
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水性相中に分散した油性相を含み、数平均径が 100nm未満の油滴を有するナノエマルジ
ョンであって、
ａ）少なくとも１つの、 8乃至 100のエチレンオキシドユニットを含むエトキシル化脂肪エ
ステルと、少なくとも１つの、ソルビタンの脂肪酸エステルとを含む、少なくとも２つの
非イオン性界面活性剤の混合物；及び
ｂ）セチルホスフェートのアルカリ金属塩及びパルミトイルサルコシネートのアルカリ金
属塩から選択される、少なくとも１つのイオン性界面活性剤；
を含む、界面活性剤の三成分系を含むことを特徴とする、ナノエマルジョン。
【請求項２】
　前記エトキシル化脂肪エステルが、 10乃至 80のエチレンオキシドユニットを含むことを
特徴とする、請求項 1に記載のナノエマルジョン。
【請求項３】
　前記エトキシル化脂肪エステルが、 40のエチレンオキシドユニットを含むことを特徴と
する、請求項 1に記載のナノエマルジョン。
【請求項４】
　前記エトキシル化脂肪エステルがポリエチレングリコールステアレート 40ＥＯであり、
前記ソルビタンの脂肪酸エステルがソルビタントリステアレートであることを特徴とする
、請求項 1乃至 3のいずれか一項に記載のナノエマルジョン。

10

20

JP 3863111 B2 2006.12.27



【請求項５】
　前記イオン性界面活性剤が、カリウムセチルホスフェート及びナトリウムパルミトイル
サルコシネート及びこれらの混合物から選択されることを特徴とする、請求項 1乃至 4のい
ずれか一項に記載のナノエマルジョン。
【請求項６】
　前記非イオン性界面活性剤の混合物（ａ）に対するイオン性界面活性剤（ｂ）の重量比
が、 0.02≦ b/a≦ あることを特徴とする、請求項 1乃至 5のいずれか一項に記載のナノ
エマルジョン。
【請求項７】
　前記ソルビタンの脂肪エステルに対するエトキシル化脂肪エステルの重量比が、 0.02乃
至 範囲であることを特徴とする、請求項 1乃至 6のいずれか一項に記載のナノエマル
ジョン。
【請求項８】
　前記ソルビタンの脂肪酸エステルが、ナノエマルジョン全重量に対して 0.1乃至 10重量

占めることを特徴とする、請求項 1乃至 7のいずれか一項に記載のナノエマルジョン。
【請求項９】
　前記エトキシル化脂肪エステルが、ナノエマルジョン全重量に対して 0.01乃至 10重量

占めることを特徴とする、請求項 1乃至 8のいずれか一項に記載のナノエマルジョン。
【請求項１０】
　前記イオン性界面活性剤の含量が、ナノエマルジョン全重量に対して 0.05乃至 10重量

