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(57)【要約】
　構造化界面活性剤成分を含む第１の視覚的に区別できる相と、第２の視覚的に区別でき
る相と、を含む多相パーソナルケア組成物が記載される。該構造化界面活性剤成分は少な
くとも一種の分枝状アニオン性界面活性剤及び、前記第１の視覚的に区別できる相の０～
１０重量％のトリデセス硫酸ナトリウムを含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　構造化界面活性剤成分を含む第１の視覚的に区別できる相と、
　第２の視覚的に区別できる相と、
　を含む多相パーソナルケア組成物であって、
　前記構造化界面活性剤成分が、少なくとも１種の分枝状アニオン性界面活性剤及び、前
記第１の視覚的に区別できる相の０～１０重量％のトリデセス硫酸ナトリウムを含むもの
であることを特徴とする多相パーソナルケア組成物。
【請求項２】
　前記構造化界面活性剤成分が、前記第１の視覚的に区別できる相の０．１～１０重量％
のトリデセス硫酸ナトリウム、好ましくは前記第１の視覚的に区別できる相の９．５重量
％のトリデセス硫酸ナトリウム、最も好ましくは前記第１の視覚的に区別できる相の５重
量％のトリデセス硫酸ナトリウムを含むことを特徴とする、
　請求項１に記載の多相パーソナルケア組成物。
【請求項３】
　前記組成物が、好ましくは前記第１の視覚的に区別できる相の約２～約２３．５重量％
の前記構造化界面活性剤成分、更により好ましくは前記第１の視覚的に区別できる相の約
３～約２１重量％の前記構造化界面活性剤成分を含むことを特徴とする請求項１又は２に
記載の多相パーソナルケア組成物。
【請求項４】
　前記分枝状アニオン性界面活性剤が、トリデセス硫酸ナトリウム、トリデシル硫酸ナト
リウム、トリデセス硫酸アンモニウム、トリデシル硫酸アンモニウム、分枝炭化水素のモ
ノメチル分枝硫酸化誘導体及びそれらの混合物を含む群から選択されることを特徴とする
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】
　前記分枝状アニオン性界面活性剤が、炭化水素のモノメチル分枝硫酸化誘導体を含むこ
とを特徴とする請求項４に記載の多相パーソナルケア組成物。
【請求項６】
　前記組成物が更に、ポリマー相構造化剤（structurant）を含むことを特徴とする請求
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】
　前記ポリマー相構造化剤が、ポリマー系解こう剤（deflocculating polymers）、天然
ポリマー、合成ポリマー、架橋ポリマー、ブロックポリマー、ブロックコポリマー、コポ
リマー、親水性ポリマー、非イオン性ポリマー、アニオン性ポリマー、疎水性ポリマー、
疎水変性ポリマー、会合性ポリマー、オリゴマー及びそれらの混合物を含む群から選択さ
れることを特徴とする請求項６に記載の多相パーソナルケア組成物。
【請求項８】
　前記多相パーソナルケア組成物が、前記第１の視覚的に区別できる相の約０．０５～約
１０重量％の前記ポリマー相構造化剤を含むことを特徴とする請求項６に記載の多相パー
ソナルケア組成物。
【請求項９】
　前記第１の視覚的に区別できる相、及び前記第２の視覚的に区別できる相が、模様を形
成していることを特徴とする請求項１～８のいずれか一項に記載の多相パーソナルケア組
成物。
【請求項１０】
　前記模様が、縞模様、幾何学的、大理石模様及び、それらの組み合わせを含む群から選
択されることを特徴とする請求項９に記載の多相パーソナルケア組成物。
【請求項１１】
　前記模様が見えるように前記組成物が容器に梱包されていることを特徴とする請求項９
に記載の多相パーソナルケア組成物。
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【請求項１２】
　前記第１の視覚的に区別できる相が、
　　（ｉ）少なくとも一種の電解質と、
　　（ｉｉ）少なくとも一種のアルカノールアミドと、
　　（ｉｉｉ）水と
　を更に含み、前記第１の視覚的に区別できる相が非ニュートン性ずり減粘を示し、及び
、前記第１の視覚的に区別できる相が約３Ｐａ．ｓ（３０００ｃｐｓ）以上の粘性を有す
ることを特徴とする請求項１～１１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１３】
　前記第１の視覚的に区別できる相が
　（ａ）前記構造化界面活性剤成分であって、
　　（ｉ）約３．４～約１５．０のＨＬＢを有する少なくとも一種の非イオン性界面活性
剤と、
　　（ｉｉ）少なくとも一種の両性界面活性剤と、
　を更に含む構造化界面活性剤成分と、
　（ｂ）電解質と
　を含むことを特徴とする請求項１～１２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１４】
　前記第１の視覚的に区別できる相が、液晶相誘発構造化剤を含むことを特徴とする請求
項１～１３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１５】
　前記液晶相誘発構造化剤が、脂肪酸、脂肪族アルコール、脂肪酸エステル、トリヒドロ
キシステアリン及びそれらの混合物を含む群から選択されることを特徴とする請求項１４
に記載の多相パーソナルケア組成物。
【請求項１６】
　皮膚軟化剤、粒子、ビーズ、美白剤、香料、着色剤、ビタミン類及びその誘導体、日焼
け止め、防腐剤、にきび抑制薬、抗酸化剤、キレート化剤、精油、皮膚感覚剤、抗菌物質
及びそれらの混合物を含む群から選択される有効成分を更に含むことを特徴とする請求項
１～１５のいずれか一項に記載の構造化された多相パーソナル洗浄組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は少なくとも一種の分枝状アニオン性界面活性剤、及び、第１の視覚的に区別で
きる相の０～１０重量％のトリデセス硫酸ナトリウムを含む構造化された多相パーソナル
ケア組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　皮膚コンディショニングの利益の提供を企図するパーソナル洗浄組成物は既知である。
望ましいパーソナル洗浄組成物は、幾つかの基準を満たさなければならない。例えば、消
費者に受け入れられるためには、多相パーソナル洗浄組成物は、良好な洗浄特性を示さな
ければならず、良好な発泡の特徴を示さなければならず、皮膚に低刺激性（乾燥又は炎症
を起こさない）でなくてはならず、好ましくはコンディショニングの利益を皮膚に提供す
ることさえ必要である。
【０００３】
　多くのパーソナル洗浄組成物は、発泡性界面活性剤と組合せた乳状コンディショニング
オイル又は他の類似の材料を含む水性系である。これらの製品は、コンディショニング及
び洗浄の両方の利益を提供するが、使用時に十分な量の皮膚コンディショニング剤を皮膚
上に付着させる製品を配合するのは、多くの場合、困難である。洗浄界面活性剤による皮
膚コンディショニング剤の乳化に対抗するために、多量の皮膚コンディショニング剤が、
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組成物に添加される。しかしながら、これにより、これらの洗浄及びコンディショニング
製品に関連する別の問題が持ち込まれる。付着性を増加させるために、スキンコンディシ
ョニング剤の濃度を上げることは、組成物の発泡生成速度、合計発泡体積、性能及び安定
性にマイナスに影響する。
【０００４】
　パーソナル洗浄組成物中に使用される幾つかの界面活性剤、例えばトリデセス硫酸ナト
リウム、及びトリデカノールに基づく類似の相同化学物質もまた発泡生成速度を低下させ
る場合があるが、ただしこうした組成物は相対的に低刺激性の洗浄を提供する。トリデカ
ノールに基づく界面活性剤及びその組成物における高レベルの分枝はその水溶性の結果、
フラッシュ発泡がより少なくなることを示していると考えられる。更に、トリデセス硫酸
ナトリウム及びトリデカノールに基づく類似の同族体は、比較的高コストの材料であるた
め、その組成物はあまり商用に使用されていない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　それ故に、延長された発泡寿命及び改善された発泡の特徴、並びに皮膚の利益、例えば
、絹のような肌触り、改善された柔らかな肌触り、改善された滑らかな肌触りを提供する
、身体洗浄組成物への要求がなお存在する。より低濃度のトリデセス硫酸ナトリウムを含
む、或いは、更に、トリデセス硫酸ナトリウムを全く含まないが、高濃度のトリデセス硫
酸ナトリウム組成物と同じ有益特性を有する組成物を配合することが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、構造化界面活性剤成分を含む第１の視覚的に区別できる相と、第２の視覚的
に区別できる相と、を含む多相パーソナルケア組成物に関する。該構造化界面活性剤成分
は少なくとも一種の分枝状アニオン性界面活性剤及び、前記第１の視覚的に区別できる相
の０～１０重量％のトリデセス硫酸ナトリウムを含む。
【０００７】
　分枝状及び直鎖アニオン性界面活性剤の混合物は、トリデセス硫酸ナトリウムを唯一の
アニオン性界面活性剤として含む組成物より、良好な低刺激性、構造、及びより高い瞬間
発泡体積を提供できると、発明者らは考える。十分な低刺激性は、直鎖構造化界面活性剤
成分からの高瞬間発泡体積により補われる、高度に分枝したトリデカノール系アニオン性
界面活性剤により提供され得る。これらの特性は、トリデセス硫酸ナトリウムを、トリデ
セス硫酸ナトリウムより高い割合の直鎖界面活性剤を有する界面活性剤とブレンドするこ
とにより、又はトリデセス硫酸ナトリウムより少ない分枝を自然に有する界面活性剤を選
択することにより同じ組成物中で達成され得る。好適な界面活性剤成分は、構造化及び構
造の安定化に導く、相当なレベルのモノメチル分枝状界面活性剤を含む。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　本明細書で使用するとき、「周囲条件」という用語は、０．１ＭＰＡ（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。
【０００９】
　本明細書で使用するとき、用語「多相」は、本発明の組成物の相が、それらが貯蔵され
るパッケージ内部の別個であるが区別可能な物理的空間を占有するが、互いに直接接触し
ている（即ち、それらは障壁により分離されるのではなく、それらはいかなる顕著な程度
までも乳化又は混合されることはない）ことを意味する。本発明の１つの好ましい実施形
態では、「多相」パーソナルケア組成物は、視覚的に区別可能な模様として容器中に存在
する少なくとも２つの視覚的に区別可能な相を含む。模様は、本明細書に記載されるプロ
セスによる、「多相」組成物の組み合わせから結果として生じる。「模様」又は「模様付
き」には、これらに限定されないが次の例が挙げられる：縞模様、大理石模様、直線状、
破線状縞模様、格子縞模様、斑状、脈状、密集状（clustered）、斑点状、幾何学的、点
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状、リボン状、らせん状（helical）、渦巻き状、配列型、斑入り状、織り目加工型、溝
付き、うね状、波形状、正弦波状、らせん状（spiral）、ねじれ状、曲線状（curved）、
周期的、筋状、線状、曲線状（contoured）、異方性、レース状、編み模様又は織り模様
、かご織り、点状、及びモザイク模様。好ましくは、模様は、縞模様、幾何学模様、大理
石模様、及びこれらの組み合わせより成る群から選択される。
【００１０】
　好ましい実施形態では、縞模様は、パッケージの寸法にわたって相対的に均一であって
もよい。或いは、縞模様は、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。縞模様は、必ずしもパッケージ寸法全体にわたって伸びて
いる必要はない。縞の大きさは、パッケージ外部から測定されるとき、幅が少なくとも約
０．１ｍｍ、長さが１０ｍｍ、好ましくは、幅が少なくとも約１ｍｍ、長さが少なくとも
２０ｍｍであり得る。相は、様々な異なる色であってもよく、及び／又は他の存在する相
（類）からその外観を補うために、少なくとも１つの相の中に粒子、グリッター又はパー
ルエッセンス剤を包含することが可能である。
【００１１】
　本明細書で使用するとき、用語「多相パーソナルケア組成物」は、皮膚又は毛髪への局
所適用を意図する組成物を指す。
【００１２】
　本明細書で使用するとき、用語「視覚的に区別可能な相」は、異なる平均的組成を有す
る別の領域から区別可能であるような１つの平均組成を有する多相パーソナルケア組成物
の領域を指し、その際、これらの領域は裸眼で見ることができる。これは、区別可能な領
域が、２つの同様の相を含み、その場合に１つの相が、顔料、染料、粒子、及び様々な任
意成分を含むことができ、そのため異なる平均組成の領域となることを除外しない。相は
一般に、それが含むコロイド状又は半コロイド状（sub-colloidal）の成分より大きい寸
法を有する空間又は空間類を占有する。相はまた、構成要素となってもよく、又は再構成
されてもよく、集結されてもよく、又はその特性を観測するために、例えば遠心分離、濾
過、又は同様なものによりバルク相に分離されてもよい。
【００１３】
　本明細書で使用するとき、用語「安定な」は、特に指定のない限り、少なくとも約１８
０日の期間、周囲条件において、他から影響を受けない物理的な接触の中に置かれたとき
、少なくとも２つの「別個の」相を維持する組成物を指し、その際、パッケージ中の異な
る位置において２相の分布は、時間と共に著しく変化することがない。第１の視覚的に区
別できる相が、本明細書において開示されるＴバー法の測定によれば５０％を超える粘性
保持を有する点において、本発明の組成物は好適な拡張安定性を示す。
【００１４】
　本明細書で使用するとき、用語「構造化界面活性剤成分」は、相中のアニオン性、非イ
オン性、両性、双極性、及びカチオン性界面活性剤の合計を意味する。計算が構造化界面
活性剤成分に基づくとき、水及び電解質は、界面活性剤が製造時には典型的に希釈及び中
和されるため、構造化界面活性剤成分を伴う計算から除外される。
【００１５】
　本明細書で使用するとき、用語「構造化」は、多相組成物に安定性を与えるレオロジー
を有することを意味する。構造度は、全て以下の試験方法に記載される、降伏応力法、又
はゼロせん断粘度法もしくは超遠心分離法の一種以上でによって決定される特性によって
決定される。したがって、本発明の多相組成物の界面活性剤相は、界面活性剤相が、降伏
応力法又はゼロせん断粘度法もしくは、超遠心分離法によって、以下に記載する特性の一
種以上を有する場合、「構造化された」と考えられる。相が以下の特性の一種以上を有す
る場合、界面活性剤相は構造化されたと考えられる。
【００１６】
　Ａ．以下で記載される降伏点法及びゼロせん断粘度法により測定されると、約０．１パ
スカル（Ｐａ）を超える、より好ましくは約０．５パスカルを超える、更により好ましく
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は約１．０パスカルを超える、なおより好ましくは約２．０パスカルを超える、なお更に
