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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）シリカの内側コアと、金属酸化物の中間層と、シリカの外側層を含むシリカビー
ズ、及び（ｂ）少なくとも１種の干渉性顔料を、化粧品または医薬品に許容されるビヒク
ル中に含む、皮膚に対する局所適用のための組成物。
【請求項２】
　（ｃ）少なくとも１種の非干渉性顔料をさらに含む請求項１記載の組成物。
【請求項３】
　シリカビーズは０．５～２０ミクロンの平均直径を有する、請求項１又は２記載の組成
物。
【請求項４】
　干渉性顔料はマイカである、請求項１又は２記載の組成物。
【請求項５】
　シリカビーズは１～１０ミクロンの平均直径を有する、請求項１又は２記載の組成物。
【請求項６】
　シリカビーズは４～８ミクロンの平均直径を有する、請求項１又は２記載の組成物。
【請求項７】
　マイカは二酸化チタンによりコーティングされている、請求項４記載の組成物。
【請求項８】
　非干渉性顔料は少なくとも１種の無機顔料を含む、請求項２記載の組成物。



(2) JP 4213347 B2 2009.1.21

10

20

30

40

50

【請求項９】
　無機顔料は酸化鉄、フェロシアン化アンモニウム第二鉄、マンガンバイオレット、ウル
トラマリーンブルー、酸化クロム、タルク、レシチン変性タルク、ゼオライト、カオリン
、レシチン変性カオリン、二酸化チタン、酸化亜鉛、金属酸化物によりコーティングされ
たシリカビーズおよびそれらの混合物からなる群より選ばれる、請求項８記載の組成物。
【請求項１０】
　非干渉性顔料は金属酸化物を含む、請求項８記載の組成物。
【請求項１１】
　非干渉性顔料は少なくとも１種の有機顔料を含む、請求項２記載の組成物。
【請求項１２】
　有機顔料は、フタロシアニンブルーおよびグリーン顔料、ジアリーリドイエローおよび
オレンジ顔料、アゾタイプのレッドおよびイエロー顔料、レーキ、フルオレセイン染料お
よびブロモ染料からなる群より選ばれる、請求項１１記載の組成物。
【請求項１３】
　非干渉性顔料を含まない、請求項１記載の組成物。
【請求項１４】
　スキンケア製品である、請求項１３記載の組成物。
【請求項１５】
　湿分補給剤である、請求項１４記載の組成物。
【請求項１６】
　光散乱性の球形パウダーをも含む、請求項１又は２記載の組成物。
【請求項１７】
　（ａ）シリカの内側コアと、金属酸化物の中間層と、シリカの外側層を含み、１～１０
ミクロンの平均直径を有するシリカビーズ、（ｂ）マイカの干渉性顔料、および、（ｃ）
非干渉性顔料を、化粧品または医薬品に許容されるビヒクル中に含む、皮膚への局所適用
のための組成物。
【請求項１８】
　シリカビーズは６ミクロンの平均直径を有し、干渉性顔料は金属酸化物によりコーティ
ングされたマイカであり、そして非干渉性顔料は金属酸化物である、請求項１７記載の組
成物。
【請求項１９】
　全て組成物全体の重量を基準として、シリカビーズは１～９０％の量で存在し、干渉性
顔料は０．０５～９０％の量で存在し、そして非干渉性顔料は１～２０％の量で存在する
、請求項１８記載の組成物。
【請求項２０】
　シリカビーズは１～５０％の量で存在し、干渉性顔料は０．５～１５％の量で存在し、
そして非干渉性顔料は１～１２％の量で存在する、請求項１９記載の組成物。
【請求項２１】
　光散乱性の球形パウダーをも含む、請求項１７記載の組成物。
【請求項２２】
　パウダーは１％～２０％の量で存在する、請求項２１記載の組成物。
【請求項２３】
　ホットポア製品である、請求項１７記載の組成物。
【請求項２４】
　炭化水素オイルビヒクルを含む、請求項２３記載の組成物。
【請求項２５】
　炭化水素オイルはイソドデカンまたはポリイソブテンである、請求項２４記載の組成物
。
【請求項２６】
　１種以上の顔料は疎水性のコーティングがなされている、請求項２５記載の組成物。
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【請求項２７】
