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(57)【要約】
　本発明は、生理的に許容される媒体を含み、水性相と、油性相と、1つ又は複数の層で
部分的に又は全体的に覆われた基材で構成される真珠光沢剤粒子とを含有する、化粧用組
成物に関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生理的に許容される媒体中を含み、
(1)水性相と、
(2)水性相より密度が低い油性相と、
(3)1つ又は複数の層で部分的に又は全体的に覆われている基材から構成され、層のうちの
少なくとも1つが金属酸化物の層である、水性相中に分散された真珠光沢剤粒子
を含有する化粧用組成物であって、
　前記真珠光沢剤粒子が、
-　平均径が2μmから1,000μmの間であり、
　基材がマイカ又はアルミナであり、
　前記粒子が、表面上にシリカ層を含まず、
　但し、金属酸化物の層が粒子の総質量に対して30質量%超の酸化チタンを含むとき、前
記粒子の平均径が2μmから20μmの間である、真珠光沢剤粒子、
-　又は、基材が、シリカ、ホウケイ酸塩、マイカ及びアルミナから成る群から選択され
、基材がマイカ又はアルミナであるとき、真珠光沢剤粒子が表面上にシリカの層を含み、
　金属酸化物が酸化鉄であるとき、酸化鉄の含有量が、粒子の総質量に対して50質量%未
満である、真珠光沢剤粒子
のいずれかから選択され、
　前記組成物の総質量に対して5質量%～85質量%の油性相を含む、化粧用組成物。
【請求項２】
　真珠光沢剤粒子が、2μmから1,000μmの間の平均径を有し、
　基材が、マイカ又はアルミナであり、
　層のうちの少なくとも1つが、金属酸化物の層であり、
　前記粒子が、表面上にシリカ層を含まず、
　但し、金属酸化物の層が粒子の総質量に対して30質量%超の酸化チタンを含み、前記粒
子の平均径が2μmから20μmの間であり、
　前記組成物の総質量に対して5質量%～70質量%の油性相を含む、請求項1に記載の化粧用
組成物。
【請求項３】
　粒子の基材が、天然又は合成のマイカである、請求項2に記載の化粧用組成物。
【請求項４】
　真珠光沢剤粒子は、層のうちの少なくとも1つが金属酸化物の層であり、基材が、シリ
カ、ホウケイ酸塩、マイカ及びアルミナから成る群から選択され、
　基材がマイカ又はアルミナであるとき、真珠光沢剤粒子が、表面上にシリカの層を含み
、
　金属酸化物が酸化鉄であるとき、酸化鉄の含有量が、粒子の総質量に対して50質量%未
満であり、
　前記組成物の総質量に対して5質量%～85質量%の油性相を含む、請求項1に記載の化粧用
組成物。
【請求項５】
　基材が、ホウケイ酸塩である、請求項4に記載の化粧用組成物。
【請求項６】
　前記組成物の総質量に対して0.1質量%～30質量%の真珠光沢剤粒子を含む、請求項1から
5のいずれか一項に記載の化粧用組成物。
【請求項７】
　金属酸化物が、酸化チタン、酸化鉄、酸化クロム、酸化スズ、酸化アルミナ及びそれら
の混合物から成る群から選択される、請求項1から6のいずれか一項に記載の化粧用組成物
。
【請求項８】
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　粒子の基材が、金属酸化物の1つの層で、又は金属酸化物の幾つかの別々の層で覆われ
ている、請求項1から7のいずれか一項に記載の化粧用組成物。
【請求項９】
　真珠光沢剤粒子が、オキシ塩化ビスマス、ウルトラマリンブルー、プルシアンブルー、
マンガンバイオレット、コチニールカルミン及びそれらの混合物で構成される少なくとも
1つの層を更に含む、請求項1から8のいずれか一項に記載の化粧用組成物。
【請求項１０】
　水性組成物が、前記組成物の総質量に対して5質量%～80質量%、特に10質量%～80質量%
の水を含む、請求項1から9のいずれか一項に記載の化粧用組成物。
【請求項１１】
　水性組成物が、前記組成物の総質量に対して5質量%～80質量%の水を含む、請求項2、3
、及び6から9のいずれか一項に記載の化粧用組成物。
【請求項１２】
　水性組成物が、前記組成物の総質量に対して10質量%～80質量%の水を含む、請求項4か
ら9のいずれか一項に記載の化粧用組成物。
【請求項１３】
　水性相が、水に混和性の有機溶媒を少なくとも1種含む、請求項1から12のいずれか一項
に記載の組成物。
【請求項１４】
　油性相が、炭化水素油、シリコーン油、フッ素化油及びそれらの混合物から成る群から
選択される少なくとも1種の油を含む、請求項1から13のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１５】
　請求項1から14のいずれか一項に記載の組成物の少なくとも1つの層を皮膚上に適用する
工程を含む、非治療的なメークアップ及び/又はスキンケアの方法。
【請求項１６】
　請求項1から14のいずれか一項に記載の化粧用組成物をケラチン繊維上に適用する工程
を含む、ケラチン繊維を被覆する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、詳細には、特定の真珠光沢剤を含む、メークアップし且つ/又はケアするた
めの3相の化粧用組成物を目的とする。より詳細には、本発明は、油性相、水性相及び真
珠光沢剤粒子を含む、静止状態で3つの重なった層の形態を有する組成物を目的とする。
【背景技術】
【０００２】
　メークアップ、ケア又はヘアケア製品中に真珠光沢剤を使用して、皮膚、唇、まつ毛、
爪又は毛髪に色及び輝きの光学効果をもたらすことは、当業者に公知である。
【０００３】
　これらの真珠光沢剤を強化するために、それらは、透明又は半透明の1つの液体相中に
単純に分散され得、この液体相は、製品を振ったときに媒体中の真珠光沢剤の動きにより
特徴づけられる視覚的に魅力的な態様を有する。
【０００４】
　これらの真珠光沢剤は、こうして油性相中に運ばれ、その理由は、それらがこの媒体中
に良く分散してそれらが集塊する傾向がほとんどないためである。市場には、その中に真
珠光沢剤が分散されていて皮膚又は毛髪を輝かせる機能を有する、油性液体相のみから成
るような製品がある。
【０００５】
　しかしながら、特に油が揮発性でない場合、皮膚又は毛髪上に適用された後、油の実質
的な量が色彩効果を制限するおそれがあり、特に、新鮮さ、脂性及び粘着性の感じ方の点
での感覚的性質が劣化するおそれがある。
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【０００６】
　これらの欠点を避けるために、真珠光沢剤を水性液体媒体中に運ぶことができるが、こ
の場合、強い集塊傾向が観察され、これは特に製品が静止状態にあるときに現れる。次い
で、圧縮された層が、真珠光沢剤の沈降及び沈殿に由来して形成され、これらは、振るこ
とによって分散させることが難しい。
【０００７】
　更に、単純な水性媒体は、特に適用性及び経時的な心地よい性質の点で満足のいく感覚
的性質を得ることを可能にしない。
【０００８】
　加えて、製品が再び静止状態になったとき、真珠光沢剤の一部が液体の上で瓶の壁に添
って付着し、これがその美的態様を減少させることが最も多く観察される。
【０００９】
　この欠点は、液体による瓶の充填が部分的のみであって且つ瓶の壁がガラスで作製され
ているときに特に目立つ。したがって、この欠点をもたず、振った後でも液体媒体中に限
局されて残る真珠光沢剤を見出すことが望ましい。
【００１０】
　したがって、液体媒体中、静止状態で集塊する現象をもたず、且つ製品を、適用性、新
鮮さ及び経時的な心地よさの点で良好な性質を有する製品へ導く、透明又は半透明の、液
