
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも１種の着色物質と、平均分子量が１０００から３００００の範囲の少なくとも
１種のポリマーで、ａ）少なくとも 1つのヘテロ原子を有する炭化水素の繰り返し単位を
有するポリマー骨格を有し、ｂ）１２から１２０の炭素原子を有する、官能化されていて
もよい、少なくとも 1つの懸架された脂肪鎖および／または少なくとも１つの末端に位置
した脂肪鎖であって、前記単位に結合し、ヘテロ原子と脂肪鎖の単位の全数の４０から９
８％を占める脂肪鎖を有するポリマーによって構造化された液状の連続脂肪相とを含有し
、ロウを含有しない固形形態であり、着色物質と液状脂肪相とポリマーが生理学的に許容
される媒体を構成する組成物。
【請求項２】
形状を維持することができることを特徴とする請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
少なくとも１種の着色物質と、平均分子量が１０００から３００００の範囲の少なくとも
１種のポリマーで、ａ）少なくとも 1つのヘテロ原子を有する炭化水素の繰り返し単位を
有するポリマー骨格を有し、ｂ）１２から１２０の炭素原子を有する、官能化されていて
もよい、少なくとも 1つの懸架された脂肪鎖および／または少なくとも１つの末端に位置
した脂肪鎖であって、前記単位に結合し、ヘテロ原子と脂肪鎖の単位の全数の４０から９
８％を占める脂肪鎖を有するポリマーによって構造化された液状の連続脂肪相とを含有し
、ロウを含有せず、２０から２０００Ｇ、好ましくは２０から９００ｇの硬度の固形形態
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であり、着色物質と液状脂肪相とポリマーが生理学的に許容される媒体を構成する組成物
。
【請求項４】
脂肪鎖がヘテロ原子と脂肪鎖を有する単位の総数の５０％から９５％を占めることを特徴
とする請求項１ないし３のいずれかに記載の組成物。
【請求項５】
ヘテロ原子を有する単位がアミドであることを特徴とする請求項１ないし４のいずれかに
記載の組成物。
【請求項６】
懸架した脂肪鎖が前記へテロ原子の少なくとも１つに直接結合していることを特徴とする
請求項１ないし５のいずれかに記載の組成物。
【請求項７】
末端の脂肪鎖がエステル基によって骨格に結合していることを特徴とする請求項１ないし
６のいずれかに記載の組成物。
【請求項８】
脂肪鎖が１２から６８の炭素原子を有することを特徴とする請求項１ないし７のいずれか
に記載の組成物。
【請求項９】
ポリマーが次の化学式（Ｉ）：
【化１】
　
　
　
　
　
　
［ここで、ｎはエステルとアミドの基の数の１０％から５０％を占めるエステル基のよう
なアミド単位の数を示す整数を表し； R１ はそれぞれ独立に少なくとも４つの炭素原子を
有するアルキルまたはアルケニル基を表し； R２ はその少なくとも５０％がＣ３ ０ からＣ

４ ２ の炭化水素基である条件でそれぞれ独立にＣ４ からＣ４ ２ の炭化水素基を表し； R３
はそれぞれ独立に少なくとも２つの炭素原子、水素原子及び場合によっては１つまたは複
数の酸素または窒素原子を有する有機基、 R４ はそれぞれ独立に水素原子、Ｃ１ からＣ１

０ のアルキル基またはＲ３ との直接結合、または、Ｒ４ －Ｎ－Ｒ３ で規定される複素環構
造の一部を構成するＲ３ とＲ４ に結合した窒素原子であり、Ｒ４ の少なくと５０％が水素
原子である］
で表されるポリマーあるいはその混合物から選択されることを特徴とする請求項１ないし
８のいずれかに記載の組成物。
【請求項１０】
Ｒ１ がＣ１ ２ からＣ２ ２ の範囲のアルキル基であることを特徴とする前記請求項９に記載
の組成物。
【請求項１１】
Ｒ２ は３０から４２の炭素原子を有する基であることを特徴とする前記請求項９または１
０に記載の組成物。
【請求項１２】
さらに、少なくとも１つの室温で液状の、ＨＬＢ値が１２未満、好ましくは１と７の間、
さらに好ましくは１と５の間である両親媒性化合物を含有することを特徴とする請求項１
ないし１１のいずれかに記載の組成物。
【請求項１３】
両親媒性化合物が、極性部に結合した親油性部を有し、当該親油性部は少なくとも８個の
炭素原子、好ましくは１６から３２の炭素原子、さらに好ましくは１８から２８の炭素原
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子を有する炭素含有鎖を有することを特徴とする請求項１２に記載の組成物。
【請求項１４】
前記極性部が１から１２のヒドロキシル基を有するアルコールまたはポリオール、少なく
とも２つのオキシアルキレンと０から２０のオキシプロピレン及びまたは０から２０のオ
キシエチレン単位を有するポリオキシアルキレンから選択された残基であることを特徴と
する請求項１３に記載の組成物。
【請求項１５】
両親媒性組成物が、オクチルドデカノール、グリセロール、ソルビタンまたはメチルグル
コースのヒドロキシステアラート、オレアート、イソステアラートから選択されることを
特徴とする請求項１２ないし１４のいずれかに記載の組成物。
【請求項１６】
両親媒性化合物が組成物の全重量の０．１から３５％、好ましくは２から１５％であるこ
とを特徴とする請求項１２ないし１５のいずれかに記載の組成物。
【請求項１７】
ポリマーが組成物の全重量の０．５から８０％、好ましくは５から４０％であることを特
徴とする請求項１２ないし１６のいずれかに記載の組成物。
【請求項１８】
ポリマーの平均分子量が１０００から１００００の間、好ましくは２０００から８０００
の間であることを特徴とする請求項１ないし１７のいずれかに記載の組成物。
【請求項１９】
液状脂肪相が、ヘテロ原子を有する単位と類似の液状油を少なくとも４０％、好ましくは
５０％以上含有することを特徴とする請求項１ないし１８のいずれかに記載の組成物。
【請求項２０】
液状脂肪相が無極性油またはその混合物を少なくとも４０％、好ましくは５０％以上含有
することを特徴とする請求項１ないし１９のいずれかに記載の組成物。
