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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自己発泡性クレンジングシステムを皮膚に適用することを含む、皮膚を清浄にする方法
であって、前記システムが、別々の水性成分として、炭酸水素アルカリ金属塩を１～２０
重量％含む炭酸水素アルカリ金属塩成分と、酸を１～２０重量％含む酸成分とを含み、前
記酸が炭素原子数１～８の有機酸及び無機酸からなる群から選ばれるものであり、前記成
分の各々は化粧料として及び／又は医薬として許容可能なキャリヤーに含まれており、前
記成分は皮膚上に実質的に同時に小出しされ混合された場合に互いに反応して二酸化炭素
を放出し、前記システムに界面活性剤が存在する場合には界面活性剤の量は全組成物の１
０重量％以下である、前記方法。
【請求項２】
　前記炭酸水素アルカリ金属塩が炭酸水素ナトリウムである請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記酸が有機酸である請求項１又は２記載の方法。
【請求項４】
　前記酸が、クエン酸、アスコルビン酸、酒石酸、乳酸、サリチル酸、グルコン酸、リン
ゴ酸、フマル酸、及びそれらの塩からなる群から選ばれる請求項３記載の方法。
【請求項５】
　前記塩が酒石酸カリウム、酒石酸水素カリウム又は乳酸カルシウムである請求項４記載
の方法。
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【請求項６】
　前記酸がクエン酸である請求項４記載の方法。
【請求項７】
　前記酸が無機酸である請求項１又は２記載の方法。
【請求項８】
　前記酸がピロリン酸、リン酸及び硫酸並びにそれらの塩からなる群から選ばれる請求項
７記載の方法。
【請求項９】
　前記塩が、硫酸カルシウム、リン酸カルシウム、リン酸アルミニウムナトリウム、硫酸
アルミニウムナトリウム、リン酸一ナトリウム塩又はピロリン酸二ナトリウム塩である請
求項８記載の方法。
【請求項１０】
　前記酸が膨張剤である請求項１又は２記載の方法。
【請求項１１】
　前記成分について、各成分の重量比が１：１である請求項１～１０のいずれか１項記載
の方法。
【請求項１２】
　自己発泡性クレンジングシステムが化粧水である請求項１記載の方法。
【請求項１３】
　化粧料用又は医薬用の自己発泡性クレンジングシステムを皮膚に適用することを含む、
皮膚を冷却する方法であって、前記システムが、別々の水性成分として、炭酸水素アルカ
リ金属塩を１～２０重量％含む炭酸水素アルカリ金属塩成分と、酸を１～２０重量％含む
酸成分とを含み、前記酸が炭素原子数１～８の有機酸及び無機酸からなる群から選ばれる
ものであり、前記成分の各々は化粧料として及び／又は医薬として許容可能なキャリヤー
に含まれており、前記成分は皮膚上に実質的に同時に小出しされ混合された場合に互いに
反応して二酸化炭素を放出し、前記システムに界面活性剤が存在する場合には界面活性剤
の量は全組成物の１０重量％以下である、前記方法。
【請求項１４】
　前記炭酸水素アルカリ金属塩が炭酸水素ナトリウムである請求項１３記載の方法。
【請求項１５】
　前記酸が有機酸である請求項１３又は１４記載の方法。
【請求項１６】
　前記酸が、クエン酸、アスコルビン酸、酒石酸、乳酸、サリチル酸、グルコン酸、リン
ゴ酸、フマル酸、及びそれらの塩からなる群から選ばれる請求項１５記載の方法。
【請求項１７】
　前記塩が酒石酸カリウム、酒石酸水素カリウム又は乳酸カルシウムである請求項１６記
載の方法。
【請求項１８】
　前記酸がクエン酸である請求項１６記載の方法。
【請求項１９】
　前記酸が無機酸である請求項１３又は１４記載の方法。
【請求項２０】
　前記酸がピロリン酸、リン酸及び硫酸並びにそれらの塩からなる群から選ばれる請求項
１９記載の方法。
【請求項２１】
　前記塩が、硫酸カルシウム、リン酸カルシウム、リン酸アルミニウムナトリウム、硫酸
アルミニウムナトリウム、リン酸一ナトリウム塩又はピロリン酸二ナトリウム塩である請
求項２０記載の方法。
【請求項２２】
　前記酸が膨張剤である請求項１３記載の方法。
