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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　(a)式中Aがスチレンに相当し、かつBがゴムに相当する(i)A-Bタイプのコポリマーの、
少なくとも1つのジブロック熱可塑性エラストマーおよび(ii)A-B-Aタイプのコポリマーの
、少なくとも1つのトリブロック熱可塑性エラストマーの混合物、
　(b)少なくとも1つの粘着性付与成分、および
　(c)少なくとも1つのハードセグメントを溶解することができる少なくとも1つの溶媒、
　を含み、
前記少なくとも1つのハードセグメントが50℃以上のTg値を有し、かつ前記少なくとも1つ
のソフトセグメントが20℃以下のTg値を有し、
少なくとも1つの粘着性付与成分が、水添スチレン/メチルスチレン/インデンコポリマー
である、化粧用組成物。
【請求項２】
　(a)が、(a)の重量を基にして、30重量%未満のスチレン含有量を有する、請求項1に記載
の組成物。
【請求項３】
　(a)が、組成物の重量を基にして、0重量%超から50重量%の量で組成物中に存在する、請
求項1または2に記載の組成物。
【請求項４】
　少なくとも1つの粘着性付与成分が、組成物の重量を基にして、0重量%超から90重量%の
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量で組成物中に存在する、請求項1から3のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項５】
　粘着性付与成分が、数字δに相当する溶解度パラメータを有し、かつブロックコポリマ
ーが、δ±2に相当する溶解度パラメータをもつ少なくとも1つのセグメントを有する、請
求項1から4のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項６】
　少なくとも1つのハードセグメントを溶解することができる少なくとも1つの溶媒が、室
温で1から200cpsの粘度を有する、請求項1から5のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項７】
　少なくとも1つのハードセグメントを溶解することができる少なくとも1つの溶媒が、数
字δ'に相当する溶解度パラメータを有し、かつブロックコポリマーが、δ'±2からδ'±
0.3の溶解度パラメータをもつ少なくとも1つのハードセグメントを有する、請求項1から6
のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項８】
　少なくとも1つのハードセグメントを溶解することができる少なくとも1つの溶媒が、10
0から500の重量平均分子量を有する、請求項1から7のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項９】
　少なくとも1つのハードセグメントを溶解することができる少なくとも1つの溶媒が、50
0から2500の重量平均分子量を有する少なくとも1つの共溶媒をさらに含む、請求項1から8
のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１０】
　少なくとも1つのハードセグメントを溶解することができる少なくとも1つの溶媒が、組
成物の重量を基にして、0重量%超から85重量%の量で組成物中に存在する、請求項1から9
のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１１】
　少なくとも1つのハードセグメントを溶解することができる少なくとも1つの溶媒が、直
鎖または分枝状のモノエステル、ジエステル、トリエステル、およびこれらの混合物から
選択される、請求項1から10のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１２】
　少なくとも1つのソフトセグメントを溶解することができる少なくとも1つの溶媒をさら
に含む、請求項1から11のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１３】
　ソフトセグメントを溶解することができる少なくとも1つの溶媒が、室温で1から50cps
の粘度を有する、請求項12に記載の組成物。
【請求項１４】
　ソフトセグメントを溶解することができる少なくとも1つの溶媒が、数字δ'に相当する
溶解度パラメータを有し、かつブロックコポリマーが、δ'±2からδ'±0.3の溶解度パラ
メータをもつ少なくとも1つのソフトセグメントを有する、請求項12または13に記載の組
成物。
【請求項１５】
　ソフトセグメントを溶解することができる少なくとも1つの溶媒が、150から450の重量
平均分子量を有する、請求項12から14のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１６】
　500から2000の重量平均分子量を有する少なくとも1つの共溶媒を含む、請求項1から15
のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１７】
　ソフトセグメントを溶解することができる少なくとも1つの溶媒が、ポリブテン、水添
ポリブテン、ポリイソブテン、水添ポリイソブテン、イソエイコサン、ポリデセンおよび
水添ポリデセンから選択される、請求項12から16のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１８】
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　唇に適用されたときに色を与えるのに有効な量で着色剤が存在する、請求項1から17の
いずれか一項に記載の組成物。
【請求項１９】
　少なくとも1つの変性シリコーンをさらに含む、請求項1から18のいずれか一項に記載の
組成物。
【請求項２０】
　少なくとも1つの変性シリコーンが、アルキル変性シリコーン、エステル変性シリコー
ン、フルオロシリコーン、およびこれらの混合物から選択される、請求項19に記載の組成
物。
【請求項２１】
　少なくとも1つのゲル化剤をさらに含む、請求項1から20のいずれか一項に記載の組成物
。
【請求項２２】
　少なくとも1つのゲル化剤が、フュームドシリカ、疎水性シリカおよび/または変性クレ
イである、請求項21に記載の組成物。
【請求項２３】
　少なくとも1つの光沢向上剤をさらに含む、請求項1から22のいずれか一項に記載の組成
物。
【請求項２４】
　少なくとも1つの光沢向上剤がフェニル化シリコーンである、請求項23に記載の組成物
。
【請求項２５】
　(a)式中Aがスチレンに相当し、かつBがゴムに相当する(i)A-Bタイプのコポリマーの、
少なくとも1つのジブロック熱可塑性エラストマーおよび(ii)A-B-Aタイプのコポリマーの
、少なくとも1つのトリブロック熱可塑性エラストマーの混合物を1から10重量%、
　(b)スチレン/メチルスチレン/インデンコポリマーから誘導される少なくとも1つの水添
炭化水素樹脂を1から40重量%、および
　(c)重量平均分子量が100から500の少なくとも1つのエステルを1から60重量% 
　(全ての重量は組成物の重量を基にする)
　を含む、請求項1から24のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項２６】
　0.01rad/sの周波数ωにおいて、25℃で0.01Paから500Paの範囲の貯蔵弾性率G'を有する
、請求項1から25のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項２７】
　25℃で2Pa.sから150,000Pa.sの範囲のクリープ粘度(ηcreep)を有する、請求項1から26
のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項２８】
　請求項1から27のいずれか一項に記載の組成物を唇に接触させることを含む、唇を手入
れするための美容方法。
【請求項２９】
　(a)ケラチン性基質を用意するステップと、
　(b)ベースコート組成物をケラチン性基質に適用するステップであって、前記ベースコ
ート組成物が、
　(i)(1)少なくとも1つのオルガノシロキサンユニットならびにエステル基、スルホンア
ミド基、カルバメート基、チオカルバメート基、尿素基、チオ尿素基、オキサミド基、グ
アニジノ基、ビグアニジノ基、アミド基、およびこれらの混合物から選択される、水素相
互作用を形成することができる少なくとも2つの他の基を含む(コ)ポリマー、
　　(2)シリコーンポリアミドコポリマーおよびこれらの混合物
　から選択されるポリマーを含む少なくとも1つのポリオルガノシロキサン、
　(ii)少なくとも1つのシリコーン皮膜形成剤、
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　(iii)少なくとも1つの揮発油、
　(iv)少なくとも1つの着色剤
　を含むステップと、
　(c)ベースコート組成物の上からトップコートを適用するステップであって、前記トッ
プコート組成物が前記請求項1から27に定義されている通りであるステップと
　を含むケラチン性基質をメークアップする美容方法。
【請求項３０】
　(b)(i)がベースコート組成物の重量を基にして、0.5から30重量%の量で存在する、請求
項29に記載の方法。
【請求項３１】
　(b)(ii)がトリメチルシロキシシリケートである、請求項29または30に記載の方法。
【請求項３２】
　(b)(ii)がベースコート組成物の重量を基にして、0.1から30重量%の量で存在する、請
求項29から31のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３３】
　ケラチン性基質が唇である、請求項29から32のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３４】
　ケラチン性基質が毛髪である、請求項29から32のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３５】
　トップコート組成物が、少なくとも1つの短鎖エステルをさらに含む、請求項29から34
のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３６】
　(b)(i)がシリコーン-ポリエステルコポリマー、シリコーン-ポリカルバメートコポリマ
ー、シリコーン-スルホンアミドコポリマー、シリコーン-尿素コポリマー、シリコーン-
チオ尿素コポリマー、シリコーン-オキサミドコポリマー、シリコーン-グアニジノコポリ
マー、シリコーン-ビグアニジノコポリマーおよびこれらの混合物から選択される、請求
項29から35のいずれか一項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　顔、眼、唇、爪および毛髪のための化粧用組成物の快適性、持ち、光沢および/または
製品寿命を改善することに関連して数多くの開発が行なわれてきた。
【背景技術】
【０００２】
　リップグロスおよびリップスティックなどの市販のリップトリートメント組成物は、そ
の組成に応じて、ある程度のつやまたは光沢を有している。このような製品のつやまたは
光沢をさらに向上させるために、高屈折率液体の使用を介した努力がなされてきたが、つ
やまたは光沢の持ちには限度がある。さらに、これらのリップトリートメント組成物は、
しばしば光沢/つやの持ちを維持するために使用されている高粘度の高分子量ポリマーの
存在により、適用時にべたついて不快感をもたらす。
　光沢/つやを改善するための他の努力には、シリコーン液の使用があるが、光沢の持ち
については満足できない点が多い。
【特許文献１】米国特許第5294438号
【特許文献２】米国特許第6403070号
【特許文献３】米国特許第6656458号
【特許文献４】米国特許第5874069号
【特許文献５】米国特許第5919441号
【特許文献６】米国特許第6051216号
【特許文献７】米国特許第5981680号
【特許文献８】US-A-598168
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【特許文献９】米国特許第6503632号
【特許文献１０】米国特許第6569955号
【特許文献１１】米国特許第6338839号
【特許文献１２】国際公開第03/042221号
【特許文献１３】米国特許第5246694号
【特許文献１４】米国特許第5061481号
【特許文献１５】米国特許第5219560号
【特許文献１６】米国特許第5262087号
【特許文献１７】米国特許第6045782号
【特許文献１８】米国特許第5334737号
【特許文献１９】米国特許第4725658号
【特許文献２０】米国特許第5209924号
【特許文献２１】米国特許第4972037号
【特許文献２２】国際公開第01/32737号
【特許文献２３】国際公開第01/32727 A1号
【特許文献２４】米国特許第4693935号
【特許文献２５】米国特許第4981903号
【特許文献２６】米国特許第4981902号
【特許文献２７】米国特許第5468477号
【非特許文献１】「Polymer Handbook」第3版、第VII章、519～559頁のEric A. Grulkeに
よる論文「Solubility Parameter Values」
【非特許文献２】C. M. Hansen、「The three-dimensional solubility parameters」、J
. Paint Technol.、39、105頁、1967年
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　したがって、適用時および皮膚に付着している間、快適であり、かつ長時間持続する光
沢/つやを有するリップトリートメント組成物を提供することが、本発明の特徴の1つであ
る。
【０００４】
　したがって、本発明の第一の特徴は、
(a)少なくとも1つのハードセグメントおよび少なくとも1つのソフトセグメントを有する
少なくとも1つのブロックコポリマー、(b)少なくとも1つの粘着性付与成分、(c)少なくと
も1つのハードセグメントを溶解することができる少なくとも1つの溶媒、および
(d)任意選択で、少なくとも1つの着色剤
を含み、かつ前記少なくとも1つのハードセグメントが50℃以上のTg値を有し、かつ前記
少なくとも1つのソフトセグメントが20℃以下のTg値を有する化粧用組成物を対象とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　このように、驚くべきことに、(a)少なくとも1つのハードセグメントおよび少なくとも
1つのソフトセグメントを有するブロックコポリマー、(b)粘着性付与成分、および(c)少
なくとも1つのハードセグメントを溶解することができる少なくとも1つの溶媒を、ブロッ
クコポリマーのソフトセグメントを溶解することができる少なくとも1つの溶媒との混合
において、または、上記溶媒を伴わずに含むリップトリートメント組成物は、唇に適用し
たときに、快適で、長時間持続する光沢またはつやをもたらすことができることが発見さ
れた。
【０００６】
　ブロックコポリマーの物理的およびレオロジー的特性は、ハードおよび/またはソフト
ブロックセグメントを溶解することができる特定のタイプの溶媒を使用することにより、
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調整することができる。ソフトセグメントを溶解することができる溶媒は結果的に、ブロ
ックコポリマーに、ハードセグメントを溶解することができる溶媒を使用することにより
得られるものとは異なるモルフォロジーおよびレオロジーをもたせる。同様に、ハードお
よびソフトセグメントの両方を溶解することができる溶媒の混合物をベースとするブロッ
クコポリマー溶液の物理的性質は、ソフトセグメントのみを溶解することができる溶媒ま
たはハードセグメントのみを溶解することができる溶媒を使用することにより得られる溶
液の性質とは異なる。
【０００７】
　さらに、本発明は、そのもう1つの特徴に基づき、長時間持続性の化粧用製品システム
および前記化粧用製品システムを用いたケラチン性基質のメークアップ方法を対象とする
。
【０００８】
　化粧品を強化するために使用される組成物は、当技術分野において周知である。このよ
うな組成物は、「トップコート」と称されることもあり、一般にはベースコート組成物に
よって与えられることのないつや、光沢および潤滑性などの特質を付与するためにリップ
スティック等のベースコート組成物の上から適用する組成物を含む。これらの強化用製品
は、ないつや、光沢および潤滑性を付与するために、種々のポリマー性液体を利用する。
【０００９】
　このようなトップコート組成物は、これらのタイプの強化製品を提供するが、一方では
これらの組成物は特に色移り耐性ではないことが判明している。結果として、これらのト
ップコートは、ベースコート化粧用組成物の上につや、光沢および潤滑性を維持するため
に一日中、適用し直さなければならない。
【００１０】
　したがって、本発明は、
(a)ケラチン性基質を用意するステップと、
(b)ベースコート組成物をケラチン性基質上に適用するステップであって、前記ベースコ
ート組成物が、
　(i)(1)少なくとも1つのオルガノシロキサンユニットならびにエステル基、スルホンア
ミド基、カルバメート基、チオカルバメート基、尿素基、チオ尿素基、オキサミド基、グ
アニジノ基、ビグアニジノ基、アミド基、およびこれらの混合物から選択される、水素と
の相互作用を形成することができる少なくとも2つの他の基を含む(コ)ポリマー、
　　(2)シリコーンポリアミドコポリマーおよびこれらの混合物
　から選択されるポリマーを含む少なくとも1つのポリオルガノシロキサン、
　(ii)少なくとも1つのシリコーン皮膜形成剤、
　(iii)少なくとも1つの揮発油、
　(iv)少なくとも1つの着色剤
を含むステップと、
(c)ベースコート組成物の上からトップコートを適用するステップであって、前記トップ
コート組成物が先に定義されている通りであるステップと
を含むケラチン性基質をメークアップする美容方法を対象とする。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　実施例中、あるいは他に指示がある場合以外では、成分の量または反応条件を示す全て
の数字は、全ての場合において、用語「約」により修飾されていると理解されよう。
【００１２】
　化粧用組成物
　ブロックコポリマー
　本発明のブロックコポリマーは、少なくとも1つの「ハード」セグメントおよび少なく
とも1つの「ソフト」セグメントの存在を特徴とする。その組成上の性質を除いては、本
発明のブロックコポリマーのハードおよびソフトセグメントはそれぞれのガラス転移温度
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「Tg」を用いて定義される。より具体的には、ハードセグメントが50℃以上のTgを有する
のに対して、ソフトセグメントは20℃以下のTgを有する。ハードブロックのガラス転移温
度Tgは、50℃から150℃、60℃から125℃、70℃から120℃、80℃から100℃の範囲であって
よい。ブロックコポリマーのソフトセグメントのガラス転移温度Tgは、20℃から-150℃、
0℃から-135℃、-10℃から-125℃、-25℃から-100℃の範囲であってよい。より網羅的な
説明は、米国特許第5294438号および米国特許第6403070号に見ることができ、その全内容
は、参照により本明細書に組み込まれる。
【００１３】
　本発明により使用されてよいブロックコポリマーの一タイプは、熱可塑性エラストマー
である。熱可塑性エラストマーのハードセグメントは、典型的にはビニルモノマーを種々
の量で含む。適切なビニルモノマーの例には、スチレン、メタクリレート、アクリレート
、ビニルエステル、ビニルエーテル、酢酸ビニルなどが含まれるが、これに限定されるも
のではない。
【００１４】
　熱可塑性エラストマーのソフトセグメントは、飽和、不飽和、またはこれらの組合せで
あってよいオレフィンポリマーおよび/またはコポリマーを含む。適切なオレフィンコポ
リマーには、エチレン/プロピレンコポリマー、エチレン/ブチレンコポリマー、プロピレ
ン/ブチレンコポリマー、ポリブチレン、ポリイソプレン、水添ブタンおよびイソプレン
のポリマーならびにこれらの混合物が含まれるが、これに限定されるものではない。
【００１５】
　本発明において有用な熱可塑性エラストマーは、ブロックコポリマー、例えば、ジブロ
ック、トリブロック、マルチブロック、ラジカルおよびスターブロックコポリマー、なら
びにこれらの混合物およびブレンドである。ジブロック熱可塑性エラストマーは通常、A-
Bタイプまたは配列中でハードセグメント(A)とそれに続くソフトセグメント(B)により定
義される。トリブロックは通常、A-B-Aタイプコポリマーまたは1つのハードセグメント、
1つのソフトセグメントおよび1つのハードセグメントの比率により定義される。マルチブ
ロックまたはラジカルまたはスターブロック熱可塑性エラストマーは通常、エラストマー
がハードおよびソフトの両方の性質を有するという条件で、ハードおよびソフトセグメン
トのあらゆる組合せをも含む。
【００１６】
　いくつかの実施形態において、本発明の熱可塑性エラストマーは、Kraton(商標)rubber
s(Shell Chemical Company)の商品群または同等の熱可塑性エラストマーから選択されて
よい。Kraton(商標)rubbersは、ポリマー鎖がジブロック、トリブロック、マルチブロッ
クまたはラジカルまたはスターブロック立体配置あるいはこれらの数多くの混合物を含む
熱可塑性エラストマーである。Kraton(商標)tri-block rubbersは、ゴム(ソフト)セグメ
ントの各末端にポリスチレン(ハード)セグメントを有し、それに対して、Kraton(商標)di
-block rubbersは、ゴム(ソフト)セグメントに結合したポリスチレン(ハード)セグメント
を有する。Kraton(商標)のラジカルまたはスター立体配置は、ゴムセグメントの各末端に
結合するポリスチレンセグメントを有するゴムで構成される4頂点または他の多頂点の星
形である。各Kraton(商標)rubbersの立体配置は、別個のポリスチレンおよびゴムドメイ
ンを形成する。
【００１７】
　Kraton(商標)rubberの各分子は、スチレンモノマーユニットおよびゴムモノマーおよび
/またはコモノマーユニットのブロックセグメントを含むと言われている。最も一般的なK
raton(商標)トリブロックコポリマーは、直鎖状A-B-Aブロックタイプのスチレン-ブタジ
エン-スチレン、スチレン-イソプレン-スチレン、スチレン-エチレンプロピレン-スチレ
ン、またはスチレン-エチレンブチレン-スチレンである。Kraton(商標)ジブロックは、好
ましくは、スチレン-エチレンプロピレン、スチレン-エチレンブチレン、スチレン-ブタ
ジエン、またはスチレン-イソプレンなどのABブロックタイプである。Kraton(商標)rubbe
rの立体配置は当技術分野では周知であり、同様な立体配置のいかなるブロックコポリマ
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ーエラストマーも本発明の実施の範囲内にある。他のブロックコポリマーは、Septonとい
う商品名で販売されており(この商品は、Kurary, Co., Ltdにより販売されているSEEPSと
して知られているエラストマーに相当する)、またVector(商標)という商品名でExxon Dow
により販売されている商品でもある。
【００１８】
　本発明において有用な他の熱可塑性エラストマーは、スチレン-ブチレン/エチレン-ス
チレンコポリマー(トリブロック)、エチレン/プロピレン-スチレンコポリマー(ラジカル
またはスターブロック)、または前記2つの混合物またはブレンドを含むブロックコポリマ
ーエラストマーを含む。(製造者の一部は、ブロックコポリマーを水添ブロックコポリマ
ー、例えば、水添スチレン-ブチレン/エチレン-スチレンコポリマー(トリブロック)と称
している。
【００１９】
　ブロックコポリマーの量は、その構造(ジブロック、トリブロックなど)と同様に、ゲル
化形態を含む熱可塑性エラストマーの性質に影響を及ぼし、ゲル化形態は、脆弱から軟質
/柔軟、堅固までの範囲であってよい。例えば、軟質のゲルは、比較的多量のソフトセグ
メントを含み、堅固なゲルは、比較的多量のハードセグメントを含む。組成物の全般的特
性は、例えばコポリマーの混合物など、1つ以上のこのようなブロックコポリマーによっ
ても影響を受ける。例えば、トリブロックコポリマーの存在は、形成される被膜の完全性
を向上させる。ゲルはまた、本明細書に記載のように、化粧品に許容できる他の被添加成
分に応じて、透明であっても、半透明または不透明であってもよい。
【００２０】
　ブロックコポリマーのスチレン含有量は、ブロックコポリマーの重量を基にして、30重
量%未満、好ましくは25重量%未満、より好ましくは20重量%未満であることが好ましい。
これは、30重量%超のスチレン含有量を有するブロックコポリマーは、従来のキャリアシ
ステムにおいて硬化/ゲル化する傾向があることによるものである。しかし、30重量%超の
スチレン含有量を有するブロックコポリマーが使用される場合には、共溶媒またはスチレ
ンブロックを溶解することができる機能性成分を、化粧用組成物中でスチレン含有エラス
トマーの硬化/ゲル化を制御するのに有効な量で使用する必要があるかもしれない。
【００２１】
　本発明での使用に特に好ましいブロックコポリマーは、スチレン-エチレン/ブチレン-
スチレンのジブロックおよびトリブロックコポリマーの組合せであり、Shell Chemical C
ompanyによりKraton G1657Mの商品名で市販されている。しかし、少なくとも1つのソフト
および少なくとも1つのハードセグメントを有するブロックコポリマータイプのいかなる
熱可塑性エラストマーも本発明の趣旨から逸脱することなく使用されうることに留意すべ
きである。
【００２２】
　ブロックコポリマーは一般に、組成物の重量を基にして、0重量%超から50重量%、0重量
%超から40重量%、0重量%超から30重量%、0重量%超から20重量%、0重量%超から10重量%の
範囲の量で化粧用組成物中に存在する。
【００２３】
　粘着性付与剤
　ブロックコポリマーに添加することにより生成する組成物が粘着剤の性質を有する場合
に、その物質は粘着性付与剤として記載される。一般に、粘着性付与剤は、化学的性質に
より4種類に分類することができる:すなわち、炭化水素樹脂、テルペン、アモルファス(
すなわち、非晶質の)ロジン、ロジンエステルおよびこれらの誘導体、ならびに純粋なモ
ノマー樹脂である。これらの粘着性付与剤は、ブロックコポリマーの少なくとも1つのセ
グメントとの相容性により特徴付けられる。用語「相容性がある」は、ブロックコポリマ
ーと粘着性付与剤とを混合したとき、ブロックコポリマーの少なくとも1つのセグメント
と粘着性付与剤との組合せが単一のガラス転移温度Tgを有するポリマーブレンドを形成す
ることを意味し、ここでガラス転移温度Tgは、DMA、DSCまたは中性子および光散乱により
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測定できる。
【００２４】
　ブロックコポリマーと粘着性付与剤との相容性は、溶解度パラメータにより定義するこ
とも可能である。ハンセン溶解度空間に基づく溶解度パラメータδは、出版物「Polymer 
Handbook」第3版、第VII章、519～559頁のEric A. Grulkeによる論文「Solubility Param
eter Values」において下記の関係式により定義され、前記論文の全内容は、参照により
本明細書に組み込まれる。
　δ=(dD