【請求項２１】
脂肪相が、鉱物性または合成由来の炭化水素含有油を少なくとも１種含有することを特徴
とする請求項１ないし２０のいずれかに記載の組成物。
【請求項２２】
脂肪相が、パーリーム、イソパラフィン、スクアレン、及びそれらの混合物から選択され
る無極性油を少なくとも１種含有することを特徴とする請求項１ないし２１のいずれかに
記載の組成物。
【請求項２３】
脂肪相が組成物の全重量の５から９９％、好ましくは２０から７５％を占めることを特徴
とする請求項１ないし２２のいずれかに記載の組成物。
【請求項２４】
手入れ用組成物、トリートメント用組成物またはメークアップ用組成物であることを特徴
とする請求項１ないし２３のいずれかに記載の組成物。
【請求項２５】
さらに少なくとも１つの化粧または皮膚科的な活性物質を含有することを特徴とする請求
項１ないし２４のいずれかに記載の組成物。
【請求項２６】
水、酸化防止剤、精油、保存料、中性化剤、油溶解性ポリマー、フィラー、香料あるいは
これらの混合物から選択された少なくとも１種を添加剤として含有することを特徴とする
請求項１ないし２５のいずれかに記載の組成物。
【請求項２７】
透明な無水ゲル、特に透明な無水スティックの形態であることを特徴とする請求項１ない
し２６のいずれかに記載の組成物。
【請求項２８】
着色物質が、親油性色材、親水性色材、顔料、真珠光沢剤あるいはこれらの混合物から選
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択されることを特徴とする請求項１ないし２７のいずれかに記載の組成物。
【請求項２９】
着色物質が、組成物の全重量の０．０１から４０％の間、好ましくは５から２５％の間で
あることを特徴とする請求項１ないし２８のいずれかに記載の組成物。
【請求項３０】
皮膚、唇、および皮膚付属器の構造化された化粧用組成物で、皮膚、唇あるいは皮膚付属
器をメイクアップするのに必要な量の顔料と、平均分子量が１０００から３００００の範
囲のポリマーで、ａ）少なくとも 1つのヘテロ原子を有する炭化水素の繰り返し単位を有
するポリマー骨格を有し、ｂ）１２から１２０の炭素原子を有する、官能化されていても
よい、少なくとも 1つの懸架された脂肪鎖および／または少なくとも１つの末端に位置し
た脂肪鎖であって、前記単位に結合し、ヘテロ原子と脂肪鎖の単位の全数の４０から９８
％を占める脂肪鎖を有するポリマーによって構造化された液状の連続脂肪相とを含有する
組成物であって、固形の形態をなし、顔料と液状脂肪相とポリマーが生理学的に許容され
る媒体を構成する組成物。
【請求項３１】
形状を維持することができることを特徴とする請求項３０に記載の組成物。
【請求項３２】
皮膚、唇、および皮膚付属器の構造化された化粧用組成物で、皮膚、唇あるいは皮膚付属
器をメイクアップするのに必要な量の顔料と、平均分子量が１０００から３００００の範
囲のポリマーで、ａ）少なくとも 1つのヘテロ原子を有する炭化水素の繰り返し単位を有
するポリマー骨格を有し、ｂ）１２から１２０の炭素原子を有する、官能化されていても
よい、少なくとも 1つの懸架された脂肪鎖および／または少なくとも１つの末端に位置し
た脂肪鎖であって、前記単位に結合し、ヘテロ原子と脂肪鎖の単位の全数の４０から９８
％を占める脂肪鎖を有するポリマーによって構造化された液状の連続脂肪相とを含有する
組成物であって、２０から２０００ｇ、好ましくは２０から９００ｇ、さらに好ましくは
２０から６００ｇの硬度をの固形形態であり、顔料と液状脂肪相とポリマーが生理学的に
許容される媒体を構成する組成物。
【請求項３３】
皮膚、唇、および皮膚付属器の構造化された化粧用組成物で、皮膚、唇あるいは皮膚付属
器をメイクアップするのに必要な量の顔料と、平均分子量が１０００から３００００の範
囲のポリマーで、ａ）少なくとも 1つのヘテロ原子を有する炭化水素の繰り返し単位を有
するポリマー骨格を有し、ｂ）１２から１２０の炭素原子を有する、官能化されていても
よい、少なくとも 1つの懸架された脂肪鎖および／または少なくとも１つの末端に位置し
た脂肪鎖であって、前記単位に結合し、ヘテロ原子と脂肪鎖の単位の全数の４０から９８
％を占める脂肪鎖を有するポリマーによって構造化された液状の連続脂肪相とを含有する
組成物であって、形状を維持することができる固形形態であり、顔料と液状脂肪相とポリ
マーが生理学的に許容される媒体を構成する口紅用化粧用組成物。
【請求項３４】
ポリマーがポリアミドであることを特徴とする請求項３２または３３に記載の組成物。
【請求項３５】
末端の脂肪鎖がエステル基によって炭素含有骨格に結合されていることを特徴とする請求
項３２または３４に記載の組成物。
【請求項３６】
マスカラ、アイライナー、ファンデーション、口紅、頬紅、デオドラントまたはメイクア
ップ除去、ボディ用のメイクアップ用製品、アイシャドウ、抗小じわまたは隠し製品の形
態である請求項１から３５のいずれかに記載された組成物。
【請求項３７】
皮膚、唇あるいは皮膚付属器、特に唇をメイクアップするのに必要な量の顔料と、平均分
子量が１０００から３００００の範囲のポリマーで、ａ）少なくとも 1つのヘテロ原子を
有する炭化水素の繰り返し単位を有するポリマー骨格を有し、ｂ）１２から１２０の炭素
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原子を有する、官能化されていてもよい、少なくとも 1つの懸架された脂肪鎖および／ま
たは少なくとも１つの末端に位置した脂肪鎖であって、前記単位に結合し、ヘテロ原子と
脂肪鎖の単位の全数の４０から９８％を占める脂肪鎖を有するポリマーによって構造化さ
れた液状の連続脂肪相とを含有する組成物であって、脂肪相とポリマーが生理学的に許容
される媒体を構成する、皮膚、唇あるいは皮膚付属器、特に唇をメイクアップするための
スティック。
【請求項３８】
ケラチン物質に請求項１ないし３６ に記載された組成物を適用することを