占めることを特徴とする、請求項 1乃至 9のいずれか一項に記載のナノエマルジョン。
【請求項１１】
　前記油性相が、ナノエマルジョン全重量に対して 0.5乃至 40重量 占めることを特徴
とする、請求項 1乃至 10のいずれか一項に記載のナノエマルジョン。
【請求項１２】
　前記油性相が、動物もしくは植物由来の油、鉱物油、合成油、シリコーンオイル、及び
脂肪族炭化水素、及びこれらの混合物から選択されるオイルを含むことを特徴とする、請
求項 1乃至 11のいずれか一項に記載のナノエマルジョン。
【請求項１３】
　前記オイルが、水素添加ポリイソブテン、特にパーリームオイルであることを特徴とす
る、請求項 1乃至 12のいずれか一項に記載のナノエマルジョン。
【請求項１４】
　脂肪アルコール、脂肪酸、ワックス及びゴム、並びにこれらの混合物から選択される、
少なくとも１つの他の脂肪物質をさらに含むことを特徴とする、請求項 13に記載のナノエ
マルジョン。
【請求項１５】
　前記の他の脂肪物質が、ナノエマルジョン全重量に対して 0乃至 10重量 占めること
を特徴とする、請求項 14に記載のナノエマルジョン。
【請求項１６】
　前記脂肪アルコールがステアリルアルコール、セチルアルコール、及びベヘニルアルコ
ールから選択され、前記脂肪酸がステアリン酸、パルミチン酸、及びべヘン酸から選択さ
れることを特徴とする、請求項 13または 14に記載のナノエマルジョン。
【請求項１７】
　前記脂肪アルコールが、セチルアルコールであることを特徴とする、請求項 16に記載の
ナノエマルジョン。
【請求項１８】
　前記の他の脂肪物質が、グリセリルモノ -、ジ -、またはトリ -パルミトステアレートで
あることを特徴とする、請求項 14または 15のいずれか一項に記載のナノエマルジョン。
【請求項１９】
　化粧品、皮膚科用、または眼科用の活性剤を含むことを特徴とする、請求項 1乃至 18の
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いずれか一項に記載のナノエマルジョン。
【請求項２０】
　請求項 1乃至 19のいずれか一項に記載のナノエマルジョンを含むことを特徴とする、局
所適用のための組成物。
【請求項２１】
　皮膚、顔、及び /または頭皮の手入れ、処理、及び /またはメイクアップのための、請求
項 1乃至 18のいずれか一項に記載のナノエマルジョンの美容のための使用。
【請求項２２】
　髪の手入れ及び /または処理のための、請求項 1乃至 18のいずれか一項に記載のナノエマ
ルジョンの、美容のための使用。
【請求項２３】
　皮膚科用または眼科用の組成物の製造のための、請求項 1乃至 18のいずれか一項に記載
のナノエマルジョンの使用。
【請求項２４】
　請求項 1乃至 18のいずれか一項に記載のナノエマルジョンを、皮膚、粘膜、及び /または
頭皮に適用することを特徴とする、皮膚、粘膜、及び /または頭皮の手入れ及び /または保
湿のための美容方法。
【請求項２５】
　前記水性相と油性相を、 60乃至 95℃の範囲の温度にて激しく攪拌して混合する工程、及
び 6× 107 Pa乃至 18× 107 Paの範囲の圧力にて均質化する工程を含む、請求項 1乃至 19のいず
れか一項に記載のナノエマルジョンの調製方法。
【請求項２６】
　剪断が、 2× 106 s- 1乃至 5× 106 s- 1の範囲であることを特徴とする、請求項 25に記載の方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、界面活性剤の三成分系に基づく安定な半透明のナノエマルジョンに関し、こ
れは敏感肌への使用を制限する低級アルコール及び /またはポリオールの使用も、安定化
のためのゲル化剤の使用も必要としないものである。
【０００２】
　本発明はまた、前記ナノエマルジョンの調製方法、及び化粧品、皮膚科、及び /または
眼科におけるその使用にも関する。このナノエマルジョンは、貯蔵に際して安定であり、
多量のオイルを含有可能であると同時に、優れた透明性を維持し、且つ優れた化粧品特性
を有する。
【背景技術】
【０００３】
　ナノエマルジョンは、油滴が非常に微小な粒径のものである、すなわち、 100ナノメー