2 + dP
2 + dH

2)1/2、式中:
　- dDは、分子衝突の間に誘起される双極子の形成により生じるロンドン分散力を特徴付
け、
　- dPは、永久双極子間のデバイ相互作用の力を特徴付け、
　- dHは、特定の相互作用(水素結合、酸/塩基または供与体/受容体タイプなど)を特徴付
ける。ハンセンによる3次元溶解度空間における溶媒の定義は、論文、C. M. Hansen、「T
he three-dimensional solubility parameters」、J. Paint Technol.、39、105頁、1967
年に記載されており、その全内容は、参照により本明細書に組み込まれる。
【００２５】
　本発明において使用される粘着性付与剤は、数字δに相当する溶解度パラメータを有し
、かつブロックコポリマーは、溶解度パラメータがδ±2、好ましくはδ±1.7、より好ま
しくはδ±1.5、より好ましくはδ±1.3、より好ましくはδ±1.0、より好ましくはδ±0
.7、より好ましくはδ±0.5、より好ましくはδ±0.3に相当する少なくとも1つのセグメ
ントを有する。
【００２６】
　適切な粘着性付与剤の例には、脂肪族炭化水素樹脂、芳香族変性脂肪族炭化水素樹脂、
水添ポリシクロペンタジエン樹脂、ポリシクロペンタジエン樹脂、ガムロジン、ガムロジ
ンエステル、ウッドロジン、ウッドロジンエステル、トールオイルロジン、トールオイル
ロジンエステル、ポリテルペン、芳香族変性ポリテルペン、テルペンフェノール、芳香族
変性水添ポリシクロペンタジエン樹脂、水添脂肪族樹脂、水添脂肪族芳香族樹脂、水添テ
ルペンおよび変性テルペン、水添ロジン酸、水添ロジンエステル、ポリイソプレン、部分
または完全水添ポリイソプレン、部分または完全水添ポリブテンジエンなどが含まれるが
、これに限定されるものではない。引用例のいくつかより明らかなように、粘着性付与剤
は、完全にまたは部分的に水素添加されていてよい。粘着性付与剤はまた、非極性であっ
てもよい。(非極性は、粘着性付与剤が実質的に、極性基を有するモノマーを含まないこ
とを意味している。極性基は存在しないことが好ましいが、極性基が存在する場合には、
約5重量%までの量、好ましくは約2重量%までの量、より好ましくは約0.5重量%までの量で
、存在することが好ましい。)
【００２７】
　いくつかの実施形態において、粘着性付与剤は、80℃から150℃、好ましくは100℃から
130℃の軟化点(Ring and Ball、ASTM E-28により測定される)を有してよい。他の実施形
態において、粘着性付与剤は、液体であってよく、約-70℃と70℃の間のR and B軟化点を
有してよい。
【００２８】
　いくつかの実施形態において、粘着性付与剤は、水添スチレン/メチルスチレン/インデ
ンコポリマー、例えば、Eastman Chemicalにより商品名Regalite(登録商標)の下に市販さ
れているR1090、R1100、R7100、S1100、およびS5100を含むスチレン/メチルスチレン/イ
ンデンコポリマーなどの水添炭化水素樹脂である。他の実施形態においては、脂肪族また
は芳香族炭化水素系粘着性付与樹脂、例えばHerculesにより販売されている「Piccotac」
および「Hercotac」またはExxonにより販売されている「Escorez」、もまた使用されてよ
い。粘着性付与剤の混合物も、本発明の趣旨から逸脱することなく使用されうることもま
た理解されよう。
【００２９】
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　本発明における使用に特に好ましい粘着性付与剤は、例えば、Eastman Chemicalにより
Regalite(登録商標)R1100の商品名で市販されている、水添スチレン/メチルスチレン/イ
ンデンコポリマーなどの水添炭化水素樹脂である。
【００３０】
　粘着性付与剤は、本発明の組成物中に、組成物の重量を基にして、0重量%超から90重量
%、0重量%超から70重量%、0重量%超から60重量%、0重量%超から50重量%、0重量%超から40
重量%、0重量%超から30重量%、特に0重量%超から20重量%の範囲の量で存在する。
【００３１】
　溶媒
　本発明において使用されてよいブロックコポリマーのハードセグメントを溶解すること
ができる溶媒は、典型的に、その室温における粘度、重量平均分子量およびブロックコポ
リマーの少なくとも1つのハードセグメントに関する溶解度パラメータにより特徴付けら
れる。
【００３２】
　ブロックコポリマーのハードセグメントを溶解することができる溶媒は、室温で1から2
00cps、好ましくは1から150cps、より好ましくは1から100cps、より好ましくは2から60cp
s、より好ましくは2から40cpsの粘度を有することになる。
【００３３】
　本発明において使用されるブロックコポリマーのハードセグメントを溶解することがで
きる溶媒は、数字δ'に相当する溶解度パラメータを有することになり、かつブロックコ
ポリマーは、δ'±2、好ましくはδ'±1.7、より好ましくはδ'±1.5、より好ましくはδ
'±1.3、より好ましくはδ'±1.0、より好ましくはδ'±0.7、より好ましくはδ'±0.5、
より好ましくはδ'±0.3に相当する溶解度パラメータをもつ少なくとも1つのハードセグ
メントを有することになる。
【００３４】
　本発明において使用されてよいブロックコポリマーのハードセグメントを溶解すること
ができる不揮発性溶媒には、モノエステル、ジエステル、トリエステル、混合脂肪族およ
び/または芳香族の極性油、例えば:ペルヒドロスクワレンなどの動物由来の炭化水素系油
、例えば、脂肪酸が、直鎖または分枝状、かつ飽和または不飽和である鎖の種々の鎖長を
有してよい脂肪酸およびグリセロールの液状トリグリセリドなどの、炭化水素系の植物油
で、これらの油は、例えば、小麦胚芽油、ヒマワリ油、トウモロコシ油、ダイズ油、マロ
ー油、ブドウ種子油、ブラックカラント種子油、ゴマ油、へーゼルナッツ油、アプリコッ
ト油、マカダミア油、ヒマシ油、アボカド油、カリテバター、スイートアーモンド油、綿
実油、アルファルファ油、ケシ油、カボチャ油、イブニングプリムローズ油、ミレット油
、オオムギ油、キノア油、オリーブ油、ライ麦油、サフラワー油、キャンドルナッツ油、
パッションフラワー油、ムスクローズ油ならびにStearineries Dubois社により販売され
ているものまたはMiglyol 818、812および818の名称でDynamit Nobel社により販売されて
いるものなどのカプリル/カプリン酸トリグリセリドから選択されてよい;パーセリンオイ
ル(オクタン酸セトステアリル)、ミリスチン酸イソプロピルおよびオクタン酸、デカン酸
またはリシノレイン酸アルキルまたはポリアルキルなど、式中R1が7から19個の炭素原子
を含む高級脂肪酸残基を表しかつR2が3から20個の炭素原子を含む分枝状炭化水素系鎖を
表す式R1COOR2の天然または合成エステル;式中R3がC3からC19のアルキル基でありかつR4

がC3からC20アルキル基である式R3COR4の合成エーテル;オクチルドデカノールまたはオレ
イルアルコールなど、少なくとも12個の炭素原子を含む脂肪アルコール;アルキル基が、
直鎖または分枝状、飽和または不飽和で1から30個の炭素原子を含む、例えばシクロヘキ
サンまたはジオクチルシクロヘキサンなどである、(アルキル)シクロアルカンなどの環状
炭化水素;芳香族炭化水素、例えばベンゼン、トルエン、2,4-ジメエチル-3-シクロヘキサ
ン。ジペンテン、p-シメン、ナフタレンまたはアントラセン、および安息香酸イソステア
リルなどのエステル;トリエタノールアミンなどの第1級、第2級または第3級アミン;なら
びにこれらの混合物が含まれるが、これに限定されるものではない。一実施形態において
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は、ミリスチン酸イソプロピルなどの合成エステルが使用されている。
【００３５】
　好ましいエステルは、100から600、好ましくは100から500の範囲の重量平均分子量(Mw)
を有するエステルである。その例には、C12～C15安息香酸アルキル、ミリスチン酸イソプ
ロピル(Mw=270)、パルミチン酸イソプロピル(Mw=300)、イソノナン酸イソノニル、エチル
へキサン酸セチル(Mw=368)、ジエチルヘキサン酸ネオペンチルグリコール(Mw=356)、セバ
シン酸ジイソプロピル(Mw=286)が含まれるが、これに限定されるものではない。
【００３６】
　ブロックコポリマーのハードセグメントを溶解することができる溶媒は、典型的には本
発明の組成物中に、組成物の重量を基にして、85重量%まで、0重量%超から75重量%、0重
量%超から55重量%、0重量%超から45重量%、0重量%超から40重量%、0重量%超から30重量%
、0重量%超から20重量%、0重量%超から10重量%、0重量%超から5重量%の量で存在してよい
。
【００３７】
　本発明の好ましい一実施形態によれば、この溶媒は、ブロックコポリマーのソフトセグ
メントを溶解することができる少なくとも1つの溶媒と混合されてもよい。
【００３８】
　本発明において使用されてよいブロックコポリマーのソフトセグメントを溶解すること
ができる溶媒は、典型的に、その室温における粘度、重量平均分子量およびブロックコポ
リマーの少なくとも1つのソフトセグメントに関する溶解度パラメータにより特徴付けら
れる。
【００３９】
　ブロックコポリマーのソフトセグメントを溶解することができる溶媒は、室温で1から5
0cps、好ましくは1から40cps、より好ましくは1から30cps、より好ましくは2から20cps、
より好ましくは2から10cpsの粘度を有することになる。
【００４０】
　本発明において使用されるブロックコポリマーのソフトセグメントを溶解することがで
きる溶媒は、数字δ'に相当する溶解度パラメータを有することになり、かつブロックコ
ポリマーは、δ'±2、好ましくはδ'±1.7、より好ましくはδ'±1.5、より好ましくはδ
'±1.3、より好ましくはδ'±1.0、より好ましくはδ'±0.7、より好ましくはδ'±0.5、
より好ましくはδ'±0.3に相当する溶解度パラメータをもつ少なくとも1つのソフトセグ
メントを有することになる。
【００４１】
　本発明において使用されてよいブロックコポリマーのソフトセグメントを溶解すること
ができる溶媒は、典型的には揮発性溶媒および不揮発性溶媒から選択されてよい。表現「
揮発性溶媒」は、適用された支持体から室温で蒸発することができる溶媒、すなわち室温
で測定可能な蒸気圧を有する溶媒を意味する。米国特許第6656458号を参照のこと、その
全内容は、参照により本明細書に組み込まれる。
【００４２】
　適切な揮発性有機溶媒の典型的な例には揮発性炭化水素系油が含まれるが、これに限定
されるものではない。表現「炭化水素系油」は、水素および炭素原子のみを含む油を意味
する。揮発性炭化水素系油の例にはイソパラフィン、すなわち8から16個の炭素原子を含
む、分枝状アルカン、特にイソドデカン(2,2,4,4,6-ペンタメチルへプタンとしても知ら
れる)が含まれる。このようなイソパラフィンの混合物を使用することも可能である。石
油蒸留物など、他の揮発性炭化水素系油もまた使用してよい。
【００４３】
　使用することができる適切な不揮発性溶媒は、150から450、好ましくは200から350の範
囲の重量平均分子量(Mw)を有する不揮発性溶媒である。その例には、水添ポリデセン、水
添ポリイソブテン、イソエイコサン、ポリデセンおよびポリブテンが含まれるが、これに
限定されるものではない。
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【００４４】
　ブロックコポリマーのソフトセグメントを溶解することができる溶媒は、典型的には、
本発明の組成物中に、組成物の重量を基にして、85重量%まで、0重量%超から75重量%、0
重量%超から55重量%、0重量%超から45重量%、0重量%超から40重量%、0重量%超から30重量
%、0重量%超から20重量%、0重量%超から10重量%、0重量%超から5重量%の量で存在してよ
い。
【００４５】
　本発明の好ましい一実施形態によれば、唇に適用している間のリップトリートメント組
成物の流動性および平滑性を改善するために、高分子量かつ高粘度を有する少なくとも1
つの共溶媒を使用してもよい。
【００４６】
　ブロックコポリマーのハードセグメントと相容性のある適切な高粘度共溶媒の例にはカ
プリル/カプリン酸トリグリセリド(Mw=500)、ジリノール酸ジイソプロピルダイマー(Mw=6
44)、フマル酸ジイソステアリル(Mw=620)、マレイン酸ジイソステアリル(Mw=640)、テト
ラオレイン酸ペンタエリスリチル、ジエチルヘキサン酸ネオペンチルグリコール、セバシ
ン酸およびトリカプリル酸/トリカプリン酸ジエチルヘキシルが含まれるが、これに限定
されるものではない。これらの共溶媒の重量平均分子量は、好ましくは500から1000、よ
り好ましくは500から800である。
【００４７】
　ブロックコポリマーのソフトセグメントと相容性のある適切な高粘度共溶媒の例にはポ
リイソブテン、水添ポリイソブテン、ポリブテン、水添ポリブテン、ポリデセンおよび水
添ポリデセンが含まれるが、これに限定されるものではない。これらの共溶媒の重量平均
分子量は、好ましくは2,500から100,000、より好ましくは3,000から10,000である。
【００４８】
　これらの共溶媒は、本発明の組成物中に、組成物の重量を基にして、50重量%まで、0重
量%超から40重量%、0重量%超から30重量%、0重量%超から25重量%の量で使用されてよい。
【００４９】
　本発明のまた別の実施形態によれば、ソフトセグメントを溶解することができる少なく
とも1つの溶媒のホモポリマーと同様のタイプではあるが重量平均分子量が2000超である
少なくとも1つのホモポリマーの使用は、リップトリートメント組成物の皮膚への粘着性
を改善し、それにより色移りを抑制することが見出されている。
【００５０】
　適切なホモポリマーの例にはポリイソブテン、水添ポリイソブテン、ポリブテン、水添
ポリブテン、ポリデセンおよび水添ポリデセンが含まれるが、これに限定されるものでは
ない。これらのホモポリマーの重量平均分子量は、好ましくは2,500から100,000、より好
ましくは3,000から10,000である。
【００５１】
　ホモポリマーは、本発明の組成物中に、組成物の重量を基にして、0重量%超から30重量
%、0重量%超から25重量%、0重量%超から20重量%、0重量%超から18重量%、0重量%超から15
重量%の量で存在してよい。
【００５２】
　ハードセグメントを溶解することができる少なくとも1つの溶媒、およびソフトセグメ
ントを溶解することができる少なくとも1つの溶媒を、ハードセグメントと相容性のある
少なくとも1つの共溶媒、ソフトセグメントと相容性のある少なくとも1つの共溶媒、およ
び少なくとも1つのホモポリマーのうちの1つまたは複数との組合せで使用する場合には、
混合物は20から5000cps、好ましくは20から2000cps、より好ましくは20から1500cpsの粘
度を有することになる。混合物の粘度は、下記の式を用いて決定され:
【００５３】
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【数１】