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【請求項２３】
　自己発泡性システムが化粧水である請求項１３記載の方法。
【請求項２４】
　皮膚又は毛髪に適用するための化粧料用又は医薬用の自己発泡性システムであって、別
々の水性成分として、炭酸水素アルカリ金属塩を１～２０重量％含む炭酸水素アルカリ金
属塩成分と、酸を１～２０重量％含む酸成分とを含み、前記酸が炭素原子数１～８の有機
酸及び無機酸からなる群から選ばれるものであり、前記成分の各々は化粧料として及び／
又は医薬として許容可能なキャリヤーに含まれており、前記成分は皮膚又は毛髪上に実質
的に同時に小出しされ混合された場合に互いに反応して二酸化炭素を放出し、前記システ
ムに界面活性剤が存在する場合には界面活性剤の量は全組成物の１０重量％以下である、
前記システム。
【請求項２５】
　前記炭酸水素アルカリ金属塩が炭酸水素ナトリウムである請求項２４記載のシステム。
【請求項２６】
　前記酸が有機酸である請求項２４又は２５記載のシステム。
【請求項２７】
　前記酸が、クエン酸、アスコルビン酸、酒石酸、乳酸、サリチル酸、グルコン酸、リン
ゴ酸、フマル酸、及びそれらの塩からなる群から選ばれる請求項２６記載のシステム。
【請求項２８】
　前記塩が酒石酸カリウム、酒石酸水素カリウム又は乳酸カルシウムである請求項２７記
載のシステム。
【請求項２９】
　前記酸がクエン酸である請求項２７記載のシステム。
【請求項３０】
　前記酸が無機酸である請求項２４又は２５記載のシステム。
【請求項３１】
　前記酸がピロリン酸、リン酸及び硫酸並びにそれらの塩からなる群から選ばれる請求項
３０記載のシステム。
【請求項３２】
　前記塩が、硫酸カルシウム、リン酸カルシウム、リン酸アルミニウムナトリウム、硫酸
アルミニウムナトリウム、リン酸一ナトリウム塩又はピロリン酸二ナトリウム塩である請
求項３１記載のシステム。
【請求項３３】
　前記酸が膨張剤である請求項２４又は２５記載のシステム。
【請求項３４】
　前記成分について、各成分の重量比が１：１である請求項２４～３３のいずれか１項記
載のシステム。
【請求項３５】
　自己発泡性システムが化粧水である請求項２４記載のシステム。
【請求項３６】
　自己発泡性クレンジングシステムを小出しするための一体形パッケージであって、少な
くとも２つの別々の連通していないチャンバと少なくとも２つの流動性の反応性成分を含
み、前記反応性成分の少なくとも１つが水溶液中の酸であり、前記酸はその水溶液中に１
～２０重量％の量で存在し、前記酸は炭素原子数１～８の有機酸と無機酸からなる群から
選ばれるものであり、前記反応性成分の少なくとも１つが水溶液中の炭酸水素アルカリ金
属塩であり、炭酸水素アルカリ金属塩はその水溶液中に１～２０重量％の量で存在し、前
記システムに界面活性剤が存在する場合には界面活性剤の量は全組成物の１０重量％以下
であり、前記チャンバの各々は異なる反応性成分を含むとともに前記成分を小出しするた
めの開口部を有し、前記成分が前記パッケージから実質的に同時に小出しされ混合された
場合に互いに反応して二酸化炭素を生成することができるものであるが前記別々のチャン
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バ内に含まれているときには不活性のまま存在する一体形パッケージ。
【請求項３７】
　前記チャンバの各々の前記開口部が前記反応性成分の実質的に同時の小出し及び混合を
可能にするものである請求項３６記載のパッケージ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
発明の属する分野
　本発明は自己発泡性システム（self-foaming system ）に関する。特に、本発明は、少
なくとも２つの成分を有する自己発泡性システムに関する。前記少なくとも２つの成分は
小出しされた場合に気泡を発生するものであって、皮膚に対してクレンジング効果、冷却
効果及び爽快感を与えるものである。
【背景技術】
【０００２】
発明の背景
　典型的なクレンザー製剤は、先に適用されたフェースパウダー、ルージュ、ファンデー
ションベース、アイシャドウー及びリップスティックを効果的かつ効率的に除去するよう
に作られている。耐水性メーキャップ（waterproof makeup ）を除去するのに界面活性剤