トル（ nm）未満の数平均径を有する水中油型エマルジョンである。これらは一般的に、界
面活性剤の存在下で、水性相中に油性相を機械的に細分化することによって製造される。
ナノエマルジョンの場合には、非常に小径の油滴が、特に高圧ホモジェナイザーでの少な
くとも一回の処理によって得られる。油滴が小径であることにより、標準的エマルジョン
とは一線を画す、化粧品として有利な特性が得られる：これらは半透明または透明でさえ
あり、新規なテクスチュアを有する。これらは活性剤をより有効に運搬することもできる
。
【０００４】
　リン脂質、水、及びオイルからなる両親媒性脂質を含むナノエマルジョンは、当業者に
は既知である。これらのエマルジョンは、通常の貯蔵温度、すなわち 0乃至 45℃での貯蔵
に際して不安定であるという欠点を有する。これらは黄色の組成物となり、数日間にわた
る貯蔵の後に発生する不快な臭気を発する。
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【０００５】
　親水性界面活性剤と親油性界面活性剤とを組み合わせることによって得られる、ラメラ
液晶コーティングで安定化させたナノエマルジョンもまた既知である。しかしながら、こ
れらの組み合わせを決定することは困難である。さらにまた、得られるナノエマルジョン
は、ワックス様のフィルム形成性の感触を有し、これは使用者にとって特に快適なもので
はない。
【０００６】
　国際特許出願 WO98/47464号は、スプレーローションに適当である、本質的に水の稠度を
有する安定なローションを記載している。このローションは、高圧で均質化されたエマル
ジョンであるが、増粘剤または安定剤を要しない。前記エマルジョンは、二段階で調製さ
れる。第一段階において、濃縮プレミックスが形成されるが、その乳化剤はステアリルア
ルコールのエトキシレートである。濃縮プレミックスは、その後 1000barにて均質化され
る。得られる濃縮エマルジョンを、その後、標準ミキシング装置を使用して水中 50％に希
釈し、ローションを得る。この技術は、希釈工程を含むという欠点を有する。
【０００７】
　ゲルまたはクリームの稠度に近づけるためにエマルジョン中の脂肪相の割合を増大させ
ることが望まれるならば、現在のところ、エマルジョン中の油滴のサイズを微小化するた
めに敏感肌への使用を不可能にする低級アルコール（ C1 -C8アルコール類）またはポリオ
ール（グリコール及びポリアルキレングリコール）を利用することなく、また稠度を与え
ることによって該システムを安定化させるゲル化剤を伴わない、半透明且つ稠度を有する
製剤の例は、全く存在しない。
【０００８】
　欧州特許出願 EP-728460号は、 2つのタイプの界面活性剤：
・　　ポリエチレングリコールまたはソルビトールの脂肪エステルから選択される非イオ
ン性界面活性剤；
・　　イオン性界面活性剤、すなわちカリウムジセチルホスフェート；
を含むナノエマルジョンを記載している。
【０００９】
　透明なナノエマルジョンを得るためには、油滴の粒径を微小化するために、５乃至２０
重量％のエタノール（潜在的に刺激性の化合物）を加える必要がある。
【００１０】
　また、特許出願 EP-1016453号はさらに、粒径を微細化するために低級アルコールまたは
ポリオール（エタノール、ジプロピレングリコール、またはポリエチレングリコール）を
含むナノエマルジョンを記載している。
【００１１】
【特許文献１】国際特許出願 WO98/47464号
【特許文献２】欧州特許出願 EP-728460号
【特許文献２】欧州特許出願 EP-1016453号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　したがって、本発明の目的は、水性相中に分散した油性相を含み、半透明であるナノエ
マルジョンを提供することである。
【００１３】
　本発明の主題はまた、低級アルコール及び /またはポリオールを含まない水性相中に分
散した油性相を含み、よってこのため敏感肌に使用することのできる、半透明のナノエマ
ルジョンである。
【００１４】
　本発明の主題はまた、ゲルまたはクリームの稠度を有し、好ましくはゲル化剤を含まな
い、上記のとおり定義されるナノエマルジョンである。