【００５４】
式中、ηmixは混合物の粘度を表し、ηiは個々の成分の粘度を表し、φiは個々の成分の
重量分率を表す。
【００５５】
　着色剤
　本発明の組成物は、顔料または染料などの化粧品に許容できる少なくとも1つの着色剤
をもまた含んでよい。適切な着色剤の例には無機顔料、有機顔料、レーキ、真珠光沢顔料
、虹色または偏光顔料、およびこれらの混合物が含まれるが、これに限定されるものでは
ない。顔料は、無機または有機の、白色または有色の粒子を意味するものと理解されるべ
きである。前記顔料は、任意選択で、本発明の範囲内で表面処理を受けていてもよいが、
シリコーン、パーフルオロ化化合物、レシチン、およびアミノ酸などによる処理に限定さ
れるものではない。
【００５６】
　本発明において有用な無機顔料の典型的な例には、Color Indexに参照番号CI 77,891と
してコードされているルチルまたはアナターゼ型の酸化チタン; 参照番号CI 77,499、CI 
77,492およびCI 77,491でコードされている黒、黄、赤および茶酸化鉄;マンガンバイオレ
ット(CI 77,742)、グンジョウ(CI 77,007)、酸化クロム(CI 77,288)、水和クロム(CI 77,
289)、およびコンジョウ(CI 77,510)、ならびにこれらの混合物からなる群から選択され
る無機顔料が含まれる。
【００５７】
　本発明において有用な有機顔料およびレーキの典型的な例には、D&C Red No. 19 (CI 4
5,170)、D&C Red No. 9 (CI 15,585)、D&C Red No. 21 (CI 45,380)、D&C Orange No. 4 
(CI 15,510)、D&C Orange No. 5 (CI 45,370)、D&C Red No. 27 (CI 45,410)、D&C Red N
o. 13 (CI 15,630)、D&C Red No. 7 (CI 15,850)、D&C Red No. 6 (CI 15,850)、D&C Yel
low No. 5 (CI 19,140)、D&C Red No. 36 (CI 12,085)、D&C Orange No. 10 (CI 45,425)
、D&C Yellow No. 6 (CI 15,985)、D&C Red No. 30 (CI 73,360)、D&C Red No. 3 (CI 45
,430)およびコチニールカルミン(CI 75,570)系の染料およびレーキ、ならびにこれらの混
合物が含まれるが、これに限定されるものではない。
【００５８】
　本発明において有用な真珠光沢顔料の典型的な例には、白色真珠光沢顔料、例えば酸化
チタンで被覆したマイカ、二酸化チタン、オキシ塩化ビスマス、オキシ塩化チタンで被覆
したマイカ;有色真珠光沢顔料、例えば酸化鉄で被覆したチタンマイカ、コンジョウ、酸
化クロムで被覆したチタンマイカなど;前述のタイプの有機顔料で被覆したチタンマイカ
ならびにオキシ塩化ビスマス系の真珠光沢顔料、ならびにこれらの混合物からなる群から
選択される真珠光沢顔料が含まれる。
【００５９】
　本発明の組成物において使用される着色剤の精密な量およびタイプは、化粧用組成物の
色、強度および用途に依存し、その結果として、化粧品処方の当業者により決定されるこ
とになる。
【００６０】
　光沢向上剤
　光沢/つや特性の向上された化粧用組成物を提供することが時として望ましいことがあ
る。そのような場合においては、組成物において少なくとも1つの光沢向上剤を使用する
ことになる。
【００６１】
　適切な光沢向上剤の例には、1.45から1.60の範囲の屈折率、および15,000未満、好まし
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くは10,000未満、好ましくは2,000未満の重量平均数分子量を有する化合物が含まれる。
これらの例には、Goldschmidtにより商品名「Abil AV 8853」として市販されているもの
、Dow Corningにより商品名「DC 554」、「DC 555」、「DC 556」、「SF 558」として市
販されているもの、およびRhone-Poulencにより商品名「Silbione 70633 V 30」として市
販されているものなどのフェニル化シリコーンが含まれるが、これに限定されるものでは
ない。
【００６２】
　適切なフェニル化シリコーンの追加的な例には、25℃での粘度が約20cStのフェニル化
シリコーンであるBelsil PDM 20、25℃での粘度が約200cStのフェニル化シリコーンであ
るBelsil PDM 200、25℃での粘度が約1000cStのフェニル化シリコーンであるBelsil PDM 
1000など、Wacker Siliconesにより市販されているものが含まれるが、これに限定される
ものではない。
【００６３】
　適切な光沢向上剤の追加的な例には、ポリシクロペンタジエン、ポリ(プロピレングリ
コール)ジベンゾエート(nD=1.5345)、アミノプロピルフェニルトリメチコン(nD=1.49～1.
51)、ExxonMobilよりPuresyn 4E68 (nD=1.473)として市販されているテトラオイン酸ペン
タエリスリチル、およびCroda Inc.よりCrodamol STS (nD=1.4696)として市販されている
ミリスチン酸PPG-3ベンジルエーテルが含まれるが、これに限定されるものではない。
【００６４】
　特に好ましい光沢向上剤は、フェニルトリメチコン、およびトリメチルペンタフェニル
トリシロキサンなどのフェニル化シリコーン、およびテトラオイン酸ペンタエリスリチル
などのエステル、およびミリスチン酸PPG-3ベンジルエーテルである。
【００６５】
　光沢向上剤は、本発明の組成物中に、組成物の重量を基にして、40重量%まで、30重量%
まで、20重量%まで、1重量%から20重量%、2重量%から20重量%の量で存在してよい。
【００６６】
　変性シリコーン
　本発明の化粧用組成物は、感触および快適性を向上させるために、少なくとも1つの変
性シリコーンを含んでよい。適切な変性シリコーンの例には、ポリエチレンオキシおよび
/またはポリプロピレンオキシ変性シリコーン、アルコキシ変性シリコーン、ヒドロキシ
アルキル変性シリコーン、アシルオキシアルキル変性シリコーン、アルキル変性シリコー
ン、アミノ変性シリコーン、エポキシ変性シリコーン、カルボキシ変性シリコーン、クロ
ロアルキル変性シリコーン、アルキル-高級アルコール-エステル-変性シリコーン、アル
コール変性シリコーン、ポリエーテル変性シリコーン、フェニル変性シリコーン、アルキ
ルポリグリセリル変性シリコーン、パーフルオロアルキルポリエーテル共変性シリコーン
およびフッ素変性シリコーンが含まれるが、これに限定されるものではない。
【００６７】
　変性シリコーンは、本発明の組成物中に、組成物の重量を基にして、30重量%まで、25
重量%まで、20重量%まで、10重量%まで、8重量%までの量で存在してよい。
【００６８】
　ワックス
　いくつかの実施形態においては、ワックスを含まない本発明の化粧用組成物が望ましい
かもしれない。しかし、ワックスが使用される場合には、ワックスは、組成物の全重量を
基にして、約0.1重量%から約30重量%までの量で存在してよい。適切なワックスは、一般
に化粧品および皮膚科学において使用されるワックスである。それらの例には、ミツロウ
、カルナウバロウ、カンデリラロウ、オーリキュリーワックス、モクロウ、コルクファイ
バーワックス、サトウキビワックス、パラフィンワックス、リグナイトワックス、マイク
ロクリスタリンワックス、ラノリンワックス、モンタンロウ、オゾケライトおよび水添ホ
ホバ油などの水添油が含まれるが、これに限定されるものではない。適切な合成ワックス
の例には、エチレンの重合により誘導されるポリエチレンワックス、フィッシャートロプ
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シュ合成により得られるワックス、40℃、例えば55℃超で固体である脂肪酸エステルおよ
びグリセリド、40℃、例えば55℃超で固体であるアルキルおよびアルコキシポリ(ジ)メチ
ルシロキサンおよび/またはポリ(ジ)メチルシロキサンエステルなどのシリコーンワック
スが含まれるが、これに限定されるものではない。
【００６９】
　ゲル化剤
　本発明の組成物はまた、任意選択で、油相ゲル化剤によりゲル化されてもよい。ゲル化
剤は、液体脂肪相の粘度を増加させ、前記脂肪相に導入すると堅固なまたは流動性のある
組成物をもたらす。ゲル化剤はロウ質ではないという意味から、ワックスを含まない。少
なくとも1つのゲル化剤は、ポリマー型のゲル化剤およびミネラル型のゲル化剤から選択
されてよい。ゲル化剤は、ポリマー型のゲル化剤およびミネラル型のゲル化剤から選択さ
れてよい。ゲル化剤は、化学的細網化によりゲル化するゲル化剤および物理的細網化によ
りゲル化するゲル化剤から選択されてよい。
【００７０】
　変性クレイはゲル化剤として使用されてよく、その例には、クオタニウム-18ベントナ
イトとしても周知の、塩化ジステアリルジメチルアンモニウムで変性されたヘクトライト
などのC10～C22脂肪酸の塩化アンモニウムにより変性されたヘクトライト、例えば、Rheo
x社によりBentone 34の名称で販売されている製品、Southern Clay社により販売または製
造されているClaytone XL、Claytone 34およびClaytone 40;クオタニウム-18ベンザルコ
ニウムベントナイトの名称で周知であり、Southern Clay社によりClaytone HT、Claytone
 GRおよびClaytone PSの名称で販売または製造されている変性クレイ;ステアルコニウム
ベントナイトとして周知の、ステアルジメチルベンゾイルアンモミウムクロライドにより
変性されたクレイ、例えばSouthern Clay社によりClaytone APAおよびClaytone AFの名称
で販売または製造されている製品、ならびにRheox社により販売または製造されているBar
agel 24、が含まれるが、これに限定されるものではない。
【００７１】
　本発明に使用されてよい他の鉱物ゲル化剤には、フュームドシリカなどのシリカが含ま
れる。フュームドシリカはナノオーダーからマイクロオーダー、例えば5nmから200nmの粒
子サイズを有してよい。
【００７２】
　フュームドシリカは、揮発性シリコン化合物を水素酸酸素炎中で高温加水分解すること
により得られてよく、微粉化シリカが生成する。この工程により、表面に多数のシラノー
ル基を有する親水性シリカを得ることができる。このような親水性シリカは例えば、「Ae
rosil 130(登録商標)」、「Aerosil 200(登録商標)」、「Aerosil 255(登録商標)」、「A
erosil 300(登録商標)」および「Aerosil 380(登録商標)」および「Aerosil R974(登録商
標)」の名称でDegussa社により、また「CAB-O-SIL HS-5(登録商標)」、「CAB-O-SIL EH-5
(登録商標)」、「CAB-O-SIL LM-130(登録商標)」、「CAB-O-SIL MS-55(登録商標)」およ
び「CAB-O-SIL M-5(登録商標)」の名称でCabot社により販売または製造されている。
【００７３】
　このように、化学反応によって親水性シリカの表面を化学的に変性し、シラノール基の
数の減少をもたらすことが可能である。シラノール基は、例えば、疎水基によって置換さ
れ、これにより次いで疎水性シリカが得られる。疎水基は下記のものであってよい:特に
フュームドシリカをヘキサメチルジシラザンの存在下で処理する事によって得られるトリ
メチルシロキシル基。このように処理されたシリカは、CTFA dictionaryによれば「silic
a silylate」として周知である。silica silylateは、例えば「Aerosil R812(登録商標)
」の参照名でDegussa社により、また「CAB-O-SIL TS-530(登録商標)」の参照名でCabot社
により販売または製造されている;特にフュームドシリカをポリジメチルシロキシサンま
たはジチルジクロロシランの存在下で処理する事によって得られるジメチルシロキシルま
たはポリジメチルシロキシサン基。このように処理されたシリカは、CTFA dictionaryに
よれば「silica dimethyl silylate」として周知である。silica dimethyl silylateは、
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例えば、「Aerosil R972(登録商標)」および「Aerosil R974(登録商標)」の参照名でDegu
ssa社により、また「CAB-O-SIL TS-610(登録商標)」および「CAB-O-SIL TS-720(登録商標
)」の参照名でCabot社により販売または製造されている;フュームドシリカをシランアル
コキシドまたはシロキサンと反応させることにより誘導される基。これらの処理をしたシ
リカは、例えば、「Aerosil R805(登録商標)」の参照名でDegussa社により販売または製
造されている。
【００７４】
　本発明によれば、フュームドシリカなどの疎水性シリカは、親水性ゲル化剤として使用
されてよい。フュームドシリカの使用は、特にスティック形態において、ワックス、フィ
ラーおよび顔料(真珠光沢顔料を含む)の非存在下において発汗しない半透明またはさらに
透明な組成物を得ることを可能にする。
【００７５】
　少なくとも1つの親油性ゲル化剤により組成物の発汗を抑制し、安定性を増大し、その
一方で、同時に組成物のつやのある外観を維持することが可能になる。このことは、化粧
品および皮膚科学において従来使用されているようなワックスでは不可能である。
【００７６】
　少なくとも1つのゲル化剤は、使用する場合には、典型的に、組成物の重量を基にして
、0.1重量%から20重量%、好ましくは0.1重量%から15重量%、より好ましくは0.1重量%から
10重量%の量で存在してよい。
【００７７】
　添加剤/助剤
　本発明の組成物は、化粧品または皮膚科学的に許容できる少なくとも1つの添加剤、例
えば、増粘剤、皮膜形成剤、可塑剤、酸化防止剤、精油、防腐剤、香料、フィラー、ペー
スト状脂肪物質、ワックス状脂肪物質、中和剤、およびポリマー、ならびに、例えばエモ
リエント剤、保湿剤、ビタミン、必須脂肪酸および薬剤などの化粧品用活性物質および/
または皮膚科学的活性物質、をさらに含んでよい。
【００７８】
　本発明のリップトリートメント組成物において、可塑剤の使用は必要ではないとはいえ
、可塑剤の使用は望ましいかもしれない。可塑剤は、工程を促進し、ポリマー分子の内部
的変性により最終製品の弾力性および堅牢性を増大するために高分子に加える有機化合物
である。適切な可塑剤の例には、油、セルロースエステル、フタル酸エステル、アジピン
酸エステル、セバシン酸エステル、リン酸トリクレシル、ヒマシ油、グリコールエステル
、ベンジルアルコール、クエン酸トリエチル、および炭酸プロピレンが含まれるが、これ
に限定されるものではない。
【００７９】
　特に好ましい可塑剤には、パルミチン酸イソプロピルおよび安息香酸アルキルが含まれ
る。可塑剤は、使用される場合には、典型的に、組成物の重量を基にして、1重量%から70
重量%、好ましくは2重量%から50重量%、より好ましくは5重量%から20重量%の量で存在し
てよい。
【００８０】
　防腐剤の典型的な例には、アルキル基が1、2、3、4、5または6個、好ましくは1から4個
の炭素原子を有するパラヒドロキシ安息香酸アルキル、例えばパラヒドロキシ安息香酸メ
チル(メチルパラベン)、パラヒドロキシ安息香酸エチル(エチルパラベン)、パラヒドロキ
シ安息香酸プロピル(プロピルパラベン)、パラヒドロキシ安息香酸ブチル(ブチルパラベ
ン)およびパラヒドロキシ安息香酸イソブチル(イソブチルパラベン)が含まれる。防腐剤
の混合物、例えばNipaによりNipastatの名称で販売されているメチルパラベン、エチルパ
ラベン、プロピルパラベンおよびブチルパラベンの混合物、同様にNipaによりPhenonipの
名称で販売されているフェノキシエタノール、メチルパラベン、エチルパラベン、プロピ
ルパラベンおよびブチルパラベンの混合物も確かに使用されてよい。これらの防腐剤は、
組成物の重量を基にして、約0.01重量%から約10重量%、好ましくは0.5重量%から約5重量%
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、より好ましくは約0.8重量%から約3重量%の量で存在してよい。
【００８１】
　本発明の組成物において使用されてよいフィラーには、例えばシリカパウダー;タルク;
ポリアミド粒子、特にAtochem社によりOrgasolの名称で販売されているポリアミド粒子; 
ポリエチレンパウダー;アクリル酸コポリマーベースのマイクロスフィア、例えばDow Cor
ningによりPolytrapの名称で販売されているエチレングリコールジメタクリレート/ラウ
リルメタクリレートコポリマーをベースとするものなど;中空マイクロスフィアなどの発
泡パウダー、特にKemanord Plast社によりExpancelの名称でまたはMatsumoto社によりMic
ropearl F 80 EDの名称で販売されているマイクロスフィア;架橋または非架橋のコーンス
ターチ、小麦スターチ、ライスススターチなどの天然有機物質のパウダー、例えばNation
al Starch社によりDry-Floの名称で販売されている、オクテニルコハク酸無水物と架橋し
たスターチのパウダー;Toshiba Silicone社によりTospearlの名称で販売されているもの
などのシリコーン樹脂マイクロビーズ;クレイ(ベントナイト、ラポナイト、サポナイトな
ど)ならびにこれらの混合物が含まれる。これらのフィラーは、組成物の重量を基にして
、約0.1から約50重量%、好ましくは0.5から約30重量%、より好ましくは約1から約20重量%
の範囲の量で存在してよい。
【００８２】
　本発明の組成物は、安全かつ効果的な量の少なくとも1つの活性成分または薬学的に許
容できるその塩をさらに含んでよい。本明細書において使用される用語「安全かつ効果的
な量」は、手入れをするときの状態を改善するため、あるいは皮膚に対する所望の効果を
供与するために十分な量であって、同時にその一方で適正な医学的判断の範囲内における
妥当なリスク対効果比で重篤な副作用を回避する量を意味する。活性成分の安全かつ効果
的な量がどの程度であるのかは、特定の活性成分、活性成分の経皮浸透性、使用者の年齢
、健康状態および皮膚の状態および他の同様な因子により変化するであろう。典型的には
、活性成分は、組成物の重量を基にして、約0.01から約20重量%、好ましくは0.1から約10
重量%、より好ましくは約0.5から約5重量%の量で存在してよい。
【００８３】
　本発明において有用な活性成分は、その治療的効果または想定される作用機構によって
分類することができる。しかし、本発明において有用な活性成分がいくつかの例において
、1つ以上の治療的効果を提供したりあるいは1つ以上の作用機構で機能する可能性がある
ことが理解されよう。したがって、本明細書における分類は便宜上なされるものであり、
活性成分の特定の適用または列挙した適用に限定するよう意図されたものではない。同様
に、これらの活性成分の皮膚科学的に許容できる塩も本発明において有用である。下記の
活性成分は、本発明の組成物において有用である。
【００８４】
　抗アクネ活性成分:有用な抗アクネ活性成分の例には、サリチル酸(o-ヒドロキシ安息香
酸)、5-オクタノールサリチル酸などのサリチル酸の誘導体、およびレソルシノールなど
の角質溶解薬;レチノイン酸およびその誘導体(例えば、シスおよびトランス)などのレチ
ノイド;DおよびLアミノ酸を含むイオウおよびその誘導体および塩、特にN-アセチル誘導
体、その好ましい例は、N-アセチル-L-システインである;リポ酸;ベンゾイルペルオキサ
イド、オクトピロックス、テトラサイクリン、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、アゼライン酸およびその誘導体、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、酢酸エチル、ク
リンダマイシンおよびメクロサイクリン;フラボノイドなどの皮脂抑制薬;ならびに硫酸ス
キムノールおよびその誘導体、デオキシコレートおよびコレートなどの胆汁酸が含まれる
。
【００８５】
　抗菌および抗黴活性成分: 抗菌および抗黴活性成分の例には、ベータラクタム薬、キノ
ロン薬、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
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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、ヘキサミジンイセ
チオネート、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、ネチルマイシ
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、エリスロマイシン亜鉛、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、塩酸クロロテトラサ
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、塩酸エタムブトール、
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、ヒプル酸メテナミン、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、硫酸パロモミシン、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、塩酸アマンタジン、硫酸ア
マンタジン、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
テートおよびクロトリマゾールが含まれる。
【００８６】
　本発明の化粧用組成物は、実際に有害な紫外線照射を吸収する化学的吸収剤であるサン
スクリーン剤をも含んでよい。化学的吸収剤は、それが防御する対象の照射の種類により
、UV-A吸収剤またはUV-B吸収剤のいずれかに分類される。UV-A吸収剤は、一般に紫外スペ
クトルの320から400nmの領域にある照射を吸収する。UV-A吸収剤には、アントラニレート
、ベンゾフェノン、およびジベンゾイルメタンが含まれる。UV-B吸収剤は、一般に紫外ス
ペクトルの280から320nmの領域にある照射を吸収する。UV-B吸収剤には、p-アミノ安息香
酸誘導体、カンファー誘導体、ケイ皮酸誘導体およびサリチル酸誘導体が含まれる。
【００８７】
　本発明において有用なサンスクリーン剤は、典型的に化学的吸収剤を含むが、物理的遮
蔽剤をまた含んでもよい。本発明の組成物に配合してよい典型的なサンスクリーン剤は、
p-アミノ安息香酸誘導体、アントラニレート、ベンゾフェノン、カンファー誘導体、ケイ
皮酸誘導体、ジベンゾイルメタン(Parsol(登録商標)1789としても周知のアボベンゾンな
ど)、ジフェニルアクリル酸誘導体、サリチル酸誘導体、トリアジン誘導体、ベンズイミ
ダゾール化合物、ビス-ベンザゾリル誘導体、メチレンビス(ヒドロキシフェニルベンゾト
リアゾール)化合物、サンスクリーンポリマーおよびシリコーン、またはこれらの混合物
などの化学的吸収剤である。本発明の組成物に配合してよい典型的なサンスクリーン剤は
また、酸化セリウム、酸化クロム、酸化コバルト、酸化鉄、赤色ワセリン、シリコーン処
理二酸化チタン、酸化チタン、酸化亜鉛、および/または酸化ジルコニウムまたはこれら
の混合物などの物理的遮蔽剤である。
【００８８】
　適切なサンスクリーン剤の例には、アミノ安息香酸、アミルジメチルPABA、シノキセー
ト、ジエタノールアミン、p-メトキシケイ皮酸、トリオレイン酸ジガロイル、ジオキシベ
ンゾン、p-メトキシケイ皮酸2-エトキシエチエル、エチル4-ビス(ヒドロキシプロピル)ア
ミノベンゾエート、2-エチルヘキシル-2-シアノ-3,3-ジフェニルアクリレート、p-メトキ
シケイ皮酸エチルヘキシル、サリチル酸2-エチルヘキシル、アミノ安息香酸グリセリル、
サリチル酸ホモメンチル、ホモサレート、3-イミダゾール-4-イルアクリル酸およびエチ
ルエステル、メチルアントラニレート、オクチルジメチルPABA、2-フェニルベンズイミダ
ゾール-5-スルホン酸およびその塩、赤色ワセリン、スルイソベンゾン、二酸化チタン、
サリチル酸トリエタノールアミン、N,N,N-トリメチル-4-(2-オキソボルン-3-イリデンメ
チル)アニリニウムメチルサルフェート、ならびにこれらの混合物が含まれるが、これに
限定されるものではない。
【００８９】
　本発明のリップトリートメント組成物は、任意選択でケアまたはトリートメント特性を
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有するリップスティック、リップグロスまたはリップペンシルの形態であってよい。
【００９０】
　レオロジー
　本発明の組成物のレオロジー的特性は、TA InstrumentsよりAR-G2の名称で市販されて
いるストレス制御式レオメータを用いて測定される。試料を、ステンレススチール製、ク
ロスハッチ付きの直径40mmのプレートを備えたパラレルプレートを用いて測定する。ギャ
ップは1,000ミクロンに設定する。Peltierシステムにより正確に所望の温度に調整する。
【００９１】
　リップグロスの試料をレオメータに移し、約10分間で35℃に加温する。次いで試料を冷
却し、約10分間以上、25℃に維持する。
【００９２】
　線形粘弾性領域を、1rad/sの一定周波数において、1mN.mから100mN.mの範囲内で振動ス
トレススイープモードにより決定する。前記線形粘弾性領域は、上記範囲内で加えた振動
ストレスにおいて貯蔵弾性率G'が一定またはほぼ一定であるとき、貯蔵弾性率G'に相当す
る。
【００９３】
　次いで線形粘弾性領域において、低振動ストレスで100rad/sから0.01rad/sで周波数ス
イープ実験を行なう。0.01rad/sの周波数ωにおける貯蔵弾性率G'を周波数スイープモー
ドから決定する。
【００９４】
　0.01rad/sの周波数ωにおける貯蔵弾性率G'の値が低ければ低いほど、リップグロス組
成物の濡れ性は良好であり、クリープ抵抗は小さい。
【００９５】
　線形粘弾性領域において、本発明の組成物の、0.01rad/sの周波数ωにおける貯蔵弾性
率G'は、25℃で約0.01Paから500Paの範囲である。
【００９６】
　動的振動実験の終了後に、同一の試料を25℃の定温で平衡化する。次いで0.8Paの一定
ストレスで、クリープおよび回復測定を行なう。
【００９７】
　一定ストレス(σ)0.8Paにおいて測定した、リップグロス組成物のクリープ粘度(ηcree

p)をクリープ歪(γcreep)および回復可能歪(γrecovery)から決定する。ここで、クリー
プ歪継続時間(tcreep)は10分であり、回復可能歪継続時間(trecovery)は30分である。ク
リープ粘度は下記の式により算出する:
【００９８】
【数２】

