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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２７から７０重量％のアニオン性界面活性剤、コンディショニングゲル相、１５重量％
のプロピレングリコール及び０．５から３重量％の軽質鉱物油を含む濃縮シャンプー組成
物であって、当該コンディショニングゲル相が、
（ａ）各々１４から３０個の炭素を有している脂肪アルコール、脂肪酸、脂肪アミド又は
脂肪エステルと、
（ｂ）炭素数１６から３０のアルキル基を含むゲルネットワーク形成アニオン性界面活性
剤と、
（ｃ）１６から３０個の炭素を有しているカチオン性界面活性剤と、
を含み、コンディショニングゲルネットワークが総電荷をもたらさないかまたはアニオン
性である、濃縮シャンプー組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は濃縮シャンプー組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来技術にもかかわらす、毛髪にコンディショニング効果を与える改良された濃縮シャ
ンプー組成物は依然として要望されている。



(2) JP 5785541 B2 2015.9.30

10

20

30

40

50

【発明の概要】
【０００３】
　これに応じて本発明は、請求項１に記載の濃縮シャンプー組成物を提供する。
【０００４】
　われわれは意外にも、組成物の粘度を有意に低下させることなく油を追加的に組成物に
混入でき同時にコンディショニング効果を提供するように濃縮シャンプー中に短鎖ジオー
ルを高レベルで分散させ得ることを知見した。予想された消費者の拒絶を全く生じること
なく、すなわち、毛髪の清浄度を低下させることなく、コンディショニング効果が達成さ
れる。
【０００５】
　好ましくは短鎖ジオールが、３から７個の炭素原子、より好ましくは３または４個の炭
素原子を有している。
【０００６】
　より好ましくは短鎖ジオールが、１，２－ブチレングリコール、１，３－ブチレングリ
コール、１，４－ブチレングリコール、１，２－プロピレングリコール、１，３－プロピ
レングリコールおよびそれらの混合物から選択される。特に好ましくは短鎖ジオールが、
１，３－ブチレングリコールおよび１，２－プロピレングリコールから選択される。
【０００７】
　最も好ましい実施態様においては短鎖ジオールが、１，２－プロピレングリコールであ
る。
【０００８】
　好ましくは油が低粘度油であり、ブルックフィールド粘度計でスピンドルＲＶ５を使用
し２０ｒｐｍ、３０℃で測定したときに１から５００ｃＰｓの粘度を有している。
【０００９】
　好ましくは油の１０から１００重量％が、ＡＳＴＭ　Ｄ－４４５に従って３０℃で測定
したときに０．０１から６００ｃＰｓの粘度を有している。
【００１０】
　好ましくは油が、組成物の０．０５から１０重量％、特に０．２から５重量％、とりわ
け０．５から３重量％で存在する。
【００１１】
　適切な油は、炭化水素油、エステル油、ポリオレフィン油およびトリグリセリド油から
選択される。最も好ましくは油が軽質鉱物油である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　アニオン性界面活性剤
　シャンプーは洗浄用界面活性剤を含む。好ましくは洗浄用界面活性剤がアニオン性界面
活性剤を含む。アニオン性界面活性剤は８から１４個の炭素、より好ましくは１０から１
２個、最も好ましくは１２個の炭素を有している。より好ましくはこれらの炭素が単アル
キル基に存在している。
【００１３】
　好ましい界面活性剤は、アルカリ金属アルキルスルフェート、より好ましくはアルキル
エーテルスルフェートを含む。特に好ましいアニオン性洗浄用界面活性剤はラウリルエー
テル硫酸ナトリウムを含む。
【００１４】
　洗浄相は組成物の２７から７０重量％、好ましくは３５から５０重量％の洗浄用界面活
性剤を含む。
【００１５】
　好ましくは組成物が２７から７０重量％のアニオン性界面活性剤を含む。より好ましく
は組成物が３０から５０重量％のアニオン性界面活性剤を含む。
【００１６】
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　コンディショニングゲル相
　コンディショニングゲルネットワークは、
（ａ）脂肪材料と、
（ｂ）炭素数１６から３０のアルキル基を含むゲルネットワーク形成アニオン性界面活性
剤と、
（ｃ）カチオン性界面活性剤と、
を含み、コンディショニングゲルネットワークは総電荷をもたないかまたはアニオン性で
ある。
【００１７】
　カチオン性界面活性剤は、脂肪材料／アニオン性界面活性剤ゲルネットワークの結束を
強化し、非カチオン性の洗浄相をさらに含む組成物から得られるコンディショニング効果
の向上に導く。洗浄相中のアニオン性界面活性剤とコンディショニングゲル中のアニオン
性界面活性剤との炭素鎖長の違いがコンディショニングゲルネットワークの安定性を有意
に改善し、シャンプー組成物中でその集結性を維持する。
【００１８】
　好ましくは、ゲルネットワーク中のアニオン性界面活性剤およびカチオン性界面活性剤
が４個以内、好ましくは２個の炭素を有しており、極めて好ましくは同数の炭素を有して
いる。より好ましくは、これらの界面活性剤は４個以内、より好ましくは２個以内の単ア
ルキル基を含んでおり、極めて好ましくは同じ長さである。これはゲルネットワークの安
定性の維持を助ける。
【００１９】
　好ましくはゲルネットワークのカチオン性界面活性剤中の炭素が単アルキル基に存在す
る。より好ましくはゲルネットワークカチオン性界面活性剤が１６から３０個の炭素を有
している。
【００２０】
　油は、シャンプーに加える前のコンディショニングゲル相に分散させてもよく、または
後で添加してもよい。
【００２１】
　ゲルネットワークのカチオン性界面活性剤
　好ましくは、コンディショニングゲルネットワークが１４から３０個の炭素を有してい
るカチオン性界面活性剤を含む。
【００２２】
　好ましくはゲルネットワークのカチオン性界面活性剤中の炭素が単アルキル基に存在し
ている。より好ましくは、ゲルネットワークのカチオン性界面活性剤が１６から３０個の
炭素を有している。
【００２３】
　好ましくはカチオン性界面活性剤が式Ｎ＋（Ｒ１）（Ｒ２）（Ｒ３）（Ｒ４）を有して
おり、式中のＲ１、Ｒ２、Ｒ３およびＲ４は独立に（Ｃ１６からＣ３０の）アルキルまた
はベンジルである。
【００２４】
　好ましくは、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３およびＲ４の１、２または３つが独立に（Ｃ１６からＣ