も特に有用である。さらに、クレンザーは皮膚又は毛髪に蓄積した汚れや油を除去する。
これが達成されるように、通常ゲル、ローション又はクリームの形態にある市販のフェー
シャルクレンザーは、界面活性剤成分を使用する。さらに、界面活性剤が水と接触すると
気泡が発生するために、爽快感が得られる。残念ながら、多くの界面活性剤は、皮膚に対
してうるおいを与えず、及び／又は使用者に刺激を与える。多くのクレンザーは、界面活
性剤を含むため、日常的に使用できないばかりか、ある場合には目の領域辺りに使用でき
ない。
【０００３】
　界面活性剤は皮膚の天然の保護的脂質バリヤーを阻害する場合がある。この重要なバリ
ヤーを構成する皮膚表面脂質の供給源には、皮脂腺と表皮の２つがある。脂質はトリグリ
セリド、ジグリセリド、セラミド、遊離脂肪酸、ワックスエステル、コレステロール及び
コレステロールエステル並びにスクアレンを含む多様な化合物群である。皮膚表面脂質の
量及び組成は身体の部位によって異なり、皮膚の所与の領域での皮脂腺の数に幾分関係が
ある。皮膚表面脂質の状態は、必須脂肪酸欠乏によっても影響を受ける。さらに、脂質バ
リヤーは、界面活性剤を含む強い洗浄剤又は石鹸にさらされることにより損傷を受ける場
合がある。従って、皮膚の脂質バリヤーを阻害しないが、十分に清浄にし、冷たく感じ、
爽快感を与えるクレンザーが望まれている。
【０００４】
　クレンジング製品の他の望ましい特徴は、皮膚に対して冷たい感じを与えることに由来
する爽快感である。皮膚に対する生理的な冷却効果を得るために、従来技術では、例えば
メントール又は他の類似の低揮発性化合物を使用することが知られている。使用される他
の組成物は、非環式第二級及び第三級スルホキシド及びスルホン、ｐ－メンタン及びその
誘導体を含む。しかしながら、それらの組成物は、強い臭気を発し、皮膚に対する使用に
は望ましくない。従って、使用して快い爽快感及び冷却感を与える新しい形態のものが必
要とされている。
【発明の開示】
【０００５】
　クレンザーの使用者は、十分に清浄にする製品を望んでいるだけでなく、十分に清浄に
するかのような「感じ」を与える製品を望んでいる。この感じは、クレンザー製品が、そ
の使用時に、冷たい感じ（cooling sensation ）をもたらし、爽快感があり、ひりひりし
、泡状である場合に得られる。本発明は、冷たい感覚を生じさせ、十分な清浄化作用があ
り、十分に清浄化したかのような「感じ」を与えるが、皮膚のデリケートな脂質バリヤー
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を阻害しない自己発泡性システムを提供する。
【０００６】
発明の要旨
　本発明は、皮膚又は毛髪への適用に適する化粧料用又は医薬用の自己発泡性システムに
関する。このシステムは、別々の水性成分として炭酸水素アルカリ金属塩成分と酸成分の
少なくとも２つの成分を含む。前記酸成分は、炭素原子数８以下の有機酸又は無機酸であ
る。酸の例としては、限定するわけではないが、クエン酸、アスコルビン酸、酒石酸、グ
ルコン酸、リンゴ酸、酒石酸水素カリウム、クエン酸ナトリウム、リン酸及びリン酸塩並
びにピロリン酸塩、例えばリン酸一ナトリウム塩及びピロリン酸二ナトリウム塩、サリチ
ル酸、乳酸、並びにそれらの酸の他の塩が挙げられる。炭酸水素塩成分は炭酸水素ナトリ
ウムであっても炭酸水素カリウムであってもよい。２つの成分は、化粧料として及び／又
は医薬として許容可能なキャリヤーとそれぞれ組み合わされる。このシステムを使用する
際に、前記成分を小出しし、処理すべき表面、例えば皮膚又は毛髪に適用する。酸成分と
炭酸水素塩成分が互いに混合すると、二酸化炭素を放出する。
【０００７】
　一態様において、本発明は化粧料用又は医薬用の自己発泡性クレンジングを小出しする
ための一体形パッケージに関する。クレンジングシステム用のパッケージは少なくとも２
つの独立した別個の連通していないチャンバを有する。各チャンバは異なる反応性成分を
保持し、成分を小出しするための開口部を有する。連通していないチャンバは、成分をチ
ャンバから小出しするまで、前記成分を不活性のままに保つと同時に成分を別々に分離す
る。前述のように前記成分を組み合わせると、二酸化炭素が発生し、起泡性クレンジング