【００９９】
　10分のクリープ時間(剪断速度ほぼゼロ)での、低ストレスにおける高クリープ粘度値(
ηcreep)は、組成物のより長い持ちを提供する。したがって、低ストレスにおける高クリ
ープ粘度値(ηcreep)を有する唇用組成物は、静止時にその構造、したがってその安定性
を維持し、色移りの発生が少なく、かつ持続性の光沢を提供することになる。
【０１００】
　一定ストレス(σ)0.8Paにおける、本発明の組成物のクリープ粘度(ηcreep)は、25℃で
2Pa.sから150,000Pa.sの範囲である。
【０１０１】
　メークアップの方法
　トップコート組成物
　前述のように、本発明の組成物は有利には、本発明の請求項に記載のメークアップ方法
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においてトップコートとして使用されてよい。
【０１０２】
　この組成物は、先に定義した通りである。
【０１０３】
　さらに、例えば唇など、トップコート組成物が適用されるケラチン性基質におけるトッ
プコート組成物の快適性を向上させることは、好ましいかもしれない。このことは、短鎖
エステルを使用することにより実現することができる。
【０１０４】
　本発明によれば、エステルはモノエステルでも、ジエステルでもポリエステルでもよい
。これらのエステルは、直鎖、分枝状または環状、飽和または不飽和であってよい。これ
らのエステルは、好ましくは分枝状で飽和であるべきである。これらのエステルは、また
脂肪族または芳香族であってもよい。
【０１０５】
　これらのエステルは、6から25個の炭素原子、特に14から22個の炭素原子を有してよい
。これらのエステルは、2から18個の炭素原子を有する酸エステル、エステルが揮発性で
なく皮膚に浸透するように炭素原子数が10超であることを条件として、特に2から20個の
炭素原子を有するアルコールエステル、または2から8個の炭素原子を有するポリオールま
たはこれらの混合物から選択されてよい。
【０１０６】
　特に、これらのエステルは下記の式RCOOR'に相当する炭化水素系エステルであり、エス
テルが揮発性でなく皮膚に浸透するように炭素原子数が10を超えないことを条件として式
中Rは1から29個の炭素原子を含む脂肪酸残基を表し、かつR'は2から30個の炭素原子を含
む炭化水素系鎖を表す。
【０１０７】
　エステルは、下記を含む非限定的リストから選択されてよい:
　ネオペンタン酸イソデシル、ネオペンタン酸イソトリデシル、ネオペンタン酸イソステ
アリル、ネオペンタン酸オクチルドデシルなどのネオペンタン酸エステル、
　イソノナン酸イソノニル、イソノナン酸オクチル、イソノナン酸イソデシル、イソノナ
ン酸イソトリデシル、イソノナン酸イソステアリル、イソノナン酸エチルヘキシルなどの
イソノナン酸エステル、
　ミリスチン酸イソプロピル、パルミチン酸イソプロピル、ステアリン酸またはイソステ
アリン酸イソプロピル、ラウリン酸イソプロピル、アジピン酸ジイソプロピルなどのイソ
プロピルアルコールエステル、
　オクタン酸セチル、オクタン酸トリデシルなどのオクタン酸、デカン酸またはリシノレ
イン酸アルキルまたはポリアルキル、
　ジヘプタン酸ポリエチレングリコール、ヘキサノエート-2-ジエチルプロピレングリコ
ールおよびこれらの混合物などのポリアルキレングリコールエステル、
　安息香酸アルキル、特に12から15個の炭素原子を有する安息香酸アルキル、
　乳酸イソステアリルおよびリンゴ酸ジイソステアリルなどのヒドロキシル化エステル、
　ペンタエリスリトールエステル。
【０１０８】
　短鎖エステルの例にはまた、パーセリン油(オクタン酸セトステアリル)、エチルへキサ
ン酸エチルヘキシル、ジカプリルエステル、パルミチン酸2-エチルヘキシル、パルミチン
酸2-エチルおよびイソステアリン酸イソステアリルが含まれる。
【０１０９】
　イソノナン酸イソノニルおよびリンゴ酸ジイソステアリルは特に本発明の実施形態に適
している。
【０１１０】
　短鎖エステルは、トップコート組成物中に、トップコートの重量を基にして、約15重量
%間で、好ましくは約10重量%までの量で使用されてよい。過剰量の短鎖エステルの使用は
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、トップコートがベースコートと非常によく適合する要因となる化粧用製品システムの非
色移り特性に対して有害な影響を及ぼすことになる。
【０１１１】
　ベースコート組成物
　本明細書で使用される「皮膜形成剤」または「皮膜形成薬剤」は、少なくとも1つの溶
媒(例えば水および有機溶媒など)に溶解した後、例えば少なくとも1つの溶媒が蒸発した
時点でそれが適用された基質上に皮膜を残し、基質において浸透かつ/または消散するポ
リマーを意味する。
【０１１２】
　本明細書で使用される「色移り耐性」は、例えば飲食をするときに、他の物質、例えば
、グラス、衣類または皮膚など、との接触によって容易に取り除かれることがない組成物
が発揮する特性を指す。色移り耐性は、当該特性を評価するために当技術分野で周知のい
かなる方法によって評価してもよい。例えば、組成物の色移り耐性は、「キス」テストに
より評価してよい。「キス」テストは、組成物をヒトの唇に適用し、それに続いて、例え
ば適用後2分間程度の一定の時間経過後に、例えば一枚の紙などの物質にキスする、とい
うものであってよい。同様に、組成物の色移り耐性は、適用に続く一定の時間経過の後に
、例えば適用者の首から衿への色移りなど、適用部位から他のいずれかの基質に色移りし
た製品の量によって評価してもよい。基質(例えば、衿または紙)に色移りした組成物の量
を、次いで評価し、比較する。例えば、製品の大部分が適用部位、例えば唇、首など、に
残存している場合、組成物は色移り耐性である可能性がある。さらに、色移りした量を、
市販の組成物などの他の組成物から色移りした量と比較してもよい。本発明の好ましい一
実施形態において、組成物は、ほとんどまたは全く基質に色移りしていない。
【０１１３】
　本明細書で使用される「長時間持続性の」組成物は、例えば1時間、2時間、さらには8
時間といったような長時間経過後に、均一性、感触および色から選択される少なくとも1
つの特性が、肉眼で見て、適用時と同等に維持されている組成物を指す。長時間持続性は
、当該特性を評価するために当技術分野で周知の任意の方法で評価してもよい。例えば、
長時間持続は、組成物をヒトの皮膚(唇を含む)に適用すること、および長時間後の組成物
の均一性、感触および色を評価することを含む試験によって評価してもよい。例えば、唇
用組成物の均一性、感触および色を、適用後直ちに評価し、次いでこれらの特性を、適用
者が唇用組成物を一定時間着けていた後に再度評価し、比較することができる。さらに、
これらの特性を市販の組成物などの他の組成物の特性に対して評価することができる。
【０１１４】
　本明細書で使用される「耐水性」は、水をはじき、水に対して不変である力を指す。耐
水性は、当該特性を評価するために当技術分野で周知のいかなる方法によって評価しても
よい。例えば、マスカラ組成物を付け睫毛に適用し、次いで付け睫毛を一定時間、例えば
20分間、水に浸す。予め定めた時間が経過した後に、付け睫毛を水から取り出し、例えば
一枚の紙などの物質上にとる。次いで物質の上に残った残留物の広がりを評価し、例えば
市販の組成物などの他の組成物の特性と比較することができる。同様に、例えば、組成物
を皮膚に適用し、皮膚を一定時間、水中に沈めてもよい。次いで、予め定めた時間が経過
した後に皮膚に残存する組成物の量を評価し、比較することができる。例えば、製品の大
部分が適用部位、例えば睫毛、皮膚など、に残存している場合、組成物は耐水性である可
能性がある。本発明の好ましい一実施形態において、組成物は、ほとんどまたは全く適用
部位から色移りしていない。
【０１１５】
　本発明の化粧用組成物および方法は、本明細書に記載の本発明の本質的要素および限定
ならびに皮膚への局所適用を意図されたパーソナルケア組成物に有用な本明細書に記載の
またはその他のあらゆる追加的なまたは任意選択の成分、要素、あるいは限定を含むか、
これらからからなるか、あるいは本質的にこれらからなってよい。
【０１１６】
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　本発明のある特徴に基づけば、相「液体脂肪相」は、室温(25℃)および大気圧(760mmHg
)で液体であり、かつ油としても周知の互いに相容性である室温で液体の、1つまたは複数
の脂肪物質を含む脂肪相を意味すると理解される。
【０１１７】
　本発明のある特徴に基づけば、相「構成された液体脂肪相」は、この構成された相が指
の間から流れ落ちることがなく少なくとも増粘されていることを意味すると理解される。
【０１１８】
　液体脂肪相が構成されると、固形組成物からの脂肪相の滲み出しを抑制し、さらに皮膚
または唇への付着後のしわおよび小じわへの移行を抑制することを可能にし、このことは
リップスティックまたはアイシャドウなどの組成物に関して望ましい。着色性物質を含ん
だ液体脂肪相の顕著な移行は、唇または眼の周辺への美観を損なう影響をもたらし、しわ
や小じわを目立たせることがある。この移行は、女性がしばしば、従来のリップスティッ
クおよびアイシャドウの大きな欠点として挙げているものである。用語「移行」は、唇ま
たは皮膚に付着した組成物がその最初の輪郭を越えて流れ出ることを意味するものと理解
される。
【０１１９】
　「つや」は、根本的に液体脂肪相の性質に関連する。したがって、リップスティックの
つやを向上させるために組成物中のワックスおよびフィラーの濃度を低減することが可能
であるが、その場合液体脂肪相の移行が増大する。すなわち、適切な硬度を有するスティ
ックを調製するために必要なワックスおよび/またはフィラーの濃度は、付着のつやに対
する制限要因である。
【０１２０】
　本明細書で使用される「粘着性」は、2枚の表面を引き離す際に必要な最大張力、Fmax
を測定することを指す。想定される用途および設計しようとする処方に応じて、Fmaxの望
ましい値は変化してよい。いくつかの実施形態において、実質的に非粘着性の組成物は、
約4ニュートン(N)未満、約1N未満、約0.5N未満、約0.3N未満、約0.2N未満または約0.1N未
満のFmaxを有する。当業者であれば、例えば、2枚の表面を引き離すために必要な最大牽
引力をLLOYDモデルLR5Kタイプの伸縮計により測定して、決定することにより組成物のFma
xを決定することができる。
【０１２１】
　例えば、固体、剛性、不活性でかつ非吸収性の、38mm2の2枚の表面、AおよびBを、互い
に向き合わせて可動性のマウント上に取り付ける。表面は共に、互いに近づく方向または
離れる方向に動くことが可能であり、あるいは表面Aを表面Bとは別個に動かすことまたは
その逆も可能である。伸長計への挿入に先立ち、表面Aを測定される組成物で被覆する。
すなわち組成物は約10から30%、好ましくは20%の濃度で、水性、含水アルコール、炭化水
素、シリコーンおよびアルコール溶媒などの溶媒中に溶解されていてよく、表面Aを1から
10ミル、好ましくは1ミルの厚さに被覆し、表面を室温、例えば22から25℃、相対湿度50%
で24時間乾燥させる。伸長計に挿入されると、表面Aは、20秒間、表面Bに対する3Nの圧縮
力を受け、次いで30秒間、20mm/分の速度の引張力を受ける。その際、最初の引き離しを
行なうために必要な力の大きさFmaxを記録する。この手順を、表面AおよびBの複数のペア
、好ましくは少なくとも6ペア、に対して行なうことにより、平均Fmaxを決定する。
【０１２２】
　本発明の化粧用製品システムは、いかなる形態であってもよい。例えば、組成物は、ペ
ースト、固形、ゲルまたはクリームであってよい。組成物は、水中油型(W/O)エマルショ
ンまたは油中水型(O/W)エマルションなどのエマルション、O/W/O型エマルションまたはW/
O/W型エマルションなどの多層エマルション、あるいは無水ゲルを含む固体、剛性または
柔軟ゲルであってよい。システムはまた、半透明無水ゲルおよび透明無水ゲルから選択さ
れた形態でもよい。本発明のシステムは、例えば、外部または連続脂肪相を含んでよい。
システムは無水物であってよい。他の実施形態において、本発明のシステムは、透明また
は澄明であってよく、例えば顔料を含まない組成物を含む。システムはまた、スティック
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またはディッシュなどの成形組成物または流し込み製品であってよい。一実施形態におけ
る組成物は、成形スティックまたは流し込みスティックなどの固体である。本発明の組成
物はまた、リップスティックまたは液体リップカラーなどの唇用組成物、ファンデーショ
ンまたはマスカラの形態であってよく、色移り耐性、柔軟性、しなやかさ、付着性があり
かつ粘着性をもたないといった優れたまたはより向上した特性を発揮する。
【０１２３】
　本発明の組成物が非液体である場合、液体脂肪相の構成を、使用するポリオルガノシロ
キサン含有ポリマー(または構成ポリマー)のタイプにより調整することができ、力学的耐
性が良好なスティックの形態の剛性構造を得ることができる。これらの剛性組成物は着色
すると、柔軟で、軽く、非色移り性、非移行性でかつ/または長時間持続性のケラチン性
基質への適用を可能にする。これらの組成物は、1つまたは複数の構成ポリマーを含んで
よい。
【０１２４】
　本明細書に定義のように、安定性は、組成物を制御環境チャンバ中に25℃で8週間、留
置することにより試験する。この試験においては、試料をチャンバ中に配置したときに、
試料の物理的状態を検査する。次いで、24時間、3日、1週間、2週間、4週間、8週間後に
試料を検査する。各回の検査では、組成物がエマルションの形態である場合、相分離など
の組成の異常を、組成物がスティック形態の場合、曲がりまたは傾斜、融解または離液(
または発汗)を、検査する。安定性をさらに、40℃、37℃、45℃、50℃および凍結-融解条
件下で8週間試験を繰り返して試験する。これらの試験のうちのいずれかにおいて組成物
の機能を妨げる異常が観察される場合、組成物は安定性が欠如しているとみなされる。当
業者であれば意図される応用に基づき、組成物の機能を妨げる異常を容易に認識できるで
あろう。
【０１２５】
　ポリオルガノシロキサン含有ポリマー
　本発明によれば、好ましくは約500から約2.5×106以上の重量平均分子量を有し、好ま
しくは1から約10,000個のオルガノシロキサンユニットをその部分の鎖中またはグラフト
の形態で含み、かつ水素相互作用を形成することができる少なくとも2つの基を含む少な
くとも1つのポリオルガノシロキサン基を含む少なくとも1つの部分を含む、ホモポリマー
およびコポリマーから選択される少なくとも1つのポリオルガノシロキサン含有ポリマー
を含む組成物が提供される。
【０１２６】
　本発明の好ましい実施形態によれば、本発明の組成物に使用されるポリオルガノシロキ
サン含有ポリマーは、下記の2つのファミリーに属してよい:
　a)水素相互作用を形成することができる少なくとも2つの基を含むポリオルガノシロキ
サンであって、これらの2つの基は、ポリマー鎖中に位置している;および/または
　b)水素相互作用を形成することができる少なくとも2つの基を含むポリオルガノシロキ
サンであって、これらの2つの基は、グラフトまたは分枝上に位置している。
【０１２７】
　本発明のポリオルガノシロキサン含有ポリマーは、室温で液体であっても固体であって
もよい。好ましくは、ポリマーは固体である。ポリマーが固体である場合、ポリマーは使
用の前または使用中に、ポリマーの水素相互作用を分断することができる水素相互作用を
有する溶媒、例えばC2～C8低級アルコール、特にエタノール、n-プロパノールまたはイソ
プロパノール中に溶解できることが好ましい。これらの水素相互作用「分断」溶媒を共溶
媒として本発明の組成物中に使用することもまた可能である。その場合、当業者には周知
のように、これらの溶媒は、組成物中に保ったままにしておいてもよいし選択蒸発により
取り除いてもよい。
【０１２８】
　水素相互作用を形成することができる2つの基をポリマー鎖中に含むポリマーは、下記
の式に相当する少なくとも1つの部分を含むポリマーであってよい:
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【化１】

【０１３０】
式中、
　1)R1、R2、R3およびR4は、同一でも異なっていてもよく、
　・場合により鎖中に1個または複数の酸素、イオウおよび/または窒素原子を含み、かつ
場合により部分的または完全にフッ素原子により置換されている直鎖、分枝または環状、
飽和または不飽和の、C1～C40炭化水素系基、
　・任意選択で1個または複数のC1～C4アルキル基で置換されたC6～C10アリール基、
　・場合により1個または複数の酸素、イオウおよび/または窒素原子を含むポリオルガノ
シロキサン鎖から選択される基を表し、
　2)基Xは、同一でも異なっていてもよく、場合により鎖中に1個または複数の酸素および
/または窒素原子を含む、直鎖または分枝状C1～C30アルキレンジイル基を表し、
　3)Yは、場合により1個または複数の酸素、イオウおよび/または窒素原子を含み、かつ/
または置換基として下記の原子または原子群:フッ素、ヒドロキシル、C3～C8シクロアル
キル、C1～C40アルキル、C5～C10アリール、任意選択で1個から3個のC1～C3アルキル基、
C1～C3ヒドロキシアルキルおよびC1～C6アミノアルキルで置換されたフェニル、のうちの
1つを有する、飽和または不飽和の、C1～C50直鎖または分枝状2価アルキレン、アリーレ
ン、シクロアルキレン、アルキルアリーレンまたはアリールアルキレン基であり、
あるいは
　4)Yは、式
【０１３１】