体媒体中の真珠光沢剤の分散体を得る手段を探究することが今も必要とされている。
【００１１】
　したがって、前記分散体を含有する容器の壁に真珠光沢剤が付着する現象をもたず、且
つ製品を、適用性、新鮮さ及び経時的な心地よさの点で良好な性質を有する製品へ導く、
透明又は半透明の、液体媒体中の真珠光沢剤の分散体を得る手段を探究することもまた、
今も必要性とされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】WO2007/068371 A1
【特許文献２】EP-A-847752
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　したがって、本発明は、満足のいく、適用性、新鮮さ及び経時的な心地よさの性質を有
する真珠光沢剤を含む化粧用組成物を提供することを目的とする。
【００１４】
　本発明はまた、魅力的な視覚的態様を有する、真珠光沢剤を含む化粧用組成物を提供す
ることも目的とする。
【００１５】
　本発明はまた、再均質化する満足のいく性質を有して、真珠光沢剤を含む、静止状態で
視覚的に分かれた3相を有する化粧用組成物を提供することも目的とする。
【００１６】
　本発明はまた、静止状態で真珠光沢剤が集塊する現象をもたない、透明又は半透明の化
粧用組成物を提供することも目的とする。
【００１７】
　本発明はまた、真珠光沢剤を含有する容器の壁に付着することなく水性相中で沈殿する
真珠光沢剤を含む、透明又は半透明の化粧用組成物を提供することも目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　このように、本発明は、生理的に許容される媒体を含み、
(1)水性相と、
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(2)水性相より密度が低い油性相と、
(3)1つ又は複数の層で部分的に又は全体的に覆われている基材から構成され、層のうちの
少なくとも1つが金属酸化物の層である、水性相中に分散された真珠光沢剤粒子
を含有する化粧用組成物であって、
　前記真珠光沢剤粒子が、
-　平均径が2μmから1,000μmの間であり、基材がマイカ又はアルミナであり、
　前記粒子が、表面上にシリカ層を含まず、
　但し、金属酸化物の層が粒子の総質量に対して30質量%超の酸化チタンを含むとき、前
記粒子の平均径が2μmから20μmの間である、真珠光沢剤粒子(P1)
-　又は、基材が、シリカ、ホウケイ酸塩、マイカ及びアルミナから成る群から選択され
、基材がマイカ又はアルミナであるとき、真珠光沢剤粒子が表面上にシリカの層を含み、
　金属酸化物が酸化鉄であるとき、酸化鉄の含有量が、粒子の総質量に対して50質量%未
満である、真珠光沢剤粒子(P2)、
のいずれかから選択され、
　前記組成物の総質量に対して5質量%～85質量%の油性相を含む、化粧用組成物に関する
。
【００１９】
　予期せぬことに、発明者らは、水性相と非相溶性である油性相の存在下で、特定の真珠
光沢剤を水性相中に分散させることによって、適用性、新鮮さ及び経時的な心地よさの性
質に関して探究していた基準に合い、且つ魅力的な視覚的態様を有する製品を得ることが
可能であることを見出した。
【００２０】
　製品が静止状態にあるとき、それは、重なった別々の3相の形態を有し、油性相が上層
を、水性相が中間層を、真珠光沢剤が低層を構成する。それを振ると、3つの層は緊密に
混ざり合って均質な製品を形成し、次いでこれが適用される。
【００２１】
　したがって、本発明による組成物は、静止状態で3相の組成物であり、真珠光沢剤は、
振った後も液体媒体中に限局されて残る。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　一実施形態によれば、本発明は、生理的に許容される媒体を含み、
(1)水性相と、
(2)水性相より密度が低い油性相と、
(3)水性相層中に分散された真珠光沢剤粒子(P1)であり、1つ又は複数の層で部分的又は全
体的に覆われた基材から構成され、
　前記粒子の平均径が2μmから1,000μmの間であり、
　前記基材がマイカ又はアルミナであり、
　層のうちの少なくとも1つが、金属酸化物の層であり、
　前記粒子(P1)が、表面上にシリカ層を含まず、
　但し、金属酸化物の層が粒子の総質量に対して30質量%超の酸化チタンを含むとき、前
記粒子の平均径が2μmから20μmの間である、真珠光沢剤粒子(P1)と
を含む化粧用組成物であって、
　前記組成物の総質量に対して5質量%～70質量%の油性相を含む、化粧用組成物に関する
。
【００２３】
　この実施形態によれば、静止状態で、水性相と油性相とは次第に分離し、真珠光沢剤は
、水性相中に沈殿して、製品を再び振ると容易に再分散できる層を形成する。
【００２４】
　別の実施形態によれば、本発明は、生理的に受容される媒体中を含有し、
(1)水性相と、
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(2)水性相より密度が低い油性相と、
(3)水性相中に分散された真珠光沢剤粒子(P2)であって、1つ又は複数の層で部分的又は全
体的に覆われた基材から構成され、
　層のうちの少なくとも1つが金属酸化物の層であり、
　前記基材が、シリカ、ホウケイ酸塩、マイカ及びアルミナから成る群から選択され、
　基材がマイカ又はアルミナであるとき、真珠光沢剤粒子(P2)が、表面上にシリカの層を
含み、
　金属酸化物が酸化鉄であるとき、酸化鉄の含有量が、粒子の総質量に対して50質量%未
満である、真珠光沢剤粒子(P2)と
を含む化粧用組成物であって、
　前記組成物の総質量に対して5質量%～85質量%の油性相を含む、化粧用組成物に関する
。
【００２５】
　この実施形態によれば、静止状態で、水性相と油性相とは次第に分離し、真珠光沢剤は
、それらを含有する瓶の壁に付着することなく水性相中で沈殿する。
【００２６】
真珠光沢剤
　本発明による化粧用組成物は、水性相中に分散された真珠光沢剤粒子を含み、これらの
粒子は同一又は異なっていることができる。そのため、本発明による組成物は、異なるタ
イプの真珠光沢剤粒子の混合物を含んでよい。
【００２７】
　本発明の枠組みでは、「真珠光沢剤」は、真珠光沢があってもなくてもよく、光干渉を
介して色彩効果を有する、任意の形態の着色された粒子を意味すると理解される。
【００２８】
　これらの真珠光沢剤粒子は、水性相中の粒子の分散体の形態を有し、本明細書で上に示
したように、組成物を一旦振ると、該分散体は、水性相及び油性相と一緒に、ケラチン表
面上に、特に皮膚又は毛髪上に適用しやすい均質な製品を形成する。
【００２９】
　一実施形態によれば、真珠光沢剤は、本発明の組成物中に、前記組成物の総質量に対し
て0.1質量%～30質量%、好ましくは0.5質量%～20質量%、更により優先的には2質量%～15質
量%の範囲の活性材料量で存在する。
【００３０】
　本発明による真珠光沢剤粒子は、幾つかの材料から構成される複合粒子である。該粒子
は多様な形態のもの、例えば小平板形態及びラメラ形態であることができる。
【００３１】
　本発明によれば、真珠光沢剤は、天然又は合成の基材から構成される多層構造を有する
。
【００３２】
　本発明の枠組みで使用される真珠光沢剤粒子は、1つ又は複数の、基材とは異なる材料
の層で覆われた基材を含む。したがって、これらの粒子は、幾つかの材料で構成される。
【００３３】
　これらの粒子は、こうして、別の材料の少なくとも1つの層が重なった基材に相当する