含むヒトのケラチン物質の手入れ、メイクアップ、またはトリートメントの方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、皮膚、毛髪を含む皮膚および唇の手入れ、トリートメントまたはメイクアップ
のための組成物であって、特定のポリマーによってゲル化された液状脂肪相を含有する特
に口紅のようなスティック状の製品であって、光沢を与えにじみのない製品に関するもの
である。
【０００２】
化粧品または皮膚科学的製品においては、ゲル化および／または堅牢化（ｒｉｇｉｄｉｆ
ｉｅｅ）のために構造化された液状脂肪相を使用することが一般に行われている；例えば
、デオドラント、口紅、リップクリーム、隈とり、あるいはファンデーションの場合がそ
うである。この固形化はロウあるいはフィラーによって実現される。しかし残念ながら、
ロウやフィラーは組成物にマットな性質を与える傾向があり、特に口紅の場合にはこの傾
向は歓迎されない；女性は常に棒状の口紅で輝きのある物を強く求めている。
【０００３】
本明細書において液状油相とは、室温２５℃、大気圧７６０ｍｍＨｇにおいて液状である
油相であって、室温で液状の単一または互いに相溶性を有する複数の液状油分によって構
成される、オイルとも称する、液状の油相をいう。
【０００４】
液状油相を構造化（ｓｔｒｕｃｔｕｒａｔｉｏｎ）することによって、固形成分の浸出、
特に皮膚や唇に塗った後で油相の皺や小じわへのにじみを押さえることができ、この性質
は口紅の場合には特に必要な性質である。着色物質を含有する油相が滲み出すことは、唇
の回りの美観を損ない、皺や小じわを強調することになる。このようなにじみは、従来の
口紅の重大な欠点として女性から指摘されていた。
【０００５】
光沢は基本的に液状油相の性質に関連するものである。したがって、ロウと添加剤の量を
減らして光沢を増進させることも可能ではあるが、こうすると液状油分のにじみが増加す
る。別な言い方をすれば、好ましいにじみ耐性を付与するためにはロウとフィラーが必要
であるが、これらのために、塗ったときの光沢が損なわれることになる。
【０００６】
本出願の発明者は、ロウを含有するスティックが光沢を失うのは、当該組成物の不均質な
結晶構造に起因するものであることを発見した。この知見に基づき、ロウを含有しないス
ティックを製造することを目標とする。
【０００７】
本発明は、皮膚や唇の手入れ、メイクアップあるいはトリートメント用の組成物であって
前述のような欠点を有しないものを提供することを目的とする。発明者は、驚くべきこと
に、特定のポリマーを使用することで、ロウ無しで液状油分をスティック状に成形するこ
とができ、唇等に塗ったときに光沢を有していると同時ににじみがないことを発見した。
【０００８】
本発明は口紅のように唇をメイクアップするための製品だけでなく、頭皮を含む皮膚や唇
の手入れやトリートメントのための製品、例えば顔の皮膚を太陽から保護するためのステ
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ィック状の製品、顔だけでなく体を含めた皮膚のメイクアップ用の製品、スティック状あ
るいはコンパクト状のファンデーション、皺とり用製品、刺青模様用の製品、スティック
状デオドラント製品のような衛生関連製品、クレヨン状アイライナーやマスカラのような
目のメイクアップ製品に適用することができる。
【０００９】
より詳細には、本発明の対象は、少なくとも１種の着色物質と、平均分子量が１０００か
ら３００００、好ましくは１０００から１００００の範囲の少なくとも１種のポリマーで
、ａ）　少なくとも１つのヘテロ原子を有する炭化水素の繰り返し単位を有するポリマー
骨格を有し、ｂ）１２から１２０の炭素原子を有する、官能化されていてもよい、少なく
とも１つの懸架された脂肪鎖および／または少なくとも１つの端部に位置した脂肪鎖であ
って、前記単位に結合し、ヘテロ原子と脂肪鎖の単位の全数の４０から９８％を占める脂
肪鎖を有するポリマーによって構造化された液状の油相とを含有する組成物であって、ロ
ウを含有せず、着色物質と液状脂肪相とポリマーが生理学的に許容される媒体を構成する
組成物にある。
【００１０】
「少なくとも１つの脂肪鎖」とは、単一または複数の脂肪鎖を意味する。
【００１１】
本発明において、ロウとは、親油性の油脂化合物で、室温２５℃で固形であり、固体と液
体の間で状態が相互に変化しうる、融点が４０℃以上で２００℃までの範囲で、不均一な
結晶構造を有する固形の化合物をいう。結晶の大きさは、屈折を生じさせおよび／または
光の分散を生じる程度で、組成物を濁った、ある程度不透明なものにする。ロウを融点以
上に保持すると油と混和することができ顕微鏡視で均質な混合物を形成することができる
が、室温まで温度を下げると油との混合物中のロウが再結晶する。混合物の光沢を損なう
のはこの再結晶が原因である。
【００１２】
本発明においてロウとは、化粧品や皮膚科学の分野において一般に使用されているロウを
意味する。これらには、ミツロウ、カルナウバロウ、キャンデリラロウ、オーリクーリー
（ｏｕｒｉｃｏｕｒｙ）ロウ、モクロウ、コルクあるいはサトウキビ繊維、パラフィンロ
ウ、褐炭、マイクロクリスタリンロウ、ラノリン、モンタン（Ｍｏｎｔａｎ）、オゾケラ
イト、水素化ホホバ油から得られるロウのような水素化油のような天然ロウ、合成由来の
もの、例えばエチレンの重合により得たポリエチレンロウ、フィッシャー－トロプッシュ
合成法によって得られるロウ、脂肪酸エステルおよび４０℃で固形のグリセリド、４０℃
で固形のポリ（ジ）メチルシロキサンのエステルおよび／またはアルキル、アルコキシの
ようなシリコーンロウが含まれる。
【００１３】
本発明にかかる組成物は、好ましくは形状を維持することができ、スティック状またはコ
ンパクトに収容できる状態である。当該組成物は特に透明な、無水の、固体ゲルであり、
液状油相が連続的な相を形成する透明な無水スティックの状態である。
【００１４】
使用されるヘテロ原子を有するポリマーの特性によって調整することができる液状脂肪相
（または油）の構造あるいはゲル化状態は、棒状またはスティック状の固体を得ることが