より好ましくは約３パスカルを超える、更になお更により好ましくは約５パスカルを超え
る降伏点、又は、
　Ｂ．少なくとも約５００パスカル秒（Ｐａ．ｓ）、好ましくは少なくとも約１，０００
Ｐａ．ｓ、より好ましくは少なくとも約１，５００Ｐａ．ｓ、更により好ましくは約２，
０００Ｐａ．ｓのゼロずりせん断粘度、又は、
　Ｃ．以下に記載される超遠心分離法により測定されるとき、約４０％超過、好ましくは
、少なくとも約４５％、より好ましくは少なくとも約５０％、更により好ましくは少なく
とも約５５％、なおより好ましくは少なくとも約６０％、なおより好ましくは少なくとも
約６５％、なおより好ましくは少なくとも約７０％、なおより好ましくは少なくとも約７
５％、なおより好ましくは少なくとも約８０％、更になおより好ましくは少なくとも約８
５％、の構造化ドメイン容量比を有する。
【００１７】
　製品形態：
　本発明の多相パーソナルケア組成物は、典型的には、パッケージから押出可能又は分配
可能である。多相パーソナルケア組成物は、同時係属出願番号１０／８４１１７４、名称
「多相パーソナルケア組成物（Mulit-phase Personal Care Compositions）」（２００４
年５月７日出願）に記載されるような粘度法により測定されるとき、典型的には、約１．
５Ｐａ．ｓ（約１，５００センチポアズ（ｃＰ））～約１，０００Ｐａ．ｓ（約１，００
０，０００ｃＰ）の粘度を示す。
【００１８】
　構造化された多相パーソナルケア組成物を、本明細書に記載される方法により評価する
とき、個々の方法論において指示がない限り、好ましくは組み合わせる前に各個々の相が
評価される。しかしながら、相が組み合わされている場合、各相は、遠心分離、超遠心分
離、ピペットによる採取、濾過、洗浄、希釈、濃縮、又はこれらの組み合わせにより分離
することができ、次いで別個の成分又は相が評価され得る。好ましくは、分離手段は、評
価されるべき結果として生じる分離された成分が破壊されず、それが構造化された多相パ
ーソナルケア組成物中に存在するときの成分を代表するものであるように、即ち、その中
の成分のその組成及び分布が分離手段により実質的に変更されないように選択される。一
般に、多相組成物は、相の中の成分のコロイド状の又は顕微鏡的な分布を保持しながら、
相のバルクへの分離が相対的に容易に達成されるように、コロイド状の寸法より著しく大
きいドメインを含む。好ましくは、本発明の組成物はリンスオフ型の処方であり、これは
、製品が皮膚又は毛髪に局所的に適用され、その後（即ち、数分以内に）皮膚又は毛髪は
水ですすぎ落とされるか、ないしは別の方法で、組成物の一部の付着を、基材又は他の好
適な除去手段を使用して拭き取られることを意味する。
【００１９】
　本発明の好ましい実施形態では、構造化された多相パーソナルケア組成物は、少なくと
も２つの視覚的に区別可能な相を含み、第１相は第２相から視覚的に区別可能である。好
ましくは、視覚的に区別可能な相は互いに物理的接触をしながら詰められ、安定している
。好ましくは、視覚的に区別可能な相は模様を形成する。
【００２０】
　相：
　本発明の多相パーソナルケア組成物は、少なくとも２つの視覚的に区別可能な相を含み
、該組成物は第１相、第２相、第３相、第４相などを有することができる。第１相と第２
相との比は、典型的には、約１：９９～約９９：１、好ましくは約９０：１０～約１０：
９０、より好ましくは約８０：２０～約２０：８０、更により好ましくは約７０：３０～
約３０：７０、なお更により好ましくは約６０：４０～約４０：６０、更になお、更によ
り好ましくは約５０：５０である。
【００２１】
　第１の視覚的に区別できる相：
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　本発明の多相パーソナルケア組成物の第一の視覚的に区別できる相は構造化界面活性剤
成分を含む。構造化界面活性剤成分は、少なくとも分枝状アニオン性界面活性剤、及び、
前記第１の視覚的に区別できる相の０～１０重量％のトリデセス硫酸ナトリウムを含む。
好ましくは、構造化界面活性剤成分は、界面活性剤の混合物を含む。構造化された多相パ
ーソナルケア組成物は、組成物の約１重量％～約９９重量％の前記第１の視覚的に区別で
きる相を含む。
【００２２】
　構造化界面活性剤成分：
　構造化界面活性剤成分は、少なくとも一種の分枝状アニオン性界面活性剤を含む。構造
化界面活性剤成分は、好ましくは、発泡性界面活性剤又は発泡性界面活性剤の混合物を含
む。構造化界面活性剤成分は、皮膚又は毛髪への適用に好適な界面活性剤を含む。本明細
書への使用に好適な界面活性剤には、皮膚への適用に好適ないずれかの既知の、さもなけ
れば有効な洗浄界面活性剤が挙げられ、それらは、他の点では、水を包含する、構造化さ
れた多相パーソナルケア組成物中の他の必須成分と適合性がある。これらの界面活性剤に
は、アニオン性、非イオン性、カチオン性、双極性、両性界面活性剤、石鹸、又はこれら
の組み合わせが挙げられる。好ましくは、アニオン性界面活性剤は、構造化界面活性剤成
分の少なくとも４０％、より好ましくは構造化界面活性剤成分の約４５％～約９５％を構
成し、更により好ましくは構造化界面活性剤成分の約５０％～約９０％、なおより好まし
くは約５５％～約８５％、及び更になお最も好ましくは、少なくとも約６０％はアニオン
性界面活性剤を含む。
【００２３】
　多相パーソナルケア組成物は、好ましくは、第１の視覚的に区別できる相の約２重量％
～約２３．５重量％、より好ましくは約３重量％～約２１重量％、更により好ましくは約
４重量％～約２０．４重量％、なおより好ましくは５重量％～約２０重量％、なお更によ
り好ましくは約１３重量％～約１８．５重量％、更になお、更により好ましくは約１４重
量％～約１８重量％の範囲の濃度で構造化界面活性剤成分を含む。
【００２４】
　構造化界面活性剤成分を含む第１の視覚的に区別できる相は好ましくは界面活性剤を含
む構造化ドメインである。構造化ドメインは、組成物中で乳化されない、個別相中への有
益成分の高濃度の組み込みを可能にする。好ましい実施形態では、構造化ドメインは、不
透明な構造化ドメインである。不透明な構造化ドメインは好ましくは層状相である。層状
相は、層状ゲル網状組織を生成する。層状相は、それが熱力学的に安定であるために、剪
断力への抵抗をもたらし、十分な降伏を提供して、粒子及び液滴を懸濁することができ、
同時に長期間の安定性を提供する。層状相は、より高い粘度を有する傾向があり、したが
って、粘度調整剤の必要性を最小化する。
【００２５】
　第１の視覚的に区別できる相は、この後に記載される発泡体積試験により測定されると
き、典型的には、少なくとも約６００ｍＬ、好ましくは約８００ｍＬを超える、より好ま
しくは約１０００ｍＬを超える、更により好ましくは約１２００ｍＬを超える、なおより
好ましくは約１５００ｍＬを超える合計発泡体積を提供する。第１の視覚的に区別できる
相は、この後に記載される発泡体積試験により測定されるとき、好ましくは、少なくとも
約３００ｍＬ、好ましくは約４００ｍＬを超える、更により好ましくは約５００ｍＬを超
える瞬間発泡体積を有する。
【００２６】
　好適な界面活性剤は、マカッチャン（McCutcheon）の「洗剤及び乳化剤、北アメリカ版
（Detergents and Emulsifiers, North American edition）」（１９８６年）、アルレッ
ド・パブリッシング・コーポレーション（allured Publishing Corporation）出版；及び
マカッチャンの「機能材料、北アメリカ版（Functional Materials, North American Edi
tion）」（１９９２年）；及び米国特許第３，９２９，６７８号（ラフリン（Laughlin）
ら、１９７５年１２月３０日発行）に記載されている。
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【００２７】
　多相、パーソナルケア組成物の構造化界面活性剤相に使用される好適な直鎖アニオン性
界面活性剤には、ラウリル硫酸アンモニウム、ラウレス硫酸アンモニウム、ラウリル硫酸
ナトリウム、ラウレス硫酸ナトリウム、ラウレス硫酸カリウム、ラウリルサルコシン酸ナ
トリウム、ラウロイルサルコシン酸ナトリウム、ラウリルサルコシン、ココイルサルコシ
ン、ココイル硫酸アンモニウム、ラウリル硫酸カリウム及びそれらの組み合わせがある。
【００２８】
　両性界面活性剤は、本発明の多相組成物における使用に適している。両性界面活性剤に
は、脂肪族第二級アミン及び脂肪族第三級アミンの誘導体として広く記載される界面活性
剤が含まれ、その脂肪族ラジカルは直鎖又は分枝鎖であることができ、脂肪族の置換基の
１つは約８～約１８個の炭素原子を含有し、１つは例えばカルボキシ、スルホン酸塩、硫
酸塩、リン酸塩、又はホスホン酸塩などの陰イオン水溶性基を含有する。この定義に入る
化合物の例には、３－ドデシルアミノプロピオネートナトリウム、３－ドデシルアミノプ
ロパンスルホン酸、ラウリルサルコシン酸ナトリウム及びＮ－アルキルタウリンがある。
使用に好適な双極性界面活性剤には、脂肪族第四級アンモニウム、ホスホニウム及びスル
ホニウム化合物の誘導体として広く記述されるものであって、その脂肪族ラジカルが直鎖
又は分枝鎖であることができ、その脂肪族置換基のうちの１つが約８～約１８個の炭素原
子を含有し、１つがアニオン性基、例えば、カルボキシ、スルホネート、サルフェート、
ホスフェート又はホスホネートを含有するものが挙げられる。多相パーソナルケア組成物
で使用するのに好適な双極性界面活性剤にはココアミドプロピルベタインを含むベタイン
類が含まれる。
【００２９】
　本明細書に用いるのに好ましい非イオン性界面活性剤の非限定例は、グルコースアミド
類、アルキルポリグルコシド類、スクロースココエート、スクロースラウレート、アルカ
ノールアミド、エトキシル化アルコール及びこれらの混合物より成る群から選択されるも
のである。好ましい実施形態では、非イオン性界面活性剤は、グリセリルモノヒドロキシ
ステアレート、イソステアレス－２、トリデセス－３、ヒドロキシステアリン酸、プロピ
レングリコールステアレート、ＰＥＧ－２ステアレート、モノステアリン酸ソルビタン、
グリセリルラウレート、ラウレス－２、コカミドモノエタノールアミン、ラウラミドモノ
エタノールアミン、及びこれらの混合物より成る群から選択される。
【００３０】
　アニオン性界面活性剤の混合物は、幾つかの実施形態において使用することができ、そ
れには、直鎖及び分枝状界面活性剤の混合物、並びにアニオン性界面活性剤と非イオン性
、両性、及び／又は双極性界面活性剤とを組み合わせた混合物が挙げられる。
【００３１】
　使用される場合、電解質はそれ自体が、多相パーソナルケア組成物に加えられることが
できるか、又はそれは原材料の１つの中に包含される対イオンを介してその場で形成され
得る。電解質は、好ましくは、ホスフェート、クロライド、サルフェート又はシトレート
を含むアニオン、及びナトリウム、アンモニウム、カリウム、マグネシウム又はこれらの
混合物を含むカチオンを包含する。一部の好ましい電解質は、塩化ナトリウム若しくは塩
化アンモニウム、又は硫酸ナトリウム若しくは硫酸アンモニウムである。電解質は、組成
物の構造化界面活性剤相に、構造化界面活性剤組成物の約０．１～約１５重量％、好まし
くは約１～約６重量％、より好ましくは約３～約６重量％の量が好ましくは加えられる。
【００３２】
　本発明の一つの実施形態では、多相パーソナルケア組成物は、少なくとも一種の非イオ
ン性界面活性剤の混合物を含む構造化界面活性剤相及び電解質を含む。他の実施形態では
、界面活性剤相は、界面活性剤、水、少なくとも一種のアニオン性界面活性剤、電解質の
混合物、及び、少なくとも一種のアルカノールアミドを含むことができる。
【００３３】
　分枝状アニオン性界面活性剤：
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　本発明のアニオン性界面活性剤分子を含む少なくとも一種のアニオン性界面活性剤は、
好ましくは分枝状である。メチル、エチル、プロピル、ブチル、ペンチル、又はヘキシル
側鎖が炭化水素主鎖から伸びるように、界面活性剤分子の炭化水素尾部が少なくとも１つ
の第三級又は第四級炭素原子を含むとき、界面活性剤分子は分枝状である。炭化水素主鎖
は、炭化水素尾部の中の最長の炭化水素長により表される。界面活性剤分子の分枝状炭化
水素中の側鎖は、親水性の原子に結合した第１の炭素を炭素番号１と数え、主鎖上の隣接
炭素は炭素番号２など、というように数えて、主鎖上のその位置によって記載することが
できる。側鎖はまたそれらの長さによって記載され、単一の炭素側鎖はメチルを表し、２
－炭素長はエチルを表すなどである。それら自体の分枝を有する側鎖は、従来の命名法技
術により、例えばイソプロピルのように表されるが、あまり一般的でない。分枝を持たな
いアニオン性界面活性剤分子は、直鎖アニオン性界面活性剤分子であり、この後に示され
るように、直鎖アニオン性界面活性剤分子を優勢に含む界面活性剤は、直鎖アニオン性界
面活性剤である。ココナツ及びヤシのような一般的天然供給源から得られる大部分のアニ
オン性界面活性剤は、ラウリル硫酸アンモニウム、ラウリルエーテル硫酸ナトリウムのよ
うな直鎖アニオン性界面活性剤である。直鎖アニオン性界面活性剤はまた、合成を包含す
る他の供給源から得ることもできる。
【００３４】
　アニオン性界面活性剤は典型的には、異なる種類の界面活性剤分子の混合物を含むため
に、アニオン性界面活性剤は、アニオン性界面活性剤を構成する異なる種類の個々の界面
活性剤分子の相対量によって、直鎖又は分枝状と呼ばれ得る。例えば、トリデシル硫酸ナ
トリウム及びトリデセス硫酸ナトリウムは、それらが典型的には、ほとんどすべて（＞９
５％）分枝状界面活性剤分子を含むために、分枝状界面活性剤と呼ぶことができる。本発
明の目的で、アニオン性界面活性剤は、その炭化水素鎖の少なくとも１０％が分枝状分子
であるとき、分枝状界面活性剤であるとみなされる。
【００３５】
　分枝状アニオン性界面活性剤は、異なる種類の分枝を有する界面活性剤分子を含む。幾
つかの分枝状アニオン性界面活性剤、例えばトリデセス硫酸ナトリウムのようなトリデカ
ノール系サルフェートは、高度の分枝を含み、８０％を超える界面活性剤分子が少なくと
も２つの分枝を含み、幾つかのトリデセス硫酸ナトリウムでは、１分子当たり平均約２．
７の分枝を有する。他の分枝状アニオン性界面活性剤、例えば、サフォール（Safol）（
商標）２３アルコール（米国テキサス州ヒューストン（Houston）のサソール社（Sasol, 
Inc））から得られるＣ12～13アルキルサルフェートは、約５０～５５％の直鎖アニオン
性界面活性剤分子と約１５～３０％の分枝状界面活性剤分子との混合物を含む。本発明の
目的で、１０％を超える分枝状界面活性剤分子を含むが、１分子当たり平均２．０未満の
分枝を有するアニオン性界面活性剤は、モノメチル分枝状アニオン性界面活性剤であると
みなされる。
【００３６】
　多くの界面活性剤についての分枝情報は、典型的には既知であるか、又は分枝状アルコ
ール原料の供給元から得られる。例えば、サソール（Sasol）は、サフォール（Safol）（
商標）２３第一級アルコールに関する次の情報を公開している。
【００３７】
【表１】

