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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　- 有機溶媒または水性溶媒中に分散された形態で、少なくとも1つの油、2-アクリルア
ミド-2-メチルプロパンスルホン酸のコポリマーから選択される少なくとも1つのゲル化剤
、ならびに8から24個の炭素原子を含む、飽和または不飽和鎖の脂肪酸のポリオールエス
テル、およびこれらのアルコキシ化された誘導体、C8～C24脂肪酸のポリエチレングリコ
ールエステルおよびこれらのアルコキシ化誘導体、C8～C24脂肪酸のソルビトールエステ
ルおよびこれらのアルコキシ化誘導体、C8～C24脂肪酸の糖(スクロース、グルコース、ア
ルキルグルコース)エステルおよびこれらのアルコキシ化誘導体、脂肪アルコールのエー
テル、糖およびC8～C24脂肪アルコールのエーテル、ならびにこれらの混合物から選択さ
れる、少なくとも1つの非イオン性界面活性剤を含む、5質量%未満の水を含むまたは無水
物の、30質量%から95質量%の範囲の含有量の油を有する組成物Aを利用可能にする工程、
　- 水を含む、水性組成物Bを利用可能にする工程、
　- 組成物AとBを別々に実装する工程、
　- 組成物AとBをその場で手動の撹拌によって混合し、エマルションを形成する工程、
を含み、その後混合物をケラチン物質に適用する、ケラチン物質の美容トリートメントの
ための方法。
【請求項２】
　組成物Bが、水および/または少なくとも1つの水溶性有機溶媒を含むことを特徴とする
、請求項１に記載の方法。
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【請求項３】
　組成物Bが、水および少なくとも1つの水溶性有機溶剤を含むことを特徴とする、請求項
１または２に記載の方法。
【請求項４】
　組成物Bが、少なくとも70質量%の水を含むことを特徴とする、請求項１から３のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項５】
　組成物Aのゲル化剤が、油中水型逆エマルションの形態をとるポリマーから選択される
ことを特徴とする、請求項１から４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　組成物Aのゲル化剤が、a) α,β-モノエチレン性不飽和カルボン酸、およびb) 2-アク
リルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸に基づくコポリマー、ならびにこれらの混合物
から選択されることを特徴とする、請求項１から５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　組成物Aが、2-アクリルアミド-2-メチル-プロパンスルホン酸とアルキル(メタ)アクリ
ルアミドとのコポリマーから選択される、少なくとも1つのゲル化剤を含むことを特徴と
する、請求項１から６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　ゲル化剤が、組成物Aの全質量に対して、0.1質量%から25質量%の範囲の乾燥物質含有量
で存在することを特徴とする、請求項１から７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　組成物Aが、a) 以下の構造：
【化１】

（ここで、nはアミド部分の整数を示し、エステル基の数は、エステル及びアミド基の総
数の10%から50%に相当し、それぞれの出現において、R1は独立に少なくとも4個の炭素原
子を有するアルキルまたはアルケニル基であり、それぞれの出現において、R2は独立にC4
からC55の炭化水素基を表し、ただし少なくとも50%のR2基はC30からC55の炭化水素基を表
し、それぞれの出現において、R3は独立に少なくとも2個の炭素原子および水素原子を有
する有機基を表し、それぞれの出現において、R4は独立に水素原子、C1からC10のアルキ
ル基またはR3あるいは別のR4への直接の結合を表し、R3およびR4の両方はR4-N-R3によっ
て定義された複素環式構造の結合された形態の一部であり、R4のうちの少なくとも50%は
水素原子を表す）
のポリアミドポリマー、b) オレフィンコポリマー、c) 半結晶性ポリマー、d) 脂肪酸の
デキストリンエステル、e) 焼成シリカ、およびf) 有機親和性粘土、ならびにこれらの混
合物から選択される、少なくとも1つの親油性構造化剤を含むことを特徴とする、請求項
１から８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　組成物Aが、脂肪酸のデキストリンエステルから選択される、少なくとも1つの親油性構
造化剤を含むことを特徴とする、請求項１から９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記親油性構造化剤が、組成物Aの全質量に対して、0.5質量%から20質量%に相当する、
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請求項９または１０に記載の方法。
【請求項１２】
　組成物Aが、組成物AおよびBの全質量に対して、2から70質量%に相当する、請求項１か
ら１１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　組成物Aが、C8～C24脂肪酸のスクロースエステル、C8～C24脂肪酸と20から100のEOを含
むアルコキシ化ソルビタンとのエステル、セスキステアリン酸アルキルグルコース、C8～
C24脂肪酸とメチルグルコースとのエトキシ化エーテル、エトキシ化パームおよびコプラ
グリセリドの混合物、ならびにこれらの混合物から選択される、少なくとも1つの界面活
性剤を含むことを特徴とする、請求項１から１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　- 有機溶媒または水性溶媒中に分散された形態で、少なくとも1つの油、2-アクリルア
ミド-2-メチルプロパンスルホン酸のコポリマーから選択される少なくとも1つのゲル化剤
、ならびに8から24個の炭素原子を含む、飽和または不飽和鎖の脂肪酸のポリオールエス
テル、およびこれらのアルコキシ化された誘導体、C8～C24脂肪酸のポリエチレングリコ
ールエステルおよびこれらのアルコキシ化誘導体、C8～C24脂肪酸のソルビトールエステ
ルおよびこれらのアルコキシ化誘導体、C8～C24脂肪酸の糖(スクロース、グルコース、ア
ルキルグルコース)エステルおよびこれらのアルコキシ化誘導体、脂肪アルコールのエー
テル、糖およびC8～C24脂肪アルコールのエーテル、ならびにこれらの混合物から選択さ
れる、少なくとも1つの非イオン性界面活性剤を含む、5質量%未満の水を含むまたは無水
物の、30質量%から95質量%の範囲の含有量の油を有する組成物A、および
　- 水を含む、水性組成物B、
を含み、組成物AおよびBは別々に実装されている、エマルション形態の化粧品の処方のた
めのキット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、化粧品の処方のためのキットに関し、特に2つの組成物を含むエマルション
形態における化粧品の処方のためのキットに関し、組成物はその場で混合され、エマルシ
ョン形態における化粧品を形成するように意図される。
【０００２】
　本発明はまた、ケラチン物質、例えば皮膚、粘膜、およびケラチン線維、例えば毛髪の
美容トリートメントのための方法に関し、前記組成物を利用する。
【背景技術】
【０００３】
　ユーザーは、利用しようとした場合に、すぐに作ることを望む使用のために好適な、利
用可能な「個別の」組成物をますます望んでいる。したがって、彼らの気分、季節、外部
温度または皮膚の問題に応じて、ユーザーはその時の彼/彼女の要求のために好適な利用
可能な組成物を利用可能にすること、例えば、多かれ少なかれ粘度が高く、または高かれ
低かれ活性成分濃度を有し、あるいは特定の色または香りを有する組成物を利用可能にす
ることを狙っている。特に、消費者は、家で自身で調製可能な個別の化粧品を探している
。
【０００４】
　さらに、このタイプのガレノス製剤の調製は、従来の化粧品の優れた保存のために必須
である保存料を低減または除去することができ、「新鮮な」処方が安定化させることを可
能にする(特定の貯蔵寿命および貯蔵条件のため)、壊れやすい親水性または親油性の活性
成分の範囲を提案することができるという利点を有する。
【０００５】
　いくつかの別々の組成物を含み、特にエマルション形態の第一のいわゆる「ベース」組
成物、および美容活性成分、香料または着色料を含む、追加の別に実装された組成物を含
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む、個別の美容組成物の、その場の調製のために意図された知られているキットは、消費
者に彼/彼女の要求によってベース組成物を独自のものにすることを可能にする。
【０００６】
したがって、これらの系は、いくつかの段階において様々な美容添加剤が加えられた、既
に形成されたエマルションを利用する。
【０００７】
　「家で」調製するためのこれらの製品は、特に質感において、市場で利用可能な最終の
製品と同等の、いつも最適な美容の品質を示すわけではない。
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【特許文献７】米国特許出願第5500209号
【特許文献８】米国特許出願第2002/005562号
【特許文献９】米国特許出願第5221534号
【特許文献１０】米国特許出願第5156911号
【特許文献１１】仏国特許出願第2570377号
【特許文献１２】欧州特許出願第199636号
【特許文献１３】欧州特許出願第325540号
【特許文献１４】欧州特許出願第402072号
【特許文献１５】WO 00/26167
【特許文献１６】仏国特許出願第2180033号
【特許文献１７】WO 99/10318
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【特許文献２０】米国特許出願第5349003号
【特許文献２１】欧州特許出願第1038519号
【特許文献２２】仏国特許出願第2819429号
【特許文献２３】仏国特許出願第2829025号
【特許文献２４】欧州特許出願第1352643号
【特許文献２５】仏国特許出願第0214828号
【特許文献２６】仏国特許出願第2793681号
【特許文献２７】仏国特許出願第2809005号
【特許文献２８】欧州特許出願第0704210号
【特許文献２９】仏国特許出願第2746641号
【特許文献３０】仏国特許出願第2617401号
【特許文献３１】欧州特許出願第838217号
【特許文献３２】仏国特許出願第2782921号
【特許文献３３】仏国特許出願第2774292号
【特許文献３４】欧州特許出願第1028120号
【特許文献３５】欧州特許出願第0392883号
【特許文献３６】米国特許出願第3792068号
【特許文献３７】米国特許出願第6407056号
【特許文献３８】米国特許出願第6171595号
【特許文献３９】米国特許出願第6075052号
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【特許文献４０】米国特許出願第6020006号
【特許文献４１】米国特許出願第4885289号
【特許文献４２】米国特許出願第4720489号
【特許文献４３】米国特許出願第5132293号
【特許文献４４】米国特許出願第5096911号
【特許文献４５】米国特許出願第5095007号
【特許文献４６】米国特許出願第5143925号
【特許文献４７】米国特許出願第5328686号
【特許文献４８】米国特許出願第5440090号
【特許文献４９】米国特許出願第5364885号
【特許文献５０】米国特許出願第5411991号
【特許文献５１】米国特許出願第5648394号
【特許文献５２】米国特許出願第5468476号
【特許文献５３】米国特許出願第5475763号
【特許文献５４】米国特許出願第5455608号
【特許文献５５】米国特許出願第5674477号
【特許文献５６】米国特許出願第5728736号
【特許文献５７】米国特許出願第5652273号
【特許文献５８】WO 94/27586
【特許文献５９】WO 94/27563
【特許文献６０】WO 98/03149
【特許文献６１】米国特許出願第6375948号
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】「Fluorescent Whitening Agent, Encyclopedia of Chemical Technolo
gy, Kirk-Othmer」、Vol 11、p. 227～241、第4編、1994年、Wiley
【非特許文献２】S. Arctander、Perfume and Flavor Chemicals (Montclair, N.J.、196
9年)
【非特許文献３】S. Arctander、Perfume and Flavor Materials of Natural Origin (El
izabeth, N.J.、1960年)
【非特許文献４】「Flavor and Fragrance Materials - 1991」、Allured Publishing Co
. Wheaton、Ill. USA.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　したがって、容易に(特別な備品なしで)、かつ迅速に(少ない段階で)、優れた美容特性
を示し、市場で利用可能な従来のすぐに使用できる化粧品と同等の、エマルションなどの
複雑な形態の製品を作り出すことを可能にする系への要求が存在する。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　したがって、本発明の主題は、以下:
- 有機溶媒または水性溶媒中に分散された形態で、少なくとも1つの油および少なくとも1
つのゲル化剤を含む、10質量%未満の水を含む組成物Aを利用可能にする工程、
- 水および場合により少なくとも1つの水溶性有機溶剤を排他的に含む、水性組成物Bを利
用可能にする工程、
- 組成物AとBを別々に実装する工程、