、ベース層を含む。本発明による基材は、1つの層で、又は性質の異なる2つ又は3つの別
々の層で覆われることが可能である。
【００３４】
　真珠光沢剤粒子の基材は、別の材料の少なくとも1つの層で部分的に覆われることが可
能である。本発明の範囲内で、用語「部分的に覆われる」は、基材が少なくとも1つの層
で、前記基材の表面のうち50%～99.9%の率で覆われていることを示す。
【００３５】
　一実施形態によれば、真珠光沢剤粒子の基材は、別の材料の少なくとも1つの層で完全
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に覆われている。この実施形態は、基材の外表面全体が、即ち少なくとも1つの層で覆わ
れた表面が、前記層で覆われている事例に相当する。
【００３６】
　本発明の枠組みでは、真珠光沢剤粒子は、粒度分析によって測定されるそれらの平均径
によって定められる。真珠光沢剤の平均径は、それらの見かけの直径に相当し、その理由
は、それらが測定の間に球体と理解されるためである。平均径は、個体の半分の平均的粒
度分析に相当するD50によって特徴づけられる。
【００３７】
　粒度分析の測定値は、以下の方法で求められる:
　真珠光沢剤0.1gを、ミリスチン酸イソプロピル12～14gの瓶の中へ導入する。このサン
プルを、完全な分散体が得られるまで振り、次いで、真珠光沢剤の粒度分析を、この媒体
中でMalvern社のMastersizer 2000を用いて測定する。
【００３８】
　一実施形態によれば、本発明の真珠光沢剤粒子(P1)は、金属酸化物として二酸化チタン
を含むことができる。この実施形態によれば、二酸化チタンの含有量が30%以下であると
き、真珠光沢剤粒子は、平均径が、2μm～1,000μm、好ましくは3μm～500μm、より一層
優先的には5μm～250μmで変化することができる。
【００３９】
　この実施形態によれば、二酸化チタンの含有量が30%超であるとき、真珠光沢剤粒子(P1
)は、平均径が、2μm～20μm、好ましくは3μm～15μm、より一層優先的には5μm～12μm
で変化することができる。
【００４０】
　二酸化チタンについて挙げた含有量は、二酸化チタンの、真珠光沢剤粒子の総質量に対
する質量百分率に相当する。
【００４１】
　この実施形態によれば、本発明による真珠光沢剤粒子(P1)は、基材としてマイカ又はア
ルミナで構成される。好ましくは、この基材は、天然又は合成のマイカである。
【００４２】
　本発明による真珠光沢剤粒子(P2)は、好ましくは、平均径が、2μm～1,000μm、好まし
くは3μm～500μm、より一層優先的には5μm～250μmで変化することができる。
【００４３】
　一実施形態によれば、本発明の真珠光沢剤粒子(P2)は、金属酸化物として二酸化鉄を含
むことができる。本発明によれば、粒子(P2)の基材が1つ又は複数の酸化鉄の層で覆われ
ているとき、これらの層の総含有量は、50%以下でなければならない。
【００４４】
　一実施形態によれば、本発明による真珠光沢剤粒子(P2)の基材は、シリカ又はホウケイ
酸塩から選択される合成の基材である。好ましくは、該基材は、ホウケイ酸塩である。
【００４５】
　別の実施形態によれば、本発明による真珠光沢剤粒子(P2)の基材は、マイカ及びアルミ
ナから選択される合成の基材である。この実施形態によれば、そうであれば、真珠光沢剤
粒子(P2)は、最も外側の層としてシリカを必然的に含む。
【００４６】
　このように、粒子(P2)の基材がマイカ又はアルミナであるとき、粒子(P2)は、シリカの
層を含み、この層は、前記粒子の表面上に位置する。そうであれば、この層は、前記粒子
の最も外側の層であり、即ち、このシリカの層は、別の層で覆われてはならない。
【００４７】
　粒子(P1)又は(P2)の基材を被覆する層のうち、少なくとも1つは、金属酸化物の層であ
る。一実施形態によれば、金属酸化物は、二酸化チタン、酸化鉄、酸化クロム、酸化スズ
、酸化アルミナ及びそれらの混合物から成る群から選択される。
【００４８】
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　このように、基材は、例えば酸化チタン、酸化鉄、特にFe2O3、スズ、クロム及びアル
ミナから選択される少なくとも1つの層で少なくとも部分的に覆われている。
【００４９】
　一実施形態によれば、粒子(P1)又は(P2)の基材は、金属酸化物1つの層又は金属酸化物
の幾つかの別々の層で覆われている。
【００５０】
　詳細には、本発明による真珠光沢剤粒子(P1)又は(P2)は、金属酸化物の1つの層又は金
属酸化物の2つ若しくは3つの異なる層で覆われている基材から構成される。
【００５１】
　一実施形態によれば、本発明による真珠光沢剤粒子(P1)は、少なくとも1つの酸化鉄の
層を含む。
【００５２】
　一実施形態によれば、本発明による真珠光沢剤粒子(P1)は、少なくとも1つの酸化チタ
ンの層を含む。
【００５３】
　一実施形態によれば、本発明による真珠光沢剤粒子(P1)は、少なくとも1つの酸化鉄の
層と、少なくとも1つの酸化チタンの層とを含む。
【００５４】
　本発明によれば、粒子(P1)又は(P2)の基材はまた、オキシ塩化ビスマス、ウルトラマリ
ンブルー、プルシアンブルー、マンガンバイオレット、コチニールカルミン及びそれらの
混合物から成る少なくとも1つの層で更に覆われることが可能である。
【００５５】
　したがって、本発明による粒子(P1)又は(P2)は、少なくとも1つの金属酸化物の層に加
えて、本明細書で上に定義した追加の層を含むことができる。
【００５６】
　本発明による粒子(P1)はまた、少なくとも1つのシリカの層も更に含んでよい。この実
施形態によれば、このシリカの層は、前記粒子の表面上に位置しなくてもよい。したがっ
て、それは、前記粒子の最も外側の層でなくてもよい。本発明による真珠光沢剤粒子(P1)
がシリカの層を含む場合、シリカの層は、別の層、例えば金属酸化物の層で覆われなけれ
ばならない。
【００５７】
　本発明の枠組みに組み入れられ得る真珠光沢剤(P1)を例示する目的で特に挙げることが
できるのは、BASF Personal Care Ingredients社により市販されているFlamenco、Timica
、Cloisonne、Cosmica、Gemtone及びChroma-liteの範囲の真珠光沢剤であり、MERCK社に
より市販されているTimiron、Colorona及びMicronaであり、並びにSUDARSHAN CHEMICAL社
により市販されているPearlescent Pigment Prestigeの範囲の真珠光沢剤である。
【００５８】
　一実施形態によれば、本発明による真珠光沢剤粒子(P2)は、基材としてシリカ又はホウ
ケイ酸塩を含み、少なくとも2つの金属酸化物の層、好ましくは酸化チタンの層及び酸化
スズの層を含む。
【００５９】
　一実施形態によれば、本発明による真珠光沢剤粒子(P2)は、基材としてマイカを含む。
【００６０】
　一実施形態によれば、本発明による真珠光沢剤粒子(P2)は、基材としてマイカを含み、
外側の層として1つ又は2つの金属酸化物の層及びシリカを含む。
【００６１】
　本発明の枠組みに組み入れられ得る真珠光沢剤(P2)を例示する目的で特に挙げることが
できるのは、BASF Personal Care Ingredients社により名称Reflecks Gilded Gold G232L
で市販されている真珠光沢剤;MERCK社により名称Timiron Splendid Red及びTimiron Arti