【００３８】
　サフォール（Safol）（商標）２３アルコールは、例えばＳＯ3／空気流の流下薄膜反応
装置中で硫酸化されることができ、その後水酸化ナトリウムにより迅速に中和されて、Ｃ

12～13アルキル硫酸ナトリウムを生成し、このプロセスは当該技術分野において既知であ
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る。硫酸化プロセスは、炭化水素主鎖の再配列を伴わないために、Ｃ12～13アルキルサル
フェートの主鎖は、サフォール（Safol）（商標）２３アルコールと同じ構造を有し、分
枝状アニオン性界面活性剤であり、またモノメチル分枝状アニオン性界面活性剤である。
アルコールの他の供給元は、それらの第一級アルコールについて同様な情報を提供し、例
えば、シェル・ケミカル（Shell Chemical）はネオドール（Neodol）（商標）第一級アル
コールについて同様な情報を提供する。界面活性剤の分枝又はその原料アルコールについ
ての材料供給元からの確立された方法によって公開された分析情報がない場合には、当業
者に既知の分析技術を使用して分枝を決定することができる。例えば、炭化水素尾部の構
造があまり複雑ではない（即ち、約１２未満の主要成分である）とき、ガスクロマトグラ
フィー－質量分析（ＧＣ－ＭＳ）技術を使用でき、それは、３．３ＭのＨ2ＣＲＯ4ジョー
ンズ試薬（Jones Reagent）による、アセトン（共溶媒）中のアルコールの脂肪酸への酸
化、その後の２－アミノ，２－メチル，１－プロパノールを用いる２００℃で２時間のオ
キサゾリン誘導体化、ＣＨＣｌ3による希釈、蒸留水によるその後の洗浄、スプリット注
入（２８０℃）又はオンカラム注入への注入前の硫酸ナトリウムによる乾燥を伴う。典型
的なＧＣプログラムは、３０ｍ×０．２５ｍｍのＤＢ－１（０．２５ｕＭ膜）カラムにつ
いて、５℃／分の速度で８０～３２０℃であり、アニオン性界面活性剤の炭化水素尾部の
大部分の分枝の位置について具体的な情報を与えることができる。種の共溶出及び／又は
未知の成分の溶出が生じるとき、ＧＣ－ＭＳは、分枝状成分の量を得ることができ、これ
は溶出したｎ－Ｃ１２及びｎ－Ｃ１３の合計を１００％から引いたものとして解釈される
。典型的には、ｎ－Ｃ11、ｎ－Ｃ12、及びｎ－Ｃ13の溶出時間はカラムについて既知であ
り、及び／又は入手可能である標準物質を単に実行することにより得ることができる。本
発明の慣例により、発明者らは、ｎ－Ｃ11とｎ－Ｃ12との間のＧＣ表示のすべてのオキサ
ゾリンのピークを合計し、前記ピークは、分枝状Ｃ12のピークであり、ｎ－Ｃ12とｎ－Ｃ