- 組成物AとBをその場で混合し、エマルションを形成する工程、
を含み、その後混合物をケラチン物質に適用する、ケラチン物質の美容トリートメントの
ための方法である。
【００１２】
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　本発明の主題は、以下:
- 有機溶媒または水性溶媒中に分散された形態で、少なくとも1つの油および少なくとも1
つのゲル化剤を含む、10質量%未満の水を含み、30質量%から95質量%の範囲の含有量の油
を有する組成物Aを利用可能にする工程、
- 水性組成物Bを利用可能にする工程、
- 組成物AとBを別々に実装する工程、
- 組成物AとBをその場で混合し、エマルションを形成する工程、
を含み、その後混合物をケラチン物質に適用する、ケラチン物質の美容トリートメントの
ための化粧のための方法でもある。
【００１３】
　組成物AとBは、その場で混合されてエマルションの形態の化粧品を形成する。
【００１４】
　この方法は、減少した数の段階で(特に1段階で)、エネルギーを投入せず、単純な手動
の攪拌によって、安定な美容の質感を示すエマルションを作り出すことを可能にする。
【００１５】
　エマルションの形態の化粧品は、ケラチン物質のケアあるいはメイクアップのための製
品として、またはクレンジングあるいはケラチン物質からのメイクアップの除去のための
製品として、特に使用される。
【００１６】
　その場の混合は、組成物AおよびBの所望の量(一般的にはあらかじめ決められた)の単純
な混合によって得られ、これらの量は最終的な所望の目的に基づいて決められる。組成物
Aおよび組成物Bの適切な用量は、1回の用量で提供する形態、例えばサシェ、バッグ、チ
ューブ、アンプル、あらかじめ満たされたシリンジ、ソフトカプセル、または熱で成型し
たプラスチックタブあるいはボートを使用して得ることができる。適切な用量は、あらか
じめ定められた用量を分配するシステムを使用して、複数回の用量の提供から得ることも
できる。このようなシステムは、ポンプボトル、エアロゾル、ピペットまたは目盛りのつ
いたシリンジあるいは点滴器であり得る。
【００１７】
　特に、組成物AおよびBは、サシェ、バッグまたはポットの形態で実装され得る。
【００１８】
　最終的な化粧品は、組成物Aおよび組成物Bの適切な量のその場の混合によって得られる
。
【００１９】
　前記化粧品は、好ましくは混合しながら組成物Aを組成物Bに加えることによって得られ
る。
【００２０】
　最終的な製品はエマルションであり、好ましくは水中油型エマルションである。
【００２１】
　有利な実施形態によると、組成物Aは、最終的な化粧品の全質量に対して、2から70質量
%、好ましくは10から60質量%、さらに好適には20から50質量%に相当する。
【００２２】
　本発明の主題は、以下:
- 有機溶媒または水性溶媒中に分散された形態で、少なくとも1つの油および少なくとも1
つのゲル化剤を含む、10質量%未満の水を含み、30質量%から95質量%の範囲の含有量の油
を有する組成物A、および
- 水および場合により少なくとも1つの水溶性有機溶剤を排他的に含む、水性組成物B、
を含む、エマルションの形態における化粧品の処方のためのキットであり、組成物Aおよ
びBは別々に実装されている。
【００２３】
　本発明の他の目的は、以下:
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- 有機溶媒または水性溶媒中に分散された形態で、少なくとも1つの油および少なくとも1
つのゲル化剤を含む、10質量%未満の水を含む組成物A、および
- 水性組成物B、
を含む、エマルション形態における化粧品の処方のためのキットであり、組成物AおよびB
は別々に実装されており、組成物Aは、組成物AおよびBの全質量に対して、2から70質量%
、好ましくは10から60質量%、さらに好適には20から50質量%に相当する。
【００２４】
　一実施形態によると、本発明による処方キットは、組成物AおよびBを除いて、組成物A
およびBを混合するためのスパチュラなどの手段、および/または組成物AおよびBの混合に
よって形成されるエマルション形態における、最終製品を含むことを意図したポットなど
の容器を含む。
【００２５】
　一実施形態によると、本発明によるキットは、化粧品を調製するための使用説明書、特
に注釈をさらに含む。
【００２６】
　組成物AおよびBの混合は、他のエネルギーの投入なしに、特に加熱なしに、単純な手動
の攪拌で得られ、滑らかで均質なエマルションが迅速に形成される。好ましくは、組成物
Aが組成物Bに加えられる。
【００２７】
　エマルション形態における最終生成物は、調製後に冷却して、特に2から10℃の範囲の
温度、例えば冷蔵庫の中で、例えば1から8週間の範囲の期間、貯蔵することができる。
【００２８】
　一実施形態によると、消費者は、水性組成物Bとして市場で入手可能なミネラルウォー
ターを使用する。
【００２９】
　本発明によるキットおよび方法は、ユーザーにその場で、最終生成物の、組成、レオロ
ジー、色または活性成分の濃度を調整することを可能にすることができる。
【００３０】
　さらに、外部の刺激に対して敏感な活性成分を適用する場合、単純な混合によってその
場で調製され、限られた期間冷却して貯蔵されるそれらの生成物への組み込みは、それら
の有効性および/または安定性を保証することを可能にする。
【００３１】
　これらの調製および貯蔵の条件は、保存料を低減または除去することを可能にする。し
たがって、一実施形態によると、組成物AおよびBならびに前記組成物の混合から得られる
化粧品は、1%未満の保存料を含む、または保存料を含まない。
【００３２】
　さらに他の主題は、以下の詳細な説明で明らかになるだろう。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
(I/組成物A)
　組成物Aは、10質量%未満の水、好ましくは5質量%未満の水、好適には3質量%未満の水、
さらに好適には1質量%未満の水を含む。
【００３４】
　有利には、組成物Aは無水物であり、前記組成物を構成する1つまたは複数の出発物質を
介してもたらされた水以外、添加された水を含まない。
【００３５】
(油)
　組成物Aは、少なくとも1つの油(室温(20～25℃)で液体の脂肪物質)を含み、これは組成
物の脂肪相の全体または一部を構成する。
【００３６】
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　油は、植物、鉱物または合成由来の揮発性または非揮発性油、およびこれらの混合物か
ら選択することができる。これらの油は、生理学的に受け入れられている。
【００３７】
　本発明の組成物において使用することができる油として、例えば以下が挙げられる:
- 動物由来の炭化水素油、例えば、ペルヒドロスクアレン(perhydrosqualene);
- 植物由来の炭化水素油、例えば、4から10個の炭素原子を含む脂肪酸の液体トリグリセ
リド(例えばヘプタン酸またはオクタン酸のトリグリセリド)、または他に、例えば、ヒマ
ワリ油、トウモロコシ(maize)油、大豆油、パンプキンシード(pumpkin seed)油、グレー
プシード(grape seed)油、ゴマ油、ヘーゼルナッツ油、アプリコット油、マカデミア油、
アララ油、コリアンダー油、ヒマシ油あるいはアボカド油、カプリル酸／カプリン酸のト
リグリセリド(例えばStearineries Duboisにより市販されているものまたはDynamit Nobe
lによりMiglyol 810、812および818の名称で市販されているもの)、あるいはホホバ油お
よびシアバター油;
- 特に脂肪酸の、合成エステルおよびエーテル:
　脂肪エステルは、例えば、直鎖または分岐鎖の、飽和または不飽和の、1から24個の炭
素原子を有するアルコールと、直鎖または分岐鎖の、3から24個の炭素原子を有する脂肪
酸とから得られるものから選択することができる。脂肪エステルとして、カプリル酸/カ
プリン酸2-エチルヘキシル(またはカプリル酸/カプリン酸オクチル)、ラウリン酸エチル
、ラウリン酸ブチル、ラウリン酸ヘキシル、ラウリン酸イソヘキシル、ラウリン酸イソプ
ロピル、ミリスチン酸メチル、ミリスチン酸エチル、ミリスチン酸ブチル、ミリスチン酸
イソブチル、ミリスチン酸イソプロピル、ミリスチン酸2-オクチル-ドデシル、モノヤシ
油酸(monococoate)2-エチルヘキシル(またはモノヤシ油酸オクチル)、パルミチン酸メチ
ル、パルミチン酸エチル、パルミチン酸イソプロピル、パルミチン酸イソブチル、パルミ
チン酸2-エチルヘキシル(またはパルミチン酸オクチル)、ステアリン酸ブチル、ステアリ
ン酸イソプロピル、ステアリン酸イソブチル、ステアリン酸2-エチルヘキシル(またはス
テアリン酸オクチル)、イソステアリン酸イソプロピル、ステアリン酸イソセチル、イソ
ステアリン酸イソステアリル、ペラルゴン酸2-エチルヘキシル(またはペラルゴン酸オク
チル)、ヒドロキシステアリン酸2-エチルヘキシル(またはヒドロキシステアリン酸オクチ
ル)、オレイン酸デシル、アジピン酸ジイソプロピル、アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル(
またはアジピン酸ジオクチル)、アジピン酸ジイソセチル、コハク酸2-エチルヘキシル(ま
たはコハク酸オクチル)、セバシン酸ジイソプロピル、リンゴ酸2-エチルヘキシル(または
リンゴ酸オクチル)、カプリル酸/カプリン酸ペンタエリスリトール、ヘキサン酸2-エチル
ヘキシル(またはヘキサン酸オクチル)、オクタン酸オクチルドデシル、ネオペンタン酸イ
ソデシル、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、イソノナ
ン酸イソノニル、イソノナン酸イソトリデシル、イソノナン酸セテアリル、イソノナン酸
イソデシル、イソノナン酸イソトリデシル、乳酸ラウリル、乳酸ミリスチル、乳酸セチル
、プロピオン酸ミリスチル、2-エチルヘキサン酸2-エチルヘキシル(または2-エチルヘキ
サン酸オクチル)、オクタン酸2-エチルヘキシル(またはオクタン酸オクチル)、2-エチル
ヘキサン酸セ
チル、テトライソステアリン酸ペンタエリスリトール、ラウロイルサルコシンイソプロピ
ル(isopropyl lauroyl sarcosinate、UnipexからのEldew SL 205)、炭酸ジカプリリル(Co
gnisからのCetiol CC)、およびC12～C15脂肪アルコールのベンゾエート(FINETEXからのFi
nsolv TN)を、例えば挙げることができる。
【００３８】
　脂肪エーテルとして、ジカプリリルエーテル(CognisからのCetiol EO)を挙げることが
できる。
【００３９】
- 鉱物または合成由来の、直鎖または分岐鎖の炭化水素、例えば、揮発性または非揮発性
のパラフィン油、およびこれらの誘導体、ワセリン、ポリデセン、イソヘキサデカン、イ
ソドデカン、ならびに水素化ポリブテン(例えばParleam(登録商標)の油);
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- 好ましくは植物由来の、7から19個の炭素原子、特に9から17個の炭素原子、より詳しく
は11から14個の炭素原子を含む、直鎖のアルカン。これらは30から120℃、より詳しくは4
0から100℃で変化する範囲の引火点を示し、好ましくは室温(約25℃)および大気圧(760mm
Hg)で液体である。本発明に好適な直鎖のアルカンの例として、Cognisによる特許出願WO 
2007/068371、またはWO 2008/155059(少なくとも1つの炭素が異なる、異なるアルカンの
混合物)に記載されたアルカンを挙げることができる。これらのアルカンは、コプラ油ま
たはパーム油から得られる脂肪アルコールから得られる。本発明に好適な直鎖のアルカン
の例として、n-ヘプタン(C7)、n-オクタン(C8)、n-ノナン(C9)、n-デカン(C10)、n-ウン
デカン(C11)、n-ドデカン(C12)、n-トリデカン(C13)、n-テトラデカン(C14)、n-ペンタデ
カン(C15)、n-ヘキサデカン(C16)、n-ヘプタデカン(C17)、n-オクタデカン(C18)、n-ノナ
デカン(C19)およびこれらの混合物、特にCognisからの出願WO 2008/155059の実施例1に記
載されたn-ウンデカン(C11)とn-トリデカン(C13)の混合物を挙げることができる。それぞ
れPARAFOL 12-97およびPARAFOL 14-97の名称でSasolにより販売されているn-ドデカン(C1
2)とn-テトラデカン(C14)、およびこれらの混合物を、同様に挙げることができる。直鎖
のアルカンは、単独または少なくとも1の炭素数によりお互いに異なる、少なくとも2つの
異なるアルカンの混合物、特に10から14個の炭素原子を有し、少なくとも2の炭素数によ
りお互いに異なる、少なくとも2つの異なる直鎖アルカンの混合物、特に揮発性の直鎖のC
11/C13アルカンの混合物または直鎖のC12/C14アルカンの混合物、特にn-ウンデカン/n-ト
リデカンの混合物(このような混合物は、WO 2008/155059の実施例1または実施例2によっ
て得ることができる)で使用することができ; このタイプの油は皮膚に容易に広がり、ベ
タベタしたおよび粘つく感覚を残さない、
- 部分的に炭化水素および/またはシリコーンフッ素化油、例えば特開平02-295912号に記
載されたもの;
- シリコーン油、例えば、揮発性または非揮発性の、室温で液体または糊状の、直鎖また
は環式シリコーン鎖を有するポリメチルシロキサン(PDMS)、特に揮発性のシリコーン油、
特にシクロポリジメチルシロキサン(シクロメチコーン)(例えばシクロヘキサジメチルシ
ロキサンおよびシクロペンタジメチルシロキサン)、シリコーン鎖の中または末端に、2か
ら24個の炭素原子を有する、アルキル基、アルコキシ基また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、2-フェニルエチルトリメチルシロキシ
シリケート、およびポリメチル-フェニルシロキサン)、ならびに
- これらの混合物。
【００４０】
　植物油または植物由来の油から選択される油を、特に挙げることができる。
【００４１】
　特定の実施形態において、油は、好ましくは、組成物Aの全質量に対して、30質量%から
95質量%、好ましくは40から90質量%、好適には40から80質量%の範囲の含有量で存在する
。
【００４２】
