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(57)【要約】
　皮膚の欠陥、特に顔の皮膚の毛穴及び／又は皺を隠す
ための美容方法であって、少なくとも（ｉ）架橋ポリシ
ロキサン構造を有するオルガノシリコーンからなり、お
よそ０．０５μｍからおよそ２０μｍの長径Ｌ１とおよ
そ０．０３μｍからおよそ１５μｍの短径Ｌ２を有し、
Ｌ１／Ｌ２がおよそ１．１からおよそ３．３である紡錘
状粒子と、（ｉｉ）疎水性表面処理フィラーと、任意成
分として（ｉｉｉ）顔料及び／又は他の化粧品的に許容
可能な成分を含む化粧品用パウダー組成物、特にコンパ
クトパウダー形態のものを適用する工程を含む方法。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　皮膚の欠陥、特に顔の皮膚の毛穴及び／又は皺を隠すための美容方法において、少なく
とも（ｉ）架橋ポリシロキサン構造を有するオルガノシリコーンからなり、およそ０．０
５μｍからおよそ２０μｍの長径Ｌ１と、およそ０．０３μｍからおよそ１５μｍの短径
Ｌ２を有し、Ｌ１／Ｌ２がおよそ１．１からおよそ３．３である紡錘状粒子と、（ｉｉ）
疎水性表面処理フィラーと、任意成分として（ｉｉｉ）顔料及び／又は他の化粧品的に許
容可能な成分を含む化粧品用パウダー組成物、特にコンパクトパウダー形態のものを適用
する工程を含む方法。
【請求項２】
　紡錘状粒子がその長軸に沿って割れ目を有する請求項１に記載の美容方法。
【請求項３】
　紡錘状粒子がパウダー組成物の５重量％～２０重量％、好ましくは１０重量％～１５重
量％である請求項１又は２に記載の美容方法。
【請求項４】
　フィラーが、板状又はラメラ状形態を有する非球形フィラー、例えばラウロイルリジン
、マイカ、タルク、窒化ホウ素、カオリン、オキシ塩化ビスマス、硫酸バリウム、パーラ
イト、ＰＴＦＥ、及びそれらの混合物である請求項１から３のいずれか一項に記載の美容
方法。
【請求項５】
　フィラーがマイカ、タルク、及びそれらの混合物である請求項１から４のいずれか一項
に記載の美容方法。
【請求項６】
　フィラーが、組成物の全重量に対して５～９０重量％、好ましくは１０～８５重量％、
より好ましくは２０～８０重量％、さらにより好ましくは６０～８０重量％である請求項
１から５のいずれか一項に記載の美容方法。
【請求項７】
　フィラーの疎水性処理が、フィラー表面で実施されるシリコーン処理、アミノ酸、フッ
化処理、好ましくはシリコーン又はアミノ酸処理あるいは双方である請求項１から６のい
ずれか一項に記載の美容方法。
【請求項８】
　顔料が、表面処理されていてもよい二酸化チタン、ジルコニウム又はセリウム酸化物、
及び亜鉛、鉄（黒、黄又は赤）又はクロム酸化物、マンガンバイオレット、ウルトラマリ
ンブルー、水和クロム及びフェリックブルー、及び金属パウダー、例えばアルミニウムパ
ウダー又は銅パウダー、及びそれらの混合物の一又は複数を含み；他の化粧品的に許容可
能な成分が、ロウ、防腐剤、化粧品用活性成分、保湿剤、ＵＶ遮蔽剤、増粘剤、水、界面
活性剤、バインダー又は香料の一又は複数を含む、請求項１から７のいずれか一項に記載
の美容方法。
【請求項９】
　架橋ポリシロキサンが、それぞれＳｉＯ２、Ｒ１ＳｉＯ１．５及びＲ２Ｒ３ＳｉＯであ
る第１、第２及び第３のシロキサン単位を含み、ここで、Ｒ１、Ｒ２及びＲ３が、ケイ素
原子に直接結合した炭素原子を有する、同一又は異なっている有機基のいずれか一つであ
る請求項１から５のいずれか一項に記載の美容方法。
【請求項１０】
　パウダー組成物が、ブラッシャー、アイシャドウ、フェイスパウダー、ファンデーショ
ン、コンシーラー、ボディメークアップ製品、フェイスケア製品、ボディケア製品、又は
抗日光製品の形態の皮膚のメークアップ又はケア用製品である請求項１から９のいずれか
一項に記載の美容方法。
【請求項１１】
　組成物が、皮膚の欠陥、特に毛穴及び／又は皺を有するヒトの皮膚に適用される先の請
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求項に記載の美容方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、皮膚の欠陥、特に顔の皮膚の、毛穴及び／又は皺を隠すための美容方法に関
する。本美容方法は、少なくとも（ｉ）架橋ポリシロキサン構造を有するオルガノシリコ
ーンからなる紡錘状粒子と、（ｉｉ）疎水性表面処理フィラーと、任意成分として（ｉｉ
ｉ）顔料及び／又は他の化粧品的に許容可能な成分を含む化粧品用パウダー組成物、特に
コンパクトパウダー形態のものを適用する工程を含む。紡錘状粒子は、およそ０．０５μ
ｍからおよそ２０μｍの長径Ｌ１とおよそ０．０３μｍからおよそ１５μｍの短径Ｌ２を
持ち、Ｌ１／Ｌ２がおよそ１．１からおよそ３．３でありうる。
【背景技術】
【０００２】
　皮膚の欠陥、特に顔の皮膚の毛穴及び／又は皺を隠すための向上した美容方法が提供さ
れることが望まれる。化粧品用組成物は、改善された耐移り性と滑らかな感触をもたらす
ことが好ましい。
【発明の開示】
【０００３】
　現在利用可能な方法ではその方法に使用される化粧品用化合物の良好な耐移り性と滑ら
かな感触を同時にもたらしながら隠蔽性又はコンシーラ性を改善することが尚も必要とさ
れていることに鑑み、本発明者は、様々な化粧品用組成物を使用する数多くの方法を試験
した。その結果、本発明者は、特に化粧品用組成物が、紡錘状粒子と疎水性表面処理フィ
ラーと任意成分として顔料及び／又は後で特定する他の化粧品的に許容可能な成分を含ん
でいると、化粧品用組成物の適用により皮膚の欠陥、特に顔の皮膚の、毛穴及び／又は皺
を隠すことができることを知見し、本発明で完成するに至った。
【０００４】
　本発明の一態様によれば、本発明者は、皮膚の欠陥、特に顔の皮膚の、毛穴及び／又は
皺を隠すための美容方法を提案し、該方法は、少なくとも（ｉ）架橋ポリシロキサン構造
を有するオルガノシリコーンからなり、およそ０．０５μｍからおよそ２０μｍの長径（
長軸に沿った径）Ｌ１とおよそ０．０３μｍからおよそ１５μｍの短径（短軸に沿った径
）Ｌ２を有し、Ｌ１／Ｌ２がおよそ１．１からおよそ３．３である紡錘状粒子と、（ｉｉ
）疎水性表面処理フィラーと、任意成分として（ｉｉｉ）顔料及び／又は他の化粧品的に
許容可能な成分を含む化粧品用パウダー組成物、特にコンパクトパウダー形態のものを適
用する工程を含む。
【０００５】
　本明細書において、他の定義がなされていない限り、「美容用途（美容的使用）」又は
「美容方法」なる用語は、いわゆる美容目的並びに美的な目的のための用途（使用）及び
方法を含む。本発明に係る組成物は、皮膚のメークアップ又はケア用組成物であり得、ブ
ラッシャー、アイシャドウ、フェイスパウダー、ファンデーション、コンシーラー、ボデ
ィメークアップ製品、フェイスケア製品、ボディケア製品又は抗日光製品の形態で提供さ
れ得る。より特定的には、本発明はファンデーション組成物、特にコンパクト形態のもの
に関する。
【０００６】
　この明細書において、紡錘状とは、紡錘状粒子がおよそ０．０５μｍからおよそ２０μ
ｍである長軸に沿った最大径Ｌ１と、長軸に直交しかつ互いに直交し、紡錘状粒子がおよ
そ０．０３μｍからおよそ１５μｍである２つの短軸に沿った最小径Ｌ２を有し、Ｌ１／
Ｌ２がおよそ１．１からおよそ３．３となるように、球が一方向に延ばされた形状を意味
する。
【０００７】
　架橋ポリシロキサン構造を有するオルガノシリコーン物質は、好ましくは、式（Ｉ）：