【化２】

【０１３２】
式中、
　・Tは、任意選択でポリオルガノシロキサン鎖により置換され、かつ場合によりO、Nお
よびSから選択される1個または複数の原子を含む直鎖または分枝状、飽和または不飽和の
、C3～C243価または4価の炭化水素系基、あるいはTはN、PおよびAlから選択される3価の
原子を表し、
　・R5は、場合により1個または複数のエステル、アミド、ウレタン、チオカルバメート
、尿素、チオ尿素および/またはスルホンアミド基を含む直鎖または分枝状C1～C50アルキ
ル基またはポリオルガノシロキサン鎖であって、ポリマーの他の鎖に結合していてよい基
を表す、
に相当する基を表し、
　5)基Gは、同一でも異なっていてもよく、
【０１３３】
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【化３】

【０１３４】
式中、R6は、ポリマーの基R6の少なくとも50%が水素原子を表し、かつポリマーの基Gのう
ちの少なくとも2つが
【０１３５】
【化４】

【０１３６】
以外の基であるという条件で、水素原子または直鎖または分枝状C1～C20アルキル基を表
す、
から選択される2価の基を表し、
　6)nは、少なくとも1、例えば2から500、好ましくは2から200までの範囲の整数であり、
かつ、mは、少なくとも1、1から35,000、例えば1から10,000および1から2,500、1から700
および6から200までの範囲の整数であり、その間の全ての値およびその間およびサブ範囲
を含む。
【０１３７】
　本発明によれば、好ましくはポリマーの基R1、R2、R3およびR4の80%は、メチル、エチ
ル、フェニルおよび3,3,3-トリフルオロプロピル基から選択される。
【０１３８】
　本発明によれば、Yは種々の2価の基、さらには任意選択でポリマーまたはコポリマーの
他の部分と結合を形成するための1つまたは2つのフリーの価数を含む基、を表してよい。
好ましくは、Yは、
　a)直鎖状C1～C20、好ましくはC1～C10アルキレン基、
　b)場合により環および非共役不飽和を含むC30～C56分枝状アルキレン基、
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　c)C5～C6シクロアルキレン基、
　d)任意選択で1個または複数のC1～C40アルキル基で置換されているフェニレン基、
　e)1から5個のアミド基を含むC1～C20アルキレン基、
　f)ヒドロキシル、C3～C8シクロアルカン、C1～C3キヒドロキシアルキルおよびC1～C6ア
ルキルアミン基から選択される1個または複数の置換基を含むC1～C20アルキレン基、
　g)式
【０１３９】
【化５】

【０１４０】
式中、R1、R2、R3、R4、Tおよびmは、上記に定義した通りである、
のポリオルガノシロキサン鎖、ならびに
　h)式
【０１４１】

【化６】

【０１４２】
のポリオルガノシロキサン鎖、
から選択される基を表す。
【０１４３】
　第2のファミリーのポリオルガノシロキサンは、下記の式(II)に相当する少なくとも1つ
の部分を含むポリマーであってよい。
【０１４４】
【化７】

【０１４５】
式中、
　　・R1およびR3は、同一でも異なっていてもよく、式(I)に対して上記に定義した通り
であり、
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　　・R7は、R1およびR3に対して上記に定義した基を表すか、あるいは、式-X-G-R9の基
を表し、式中、XおよびGは式(I)に対して上記に定義した通りであり、R9は水素原子ある
いは任意選択で鎖中にO、SおよびNから選択される1個または複数の原子を含み、任意選択
で1個または複数のフッ素原子および/または1個または複数のヒドロキシル基、または任
意選択で1個または複数のC1～C4アルキル基で置換されたフェニル基で置換された、直鎖
、分枝状または環状、飽和または不飽和の、C1～C50炭化水素系基を表す、
　　・R8は、式中X、GおよびR9が上記に定義した通りである、式-X-G-R9の基を表し、
　　・m1は、少なくとも1、1から35,000、例えば1から10,000および1から2,500、1から70
0および6から200までの範囲の整数であり、その間の全ての値およびサブ範囲を含み、
　　・m2は、少なくとも1、1から35,000、例えば1から10,000および1から2,500、1から70
0および6から200までの範囲の整数であり、その間の全ての値およびサブ範囲を含む。
【０１４６】
　本発明によれば、ポリオルガノシロキサン含有ポリマーは、ホモポリマー、すなわちい
くつかの同一の部分、特に式(I)または式(II)の部分を含むポリマーであってよい。
【０１４７】
　本発明によれば、式(I)のいくつかの異なる部分を含むコポリマーからなるポリマー、
すなわち部分のうちの1つにおいて基R1、R2、R3、R4、X、G、Y、mおよびnのうちの少なく
とも1つが異なっているポリマーを使用することもまた可能である。コポリマーはまた、
式(II)のいくつかの部分から形成されてもよく、この場合、部分のうちの少なくとも1つ
において基R1、R3、R7、R8、m1およびm2のうちの少なくとも1つが異なっている。
【０１４８】
　式(I)の少なくとも1つの部分および式(II)の少なくとも1つの部分を含むコポリマーを
使用することもまた可能であり、式(I)の部分および式(II)の部分は、場合により、互い
に同一であっても異なっていてもよい。
【０１４９】
　好ましい実施形態によれば、水素相互作用を形成することができ、エステル、アミド、
スルホンアミド、カルバメート、チオカルバメート、尿素およびチオ尿素基、ならびにこ
れらの組合せから選択される2つの基を含む少なくとも1つの炭化水素系基を含むコポリマ
ーを使用することもまた可能である。
【０１５０】
　本発明の第一の実施形態によれば、水素相互作用を形成することができる基は、式-C(O
)NH-および-NH-C(O)-のアミド基である。
【０１５１】
　これらのコポリマーは、ブロックコポリマーまたはグラフトコポリマーであってよい。
【０１５２】
　この場合、ポリマーは、式(III)または(IV)の少なくとも1つの部分を含んでよく、
【０１５３】
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【０１５４】
式中、R1、R2、R3、R4、X、Y、mおよびnは上記に定義した通りである。
【０１５５】
　このような部分は
　　・下記の反応式に基づく、α,ω-カルボン酸末端を含むシリコーンと1つまたは複数
のジアミンとの間の縮合反応によるか、
【０１５６】
【化９】

【０１５７】
あるいは、
　　・下記の反応式に基づく、2分子のα-不飽和カルボン酸とジアミンとの反応
【０１５８】
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【化１０】

【０１５９】
それに続く下記の反応式に基づく、エチレン性不飽和に対するシロキサンの付加:
【０１６０】

【化１１】

【０１６１】
式中、X1-(CH2)2-は上記に定義のXに相当し、かつY、R1、R2、R3、R4およびmは上記に定
義した通りである、
によるか、あるいは、
　　・下記の反応式に基づく、α、ω-NH2末端を含むシリコーンと式HOOC-Y-COOHの二酸
との反応により得られてよい。
【０１６２】
【化１２】

【０１６３】
　これらの式(III)または(IV)のポリアミドにおいて、mは、上記に定義のように、少なく
とも1、好ましくは1から700、例えば15から500および15から45までの範囲の整数であり、
その間の全ての値およびサブ範囲を含む。また、nは特に1から500、例えば1から100およ
び4から25までの範囲であり、その間の全ての値およびサブ範囲を含む。Xは、好ましくは
1から30個の炭素原子、特に3から10個の炭素原子を含む直鎖または分枝状アルキレン鎖で
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あり、かつYは好ましくは、直鎖または分枝状の、あるいは場合により環および/または不
飽和を含むアルキレン鎖であり、1から40個の炭素原子を含み、1から20個の炭素原子およ
び2から6個の炭素原子を含み、その間の全ての値およびサブ範囲、例えば6個の炭素原子
の場合を含む。
【０１６４】
　式(III)および(IV)において、XまたはYを表すアルキレン基は、任意選択でそのアルキ
レン部分に少なくとも1つの以下の要素を含んでよい:
　1)1から5個のアミド、尿素またはカルバメート基、
　2)C5～C6シクロアルキル基、および
　3)1から3個の同一のまたは異なるC1～C3アルキル基により任意選択で置換されたフェニ
レン基。
【０１６５】
　式(III)および(IV)において、アルキレン基はまた、
　・ヒドロキシル基、
　・C3～C8シクロアルキル基、
　・1から3個のC1～C40アルキル基、
　・1から3個のC1～C3アルキル基により任意選択で置換されたフェニル基、
　・C1～C3ヒドロキシアルキル基、
　・C1～C6アミノアルキル基
からなる群から選択される少なくとも1つの要素で置換されていてもよい。
【０１６６】
　これらの式(III)および(IV)において、Yはまた、
【０１６７】
【化１３】

【０１６８】
式中、R5はポリオルガノシロキサン鎖を表し、Tは下記の式の基を表す:
【０１６９】
【化１４】

【０１７０】
式中、a、bおよびcは、互いに独立して、1から10までの範囲の整数であり、かつR10は水
素原子またはR1、R2、R3およびR4に対して定義された基である、
を表してもよい。
【０１７１】
　式(III)および(IV)において、R1、R2、R3およびR4は好ましくは、互いに独立して、直
鎖または分枝状C1～C40アルキル基、好ましくはCH3、C2H5、n-C3H7またはイソプロピル基
、ポリオルガノシロキサン鎖または1から3個のメチルまたはエチル基により任意選択で置
換されたフェニル基を表す。
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　先に見られたように、ポリマーは式(III)または(IV)の同一のまたは異なる部分を含ん
でよい。
【０１７３】
　したがって、ポリマーは、式(III)または(IV)の長さの異なるいくつかの部分を含むポ
リアミド、すなわち下記の式に相当するポリアミドであってよい:
【０１７４】
【化１５】

【０１７５】
式中、X、Y、nおよびR1からR4は、上記に示した意味を有し、m1およびm2は、異なってお
り、上記に定義した通りであり、かつ好ましくは、1から1000までの範囲から選択され、p
は少なくとも1、例えば2から500、好ましくは2から200の範囲である。
【０１７６】
　この式において、部分は、ブロックコポリマーかあるいはランダムコポリマーまたは交
互コポリマーのいずれかを形成するように構成されてよい。このコポリマーにおいて、部
分は、異なる長さを有するだけではなく、例えば異なる基Yを含むなど異なる化学構造を
有した部分であってよい。この場合、コポリマーは下記の式に相当してよい。
【０１７７】

【化１６】

【０１７８】
式中、R1からR4、X、Y、m1、m2、nおよびpは上記に示した意味を有し、Y1はYとは異なっ
ているが、Yに対して定義された群から選択される。先に述べたように、種々の部分がブ
ロックコポリマーかあるいはランダムコポリマーまたは交互コポリマーを形成するように
構成されてよい。
【０１７９】
　本発明の一実施形態において、ポリオルガノシロキサン含有ポリマーは、グラフトコポ
リマーを含んでもよい。したがって、シリコーンユニットを含むポリアミドは、グラフト
され、任意選択でアミド基を含むシリコーン鎖と架橋されてよい。このようなポリマーは
、3官能性アミンを用いて合成されてよい。
【０１８０】
　この場合、コポリマーは下記の式の少なくとも1つの部分を含んでよい:
【０１８１】
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【０１８２】
式中、X1およびX2は、同一でも異なっていてもよく、式(I)のXに対して示した意味を有し
、nは式(I)において定義した通りであり、YおよびTは、式(I)において定義した通りであ
り、R11からR18は、R1からR4と同一の群から選択される基であり、m1およびm2は1から1,0
00までの範囲の数であり、pは少なくとも1、例えば2から500の範囲をとることができる整
数である。
【０１８３】
　式(VII)において、
　・pは、1から7を含む、1から25までの範囲であり、その間の全ての値およびサブ範囲を
含み、
　・R11からR18は、メチル基であり、
　・Tは、下記の式のうちの1つに相当することが好ましい。
【０１８４】
【化１８】

【０１８５】
式中、R19は、水素原子またはR1からR4に対して定義された基から選択される基であり、
かつR20、R21およびR22は、互いに独立して、直鎖または分枝状アルキレン基であり、よ
り好ましくは下記の式に相当する:
【０１８６】
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【化１９】

【０１８７】
特に-CH2-CH2-を表すR20、R21およびR22については、
　・m1およびm2は15から45を含む、15から500までの範囲であり、かつその間の全ての値
およびサブ範囲を含み、
　・X1およびX2は-(CH2)10-を表し、かつ
　・Yは、-CH2-を表す。
【０１８８】
　式(VII)のグラフトシリコーン部分を含むこれらのポリアミドは、式(II)のポリアミド
シリコーンにより共重合されて、ブロックコポリマー、交互コポリマーまたはランダムコ
ポリマーを形成してよい。コポリマーにおけるグラフトシリコーン部分(VII)の重量パー
セントは、0.5重量%から30重量%であってよい。
【０１８９】
　本発明によれば、先に見られたように、シロキサンユニットはポリマーの主鎖または骨
格中にあってよいが、またグラフトまたはペンダント鎖中に存在してもよい。主鎖におい
て、シロキサンユニットは、上記に記載のセグメントの形態であってよい。ペンダントま
たはグラフト鎖において、シロキサンユニットは個別にまたはセグメント中に現れてよい
。
【０１９０】
　本発明によれば、好ましいシロキサン系ポリアミドは、
　・式中、mが15から300、例えば15から100であり、その間の全ての値およびサブ範囲を
含む、式(III)のポリアミド、
　・少なくとも1つのポリアミドが、15から50の範囲で、その間の全ての値およびサブ範
囲を含むｍの値を有し、かつ少なくとも1つのポリアミドが、30から300の範囲で、その間
の全ての値およびサブ範囲を含むmの値を有する、2つ以上のポリアミドの混合物、
　・式中、15から50の範囲から選択されるm1および30から500の範囲から選択されるm2を
有し、m1に相当する部分がポリアミドの全重量の1重量%から99重量%に相当しかつm2に相
当する部分がポリアミドの全重量の1重量%から99重量%に相当する、式(V)のポリマー、
　・下記を組み合わせた、式(III)のポリアミドの混合物
　　1)nが2から10、特に3から6に等しいポリアミドを80重量%から99重量%、
　　2)nが5から500、特に6から100の範囲であるポリアミドを1重量%から20重量%、
　・式中、基YおよびY1のうち少なくとも1つが少なくとも1つのヒドロキシル置換基を含
む、式(VI)に相当するポリアミド、
　・二酸の代わりに活性化された二酸(二酸塩化物、二無水物、またはジエステル)の少な
くとも1つの部分により合成した式(III)のポリアミド
　・式中Xが-(CH2)3-または-(CH2)10を表す式(III)のポリアミド、および
　・式中、脂肪酸、脂肪アルコールおよび脂肪アミン、例えばオクチルアミン、オクタノ
ール、ステアリン酸およびステアリルアルコールなどを含む1官能性アミン、1官能性酸、
1官能性アルコールからなる群から選択される1官能性鎖を末端とする、式(III)のポリア
ミド、
である。
【０１９１】
　本発明によれば、ポリマー鎖の末端基は:
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　・合成中に、C1～C50モノアルコールを導入したC1～C50アルキルエステル基、
　・シリコーンがα,ω-ジアミン化されている場合にはモノ酸、またはシリコーンがα,
ω-ジカルボン酸である場合にはモノアミンを末端基としてとるC1～C50アルキルアミド基
、
で終わってよい。
【０１９２】
　本発明の一実施形態によれば、シリコーンポリアミドおよび炭化水素系ポリアミドのコ
ポリマー、すなわち式(III)または(IV)の部分および炭化水素系ポリアミド部分を含むコ
ポリマーを使用することが可能である。この場合、ポリアミド-シリコーン部分は炭化水
素系ポリアミドの末端に配置してもよい。
【０１９３】
　シリコーンを含むポリアミド系ポリマーは、脂肪酸ダイマーをベースとするポリアミド
のシリルアミド化によって製造してよい。このアプローチには、ポリアミド上に末端部位
として存在する遊離酸部位とオルガノシロキサンモノアミンおよび/またはオルガノシロ
キサンジアミンとの反応(アミド化反応)、あるいは別法として、オリゴシロキサンアルコ
ールまたはオリゴシロキサンジオールとの反応(エステル化反応)が含まれる。エステル化
反応は、当技術分野において周知のように、酸触媒の存在を必要とする。アミド化または
エステル化反応に使用される遊離酸部位を含むポリアミドが、比較的多くの酸末端基を有
すること(例えば、酸を数多く例えば、15から20個、有するポリアミド)が望ましい。
【０１９４】
　炭化水素系ポリアミドの遊離酸部位のアミド化に関して、1から300、より特に2から50
、例えば、2、6、9.5、12、13.5、23または、31個のシロキサン基を有するシロキサンジ
アミンは、脂肪酸ダイマーをベースとする炭化水素系ポリアミドとの反応に使用されてよ
い。13.5個のシロキサン基を含むシロキサンジアミンが好ましく、13.5個のシロキサン基
を含むシロキサンジアミンと多数のカルボン酸末端基を含むポリアミドとから、最良の結
果が得られる。
【０１９５】
　反応は、溶液から産生する水を共沸蒸留により抽出するためにキシレン中で、または溶
媒を使用せずに高温(約180℃から200℃)で行なってよい。典型的には、アミド化の有効性
および反応速度は、シロキサンジアミンが長いほど、すなわちシロキサン基の数が多いほ
ど低下する。遊離アミン部位は、シロキサン酸かあるいは安息香酸などの有機酸と反応す
ることによりジアミノシロキサンの初期アミド化反応の後に、ブロックできる。
【０１９６】
　ポリアミド上の遊離酸部位のエステル化に関して、この反応は試薬の全重量に対して約
1重量%の沸騰キシレン中でパラトルエンスルホン酸を触媒として行なわれてよい。
【０１９７】
　ポリアミドのカルボン酸末端基において行なわれるこれらの反応は、シリコーン部分を
ポリマー鎖の末端のみに組み込むことにつながる。
【０１９８】
　遊離アミン基を含むポリアミドを用いて、酸基を含むシロキサンとのアミド化反応によ
り、ポリアミド-シリコーンコポリマーを調製することもまた可能である。
【０１９９】
　例えばエチレン-ジアミン部分を有するポリアミドとオリゴシロキサン-α,ω-ジアミン
とを、元のポリアミドのエチレンジアミン部分がオリゴシロキサンジアミンで置換される
ようなアミド転移を行なうために高温(例えば200から300℃)で、アミド転移反応させるこ
とにより、炭化水素系ポリアミドおよびシリコーンポリアミドとのコポリマーをベースに
するゲル化剤を調製することもまた可能である。
【０２００】
　炭化水素系ポリアミドおよびポリアミド-シリコーンのコポリマーはまた、ペンダント
としてオリゴシロキサン基を有する炭化水素系ポリアミド骨格を含むグラフトコポリマー
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であってもよい。
【０２０１】
　このコポリマーは、例えば:
　・脂肪酸ダイマーをベースとするポリアミド中の不飽和結合のハイドロシリル化により
、
　・ポリアミドのアミド基のシリル化により、または
　・酸化による不飽和ポリアミドのシリル化により、すなわち不飽和基をアルコールまた
はジオールへと酸化することによりヒドロキシル基を生成し、ヒドロキシル基がシロキサ
ンカルボン酸またはシロキサンアルコールと反応することにより、
得られてよい。不飽和ポリアミドのオレフィン部位もエポキシ化することができ、次いで
そのエポキシ基はシロキサンアミンまたはシロキサンアルコールと反応させてもよい。
【０２０２】
　本発明の組成物において使用されるポリオルガノシロキサン含有ポリマーは、最も好ま
しくは、その全公開内容が参照により本明細書に組み込まれている文書、米国特許第5874
069号、米国特許第5919441号、米国特許第6051216号および米国特許第5981680号に記載さ
れているものなどの、ポリオルガノシロキサンタイプのポリマーである。
【０２０３】
　本発明のもう1つの実施形態において、ポリオルガノシロキサン含有ポリマーは、ウレ
タンまたは尿素基を含むホモポリマーまたはコポリマーである。
【０２０４】
　先に述べたように、ポリマーは2つ以上のウレタンおよび/または尿素基を、ポリマー骨
格中かあるいは側鎖上にまたはペンダント基として含むポリオルガノシロキサン部分を含
んでよい。
【０２０５】
　少なくとも2つのウレタンおよび/または尿素基を骨格に含むポリマーは、下記の式に相
当する少なくとも1つの部分を含むポリマーであってよい:
【０２０６】
【化２０】

【０２０７】
式中、R1、R2、R3、R4、X、Y、mおよびnは、式(I)に対して上記に示した意味を有し、Uは
-O-または-NH-を表し、それにより:
【０２０８】
【化２１】