３０の）アルキルであり、その他の１つまたは複数のＲ１、Ｒ２、Ｒ３およびＲ４基が（
Ｃ１－Ｃ６）アルキルまたはベンジルである。
【００２５】
　場合により、アルキル基は、１つ以上のエステル（－ＯＣＯ－または－ＣＯＯ－）結合
および／またはエーテル（－Ｏ－）結合をアルキル鎖の内部に含み得る。アルキル基は場
合により、１つ以上のヒドロキシル基で置換され得る。アルキル基は直鎖状でも分枝状で
もよく、３つ以上の炭素原子を有するアルキル基の場合には環状でもよい。アルキル基は
飽和していてもよく、または１つ以上の炭素－炭素二重結合を含有してもよい（たとえば
、オレイル）。アルキル基のアルキル鎖は場合により１つ以上のエチレンオキシ基でエト
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キシル化されている。
【００２６】
　本発明のコンディショナー組成物に使用するための適切なカチオン性界面活性剤は、セ
チルトリメチルアンモニウムクロリド、ベヘニルトリメチルアンモニウムクロリド、セチ
ルピリジニウムクロリド、テトラメチルアンモニウムクロリド、テトラエチルアンモニウ
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、ココトリメチルアンモ
ニウムクロリド、ＰＥＧ－２－オレアンモニウムクロリド、および、対応するそれらの水
酸化物を含む。また別の適切なカチオン性界面活性剤は、クアテルニウム－５、クアテル
ニウム－３１およびクアテルニウム－１８というＣＴＦＡ名称を有する材料を含む。上記
材料のいずれかの混合物も適切であろう。
【００２７】
　本発明のコンディショナーに使用するための特に有用なカチオン性界面活性剤はたとえ
ば、Ｈｏｅｃｈｓｔ　ＣｅｌａｎｅｓｅからＧＥＮＡＭＩＮ　ＣＴＡＣとして市販されて
いるセチルトリメチルアンモニウムクロリドである。本発明のコンディショナーに使用す
るための特に有用なもう１つのカチオン性界面活性剤はたとえば、Ｃｌａｒｉａｎｔから
ＧＥＮＡＭＩＮ　ＫＤＭＰとして市販されているベヘニルトリメチルアンモニウムクロリ
ドである。
【００２８】
　単独でまたは１種以上の他のカチオン性コンディショニング界面活性剤と混合して本発
明に使用するための適切なカチオン性界面活性剤の別のクラスの例は、以下の（ｉ）と（
ｉｉ）：
　（ｉ）一般式（Ｉ）：
【００２９】
【化１】