(4) JP 2013-539745 A 2013.10.28

10

20

30

40

50

ＳｉＯ２及び式（ＩＩ）：Ｒ１ＳｉＯ１．５の単位を含み、実際には該単位から構成され
さえするもので、ここで、Ｒ１は、ケイ素原子に直接結合した炭素原子を有する有機基を
示す。該有機基は反応性有機又は未反応性有機基であるが、好ましくは未反応性有機基で
ありうる。
【０００８】
　未反応性有機基は、Ｃ１－Ｃ４アルキル基、特にメチル、エチル、プロピル又はブチル
基、あるいはフェニル基であり得、好ましくはメチル基でありうる。
　反応性有機基は、エポキシ基、(メタ)アクリロイルオキシ基、アルケニル基、メルカプ
トアルキル、アミノアルキル又はハロアルキル基、グリセロキシ基、ウレイド基、又はシ
アノ基でありうる。好ましくは、反応性有機基は、エポキシ基、(メタ)アクリロイルオキ
シ基、アルケニル基、又はメルカプトアルキル又はアミノアルキル基でありうる。反応性
有機基は、一般的に２～６の炭素原子、特に２～４の炭素原子を含む。
【０００９】
　エポキシ基としては、２-グリシドキシエチル基、３-グリシドキシプロピル基、又は２
-(３,４-エポキシシクロヘキシル)プロピル基を挙げることができる。
　(メタ)アクリロイルオキシ基としては、３-メタクリロイルオキシプロピル基又は３-ア
クリロイルオキシプロピル基を挙げることができる。
　アルケニル基としては、ビニル、アリル又はイソプロペニル基を挙げることができる。
　メルカプトアルキル基としては、メルカプトプロピル又はメルカプトエチル基を挙げる
ことができる。
【００１０】
　アミノアルキル基としては、３-[(２-アミノエチル)アミノ]プロピル基、３-アミノプ
ロピル基又はＮ,Ｎ-ジメチルアミノプロピル基を挙げることができる。
　ハロアルキル基としては、３-クロロプロピル基又はトリフルオロプロピル基を挙げる
ことができる。
　グリセロキシ基としては、３-グリセロキシプロピル基又は２-グリセロキシエチル基を
挙げることができる。
　ウレイド基としては、２-ウレイドエチル基を挙げることができる。
　シアノ基としては、シアノプロピル又はシアノエチル基を挙げることができる。
　好ましくは、式(ＩＩ)の単位において、Ｒ１はメチル基を示す。
　有利には、オルガノシリコーン物質は、３０／７０～５０／５０の範囲、好ましくは３
５／６５～４５／５５の範囲の単位（Ｉ）／単位（ＩＩ）モル比で単位（Ｉ）及び（ＩＩ
）を含む。
【００１１】
　オルガノシリコーン粒子は、特に、
（ａ）水性媒体中に、少なくとも一種の加水分解触媒と場合によっては少なくとも一種の
界面活性剤の存在下で、式ＳｉＸ４の化合物（ＩＩＩ）と式ＲＳｉＹ３の化合物（ＩＶ）
を導入し、ここでＸ及びＹは、互いに独立して、Ｃ１－Ｃ４アルコキシ基、Ｃ１－Ｃ４ア
ルコキシ基を有するアルコキシエトキシ基、Ｃ２－Ｃ４アシルオキシ基、Ｃ１－Ｃ４アル
キル基を有するＮ，Ｎ－ジアルキルアミノ基、ヒドロキシル基、ハロゲン原子又は水素原
子を示し、Ｒは、ケイ素原子に直接結合した炭素原子を有する有機基を示し；
（ｂ）段階（ａ）で得られた混合物を、少なくとも一種の重合触媒と場合によっては少な
くとも一種の界面活性剤を含む水溶液と、３０～８５℃の温度で少なくとも２時間、接触
させる
ことを含む方法により得ることができる。
【００１２】
　段階（ａ）は加水分解反応に相当し、段階（ｂ）は縮合反応に相当する。
　段階（ａ）において、化合物（ＩＶ）に対する化合物（ＩＩＩ）のモル比は、一般に３
０／７０～５０／５０、有利には３５／６５～４５／４５の範囲であり、好ましくは４０
／６０である。化合物（ＩＩＩ）と化合物（ＩＶ）の合計に対する水の重量比は、好まし
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くは１０／９０～７０／３０の範囲である。化合物（ＩＩＩ）及び化合物（ＩＶ）の導入
順序は一般にそれらの加水分解速度に依存する。化合物の早すぎる縮合を防止するために
、加水分解反応の温度は一般に０～４０℃の範囲であり、通常は３０℃を超えない。
【００１３】
　化合物（ＩＩＩ）及び（ＩＶ）のＸ及びＹ基については、
　Ｃ１－Ｃ４アルコキシ基としては、メトキシ又はエトキシ基を挙げることができ；
　Ｃ１－Ｃ４アルコキシ基を有するアルコキシエトキシ基としては、メトキシエトキシ又
はブトキシエトキシ基を挙げることができ；
　Ｃ２－Ｃ４アシルオキシ基としては、アセトキシ又はプロピオニルオキシ基を挙げるこ
とができ；
　Ｃ１－Ｃ４アルキル基を有するＮ，Ｎ－ジアルキルアミノ基としては、ジメチルアミノ
又はジエチルアミノ基を挙げることができ；
　ハロゲン原子としては、塩素又は臭素原子を挙げることができる。
【００１４】
　式（ＩＩＩ）の化合物としては、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラン、テト
ラブトキシシラン、トリメトキシエトキシシラン、トリブトキシエトキシシラン、テトラ
アセトキシシラン、テトラプロピオキシシラン、テトラ(ジメチルアミノ)シラン、テトラ
(ジエチルアミノ)シラン、シランテトラオール、クロロシラントリオール、ジクロロジシ
ラノール、テトラクロロシラン又はクロロトリヒドロシランを挙げることができる。好ま
しくは、式（ＩＩＩ）の化合物は、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラン、テト
ラブトキシシラン及びそれらの混合物から選択される。
【００１５】
　式（ＩＩＩ）の化合物は、重合反応後、式（Ｉ）の単位を形成する。
　式（ＩＶ）の化合物は、重合反応後、式（ＩＩ）の単位を形成する。
　式（ＩＶ）の化合物中のＲ基は、式（ＩＩ）の化合物のＲ１基について記載された意味
を有する。
【００１６】
　未反応性有機基Ｒを含む式（ＩＶ）の化合物の例として、メチルトリメトキシシラン、
エチルトリエトキシシラン、プロピルトリブトキシシラン、ブチルトリブトキシシラン、
フェニルトリメトキシエトキシシラン、メチルトリブトキシエトキシシラン、メチルトリ
アセトキシシラン、メチルトリプロピオキシシラン、メチルトリ(ジメチルアミノ)シラン
、メチルトリ(ジエチルアミノ)シラン、メチルシラントリオール、メチルクロロジシラノ
ール、メチルトリクロロシラン又はメチルトリヒドロシランを挙げることができる。
【００１７】
　反応性有機基Ｒを有する式（ＩＶ）の化合物の例として、
　エポキシ基を有するシラン類、例えば(３-グリシドキシプロピル)トリメトキシシラン
、(３-グリシドキシプロピル)トリエトキシシラン、[２-(３,４-エポキシシクロヘキシル
)エチル]トリメトキシシラン、(３-グリシドキシプロピル)メチルジメトキシシラン、(２
-グリシドキシエチル)メチルジメトキシシラン、(３-グリシドキシプロピル)ジメチルメ
トキシシラン又は(２-グリシドキシエチル)ジメチルメトキシシラン;
　(メタ)アクリロイルオキシ基を有するシラン類、例えば(３-メタクリロイルオキシプロ
ピル)トリメトキシシラン又は(３-アクリロイルオキシプロピル)トリメトキシシラン;
　アルケニル基を有するシラン類、例えばビニルトリメトキシシラン、アリルトリメトキ
シシラン又はイソプロペニルトリメトキシシラン;
　メルカプト基を有するシラン類、例えばメルカプトプロピルトリメトキシシラン又はメ
ルカプトエチルトリメトキシシラン;
　アミノアルキル基を有するシラン類、例えば(３-アミノプロピル)トリメトキシシラン
、(３-[(２-アミノエチル)アミノ]プロピル)トリメトキシシラン、(Ｎ,Ｎ-ジメチルアミ
ノプロピル)トリメトキシシラン又は(Ｎ,Ｎ-ジメチルアミノエチル)トリメトキシシラン;
　ハロアルキル基を有するシラン類、例えば(３-クロロプロピル)トリメトキシシラン又
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はトリフルオロプロピルトリメトキシシラン;
　グリセロキシ基を有するシラン類、例えば(３-グリセロキシプロピル)トリメトキシシ
ラン又はジ(３-グリセロキシプロピル)ジメトキシシラン;
　ウレイド基を有するシラン類、例えば(３-ウレイドプロピル)トリメトキシシラン、(３
-ウレイドプロピル)メチルジメトキシシラン又は(３-ウレイドプロピル)ジメチルメトキ
シシラン;
　シアノ基を有するシラン類、例えばシアノプロピルトリメトキシシラン、シアノプロピ
ルメチルジメトキシシラン又はシアノプロピルジメチルメトキシシラン
を挙げることができる。
【００１８】
　好ましくは、反応性有機基Ｒを含む式（ＩＶ）の化合物は、エポキシ基を有するシラン
類、(メタ)アクリロイルオキシ基を有するシラン類、アルケニル基を有するシラン類、メ
ルカプト基を有するシラン類、又はアミノアルキル基を有するシラン類から選択される。
【００１９】
　本発明の実施に好ましい化合物(ＩＩＩ)及び(ＩＶ)の例は、それぞれテトラエトキシシ
ラン及びメチルトリメトキシシランである。
　加水分解及び重合触媒として、塩基性触媒、例えば水酸化ナトリウム、水酸化カリウム
、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、又はアミン類（例えば、アンモニア、トリメチ
ルアミン、トリエチルアミン又はテトラメチルアンモニウムヒドロキシド）、あるいは有
機酸、例えばクエン酸、酢酸、メタンスルホン酸、ｐ-トルエンスルホン酸、ドデシルベ