できる程度のものである。棒状製品は色材を含み、塗布の後、光沢の有る、均質な色合い
の特に唇の周りや目の周りの皺や小じわににじみ出ないものである。本発明にかかるポリ
マーは、非常に多くの種類の油類に溶解し得る。
【００１５】
本発明は、また、皮膚、唇、および皮膚付属器のメークアップ用の構造化された化粧用組
成物で、皮膚、唇あるいは皮膚付属器をメイクアップするのに必要な量の少なくとも１種
の顔料と、平均分子量が１０００から３００００の範囲の少なくとも１種のポリマーで、
ａ）　少なくとも１つのヘテロ原子を有する炭化水素の繰り返し単位を有するポリマー骨
格を有し、　ｂ）１２から１２０の炭素原子を有する、官能化されていてもよい、少なく
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とも１つの懸架された脂肪鎖および／または少なくとも１つの端部に位置した脂肪鎖であ
って、前記単位に結合し、ヘテロ原子と脂肪鎖の単位の全数の４０から９８％を占める脂
肪鎖を有するポリマーによって構造化された液状の油相とを含有し、特に２０から２００
０ｇ、好ましくは２０から９００ｇ、さらに好ましくは２０から６００ｇの硬度を示す、
特に形状を維持しうる固形形態をなし、顔料と液状脂肪相とポリマーが生理学的に許容さ
れる媒体を構成する組成物を対象とする。
【００１６】
特に当該組成物は口紅用の組成物である。
【００１７】
「顔料」とは、色を与えるかおよび／または色を変更するか、および／または地色に光沢
を与えるための、媒体に溶解しない固形の粉体を意味する。
【００１８】
好ましくは、本発明のポリマーは平均分子量が、１０００から１００００の間、さらに好
ましくは２０００から８０００の間である。
【００１９】
本発明において組成物を構造化するポリマーは、室温２５℃、大気圧７６０ｍｍＨｇでは
変形しない固体である。当該ポリマーは、組成物を不透明化することなく構造化すること
ができる。
【００２０】
「官能化された鎖」は、例えば、ヒドロキシル、エーテル、オキシアルキレンまたはポリ
オキシアルキレン基、カルボキシル酸、アミン、ハロゲン、フッ化またはパーフルオロ基
、エステル、シロキサン、ポリシロキサンから選択される１つまたは複数の官能基または
反応基を有するアルキル鎖を意味する。１つまたは複数の脂肪鎖の水素原子は少なくとも
一部がフッ素によって置換されていてもよい。
【００２１】
「ポリマー」という場合は、少なくとも２つの繰り返し単位を有する化合物を表す。
【００２２】
炭化水素の要素を構成する「繰り返し単位」という場合は、２から８０、好ましくは２か
ら６０の炭素原子を有する、水素原子を有し、場合によっては酸素原子を有し、直鎖、分
岐状または環状の、飽和または不飽和の単位または鎖を意味する。この単位または鎖は、
それぞれ１つまたは複数のヘテロ原子を懸架ではなくポリマー骨格中に有する。
【００２３】
本発明の組成物に含まれるポリマーは、好ましくは、ヘテロ原子を有する要素（ｃｈａｉ
ｎｏｎｓ）と脂肪鎖の全数に対して４０から９８％、好ましくは５０から９５％の脂肪鎖
を有する。ヘテロ原子の要素の特性と比率は、液状脂肪の機能と特性に依存し、特に脂肪
相の特性と同様である。ヘテロ原子鎖が極性を有しポリマーの中での比率が大きいほど、
つまり多くのヘテロ原子が存在するほど、ポリマーは極性を有する油と親和的である。反
対に、ヘテロ原子の要素が少ないか、極性を有していなければ、ポリマーは極性を有する
油と親和的でなくなる。
【００２４】
ヘテロ原子を有する要素または単位は、それぞれ窒素原子、硫黄、リン、あるいはそれら
の１つまたは複数の酸素原子との結合物から選択された１つまたは複数のヘテロ原子を有
する。この単位は、さらにカルボニル基のような極性基を含むことができる。
【００２５】
ヘテロ原子を有する要素または単位は、特に炭化水素とシリコーンの環を有してオルガノ
ポリシロキサン骨格を形成するか、アミド環を有してポリアミド型の骨格を有するか、「
イソシアネート」環、好ましくはカルバメートおよび／またはポリウレタン環を有して尿
素、ポリ尿素またはポリ尿素－ポリウレタン骨格を形成するものである。好ましくは、懸
架する鎖は少なくとも１つのポリマー骨格のヘテロ原子に結合している。
【００２６】
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炭化水素単位のうちで、ポリマー成分はオキシアルキレン単位を有することができる。
【００２７】
構造化ポリマーとしては、好ましくは、１２から１２０の炭素原子、好ましくは１２から
６８の炭素原子を有する脂肪鎖を中間に懸架し、あるいは端部に有することで分枝化され
たポリアミドを挙げることができる。ここで、端部の脂肪鎖はエステル官能基によってポ
リアミド骨格に結合している。
【００２８】
このポリマーは好ましくは、少なくとも３２の炭素原子（好ましくは３２から４４の炭素
原子）を有するジカルボン酸と、少なくとも２つの炭素原子（好ましくは２から３６の炭
素原子）を有するジアミンの重縮合によって得られるものである。二酸は好ましくは、オ
レイン酸、リノール酸、リノレン酸のような少なくとも１６の炭素原子を有する二量体脂
肪酸である。ジアミンは、好ましくはエチレンジアミン、ヘキシレンジアミン、ヘキサメ
チレンジアミン、フェニレンジアミン、エチレントリアミン、さらに好ましくはエチレン
ジアミンである。末端に２つのカルボン酸基を有するポリマーとしては、カルボキシル酸
を少なくとも４つの炭素原子、好ましくは１０から３６の炭素原子、さらに好ましくは１
２から２４の、最も好ましくは１６から２４の、例えば１８個の炭素原子を有するものモ
ノアルコールでエステル化するのが好ましい。
【００２９】
このポリマーは例えばユニオンキャンプ社の米国特許第５７８３６５７号に開示されてい
るようなものである。このポリマーは何れも以下の化学式（Ｉ）を満足する。
【化２】
　
　
　
　
　
　
ここにおいて、ｎはエステルとアミドの基の全数の１０％から５０％を占めるエステル基
のようなアミド単位の数を示す整数である；Ｒ１ はそれぞれ独立に少なくとも４つの炭素