［式中、Ｒ１は１０個以上の炭素原子を有しているヒドロカルビル鎖であり、
Ｒ２およびＲ３は炭素原子数１から１０のヒドロカルビル鎖から独立に選択され、
ｍは１から約１０までの整数である］で示されるアミドアミン、および、
　（ｉｉ）酸、
の組合せである。
【００３０】
　ここに使用したヒドロカルビル鎖という用語はアルキルまたはアルケニル鎖を意味する
。
【００３１】
　好ましいアミドアミン化合物は、式（Ｉ）において、Ｒ１が約１１から約２４個の炭素
原子を有するヒドロカルビル残基であり、Ｒ２およびＲ３がおのおの独立に１から約４個
の炭素原子を有しているヒドロカルビル残基、好ましくはアルキル基であり、ｍが１から
約４の整数を表す化合物である。
【００３２】
　好ましくは、Ｒ２およびＲ３がメチルまたはエチル基である。
【００３３】
　好ましくは、ｍが２または３であり、すなわち、エチレンまたはプロピレン基である。
【００３４】
　ここに有用な好ましいアミドアミンは、ステアラミド－プロピルジメチルアミン、ステ
アラミドプロピルジエチルアミン、ステアラミドエチルジエチルアミン、ステアラミドエ
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
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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、および、それらの混合物を含む。
【００３５】
　ここに有用な特に好ましいアミドアミンは、ステアラミドプロピルジメチルアミン、ス
テアラミドエチルジエチルアミンおよびそれらの混合物である。
【００３６】
　ここに有用な市販のアミドアミンは、Ｉｎｏｌｅｘ（Ｐｈｉｌａｄｅｌｐｈｉａ　Ｐｅ
ｎｎｓｙｌｖａｎｉａ，ＵＳＡ）から入手可能な商品名ＬＥＸＡＭＩＮＥ　Ｓ－１３およ
びＮｉｋｋｏ（Ｔｏｋｙｏ，Ｊａｐａｎ）から入手可能な商品名ＡＭＩＤＯＡＭＩＮＥ　
ＭＳＰのステアラミドプロピルジメチルアミン、Ｎｉｋｋｏから入手可能な商品名ＡＭＩ
ＤＯＡＭＩＮＥ　Ｓのステアラミドエチルジエチルアミン、Ｃｒｏｄａ（Ｎｏｒｔｈ　Ｈ
ｕｍｂｅｒｓｉｄｅ，Ｅｎｇｌａｎｄ）から入手可能な商品名ＩＮＣＲＯＭＩＮＥ　ＢＢ
のベヘンアミドプロピルジメチルアミン、ならびに、Ｓｃｈｅｒ（Ｃｌｉｆｔｏｎ　Ｎｅ
ｗ　Ｊｅｒｓｅｙ，ＵＳＡ）から入手可能な商品名ＳＣＨＥＲＣＯＤＩＮＥシリーズの様
々なアミドアミンを含む。
【００３７】
　酸（ｉｉ）はヘアトリートメント組成物中のアミドアミンをプロトン化する能力を有し
ている有機酸または無機酸のいずれかでよい。ここに有用な適切な酸は、塩酸、酢酸、酒
石酸、フマル酸、乳酸、リンゴ酸、コハク酸、および、それらの混合物を含む。好ましく
は、酸が、酢酸、酒石酸、塩酸、フマル酸およびそれらの混合物から成る群から選択され
る。
【００３８】
　酸の主要な役割は、ヘアトリートメント組成物中のアミドアミンをプロトン化し、これ
によってヘアトリートメント組成物中で第三級アミン塩（ＴＡＳ）を現場形成することで
ある。ＴＡＳは実際には非永久性第四級アンモニウムまたは擬似第四級アンモニウムカチ
オン性界面活性剤である。
【００３９】
　適正には、存在する全アミドアミンをプロトン化するために十分な量、すなわち、組成
物中に存在するアミドアミンの量に少なくとも等しいモルとなるレベルで酸を含有させる
。
【００４０】
　カチオン性界面活性剤のレベルは、組成物の全重量を基準としてカチオン性界面活性剤
の全量が一般には０．０１から１０重量％、より好ましくは０．０２から７．５重量％、
最も好ましくは０．０５から５重量％となる範囲であろう。
【００４１】
　ゲルネットワークの脂肪材料
　本発明の組成物のコンディショニングゲルネットワークは脂肪材料を含む。
【００４２】
　好ましくは脂肪材料が、脂肪酸、脂肪アミド、脂肪アルコール、脂肪エステルおよびそ
れらの混合物から選択される。
【００４３】
　好ましくは脂肪材料が、１４から３０個、より好ましくは１６から２２個の炭素原子を
有する脂肪基を含む。適切な脂肪アルコールの例は、セチルアルコール、ステアリルアル
コールおよびそれらの混合物を含む。適切な脂肪エステルの一例はグリセリルモノステア
レートである。
【００４４】
　本発明の組成物中の脂肪材料のレベルは適正には組成物の０．０１から１０重量％、好
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ましくは０．１から５重量％である。
【００４５】
　好ましくは、脂肪材料とゲルネットワークのアニオン性界面活性剤との比が０．１：１
から１００：１、好ましくは１．２：１から５０：１、より好ましくは１．５：１から１
０：１、最も好ましくはほぼ２：１の範囲である。
【００４６】
　好ましくは、ゲルネットワークのアニオン性材料と脂肪材料とが炭素数４以内、好まし
くは２のアルキル基を含有し、極めて好ましくは同数の炭素を有している。より好ましく