【０２０９】
が、ウレタンまたは尿素基に相当する。
【０２１０】
　この式(VIII)において、Yは、任意選択でC1～C15アルキル基またはC5～C10アリール基
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により置換された、直鎖または分枝状C1～C40アルキレン基であってよい。好ましくは、-
(CH2)6-基が使用される。
【０２１１】
　Yはまた、C1～C15アルキル基またはC5～C10アリール基、例えば、メチレン-4,4-ビスシ
クロヘキシル基、イソホロンジイソシアナートから誘導される基、2,4-および2,6-トリレ
ン、1,5-ナフチレン、p-フェニレンおよび4,4'-ビフェニレンメタンから選択される基、
により置換されていてよい、C5～C12環状脂肪族または芳香族基をも表す。一般に、Yが直
鎖または分枝状C1～C40アルキレン基またはC4～C12シクロアルキレン基を意味することは
好ましい。
【０２１２】
　Yはまた、いくつかのジイソシアナート分子とジオールまたはジアミンタイプの1つまた
は複数のカップリング剤の分子との縮合に対応するポリウレタンまたはポリ尿素ブロック
をも表してよい。この場合、Yはアルキレン鎖の中にいくつかのウレタンまたは尿素基を
含む。
【０２１３】
　Yはまた下記の式に相当してもよい:
【０２１４】
【化２２】

【０２１５】
式中、B1は、Yに対して上記に示した基から選択される基であり、Uは-O-または-NH-であ
り、B2は下記から選択される:
　任意選択でカルボン酸またはスルホン酸基などのイオン化可能な基または中和可能なま
たは4級化可能な第3級アミン基を有してよい直鎖または分枝状C1～C40アルキレン基、
　任意選択でアルキル置換基、例えば1から3個のメチルまたはエチル基、またはアルキレ
ン、例えばジオール基を有する、C5～C12シクロアルキレン基:シクロヘキサンジメタノー
ル
　任意選択でC1～C3アルキル置換基を有するフェニレン基、および
　式
【０２１６】

【化２３】

【０２１７】
の基、
式中、Tは、場合により1つまたは複数の酸素、イオウおよび窒素などのヘテロ原子を含む
炭化水素系の3価の基であり、かつR5はポリオルガノシロキサン鎖または直鎖または分枝
状C1～C50アルキル鎖である。
【０２１８】
　Tは、例えば:
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【化２４】

【０２２０】
式中、wは、1から10までの範囲の整数であり、かつR5はポリオルガノシロキサン鎖である
、
を表してよい。
【０２２１】
　Yが直鎖または分枝状C1～C40アルキレン基である場合、-(CH2)2-または-(CH2)6-基が好
ましい。
【０２２２】
　Yに対して上記に示した式において、dは0から5、好ましくは0から3までの範囲の、より
好ましくは1または2に等しい整数であってよい。
【０２２３】
　好ましくは、B2は、直鎖または分枝状C1～C40アルキレン基、特に-(CH2)2-または-(CH2
)6-または基:
【０２２４】

【化２５】

【０２２５】
式中、R5はポリオルガノシロキサン鎖である、
である。
【０２２６】
　先に述べたように、ポリオルガノシロキサン含有ポリマーは、異なる長さおよび/また
は構成のシリコーンウレタンおよび/またはシリコーン尿素部分から形成されてよく、か
つブロックまたはランダムコポリマーの形態であってよい。
【０２２７】
　本発明によれば、シリコーンはまた、ウレタンおよび/または尿素基を、もはや骨格中
にではなく側鎖として含んでもよい。
【０２２８】
　この場合、ポリマーは下記の式の少なくとも1つの部分を含んでよい:
【０２２９】
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【０２３０】
式中、R1、R2、R3、m1およびm2は、式(I)に対して上記に示した意味を有し、
　・Uは-O-または-NH-を表し、
　・R23は任意選択で、1個または複数のOおよびNから選択されるヘテロ原子、またはフェ
ニレン基を含む、C1～C40アルキレン基を表し、
　・R24は直鎖、分枝状または環状、飽和または不飽和のC1～C50アルキル基、および任意
選択で、1から3個のC1～C3アルキル基で置換されたフェニル基から選択される。
【０２３１】
　式(X)の少なくとも1つの部分を含むポリマーは、シロキサンユニットおよび尿素または
ウレタン基を含み、例えば本発明の組成物中で、ゲル化剤として使用されてよい。
【０２３２】
　シロキサンポリマーは、単独の尿素またはウレタン基を、分枝させることにより有して
よく、あるいは、2個の尿素またはウレタン基を含む分枝を有してもよく、あるいは別法
として、シロキサンポリマーは1個の尿素またはウレタン基を含む分枝および2個の尿素ま
たはウレタン基を含む分枝の混合物を含んでもよい。
【０２３３】
　シロキサンポリマーは、1個または2個のアミノ基を分枝させることにより含む分枝ポリ
シロキサンから、これらのポリシロキサンをモノイソシアナートと反応させることにより
得られてよい。
【０２３４】
　アミノおよびジアミノ分枝を含むこのタイプの出発ポリマーの例として、下記の式に相
当するポリマーを挙げることができる:
【０２３５】
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【０２３６】
　これらの式において、記号「/」は、セグメントが異なる長さで、かつランダムな順序
であって良いことを表し、かつRは基、好ましくは1から3個の炭素原子を含む、1から6個
の炭素原子を含む、直鎖状脂肪族基を表す。
【０２３７】
　このような分岐を含むポリマーは、ポリマー分子1個当り少なくとも3個のアミノ基を含
むシロキサンポリマーを、1官能性基(例えば酸、イソシアナート、イソチオシアナート)1
個のみを含む化合物と反応させることにより形成されてよく、その結果、この1官能性基
がアミノ基のうちの1つと反応し、水素相互作用を形成することのできる基が形成される
。アミノ基は、シロキサンポリマーの主鎖から延びる側鎖上にあってよく、その結果とし
て水素相互作用を形成することのできる基がこれらの側鎖上に形成されるか、あるいは別
法としてアミノ基は主鎖の末端にあってよく、その結果として水素相互作用を形成するこ
とのできる基がポリマーの末端基となる。
【０２３８】
　シロキサンユニットおよび水素相互作用を形成することのできる基を含むポリマーを形
成するための手順として、ゲルが直接得られるような、シロキサンジアミンとジイソシア
ナートのシリコーン溶媒中での反応を挙げることができる。反応は、シリコーン液中で行
われてよく、得られた生成物は、高温で、シリコーン液中に溶解しており、ゲルを形成す
るために次いでシステムの温度を低下させる。
【０２３９】
　本発明の組成物への配合が好ましいポリマーは、シリコーン-尿素コポリマーであり、
このコポリマーは直鎖状であり、かつ水素相互作用を形成することのできる基として尿素
基をポリマー骨格中に含む。
【０２４０】
　4個の尿素基を末端にもつポリシロキサンの実例として、下記の式のポリマーを挙げる
ことができる:
【０２４１】
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【化２８】

【０２４２】
式中、Phはフェニル基であり、nは0より大きな数であり、少なくとも1、2から500、2から
200、1から300、特に1から100、およびその間の全ての値およびサブ範囲を含み、例えば5
0である。
【０２４３】
　このポリマーは、アミノ記を含む下記のポリシロキサンをフェニルイソシアナートと反
応させることにより得られる:
【０２４４】
【化２９】

【０２４５】
　尿素またはウレタン基をシリコーンポリマー鎖中に含む式(VIII)のポリマーは、α,ω-
NH2または-OH末端基を含む下記のシリコーン
【０２４６】

【化３０】

【０２４７】
式中、m、R1、R2、R3、R4およびXは、式(I)に対して定義した通りである、
と、ジイソシアナート、式中Yが式(I)において示した意味を有するOCN-Y-NCO、および任
意選択で式中B2が式(IX)に対して定義した通りである式H2N-B

2-NH2またはHO-B2-OHのジオ
ールまたはジアミンカップリング剤との反応により得られてよい。
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【０２４８】
　2つの試薬、ジイソシアナートとカップリング剤との間の化学量論的比率によれば、Yは
式(IX)であってよく、式中、dは0に等しいか、またはdは1から5に等しい。
【０２４９】
　式(II)または(III)のポリアミドシリコーンの場合と同様に、異なる長さまたは構造の
部分、特にその長さがシリコーンユニットの数によって異なる部分、を含むポリウレタン
またはポリ尿素シリコーンを本発明において使用することが可能である。この場合、コポ
リマーは例えば、下記の式に相当してよい:
【０２５０】
【化３１】

【０２５１】
式中、R1、R2、R3、R4、X、YおよびUは、式(VIII)に対して定義した通りであり、m1、m2
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、nおよびpは式(V)に対して定義した通りである。
【０２５２】
　分枝状ポリウレタンまたはポリ尿素シリコーンはまた、ジイソシアナートOCN-Y-NCOの
代わりに下記の式のトリイソシアナートを用いて得られてもよい:
【０２５３】
【化３２】

【０２５４】
　水素相互作用を形成することのできる基を有するオルガノシロキサン鎖を含む分枝を含
むポリウレタンまたはポリ尿素シリコーンはこのように得られる。このようなポリマーは
、例えば、下記の式に相当する部分を含む:
【０２５５】
【化３３】

【０２５６】
式中、X1およびX2は、同一でも異なっていてもよく、式(I)のXに対して示した意味を有し
、nは式(I)において定義した通りであり、YおよびTは、式(I)において定義した通りであ
り、R11からR18は、R1からR4と同一の群から選択される基であり、m1およびm2は上記に定
義の通りである。
【０２５７】
　ポリアミドの場合、このコポリマーはまた、分枝のないポリウレタンシリコーン部分を
含んでよい。
【０２５８】
　本発明のもう1つの実施形態において、好ましいシロキサン系ポリ尿素およびポリウレ
タンは:
　・式中、mが15から300、例えば、15から100およびその間の全ての値およびサブ範囲を
含む、式(VIII)のポリマー
　・少なくとも1つのポリマーが、15から50の範囲であるmの値を有し、かつ少なくとも1
つのポリマーが、30から300の範囲で、その間の全ての値およびサブ範囲を含むmの値を有
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　・式中、15から50の範囲から選択されるm1および30から500の範囲から選択されるm2を
有し、m1に相当する部分がポリマーの全重量の1重量%から99重量%に相当しかつm2に相当
する部分がポリマーの全重量の1重量%から99重量%に相当する、式(XII)のポリマー、
　・下記を組み合わせた、式(VIII)のポリマーの混合物:
　　1)nが2から10、特に3から6に等しいポリマーを80重量%から99重量%、
　　2)nが5から500、特に6から100の範囲であるポリマーを1重量%から20重量%、
　・式中、基Yのうちの少なくとも1つが少なくとも1つのヒドロキシル置換基を含む、式(
VIII)の2つの部分を含むコポリマー、
　・二酸の代わりに活性化された二酸(二酸塩化物、二無水物、またはジエステル)の少な
くとも1つの部分により合成した式(VIII)のポリマー
　・式中、Xが-(CH2)3-または-(CH2)10-を表す式(VIII)のポリマー、および
　・式中、脂肪酸、脂肪アルコールおよび脂肪アミン、例えばオクチルアミン、オクタノ
ール、ステアリン酸およびステアリルアルコールなどを含む1官能性アミン、1官能性酸、
1官能性アルコールからなる群から選択される多官能性鎖を末端とする、式(VIII)のポリ
マー、
である。
【０２５９】
　ポリアミドの場合、ポリウレタンまたはポリ尿素シリコーンと炭化水素系ポリウレタン
またはポリ尿素のコポリマーは、非シリコーン性のα,ω-2官能性ブロック、例えば、ポ
リエステル、ポリエーテルまたはポリオレフィンの存在下で、ポリマーを合成する反応を
行なうことにより、本発明において使用されてよい。
【０２６０】
　先に見られたように、本発明のホモポリマーまたはコポリマーは、シロキサン部分をポ
リマーの主鎖に、かつ水素相互作用を形成することのできる基を、ポリマーの主鎖または
その末端、または側鎖または主鎖の分枝に含んでよい。これは下記の5つの配置に相当す
る:
式中、連続線は、シロキサンポリマーの主鎖であり、四角形は水素相互作用を形成するこ
とのできる基を表す。
【０２６１】
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【化３４】

【０２６２】
　(1)の場合、水素相互作用を形成することのできる基が主鎖の末端に配置されている。
【０２６３】
　(2)の場合、水素相互作用を形成することのできる2つの基が主鎖のそれぞれの末端に配
置されている。
【０２６４】
　(3)の場合、水素相互作用を形成することのできる基が繰り返し部分の主鎖中に配置さ
れている。
【０２６５】
　(4)および(5)の場合、水素相互作用を形成することのできる基が、水素相互作用を形成
することのできる基を含まない部分で共重合している最初の一つながりの部分の主鎖の分
枝上に配置されているコポリマーである。好ましくは、値n、xおよびyは、ポリマーが脂
肪相、好ましくはシリコーン油をベースとする脂肪相、をゲル化するための薬剤という点
で望ましい特性をもつようなものである。
【０２６６】
　使用されてよいポリマーの例として、その全公開内容が参照により本明細書に組み込ま
れているUS-A-598168における開示に基づいて得られるシリコーンポリアミドを挙げるこ
とができる。
【０２６７】
　ポリオルガノシロキサン含有ポリマーの他の例は、その全内容が参照により本明細書に
組み込まれている米国特許第6503632号および米国特許第6569955号に記載されている。
【０２６８】
　上記に述べたように、本発明のポリマーは室温で固体または液体であってよい。固体の
場合、ポリマーは好ましくは50から130℃の軟化点を有する。最も好ましくは、ポリマー
は、70℃から130℃を始めとする65℃から150℃の範囲の軟化点を有する。この軟化点は、
他の構成ポリマーの軟化点よりも低く、本発明の課題であるポリマーの使用を容易にし、
液体脂肪相の劣化を抑制する。
【０２６９】
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　上記に述べたように、本発明のポリオルガノシロキサン含有ポリマーは、シロキサンユ
ニットおよびアミド結合などの水素相互作用を形成することのできる少なくとも2つの基
を含む。シロキサンユニットは、もしシリコーン液が存在するのであれば、シリコーン液
(例えばシクロメチコン)との相容性を提供し、その一方で水素相互作用を形成することの
できる基およびアミド結合の間隔および位置の選択がゲル化および化粧用製品の形成を促
進することができる。
【０２７０】
　一実施形態において、本発明のポリオルガノシロキサン含有ポリマーは、色移り耐性を
提供するのに有効な量で存在し、かつ下記の特性、すなわちしなやかさ、柔らかさ、およ
び適用中の快適性のうちの少なくとも1つを提供することもできる。さらに、本発明の組
成物は柔軟性および/または組成物が適用されたケラチン性物質への優れた付着性を発揮
することは好ましい。もう1つの好ましい実施形態において、本発明の組成物はケラチン
性基質に適用した際に、実質的に非粘着性である。
【０２７１】
　本発明の組成物において、ポリオルガノシロキサン含有ポリマーは、好ましくは、組成
物の全重量の0.1から80重量%、より好ましくは0.5から30重量%、最も好ましくは1から20
重量%の量で存在する。
【０２７２】
　スティックなどの、意図される用途に応じて、組成物の硬度もまた考慮してよい。組成
物の硬度は、例えば、グラムフォース(gf)で表されてよい。本発明の組成物は、例えば、
20gfから2000gf、例えば20gfから900gf、さらには20gfから600gfの範囲の硬度を有してよ
い。
【０２７３】
　この硬度は、2つの方法のうちの1つで測定される。第一の硬度試験は、プローブを組成
物に貫通させ、かつ高さ25mm、直径8mmのエボナイトシリンダを装備したテクスチュアア
ナライザ(例えばRheoのTA-XT2i)を特に用いるという方法に基づくものである。硬度測定
は、20℃で組成物の5個の試料の中央部で行なう。組成物の各試料にシリンダを2mm/秒の
前速度で、次いで0.5mm/秒の速度で、最後に2mm/秒の後速度で、総変位が1mmになるよう
に貫入させる。記録された硬度値が観察された最大ピークである。測定誤差は±50gfであ
る。
【０２７４】
　第二の硬度試験は、「チーズワイヤ」法であり、直径8.1mm、または好ましくは12.7mm
のスティック組成物を切断し、その硬度を20℃で、Indelco-Chatillon Co.のDFGHS 2引張
り試験機を用いて100mm/分の速度で測定するというものである。この方法による硬度値は
、上記条件下でスティックを切断するのに必要な剪断力として、グラムで表される。この
方法によれば、スティック形態にされてよい本発明の組成物の硬度は、例えば、30gfから
300gfの範囲、例えば直径8.1mmのスティックの試料に対して30gfから250gf、さらに30gf
から200gf、またさらに直径12.7mmのスティックの試料に対して30gfから120gfの範囲であ
ってよい。
【０２７５】
　本発明の組成物の硬度は、組成物が自らを支えることができかつ、容易に崩壊してケラ
チン性物質上に満足のゆく付着を形成することができるようなものであってよい。さらに
、この硬度は、例えばスティックまたはディッシュの形態に成形または流し込まれること
がある本発明の組成物に良好な衝撃強さを与えることができる。
【０２７６】
　当業者であれば、想定される用途および所望の硬度に基づき、上記に概説した硬度試験
のうち少なくとも1つを用いて組成物を評価することを選択することができる。これらの
硬度試験の少なくとも1つにより、意図される用途に照らして許容できる硬度値が得られ
た場合には、組成物は本発明の好ましい実施形態の範囲内に入っている。
【０２７７】
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　明らかなように、本発明の好ましい実施形態に基づく組成物の硬度は、例えば、組成物
が有利なことに自らを支えることができかつ、容易に崩壊して皮膚および/または唇およ
び/またはケラチン線維などの皮膚付属器上に満足のゆく付着を形成することができるよ
うなものとなる。さらに、この硬度により、本発明の組成物は良好な衝撃強さを有するこ
とができる。
【０２７８】
　本発明の好ましい実施形態によれば、スティック形態の組成物は変形可能で柔軟性のあ
る弾性固体の性質を有し、適用時に顕著な弾性のある柔らかさを与える。先行技術のステ
ィック形態の組成物は、これらの弾力性および柔軟性を有していない。
【０２７９】
　液体脂肪相
　本発明の好ましい実施形態によれば、少なくとも1つのポリオルガノシロキサン含有ポ
リマーおよび液体脂肪相を含む化粧用組成物が提供される。好ましくは、液体脂肪相は少
なくとも1つの揮発油、例えば、シリコーン揮発油、炭化水素揮発油、またはこれらの混
合物を含む。
【０２８０】
　この実施形態によれば、液体脂肪相は単独でまたは組合せで、揮発性シリコーン油、不
揮発性シリコーン油、揮発性非シリコーン油および不揮発性非シリコーン油を含んでよい
。一実施形態において、本発明の組成物は実質的にシリコーン油を含まない(例えば、約0
.1%未満のシリコーン油を含有)。もう1つの実施形態において、組成物は実質的に非シリ
コーン油を含まない(例えば、約0.1%未満の非シリコーン油を含有)。もう1つの実施形態
において、組成物は実質的に不揮発油を含まない(例えば、約0.1%未満の不揮発油を含有)
。
【０２８１】
　本発明によれば、揮発油が存在する場合、これらの揮発油は、皮膚、唇またはケラチン
線維への組成物のより容易な適用を可能にする。
【０２８２】
　一実施形態によれば、組成物は1つまたは複数の揮発性シリコーン油を含んでよい。こ
のような揮発性シリコーン油の例には、室温で6cSt以下の粘度を有し、かつ2から7個のケ
イ素原子を有する直鎖または環状シリコーン油が含まれ、これらのシリコーンは、1から1
0個の炭素原子のアルキルまたはアルコキシ基により任意選択で置換されている。本発明
において使用されてよい具体的な油には、オクタメチルテトラシロキサン、デカメチルシ
クロペンタシロキサン、ドデカメチルシクロヘキサシロキサン、ヘプタメチルオクチルト
リシロキサン、ヘキサメチルジシロキサン、デカメチルテトラシロキサン、ドデカメチル
ペンタシロキサンおよびこれらの混合物が含まれる。使用されてよい他の揮発油には、94
℃の引火点を有するShin Etsuの市販製品である、6cStの粘度を有するKF 96Aが含まれる
。好ましくは、揮発性シリコーン油は、少なくとも40℃の引火点を有する。
【０２８３】
　揮発性シリコーン油の非限定的な例を、下記の表1に列記する。
【０２８４】
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【表１】