　油中水型エマルジョンである、請求項１７記載の組成物。
【請求項２８】
　前記油はシリコーンオイルである、請求項２７記載の組成物。
【請求項２９】
　１種以上の顔料は疎水性コーティングがなされている、請求項２７記載の組成物。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
発明の分野
本発明は化粧品組成物に関する。より詳細には、本発明は皮膚上で自然な外観を有する化
粧品組成物に関する。
【０００２】
発明の背景
魅力的な自然に見える皮膚であると通常に考えられる外観は多くのファクターにより影響
を受ける。「基準的な」美しい皮膚はその付近が透明な品質を有し、均一な下地の色が現
れているものと一般的に認識されている。我々がこの自然な外観であると考えるための基
礎となるものは皮膚の構造自体にある。人間の皮膚の外側層は角質層として知られている
半透明の層である。この角質層の透明性により、皮膚のより深い層を見ることができ、そ
こには、血管および色素があり、血管のヘモグロビンの赤っぽい色と、主たる皮膚の色素
であるメラニンの茶色／黒色とが組み合わさって、我々が皮膚の色と認識する色を生じる
。勿論、均一な色の分布を伴う透明な外観を有する理想的な皮膚であることに加えて、皮
膚は滑らかで均質であり、明らかな表面欠陥を伴わないべきである。言うまでもなく、あ
る程度の外的支援なしにこのような基準を満たそうとするができる人は殆どいない。この
為、自然にできなかったことを支援するために種々の化粧品が存在する。
【０００３】
昔は、メークアップは顔の皮膚に着けられていたが、自然であるが、完全な皮膚の実際の
外観を模倣することを意図したものは稀であった。多くの場合には、率直かつ意図的に人
工的な外観とするものであった。しかしながら、最近では、より自然なメークアップに向
かう傾向がある。特に、長年にわたって探究されている目標の１つは「メークアップ」の
外観を使用者に与えないファウンデーションの開発である。しかしながら、実際上、欠陥
および皮膚トーンの不均一性を被覆し、一方で、きれいな化粧をしていない活気に満ちた
皮膚の外観を維持するという目標を達成することは困難である。このことは、主に、チタ
ンもしくは鉄酸化物顔料のような所望の色を与えそして被覆するメークアップの成分が概
して不透明であり、そしてそれ故、求めている活き活きとした透明感をぼかすからである
。近年、透明な顔料が入手可能になったが、皮膚の表面にある欠陥を隠蔽するために必要
な被覆性はしばしば欠けている。
【０００４】
明らかに、与えられている現在存在している技術は解決することは不可能ではないにして
も困難であると思われる自然な外観のメークアップの開発において競争的目標がある。非
常に最近、化粧品産業は、皮膚に適用したときに、自然であるが欠陥のないきれいな皮膚
であるとの印象を観測者に与える製品を設計しようとして、皮膚における光の吸収、反射
および散乱の光学の詳細な研究に着手している（例えば、Nishikata ら、Cosmetics and 
Toiletries 112 : 39 ～55, 1997を参照されたい) 。例えば、皮膚を見る角度が観測者に
対する外観を変えることが認識されている。観測者は、皮膚を垂直に近い角度で観測する
ときに、皮膚の真皮中のヘモグロビンの赤を多く認識し、一方、皮膚をより浅い角度で観
測するときに、表皮の外側層のメラニン含有分による茶色が支配的となるであろう。自然
な外観の皮膚と知覚させる光学現象の理解における進歩はなされているが、この知識に基
づく製品の開発は今日まで完全には実現していない。しかしながら、本発明は、表面の欠
陥をかなり隠蔽しながら、自然の皮膚の透明性および色を与える化粧品の製造の実質的な
進歩を示す。
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【０００５】
発明の要旨
本発明は、露出した皮膚の自然な外観を模倣するが、皮膚における表面の欠陥を隠すため
に十分な被覆および／または光拡散をあたえる、皮膚に対する局所適用のための組成物に