13との間のＧＣ表示のすべてのオキサゾリンのピークを合計し、前記ピークは、分枝状Ｃ

13のピークであり、得られたピーク面積を、直鎖Ｃ12及び直鎖Ｃ13を包含する得られた合
計面積で除算して、各成分の部分量を得る。慣例により、分枝状Ｃ12及び分枝状Ｃ13表示
の、共に加算されたピーク分率の合計は、分枝状分子の分率であり、これは百分率として
表すことができる。各ＧＣピーク下の積分面積は、計算に使用されるピーク情報である。
必要であれば、界面活性剤は、例えば交差流濾過法のような濾過により、組成物からの抽
出により最初に得ることさえできる。ＧＣデータから、炭化水素鎖当たりの分枝点の数が
合計され、識別された各々の種について１分子当たりの分枝の数をモル分率により乗算す
ることにより、界面活性剤について、１分子当たりの平均分枝度を得る。例えば、５０％
直鎖分子と共に、１分枝点を有する５０％の分子は、平均分枝度０．５である。トリデセ
ス硫酸ナトリウムのような、高度分枝状分子（＞１．２５平均分枝度）については、ＧＣ
スペクトルから分枝度を決定することは困難である可能性があり、特殊な機器を必要とす
るため、代わりに、平均分枝度を決定するために炭化水素尾部内の第三級と第二級の炭素
－炭素結合との比を使用して、従来のＮＭＲ技術から決定される。
【００３９】
　分枝状アニオン性界面活性剤には、これらに限定されないが次の界面活性剤が挙げられ
る：トリデセス硫酸ナトリウム、トリデシル硫酸ナトリウム、Ｃ12～13アルキル硫酸ナト
リウム、Ｃ12～15アルキル硫酸ナトリウム、Ｃ11～15アルキル硫酸ナトリウム、Ｃ12～18