　組成物の脂肪相は、任意の通常の脂溶性または脂肪分散性の添加剤、例えば、ワックス
、糊状化合物、脂肪アルコールあるいは脂肪酸などの他の脂肪物質を含むこともできる。
【００４３】
(ゲル化剤)
　本発明によるキットの組成物Aにおいて使用されるゲル化剤(または増粘剤)は、有機溶
剤および/または水性溶媒中に分散された形態である。したがって、組成物Bによりもたら
される水と接触した場合、迅速に組成物を膨張させ、増粘することができる。
【００４４】
　好ましくは、ゲル化剤は、油中水型逆エマルションの形態のポリマーから選択される。
【００４５】
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　ゲル化剤の量(活性成分として)は、組成物Aの全質量に対して、0.1質量%から25質量%、
好ましくは0.5質量%から20質量%、さらに好適には1質量%から15質量%の範囲であり得る。
【００４６】
　ゲル化剤は、好ましくは、i) α,β-モノエチレン性不飽和カルボン酸のコポリマー、
特にアクリル酸またはメタクリル酸、およびii) 2-アクリルアミド-2-メチルプロパン-ス
ルホン酸に基づくコポリマー、ならびにこれらの混合物から特に選択することができるポ
リマーである。
【００４７】
　好ましくは、本発明によるゲル化ポリマーは、無機塩基(水酸化ナトリウム、水酸化カ
リウムあるいはアンモニア水)または有機塩基(例えばモノ-、ジ-あるいはトリエタノール
アミン、アミノメチルプロパンジオール、N-メチルグルカミン、アルギニンおよびリシン
などの塩基性アミノ酸、ならびにこれらの化合物の混合物)によって部分的あるいは全体
的に中性化され得る。これらは一般的に中性化される。本発明において、「中性化される
」は、全体的または実質的に全体的に中性化されること、言い換えると少なくとも90%が
中性化されたポリマーを意味する。
【００４８】
　「コポリマー」は、2種類のモノマーから得られたコポリマーと同様に、2種類以上のモ
ノマーから得られたもの、例えば3種類のモノマーから得られたターポリマーを意味する
とも理解される。
【００４９】
　i) α,β-モノエチレン性不飽和カルボン酸、特にアクリル酸またはメタクリル酸のコ
ポリマーは、α,β-エチレン性不飽和カルボン酸またはこれらのエステルから選択される
、1つまたは複数のモノマー(a)の、疎水性基を含むエチレン性不飽和モノマー(b)との共
重合によって得られたコポリマーである。
【００５０】
　モノマー(a)を構成するα,β-モノエチレン性不飽和カルボン酸は、多くの酸から、特
にアクリル酸、メタクリル酸、クロトン酸、イタコン酸、マレイン酸、およびこれらのエ
ステルから選択することができる。これらは、好ましくは、アクリル酸またはメタクリル
酸、およびこれらのエステルである。
【００５１】
　疎水性基を含むモノマー(b)は、エトキシ化(1から50 EO)C12～C30脂肪アルコールアク
リレート、メタクリレートまたはイタコネート、例えばステアレス-20メタクリレート、
エトキシ化(25 EO)ベヘニルメタクリレート、エトキシ化(20 EO)モノセチルイタコネート
、エトキシ化(20 EO)モノステアリルイタコネート、ポリエトキシ化(25 EO)C12～24アル
コールにより変性されたアクリレートから、およびC12～30脂肪アルコールのアクリレー
トまたはメタクリレート、例えばデシル、ラウリル、ステアリル、ベヘニルまたはメリシ
ル(melissyl)アクリレートあるいはメタクリレート、およびこれらの混合物から特に選択
される。
【００５２】
　少なくとも1つのエトキシ化C12～C30脂肪アルコールアクリレート、メタクリレートま
たはイタコネートモノマーを含むポリマーとして、水性分散体の形態のアクリレート/ス
テアレス-20メタクリレートのコポリマー(例えばRohm & HaasによりAculyn 22の名称で市
販されている製品(CTFA名: アクリレート/ステアレス-30メタクリレートコポリマー))、
メタクリル酸/エチルアクリレート/エトキシ化(25 EO)ベヘニルメタクリレートのターポ
リマー(例えばRohm & HaasによりAculyn 28の名称で市販されている水性エマルション)、
アクリル酸/エトキシ化(20 EO)モノセチルイタコネートのコポリマー(例えばNational St
archによりStructure 3001の名称で市販されている30%水性分散体の製品)、アクリル酸/
エトキシ化(20 EO)モノステアリルイタコネートのコポリマー(例えばNational Starchに
よりStructure 2001の名称で市販されている30%水性分散体の製品)、アクリレート/ポリ
エトキシ化(25 EO)C12～C24アルコール変性アクリレートのコポリマー(例えば3V SAによ
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りSynthalen W2000の名称で市販されている30～32%のコポリマーのラテックス)を、特に
挙げることができる。
【００５３】
　これらのゲル化ポリマーの中で、特に少なくとも1つのエトキシ化C12～C30脂肪アルコ
ールアクリレート、メタクリレートまたはイタコネートモノマーを含むコポリマー、好ま
しくは少なくとも1つのエトキシ化C12～C30脂肪アルコールアクリレート、メタクリレー
トまたはイタコネートモノマーを含むコポリマー、特にアクリレート/ステアレス-20メタ
クリレートのコポリマー、例えばアクリレート/ステアレス-20メタクリレートのコポリマ
ー(Aculyn 22)が使用される。
【００５４】
　ii) 2-アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸に基づくコポリマーは、2-アクリ
ルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸と、例えば、(メタ)アクリル酸、これらのβ-置換
アルキル誘導体、またはこれらとモノアルコールまたはモノ-あるいはポリアルキレング
リコール、アルキル(メタ)アクリルアミド、ビニルピロリドン、ビニルホルムアミド、マ
レイン酸無水物、イタコン酸、マレイン酸あるいはこれらの化合物の混合物とから得られ
るエステルから選択されるエチレン性不飽和親水性モノマーとのコポリマーから選択する
ことができる。
【００５５】
　本発明によるこれらのポリマーは、架橋されていることも、架橋されていないこともあ
り得る。
【００５６】
　ポリマーが架橋されている場合、架橋剤は、ラジカル重合によって得られるポリマーの
架橋のために一般的に使用される、オレフィン性ポリ不飽和化合物から選択することがで
きる。
【００５７】
　架橋剤として、ジビニルベンゼン、ジアリルエーテル、ジプロピレングリコールジアリ
ルエーテル、ポリグリコールジアリルエーテル、トリエチレングリコールジビニルエーテ
ル、ヒドロキノンジアリルエーテル、エチレングリコールあるいはテトラエチレングリコ
ールジ(メタ)アクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレート、メチレン-ビス
アクリルアミド、メチレン-ビスメタクリルアミド、トリアリルアミン、トリアリルシア
ヌレート、ジアリルマレエート、テトラアリルエチレンジアミン、テトラアリルオキシエ
タン、トリメチロールプロパンジアリルエーテル、アリル(メタ)アクリレート、糖類のア
ルコールのアリルエーテル、または他の多官能性アルコールのアリルあるいはビニルエー
テル、同様にリン酸ならびに/あるいはビニルリン酸の誘導体のアリルエステル、あるい
はこれらの化合物の混合物を、例えば挙げることができる。
【００５８】
　本発明の好ましい実施形態によると、架橋剤は、メチレン-ビスアクリルアミド、アリ
ルメタクリレートまたはトリメチロールプロパントリアクリレート(TMPTA)から選択され
る。架橋の程度は、一般的に、ポリマーに対して、0.01から10モル%、より詳しくは0.2か
ら2モル%の範囲である。
【００５９】
　2-アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸とエチレン性不飽和親水性モノマーと
から得ることができるコポリマーとして、2-アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン
酸とアルキル(メタ)アクリルアミドのコポリマー、例えば:
(1) アクリルアミドまたはメチルアクリルアミドと、2-アクリルアミド-2-メチルプロパ
ンスルホン酸とのアニオン性の架橋されたコポリマー、特にW/O型エマルションの形態を
とるもの、例えばSeppicによりSEPIGEL 305(CTFA名: ポリアクリルアミド/C13～14イソパ
ラフィン/ラウレス-7)の名称で、およびSeppicによりSIMULGEL 600(CTFA名: アクリルア
ミド/アクリロイルジメチルタウリン酸ナトリウム/イソヘキサデカン/ポリソルベート80
コポリマー)の名称で市販されているもの、
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(2) メタクリル酸または(メタ)アクリレートと、2-アクリルアミド-2-メチルプロパンス
ルホン酸とのコポリマー、特にW/O型エマルションの形態をとるもの、例えばSeppicによ
りSIMULGEL NS(ポリソルベート60およびスクアラン中の40%の逆エマルションにおける、
アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸ナトリウム/ヒドロキシエチルアクリレート
のコポリマー)(CTFA名: ヒドロキシエチルアクリレート/アクリロイルジメチルタウリン
酸ナトリウム/スクアラン/ポリソルベート60コポリマー)の名称で市販されているもの、
またはSeppicによりSIMULGEL EG(イソヘキサデカン/水中の45%の逆エマルションにおける
、ナトリウム塩の形態のアクリル/アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸)(CTFA名
: アクリル酸ナトリウム/アクリロイルジメチルタウリン酸ナトリウムコポリマー/イソヘ
キサデカン/ポリソルベート80)の名称で市販されているもの、
を特に使用することができる。
【００６０】
　好ましくは、本発明によるキットの組成物Aは、2-アクリルアミド-2-メチルプロパンス
ルホン酸のコポリマー、特に上記で記載した2-アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホ
ン酸とアルキル(メタ)アクリルアミドとのコポリマーから選択される、少なくとも1つの
ゲル化剤を含む。
【００６１】
　好ましくは、本発明によるキットの組成物Aは、2-アクリルアミド-2-メチルプロパンス
ルホン酸のコポリマー、特に油中水型逆エマルションの形態をとり、油が特に7から16個
の炭素原子を含むアルカン、例えばイソドデカンまたはイソヘキサデカンなどの分岐状ア
ルカンであり、エマルションが好ましくはポリエトキシ化ソルビタンモノオレエート(20 
EO)などの界面活性剤を含む、2-アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸とアルキル
(メタ)アクリルアミドとのコポリマーから選択される、少なくとも1つのゲル化剤を含む
。
【００６２】
(界面活性剤)
　本発明による組成物Aは、少なくとも1つの界面活性剤(または乳化剤)を含むことができ
る。使用される界面活性剤は、好ましくは、単純な手動の攪拌によって、熱の適用なしに
エマルションを形成することができる界面活性剤である。
【００６３】
　界面活性剤は、組成物Aの全質量に対して、1質量%から25質量%、好ましくは3質量%から
20質量%、さらに好適には5質量%から15質量%の範囲の含有量で存在することができる。
【００６４】
　界面活性剤は、両性、アニオン性、カチオン性または非イオン性界面活性剤から選択さ
れ、単独または混合されて使用され得る。乳化剤は、得られるエマルション(W/OまたはO/
W)の連続相に応じて、適切に選択される。
【００６５】
　W/O型エマルションの調製のために使用することができる界面活性剤として、ソルビタ
ン、グリセロールまたは糖のアルキルエステルあるいはエーテルを、例えば挙げることが
できる。
【００６６】
　これに、有利には分岐鎖の脂肪酸とポリオールとのエステル、特に分岐鎖の脂肪酸とグ
リセロールおよび/またはソルビタンとのエステル、例えばGoldschmidtによりIsolan GI 
34の名称で市販されている製品などのイソステアリン酸ポリグリセリル、ICIによりArlac
el 987の名称で市販されている製品などのイソステアリン酸ソルビタン、ICIによりArlac
el 986の名称で市販されている製品などのイソステアリン酸ソルビタンおよびグリセロー
ル、ならびにこれらの混合物を含む群から選択することができる、1つまたは複数の共乳
化剤を加えることもできる。
【００６７】
　O/W型エマルションにとって、乳化剤として、非イオン性界面活性剤、特にポリオール
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と、例えば8から24個の炭素原子、好適には12から22個の炭素原子を含む、飽和または不
飽和鎖の脂肪酸とのエステル、ならびにこれらのアルコキシ化された誘導体、言い換える
と、エトキシ化および/またはプロポキシル化単位を含むもの、例えばC8～C24脂肪酸のグ
リセリルエステルおよびこれらのアルコキシ化誘導体、C8～C24脂肪酸のポリエチレング
リコールエステルおよびこれらのアルコキシ化誘導体、C8～C24脂肪酸のソルビトールエ
ステルおよびこれらのアルコキシ化誘導体、C8～C24脂肪酸の糖(スクロース、グルコース
、アルキルグルコース)エステルおよびこれらのアルコキシ化誘導体、脂肪アルコールの
エーテル、糖およびC8～C24脂肪アルコールのエーテル、ならびにこれらの混合物を、例
えば挙げることができる。
【００６８】
　脂肪酸のグリセリルエステルとして、ステアリン酸グリセリル(モノ-、ジ-、および/ま
たはトリステアリン酸グリセリル)(CTFA名: ステアリン酸グリセリル)またはリシノール
酸グリセリルおよびこれらの混合物を、特に挙げることができる。
【００６９】
　C8～C24アルコキシ化脂肪酸のグリセリルエステルとして、ポリエトキシ化ステアリン
酸グリセリル(モノ-、ジ-および/またはトリステアリン酸グリセリル)、例えばPEG-20ス