関する。この組成物は下記の３種の成分、（ａ）超微細金属酸化物の薄い内側層によりコ
ーティングされたシリカコアと、シリカの外側層を含むシリカビーズ、（ｂ）少なくとも
１種の干渉性顔料、および、必要に応じて（ｃ）少なくとも１種の非干渉性顔料、を化粧
品に許容されるビヒクルとの組み合わせで含む。この組成物は、ファウンデーション、パ
ウダー、アイシャドー、ブラッシュ、リップ製品等のようなカラー化粧品組成物、並びに
、適用したときに色を付けるつもりはないが、皮膚に自然な外観を与えるトリートメント
製品であって、単独でまたはメークアップとの組み合わせで使用されるものであることが
できる。
【０００６】
発明の詳細な説明
本発明の組成物は、皮膚の自然な外観に寄与する実成分、即ち、角質層、ヘモグロビンお
よびメラニンのうちの１つを有効に模倣する成分の各々を含ませることにより、露出した
皮膚の外観をうまくシミュレートする。組成物の角質層成分はシリカビーズにより表され
る。使用するビーズは、約０．５～約２０ミクロン、より好ましくは約１～約１０ミクロ
ン、そして最も好ましくは約４～約８ミクロンの直径を有することができる。より小さい
粒径はより不透明な傾向があるので、より大きな粒径は好ましい。シリカビーズは、ビー
ズの合計重量の約５０～９０％、好ましくは約７０～９０％のシリカのコア、ビーズの合
計重量の約１～１０％、好ましくは約１～５％の超微細金属酸化物の中間層、および、ビ
ーズの合計重量の約１～２０％、好ましくは約５～１５％のシリカの外側層を含む。好ま
しい態様において、金属酸化物は二酸化チタンであるが、亜鉛もしくは鉄の酸化物であっ
てもよい。粒子は、全体として、この粒子が用いられるビヒクルの種類によって、コーテ
ィングされていても、またはコーティングされていなくてもよい。例えば、油中水型配合
物中に使用されるときに、粒子上になされる疎水性コーティングは好ましい。適切な疎水
性コーティングの例は、制限するわけではないが、シリコーン、例えば、メチコン、ジメ
チコン、シラン、ポリエチレン、金属ソープ、レシチン、ワックス、ナイロンまたはフル
オロケミカルを含む。特に適切なシリカビーズはSINP-OSD-SW-6 (LHC) の名称でUS Cosme
ticsから市販されている。このビーズは約６ミクロンの直径であり、シリカコア（約８５
％）と、超微細二酸化チタン層の薄い層（約５％）と、シリカの外側層（約１０％）を含
み、低水素メチコンのコーティングにより処理されている。ガイドラインとして、組成物
中に使用されるシリカビーズの量は、一般に、組成物の総重量を基準として、約１～約９
０％、好ましくは約１～５０％、より好ましくは約５～３０％の範囲であるが、使用量は
製造される製品のタイプによるであろうと理解されるべきであり、液体は一般に低レベル
で使用され、パウダーおよびホットポアは通常高レベルで使用される。
【０００７】
ヘモグロビン成分は、組成物中において、少なくとも１種の干渉性顔料により表される。
干渉性顔料とは、本明細書および特許請求の範囲の目的で、特定の厚さで干渉色を生じる
高い屈折率を有する薄い板状で層状の粒子として規定され、この干渉色は板状物の異なる
層からの通常２つであるが、時々それ以上の数の光の反射の干渉により生じる。干渉性顔
料の最も一般的な例は、ＴｉＯ2 、Ｆｅ2 Ｏ3 またはＣｒ2 Ｏ3 の５０～３００ｎｍの膜
と層になったマイカである。このような顔料はしばしば真珠箔顔料であり、そしてコーテ
ィングされていても、またはコーティングされていなくてもよい。コーティングは、制限
するわけではないが、シリカ、ナイロンまたはポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）を
含む。有用な干渉性顔料は多くの供給者から市販されており、例えば、Rona (Timiron （
商標）およびDichrona（商標）) 、Presperse(Flonac（商標）) 、Englehard (Duochrome
（商標）) およびKobo (SK-45-R およびSK-45-G)を含む。特に有用な製品の例は、ＴｉＯ

