区別可能」という用語は、各相によって占有される
領域が、互いに接して区別可能に分離した領域としてヒトの目で別々に見ることができる
（すなわち、それらが、約１００ミクロン未満の粒子のエマルションもしくは分散液では
ない）ことを意味する。
【００１２】
　本明細書で使用する時、「目に見えて透明」という用語は、組成物の透過率が６０％を
超える、好ましくは８０％を超えることを意味する。組成物の透明性は、紫外線／可視（
ＵＶ／ＶＩＳ）分光測光法を用いて測定されるが、これは試料による紫外線／可視光の吸
収もしくは透過を測定する。６００ｎｍの光波長は、化粧品組成物の透明度を特徴付けす
るために適切であることが示されてきた。典型的には、用いられる特定の分光光度計に関
係する特定の指示に従うことが最良である。一般に、パーセント透過率を測定するための
手順は、分光光度計を６００ｎｍに設定することにより開始する。次に較正用「ブランク
」を実行して、計測値を透過率１００％に較正する。次に試験試料を、特定の分光光度計
に適合するように設計されたキュベット中に設置し、６００ｎｍで分光光度計により透過
率を測定する。
【００１３】
　用語「多相の（multi-phased）」もしくは「多相（multi-phase）」は、本明細書で使
用する時、少なくとも２つの相が、それらが保存されている包装内に別個に区別可能な物
理的空間を占有しているが、互いに直接接している（すなわち、これらは境界により分離
されているのではなく、そして乳化しているのでもない）ことを意味する。本発明の一つ
の好ましい実施形態において、少なくとも２つの相を含む「多相の」パーソナルケア組成
物が、視覚的に区別可能な模様として容器内に存在する。この模様は、「多相の」組成物
を混合又は均質化した結果として生じる。この模様には、次の例が挙げられるが、これら
には限定されない：ストライプ模様、大理石模様、直線的模様、中断ストライプ模様、チ
ェック模様、斑点模様、すじ模様、クラスター模様、斑紋模様、幾何学模様、まだら模様
、リボン模様、らせん模様（helical）、渦模様（swirl）、配列模様、ふ入り模様、織物
模様、溝模様、隆起線模様、波形模様、正弦波模様、渦巻き模様（spiral）、ねじれ模様
、曲線模様、周期模様、縞模様、横紋模様、輪郭模様、不均等模様、レース模様、織り込
み又は織り出し模様、バスケット織り模様、まだら模様、及びモザイク模様。好ましくは
模様は、ストライプ模様、幾何学模様、大理石模様及びこれらの組み合わせから成る群か
ら選択される。好ましい実施形態において、ストライプ模様は、包装の寸法にわたって相
対的に一様且つ均一であってもよい。あるいは、ストライプ模様は、一様でなくてもよく
、即ち波形であってもよいし、又は寸法において均一でなくてもよい。ストライプ模様は
、必ずしも包装の寸法全体にわたって伸びている必要はない。相は、多様な異なる色であ
ってもよく、もしくは粒子、光沢、もしくは真珠光沢を含んでもよい。
【００１４】
　本明細書で使用する時、「電荷密度」という用語は、ポリマーが構成されるモノマー単
位における正の電荷数と前記モノマー単位の分子量との比を指す。ポリマー分子量で乗じ
た電荷密度は、所与のポリマー鎖における正に荷電した部位の数を決定する。
【００１５】
　本明細書で使用する時、「水溶性」という用語は、構成成分が本発明の組成物中の水に
可溶性であることを意味する。一般に構成成分は、約２５℃で、水溶媒の約０．１重量％
、好ましくは約１重量％、より好ましくは約５重量％、更により好ましくは約１５重量％
の濃度で可溶性であるべきである。
【００１６】
　用語「無水」は、本明細書で使用する時、特に指示のない限り、水を約１０重量％未満
、より好ましくは約５重量％未満、さらにより好ましくは約３重量％未満、さらにより好
ましくは０重量％含有する組成物もしくは物質を意味する。
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【００１７】
　本明細書で使用するとき、「周囲条件」という用語は、特に指示がない限り、１気圧、
５０％の相対湿度及び２５℃のもとでの周囲の条件のことを指す。
【００１８】
　本明細書で使用する時、「安定な」という用語は、断らない限り、包装中の異なる位置
において相の目に見える模様もしくは配置が、少なくとも約１８０日間周囲条件で物理的
に接し、そのままの状態にしている時も顕著に変化しない組成物を指す。更に、分離、乳
化（creaming）、もしくは沈殿を生じないことを意味する。「分離」とは、視覚的に区別
可能な相の優れた分配特性が崩れ、その結果少なくとも１つの相のより大きい領域が、２
以上の組成物の互いのバランスのとれた分配比が崩れるまで集まることを意味する。
【００１９】
　本明細書で使用する時、「パーソナルケア組成物」は、特に指示のない限り、本発明の
組成物を指しており、当該組成物には、毛髪もしくは皮膚に局所適用するための組成物だ
けを含めるものとし、硬質表面クレンジング、布地もしくは洗濯クレンジング、及び毛髪
もしくは皮膚への局所適用が主に意図されていない他の類似用途など、他の用途を主なる
対象とする組成物は特に除外する。
【００２０】
　本発明は、哺乳類の毛髪もしくは皮膚に使用するのに好適なコンディショニング相及び
有益相を含む多相パーソナルケア組成物に関する。特に、本発明は、物理的に接して詰め
られる、脂肪族化合物カチオン性界面活性剤を含むコンディショニング相、並びに第２の
脂肪族化合物カチオン性界面活性剤、高粘度水相、及び高内相エマルション（ＨＩＰＥ）
から成る群から選択される少なくとも１つの有益相を含む、毛髪又は肌用の多相コンディ
ショニング組成物を対象とする。こうした組成物は安定した状態を保つことができ、柔軟
性、平滑度、及び清潔なリンスの感触などの改善されたヘアコンディショニング効果も提
供しながら、適用中及び適用後に改善されたヘア効果を提供するように処方できる。更に
、本発明の組成物は、透明なコンディショニング相から（毛髪の量及び本体を抑圧しない
）無重力コンディショニングを提供してもよい。本発明の組成物は、１つの相から無重力
コンディショニングを提供し、不透明なコンディショニング相から更に従来の（シリコー
ンを含有する又は含有しない脂肪族アルコール／第四級アンモニウム化合物ゲル網状組織
）コンディショニングを提供するなど単一の製品から複数のコンディショニング効果を提
供してもよい。本発明において、前記有益相、前記コンディショニング相、又は前記有益
相及び前記コンディショニング相の両方が、目に見えて透明であってもよい。
【００２１】
　本発明の組成物は、好ましくは約２～約８．５、より好ましくは約３～約７．５、更に
好ましくは約３．５～約６．５のｐＨを有する。
【００２２】
　脂肪族化合物カチオン性界面活性剤相は高粘度を示してもよいが、非常にずり減粘であ
る。コンディショニング相及び有益相の粘度は、約１～約２０パスカルの応力測定におい
て約１０Ｐａ．ｓ～約２００，０００Ｐａ．ｓ（１０，０００センチポアズ～約２００，
０００，０００センチポアズ）、より好ましくは、約１～約２０パスカルの応力測定にお
いて約１００Ｐａ．ｓ～約１００，０００Ｐａ．ｓ（１００，０００～約１００，０００
，０００センチポアズ）の範囲である。Ｈａａｋｅ　ＲＳ１５０レオストレス・レオメー
ター（RheoStress Rheometer）は、相の粘度を測定するために使用されてもよい。測定は
、約１パスカル～約５００パスカルの制御された応力条件下で行われる。約０．７５ｍｍ
のプレートギャップサイズを有する６０ｍｍの平行プレート形状が測定に使用される。全
ての測定は、約２５℃で行われる。
【００２３】
　適切な組成物では、脂肪族化合物カチオン性界面活性剤の網状組織は、層状又は小胞構
造を形成することができる。層状及び小胞構造の両方は、液晶と考えられ、複屈折である
。複屈折物質は、光学顕微鏡の下で直交偏光器間で明るく見える。
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【００２４】
　Ａ．コンディショニング相
　本発明のパーソナルケア組成物は、脂肪族化合物カチオン性界面活性剤のコンディショ
ニング相の形態をとる、少なくとも１つのコンディショニング相を含む。好ましくは、前
記コンディショニング相は、組成物の約１重量％～約９９重量％、好ましくは約３重量％
～約９７重量％の量で存在する。このコンディショニング相は、カチオン性界面活性剤、
脂肪族化合物、及び水を含む。このコンディショニング相は、任意に層状の脂肪族化合物
カチオン性界面活性剤の形態をとってもよい。
【００２５】
　１．カチオン性界面活性剤
　カチオン性界面活性剤は、コンディショニング相組成物に、好ましくは約０．１重量％
～約１０重量％、より好ましくは約１重量％～約８重量％、更により好ましくは約２重量
％～約５重量％の濃度で含まれる。
【００２６】
　カチオン性界面活性剤は、下記の高融点脂肪族化合物及び水性キャリアと一緒になって
、ゲルマトリックスを提供してもよく、これは、濡れた髪でのつるつるする感触、乾燥し
た毛髪での柔らかさ及び潤い感のような様々なコンディショニング効果をもたらすのに適
している。上記のゲルマトリックスを提供する観点から、カチオン性界面活性剤及び高融
点脂肪族化合物は、カチオン性界面活性剤の高融点脂肪族化合物に対するモル比が、好ま
しくは約１：１～１：１０、より好ましくは約１：２～１：６の範囲であるような濃度で
含有されている。
【００２７】
　好ましいカチオン性界面活性剤は、より長いアルキル基、すなわちＣ１８～２２アルキ
ル基を有するものである。そのようなカチオン性界面活性剤には、例えば、ベヘニルトリ
メチルアンモニウムクロリド及びステアリルトリメチルアンモニウムクロリドが挙げられ
、さらにより好ましくはベヘニルトリメチルアンモニウムクロリドである。より長いアル
キル基を有するカチオン性界面活性剤は、より短いアルキル基を有するカチオン性界面活
性剤と比較して、毛髪への改良された付着をもたらし、そのため乾燥した毛髪に改良され
た柔らかさのような改良されたコンディショニング効果をもたらすことができると考えら
れる。そのようなカチオン性界面活性剤は、より短いアルキル基を有するカチオン性界面
活性剤と比較して、軽減した刺激をもたらすことができるとも考えられる。
【００２８】
　カチオン性界面活性剤のうち、本明細書で有用なものは、一般式（Ｉ）に対応するもの
である：
【００２９】
【化１】

　式中、Ｒ101、Ｒ102、Ｒ103及びＲ104のうちの少なくとも１つは、炭素原子約８～約３
０個の脂肪族基、もしくは炭素原子約２２個までを有する、芳香族、アルコキシ、ポリオ
キシアルキレン、アルキルアミド、ヒドロキシアルキル、アリールもしくはアルキルアリ
ール基から選択され、Ｒ101、Ｒ102、Ｒ103及びＲ104の残りは、独立して、炭素原子約１
～約２２個の脂肪族基、もしくは炭素原子約２２個までを有する、芳香族、アルコキシ、
ポリオキシアルキレン、アルキルアミド、ヒドロキシアルキル、アリールもしくはアルキ
ルアリール基から選択され；Ｘ-は、ハロゲン（例えば、塩化物、臭化物）、アセテート
、シトレート、ラクテート、グリコレート、ホスフェート、ニトレート、スルホネート、
サルフェート、アルキルサルフェート、及びアルキルスルホネートラジカルから選択され
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るもののような塩生成アニオンである。脂肪族基は、炭素及び水素原子に加えて、エーテ
ル結合、及びアミノ基のような他の基を含有することができる。長鎖の脂肪族基、例えば
、炭素数約１２個以上のものは、飽和であるかもしくは不飽和であることができる。好ま
しいものは、Ｒ101、Ｒ102、Ｒ103及びＲ104が、独立して、Ｃ1～約Ｃ22のアルキルから
選択される場合である。本発明において有用なカチオン性界面活性剤の非限定例には、次
のＣＴＦＡ名称：クオタニウム－８、クオタニウム－１４、クオタニウム－１８、クオタ
ニウム－１８メトサルフェート、クオタニウム－２４を有する物質及びこれらの混合物が
挙げられる。
【００３０】
　一般式（Ｉ）のカチオン性界面活性剤のうち、好ましくは、少なくとも１６個の炭素を
有する少なくとも１つのアルキル鎖を分子に含有しているものである。このような好まし
いカチオン性界面活性剤の非限定例には：クローダ（Croda）から商標名インクロクァッ
ト（INCROQUAT）ＴＭＣ－８０やサンヨーカセイ（Sanyo Kasei）からエコノール（ECONOL
）ＴＭ２２で入手可能なベヘニルトリメチルアンモニウムクロリド；ニッコー・ケミカル
（Nikko Chemical）から商標名ＣＡ－２３５０で入手可能なセチルトリメチルアンモニウ
ムクロリド；水素添加タローアルキルトリメチルアンモニウムクロリド、ジアルキル（１
４～１８）ジメチルアンモニウムクロリド、ジタローアルキルジメチルアンモニウムクロ
リド、二水素添加タローアルキルジメチルアンモニウムクロリド、ジステアリルジメチル
アンモニウムクロリド、ジセチルジメチルアンモニウムクロリド、ジ（／アラキジル）ジ
メチルアンモニウムクロリド、ジベヘニルジメチルアンモニウムクロリド、ステアリルジ
メチルベンジルアンモニウムクロリド、ステアリルプロピレングリコールホスフェートジ
メチルアンモニウムクロリド、ステアロイルアミドプロピルジメチルベンジルアンモニウ
ムクロリド、ステアロイルアミドプロピルジメチル（ミリスチルアセテート）アンモニウ
ムクロリド、及びＮ－（ステアロイルコラミノホルミルメチル）ピリジニウムクロリドが
挙げられる。
【００３１】
　少なくとも置換基のうちの１つが、置換基としてもしくはラジカル鎖内の連結として存
在する１つ以上の芳香族、エーテル、エステル、アミドもしくはアミノ部分を含有し、そ
の際Ｒ101～Ｒ104ラジカルのうち少なくとも１つが、アルコキシ（好ましくはＣ1～Ｃ3ア
ルコキシ）、ポリオキシアルキレン（好ましくはＣ1～Ｃ3ポリオキシアルキレン）、アル
キルアミド、ヒドロキシアルキル、アルキルエステル及びこれらの組み合わせから選択さ
れる１つ以上の親水性部分を含有する親水置換型カチオン性界面活性剤も、カチオン性界
面活性剤として好ましい。好ましくは、親水性置換型カチオン性界面活性剤は、上記範囲
内に位置する約２個～約１０個の非イオン性親水性部分を含有する。好ましい親水性置換
型カチオン性界面活性剤としては、以下の式（ＩＩ）～（ＶＩＩＩ）のものが挙げられる
：
【００３２】
【化２】

　式中、ｎ1は約８～約２８であり、ｍ1＋ｍ2は約２～約４０であり、Ｚ1は短鎖アルキル
であり、好ましくはＣ1～Ｃ3アルキルであり、より好ましくはメチルもしくは（ＣＨ2Ｃ
Ｈ2Ｏ）m3Ｈであり、式中ｍ1＋ｍ2＋ｍ3は約１０～約６０であり、Ｘ-は上記で定義され
るような塩形成アニオンである；
【００３３】
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　式中、ｎ2は約１～約５であり、Ｒ105、Ｒ106、及びＲ107の１以上は、独立にＣ1～Ｃ3

0アルキルであり、残りはＣＨ2ＣＨ2ＯＨであり、Ｒ108、Ｒ109、及びＲ110の１又は２は
、独立にＣ1～Ｃ30アルキルであり、残りはＣＨ2ＣＨ2ＯＨであり、Ｘ-は上述の塩形成ア
ニオンである；
【００３４】
【化４】

　式中、式（ＩＶ）及び（Ｖ）については独立に、Ｚ2はアルキル、好ましくはＣ1～Ｃ3

アルキル、より好ましくはメチルであり、Ｚ3は短鎖ヒドロキシアルキル（Ｃ1～Ｃ3）、
好ましくはヒドロキシメチルもしくはヒドロキシエチルであり、ｎ3及びｎ4は独立に約２
～約４（両端を含む）の整数であり、好ましくは約２～約３（両端を含む）、より好まし
くは２であり、Ｒ111及びＲ112は独立に、置換もしくは非置換ヒドロカルビル、Ｃ12～Ｃ

