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(57)【要約】
　第一相及び第二相を含む多相パーソナルケア組成物であり、前記第一相及び第二相は、
視覚的に区別できるパターンを形成する。該組成物は、皮膚又は毛髪を保湿又はコンディ
ショニングすることが意図され、該多相パーソナルケア組成物の約１０重量％未満の界面
活性剤を含む。皮膚又は毛髪を保湿又はコンディショニングする方法は、皮膚又は毛髪を
濡らす工程と、多相パーソナルケア組成物を皮膚又は毛髪に適用する工程と、皮膚又は毛
髪から、多相パーソナルケア組成物を洗い流す工程とを含む。多相パーソナルケア組成物
の製造方法は、油／皮膚軟化有益剤及び油溶性着色剤をプレミックスし、その後、該プレ
ミックスを追加の任意選択的な成分と組み合わせることにより、第一相を形成することを
含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多相パーソナルケア組成物であって、
　少なくとも１，０００Ｐａ・ｓの粘度を有する、油／皮膚軟化有益剤及び着色剤を含む
不透明な第一相と、
　少なくとも１，０００Ｐａ・ｓの粘度を有する不透明な第二相と
を含み、
　前記第一相及び前記第二相は、視覚的に区別できるパターンを形成し、および
　前記多相パーソナルケア組成物は、前記多相パーソナルケア組成物の１０重量％未満の
界面活性剤を含む多相パーソナルケア組成物。
【請求項２】
　前記多相パーソナルケア組成物が、前記多相パーソナルケア組成物の５重量％未満、好
ましくは１重量％未満、より好ましくは０．５重量％未満の界面活性剤を含む、請求項１
に記載の多相パーソナルケア組成物。
【請求項３】
　前記着色剤が油溶性着色剤である、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】
　前記組成物が透明又は半透明の容器に詰められる、請求項１から３のいずれか１項に記
載の多相パーソナルケア組成物。
【請求項５】
　前記不透明な第二相の前記粘度が、前記不透明な第一相の前記粘度と２０％以下だけ異
なる、請求項１から４のいずれか１項に記載の多相パーソナルケア組成物。
【請求項６】
　前記第二相が、前記第一相と実質的に同じ構成要素を含む、請求項５に記載の多相パー
ソナルケア組成物。
【請求項７】
　前記第一相と前記第二相との間の違いが着色剤である、請求項６に記載の多相パーソナ
ルケア組成物。
【請求項８】
　前記第一相が非ニュートン性であり、前記第二相が非ニュートン性である、請求項１か
ら７のいずれか１項に記載の多相パーソナルケア組成物。
【請求項９】
　前記第一相が水中油型エマルションであり、前記第二相が水中油型エマルションである
、請求項１から８のいずれか１項に記載の多相パーソナルケア組成物。
【請求項１０】
　多相パーソナルケア組成物の製造方法であって、
油／皮膚軟化有益剤及び油溶性着色剤を含む第一相を作製する工程であって、前記油／皮
膚軟化有益剤及び前記油溶性着色剤は混合されてプレミックスを形成し、前記プレミック
スは追加の任意選択的な成分と組み合わされて前記第一相を形成する工程と、
　第二相を作製する工程と、
　前記第一相及び前記第二相を組み合わせて、前記多相パーソナルケア組成物を形成する
工程と
を含み、
　前記多相パーソナルケア組成物は、前記多相パーソナルケア組成物の１０重量％未満の
界面活性剤を含む、多相パーソナルケア組成物の製造方法。
【請求項１１】
　皮膚又は毛髪を保湿又はコンディショニングする方法であって、
　前記皮膚又は毛髪を水で濡らす工程と、
　第一相及び第二相を含み、前記相は、視覚的に区別できるパターンを形成し、前記多相
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パーソナルケア組成物の約１０重量％未満の界面活性剤を含む多相パーソナルケア組成物
を前記皮膚又は毛髪に適用する工程と、
　前記皮膚又は毛髪から、前記多相パーソナルケア組成物を水で洗い流す工程と
を含む方法。
【請求項１２】
　前記多相パーソナルケア組成物が、前記多相パーソナルケア組成物の５重量％未満、好
ましくは１重量％未満、より好ましくは０．５重量％未満の界面活性剤を含む、請求項１
１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記着色剤が油溶性着色剤である、請求項１１又は１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記組成物が透明又は半透明の容器に詰められる、請求項１１から１３のいずれか１項
に記載の方法。
【請求項１５】
　前記不透明な第二相の前記粘度が、前記不透明な第一相の前記粘度と２０％以下だけ異
なる、請求項１１から１４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第二相が前記第一相と実質的に同じ構成要素を含む、請求項１１から１５のいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項１７】
　前記第一相と前記第二相との間の違いが着色剤である、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記第一相が、非ニュートン性であり、前記第二相が、非ニュートン性である請求項１
１から１７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１９】
　前記第一相が水中油型エマルションであり、前記第二相が水中油型エマルションである
、請求項１１から１８のいずれか１項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、外観及び角質表面の感触を改善するためのパーソナルケア組成物の分野に関
する。より具体的には、本発明は、皮膚又は毛髪に優れた外観、保湿、及びコンディショ
ニングを提供する、洗い流せるパーソナルケア組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パーソナルケア組成物は周知であり、広く使用されている。これらの組成物は、皮膚及
び／又は毛髪を洗浄する及び／又は保湿又はコンディショニングする、活性物質を送達す
る、欠点を隠す、並びに皮脂に関連する油っぽさ／てかりを低減するために長い間採用さ
れてきている。
【０００３】
　人気を得ているパーソナルケア組成物の形状の１つは、シャワー又は入浴中に濡れた皮
膚に適用後、皮膚を水で洗い流すボディローション製品である（すなわち、「シャワー内
（in-shower）ボディローション」製品）。シャワーから出た後にボディローションを適
用する一般的な方法とは対照的に、この種類のパーソナルケア組成物では、消費者は、シ
ャワー中に、より便利にボディローションを適用することができる。このような組成物は
、乳白色、不透明、均質の外観を有し、目視できる１相から成る傾向がある。これらの組
成物は、典型的に、不透明な容器に詰められるので、店舗の棚に陳列してある時、容器の
壁を通して組成物を見ることはできない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　店舗の棚に陳列してある時、製品、特にパーソナルケア製品の審美的外観は、消費者の
最初の製品購入決定の重要な要因であり得る。店舗の棚は、パーソナルケア製品で溢れて
いる傾向があるため、店舗の棚で、他の製品とは見分けがつくように他の製品とは異なる
審美的外観を有することは、パーソナルケア製品にとって、重要であり得る。これは、シ
ャワー内（in-shower）ボディローション製品のような新しい種類又はカテゴリーのパー
ソナルケア製品にとって、特に重要であり得る。というのは、他の製品と異なる審美的外
観が、店舗の棚で、新しい種類又はカテゴリーの製品の消費者認識の助けとなるためであ
る。従って、製品が店舗の棚に陳列されている時に、消費者に異なる審美的外観を示すパ
ーソナルケア組成物、特にシャワー内（in-shower）ボディローション製品を開発するこ
とが望まれてきた。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、第一相及び第二相を含む多相パーソナルケア組成物に関し、該第一相及び第
二相は、視覚的に区別できるパターンを形成し、および、該組成物は、多相パーソナルケ
ア組成物の約１０重量％未満の界面活性剤を含む。本発明の多相パーソナルケア組成物は