ンゼンスルホン酸、又はドデシルスルホン酸、又は無機酸、例えば塩酸、硫酸又はリン酸
から選択される酸性触媒を、独立して使用することができる。存在する場合、使用される
界面活性剤は、好ましくは非イオン性又はアニオン性界面活性剤、又は該２種の混合物で
ある。アニオン性界面活性剤としてドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウムを使用するこ
とができる。加水分解の終了は、水不溶性の生成物（ＩＩＩ）及び（ＩＶ）が消失し、均
一な液状層が生成されることから分かる。
【００２０】
　縮合段階（ｂ）には、加水分解段階と同じ触媒か又は上述したものから選択される他の
触媒を使用することができる。
　このプロセスが完了すると、微細なオルガノシリコーン粒子の懸濁水が得られ、その粒
子は、場合によっては媒体から後で分離されうる。よって、上述のプロセスは、例えば、
メンブランフィルターにより段階（ｂ）で得られた生成物を濾過し、場合によっては続い
て液状媒体から粒子を分離することを意図した濾液の遠心分離段階と、ついで粒子の乾燥
段階という付加的段階を含みうる。もちろん、他の分離方法を使用することもできる。
　本発明に従って使用される紡錘状粒子は、ＪＰ２００３－１７１４６５に記載されてい
るものであり、特に紡錘状粒子はそのＰ１、Ｐ２及びＰ１０に例示されているものと同様
のものである。
【００２１】
　フィラーは、タルク、マイカ、シリカ、カオリン、ポリアミド、ポリ-β-アラニン及び
ポリエチレンから形成されるパウダー、テトラフルオロエチレン重合体から形成されるパ
ウダー、ラウリルリジン、デンプン、窒化ホウ素、ポリ(塩化ビニリデン)／アクリロニト
リル又はアクリル酸共重合体の高分子中空ミクロスフィア、シリコーン樹脂マイクロビー
ス、ポリオルガノシロキサンエラストマーからなる粒子、沈降炭酸カルシウム、炭酸マグ
ネシウム、塩基性炭酸マグネシウム、ヒドロキシアパタイト、硫酸バリウム、酸化アルミ
ニウム、ポリウレタンパウダー、複合フィラー、中空シリカのミクロスフィア、ガラス又
はセラミックマイクロカプセル、８～２２の炭素原子、好ましくは１２～１８の炭素原子
を有する有機カルボン酸から誘導された金属石鹸、例えばステアリン酸亜鉛、ステアリン
酸マグネシウム、ステアリン酸リチウム、ラウリン酸亜鉛又はミリスチン酸マグネシウム
の一又は複数種でありうる。
　特定の実施態様では、フィラーはタルク、マイカ、カオリン、シリカ、及びそれらの混
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合物から選択されるラメラ状フィラーである。
　好ましい実施態様では、本発明に係る組成物は、少なくとも疎水性処理タルク又はマイ
カ、又はそれらの双方を含む。
　好ましい実施態様では、本発明に係る組成物は、少なくともシリコーン処理タルク又は
マイカ又はそれらの双方を含む。
　疎水性処理剤は、シリコーン、アミノ酸及び／又はフッ化処理用のものからでありうる
。
　疎水性処理剤は、シリコーン類、例えばメチコーン類、ジメチコン類又はパーフルオロ
アルキルシラン類、脂肪酸、例えばステアリン酸、金属石鹸、例えばジミリスチン酸アル
ミニウム又は水素化獣脂グルタメートのアルミニウム塩、パーフルオロアルキルホスフェ
ート、パーフルオロアルキルシラン類、パーフルオロアルキルシラザン類、ポリ(ヘキサ
フルオロプロピレンオキシド)、パーフルオロアルキル-パーフルオロポリエーテル基を含
むポリオルガノシロキサン類、アミノ酸、Ｎ-アシル化アミノ酸又はそれらの塩、レシチ
ン、トリイソステアリルチタン酸イソプロピル及びそれらの混合物から選択することがで
きる。
　Ｎ-アシル化アミノ酸は、８から２２の炭素原子を有するアシル基、例えば２-エチルヘ
キサノイル、カプロイル、ラウロイル、ミリストイル、パルミトイル、ステアロイル又は
ココイル基を含みうる。これらの化合物の塩はアルミニウム、マグネシウム、カルシウム
、ジルコニウム、亜鉛、ナトリウム又はカリウム塩でありうる。アミノ酸は例えばリジン
、グルタミン酸又はアラニンでありうる。
　上述の化合物において述べられる「アルキル」なる用語は、特に１から３０の炭素原子
を有し、好ましくは５から１６の炭素原子を有するアルキル基を示す。
　特定の実施態様では、フィラーについて実施される疎水性処理は、フィラー表面につい
て実施されるシリコーン処理、アミノ酸処理又は双方でありうる。
　好ましい実施態様では、フィラーについて実施される疎水性処理はシリコーン処理であ
る。
【００２２】
　好ましい実施態様では、組成物は、少なくともジメチコン処理タルク、特に大東化成工
業によりＳＩ－２ ＴＡＬＣ ＪＡ－４６Ｒの名称で販売されているタルク（ＩＮＣＩ名、
タルク（及び）ジメチコン９８／２）を含む。代替として、三好化成によりＳＡ-ＴＡ-４
６Ｒの名称で販売されているタルク（ＩＮＣＩ名、タルク（及び）ジメチコン９８／２）
を使用することができる。
　他の実施態様では、組成物は、少なくともジメチコン処理マイカ、特に三好化成により
ＳＡ－Ｓ－２００の名称で販売されているマイカ（ＩＮＣＩ名、マイカ（及び）ジメチコ
ン９７／３）を含む。
　他の実施態様では、組成物は、少なくともアミノ酸処理マイカ（セリサイト）、例えば
三好化成によりＬＰ－Ｓ－１００の名称で販売されているマイカ（ＩＮＣＩ名、マイカ（
及び）パルミトイルプロロン（及び）パルミトイルサルコシン酸ナトリウム（及び）パル
ミトイルグルタミン酸マグネシウム（及び）水酸化アルミニウム（及び）パルミチン酸）
を含む。
　他の実施態様では、組成物は、少なくともアミノ酸タルク、例えば三好化成によりＬＰ
－ＴＡ－４６Ｒの名称で販売されているタルク（ＩＮＣＩ名、タルク（及び）パルミトイ
ルプロリン（及び）パルミチン酸（及び）水酸化アルミニウム（及び）パルミトイルサル
コシン酸ナトリウム（及び）パルミトイルグルタミン酸マグネシウム）を含む。
　組成物は、それらの混合物を含むかも知れない。
　好ましい実施態様では、疎水性処理フィラーは、組成物の全重量に対して５～９０重量
％、好ましくは１０～８５重量％、より好ましくは２０～８０重量％、さらに好ましくは
６０～８０重量％である。
　好ましい実施態様では、本発明に係る組成物は、
（ｉ）全組成物の重量に対して少なくとも５％～２０％の紡錘状粒子、
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（ｉｉ）全組成物の重量に対して少なくとも５％～２０％、好ましくは１０％～１５％の
疎水性処理されたフィラー、及び
（ｉｉｉ）場合によっては、顔料及び／又は他の化粧品用成分、
を含有する。
【００２３】
　顔料は、場合によっては表面処理されている二酸化チタン、ジルコニウム又はセリウム
酸化物、並びに亜鉛、鉄又はクロム酸化物、マンガンバイオレット、ウルトラマリンブル
ー、水和クロム及びフェリックブルー、又はアルミニウムパウダー又は銅パウダー、又は
二酸化チタン、酸化亜鉛、酸化鉄、酸化ジルコニウム、酸化セリウム及びそれらの混合物
から形成されるナノ顔料の一又は複数でありうる。好ましい実施態様では、組成物は疎水
性処理顔料、特に疎水性処理二酸化チタン、例えばラウロイルリジン処理二酸化チタンを
含む。
【００２４】
　顔料なる用語は、生理学的媒体に不溶性であり、組成物を着色することを意図している
任意の形状で、白色又は有色の無機又は有機の粒子を意味するものと理解されなければな
らない。顔料は、白色及び／又は有色で、無機及び／又は有機でありうる。
【００２５】
　特定の実施態様によれば、本発明に係る組成物は、無機顔料から選択される少なくとも
一種の顔料を含みうる。これらの無機顔料は、特に金属酸化物顔料から選択することがで
きる。
【００２６】
　無機顔料として、場合によっては表面処理されていてもよい二酸化チタン、ジルコニウ
ム又はセリウム酸化物、及び亜鉛、鉄（黒、黄又は赤）又はクロム酸化物、マンガンバイ
オレット、ウルトラマリンブルー、水和クロム及びフェリックブルー、及び金属パウダー
、例えばアルミニウムパウダー又は銅パウダーを挙げることができる。
【００２７】
　好ましい実施態様によれば、本発明に係る組成物に存在する無機顔料、特に金属酸化物
顔料は、二酸化チタン、酸化亜鉛及び／又は酸化鉄から選択される。
【００２８】
　特定の実施態様によれば、組成物は少なくとも二種の異なる顔料を含みうる。また好ま
しい実施態様によれば、組成物は、酸化鉄から選択される少なくとも一種の第一の顔料と
、少なくとも一種の第二の二酸化チタン顔料を含みうる。
【００２９】
　無機顔料に加えて、本発明に係る組成物は有機顔料を含みうる。有機顔料としては、カ
ーボンブラック、Ｄ＆Ｃ型の顔料、及びコチニールカルミン、バリウム、ストロンチウム
、カルシウム又はアルミニウムベースのレーキ類を挙げることができる。
【００３０】
　顔料は、ゴニオクロマティック(goniochromatic)顔料を含みうる。これらの顔料は、観
察角度で比較的大きな色調変化を示す。ゴニオクロマティック顔料は、例えば多層干渉構
造を有する顔料及び液晶顔料から選択されうる。
【００３１】
　多層構造の場合、後者は、例えば少なくとも二層を含み、各層は、他の層（複数でもよ
い）と独立して、又は独立しないで、例えば次の物質からなる群から選択される少なくと
も一種の物質から生成される：ＭｇＦ２、ＣｅＦ３、ＺｎＳ、ＺｎＳｅ、Ｓｉ、ＳｉＯ２