テアリン酸グリセリルを、例えば挙げることができる。
【００７０】
　脂肪酸のポリエチレングリコールエステルとして、ステアリン酸ポリエチレングリコー
ル(モノ-、ジ-および/またはトリステアリン酸ポリエチレングリコール)、およびより具
体的にはモノステアリン酸ポリエチレングリコール50 EO(CTFA名: ステアリン酸PEG-50)
、モノステアリン酸ポリエチレングリコール100 EO(CTFA名: ステアリン酸PEG-100)およ
びこれらの混合物を、特に挙げることができる。
【００７１】
　これらの界面活性剤の混合物、例えばUniqemaによりARLACEL 165の名称で市販されてい
る、ステアリン酸グリセリルとステアリン酸PEG-100を含む製品、GoldschmidtによりTEGI
Nの名称で市販されている、ステアリン酸グリセリル(モノ-およびジステアリン酸グリセ
リル)とステアリン酸カリウムを含む製品(CTFA名: ステアリン酸グリセリル SE)も、使用
することができる。
【００７２】
　C8～C24脂肪酸とこれらのアルコキシ化誘導体のソルビトールエステルは、パルミチン
酸ソルビタン、トリオレイン酸ソルビタン、および脂肪酸と、例えば20から100個のEOを
含むアルコキシ化ソルビタンとのエステル、例えばトリオレイン酸ポリエチレンソルビタ
ン(ポリソルベート85)またはUniqemaによりTween 20あるいはTween 60の商標名で市販さ
れている化合物から選択することができる。
【００７３】
　脂肪酸とグルコースまたはアルキルグルコースとのエステルとして、特にパルミチン酸
グルコース、セスキステアリン酸メチルグルコースなどのセスキステアリン酸アルキルグ
ルコース、パルミチン酸メチルグルコースまたはエチルグルコースなどのパルミチン酸ア
ルキルグルコース、メチルグルコシド脂肪エステル、より具体的にはメチルグルコシドと
オレイン酸のジエステル(CTFA名: ジオレイン酸メチルグルコース)、メチルグルコシドと
オレイン酸/ヒドロキシステアリン酸の混合物との混合エステル(CTFA名: ジオレイン酸/
ヒドロキシステアリン酸メチルグルコース)、メチルグルコシドとイソステアリン酸のエ
ステル(CTFA名: イソステアリン酸メチルグルコース)、メチルグルコシドとラウリン酸の
エステル(CTFA名: ラウリン酸メチルグルコース)、メチルグルコシドとイソステアリン酸
のモノエステルおよびジエステルの混合物(CTFA名: セスキイソステアリン酸メチルグル
コース)、メチルグルコシドとステアリン酸のモノエステルおよびジエステルの混合物(CT
FA名: セスキステアリン酸メチルグルコース)、ならびに特にAMERCHOLによりGlucate SS
の名称で市販されている製品、ならびにこれらの混合物を、挙げることができる。
【００７４】
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　脂肪酸とグルコースまたはアルキルグルコースとのエトキシ化エーテルとして、脂肪酸
とメチルグルコースとのエトキシ化エーテル、特に、約20モルのエチレンオキシドを有す
る、メチルグルコースとステアリン酸とのジエステルのポリエチレングリコールエーテル
(CTFA名: ジステアリン酸PEG-20メチルグルコース)、例えばAMERCHOLによりGlucam E-20 
distearateの名称で市販されている製品、約20モルのエチレンオキシドを含む、メチルグ
ルコースとステアリン酸とのモノエステルおよびジエステルの混合物のポリエチレングリ
コールエーテル(CTFA名: セスキステアリン酸PEG-20メチルグルコース)、特にAMERCHOLに
よりGlucamate SSE-20の名称で市販されている製品、およびGOLDSCHMIDTによりGrillocos
e PSE-20の名称で市販されている製品、ならびにこれらの混合物を、例えば挙げることが
できる。
【００７５】
　スクロースエステルとして、パルミト-ステアリン酸サッカロース、ステアリン酸サッ
カロースおよびモノラウリン酸サッカロースを、例えば挙げることができる。
【００７６】
　脂肪アルコールのエーテルとして、ポリエチレングリコールと8から30個の炭素原子、
特に10から22個の炭素原子を含む脂肪アルコールとのエーテル、例えばポリエチレングリ
コールとセチル、ステアリルおよびセテアリルアルコール(セチルおよびステアリルアル
コールの混合物)とのエーテルを、例えば挙げることができる。1から200の、好ましくは2
から100のエトキシレート基を含むエーテル、例えばCTFA名セテアレス-20、セテアレス-3
0のもの、ならびにこれらの混合物を、例えば挙げることができる。
【００７７】
　糖エーテルとして、アルキルポリグルコシド、および例えばデシルグルコシド(例えばK
ao ChemicalsによりMYDOL 10の名称で市販されている製品、HenkelによりPLANTAREN 2000
の名称で市販されている製品、ならびにSeppicによりORAMIX NS 10の名称で市販されてい
る製品)、カプリリル/カプリルグルコシド(例えばSeppicによりORAMIX CG 110の名称で、
またはBASFによりLUTENSOL GD 70の名称で市販されている製品)、ラウリルグルコシド(例
えばHenkelによりPLANTAREN 1200 NならびにPLANTACARE 1200の名称で販売されている製
品)、ココ-グルコシド(例えばHenkelによりPLANTACARE 818/UPの名称で市販されている製
品)、場合によりセトステアリルアルコールと混合された、セトステアリルグルコシド(例
えばSeppicによりMONTANOV 68の名称で、GoldschmidtによりTEGO-CARE CG90の名称で、お
よびHenkelによりEMULGADE KE3302の名称で市販されている)、アラキジルグルコシド(例
えばSeppicによりMONTANOV 202の名称で市販されている、アラキジルおよびベヘニルアル
コールとアラキジルグルコシドとの混合物の形態)、ココイルエチルグルコシド(例えばSe
ppicによりMONTANOV 82の名称で市販されている、セチルおよびステアリルアルコールの
混合物(35/65)の形態)、ならびにこれらの混合物を、特に挙げることができる。
【００７８】
　アルコキシ化植物油のグリセリドの混合物、例えばエトキシ化(200 EO)パームおよびコ
プラ(7 EO)グリセリドの混合物も、挙げることができる。
【００７９】
　共乳化剤、例えば8から26個の炭素原子を有する脂肪アルコール(例えばセチルアルコー
ル、ステアリルアルコール、およびこれらの混合物(セテアリルアルコール)、オクチルド
デカノール、2-ブチルオクタノール、2-ヘキシルデカノール、2-ウンデシルペンタデカノ
ールあるいはオレイルアルコール)、または脂肪酸を、これらの乳化剤に加えることがで
きる。
【００８０】
　一実施形態によると、組成物Aは、スクロースのエステル、脂肪酸と例えば20から100の
EOを含むアルコキシ化ソルビタンとのエステル、脂肪酸とグルコースまたはアルキルグル
コースとのエステル(例えばセスキステアリン酸アルキルグルコース)、脂肪酸とグルコー
スまたはアルキルグルコースとのエトキシ化エーテル(例えば脂肪酸とメチルグルコース
とのエトキシ化エーテル)、アルコキシ化植物油のグリセリドの混合物(例えばエトキシ化
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(200 EO)パームならびにコプラ(7 EO)グリセリドの混合物)、およびこれらの混合物から
選択される、少なくとも1つの界面活性剤を含む。
【００８１】
(親油性構造化剤)
　一実施形態によると、組成物Aは、有利には、少なくとも1つの親油性構造化剤(lipophi
lic structuring agent)(ゲル化剤とは異なる化合物)を含む。
【００８２】
　親油性構造化剤は、ポリマーの構造化剤から選択される。
【００８３】
　本発明の意味において、ポリマーは少なくとも2つの繰り返し部分、好ましくは少なく
とも3つの繰り返し部分、さらに好適には10の繰り返し部分を有する化合物を意味するも
のと理解される。
【００８４】
　親油性構造化剤の量(活性成分として)は、組成物Aの全質量に対して、0.5質量%から20
質量%、好ましくは1質量%から15質量%、さらに好適には2質量%から10質量%の範囲であり
得る。
【００８５】
　ポリマーの構造化剤は、特に、a) ポリアミドポリマー、b) オレフィンコポリマー、c)
 半結晶性ポリマー、d) 脂肪酸のデキストリンエステル、e) 焼成シリカ、およびf) 有機
親和性粘土、ならびにこれらの混合物から選択することができる。
【００８６】
a) ポリアミド
　本発明による組成物において使用される特定のポリアミドは、好ましくは、UNION CAMP
からの米国特許出願第5783657号に記載されている。これらのポリマーを扱う米国特許出
願第5783657号の一部は、参照により援用する。
【００８７】
　これらのポリアミドのそれぞれは、特に以下の式を満たす:
【００８８】

【化１】

【００８９】
　ここで、nはアミド部分の整数を示し、エステル基の数は、エステル及びアミド基の総
数の10%から50%に相当し、それぞれの出現において、R1は独立に少なくとも4個の炭素原
子、特に4から24個の炭素原子を有するアルキルまたはアルケニル基であり、それぞれの
出現において、R2は独立にC4からC55の炭化水素基を表し、ただし少なくとも50%のR2基は
C30からC55の炭化水素基を表し、それぞれの出現において、R3は独立に少なくとも2個の
炭素原子、水素原子および場合によって1つまたは複数の酸素あるいは窒素原子を有する
有機基を表し、それぞれの出現において、R4は独立に水素原子、C1からC10のアルキル基
またはR3あるいは別のR4への直接の結合を表し、R3およびR4の両方はR4-N-R3によって定
義された複素環式構造の結合された形態の一部であり、R4のうちの少なくとも50%は水素
原子を表す。特に、このポリアミドのエステル基は、エステルおよびアミド基の総数の15
から40%、および最良には20から35%に相当する。さらに、nは、有利には、末端を含めて
、1から10、好適には1から5の範囲の整数に相当する。
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【００９０】
　好ましくは、R1はC12からC22、好ましくはC16からC22のアルキル基である。有利には、
R2はC10からC42の炭化水素(アルキレン)基であり得る。好ましくは、R2のうちの少なくと
も50%、好適には少なくとも75%は、30から42個の炭素原子を有する基である。他のR2は水
素化されたC4からC19、好ましくはC4からC12の基である。好ましくは、R3はC2からC36の
炭化水素基またはポリアルコキシ化基を表し、R4は水素原子を表す。好ましくは、R3はC2
からC12の炭化水素基である。炭化水素基は、直鎖、環式または分岐状であり得、飽和ま
たは不飽和の基であり得る。さらに、アルキル基およびアルキレン基は、直鎖または分岐
状であり得、飽和または不飽和の基であり得る。
【００９１】
　一般的に、これらのポリアミドは混合物の形態をとり、これらの混合物は、上記のnが0
で定義されたポリアミドに対応する合成品、言い換えればジエステルをさらに含むことが
できる。
【００９２】
　本発明において使用することができる構造化ポリアミドとして、脂肪族ジカルボン酸と
ジアミン(2より多いカルボニル基および2つのアミン基を有する化合物を含む)との縮合か
ら得られるポリアミド樹脂であって、隣接単位部分のカルボニル基およびアミン基がアミ
ド結合によって縮合されたものも、挙げることができる。これらのポリアミド樹脂は、特
にGeneral Mills, Inc.によりVersamid(登録商標)の商標名で、およびHenkel Corp.によ
りOnamid(登録商標)の商標名で、特にOnamid SまたはCとして市販されているものである
。これらの樹脂は、6000から9000の範囲の平均分子量を有する。これらのポリアミドのさ
らなる情報は、米国特許出願第3645705号および米国特許出願第3148125号を参照すること
ができる。より詳しくは、Versamid(登録商標) 30または744が使用される。
【００９３】
　Arizonaにより参照名Uni-Rez(2658、2931、2970、2621、2613、2624、2665、1554、262
3ならびに2662)で販売または製造されているポリアミド、およびHenkelにより参照名Macr
omelt 6212で販売されている製品も、使用することができる。これらのポリアミドのさら
なる情報は、米国特許出願第5500209号を参照することができる。
【００９４】
　本発明による組成物において使用することができる構造化ポリアミドの例として、Ariz
ona ChemicalによりUniclear 80およびUniclear 100 VGの名称で販売または製造されてい
る商業製品も挙げることができる。これらはそれぞれ、鉱物油中の80%(活性成分)ゲルお
よび100%(活性成分)の形態で販売されている。これらは、88から105℃の軟化点を有する
。これらの商業製品は、平均分子量約6000のエチレンジアミンと縮合されたC36の二酸の
コポリマーの混合物である。末端のエステル基は、セチルまたはステアリルアルコールあ
るいはこれらの混合物(セチルステアリルアルコールとも呼ばれる)による残留酸末端のエ
ステル化から得られる。
【００９５】
b) オレフィンコポリマー
　本出願の意味において、オレフィンコポリマーは、少なくとも1つのオレフィンと、前
記オレフィンと異なる別の追加のモノマーとの重合によって形成された任意のコポリマー
を意味するものと理解される。
【００９６】
　オレフィンは、特にエチレン性不飽和モノマーであり得る。
【００９７】
　オレフィンの例として、特に1つまたは2つのエチレン性不飽和を有し、2から5個の炭素
原子を有する、エチレン性炭化水素モノマー、例えばエチレン、プロピレン、ブタジエン
またはイソプレンを挙げることができる。
【００９８】
　オレフィンコポリマーは、好ましくは非晶質オレフィンコポリマーから選択される。
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【００９９】
　非晶質ポリマーは、結晶形態を有しないポリマーを意味するものと理解される。このポ