、一般に、皮膚又は毛髪を保湿又はコンディショニングすることが意図される。本組成物
の相は、組み合わされて、審美的な視覚的に区別できるパターンを提供し、組成物が透明
又は半透明の容器に詰められると、店舗の棚に陳列されている時に、消費者が、これを見
ることができる。
【０００６】
　一実施形態では、本多相パーソナルケア組成物は、少なくとも約１，０００Ｐａ・ｓの
粘度を有する、油／皮膚軟化有益剤及び着色剤を含む不透明な第一相と、少なくとも約１
，０００Ｐａ・ｓの粘度を有する不透明な第二相とを含み、該第一相及び第二相は、視覚
的に区別できるパターンを形成し、および、該多相パーソナルケア組成物は、該多相パー
ソナルケア組成物の約１０重量％未満の界面活性剤を含む。
【０００７】
　更に本発明は、油／皮膚軟化有益剤及び油溶性着色剤を含む第一相を作製する工程であ
って、油／皮膚軟化有益剤及び油溶性着色剤は混合されてプレミックスを形成し、該プレ
ミックスは、追加の任意選択的な成分と組み合わされて第一相を形成する工程と、第二相
を作製する工程と、該第一相及び該第二相を組み合わせて、本発明の多相パーソナルケア
組成物を形成する工程とを含み、該多相パーソナルケア組成物は、該多相パーソナルケア
組成物の約１０重量％未満の界面活性剤を含む、多相パーソナルケア組成物の製造方法に
関する。着色剤及び油／皮膚軟化有益剤のプレミックスを形成することは、組成物の１つ
の相から別の相へと着色剤が移行するのを防止する傾向がある。
【０００８】
　更に、本発明は、皮膚又は毛髪を保湿又はコンディショニングする方法であって、皮膚
又は毛髪を水で濡らす工程と、第一相及び第二相を含み、視覚的に区別できるパターンを
形成し、該多相パーソナルケア組成物の約１０重量％未満の界面活性剤を含む多相パーソ
ナルケア組成物を該皮膚又は毛髪に適用する工程と、該皮膚又は毛髪から、該多相パーソ
ナルケア組成物を水で洗い流す工程を含む。従って、本発明は、従来のパーソナルケア組
成物と審美的に異なる外観を有するだけではなく、シャワー内で使用することができ、皮
膚又は毛髪を保湿又はコンディショニングする製品を提供する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本明細書で使用する時、用語「多相の」又は「多相」は、本多相パーソナルケア組成物
の相が、それらが保存されているパッケージ内に、別個であるが区別できる物理的空間を
占有し、且つ、互いに直接物理的に接触している（即ち、それらは物理的障壁により分離
されておらず、いかなる有意な程度にも、共に乳化又は混合していない）ことを意味する
。本「多相の」パーソナルケア組成物の相は、組み合わされて、視覚的に区別できるパタ
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ーンを形成する。パターンは、「多相」組成物の相を一区画容器内に組み合わせる又は均
質化することに由来する。視覚的に区別できるパターンとしては、以下の例が挙げられる
が、これらに限定されない：縞模様、大理石模様、直線状、破線状縞模様、格子縞模様、
斑状（mottled）、脈状（veined）、クラスター状（clustered）、斑点状（speckled）、
幾何学模様、点状、リボン状、らせん状（helical）、旋回状（swirl）、配列型、斑入り
状（variegated）、織り目加工型、溝付き、隆起状、波形状、正弦波状、渦巻き状（spir
al）、ねじれ状、曲線状、周期的、筋状（streaks）、線状（striated）、凹凸、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、
パターンは、縞模様、幾何学模様、大理石模様、及びこれらの組み合わせから成る群から
選択される。
【００１０】
　一実施形態では、視覚的に区別できるパターンは、パッケージの寸法にわたって比較的
均一及び平坦であってもよい。あるいは、視覚的に区別できるパターンは、非平坦、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。視覚的に区別できるパタ
ーンは、必ずしもパッケージの寸法全体にわたって伸びている必要はない。視覚的に区別
できるパターンは、縞模様を含むことができ、縞模様の大きさは、少なくとも約０．１ｍ
ｍの幅及び１０ｍｍの長さ、好ましくは少なくとも約１ｍｍの幅及び少なくとも２０ｍｍ
の長さである。相は、多種多様な色であってもよい。
【００１１】
　本明細書で使用する時、用語「パーソナルケア組成物」は、皮膚又は毛髪への局所適用
が意図される組成物を意味する。
【００１２】
　本明細書で使用する時、用語「相」は、同様の又は異なる平均組成を有する別の領域又
は範囲と区別されている１つの平均組成を有する組成物の範囲又は領域を意味し、ここで
、区別できる範囲は肉眼で見ることができる。このことは、区別できる領域又は範囲が、
１つの相が着色剤及び多様な任意選択的な成分を含むことができる２つの同様な相を含む
こと、従って同様の又は異なる平均組成の領域又は範囲を含むことを除外はしないであろ
う。
【００１３】
　本明細書で使用する時、用語「安定」は、特に指示がない限り、周囲条件において少な
くとも約１８０日間、物理的に接触して置かれた時、少なくとも２つの「分離した」相を
維持する組成物を意味する。「分離した」とは、組成物の分与前に、肉眼で観察できる相
の混合が実質的にないことを意味する。
【００１４】
　多相パーソナルケア組成物
　本発明の多相パーソナルケア組成物は、少なくとも２つの視覚的に区別できる相を含む
。各相に異なる着色剤を組み入れることにより、又は１つの相に着色剤を入れないことに
よって、組成物中の相による視覚的に区別できるパターンが形成できる。
【００１５】
　第一相
　本多相パーソナルケア組成物の第一相は、一般に、油／皮膚軟化有益剤、及び他の任意
選択成分を含む。
【００１６】
　油／皮膚軟化有益剤
　油／皮膚軟化有益剤は、皮膚又は毛髪に保湿／コンディショニングの効果を提供するた
めに、本多相パーソナルケア組成物の第一相に組み込まれる。典型的に、油／皮膚軟化有
益剤は、多相パーソナルケア組成物の相の少なくとも約０．１重量％、好ましくは少なく
とも約１重量％、より好ましくは少なくとも約５重量％、より好ましくは少なくとも約７
重量％、より好ましくは少なくとも約１０重量％、更により好ましくは少なくとも約１８
重量％の濃度で、本多相パーソナルケア組成物の相に組み込まれる。典型的に、油／皮膚
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軟化有益剤は、多相パーソナルケア組成物の相の約９９重量％未満、好ましくは約７０重
量％未満、より好ましくは約６０重量％未満、更により好ましくは約５０重量％未満の濃
度で、本多相パーソナルケア組成物の相に組み込まれる。
【００１７】
　本組成物に組み込まれる油／皮膚軟化有益剤は、様々な好適な物質を包含する。好適な
油／皮膚軟化有益剤の例としては、トリグリセリド、炭化水素油、ポリエステル、シリコ
ーンオイル、及びこれらの混合物が挙げられる。
【００１８】
　有用な油／皮膚軟化有益剤の１つの部類は、トリグリセリド及び変性トリグリセリドで
ある。これらとしては、植物油、例えば、ホホバ油、大豆油、キャノーラ油、ヒマワリ油
、ベニバナ油、コメヌカ油、アボガド油、アーモンド油、オリーブ油、ゴマ油、杏仁油、
ヒマシ油、ココヤシ油、及びミンク油が挙げられる。同様に、合成トリグリセリドも、採
用され得る。変性トリグリセリドとしては、液体であることを条件として、エトキシル化
及びマレアート化トリグリセリド誘導体のような物質が挙げられる。ファインテックス（
Finetex）によりフィンソルブ（Finsolv）として販売されるもののような、登録商標権を
有するエステルブレンドもまた好適であり、これは、エチルヘキサン酸グリセリドである
。
【００１９】
　本明細書において好適な油／皮膚軟化有益剤の別の種類は、ジカルボン酸とジオールと
の反応により形成される液体ポリエステルである。本発明において好適なポリエステルの
例は、エクソンモービル（ExxonMobil）から商標名ピュアシン・エステル（PURESYN ESTE
R）として市販されているポリエステルである。
【００２０】
　本発明において好適な油／皮膚軟化有益剤の別の部類は、液体及び半固体炭化水素であ
る。これらとしては、直鎖及び分枝鎖油、例えば、液体パラフィン、スクアレン、スクア
ラン、鉱油、低粘度合成炭化水素、例えば、エクソンモービル（ExxonMobil）により商標