20アルキルもしくはアルケニルであり、Ｘ-は上記で定義されるような塩形成アニオンで
ある；
【００３５】
【化５】

　式中、Ｒ113はヒドロカルビル、好ましくはＣ1～Ｃ3アルキル、より好ましくはメチル
であり、Ｚ4及びＺ5は独立に、短鎖ヒドロカルビル、好ましくはＣ2～Ｃ4アルキルもしく
はアルケニル、より好ましくはエチルであり、ｍ4は約２～約４０、好ましくは約７～約
３０であり、Ｘ-は上記で定義されるような塩形成アニオンである；
【００３６】
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【化６】

　式中、Ｒ114及びＲ115は独立に、Ｃ1～Ｃ3アルキル、好ましくはメチルであり、Ｚ6は
Ｃ12～Ｃ22ヒドロカルビル、アルキルカルボキシ、もしくはアルキルアミドであり、Ａは
タンパク質、好ましくはコラーゲン、ケラチン、乳タンパク質、シルク、大豆タンパク質
、小麦タンパク質、もしくはそれらの加水分解形態であり；Ｘ-は上記で定義されるよう
な塩形成アニオンである；
【００３７】

【化７】

　式中、ｎ5は２もしくは３であり、Ｒ116及びＲ117は独立に、Ｃ1～Ｃ3ヒドロカルビル
、好ましくはメチルであり、Ｘ-は上記で定義されるような塩形成アニオンである。本発
明で有用な親水的に置換されているカチオン系界面活性剤の例としては次のＣＴＦＡ名称
：クアテルニウム－１６、クアテルニウム－２６、クアテルニウム－２７、クアテルニウ
ム－３０、クアテルニウム－３３、クアテルニウム－４３、クアテルニウム－５２、クア
テルニウム－５３、クアテルニウム－５６、クアテルニウム－６０、クアテルニウム－６
１、クアテルニウム－６２、クアテルニウム－７０、クアテルニウム－７１、クアテルニ
ウム－７２、クアテルニウム－７５、クアテルニウム－７６加水分解コラーゲン、クアテ
ルニウム－７７、クアテルニウム－７８、クアテルニウム－７９加水分解コラーゲン、ク
アテルニウム－７９加水分解ケラチン、クアテルニウム－７９加水分解乳タンパク質、ク
アテルニウム－７９加水分解シルク、クアテルニウム－７９加水分解大豆タンパク質及び
クアテルニウム－７９加水分解小麦タンパク質、クアテルニウム－８０、クアテルニウム
－８１、クアテルニウム－８２、クアテルニウム－８３、クアテルニウム－８４を有する
物質並びにこれらの混合物が挙げられるが、これらに限定されない。
【００３８】
　極めて好ましい親水性置換型カチオン性界面活性剤には、ジアルキルアミドエチルヒド
ロキシエチルモニウム塩、ジアルキルアミドエチルジモニウム塩、ジアルキロイルエチル
ヒドロキシエチルモニウム塩、ジアルキロイルエチルジモニウム塩及びこれらの混合物が
挙げられ、例えば、次の商標名；ウィトコ・ケミカルズ（Witco Chemicals）製のバリソ
フト（VARISOFT）１１０、バリソフト２２２、バリクァット（VARIQUAT）Ｋ１２１５及び
バリクァット６３８、マッキンタイア（McIntyre）製のマックプロ（MACKPRO）ＫＬＰ、
マックプロＷＬＷ、マックプロＭＬＰ、マックプロＮＳＰ、マックプロＮＬＷ、マックプ
ロＷＷＰ、マックプロＮＬＰ、マックプロＳＬＰ、アクゾ（Akzo）製のエトクァッド（ET
HOQUAD）１８／２５、エトクァッドＯ／１２ＰＧ、エトクァッドＣ／２５、エトクァッド
Ｓ／２５及びエトデュオクァッド（ETHODUOQUAD）、ヘンケル（Henkel）製のデハイクァ
ット（DEHYQUAT）ＳＰ、並びにアイシーアイ・アメリカズ（ICI Americas）製のアトラス
（ATLAS）Ｇ２６５、で市販されている。
【００３９】
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　第一級、第二級、及び第三級脂肪族アミンの塩も、好適なカチオン性界面活性剤である
。このようなアミンのアルキル基は、好ましくは約１２～約２２個の炭素原子を有し、置
換もしくは非置換であることができる。特に有用なのは、アミド置換された第三級脂肪ア
ミン族である。このようなアミンとしては、本明細書で有用なものとして、ステアルアミ
ドプロピルジメチルアミン、ステアルアミドプロピルジエチルアミン、ステアルアミドエ
チルジエチルアミン、ステアルアミドエチルジメチルアミン、パルミタミドプロピルジメ
チルアミン、パルミタミドプロピルジエチルアミン、パルミタミドエチルジエチルアミン
、パルミタミドエチルジメチルアミン、ベヘンアミドプロピルジメチルアミン、ベヘンア
ミドプロピルジエチルアミン、ベヘンアミドエチルジエチルアミン、ベヘンアミドエチル
ジメチルアミン、アラキドアミドプロピルジメチルアミン、アラキドアミドプロピルジエ
チルアミン、アラキドアミドエチルジエチルアミン、アラキドアミドエチルジメチルアミ
ン、ジエチルアミノエチルステアルアミドが挙げられる。ジメチルステアルアミン、ジメ
チルソイアミン、ソイアミン、ミリスチルアミン、トリデシルアミン、エチルステアリル
アミン、Ｎ－タロープロパンジアミン、エトキシル化（５モルのエチレンオキシドを使用
した）ステアリルアミン、ジヒドロキシエチルステアリルアミン及びアラキジルベヘニル
アミンがまた有用である。これらのアミンは、カチオン種を得るために、通常、酸と組み
合わせて使用される。本明細書において有用な好ましい酸としては、Ｌ－グルタミン酸、
乳酸、塩酸、リンゴ酸、コハク酸、酢酸、フマル酸、酒石酸、クエン酸、Ｌ－グルタミン
酸塩酸塩、Ｌ－アスパラギン酸及びこれらの混合物；より好ましくはＬ－グルタミン酸、
乳酸、及びクエン酸が挙げられる。本発明で有用なもののうちカチオン性アミン界面活性
剤は、米国特許第４，２７５，０５５号に開示されている。
【００４０】
　プロトン化可能なアミンと酸からのＨ+とのモル比は、好ましくは約１：０．３～１：
１．２、より好ましくは約１：０．４～約１：１．１である。
【００４１】
　２．脂肪族化合物
　コンディショニング相組成物は脂肪族化合物相を含み、この相は脂肪族化合物の約０．
０１重量％～約２０重量％、好ましくは約０．１重量％～約１５重量％、更により好まし
くは約０．２重量％～約１０重量％で構成される。ゲルマトリックスは脂肪族化合物によ
って形成されてもよく、及び／又は、ゲルマトリックスを形成するときに、カチオン性界
面活性剤化合物を、水に最初から混合しても、懸濁させても、かつ／あるいは溶解しても
よい。
【００４２】
　本明細書に有用な脂肪族化合物は２５℃以上の融点を有し、脂肪族アルコール、脂肪酸
、及びこれらの混合物から成る群から選択される。本明細書のこの項に開示されている化
合物が場合によっては１つより多くの分類に属することができる、例えば、ある脂肪族ア
ルコール誘導体は脂肪酸誘導体としても分類されてもよいことが理解される。しかしなが
ら、示されている分類はその特定の化合物に対する限定であるように意図するのではなく
、分類及び命名の便宜上そうしている。更に、二重結合の数と位置、及び分枝の長さと位
置によって、特定の必要とされる炭素原子を有する特定の化合物は２５℃未満の融点を有
することがあることが理解される。そのような低融点の化合物はこの項に含まれないもの
とする。高融点化合物の非限定的な例は、国際化粧品成分辞典（International Cosmetic
 Ingredient Dictionary）、第５版、１９９３年、及びＣＴＦＡ化粧品成分ハンドブック
（Cosmetic Ingredient Handbook）、第２版、１９９２年に記載されている。
【００４３】
　本明細書で有用な脂肪族アルコール類は、炭素原子数約１４～約３０、好ましくは炭素
原子数約１６～約２２であるものである。これらの脂肪族アルコール類は飽和であり、直
鎖もしくは分枝鎖アルコールであることができる。脂肪族アルコールの非限定的な例とし
ては、セチルアルコール、ステアリルアルコール、ベヘニルアルコール、及びこれらの混
合物が挙げられる。



(12) JP 2008-515921 A 2008.5.15

10

20

30

40

50

【００４４】
　本明細書で有用な脂肪酸は、約１０～約３０個の炭素原子、好ましくは約１２～約２５
個の炭素原子、より好ましくは約１６～約２２個の炭素原子を有するものである。これら
の脂肪酸は飽和であり、直鎖もしくは分枝鎖の酸であり得る。また、本明細書の要件を満
たす、二酸、三酸、及び他の多酸も含まれる。また本明細書には、これらの脂肪酸の塩も
含まれる。脂肪酸の非限定的な例としては、ラウリン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、
ベヘン酸、セバシン酸、及びこれらの混合物が挙げられる。
【００４５】
　脂肪族化合物は、高純度の単一化合物が好ましい。純粋なセチルアルコール、ステアリ
ルアルコール及びベヘニルアルコールから成る群より選択される純粋な脂肪族アルコール
の単一化合物が好ましい。本明細書で「純粋」とは、化合物が少なくとも約９０％、好ま
しくは少なくとも約９５％の純度を有することを意味する。高純度のこれらの単一化合物
は、消費者が組成物を洗い流す時に、毛髪からの良好な洗い流し効果を提供する可能性が
ある。
【００４６】
　Ｂ．有益相
　本発明のパーソナルケア組成物は、脂肪族化合物カチオン性界面活性剤、高粘度水相、
及び高内相エマルション（ＨＩＰＥ）から成る群から選択される少なくとも１つの有益相
を含む。好ましくは有益相は、組成物の約１重量％～約９５重量％、好ましくは約５重量
％～約９０重量％、より好ましくは約１０重量％～約８０重量％の量で存在する。
【００４７】
　１．脂肪族化合物カチオン性界面活性剤
　脂肪族化合物カチオン性界面活性剤は、コンディショニング相で上述した脂肪族化合物
カチオン性界面活性剤と同様に、有益相においても有用である。脂肪族化合物カチオン性
界面活性剤は、同一種類でも異なる種類でもよく、２つの相において同一の濃度でも異な
る濃度でもよい。
【００４８】
　２．高粘度水相
　組成物の有益相は、高粘度水相を含んでもよく、この高粘度水相は、水増粘剤及び水を
含んでもよい。高粘度水相は、親水性であり得る。好ましい実施形態において、高粘度水
相はゲル化した親水性の水相である。加えて、本発明の高粘度水相は、高粘度水相の約５
重量％未満、好ましくは約３重量％未満、及びより好ましくは約１重量％未満の界面活性
剤を含んでもよい。本発明の１つの実施形態では、高粘度水相は界面活性剤を含まない。
【００４９】
　本発明の増粘剤は、親水性であり得る。増粘剤は、約２０重量％未満、好ましくは約１
０重量％未満、及びより好ましくは約５重量％未満の量で存在してもよい。
【００５０】
　典型的には、水増粘剤は、無機水増粘剤、高分子増粘剤、有機結晶性増粘剤、及びこれ
らの混合物から成る群から選択される。
【００５１】
　パーソナルケア組成物で使用する無機水増粘剤の非限定例には、シリカ類、粘土類、例
えば合成シリケート類（サザン・クレー（Southern Clay）製ラポナイト（Laponite）Ｘ
ＬＧ及びラポナイトＸＬＳ）、又はこれらの混合物が挙げられる。
【００５２】
　パーソナルケア組成物で使用される高分子増粘剤の非限定例には、アクリレート類／ビ
ニルイソデカノエートクロスポリマー（３Ｖ製スタビレン（Stabylen）３０）、アクリレ
ート類／Ｃ１０～３０アルキルアクリレートクロスポリマー（ペムレン（Pemulen）ＴＲ
１及びＴＲ２）、カルボマー類（アクア（Aqua）ＳＦ-1）、アンモニウムアクリロイルジ
メチルタウレート／ＶＰコポリマー（クラリアント（Clariant）製アリストフレックス（
Aristoflex）ＡＶＣ）、アンモニウムアクリロイルジメチルタウレート／ベヘネス－２５
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メタクリレートクロスポリマー（クラリアント製アリストフレックスＨＭＢ）、アクリレ
ート類／セテス－２０イタコネートコポリマー（ナショナル・スターチ（National Starc
h）製ストラクチャー（Structure）３００１）、ポリアクリルアミド（ＳＥＰＰＩＣ製セ
ピゲル（Sepigel）３０５）、非イオン性増粘剤（ローム・アンド・ハース（Rohm and Ha
as）製アキュリン（Aculyn）４６）、又はこれらの混合物が挙げられる。
【００５３】
　パーソナルケア組成物で使用される高分子増粘剤の更なる非限定例には、セルロース性
ゲル、ヒドロキシプロピルデンプンホスフェート（ナショナル・スターチ（National Sta
rch）製ストラクチャー（Structure）ＸＬ）、ポリビニルアルコール、又はこれらの混合
物が挙げられる。
【００５４】
　更に、パーソナルケア組成物で使用される高分子増粘剤の非限定例には、合成ガム、天
然ガム、キサンタンガム（ＣＰケルコ（CP Kelco）製ケトロル（Ketrol）ＣＧ－Ｔ）など
の増粘剤、サクシノグリカン（ロディア（Rhodia）製レオザン（Rheozan））、ゲラムガ
ム（gellum gum）、ペクチン、アルギネート、アルファ化デンプン、加工デンプン、又は
これらの混合物などのデンプン、アクリレート類／アミノアクリレート類／ＣＤ－３０ア
クリルＰＥＧ－２０イタコン酸コポリマー（ナショナル・スターチ（National Starch）
製ストラクチャー・プラス（Structure Plus））が挙げられる。
【００５５】
　パーソナルケア組成物で使用される有機結晶性増粘剤の非限定例には、望ましくは約１
６～約２２の炭素原子を有する、脂肪酸のエチレングリコールエステルが挙げられる。そ
の他の長鎖アシル誘導体には、長鎖脂肪酸の長鎖エステル（例えば、ステアリルステアレ
ート、セチルパルミテートなど）；長鎖アルカノールアミドの長鎖エステル（例えば、ス
テアラミドジエタノールアミドジステアレート、ステアラミドモノエタノールアミドステ
アレート）；及びグリセリルエステル（例えば、グリセリルジステアレート、トリヒドロ
キシステアリン、トリベヘニン）であり、その市販例はレオックス社（Rheox,Inc.）より
入手可能なチキシン（Thixin）Ｒであるものが挙げられる。その他の好適な増粘剤は、ス
テアリルジメチルアミンオキシドなどアルキル（Ｃ１６～Ｃ２２）ジメチルアミドオキシ
ドである。更に長鎖アシル誘導体、長鎖カルボン酸のエチレングリコールエステル、長鎖
アミンオキシド、及び長鎖カルボン酸のアルカノールアミドも本明細書で有用である。
【００５６】
　天然ポリマー及び変性天然ポリマーも本明細書の増粘剤として好適である。これらのポ
リマーは、天然、アニオン性、カチオン性、双性イオン性、及び／又は両性でもよい。非
イオン性グアー（ロディア（Rhodia）より入手可能なジャガー（Jaguar）ＨＰ１０５&１
２０）及びカチオン性グアー（ロディア（Rhodia）より入手可能なのジャガー・エクセル
（Jaguar Excel））も単独又は組み合わせて本明細書に好適である。更に、グアー（例え
ば、ジャガー（Jaguar）ＨＰ１０５）とセルロース性ポリマー（即ち、ポリクアテルニウ
ム－１０）の組み合わせも本明細書に好適である。
【００５７】
　高粘度水相は、実効カチオン性電荷、実効アニオン性電荷、又は実効中性電荷を有する
ことができる。好ましい実施形態において、高粘度水相は実効カチオン電荷を有する。
【００５８】
　本発明の組成物の高粘度水相は、更に任意成分を含むことができる。高粘度水相の好ま
しい任意成分は、顔料、ｐＨ調節剤、防腐剤、及び水溶性／マトリックス分散性のコンデ
ィショニング活性物質(即ち、シリコーンポリマー）を含む。１つの実施形態において、
高粘度水相は、水増粘剤（例えば、アクリレート類／イソデカン酸ビニルクロスポリマー
）、水、ｐＨ調整剤（例えば、トリエタノールアミン）、及び防腐剤（例えば、１，３－
ジメチロール－５，５－ジメチルヒダントイン（商標名グリダント（GLYDANT）（登録商
標）でロンザ（Lonza）から入手可能な「ＤＭＤＭＨ」）を含む。
【００５９】
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　３．高内相エマルション
　本発明の有益相は、油性及び水性キャリアを含む高粘度の水中油型高内相エマルション
（ＨＩＰＥ）を含んでもよい。この有益相は、安定剤を含んでもよい。この高内相エマル
ションは、約５０％以上の非連続相又は「内」相及び約５０％以下の連続相を含有するエ
マルションである。油相は非連続相であり、水相は連続相である。
【００６０】
　ａ．油類
　本発明の高内相エマルションは、典型的に、約５０重量％～約９９重量％、より好まし
くは約５０重量％～約９５重量％、更により好ましくは約６０重量％～約８０重量％の油
を含む。
【００６１】
　一般に、ＨＩＰＥに使用される油の濃度が高いほど、ＨＩＰＥを使用するパーソナルケ
ア組成物が安定になる。本明細書で使用するのに好適な油としては、約１２．５（ｃａｌ
／ｃｍ3）0.5未満、好ましくは約１１．５（ｃａｌ／ｃｍ3）0.5未満の全体的な溶解度パ
ラメーターを有するいかなる天然及び合成材料もが挙げられる。本明細書に記載される油
類についての溶解度パラメーターは、物質の相対極性を確立するための化学分野で周知の
方法によって決定される。溶解度パラメーター及びそれらを決定するための手段の説明は
、Ｃ．Ｄ．ボーン（C.D.Vaughn）の「製品、包接、浸透及び保存における溶解性効果、（
Solubility Effects in Product,Package,Penetration and Preservation）」、１０３、
化粧品及びトイレタリー（Cosmetics and Toiletries）、４７～６９、１９８８年１０月
；及びＣ．Ｄ．ボーンの「化粧品製剤における溶解度パラメーターの使用（Using Solubi
lity Parameters in Cosmetics Formulation）」、３６、化粧品化学誌（J.Soc.Cosmetic
 Chemists）、３１９～３３３、１９８８年９月／１０月に記載されている。
【００６２】
　組成物の効能相で使用される有益剤は、約５～約１０、好ましくは約６～１０未満、よ
り好ましくは約６～約９のヴォーン溶解度パラメーター（Vaughan Solubility Parameter
）（ＶＳＰ）を有する。約５～約１０の範囲のＶＳＰ値を有する有益剤の非限定例として
は、以下のものが挙げられる：
　ボーン（Vaughan）溶解度パラメーター*