2 の薄い層によりコーティングされており、さらにＰＭＭＡによりコーティングされてい
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るマイカで、所望されない真珠光沢を有しない魅力的な赤色を生じるもの(Kobo-LSBPA050
/MicaR) 、および、ＴｉＯ2 によりコーティングされたマイカであるFlamenco Red (Enge
lhard)である。色の適切なシェードまたは濃度をブレンドするために、異なる色またはタ
イプの干渉性顔料を組み合わせることがしばしば望ましいことがある。干渉性顔料のサイ
ズは所望する効果により変わることができる。一般に、より小さい顔料はより低い真珠光
沢であり、それ故、好ましく、そしてより大きな顔料は実質的な量の輝きを与えるであろ
う。干渉性粒子の有用なサイズ範囲は約１～約２００ミクロンであり、好ましくは約３～
約１００ミクロンである。干渉性顔料は約０．０５～９０質量％の量で使用され、この範
囲の高いほうの値はプレスされたパウダー製品中における使用に最適である。しかしなが
ら、殆どのタイプの製品では、干渉性顔料の量は約０．５～１５％の範囲であり、この範
囲の低いほうの値は顔料添加されていないもの（即ち、非干渉性顔料を含まないもの）ま
たは少量の顔料添加されたものの中に使用され、そして、この範囲の高いほうの値はより
多量に顔料添加されたものに使用される。このガイドラインが与えられれば、最終の望ま
しい外観を得るための干渉性顔料の最適濃度を決定することは当業者が行うことである。
また、シリカビーズと同様に、ビヒクルが油中水型エマルジョンであるかまたはシリコー
ン中水型エマルジョンであるときに、湿潤化を促進するために、疎水性コーティングによ
り干渉性顔料をコーティングすることが望ましいであろう。
【０００８】
シリカビーズと干渉性顔料との組み合わせは、皮膚に適用するときに、皮膚に非常に自然
な外観または「輝き」を与える。しかしながら、ファウンデーションまたは他のメークア
ップ製品では、装着者の皮膚の色に合わせる、即ち、皮膚のメラニン成分を模倣するため
にカラー成分を添加することがしばしば望ましい。これは、少なくとも１種の非干渉性顔
料の存在により与えられる。有用な無機顔料の例は鉄酸化物（イエロー、レッド、ブラウ
ンまたはブラック）、フェロシアン化アンモニウム第二鉄（ブルー）、マンガンバイオレ
ット、ウルトラマリーンブルー、酸化クロム（グリーン）、タルク、レシチン変性タルク
、ゼオライト、カオリン、レシチン変性カオリン、二酸化チタン（ホワイト）、酸化亜鉛
およびそれらの混合物を含む。透明な金属酸化物でコーティングされたシリカビーズも有
用である。金属酸化物、特に鉄およびチタンの酸化物は、本発明の組成物、特にファウン
デーションのための好ましい非干渉性顔料である。
【０００９】
しかしながら、有機顔料も本発明の組成物中に使用されてよく、これらは天然の着色剤お
よび合成のモノマーおよびポリマー着色剤を含む。例としてはフタロシアニンブルーおよ
びグリーン顔料、ジアリーリドイエローおよびオレンジ顔料、および、アゾタイプレッド
およびイエロー顔料、例えば、トルイジンレッド、リトレッド、ナフトールレッドおよび
ブラウン顔料である。レーキも有用であり、それはアルミナ、バリウムもしくはカルシウ
ムハイドレートのような不溶性基材上への有機染料の沈殿および吸収により形成される顔
料である。特に好ましいレーキは第一FD&CまたはD&C レーキおよびそれらのブレンドであ
る。ブロモ染料およびフルオレセイン染料のようなステインも使用できる。使用される顔
料の量およびタイプは最終製品の種類および色の所望の濃度により変化するであろうが、
一般に、非干渉性顔料の量は組成物の総重量の約１～約２０％であろう。皮膚をより高い
程度に被覆しようとする組成物は、皮膚を改良するが必ずしも被覆しようとするものでな
い組成物よりも多量の顔料を含むであろうことが当業者に明らかであろう。さらに、微細
粒状顔料は、皮膚上の組成物の不透明性を有意に上げることなく、通常の粒子サイズの顔
料よりも幾分か高い含有量で使用することができる。
【００１０】