作用を発揮する。本発明は、有効量の化粧料用又は医薬用自己発泡性システムを適用する
ことを含む皮膚を冷却する方法を含む。
【０００８】
　この自己発泡性クレンジングシステムは、界面活性剤を大きな百分率で含む従来のクレ
ンザーよりも皮膚の脂質バリヤーに対して優しく、使用した場合に十分な清浄化作用を発
揮し、ひりひりし、泡状であり、冷たい感じを与える。このクレンザーは、例えば多量の
界面活性剤を含むクレンザーを使用した場合に起こりうる乾燥肌及び他の望ましくない結
果の発生を抑える働きをする。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
発明の詳細な説明
　本発明は、別々の容器から同時に小出しされた場合に混合して気泡を発する少なくとも
２つの成分を有する化粧料用又は医薬用システムである。本発明の重要な側面は、洗浄性
及び冷却性を提供できるその能力である。すなわち、本発明は、クレンジングシステムと
、自己発泡性システムを皮膚に適用することを含む皮膚を冷却する方法を含む。本発明の
別の側面は、使用者がそのシステムを皮膚又は毛髪に適用する場合に、特定の時間でシス
テムの発泡性が生じることである。
【００１０】
　発泡作用は、皮膚又は毛髪に前記システムを適用する時点及び皮膚又は毛髪への使用中
に主に望まれる。前記システムの成分をそれらの各容器又はチャンバから小出しした後、
接触直後に発泡性が望まれる皮膚又は毛髪に適用される。対照的に、システムの成分を皮
膚に適用する前に、発泡は必要でない。同様に、前記システムを皮膚又は毛髪に対して使
用した後、発泡はもはや必要でない。なぜなら、前記システムの使用は終了し、前記シス
テムの成分はすすぎ又は他の同様な操作により皮膚又は毛髪から除去されるからである。
従って、発泡性を生じさせる際のタイミングは前記システムの重要な特徴である。
【００１１】
　発泡は、広く使用されており、製品にひりひり感を与えると同時に泡状にする多くの市
販の製品の望ましくかつ有用な特徴である。典型的には、これらの製品の発泡性は、二酸
化炭素ガスの発生に基づく。二酸化炭素ガスの発生は、酸と炭酸水素塩とを反応させるこ
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とを伴う。炭酸水素塩は、ベーキングソーダとしても知られている比較的一般的な家庭用
品である。水溶液中で、炭酸水素塩は、安定化されていない限り二酸化炭素ガスを発生す
る。一般的に、この反応は急速に進行する。なぜなら酸とアルカリが互いに中和し合うた
めである。反応が進行して完了するにつれて、発泡は減少し、そして反応が完了して最後
には終了する。
【００１２】
　従来技術において、パーソナルケア製品に炭酸水素ナトリウムを使用することが知られ
ている。使用者に許容される製品を作りだす困難性を克服した後、例えば、炭酸水素ナト
リウム発泡システムは練り歯磨き製品中に使用された。引用によりここに含まれているこ
とにする米国特許第４，４８７，７５７号には、水溶性、塩味、容器内での安定性及び分
散した場合のその外観に関わる困難性を克服したベーキングソーダ練りは磨きを含む練り
歯磨き容器の製法を開示している。２成分形発泡システムの例は米国特許第５，４５５，
０３５号に開示されている。この特許は、炭素原子数１０～２０の有機酸界面活性剤前駆
体とアルカリ性中和剤を中和して表面活性物質を与えることにより化粧料組成物中に表面
活性物質を提供するものである。
【００１３】
　本発明の重要な側面は、実質的に刺激性のない自己発泡性システムを提供するその能力
である。望ましい発泡性を達成するには界面活性剤又は他の刺激性のある剤を使用する必
要がある他の発泡システムとは対照的に、本発明は適用の際の二酸化炭素のin situ 生成
によりこれを達成する。クレンジングシステムの使用が望ましい場合に、前記成分が組み
合わされる。前記成分は、それらの各チャンバから注ぎ出されると同時に互いに混合し、
それらは反応して二酸化炭素ガスを発生する。従って、前記成分のうちの少なくとも１つ
は炭酸アルカリ金属塩又は炭酸水素アルカリ金属塩である。
【００１４】
　前記炭酸水素アルカリ金属塩は、例えば炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム又は炭酸