名ピュアシンＰＡＯ（PURESYN PAO）として販売されるポリαオレフィン、並びに商標名
パナレイン（PANALANE）又はインドポール（INDOPOL）としてのポリブテンが挙げられる
。軽い（低粘度）高分枝鎖炭化水素油もまた好適である。ペトロラタムは、好適な油／皮
膚軟化有益剤であり、特異な炭化水素物質である。ペトロラタムの半固体の性質は、製造
において、並びに配合者が他の油と混合することの両方で、制御され得る。
【００２１】
　好適な油／皮膚軟化有益剤の別の部類は、シリコーン系である。これらとしては、直鎖
及び環状ポリジメチルシロキサン、有機官能性シリコーン（アルキル及びアルキルアリー
ル）、及びアミノシリコーンが挙げられる。
【００２２】
　他の好適な油／皮膚軟化有益剤としては、ＵＳ２００３／００５４０１９Ａ１；ＵＳ２
００３／０１８０２４３Ａ１；ＵＳ２００３／０１９０２９６Ａ１；ＵＳ２００４／０２
３４５５８Ａ１；ＵＳ２００４／０２３５６９１Ａ１；ＵＳ２００４／０２３４４６９Ａ
１；ＵＳ２００４／０２３４４６７Ａ１；ＵＳ２００４／０２３４４７０Ａ１；ＵＳ２０
０４／０２３４４６８Ａ１；ＵＳ６，５３４，４５６；ＵＳ６，５３４，４５７；ＵＳ６
，６４５，５１１；及びＵＳ６，７１６，４４０に開示されている有益剤（例えば、皮膚
適合性油）が挙げられる。
【００２３】
　好適な油／皮膚軟化有益剤としては、米国仮出願６０／６５８，６８７（２００５年３
月４日出願）（ケース９９３３Ｐ）に開示されている高弾性率脂質が挙げられる。
【００２４】
　補助的な有益剤
　本多相パーソナルケア組成物の第一相は、任意選択的に、更に補助的な有益剤を含むこ
とができる。好適な補助的な有益剤としては、米国仮出願６０／６５８，６８７（２００
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５年３月４日出願）（ケース９９３３Ｐ）に記載されているもののような様々な物質が挙
げられる：剥離活性物質（例えば、スルフヒドリル化合物又はサリチル酸と双極性界面活
性剤との組み合わせ）；抗ニキビ活性物質（例えば、レゾルシノール、サリチル酸、過酸
化ベンゾイル、エリスロマイシン（erthyromycin）、亜鉛）；抗しわ剤（例えば、α－又
はβ－ヒドロキシ酸、ナイアシンアミド、レチノール、レチノールエステル）；酸化防止
剤（例えば、アスコルビン酸及びその塩、没食子酸及びそのアルキルエステル）；キレー
ト化剤（例えば、フリルジオキシム、フリルモノオキシム）；フラバノイド（例えば、フ
ラバノン、カルコン、フラボン、クマリン、クロモン）；抗炎症剤（例えば、ヒドロコル
チゾンのようなコルチコステロイド）；抗セルライト剤（例えば、カフェイン、テオフィ
リン、テオブロミン、アミノフィリンのようなキサンチン化合物）；局所麻酔薬（例えば
、ベンゾカイン、リドカイン）；日焼け活性物質（例えば、ジヒドロキシアセトン）；皮
膚美白剤（例えば、コウジ酸、アルブチン、二酸化チタン、酸化亜鉛、コウジ酸、アルブ
チン、アスコルビン酸及びこれらの誘導体（例えば、アスコルビルリン酸マグネシウム又
はアスコルビルリン酸ナトリウム）、並びに抽出物（例えば、クワ抽出物、胎盤抽出物）
、加えて二酸化チタン及び酸化亜鉛）；皮膚沈静及び治療活性物質（例えば、パンテノー
ル酸誘導体、アロエベラ、アラントイン）；サンスクリーン活性物質（例えば、ｐ－アミ
ノ安息香酸並びにその塩及び誘導体、桂皮酸誘導体）；並びに視覚的皮膚増強剤（visual
 skin enhancers）。これらの補助的な有益剤は、多種多様な組み合わせで、本組成物の
相に使用することができる。
【００２５】
　好適な補助的な有益剤の他の例としては、（ａ）グリセリン、ソルビトール、グリコー
ル、ポリオール、尿素、水溶性ポリマーのような、皮膚又は毛髪中に水を維持するために
使用され得る湿潤剤；（ｂ）コレステロール、コレステロールエステル（例えば、コレス
テロールイソステアレート）、セラミド、及び疑似セラミドのような、角質層のバリア脂
質を増強及び補充するために有用であり得る脂質バリア修復剤；並びに（ｃ）ビタミンＡ
、ビタミンＢ、ビタミンＥ、ビタミンＣアルキルエステルのようなビタミンアルキルエス
テルといった、皮膚を強化するために使用され得るビタミンが挙げられる。
【００２６】
　補助的な有益剤は、任意選択的に、多相パーソナルケア組成物の相の約０．０１重量％
から約５０重量％の典型的な濃度で本組成物の第一相に組み込まれる。濃度は典型的に物
質次第であり、米国仮出願６０／６５８，６８７（２００５年３月４日出願）（ケース９
９３３Ｐ）に、より十分に記載されている。
【００２７】
　構造化剤
　本多相パーソナルケア組成物の第一相は、所望により、更に構造化剤を含むことができ
る。構造化剤は、望ましいレオロジー特性を有する油／皮膚軟化有益剤（及び、相自体）
を提供するのに役立ち得る。構造化剤の量は、油／皮膚軟化有益剤及び構造化剤次第で変
化するであろうが、一般に、構造化剤は、本組成物の相に、本組成物の相の約７５重量％
未満、より好ましくは約６０重量％未満、更により好ましくは約５０重量％未満の濃度で
組み込まれるであろう。
【００２８】
　構造化剤は、３次元網状組織を形成し、油／皮膚軟化有益剤の粘度を上げる傾向があり
得る。このような構造化油相は、すなわち、３次元網状組織を構築し、入浴中使用される
シャワー内（in-shower）ボディローション組成物として使用するのに望ましくあり得る
。これらの構造化された油は、濡れた皮膚に付着し有効に保持され得て、洗い流し及び乾
燥後も保持されて、洗浄後に長続きする皮膚の効果を、過度に油っぽい／脂っぽい濡れた
感触及び乾いた感触を生じることなく提供することができる傾向にある。こうした構造化
油の使用中及び使用後の非常に望ましい特性は、それらのずり減粘レオロジー特性及び網
状組織の弱い構造によるものであると考えられている。その高い低剪断粘度により、三次
元網状組織構造化油は、シャワー内（in-shower）ボディローションの適用中に、皮膚に
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よくくっ付き及び保持され得る。皮膚に付着された後、網状組織は、結晶の網状組織の弱
い構造化及びそのより低い高剪断粘度により、擦る間に容易に生じる。
【００２９】
　構造化剤は、有機又は無機の構造化剤のいずれかであり得る。本発明に好適な有機構造
化剤の例は、天然又は変性脂質、脂肪酸、脂肪族アミン、脂肪族アルコール、天然及び合
成ワックス、ブロックコポリマー、及びこれらの混合物から成る群から選択され得る。好
適な脂肪酸としては、ラウリン酸、ミリスチン酸、オレイン酸、イソステアリン酸、リノ
ール酸、リノレン酸、リシノール酸、エライジン酸、アラキドン酸（arichidonic acid）
、ミリストレイン酸、パルミトレイン酸等のもののようなＣ10～Ｃ22脂肪酸が挙げられる
。この出願に好適なブロックポリマーは、シェル（Shell）からクラトン（KRATON）の名
で販売されているものであり得る。無機構造剤は、疎水変性シリカ、疎水変性粘土、及び
これらの混合物から成る群から選択されることができる。無機構造化剤の非限定例は、レ
オックス（Rheox）からのベントン（BENTONE）２７Ｖ、ベントン３８Ｖ、又はベントンゲ
ルＭＩＯＶ、並びにカボット社（Cabot Corporation）からのカブ－Ｏ－シル（CAB-O-SIL
）ＴＳ７２０又はカブ－Ｏ－シルＭ５である。
【００３０】
　構造化剤は、天然又は合成結晶性ワックスであることができる。鉱物、動物、又は植物
（野菜）ワックスは、全て天然ワックスとして記載される。合成ワックスは、原材料から
合成的に重合されたワックス、又は化学的に改質した天然ワックスとして記載される。
【００３１】
　天然結晶性ワックスの中で、使用されてもよいのは、パラフィン及びマイクロクリスタ
リンワックスのような石油系ワックスである。一般に、パラフィンワックスの分子量は、
３６０から４２０（２６から３０炭素原子）の範囲であるが、より長い鎖を有する型（分
子量６００以下）が使用できる。典型的な融点は、５２から５７℃（１２６から１３４゜
Ｆ）であり、高分子量の型は、１７０゜Ｆ（７７℃）付近の融点を有する。パラフィンワ
ックスは、脆性であり、油の添加は、構造を弱める（引張り強度を低下させる）。
【００３２】
　マイクロクリスタリンワックス（ＭＣ）の融点は、６３から９１℃（１４５から１９５
゜Ｆ）である。ＭＣワックスの結晶は、小さく、不規則であり、平板、不完全結晶（malc