リマーは、フィルム形成性(filmogenic)でもあり得、言い換えると、皮膚に適用された場
合、フィルムを形成することができる。
【０１００】
　オレフィンコポリマーは、特にジブロック、トリブロック、マルチブロック、ラジアル
またはスターコポリマー、あるいはこれらの混合物であり得る。
【０１０１】
　このような化合物は、例えば米国特許出願第2002/005562号および米国特許出願第52215
34号に記載されている。
【０１０２】
　スチレンとオレフィンとの非晶質ブロックコポリマーが、有利には選択される。
【０１０３】
　ブロックコポリマーは、好ましくはモノマーの重合後、残留エチレン性不飽和を低減す
るために水素化されている。
【０１０４】
　特に、炭化水素のブロックコポリマーは、スチレンおよびC3～C4のエチレン/アルキレ
ンブロックを有する、場合により水素化されたコポリマーである。
【０１０５】
　ジブロックコポリマーとして、好ましくは水素化された、スチレン-エチレン/プロピレ
ンコポリマー、スチレン-エチレン/ブタジエンコポリマー、およびスチレン-エチレン/ブ
チレンコポリマーを挙げることができる。ジブロックコポリマーは、特にKraton Polymer
sによりKraton(登録商標) G1701Eの名称で販売されている。
【０１０６】
　トリブロックコポリマーとして、好ましくは水素化された、スチレン-エチレン/プロピ
レン-スチレンコポリマー、スチレン-エチレン/ブタジエン-スチレンコポリマー、スチレ
ン-イソプレン-スチレンコポリマー、およびスチレン-ブタジエン-スチレンコポリマーを
挙げることができる。
【０１０７】
　トリブロックポリマーは、Kraton PolymersによりKraton(登録商標) G1650E、Kraton(
登録商標) G1652、Kraton(登録商標) D1101、Kraton(登録商標) D1102およびKraton(登録
商標) D1160の名称で特に販売されている。スチレン-エチレン/ブチレン-スチレントリブ
ロックコポリマーを、特に使用することができる。
【０１０８】
　本発明の一実施形態によると、スチレン-ブチレン/エチレン-スチレントリブロックコ
ポリマーとスチレン-エチレン/ブチレンジブロックコポリマーとの混合物、特にKraton P
olymersによりKraton(登録商標) G1657Mの名称で販売されているものを、特に使用するこ
とができる。
【０１０９】
　水素化されたスチレン-ブタジエン/エチレン-スチレントリブロックコポリマーと水素
化されたエチレン-プロピレン-スチレンスターコポリマーとの混合物、特にイソドデカン
中の混合物であるものも、使用することができる。このような混合物は、例えばPENRECO
によりVERSAGEL(登録商標) M5960およびVERSAGEL(登録商標) M5670の商標名で販売されて
いる。
【０１１０】
c) 半結晶性ポリマー
　半結晶性ポリマーは、好ましくはアクリル酸またはメタクリル酸の誘導体である。本発
明の意味において、「半結晶性ポリマー」は、骨格内に鎖または配列が垂れ下がった結晶
化可能な部分と、骨格内に非晶質の部分とを含み、第一次可逆的相変化温度、特に融点(
固体-液体変化)を示すポリマーを意味するものと理解される。結晶化可能な部分がポリマ
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ーの骨格の配列である場合、この結晶化可能な配列は非晶質な配列と化学的性質において
異なり; この場合、半結晶性ポリマーは、例えばジブロック、トリブロックまたはマルチ
ブロックタイプのブロックコポリマーである。
【０１１１】
　有利には、本発明の組成物の半結晶性ポリマーは、2000以上、例えば2000から800000、
好ましくは3000から500000、例えば4000から150000、好適には4000から99000の範囲の数
平均分子量Mnを有する。
【０１１２】
　本発明による組成物において、半結晶性ポリマーは、有利には、融点より高い温度にお
いて、少なくとも1質量%が油性層中に相溶である。結晶化可能な鎖または配列以外では、
ポリマーの配列は非晶質である。本発明の意味において、「結晶化可能な鎖または配列」
は、単独の場合、融点より高いか低いかに応じて、可逆的に、非晶質状態から結晶化状態
を通る鎖または配列を意味すると理解される。本発明の意味における鎖は、ポリマーの骨
格に対して垂れ下がるまたは側鎖にある原子の基である。配列は、骨格に属する原子の基
であり、この基はポリマーの繰り返し部分の1つを構成する。
【０１１３】
　好ましくは、半結晶性ポリマーのポリマーの骨格は、油性相に相溶である。
【０１１４】
　好ましくは、本発明の組成物において使用される半結晶性ポリマーは、70℃未満(25℃
≦M.Pt.<70℃)の融解温度(または融点)、M.Ptを示し、この温度は、本発明による組成物
が受けることを意図されているケラチン物質、特に皮膚の温度と少なくとも等しい。融点
は、任意の知られている方法、特に示差走査熱量計(D.S.C.)で特に測定することができる
。
【０１１５】
　好ましくは、半結晶性ポリマーの結晶化可能な配列または鎖は、それぞれのポリマーの
全質量の少なくとも30質量%、好適には少なくとも40質量%に相当する。本発明によって使
用される、結晶化可能な配列を有する半結晶性ポリマーは、ブロックまたはマルチブロッ
クコポリマーである。これらは反応性(あるいはエチレン性)二重結合を有するモノマーの
重合または重縮合によって得ることができる。本発明のポリマーが結晶化可能な側鎖を有
するポリマーである場合、これらは、有利にはランダムまたは統計的な形態である。
【０１１６】
　本発明の半結晶性ポリマーは、合成由来である。さらに、これらは多糖骨格を含まない
。
【０１１７】
　本発明において使用することができる半結晶性ポリマーは、好ましくは、少なくとも1
つの結晶化可能な側鎖を有するポリマー(ホモポリマーまたはコポリマー)、および骨格内
に少なくとも1つの結晶化可能な配列を有するポリマー(ホモポリマーまたはコポリマー)
、例えば米国特許出願第5156911号に記載されたものから選択される。結晶化可能な側鎖
または配列は、疎水性である。
【０１１８】
　本発明の好ましい実施形態によると、半結晶性ポリマーは、結晶化可能な鎖を有する少
なくとも1つのモノマーの重合から得られるホモポリマーおよびコポリマーから特に選択
され、後者は少なくとも11個の炭素原子および最大で40個の炭素原子、好適には最大24個
の炭素原子を含むアルキル鎖から選択される。これらは特に少なくとも12個の炭素原子を
含むアルキル鎖であり、好ましくはこれらは14から24個の炭素原子を含むアルキル鎖(C14
～C24)である。これらは炭化水素のアルキル鎖(炭素原子および水素)またはフッ素化ある
いは過フッ素化アルキル鎖(炭素原子、フッ素原子および場合により水素原子)であり得る
。これらがフッ素化または過フッ素化アルキル鎖である場合、これらは少なくとも6個の
炭素原子がフッ素化された、少なくとも11個の炭素原子を含む。
【０１１９】
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　本発明の意味において、「アルキル」は、飽和基(不飽和基を含まない)を意味するもの
と理解される。
【０１２０】
　本発明の特定の実施形態によると、半結晶性ポリマーは、C14～C24のアルキル(メタ)ア
クリレート、C11～C15のペルフルオロアルキル(メタ)アクリレート、フッ素原子を有する
または有さないC14～C24のNアルキル(メタ)アクリルアミド、C14からC24のアルキルまた
はペルフルオロアルキル鎖を有するビニルエステル、C14からC24のアルキルまたはペルフ
ルオロアルキル鎖を有するビニルエーテル、C14からC24のアルファ-オレフィン、C14から
C24のアルキル基を有するパラ-アルキルスチレンから選択される、結晶化可能な鎖を有す
る少なくとも1つのモノマーの重合によって得られるホモポリマー、およびこれらのモノ
マーと、好ましくはメタクリル酸とは異なる親水性モノマー、例えばN-ビニルピロリドン
、ヒドロキシエチルアクリレート、ヒドロキシエチルメタクリレート、またはアクリル酸
との共重合により得られる、これらのモノマーのコポリマーから選択される。このような
コポリマーは、例えば、N-メチルピロリドン、ヒドロキシエチルアクリレート、ヒドロキ
シエチルメタクリレート、アクリル酸を有する、C14～C24のアルキルアクリレート、C14
～C24のアルキルメタクリレート、C14～C24のアルキルアクリルアミドまたはC14～C24の
アクリルメタクリルアミド、またはこれらの混合物のコポリマーであり得る。
【０１２１】
　好ましくは、半結晶性ポリマーは、C14～C24のアルキルアクリレートならびにC14～C24
のアルキルメタクリレートから選択されるモノマーの重合により得られるホモポリマーか
ら、およびアクリル酸などの疎水性モノマーを有する、C14～C24のアルキルアクリレート
ならびにC14～C24のアルキルメタクリレートから選択されるモノマーの共重合により得ら
れるコポリマーから選択される。
【０１２２】
　本発明の組成物の半結晶性ポリマーは、架橋されていなくても部分的に架橋されていて
もよいが、ただし、架橋の程度は、これらの融点を超える加熱による油性相中のこれらの
溶解または分散を妨げない。したがって、これは重合中の多官能性モノマーの反応による
化学的な架橋であり得る。したがって、これは、ポリマーが有する基間の水素タイプある
いは双極子の結合の定着(例えばカルボキシレートアイオノマーの間の双極子相互作用、
これらの相互作用は弱く、ポリマーが有する骨格による)、またはポリマーが有する結晶
化可能な配列と非晶質な配列との間の相分離のどちらかによる、物理的な架橋でもあり得
る。
【０１２３】
　好ましくは、本発明による組成物の半結晶性ポリマーは、架橋されていない。
【０１２４】
　本発明の特定の実施形態によると、半結晶性ポリマーは、C14～C24のアルキルアクリレ
ートおよびC14～C24のアルキルメタクリレートから選択される結晶化可能な鎖を有するモ
ノマーの重合から得られるホモポリマーである。これらはLandecによりIntelimer(登録商
標)の名称で市販されており、カタログ「Intelimer(登録商標) polymers」に記載されて
おり、Landec IP22を特に挙げることができる。これらのポリマーは、室温で固体の形態
である。これらは、結晶化可能な側鎖を有し、飽和C14～C24のアルキルアクリレートまた
はメタクリレートのホモポリマーに対応する。より詳しくは、ステアリルアクリレートの
ホモポリマー(Intelimer IPA-13.1) (INCI名: ポリC10～30アルキルアクリレート)、およ
びベヘニルアクリレートのホモポリマー(Intelimer IPA-13.6) (INCI名: ポリC10～30ア
ルキルアクリレート)を挙げることができる。
【０１２５】
　本発明の別の特定の実施形態によると、半結晶性ポリマーは、C14～C24のアルキルアク
リレートまたはC14～C24のアルキルメタクリレートとアクリル酸とのコポリマーである。
このタイプのコポリマーとして、ベヘニルアクリレートおよびアクリル酸の共重合によっ
て得られたコポリマー、ステアリルアクリレートとアクリル酸との共重合によって得られ
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たコポリマーを挙げることができる。
【０１２６】
　本発明の好ましい実施形態によると、半結晶性ポリマーはホモポリマーであり、これは
ステアリルアクリレート(Intelimer IPA-13.1) (INCI名: ポリC10～30アルキルアクリレ
ート)のホモポリマー、ベヘニルアクリレート(Intelimer IPA-13.6) (INCI名: ポリC10～
30アルキルアクリレート)のホモポリマー、およびこれらの混合物から選択される。
【０１２７】
d) デキストリンと脂肪酸とのエステル
　本発明による組成物は、デキストリンと脂肪酸との少なくとも1つのエステルを含む。
【０１２８】
　より詳しくは、これはデキストリンと少なくとも1つの脂肪酸のモノ-またはポリエステ
ルであり、特に式(C)に対応する:
【化２】

ここで、
- nは3から200の範囲、特に20から150の範囲、特に25から50の範囲の整数であり、
- 基R1、R2およびR3は、同一または異なっており、水素またはアシル基(R-CO-)から選択
され、ここで、基Rは、5から29個、特に7から21個、特には11から19個、より詳しくは13
から17個、さらには15個の炭素原子を有する、直鎖または分岐状の、飽和または不飽和の
炭化水素基であるが、ただし、前記基R1、R2およびR3のうちの少なくとも1つは、水素と
は異なる。
【０１２９】
　特に、R1、R2およびR3は水素またはアシル基(R-CO-)を表し、ここで、Rは前に定義した
炭化水素基であるが、ただし、前記基R1、R2およびR3のうちの少なくとも2つは、同一で
あり、水素原子と異なる。
【０１３０】
　基R1、R2およびR3の組は、同一または異なって特徴付けられ、特に同一であり、アシル
基(R-CO)である。
【０１３１】
　特に、nは、有利には、本発明によるエステルの一般式(C)において、25から50で変化し
、および特に38に等しい。
【０１３２】
　特に基R1、R2および/またはR3が同一または頃なり、アシル基(R-CO)で特徴付けられる
場合、これらはカプリル基、カプリン基、ラウリル基、ミリスチン基、パルミチン基、ス
テアリン基、アラキン基、ベヘン基、イソブチル基、イソバレリアン基、2-エチルブチル
基、エチルメチルアセト基、イソヘプタン基、2-エチルヘキサン基、イソノナン基、イソ
デカン基、イソトリデカン基、イソミリスチン基、イソパルミチン基、イソステアリン基
、イソアラキン基、イソヘキサン基、デカン基、ドデカン基、テトラデカン基、ミリスト
レイン基、ヘキサデカン基、パルミトレイン基、オレイン基、エライジン基、アスクレピ
ン基、ゴンドレイン基、エイコセン基、ソルビン基、リノール基、リノレン基、プニカ基
、ステアリドン基、アラキドン基、ステアロール基、エイコサニル基およびドコサノイル
基、ならびにこれらの混合物から選択することができる。
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【０１３３】
　好ましくは、デキストリンと脂肪酸のエステルとして、少なくとも1つのパルミチン酸