水素カリウムであることができる。好ましい態様において、炭酸水素塩成分は水溶液に溶
解される。炭酸水素アルカリ金属塩は、完全に溶解した状態にあっても、過飽和した状態
にあってもよい。発泡は、システムの別々の成分が水の存在下に組み合わされた場合にの
み起こる。しかしながら、非水溶液等の他の溶液を利用すること（すなわち、無水製品で
使用すること）も本発明の範囲に含まれる。無水製品の場合には、発泡作用を生じさせる
ために水を加えるか、又は無水製品を水に加えることができる。例えば、本発明は、水浴
に加えられるシステムの成分を含むサッシェの形態にあってもよい。
【００１５】
　他の成分の少なくとも１つは、炭酸水素塩成分と反応して二酸化炭素ガスを発生する。
この他の成分は、炭素原子数１～８の水溶性の酸であることができる。酸はカルボン酸で
あることができる。酸成分の具体例としては、限定するわけではないが、クエン酸、アス
コルビン酸、酒石酸、乳酸、サリチル酸、グルコン酸、リンゴ酸、フマル酸、及びそれら
の塩が挙げられる。酸のナトリウム塩、カリウム塩及びカルシウム塩の例としては、限定
するわけではないが、酒石酸カリウム塩、酒石酸水素カリウム、リン酸カルシウム、リン
酸アルミニウムナトリウム、硫酸アルミニウムナトリウム、リン酸一ナトリウム塩、ピロ
リン酸二ナトリウム塩、乳酸カルシウム、硫酸カルシウム、リン酸カルシウム、リン酸ア
ルミニウムナトリウム、硫酸アルミニウムナトリウム、リン酸一ナトリウム塩及びピロリ
ン酸二ナトリウム塩が挙げられる。好ましくは、酸はクエン酸、乳酸若しくはサリチル酸
、又はこれらの組み合わせである。
【００１６】
　酸成分は、例えばBrose, E等により"Chemical Leavening Agents" (Chemische Fabrik 
Budenheim Rudolf A. Octker 1996)の第13～24頁に記載されているもののような膨張剤（
leavening agent ）も含んでよい。膨張剤の例としては、限定するわけではないが、クエ
ン酸及び酒石酸、オルトリン酸並びにピロリン酸のナトリウム、カリウム及びカルシウム
塩を挙げることができる。他の具体的な膨張剤としては、乳酸カルシウム、硫酸カルシウ
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ム、ピロリン酸ナトリウム、リン酸一カルシウム一水和物、リン酸一カルシウム無水物、
リン酸二カルシウム二水和物、リン酸アルミニウムナトリウム、硫酸アルミニウムナトリ
ウム、酒石酸カリウム、グルコノδ－ラクトン、クエン酸、酒石酸、フマル酸及び乳酸が
挙げられる。
【００１７】
　２つの反応性成分を、物理的に別個の複数のパッケージから又は複数の区画に分かれて
いる一体形パッケージから小出しすることができる。いずれの種類のパッケージにおいて
も前記成分を皮膚に同時に又は実質的に同時に適用できる。前記成分はそれらが適用され
た皮膚で混合し、反応する。本明細書で使用する場合に「実質的に同時」なる用語は、最
初に適用された成分の安定性を超えない互いに時間的に近接した範囲内で成分の各々を適
用することを意味する。換言すれば、２つの反応性成分を適用するための２つの段階があ
りうることを意味する。最初の段階において、一つの成分を皮膚に適用し、第２段階にお
いて第１成分の安定に存在する期間内でもう一方の成分を第１成分上に適用する。このよ
うに、第２成分が第１成分の上部に適用された場合に混合が起こるようにして実質的に同
時に成分が適用される。例えば、１つのパッケージが、皮膚に適用される酸成分を含むモ
イスチャライザーの形態にある化粧用組成物を含むことができる。他のパッケージは、先
に適用されたモイスチャライザーの上部に適用される炭酸水素塩成分を含むファンデーシ
ョンの形態にある別の化粧用組成物を含むことができる。皮膚に存在するモイスチャライ
ザーの層にファンデーションが適用されたときに混合が起こる。
【００１８】
　前記成分を２段階で混合する場合に、第２成分を適用してその第２成分を第１成分と混
合させる時間は、皮膚に適用される第１成分の安定性により制限される。第１成分の安定
性は、湿度、温度等の外部要因や、例えば第１成分の安定性を変えたり第１成分を皮膚の