アルキル硫酸ナトリウム、Ｃ10～16アルキル硫酸ナトリウム、Ｃ12～13パレス硫酸ナトリ
ウム、Ｃ12～13パレスｎ－硫酸ナトリウム、及びＣ12～14パレスｎ－硫酸ナトリウム。す
べての前述の界面活性剤の他の塩、例えばＴＥＡ、ＤＥＡ、アンモニア、カリウム塩も有
用である。有用なアルコキシラートには、エチレンオキシド、プロピレンオキシド、及び
ＥＯ／ＰＯ混合アルコキシラートが挙げられる。分枝状アルコールから調製されるホスフ
ェート、カルボキシレート、及びスルホネートもまた、有用なアニオン性分枝状界面活性
剤である。分枝状界面活性剤は、合成アルコール、例えば、フィッシャー－トロプシュ（
Fischer-Tropsch）濃縮合成ガスにより製造された液体炭化水素からの第一級アルコール
、例えば、テキサス州ヒューストン（Houston）のサソール・ノース・アメリカ（Sasol N
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orth America）から入手可能なサフォール（Safol）（商標）２３アルコールから；合成
アルコール、例えば、米国のシェル・ケミカルズ（Shell Chemicals）から入手可能なネ
オドール（Neodol）（商標）２３アルコールから；合成的に製造されたアルコール、例え
ば米国特許第６，３３５，３１２号（コフィンダッファー（Coffindaffer）ら、２００２
年１月１日に発行）に記載されるものから得ることができる。好ましいアルコールは、サ
フォール（Safol）（商標）２３及びネオドール（Neodol）（商標）２３である。好まし
いアルコキシル化アルコールは、サフォール（Safol）（商標）２３－３及びネオドール
（Neodol）（商標）２３－３である。サルフェートは、従来のプロセスにより、高純度に
まで、イオウ系ＳＯ3空気流プロセス、クロロスルホン酸プロセス、硫酸プロセス、又は
発煙硫酸プロセスから調製することができる。流下薄膜反応装置中でのＳＯ3空気流を介
しての調製は、好ましい硫酸化プロセスである。
【００４０】
　モノメチル分枝状アニオン性界面活性剤には、前述のようにサフォール（Safol）（商
標）２３－ｎ及びネオドール（Neodol）（商標）２３－ｎから得られる分枝状アニオン性
サルフェートが挙げられるが、これらに限定されず、この場合ｎは１～約２０の整数であ
る。結果として生じる分子の組み合わせは実際には常にアルコキシラートの分布であるた
め、例えば、存在するアルコールのモルに基づいて約０．３モルのＥＯ、又は１．５モル
のＥＯ、又は２．２モルのＥＯのみを、化学量論的に加えることにより、部分的アルコキ
シル化もまた有用であり、その結果整数としてのｎの表現は単に平均的表現である。好ま
しいモノメチル分枝状アニオン性界面活性剤には、サフォール（Safol）（商標）２３の
硫酸化から得られるＣ12～13アルキルサルフェートが挙げられ、これは約２８％の分枝状
アニオン性界面活性剤分子を有し；及びネオドール（Neodol）（商標）２３－３から得ら
れるＣ１２～１３パレスサルフェートが挙げられ、これは約１０～１８％の分枝状アニオ
ン性界面活性剤分子を有する。
【００４１】
　アニオン性界面活性剤が、分枝状アニオン性第一級サルフェートであるとき、それは次
の分枝状アニオン性界面活性剤分子：４－メチルウンデシルサルフェート、５－メチルウ
ンデシルサルフェート、７－メチルウンデシルサルフェート、８－メチルウンデシルサル
フェート、７－メチルドデシルサルフェート、８－メチルドデシルサルフェート、９－メ
チルドデシルサルフェート、４，５－ジメチルデシルサルフェート、６，９－ジメチルデ
シルサルフェート、６，９－ジメチルウンデシルサルフェート、５－メチル－８－エチル
ウンデシルサルフェート、９－メチルウンデシルサルフェート、５，６，８－トリメチル
デシルサルフェート、２－メチルドデシルサルフェート、及び２－メチルウンデシルサル
フェートの幾つかを含有してもよい。アニオン性界面活性剤が第一級アルコキシル化サル
フェートであるとき、これらの同じ分子は、ｎ＝０の未反応アルコールサルフェートとし
て、アルコキシル化から結果として生じる典型的なアルコキシル化付加物に加えて存在し
てもよい（例えば、シェル・ケミカルズ（Shell Chemicals）技術文献「ネオドールエト
キシレート付加物の典型的分布（Typical Distributions of NEODOL Ethoxylate Adducts
）」によると、ネオドール（Neodol）（商標）２３－３モルＥＯは、典型的には１６％の
未反応ネオドール（Neodol）（商標）２３を、反応した１～５ＥＯ分子を有する５７％の
分子と共に保持する）。
【００４２】
　第２の視覚的に区別できる相：
　本発明の多相パーソナルケア組成物の第２の視覚的に区別できる相は、水構造化剤と水
を含有する構造化水相を含むことができる。
【００４３】
　第２の視覚的に区別できる相は、上で詳述された第１の視覚的に区別できる相の構造化
界面活性剤と同じ構造化界面活性剤を含むことができる。
【００４４】
　第２の視覚的に区別できる相は異なる色、乳白度を有することによって第１の視覚的に
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区別できる相から識別可能であって、構造化界面活性剤又は非発泡性構造化水相を含むこ
とができる。構造化水相は、親水性であり得、好ましい実施形態では、構造化水相は、親
水性の非発泡性ゲル化水相である。加えて、構造化水相は、典型的には、構造化水相の約
５重量％未満、好ましくは約３重量％未満、より好ましくは約１重量％未満の界面活性剤
を含む。本発明の１つの実施形態では、構造化水相は発泡性界面活性剤を処方の中に含ま
ない。好適な構造化水相は、「発泡性洗浄相及び非発泡性構造化水相を含む多相パーソナ
ル洗浄組成物（Multi-phase Personal Cleansing Compositions Containing A Lathering
 Cleansing Phase And A Non-Lathering Structured Aqueous Phase）」と題された、公
開された米国特許出願番号２００５／０１４３２６９Ａ１に記載されているように非発泡
性構造化水相である。
【００４５】
　本発明の構造化水相は、構造化水相の約３０重量％～約９９重量％の水を含むことがで
きる。構造化水相は、一般に、構造化水相の約５０重量％を超える、好ましくは約６０重
量％を超える、更により好ましくは約７０重量％を超える、及び、なおより好ましくは約
８０重量％を超える水を含む。
【００４６】
　構造化水相は、典型的には、約５～約９．５、より好ましくは約７のｐＨを有する。構
造化水相のための水構造化剤は、正味カチオン電荷、正味アニオン電荷、又は中性電荷を
有することができる。本組成物の構造化水相は、色素、ｐＨ調節剤（例えばトリエタノー
ルアミン）及び、防腐剤のような任意の成分を更に含むことができる。
【００４７】
　構造化水相は、構造化水相の約０．１重量％～約３０重量％、好ましくは約０．５重量
％～約２０重量％、より好ましくは約０．５重量％～約１０重量％、更により好ましくは
約０．５重量％～約５重量％の水構造化剤を含むことができる。
【００４８】
　水構造化剤は、典型的には、無機水構造化剤、荷電ポリマー水構造化剤、水溶性ポリマ
ー構造化剤、結合性水構造化剤、及びこれらの混合物より成る群から選択される。無機水
構造化剤の非限定例には、シリカ、ポリマーゲル化剤、例えばポリアクリレート、ポリア
クリルアミド、デンプン、変性デンプン、架橋ポリマーゲル化剤、コポリマー、及びこれ
らの混合物が挙げられる。多相パーソナルケア組成物に使用するための荷電ポリマー水構
造化剤の非限定例には、アクリレート／ビニルイソデカノエートクロスポリマー（３Ｖか
らのスタビレン（Stabylen）３０）、アクリレート／Ｃ１０～３０アルキルアクリレート
クロスポリマー（ペムレン（Pemulen）ＴＲ１及びＴＲ２）、カルボマー、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）からのア
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メタクリレートクロスポリマー（クラリアントからのアリストフレッ
クスＨＭＢ）、アクリレート／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 Starch）からのストラクチャー（Structure）３００１）、ポリアクリル
アミド（セピック（SEPPIC）からのセピゲル（Sepigel）３０５）、及びこれらの混合物
が挙げられる。多相パーソナルケア組成物に使用するための水溶性ポリマー構造化剤の非
限定例には、セルロースガム及びゲル、並びにデンプンが挙げられる。多相パーソナルケ
ア組成物に使用するための結合性水構造化剤の非限定例には、キサンタンガム（xanthum 
gum）、ジェランガム（gellum gum）、ペクチン、アルギネート、例えばプロピレングリ
コールアルギネート、及びこれらの混合物が挙げられる。
【００４９】
　追加成分：
　多相パーソナルケア組成物の相、好ましくは第１の視覚的に区別できる相は、ポリマー
相構造化剤を更に含むことができる。本発明の組成物は、典型的には、約０．０５％～約
１０％、好ましくは約０．１％～約４％のポリマー相構造化剤を含むことができる。高分
子相構造化剤の非限定例としては、次の例、天然由来ポリマー、合成ポリマー、架橋ポリ
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マー、ブロックコポリマー、コポリマー、親水性ポリマー、非イオン性ポリマー、アニオ
ン性ポリマー、疎水性ポリマー、疎水変性ポリマー、結合ポリマー、及びオリゴマー、が
挙げられるが、これらに限定されない。
【００５０】
　好ましくはポリマー相構造化剤は、架橋されることができ、更に架橋を含むことができ
る。本発明に有用なこれらのポリマー相構造化剤は、米国特許第５，０８７，４４５号（
ハフィー（Haffey）ら、１９９２年２月１１日発行）；米国特許第４，５０９，９４８号
（ファン（Huang）ら、１９８５年４月５日発行）、米国特許第２，７９８，０５３号（
ブラウン（Brown）、１９５７年７月２日発行）に、より完全に記載されている。またＣ
ＴＦＡ国際化粧品成分辞典（CTFA International Cosmetic Ingredient Dictionary）、
第４版、１９９１年、１２ページ及び８０ページを参照のこと。
【００５１】
　本発明の組成物の相、好ましくは第１の視覚的に区別できる相は、任意に更に液晶相誘
発構造化剤を含むことができ、これは存在するときには、相の約０．３重量％～約１５重
量％の範囲、より好ましくは相の約０．５重量％～約５重量％の範囲の濃度である。適切
な液晶相誘発構造化剤には、脂肪酸（例えばラウリン酸、オレイン酸、イソステアリン酸
、リノール酸）、脂肪酸エステル誘導体（例えばプロピレングリコールイソステアレート
、プロピレングリコールオレエート、グリセリルイソステアレート）、脂肪族アルコール
、トリヒドロキシステアリン（商品名ＴＨＩＸＣＩＮ（登録商標）でレオクス社（Rheox,
 Inc.）から入手可能）が挙げられる。好ましくは、液晶相誘発構造化剤は、ラウリン酸
、トリヒドロキシステアリン、ラウリルピロリドン、及びトリデカノールから選択される
。
【００５２】
　本発明の構造化された多相パーソナルケア組成物は、本明細書に記載される有益剤の付
着助剤として、１以上の相中に有機カチオン沈着ポリマーを追加的に含むことができる。
本発明の構造化された多相パーソナルケア組成物中での使用に好適なカチオン沈着ポリマ
ーは、第四級アンモニウム又はカチオン性プロトン化アミノ部分のようなカチオン性窒素
含有部分を含有する。カチオン性プロトン化アミンは、構造化された多相パーソナルケア
組成物の特定の種及び選択されたｐＨによって、第一級アミン、第二級アミン、又は第三
級アミン（好ましくは第二級又は第三級）であることができる。本発明の組成物に有用で
ある好適なカチオン沈着ポリマーは、同時係属及び同一出願人による米国特許出願６０／
６２８，０３６、名称「沈着可能な固体（Depositable Solids）」（ワグナー（Wagner）
ら、２００３年１１月１５日出願）に開示されている。
【００５３】
　多相パーソナルケア組成物の相の一つ以上は、光る粒子、ビード、表皮剥離性ビードな
どの様々な任意の添加成分を含むことができる。こうした任意成分とは、最も典型的には
、化粧品での使用が認可され、ＣＴＦＡ化粧品成分ハンドブック（CTFA Cosmetic Ingred
ient Handbook）、第２版、トイレ化粧品・香料工業協会（The Cosmetic, Toiletries, a
nd Fragrance Association, Inc.）、１９８８、１９９２のような参考文献に記載されて
いる物質である。
【００５４】
　これら任意の成分の他の非限定的な例には、ビタミン及びその誘導体（例えばアスコル
ビン酸、ビタミンＥ、トコフェリル酢酸、など）、日焼け止め剤、増粘剤、洗浄合成物の
抗菌保全性を維持するための防腐剤、抗ニキビ薬剤、抗酸化剤、アロエベラ抽出物のよう
な皮膚の鎮静及び治療剤、アラントイン及び類似物、キレート剤及び隔離剤、美白剤、及
び、香料のような美容剤、エッセンシャル・オイル、スキン・センセート、色素、真珠光
沢剤及び精油並びに香料が挙げられる。
【００５５】
　構造化された多相パーソナルケア組成物の好ましいｐＨ範囲は、約５～約８である。
【００５６】
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　試験方法：
　降伏応力及びゼロずり粘度法：
　本発明の組成物の相の降伏応力及びゼロずり粘度は、組成物中への配合前又は組成物中
への配合後のいずれかにおいて、遠心分離、ピペット採取、機械的切除、すすぎ、濾過、
又は他の分離手段のような好適な物理的分離手段により相を分離することにより測定でき
る。
【００５７】
　ＴＡインスツルメンツＡＲ２０００レオメーター（TA Instruments AR2000 Rheometer
）のような応力制御レオメーターが、降伏応力及びゼロずり粘度を決定するために用いら
れる。測定は、４ｃｍ直径の平行プレート測定システム及び１ｍｍの間隙を用いて２５℃
で実行される。その幾何学構造は、得られたトルクを応力に変換するために、７９５８０
ｍ-3の剪断応力係数を有する。
【００５８】
　第１に、相の試料が取得され、レオメーターの基準プレート上の適所に設置され、測定
用幾何学構造（上部プレート）が基準プレートの１ｍｍ上の位置に移動する。幾何学構造
の端における余剰相は、幾何学構造を固定した後でこすることにより除去される。数平均
直径が約１５０μより大きい、目又は感触により識別可能な粒子（例えば、ビーズ）を相
が含む場合、基準プレートと上部プレートとの間の間隙設定は、４ｍｍか、又は９５体積
百分位数粒径の直径の８倍かの小さい方にまで増加される。いずれかの寸法が５ｍｍより
大きい任意の粒子を相が有する場合には、その粒子は測定前に取り除かれる。
【００５９】
　測定は、対数による漸進、即ち測定点が対数尺上に均等の間隔で並んだものを使用して
、５分の時間間隔により、０．１Ｐａ～１，０００Ｐａの漸増する連続的剪断応力のプロ
グラム化された適用を介して実行される。１０の応力増加当たり三十（３０）の測定点が
得られる。応力、ひずみ、及び粘度を記録する。測定結果が不完全である場合、例えば、
物質が間隙から流れる場合には、得られた結果を審査し不完全なデータ点を排除する。降
伏応力は次のように決定する。応力（Ｐａ）及びひずみ（単位なし）データは、それらの
対数（基数１０）を取ることにより変形する。応力０．２Ｐａ～２．０Ｐａで得られたデ
ータのみ、約３０点について、ｌｏｇ（応力）をｌｏｇ（ひずみ）に対してグラフ化する
。１Ｐａの応力での粘度が５００Ｐａ．ｓ未満であるが７５Ｐａ．ｓを超えるのであれば
、０．２Ｐａ～１．０Ｐａまでのデータのみについてｌｏｇ（応力）対ｌｏｇ（歪み）グ
ラフを作成して、次の数学的手順に従う。１Ｐａの応力での粘度が７５Ｐａ－ｓ未満であ
る場合、ゼロずり粘度は、試験において得られる４つの最も高い粘度値（即ち個々の点）
のメジアンであり、降伏応力は０であり、次の数学的手順は使用されない。数学的手順は
次のようである。指示された応力領域において対数に変形されたデータを用いて、結果に
ついて、最小二乗法による直線回帰が実行され、次の形式の方程式が得られる：
　（１）Ｌｏｇ（ひずみ）＝ｍ＊Ｌｏｇ（応力）＋ｂ
　０．１～１，０００Ｐａの測定での各応力値（即ち、個々の点）について得られる回帰
を用いて、ｌｏｇ（ひずみ）の予測値を、得られた係数ｍ及びｂ、並びに実際の応力を使
用し、方程式（１）を用いて得る。予測されたｌｏｇ（ひずみ）から、真数（即ち、各ｘ
について、１０x）を取ることにより、各応力での予測されたひずみを得られる。予測さ
れたひずみを、各測定点での実際のひずみと比較して、方程式（２）を用いて、各点での
偏差％を得る。
　（２）偏差％＝１００＊（測定されたひずみ－予測されたひずみ）／測定されたひずみ
　降伏応力は、偏差％が１０％を超える最初の応力（Ｐａ）であり、その後（より高い）
応力は、流れの開始又は構造の変形のために１０％より更に大きい偏差を結果として生じ
る。ゼロずり粘度は、０．１Ｐａ～降伏応力まで、かつそれらを含む間で得られた粘度デ
ータに対して第１中央粘度値をパスカル－秒（Ｐａ．ｓ）で計算することによって得られ
る。第１メジアン粘度を取った後、第１メジアン値の５倍より大きく、及び０．２ｘメジ
アン値より小さいすべての粘度値が排除され、同じ粘度データの第２メジアン粘度値を、
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指示されたデータ点を排除して得る。そのようにして得られた第２メジアン粘度は、ゼロ
ずり粘度である。
【００６０】
　発泡体積試験：
　構造化された多相パーソナルケア組成物の第１の視覚的に区別できる相、構造化界面活
性剤成分又は構造化ドメインの起泡体積は、メスシリンダー及び回転装置を用いて測定さ
れる。１０ｍｌの増分毎に印が付けられ、その基部の内側から１，０００ｍｌの印までの
高さが３６．８ｃｍ（１４．５インチ）の１，０００ｍｌメスシリンダー（例えば、パイ
レックス番号（Pyrex No.）２９８２）を使用する。蒸留水（２５℃で１００ｇ）がメス
シリンダーに加えられる。このシリンダーは、回転装置内にクランプ固定されるが、前記
シリンダーは、回転軸がメスシリンダーの中心を横断する状態でクランプ固定される。０
．５０ｇの構造化界面活性剤成分又は第１の視覚的に区別できる相を注射器（適切な投与
を確実にするために秤量する）からメスシリンダーの中に、水の線の上のシリンダー側面
上に注入してシリンダーに蓋をする。試料が評価されるときには、０．２５ｃｃのみを使
用し、その他はすべてを同じに保つ。シリンダーは、約３．５ｒａｄ／ｓ（１８秒当たり
１０回転）の速度で２０回完全に回転され、第１の回転順序を完了するために垂直位にて
停止される。生成された泡を１５秒間水切りするためのタイマーを設定する。１５秒のこ
うした水切りの後に、基部から上の泡の高さをｍｌで記録することによって、第１の発泡
体積を１０ｍｌ目盛りの単位で測定する（その上部に泡が浮いている底部へと水切りされ
たあらゆる水を包含する）。
【００６１】
　泡の上面が平らでない場合、メスシリンダー断面の半分に及ぶのが見られる最も低い高
さが、第１の発泡容量（ｍＬ）になる。泡が粗すぎて、泡（「気泡（bubbles）」）を含
む単一又はほんのわずかなフォームセル（foam cells）しかシリンダー断面全体に広がら
ない場合、空間を満たすのに少なくとも１０個のフォームセルが必要になる高さが、同様
に基部からのｍｌによる第１の発泡体積になる。いずれの寸法においても２．５ｃｍ（１
インチ）より大きいフォームセルは、どこで発生しようとも、泡ではなく、中身のない空
気として指定される。メスシリンダーの最上部に溜まっているが排出されない泡はまた、
最上部の泡がその独自の連続相内にあるのであれば、定規を用いてその相の厚さを測定し
て得られる該最上部に溜まった泡のｍＬを、底部から測定した泡のｍＬに加えることで、
測定値に組み込まれる。最大発泡高さは（全発泡の高さがメスシリンダー上の１，０００
ｍｌの印を超える場合でも）１，０００ｍｌである。第１の回転が完了してから３０秒後
に、第１の回転順序と速度及び持続時間が同一である第２の回転順序が開始される。第２
の発泡体積は、第１と同じ方式で、同様に１５秒の水切り時間の後に記録される。同様の
方式で第３の順序を完了させて第３の発泡容量を測定するが、ここでそれぞれの排出と測
定値の取得との間には同一の休止時間をおく。
【００６２】
　各順序の後の泡の結果が合算され、全発泡体積が、３つの測定値の合計としてミリリッ
トル（「ｍＬ」）で決定される。瞬間発泡容量は、第１の回転順序のみの後の結果（ｍＬ
）、即ち、第１の発泡容量である。本発明による組成物は、この試験において、従来のエ
マルション形態をした類似の組成物よりも著しく良好な性能を示す。
【００６３】
　超遠心分離法：
　超遠心分離法は、構造化界面活性剤成分を含む第１の視覚的に区別できる相を含む構造
化された多相パーソナルケア組成物中に存在する構造化ドメイン又は不透明な構造化ドメ
インの百分率を決定するために使用される。方法は、超遠心分離による、組成物の別個で
はあるが区別可能な層への分離を伴う。本発明の構造化された多相パーソナルケア組成物
は、複数の区別可能な層、例えば、非構造化界面活性剤層、構造化界面活性剤層、有益層
を有することができる。
【００６４】
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　最初に、約４ｇの多相パーソナルケア組成物をベックマン遠心管（Beckman Centrifuge
 Tube）（１１ｘ６０ｍｍ）の中に分配する。次に、遠心管を超遠心分離機（ベックマン
モデルＬ８－Ｍ（Beckman Model L8-M）又は同等なもの）の中に設置し、並びに次の条件
：５２３５．９ｒａｄ／ｓ（５０，０００ｒｐｍ）、１８時間、２５℃を使用して超遠心
分離する。
【００６５】
　１８時間、超遠心分離した後、相対的な相の体積を、電子デジタルキャリパー（Electr
onic Digital Caliper）（０．０１ｍｍ以内）を使用して、各層の高さを視覚的に測定す
ることにより決定する。第１に、超遠心分離管の中のすべての物質を包含する合計の高さ
を、Ｈaとして測定する。第２に、有益層の高さを、Ｈbとして測定する。第３に、構造化
界面活性剤層を、Ｈcとして測定する。有益層を、その低水分含有量（カール・フィッシ
ャー滴定（Karl Fischer Titration）により測定されるとき、１０％未満の水）により決
定する。それは一般に、遠心管の最上部に存在する。界面活性剤層の合計の高さ（Ｈs）
がこの方程式により計算され得る：
　Ｈs＝Ｈa－Ｈb－
【００６６】
　構造化界面活性剤層成分は、幾つかの層又は単一層を含んでもよい。超遠心分離の際に
、一般に、超遠心分離管の底部に又は底部に隣接して等方性層が存在する。この透明な等
方性層は、典型的には、非構造化ミセル界面活性剤層を表す。等方性相の上の層は、一般
には、より高い規則性の構造体（例えば、液晶）を有するより高い界面活性剤濃度を含む
。これらの構造化層は時には、肉眼には不透明であるか、又は半透明、又は透明である。
構造化層と非構造化等方性層との間には、区別可能な界面が一般に存在する。構造化界面
活性剤層の物理的性質は、偏光下での顕微鏡使用により決定され得る。構造化界面活性剤
層は、典型的には、偏光下で、独特の質感を示す。構造化界面活性剤層を特徴付ける別の
方法は、Ｘ線回折技術を使用することである。構造化界面活性剤層は、主として液晶構造
の長い間隔に、多くの場合関連する複数の線を示す。幾つかの構造化層が存在してもよく
、その結果Ｈcは、個々の構造化層の合計である。コアセルベート相又はポリマー－界面
活性剤相のいずれかの種類が存在する場合、それは構造化相であるとみなす。
【００６７】
　最後に、構造化ドメインの体積比を次のように計算する：
　構造化ドメイン体積比＝Ｈc／Ｈs＊１００％
　有益相が存在しない場合には、合計の高さを界面活性剤層の高さとして使用する、Ｈs