は、これらの材料が、４以内、より好ましくは２以内の単アルキル基を含み、極めて好ま
しくは同一長さである。これがゲルネットワークの安定性の維持を助ける。
【００４７】
　ゲルネットワークのアニオン性界面活性剤
　本発明の組成物のコンディショニングゲル相はゲルネットワーク形成アニオン性界面活
性剤を含む。
【００４８】
　アニオン性界面活性剤は炭素数１６から３０、好ましくは炭素数１６から２２のアルキ
ル鎖を含む。
【００４９】
　好ましくは、ゲルネットワークのアニオン性界面活性剤中の炭素が単アルキル基に存在
する。
【００５０】
　ゲルネットワークは、ゲルネットワークの総電荷をアニオン性にするかまたはゲルネッ
トワークの総電荷をゼロにするためのアニオン性界面活性剤を含む。
【００５１】
　ゲルネットワークのアニオン性界面活性剤は、組成物の０．１から５重量％、より好ま
しくは０．５から２．０重量％で存在する。
【００５２】
　カチオン性付着ポリマー
　好ましい実施態様において、本発明の組成物はカチオン性付着ポリマーを含む。
【００５３】
　適切なカチオン性付着補助ポリマーは、カチオン性に置換されたホモポリマーでもよく
または２種類以上のモノマーから形成されてもよい。ポリマーの重量平均（ＭＷ）分子量
は一般に１００，０００から２，０００，０００ドルトンまでの範囲であろう。ポリマー
は、第四級アンモニウムもしくはプロトン化アミノ基またはそれらの混合物のようなカチ
オン性窒素含有基を有するであろう。ポリマーの分子量が過度に低いとき、コンディショ
ニング効果が十分でない。過度に高いとき、注ぎ出した組成物の糸曳きが生じるような高
い伸び粘度という問題がある。
【００５４】
　カチオン性窒素含有基は一般にカチオン性ポリマーの全モノマー単位の一部に置換基と
して存在するであろう。したがって、ポリマーがホモポリマーでないとき、該ポリマーは
スペーサーとなる非カチオン性モノマー単位を含有できる。このようなポリマーはＣＴＦ
Ａ　Ｃｏｓｍｅｔｉｃ　Ｉｎｇｒｅｄｉｅｎｔ　Ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ，３ｒｄ　ｅｄｉｔ
ｉｏｎに記載されている。カチオン性モノマー単位対非カチオン性モノマー単位の比は、
一般的に０．２から３．０ｍｅｑ／ｇｍである所要範囲のカチオン電荷密度を有するポリ
マーを与えるように選択される。ポリマーのカチオン電荷密度は窒素の化学的定量法とし
て米国薬局方（ＵＳ　Ｐｈａｒｍａｃｏｐｏｅｉａ）に記載されているケルダール法によ
って適正に測定される。
【００５５】
　適切なカチオン性ポリマーはたとえば、カチオン性アミン官能基または第四級アンモニ
ウム官能基を有するビニルモノマーと、（メタ）アクリルアミド、アルキルおよびジアル
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キル（メタ）アクリルアミド、アルキル（メタ）アクリルアミド、ビニルカプロラクトン
およびビニルピロリドンのような水溶性スペーサーモノマーとのコポリマーを含む。アル
キルおよびジアルキル置換モノマーは好ましくはＣ１－Ｃ７アルキル基、より好ましくは
Ｃ１－３アルキル基を有している。他の適切なスペーサーは、ビニルエステル、ビニルア
ルコール、無水マレイン酸、プロピレングリコールおよびエチレングリコールを含む。
【００５６】
　カチオン性アミンは、特定の種および組成物のｐＨ次第で第一級、第二級または第三級
アミンでよい。一般的に第二級および第三級、特に第三級アミンが好まれる。
【００５７】
　アミン置換ビニルモノマーおよびアミンはアミン形態に重合でき次いで第四級化によっ
てアンモニウムに変換できる。
【００５８】
　カチオン性ポリマーはアミン-および／または第四級アンモニウム－置換モノマーに由
来のモノマー単位および／または相溶性スペーサーモノマーとの混合物を含むことができ
る。
【００５９】
　適切なカチオン性ポリマーはたとえば
－カチオン性ジアリル第四級アンモニウム含有ポリマー、たとえば、業界（ＣＴＦＡ）で
それぞれポリクアテルニウム６およびポリクアテルニウム７と呼ばれているジメチルジア
リルアンモニウムクロリドホモポリマーおよびア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、
－３から５個の炭素原子を有している不飽和カルボン酸のホモ－およびコ－ポリマーのア
ミノ－アルキルエステルの無機酸塩（たとえば、米国特許４，００９，２５６に記載）、
－カチオン性ポリアクリルアミド（たとえば、ＷＯ９５／２２３１１に記載）、
を含む。
【００６０】
　使用できる他のカチオン性ポリマーは、カチオン性セルロース誘導体、カチオン性デン
プン誘導体およびカチオン性グアーガム誘導体のようなカチオン性多糖ポリマーを含む。
【００６１】
　本発明の組成物に使用するための適切なカチオン性多糖ポリマーは、式：
【００６２】
【化２】