rystalline）、及び針のいくつかの種類から成る。動物ワックスは、蜂、昆虫、又は鯨の
ようなものから得ることができる。これらのワックスとしては、蜜蝋、中国蝋、セラック
ワックス、鯨蝋、及び羊毛脂が挙げられるが、これらに限定されない。植物ワックスは、
豆、葉、ベリーから生じ得る。植物又は野菜ワックスとしては、ヤマモモ、キャンデリラ
、カルナウバ、綿、エスパルト、モミ、ウルシ（Japan）、オウリキュウリ（ouricury）
、パーム、米油、サトウキビ、ユクフバ（ucuhuba）、及びカカオバターを挙げることが
できる。
【００３３】
　合成結晶性ワックスの中で、使用してもよいのは、ポリエチレン、ポリメチレンのよう
なフィッシャー・トロプシュワックス、化学的に改質したワックス、重合αオレフィン、
及び合成動物ワックスのような、結晶性ポリマーである。例えば、化学的に改質された蜜
蝋であるシリコーン化（siliconyl）蜜蝋を、使用してもよい。
【００３４】
　加えて、構造化剤は、天然又は合成硬化油脂であってもよい。加えて、脂肪酸塩及びヒ
ドロキシ脂肪酸同様に、いくつかの脂肪酸及び脂肪族アルコールを構造化剤として使用で
きる。
【００３５】
　硬化油は、硬化植物油、硬化ココヤシ油、硬化パーム核油、硬化菜種油、キャスターワ
ックス、及び多くの他のものであることができる。
【００３６】
　結晶性長鎖脂肪酸及び長鎖脂肪族アルコールもまた、構造有益剤に使用することができ
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る。脂肪酸の例は、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、アラキジン酸、及びベ
ヘン酸である。脂肪族アルコールの例は、パルミチルアルコール、ステアリルアルコール
、アラキルアルコール、及びベヘニルアルコールである。
【００３７】
　別の好適な構造化剤は、トリヒドロキシステアリン（レオックス（Rheox）から商標名
チキシン（THIXCIN）として入手可能）である。
【００３８】
　他の好適な構造化剤は、ＵＳ２００３／００５４０１９Ａ１；ＵＳ２００３／０１８０
２４３Ａ１；ＵＳ２００３／０１９０２９６Ａ１；ＵＳ２００４／０２３４５５８Ａ１；
ＵＳ２００４／０２３５６９１Ａ１；ＵＳ２００４／０２３４４６９Ａ１；ＵＳ２００４
／０２３４４６７Ａ１；ＵＳ２００４／０２３４４７０Ａ１；ＵＳ２００４／０２３４４
６８Ａ１；ＵＳ６，５３４，４５６；ＵＳ６，５３４，４５７；ＵＳ６，６４５，５１１
；及びＵＳ６，７１６，４４０に記載されている。
【００３９】
　エステル
　本発明の組成物の第一相は、任意選択的に、更にエステルを含むことができる。エステ
ルは、油／皮膚軟化有益剤の塗り広げやすさを増強して、そのような物質に典型的に付随
する粘着性（tack）を減らすのに役立ち得る。エステルは、構造化油相とプレミックスさ
れることができ、あるいは、製品が温かい間に、又は、製品が冷却されているときに、独
立して添加され得る。
【００４０】
　本発明のエステルは、エステル油を包含してもよく、その名の通り、エステル油は、分
子中に少なくとも１つのエステル基を含む。本発明において有用な一般的なエステル油の
一種類としては、脂肪酸モノ及びポリエステル、例えば、セチルオクタノエート、オクチ
ルイソノナノエート（octyl isonanoanate）、ミリスチルラクテート、セチルラクテート
、イソプロピルミリステート、ミリスチルミリステート、ジイソプロピルセバケート、ジ
イソステアリルマレエート、イソステアリルネオペンタノエート、イソプロピルパルミテ
ート、イソプロピルアジパート、ブチルステアレート、デシルオレエート、グリセロール
モノステアレート、グリセロールジステアレート、グリセロールトリステアレート、アル
キルラクテート、アルキルシトレート、及びアルキルタータラート；スクロースエステル
及びポリエステル、ソルビトールエステルなどである。
【００４１】
　エステルは、ジエステル、トリエステル、テトラエステル、分枝状エステル、二量体、
及びこれらの混合物から成る群から選択されてもよい。ジエステルの非限定例としては、
ジイソプロピルアジパート、又はジイソプロピルセバケートが包含されてもよい。分枝状
エステルの非限定例としては、エチルヘキシルイソノナノエートが包含されてもよい。二
量体の非限定例としては、ジイソプロピル二量体ジリノレートが包含されてもよい。テト
ラエステルの非限定例としては、ペンタエリスリトールエステルが包含される。
【００４２】
　エステルの個々の脂肪基（fatty groups）は、好ましくは２０以下の炭素、更により好
ましくは１７以下の炭素、更により好ましくは１４以下、最も好ましくは１２以下を含む
であろう。エステル中の炭素原子の総数は、好ましくは３０未満、更により好ましくは２
５未満、更により好ましくは２３未満であろう。
【００４３】
　油／皮膚軟化有益剤の、エステルに対する比は、好ましくは約５０：１以下、より好ま
しくは約３０：１以下、更により好ましくは約２０：１以下、更により好ましくは約１０
：１以下、最も好ましくは約２：１以下である。油／皮膚軟化有益剤の、エステルに対す
る比は、好ましくは少なくとも約１：１５、更により好ましくは少なくとも約１：１０、
更により好ましくは約１：８以下、更により好ましくは約１：４以下、更により好ましく
は約１：２以下、最も好ましくは約１：１以下で含むことができる。
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【００４４】
　増粘剤
　ある実施形態では、本発明の組成物の第一相は、任意選択的に、更に１つ以上の増粘剤
を含み得る。異なる増粘剤が、異なる効率により増粘するため、正確な組成範囲を提供す
ることは困難であるが、存在する場合、本組成物は、パーソナルケア組成物の相の、好ま
しくは約１０重量％以下、より好ましくは約８重量％以下、なおより好ましくは約７重量
％以下を構成する。存在する場合、増粘剤は、パーソナルケア組成物の相の好ましくは少
なくとも約０．０１重量％、より好ましくは少なくとも約０．０５重量％、更により好ま
しくは少なくとも約０．１重量％を構成する。最適の安定性及びレオロジー特性を生み出
すために、異なる増粘剤を共にブレンドすることは、しばしば有用であり得る。
【００４５】
　本明細書で有用な増粘剤の非限定例としては、カルボマー（Ｂ．Ｆ．グッドリッチ（B.
F. Goodrich）からの商標名カーボポール（CARBOPOL）登録商標）９００シリーズとして
市販のものが挙げられる；例えば、カーボポール（登録商標）９５４）、及びＢＡＳＦか
らのルビゲル（Luvigel）シリーズのようなカルボン酸ポリマーが挙げられる。他の好適
なカルボン酸ポリマー剤には、Ｃ10～30アルキルアクリレートと、１つ以上のアクリル酸
モノマー、メタクリル酸モノマー、又はこれらの短鎖（即ち、Ｃ1～4アルコール）エステ
ルの１つのモノマーとのコポリマーが挙げられ、架橋剤は、スクロース又はペンタエリト
リトール（pentaerytritol）のアリルエーテルである。これらのコポリマーは、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として既知であり、Ｂ．Ｆ．グッド
リッチ（B.F. Goodrich）からカーボポール（CARBOPOL）（登録商標）１３４２、カーボ
ポール（登録商標）１３８２、カーボポールウルトレズ（CARBOPOL Ultrez）２１、ペミ
ュレン（Pemulen）ＴＲ－１、及びペミュレンＴＲ－２として市販されている。
【００４６】
　増粘剤の他の非限定例としては、カチオン性及び非イオン性ポリマーを包含する架橋ポ
リアクリレートポリマーが挙げられる。
【００４７】
　増粘剤の更なる他の非限定例としては、ポリアクリルアミドポリマー、特に置換分枝状
又は非分岐状ポリマーを包含する非イオン性ポリアクリルアミドポリマーが挙げられる。
これらのポリアクリルアミドポリマーの中でも、ＣＴＦＡ表記がポリアクリルアミド及び
イソパラフィン及びラウレス－７である非イオン性ポリマーがより好ましく、商標名セピ
ゲル（Sepigel）３０５としてセピック・コーポレーション（Seppic Corporation）（米
国ニュージャージー州フェアフィールド（Fairfield））より市販されている。本明細書
で有用な他のポリアクリルアミドポリマーとしては、アクリルアミド及び置換アクリルア
ミドと、アクリル酸及び置換アクリル酸との、多元ブロックコポリマーが挙げられる。こ