　シクロメチコンＤ５　５．７７
　ジメチコン　５．９２
　スクアラン　６．０３
　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
　＊Ｃ.Ｄ.ボーン（C. D. Vaughan）の「製品、包接、浸透及び保存における溶解性効果
、（Solubility Effects in Product,Package, Penetration and Preservation）」、化
粧品及びトイレタリー（Cosmetics and Toiletries）、第１０３巻、１９８８年１０月に
記載
【００６３】
　本明細書で使用する時、「全体的な溶解度パラメーター」とは、油混合物の全体的な溶
解度パラメーターを約１２．５（ｃａｌ／ｃｍ3）0.5未満まで下げるために他の油とブレ
ンドする場合、１２．５（ｃａｌ／ｃｍ3）0.5よりも高い溶解度パラメーターを持つ油を
使用することが可能であることを意味する。例えば、少量のジエチレングリコール（ｓｏ
ｌ　ｐａｒ＝１３．６１）は、ラノリン油（ｓｏｌ　ｐａｒ＝７．３）と、約１２．５（
ｃａｌ／ｃｍ3）0.5未満の溶解度パラメーターを有する混合物を作成するための共溶解剤
と混合される。
【００６４】
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　本明細書に用いるのに好適な油類としては、炭化水素油類及びろう類、シリコーン類、
脂肪酸誘導体、コレステロール、コレステロール誘導体、ジグリセリド類、トリグリセリ
ド類、植物油類、植物油誘導体、アセトグリセリドエステル類、アルキルエステル類、ア
ルケニルエステル類、ラノリン及びその誘導体、ろうエステル類、蜜蝋誘導体、ステロー
ル類及びリン脂質類、並びにこれらの組み合わせが挙げられるが、これらに限定されない
。
【００６５】
　本明細書に用いるのに好適な炭化水素油類及びろう類の非限定例としては、ペトロラタ
ム、鉱油、微晶性ろう類、ポリアルケン類、パラフィン類、ケラシン、オゾケライト、ポ
リエチレン、ペルヒドロスクアレン、ポリαオレフィン類、水素添加ポリイソブテン類及
びこれらの組み合わせが挙げられる。
【００６６】
　本明細書で用いるのに好適なシリコーン油類の非限定例としては、ジメチコンコポリオ
ール、ジメチルポリシロキサン、ジエチルポリシロキサン、混合Ｃ１～Ｃ３０アルキルポ
リシロキサン類、フェニルジメチコン、ジメチコノール及びこれらの組み合わせが挙げら
れる。好ましいものは、ジメチコン、ジメチコノール、混合Ｃ１～Ｃ３０アルキルポリシ
ロキサン及びこれらの組み合わせから選択される不揮発性シリコーン類である。本明細書
で有用なシリコーン油類の非限定例は、米国特許第５，０１１，６８１号（チオッティ（
Ciotti）ら）に記載されている。
【００６７】
　本明細書で用いるのに好適なジグリセリド類及びトリグリセリド類の非限定例としては
、ヒマシ油、大豆油、マレアート化大豆油のような誘導体化した大豆油、ベニバナ油、綿
実油、コーン油、クルミ油、ピーナッツ油、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、植物油、ヒマワリ種子油、並びに植物油誘導体；ココヤシ
油及び誘導体化したココヤシ油、綿実油及び誘導体化した綿実油、ホホバ油、カカオバタ
ー、並びにこれらの組み合わせが挙げられる。加えて、半硬化又は完全に硬化した上記油
類のいずれかもまた好適である。
【００６８】
　本明細書で用いるのに好適なアセトグリセリドエステル類の非限定例としては、アセチ
ル化モノグリセリド類が挙げられる。
【００６９】
　本明細書で用いるのに好適なアルキルエステル類の非限定例としては、脂肪酸のイソプ
ロピルエステル類、及び長鎖脂肪酸の長鎖エステル類、例えば、ＳＥＦＡ（脂肪酸のスク
ロースエステル類）が挙げられる。ラウリルピロリドンカルボン酸、ペンタエリスリトー
ルエステル類、芳香族モノ、ジ又はトリエステル類、セチルリシノレエート、それらの非
限定例として、パルミチン酸イソプロピル、ミリスチン酸イソプロピル、セチルリコノレ
エート及びステアリルリコノレエートが挙げられる。その他の例としては、ラウリン酸ヘ
キシル、ラウリン酸イソヘキシル、ミリスチン酸ミリスチル、パルミチン酸イソヘキシル
、オレイン酸デシル、オレイン酸イソデシル、ステアリン酸ヘキサデシル、ステアリン酸
デシル、イソステアリン酸イソプロピル、アジピン酸ジイソプロピル、アジピン酸ジイソ
ヘキシル、アジピン酸ジヘキシルデシル、セバシン酸ジイソプロピル、イソノナン酸アシ
ル、乳酸ラウリル、乳酸ミリスチル、乳酸セチル、及びこれらの組み合わせが挙げられる
が、これらに限定されない。
【００７０】
　本明細書で用いるのに好適なアルケニルエステル類の非限定例としては、ミリスチン酸
オレイル、ステアリン酸オレイル、オレイン酸オレイル及びこれらの組み合わせが挙げら
れる。
【００７１】
　本明細書で用いるのに好適なラノリン及びラノリン誘導体の非限定例としては、ラノリ
ン、ラノリン油、ラノリンろう、ラノリンアルコール類、ラノリン脂肪酸類、イソプロピ
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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類、ラノリンアルコ
ールリノレエート、ラノリンアルコールリコノレエート、ヒドロキシル化ラノリン、水素
添加ラノリン及びこれらの組み合わせが挙げられる。
【００７２】
　更に他の好適な油類としては、ミルクトリグリセリド類（例えば、ヒドロキシル化ミル
クグリセリド）及びポリオール脂肪酸ポリエステル類が挙げられる。
【００７３】
　更に他の好適な油類としては、ワックスエステル類が挙げられ、その非限定例としては
、蜜蝋及び蜜蝋誘導体類、鯨蝋、ミリスチン酸ミリスチル、ステアリン酸ステアリル及び
これらの組み合わせが挙げられる。また、カルナウバ蝋及びキャンデリラ蝋のような植物
性ろう類；コレステロール、コレステロール脂肪酸エステル類のようなステロール類；並
びにレシチン及び誘導体のようなリン脂質類、スフィンゴ脂質類、セラミド類、スフィン
ゴ糖脂質類、並びにこれらの組み合わせも有用である。
【００７４】
　ｂ．安定剤
　本発明の高内相エマルションは、約０．１重量％～約１０重量％、好ましくは約０．３
重量％～約５重量％、より好ましくは約０．５重量％～約３％の安定剤を含む。好ましい
安定剤は、標準的な表面張力装置及び当業者に公知の方法、例えば、ＡＳＴＭ　Ｄ１３３
１－８９（２００１）方法Ａ、「表面張力」（Surface Tension）によって測定される場
合、２５℃で６０ｍＮ／ｍ未満にならないところまで水の表面張力を下げるものである。
好ましい安定剤は、約６０ｍＮ／ｍ以上の水において最低表面張力を示す。好適な安定剤
は、油滴の合体を阻害することによって、並びに／又は油相及び水相の相分離を阻害する
ことによって、水中油エマルションの安定性を高める。
【００７５】
　好適な安定剤には、ペムレン（Pemulen）ＴＲ１（ノベオン（Noveon）製のアクリレー
ト類／Ｃ１０～３０アルキルアクリレートクロスポリマー）、ペムレン（Pemulen）ＴＲ
２（ノベオン（Noveon）製アクリレート類／Ｃ１０～３０アルキルアクリレートクロスポ
リマー）、ＥＴＤ２０２０（ノベオン（Noveon）製アクリレート類／Ｃ１０～３０アルキ
ルアクリレートクロスポリマー）、カーボポール１３８２（ノベオン（Noveon）製アクリ
レート類／Ｃ１０～３０アルキルアクリレートクロスポリマー）、ナトロソルＣＳプラス
（Natrosol CS Plus）３３０、４３０、ポリサーフ（Polysurf）６７（ハーキュレス製セ
チルヒドロキシエチルセルロース）、アキュリン（Aculyn）２２（ローム・アンド・ハー
ス（Rohm and Haas）製アクリレート類／ステアチル－２０メタクリレートコポリマー）
、アキュリン（Aculyn）２５（ローム・アンド・ハース（Rohm and Haas）製アクリレー
ト類／ラウレス－２５メタクリレートコポリマー）、アキュリン（Aculyn）２８（ローム
・アンド・ハース（Rohm and Haas）製アクリレート類／ベヘネス－２５メタクリレート
コポリマー）、アキュリン（Aculyn）４６（ローム・アンド・ハース（Rohm and Haas）
製ＰＥＧ－１５０／ステアリルアルコール／ＳＭＤＩコポリマー）、　スタビレン（Stab
ylen）３０（３Ｖ製アクリレート類／イソデカン酸ビニル）、ストラクチャー（Structur
e）２００１（ナショナル・スターチ（National Starch）製アクリレート類／セテス－２
０イタコネートコポリマー）、ストラクチャー（Structure）３００１（ナショナル・ス
ターチ（National Starch）製アクリレート類／セテス－２０イタコネートコポリマー）
、ストラクチャー・プラス（Structure Plus）（ナショナル・スターチ（National Starc
h）製アクリレート類／アミノアクリレート類／ＣＤ１０～３０アクリルＰＥＧ２０イタ
コン酸コポリマー）、クアトリソフト（Quatrisoft）ＬＭ－２００（ポリクアテルニウム
－２４）、チタン、亜鉛、鉄、ジルコニウム、シリコン、マンガン、アルミニウム、及び
セリウムの金属酸化物、ポリカーボネート、ポリエーテル、ポリエチレン、ポリプロピレ
ン、ポリ塩化ビニル、ポリスチレン、ポリアミド、ポリアクリレート、シクロデキストリ
ン、並びにこれらの混合物が挙げられる。
【００７６】
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　本明細書で有用なシクロデキストリンは、可溶化した、水溶性の非錯体化型シクロデキ
ストリンである。本明細書で使用する時、用語「シクロデキストリン」は、約６～１２個
のグルコース単位を含有する非置換型シクロデキストリン類、特にα－シクロデキストリ
ン、β－シクロデキストリン、γ－シクロデキストリン及び／又はこれらの誘導体及び／
又はこれらの混合物のような既知である任意のシクロデキストリンのいずれかを含む。
【００７７】
　本明細書での使用に特に好ましいシクロデキストリンは、α－シクロデキストリン、β
－シクロデキストリン、ヒドロキシプロピルα－シクロデキストリン、ヒドロキシプロピ
ルβ－シクロデキストリン、メチル化α－シクロデキストリン、メチル化β－シクロデキ
ストリン、ヒドロキシエチル、及びこれらの混合物である。シクロデキストリン類の混合
物を使用することも好ましい。このような混合物は、より広範囲の分子サイズを有する、
より広範囲の香料分子と複合体を形成することができる。好ましくは、シクロデキストリ
ン類の少なくとも一部分がα－シクロデキストリン及びその誘導体、γ－シクロデキスト
リン及びその誘導体、並びに／又は誘導体化β－シクロデキストリン、並びにこれらの混
合物である。
【００７８】
　好適な安定剤には、また、非イオン性界面活性剤、カチオン性界面活性剤、及びアニオ
ン性界面活性剤が挙げられる。好適な界面活性剤の例には、ポリグリセロール－１０ラウ
レート（ニッコー・ケミカル（Nikko Chemical）製デカグリン１０Ｌ（Dacaglyn 10L））
、デシルグルコシド（コグニス（Cognis）製プランタレン２０００（Plantaren 2000））
、オクチルドデセス（dodeceth）２０（グローバル・セブン（Global Seven）製ヘテキソ
ールＩ２０－２０（Hetexol I20-20））、ラウレス７（グローバル・セブン製）、ナトリ
ウムトリデセス３カルボキシレート（ニッコー・ケミカル製ＥＣＴＤ－３ＮＥＸ）が挙げ
られる。
【００７９】
　他の好適な安定剤には、境界面で吸収されているサブミクロン有機又は無機粒子が挙げ
られる。好適な粒子の例には、微粉化ゼオライト、燻蒸シリカ、二酸化チタン、酸化亜鉛
、及び酸化アルミニウムが挙げられる。
【００８０】
　Ｃ．水性キャリア
　本発明の組成物は水性キャリアを含んでいてもよい。この水性キャリアは、コンディシ
ョニング相、有益相、又はコンディショニング相及び有益相の両方に見出されてもよい。
好ましくは組成物は、約５０重量％～約９９．８重量％の水を含む。この水性キャリアは
、他の液体、低級アルキルアルコールのような水混和性もしくは水溶性溶媒、例えばＣ1

～Ｃ5アルキル一価アルコール、好ましくはＣ2～Ｃ3アルキルアルコールを任意に含み得
る。しかし、脂肪族化合物は、組成物の水性キャリアに混和性でなければならない。脂肪
族化合物は、水性キャリアに本来混和性であることができ、あるいは共溶媒もしくは界面
活性剤の使用により混和性にすることもできる。
【００８１】
　Ｄ．追加の構成成分
　本発明の組成物は、追加の構成成分を含んでもよい。追加の構成成分は、コンディショ
ニング相、有益相、又はコンディショニング相及び有益相の両方に見出されてもよい。
【００８２】
　１．保湿剤及び溶質
　好適な有益剤は、１つ以上の保湿剤及び溶質である。様々な保湿剤及び溶質が使用可能
で、水１０部に対して少なくとも５部の溶解度を有する不揮発性の有機物が約０．１％～
約５０％、好ましくは約０．５％～約３５％、より好ましくは約２％～約２０％の濃度で
存在することができる。好ましい水溶性有機物は、下記構造のポリオール：
　Ｒ１－Ｏ（ＣＨ2－ＣＲ２Ｏ）nＨ
　（式中、Ｒ１＝Ｈ、Ｃ１～Ｃ４アルキルであり；Ｒ２＝Ｈ、ＣＨ3であり、そしてｎ＝
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１～２００である）；Ｃ２～Ｃ１０アルカンジオール；グアニジン；グリコール酸及びグ
リコール酸塩（例えば、アンモニウム及び第四級アルキルアンモニウム）；乳酸及び乳酸
塩（例えば、アンモニウム及び第四級アルキルアンモニウム）；ソルビトール、グリセロ
ール、ヘキサントリオール、プロピレングリコール、ヘキシレングリコールなどのような
多価アルコール；ポリエチレングリコール；糖及びデンプン；糖及びデンプン誘導体（例
えば、アルコキシル化グルコース）；パンテノール（Ｄ－、Ｌ－、及びＤ，Ｌ－形態を含
む）；ピロリドンカルボン酸；ヒアルロン酸；ラクトアミドモノエタノールアミン；アセ
トアミドモノエタノールアミン；尿素；及び一般構造（ＨＯＣＨ2ＣＨ2）xＮＨyのエタノ
ールアミン（式中、ｘ＝１～３であり、ｙ＝０～２であり、ｘ＋ｙ＝３である）、並びに
これらの混合物から成る群から選択される。好ましいポリオールは、グリセリン、ポリオ
キシプロピレン（１）グリセロール及びポリオキシプロピレン（３）グリセロール、ソル
ビトール、ブチレングリコール、プロピレングリコール、スクロース、尿素、及びトリエ
タノールアミンから成る群から選択される。
【００８３】
　２．水溶性非イオン性ポリマー
　本発明の組成物は、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％、さらにより好ましくは約０．５重量％～約３重量％の水溶性非イオン性ポリ
マーを含んでいてもよい。
【００８４】
　本発明のポリマーは下記一般式によって特徴付けられる：
【００８５】