10

20

30

40

50

(4) JP 3863111 B2 2006.12.27



【００１５】
　本発明の主題はまた、低級アルコール及び /またはポリオール及び /またはゲル化剤の使
用なくてさえ、貯蔵に際して安定である、上記のとおり定義されるナノエマルジョンであ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明によれば、水性相中に分散した油性相を含み、数平均径が 100nm未満の油滴を有
するナノエマルジョンであって、
ａ）少なくとも１つの、 8乃至 100のエチレンオキシドユニットを含むエトキシル化脂肪エ
ステルと、少なくとも１つの、ソルビタンの脂肪酸エステルとを含む、少なくとも２つの
非イオン性界面活性剤の混合物；及び
ｂ）セチルホスフェートのアルカリ金属塩及びパルミトイルサルコシネートのアルカリ金
属塩から選択される、少なくとも１つのイオン性界面活性剤；
を含む、界面活性剤の三成分系を含むことを特徴とする、ナノエマルジョンが調製される
。
【００１７】
　本発明によるナノエマルジョンは、半透明から透明の外観、並びにおそらくは僅かな着
色、例えばほのかなピンク色または青色を帯びた着色を有する。これらは一般的に、 Hach
 ポータブル濁度計  -Model 2100Pを使用して測定される、 60乃至 600NTUの濁度を有する。
【００１８】
　本発明によるナノエマルジョン中の油滴は、 100nm未満、好ましくは 50乃至 90nmの数平
均径を有する。この油滴サイズは、例えば、 Brookhaven BI 90機器を使用して測定してよ
く、「準弾性光拡散（ quasi-elastic light scattering）」の既知の方法に従って測定さ
れる。油滴のサイズを縮小することによって皮膚の表面層における活性剤の濃縮を促進す
ることができる（媒体効果）。
【００１９】
　本発明のナノエマルジョンに使用することのできる三成分界面活性剤系は、上記の通り
、 8乃至 100のエチレンオキシドユニットを含む少なくとも１つのエトキシル化脂肪エステ
ルと、少なくとも１つのソルビタンの脂肪酸エステルとを含む、少なくとも２つの非イオ
ン性界面活性剤の混合物である、第一の必須構成成分（ａ）を含む。
【００２０】
　混合物（ａ）中のエステルの脂肪鎖は、一般的に 16乃至 22の炭素原子を含む。エステル
の脂肪鎖は特に、ステアリル、ベヘニル、アラキジル、パルミチル、およびセチルユニッ
ト、並びにこれらの混合物、例えばセテアリルより選択してよい。
【００２１】
　エチレンオキシドユニットの数は、 8乃至 100、好ましくは 10乃至 80、さらに好適には 20
乃至 60の範囲である。本発明の特に一つの実施態様によれば、この数は 40である。
【００２２】
　 40のエチレンオキシドユニットを含むエトキシル化脂肪エステルの例としては、 40のエ
チレンオキシドユニットを含むステアリン酸エステル、例えば Uniqema社によって Myrj 52
（ポリエチレングリコールステアレート 40ＥＯ； CTFA名： PEG-40ステアレート）の名称で
市販の製品を挙げることができる。
【００２３】
　挙げることのできるソルビタンの脂肪酸エステルの例は、ソルビタントリステアレート
である。
【００２４】
　好ましくは、非イオン性界面活性剤の混合物（ａ）は、エトキシル化脂肪エステル、特
に PEG-40ステアレート、及びソルビタンエステル、特にソルビタントリステアレートを含
む。
【００２５】
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　一般的に、前記混合物（ａ）中のソルビタンエステルに対する 8乃至 100ＥＯのエトキシ
ル化脂肪エステルの重量比は、 0.02乃至 100、好ましくは 0.04乃至 80の範囲である。
【００２６】
　一般的に、 8乃至 100ＥＯのエトキシル化脂肪エステルは、ナノエマルジョン全重量に対
して 0.01乃至 10重量％、好ましくは 0.1乃至 5重量％、さらに好適には 0.5乃至 3重量％を占
める。
【００２７】
　ソルビタンの脂肪酸エステルは、一般的に、ナノエマルジョン全重量に対して 0.1乃至 1
0重量％、好ましくは 0.5乃至 5重量％を占める。
【００２８】
　三成分界面活性剤系の第二必須構成成分（ｂ）は、セチルホスフェートのアルカリ金属
塩及びパルミトイルサルコシネートのアルカリ金属塩、並びにこれらの混合物から選択さ
れる少なくとも１つのイオン性界面活性剤を含む。
【００２９】