＝Ｈa。
【００６８】
　脂質の存在下での構造化界面活性剤の安定度を評定するためのＴバー法（T- Bar Metho
d）
　脂質の存在下での界面活性剤含有相（「洗浄相」又は「第１の視覚的に区別可能な相」
）の安定度が、Ｔバー粘度法（T-Bar Viscosity Method）を使用して評定され得る。Ｔバ
ー測定のための装置は、ヘリパス付属品（Helipath Accessory）付きブルックフィールド
ＤＶ－ＩＩ＋プロ粘度計（Brookfield DV-II+ Pro Viscometer）；固定具、おもり、Ｔバ
ー取り付けのための閉鎖機構；ＴバースピンドルＤ（T-bar Spindle D）、ブルックフィ
ールド（Brookfield）からのレオカルク（Rheocalc）ソフトウェアを有するパーソナルコ
ンピュータ、ブルックフィールド粘度計（Brookfield Viscometer）をコンピュータに接
続するケーブルを包含する。最初に、４０ｇの洗浄相を、０．１Ｌ（４オンス）のガラス
瓶の中に秤量する。瓶を２０９．４ｒａｄ／ｓ（２，０００ｒｐｍ）で２０分間遠心分離
して洗浄相を脱気するが、これはまた沈殿又は浮揚により大きい粒子を取り除くことも可
能である。洗浄相の高さ「Ｈsurf」を、電子キャリパー（Electronic Caliper）を使用し
て０．０１ｍｍの精度により測定する。Ｔバースピンドル（T-Bar Spindle）を瓶の内底
に注意深く落とすことにより、初期Ｔバー粘度を測定し、ヘリパス（Helipath）スタンド
を上方に移動するように設定する。レオカルク（Rheocalc）ソフトウェアを開き、次のデ
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ータ取得パラメータを設定する：速度（Speed）を０．５ｒａｄ／ｓ（５ｒｐｍ）に設定
し、トルクの待ち時間（Time Wait for Torque）を００：０１（１秒）に設定し、ループ
開始カウント（Loop Start Count）を４０に設定する。データ取得を開始し、ヘリパス（
Helipath）スタンドを作動させて、上方に２２ｍｍ／分の速度で移動させる。初期Ｔバー
粘度、「Ｔini」は、６番目の読みと３５番目の読みとの間（最初の５回及び最後の５回
の読みは、平均のＴバー粘度の計算には使用されない）の平均のＴバー粘度の読みである
。瓶に蓋をし、周囲温度で保存する。容器を８２．２℃（１８０°Ｆ）に加熱し、７０部
のペトロラタム（ウィトコ（WITCO）からのＧ２２１８）及び３０部のハイドロブライト
１０００（Hydrobrite 1000）白色鉱油を共に加えることにより別個の脂質ブレンドを調
製する。容器を４３．３℃（１１０°Ｆ）に、ゆっくりと攪拌しながら（２０．９ｒａｄ
／ｓ（２００ｒｐｍ））冷却する。攪拌を停止し、容器を周囲温度に一夜冷却する。４０
ｇの脂質ブレンド（７０／３０のペトロラタム／鉱油）を、第１の視覚的に区別可能な相
を含有する瓶に加える。第１の視覚的に区別可能な相及び脂質を共にスパチュラを使用し
て５分間かき回す。瓶を４５℃（１１３°Ｆ）で５日間置く。５日後、瓶を２０９．４ｒ
ａｄ／ｓ（２０００ｒｐｍ）で２０分間遠心分離する（瓶は最初に冷却しない）。
【００６９】
　遠心分離後、瓶及び内容物を周囲温度に一夜冷却する。瓶の内容物を観測する。安定な
洗浄相は均一な層を瓶の底に、密度がより低いペトロラタム／油相の下に示す。不安定な
洗浄相は、もともと遠心分離した洗浄相（即ち、等方性相）には存在しない層を、底又は
洗浄相－脂質の界面のいずれかに形成する可能性がある。１を超える層が洗浄相の中に存
在する場合、新しく形成された各層の高さ、「Ｈ new」を電子キャリパー（Electronic C
aliper）を使用して測定する。すべての新しく形成された層の高さを合算する。新しい相
の体積比が、Ｈnewとしてのすべての新しい層の合算された高さを使用して、Ｈnew／Ｈsu