、Ｇｅ、Ｔｅ、Ｆｅ２Ｏ３、Ｐｔ、Ｖａ、Ａｌ２Ｏ３、ＭｇＯ、Ｙ２Ｏ３、Ｓ２Ｏ３、Ｓ
ｉＯ、ＨｆＯ２、ＺｒＯ２、ＣｅＯ２、Ｎｂ２Ｏ５、Ｔａ２Ｏ５、ＴｉＯ２、Ａｇ、Ａｌ
、Ａｕ、Ｃｕ、Ｒｂ、Ｔｉ、Ｔａ、Ｗ、Ｚｎ、ＭｏＳ２、クリオライト、合金、ポリマー
、及びそれらの組合せ。
【００３２】
　多層構造を有するゴニオクロマティック剤は、特に次の文献に記載のものである：ＵＳ
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－Ａ－３４３８７９６、ＥＰ－Ａ－２２７４２３、ＵＳ－Ａ－５１３５８１２、ＥＰ－Ａ
－１７０４３９、ＥＰ－Ａ－３４１００２、ＵＳ－Ａ－４９３０８６６、ＵＳ－Ａ－５６
４１７１９、ＥＰ－Ａ－４７２３７１、ＥＰ－Ａ－３９５４１０、ＥＰ－Ａ－７５３５４
５、ＥＰ－Ａ－７６８３４３、ＥＰ－Ａ－５７１８３６、ＥＰ－Ａ－７０８１５４、ＥＰ
－Ａ－５７９０９１、ＵＳ－Ａ－５４１１５８６、ＵＳ－Ａ－５３６４４６７、ＷＯ－Ａ
－９７／３９０６６、ＤＥ－Ａ－４２２５０３１、ＷＯ９５１７４７９（ＢＡＳＦ）及び
ＤＥ－Ａ－１９６１４６３７。それらは、金属色を有するフレークの形態で提供される。
【００３３】
　本発明において使用されうる多層構造は、例えば、次の構造：Ａｌ／ＳｉＯ２／Ａｌ／
ＳｉＯ２／Ａｌ；Ｃｒ／ＭｇＦ２／Ａｌ／ＭｇＦ２／Ａｌ；ＭｏＳ２／ＳｉＯ２／Ａｌ／
ＳｉＯ２／ＭｏＳ２；Ｆｅ２Ｏ３／ＳｉＯ２／Ａｌ／ＳｉＯ２／Ｆｅ２Ｏ３；Ｆｅ２Ｏ３