　好ましい塩は、カリウムセチルホスフェート及びナトリウムパルミトイルサルコシネー
ト、並びにこれらの混合物である。
【００３０】
　一般的に、三成分界面活性剤系中における構成成分（ａ）に対する構成成分（ｂ）の比
は、 0.02乃至 75、好ましくは 0.02乃至 10の範囲である。
【００３１】
　本発明によるイオン性界面活性剤の含量は、ナノエマルジョン全重量に対して 0.05乃至
10重量％、好ましくは 0.2乃至 5重量％、さらに好適には 0.5乃至 3重量％の範囲をとりうる
。
【００３２】
　本発明によるナノエマルジョンは、油性相を含む。典型的には、油性相に対する三成分
界面活性剤系の重量比は、 6× 10- 3乃至 60、好ましくは 0.4乃至 19の範囲である。
【００３３】
　一般的に、油性相はナノエマルジョン全重量に対して 0.5乃至 40重量％、好ましくは 5乃
至 30重量％を占める。
【００３４】
　本発明によるナノエマルジョンの油性相は、動物または植物由来の油、鉱物油、合成油
、シリコーンオイル、炭化水素、特に脂肪族炭化水素、及びこれらの混合物から選択され
うる、少なくとも一つのオイルを含む。これらのオイルは、極性または無極性であってよ
く、揮発性または不揮発性であってよい。
【００３５】
　極性オイルの中で挙げられるものは、エステル、エーテル、酸、またはアルコール官能
基またはこれらの混合物、例えば下記のものを含む、炭化水素ベースのオイルである。
・　　脂肪酸エステルとグリセリンとからなる、トリグリセリドを高含量で含む炭化水素
ベースの植物オイル（その脂肪鎖は様々な鎖長を有してよく、前記鎖は直鎖状または分枝
鎖状のいずれであってもよく、飽和または不飽和である）；これらのオイルは、とりわけ
小麦胚芽油、コーン油、サンフラワーオイル、カリテオイル、ヒマシ油、スウィートアー
モンドオイル、マカダミアオイル、アプリコットオイル、大豆油、レープシードオイル、
コットンオイル、アルファルファオイル、ポピーオイル、パンプキンオイル、胡麻油、マ
ロウオイル、アボカドオイル、ヘーゼルナッツオイル、グレープシードオイル、ブラック
カラントシードオイル、マツヨイグサオイル、粟油、大麦油、キヌアオイル、オリーブオ
イル、ライ麦油、サフラワーオイル、キャンドルナッツオイル、パッションフラワーオイ
ル、またはムスクローズオイル、あるいはまたカプリル /カプリン酸トリグリセリド、例
えば Stearineries Dubois社によって市販のものまたは、 Dynamit Nobel社によって Miglyo
l 810、 812または 818の名称で市販のもの；
・　　式 R1 COOR2（式中、 R1は 7乃至 19の炭素原子を含む直鎖状または分枝状の高級脂肪酸
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残基を表し、 R2は 3乃至 20の炭素原子を含む分枝状炭化水素ベースの鎖を表す）の合成油
、例えばパーセリンオイル（セトステアリルオクタノエート）、イソノニルイソノナノエ
ート（ isononyl isononoate）、またはアルキル（ C1 2乃至 C1 5）ベンゾエート；
・　　合成エステル及び合成エーテル、例えばイソプロピルミリステート、 2-エチルヘキ
シルパルミテート、及びアルコールもしくはポリアルコールのオクタノエート、デカノエ
ート、もしくはリシノレエート；
・　　ヒドロキシル化エステル、例えばイソステアリルラクテート、ジイソステアリルマ
レート、及びペンタエリスリトールエステル。
【００３６】
　無極性オイルの中で挙げられるものは、下記のとおりである。
・　　揮発性または不揮発性であり、直鎖状または環状の、室温にて液体であるシリコー
ンオイル、例えば、アルキル、アルコキシ、またはフェニル基を、ペンダント状に及び /
またはシリコーン鎖の末端に含み、 2乃至 24の炭素原子を含むポリジメチルシロキサン（ P
DMSs）；フェニルシリコーン、例えばフェニルトリメチコーン、フェニルジメチコーン、
フェニルトリメチルシロキシジフェニルシロキサン、ジフェニルジメチコーン、ジフェニ
ルメチルジフェニルトリシロキサン、及び 2-フェニルエチルトリメチルシロキシシリケー
ト；
・　　合成または鉱物由来の、直鎖状または分枝状の炭化水素またはフッ化炭化水素また
はフッ化炭素、例えば揮発性オイル、例えば流動パラフィン（例えばイソパラフィン）、
及び脂肪族炭化水素（例えばイソドデカン）、または不揮発性オイル及びその誘導体、ワ
セリン、ポリデセン、水素添加ポリイソブテン、例えばパーリームオイル、及びスクアレ
ン、並びにこれらの混合物。
【００３７】