rf＊１００％として計算される。好ましくは、安定な構造化洗浄相は、１０％未満の新し
い相の体積を形成する。より好ましくは、安定な構造化洗浄相は、５％未満の新しい相の
体積を形成する。最も好ましくは、安定な構造化洗浄相は、０％の新しい相の体積を形成
する。
【００７０】
　遠心分離された瓶の内容物のＴバー粘度を次に、上記のＴバー法（T-Bar method）を使
用して測定する。レオカルク（Rheocalc）ソフトウェアを開き、次のデータ取得パラメー
タを設定する：速度（Speed）を０．５ｒａｄ／ｓ（５ｒｐｍ）に設定し、トルクの待ち
時間（Time Wait for Torque）を００：０１（１秒）に設定し、ループ開始カウント（Lo
op Start Count）を８０に設定する。データ取得を開始し、ヘリパス（Helipath）スタン
ドを作動させて、上方に２２ｍｍ／分の速度で移動させる。第１の視覚的に区別可能な相
の層と脂質層との間には、通常、顕著な粘度の急上昇がある。脂質暴露後の平均洗浄相Ｔ
バー粘度、「Ｔaft」は、６番目のＴバー粘度と脂質層による粘度の急上昇前の最後のＴ
バー粘度の読みとの間の平均の読みである。洗浄相と脂質相との間に、顕著なＴバー粘度
の急上昇が存在しない場合には、単に６番目のＴバー粘度の読みと１５番目の読みとの間
の平均の読みを、平均の洗浄相Ｔバー粘度、Ｔaftとして使用する。好ましくは、安定な
構造化洗浄相は、１０Ｐａ．ｓ（１０，０００ｃＰ）より高いＴaftを有する。より好ま
しくは、安定な構造化洗浄相は、１５Ｐａ．ｓ（１５，０００ｃＰ）より高いＴaftを有
する。最も好ましくは、安定な構造化された、第１の視覚的に区別可能な相は、２０Ｐａ
．ｓ（２０，０００ｃＰ）より高いＴaftを有する。
【００７１】
　粘度保持は、Ｔaft／Ｔini＊１００％として計算される。好ましくは、安定な構造化洗
浄相は、＞５０％の粘度保持を有する。より好ましくは、安定な構造化洗浄相は、＞７０
％の粘度保持を有する。最も好ましくは、安定な構造化洗浄相は、＞８０％の粘度保持を
有する。
【００７２】
　使用方法：



(18) JP 2008-538360 A 2008.10.23

10

20

30

40

50

　本発明の多相パーソナルケア組成物は、好ましくは、適用される表面への皮膚洗浄剤、
疎水性物質、及び粒子の有効な送達を提供するのに十分な量で、皮膚又は毛髪の所望の区
域に局所適用される。組成物は、皮膚に直接適用することもできるし、又は洗浄パフ、洗
い布、スポンジ若しくは他の道具を用いて間接的に適用することもできる。組成物は、好
ましくは、局所適用の前、その間、又はその後に水で希釈され、次に皮膚又は毛髪を濯ぐ
か又は拭き取り、好ましくは、水を使用して、若しくは非水溶性基材と水とを組み合わせ
て使用して、適用された表面からすすぎ落とす。
【００７３】
　そのため、本発明はまた、上述した本発明の組成物の適用を通じて皮膚を洗浄する方法
も対象とする。また、本発明の方法は、上述した本発明の組成物の適用を通じて、適用さ
れた表面に、所望の皮膚活性剤の有効な送達を提供する方法、及び本明細書に記載のその
ような有効な送達によってもたらされる利益を提供する方法も対象とする。
【００７４】
　製造方法：
　本発明の多相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を回転台設計と組み合わせることが有効である。更に、本発明は
、米国特許第６，２１３，１６６号（チビアント（Thibiant）ら、２００１年４月１０日
発行）に開示されているような方法及び装置により調製することができる。この方法及び
装置は、二種以上の組成物が単一容器中にらせん状配置により充填されることを可能にす
る。この方法では、容器に充填するために少なくとも２つのノズルを用いることが必要と
なる。容器が静的ミキサー上に置かれ、組成物を容器の中に導入しながら回転させる。
【００７５】
　或いは、ポンプとホースが取り付けられた別個の保存タンク中に別個の組成物を最初に
設置することにより、少なくとも２つの相を組み合わせることが有効である。次に相は、
予め定められた量で単一の組み合わせ区分にポンプで送られる。次に、相は組み合わせ区
分からブレンド区分に移動され、相は、得られる単一の製品が相の区別可能な模様を示す
ようにブレンド区分で混合される。模様は、縞模様、大理石模様、幾何学模様及びこれら
を混合したものより成る群から選択される。次の工程は、ブレンド区分で混合された製品
をホースを介して単一ノズル中にポンプで送り、次に、ノズルを容器の中に設置し、容器
を得られた製品で充填することを伴う。本発明の具体的な諸実施形態に適用される方法の
具体的な非限定例が、以下の実施例で説明される。
【００７６】
　多相パーソナルケア組成物に模様がつけられる場合、パーソナルケア製品としてパッケ
ージされることが望ましいことがある。消費者が模様をパッケージを通して見ることがで
きるように、パーソナルケア製品はこれらの組成物を透明又は半透明のパッケージに入れ
ることができる。また、対象組成物の粘度のために、分配を容易にするためにパッケージ
を上下逆にしてキャップを下にして保管するよう消費者への指示書を含むことが望ましい
場合もある。
【００７７】
　本明細書を通じて与えられるあらゆる最大数の限定は、あらゆるより小さい数値の限定
を、あたかもそのようなより小さい数値の限定がここに明確に書かれているかのように包
含すると理解されるべきである。本明細書を通じて与えられるあらゆる最小数の限定は、
それより大きいあらゆる数値の限定を、そのようなより大きい数値の限定が本明細書には
っきりと表現されているかのように包含する。本明細書を通じて与えられるあらゆる数値
範囲は、そのようなより広い数値範囲内にあるあらゆるより狭い数値範囲を、そのような
より狭い数値範囲が本明細書にはっきりと表現されているかのように包含する。
【００７８】
　特に指定がない限り、本明細書の明細、実施例、及び請求の範囲におけるすべての部、
比、及び百分率は重量基準であり、すべての数値限定は、当該技術分野により提供される
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【実施例】
【００７９】
　以下に示す第１の視覚的に区別できる相は、非限定的な例（化学成分を示す）として調
合される。例１及び２は、本発明の第１の視覚的に区別できる相の比較例である。例３～
７は、本発明の第１の視覚的に区別できる相の例である。例８、９及び１０は、比較例で
ある。例１１及び例１２は、本発明の構造化水相の例である。
【００８０】
　例１及び２は、すべての線形アニオン性界面活性剤を含む本発明の第１の視覚的に区別
できる相の比較例である。例３～５は、線形及び分枝状アニオン性界面活性剤の混合物を
含む本発明の例である。混合アニオン性界面活性剤組成物例３～５のうち、トリデセス硫
酸ナトリウムを下部に有する組成物は、より高いフラッシュ及び全発泡体積を示した。し
かしながら、分枝及び直鎖アニオン性界面活性剤（例３～５）の混合物は、すべての直鎖
アニオン性組成物（比較例１及び２）より高いフラッシュ及び全発泡体積を示して、安定
性が向上された。
【００８１】
【表２－１】