／ＳｉＯ２／Ｆｅ２Ｏ３／ＳｉＯ２／Ｆｅ２Ｏ３；ＭｏＳ２／ＳｉＯ２／マイカ-酸化物
／ＳｉＯ２／ＭｏＳ２；Ｆｅ２Ｏ３／ＳｉＯ２／マイカ酸化物／ＳｉＯ２／Ｆｅ２Ｏ３で
ある。様々な色調が、異なる層の厚みに応じて得られる。よって、構造Ｆｅ２Ｏ３／Ｓｉ
Ｏ２／Ａｌ／ＳｉＯ２／Ｆｅ２Ｏ３の場合、３２０～３５０ｎｍ厚のＳｉＯ２層では、金
-緑色からグレイ-赤色；３８０～４００ｎｍ厚のＳｉＯ２層では赤色から金色；４１０～
４２０ｎｍ厚のＳｉＯ２層では紫色から緑色；及び４３０～４４０ｎｍ厚のＳｉＯ２層で
は銅色から赤色へ、色調が変化する。
【００３４】
　従って、多層構造は本質的に無機又は有機でありうる。様々な色調を、異なる層のそれ
ぞれの厚みに応じて得ることができる。本発明に係る多層干渉構造を有するゴニオクロマ
ティック顔料は、特に次の公報：ＵＳ－Ａ－３４３８７９６、ＥＰ－Ａ－２２７４２３、
ＵＳ－Ａ－５１３５８１２、ＥＰ－Ａ－１７０４３９、ＥＰ－Ａ－３４１００２、ＵＳ－
Ａ－４９３０８６６、ＵＳ－Ａ－５６４１７１９、ＥＰ－Ａ－４７２３７１、ＥＰ－Ａ－
３９５４１０、ＥＰ－Ａ－７５３５４５、ＥＰ－Ａ－７６８３４３、ＥＰ－Ａ－５７１８
３６、ＥＰ－Ａ－７０８１５４、ＥＰ－Ａ－５７９０９１、ＵＳ－Ａ－５４１１５８６、
ＵＳ－Ａ－５３６４４６７、ＷＯ－Ａ－９７／３９０６６、ＤＥ－Ａ－４２２５０３１、
ＷＯ９５１７４７９（ＢＡＳＦ）及びＤＥ－Ａ－１９６１４６３７に記載されているもの
とそれらの組合せである。それらは、金属色を有するフレークの形態で提供される。
【００３５】
　多層干渉構造を有するゴニオクロマティック顔料は、次の市販のゴニオクロマティック
顔料：資生堂のＩｎｆｉｎｉｔｅ Ｃｏｌｏｒｓ、ＢＡＳＦ社のＳｉｃｏｐｅａｒｌ Ｆａ
ｎｔａｓｔｉｃｏ、メルク社のＣｏｌｏｒｓｔｒｅａｍ、Ｘｉｒａｌｌｉｃ及びＸｉｒｏ
ｎａ、Ｆｌｅｘ社のＣｏｌｏｒｇｌｉｔｔｅｒ、及びそれらの混合物からなる群から選択
することができる。
【００３６】
　液晶顔料は特に出願ＥＰ－Ａ－１０４６６９２に記載されている。特に液晶粒子として
、ＣＴＦＡ名がポリアクリレート－４で、Ｗａｃｋｅｒ社によって「Ｈｅｌｉｃｏｎｅ（
登録商標）ＨＣ Ｓａｐｐｈｉｒｅ」、「Ｈｅｌｉｃｏｎｅ（登録商標）ＨＣ Ｓｃａｒａ
ｂｅｕｓ」、「Ｈｅｌｉｃｏｎｅ（登録商標）ＨＣ Ｊａｄｅ」、「Ｈｅｌｉｃｏｎｅ（
登録商標）ＨＣ Ｍａｐｌｅ」、「Ｈｅｌｉｃｏｎｅ（登録商標）ＨＣ ＸＬ Ｓａｐｐｈ
ｉｒｅ」、「Ｈｅｌｉｃｏｎｅ（登録商標）ＨＣ ＸＬ Ｓｃａｒａｂｅｕｓ」、「Ｈｅｌ
ｉｃｏｎｅ（登録商標）ＨＣ ＸＬ Ｊａｄｅ」及び「Ｈｅｌｉｃｏｎｅ（登録商標）ＨＣ
 ＸＬ Ｍａｐｌｅ」として販売されているものを使用することができる。
【００３７】
　顔料は、組成物の全重量に対して、１～３０重量％、好ましくは５～２０重量％、より
好ましくは５～１５重量％の範囲の含有量で、本発明に係る組成物中に存在しうる。好ま
しい実施態様によれば、ラメラ状粒子及び顔料は、顔料に対するラメラ状粒子の重量比が
０．１～２０、好ましくは５～１５の範囲になる含有量で、組成物に存在している。
【００３８】
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　化粧品的に許容可能な他の成分は、例えばロウ、防腐剤、化粧品用活性成分、保湿剤、
ＵＶ遮蔽剤、増粘剤、水、界面活性剤、バインダー又は香料である。化粧品的に許容可能
な他の成分は、球形の固形粒子、窒化ホウ素粒子、ラメラ状粒子、付加的な粒子、脂肪バ
インダー、ロウ、ペースト状脂肪物質、及び他の添加剤を含む粉状相の一又は複数であり
うる。
【００３９】
付加的な粒子
　上述のラメラ状粒子に加えて、本発明に係る組成物は、任意の形状、例えば球形又は楕
円形の少なくとも一つの付加的な非ラメラ状粒子を含みうる。
【００４０】
　球状シリカ、ポリアミド（ナイロン（登録商標））粉末、ポリ－β－アラニン粉末、ポ
リエチレン粉末、ポリウレタン粉末、例えばＴｏｓｈｉｋｉから「プラスチック粉末Ｄ－
４００」の名称で販売されているヘキサメチレンジイソアネート及びトリメチロールヘキ
シルラクトン共重合体からなる粉末、テトラフルオロエチレン重合体（テフロン（登録商
標））からなる粉末、ラウロイルリジン、スターチ、窒化ホウ素、高分子中空ミクロスフ
ィア、例えば塩化ポリビニリデン／アクリロニトリルのもの、例えばエクスパンセル（登
録商標）（Ｎｏｂｅｌ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅ）、又はアクリル酸共重合体のもの、シリコ
ーン樹脂粉末、特にシルセスキオキサン粉末（特許ＥＰ２９３７９５に記載のシリコーン
樹脂粉末；例えば東芝のトスパール（登録商標））、ポリオルガノシロキサンエラストマ
ー粒子、ポリメチルメタクリレート粒子、沈降炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、塩基
性炭酸マグネシウム、ヒドロキシアパタイト、中空シリカミクロスフェア、ガラス又はセ
ラミックマイクロカプセル、８～２２の炭素原子、好ましくは１２～１８の炭素原子を有
する有機カルボン酸から誘導される金属石鹸、例えばステアリン酸亜鉛、ステアリン酸マ
グネシウム、ステアリン酸リチウム、ラウリン酸亜鉛、又はミリスチン酸マグネシウム；
硫酸バリウム、及びそれらの混合物を挙げることができる。
【００４１】
脂肪バインダー
　本発明に係る組成物は、少なくとも一種の脂肪バインダーを含みうる。脂肪バインダー
なる用語は、本出願における意味では、一般的に少なくとも一種の油を含む脂肪相を意味
するものと理解される。この種の脂肪相は粉状相に対する分散媒体として特に使用される
。有利には、脂肪バインダーは少なくとも一種の油を含みうる。
【００４２】
　油は、ルース又はコンパクトパウダーにおいてバインダーとして一般的に使用されてい
る油から選択することができる。これらの油は、特に
－　ミンク油、タートル油、大豆油、グレープシード油、ゴマ油、コーン油、菜種油、ヒ
マワリ油、綿実油、アボカド油、オリブ油、ヒマシ油、ホホバ油、又はピーナッツ油；
－　炭水化物油、例えば液状パラフィン、スクアラン、又は液状ペトロラタム；
－　脂肪エステル、例えばミリスチン酸イソプロピル、パルミチン酸イソプロピル、ステ
アリン酸ブチル、ステアリン酸イソデシル、ステアリン酸イソセチル、ラウリン酸ヘキシ
ル、イソノナン酸イソノニル、パルミチン酸２-エチルヘキシル、ラウリン酸２-ヘキシル
デシル、パルミチン酸２-オクチルデシル、ミリスチン酸２-オクチルドデシル、乳酸２-
オクチルデシル、コハク酸ジ(２-エチルヘキシル)、リンゴ酸ジイソステアリル、トリイ
ソステアリン酸グリセリル又はトリイソステアリン酸ジグリセリル；
－　シリコーン油、例えばポリメチルシロキサン、ポリメチルフェニルシロキサン、ポリ
シロキサンで、脂肪酸、脂肪アルコール又はポリオキシアルキレン、フルオロシリコーン
又は過フッ化油で変性されたもの；
－　高級脂肪酸、例えばミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、ベヘン酸、オレイ
ン酸、リノール酸、リノレン酸又はイソステアリン酸；
－　高級脂肪アルコール類、例えばケタノール、ステアリルアルコール又はオレイルアル
コール；
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－　式(Ｉ)；