のモノマーを含み、式中の、Ａは無水グルコース残基、たとえばデンプンまたはセルロー
スの無水グルコース残基である。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またはそれらの組合せである。Ｒ１、Ｒ２およびＲ
３は独立に、おのおのが約１８個までの炭素原子を含有するアルキル、アリール、アルキ
ルアリール、アリールアルキル、アルコシアルキルまたはアルコキシアリール基を表す。
各カチオン性部分の炭素原子の総数（すなわち、Ｒ１、Ｒ２およびＲ３に存在する炭素原
子の総和）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。
【００６３】
　別の種類のカチオン性セルロースは、ラウリルジメチルアンモニウム置換エポキシドと
反応したヒドロキシエチルセルロースの高分子量第四級アンモニウム塩を含む。これは業
界（ＣＴＦＡ）でポリクアテルニウム２４と呼ばれている。これらの材料はＡｍｅｒｃｈ
ｏｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎからたとえば商品名Ｐｏｌｙｍｅｒ　ＬＭ－２００として
入手可能である。
【００６４】
　他の適切なカチオン性多糖ポリマーは、第四級窒素含有セルロースエーテル（たとえば
米国特許３，９６２，４１８に記載）およびエーテル化セルロースとデンプンとのコポリ
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マー（たとえば米国特許３，９５８，５８１に記載）を含む。
【００６５】
　使用できる特に適切な種類のカチオン性多糖ポリマーは、グアーヒドロキシプロピルト
リメチルアンモニウムクロリド（ＲｈｏｄｉａからＪＡＧＵＡＲ商標シリーズで市販）の
ようなカチオン性グアーガム誘導体である。このような材料の例はＪＡＧＵＡＲ　Ｃ１３
Ｓ、ＪＡＧＵＡＲ　Ｃ１４、ＪＡＧＵＡＲ　Ｃ１５およびＪＡＧＵＡＲ　Ｃ１７である。
【００６６】
　上記のカチオン性ポリマーのいずれかの混合物を使用してもよい。
【００６７】
　カチオン性ポリマーは、組成物の全重量を基準としてカチオン性ポリマーの全量が一般
には０．０１から５重量％、好ましくは０．０５から２重量％、より好ましくは０．０７
から１．２重量％となるレベルで本発明のシャンプー組成物中に存在するであろう。
【００６８】
　好ましくは本発明の毛髪手入れ組成物は水性である、すなわち、水または水溶液または
リオトロピック液晶相を主要成分として有している。
【００６９】
　好適には組成物が組成物の全重量を基準として１０から９８重量％、好ましくは３０か
ら９５重量％の水を含むであろう。
【００７０】
　シリコーン
　本発明の組成物は好ましくはシリコーンを含む。
【００７１】
　特に好ましいシリコーンコンディショニング剤はシリコーンエマルジョン、たとえば、
ポリジオルガノシロキサン、特にジメチコーンというＣＴＦＡ名称を有しているポリジメ
チルシロキサン、ジメチコノールというＣＴＦＡ名称を有しているヒドロキシル末端基を
もつポリジメチルシロキサン、および、アモジメチコーンというＣＴＦＡ名称を有してい
るアミノ官能性ポリジメチルシロキサンのようなシリコーンから形成されたシリコーンエ
マルジョンである。
【００７２】
　エマルジョン液滴は本発明の組成物中で典型的には０．０１から２０マイクロメーター
、より好ましくは０．２から１０マイクロメーターの範囲のＳａｕｔｅｒ平均液滴直径（
Ｄ３，２）を有している。
【００７３】
　Ｓａｕｔｅｒ平均液滴直径（Ｄ３，２）の適切な測定方法はＭａｌｖｅｒｎ　Ｍａｓｔ
ｅｒｓｉｚｅｒのような計器を使用するレーザー光散乱による測定である。
【００７４】
　本発明の組成物に使用するための適切なシリコーンエマルジョンはＤｏｗ　Ｃｏｒｎｉ
ｎｇおよびＧＥ　Ｓｉｌｉｃｏｎｅｓのようなシリコーン供給業者から入手できる。この
ような既製シリコーンエマルジョンの使用は加工が容易でありかつシリコーン粒度を管理
できるという理由で好ましい。このような既製のシリコーンエマルジョンは典型的にはア
ニオン性もしくは非イオン性の乳化剤またはそれらの混合物のような適切な乳化剤をさら
に含み、乳化重合のような化学的乳化プロセスまたは高剪断ミキサーを使用する機械的乳
化によって調製し得る。０．１５マイクロメーター未満のＳａｕｔｅｒ平均液滴直径（Ｄ