【化８】

　式中、ＲはＨ、メチル、及びこれらの混合物からなる群から選択される。ＲがＨである
とき、これらの物質は、ポリエチレンオキシド、ポリオキシエチレン、及びポリエチレン
グリコールとしても知られるエチレンオキシドのポリマーである。Ｒがメチルであるとき
、これらの物質は、ポリプロピレンオキシド、ポリオキシプロピレン、及びポリプロピレ
ングリコールとしても知られるプロピレンオキシドのポリマーである。Ｒがメチルである
とき、生成するポリマーの種々の位置異性体が存在し得ることも理解される。上記構造に
おいて、ｎは約２，０００～約１４，０００、好ましくは約５，０００～約９，０００、
より好ましくは約６，０００～約８，０００の平均値を有する。
【００８６】
　特に好ましい本明細書で有用なポリエチレングリコールポリマーは、式中、ＲがＨに等
しく、ｎが約２，０００の平均値を有するＰＥＧ－２Ｍ（ＰＥＧ２－Ｍはまた、ユニオン
カーバイド（Union Carbide）製ポリオックス（Polyox）ＷＳＲ（登録商標）Ｎ－１０、
及びＰＥＧ－２，０００として知られている）；式中、ＲがＨに等しく、ｎが約５，００
０の平均値を有するＰＥＧ－５Ｍ（ＰＥＧ５－Ｍはまた、ポリオックスＷＳＲ（登録商標
）Ｎ－３５及びポリオックスＷＳＲ（登録商標）Ｎ－８０（双方ともユニオンカーバイド
から）、並びにＰＥＧ－５０００及びポリエチレングリコール３００，０００として知ら
れている）；式中、ＲがＨに等しく、ｎが約７，０００の平均値を有するＰＥＧ－７Ｍ（
ＰＥＧ７－Ｍはまた、ユニオンカーバイド製ポリオックスＷＳＲ（登録商標）Ｎ－７５０
として知られている）；式中、ＲがＨであり、ｎが約９，０００の平均値を有するＰＥＧ
－９Ｍ（ＰＥＧ９－Ｍはまた、ユニオンカーバイド製ポリオックスＷＳＲ（登録商標）Ｎ
－３３３３として知られている）；並びに式中、ＲがＨに等しく、ｎが約１４，０００の
平均値を有するＰＥＧ－１４Ｍ（ＰＥＧ１４－Ｍはまた、ユニオンカーバイド製ポリオッ
クスＷＳＲ（登録商標）Ｎ－３０００として知られている）である。他の有用なポリマー
としては、ポリプロピレングリコール及び混合ポリエチレン／ポリプロピレングリコール
が挙げられる。
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【００８７】
　３．毛髪着色剤／染料
　本発明の組成物はまた、毛髪着色剤／染料を含んでいてもよい。本明細書で有用な毛髪
着色剤／染料としては、アントラキノン、アゾ、ニトロ、塩基性、トリアリールメタン、
もしくは分散染料、あるいはこれらのいずれかの組み合わせが挙げられる。塩基性染料及
び中性染料を含む一連の直接染料は本明細書で有用である。使用に適した染料は、米国特
許第５，２８１，２４０号及び米国特許第４，９６４，８７４号に記載されている。
【００８８】
　４．カチオン性ポリマーコンディショニング剤
　本発明の組成物は更に、１種以上のカチオン性ポリマーコンディショニング剤を含み得
る。カチオン性ポリマーコンディショニング剤は、好ましくは水溶性である。カチオン性
ポリマーは、通常、カチオン性界面活性剤として上記で開示されたものと同一の範囲で使
用される。また、カチオン性ポリマーコンディショニング剤は、本明細書に記載のとおり
、増粘剤として高粘度水相で有用でもよい。
【００８９】
　「水溶性」カチオン性ポリマーが意味するのは、２５℃の水（蒸留されたもしくは等価
なもの）中０．１％の濃度で裸眼に実質的に透明な溶液を形成するほど十分に水に可溶性
のポリマーである。好ましくは、このポリマーは十分可溶性であり、濃度０．５％におい
て、より好ましくは濃度１．０％において、実質的に透明な溶液を形成する。
【００９０】
　本明細書のカチオン性ポリマーの重量平均分子量は一般的に、少なくとも約５，０００
、典型的には少なくとも約１０，０００であり、及び約１０，０００，０００未満である
。好ましくは、分子量は約１００，０００～約２，０００，０００である。陽イオンポリ
マーは一般的に、第四級アンモニウム又は陽イオンアミノ部分及びこれらの混合のような
陽イオン性窒素含有部分を有する。
【００９１】
　カチオン電荷密度は、好ましくは少なくとも約０．１ｍｅｑ／ｇｒａｍ、より好ましく
は少なくとも約０．５ｍｅｑ／ｇｒａｍ、更により好ましくは少なくとも約１．１ｍｅｑ
／ｇｒａｍ、さらにより少なくとも約１．２ｍｅｑ／ｇｒａｍである。このような好適な
カチオン性ポリマーの平均分子量は、一般に約１０，０００～約１０，０００，０００、
好ましくは約５０，０００～約５，０００，０００、より好ましくは約１００，０００～
約３，０００，０００である。当業者であれば、アミノ含有ポリマーの電荷密度がｐＨ及
びアミノ基の等電点に応じて変わり得ることを認識している。電荷密度は意図された用途
のｐＨで上述の限度内であるべきである。
【００９２】
　水溶解度基準が満たされる限り、カチオン性ポリマーに対していかなるアニオンの対イ
オンも利用することができる。好適な対イオンとしては、ハロゲン化物（例えば、Ｃｌ、
Ｂｒ、Ｉ、もしくはＦ、好ましくはＣｌ、Ｂｒ、もしくはＩ）、サルフェート、及びメチ
ルサルフェートが挙げられる。この一覧は限定的ではないので、他のものを使用すること
もできる。
【００９３】
　このカチオン性窒素含有部分は通常、上記カチオン性ヘアコンディショニングポリマー
の総モノマー単位のフラクション上に置換基として存在する。従って、このカチオン性ポ
リマーは、第四級アンモニウムもしくはカチオン性アミン置換モノマー単位及び本明細書
でスペーサーモノマー単位と呼称される他の非カチオン単位のコポリマー、ターポリマー
等を含み得る。このようなポリマーは当該技術分野で既知であり、ＣＴＦＡ、化粧品成分
辞典（Cosmetic Ingredient Dictionary）、第３版、エストリン（Estrin）、クロスリー
（Crosley）及びヘインズ（Haynes）編集（化粧品、洗面用品、及び芳香剤協会（The Cos
metic,Toiletry,and Fragrance Association,Inc.）、ワシントンＤ．Ｃ．、１９８２年
）中に多様性を見出すことができる。
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【００９４】
　好適なカチオン性ポリマーとしては、例えば、カチオン性アミンもしくは四級アンモニ
ウム官能基を有するビニルモノマー類と、アクリルアミド、メタクリルアミド、アルキル
及びジアルキルアクリルアミド、アルキル及びジアルキルメタクリルアミド、アルキルア
クリレート、アルキルメタクリレート、ビニルカプロラクトン並びにビニルピロリドンの
ような水溶性スペーサーモノマー類とのコポリマーが挙げられる。アルキル及びジアルキ
ル置換型モノマーは、好ましくはＣ1～Ｃ7のアルキル基、より好ましくはＣ1～Ｃ3のアル
キル基を有する。他の好適なスペーサーモノマーには、ビニルエステル、ビニルアルコー
ル（ポリビニルアセテートの加水分解によって作られる）、無水マレイン酸、プロピレン
グリコール及びエチレングリコールが挙げられる。
【００９５】
　前記カチオン性アミンは、本組成物の特定の種及びｐＨに依存して、第一級、第二級も
しくは第三級アミンであることができる。一般的に、第二級及び第三級アミン、特に第三
級アミンが好ましい。
【００９６】
　アミン置換型ビニルモノマーは、アミン形態で重合させることができ、そしてその後任
意に、四級化反応によってアンモニウムに変換させることができる。アミンは、ポリマー
が形成された後に同様に四級化させることもできる。例えば、第三級アミン官能基は、式
Ｒ’Ｘの塩との反応で四級化することができ、式中、Ｒ’は、短鎖アルキル、好ましくは
Ｃ1～Ｃ7アルキル、より好ましくはＣ1～Ｃ3アルキルであり、Ｘは四級化アンモニウムと
水溶性塩を形成するアニオンである。
【００９７】
　好適なカチオン性アミノモノマー及び第四級アンモニウムモノマーとしては、例えば、
ジアルキルアミノアルキルアクリレート、ジアルキルアミノアルキルメタクリレート、モ
ノアルキルアミノアルキルアクリレート、モノアルキルアミノアルキルメタクリレート、
トリアルキルメタクリルオキシアルキルアンモニウム塩、トリアルキルアクリルオキシア
ルキルアンモニウム塩、ジアリル第四級アンモニウム塩で置換されたビニル化合物、及び
ピリジニウム、イミダゾリウムといった環状カチオン性窒素含有環を有するビニル第四級
アンモニウムモノマー及び四級化ピロリドン、例えば、アルキルビニルイミダゾリウム、
アルキルビニルピリジニウム、アルキルビニルピロリドン塩が挙げられる。これらのモノ
マーのアルキル部分は、好ましくはＣ1～Ｃ3のアルキル基、より好ましくはＣ1アルキル
基及びＣ2アルキル基などの低級アルキル基である。本明細書に用いる適当なアミン置換
型ビニルモノマーには、ジアルキルアミノアルキルアクリレート、ジアルキルアミノアル
キルメタクリレート、ジアルキルアミノアルキルアクリルアミド及びジアルキルアミノア
ルキルメタクリルアミド（ここで、アルキル基は、好ましくはＣ1～Ｃ7ヒドロカルビル、
より好ましくはＣ1～Ｃ3アルキルである）が挙げられる。
【００９８】
　このカチオン性ポリマーは、アミン－及び／又は第四級アンモニウム置換モノマー及び
／又は相溶性スペーサーモノマーから誘導されるモノマー単位の混合物を含むことができ
る。
【００９９】
　好適なカチオン性ヘアコンディショニングポリマーとしては、例えば、１－ビニル－２
－ピロリドン及び１－ビニル－３－メチルイミダゾリウム塩（例えば、クロリド塩）のコ
ポリマー（化粧品、洗面用品、及び芳香剤協会、「ＣＴＦＡ」業界ではポリクアテルニウ
ム－１６と呼ばれる）、ＢＡＳＦワイアンドット社（BASF Wyandotte Corp.）よりルビク
アット（LUVIQUAT）の商標名（例えば、ルビクアット（LUVIQUAT）ＦＣ３７０）で市販さ
れるもの；１－ビニル－２－ピロリドン及びジメチルアミノエチルメタクリレートのコポ
リマー（「ＣＴＦＡ」業界ではポリクアテリウム－１１と呼ばれる）、ガフ・コーポレー
ション（Gaf Corporation）より商標名ガフクアット（例えば、ガフクアット７５５Ｎ）
で市販されるもの；例えば、ジメチルジアリルアンモニウムクロリドホモポリマー及びア
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クリルアミドとジメチルジアリルアンモニウムクロリドのコポリマーを含むカチオン性ジ
アリル第四級アンモニウム含有ポリマー（ＣＴＦＡ業界ではそれぞれポリクアテルニウム
６及びポリクアテルニウム７と呼ばれる）；米国特許第４，００９，２５６号に記載の約
３～約５個の炭素原子を有する不飽和カルボン酸のホモポリマー及びコポリマーのアミノ
アルキルエステルの鉱酸塩が挙げられる。
【０１００】
　使用できる他のカチオン性ポリマーには多糖ポリマー、例えば、カチオン性セルロース
誘導体及びカチオン性デンプン誘導体が挙げられる。
【０１０１】
　本明細書に用いるのに好適なカチオン性多糖ポリマー物質としては、以下の式のものが
挙げられる：
【０１０２】
【化９】

　式中：Ａはデンプンもしくはセルロースアンヒドログルコース残基のようなアンヒドロ
グルコース残基であり；Ｒはアルキレンオキシアルキレン、ポリオキシアルキレン、もし
くはヒドロキシアルキレン基、もしくはこれらの組み合わせであり；Ｒ1、Ｒ2、及びＲ3

は独立して、アルキル、アリール、アルキルアリール、アリールアルキル、アルコキシア
ルキル、もしくはアルコキシアリール基であり、各基は約１８個までの炭素原子を含有し
、各カチオン性部分の炭素原子の総数（即ち、Ｒ1、Ｒ2、及びＲ3にある炭素原子の合計
）は、好ましくは約２０以下であり；Ｘは、アニオン性対イオンである。好適な対イオン
としては、ハロゲン化物（例えば、Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉ、もしくはＦ、好ましくはＣｌ、Ｂｒ
、もしくはＩ）、サルフェート、及びメチルサルフェートが挙げられる。この一覧は限定
的ではないので、他のものを使用することもできる。
【０１０３】
　カチオン性セルロースは、アマコール社からポリマーＪＲ（登録商標）及びＬＲ（登録
商標）シリーズのポリマーとして入手可能であるが、これはトリメチルアンモニウム置換
型エポキシドと反応させたヒドロキシエチルセルロースの塩であり、当産業界（ＣＴＦＡ
）においてポリクアテルニウム－１０と呼ばれているものである。その他の型のカチオン
性セルロースとしては、ヒドロキシエチルセルロースとラウリルジメチルアンモニウム置
換エポキシドを反応させたポリマー第四級アンモニウム塩、業界（ＣＴＦＡ）ではポリク
アテルニウム２４と呼ばれるものが挙げられる。これらの物質はアマコール社から商標名
ポリマーＬＭ－２００（登録商標）として入手可能である。
【０１０４】
　その他の使用可能なカチオン性ポリマーとしては、グアーヒドロキシプロピルトリモニ
ウムクロリド（セラニーズ社（Celanese Corp.）のジャガー（Jaguar）Ｒシリーズとして
市販）のようなカチオン性グアーガム誘導体が挙げられる。他の物質としては、第四級窒
素含有セルロースエーテル（例えば米国特許３，９６２，４１８号に記載されているもの
）、及びエーテル化セルロース及びデンプンのコポリマー（例えば米国特許３，９５８，
５８１号に記載されているもの）が挙げられる。
【０１０５】
　上記したように、本発明におけるカチオン性ポリマーは水溶性である。しかしながら、
このことは組成物において可溶性でなければならないことを意味するものではない。しか
し、好ましくは、カチオン性ポリマーは組成物において可溶性であるか、もしくはカチオ
ン性ポリマー及びアニオン性物質によって形成される組成物の複合コアセルベート相にお
いて可溶性である。カチオン性ポリマーの複合コアセルベートは、任意に本発明における
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ば、ポリスチレンスルホン酸ナトリウム）によって形成することができる。
【０１０６】
　５．シリコーンコンディショニング剤
　本明細書の組成物はまた、不揮発性の可溶性もしくは不溶性シリコーンコンディショニ
ング剤を含むことができる。可溶性とは、シリコーンコンディショニング剤が組成物の水
性担体と、同一相の一部を形成するように混和性であることを意味する。不溶性とは、シ
リコーンが、水性担体と分離した不連続相を、例えば、シリコーンの液滴のエマルション
もしくは懸濁液の形態で形成することを意味する。
【０１０７】
　シリコーンヘアコンディショニング剤はこの組成物において組成物の約０．０５重量％
～約１０重量％、好ましくは約０．１重量％～約６重量％、より好ましくは約０．３重量
％～約５重量％、さらにより好ましくは約０．５重量％～約３重量％の濃度で使用される
。
【０１０８】
　可溶性シリコーンとしては、ジメチコンコポリオールのようなシリコーンコポリオール
、例えばポリプロピレンオキシド、ポリエチレンオキシド修飾ポリジメチルシロキサンの
ようなポリエーテルシロキサン修飾ポリマーが挙げられ、ここでエチレン及び／もしくは
プロピレンオキシドの濃度は、組成物に溶解させるのに十分な濃度である。
【０１０９】
　しかし、好ましいのは不溶性シリコーンである。本明細書に用いるための不溶性シリコ
ーンヘアコンディショニング剤は、好ましくは２５℃で約０．００１ｍ2／ｓ～約２ｍ2／
ｓ（約１，０００～約２，０００，０００センチストーク）、より好ましくは約０．０１
ｍ2／ｓ～約１．８ｍ2／ｓ（約１０，０００～約１，８００，０００センチストーク）、
さらにより好ましくは約０．１ｍ2～約１．５ｍ2／ｓ（約１００，０００～約１，５００
，０００センチストーク）の粘度を有する。粘度は、ダウ・コーニング・コーポレート（
Dow Corning Corporate）試験方法ＣＴＭ０００４、１９７０年７月２０日に記載される
ガラスキャピラリー粘度計によって測定できる。
【０１１０】
　好適な不溶性、不揮発性シリコーン流体としては、ポリアルキルシロキサン、ポリアリ
ールシロキサン、ポリアルキルアリールシロキサン、ポリエーテルシロキサンコポリマー
、及びこれらの混合物が挙げられる。ヘアコンディショニング特性を有している他の不溶
性、不揮発性シリコーン流体も使用することができる。本明細書で使用する時、「不揮発
性」という用語は、シリコーンの沸点が少なくとも約２６０℃、好ましくは少なくとも約
２７５℃、より好ましくは少なくとも約３００℃であることを意味する。このような物質
は、周囲条件で非常に低い、もしくは無有意な蒸気圧を示す。用語「シリコーン流体」と
は、２５℃で約１ｍ2／ｓ（１，０００，０００センチストーク）未満の粘度を有する流
動性シリコーン物質を意味する。一般に、流体の粘度は、２５℃で約０．０００００５ｍ
2／ｓ～約１ｍ2／ｓ（約５～約１，０００，０００センチストーク）、好ましくは約０．
００００１ｍ2／ｓ～約０．３ｍ2／ｓ（約１０～約３００，０００センチストーク）であ
る。
【０１１１】
　本明細書のシリコーン流体には下記構造を有するポリアルキルもしくはポリアリールシ
ロキサンも含まれる：
【０１１２】
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【化１０】