c Silverで、名称Colorona Precious Gold、Xirona Magic Mauve及びRonastar Goldで市
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販されている真珠光沢剤、並びに日本板硝子株式会社により名称Metashine MC 1080RR及
びMicroglass Metashine MC 2080 PSS1で市販されている真珠光沢剤である。
【００６２】
水性相
　本発明による化粧用組成物は、その中で真珠光沢剤粒子が分散される水性相を含む。
【００６３】
　一実施形態によれば、水性相は、組成物の総質量に対して5質量%～80質量%、特に10質
量%～80質量%の水を含む。
【００６４】
　更に特定すると、この水性相は、組成物の総質量に対して10質量%～60質量%、特に15質
量%～60質量%の水を含む。
【００６５】
　一実施形態によれば、真珠光沢剤粒子が本発明による粒子(P1)であるとき、水性相は、
組成物の総質量に対して5質量%～80質量%、特に10質量%～60質量%の水を含む。
【００６６】
　一実施形態によれば、真珠光沢剤粒子が本発明による粒子(P2)であるとき、水性相は、
組成物の総質量に対して10質量%～80質量%、特に15質量%～60質量%の水を含む。
【００６７】
　本発明に好適な水はまた、天然の湧水又はフローラルウォーターであることもできる。
詳細には、本発明に好適な水は、フローラルウォーター、例えばヤグルマギク水、及び/
若しくはミネラルウォーター、例えばVITTEL水、LUCAS水若しくはLA ROCHE POSAY水、並
びに/又は湧水とすることができる。
【００６８】
　一実施形態によれば、本発明の組成物の水性相は、水に混和性の有機溶媒を少なくとも
1種更に含むことができる。
【００６９】
　水に混和性のこの有機溶媒は、以下から選択することができる:
-　1～8個の炭素原子、特に2～5個の炭素原子を有する一価アルコール、例えばエタノー
ル及びイソプロパノール
-　2～8個の炭素原子を含むグリコール、例えばプロピレングリコール、ブチレングリコ
ール、ペンチレングリコール、ヘキシレングリコール、ジプロピレングリコール及びカプ
リリルグリコール
-　ポリエチレングリコール
-　2～8個の炭素原子を有する多価アルコール、例えばグリセロール、並びに
-　それらの混合物。
【００７０】
　詳細には、本発明の組成物の水性相は、エタノール、プロピレングリコール、グリセロ
ール又はそれらの混合物を含むことができる。一実施形態によれば、水性相は、水に加え
て、エタノールとプロピレングリコールとグリセロールとの混合物を含む。
【００７１】
　水性相はまた、水性相と相溶性の、任意の水に溶解性の又は水に分散性の化合物も含有
することができる。これらの化合物のうち、活性物質、着色剤、塩化ナトリウム及び硫酸
マグネシウム等の塩、ゲル化剤、保存剤、及び化粧料で通常使用される水に溶解性の任意
の他の添加剤を挙げることができる。
【００７２】
油性相
　本発明による組成物はまた、その密度が水性相の密度よりも低い油性相も含む。このよ
うに、静止状態で油性相は水性相の上にあり、本発明による組成物の上層を構成する。
【００７３】
　本発明による密度は、室温での密度に相当する。
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【００７４】
　一実施形態によれば、油性相は、前記組成物の総質量に対して、5質量%～85質量%、特
に5質量%～70質量%、好ましくは20質量%～70質量%、特に20質量%～60質量%、優先的には3
0質量%～60質量%、特に30質量%～50質量%を占める。
【００７５】
　一実施形態によれば、真珠光沢剤粒子が本発明による粒子(P1)であるとき、油性相は、
組成物の総質量に対して、5質量%～70質量%、好ましくは20質量%～60質量%、優先的には3
0質量%～50質量%を占める。
【００７６】
　一実施形態によれば、真珠光沢剤粒子が本発明による粒子(P2)であるとき、油性相は、
組成物の総質量に対して、5質量%～85質量%、好ましくは20質量%～70質量%、優先的には3
0質量%～60質量%を占める。
【００７７】
　本発明による組成物の油性相(又は脂肪相)は、少なくとも1種の油を含む。それは、1種
の油、又は複数の油の混合物から構成されてよい。用語「油」は、室温(20～25℃)及び大
気圧で液体形態にある任意の脂肪物質を意味すると企図される。この油は、動物、植物、
鉱物又は合成由来のものであってよい。
【００７８】
　一実施形態によれば、油は、炭化水素油、シリコーン油、フッ素化油及びそれらの混合
物から成る群から選択される。
【００７９】
　本発明によれば、用語「炭化水素油」は、主に水素原子及び炭素原子を含有する油を示
す。
【００８０】
　用語「シリコーン油」は、少なくとも1個のケイ素原子を含み、特に少なくとも1つのSi
-O基を含む油を示す。
【００８１】
　用語「フッ素化油」は、少なくとも1個のフッ素原子を含む油を示す。
【００８２】
　油は、例えばヒドロキシル基又は酸基の形態にある、酸素、窒素、硫黄及び/又はリン
の各原子を任意に含んでよい。
【００８３】
　一実施形態によれば、本発明による組成物の油性相は、少なくとも1種の揮発性油及び/
又は少なくとも1種の不揮発性油を含む。
【００８４】
揮発性油
　一実施形態によれば、本発明による組成物の油性相は、少なくとも1種の揮発性油を含
む。本発明による組成物の油性相は、複数種の揮発性油の混合物を含んでよい。
【００８５】
　用語「揮発性油」は、室温及び大気圧で、皮膚又は唇と接触して1時間未満で蒸発する
ことができる任意の非水性媒体を意味すると企図される。揮発性油は、室温で液体である
揮発性化粧用油である。より正確には、揮発性油は、上下値を含めて0.01mg/cm2/分から2
00mg/cm2/分の間の蒸発速度を有する。
【００８６】
　この蒸発速度を測定するために、試験対象の15gの油又は油の混合物を直径7cmの晶析器
に導入し、制御温度25℃及び湿度測定で相対湿度50%の、約0.3m3の大きなチャンバ中に設
置した秤に載せる。前記油又は前記混合物を含有する晶析器の方に羽根を向け、晶析器の
基部に対して20cm離して、晶析器の上方に垂直に配置した送風機(PAPST-MOTOREN、参照番
号8550N、2700rpmで回転)で換気することによって、液体を撹拌せずに自由に蒸発させる
。晶析器に残留している油の質量を、一定の間隔で測定する。蒸発速度は、単位面積(cm2
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)及び単位時間(分)当たりの蒸発した油のmgで表す。
【００８７】
　揮発性油は、炭化水素油、シリコーン油又はフッ素化油であってよい。
【００８８】
　揮発性油は、8～16個の炭素原子を有する炭化水素油、とりわけ分枝状のC8～C16アルカ
ン(イソパラフィン又はイソアルカンとしても知られる)、例えばイソドデカン(2,2,4,4,6
-ペンタメチルヘプタンとしても知られる)、イソデカン、イソヘキサデカン、及び例えば
商品名ISOPARS(登録商標)又はPERMETHYLS(登録商標)で販売されている油から選択するこ
とができる。
【００８９】
　揮発性炭化水素油として更に挙げることができるのは、直鎖状のC9～C17アルカン、例
えばそれぞれが参照名PARAFOL(登録商標)12-97及びPARAFOL(登録商標)14-97(Sasol)で市
販されているドデカン(C12)及びテトラデカン(C14)、及び例えば国際出願WO2007/068371 