表面から排除する場合さえもある物質若しくは剤との接触のような他の要因に依存する場
合がある。しかしながら、第１成分の安定性を変えない及び／又は第１成分を皮膚から排
除することのない条件のもとで、第２成分を皮膚に適用できるとともに第１成分との混合
をもたらして冷却及び発泡を引き起こすのに十分な時間は約１～約６０秒間である。
【００１９】
　好ましくは、システムの成分は、一体形パッケージから小出しされる。このパッケージ
は、異なる反応性成分の各々を収容するための少なくとも２つの別々の連通していないチ
ャンバと成分を小出しするための開口部を有する。チャンバの開口部は、反応性成分の実
質的に同時の小出し及び混合が可能であるように（すなわち、成分がそれらの個々のチャ
ンバから流れ出た途端にそれらの成分が合流するように）作られている。
【００２０】
　連通していない状態で封じ込めておくことによって、成分が互いに近接して存在するが
、それらの成分は、それらの使用が望まれる時まで互いに接触することなく保たれる。例
えば、時期尚早な相互作用を防ぐために炭酸水素塩成分を酸成分と物理的に分離しておく
。炭酸水素塩成分は安定かつ非発泡性であるとはいえ、酸成分と別々に分けられる。従っ
て、両成分は、別々のチャンバ内に収容されている限りは、不活性のまま存在する。成分
が流れ出た際に、それらは混合し、互いに反応して二酸化炭素ガスを発生し、その結果、
システムの発泡性が生み出される。
【００２１】
　パッケージの形態は、チューブ、ボトル、エアゾール若しくは加圧ガス噴射式缶、又は
他の適切な容器であることができる。一体形パッケージは、２つ以上の成分が存在する場
合に、その中に複数のチャンバを有していても良い。例えば、チューブ内に複数のチャン
バが生じるように、チューブを成形して１つ以上の区画壁を内側に設けることができる。
【００２２】
　本発明の好ましい態様において、自己発泡性システムは、炭酸水素アルカリ金属塩成分
と炭素原子数８以下の有機酸成分を含む。より好ましくは、このシステムの炭酸水素アル
カリ金属塩は炭酸水素ナトリウムであり、有機酸はクエン酸である。炭酸水素ナトリウム
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成分とクエン酸成分を互いに接触させ反応させる場合に得られる発泡の程度（すなわち、
寿命及び強度）は、それらの成分間の比率及びシステムに存在する２つの成分の相対量を
変えることにより調整できる。
【００２３】
　反応を強めたり反応時間を長くし、それによって二酸化炭素の発生に由来する発泡性が
高まるように、システムの成分の各々は約０．５～約５０重量％、好ましくは約１～約２
０重量％、より好ましくは約１～約１０重量％の量で存在してよい。前記成分は、各成分
の重量比が１．０：０．５～０．５：１．０、より好ましくは１：１となるようにシステ
ム中に存在する。しかしながら、この比は各成分の割合に応じて調節できる。同様に、こ
のシステムにより生み出される冷たい感じ（cooling sensation ）について、自己発泡作
用の場合と同様にして強度及び寿命が変わる。
【００２４】
　発泡の程度を、皮膚又は毛髪への適用の間に高めることもできる。例えば、製品の適用
の間の使用者による攪拌、例えば擦り込み、循環形動作又は他の同様なタイプの動作等は
、システムを皮膚又は毛髪に適用している間に感じる発泡の程度を増強する。大気圧下で
発生した二酸化炭素ガスのいくらかは溶液中に残留し、それが適用された皮膚又は毛髪に
留まる。これらの現象は、ある程度の発泡の期間を延ばすだけでなく非加圧式パッケージ
（このパッケージはエアゾール缶で使用されるような噴射剤の使用を必要としない）でム
ースとしてこのシステムを使用することを可能にする。
【００２５】
　本発明の１つの態様において、前記システムはクレンザーとして使用される。発生した
二酸化炭素自体に清浄性があり、反応の自己発泡性と冷却性といった性質は、多くの配合
物において界面活性剤に対し特に望まれていることである。同様に、界面活性剤を、その
選択した界面活性剤にとって適切な任意の量で使用してもよい。しかしながら、好ましく
は、本発明では界面活性剤を多量に必要としないために、概して、界面活性剤は全組成物