３，２）を有している既製シリコーンエマルジョンは一般にマイクロエマルジョンと呼ば
れている。
【００７５】
　適切な既製シリコーンエマルジョンの例は、すべてＤｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇから入手可
能なエマルジョンＤＣ２－１７６６、ＤＣ２－１７８４、ＤＣ－１７８５、ＤＣ－１７８
６、ＤＣ－１７８８、ならびに、マイクロエマルジョンＤＣ２－１８６５およびＤＣ２－
１８７０を含む。ＤＣ７０５１は好ましいシリコーンである。これらはいずれもジメチコ
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ノールのエマルジョン／マイクロエマルジョンである。ＤＣ２－８１７７およびＤＣ９３
９（Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ製）ならびにＳＭＥ２５３（ＧＥ　Ｓｉｌｉｃｏｎｅｓ製）
のようなアモジメチコーンエマルジョンも好適である。
【００７６】
　また、たとえばＷＯ０３／０９４８７４に記載されているような、ある種の高分子量界
面活性ブロックコポリマーがシリコーンエマルジョン液滴にブレンドされているシリコー
ンエマルジョンも好適である。このような材料においては、シリコーンエマルジョン液滴
が上述のようなポリジオルガノシロキサンから形成されるのが好ましい。界面活性ブロッ
クコポリマーの好ましい１つの形態は次式：
【００７７】
【化３】