【０２８５】
　本発明において使用されてよい他のシリコーン油の例には、室温で液体の不揮発性直鎖
状ポリジメチルシロキサン(PDMSs)、それぞれに2から24個の炭素原子を含むアルキル、ア
ルコキシまたはフェニル基をペンダントとしておよび/またはシリコーン鎖の末端に含む
ポリジメチルシロキサン、フェニルシリコーン、例えば、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、ジフェニルジメチコ
ン、ジフェニルメチルジフェニルトリシロキサンおよび2-フェニルエチルトリメチルシロ
キシシリケートが含まれる。
【０２８６】
　さらに、揮発性直鎖状シリコーン油が、本発明の組成物に使用されてよい。適切な揮発
性直鎖状シリコーン油には、その全公開内容が参照により本明細書に組み込まれている米
国特許第633839号および国際公開第03/042221号に記載の揮発性直鎖状シリコーン油が含
まれる。一実施形態において、揮発性直鎖状シリコーン油はデカメチルテトラシロキサン
である。もう1つの実施形態において、デカメチルテトラシロキサンは、デカメチルテト
ラシロキサンよりも揮発性の高いもう1つの溶媒とさらに組み合わされている。
【０２８７】
　溶媒/油の揮発性は、米国特許第6338839号に記載されているように蒸発速度を用いて決
定することができる。
【０２８８】
　他の好ましい実施形態によれば、組成物は1つまたは複数の非シリコーン揮発油を含ん
でよく、揮発性炭化水素油、アルコール、揮発性エステルおよび揮発性エーテルから選択
されてよい。このような揮発性非シリコーン油の例には、8から16個の炭素原子を有する
揮発性炭化水素油およびこれらの混合物、特に、C8～C16イソアルケン(イソパラフィンと
しても知られている)、イソドデカン、イソデカン、イソヘキサデカンなどのC8～C16分枝
状アルケン、例えば、IsoparまたはPermethylの商品名で販売されている油、イソヘキシ
ルまたはネオペンタン酸イソデシルなどのC8～C16分枝状エステルおよびこれらの混合物
が含まれるが、これに限定されるものではない。好ましくは、揮発性非シリコーン油は、
少なくとも40℃の引火点を有する。
【０２８９】
　揮発性非シリコーン油の非限定的な例を、下記の表2に示す。
【０２９０】
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【表２】

【０２９１】
　本発明の組成物において使用されてよい他の非シリコーン油の例には、
　・例えば、脂肪酸が、場合により直鎖または分枝状、かつ飽和または不飽和である鎖の
種々の鎖長を有してよいグリセロールの脂肪酸エステルからなるトリグリセリド高含有の
炭化水素系の植物油;これらの油は特に、小麦胚芽油、トウモロコシ油、ヒマワリ油、カ
リテバター、ヒマシ油、スイートアーモンド油、マカダミア油、アプリコット油、ダイズ
油、ナタネ油、綿実油、アルファルファ油、ケシ油、カボチャ油、ゴマ種子油、マロー油
、アボカド油、へーゼルナッツ油、ブドウ種子油、ブラックカラント種子油、イブニング
プリムローズ油、ミレット油、オオムギ油、キノア油、オリーブ油、ライ麦油、サフラワ
ー油、キャンドルナッツ油、パッションフラワー油またはムスクローズ油;あるいは例え
ばStearineries Dubois社により販売されているものまたはMiglyol 810、812および818の
名称でDynamit Nobel社により販売されているものなどのカプリル/カプリン酸トリグリセ
リド、
　・式中R5が7から19個の炭素原子を始め、1から40個の炭素原子を含む直鎖または分枝状
高級脂肪酸残基を表し、かつR6が3から20個の炭素原子を始め、1から40個の炭素原子を含
む分枝状炭化水素系鎖を表し、R5+R6≧10である式R5COOR6の合成油またはエステル、例え
ば、パーセリンオイル(オクタン酸セトステアリル)、イソノナン酸イソノニル、C12～C15
アルキル安息香酸、ミリスチン酸イソプロピル、パルミチン酸2-エチルヘキシル、および
アルコールまたはポリアルコールのオクタン酸、デカン酸またはリシノレイン酸;ヒドロ
キシル化エステル、例えば、乳酸イソステアリルまたはリンゴ酸ジイソステアリル;およ
びペンタエリスリトールエステル、
　・10から40個の炭素原子を含む合成エーテル、
　・C8～C26脂肪アルコール、例えばオレイルアルコール、ならびに
　・これらの混合物
などの極性油が含まれる。
【０２９２】
　好ましくは、液体脂肪相は、それが存在する場合には、組成物の全重量の5重量%から98
.4重量%、より好ましくは組成物の全重量の10重量%から80重量%、最も好ましくは20重量%
から75重量%、に相当する。
【０２９３】
　皮膜形成剤
　本発明の組成物は、有利には1つまたは複数の皮膜形成剤も含む。皮膜形成剤は、当技
術分野において周知である。
【０２９４】
　本発明の好ましい実施形態によれば、少なくとも1つのポリオルガノシロキサン含有ポ
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リマーおよび少なくとも1つのシリコーン皮膜形成剤、好ましくはMKまたはMQ樹脂または
これらの混合物を含む組成物が提供される。
【０２９５】
　シリコーン樹脂の名称は、当技術分野において名称「MDTQ」として周知であり、これに
よりシリコーン樹脂がポリマーを構成する種々のモノマーシロキサンユニットに基づきシ
リコーン樹脂が記述されている。
【０２９６】
　「MDTQ」の各文字は異なるタイプのユニットを意味する。文字Mは、1官能性ユニット(C
H3)3SiO1/2を意味する。このユニットがポリマーの一部であるとき、ケイ素原子のみが1
個の酸素を割り当てられるため、このユニットは、1官能性ユニットであるとみなされる
。「M」ユニットは、下記の構造により表すことができる:
【０２９７】
【化３５】

【０２９８】
　下記の構造のように、Mユニットの少なくとも1つのメチル基がもう1つの基、例えば、
挙げるとしたら式[R(CH3)2]SiO1/2を有するユニットにより置換されてもよい。
【０２９９】

【化３６】

【０３００】
　式中、Rはメチル基以外の基から選択される。メチル基以外のこのような基の非限定的
な例には、メチル基以外のアルキル基、アルケン基、アルキレン基、ヒドロキシル基、チ
オール基、エステル基、酸基、エーテル基が含まれ、これらの、メチル基以外の基は、さ
らに置換されてよい。
【０３０１】
　記号Dは、2官能性ユニット(CH3)2SiO2/2を意味し、ここでケイ素原子と結合する2つの
酸素原子はポリマーの残りの部分と結合するために使われる。ジメチコン油の主要なビル
ディングブロックである「D」ユニットは、下記のように表すことができる:
【０３０２】
【化３７】

【０３０３】
　Dユニットの少なくとも1つのメチル基がもう1つの基、例えば、挙げるとしたら式[R(CH

3)2]SiO1/2を有するユニットにより置換されてもよい。
【０３０４】
　記号Tは、3官能性ユニット(CH3)SiO3/2を意味し、下記のように表すことができる:
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【０３０５】
【化３８】

【０３０６】
　Tユニットの少なくとも1つのメチル基がもう1つの基、例えば、挙げるとしたら式[R(CH

3)2]SiO1/2を有するユニットにより置換されてもよい。
【０３０７】
　同様に、記号Qは4官能性ユニットSiO4/2を意味し、ここで、ケイ素原子と結合する4つ
の酸素原子は全て、ポリマーの残りの部分と結合する。
【０３０８】
　したがって、膨大な数の異なるシリコーンポリマーを製造することができる。さらに、
得られる可能性がある各シリコーンポリマーの特性は、モノマーのタイプ、置換基のタイ
プ、ポリマー鎖のサイズ、架橋の程度およびあらゆる側鎖のサイズに依存して変化するで
あろうことが当業者には明らかであろう。
【０３０９】
　シリコーンポリマーの非限定的な例には、シラン、シロキサン、シロキシシリケートお
よびシルセスキオキサンが含まれる。このようなシロキサンの非限定的な例には、ポリジ
メチルシロキサン(PDMS)が含まれる。ポリジメチルシロキサンは、一般に長い直鎖状(CH3
)2SiO2/2(すなわち、Dユニット)から構成され、かつポリマーのサイズおよびポリマーに
おけるいずれかの置換基の存在および性質の両方に依存する粘度を有する。シロキシシリ
ケートの非限定的な例は、トリメチルシロキシシリケートであり、下記の式により表すこ
とができる:
　　[(CH3)3-Si-O] -(SiO4/2)y
　(すなわち、MQユニット)式中、xおよびyは、例えば50から80の範囲であってよい。その
一方で、シルセスキオキサンは、下記の式により表すことができる:
　　(CH3SiO3/2)x
　(すなわち、Tユニット)式中、xは、例えば数千までの値を有する。
【０３１０】
　ポリメチルシルセスキオキサンは、メチル基を置換する置換基をもたないシルセスキオ
キサンである。ある種のポリメチルシルセスキオキサンは、先にヘアケア組成物に使用さ
れている。例えば、その公開内容が参照により本明細書に組み込まれている米国特許第52
46694号を参照されたい。この特許は、界面活性剤、高粘性シリコーンの揮発性シリコー
ン中への水性エマルションおよびグアーガムの誘導体であるカチオン性ポリマーを含むシ
ャンプー組成物を開示している。ここで開示された高粘性シリコーンは、Wackerにより市
販されているResin MK(SiliconHarz MKとも称される)などのポリメチルシルセスキオキサ
ン、およびGeneral ElectricおよびDow Corningにより市販されているResin MQなどのシ
ロキシシリケートを含むシリコーン樹脂から選択されてよい。
【０３１１】
　Resin MKおよびResin MQシリコーン樹脂は、揮発性担体が蒸発した後に皮膜を形成する
ことができる。MQの皮膜は一般に、室温においては硬くて脆い、その一方でMKの皮膜は一
般に、連続性があり柔軟である、すなわち脆くない。用途に応じて、より柔軟で、したが
ってより快適な皮膜を得るために、可塑剤を加えてもよい。
【０３１２】
　一実施形態において、シリコーン皮膜形成剤は、Resin MKとも称され、Wacker Chemie
により市販されているBelsil PMS MKなどのポリメチルシルセスキオキサン皮膜形成剤で
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あってよい。このポリメチルシルセスキオキサン皮膜形成剤は、重合された繰り返しユニ
ットCH3SiO3/2(Tユニット)を含むポリマーであり、かつ1重量%またはモルパーセントまで
の式(CH3)2SiO2/2のユニット(Dユニット)をもまた含んでよい。このポリマーの重量平均
分子量は、10,000であると推定されている。このポリマーは、下記の図に例示されるよう
に、「かご型」および「はしご型」立体配置をとっていると考えられる。ポリマーの大部
分は、「はしご型」立体配置であり、この配置ではポリマーの末端がエトキシ基(CH3CH2O
)によりキャップされている。エトキシ基は一般に、4.5重量%の量で存在し、そのモルパ
ーセントは、7%(シリコーンユニット)が一般的である。エトキシ基は水と反応するため、
少量かつ種々の量のSiOHもまたポリマー中に存在することがある。
【０３１３】
【化３９】

【０３１４】
　かご型
【０３１５】

【化４０】

【０３１６】
　はしご型
【０３１７】
　本発明での使用に適した少なくとも1つのポリメチルシルセスキオキサン皮膜形成剤の
もう1つの非限定的な例は、SHIN-ETSUにより市販されているKR-220Lである。このポリメ
チルシルセスキオキサン皮膜形成剤は、シリコーンTユニット(すなわち、式CH3SiO3/2の
ユニット)から構成されており、かつSi-OH(またはシラノール)末端ユニットを有する。KR
-220LにはDユニットは存在しない。
【０３１８】
　本発明の実施において有用であり得る少なくとも1つのポリメチルシルセスキオキサン
皮膜形成剤の他の非限定的な例には、KR-242A(メチルTユニット(98%)およびジメチルDユ
ニット(2%)とから構成され、かつSi-OH末端ユニットを有する)およびKR-251(メチルTユニ
ット(88%)およびジメチルDユニット(12%)とから構成され、かつSi-OH末端ユニットを有す
る)が含まれ、これらはどちらもSHIN-ETSUにより市販されている。
【０３１９】
　用途に応じ、本明細書において請求の組成物における少なくとも1つのポリメチルシル
セスキオキサン皮膜形成剤の濃度はかなり変化してよい。当業者であれば、少なくとも1
つのポリメチルシルセスキオキサン皮膜形成剤の量を所望の用途に応じて、通常のように
決定することができるであろう。
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【０３２０】
　もう1つの実施形態において、シリコーン皮膜形成剤は、シロキシシリケートから選択
されてよい。好ましくは、シロキシシリケートは、トリメチルシロキシシリケートであり
、パウダー形態であってもなくてもよい。トリメチルシロキシシリケート(TMS)は、Gener
al ElectricによりSR1000の商品名で、またWackerによりTMS 803の商品名で市販されてい
る。TMSはまた、Dow Chemicalにより、例えばシクロメチコンなどの溶媒に入ったものと
しても市販されている。しかし、本発明によれば、TMSは、100%活性物質の形態で、すな
わち、溶媒中ではなく、使用されてよい。
【０３２１】
　シリコーン皮膜形成剤の他の非限定的な例には、その公開内容が参照により本明細書に
組み込まれている米国特許第5061481号、第5219560号および第5262087号に記載のものな
どのシリコーン/(メタ)アクリレートコポリマーが含まれる。シリコーン皮膜形成剤のさ
らに他の非限定的な例は、少なくとも1つの極性(メタ)アクリレートユニットの繰り返し
ユニットおよび少なくとも1つの非極性シリコーン鎖をグラフトしたビニルコポリマーか
ら構成される非極性シリコンコポリマーである。このようなコポリマーの非限定的な例は
、Shin-Etsuにより、例えばKP-545の商品名で市販されている製品などのアクリレート/ジ
メチコンコポリマーまたはShin-Etsuにより、例えばKP-561の商品名で市販されている製
品などのアクリレート/ステアリルアクリレート/ジメチコンアクリレートコポリマー、お
よびShin-Etsuにより、例えばKP-562の商品名で市販されている製品などのアクリレート/
ベヘニルアクリレート/ジメチコンアクリレートコポリマーである。
【０３２２】
　本発明での使用に適したシリコーン皮膜形成剤の他の非限定的な例は、その公開内容が
参照により本明細書に組み込まれている米国特許第6045782号、第5334737号および第4725
658号に開示されている式(XIV)および(XV)のユニットを含むシリコーンエステルである:
　　RaR

E
bSiO[4-(a+b)/2]　(XIV);および

　　R'xR
E
ySiO1/2　(XV)

式中、
　RおよびR'は、同一でも異なっていてもよく、任意選択で置換された炭化水素基からそ
れぞれ選択され、
　aおよびbは、同一でも異なっていてもよく、aとbの合計が1から3の範囲の数であるとい
う条件で、それぞれ0から3の範囲の数であり
　xおよびyは、同一でも異なっていてもよく、xとyの合計が1から3の範囲の数であるとい
う条件で、それぞれ0から3の範囲の数であり
　REは、同一でも異なっていてもよく、少なくとも1つのカルボン酸エステルを含む基か
らそれぞれ選択される。
【０３２３】
　一実施形態において、RE基は、少なくとも1つの酸および少なくとも1つのアルコールの
反応から形成される少なくとも1つのエステル基を含む基から選択される。もう1つの実施
形態において、少なくとも1つの酸は、少なくとも2個の炭素原子を含む。もう1つの実施
形態において、少なくとも1つのアルコールは、少なくとも10個の炭素原子を含む。少な
くとも1つの酸の非限定的な例には、イソステアリン酸などの分枝状の酸、ベヘン酸など
の直鎖状の酸が含まれる。少なくとも1つのアルコールの非限定的な例には、n-プロパノ
ールおよび(3,3,3-トリメチロールプロポキシ)プロパンなどの分枝状エーテルアルカノー
ルなどの1価アルコールおよび多価アルコールが含まれる。
【０３２４】
　少なくとも1つのシリコーン皮膜形成剤の他の非限定的な例には、その公開内容が参照
により本明細書に組み込まれている米国特許第5334737号に記載のものなどの液体シロキ
シシリケートおよびシリコーンエステル、例えばGeneral ElectricによりそれぞれSF 131
8およびSF 1312の商品名で市販されている、ジイソステアロイルトリメチロールプロパン
シロキシシリケートおよびジラウロイルトリメチロールプロパンシロキシシリケートが含
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【０３２５】
　少なくとも1つのシリコーン皮膜形成剤のさらに他の非限定的な例には、ビニルポリマ
ー、メタクリル酸ポリマーおよびアクリル酸ポリマーから選択される骨格およびペンダン
トシロキサン基およびペンダントフルオロケミカル基から選択される少なくとも1つの鎖
を含むポリマーが含まれる。このようなポリマーの非限定的な例には、少なくとも1つのA
モノマーから誘導される少なくとも1つのユニット、少なくとも1つのCモノマーから誘導
される少なくとも1つのユニット、Dモノマーから誘導される少なくとも1つのユニット、
および任意選択で少なくとも1つのBモノマーから誘導される少なくとも1つのユニットが
含まれ、ここで:
　Aは、同一でも異なっていてもよく、1,1-ジヒドロパーフルオロアルカノール、オメガ-
ヒドリドフルオロアルカノール、フルオロアルキルスルホンアミドアルコール、サイクリ
ックフルオロアルキルアルコール、およびフルオロエーテルアルコールから選択される少
なくとも1つのアルコールのフリーラジカル的に重合可能なアクリル酸エステル、および
少なくとも1つのアルコールの前述のいずれかの類似体、ならびに1,1-ジヒドロパーフル
オロアルカノール、オメガ-ヒドリドフルオロアルカノール、フルオロアルキルスルホン
アミドアルコール、サイクリックフルオロアルキルアルコール、およびフルオロエーテル
アルコールから選択される少なくとも1つのアルコールのフリーラジカル的に重合可能な
メタクリル酸エステルおよび少なくとも1つのアルコールの前述のいずれかの類似体から
それぞれ選択され、
　Bは、同一でも異なっていてもよく、少なくとも1つのAモノマーと共重合可能な補強モ
ノマーからそれぞれ選択され、
　Cは、同一でも異なっていてもよく、下記の式を有するモノマーからそれぞれ選択され:
　X(Y)nSi(R)3-mZm
式中、
　Xは、少なくとも1つのAモノマーおよび少なくとも1つのBモノマーと共重合可能なビニ
ル基から選択され、
　Yは、2価のアリレン基、2価のアリーレン基、2価のアルクアリーレン基、2価のアラル
キレン基から選択され、これらの基は1から30個の炭素原子からなり、かつさらに、任意
選択でエステル基、アミド基、ウレタン基および尿素基から選択される少なくとも1つの
基をさらに含み、
　nは0または1であり、
　mは、1から3の範囲の数であり、
　Rは、同一でも異なっていてもよく、水素、C1～C4アルキル基、アリール基、およびア
ルコキシ基からそれぞれ選択され、かつ
　Zは、同一でも異なっていてもよく、1価のシロキサンポリマー基からそれぞれ選択され
、かつ
　Dは、同一でも異なっていてもよく、フリーラジカル的に重合可能なアクリル酸コポリ
マーおよびフリーラジカル的に重合可能なメタクリル酸コポリマーからそれぞれ選択され
る。このようなポリマーおよびその製造は、その公開内容が参照により本明細書に組み込
まれている米国特許第5209924号、第4972037号および国際公開第01/32737号に開示されて
いる。
【０３２６】
　少なくとも1つのシリコーン皮膜形成剤の他の非限定的な例には、シリコーン/アクリレ
ートグラフトターポリマー、例えば下記の式を有するものが含まれる:
【０３２７】
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【化４１】