のような多元ブロックコポリマーの市販例としては、リポ・ケミカルズ社（Lipo Chemica
ls,Inc.）（ニュージャージー州パターソン（Patterson））からのハイパン（Hypan）Ｓ
Ｒ１５０Ｈ、ＳＳ５００Ｖ、ＳＳ５００Ｗ、ＳＳＳＡ１００Ｈが挙げられる。
【００４８】
　本明細書で有用な増粘剤の別の非限定の部類は、多糖類である。多糖類ゲル化剤の非限
定例としては、セルロース及びセルロース誘導体から選択されるものが挙げられる。アル
キルヒドロキシアルキルセルロースエーテルの中で好ましいのは、ＣＴＦＡ表記がセチル
ヒドロキシエチルセルロースである物質であり、これはセチルアルコールとヒドロキシエ
チルセルロースのエーテルであり、商品名ナトロセル（NATROSEL）（登録商標）ＣＳプラ
ス（CS Plus）としてアクアロン社（Aqualon Corporation）（デラウェア州ウィルミント
ン（Wilmington））から販売されている。他の有用な多糖類には、３単位毎に（１から６
）結合グルコースを有する（１から３）結合グルコース単位の直鎖である、スクレログル
カンが挙げられ、その市販例が、マイケル・メルシエ・プロダクツ社（Michel Mercier P
roducts Inc.）（ニュージャージー州マウンテンサイド）のクレアロゲル（CLEAROGEL）
（商標）ＣＳ１１である。
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【００４９】
　本明細書で有用な増粘剤の別の非限定の部類は、ゴム類である。本明細書で有用なゴム
類の非限定例として、ヘクトライト、水和シリカ、キサンタンガム、及びこれらの混合物
が挙げられる。
【００５０】
　本明細書で有用な増粘剤の別の非限定の部類は、改質デンプンである。グレイン・プロ
セッシング社（Grain Processing Corporation）からのウォーターロック（WATERLOCK）
（登録商標）のようなアクリレート改質デンプンを使用してもよい。ヒドロキシプロピル
デンプンホスフェート、ナショナル・スターチ（National Starch）からの商品名ストラ
クチャー（STRUCTURE）ＸＬは、有用な改質デンプンの別の例であり、他の有用な例とし
ては、クラリアント（Clariant）からのアリストフレックス（ARISTOFLEX）ＨＭＢ（アン
モニウムアクリロジメチルタウレート（Ammonium Acrylodimethyltaruate）／ベヘネス－
２５メタクリレートクロスポリマー）及びカチオン性スタビレン（stabylens）が挙げら
れる。
【００５１】
　界面活性剤
　本発明の多相パーソナルケア組成物は、任意選択的に、界面活性剤を含むことができる
。界面活性剤は、存在するならば、組成物の１つ以上の相に包含され得る。好適な界面活
性剤の非限定例としては、アニオン性界面活性剤、非イオン性界面活性剤、両性界面活性
剤、カチオン性界面活性剤、及びこれらの混合物が挙げられる。好適な界面活性剤の例は
、米国仮出願６０／６５８，６８７（２００５年３月４日出願）（ケース９９３３Ｐ）に
詳細に記載されている。
【００５２】
　本組成物は、好ましくは、比較的低濃度の界面活性剤のみを含むであろう。そういうも
のとして、本組成物は、典型的に、多相パーソナルケア組成物の約１０重量％未満、より
好ましくは約５重量％未満、より好ましくは約１重量％未満、更により好ましくは約０．
５重量％未満の界面活性剤を含むであろう。
【００５３】
　乳化剤
　本発明の多相パーソナルケア組成物の第一相は、任意選択的に、更に乳化剤を含むこと
ができる。多種多様な乳化剤が本明細書において有用である。本発明の組成物は、油／皮
膚軟化有益剤を乳化して、十分な量の１つ以上の乳化剤を含むことができ、適切な粒径及
び濡れた皮膚への良好な適用特性を生じる。
【００５４】
　本組成物に好適な乳化剤の非限定例としては、ポリエチレングリコール２０ソルビタン
モノラウレート（ポリソルベート２０）、ポリエチレングリコール５大豆ステロール、ス
テアレス－２０、セテアレス－２０、ＰＰＧ－２メチルグルコースエーテルジステアレー
ト、セテス－１０、ポリソルベート８０、セチルホスフェート、カリウムセチルホスフェ
ート、ジエタノールアミンセチルホスフェート、ポリソルベート６０、グリセリルステア
レート、ポリエチレングリコール－１００ステアレート、ポリオキシエチレン２０ソルビ
タントリオレエート（ポリソルベート８５）、ソルビタンモノラウレート、ポリオキシエ
チレン－４ラウリルエーテルナトリウムステアレート、ポリグリセリル－４イソステアレ
ート、ヘキシルラウレート、ステアレス－２０、セテアレス－２０、ＰＰＧ－２メチルグ
ルコースエーテルジステアレート、セテス－１０、ジエタノールアミンセチルホスフェー
ト、グリセリルステアレート、ポリエチレングリコール－１００ステアレート、及びこれ
らの混合物が挙げられる。
【００５５】
　加えて、ある実施形態で有用な、幾つかの市販の乳化剤混合物がある。例としては、Ｉ
ＳＰからのプロリピッド（PROLIPID）１４１（グリセリルステアレート、ベヘニルアルコ
ール、パルミチン酸、ステアリン酸、レシチン、ラウリルアルコール、ミリスチルアルコ
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ール、及びセチルアルコール）及び１５１（グリセリルステアレート、セテアリルアルコ
ール、ステアリン酸、１－プロパンアミウム（propanamium）、３－アミノ－Ｎ－（２－
（ヒドロキシエチル）－Ｎ－Ｎ－ジメチル、Ｎ－Ｃ（１６から１８）アシル誘導体塩化物
）；クローダ（Croda）からのポーラワックス（POLAWAX）ＮＦ（乳化ワックス（Emulsify
ing wax）ＮＦ）、インクロクアート・ベヘニル（INCROQUAT BEHENYL）ＴＭＳ（ベヘント
リモニウムスルフェート、及びセテアリルアルコール）；ポーラワックス・パスティル（
POLAWAX Pastilles）（ステアリルアルコール、セチルアルコール、及びポリソルベート
６０のブレンド）；並びにガッテホッセ（Gattefosse）からのエミュリウム・デルタ（EM
ULLIUM DELTA）（セチルアルコール、グリセリルステアレート、ポリエチレングリコール
－７５ステアレート、セテス－２０、及びステアレス－２０）が挙げられるが、これらに
限定されない。本発明と共に使用される乳化剤系は、明細書に開示されるものに限定され
るべきではなく、当技術者は本発明のパーソナルケア組成物を踏まえる当該技術分野で既
知のあらゆる乳化剤系を使用することができる。これらの系は、規定のとおり使用するこ
とができ、あるいは、望ましい効果を生じるために、個々の構成要素をあらゆる組合せで
使用することができる。
【００５６】
　典型的に、乳化剤は、多相パーソナルケア組成物の相の少なくとも約０．０１重量％及
び約１０重量％未満、好ましくは約５重量％未満、より好ましくは少なくとも約１重量％
、更により好ましくは約０．５重量％未満の濃度で、本組成物に包含される。
【００５７】
　抗菌剤
　本発明の多相パーソナルケア組成物の第一相は、任意選択的に、更に抗菌剤を含むこと
ができ、その好ましい濃度は、本組成物の相の約０．００１重量％から約１０重量％、よ
り好ましくは約０．０１重量％から約５重量％、更により好ましくは約０．０５重量％か
ら約２重量％の範囲である。
【００５８】
　本明細書において用いる抗菌活性物質の非限定例としては、β－ラクタム剤、キノロン
剤、シプロフロキサシン、ノルフロキサシン、テトラサイクリン、エリスロマイシン、ア
ミカシン、２，４，４’－トリクロロ－２’－ヒドロキシジフェニルエーテル、３，４，
４’－トリクロロバニリド、フェノキシエタノール、フェノキシプロパノール、フェノキ
シイソプロパノール、ドキシサイクリン、カプレオマイシン、クロルヘキシジン、クロル
テトラサイクリン、オキシテトラサイクリン、クリンダマイシン、エタンブトール、イセ
チオン酸ヘキサミジン、メトロニダゾール、ペンタミジン、ゲンタマイシン、カナマイシ
ン、リネオマイシン、メタサイクリン、メテナミン、ミノサイクリン、ネオマイシン、ネ
チルミシン、パロモマイシン、ストレプトマイシン、トブラマイシン、ミコナゾール、塩
酸テトラサイクリン、エリスロマイシン、亜鉛エリスロマイシン、エリスロマイシンエス
トレート、ステアリン酸エリスロマイシン、硫酸アミカシン、塩酸ドキシサイクリン、硫
酸カプレオマイシン、グルコン酸クロルヘキシジン、塩酸クロルヘキシジン、塩酸クロル