A1に記載されている方法に従って得られるアルカン、例えば参照名CETIOL(登録商標)UT(C
ognis社)で市販されているウンデカン(C11)とトリデカン(C13)との混合物である。
【００９０】
　揮発性油として、揮発性シリコーン、例えば揮発性の直鎖状又は環状シリコーン油、特
に、粘度が8センチストーク(cSt)(8×10-6m2/s)以下で、特に2～10個のケイ素原子、とり
わけ2～7個のケイ素原子を有するものを使用することも可能であり、これらのシリコーン
は、1～10個の炭素原子を有するアルキル基又はアルコキシル基を任意に含む。本発明中
で使用され得る揮発性シリコーン油として、具体的には、粘度が5cSt及び6cStのジメチコ
ーン、オクタメチルシクロテトラシロキサン、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、ヘプタメチルヘキシルトリシロキサン、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、オクタメチルトリシロキサン、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及びそれらの混合物を引用す
ることができる。
【００９１】
　より特定すると、揮発性シリコーン油として挙げることができるのは、2～7個のケイ素
原子を有する直鎖状又は環状シリコーン油であり、これらのシリコーンは、1～10個の炭
素原子を有するアルキル基又はアルコキシル基を任意に含む。
【００９２】
　揮発性シリコーン油のうち、ドデカメチルペンタシロキサンが好ましい。
【００９３】
　揮発性フッ素化油として挙げることができるのは、例えば、ノナフルオロメトキシブタ
ン又はペルフルオロメチルシクロペンタン及びそれらの混合物である。
【００９４】
不揮発性油
　一実施形態によれば、本発明による組成物の油性相は、少なくとも1種の不揮発性油を
含む。本発明による組成物の油性相は、幾つかの不揮発性油の混合物を含んでよい。
【００９５】
　用語「不揮発性油」は、室温及び大気圧で皮膚又はケラチン繊維上に残留する油を示す
。より正確には、不揮発性油は、蒸発速度が、厳密には0.01mg/cm2/分未満である。
【００９６】
　不揮発性油は、特に、不揮発性炭化水素油、フッ素化油及び/又はシリコーン油から選
択することができる。
【００９７】
　不揮発性炭化水素油として挙げることができるのは、以下のものである:
-　動物由来の炭化水素油、例えばペルヒドロスクアレン
-　植物由来の炭化水素油、例えば植物ステロール(phytostearyl)、例としては植物ステ
ロールのオレイン酸エステル、植物ステロールのイソステアリン酸エステル、及びラウロ
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イル/オクチルドデシル/植物ステロールのグルタミン酸エステル(味の素株式会社、ELDEW
 PS203)、グリセロールと脂肪酸とのエステルから構成されたトリグリセリド、特にその
脂肪酸がC4～C36、特にC18～C36の鎖長を有することができるもの(これらの油は、直鎖状
又は分枝状、飽和又は不飽和である可能性がある)、これらの油は、特にヘプタン酸又は
オクタン酸トリグリセリド、シア油、アルファルファ油、ケシ油、パンプキン油、キビ(m
illet)油、オオムギ油、キノア油、ライムギ油、ククイ油、パッションフラワー油、シア
バター、アロエ油、スイートアーモンド油、ピーチ核油、落花生油、アルガン油、アボカ
ド油、バオバブ油、ボラージ(borage)油、ブロッコリー油、キンセンカ油、カメリナ油、
キャノーラ油、ニンジン油、ベニバナ油、亜麻油、ナタネ油、綿実油、ヤシ油、パンプキ
ン種子油、コムギ胚芽油、ホホバ油、ユリ油、マカダミア油、トウモロコシ油、メドウフ
ォーム油、セイヨウオトギリソウ油、モノイ油、ヘーゼルナッツ油、杏仁油、クルミ油、
オリーブ油、月見草油、パーム油、ブラックカラント種子油、キウイ種子油、ブドウ種子
油、ピスタチオ油、パンプキンカボチャ油、冬カボチャ油、ジャコウバラ油、ゴマ油、大
豆油、ヒマワリ油、ヒマシ油及びスイカ油、並びにそれらの混合物、或いはSTEARINERIE 
DUBOIS社から販売されているもの又はDYNAMIT NOBEL社により名称MIGLYOL 810(登録商標)
、812(登録商標)及び818(登録商標)で販売されているもの等のカプリル酸/カプリン酸ト
リグリセリドであってよい
-　鉱物又は合成由来の直鎖状又は分枝状の炭化水素、例えば流動パラフィン及びそれら
の誘導体、ワセリン、ポリデセン、ポリブテン、水添ポリイソブテン、例えばParleam
-　10～40個の炭素原子を有する合成エーテル
-　合成エステル、例えば式R1COOR2(式中、R1は、1～40個の炭素原子を含む直鎖状又は分
枝状の脂肪酸の残基を表し、R2は、1～40個の炭素原子を有する炭化水素鎖、特に分枝状
の炭化水素鎖を表し、但し、R1鎖の炭素原子数とR2鎖の炭素原子数との和は10以上である
)の油。エステルは、特に脂肪アルコールと酸とのエステルから選択することができ、例
えば、オクタン酸セトステアリル、イソプロピルアルコールエステル、例えばミリスチン
酸イソプロピル、パルミチン酸イソプロピル、パルミチン酸エチル、パルミチン酸2-エチ
ルヘキシル、ステアリン酸イソプロピル又はイソステアリン酸イソプロピル、イソステア
リン酸イソステアリル、ステアリン酸オクチル、ヒドロキシル化エステル、例えば乳酸イ
ソステアリル、ヒドロキシステアリン酸オクチル、アジピン酸ジイソプロピル、ヘプタン
酸エステル、特にヘプタン酸イソステアリル;オクタン酸、デカン酸又はリシノール酸の
アルコール又は多価アルコールエステル、例えばジオクタン酸プロピレングリコール、オ
クタン酸セチル、オクタン酸トリデシル、4-ジヘプタン酸及びパルミチン酸2-エチルヘキ
シル、安息香酸アルキル、ジヘプタン酸ポリエチレングリコール、2-ジエチルヘキサン酸
プロピレングリコール及びそれらの混合物、C12～C15安息香酸アルキル、ラウリン酸ヘキ
シル、ネオペンタン酸エステル、例えば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又はネオペンタン酸オクチルドデシル、イソ
ノナン酸エステル、例えばイソノナン酸イソノニル、イソノナン酸イソトリデシル及びイ
ソノナン酸オクチル、ヒドロキシル化エステル、例えば乳酸イソステアリル及びリンゴ酸
ジイソステアリルである
-　12～26個の炭素原子を有する分枝状及び/又は不飽和の炭素鎖を含む、室温で液体であ
る脂肪アルコール、例えば2-オクチルドデカノール、イソステアリルアルコール、オレイ
ンアルコール、2-ヘキシルデカノール、2-ブチルオクタノール及び2-ウンデシルペンタデ
カノール
-　C12～C22高級脂肪酸、例えばオレイン酸、リノール酸、リノレン酸及びそれらの混合
物
-　2つのアルキル鎖が、同一であっても異なっていてもよい、炭酸ジアルキル、例えばCO
GNIS社により名称CETIOL CC(登録商標)で市販されている炭酸ジカプリリル
-　任意に、部分的に炭化水素系及び/又はシリコーン系であるフッ素化油、例えば文献EP
-A-847 752に記載されているフルオロシリコーン油、フッ素化ポリエーテル又はフッ素化
シリコーン
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-　シリコーン油、例えば不揮発性で直鎖状又は環状のポリジメチルシロキサン(PDMS);シ
リコーン鎖のペンダント基である又はシリコーン鎖の末端にある、2～24個の炭素原子を