によって表され、式中の、ｘの平均値は４以上であり、ｙの平均値は２５以上である。
【００７８】
　界面活性ブロックコポリマーの別の好ましい形態は次式：
【００７９】

【化４】

によって表され、式中のａの平均値は２以上であり、ｂの平均値は６以上である。
【００８０】
　上述のシリコーンエマルジョンのいずれかの混合物も使用し得る。
【００８１】
　上述のシリコーンエマルジョンは、組成物の全重量を基準としてシリコーン全量が一般
には０．０５から１５重量％、好ましくは０．５から１２重量％となるレベルで本発明の
組成物に存在するであろう。
【００８２】
　シリコーンは好ましくは０．５から１５重量％、より好ましくは１から１２重量％で存
在する。
【００８３】
　場合により、本発明の組成物はさらに、性能および／または消費者の満足度を向上させ
るために以下に記載のような追加成分を含有し得る。
【００８４】
　組成物は、組成物に美的特性、物理的特性または洗浄特性を付与するのを助ける界面活
性助剤を含むことができる。
【００８５】
　界面活性助剤の一例は、非イオン性界面活性剤であり、これは組成物の全重量を基準と
して０．５から１０重量％、好ましくは０．７から６重量％の範囲の量で含有させ得る。
【００８６】
　たとえば、本発明のシャンプー組成物に含有させ得る代表的な非イオン性界面活性剤は
、脂肪族（Ｃ８－Ｃ１８）第一級または第二級の直鎖状または分枝状アルコールまたはフ
ェノールとアルキレンオキシド、通常はエチレンオキシドとの縮合生成物を含み、一般に
６から３０個のエチレンオキシド基を有している。
【００８７】
　別の代表的な非イオン性界面活性剤は、モノ－またはジ－アルカノールアミドを含む。
それらの例は、ココモノ－またはジ－エタノールアミド、および、ココモノ－イソプロパ
ノールアミドを含む。特に好ましい非イオン性界面活性剤はココモノ－エタノールアミド
である。
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【００８８】
　シャンプー組成物に含有させることができるまた別の非イオン性界面活性剤は、アルキ
ルポリグリコシド（ＡＰＧ）類である。典型的にはＡＰＧは、１つ以上のグリコシル基の
ブロックに（場合により架橋基を介して）連結されたアルキル基を含むものである。好ま
しいＡＰＧは次式：
　　　　　　　　　　ＲＯ－（Ｇ）ｎ
によって定義され、式中のＲは飽和または不飽和の分枝状または直鎖状アルキル基であり
、Ｇは糖基である。
【００８９】
　Ｒは、約Ｃ５から約Ｃ２０の平均アルキル鎖長を表し得る。好ましくはＲが約Ｃ８から
約Ｃ１２の平均アルキル鎖長を表す。最も好ましくはＲの値が約９．５から約１０．５の
範囲に存在する。ＧはＣ５またはＣ６の単糖残基から選択することができ、好ましくはグ
ルコシドである。Ｇは、グルコース、キシロース、ラクトース、フルクトース、マンノー
スおよびそれらの誘導体を含む群から選択され得る。好ましくはＧがグルコースである。
【００９０】
　重合度ｎは、約１から約１０またはそれ以上の値を有し得る。好ましくはｎの値が約１
．１から約２の範囲に存在する。最も好ましくはｎの値が約１．３から約１．５の範囲に
存在する。
【００９１】
　本発明に使用するための適切なアルキルポリグリコシドは市販されており、たとえば、
Ｓｅｐｐｉｃ社のＯｒａｍｉｘ　ＮＳ１０、Ｈｅｎｋｅｌ社のＰｌａｎｔａｒｅｎ　１２
００およびＰｌａｎｔａｌｅｎ　２０００などという名称をもつ材料を含む。
【００９２】
　本発明の組成物に含有させることができるその他の糖由来非イオン性界面活性剤は、た
とえばＷＯ　９２０６１５４およびＵＳ　５１９４６３９に記載されているＣ１０－Ｃ１