デキストリンが使用される。これは、単独または他のエステルと混合されて使用され得る
。
【０１３４】
　有利には、デキストリンと脂肪酸のエステルは、1つのグルコース単位に基づいて、2.5
以下、特に1.5から2.5、好ましくは2から2.5で変化する置換度を有する。デキストリンエ
ステルの質量平均分子量は、特に10000から150000、特に12000から100000、さらには1500
0から80000であり得る。デキストリンエステル、特にパルミチン酸デキストリンは、Chib
a FlourからRHEOPEARL TLまたはRHEOPEARL KLの名称で商業的に入手可能である。
【０１３５】
e) 焼成シリカ
　焼成シリカは、水素および酸素の存在下、1000℃で四塩化ケイ素(SiCl4)の連続火炎熱
分解(flame pyrolysis)によって得られる。これらは、親水性または疎水性であり得る。
【０１３６】
　本出願において、「親水性シリカ」は、純親水性シリカおよび親水性シリカでコートさ
れた粒子の両方を意味するものと理解される。
【０１３７】
　本出願において、「疎水性シリカ」は、純疎水性シリカおよび疎水性シリカでコートさ
れた粒子の両方を意味するものと理解される。
【０１３８】
　本発明によって使用することができる親水性の特徴の焼成シリカの中で、DEGUSSA HULS
によりAEROSIL 90、130、150、200、300および380の商標名で販売されているものを、特
に挙げることができる。
【０１３９】
　本発明によって使用することができる疎水性の特徴の焼成シリカの中で、DEGUSSA HULS
によりAEROSIL(登録商標) R202、R805、R812、R972およびR974の商標名で販売されている
ものを、特に挙げることができる。
【０１４０】
f) 有機親和性粘土
　有機親和性粘土として、C10からC22の塩化アンモニウムで変性されたヘクトライト(例
えばジステアリルジメチル塩化アンモニウムで変性されたヘクトライト)などの変性粘土
、例えばELEMENTISによりBentone 38V(登録商標)の名称で市販されているものを、挙げる
ことができる。
【０１４１】
　構造化剤は、好ましくは、デキストリンと脂肪酸のエステル、特にパルミチン酸デキス
トリンから選択される。
【０１４２】
(ポリオール)
　組成物Aは、有利には、グリセロール、ソルビトール、プロピレングリコール、ペンチ
レングリコール、ブチレングリコール、プロパンジオール、グリセロールなどのポリオー
ルへのエチレンオキシドとC3～C4アルキレンオキシドの付加生成物(例えばポリオキシブ
チレンポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリセロール(INCI名: PEG/PPG/ポリブ
チレングリコール-8/5/3 グリセリン)、例えばNOFによりWILBRIDE S-753の名称で市販さ
れている化合物)、グリセロールの2-エチルヘキシルエステル(INCI名: エチルヘキシルグ
リセリン)、カプリリルグリコールおよびこれらの混合物から選択することができる、ポ
リオールを含む。
【０１４３】
　ポリオールは、組成物Aの、5質量%から40質量%、好適には10質量%から30質量%、さらに
好適には12質量%から25質量%に相当する。
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【０１４４】
(B. 水性組成物)
　本出願において、「水性組成物」は、少なくともいくらかの水を含む組成物を意味する
ものと理解される。
【０１４５】
　水性組成物は、水とは別に、例えば、1から8個の炭素原子、特に1から6個の炭素原子を
含む低級モノ-アルコール(例えばエタノール、イソプロパノール、プロパノールおよびブ
タノール)、6から80のエチレンオキシド基を有するポリエチレングリコール、ポリオール
(例えばプロピレングリコール、イソプレングリコール、ブチレングリコール、グリセリ
ンおよびソルビトール)、アセトン、およびこれらの混合物から選択される、水に相溶な
有機溶媒を含むことができる。
【０１４６】
　好ましくは、組成物Bはエマルションではない。
【０１４７】
　好ましくは、組成物Bは水性溶液である。一実施形態によると、組成物Bは水、および場
合により少なくとも1つの水溶性有機溶媒のみを含み、これは、存在する場合、水と有機
溶媒が水中で相溶であることを意味し、組成物Bの100%に相当する。より詳しくは、組成
物Bは、水および水溶性有機溶媒のみを含む。
【０１４８】
　好ましくは、組成物Bは、脂肪物質、特に油を含まない。
【０１４９】
　本発明の組成物において使用される水は、純粋な脱塩水であり得るが、ミネラルウォー
ターおよび/または温泉水(thermal water)ならびに/あるいは海水でもあり得、言い換え
ると、組成物の水は、部分的または全体に、ミネラルウォーター、温泉水、海水およびこ
れらの混合物から選択される水から構成され得る。ミネラルウォーターまたは温泉水は、
天然のミネラルウォーターまたは温泉水だけでなく、ミネラル構成成分および/または補
助的な微量元素が豊富な天然または温泉の水と同様に、無機水性溶液ならびに/あるいは
精製された(脱塩化されたあるいは蒸留された)水から調製された微量元素を含むものを表
す。
【０１５０】
　本発明によって使用される温泉または天然のミネラルウォーターは、例えば、Vittel水
、Vichy Basin水、Uriage水、Roche Posay水、Bourboule水、Enghien-les-Bains水、Sain
t Gervais-les-Bains水、Neris-les-Bains水、Allevar-les-Bains水、Digne水、Maiziere
s水、Neyrac-les-Bains水、Lons-le-Saunier水、les Eaux Bonnes、Rochefort水、Saint 
Christau水、Fumades水およびTercis-les-bains水、ならびにAvene水から選択することが
できる。
【０１５１】
　好ましくは、組成物Bは、少なくとも70%、好ましくは少なくとも75%、好適には80%の水
を含む。
【０１５２】
C/ 添加剤
　組成物Aおよび/または組成物B、好ましくは組成物Aは、特に美容活性成分、例えば水和
活性成分、抗脂漏性剤、老化防止活性成分、抗シワ活性成分、抗菌活性成分、抗炎症性ま
たは鎮痛活性成分、脂肪分解または減量活性成分、フィラー、日焼け防止剤、皮膚または
毛髪を染色するための薬剤、コンシーラー活性成分、制汗活性成分、脱臭成分、ヘアート
リートメント活性成分、脱毛剤、顔料、着色料、香料、電解質、pH調整剤、保存料、およ
びこれらの混合物から選択することができる、少なくとも1つの添加剤を含むことができ
る。
【０１５３】
　I) 水和活性成分、例えば乳酸ナトリウム、ポリオール、および特にグリセリン、ソル
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ビトールまたはポリエチレングリコール、マンニトール、アミノ酸、ヒアルロン酸および
この誘導体、ラノリン、尿素および尿素を含む混合物(例えばNMF(「天然保湿成分」))、
ワセリン、N-ラウロイルピロリドンカルボン酸およびこの塩、必須脂肪酸、エッセンシャ
ルオイル、およびこれらの混合物。
【０１５４】
　II) 抗脂漏性剤、例えば以下から選択される:
- 硫黄および硫黄誘導体
- 亜鉛塩、例えば乳酸亜鉛、グルコン酸亜鉛、ピドロ酸亜鉛、カルボン酸亜鉛、サリチル
酸亜鉛および/またはシステイン酸亜鉛;
- 塩化セレン;
- ビタミンB6またはピリドキシン;
- カプリロイルグリシンと、サルコシンと、特にSEPPICによりSepicontrol A5(登録商標)
の商標名で市販されているシナモン(Cinnamomum zeylanicum)の抽出物との混合物;
- 特にSECMAによりPhlorogine(登録商標)の商標名で市販されているカラフトコンブ(Lami
naria saccharina)の抽出物;
- 特にSILABによりSebonormine(登録商標)の商標名で市販されているセイヨウナツユキソ
ウ(Spiraea ulmaria)の抽出物;
- 全て例えばMARUZENにより市販されている、アルニカモンタナ(Arnica montana)、アカ
ナイキ(Cinchona succirubra)、チョウジ(Eugenia caryophyllata)、ホップ(Humulus lup
ulus)、セイヨウオトギリソウ(Hypericum perforatum)、セイヨウハッカ(Mentha piperit
a)、マンネンロウ(Rosmarinus officinalis)、サルビヤ(Salvia officinalis)、およびタ
チジャコウソウ(Thymus vulgaris)の植物の抽出物;
- 特にEUROMEDにより市販されているノコギリヤシ(Serenoa repens)の抽出物;
- アザミ属(Silybum genus)の植物の抽出物;
- サポゲニン(sapogenins)を含む植物抽出物、特にジオスゲニンまたはヘコゲニンが豊富
なヤマノイモ(Dioscoreaceae)の抽出物;
- オイゲノールおよびオイゲニルグルコシドを含むクローブ(Eugenia caryophyllata)の
抽出物;
- およびこれらの混合物。
【０１５５】
　III) 老化防止活性成分または抗シワ活性成分は、皮膚の老化の任意の兆候をトリート
メントするまたは防ぐことができる全ての活性成分から選択することができる。これらは
、例えば、抗フリーラジカル剤、角質溶解剤、ビタミン類、抗エラスターゼ剤および抗コ
ラゲナーゼ剤、プロチド、脂肪酸誘導体、ステロイド、微量元素、増白剤、藻類およびプ
ランクトンの抽出物、酵素および補酵素、フラボノイド、セラミド、調色剤、筋弛緩剤、
糖類、およびこれらの混合物から選択することができる。
【０１５６】
　1) 抗フリーラジカル剤および抗酸化剤として、リン酸誘導体(例えばエチレンジアミン
テトラ(メチレンリン)酸、ヘキサメチレンジアミンテトラ(メチレンリン)酸、ジエチレン
トリアミンペンタ(メチレンリン)酸、およびこれらの塩、特にこれらのナトリウム塩)、
エチレンジアミンテトラ酢酸およびこれらの塩(例えばナトリウム塩)、グアノシン、スー
パーオキシジスムターゼ(superoxidismutase)、トコフェロール(ビタミンE)、およびこれ
らの誘導体(酢酸塩)、エトキシキン、ラクトフェリン、ラクトペルオキシダーゼ、および
窒素酸化物誘導体、スーパーオキシドジスムターゼ(superoxide dismutases)、グルタチ
オンペルオキシダーゼ、抗ラジカル活性を有する植物抽出物(例えばSilabによりDetoxili
neの参照名で市販されている水性の小麦胚芽抽出物)、ポリフェノールが豊富な植物抽出
物(例えば緑茶およびグレープ、ならびにこれらの混合物)を、特に挙げることができる。
【０１５７】
　2) 角質溶解剤として、α-ヒドロキシ-酸、特に果実から誘導される酸(例えばグリコー
ル酸、乳酸、リンゴ酸、クエン酸、酒石酸およびマンデル酸、これらの誘導体ならびにこ
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れらの混合物)、β-ヒドロキシ-酸(例えばサリチル酸およびこの誘導体、例えばn-オクタ
ノイル-5-サリチル酸またはn-ドデカノイル-5-サリチル酸)、α-ケト-酸(例えばアスコル
ビン酸またはビタミンCおよびこれらの誘導体、例えばこれらの塩(例えばアスコルビン酸
ナトリウム、アスコルビルリン酸マグネシウムあるいはアスコルビルリン酸ナトリウム)
、これらのエステル(例えば酢酸アスコルビル、パルミチン酸アスコルビルならびにプロ
ピオン酸アスコルビル)、またはこれらの糖誘導体(例えばグリコシル化アスコルビン酸)
ならびにこれらの混合物)、β-ケト-酸、レチノイド(例えばレチノール(ビタミンA)およ
びこれらのエステル)、レチナール、レチノイン酸およびこれらの誘導体、同様に仏国特
許出願第2570377号、欧州特許出願第199636号、欧州特許出願第325540号、欧州特許出願
第402072号に記載されているレチノイド、アダパレン、カロテノイド、ならびにこれらの
混合物を、例えば挙げることができる。
【０１５８】
　3) ビタミン類として、前述のビタミンA、EおよびCとは別に、ビタミンB3(またはビタ
ミンPPあるいはナイアシンアミド)およびこれらの誘導体(ニコチン酸トコフェロール、ニ
コチニルアルコールとカルボン酸とのエステル、2-クロロニコチンアミド、6-メチルニコ
チンアミド、6-アミノニコチンアミド、N-メチルニコチンアミド、N,N-ジメチルニコチン
アミド、N-(ヒドロキシメチル)ニコチンアミド、キノリン酸イミド、ニコチンアニリド、
N-ベンジルニコチンアミド、N-エチルニコチンアミド、ニフェナゾン、ニコチンアルデヒ
ド、イソニコチン酸、メチルイソニコチン酸、チオニコチンアミド、ニアラミド、2-メル
カプトニコチン酸、ニコモールならびにニアプラジン)、ビタミンB5(またはパンテノール
あるいはパンテニルアルコールあるいは2,4-ジヒドロキシ-N-(3-ヒドロキシプロピル)-3,
3-ジメチル-ブタンアミド)、その様々な形態: D-パンテノール、DL-パンテノール)、およ
びこれらの誘導体ならびにこれらの類似物、例えばパントテン酸カルシウム、パンテチン
(panthetine)、パントテイン(pantotheine)、エチルパンテニルエーテル、パンガミン酸
、ピリドキシン、パントイルラクトース、ならびにこれらを含む天然の化合物、例えばロ
イヤルゼリー、ビタミンDおよびこれらの類似物、例えばWO 00/26167に記載されたもの; 
ビタミンFまたはこの類似物、例えば少なくとも1つの二重結合を有する不飽和酸の混合物
、特にリノール酸、リノレン酸およびアラキドン酸との混合物、あるいはこれらを含む化
合物、特にこれらを含む植物由来の油、例えばホホバ油、ならびにこれらの混合物を、特
に挙げることができる。
【０１５９】
　4) 抗エラスターゼ剤として、ペプチド誘導体、特に豆科植物の穀物からのペプチド、
例えばLaboratorires Seriobiologiques de NancyによりParelastylの参照名で市販され
ているもの; 仏国特許出願第2180033号に記載されたN-アシルアミノ-アミドの誘導体、例
えばエチル{2-[アセチル-(3-トリフルオロメチルフェニル)-アミノ]-3-メチル-ブチリル
アミノ}アセテートおよび{2-[アセチル-(3-トリフルオロ-メチルフェニル)-アミノ]-3-メ