有する、アルキル基、アルコキシ基又はフェニル基を含むポリジメチルシロキサン;フェ
ニル化シリコーン、例えばフェニルトリメチコーン、フェニルジメチコーン、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ーン、ジフェニルメチルジ
フェニル-トリシロキサン又は(2-フェニルエチル)トリメチルシロキシシリケート、並び
に
-　それらの混合物。
【００９８】
　鉱物又は合成由来の直鎖状又は分枝状の炭化水素のうち、パラフィン油又はワセリンが
好ましくは使用される。
【００９９】
　植物由来の炭化水素油のうち挙げることができるのは、好ましくは、植物油、例えばス
イートアーモンド油、ホホバ油又はマカダミアナッツ油である。
【０１００】
　一実施形態によれば、油性相は、少なくとも1種の不揮発性炭化水素油を含む。好まし
くは、この不揮発性炭化水素油は、室温で液体の脂肪アルコール、及び本明細書で上に定
義したもの等の合成エステル、並びにそれらの混合物から選択される。
【０１０１】
　一実施形態によれば、油性相は、イソノナン酸イソノニルを含む。
【０１０２】
　一実施形態によれば、油性相は、オクチルドデカノールを含む。
【０１０３】
　一実施形態によれば、油性相は、少なくとも1種の揮発性シリコーン油を含む。好まし
くは、この揮発性シリコーン油は、ドデカメチルペンタシロキサンである。
【０１０４】
　油性相は、好ましくは、澄んでいて透明である。
【０１０５】
　油性相はまた、任意の脂溶性化合物を含有することができる。これらの脂溶性化合物の
うち挙げることができるのは、香水、着色剤、活性物質又はゲル化剤である。
【０１０６】
生理的に許容される媒体
　本明細書で上に示した化合物、即ち、水性相、油性相及び真珠光沢剤粒子以外に、本発
明による組成物は、生理的に許容される媒体を含む。
【０１０７】
　用語「生理的に許容される媒体」は、本発明の組成物を、皮膚、毛髪又は唇へ適用する
のにとりわけ好適な媒体を示すことが企図される。
【０１０８】
　生理的に許容される媒体は、一般に、組成物が適用されるべき支持体の性質及び組成物
を包装する方法に適したものである。
【０１０９】
染料
　本発明の組成物はまた、真珠光沢剤粒子に加えて、追加の染料、又は追加の染料の混合
物も含むことができる。
【０１１０】
　好ましい一実施形態によれば、追加の染料の含有量は、前記組成物の総質量に対して、
0質量%～1質量%、特に0.0001質量%～0.5質量%の範囲である。
【０１１１】
　一実施形態によれば、本発明による組成物は、少なくとも1種の着色剤を含む。それら
は、1種の着色剤、又は幾つかの着色剤の混合物を含むことができ、これらの着色剤は、
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水性相及び/又は油性相中に存在することができる。
【０１１２】
　一実施形態によれば、本発明による組成物は、水性相中に着色剤を含み、油性相中に別
の着色剤を含む。
【０１１３】
　用語「色素」は、油等の脂肪又は水性アルコール相に溶解性である有機化合物を一般に
指す。
【０１１４】
　したがって、本発明による化粧用組成物はまた、水に溶解性又は脂溶性の着色剤も含ん
でよい。
【０１１５】
　脂溶性の色素は、例えば、Sudan Red、DC Red 21号、DC Red 27号、DC Green 6号、-カ
ロテン、大豆油、Sudan Brown、DC Yellow 11号、DC Violet 2号、DC Orange 5号及びQui
noline Yellowである。
【０１１６】
　水に溶解性の着色剤は、例えば、ビーツの根の汁及びキャラメル、又は着色剤DC Red 4
号、DC Red 6号、DC Red 22号、DC Red 28号、DC Red 30号、DC Red 33号、DC Orange 4
号、FDC Yellow 5号、FDC Yellow 6号、DC Yellow 8号、FDC Green 3号、DC Green 5号及
びFDC Blue 1号である。
【０１１７】
添加剤
　本発明による化粧用組成物は、検討中の分野で通常使用される任意の添加剤、例えば、
ガム、アニオン性、カチオン性、両性又は非イオンの界面活性剤、シリコーン界面活性剤
、ガム、樹脂、分散剤、半結晶性ポリマー、抗酸化剤、精油、保存剤、香水、中和剤、防
腐剤、抗UV保護剤、化粧用活性剤、例えばビタミン、水和剤、皮膚軟化剤又はコラーゲン
保護剤、及びそれらの混合物から選択されるものも更に含むことができる。
【０１１８】
　当業者であれば、これらの組成物のために探究される化粧上の性質及び安定性の性質が
、添加剤によって影響されないように、本発明による組成物中に存在する添加剤のタイプ
及び量を、定型操作で調節することができる。
【０１１９】
アプリケータ
　本発明により含まれる化粧用組成物は、顔用若しくは体用の、トリートメント若しくは
メークアップ製品又はヘアケア製品であってよい。
【０１２０】
　そのため、これらの組成物は、皮膚又は毛髪上へ適用されることが企図される。
【０１２１】
　本発明の組成物は、化粧料で通常使用される、任意のタイプの且つ任意の形の瓶の中で
、より好ましくはガラス又はプラスチック材料、例えばポリエチレンテレフタレート(PET
)で作製された透明な瓶の中で調整されることが可能である。
【０１２２】
　本発明は、壁がガラスで作製されている瓶に特によく合う。
【０１２３】
　本発明はまた、非治療的な皮膚化粧トリートメント方法にも関し、本発明による組成物
の少なくとも1つの層を皮膚上へ適用する工程を含む。
【０１２４】
　本発明はまた、非治療的なメークアップ及び/又はスキンケアの方法にも関し、本発明
による組成物の少なくとも1つの層を皮膚上に適用する工程を含む。
【０１２５】
　本発明はまた、ケラチン繊維で被覆する方法にも関し、本発明による化粧用組成物を前
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記ケラチン繊維上に適用する工程を含む。
【０１２６】
　本出願の全体にわたり、用語「を含む(comprising a)」又は「を含む(including a)」
は、特段の指定がない限り、「少なくとも1つを含む」を意味する。
【０１２７】
　上の記載全体にわたり、特段の指定がない限り、用語「xからyの間」は、包括された範
囲を指し、即ち値x及びyは、該範囲に含まれる。
【実施例】
【０１２８】
真珠光沢剤の、静止状態での集塊の評価試験
　真珠光沢剤の、静止状態での集塊を評価するために、本発明の枠組みにおいて以下の試
験を実施する:
　組成物20gのサンプルを、約30mL(直径2.5cm、高さ8cm)の瓶の中へ導入する。
　採取するサンプルが組成物に対して忠実であることを確実にするために、サンプルは、
組成物を振って均質化した後に条件付けする。サンプルは、製造直後にそのまま採取する
ことが可能である。
　瓶を、垂直の位置で、24時間置いたままにし、次いでそれを垂直方向の強い動きにより
10回かき回す。
　次いで、真珠光沢剤の集塊を判定する:
-　組成物全体で真珠光沢剤の完全な再均質化がある場合、真珠光沢剤は本発明によるも
のであり、
-　真珠光沢剤が瓶の底で集塊したままである場合、又は均質化が部分的のみである場合
、そうであれば組成物は本発明によるものではない。
【０１２９】
(実施例1～3)
真珠光沢剤の基材の性質の影響
　実施例1～3は、静止状態での集塊の現象に対する、真珠光沢剤(粒子(P1))の基材の性質
の影響を示すことを可能にするものである。
【０１３０】
【表１】