　好ましい無極性オイルは、パーリームオイルである。
【００３８】
　油性相は、上記のオイルとは別の脂肪物質、例えばステアリルアルコール、セチルアル
コール、またはベヘニルアルコール等の一つ以上の脂肪アルコール、ステアリン酸、パル
ミチン酸、及びベヘン酸等の脂肪酸、グリセリルモノパルミトステアレート、グリセリル
ジパルミトステアレート、及びグリセリルトリパルミトステアレート、並びにゴム、並び
にこれらの混合物を更に含んでも良い。
【００３９】
　この別の脂肪物質が存在する場合は、好ましくはセチルアルコールであるが、ナノエマ
ルジョン全重量に対して 10重量％まで、好ましくは 2乃至 5重量％を占めてよい。
【００４０】
　本発明によるナノエマルジョンは、製剤の透明性を向上させるために添加剤、例えばエ
タノール及びグリコール等の C1 -C8低級アルコール、例えばグリセリン、プロピレングリ
コール、またはジプロピレングリコール等を含有可能であるが、本発明によるナノエマル
ジョンは、好ましくは、一般的に刺激性であるこれらの添加剤を含まない。
【００４１】
　本発明によるナノエマルジョンはゲル化剤、例えばセルロース誘導体、藻類誘導体、天
然ゴム、及び合成ポリマー、例えばポリカルボキシビニル酸（ polycarboxyvinylic acid
）混合物を含有可能であるが、本発明によるナノエマルジョンは、好ましくはこのタイプ
のゲル化剤を含まない。
【００４２】
 本発明によるナノエマルジョンは、一般的にゲル又はクリームの稠度を有する。本発明
によるナノエマルジョンの粘度は、一般的に１乃至３０ポワズ（＝０．１乃至３ Pa s）、
好ましくは５乃至２０ポワズ（＝０．５乃至２ Pa s）の範囲であり、これらの粘度は Rheo
mat 180粘度計（スピンドル３）を使用して２５℃にて測定される。
【００４３】
　  本発明によるナノエマルジョンはまた、化粧品分野において従来使用されている添加
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剤、例えば保存料、例えばアルキルパラベン、香料、及び顔料、特にメイクアップ、ファ
ンデーション、アイライナー等としての使用のためのものを更に含んでも良い。
【００４４】
　  本発明のナノエマルジョンは、４℃、室温、及び４５℃にてエージングを促進させて
２ヶ月間後に、優れた安定性を維持する。
【００４５】
　  上記の通り定義されるナノエマルジョンは、このタイプの組成物が有用なあらゆる分
野において使用してもよい。これらは特に、局所使用のための組成物、特に化粧品及び皮
膚科用組成物を構成して良い。これらは眼科用支持体として使用しても良い。これらはま
た、製薬分野における、経口、非経口、または経皮的に投与しうる組成物を構成してよい
。
【００４６】
　  従って、本発明の別の主題は、局所使用のための組成物であり、これは上記の通り定
義されるナノエマルジョンを含むことを特徴とする。
　  本発明の主題はまた、上記の通り定義されるナノエマルジョンを含むことを特徴とす
る眼科用支持体である。
【００４７】
　  本発明のナノエマルジョンは、化粧品、皮膚科的、または眼科的活性を有する、水溶
性または脂溶性の活性剤を含んで良い。
【００４８】
　  脂溶性活性剤は、エマルジョンの油滴中にあり、その一方で水溶性活性剤はエマルジ
ョンの水性相中にある。挙げることのできる活性剤の例には、ビタミン、例えばビタミン
Ｅ、ビタミンＣ、ビタミンＡ、及びビタミンＰＰ、及びこれらの誘導体、特にこれらのエ
ステル、プロビタミン、例えばパンテノール、湿潤剤及びサンスクリーンが含まれる。
【００４９】
　  挙げることのできる眼科用活性剤の例には、抗緑内障剤、例えばベタキソロール；抗
生物質、例えばアシクロビル；抗アレルギー剤；抗炎症剤、例えばイブプロフェン及びそ
の塩、ジクロフェナック及びその塩、及びインドメタシン；抗ウィルス剤が含まれる。
【００５０】
　  本発明の主題はまた、上記の通り定義されるナノエマルジョンの調製方法であり、該
方法は、水性相と油性相とを６０乃至９５℃の範囲の温度で激しく撹拌して混合する工程
、及びその後に好ましくは 6× 107 Pa乃至 18× 107 Paの範囲の圧力にて均質化する（高圧ホ
モジェナイゼーション）工程からなる。
【００５１】
　剪断は、好ましくは 2× 106 s- 1乃至 5× 106 s- 1、好ましくは１× 10８ s- 1乃至３５× 10８ s
- 1の範囲である。
【００５２】
　本発明のナノエマルジョンは、例えば、皮膚、顔、及び／または頭皮の手入れ、処理及
び／またはメイクアップのために使用されて良い。