　式中、Ｒはアルキルもしくはアリールであり、ｘは約７～約８，０００の整数である。
「Ａ」は、シリコーン鎖の末端部をブロックする基を表す。
【０１１３】
　シロキサン鎖（Ｒ）上もしくはシロキサン鎖の末端部（Ａ）で置換されているアルキル
基もしくはアリール基は、室温下で得られるシリコーンが室温下で流体のままであり、疎
水性であり、毛髪に適用する際に刺激性、毒性、もしくは有害のいずれでもなく、組成物
のその他の構成成分と適合性があり、通常の使用条件及び保管条件において化学的に安定
であり、毛髪に付着して毛髪の状態を整えることが可能である限り、いかなる構造であっ
てもよい。
【０１１４】
　好適なＡ基として、メチル基、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、及びアリール
オキシ基が挙げられる。ケイ素原子（silicone atom）上の２つのＲ基は同一基でももし
くは異なる基であってもよい。好ましくは、２つのＲ基は同一の基を示す。好適なＲ基に
は、メチル基、エチル基、プロピル基、フェニル基、メチルフェニル基及びフェニルメチ
ル基が挙げられる。好ましいシリコーンは、ポリジメチルシロキサン、ポリジエチルシロ
キサン及びポリメチルフェニルシロキサンである。ポリジメチルシロキサンは、とりわけ
好ましい。
【０１１５】
　使用してよい不揮発性ポリアルキルシロキサン流体としては、例えばポリジメチルシロ
キサンが挙げられる。これらのシロキサンは、例えば、ゼネラル・エレクトリック社（th
e General Electric Company）よりビスカシル（Viscasil）Ｒ及びＳＦ９６シリーズとし
て、ダウ・コーニング（Dow Corning）よりダウ・コーニング２００シリーズとして入手
可能である。
【０１１６】
　使用してよいポリアルキルアリールシロキサン流体としては、例えばポリメチルフェニ
ルシロキサンがまた挙げられる。これらのシロキサンは、例えば、ゼネラル・エレクトリ
ック社（General Electric Company）よりＳＦ　１０７５メチルフェニル流体として、又
はダウ・コーニング（Dow Corning）より５５６コスメチックグレード流体として入手可
能である。
【０１１７】
　毛髪の光沢特性を増強するために特に好ましいのは、高度にアリール化したシリコーン
、例えば約１．４６もしくはそれより高い屈折率、特に約１．５２もしくはそれより高い
屈折率を有する高度にフェニル化したポリエチルシリコーンである。これらの高屈折率シ
リコーンを使用するとき、これらは、以下に記載するようにして展着剤、例えば界面活性
剤もしくはシリコーン樹脂と混合して表面張力を低下させ、この物質の膜形成能を高める
べきである。
【０１１８】
　使用してよいポリエーテルシロキサンコポリマーには、例えば、ポリプロピレンオキシ
ド修飾ポリジメチルシロキサン（例えば、ダウ・コーニングＤＣ－１２４８）が挙げられ
るが、エチレンオキシドもしくはエチレンオキシドとプロピレンオキシドの混合物もまた
、使用してよい。エチレンオキシド及びポリプロピレンオキシドの濃度は、本明細書の組
成物への溶解性を妨げるように十分低くすべきである。
【０１１９】
　好適なシリコーン流体を開示している参照文献には、米国特許第２，８２６，５５１号
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；米国特許第３，９６４，５００号；米国特許第４，３６４，８３７号；及び英国特許第
８４９，４３３号が挙げられる。ペトラーチ・システムズ１９８４（Petrarch Systems,I
nc.,1984）によって供給されるシリコーン化合物は、好適なシリコーン流体の広範である
（が、限定的でない）リストを提供する。
【０１２０】
　シリコーンコンディショニング剤においてとりわけ有用であることのできるその他のシ
リコーンヘアコンディショニング物質は不溶性シリコーンガムである。用語「シリコーン
ガム」とは、本明細書で使用する時、２５℃で１ｍ2／ｓ（１，０００，０００センチス
トーク）以上の粘度を有するポリオルガノシロキサン物質を意味する。シリコーンガムは
、ペトラーチ（Petrarch）及び米国特許第４，１５２，４１６号；及びノル（Noll）及び
ウォルター（Walter）の「シリコーンの化学及び技術（Chemistry and Technology of Si
licones）」、ニューヨーク、アカデミック・プレス（Academic Press）（１９６８年）
を含む他のものによって記載される。ゼネラル・エレクトリック・シリコーン・ラバー製
品データシート（General Electric Silicone Rubber Product Data Sheets）のＳＥ３０
、ＳＥ３３、ＳＥ５４、及びＳＥ７６にもシリコーンガムについて記載されている。「シ
リコーンガム」は、典型的に約２００，０００を超え、一般的に約２００，０００～約１
，０００，０００の質量分子量を有する。具体例としては、ポリジメチルシロキサン、（
ポリジメチルシロキサン）（メチルビニルシロキサン）コポリマー、ポリ（ジメチルシロ
キサン）（ジフェニルシロキサン）（メチルビニルシロキサン）コポリマー、及びこれら
の混合物が挙げられる。
【０１２１】
　好ましくはシリコーンヘアコンディショニング剤は、約１ｍ2／ｓ（１，０００，００
０センチストーク）を超える粘度を有するポリジメチルシロキサンガム、及び約０．００
００１ｍ2／ｓ～約０．１ｍ2／ｓ（１０センチストーク～約１００，０００センチストー
ク）の粘度を有するポリジメチルシロキサン流体の混合物を含み、ここでガムと流体の比
は、約３０：７０～約７０：３０、好ましくは約４０：６０～約６０：４０である。
【０１２２】
　シリコーンコンディショニング剤に包含することのできる任意成分はシリコーン樹脂で
ある。シリコーン樹脂は、高度に架橋したポリマーシロキサン系である。架橋は、シリコ
ーン樹脂の製造中に、三官能性及び四官能性シランを、一官能性もしくは二官能性のシラ
ン、あるいは両方のシランとともに組み入れることを通して導入される。当該技術分野に
おいて理解されているように、シリコーン樹脂を生成するために必要とされる架橋度は、
シリコーン樹脂に組み込まれる特定のシラン単位によって異なる。一般的に、樹脂が乾燥
して硬質な、もしくは堅い被膜になるのに十分なレベルの三官能性及び四官能性シロキサ
ンモノマー単位（それ故に、十分な架橋レベル）を有するシリコーン物質が、シリコーン
樹脂であると考えられる。酸素原子とケイ素原子との比は、特定のシリコーン物質におけ
る架橋のレベルを示す。ケイ素原子１個につき少なくとも約１．１個の酸素原子を有する
シリコーン物質は、一般に本明細書のシリコーン樹脂となる。好ましくは、酸素：ケイ素
原子の比率は少なくとも約１．２：１．０である。シリコーン樹脂の製造に使用されるシ
ランとしては、最も一般に利用されるメチル置換シランと共に、モノメチル－、ジメチル
－、トリメチル－、モノフェニル－、ジフェニル－、メチルフェニル－、モノビニル－、
及びメチルビニルクロロシラン、並びにテトラクロロシランが挙げられる。好ましい樹脂
は、ゼネラル・エレクトリックからＧＥＳＳ４２３０及びＳＳ４２６７として提供されて
いる。市販のシリコーン樹脂は、一般に低い粘度の揮発性もしくは不揮発性シリコーン流
体に溶解された形態で供給される。本明細書における使用のためのシリコーン樹脂は、当
業者にとって容易に明らかであるように、溶解した形で本組成物に供給され組み込まれる
べきである。シリコーン樹脂は、毛髪上のシリコーンの付着を高め、高屈折率を有する毛
髪の光沢を促進できる。
【０１２３】
　シリコーン流体、ガム、及び樹脂、並びにシリコーンの製造に関する項を含むシリコー
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ンの背景資料は、「ポリマーサイエンス・エンジニアリング百科事典（Encyclopedia of 
Polymer Science and Engineering）」（１５巻、第２版、２０４～３０８頁、ジョン・
ワイリー・アンド・サン社（John Wiley & Sons,Inc.）、１９８９年）に見出すことがで
きる。
【０１２４】
　「ＭＤＴＱ」命名法として当業者に周知の簡略命名法システムに従って、特にシリコー
ン物質及びシリコーン樹脂を簡便に識別することができる。このシステム下で、シリコー
ンは、シリコーンを構成する種々のシロキサンモノマー単位の存在によって記載される。
簡潔には、記号Ｍは一官能性単位（ＣＨ3）3ＳｉＯ0.5を示し；Ｄは二官能性単位（ＣＨ3