の２０重量％以下、より好ましくは１０重量％以下の量の少量で存在する。前記システム
に使用される界面活性剤の量は、典型的な発泡性製品において使用される界面活性剤の量
と比較して少ない。典型的には、発泡性製品は、全組成物の約４０～約６０重量％の界面
活性剤を使用する。これに対し、本発明のシステムは、その量よりも非常に少ない量（す
なわち約２０％）で自己発泡作用を提供する。従って、本発明のシステムは、標準的な自
己発泡性製品に使用される量のおよそ３分の２から２分の１の分も必要な界面活性剤の量
を低減できる。好ましい態様において、加えられる界面活性剤の量は全組成物の１０重量
％以下である。
【００２６】
　界面活性剤はいかなる種類のものであってもよい。システムに界面活性剤を含めること
が望ましい場合には、配合物に含まれる界面活性剤の種類はその意図する目的に依存する
。例えば、皮膚又は毛髪を濡らすことを促進するために界面活性剤を使用できる。界面活
性剤の性質が炭酸水素塩成分と酸成分の間の反応を促進して、それによって製品の発泡性
が高まる場合もある。また、選択される界面活性剤の種類は二酸化炭素ガスの生成を阻害
しないものである。システムの成分のうちのいずれか又は全てに追加の界面活性剤を含め
てもよい。しかしながら、その選択は、界面活性剤とその界面活性剤を含める成分との混
和性によりさらに制限される。従って、使用される界面活性剤は、従来より化粧料又は医
薬用に使用されてきた任意のものであってよく、非イオン界面活性剤、アニオン界面活性
剤、カチオン界面活性剤、両性界面活性剤又はそれらの混合物から選択されるものであっ
て、素性が当業者に周知のものであってよい。しかしながら、界面活性剤が非イオン界面
活性剤であることが好ましい。さらに、システムが、目に非常に近接した領域での使用を
意図したものである場合には、界面活性剤がLIPO-PEG-2DL又はココアンホ二酢酸二ナトリ
ウム（Miranol ）のような穏やかに作用する界面活性剤であることが好ましい。
【００２７】
　各成分を、種々の化粧料及び／又は医薬として許容可能なキャリヤーと配合できる。「
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医薬又は化粧料として許容可能なキャリヤー」なる用語は、医薬又は化粧料用途に向くビ
ヒクルであって、活性成分を目的とする標的にデリバリーし、人又は他の受容体生物に対
して害を与えないビヒクルを意味する。本明細書において使用する「医薬」又は「化粧料
」は、人及び動物用の医薬又は化粧料の両方を包含すると理解されるべきである。有用な
キャリヤーとしては、例えば、水、アセトン、エタノール、エチレングリコール、プロピ
レングリコール、ブタン－１，３－ジオール、イソプロピルミリステート、イソプロピル
パルミテート又は鉱油が挙げられる。選択したキャリヤーが反応性成分と混和性であると
ともに反応性成分に対して比較的不活性でなくてはならないことは当業者に明らかであろ
う。化粧料組成物及び医薬組成物の調製のための手法及び成分は周知であり、例えば、Re
mington's Pharamaceutical Sciences, Eighteenth Edition, A. R. Gennaro, Ed., Mack
 Publishing Co., Easton Pennsylvania, 1990に見いだせる。さらに、キャリヤーはデリ
バリー様式に適切な任意の形態をとっていてもよく、例えば溶液、コロイド状分散体、エ
マルジョン（水中油形又は油中水形）、懸濁液、クリーム、ローション、ゲル、フォーム
、ムース、スプレー、スラリー等であることができる。
【００２８】
　自己発泡性システムに対する他の潜在的に有用な添加物としては、エモリエント（emol
lient ）、保湿剤（humectant ）、香料、保存剤及び緩衝剤が挙げられる。そのような材
料は化粧品に慣用的に使用されており、適切な材料の一覧表が例えばthe International 
Cosmetic Ingredients Handbook, Third Edition, 1996 ("CTFA") に見いだせる。
【００２９】
　本発明の自己発泡性システムは、クレンザー、コンディショナー、サンケア製品（sunc
are products）、メーキャップ製品等のような皮膚又は毛髪用の製品において有用である