【００５３】
 従って、本発明の主題はまた、上記の通り定義されるナノエマルジョンの、皮膚、顔、
及び／または頭皮の手入れ、処理及び／またはメイクアップのための、美容のための使用
である。
【００５４】
　  更にまた、本発明のナノエマルジョンはまた、髪の手入れ及び／または処理のために
使用して良い。これは髪にオイルを付着させ、張りをなくすことなく、髪に一層の光沢を
与え、よりスタイリングに耐えうるようにする。これはまた、前処理として、染色または
パーマネントウェーブの効果を向上させうる。
【００５５】
 従って、本発明の主題はまた、上記のとおり定義されるナノエマルジョンの、髪の手入
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れ及び／または処理のための、美容のための使用である。
【００５６】
 本発明によるナノエマルジョンは特に、皮膚、粘膜、及び／または頭皮に十分な潤いを
与えることができ、特に乾燥肌の処理に適当である。
【００５７】
　従って、本発明の別の主題は、上記の通り定義されるナノエマルジョンを、皮膚、粘膜
、及び／または頭皮に適用することを特徴とする、皮膚、粘膜、及び／または頭皮の手入
れ及び／または保湿のための美容処理方法である。
【００５８】
 最終的に、本発明は、皮膚科用または眼科用組成物の製造のための、特に乾燥肌の処理
のための皮膚科用組成物の製造のための、本発明によるナノエマルジョンの使用に関する
。
【００５９】
　以下の実施例により、本発明をより明確に、しかしながらその性質を限定することなく
理解することができる。実施例においては、特記のない限り、パーセンテージ及び部は重
量ベースで表記される。
【００６０】
　以下の実施例１及び２のナノエマルジョンが、８０℃にて油性相Ｂに水性相Ａを加えて
、ロータースターラー中において粗製プレエマルジョンを形成することによって得られた
。その後、プレミックスを、第１段階の圧力は 1100bar、及び第二段階の圧力は 120bar、
冷却は出口にて７０℃で、高圧ホモジェナイザー（ Soavi OBL 20タイプ）で５回処理し、
に冷却した。
【実施例】
【００６１】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００６２】
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【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００６３】
　比較の目的のため、本発明による界面活性剤を化粧品中に従来使用されているイオン性
界面活性剤で置き換えて、上述のエマルジョンを調製した。結果は以下の表３に示す。
【００６４】
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【表３】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００６５】
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【表４】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００６６】
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 表３の結果は、本発明によるイオン性共界面活性剤を用いた場合にのみ、半透明のナノ
エマルジョンが得られることを示す。
【００６７】
 エマルジョン及びナノエマルジョンの透明性は、 600nmでの 10乃至 90%の範囲の透過係数
によって、または 60乃至 600NTUの範囲の濁度によって決定され、前記濁度は、 Hachポータ
ブル濁度計－ Model 2100Pを使用して測定される（測定は、≦ 25℃の室温にて）。
【００６８】
 本発明による実施例１及び２のナノエマルジョンは、ゲルの稠度を有し、４℃、室温、
４５℃にてエージングを促進させて２ヶ月おいた後でさえも安定であった。
【００６９】
 これらのナノエマルジョンを、平均年齢３６歳の、日中用クリームを使用する１０名の
女性のパネルに試験した。彼ら全員が、前記ナノエマルジョンは容易に延び、皮膚によく
浸透し、快適な感覚と爽やかさが即座に発生することを見出した。
【００７０】
　  適用後、皮膚は柔らかく、しなやかであり、潤っている。不快感を報じた女性はいな
かった。
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