配合物の任意成分は他の成分のうちの１つ、特に干渉性顔料から生じることがある金属の
外観を抑制しまたは緩和することを助けることができる球形パウダーである。このような
材料は、皮膚に対する光散乱性の性質が化粧品産業において知られている。このタイプの
パウダーは、制限するわけではないが、（市販供給源の例とともに）、カルシウムアルミ
ニウムボロシリケート（Luxsil（商標）) ＰＭＭＡ（Microsphere M-100)、ポリエチレン
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(polyethylene Cl 2080)、メチルメタクリレートクロスポリマー(Covabeads LH85)、ナイ
ロン-12 (Orgasol 2002 O Nat Cos C)またはエチレン/ アクリル酸コポリマー（Flobeads
 EA209) を含むパウダーを含む。これらのパウダーは、使用されるときに、組成物の総重
量を基準として約０．００１％～約２０％、好ましくは約１％～約１０％の量で存在する
。
【００１１】
組み合わされた成分は皮膚のトリートメントまたはメークアップ製品のどのタイプにおい
ても使用できる。皮膚トリートメント製品、例えば、リップ製品、ニキビトリートメント
、モイスチャライザー、抗老化性製品、シワ取りトリートメント、セルライトトリートメ
ント（cellulite treatments）およびアイトリートメントは、通常、多層のシリカビーズ
および干渉性顔料のみを含むが、メークアップ製品は、通常、３種の成分全てを含む。本
発明のメークアップ製品は、制限するわけではないが、ファウンデーション、ブラッシュ
、プレストパウダーもしくはルースパウダー、コンシーラー、ブロンザー、アイシャドー
、アイライナー、リップスティックおよびリップグロスを含む。本発明の製品は化粧品の
通常の形態のいずれの形態をとってもよく、例えば、ホットポア配合物、油中水型エマル
ジョン、水中油型エマルジョン、ゲル、スティック、スプレー、無水配合物並びにプレス
トもしくはルースパウダーであってよい。使用されるビヒクルのタイプに制限はない。特
に、ビヒクルの好ましいものは、成分を含ませようとする製品のタイプによって大きく制
御されるであろう。例えば、液体ファウンデーションでは、油中水型エマルジョンは美的
理由のために好ましく、そしてビヒクルのオイル部分はこの目的で通常に使用されている
いずれのものであってもよいが、オイル成分は揮発性または不揮発性のいずれかのシリコ
ーンオイルを含むことが好ましい。一方、ホットポア配合物では、成分は好ましくは炭化
水素ビヒクル、例えば、イソドデカンまたはポリイソブテン中に分散されている。好まし
い態様において、組み合わされる成分の効果はホットポア製品、例えば、ソリッドファウ
ンデーションまたはチークカラー中において最良の利点が見られる。しかし、両方の場合
に、顔料の各々は疎水性コーティングされていることが好ましく、それにより、配合が促
進される。
【００１２】
配合物は、また、他の成分を含むことができ、それは、配合物のキャリアおよび／または
意図される使用により選択されうる。追加の成分は、制限するわけではないが、水溶性着
色剤（例えば、FD&C Blue #1) 、油溶性着色剤( 例えば、D&C Green #6) 、水溶性サンス
クリーン( 例えば、Eusolex 232)、油溶性サンスクリーン( 例えば、オクチルメトキシシ
ンナメート) 、粒状サンスクリーン( 例えば、酸化亜鉛) 、酸化防止剤( 例えば、ＢＨＴ
）、キレート化剤（二ナトリウムＥＤＴＡ）、エマルジョン安定剤（例えば、カルボマー
）、防腐剤（例えば、メチルパラベン）、香料（例えば、ピネン）、フレーバー剤（例え
ば、ソルビトール）、保湿剤（例えば、グリセリン）、防水剤（例えば、ＰＶＰ／エイコ
センコポリマー）、水溶性被膜形成剤（例えば、ヒドロキシプロピルメチルセルロース）
、油溶性被膜形成剤（例えば、水素化Ｃ９レジン）、湿分補給剤、例えば、コレステロー
ル、カチオンポリマー（例えば、ポリクォータニウム１０）、アニオンポリマー（例えば