【０３２８】
式中、
　a、bおよびcは、それぞれ69.9:0.1:30の重量比で存在し、
　RおよびR1は、同一でも異なっていてもよく、水素、C1～C6アルキル基からそれぞれ選
択され、かつ
　mは、100から150の範囲の数である。
【０３２９】
　一実施例において、mは、8,000から12,000の範囲、例えば10,000の分子量を有するマク
ロマーを与えるように選択される。もう1つの実施形態において、mは、124から135の範囲
の数、例えば130である。これらのコポリマーの非限定的な例は、その公開内容が参照に
より本明細書に組み込まれている国際公開第01/32727 A1号に記載されている。
【０３３０】
　適切なシリコーン皮膜形成剤のさらに他の例には、ビニル骨格、メタクリル骨格および
アクリル骨格から選択される骨格を含み、かつさらに少なくとも1つのペンダントシロキ
サン基を含むコポリマーが含まれる。このようなポリマーの非限定的な例は、その公開内
容が参照により本明細書に組み込まれている米国特許第4693935号、第4981903号および第
4981902号に開示されている。
【０３３１】
　一実施形態において、少なくとも1つのコポリマーは、少なくとも1つのAモノマー、少
なくとも1つのCモノマー、および任意選択で少なくとも1つのBモノマーを含み、ここで少
なくとも1つのAモノマーはフリーラジカル的に重合可能なビニルモノマー、フリーラジカ
ル的に重合可能なメタクリル酸モノマーおよびフリーラジカル的に重合可能なアクリル酸
モノマーから選択され、少なくとも1つのBモノマーは、それが存在する場合には、少なく
とも1つのAモノマーと共重合可能な補強モノマーから選択され、少なくとも1つのCモノマ
ーは、下記の式を有するモノマーから選択される:
　X(Y)nSi(R)3-mZm
式中、
　　Xは、少なくとも1つのAモノマーおよび少なくとも1つのBモノマーと共重合可能なビ
ニル基から選択され、
　　Yは、2価の基から選択され、
　　nは0または1であり、
　　mは、1から3の範囲の数であり、
　　Rは、同一でも異なっていてもよく、水素、任意選択で置換されたC1～C10アルキル基
、任意選択で置換されたフェニル基、および任意選択で置換されたC1～C10アルコキシ基
から選択され、かつ
　　Zは、同一でも異なっていてもよく、1価のシロキサンポリマー基からそれぞれ選択さ
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れる。
【０３３２】
　Aモノマーの非限定的な例には、C1～C12直鎖状アルコールのメタクリル酸エステル、C1
～C12分枝状アルコールのメタクリル酸エステル、スチレンモノマー、ビニルエステル、
塩化ビニルモノマー、塩化ビニリデンモノマー、およびアクリロイルモノマーが含まれる
。
【０３３３】
　Bモノマーの非限定的な例には、ヒドロキシル、アミノ、およびイオン性基から選択さ
れる少なくとも1つの基を含むアクリル酸モノマー、ならびにヒドロキシル、アミノ、お
よびイオン性基から選択される少なくとも1つの基を含むメタクリル酸モノマーが含まれ
る。イオン性基の非限定的な例には、第4級アンモニウム基、カルボキシレート塩、およ
びスルホン酸塩が含まれる。
【０３３４】
　Cモノマーは、前記のパラグラフにおいてCモノマーに関して記載したものと同様である
。
【０３３５】
　シリコーン皮膜形成剤の他の非限定的な例には、下記の式を有するビニル-シリコーン
グラフトコポリマーおよび下記の式を有するビニル-シリコーンブロックコポリマーから
選択されるコポリマーが含まれる:
【０３３６】
【化４２】

【０３３７】
式中、
　　G5は、同一でも異なっていてもよく、アルキル基、アリール基、アラルキル基、アル
コキシ基、アルキルアミノ基、フルオロアルキル基、水素および
-ZSA基からそれぞれ選択され、式中
　　Aは、フリーラジカル的に重合可能な少なくとも1つの重合されたモノマーを含むビニ
ルポリマーセグメントから選択され、
　　Zは、2価のC1～C10アルキレン基、2価のアラルキレン基、2価のアリーレン基、2価の
アルコキシルアルキレン基から選択される。一実施形態において、Zは、メチレン基およ
びプロピレン基から選択される。
　　G6は、同一でも異なっていてもよく、アルキル基、アリール基、アラルキル基、アル
コキシ基、アルキルアミノ基、フルオロアルキル基、水素および上記に定義の-ZSA基から
それぞれ選択され、
　　G2は、Aを含み、
　　G4は、Aを含み、
　　R1は、同一でも異なっていてもよく、アルキル基、アリール基、アラルキル基、アル
コキシ基、アルキルアミノ基、フルオロアルキル基、水素およびヒドロキシルからそれぞ
れ選択される。一実施形態において、R1は、メチル基およびヒドロキシルなどのC1～C4ア
ルキル基から選択される。
　　R2は、同一でも異なっていてもよく、2価のC1～C10アルキレン基、2価のアリーレン
基、2価のアラルキレン基および2価のアルコキシアルキレン基からそれぞれ選択される。
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一実施形態において、R2は、2価のC1～C3アルキレン基および2価のC7～C10アラルキレン
基から選択される。もう1つの実施形態において、R2は、-CH2-基および2価の1,3-プロピ
レン基から選択される。
　　R3は、同一でも異なっていてもよく、アルキル基、アリール基、アラルキル基、アル
コキシ基、アルキルアミノ基、フルオロアルキル基、水素およびヒドロキシルからそれぞ
れ選択される。一実施形態において、R3は、C1～C4アルキル基およびヒドロキシルから選
択される。もう1つの実施形態において、R3は、メチル基から選択される。
　　R4は、同一でも異なっていてもよく、2価のC1～C10アルキレン基、2価のアリーレン
基、2価のアラルキレン基および2価のアルコキシアルキレン基からそれぞれ選択される。
一実施形態において、R4は、2価のC1～C3アルキレン基および2価のC7～C10アラルキレン
基から選択される。もう1つの実施形態において、R4は、2価の-CH2-基および2価の1,3-プ
ロピレン基から選択される。
　　xは、0から3の範囲の数であり、
　　yは、5以上の数である。一実施形態において、yは、10から270の範囲であり、もう1
つの実施形態において、yは、40から270の範囲である。
　　qは、0から3の範囲の数である。
【０３３８】
　これらのポリマーの非限定的な例は、その公開内容が参照により本明細書に組み込まれ
ている米国特許第5468477号に開示されている。これらのポリマーの非限定的な例は、ポ
リ(ジメチルシロキサン)-g-ポリ(イソブチルメタクリレート)であり、3M CompanyによりV
S 70 IBMの商品名で市販されている。
【０３３９】
　好ましい実施形態によれば、本組成物のシリコーン皮膜形成剤は、組成物の全重量に対
して、0.1重量%から30重量%の範囲の量で組成物中に存在する。好ましくは、シリコーン
皮膜形成剤は、組成物の全重量に対して、0.5重量%から20重量%、より好ましくは1重量%
から10重量%の範囲の量で存在する。当業者であれば、本発明のシリコーン皮膜形成剤は
、市販されている可能性があり、かつ供給者から希釈物の形態で供給されている可能性が
あることが認識されるであろう。したがって、本明細書において開示のシリコーン皮膜形
成剤の量は、活性物質の重量パーセントを反映している。
【０３４０】
　好ましい実施形態において、ポリオルガノシロキサンポリマーおよび皮膜形成剤は固体
である。組成物は、固体が化合して本明細書に記載の組成物を形成するのに十分なように
加熱することにより調製される。固体ポリオルガノシロキサンポリマーおよび皮膜形成剤
のこの組合せは、色移り耐性で、長時間持続性の有益な組成物を提供する。
【０３４１】
　好ましい実施形態によれば、少なくとも1つのポリオルガノシロキサン含有ポリマーお
よび少なくとも1つの着色剤を含む化粧用組成物が提供される。好ましくは、このような
着色された化粧用組成物は唇用組成物(例えば、リップスティック、液体リップカラー)
およびファンデーションである。
【０３４２】
　この実施形態によれば、少なくとも1つの着色剤は、好ましくは、油溶性染料、真珠光
沢顔料およびパール剤などの顔料、染料から選択される。
【０３４３】
　本発明に基づき使用されてよい代表的な油溶性染料には、Sudan Red、DC Red 17、DC G
reen 6、β-カロチン、ダイズ油、Sudan Brown、DC Yellow 11、DC Violet 2、DC Orange
 5、アナトーおよびキノリンイエローが含まれる。油溶性染料は、それが存在する場合に
は、一般に、組成物の全重量の20重量%までの範囲、例えば0.0001重量%から6重量%の濃度
を有する。
【０３４４】
　本発明に基づき使用されてよい真珠光沢顔料は、チタンまたはオキシ塩化ビスマスで被
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覆したマイカなどの白色真珠光沢顔料、酸化鉄で被覆したチタンマイカ、コンジョウまた
は酸化クロムで被覆したチタンマイカ、前述のものから選択される有機顔料で被覆したチ
タンマイカなどの有色真珠光沢顔料、およびオキシ塩化ビスマスベースの真珠光沢顔料か
ら選択されてよい。真珠光沢顔料は、それが存在する場合、組成物の全重量の50重量%ま
での範囲、例えば0.1重量%から20重量%、好ましくは0.1重量%から15重量%の濃度で組成物
中に存在してよい。
【０３４５】
　本発明に基づき使用されてよい顔料は、白色、有色、無機、有機、ポリマー、非ポリマ
ー、被覆または無被覆顔料から選択されてよい。無機顔料の代表的な例には、任意選択で
表面処理された二酸化チタン、酸化ジルコニウム、酸化亜鉛、酸化セリウム、酸化鉄、酸
化クロム、マンガンバイオレット、グンジョウ、水和クロムおよびコンジョウが含まれる
。有機顔料の代表的な例には、カーボンブラック、D&Cタイプの顔料、およびコチニール
カルミン、バリウム、ストロンチウム、カルシウムおよびアルミニウム系レーキが含まれ
る。
【０３４６】
　顔料は、組成物の全重量の50重量%までの範囲、例えば0.5重量%から40重量%、さらには
例えば2重量%から30重量%の濃度で組成物中に存在してよい。ある種の製品の場合、顔料
は、真珠光沢顔料を含め、組成物の全重量の例えば50重量%までに相当してよい。
【０３４７】
　本発明の好ましい実施形態によれば、少なくとも1つのポリオルガノシロキサン含有ポ
リマーを含む組成物は、無水物である。「無水物」とは、組成物は実質的に水を含まない
(すなわち、組成物の重量の約0.1重量%未満の水を含む)ことを意味する。
【０３４８】
　他の好ましい実施形態によれば、少なくとも1つのポリオルガノシロキサン含有ポリマ
ーを含む組成物は、さらに水を含む。この実施形態において、水は好ましくは、組成物の
全重量に対して約0.1重量%から約70重量%、好ましくは約0.5重量%から50重量%、より好ま
しくは約1重量%から30重量%の範囲の量で存在する。好ましくは、このような水含有化粧
用組成物は唇用組成物(例えば、リップスティック、液体リップカラー)、ファンデーショ
ンまたはマスカラ、およびエマルションまたはディスパージョンである。
【０３４９】
　短鎖エステルと同様な美容的特性を提供する追加的成分は、J-O-Kで表すことのできる
短鎖エーテルであり、
　式中、JおよびKは、同一でも異なっていてもよく、場合により1つまたは複数の二重結
合を含む、1から40個の炭素原子、好ましくは7から19個の炭素原子の直鎖または分枝状ア
ルキル基を表す。このようなエーテルの例には、ジカプリルエーテルが含まれる。
【０３５０】
　油溶性または分散性ポリマー
　本発明のベースコート組成物は、媒体に油溶性または分散性であり、ポリオルガノシロ
キサン含有ポリマー以外であって、かつ皮膜形成特性を有してよく、かつ500から1,000,0
00、例えば1,000から500,000、例えばさらに5,000から100,000など、よりさらには5,000
から20,000の平均分子量を有する少なくとも1つのポリマーを含んでもよい。この少なく
とも1つの油溶性ポリマーは、皮膜の粘度の増加および/または耐久性の向上に寄与するこ
とができる。少なくとも1つの油溶性ポリマーは、30℃以下の軟化点を有してよい。
【０３５１】
　本発明において使用されてよい油溶性ポリマーの例として、ポリアルキレン、特にポリ
ブテン、ポリ(メタ)アクリルレート、直鎖または分枝状、飽和または不飽和C1～C8アルキ
ル基を有するアルキルセルロース、例えばエチルセルロースおよびプロピルセルロース、
脂肪相と相容性のシリコーンポリマー、およびビニルピロリドン(VP)コポリマー、ならび
にこれらの混合物を挙げることができる。
【０３５２】
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　ビニルピロリドンコポリマー、C2～C30、例えばC3～C22アルケンのコポリマー、および
これらの組合せを使用してよい。本発明において使用されてよいVPコポリマーの例として
、VP/酢酸ビニル、VP/エチルメタクリレート、ブチル化ポリビニルピロリドン(PVP)、VP/
エチルメタクリレート/メタクリル酸、VP/エイコサン、VP/ヘキサデセン、VP/トリアコン
テン、VP/スチレンまたはVP/アクリル酸/ラウリルメタクリレートコポリマーを挙げるこ
とができる。
【０３５３】
　皮膜の耐久性ばかりでなく、感触および均一性を目的としても、7,000から7,500の平均
分子量を有するPVP/ヘキサデセンコポリマーまたは別法として8,000から9,000の平均分子
量を有するPVP/エイコサンコポリマーを使用することができる。
【０３５４】
　本発明の組成物の油溶性または分散性ポリマーはまた、それが存在する場合、組成物の
全重量に対して、0.01重量%から20重量%(活性物質として)、例えば、1重量%から10重量%
の範囲の量で使用されてもよい。
【０３５５】
　本発明のベースコート組成物は、皮膚、唇および/または皮膚付属器などのケラチン物
質のための、着色または無着色の皮膚科学的組成物またはケア用組成物の形態、日焼け防
止組成物の形態またはスティック形態のメークアップ除去製品であってよい。ベースコー
ト組成物は、特に皮膚、皮膚付属器または唇用のケアベース(唇を寒さおよび/または日光
および/または風から保護するための、リップバーム、または皮膚、爪または毛髪のため
のケアクリーム)として使用されてよい。本明細書に定義の通り、デオドラント製品は、
個人衛生製品であり、ケラチン線維を含むケラチン物質のケア、メークアップ、トリート
メントには関連しない。
【０３５６】
　本発明のベースコート組成物は、皮膚用の着色メークアップ製品の形態、特に、任意選
択でケアまたはトリートメント特性を有するファンデーション、頬紅、フェイスパウダー
、アイシャドウ、コンシーラー製品、アイライナー、身体用メークアップ製品、任意選択
でケアまたはトリートメント特性を有するリップスティックなど唇用メークアップ製品、
特にマスカラケーキ形態の爪、睫毛などの皮膚付属器用のメークアップ製品、特にペンシ
ル形態のまたは眉毛および毛髪用のメークアップ製品の形態であってもよい。
【０３５７】
　言うまでもなく、本発明のベースコート組成物は、化粧品にまたは皮膚科学的に許容で
きるべきであり、すなわち、無毒性の生理的に許容できる媒体を含むべきであり、かつヒ
トの皮膚、皮膚付属器または唇への適用が可能であるべきである。本発明の目的において
、表現「化粧品に許容できる」は、好ましい外観、におい、感触および/または味質の組
成物を意味する。
【０３５８】
　少なくとも1つのポリオルガノシロキサン含有ポリマー、好ましくはシリコーン-ポリア
ミドコポリマーを含む本発明のベースコート組成物はケラチン性物質に関連する欠点、皮
膚の欠点または変色を覆うかまたは隠すために、あるいはケラチン性物質の外観を向上さ
せるために、ケラチン性物質をメークアップするのに十分な量で、皮膚の所望の区域に局
所的に適用される。
【０３５９】
(実施例)
　本発明に基づくリップグロス組成物を下記の処方により調製した。
全ての数値は、%w/wで表されている。
下記の実施例1～7は、下記のように調製した:
1.相Aの油を、プロペラミキサーで、中程度の攪拌を行ないながら100℃で10分間予め加熱
した。
2.相B(KRATON G1657 M)を相Aに100℃で加えた。
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4.次いで、95℃で、中程度の攪拌を行ないながら、相C(Regalite R1100)を相(A+B)に、ゆ
っくりと加え、溶液を均一にした。
5.温度を90℃に下げ、油混合物を含む相Dを相(A+B+C)に加え、低速で攪拌した。
6.別のビーカー中で相Eの成分を手動攪拌で混合し、顔料が完全に油に濡れて、顔料混合
物を形成させた。
7.次いで顔料混合物を3本ロールミルに移し、粉砕して色を均一にして粉砕顔料混合物を
形成させた。
8.次いで粉砕顔料混合物を相(A+B+C+D)を入れたビーカーに移し平均的な速度で約5分間攪
拌した。
9.次いで相Fをビーカーにゆっくりと加え、高速で約10分間攪拌した。
10.次いで攪拌速度を下げ、生成した液体を90℃で個別のパッケージに移した。
11.次いでパッケージに入った試料を室温まで冷却した。
12.試料は、望ましい光沢および適用特性を発揮した。
【０３６０】
(実施例1)
【０３６１】
【表３】

【０３６２】
　実施例1のレオロジー
13. 実施例1の処方について、0.01rad/sの周波数、25℃の温度における貯蔵弾性率G'は、
26.5Paであった。
14. 実施例1の処方について、一定ストレス0.8Pa、25℃の温度におけるクリープ粘度は5.
43×103Pa.sであった。
【０３６３】
(実施例2)
【０３６４】
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【表４】

【０３６５】
　実施例2のレオロジー
15. 実施例2の処方について、0.01rad/sの周波数、25℃の温度において測定した貯蔵弾性
率G'は、14.4Paであった。
16. 実施例2の処方について、一定ストレス0.8Pa、25℃の温度におけるクリープ粘度は1.
55×103Pa.sであった。
【０３６６】
(実施例3)
【０３６７】
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【表５】

【０３６８】
　実施例3のレオロジー
　実施例3について、0.01rad/sの周波数、25℃の温度における貯蔵弾性率G'は、18.3Paで
あった。
【０３６９】
　実施例3について、一定ストレス0.8Pa、2Pa、5Paおよび7Pa、25℃の温度におけるクリ
ープ粘度は2.32×104Pa.s、4.32×102Pa.s、7.98×101Pa.sおよび5.60×101Pa.sであった
。
【０３７０】
(実施例4)
【０３７１】
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【表６】

【０３７２】
　実施例4のレオロジー
　実施例4について、0.01rad/sの周波数、25℃の温度における貯蔵弾性率G'は、28.6Paで
あった。
【０３７３】
　実施例4について、一定ストレス0.8Pa、25℃の温度におけるクリープ粘度は15.34×104

Pa.sであった。
【０３７４】
(実施例5、6および7)
【０３７５】
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【表７】

【０３７６】
　実施例5～7のレオロジー
　実施例5～7について、0.01rad/sの周波数、25℃の温度における貯蔵弾性率G'は、それ
ぞれ、35.3Pa、88.8 Pa、および63.4 Paであった。
【０３７７】
　実施例5～7について、一定ストレス0.8Pa、25℃の温度におけるクリープ粘度は、それ
ぞれ1.25×104Pa.s、5.54×104Pa.s、および2.73×104Pa.sであった。
【０３７８】
(実施例8)
　本発明に基づく化粧用製品の光沢の程度および光沢の持ちを測定するために実験を行な
った。
【０３７９】
　ベースコート組成物
【０３８０】
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【表８】

【０３８１】
トップコート組成物
【０３８２】
【表９】

【０３８３】
　実験は、ヒトの唇へベースコート組成物およびそれに続いてトップコート組成物を適用
するというものであった。次いで、下記に特定のプロトコールを用いて、光沢の持ちを決
定するために、光沢の測定をT0(適用時)、T1(1時間後)、T2(2時間後)に行なった。
【０３８４】
　光沢測定プロトコール
　上記の化粧用製品の光沢を測定するために、先ず、測定を行なうために使用する光の強
度を決定し、次いで唇の表面からの光の反射を測定した。実験は、垂直配向の第一の偏光
板を光源の前に、垂直配向の第二の偏光板をビデオカメラの前において行なった。ビデオ
カメラは先ず、光沢から唇へと通過するあらゆる光から生じる垂直光に沿った表面反射を
記録した。
【０３８５】
　次いで、表面の下を透過するあらゆる垂直光の強度を記録するために、カメラの前の偏
光板を90度回転(ビデオの速度で)させた。表面下の透過光の水平強度を次いで測定した。
第2の水平測定は、所望の表面シグナル(光沢)へのあらゆる表面下での寄与に相当する補
正である。そこで、光沢の値を得るために、第1の数値から第2の数値を減じた。
【０３８６】
　光沢の動力学表
光沢測定(±2)
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T0　181
T1　183
T2　172
【０３８７】
　上記のデータから分かるように、本発明の化粧用製品の有する光沢の度合いは、適用し
た最初の時点において高い。しかし、驚くべきことに、1時間後に、光沢の度合いはほと
んど変わらずに残存しており、2時間後でも非常に高く、光沢の経時持続性が極度に高い
ことを証明している。
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