原子、好ましくは４から２４の炭素原子を有するアルキルまたはアルケニル基；Ｒ２ はそ
の少なくとも５０％がＣ３ ０ からＣ４ ２ の炭化水素基である、それぞれ独立なＣ４ からＣ

４ ２ の炭化水素基；Ｒ３ はそれぞれ独立な、少なくとも２つの炭素原子、水素原子及び場
合によっては１つまたは複数の酸素または窒素原子を有する有機基、Ｒ４ はそれぞれ独立
な水素原子、Ｃ１ からＣ１ ０ のアルキル基またはＲ３ との直接結合、または、Ｒ４ －Ｎ－
Ｒ３ で規定される複素環構造の一部を構成するＲ３ とＲ４ に結合した窒素原子であり、Ｒ
４ の少なくと５０％が水素原子である。
【００３０】
化学式（Ｉ）については、本発明における官能化されることのある末端脂肪鎖は、ポリア
ミド骨格の窒素である最後のヘテロ原子に結合した末端鎖である。
【００３１】
特に、本発明において端部脂肪鎖の一部を構成する化学式（Ｉ）のエステル基は、エステ
ルとアミド基の数の１５％から４０％、好ましくは２０から３５％を構成する。さらに、
ｎは好ましくは１ないし５の整数である。好ましくは、Ｒ１ はＣ１ ２ からＣ２ ２ 、好まし
くはＣ１ ６ からＣ２ ２ のアルキル基である。好ましくは、Ｒ２ は、Ｃ１ ０ からＣ４ ２ の炭
化水素（アルキレン）基である。好ましくは、Ｒ２ のうちの少なくとも５０％、さらに好
ましくは少なくとも７５％が３０から４２の炭素原子を有する基である。また、Ｒ２ は、
Ｃ４ からＣ１ ９ さらに好ましくはＣ４ からＣ１ ２ の水素を含む基である。好ましくは、Ｒ
３ は、Ｃ２ からＣ３ ６ の炭化水素を含む基またはポリオキシアルキレンを含む基であり、
Ｒ４ は水素原子を表す。好ましくは、Ｒ３ はＣ２ からＣ１ ２ の炭化水素を含む基である。
【００３２】
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炭化水素基は直鎖、環状または分岐を有する基で、飽和または不飽和である。また、アル
キルまたはアルキレン基は直鎖または分岐を有する、飽和または不飽和の基である。
【００３３】
液状脂肪相の構造化は、化学式（Ｉ）で示される１種または複数種類のポリマーによって
行われる。一般に、化学式（Ｉ）で示したポリマーは、混合ポリマーであり、この混合物
はそれ以外に合成に係る生成物、化学式（Ｉ）においてｎが０の、つまりジエステルを含
む。
【００３４】
本発明において構造化のために使用することができるポリマーの例として、ブッシュボー
クアレン社がユニクリア８０およびユニクリア１００の名称で販売する製品を使用するこ
とができる。これらの製品は、鉱物性油の中に８０％ゲル（活性物質）、および１００％
ゲル（活性物質）化した状態で販売されている。これらの軟化点は８８℃から９４℃であ
る。これらの製品はエチレンジアミンに凝縮されたＣ３ ６ の二酸のコポリマーの混合物で
あって平均分子量は６０００程度である。末端のエステル基はセチルアルコール、ステア
リンアルコール（セチルステアリンアルコールとも称する）またはこれらの混合物で末端
の酸をエステル化した産物である。
【００３５】
本発明の構造化を行うポリマーは、好ましくは、７０℃以上で１９０℃までの軟化点を有
する。好ましくは、軟化点は８０度から１３０℃の範囲、さらに好ましくは８０℃から１
０５℃の範囲である。この軟化点温度は従来知られている構造化ポリマーの軟化点に比較
すれば低く、本発明のポリマーは使いやすく、液状油相の劣化が抑えられる。
【００３６】
本発明のポリマーは脂肪鎖を有するために、油に良く溶解し（水には溶解しない）、脂肪
鎖を有しない従来のポリマーとは異なり、ポリマーの比率が２５％以上であっても顕微鏡
視的に均質な組成物を構成する。
【００３７】
好ましくは、ポリマーは少なくとも１つの室温で液状の親水性／親油性バランス（ＨＬＢ
）が１２以下、好ましくは１から７、さらに好ましくは１から５、最も好ましくは３から
５の両親媒性（ａｍｐｈｉｐｈｉｌｅ）化合物と結合している。本発明においては単一ま
たは複数の両親媒性化合物を使用することができる。この両親媒性化合物は、ヘテロ原子
を有するポリマーの構造化を補強し、ポリマーを扱いやすくし、スティック状の成形を容
易にする効果がある。
【００３８】
本発明においては組成物は２０から２０００ｇの硬度、このましくは２０から９００ｇの
硬度、さらに好ましくは２０から６００ｇの硬度、最も好ましくは１５０から４５０ｇの
硬度を有する。硬度を測定するにはゾンデを押し込むことが行われるが、具体的にはＴＡ
－ＸＴ２やＲｈｅｏのような直径８ｍｍ、高さ２５ｍｍのエボナイト製の円柱を具備した
計測器を使用して行われる。円筒を組成物からなる供試体に最初に２ｍｍ／秒、つづいて
０．５ｍｍ／秒、再度２ｍｍ／秒の所定の速度で押し込み、押し込み量の合計は１ｍｍで
ある。この際の最大力が硬度単位として用いられる。測定誤差はプラスマイナス５０ｇで
ある。
【００３９】
硬度は、バターをカットするための繊維を使用して測定することもできる。この場合は、
１００ｍｍ／分の速度で動くインデルコ－シャティヨン社製のダイナモ計ＤＦＧＨＳ２を
使用して、２０℃で、８．１ｍｍの口紅を切断する。結果は、この条件で口紅を切断する
ために要した、グラム単位で表現された切断力の大きさで表現される。この方法によった
場合、本発明による口紅の硬度は３０から１５０ｇ、好ましくは３０から１２０ｇ、さら
に好ましくは３０から５０ｇである。
【００４０】
本発明にかかる組成物の硬度は、組成物が形状を維持することができ、皮膚や唇に容易に

10

20

30

40

50

(9) JP 3609010 B2 2005.1.12



塗ることができるような値である。また、これらの硬度を有する本発明の組成物は外力に
対して十分な強度を有する。
【００４１】
本発明による、スティック状の組成物は容易に変形可能な弾性的固体であって、塗布する
際の柔らかな感触が顕著である。従来技術のスティックはこのような弾性感や柔らかさを
有していなかった。
【００４２】
本発明の組成物において使用することができる両親媒性組成物は、極性部に結合した親油