。より具体的な例としては、シャンプー又はリンス用製品が挙げられる。前記システムを
リンス用製品において使用する場合に、それは洗浄の前若しくは後、着色若しくは漂白の
前若しくは後、パーマネントウェービング若しくは直毛化（hair-straightening）の前若
しくは後に適用することも、毛髪に一時的に使用される整髪用化粧品、染毛用若しくは毛
髪漂白用製品又はコンディショニング用若しくはヘアーセッティング用ゲルを使用した後
に適用することも可能である。システムがとりうるさらに他の形態はシェービングゲルの
形態である。
【００３０】
　しかしながら、１つの態様において、前記システムは、クレンザーとしてではなく、そ
の冷却効果を主に目的として使用される。例えば、前記システムは、都合良いことに、フ
ァンデーション又はサンケア製品の基材として使用できる。これらの種類の製品は、暑い
及び／又は湿度の高い天候条件で適用された場合には、皮膚に対して不快感を与える場合
がある。そのような条件下での前記システムの適用は、製品のその他の意図する効果に加
えて冷却作用を提供し、従来のこの種の製品にしばしば付随していた不快感をいくぶん緩
和する。冷却効果が前記システムの主な目的である場合には、シリコーン中水形（water-
in-silicone ）の組み合わせが好ましい。
【００３１】
　しかしながら、特に好ましい態様において、前記システムは、汚れ、油、メーキャップ
及び皮膚や毛髪に由来する他の不純物を除去するために使用される。例えば、前記システ
ムは、顔面用のクレンザー若しくは化粧水(toner)製品において又は身体への適用に向け
られた製品において使用できる。既に述べたように、二酸化炭素ガスの発生による発泡能
のために、自己発泡性システムは穏やかに作用し、皮膚の天然の保護脂質バリヤーを阻害
しない。さらに、二酸化炭素の発生は、システムの冷却性及び洗浄性を増強する。
【００３２】
　さらに、前記システムは、種々の皮膚疾患の治療及び／又は改善のために、化粧料又は
医薬用の局所的治療効果のある活性薬剤を皮膚にデリバリーするために使用できるもので
ある。従って、本発明の自己発泡性システムは、皮膚及び毛髪の両方を処理する目的に合
う有用な活性成分を含んでもよい。有用な活性成分としては、限定するわけではないが、
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酸化防止剤、抗微生物剤、日焼け止め剤、鎮痛剤、麻酔剤、ざそう止め剤、ふけ止め剤、
抗皮膚炎剤、かゆみ止め剤、抗炎症剤、抗角質肥厚症剤、乾燥肌防止剤、制汗剤、抗乾癬
剤、抗脂漏剤、ヘアコンディショナー及びヘアトリートメント剤、老化防止剤、しわ防止
剤、抗ヒスタミン剤、皮膚白化剤、脱色素剤、創傷治癒剤、ビタミン、コルチコステロイ
ド、日焼け促進剤、又はホルモンが挙げられる。配合物中の活性剤の選択は、油又は水中
でのその溶解性及び／又は安定性により決まる。
【００３３】
　本発明は、前記システムの有効量の成分が小出しされ皮膚又は毛髪に適用された場合に
冷たい感じ（cooling sensation ）を生じさせる方法も含む。適切な追加の成分と組み合
わされた場合に、その結果として得られる自己発泡性システムはうまい具合に皮膚表面を
冷却する。この皮膚表面には目や口の周りが包含される。さらに、この得られる自己発泡
性システムは皮膚を清浄にし、耐移行性の化粧品を除去する。使用者に対して穏やかに作
用して実質的に刺激を与えずにこれら全てが達成される。冷却効果は、ある場合には、シ
ステムの成分を追加の冷却剤、例えばメントールと組み合わせることにより増強してもよ
い。追加の冷却剤が使用される場合には、追加の冷却剤は全組成物の５重量％以下の量で
存在する。
　本発明を以下の非限定的な実施例によりさらに説明する：
実施例
１．下記表は本発明の配合物を例示する：
【００３４】
【表１】
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【００３５】
　プロペラミキサーを使用し、各成分、すなわち成分１と成分２の構成要素を、それらが
溶解するまで添加した。
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