テトラサイクリン、塩酸オキシテトラサイクリン、塩酸クリンダマイシン、塩酸エタンブ
トール、塩酸メトロニダゾール、塩酸ペンタミジン、硫酸ゲンタマイシン、硫酸カナマイ
シン、塩酸リネオマイシン、塩酸メタサイクリン、馬尿酸メテナミン、マンデル酸メテナ
ミン、塩酸ミノサイクリン、硫酸ネオマイシン、硫酸ネチルミシン、硫酸パロモマイシン
、硫酸ストレプトマイシン、硫酸トブラマイシン、塩酸ミコナゾール、ケタコナゾール、
塩酸アマンファジン、硫酸アマンファジン、オクトピロックス、パラクロロメタキシレノ
ール、ナイスタチン、トルナフテート、亜鉛ピリチオン、クロトリマゾール、及びこれら
の組み合わせが挙げられる。
【００５９】
　着色剤
　本多相パーソナルケア組成物の第一相は、任意選択的に、更に着色剤を含むことができ
る。水溶性着色剤、油溶性着色剤、又は粒子顔料のような多種多様な着色剤を使用するこ
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とができる。本発明の一実施形態では、第一相は、油溶性着色剤を含む。油溶性着色剤の
例は、医薬品及び化粧品用バイオレット２である。粒子顔料の例としては、干渉顔料、特
に疎水変性干渉顔料が挙げられ、これは、米国仮出願６０／６５８，６８７（２００５年
３月４日出願）（ケース９９３３Ｐ）に記載されている。
【００６０】
　典型的に、着色剤は、多相パーソナルケア組成物の相の約０．００１重量％から約１０
重量％、好ましくは約５重量％未満、より好ましくは約１重量％未満の濃度で本組成物に
組み込まれる。
【００６１】
　水
　典型的に、本多相パーソナルケア組成物の第一相は、水を含むであろう。典型的に、水
は、多相パーソナルケア組成物の相の少なくとも約１０重量％、好ましくは少なくとも約
２０重量％、より好ましくは少なくとも約３０重量％、更により好ましくは少なくとも約
４０重量％、更により好ましくは少なくとも約５０重量％の濃度で本組成物の第一相に組
み込まれる。典型的に、水は、多相パーソナルケア組成物の相の約９０重量％未満、好ま
しくは約８０重量％未満、より好ましくは約７５重量％未満、更により好ましくは約７０
重量％未満の濃度で本組成物に組み込まれる。一実施形態では、本多相パーソナルケア組
成物は、多相パーソナルケア組成物の少なくとも約４０重量％、好ましくは少なくとも約
５０重量％、より好ましくは少なくとも約６０重量％の水を含む。
【００６２】
　他の任意選択的な成分
　ＣＴＦＡ化粧品成分便覧（CTFA Cosmetic Ingredient Handbook）（第２版、１９９２
年）は、パーソナルケア業界において一般に使用される多種多様の非限定的な化粧品成分
及び薬剤成分を記載しており、これは、本発明の組成物の第一相中に他の任意選択的な成
分として使用するのに好適である。好ましい任意選択的な成分は、香料である。
【００６３】
　第二相
　本発明の多相パーソナルケア組成物は、第一相と視覚的に区別できる第二相とを更に含
む。第一相と第二相とを組み合わせて、本組成物を形成するとき、相により視覚的に区別
できるパターンが形成される。本組成物の第二相は、第一相と同様又は同一の成分から構
成され得る。第二相が第一相と視覚的に区別できるように、第一相が着色剤を含むならば
、第二相は、異なる着色剤を含むか、又は着色剤を含まないであろう。第二相が第一相と
視覚的に区別できるように、第一相が着色剤を含まないならば、第二相は、着色剤を含む
であろう。一実施形態では、第二相は、着色剤を使用すること以外（第一相が、着色剤を
含まない場合）、又は異なる着色剤を使用すること以外は（第一相が、着色剤を含む場合
）、第一相と実質的に同一の構成要素を含む。
【００６４】
　第三相、第四相等
　本組成物は、任意選択的に、更にいくつもの追加の相、例えば、第三相、第四相等を含
むことができる。これらの追加の相は、第一相及び／又は第二相と同様又は同一の成分か
ら構成され得る。追加の相が第一相及び／又は第二相と視覚的に区別できるように、これ
らの追加の相は、好ましくは異なる着色剤を含む。
【００６５】
　本組成物の各相は、不透明、透明、又は半透明であることができる。水性ゲル相は、典
型的に透明又は半透明である。一実施形態では、第一相は不透明であり、及び第二相も不
透明である。一実施形態では、本組成物は水性ゲル相がない。
【００６６】
　本組成物の１つ以上の相は、好ましくは分散物、より好ましくは、水中油型エマルショ
ン、油中水型エマルション、又はこれらの組み合わせのようなエマルションである。一実
施形態では、本組成物は、水中油型エマルションである第一相、及び水中油型エマルショ
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ンである第二相を含む。
【００６７】
　本組成物の相は、振盪に際し、好ましくは「一時的なエマルション」を形成しない。多
相製品が振盪されるとき、一時的なエマルションが形成され 、その後、組成物が攪拌せ
ずに置かれるに際し、相は再び分離する。
【００６８】
　本発明の組成物は、好ましくは本明細書において定義されたように安定しているので、
製品が、店舗の棚に長い期間に亘って陳列されているとき、相により形成される視覚的に
区別できるパターンが維持される。
【００６９】
　好ましい実施形態では、本組成物の１つ以上の相は、非ニュートン性又はずり減粘特性
を有する。組成物が容器内に保存されている間には、各相の適切な粘度が維持でき、その
後、容器から分与するに際し、粘度がより低くなり、分与及び消費者の皮膚又は毛髪への
組成物の塗り広げが容易になるように、本組成物の相が、非ニュートン性又はずり減粘特
性を有することは重要であり得る。
【００７０】
　粘度
　本多相組成物の各相は、一般に少なくとも約１，０００パスカル・セコンド（「Ｐａ・
ｓ」）、好ましくは少なくとも約４，０００Ｐａ・ｓ、より好ましくは少なくとも約８，
０００Ｐａ・ｓの粘度を有するであろう。各相の粘度、又は本多相組成物自体の粘度は、
以下に記載の粘度測定法に従って測定される。好ましくは、本組成物の第一相及び第二相
の粘度は、約２０％以下、好ましくは約１５％以下、より好ましくは約１０％以下異なる
。
【００７１】
　パッケージ
　本発明の多相パーソナルケア組成物は、多種多様な容器に詰められ得る。本組成物の相
は、視覚的に区別できるパターンを形成するので、それが店舗の棚に陳列されているとき
、消費者が容器を通して視覚的に区別できるパターンを見ることができるように、不透明
な容器ではなく、透明又は半透明の容器に、組成物を詰めることが好ましい。
【００７２】
　「トトルス（tottles）」（これは、瓶と該瓶に付属する蓋とを含む容器であり、該容
器は、その蓋の上に置く又は立つように設計される）のような、本多相パーソナルケア組
成物に好ましい容器は、米国特許出願１１／０６７，４４３（２００５年２月２５日出願
）（ケース９９２６）に詳細に記載されている。シャワー内（in-shower）ボディローシ
ョン製品のような、シャワー内で使用される本発明の多相パーソナルケア組成物にとって
、好ましい容器は、米国仮出願６０／６２６，１３３（２００４年１１月８日出願）（ケ
ース９６３３Ｐ２）に記載されているようなスリット弁を含む。
【００７３】
　製造方法
　視覚的に区別できるパターンを有する多相組成物を形成するための、本明細書に記載さ
れた相を組み合わせる様々な方法が、当該技術分野において開示されている。例えば、好
適な方法は、ＵＳ２００４／０２１９１１９Ａ１（ケース９２１８）に開示されている。
この方法では、第一相は、第一保存タンクに保存され、第二相は、第二保存タンクに保存
される。第一相は、第一保存タンクから、静的ミキサーへと送り込まれる。第二相は、第
二保存タンクから、同じ静的ミキサーへと送り込まれる。第一相及び第二相は、静的ミキ
サー内で混ざり、静的ミキサーから送り出され、容器に相を分与するための１つのノズル
を通る。容器は、ノズルの下に置かれ、回転円板上で回転しながら相を受ける。容器が相
で満たされるように、容器は、ノズルに対して垂直に移動する。この方法は、組成物の相
により形成される大理石模様の視覚的パターンを有する多相パーソナルケア組成物をもた
らすことができる。
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【００７４】
　他の好適な方法は、ＵＳ６，５１６，８３８、ＵＳ６，３６７，５１９、及びＵＳ６，
２１３，１６６に記載されている。この方法では、第一相は、第一保存タンクに保存され