性部を有し、当該親油性部は少なくとも８つの炭素原子、好ましくは１８から３２の炭素
原子、さらに好ましくは１８から２８の炭素原子を有する炭素含有鎖からなる。好ましく
は、この両親媒性化合物の極性部は、１から１２のヒドロキシル基を有するポリオールか
アルコール、少なくとも２つのオキシアルキレン単位、０から２０のオキシプロピレン単
位および／または０から２０のオキシエチレン単位を有するポリオキシアルキレンである
。特に、この両親媒性化合物は、グリセロール、ソルビタンまたはメチルグルコースのヒ
ドロキシステアレート、オレアート、イソステアレート、あるいは、オクチルドデカノー
ルのようなＣ１ ２ からＣ２ ６ の分岐化脂肪酸アルコール、あるいはこれらの混合物である
。これらのエステルのうちで、モノエステルまたはモノエステルとジエステルの混合物が
好ましい。
【００４３】
両親媒性化合物とヘテロ原子を有するポリマーの量は、ゲルの必要な硬度及び予定される
適用方法に基づいて決定される。ポリマーと両親媒性化合物の量はそれぞれ好ましいステ
ィックが得られるように決定する必要がある。具体的には、ポリマーの量（活性物質）は
組成物全体に対して０．５から８０％、好ましくは５から４０％である。両親媒性化合物
の量は組成物全体に対して０．１から３５％、好ましくは２から１５％である。
【００４４】
好ましくは、組成物の液状油相はヘテロ原子を有する環と同様の反応基を有する液状油を
少なくとも４０％以上、好ましくは５０％以上有する。特に、ポリアミド型の骨格によっ
て構造化された液状油脂層が大部分の量を占め、液状油相、炭化水素を有することのある
極性を有する液状油またはその混合物の５０％以上の重量を占める。
【００４５】
炭化水素を含む無極性のポリマーで構造化された液状脂肪相は、液状脂肪相全体の重量に
対して少なくとも４０重量％、好ましくは５０重量％以上の、液状無極性油またはその混
合物を有する。
【００４６】
本発明で使用することができる極性油として以下のものを挙げることができる：
－脂肪酸エステルとグリセロールから構成されるトリグリセリドの多い炭化水素を有する
植物性油であって、脂肪酸が長さの異なる、直鎖または分岐を有する鎖を有し、飽和また
は不飽和である油；前記油は、例えば小麦胚芽、トウモロコシ、ヒマワリ、シアバター、
ヒマシ、アーモンド、マカダミア、アプリコット、大豆、ナタネ、綿、ウマゴヤシ、ケシ
、ポチマロン、ゴマ、カボチャ、アボカド、ヘーゼルナッツ、グレープやカシスの種、マ
ツヨイグサ、イネ科の穀類、大麦、キノア、オリーブ、ライ麦、ベニバナ、バンコールア
ブラギリ、パッションフルーツ、バラ科の植物のオイル；ステアリヌリデュボア社から販
売されているあるいはダイナミットノーベル社からミグリオル８１０、８１２または８１
８の名称で販売されているカプリル／カプリン酸のトリグリセリド；
－Ｒ５ ＣＯＯＲ６ の化学式で表される油またはエステル、ここでＲ５ は１から４０、好ま
しくは７から１９の炭素原子を有する直鎖または分岐を有する高級脂肪酸残基、Ｒ６ は１
から４０好ましくは３～２０の炭素原子を有する分岐化炭化水素鎖を表し、例えばピュー
セリンオイル（ケトステアリルのオクタノート）、イソノニルイソノナノアート、Ｃ１ ２

からＣ１ ５ のアルコールのベンゾエート、イソプロピルのミリステート、エチル－２－ヘ
キシルのパーミエート、単一または複数のアルコールのオクタノアート、デカノアートま
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たはリシノレアート；イソステアリルのラクタート、ジ－イソステアリルのマラートのよ
うなヒドロキシエステル；ペンタエリスリトルのエステル；
－１０から４０の炭素原子を有する合成エステル；
－オレイン酸アルコールのようなＣ８ からＣ２ ６ の脂肪アルコール；
－上記のものの混合物。
【００４７】
本発明に使用することができる無極性の油は、揮発性または不揮発性の、直鎖または環状
の、室温で液状の、ポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）のようなシリコーン油等である
；ポリジメチルシロキサンはシリコーン鎖の端部または中間部に、２から２４の炭素原子
を有するアルキル、アルコキシまたはフェニル基を有する；フェニル基を有するシリコー
ンとしてはフェニルトリメチコン、フェニルジメチコン、フェニルトリメチルシロキシジ
フェニルシロキサン、フェニルジメチコン、ジフェニルメチルジフェニルトリシロキサン
、２－フェニルエチルトリメチルシロキシシリケート；合成または鉱物性の、揮発性また
は不揮発性の、直鎖または分岐を有するハイドロカーボンまたはフルオロカーボンであっ
て、例えば、イソパラフィンやイソドデカンのような揮発性または不揮発性のワセリンお
よびその誘導体、ワセリン、ポリデセン、パーリーム、スクアレン及びその混合物のよう
なポリイソブテン水素である。好ましくは、構造化された油、より具体的にはポリアミド
で構造化した油、特に具体的には化学式（Ｉ）で表される構造化された化学式（Ｉ）であ
らわされる油、ポリウレタン、ポリ尿素、ポリ尿素―ポリウレタンは鉱物性あるいは合成
にかかる無極性の炭化水素を含む油であり、炭化水素としてはパーリーム油のようなアル
ケン、イソドデカンのイソパラフィン、スクアレン及びこれらの混合物である。
【００４８】
液状油脂相は、組成物全体の重量の５から９９％好ましくは２０から７５％を占める。
【００４９】
本発明にかかる組成物はさらに、当該分野で通常使用される全ての添加物質を含有するこ
とができ、これらは例えば、場合によって親水性の乳化剤またはゲル化剤によって不透明
化またはゲル化された水、抗酸化剤、精油、保存剤、香料、中性化剤、脂溶性ポリマー、
保水剤、水分補給剤、ビタミン、エッセンシャル脂肪酸、酸フィルター等の化粧または皮
膚科的活性物質及びこれらの混合物である。これらの添加物質は組成物の総重量に対して
０から２０重量％、好ましくは０から１０重量％である。好ましくは、組成物は少なくと
も化粧または皮膚科的活性物質を含有する。