【００８２】
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【００８３】
　例８～１０は、比較例である。例８は、分枝状アニオン性界面活性剤を含まない。比較
例９及び１０は、請求項における範囲よりも高濃度のトリデセス硫酸ナトリウムを含む。
例６及び７は、１０％を超えるトリデセス硫酸ナトリウムを有する比較例９及び１０より
も低濃度のトリデセス硫酸ナトリウムを有し、より高いフラッシュ及び総発泡体積を有す
る。いかなる分枝状界面活性剤も有しない比較例８は安定ではなく、また分枝状及び直鎖
アニオン界面活性剤の両方を有する実施例６及び７よりも小さい発泡体積をもつ。
【００８４】
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【表３】

【００８５】
　第１の視覚的に区別できる相は、従来の混合技術によって調合され得る。最初に水、皮
膚有効成分及び増粘剤を混合容器中に加え、均質な分散物が形成されるまで攪拌すること
により、第１の視覚的に区別できる相を調製する。その後、次の順序で添加する。界面活
性剤、ＥＤＴＡ二ナトリウム、防腐剤、半量の塩化ナトリウム、ならび芳香剤及び取り分
けられていた塩化ナトリウムを除くその他全ての微量成分。コカミドモノエタノールアミ
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ンを用いる場合は６５～７０℃に加熱し、そうでない場合は、混合容器を攪拌している間
、周囲温度で保持する。加熱された場合は４５℃まで冷却する。更なる安定性のために、
ガスを充填した、約３０ｋｇ／ｍ3の密度を有する微小球、例えばエクスパンセル（Expan
cel）０９１　ＤＥ　４０　ｄ３０（エクスパンセル社（Expancel, Inc.）から）を、場
合によりバッチの約０．１～０．５％で使用することができる。別個の容器中で、構造化
ポリマーを芳香剤と共に予備湿潤し、攪拌しながら、残りの塩化ナトリウムと同時に混合
容器に加える。均質になるまで攪拌した後、静的混合要素を介してポンプで送り、全ての
塊を分散して、バッチを完成させる。
【００８６】
　構造化水相
　実施例１１～１２の構造化水相は、高剪断によりポリマーを水中に分散させ、塩と、ペ
トロラタム及び鉱油以外の残りの成分とを追加して、トリエタノールアミンでｐＨ７．０
に中和し（ＴＥＡのおよその量を示す）、５０℃に加熱して、ペトロラタムと鉱油を８０
℃の液体として加えて、均質になるまで高剪断を用いずに攪拌することによって調製する
ことができる。水溶性成分を有しない顔料が好ましく使用される。大抵の粒子では、ペト
ロラタム成分のために約５～１００ミクロンの粒径が得られる。
【００８７】
【表４】

【００８８】
　視覚的に区別できる組成物
　視覚的に区別できる組成物は、まず外観が異なる２つの組成物を調合することによって
調合される。例３～７の第１の視覚的に区別できる相が選択され（いずれも選択可）、色
の溶脱を妨げる疎水色素を使用して着色される。例３～７及び１１～１２において２番目
の、第１の視覚的に区別できる相は選択可能で、この相が選択済みの１番目の相と視覚的
に異なるように、例えば透明なゲルを含めて、異なる色の着色、白色着色、又は非着色に
することができる。これらの相は、個別の受け口に加えられパッケージ（瓶、チューブな
ど）充填操作に重力供給される。相は外界温度に維持され、同時に、内部に単一構成要素
スタティックミキサ（コッチ（Koch）／ＳＭＸタイプ）を有する直径１．９ｃｍ（３／４
インチ）のパイプ群で、指定された容量比でポンプ注入され、単一パイプが回転台上の０
．３Ｌ（１０オンス）の瓶に注出する。前記台は、２０．９ｒａｄ／秒（２００ｒｐｍ）
の回転速度に設定されて、組成物は約２．０秒で３１５ｍＬ充填され、回転台は充填中、
充填が底から最上部へと階層化様式で進行できるように下げられている。比較的横縞の模
様が、得られる。相の温度と粘度、静的ミキサーの構成要素の種類及び構成要素の数（構
成要素なしを含む）、パイプの直径、回転速度などを調節することにより、多種多様な模
様が得られる。これらの相の一方又は両方は、ペトロラタム、鉱油、他の合成油及びホホ
バのような天然油、シアバター、トリグリセリド、ラノリン、エーテル、皮膚軟化性のシ
ョ糖エステルを含むエステル、エーテル、ワックス、シリコーン油、ポリグリセリルエス
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１３（カロリー／ｃｍ3)1/2未満のヴォーン（Vaughn）溶解パラメータを有する他の疎水
性材料のような分散相を有するエマルジョン又は分散を調合する従来技術を使用して、相
を有するエマルジョン又は分散を調合することによって有効相、又は、複合有効相であり
得る。このような疎水性材料の混合物が用いられる場合、それらは従来のエマルジョン調
合でなされるように、まず、昇温状態で疎水性材料を結合させて調合することができ、又
は、加熱もしくは加熱せずに、一括処理、準一括処理又は連続処理を通じて親水相に別々
に加えることができる。着色剤、色素、又は白色剤は、分散相又は、いずれかの親水連続
相に加えることができる。有効相の有効性及び／又は外観を最適化するために、例３～７
のいずれも、相が連続的に親水性を保ち、及び相のレオロジーが、視覚的に区別できる合
成物を安定に保つのに十分である限り、界面活性剤を希釈して例えば、１０％、６％、４
％又は１％未満にさえ界面活性剤の濃度を低くすることができる。例えば例１１又は１２
の非発泡性構造化水相で示すように、疎水性材料は、非発泡性構造化水相内に分散するこ
ともできる。有効相は、このように発泡性、又は非発泡性であることができる。相の１つ
において界面活性剤レベルが低減された場合には、例えば水溶性ポリマー、水膨潤性架橋
ポリマー、粘土、ゲル・ネットワーク、その他のような従来の増粘剤を使用してレオロジ
ーは、調整され得る。更に、低濃度の界面活性剤相から効率的な洗浄を分配するために、
界面活性剤濃度が、１つ又はより多くの相の２４％、３０％、４０％、５０％もしくは、
７５％の高濃度にさえなるよう、水分含有量を減らすことによって、界面活性剤は、相の
うちの１つに濃縮することができる。通常、電解質（例えば塩）、増粘剤及びカチオン性
ポリマーのレベルは粘度調節のために調整される。場合によっては、例えば、多相歯みが
き充填装置のような器具類によって充填されるような、チューブにパッケージされる視覚
的に区別できる濃縮物のように、視覚的に区別でき、且つ、ペースト状の相を提供するた
めに、例えばゼロずり粘度が１５，０００Ｐａ．ｓ超過、更に２５，０００Ｐａ．ｓ超過
、或いは、３５，０００Ｐａ．ｓ超過にさえなるように粘度を上昇させることが好ましい
ことがある。
【００８９】
　更に、本発明は、米国特許第６，２１３，１６６号（チビアント（Thibiant）ら、２０
０１年４月１０日発行）に開示されているような方法及び装置により調製することができ
、これらの方法及び装置は、少なくとも２つのノズルを使用して、組成物が単一容器の中
にらせん状配置により充填されることを可能にする。
【００９０】
　「発明を実施するための最良の形態」で引用した全ての文献は、関連部分において本明
細書に参考として組み込まれるが、いずれの文献の引用も、それが本発明に関して先行技
術であることを容認するものとして解釈すべきではない。この文書における用語のいずれ
かの意味又は定義が、参考として組み込まれる文献における用語のいずれかの意味又は定
義と対立する範囲内においては、本文書におけるその用語に与えられた意味又は定義を適
用するものとする。
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