８Ｎ－メチルグルカミドのようなＣ１０－Ｃ１８のＮ－アルキル（Ｃ１－Ｃ６）ポリヒド
ロキシ脂肪酸アミド、ならびに、Ｃ１０－Ｃ１８のＮ－（３－メトキシプロピル）グルカ
ミドのようなＮ－アルコキシポリヒドロキシ脂肪酸アミドを含む。
【００９３】
　界面活性助剤の好ましい一例は両性または双イオン性界面活性剤であり、これらは組成
物の全重量を基準として０．５から約１０重量％、好ましくは１から６重量％の範囲の量
で含有させることができる。
【００９４】
　両性または双イオン性界面活性剤の例は、アルキルアミンオキシド、アルキルベタイン
、アルキルアミドプロピルベタイン、アルキルスルホベタイン（スルタイン）、アルキル
グリシネート、アルキルカルボキシグリシネート、アルキルアンホアセテート、アルキル
アンホプロピオネート、アルキルアンホグリシネート、アルキルアミドプロピルヒドロキ
シスルタイン、アシルタウレートおよびアシルグルタメートを含み、それらのアルキルお
よびアシル基は８から１９個の炭素原子を有している。本発明のシャンプーに使用するた
めの典型的な両性および双イオン性界面活性剤は、ラウリルアミンオキシド、ココジメチ
ルスルホプロピルベタイン、ラウリルベタイン、コカミドプロピルベタインおよびココア
ンホ酢酸ナトリウムを含む。
【００９５】
　特に好ましい両性または双イオン性界面活性剤はコカミドプロピルベタインである。
【００９６】
　上記の両性または双イオン性界面活性剤のいずれかの混合物も適切であろう。好ましい
混合物は、コカミドプロピルベタインとそれとは別の上記の両性または双イオン性界面活
性剤との混合物である。好ましい別の両性または双イオン性界面活性剤はココアンホ酢酸
ナトリウムである。
【００９７】
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　好ましくは、本発明の水性シャンプー組成物がさらに懸濁化剤を含む。適切な懸濁化剤
は、ポリアクリル酸、アクリル酸の架橋ポリマー、アクリル酸と疎水性モノマーとのコポ
リマー、カルボン酸含有モノマーとアクリルエステルとのコポリマー、アクリル酸とアク
リレートエステルとの架橋コポリマー、ヘテロ多糖ガムおよび結晶質長鎖アシル誘導体か
ら選択される。長鎖アシル誘導体は、エチレングリコールステアレート、１６から２２個
の炭素原子を有している脂肪酸のアルカノールアミドおよびそれらの混合物から選択され
るのが望ましい。エチレングリコールジステアレートおよびポリエチレングリコール３ジ
ステアレートは、組成物に真珠光沢を与えるので好ましい長鎖アシル誘導体である。ポリ
アクリル酸はＣａｒｂｏｐｏｌ　４２０、Ｃａｒｂｏｐｏｌ　４８８またはＣａｒｂｏｐ
ｏｌ　４９３として市販されている。多官能剤で架橋されたアクリル酸のポリマーも使用
し得る。それらはＣａｒｂｏｐｏｌ　９１０、Ｃａｒｂｏｐｏｌ　９３４、Ｃａｒｂｏｐ
ｏｌ　９４１およびＣａｒｂｏｐｏｌ　９８０として市販されている。カルボン酸含有モ
ノマーとアクリル酸エステルとのコポリマーの好適な一例はＣａｒｂｏｐｏｌ　１３４２
である。すべてのＣａｒｂｏｐｏｌ（商標）材料はＧｏｏｄｒｉｃｈから入手可能である
。
【００９８】
　アクリル酸とアクリレートエステルとの適切な架橋ポリマーはＰｅｍｕｌｅｎ　ＴＲ１
またはＰｅｍｕｌｅｎ　ＴＲ２である、適切なヘテロ多糖ガムはキサンタンガム、たとえ
ばＫｅｌｚａｎ　ｍｕとして入手できるものである。
【００９９】
　上記の懸濁化剤のいずれかの混合物も使用し得る。架橋アクリル酸ポリマーと結晶質長
鎖アシル誘導体との混合物が好ましい。
【０１００】
　懸濁化剤は、組成物の全重量を基準として懸濁化剤の全量が一般には０．１から１０重
量％、好ましくは０．５から６重量％、より好ましくは０．９から４重量％となるレベル
でシャンプー組成物中に存在するであろう。
【０１０１】
　本発明の組成物は性能および／または消費者の満足度を向上させるための他の成分を含
有し得る。このような成分は、芳香料、染料および顔料、ｐＨ調整剤、真珠光沢剤または
乳白剤、粘度調整剤、ならびに、保存剤もしくは抗菌薬を含む。これらの成分のおのおの
はその目的を果たすために有効な量で存在するであろう。一般的にこれらの任意成分はお
のおのが全組成物の５重量％までのレベルで含有される。
【０１０２】
　本発明を以下の非限定実施例によってさらに詳細に説明する。実施例に引用したすべて
のパーセンテージは異なる指示がない限り全重量を基準とする。
【実施例１】
【０１０３】
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【表１】
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【０１０４】

【表２】

【０１０５】
　手順
　水の少なくとも８％の量をサイドポットで約８０℃に加熱した。これに、カチオン性界
面活性剤（ベヘニルトリメチルアンモニウムクロリド）、脂肪アルコール、第二のアニオ
ン性界面活性剤（セチルステアリル硫酸ナトリウム）を、高速撹拌を使用しながら添加し
た。均一な分散液が得られたとき、この混合物を同じ速度で撹拌しながら約４５℃に冷却
した。次にこの混合物を、デュアルホモジナイザーディスクとスクレーパとを備えた高速
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分散ミキサー内の濃縮した第一界面活性剤（ラウレト硫酸ナトリウム）に添加した。成分
を真空下、高剪断を伴って混練した。次に同じ条件下で残りの成分を添加した。シリコー
ンオイルの添加後に油を添加した。プロピレングリコールは残りの水を添加する前に添加
した。
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