【００５０】
当業者であれば当然に本発明にかかる組成物の好ましい特性を阻害しないように添加物質
の種類及び量を適宜選択することは可能である。
【００５１】
本発明にかかる組成物は、スティック状の皮膚科学的色剤、皮膚、唇及び皮膚付属器のよ
うなケラチン物質の手入れ剤、太陽光線防護剤、防臭剤やメイクアップ除去のような体の
衛生関連製品の形態で提供することができる。当該組成物は皮膚や皮膚付属機や唇の手入
れ製品（リップクリーム、寒さ、太陽光線、風から唇を保護するための製品、皮膚、爪及
び毛髪の手入れ用クリーム）の形態をとることができる。
【００５２】
本発明にかかる組成物は又、皮膚のメイクアップ用の有色製品、特に手入れあるいはトリ
ートメント効果を有することのあるファンデーション、頬紅及びアイシャドウ、抗小じわ
製品、アイライナー、体のメイクアップ用製品；手入れやトリートメント効果を有するこ
とのある口紅のような唇のメイクアップ用製品；マスカラのようなまつげ関連製品、眉毛
及び髪の毛のためのクレヨンの形態をとることも可能である。特に、本発明の組成物は化
粧および／または皮膚科的に活性な物質を含有することができる。
【００５３】
本発明にかかる組成物は化粧品として又皮膚科的観点から許容されるよう、ヒトの皮膚、
皮膚付属器、及び唇に適用することを前提に生理学的に許容可能で毒性の無いことは当然
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である。化粧品として許容しうるとは、匂い及びテクスチャーに関して快適であることを
意味する。
【００５４】
本発明の組成物は、化粧品または皮膚科製品に通常使用されている親油性色材、親水性色
材、染料、真珠光沢剤およびこれらの混合物を含むことができる。これらの色材は一般に
組成物全体の０．０１から４０重量％、好ましくは１から３５重量％、さらに好ましくは
５から２５重量％である。
【００５５】
好ましくは、色材はメイクアップ効果、つまり皮膚、唇及び皮膚付属器を覆い隠すために
、基本的に顔料及びまたは真珠光沢剤を有する。顔料は溶解性の色材と異なり、組成物の
くっつき感を低減する。
【００５６】
非溶解性の色材としては、スーダン赤、ＤＣ赤１７号、ＤＣ緑６号、βカロチン、大豆オ
イル、スーダンブラウン、ＤＣ黄１１号、ＤＣ紫２号、ＤＣオレンジ５号、キノレイン黄
を挙げることができる。これらは、入っている場合は、組成物の０から２０重量％、好ま
しくは０．１から６重量％を占める。
【００５７】
染料は無色または有色で、無機及びまたは有機材料、被覆を有するまたは有しないもので
ある。無機顔料としては、表面処理を行う場合もある二酸化チタニウム、ジルコニウムま
たはセリウムの酸化物、鉄またはクロムの酸化物、マンガン紫、ラピスラズリの青、クロ
ムの水素化合物及びフェリックブルーを挙げることができる。有機系顔料としては、カー
ボンブラック、ＤおよびＣ型顔料、コチニール、バリウム、ストロンチウム、カルシウム
、アルミニウムのカーマインレーキを挙げることができる。顔料は組成物の総重量の０か
ら４０％、好ましくは１から３５％、さらに好ましくは２から２５％である。
【００５８】
真珠光沢剤顔料（または真珠光沢剤）は、チタン被覆マイカ、オキシクロロビスマスの無
色真珠光沢剤、酸化鉄を含むチタンマイカ、フェリックブルーやクロムの酸化物を含むチ
タンマイカ、前述の有機顔料またはオキシクロロビスマスを有するチタンマイカ等の有色
真珠光沢剤を挙げることができる。これらが含まれる場合は、これらは組成物の総重量の
０から２０重量％、好ましくは０．１から１５重量％である。
【００５９】
本発明にかかる組成物は化粧品及び皮膚科の分野で通常使用されている方法で製造するこ
とができる。ポリマーを少なくとも軟化点以上の温度に昇温し、両親媒性化合物、色材、
及びフィラーを添加して透明な溶液が得られるまでこれらを攪拌する方法によって得るこ
とができる。こうして得られた均質な混合物を口紅の型のような適当な型に流し込むか箱
またはコンパクト状の保存容器に直接流し込む。
【００６０】
本発明のまた別の対象は、ヒトの皮膚、唇あるいは皮膚付属器の手入れ、メイクアップま
たはトリートメント方法であって、上記に示した化粧製品である組成物をケラチン質に適
用することを含む方法である。
【００６１】
本発明の対象は又、平均分子量が１０００から３００００好ましくは１０００から１００
００の、ａ）少なくとも１つのヘテロ原子を有する炭化水素の繰り返し単位を有するポリ
マー骨格を有し、ｂ）１２から１２０の炭素原子を有する、官能化されていてもよい、少
なくとも１つの懸架された脂肪鎖および／または少なくとも１つの末端に位置した脂肪鎖
であって、前記単位に結合し、ヘテロ原子と脂肪鎖の単位の全数の４０から９８％を占め
る脂肪鎖を有するポリマーによって構造化された液状の連続脂肪相とを含有し、ロウを含
有しない固形形態であり、着色物質と液状脂肪相とポリマーが生理学的に許容される媒体
を構成する化粧料の製造方法において、形状を維持しえる組成物となるように構造化し、
特に硬度を２０から２０００Ｇ、好ましくは２０から９００ｇ、さらに好ましくは２０か
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ら６００ｇとなる組成物の使用方法である。
【００６２】
本発明の対象はさらに、平均分子量が１０００から３００００の範囲の少なくとも１種の
ポリマーで、ａ）少なくとも１つのヘテロ原子を有する炭化水素の繰り返し単位を有する
ポリマー骨格を有し、ｂ）１２から１２０の炭素原子を有する、官能化されていてもよい
、少なくとも１つの懸架された脂肪鎖および／または少なくとも１つの末端に位置した脂
肪鎖であって、前記単位に結合し、ヘテロ原子と脂肪鎖の単位の全数の４０から９８％を
占める脂肪鎖を有するポリマーによって構造化された液状の連続脂肪相とを含有し、ロウ
を含有しない固形形態であり、着色物質と液状脂肪相とポリマーが生理学的に許容される
媒体を構成する化粧料の製造方法において、形状を維持しえる組成物となるように構造化