【０１３１】
手順
　実施例1～3の組成物を、本明細書でこの後記載するプロトコルに従って用意する:
　ビーカー内に成分を秤量し、次いで均質化するまで磁気バーを用いて撹拌することによ
って、水性相Aを別に用意する。
　油性相Bを、同様に、別に用意する。
　次いで、水性相Aを、主なビーカー中へ導入し、分散タービンRaynerieを用いて速度500
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　次いで、真珠光沢剤(相C)を、正しく均質化されるように、撹拌しながら水性相中へ導
入する。
　次いで、油性相Bを、撹拌を維持しながらビーカー中へ導入する。
　組成物を、条件付けする前に15分間、再び撹拌する。
【０１３２】
【表２】

【０１３３】
　結果として、本明細書で上に記載した真珠光沢剤粒子(P1)は、本発明による組成物、即
ち静止状態で3相の組成物を得ることを可能にすることが観察された。加えて、これらの
組成物中で、真珠光沢剤は、撹拌後に再均質化されやすい。
【０１３４】
　基材が、本発明の粒子(P1)の基材と異なるとき、真珠光沢剤のこの均質化は、それほど
満足のいくようには得られない。
【０１３５】
　粒子(P2)は、3相の組成物を得ることを可能にするが、得られた組成物は、真珠光沢剤
の再均質化の性質の点で有利さが少ない。しかしながら、これらの粒子は、壁への付着の
点で有利な組成物を得ることを可能にする(実施例15及び16を参照)。
【０１３６】
(実施例4～9)
粒径の多様性
　実施例4～9は、二酸化チタンの百分率が30%以下である本発明の真珠光沢剤(P1)を示す
。
【０１３７】
【表３】