チル-ブチリルアミノ}酢酸ならびにこれらの混合物を、特に挙げることができる。
【０１６０】
　5) 抗コラゲナーゼ剤として、メタロプロテアーゼ阻害剤、例えばエチレンジアミン-テ
トラ酢酸(EDTA)、システイン、およびこれらの混合物を、挙げることができる。
【０１６１】
　6) プロチド(またはペプチド)として、小麦、米、麦芽または大豆のタンパク質、およ
びこれらの加水分解物、例えばSilabによりTensineの参照名で市販されているもの、なら
びにこれらの混合物を、例えば挙げることができる。
【０１６２】
　7) 脂肪酸誘導体として、大豆の必須脂肪酸のリン脂質を含むポリ不飽和リン脂質、お
よびこれらの混合物を、特に挙げることができる。
【０１６３】
　8) ステロイドとして、DHEAまたはデヒドロエピアンドロステロン、これらの生物学的
な前駆体、これらの代謝産物、およびこれらの混合物を、例えば挙げることができる。DH
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EAの「生物学的な前駆体」は、特に、Δ5-プレグネノロン、17α-ヒドロキシプレグネノ
ロンおよび17α-ヒドロキシ硫酸プレグネノロンを意味するものと理解される。DHEAの誘
導体は、これらの代謝誘導体およびこれらの化学的誘導体の両方を意味するものと理解さ
れる。代謝誘導体として、Δ5-アンドロステン-3,17-ジオール、特に5-アンドロステン3
β、17β-ジオール、Δ4-アンドロステン-3,17-ジオン、7ヒドロキシDHEA(7α-ヒドロキ
シDHEAまたは7β-ヒドロキシ-DHEA)ならびにそれ自体7β-ヒドロキシDHEAとベンゾイルDH
EAとの代謝産物である、7-ケト-DHEAを、特に挙げることができる。
【０１６４】
　9) 微量元素として、銅、亜鉛、セレン、鉄、マグネシウム、マンガン、およびこれら
の混合物を、例えば挙げることができる。
【０１６５】
　10) 増白剤または脱色素剤として、コウジ酸およびこの誘導体、ヒドロキノンおよびこ
の誘導体(例えばアルブチンならびにこのエステル)、ビタミンCおよびこの誘導体(例えば
アスコルビルリン酸マグネシウム)、塩(例えばカルシウムDスルホン酸パンテテイン)、エ
ラグ酸およびこの誘導体、ルシノール、リノール酸およびこの誘導体、植物、特に甘草、
桑またはタツナミソウの抽出物、グルタチオンおよびこの前駆体、システインおよびこの
前駆体、WO 99/10318に記載されたアミノフェノールから誘導された化合物(例えば特にN-
エチル-オキシカルボニル-4-アミノフェノール、N-エチルアミノカルボニル-O-エチルオ
キシカルボニル-4-アミノフェノール、N-コレステリルオキシカルボニル-4-アミノフェノ
ール、N-エチルアミノカルボニル-4-アミノフェノール、フェニル-エチル-レソルシノー
ル(シムホワイト))、およびこれらの化合物の混合物を、例えば挙げることができる。
【０１６６】
　11) 藻類の抽出物として、紅藻類または褐藻類の抽出物、例えばコンブ科(Laminaria f
amily)の褐藻類の抽出物(例えばラミナリアディギタータ(Laminaria digitata)種からの
抽出物)、より詳しくは、2つのウロン酸、マンヌロン酸およびグルロン酸の連結を含むオ
リゴ糖の濃縮された溶液である、CODIFによりPhycosaccharidesの名称で販売されている
ものを、挙げることができる。
【０１６７】
　12) プランクトン抽出物として、ChimexによりMEXORYL SAHの名称で市販されている水
性分散体のプランクトン(CTFA名: ビトレオシラフェルメント(Vitreoscilla Ferment))を
挙げることができる。
【０１６８】
　13) 酵素として、動物、微生物(細菌、真菌あるいはウイルス)または合成(化学的ある
いはバイオテクノロジーの合成により得られる)由来の任意の酵素を、純結晶形態または
不活性希釈剤中の希釈形態で、使用することができる。リパーゼ、プロテアーゼ、ホスホ
リパーゼ、ラッカーゼ、セルラーゼ、ペルオキシダーゼ(特にラクトペルオキシダーゼ)、
カタラーゼ、スーパーオキシドジスムターゼ、または前記酵素を含む植物抽出物、および
これらの混合物を、例えば挙げることができる。これらは例えばNovo Nordiskにより「Su
bstilisine SP 554」の商標名で販売されているもの、およびLaboratoires Serobiologiq
ues de Nancyにより「LYSOVEG LS」の商標名で販売されているものから選択することがで
きる。
【０１６９】
　14) 補酵素として、アルケニル鎖を有するベンゾキノンのファミリーに属するユビキノ
ンまたはコエンザイムQ10、ビオチン(またはビタミンH)であるコエンザイムR、およびこ
れらの混合物を、特に使用することができる。
【０１７０】
　15) フラボノイドとして、変化した置換基および異なる酸化レベルを含むことができる
、3-フェニルクロマン骨格から形成される、フラボノイドの下位分類を構成するイソフラ
ボノイドを、例えば挙げることができる。用語「イソフラボノイド」は様々な分類の化合
物を一緒にしており、これらの中で、イソフラボン、イソフラバノン、ロテノイド、プテ
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ロカルパン、イソフラバン、イソフラバン-3-エン、3-アリールクマリン、3-アリール-4-
ヒドロキシ-クマリン、クメスタン、クマロノクロモン、α-メチル-デオキシベンゾイン
、2-アリールベンゾフラン、およびこれらの混合物を挙げることができる。イソフラボノ
イドは、天然または合成由来であり得る。「天然由来」は、天然由来、一般的には植物の
構成成分から様々な抽出プロセスにより得られた、純粋な状態または様々な濃度の溶液の
状態におけるイソフラボノイドを意味するものと理解される。「合成由来」は、化学的合
成により得られた、純粋な状態または異なる濃度の溶液の状態におけるイソフラボノイド
を意味するものと理解される。天然由来のイソフラボノイドとして、ダイジン(daidzine)
、ゲネスチン、ダイゼイン、ホルムオノネチン、クネアチン、ゲネステイン、イソプルネ
チンおよびプルネチン、カジャニン、オロボール、プラテンセイン、サンタル、ジュニペ
ゲニンA、グリシテイン、アフロルモシン、レツシン、テクトリゲニン、イリソリドンお
よびジャマイシン、同様にこれらの類似物および代謝産物を、挙げることができる。
【０１７１】
　16) セラミドとして、天然または合成由来の任意のタイプのセラミド、例えばタイプII
、タイプIII、タイプIV、タイプVまたはタイプVI、およびこれらの混合物を、使用するこ
とができる。セラミドとして、N-オレオイルジヒドロスフィンゴシン、N-ステアロイルフ
ィトスフィンゴシン、N-α-ヒドロキシベヘノイルジヒドロスフィンゴシン、N-α-ヒドロ
キシパルミトイルジヒドロスフィンゴシン、N-リノレオイルジヒドロスフィンゴシン、N-
パルミトイルジヒドロスフィンゴシン、N-ステアロイルジヒドロスフィンゴシン、N-ベヘ
ノイルジヒドロスフィンゴシン、およびこれらの混合物を、例えば挙げることができる。
【０１７２】
　17) 調色剤として、以下を例えば挙げることができる:
・合成ポリマー;
・天然由来のポリマー;
・混合シリケート;
・ワックスの微小粒子;
・無機フィラーのコロイド粒子。
【０１７３】
- 調色剤として使用することができる合成ポリマーは、以下から選択することができる:
・ポリウレタンポリマーおよびコポリマー;
・アクリルポリマーおよびコポリマー;
・スルホン化イソフタル酸のポリマー;
・グラフト化シリコーンポリマー;
・水溶性または水分散性単位およびLCST(下限臨界溶液温度)単位を含む、水溶性または水
分散性ポリマー。
【０１７４】
- 調色剤として使用することができる、ポリウレタンコポリマー、アクリルコポリマーお
よび他の合成ポリマーは、特に重縮合物、ハイブリッドポリマーおよび相互侵入ポリマー
ネットワーク(IPNs)から選択することができる。「相互侵入ポリマーネットワーク」は、
2つのタイプのモノマーの同時の重合および/または架橋により得られた、2つの絡まった
ポリマーの混合物を意味するものと理解され、この得られた混合物は、固有のガラス転移
温度を有する。調色剤として好適なIPNsの例、およびこの調製方法は、米国特許出願第61
39322号および米国特許出願第6465001号に例えば記載されている。好ましくは、IPNは少
なくとも1つのポリアクリルポリマーを含み、より好ましくは、これは少なくとも1つのポ
リウレタンまたはフッ化ビニリデンとヘキサフルオロプロピレンとのコポリマーをさらに
含む。好ましい実施形態によると、IPNはポリウレタンポリマーおよびポリアクリルポリ
マーを含む。このようなIPNsは、特にAir Productsにより市販されている、Hybridurの範
囲のものである。調色剤として特に好ましいIPNは、質量平均サイズが90と110nmとの間で
あり、数平均サイズが約80nmである粒子の水性分散体の形態である。このIPNは、好まし
くは約-60℃から100℃の範囲のガラス転移温度Tgを有する。このタイプのIPNは、Air Pro
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ductsによりHybridur X-01602の商標名で特に市販されている。本発明における使用に好
適な別のIPNは、Hybridur X18693-21またはHybridur 875ポリマー分散体として表される
。
【０１７５】
　- 調色ポリマーとして好適な他のIPNsには、ポリウレタンと、フッ化ビニリデンおよび
ヘキサフルオロプロピレンのコポリマーとの混合物から構成されるIPNs、特に米国特許出
願第5349003号に記載された通り調製されたものが含まれる。変形例として、これらは、
フッ素化コポリマーのアクリルポリマーに対する比が70:30と75:25との間の、水中のコロ
イド分散体の形態で、AtofinaからKYNAR RC-10.147およびKYNAR RC-10.151の商標名で商
業的に入手可能である。
【０１７６】
　- グラフト化シリコーンポリマーの例は、欧州特許出願第1038519号に示されており、
これは参照により本明細書に援用する。グラフト化シリコーンポリマーの好ましい例は、
チオプロピレンタイプの結合単位を介してグラフト化され、ポリ(メタ)アクリル酸タイプ
とアルキルポリ(メタ)アクリレートタイプのポリマー部分が混合されたポリジメチルシロ
キサンである、ポリシリコーン-8(CTFA名)である。このタイプのポリマーは、特に3Mから
VS 80(水中10%)またはLO 21(パウダー形態)の商標名で特に入手可能である。これは、プ
ロピルチオ、メチルアクリレート、メチルメタクリレートおよびメタクリル酸基を有する
、ポリジメチルシロキサンのコポリマーである。
【０１７７】
　- 前述の合成ポリマーは、ラテックスの形態であり得る。調色剤として使用することが
できる適切なラテックスとして、ポリエステル-ポリウレタンおよびポリエーテル-ポリウ
レタンの分散体、例えばNoveonによりAvalure UR410およびUR460の名称で、ならびにNeor
ez R974、Neorez R981、Neorez R970の名称で市販されているもの、同様に、アクリルコ
ポリマー分散体、例えばAveciaによりNeocryl XK-90の名称で市販されているものを、特
に挙げることができる。
【０１７８】
　- 最後に、調色ポリマーとして適切な合成ポリマーは、水溶性または水分散性単位を含
み、かつLCST単位を含む、水溶性または水分散性ポリマーであり得、前記LCST単位は、特
に、1質量%の濃度において、5から40℃の水中の分離温度を示す。このタイプのポリマー
は、仏国特許出願第2819429号に、より完全に記載されている。
【０１７９】
　- 調色剤として使用することができる天然由来のポリマーは、以下から選択することが
できる:
・植物タンパク質および植物タンパク質の加水分解物;
・場合によりミクロゲルの形態の、植物由来の多糖類、例えばデンプン;
・および植物由来のラテックス。
【０１８０】
　調色剤として使用することができる、植物タンパク質および植物タンパク質の加水分解
物の例として、トウモロコシ、ライ麦、小麦、ソバ、ゴマ、スペルト(spelt)、エンドウ
、豆、レンティル、大豆およびルピン(lupin)からのタンパク質およびタンパク質の加水
分解物を挙げることができる。
【０１８１】
　調色剤として使用することができる多糖類は、熱可逆性または架橋ゲル、同様に溶液を
形成することができる、天然由来の多糖類から選択することができる。「熱可逆性」は、
一度溶液が使用される多糖類のゲル化温度特性未満に冷却されても、これらのポリマー溶
液のゲル状態が可逆的に得られることを意味するものと理解される。このタイプの天然由
来の多糖類として、カラギーナン(特にカッパカラギーナンおよびイオタカラギーナン)、
寒天、ジェラン(gellan)、アルギネート、ペクチン、キトサンおよびこの誘導体、プルラ
ンおよびこの誘導体を、挙げることができる。調色する多糖類は、仏国特許出願第282902
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5号に記載されている通り、ミクロゲルの形態で存在することができる。
【０１８２】
　多糖類は、デンプンおよびこの誘導体から選択することもできる。デンプンは任意の由
来: 例えば、米、トウモロコシ、ポテト、キャッサバ、エンドウ、小麦またはオートムギ
であることができ、これは天然のまま、または場合により架橋、アセチル化あるいは酸化
タイプの処理によって変性されることができる。これは場合によりグラフト化されること
ができる。調色剤として使用することができるデンプンとして、Lambert-RiviereによりR
emi Driの名称で市販されているものを、例えば挙げることができる。
【０１８３】
　- 本発明により使用することができる調色剤の別の分類は、混合シリケートから構成さ
れる。この表現は、アルカリ金属(例えばNa、Li、K)またはアルカリ土類金属(例えばBe、
Mg、Ca)および遷移金属から選択されるカチオンのいくつかのタイプを含む、天然または
合成由来の全てのシリケートを意味するものと理解される。フィロシリケート、つまり、
間に金属カチオンが含まれているシート状にSiO4の四面体が組織された構造を有するシリ