し、特に硬度を２０から２０００Ｇ、好ましくは２０から９００ｇ、さらに好ましくは２
０から６００ｇとなる油相の使用方法である。
【００６３】
本発明は、また、平均分子量が１０００から３００００の範囲のポリマーで、ａ）少なく
とも１つのヘテロ原子を有する炭化水素の繰り返し単位を有するポリマー骨格を有し、ｂ
）１２から１２０の炭素原子を有する、官能化されていてもよい、少なくとも１つの懸架
された脂肪鎖および／または少なくとも１つの末端に位置した脂肪鎖であって、前記単位
に結合し、ヘテロ原子と脂肪鎖の単位の全数の４０から９８％を占める脂肪鎖を有するポ
リマーによって構造化された液状の連続脂肪相とを含有し、ロウを含有しない固形形態で
あり、着色物質と液状脂肪相とポリマーが生理学的に許容される媒体を構成する化粧料の
製造において、形状を維持しえる組成物となるように構造化し、特に硬度を２０から２０
００Ｇ、好ましくは２０から９００ｇ、さらに好ましくは２０から６００ｇとなるポリマ
ーの使用方法である。
【００６４】
本発明は、また、脂肪相の使用方法であって、平均分子量が１０００から３００００の範
囲のポリマーによって構造化された液状の油相とを含有し、ポリマーが、ａ）少なくとも
１つのヘテロ原子を有する炭化水素の繰り返し単位を有するポリマー骨格を有し、ｂ）１
２から１２０の炭素原子を有する、官能化されていてもよい、少なくとも１つの懸架され
た脂肪鎖および／または少なくとも１つの末端に位置した脂肪鎖であって、前記単位に結
合し、ヘテロ原子と脂肪鎖の単位の全数の４０から９８％を占める脂肪鎖を有するポリマ
ーによって構造化された液状の連続脂肪相とを含有し、ロウを含有しない固形形態であり
、着色物質と液状脂肪相とポリマーが生理学的に許容される媒体を構成する化粧料の製造
における脂肪相の使用方法である。
【００６５】
本発明は、また、皮膚、唇、および皮膚付属器の構造化された化粧用組成物による化粧方
法で、皮膚、唇あるいは皮膚付属器をメイクアップするのに必要な量の色材と、平均分子
量が１０００から３００００の範囲のポリマーによって構造化された液状の油相とを含有
し、ａ）少なくとも１つのヘテロ原子を有する炭化水素の繰り返し単位を有するポリマー
骨格を有し、ｂ）１２から１２０の炭素原子を有する、官能化されていてもよい、少なく
とも１つの懸架された脂肪鎖および／または少なくとも１つの末端に位置した脂肪鎖であ
って、前記単位に結合し、ヘテロ原子と脂肪鎖の単位の全数の４０から９８％を占める脂
肪鎖を有するポリマーによって構造化されたにじみを生じない化粧用組成物の使用に関す
る。
【００６６】
本発明は、また、皮膚、唇、および皮膚付属器の構造化された化粧用組成物で、特に口紅
で、皮膚、唇あるいは皮膚付属器をメイクアップするのに必要な量の色材と、平均分子量
が１０００から３００００の範囲のポリマーによって構造化された液状の油相とを含有し
、ａ）少なくとも１つのヘテロ原子を有する炭化水素の繰り返し単位を有するポリマー骨
格を有し、ｂ）１２から１２０の炭素原子を有する、官能化されていてもよい、少なくと
も１つの懸架された脂肪鎖および／または少なくとも１つの末端に位置した脂肪鎖であっ
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て、前記単位に結合し、ヘテロ原子と脂肪鎖の単位の全数の４０から９８％を占める脂肪
鎖を有するポリマーによって構造化されたにじみを生じない化粧用組成物に関する。
以下に本発明を具体的に説明する。以下の記述においてはパーセントは全て重量パーセン
トである。
【００６７】
実施例１：口紅
－ユニクリア８０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５．０％
－パーリーム（ｐａｒｌｅａｍ）オイル　　　　　　　　　　　　　　５６．０％
－ポリグリセリル－２ポリヒドロキシステアレート　　　　　　１０．０％
－顔料（褐色酸化鉄＋酸化チタニウム）　　　　　　　　　　　　９．０％
準備：１００℃において、ポリグリセリル－２ポリヒドロキシステアレートを使用してユ
ニクリア８０をパーリームオイルに溶解させ、次に顔料を添加する。これらを分散機（レ
イネリー）を使用して攪拌し、口紅の型に流し込んだ。
このようにして、２０℃においてＴＡ－ＸＴ２分析器によって測定した硬度が４２５ｇで
ある口紅が得られた。このようにして得られた口紅は光沢を有しにじみが無い。この特徴
は従来品であるランコムのルージュアブソリュを比較対照として専門家のパネルに比較し
てもらった結果によっても確認された。本発明の口紅は従来技術のものに比較して全ての
被験者に関して光沢に優れ適用から２時間後の時点でにじみが少ないものであった。
【００６８】
実施例２：無水頬紅
－ユニクリア８０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５．０％
－パーリーム（ｐａｒｌｅａｍ）油　　　　　　　　　　　　　　　　３５．１％
－オレイン酸グリセリル　　　　　　　　　　　　　　　　　　３１．２５％
－顔料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００％の残部
スティック上の頬紅を実施例１と同様の方法で準備した。当該頬紅は光沢を有し、にじみ
を生じない。
【００６９】
実施例３：口紅
この実施例においてはユニクリア８０の代わりにユニクレア１００を使用した点のみが実
施例１と異なっている。
【００７０】
比較物
実施例１においてユニクリア８０を、少なくとも４つの炭素原子を有しエステル基によっ
てポリアミド骨格に結合したアルキルまたはアルケニル鎖の端部に反応基を有しないヘン
ケル社のポリアミドヴェルサミド（Ｖｅｒｓａｍｉｄ）、次にヘンケル社のマクロメルト
６２１２（Ｍａｃｒｏｍｅｌｔ　６２１２）にかえて同様の製品を製造した。これらの製
品は２相からなる完全に不均質なものである。これらはスティックとしての硬度を全く有
していない。
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