、第二相は、第二保存タンクに保存される。第一相は、第一保存タンクから、複数のノズ
ルを有するノズル組み立て部へと送り込まれる。第二相は、第二保存タンクから、複数個
のノズルを有するノズル組み立て部へと送り込まれる。第一相及び第二相は、容器に相を
分与するために、ノズル組み立て部内の別個のノズルを通して送り込まれる。相が独立し
て容器に分与されるように、ノズル組み立て部が容器に対して回転するか、あるいは、容
器がノズル組み立て部に対して回転するかのどちらかである。容器が相で満たされるよう
に、ノズル組み立て部が容器に対して垂直に移動するか、あるいは、容器がノズル組み立
て部に対して垂直に移動するかのどちらかである。この方法は、組成物の相により形成さ
れる渦巻き状（spiral）又はらせん状（helical）の視覚的パターンを有する多相パーソ
ナルケア組成物をもたらすことができる。
【００７５】
　別の好適な方法は、ＵＳ４，１５９，０２８に記載されている。この方法では、第一相
は、第一保存タンクに保存され、及び第二相は、第二保存タンクに保存される。第一相は
、第一保存タンクから、受け入れ腔（receiving cavity）へと送り込まれる。第二相は、
第二保存タンクから、同じ受け入れ腔へと送り込まれる。第一相及び第二相は、受け入れ
腔から送り出され、及び容器に相を分与するための１つのノズルを通る。容器は、傾斜し
た向きでノズルの下に置かれ、回転円板上で回転しながら相を受ける。容器が相で満たさ
れるように、容器は、ノズルに対して垂直に移動する。この方法は、組成物の相により形
成される一般的に旋回状（swirled）又は大理石模様の視覚的パターンを有する多相パー
ソナルケア組成物をもたらすことができる。
【００７６】
　好ましい製造方法では、個々の相の残りの成分にプレミックスを添加する前に、着色剤
（好ましくは、油溶性着色剤）が、油／皮膚軟化有益剤とプレミックスされる。着色剤を
油／皮膚軟化有益剤とプレミックスすると、着色剤が、１つの相から別の相へと移動する
のを防止する傾向にある。そういうものとして、少なくとも１つの相に油溶性着色剤を使
用することが好ましい。
【００７７】
　使用方法
　更に、本発明は、本明細書に記載された多相パーソナルケア組成物の使用方法に関する
。好ましくは、本組成物は、シャワー中又は入浴中に組成物を濡れた皮膚又は濡れた毛髪
に適用し、その後、皮膚又は毛髪から、組成物を水で洗い流すことにより、皮膚又は毛髪
を保湿又はコンディショニングするために使用される。好ましくは、この方法の結果とし
て、油／皮膚軟化有益剤は、皮膚又は毛髪に沈着され、その結果、皮膚又は毛髪を保湿又
はコンディショニングする。
【００７８】
　一実施形態では、本発明は、皮膚又は毛髪を保湿又はコンディショニングする方法に関
し、前記方法は、（ａ）前記皮膚又は毛髪を水で濡らす工程と、（ｂ）第一相及び第二相
を含み、前記相は、視覚的に区別できるパターンを形成し、前記多相パーソナルケア組成
物の約１０重量％未満の界面活性剤を含む多相パーソナルケア組成物を前記皮膚又は毛髪
に適用する工程と、（ｃ）前記皮膚又は毛髪から、前記多相パーソナルケア組成物を水で
洗い流す工程とを含む。
【００７９】
　粘度測定方法
　剪断応力を加え、ＴＡインストルメント（Instruments）ＡＲ２０００（ＴＡインスト
ルメント（Instruments）、米国デラウェア州、ニューキャッスル（New Castle）１９７
２０）のようなレオメーターを使用して、剪断速度を測定することにより、本多相パーソ
ナルケア組成物の特定の相、又は組成物全体そのものの粘度を測定することができる。粘
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【００８０】
　測定については、０．２５ｍｍを超える粒子が存在しない限り、１ｍｍの間隙を有する
直径４０ｍｍの平行プレート形状が使用され、その場合に、２ｍｍの間隙が使用される。
レオメーターは、標準平行プレート仕様を使用して、端における剪断速度を試験の剪断速
度として報告し、係数２／（πＲ3）を使用して、トルクを応力に変換する。スパチュラ
を使用して、測定すべき少量の余剰の相を含む試料又は組成物を、２５℃であるレオメー
ター基板上に載せ、間隙を確保し、トップ測定形状の外側の余剰組成物が取り除き、余剰
試料を取り除く間に、トッププレートを適所に固定する。試料は、基板温度に２分間平衡
化される。当業者に既知であるように、平行プレート形状による剪断速度は、端における
剪断速度として表され、これはまた最大剪断速度である。測定が実行され、これは応力を
０．１Ｐａから５，０００Ｐａまで、２５℃で５．０分間隔において漸増させながら、対
数数列の１００の粘度データ点を収集することを含む。少なくとも５００　１／秒の剪断
速度が試験中に得られるか、あるいは、少なくとも５００　１／秒の剪断速度が測定期間
中に得られるまで、より高い最終応力値にて、同じ構成成分の新しい試料を用いて、時間
当たりの応力増加の同じ速度を維持して、試験は繰り返される。測定の間は、トップ平行
プレート下の領域は、いずれの端の位置においても、測定中に試料がなくならないように
試料を観察して確かめるか、あるいは、試験の持続時間中、試料が残っている間は測定が
繰り返される。幾つかの試行後、端の試料がなくなったために結果を得ることができない
場合には、物質の余剰蓄積を端に残しながら（削らない）測定を繰り返す。試料がなくな
ることが、なお回避できない場合には、装填中のくぼみを避けるために、多量の余剰試料
を有する同心円筒形状が使用される。剪断速度０．２から２Ｐａの間の粘度データ点のみ
を選択し、中央粘度（median viscosity）を計算する。この初期の中央粘度に、別々に５
を掛け、５で割り、範囲を画定する。この範囲（初期中央／５から初期中央＊５）の外に
存在するあらゆる粘度点は、より小さいデータセットを画定するために除去され、より小
さなデータセットから中央粘度を再計算し、試料の粘度値を報告し、Ｐａ・ｓの単位で表
す。
【実施例】
【００８１】
　以下は、本発明の多相パーソナルケア組成物の非限定例であり、シャワー内（in-showe
r）ボディローション製品である。
【００８２】
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【表１】

　aクロンプトン・ウィトコ（Crompton Witco）から商標名Ｇ－２１８０ペトロラタム（P
etrolatum）として市販。
　bノベオン（Noveon）から商標名シェルセモール・ディス（SCHERCEMOL DIS）として市
販。
　cナショナル・スターチ（National Starch）から商標名ストラクチャー（STRUCTURE）
ＸＬとして市販。
　dクローダ（Croda）から商標名ポーラワックス・パスティルス（POLAWAX Pastilles）
として市販。
　eロンザ（Lonza）から商標名グリダント・プラス液（GLYDANT PLUS Liquid）として市
販
　fアクゾ・ノーベル（Akzo Nobel）から商標名ディソルビン（DISSOLVINE）ＮＡ２－Ｓ
として市販。
　g商標名、医薬品及び化粧品用バイオレット２として市販。
【００８３】
　上記に例示された多相パーソナルケア組成物の第一相及び第二相は、共に不透明である
。シャワー内（in-shower）ボディローションの第一相の粘度は、約８，５００Ｐａ・ｓ
である。シャワー内ボディローションの第二相の粘度は、約８，０００Ｐａ・ｓである。
第一相及び第二相は、共に水中油型エマルションであり、共に非ニュートン性である。第
一相及び第二相は、以下に記載するように組み合わされ、視覚的に区別できる縞模様パタ
ーンを形成する。
【００８４】
　上記に例示された多相パーソナルケア組成物は、シャワー内（in-shower）ボディロー
ションであり、第一相及び第二相を独立して作製した後、これらをＵＳ２００４／０２１
９１１９Ａ１（ケース９２１８）に記載された方法に従って組み合わせ、完成多相パーソ
ナルケア組成物を形成することにより作製される。
【００８５】
　第一相
　第一相は、以下の手順に従って作製される。約３００グラムの水を第一ビーカーに加え
、水を約８５から９０℃に加熱する。約６６グラムの溶融ペトロラタムを第二ビーカーに
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加え、約８５から９０℃に加熱する。約７．２グラムのポーラワックス（POLAWAX）を第
二ビーカーに加え、混合する。約１０．５グラムのストラクチャー（STRUCTURE）ＸＬを