、キサンタンガム）、顔料湿潤化剤、例えば、Arlacel （商標）P100またはEmerest （商
標）2452、ビタミン( 例えば、トコフェロール) 等を含む。
【００１３】
組成物は１種以上の活性成分を含むこともでき、そして、それは化粧品組成物であっても
または医薬品組成物であってもよい。有用な活性成分の例は、制限するわけではないが、
老化斑点、角化症およびシワを改善しそして取り除く成分、鎮痛剤、麻酔剤、抗ニキビ剤
、抗バクテリア剤、抗イースト剤、抗菌剤、抗ウィルス剤、フケ防止剤、抗皮膚炎剤、抗
かゆみ剤、抗嘔吐剤、抗動揺病剤、抗炎症剤、抗角質分解剤（antihyperkeratolytic age
nts)、抗乾燥肌剤、制汗剤、抗乾癬剤、抗脂漏剤、ヘアコンディショナーおよびヘアトリ
ートメント剤、抗老化剤、抗シワ剤、抗喘息剤および気管支拡張剤、サンスクリーン剤、
抗ヒスタミン剤、皮膚明化剤、脱色剤、傷治癒剤、ビタミン、コルチコステロイド、日焼
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剤、サンスクリーンまたはホルモンを含む。有用な活性剤のより特定的な例は、レチノイ
ド、例えば、レチノール並びにそのエステル、酸およびアルデヒド、アスコルビン酸並び
にそのエステルおよびその金属塩、トコフェロール並びにそのエステルおよびアミドおよ
び誘導体、サメ軟骨、ミルクタンパク、α－およびβ－ヒドロキシ酸、ＤＨＥＡおよびそ
の誘導体、局所心血管剤、クロトリマゾール、ケトコナゾール、ミコノゾール、グリセオ
フルビン、ヒドロキシジン、ジフェンヒドラミン、プラモキシン、リドカイン、プロカイ
ン、メピバカイン、モノベンゾン、エリトロマイシン、テトラサイクリン、クリンダマイ
シン、メクロクリン、ヒドロキノン、ミノサイクリン、ナプロキセン、イブプロフェン、
テオフィリン、クロモリン、アルブテロール、ヒドロコルチゾン、ヒドロコルチゾン２１
－アセテート、ヒドロコルチゾン１７－バレエート、ヒドロコルチゾン１７－ブチレート
、ベータメタソンバレエート、ベータメタソンジプロプリオネート、トリアムシノロンア
セトナイド、フルオシノナイド、クロベタゾール、プロプリオネート、ベンゾイルペルオ
キシド、クロタミトン、プロプラノロール、プロメタジンおよびそれらの混合物を含む。
【００１４】
本発明の組成物は適用される皮膚に対して非常に自然でかつ魅力的な外観を与える。成分
は皮膚の天然に存在する成分を模倣するように選択されているので、皮膚に上に付けられ
た組成物は自然の皮膚と同一の角度依存性色変化を生じる、即ち、垂直に見たときには赤
が知覚され、そしてより浅い角度で見たときには茶色が知覚される。これらの効果は視覚
的に検知されるだけでなく、定量化可能である。さらに、皮膚上の組成物の成分と光が相
互作用する性質により、組成物は皮膚の欠陥およびキズの外観を抑制することができる。
これは配合物中に有意なレベルの被覆を確立することの必要性を減じまたはなくし、それ
により、このような配合物を使用する使用者、特に高齢使用者から「メークアップ」外観
を抑制しまたはなくす。
【００１５】
次の制限しない実施例により本発明をさらに例示する。
例
例１
本例は本発明のホットポア配合物の製造を例示する。
成分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質量％
相Ｉ
イソテトラコサン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５．３０
イソエイコサン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．５０
ポリグリセリル－３－ジイソステアレート　　　　　　　　　１．００
カルナバワックス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．００
イソドデカン／クォータニウム－１８ヘクトライト／
トリエチルシトレート　　　　　　　　　　　　　　　　　　６．００
相ＩＩ