（上式中、
－　ｎは５～９０、特に３０～８０、なかでも５０～８０で変化する整数を表し、
－　ｍは１～１５０、特に１～８０、なかでも１～４０で変化する整数を表し、
－　ａは０～５で変化する整数を表し、
－　Ｒｆは１～８の炭素原子を含むパーフルオロアルキル基を示す）
のポリ(メチルフルオロアルキル)(ジメチル)シロキサン；及び
－　それらの混合物
から選択することができる。
【００４３】
　好ましい実施態様によれば、油は、脂肪酸、例えばミリスチン酸イソプロピル、パルミ
チン酸イソプロピル、ステアリン酸ブチル、ステアリン酸イソデシル、ステアリン酸イソ
セチル、ラウリン酸ヘキシル、イソノナン酸イソノニル、パルミチン酸２-エチルヘキシ
ル、ラウリン酸２-ヘキシルデシル、パルミチン酸２-オクチル-デシル、ミリスチン酸２-
オクチルドデシル、乳酸２-オクチル-ドデシル、コハク酸ジ(２-エチルヘキシル)、リン
ゴ酸ジイソステアリル、トリイソステアリン酸グリセリル又はトリイソステアリン酸ジグ
リセリルから選択される。
【００４４】
　より好ましい形態によれば、油はイソノナン酸イソノニルである。バインダーの油は、
バインダーの全重量に対して、１０～１００重量％とすることができる。バインダーは、
組成物の全重量に対して、０．５～１５重量％、特に１～１０重量％、好ましくは１．５
～５重量％の範囲の含有量で、本発明の組成物に存在可能である。
【００４５】
ロウ及びペースト状脂肪物質
　本発明に係る組成物は、ロウ及び／又はペースト状脂肪物質をまた含みうる。「ロウ」
なる用語は、本発明の意味において、周囲温度（２５℃）、大気圧（７６０ｍｍＨｇ、す
なわち１０５Ｐａ）で固体であり、可逆的な固／液状態変化を示し、３０℃以上、特に５
５℃以上で２５０℃まで、特に２３０℃まで、さらには１２０℃までの範囲の融点を有す
る親油性の脂肪化合物を意味するものと理解される。
【００４６】
　ロウをその融点にすると、油と混和性があり、顕微鏡的に均質な混合物を形成可能であ
るが、周囲温度で混合物の温度を復元すると、ロウは混合物の油から再結晶化する。
【００４７】
　融点の値は、本発明において、示差走査熱量計（ＤＳＣ）、例えば、１分当たり５又は
１０℃の温度で上昇させて、ＭｅｔｌｅｒからＤＳＣ３０の名称で販売されている熱量計
を使用して、測定される溶融ピークに対応する。
【００４８】
　本発明の意味において、ロウは、一般的に化粧品又は皮膚科学の分野で使用されている
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ものとすることができる。特に、それらは炭化水素、シリコーン及び／又はフッ化ロウで
、場合によってはエステル又はヒドロキシル官能基を有するものとすることができる。ま
た、それらは天然由来でも合成由来でもよい。
【００４９】
　特に限定を意図しないで、次のロウを挙げることができる：
－　ミツロウ、ラノリンロウ、シナロウ(Chinese insect wax)；ライスワックス、カルナ
ウバロウ、オーリクリーロウ(ouricurry wax)、コルク繊維ロウ、サトウキビロウ、モク
ロウ及びハゼロウ(sumach wax)、モンタンロウ、マイクロクリスタリンロウ、パラフィン
ロウ、オゾケライト、セレシンロウ、亜炭ロウ、ポリエチレンロウ、フィッシャー-トロ
プシュ合成法により得られるロウ、及び脂肪酸エステル及びグリセリドで、４０℃、特に
５５℃以上で固体であるもの、
－　直鎖状又は分枝状Ｃ８-Ｃ３２脂肪鎖を有する動物性又は植物性油の接触水素化によ
り得られるロウ、特に水素化ホホバロウ、水素化ヒマワリロウ、硬化ヒマシ油、水素化コ
コナツ油及び水素化ラノリン油、
－　シリコーンロウ又はフッ化ロウ；及び
－　それらの混合物。
【００５０】
　本発明の特定の他の形態によれば、固形脂肪相は、カルナウバロウ、パラフィンロウ、
及びそれらの混合物から選択される少なくとも一種のロウを含みうる。
【００５１】
　好ましい実施態様によれば、本発明に係る組成物に存在するロウは、化粧品用組成物の
調製におけるその使用を容易にするために、完全に又は部分的に粉末形態、特に微粒子化
形態とすることができる。
【００５２】
　粉末形態で使用することができるロウとしては、特にＭｉｃｒｏ Ｐｏｗｄｅｒｓから
「Ｍｉｃｒｏｃａｒｅ ３５０（登録商標）」の名称で販売されているカルナウバロウの
マイクロビーズ、及びＭｉｃｒｏ Ｐｏｗｄｅｒｓから「Ｍｉｃｒｏｅａｓｅ １１４Ｓ（
登録商標）」の名称で販売されているパラフィンロウのマイクロビーズを挙げることがで
きる。このような付加的な微粒子状ロウにより、特に組成物を皮膚に適用した場合の特性
を改善することを可能にすることができる。
【００５３】
　ロウ及び／又はペースト状脂肪物質は、組成物の全重量に対して０．１～８重量％、好
ましくは０．５～５重量％の範囲の含有量で、組成物に存在しうる。
【００５４】
添加剤
　本発明に係る組成物は、親油性ゲル化剤及び／又は増粘剤、酸化防止剤、香料、防腐剤
、中和剤、サンスクリーン剤、ビタミン類、保湿剤、自己サンタン化合物、抗皺活性剤、
エモリエント剤、親水性又は親油性活性成分、汚染及びフリーラジカルに抗する薬剤、金
属イオン封鎖剤、皮膜形成剤、非エラストマー性界面活性剤、皮膚剥離活性剤、無痛化剤
、真皮又は表皮の高分子の合成を刺激し、及び／又はそれらの分解を防止する薬剤、抗糖
化剤、刺激に抗する薬剤、落屑剤、色素消失、抗色素沈着又はプロ着色剤、ＮＯシンター
ゼ阻害剤、線維芽細胞又はケラチノサイトの増殖及び／又はケラチノサイトの分化を刺激
する薬剤、微小循環に作用する薬剤、細胞のエネルギー代謝に作用する薬剤、治癒剤、及
びそれらの混合物から特に選択することができる少なくとも一種の他の一般的な化粧品用
成分を含みうる。
【００５５】
　好ましい実施態様によれば、本発明に係る組成物は無水組成物でありうる。「無水組成
物」なる用語は、２重量％未満、実際には０．５重量％未満の水分しか含有せず、特に水
を含有しない組成物を意味するものと理解され、水は組成物の調製中に添加されず、混合
された成分が寄与する残留水分に相当する。
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【００５６】
　紡錘状粒子はそれらの長軸に沿って割れ目を有しうる。また紡錘状粒子は、パウダーフ
ァンデーションの４０重量％未満、好ましくはおよそ５重量％からおよそ２０重量％、よ
り好ましくはおよそ１０重量％からおよそ１５重量％である。界面活性剤はステアリン酸
亜鉛を含み、バインダーは鉱物性油又はフェニルトリメチコーンを含み、防腐剤はフェノ
キシエタノールを含む。架橋ポリシロキサンは、それぞれＳｉＯ２、Ｒ１ＳｉＯ１．５及
びＲ２Ｒ３ＳｉＯである第一、第二及び第三のシロキサン単位を含み、ここでＲ１、Ｒ２