）2ＳｉＯを示し；Ｔは三官能性単位（ＣＨ3）ＳｉＯ1.5を示し；Ｑは四官能性単位Ｓｉ
Ｏ2を示す。単位記号、例えば、Ｍ’、Ｄ’、Ｔ’、及びＱ’のダッシュ記号は、メチル
以外の置換基を示し、出てくる度に具体的に定義されなければならない。典型的な代替置
換基には、ビニル、フェニル、アミン、ヒドロキシル等々のような基が挙げられる。シリ
コーン中の各タイプの単位の総数（もしくは、その平均値）を表示している下つき添字に
よって、もしくは分子量と組み合わせて特別に表示された比としての種々の単位のモル比
により、ＭＤＴＱシステム下でのシリコーン物質の記載が完成する。シリコーン樹脂内の
Ｄ、Ｄ’、Ｍ及び／又はＭ’に対する、Ｔ、Ｑ、Ｔ’及び／又はＱ’の相対モル量がより
高いことは、架橋の程度がより高いことを示している。しかし架橋の全体的なレベルはま
た、酸素とケイ素の比によって示すことができる。
【０１２５】
　本明細書で使用される好ましいシリコーン樹脂は、ＭＱ、ＭＴ、ＭＴＱ、ＭＱ、及びＭ
ＤＴＱ樹脂である。このように、好ましいシリコーン置換基はメチルである。Ｍ：Ｑ比が
約０．５：１．０～約１．５：１．０で、樹脂の平均分子量が約１０００～約１０，００
０であるＭＱ樹脂が特に好ましい。
【０１２６】
　６．抗ふけ剤
　本発明の組成物はまた、抗ふけ剤を含有してもよい。抗ふけ粒子の好適な非限定例とし
ては、：ピリジンチオン塩、アゾール、硫化セレン、クリムバゾール（climbazole）、粒
子状イオウ、及びこれらの混合物が挙げられる。好ましいのは、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必須成分と比較するべきであり
、比較せずに製品の安定度、審美性、性能を過度に損なってはいけない。
【０１２７】
　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極めて好ましい粒子状抗ふけ剤である。ピリジンチオン抗ふけ粒子状
物質の濃度は、典型的には、組成物の約０．１重量％～約４重量％、好ましくは約０．１
重量％～約３重量％、より好ましくは約０．３重量％～約２重量％の範囲である。好まし
い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
ルコニウムのような重金属から形成されたものが挙げられ、好ましくは亜鉛、より好まし
くは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」もしくは
「ＺＰＴ」として既知である）、より好ましくは小板状粒子の形態の１－ヒドロキシ－２
－ピリジンチオン塩であり、その際、粒子の平均サイズは約２０μまで、好ましくは約５
μまで、より好ましくは約２．５μまでである。ナトリウムのようなその他の陽イオンか
ら形成された塩もまた好適であってよい。ピリジンチオン抗ふけ剤は、例えば、米国特許
第２，８０９，９７１号；米国特許第３，２３６，７３３号；米国特許第３，７５３，１
９６号；米国特許第３，７６１，４１８号；米国特許第４，３４５，０８０号；米国特許
第４，３２３，６８３号；米国特許第４，３７９，７５３号；及び米国特許第４，４７０
，９８２号に記載されている。ＺＰＴが抗ふけ粒子として本明細書の組成物に用いられる
時は、毛髪の成長又は再生が刺激又は調節されるか、又はその両方か、脱毛が軽減又は阻
害されるか、あるいは毛髪がより太く豊かになることが意図される。
【０１２８】
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　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つ以上の抗真菌もしくは抗菌活性物質を更に含んでもよい
。好適な抗菌活性物質には、コールタール、イオウ、ウィットフィールド（whitfield）
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、シンナミックアルデヒド、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－１
００、アゼライン酸、リチカーゼ（lyticase）、ヨードプロピニルブチルカルバメート（
ＩＰＢＣ）、オクチルイソチアザリノン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。好ましい抗菌剤には、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。
【０１２９】
　アゾール抗菌剤には、ベンズイミダゾールのようなイミダゾール、ベンゾチアゾール、
ビフォナゾール、硝酸ブタコナゾール、クリムバゾール（climbazole）、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。組成物中に存在する時、アゾール抗菌活性物質は、組成物の約０．０
１重量％～約５重量％、好ましくは約０．１重量％～約３重量％、より好ましくは約０．
３重量％～約２重量％の量で含まれる。本明細書においては、ケトコナゾールが特に好ま
しい。
【０１３０】
　硫化セレンは本発明の抗菌組成物に用いるのに好適な粒子状抗ふけ剤であり、その有効
濃度は組成物の約０．１重量％～約４重量％、好ましくは約０．３重量％～約２．５重量
％、より好ましくは約０．５重量％～約１．５重量％の範囲である。硫化セレンは一般に
セレン１モル及びイオウ２モルを有する化合物とみなされるが、一般式ＳｅxＳy（式中ｘ
＋ｙ＝８）に従う環式構造であってよい。硫化セレンの平均粒子直径は、典型的には前方
レーザー光散乱装置（forward laser light scattering device）（例えばマルバーン（M
alvern）３６００装置）で測定して１５μｍ未満、好ましくは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、米国特許第３，１５２，０
４６号、米国特許第４，０８９，９４５号、及び米国特許第４，８８５，１０７号に記載
されている。
【０１３１】
　イオウもまた、本発明の抗菌性組成物において粒子状抗菌性／抗ふけ剤として使用する
ことができる。粒子状イオウの有効濃度は、典型的には当該組成物の約１重量％～約４重
量％、好ましくは約２重量％～約４重量％である。
【０１３２】
　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。
【０１３３】
　本発明の追加の抗菌活性物質は、メラレウカ（melaleuca）（茶木）及び炭の抽出物を
含んでもよい。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
イオウとの組み合わせ、サリチル酸とジンクピリチオンとの組み合わせ、オクトピロック
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スとクリムバゾール（climbasole）との組み合わせ、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。イオウの濃度は、典型的には約１重量％
～約４重量％、好ましくは約２重量％～約４重量％である。
【０１３４】
　７．粒子
　本発明のパーソナルケア組成物は、粒子を含んでいてもよい。多様な形状及び密度の非
水溶性固体粒子が有用である。本発明の粒子は、約１００μｍ未満（後述される粒径測定
に基づく平均容量）の粒径、好ましくは約６０μｍ未満、より好ましくは約３０μｍ未満
の粒径を有する。
【０１３５】
　本発明において存在することができる粒子は、天然、合成、もしくは半合成であること
ができる。加えて、ハイブリッド粒子も存在することができる。合成粒子は、架橋又は非
架橋ポリマーのいずれかから製造することができる。本発明の粒子は表面電荷を有するこ
とができるか、又はそれらの表面が、界面活性剤、ポリマー、及び無機物質のような有機
もしくは無機物質により改質されることができる。粒子錯体が存在することができる。
【０１３６】
　合成粒子の非限定例には、ナイロン、シリコーン樹脂、ポリ（メタ）アクリレート、ポ
リエチレン、ポリエステル、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリウレタン、ポリアミド
、エポキシ樹脂、尿素樹脂、及びアクリル粉末が挙げられる。有用な粒子の非限定例は、
マイクロイーズ（Microease）１１０Ｓ、１１４Ｓ、１１６（微粉化合成ワックス）、マ
イクロポリ（Micropoly）２１０、２５０Ｓ（微粉化ポリエチレン）、マイクロスリップ
（Microslip）（微粉化ポリテトラフルオロエチレン）、及びマイクロシルク（Microsilk
）（ポリエチレン及びポリテトラフルオロエチレンの組み合わせ）であり、これらのすべ
てがマイクロパウダー社（Micro Powder, Inc.）より入手可能である。追加の例には、フ
ェノメネックス（Phenomenex）から入手可能なルナ（Luna）（滑らかなシリカ粒子）粒子
、コボ・プロダクツ社（Kobo Products,Inc.）から入手可能なＭＰ－２２００（ポリメチ
ルメタクリレート）、ＥＡ－２０９（エチレン／アクリレートコポリマー）、ＳＰ－５０
１（ナイロン－１２）、ＥＳ－８３０（ポリメチルメタクリレート）、ＢＰＤ－８００、
ＢＰＤ－５００（ポリウレタン）粒子、及びＧＥシリコーンズ（GE Silicones）から商標
名トスパール（Tospearl）粒子として販売されるシリコーン樹脂が挙げられる。ガンツパ
ール（Ganzpearl）ＧＳ－０６０５架橋ポリスチレン（プレスパース（Presperse）から入
手可能）もまた有用である。
【０１３７】
　ハイブリッド粒子の非限定例には、ガンツパールＧＳＣ－３０ＳＲ（絹雲母と架橋ポリ
スチレンのハイブリッド粉末）、及びＳＭ－１０００、ＳＭ－２００（プレスパースより
入手可能である雲母とシリカのハイブリッド粉末）が挙げられる。
【０１３８】
　本発明の干渉顔料は、小板状体粒子である。多相パーソナルケア組成物の小板状粒子は
、好ましくは約５μｍ以下、より好ましくは約２μｍ以下、さらにより好ましくは約１μ
ｍ以下の厚さを有する。多相パーソナルケア組成物の小板状粒子は、好ましくは少なくと
も約０．０２μｍ、より好ましくは少なくとも約０．０５μｍ、さらにより好ましくは少
なくとも約０．１μｍ、なおより好ましくは少なくとも約０．２μｍの厚さを有する。
【０１３９】
　多相パーソナルケア組成物の干渉顔料は、多層構造を含む。粒子状物質の中央は、通常
は１．８未満の屈折率（ＲＩ）を有する平らな基材である。多種多様の粒子基材が本明細
書で有用である。非限定例は、天然雲母、合成雲母、グラファイト、タルク、カオリン、
アルミナフレーク、オキシ塩化ビスマス、シリカフレーク、ガラスフレーク、セラミック
、二酸化チタン、ＣａＳＯ4、ＣａＣＯ3、ＢａＳＯ4、ボロシリケート、及びこれらの混
合物であり、好ましくは雲母、シリカ、及びアルミナフレークである。
【０１４０】
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　薄膜の一層もしくは薄膜の多層が、上記の基材表面上にコーティングされる。薄膜は高
屈折物質から製造される。これらの物質の屈折率は、通常は１．８を超える。
【０１４１】
　多種多様の薄膜が本明細書で有用である。非限定例は、ＴｉＯ2、Ｆｅ2Ｏ3、ＳｎＯ2、
Ｃｒ2Ｏ3、ＺｎＯ、ＺｎＳ、ＺｎＯ、ＳｎＯ、ＺｒＯ2、ＣａＦ2、Ａｌ2Ｏ3、ＢｉＯＣｌ
、及びこれらの混合物であるか、又は別個の層の形態で、好ましくはＴｉＯ2、Ｆｅ2Ｏ3

、Ｃｒ2Ｏ3、ＳｎＯ2である。多層構造については、薄膜はすべて高屈折率物質から成る
ことができるか、もしくは最上層として高ＲＩ被膜を有する、高ＲＩ及び低ＲＩ物質を有
する薄膜の交互の配列であることができる。
【０１４２】
　本明細書で有用な干渉顔料の非限定例には、プレスパース社（Persperse,Inc.）より商
標名プレスティージ（PRESTIGE）（登録商標）、フロナク（FLONAC）（登録商標）として
供給されるもの；ＥＭＤケミカルズ社（EMD Chemicals,Inc.）より商標名ティミロン（TI
MIRON）（登録商標）、カラロナ（COLORONA）（登録商標）、ディクロナ（DICHRONA）（
登録商標）、及びキシロナ（XIRONA）（登録商標）として供給されるもの；及びエンゲル
ハード社（Engelhard Co.）より商標名フラメンコ（FLAMENCO）（登録商標）、ティミカ
（TIMICA）（登録商標）、デュオクローム（DUOCHROME）（登録商標）として供給される
ものが挙げられる。
【０１４３】
　本発明の実施形態では、干渉顔料表面は疎水性であるか、もしくは疎水性に修飾された
かのいずれかである。同時係属出願番号６０／４６９，０７５（２００３年５月８日出願
）で記載されている粒子接触角試験を使用して、干渉顔料の接触角が決定される。接触角
が大きければ大きいほど、干渉顔料の疎水性は大きくなる。本発明の干渉顔料は、少なく
とも６０°、より好ましくは８０°を超える、さらにより好ましくは１００°を超える、
なおより好ましくは１００°を超える接触角を有する。
【０１４４】
　本明細書で有用な疎水性表面処理の非限定例には、シリコーン、アクリレートシリコー
ンコポリマー、アクリレートポリマー、アルキルシラン、イソプロピルチタニウムトリイ
ソステアレート、ステアリン酸ナトリウム、ミリスチン酸マグネシウム、ペルフルオロア
ルコールホスフェート、ペルフルオロポリメチルイソプロピルエーテル、レシチン、カル
ナウバワックス、ポリエチレン、キトサン、ラウロイルリシン、植物脂質抽出物、及びこ
れらの混合物が挙げられ、好ましくはシリコーン、シラン、及びステアレートが挙げられ
る。表面処理企業には、ＵＳコスメティックス（US Cosmetics）、コボ・プロダクツ社（
KOBO Products Inc.）、及びカードレ社（Cardre Inc.）が挙げられる。
【０１４５】
　８．スタイリングポリマー
　本発明の組成物は、スタイリングポリマーを含んでもよい。本発明の組成物は、本組成
物の一般に約０．１重量％～約１５重量％、好ましくは０．５重量％～約８重量％、更に
好ましくは約１重量％～約８重量％のスタイリングポリマーを含む。粘着特性もしくは膜
形成特性を本組成物に付与する有効な量が使用され、本組成物がその意図する目的に対し
て処方されて、効果的に適用され得る限り、前記ポリマーの前記より高い、もしくは低い
濃度の使用を排除することは意図されていない。
【０１４６】
　これらのスタイリングポリマーは、適用後の毛髪にポリマー状沈着物を供給することに
より本発明の組成物にヘアスタイリング性能を付与する。当業者によって理解されている
ように、毛髪に沈着するポリマーは、粘着強度及び付着強度を持ち、乾燥時に毛髪繊維の
間に接合部を形成することによって、先ずヘアスタイリングを作り出す。
【０１４７】
　水溶性及び水不溶性有機ポリマー及び水不溶性シリコーングラフトポリマーを含めて、
多くのこのようなポリマーが当該技術分野では知られていて、それらのポリマーが後述の
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必須の特徴もしくは特性も持つことを前提として、全てが本明細書の組成物に使用するの
に好適である。そのようなポリマーは、当該技術分野でよく知られた慣用のもしくはそう
でなければ別の重合技術によって作ることができ、その一例には、ラジカル重合が挙げら
れる。
【０１４８】
　スタイリングポリマーは、少なくとも約２０，０００、好ましくは約２５，０００より
大きい、更に好ましくは約３０，０００より大きい、最も好ましくは約３５，０００より
大きい重量平均分子量を持つべきである。加工、審美特性、処方能力等のような実用上の
理由から本発明の適用性を制約することを除いて、分子量に対する上限はない。一般に、
重量平均分子量は、約１０，０００，０００未満、更に一般的には約５，０００，０００
未満、そして典型的には約２，０００，０００未満である。好ましくは、重量平均分子量
は、約２０，０００～約２，０００，０００、更に好ましくは約３０，０００～約１，０
００，０００、そして最も好ましくは約４０，０００～約５００，０００である。
【０１４９】
　好適なシリコーングラフトポリマーは次にも開示されている：ハヤマ（Hayama）等の１
９９１年１月１１日のＥＰＯ出願０４０８３１１Ａ２として発行されたＥＰＯ出願９０３
０７５２８．１、１９９１年１０月２９日発行のスズキ（Suzuki）等の米国特許第５，０
６１，４８１号、１９９２年４月２１日発行のボリッヒ（Bolich）等の米国特許第５，１
０６，６０９号、１９９２年３月３１日発行のボリッヒ（Bolich）等の米国特許第５，１
００，６５８号、１９９２年３月３１日発行のアンシャージャクソン（Ansher-Jackson）
等の米国特許第５，１００，６５７号、１９９２年４月１４日発行のボリッヒ（Bolich）
等の米国特許第５，１０４，６４６号、１９９１年８月２７日出願のボリッヒ（Bolich）
等の米国特許出願第０７／７５８，３１９号、及び１９９１年８月２７日出願のトルガー
ソン（Torgerson）等の米国特許出願第０７／７５８，３２０号である。
【０１５０】
　好適なカチオン性ポリマーには次が挙げられる：ポリクアテルニウム（Polyquaternium
）－４（セルクァット（Celquat）Ｈ－１００；Ｌ２００（供給元ナショナル・スターチ
（National Starch）））；ポリクアテルニウム－１０（セルクァット（Celquat）ＳＣ－
２４０Ｃ；ＳＣ－２３０Ｍ（供給元ナショナル・スターチ））；（ユーケア（UCARE）ポ
リマーシリーズ－ＪＲ－１２５、ＪＲ－４００、ＬＲ－４００、ＬＲ－３０Ｍ、ＬＫ、（
供給元アマーコール（Amerchol）））；ポリクアテルニウム－１１（ガフクァット（Gafq
uat）７３４；７５５Ｎ（供給元ＩＳＰ））；ポリクアテルニウム－１６（ルビクアット
（Luviquat）ＦＣ３７０；ＦＣ５５０；ＦＣ９０５；ＨＭ－５５２（供給元ＢＡＳＦ）；
ＰＶＰ／ジメチルアミノエチルメタクリレート（コポリマー８４５；９３７；９５８（供
給元ＩＳＰ））；ビニルカプロラクタム／ＰＶＰ／ジメチルアミノエチルメタクリレート
コポリマー（ガフィックス（Gaf fix）ＶＣ－７１３；Ｈ2ＯＬＤ　ＥＰ－１（供給元ＩＳ
Ｐ））；キトサン（Chitosan）（キタマール（Kytamer）Ｌ；キタマール（Kytamer）ＰＣ
（供給元アマーコール））；ポリクアテルニウム－７（メルクァット（Merquat）５５０
（供給元カルゴン（Calgon）））；ポリクアテルニウム－１８（ミラポール（Mirapol）
ＡＺ－１（供給元ローヌ・プーラン（Rhone-Poulenc）））；ポリクアテルニウム－２４
（クァットリソフト（Quatrisoft）ポリマーＬＭ－２００（供給元アマーコール））；ポ
リクアテルニウム－２８（ガフクァットＨＳ－１００（供給元ＩＳＰ））；ポリクアテル
ニウム－４６（ルビクァット・ホールド（Luviquat Hold）（供給元ＢＡＳＦ））；及び
キトサン・グリコレート（Chitosan Glycolate）（ハイダゲン（Hydagen）ＣＭＦ；ＣＭ
ＦＰ（供給元ヘンケル（Henkel）））；ヒドロキシエチルセチルジモニウムホスフェート
（ルビクァット・モノ（Luviquat Mono）ＣＰ（供給元ＢＡＳＦ））；及びグアーヒドロ
キシルプロピルトリモニウムクロリド（ジャガーＣシリーズ（Jaguar C series）－１３
Ｓ、－１４Ｓ、－１７、１６２、－２０００、ハイ・ケア（Hi-CARE）１０００（供給元
ローヌ・プーラン））。
【０１５１】
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　好適な両性ポリマーには、オクチルアクリルミド（octylacrylmide）／アクリレート／
ブチルアミノエチルメタクリレートコポリマー（アンホマー（Amphomer）２８－４９１０
、アンホマー（Amphomer）ＬＶ－７１２８－４９７１、ロボクリル（Lovocryl）－４７　
２８－４９４７（供給元ナショナル・スターチ（National Starch）））、及びメタクリ
ロイルエチルベタイン／メタクリレートコポリマー（ダイアフォーマーシリーズ（Diafor
mer series）（供給元三菱（Mitsubishi）））が挙げられる。
【０１５２】
　部分的に双極性イオン性であるポリマーも有用である。それらは、ｐＨの広い範囲にわ
たって正の電荷を持つが、塩基性のｐＨで負にのみ荷電する酸性基を含有する。ポリマー
は低いｐＨでは正に荷電し、高いｐＨでは中性（正負双方の電荷を有する）である。双極
性イオン性ポリマーは、当該技術分野において知られているようなセルロース誘導体、小
麦誘導体及びキチン誘導体から選んでもよい。本明細書で有用な双極性イオン性ポリマー
の非限定例には、ポリクアテルニウム－４７（メルクァット（Merquat）２００１（供給
元カルゴン（Calgon））（アクリル酸、メタクリルアミドプロピルトリメチル塩化アンモ
ニウム、及びメチルアクリレートの双極性イオン性コポリマー））；カルボキシルブチル
キトサン（キトラム（Chitolam）ＮＢ／１０１－ラムベルティ（Lamberti）により開発さ
れ、パイロット・ケミカル社（Pilot Chemical Company）から市販）；及びジカルボキシ
エチルキトサン（Ｎ－［（３’－ヒドロキシ－２’，３’－ジカルボキシ）エチル］－β
－Ｄ－（１，４）－グルコサミン）（例えば、キトラム（CHITOLAM）ＮＢ／１０１として
アマーコール（Amercol）から入手可能）が挙げられる。
【０１５３】
　有用な非イオン性ポリマーには、ＰＶＰもしくはポリビニルピロリドン（ＰＶＰＫ－１
５、Ｋ－３０、Ｋ－６０、Ｋ－９０、Ｋ－１２０（供給元ＩＳＰ））（ルビスコール（Lu
viskol）Ｋシリーズ１２、１７、３０、６０、８０、及び９０（供給元ＢＡＳＦ））、Ｐ
ＶＰ／ＶＡ（ＰＶＰ／ＶＡシリーズＳ－６３０；７３５、６３５、５３５、３３５、２３
５（供給元ＩＳＰ））（ルビスコール（Luviskol）ＶＡ）；ＰＶＰ／ＤＭＡＰＡアクリレ
ートコポリマー（スタイリーズ（Styleze）ＣＣ－１０（供給元ＩＳＰ））；ＰＶＰ／Ｖ
Ａ／プロピオン酸ビニルコポリマー（ルビスコール（Luviskol）ＶＡＰ３４３Ｅ、ＶＡＰ
３４３Ｉ、ＶＡＰ３４３ＰＭ（供給元ＢＡＳＦ））；ヒドロキシルエチルセルロース（セ
ロサイズ（Cellosize）ＨＥＣ（供給元アマーコール（Amerchol）））；及びヒドロキシ
ルプロピルグアーガム（ジャガーＨＰシリーズ（Jaguar）－８、－６０、－１０５、－１
２０（供給元ローヌ－プーラン（Rhone－Poulenc）））が挙げられる。
【０１５４】
　種々広範な天然、半天然、及び合成スタイリングポリマーは本明細書で有用であり、ポ
リマー及び増粘剤百科事典、化粧品、及びトイレ化粧品（Cosmetic & Toiletries）、第
１１７巻、１２号、２００２年１２月、６７～１２０頁の好適なスタイリングポリマーを
参照のこと。
【０１５５】
　９．架橋シリコーンエラストマー
　本発明のパーソナルケア組成物は、架橋シリコーンエラストマーを含んでいてもよい。
架橋シリコーンエラストマーは、組成物の約０．０１重量％～約１５重量％、好ましくは
約０．１重量％～約１０重量％、さらにより好ましくは約１重量％～約５重量％の量で存
在する。これらの有益剤は、毛髪整列及び柔らかさ（皮膚軟化剤）効果を毛髪に与える。
好ましい組成物は、ジメチコン／ビニルジメチコンクロスポリマーである。そのようなジ
メチコン／ビニルジメチコンクロスポリマーは、ダウ・コーニング（Dow Corning）（Ｄ
Ｃ９０４０及びＤＣ９０４１）、ゼネラル・エレクトリック（General Electric）（ＳＦ
Ｅ８３９）、信越化学工業（ＫＳＧ－１５、１６、１８［ジメチコン／フェニルビニルジ
メチコンクロスポリマー］）、グラント・インダストリーズ（Grant Industries）（グラ
ンシル（Gransil）（商標）シリーズの物質）などの様々な供給元から供給されており、
ラウリルジメチコン／ビニルジメチコンクロスポリマーは、信越化学工業から供給されて
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いる（例えばＫＳＧ－３１、ＫＳＧ－３２、ＫＳＧ－４１、ＫＳＧ－４２、ＫＳＧ－４３
、及びＫＳＧ－４４など）。本発明で有用な架橋オルガノポリシロキサンエラストマー及
びその製造方法は、米国特許第４，９７０，２５２号、米国特許第５，７６０，１１６号
、米国特許第５，６５４，３６２号、及びポーラ化成工業（Pola Kasei Kogyo KK）に譲
渡された日本国特許出願ＪＰ６１－１８７０８に更に記載されている。米国特許第５，４
１２，００４号；同第５，８３７，７９３号；及び同第５，８１１，４８７号に記載され
る種類のシリコーンエラストマーも本明細書で有用である。好ましくは本発明のエラスト
マーは、無水状態で、もしくは無水環境で硬化される。
【０１５６】
　１０．ペルアルキレン炭化水素
　本発明は、ペルアルキレン炭化水素物質を含んでいてもよい。こうした物質は分枝アル
キ（ケニ）ル物質であり、その側鎖基は、－Ｈ、Ｃ1-4アルキ（ケニ）ル基もしくは（－
ＨもしくはＣ1-4アルキ（ケニ）ル）置換された飽和もしくは不飽和環状炭化水素であり
、ここで側鎖基の数に対して少なくとも１０％、より好ましくは２５％～７５％、最も好
ましくは４０％～６０％が－Ｈ以外である。好ましいアルキル側鎖基はメチル基である。
【０１５７】
　好ましくはペルアルキル（アルケニル）炭化水素物質の重量平均分子量は、約４２００
未満、好ましくは約１８０～約２５００である。こうした低分子量のペルアルキル（アル
ケニル）炭化水素物質は、例えば商品名インドポール（Indopol）としてＢＰから、商品
名ソランズ（Solanes）としてソルテックス（Soltex）から、及び商品名オロナイト（Oro
nite）ＯＬＯＡとしてシェブロン（Chevron）から入手可能である。
【０１５８】
　組成物の好適なコンディショニング特性を維持するために、ペルアルキ（ケニ）ル炭化
水素物質の粒径を制御するのも有利である。約０．０１μ～約４０μの粒径を有するペル
アルキ（ケニ）ル炭化水素物質及びカチオン性沈着ポリマー、特にセルロースの組み合わ
せは、所与の消費者群を標的とする制御されるべき処方のコンディショニング態様を可能
にする。低分子量ペルアルキ（ケニ）ル炭化水素物質を使用することによって、高濃度で
高価なコンディショニングオイルでスタイリングシャンプーに以前から付随する矛盾を軽
減する必要性が顕著に低減される。
【０１５９】
　好ましいペルアルキ（ケニ）ル炭化水素物質は、ブテン、イソプレン、テルペン、及び
スチレンのポリマー、ブチルゴム（ポリイソブチレン－ｃｏ－イソプレン）、天然ゴム（
シス－１，４－ポリイソプレン）などこれらのモノマーを任意に組み合わせたコポリマー
、並びにカーク（Kirk）及びオスマー（Ohmer）の「工業化学百科事典」（第３版、第８
巻、８５２～８６９頁）に記載されているような炭化水素樹脂、例えば脂肪族及び芳香族
の石油樹脂、テルペン樹脂などである。特に好ましいのは、低分子量ペルアルキ（ケニ）
ル炭化水素物質、他の溶媒、又はキャリアの使用である（使用する場合）。
【０１６０】
　特に好ましいのは、次式のペルアルキル（アルケニル）炭化水素物質である：
【０１６１】
【化１１】