【０１３８】
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【表４】

【０１３９】
手順
　実施例4～9の組成物を、本明細書で上に実施形態1～3について記載したプロトコルに従
って用意する。
【０１４０】
官能評価
　25～50歳の4人の女性パネルに、実施例4を、顔及び胸のメークアップとして適用するよ
う依頼した。
【０１４１】
　この評価の結果は、製品が、ほとんど真珠状でなく、脂性又は粘着性に感じられないこ
とから、快適なメークアップ結果をもたらすことを示している。
【０１４２】
(実施例10～12)
チタンの百分率の影響
　実施例10～12は、酸化チタンの百分率が30%超であるときの真珠光沢剤(粒子(P1))の粒
径の影響を示すことを可能にするものである。
【０１４３】

【表５】

【０１４４】
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【表６】

【０１４５】
手順
　実施例10～12の組成物を、本明細書で上に実施形態1～3について記載したプロトコルに
従って用意する。
【０１４６】
　結果として、本明細書で上に記載した真珠光沢剤粒子(30質量%超の二酸化チタンを含有
するが粒径が20μm未満である)は、本発明による組成物、即ち、真珠光沢剤が撹拌後に再
均質化されやすい、静止状態で3相の組成物を得ることを可能にすることが観察された。
【０１４７】
　二酸化チタンの含有量が30質量%超であり且つ粒径が20μm超であるとき、真珠光沢剤の
この均質化は、満足のいくようには得られない。
【０１４８】
(実施例13及び14)
油の性質における多様性
　実施例13及び14は、本発明の異なる油を示す。
【０１４９】

【表７】

【０１５０】
【表８】
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【０１５１】
手順
　実施例13～14の組成物を、本明細書で上に実施形態1～3について記載したプロトコルに
従って用意する。
【０１５２】
　実施例13及び14による油の性質における変化が、本発明による組成物を得ることを可能
にすることが観察された。
【０１５３】
真珠光沢剤の、壁への付着性の評価試験
　真珠光沢剤の、壁への付着性を評価するために、本発明の枠組みにおいて以下の試験を
実施する:
　組成物のサンプル20gを、約30mL(直径2.5cm、高さ8cm)のガラス瓶の中へ導入する。
　採取するサンプルが組成物に対して忠実であることを確実にするために、サンプルは、
組成物を振って均質化させた後に条件付けする。サンプルは、製造直後にそのまま採取す
ることが可能である。
　瓶を、評価する前に、垂直な位置で24時間、静止状態のままにする。
　次いで、瓶の壁の清浄度を判定する:
-　真珠光沢剤の全体量が液体媒体中で沈殿している場合、真珠光沢剤は、本発明による
ものである。
-　真珠光沢剤の一部が瓶の壁に付着している場合、そうであれば組成物は本発明による
ものではない。
【０１５４】
(実施例15～17)
真珠光沢剤の基材の性質の影響
　実施例15～17は、壁への付着性の現象に対して、真珠光沢剤(粒子(P2))の基材の性質の
影響があることを示すことを可能にする。
【０１５５】
【表９】

【０１５６】
手順
　ビーカー中に成分を秤量し、次いで均質化するまで磁気バーを用いて撹拌することによ
って、水性相Aを別に用意する。
　油性相Bを、同様に、別に用意する。
　次いで、水性相Aを、主なビーカー中へ導入し、分散タービンRaynerieを用いて速度500
rpmで撹拌する。
　次いで、真珠光沢剤(相C)を、正しく均質化されるように、撹拌しながら水性相中へ導
入する。
　次いで、油性相Bを、撹拌を維持しながらビーカー中へ導入する。
　組成物を、条件付けする前に15分間、再び撹拌する。
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【０１５７】
真珠光沢剤の、壁への付着性
【０１５８】
【表１０】

【０１５９】
　実施例15及び16は、本明細書の上記の実施例2及び3の粒子(P2)に相当し、実施例17は、
本明細書の上記の実施例1の粒子(P1)に相当する。
【０１６０】
　本明細書の上に記載した真珠光沢剤粒子(P2)は、本発明による組成物、即ち、静止状態
で3相の組成物を得ることを可能にすることが観察された。加えて、これらの組成物中で
、真珠光沢剤は、液体媒体中で限局され、それらを含有する瓶の壁に付着しない。
【０１６１】
　基材が本発明の粒子(P2)と異なるとき、組成物は満足のいくものではなく、真珠光沢剤
粒子は瓶の壁に付着する。
【０１６２】
　粒子(P1)は、3相の組成物を得ることを可能にするが、得られた組成物は、真珠光沢剤
の、壁への付着性という性質の点では有利さが少ない。
【０１６３】
官能評価
　25～50歳の4人の女性パネルに、実施例2を、顔及び胸のメークアップとして適用するよ
う依頼した。
【０１６４】
　この評価の結果は、製品が、微細であり、滑らかであり、塗りやすいという質感を有す
る、というものである。
【０１６５】
(実施例18～21)
シリカの層の位置の影響
　実施例18～21は、壁への付着の現象に対する、粒子(P2)のシリカの層の位置の影響を示
すことを可能にするものである。
【０１６６】
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【表１１】

【０１６７】
手順
　実施例18～21の組成物を、本明細書で上に実施形態1～3について記載したプロトコルに
従って用意する。
【０１６８】
真珠光沢剤の、壁への付着性
【０１６９】
【表１２】

【０１７０】
　結果として、本明細書で上に記載した真珠光沢剤粒子(P2)(基材としてのマイカ、及び
シリカ外層を含有する)は、本発明による組成物、即ち、真珠光沢剤が液体媒体中で限局
されている、静止状態で3相の組成物を得ることを可能にすることが観察された。
【０１７１】
　真珠光沢剤粒子(P2)が基材としてマイカを含有するがシリカ外層を含有しないとき、こ
れらの真珠光沢剤粒子は、瓶の壁に付着し、これは本発明によれば満足のいくものではな
い。
【０１７２】
(実施例22)
酸化鉄の百分率の影響
　実施例22は、実施例15(本発明)と比較して、酸化鉄の百分率の影響を示すことを可能に
するものであり、酸化鉄は、本発明によれば、50%以下でなければならない。
【０１７３】
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【表１３】

【０１７４】
手順
　実施例22の組成物を、本明細書で上に実施形態15～17について記載したプロトコルに従
って用意する。
【０１７５】
真珠光沢剤の、壁への付着性
【０１７６】
【表１４】

【０１７７】
　結果として、本明細書で上に記載した真珠光沢剤粒子(P2)(50質量%未満の酸化鉄を含有
する)は、本発明による組成物、即ち、真珠光沢剤が液体媒体中で限局されている静止状
態で3相の組成物を得ることを可能にすることが観察された。
【０１７８】
　酸化鉄の含有量が50質量%超であるとき、真珠光沢剤は、瓶の壁へ付着し、これは、本
発明によれば満足のいくものではない。
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