及びＲ３は、ケイ素原子に直接結合する炭素原子を有する同一又は異なっている有機基の
いずれか一つである。第一、第二及び第三のシロキサン単位のモル合計に対する第三のシ
ロキサン単位のモル比はおよそ１から５０パーセントである。
【００５７】
　第二のシロキサン単位に対する第一のシロキサン単位のモル比は、およそ２３：７７か
ら５０：６０である。本発明に係るパウダー組成物において、Ｒ１と、Ｒ２及びＲ３の少
なくとも一つは、好ましくは、エポキシ基、(メタ)アクリルオキシ基、メルカプトアルキ
ル基、アミノアルキル基、及び上述の基のいずれか一を有する有機基からなる群から選択
されうる。本発明によれば、パウダー組成物は、ファンデーション、メークアップ、ルー
スパウダー、ブラッシャー、アイブロー、マスカラ、コンシーラー及びハイライトの一つ
でありうる。
【００５８】
　本発明の美容方法によれば、
　疎水性処理で処理されたフィラーは、板状又はラメラ状形態を有する少なくとも一種の
フィラー、例えばラウロイルリジン、マイカ、タルク、窒化ホウ素、カオリン、オキシ塩
化ビスマス、硫酸バリウム、パーライト、ＰＴＦＥ、及びそれらの混合物であり得、
　顔料は、場合によっては表面処理されていてもよい二酸化チタン、ジルコニウム又はセ
リウムの酸化物、及び亜鉛、鉄（黒、黄又は赤）又はクロム酸化物、マンガンバイオレッ
ト、ウルトラマリンブルー、水和クロム、及びフェリックブルー、及び金属パウダー、例
えばアルミニウムパウダー又は銅パウダー、及びそれらの混合物の一又は複数であり得、
　他の化粧品的に許容可能な成分は、ロウ、防腐剤、化粧品用活性成分、保湿剤、ＵＶ遮
蔽剤、増粘剤、水、界面活性剤、バインダー又は香料の一又は複数でありうる。
【００５９】
　また、本発明は、改善された耐移り性及び隠蔽能力を提供するための美容用途のための
、特にコンパクトパウダー形態の、パウダー組成物を提案するものであり、該組成物は、
疎水性処理が実施されたフィラーと、場合によっては顔料及び他の化粧品的に許容可能な
成分に加えて、紡錘状粒子を含んでおり、紡錘状粒子は架橋ポリシロキサン構造を有する
オルガノシリコーンから作製され、およそ０．０５μｍからおよそ２０μｍの長軸に沿っ
た径Ｌ１とおよそ０．０３μｍからおよそ１５μｍの短軸Ｌ２に沿った径を有し、Ｌ１／
Ｌ２がおよそ１．１からおよそ３．３である。
　好ましい実施態様では、本発明に係る組成物は、
（ｉ）全組成物の重量に対して少なくとも５％から２０％の紡錘状粒子、
（ｉｉ）全組成物の重量に対して少なくとも５％から２０％、好ましくは１０％から１５
％の疎水性処理フィラー、及び
（ｉｉｉ）場合によっては、顔料及び／又は他の化粧品用成分
を含む。
【００６０】
　また、本発明の組成物は、改善された耐移り性及び隠蔽能力を提供するための美容用途
のための、特にコンパクトパウダー形態の、パウダー組成物を作製する方法を提案するも
のであり、該方法は、紡錘状粒子、疎水性処理が実施されたフィラー、場合によっては顔
料及び他の化粧品的に許容可能な成分を混合する工程を含み、紡錘状粒子は架橋ポリシロ
キサン構造を有するオルガノシリコーンから作製され、およそ０．０５μｍからおよそ２
０μｍの長軸に沿った径Ｌ１と、およそ０．０３μｍからおよそ１５μｍの短軸に沿った
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【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】図１は紡錘状粒子の形状を概略的に示す図である。
【図２】図２は本発明の方法の色調範囲を示す図である。
【図３】図３は耐移り性を測定するための方法を示す図である。
【図４】図４は、フィラーの様々な組合せ処理についての移り性測定、及び紡錘状粒子が
添加されたかどうかの結果を示す。
【図５】図５は移動定量結果を示す。
【図６】図６は摩耗係数測定の方法を示す。
【図７】図７は摩耗係数測定の結果を示す。
【実施例】
【００６２】
　本発明の実施例を以下に記載する。実施例及びその説明は、本発明の理解を助けるため
のみに提供されており、以下に記載の実施例に本発明を限定すると決して解釈されるべき
ではないことに留意されるべきである。
【００６３】
　図１は、紡錘状粒子の形状を概略的に示す。該粒子はラグビーボール形状を有しており
、径が任意の他の径よりも長い長軸と、長軸に直交し、互いに直交する２つの短軸を有す
る。実際、２つの短軸は、軸が主軸に直交する面に存在している限り、如何なる方向に定
められていてもよい。長軸に沿った径Ｌ１はおよそ０．０５μｍからおよそ２０μｍで、
短軸に沿った径Ｌ２はおよそ０．０３μｍからおよそ１５μｍであり、Ｌ１／Ｌ２はおよ
そ１．１からおよそ３．３である。図１から理解されうるように、以下に記載される実験
において使用される粒子では長軸に沿った面に溝が存在する。しかしながら、溝は必ずし
も必要ではない。
【００６４】
　以下の表１は、紡錘形状を有する本発明に係る粒子（ＳＰ９）、ボウル（茶碗）形状を
有する比較粒子（ＳＰ１０）、球状粒子（ＳＰ１１－ＳＰ１５）の形態を示す。それらの
粒径及び油及び水吸収性をまた表１に示す。