　式中：
　ｎ＝０～３、好ましくは１であり；
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　ｍ＝炭化水素の重量平均分子量が４２００以下となるような整数である。
　Ｒ1は－Ｈ又はＣ1～4アルキル基；好ましくはメチルであり；
　Ｒ2はＣ1～4アルキル基；好ましくはメチルであり；
　Ｒ3は－Ｈ又はＣ1～4アルキル基；好ましくは－Ｈ又はメチルであり、
【０１６２】
【化１２】

【０１６３】
　特に好ましいのは、次式のポリブテン物質である：
【０１６４】

【化１３】

　式中、Ｒ4は以下である
【０１６５】
【化１４】

【０１６６】
　これらの物質は、商標名パーメチル（Permethyl）としてプレスパース（Presperse Inc
.）から入手可能である。ヘアスタイリング組成物中のペルアルキ（ケニ）ル炭化水素物
質の総濃度は、組成物の好ましくは約０．０１重量％～約１０重量％、より好ましくは約
０．２重量％～約５重量％、さらにより好ましくは約０．２重量％～約２重量％である。
【０１６７】
　１１．他の成分
　本明細書の組成物は、このような組成物をより化粧上もしくは審美上許容されるものに
するか、もしくはそれらに追加用法効果を与えるために好適な、様々な他の任意構成成分
を含有することができる。任意成分は、コンディショニング相もしくは有益相のいずれか
において見出されてもよい。このような従来の任意成分は当業者に周知である。
【０１６８】
　多種多様な追加成分を本発明の組成物に配合することができる。これらの追加成分とし
て、他のコンディショニング剤；アルカノールアミドなどの粘度調整剤及びココモノエタ
ノールアミドなどの長鎖脂肪酸のメタノールアミド；結晶性懸濁剤；エチレングリコール
ジステアレートなどの真珠光沢助剤；ベンジルアルコール、メチルパラベン、プロピルパ
ラベン、イミダゾリジニル尿素などの防腐剤；ポリビニルアルコール；エチルアルコール
；クエン酸、クエン酸ナトリウム、コハク酸、リン酸、水酸化ナトリウム、炭酸ナトリウ
ムなどのｐＨ調整剤；酢酸カリウム、塩化ナトリウムなどの一般の塩；任意の食品、医薬
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品及び化粧品用染料、医薬品及び化粧品用染料などの着色剤；過酸化水素、過ホウ酸塩、
過硫酸塩などのヘア酸化（漂白）剤；チオグリコレートなどの毛髪還元剤；香料；エチレ
ンジアミン四酢酸テトラアセテートなどの金属イオン封鎖剤；並びにグリセリン、アジピ
ン酸ジイソブチル（disobutyl adipate）、ステアリン酸ブチル、プロピレングリコール
などのポリマー可塑剤などが挙げられる。これらの任意成分の他の非限定例には、ビタミ
ン及びそれらの誘導体（例えば、アスコルビン酸、ビタミンＥ、トコフェリルアセテート
など）；日焼け止め剤；増粘剤（例えば、ポリオールアルコキシエステル、クローダ（Cr
oda）からクロシックス（Crothix）として入手可能）；コンディショニング組成物の抗菌
保全性を維持する防腐剤；抗ニキビ薬（レゾルシノール、サリチル酸など）；酸化防止剤
；アロエベラ抽出物、アラントインなどのような皮膚沈静・皮膚治癒剤；キレート化剤及
び金属イオン封鎖剤；並びに、芳香剤、精油、皮膚感覚剤、顔料、真珠光沢剤（例えば、
雲母及び二酸化チタン）、レーキ、着色剤など（例えば、丁子油、メンソール、カンファ
ー、ユーカリ油、及びオイゲノール）のような審美的目的に適した剤が挙げられる。
【０１６９】
　毛髪及び皮膚に有効なその他の任意成分は、アルファポジションでヒドロキシル化され
るカルボン酸（この化合物はα－（アルファ）ヒドロキシル酸とも呼ばれる）又はこの誘
導体などが挙げられる。本明細書で定義される酸誘導体は、結合塩（例えば、有機塩基又
はアルカリ金属との結合塩）、又はラクチド（例えば、αヒドロキシ酸分子の非エステル
化（autiesterification）によって得られる）である。このような化合物の例は、クエン
酸、乳酸、メタラク酸（methallactic acid）、フェニル乳酸、リンゴ酸、マンデル酸、
グリコール酸、ベンジル酸、２－ヒドロキシカプリル酸である。
【０１７０】
　毛髪及び皮膚に有効な追加成分は、セラミド又はグリコセラミドを含む。セラミドは、
Ａｒｃｈ.Ｄｅｒｍａｔｏｌ（Arch. Dermatol）、１２３巻、１３８１～１３８４頁、１
９８７年、又はフランス特許第２，６７３，１７９号に記載されているように、スクロー
スペンタラウレート、スクローステトラオレエート、スクロースペンタエルケート（sucr
ose pentaerucate）、スクローステトラエルケート（sucrose tetraerucate）、スクロー
スペンタタロウエート、スクローストリアピエート（sucrise triapeate）、スクロース
テトラピエート（sucrose tetrapeate）、スクロースペンタラピエート（sucrose pentar
apeate）、スクローストリステアレート、スクロースペンタステアレートなどの脂肪酸ポ
リエステル、及びこれらの混合物；ポリペプチド及び塩基性アミノ酸、特にアルギニンで
構成されるアミノ酸である。
【０１７１】
　組成物は、任意に着色剤又は顔料を含む。好ましくは、着色剤は金属イオンを含む。好
ましくは、着色剤は、バリウム及びアルミニウムイオンを含まず、これにより層状の相の
安定性を改善できる。着色剤は好ましくはＵＶ安定性を維持する。
【０１７２】
　組成物で用いられる着色剤は、有機顔料、無機顔料、干渉顔料、レーキ、天然着色剤、
パールエッセンス剤、染料（例えば、水溶性、非可溶性、油溶性を含む）、カルミン、及
びこれらの混合物から成る群から選択される。着色剤の非限定例には：医薬品及び化粧品
用レッド３０タルクレーキ、医薬品及び化粧品用レッド７カルシウムレーキ、医薬品及び
化粧品用レッド３４カルシウムレーキ、雲母／二酸化チタン／カルミン顔料（エンゲルハ
ルト（Engelhard）製クロリゾン・レッド（Clorisonne Red）、エンゲルハルト（Engelha
rd）製デュオクローム（Duocrome）ＲＢ、ロナ（Rona）製マジェンタ（Magenta）、ロナ
（Rona）製ディクロナ（Dichrona）ＲＢ）、レッド３０低鉄（Red 30 Low Iron）、レー
キ２７とレーキ３０との医薬品及び化粧品用レッドレーキブレンド、食品、医薬品及び化
粧品用イエロー５レーキ、コウェット（Kowet）二酸化チタン、黄酸化鉄、医薬品及び化
粧品用レッド３０レーキ、医薬品及び化粧品用レッド２８レーキ、コス弁柄ＢＣ（Cos Re
d Oxide BC）、コス（Cos）酸化鉄レッドＢＣ、コス（Cos）酸化鉄ブラックＢＣ、コス（
Cos）酸化鉄イエロー、コス（Cos）酸化鉄ブラウン、コス（Cos）酸化鉄イエローＢＣ、
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ユーロキシド・レッド・アンステリル（Euroxide Red Unsteril）、ユーロキシド・ブラ
ック・アンステリル（Euroxide Black Unsteril）、ユーロキシド・イエロー・ステリル
（Euroxide Yellow Steril）、ユーロキシド・ブラック・ステリル（Euroxide Black Ste
ril）、ユーロキシド・レッド（Euroxide Red）、ユーロキシド・ブラック（Euroxide Bl
ack）、疎水性ユーロキシド・ブラック、疎水性ユーロキシド・イエロー、疎水性ユーロ
キシド・レッド、医薬品及び化粧品用イエロー６レーキ、医薬品及び化粧品用イエロー５
ジルコニウムレーキ、ブルー＃１、オレンジ＃４、レッド＃４、イエロー＃５、及びこれ
らの着色剤の混合物が挙げられる。
【０１７３】
　密度調整
　高温及び振動のような応力条件下での安定性を更に改善するために、別個の相の密度を
、それらが実質的に等しくなるように調整することが好ましい。これは、密度調整として
既知である。密度調整のためには、組成物の濃密相に低密度の微小球を添加してもよい。
コンディショニング相の全体的な密度を低減するために使用される低密度の微小球は、密
度が約０．７ｇ／ｃｍ3未満、好ましくは約０．２ｇ／ｃｍ3未満、より好ましくは約０．
１ｇ／ｃｍ3未満、さらにより好ましくは約０．０５ｇ／ｃｍ3未満の粒子である。低密度
微小球は、一般に約２００μｍ未満、好ましくは約１００μｍ未満、さらにより好ましく
は約４０μｍ未満の直径を有する。好ましくは、コンディショニング相と有益相との密度
差は、約０．３０ｇ／ｃｍ3未満、好ましくは約０．１５ｇ／ｃｍ3未満であり、より好ま
しくは密度差は約０．１０ｇ／ｃｍ3未満、さらにより好ましくは密度差は約０．０５ｇ
／ｃｍ3未満、さらにより好ましくは密度差は約０．０１ｇ／ｃｍ3未満である。
【０１７４】
　微小球は、皮膚上での使用に適合性のある、すなわち非刺激性及び非毒性の、いかなる
適切な無機物もしくは有機物からも生成される。
【０１７５】
　熱可塑性物質で作製された膨張微小球が知られており、これらを、例えば次の特許及び
特許出願：ＥＰ－５６２１９、ＥＰ－３４８３７２、ＥＰ－４８６０８０、ＥＰ－３２０
４７３、ＥＰ－１１２８０７、及び米国特許第３，６１５，９７２号に記載の方法によっ
て得ることも可能である。
【０１７６】
　膨張中空微小球の内部の空洞には気体が入っており、この気体を、イソブタンもしくは
イソペンタンのような炭化水素もしくは空気にすることができる。使用し得る中空微小球
の内では、アクゾ・ノベル社（Akzo Nobel Company）によりブランド名エクスパンセル（
EXPANCEL）（登録商標）（熱可塑性の膨張可能微小球）として販売されるもの、特にＤＥ
（乾燥状態）もしくはＷＥ（水和状態）等級を特筆することができる。その例には、エク
スパンセル（Expancel）（登録商標）０９１ＤＥ４０ｄ３０；エクスパンセル（登録商標
）０９１ＤＥ８０ｄ３０；エクスパンセル（登録商標）０５１ＤＥ４０ｄ６０；エクスパ
ンセル（登録商標）０９１ＷＥ４０ｄ２４；エクスパンセル（登録商標）０５３ＤＥ４０
ｄ２０が、含まれる。
【０１７７】
　無機物から生成される代表的な微小球には、例えば、「キューセル（Qcel）（登録商標
）中空微小球（Hollow Microspheres）」及び「エクステンドスフィアズ（EXTENDOSPHERE
S）（商標）セラミック中空球（Ceramic Hollow Spheres）」が含まれ、ともにＰＱコー
ポレーション（PQ Corporation）から入手可能である。キューセル（Qcel）（登録商標）
３００；キューセル（登録商標）６０１９；キューセル（登録商標）６０４２Ｓ、はその
例である。
【０１７８】
　低密度の微小球を本発明の濃密相に添加して振動安定性を改善できるのと同様に、高密
度の物質を低密相に添加してその密度を増大させることができ、これは、安定性に対して
同一の効果を有する。
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　各層の密度はピクノメーター（Pycnometer）によって測定される。密度は、ｇ／ｃｃ単
位で計算される。密度調製の際に、２つの相の密度は、実質的に異なっていてはならず、
好ましくは＋／－１５％の範囲、より好ましくは＋／－１０％の範囲、さらにより好まし
くは＋／－５％の範囲であるべきである。
【０１８０】
　使用方法
　本発明のパーソナルケア組成物は従来の方法で使用されて、コンディショニング効果及
びその他の効果を提供する。このような使用方法は、使用される組成物の種類にもよるが
、一般的には有効量の製品を毛髪もしくは皮膚に適用することが必要である。そしてその
後、（ヘアリンスの場合と同様に）毛髪もしくは皮膚から洗い流されてもよく、あるいは
（ジェル、ローション、及びクリームの場合と同様に）毛髪もしくは皮膚に残されてもよ
い。「有効量」は、乾燥櫛通り効果を与えるのに十分な量を意味する。一般に約１ｇ～約
５０ｇが毛髪の頭皮に適用される。組成物は、通常、毛髪、頭皮もしくは皮膚にすり込み
、もしくはマッサージすることによって毛髪もしくは皮膚全体に分配される。好ましくは
上記組成物は、毛髪を乾燥させる前の濡れているか、もしくは湿った毛髪に適用する。こ
のような組成物が毛髪に適用された後、使用者の好みに応じて毛髪は乾かされ、スタイル
が整えられる。もう１つの方法では、組成物を乾燥した毛髪に適用し、次いで毛髪を櫛で
梳き、もしくは使用者の好みに従ってスタイルを整えられる。パーソナルケア組成物は、
有効量の組成物を毛髪もしくは皮膚に局所適用し、水で前記毛髪もしくは皮膚をすすぐこ
とによって、毛髪もしくは皮膚にコンディショニング効果を送達し、及び／又は毛髪もし
くは皮膚にヘアスタイリング効果を送達し、及び／又は毛髪もしくは皮膚に毛髪着色効果
を送達するのに有用である。一部の用途では、すすぎ工程は任意であり得る。
【０１８１】
　製造方法
　本発明のパーソナルケア組成物は、所望の多相製品形態を作製及び配合するのに好適な
あらゆる既知の技術、ないしは別の有効な技術によって調製されてもよい。練り歯磨きチ
ューブでの充填技術と回転台設計とを組み合わせることが、特に有効である。本発明の具
体的な実施形態に適用される場合のそのような方法の具体的な非限定例が、以下の実施例
で説明される。
【０１８２】
　非限定実施例
　以下の実施例に示される組成物は、本発明の組成物の具体的な実施形態を例示している
が、これらに限定しようとするものではない。その他の修正は、本発明の精神及び範囲か
ら逸脱することなく、当業者により実行される。本発明の組成物のこれらの例示された実
施形態は、強化されたコアセルベート形成によるパーソナルケア組成物の強化された付着
を提供する。
【０１８３】
　次の実施例で説明される組成物は、従来の配合及び混合方法によって調製されるが、そ
の例は上に記載されている。例示したすべての量は重量パーセントで記載され、特に指定
されない限り、希釈剤、防腐剤、着色剤溶液、概念成分、植物などの微量物質は除外して
ある。
【０１８４】
　実施例１～３
【０１８５】
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【表１】