多層シリカビーズ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４．００
ナイロン－１２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．５０
ＨＤＩ／トリメチロールヘキシルラクトンクロスポリマー　　９．５０
ＴｉＯ2 ／メチコンコーティングされたマイカ　　　　　　１０．００
プロピルパラベン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２０
相ＩＩＩ
イソテトラコサン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．００
シランコーティングされた鉄酸化物　　　　　　　　　　　　２．３０
メチコンコーティングされたＴｉＯ2 　　　　　　　　　　　７．７０
【００１６】
相Ｉの成分を９０℃で混合する。成分はワックスおよびヘクトライトが完全に分散される
まで混合される。相ＩＩの成分を９０℃で相Ｉの成分に添加し、スムーズになるまで混合
する。相ＩＩＩの材料を混合し、そしてローラーミルで三回細砕する。その後、この顔料
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細砕物を相ＩおよびＩＩに９０℃で添加し、均質になるまで混合する。その後、この混合
物を９０℃でパンに注ぎ、そして室温に放冷する。
【００１７】
例ＩＩ
本例は本発明のシリコーン中の水のタイプのエマルジョンを製造する。
成分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質量％
相Ｉ
フェニルトリメチコン　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．５０
フェニルトリメチコン／クォータニウム－１８ヘクトライト
／トリエチルシトレート　　　　　　　　　　　　　　　　　２．００
ＢＨＴ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１０
プロピルパラベン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１０
鉄酸化物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．２０
メチコンコーティングされたＴｉＯ2 　　　　　　　　　　　３．８０
相ＩＩ
シクロメチコン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．００
シクロメチコン／ジメチコンコポリオール　　　　　　　　１６．００
ラウレス－７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５０
相ＩＩＩ
多層シリカビーズ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７．００
ＴｉＯ2 コーティングされたマイカ　　　　　　　　　　　１０．００
相ＩＶ
精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３６．３０
フェノキシエタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．５０
硫酸マグネシウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．００
【００１８】
相Ｉの成分を混合し、そしてローラーミルに３回通した。相ＩＩの成分を第一容器中で混
合する。相Ｉの細砕物を相ＩＩに添加し、そして均質になるまで混合する。相ＩＩＩの成
分を相Ｉおよび相ＩＩに添加し、そして均質になるまで混合する。相ＩＶ成分を透明にな
るまで３５℃で混合し、そして室温に冷却する。相ＩＶ混合物の１０％を相Ｉ～ＩＩＩに
入れ、そして５分間混合し、その後、相ＩＶの残りを添加する。その後、全体のバッチを
１５分間均質化する。
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