第二ビーカーに加え、混合する。第一ビーカーから、約１９９．８９２グラムの加熱水を
取り、これを第二ビーカーに加え、混合する。約０．３６グラムのＥＤＴＡ二ナトリウム
を第二ビーカーに加える。約０．７５グラムのフェノキシエタノールを第二ビーカーに加
え、混合する。第二ビーカーを水浴へ移動し、混合を続け、第二ビーカーの内容物の温度
を約４７℃に調整する。約１０．５グラムのシェルセモール・ディス（SCHERCEMOL DIS）
を約４７℃の第二ビーカーに加える。約１．１９８グラムのグリダント・プラス液（GLYD
ANT PLUS Liquid）を約４６℃の第二ビーカーに加え、混合する。約３．６グラムの香料
を約４５℃の第二ビーカーに加え、混合する。第二ビーカーの内容物を混合しながら冷却
し、その後、内容物を第一保存タンクへとあける。
【００８６】
　第二相
　第二相は、以下の手順に従って作製される。約３００グラムの水を第三ビーカーに加え
、水を約８５から９０℃に加熱する。約６６グラムの溶融ペトロラタムを第四ビーカーに
加え、約８５から９０℃に加熱する。約０.００８グラムの着色剤を第四ビーカーに加え
、着色剤がペトロラタムに溶解するまで混合する。約７．２グラムのポーラワックス（PO
LAWAX）を第四ビーカーに加え、混合する。約１０．５グラムのストラクチャー（STRUCTU
RE）ＸＬを第四ビーカーに加え、混合する。第三ビーカーから、約１９９．８８４グラム
の加熱水を取り、これを第四ビーカーに加え、混合する。約０．３６グラムのＥＤＴＡ二
ナトリウムを第四ビーカーに加える。約０．７５グラムのフェノキシエタノールを第四ビ
ーカーに加え、混合する。第四ビーカーを水浴へ移動し、混合を続け、第四ビーカーの内
容物の温度を約４７℃に調整する。約１０．５グラムのシェルセモール・ディス（SCHERC
EMOL DIS）を約４７℃の第四ビーカーに加える。約１．１９８グラムのグリダント・プラ
ス液（GLYDANT PLUS Liquid）を約４６℃の第四ビーカーに加え、混合する。約３．６グ
ラムの香料を約４５℃の第四ビーカーに加え、混合する。第四ビーカーの内容物を混合し
ながら冷却し、その後、内容物を第二保存タンクへとあける。
【００８７】
　第一相及び第二相の組み合わせ
　静的ミキサーを使用しないこと以外は、ＵＳ２００４／０２１９１１９Ａ１（ケース９
２１８）に記載された方法と同様の方法に従って、第一相及び第二相を組み合わせ、多相
パーソナルケア組成物を形成する。該方法は、ＵＳ４，１５９，０２８に記載された方法
とも同様である。第一相は、第一保存タンクから受け入れ腔（receiving cavity）へと送
り込まれる。第二相は、第二保存タンクから同じ受け入れ腔へと送り込まれる。その後、
第一相及び第二相は、受け入れ腔から送り出され、多相パーソナルケア組成物を形成する
ために充填ノズルを通る。プラスチック瓶、又は他のパッケージは、充填ノズル下部に直
接置かれ、充填ノズルから、多相パーソナルケア組成物を受ける。プラスチック瓶は、充
填中には瓶を下げて回転する瓶保持台上に置かれる。多相パーソナルケア組成物が、充填
ノズルから流れるとき、瓶保持台は、充填中に瓶を下げて約２６．２ｒａｄ／ｓ（２５０
ｒｐｍ）で回転する。瓶が多相パーソナルケア組成物で満たされると、本プロセスは完結
する。多相パーソナルケア組成物中の相は、視覚的に区別できる縞模様パターンを形成す
る。
【００８８】
　「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されるべきではない。この文書の用語のある意味
又は定義が、参照として組み込まれる文書の用語のある意味又は用語の定義と矛盾する限
りでは、この文書で用語に割り当てられた意味又は定義が適用されるものとする。
【００８９】
　本発明の特定の実施形態を例示及び記載したが、本発明の精神及び範囲から逸脱するこ
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となく、他の様々な変更及び修正を実施できることが、当業者には明白であろう。したが
って、本発明の範囲内にあるそのような全ての変更及び修正を、添付の特許請求の範囲で
扱うものとする。
　以下に、本発明の好ましい態様を示す。
１．多相パーソナルケア組成物であって、
　少なくとも約１，０００Ｐａ・ｓの粘度を有する、油／皮膚軟化有益剤及び着色剤を含
む不透明な第一相と、
　少なくとも約１，０００Ｐａ・ｓの粘度を有する不透明な第二相と
を含み、
　前記第一相及び前記第二相は、視覚的に区別できるパターンを形成し、および
　前記多相パーソナルケア組成物は、前記多相パーソナルケア組成物の約１０重量％未満
の界面活性剤を含む多相パーソナルケア組成物。
２．前記多相パーソナルケア組成物が、前記多相パーソナルケア組成物の約５重量％未満
の界面活性剤を含む、１．に記載の多相パーソナルケア組成物。
３．前記多相パーソナルケア組成物が、前記多相パーソナルケア組成物の約１重量％未満
の界面活性剤を含む、２．に記載の多相パーソナルケア組成物。
４．前記多相パーソナルケア組成物が、前記多相パーソナルケア組成物の約０．５重量％
未満の界面活性剤を含む、３．に記載の多相パーソナルケア組成物。
５．前記着色剤が油溶性着色剤である、１．に記載の多相パーソナルケア組成物。
６．前記組成物が透明又は半透明の容器に詰められる、１．に記載の多相パーソナルケア
組成物。
７．前記不透明な第二相の前記粘度が、前記不透明な第一相の前記粘度と２０％以下だけ
異なる、１．に記載の多相パーソナルケア組成物。
８．前記第二相が、前記第一相と実質的に同じ構成要素を含む、７．に記載の多相パーソ
ナルケア組成物。
９．前記第一相と前記第二相との間の違いが着色剤である、８．に記載の多相パーソナル
ケア組成物。
１０．前記第一相が非ニュートン性であり、前記第二相が非ニュートン性である、１．に
記載の多相パーソナルケア組成物。
１１．前記第一相が水中油型エマルションであり、前記第二相が水中油型エマルションで
ある、１．に記載の多相パーソナルケア組成物。
１２．多相パーソナルケア組成物の製造方法であって、
　油／皮膚軟化有益剤及び油溶性着色剤を含む第一相を作製する工程であって、前記油／
皮膚軟化有益剤及び前記油溶性着色剤は混合されてプレミックスを形成し、前記プレミッ
クスは追加の任意選択的な成分と組み合わされて前記第一相を形成する工程と、
　第二相を作製する工程と、
　前記第一相及び前記第二相を組み合わせて、前記多相パーソナルケア組成物を形成する
工程と
を含み、
　前記多相パーソナルケア組成物は、前記多相パーソナルケア組成物の約１０重量％未満
の界面活性剤を含む、多相パーソナルケア組成物の製造方法。
１３．皮膚又は毛髪を保湿又はコンディショニングする方法であって、
　前記皮膚又は毛髪を水で濡らす工程と、
　第一相及び第二相を含み、前記相は、視覚的に区別できるパターンを形成し、前記多相
パーソナルケア組成物の約１０重量％未満の界面活性剤を含む多相パーソナルケア組成物
を前記皮膚又は毛髪に適用する工程と、
　前記皮膚又は毛髪から、前記多相パーソナルケア組成物を水で洗い流す工程と
を含む方法。
１４．前記多相パーソナルケア組成物が、前記多相パーソナルケア組成物の約５重量％未
満の界面活性剤を含む、１３．に記載の方法。
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１５．前記多相パーソナルケア組成物が、前記多相パーソナルケア組成物の約１重量％未
満の界面活性剤を含む、１４．に記載の方法。
１６．前記多相パーソナルケア組成物が、前記多相パーソナルケア組成物の約０．５重量
％未満の界面活性剤を含む、１５．に記載の方法。
１７．前記着色剤が油溶性着色剤である、１３．に記載の方法。
１８．前記組成物が透明又は半透明の容器に詰められる、１３．に記載の方法。
１９．前記不透明な第二相の前記粘度が、前記不透明な第一相の前記粘度と２０％以下だ
け異なる、１３．に記載の方法。
２０．前記第二相が前記第一相と実質的に同じ構成要素を含む、１９．に記載の方法。
２１．前記第一相と前記第二相との間の違いが着色剤である、２０．に記載の方法。
２２．前記第一相が、非ニュートン性であり、前記第二相が、非ニュートン性である１３
．に記載の方法。
２３．前記第一相が水中油型エマルションであり、前記第二相が水中油型エマルションで
ある、１３．に記載の方法。
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