　１－イノレックス（Inolex）より、商標名レキサミン（Lexamine）Ｓ－１３で供給
　２－味の素社（Ajinomoto）より供給
　３－プロクター＆ギャンブル（Procter & Gamble）より供給
　４－プロクター＆ギャンブル（Procter & Gamble）より供給
　５－ＧＥシリコーン（GE Silicones）より１８，０００，０００ｍＰａ．ｓの粘度を有
するジメチコンと２００ｍＰａ．ｓの粘度を有するジメチコンとの配合物として供給
　６－ＧＥシリコーン（GE Silicones）より１８，０００，０００ｍＰａ．ｓの粘度を有
するジメチコンとシクロペンタシロキサンとの配合物として供給
　７－ハーマン＆ライマー（Haarman & Reimer）より供給
　８－ＢＡＳＦより供給
　９－ローム・アンド・ハース（Rohm & Haas）より供給
　１０－ロシュ（Roche）より供給
　１１－ロシュ（Roche）より供給
　１２－フィルメニッヒ（Firmenich）より供給
　１３－クラリアント（Clariant）より供給
　１４－ＩＣＩ（ICI）よりトウィーン（Tween）６０として供給
　１５－ワッカー（Wacker）よりＡＤＭ１１００として供給
　１６－ダウ・コーニング・コーポレーション（Dow CorningCorporation）より参照番号
１７８２８－１３７として提供
　１７－ローナ（Rona）より供給
【０１８６】
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　実施例１～３のコンディショニング相組成物では、水、ステアルアミドプロピルジメチ
ルアミン、及びＬ－グルタミン酸を７０℃を超える温度で混合する。次いでセチルアルコ
ール、ステアリルアルコール、及びベンジルアルコールを撹拌しながら添加する。６０℃
未満に冷却し、次いでシリコーン、カトン、ＥＤＴＡ、パンテニルエチルエーテル、パン
テノール、及び香料を撹拌しながら添加する。続いて、３０℃未満に冷却する。
【０１８７】
　実施例１～３の有益相組成物では、水、及び塩化ベヘトリモニウム（benetrimonium ch
loride）を７０℃を超える温度で混合する。次いでセチルアルコール、ステアリルアルコ
ール及びベンジルアルコールを撹拌しながら添加する。６０℃未満に冷却し、次いでアミ
ノシリコーン、カトン、ＥＤＴＡ、パンテニルエチルエーテル、パンテノール、着色顔料
、及び香料を撹拌しながら添加する。続いて、３０℃未満に冷却する。
【０１８８】
　コンディショニング相及び効能相は、密度が０．０５ｇ／ｃｍ3以内で一致している。
最初に、ポンプ及びホースを取り付けられた別個のタンク中に別個の相を置くことにより
、これらの相を合わせる。次に、これらの相を予め定められた量で単一の組み合わせセク
ションにポンプで送る。次に、相を組み合わせセクションからブレンドセクションへ移動
し、得られる単一の製品が相の区別できる模様を示すようにブレンドセクションで相を混
合する。ストライプ模様、大理石模様、幾何学模様及びこれらの混合物から成る群から模
様を選択する。次に、ブレンドセクションで混合された製品をホースを介して単一のノズ
ルから回転容器にポンプで送り、次に、得られた製品で容器の上から下まで充填する。
【０１８９】
　実施例４～６
【０１９０】
【表２】

　１８－ノベオン（Noveon）より供給
　１９－ＣＰケルコ（CP Kelco）より供給
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　２０－３Ｖよりステイブレン（Stayblen）３０として供給
　２１－サザン・クレイ・プロダクト（Southern Clay Products）より供給
　２２－ダウ・ケミカル（Dow chemicals）より供給
　２３－マッキンタイア（Macintyre）グループより供給
【０１９１】
　コンディショニング相組成物は、実施例１～３のコンディショニング相組成物について
記載された方法に従って作成される。
【０１９２】
　ペムレン（Pemulen）ＴＲ－１、ケトロル（Ketrol）、アクリレート／イソデカン酸ビ
ニルクロスポリマを撹拌しながら水に添加することによって有益相組成物を調製する。次
に、トリエタノールアミン、グリダント（glydent）、及び顔料が添加される。均質な製
品を得られるまで、内容物が混合される。
【０１９３】
　必要に応じて、２つの相の濃度が調整され、両方の相を含む製品が実施例１～３につい
て上述された方法に従って調製される。
【０１９４】
　実施例７～９
【０１９５】
【表３】

　２４－ファインテックス（Finetex）よりファインソルブ（Finsolv）ＰＧ－２２として
供給
　２５－ダウ・コーニング（Dow Corning）より供給
　２６－ユニクエマ（Uniqema）よりトウィーン（Tween）２０として供給
　２７－コグニス（Cognis）より供給
　２８－プロクター＆ギャンブル・ケミカルズ（Procter&Gamble Chemicals）より供給
【０１９６】
　コンディショニング相組成物は、実施例１～３のコンディショニング相組成物について
記載の方法に従って作成される。
【０１９７】
　有益相は、界面活性剤（プランターン（Plantarn）２０００、トウィーン（Tween）２
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０）を連続相（グリセリン及び／又は水）で混合することによって調製する。バッチを５
０℃まで熱し、次に、油相（ジプロピレングリコールジベンゾアート、ジメチコン）をゆ
っくり添加する。均質になるまで混合物をかき混ぜる。
【０１９８】
　実施例１０～１２
【０１９９】
【表４】

　１－イノレックス（Inolex）より、商標名レキサミン（Lexamine）Ｓ－１３で供給
　２－味の素社（Ajinomoto Ltd）より供給
　３－プロクター＆ギャンブル（Procter & Gamble）より供給
　４－プロクター＆ギャンブル（Procter & Gamble）より供給
　５－ＧＥシリコーン（GE Silicones）より１８，０００，０００ｍＰａ．ｓの粘度を有
するジメチコンと２００ｍＰａ．ｓの粘度を有するジメチコンとの配合物として供給
　６－ＧＥシリコーン（GE Silicones）より１８，０００，０００ｍＰａ．ｓの粘度を有
するジメチコンとシクロペンタシロキサンとの配合物として供給
　７－ハーマン＆ライマー（Haarman & Reimer）より供給
　８－ＢＡＳＦよりエチレンジアミンテトラ酢酸（Ethylene Diamine Tetracetic Acid）
として供給
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　９－ローム・アンド・ハース（Rohm & Haas）より供給
　１０－ロシュ（Roche）より供給
　１１－ロシュ（Roche）より供給
　１３－クラリアント（Clariant）より供給
　１５－ＧＥシリコーン（GE Silicones）より参照番号Ｙ－１４９００として供給
　１６－新日本石油化学社（Nisseki）イソゾル（Isosol）４００として供給
　１７－ローナ（Rona）より供給
　１８－クラリアント（Clariant）よりゲナミン（Genamin）ＫＤＭＰとして供給
　１９－ＳＣＡＬより供給
　２０－クローダ（Croda）よりインクロミン（Incromine）ＢＢとして供給
　２１－ゴールドシュミット（Goldschmidt）より供給
【０２００】
　実施例１０～１２に記載されているコンディショニング相組成物は、実施例１～３のコ
ンディショニング相組成物について記載された方法に従って作成される。ただし、実施例
１１では、ステアルアミドプロピルジメチルアミン及びＬ－グルタミン酸の代わりに塩化
ベヘニルトリメチルアンモニウムが使用される。
【０２０１】
　実施例１０～１２に記載の有益相組成物は、実施例１～３のコンディショニング相組成
物について記載された方法に従って作成される。ただし、実施例１１では塩化ベヘニルト
リメチルアンモニウムの代わりにベヘニルアミドプロピルジメチルアミン及びＬ－グルタ
ミン酸が使用され、アミノシリコーン及びＣ１３～Ｃ１６イソパラフィンは最初に配合さ
れて実施例１０への添加の前に均質な溶液を形成し、アミノシリコーンではなくこのジメ
チコン又はジメチコン／シクロメチコン配合物が実施例１１及び１２に添加される。
【０２０２】
　必要に応じて、２つの相の濃度が調整され、両方の相を含む製品が実施例１～３につい
て上述された方法に従って調製される。
【０２０３】
　実施例１３～１５
【０２０４】
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【表５】

　１－ノベオン（Noveon）より参照番号ＥＸ－８３２として供給
　２－日光ケミカルズ社（Nikkol）よりＢＴ－１０ＴＸとして供給
　３－ロディア（Rhodia）よりジャガー・エクセル（Jaguar Excel）として供給
　４－ロディア（Rhodia）よりＨＰ１０５として供給
　５－ダウ・コーニング（Dow Corning）よりＢＹ１６－９０６として供給
　６－ＧＥシリコーン（GE Silicones）より１８，０００，０００ｍＰａ．ｓの粘度を有
するジメチコンとシクロペンタシロキサンとの配合物として供給
　７－ハーマン＆ライマー（Haarman & Reimer）より供給
　８－ＢＡＳＦより供給
　９－ローム・アンド・ハース（Rohm & Haas）より供給
　１０－ロシュ（Roche）より供給
　１１－ロシュ（Roche）より供給
　１３－クラリアント（Clariant）より供給
　１４－ＩＣＩ（ICI）トウィーン（Tween）６０として供給
　１５－ＧＥシリコーン（GE Silicones）より参照番号Ｙ－１４９００として供給
　１６－新日本石油化学社（Nisseki）イソゾル（Isosol）４００として供給
　１７－ローナ（Rona）より供給
　１８－チバ（Ciba）より供給
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　１９－プロタミーン（Protameen）より供給
　２０－ＫＣＩより供給
　２１－ＧＥシリコーン（GE Silicones）より１８，０００，０００ｍＰａ．ｓの粘度を
有するジメチコンと２００ｍＰａ．ｓの粘度を有するジメチコンとの配合物として供給
　２２－アマーコール（Amerchol）より参照番号３７７９－１４として供給
【０２０５】
　実施例１３～１５に記載のコンディショニング相組成物は、室温で高分子物質を水に分
散させ、よく攪拌して混合し、５０～７０℃まで加熱することによって調製する。カチオ
ン性界面活性剤、及び包含される場合には非イオン性界面活性剤、シリコーン、及びその
他の温度の影響を受けない構成成分を、攪拌しながら前記混合物に加える。続いて、この
混合物を４０℃未満に冷却し、続いて、香料、防腐剤などの残りの構成成分を、均質な製
品になるまで撹拌しながらこの混合物に添加する。
【０２０６】
　実施例１３～１５に記載の有益相組成物は、実施例１～３のコンディショニング相組成
物について記載の方法に従って作成される。ただし、実施例１４～１５では塩化ベヘニル
トリメチルアンモニウムの代わりにセチルトリメチル塩化アンモニウムが使用され、アミ
ノシリコーン及びＣ１３～Ｃ１６イソパラフィンは最初に配合されて実施例１３への添加
の前に均質な溶液を形成する。
【０２０７】
　必要に応じて、２つの相の濃度が調整され、両方の相を含む製品が実施例１～３につい
て上述された方法に従って調製される。
【０２０８】
　実施例１６
【０２０９】
【表６】

　１－デグサ（Degussa）よりバリソフト（Varisoft）ＤＨＴとして供給
　２－アマコール（Amerchol）よりポリオックス（Polyox）ＷＳＲＮ－１０として供給
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　３－クローダ（Croda）より供給
　４－アクアロン（Aqualon）よりナトロソル（Natrosol）２５０ＨＨＲとして供給
　５－ユニクエマ（Uniqema）よりアラセル（Arlacel）１２９として供給
　６－クローダ（Croda）よりノボル（Novol）として供給
　７－ロシェ・ビタミン（Roche Vitamins）より供給
【０２１０】
　実施例１６のコンディショニング相は、ＰＥＧ－２Ｍ及びＨＥＣを温水に添加し、攪拌
することによって調製する。８０℃を超える温度で、ステアラミドプロピルジメチルアミ
ン、セチルアルコール、ステアリルアルコール、ベンジルアルコール、ポラワックス、及
びオレイルアルコールを添加する。約６０℃未満に冷却し、次いでシリコーン、カトン、
ＥＤＴＡ、パンテニルエチルエーテル、パンテノール、及び香料を撹拌しながら添加する
。続いて、３０℃未満に冷却する。
【０２１１】
　有益相組成物は、ケトロル（Ketrol）、アクリレート／イソデカン酸ビニルクロスポリ
マを撹拌しながら水に添加することによって調製する。次に、グリダント（glydent）、
及び顔料が添加される。均質な製品が得られるまで、内容物が混合される。
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