* 特開２００３－１７１４６５号公報に開示されたものと同様の紡錘状シリコーン粒子。
特段の定義がない限りは他の場合にも同じ定義を適用する。
【００６５】
　表２は、組成物の各一の成分を示す。組成物は、化粧品用組成物において典型的である
要素を含む。
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【００６６】
　以下の表３は組成物の官能評価の結果を示す。組成物を１１のモデルに適用し、モデル
を数種の基準（皮膚へのフィット感、均一性、適用範囲、隠蔽された毛穴及び皺、持続性
）について評価した。ＳＰ９の結果は、球状フィラーが使用される他の組成物よりも、「
皮膚へのフィット感」及び「適用範囲」でより良好であるという評価で区別される。

【００６７】
　欠陥、特に顔の皮膚に毛穴及び／又は皺を有しうる皮膚表面に適用される場合、組成物
の適用範囲は、次の式により算出されるコントラスト比に従って決定した：

（上式中、Ｌｂｌａｃｋ及びＬｗｈｉｔｅは、それぞれ、組成物が適用される黒色及び白
色標本の明度を示す）
【００６８】
　また、本発明者は、未処理フィラーを用いた付加的な比較試験を行い、表４に示された
疎水性処理フィラーの本発明における重要性を確認した。組成物の全重量に対して、フィ
ラーは好ましくは１０～８５重量％、より好ましくは２０～８０重量％である。
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　図４は、疎水性処理又は未処理フィラーのいずれかを含む組成物の移り性を示す。図４
に示すように、最も良好な結果は、紡錘状粒子に付随して疎水性処理フィラーを用いた場
合に得られた。
【００６９】
　また本発明者は、様々な割合の紡錘状粒子（５％、１０％及び１５％）で試験し、表５
に示すように、５％、１０％及び１５％の紡錘状粒子のいずれでも良好な結果を得た。

* 特開２００３－１７１４６５号公報に開示された紡錘状シリコーン粒子。
　図５は、疎水性処理粒子に付随して５％、１０％、２５％の紡錘状粒子を含む組成物の
移り特性を示す。この結果によれば、疎水性処理処方中の５－１５％のラグビーボール（
紡錘状シリコーン粒子）の組成物は耐移り性に効果的であり、さらに良好な結果が、図５
に示されるように、耐移り性に関して１０及び１５％で得られた。
【００７０】
　図２は、紡錘状粒子が含まれているＳＰ９が、紡錘状粒子は添加されていないが、代わ
りに表面処理タルクの量が増大させられているＳＰ８と、またシリコーン樹脂と共にシリ
コーンガムが紡錘状粒子の代わりに添加されているＳＰ１１と比較して、良好な隠蔽性又
はコンシーラ能を呈することを示している。他の組成物の結果は劣っている。
【００７１】
　図３は組成物の移り性を測定する方法を示す。試験される組成物をバイオスキンの表面
に塗布し、Ｓｕｐｐｌａｒｅのような他の層を、１４２４ｇの予め決定された重量で組成
物が塗布されたバイオスキン表面に付着させ、押しつけ、ついでバイオスキンからＳｕｐ
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【００７２】
　図４はこの測定の結果を示す。グラフの左側の３本の棒は、移動した組成物の量（裸の
ｓｕｐｐｌａｒｅとの差）を垂直軸により示し、該組成物は球状粒子も紡錘状粒子のいず
れも含まない（ＳＰ８）。垂直軸によって示されるΔＥは、次の式によって定義される：

３本の棒は、それぞれ未処理フィラー、シリコーン処理フィラー及びアミノ酸処理フィラ
ーを含む組成物に対応し、後者の２つは疎水性表面処理である。グラフの中心の３本の棒
は、球状粒子（ＳＰ１１）を含む組成物について移動した組成物の量を示し、右端の棒が
、紡錘状粒子を含む組成物（ＳＰ９：本発明に係る組成物）に対する移動した組成物の量
に対応する。最も右側の２本の棒に表される紡錘状粒子と疎水性表面処理フィラー（シリ
コーン処理又はアミノ酸処理フィラー）の組合せが、最も移り性が低いことが明らかに観
察される。よって、試験データは、紡錘状粒子と疎水性処理フィラーの組合せが、最も良
好な非移り性能をもたらすことを示している。
【００７３】
　図５は、組成物の非移り性が組成物に含まれる紡錘状粒子の量に如何に関係しているか
を示している。移動した組成物の量は、紡錘状粒子の割合が化合物の５重量％から１５重
量％に増加すると減少することが観察される。
【００７４】
　図６は、様々な粒子を含みまた粒子を含まない組成物の摩擦係数が如何にして測定され
たかを示す。試験される組成物が塗布される２ｍｍ厚のバイオスキンを、スライドガラス
上に置き、他のバイオスキンを、組成物が塗布されている面が、第１及び第２のバイオス
キンの間になるように、第１のバイオスキン上に押しつける。ついで、第１のバイオスキ
ンをスライドガラスに固定し、２つのバイオスキンの面間に作用する摩擦力を測定するた
めに、第２のバイオスキンを引っ張る。
【００７５】
　図７は、上述の摩擦係数測定の結果を示す。本発明に係る組成物であるＳＰ９は、共に
紡錘状粒子の代わりに球状シリカ粒子を含むＳＰ１２及びＳＰ１５の次に、最も小さな摩
擦係数を示す。
【００７６】
　上述の試験データから今明らかになったように、紡錘状粒子と疎水性表面処理、例えば
シリコーン処理又はアミノ酸処理がなされたフィラーを含む化粧品用組成物は、皮膚の欠
陥、例えば毛穴及び／又は皺の隠蔽に関して向上した特性を示し、さらに、適用された場
合、耐移り性及び滑らかさ等の化粧品の適用に所望される特徴を示す。
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