ケートが、好ましくは使用される。調色剤として特に好ましいシリケートのファミリーは
、ラポナイト(laponite)のファミリーである。ラポナイトは、モンモリロナイトと同様の
層構造を有する、マグネシウム、リチウムおよびナトリウムのシリケートである。ラポナ
イトは、「ヘクトライト」と呼ばれる天然の鉱物の合成形態である。RockwoodによりLapo
nite XLSまたはLaponite XLGの名称で市販されているラポナイトを、例えば使用すること
ができる。
【０１８４】
　- 調色剤のさらに別の分類は、ワックスの微小粒子から構成される。これらは、一般的
に5μm未満、または好適には0.5μm未満の直径を有する粒子であり、本質的に、例えばカ
ルナバワックス、キャンデリラ(Candelilla)ワックスあるいはアルファワックスから選択
される、1つのワックスまたはワックスの混合物から構成される。ワックスまたはワック
スの混合物の融点は、好ましくは50℃と150℃との間である。
【０１８５】
　- さらなる変形例において、無機フィラーのコロイド粒子を、調色剤として使用するこ
とができる。「コロイド粒子」は、0.1と100nmとの間、好ましくは3と30nmとの間にある
数平均直径を有する、水性媒体、水性アルコール媒体またはアルコール媒体中に分散され
た粒子を意味するものと理解される。無機フィラーの例として、シリカ、酸化セリウム、
酸化ジルコニウム、アルミナ、炭酸カルシウム、硫酸バリウム、硫酸カルシウム、酸化亜
鉛および二酸化チタンを挙げることができる。特に好ましい無機フィラーは、シリカであ
る。シリカのコロイド粒子は、Catalysts & ChemicalsからCOSMO S-40およびCOSMO S-50
の商標名で、コロイダルシリカの水性分散体の形態で、特に入手可能である。シリカ-ア
ルミナコロイド粒子複合体、例えばGraceによりLudox AM、Ludox HSAおよびLudox TMAの
名称で市販されているものも、使用することができる。
【０１８６】
　18) 顔のしわを滑らかにする薬剤である筋弛緩剤として、サポゲニン(欧州特許出願第1
352643号参照)、アデノシン(仏国特許出願第0214828号参照)、カルシウムチャネルに関連
するレセプターの拮抗薬(仏国特許出願第2793681号参照)、および特にマンガンおよびこ
の塩(仏国特許出願第2809005号参照)、塩素チャネルに関連するレセプターの作動薬、こ
れらの中のグリシン(欧州特許出願第0704210号参照)ならびにアイリスパリーダ(Iris pal
lida)の特定の抽出物(仏国特許出願第2746641号参照)を、例えば挙げることができる。
【０１８７】
　19) 糖として、D-マンノースなどの単糖類、L-ラムノース、多糖類、C-グリコシドおよ
びこれらの誘導体、例えばC-β-D-キシロピラノシド-n-プロパン-2-オン、C-β-D-(3,4,5
-トリアセトキシ)キシロピラノシド-n-プロパン-2-オン、C-β-D-キシロピラノシド-2-ヒ
ドロキシ-プロパン-2-オンおよびこれらの混合物を、挙げることができる。
【０１８８】
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　IV) 抗菌または抗真菌活性成分および保存料、特にイセチオン酸ヘキサミジン、ウンデ
シレン酸およびこの塩、過酸化ベンゾイル、安息香酸およびこの塩、フィチン酸およびこ
の塩、サリチル酸およびこの塩、ソルビン酸およびこの塩、レブリン酸、ベンジルアルコ
ール、デヒドロ酢酸およびこの塩、アニス酸、酸性N-アセチル-L-システイン、リポ酸、
アゼライン酸およびこの塩、アラキドン酸、レゾルシノール、2,4,4’-トリクロロ-2’-
ヒドロキシジフェニルエーテル、オクトロピロックス、オクトキシグリセリン、オクタノ
イルグリシン、カプリロイルグリシン、ファルネソール、フィトスフィンゴシン、セレン
誘導体、亜鉛ピリチオン、クロルフェネシン、フェノキシエタノール、パラベンとも呼ば
れるパラヒドロキシ安息香酸のエステル、ホルムアルデヒドリベレイター(liberator)(例
えばイミダゾリジニル尿素またはジアゾリジニル尿素)、カルバミン酸ハロアルキニル(例
えばブチルカルバミン酸3-ヨード-2-プロピニル(IPBC))、1,2-オクタンジオールとも呼ば
れるカプリリルグリコール、ペンチレングリコール、N-(3-クロロアリル)ヘキサミニウム
(またはクオタニウム-15)クロリド、塩酸ポリヘキサメチレンビグアニド(CTFA名: ポリア
ミノプロピルビグアニド)、アルキルトリメチル-臭化アンモニウム(例えばドデシルトリ
メチル臭化アンモニウム、ミリスチルトリメチル臭化アンモニウム、ヘキサデシルトリメ
チル臭化アンモニウム)、およびこれらの混合物。これらの保存料は、特に水性組成物で
存在することができる。
【０１８９】
　V) 抗炎症性または鎮痛活性成分、例えば五員環トリテルペン類およびこれらを含む植
物(例えば甘草(Glycyrrhiza glabra))からの抽出物、例えばβ-グリチルレチン酸および
この塩ならびに/またはこの誘導体(グリチルレチン酸モノグルクロニド、グリチルレチン
酸ステアリルならびに3-ステアロイルオキシグリチルレチン酸)、ウルソル酸およびこの
塩、オレアノール酸およびこの塩、ベツリン酸およびこの塩、ボタンの抽出物、シャクヤ
クの抽出物、カラフトコンブの抽出物、カモミールの抽出物、ピジウムの抽出物、ボスウ
ェリアセラータ(Boswellia serrata)の抽出物、センチペダクンニンガミ(Centipeda cunn
inghami)の抽出物、ヒマワリ(Helianthus annuus)の抽出物、アマの抽出物、コラノキの
抽出物、クローブの抽出物、ヤナギラン(Epilobium Angustifolium)の抽出物またはバコ
パモンニエリ(Bacopa monieri)の抽出物、サリチル酸の塩(特にサリチル酸亜鉛)、Codif
からの多糖類、キャノーラ油、ビサボロール、アラントイン、SeppicからのSepivital EP
C(ビタミンEならびにCのリン酸ジエステル)、マスカットローズの油などのオメガ3不飽和
油、クロフサスグリおよびエキウム(Echium)ならびに魚油、カプリロイルグリシン、Sepp
icからのSeppicalm VG(パルミトイルプロリンナトリウムおよびセイヨウスイレン)、トコ
トリエノール、ピペロナール、アロエベラおよびフィトステロール。
【０１９０】
　VI) 脂肪分解または減量活性成分、言い換えると、有益で、脂肪組織の減少に直接的ま
たは間接的な作用を有するもの、例えば:
- キサンチン誘導体、例えばカフェインおよびこの誘導体、特に仏国特許出願第2617401
号に記載されている、1-ヒドロキシ-アルキルキサンチン、クエン酸カフェイン、テオフ
ィリンおよびこの誘導体、テオブロミン、アセフィリン、アミノフィリン、クロロエチル
テオフィリン、ジプロフィリン、ジニプロフィリン、エタミフィリンおよびこの誘導体、
エトフィリン、プロキシフィリン、またはキサンチン誘導体を含む組合せ、例えばカフェ
インとシラノールの組合せ(カフェインのメチルシラントリオール誘導体)(例えばExsymol
によりcafeisilane Cの名称で市販されている製品)、あるいは他にはキサンチン塩基を含
む天然由来の化合物、特にカフェイン、例えばお茶、コーヒー、ガラナ、マテ、コラノキ
(Cola Nitida)の抽出物、特に8から10%のカフェインを含むガラナ果実(Paulina sorbilis
)の乾燥抽出物、および特にマオウ(Ephedra plant)などの植物で天然の状態で見つけるこ
とができるエフェドリンならびにこの誘導体;
- 植物抽出物および海洋由来の抽出物、これらは阻害されるレセプター(例えばβ-2ブロ
ッカーおよびNPYブロッカー、欧州特許出願第838217号に記載されている)に活性であるか
、またはLDLあるいはVLDLのためのレセプターの合成を阻害するか、あるいはアデニルシ
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クラーゼの活性を導くβレセプターおよびGタンパク質を刺激するのに活性である。この
タイプの植物抽出物として、以下を例えば挙げることができる:
　- ガルシニアカンボジア(Garcinia Cambogia)、
　- ブプレウラムチネンシス(Bupleurum chinensis)の抽出物、
　- セイヨウキヅタ(Hedera Helix)、アルニカ(Arnica Montana L)、ローズマリー(Rosma
rinus officin-alis N)、マリーゴールド(Calendula officinalis)、セージ(Salvia offi
cinalis L)、朝鮮人参(Panax ginseng)、セイヨウオトギリソウ(Byperycum Perforatum)
、ナギイカダ(Ruscus aculeatus L)、シモツケ(Filipendula ulmaria L)、オルトシフォ
ン(Orthosiphon Stamincus Benth)、カバノキ(Betula alba)、ケクロピア(cecropia)及び
アルガン(argan)の抽出物、
　- イチョウの抽出物、
　- ツクシの抽出物、
　- エスシン(escin)の抽出物、
　- オケラ(cang zhu)の抽出物、
　- クリサンテルムインジクム(Chrysanthellum indicum)の抽出物、
　- ジオスゲニンが豊富なヤマノイモの抽出物、または純ジオスゲニン、あるいはヘコゲ
ニンおよびこの誘導体、
　-アルメニアセア(Armeniacea)属、アトラクチロディスプラチコドン(Atractylodis Pla
ticodon)属、シノメニウム(Sinnomenum)属、ファルビチジス(Pharbitidis)属またはフレ
ミンギア(Flemingia)属の植物の抽出物、
　- コリウス(Coleus)、例えばC. フォルスコリ(C. Forskohlii)、C. ブルメイ(C. blume
i)、C. エスキロリ(C. esquirolii)、C. スクテラリオイデス(C. scutellaroids)、C. キ
サンタンタス(C. xanthantus)およびC. バルバツス(C. Barbatus)の抽出物、例えば60%の
ホルスコリンを含むコレウスバルバツス(Coleus Barbatus)の根の抽出物、
　- ブラックホアハウンド(black horehound)の抽出物、
　- グイオア(Guioa)、シノブ(Davallia)、テルミナリア(Terminalia)、バリントニア(Ba
rringtonia)、トレマ(Trema)またはアンチロビア(Antirobia)の抽出物。
【０１９１】
　海洋由来の抽出物として、以下を挙げることができる:
　- 藻類または植物プランクトンの抽出物、例えばロディステロール(rhodysterol)また
はSecmaによりPHYCOX75の名称で市販されているラミナリア(Laminaria Digitata)の抽出
物、仏国特許出願第2782921号に記載されているスケレトネマ属藻類(alga skeletonema)
あるいは仏国特許出願第2774292号に記載されている珪藻類。
【０１９２】
　VII) フィラー、特に光学的効果に寄与するもの、言い換えると皮膚への適用後、以下
の光学的効果を与えることができるフィラー:
・つや消し効果または光沢の減少;
・ソフトフォーカス効果: 「ソフトフォーカス」は、皮膚の微小な起伏における、小さな
シワ、毛穴および凹凸の目に見える減少であって、凹凸の微小な起伏に関連した欠点を示
す皮膚への美容組成物の適用後、すぐに得られる減少を意味するものと理解される;
・血色の均質化および美白: 「血色の均質化」は、欠点を示す皮膚への美容組成物の適用
後、すぐに得られる、皮膚の変色および色素の不均質の目に見える減少を意味するものと
理解される。
【０１９３】
　フィラーは固体粒子であり、一般的には白色で、組成物の媒体に不溶である。
【０１９４】
　本発明において使用することができる光学的な効果を有するフィラーの中で、コートさ
れているまたはされていない、無機フィラー(ルチルおよび/あるいはアナターゼ型の形態
における非晶質または結晶性二酸化チタン、酸化亜鉛、酸化鉄、酸化セリウム、シリカ、
アルミナ、窒化ホウ素、滑石、絹雲母、マイカ等)、同様に複合体フィラー、真珠層、粘
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土、デンプンおよびこの誘導体、アクリルスチレンの水性分散体、メラミン-ホルムアル
デヒドまたは尿素-ホルムアルデヒド樹脂の粒子、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)の
水性分散体、ワックスの微小分散体、ビニルピロリドン/1-トリアコンテンのコポリマー
、シリコーンワックスおよび樹脂、オルガノポリシロキサン粒子、膨張塩化ビニリデン、
アクリロニトリルおよびメタクリレートのターポリマーのミクロスフィア、ナイロン粒子
、セルロースのミクロビーズ、繊維および中空の半球状シリコーン粒子、例えばTakemoto
 Oil and FatによりNLK-500およびNLK-503の名称で市販されているものを、挙げることが
できる。
【０１９５】
　例として、好ましくは部分的または完全に架橋された、粒子の形態のシリコーンエラス
トマー(オルガノポリシロキサンエラストマー)、例えばShin-EtsuによりKSG 15、KSG 16
、KSG 17、KSG 18、KSG 26A、KSG 26B、KSG-31、KSG-32、KSG-33、KSG-41、KSG-42、KSG-
43、KSG-44の参照名で販売されているものを挙げることができる。
【０１９６】
　VIII) 日焼け防止剤、これは化粧の分野において一般的に使用することができる、UVA
およびUVBの化学的フィルターまたは物理的フィルターから選択することができる。
【０１９７】
　UVBフィルターとして、以下を例えば挙げることができる:
　(1) サリチル酸誘導体、特にサリチル酸ホモメンチルおよびサリチル酸オクチル;
【０１９８】
　(2) ケイ皮酸誘導体、特にGivaudanによりParsol MCXの名称で市販されている、p-メト
キシケイ皮酸2-エチルヘキシル;
【０１９９】
　(3) 液体のβ,β’-ジフェニルアクリレート誘導体、特にBASFによりUVINUL N539の名
称で市販されている、2-エチルヘキシルα-シアノ-α,β’ジフェニルアクリレートまた
はオクトクリレン;
【０２００】
　(4) p-アミノ安息香酸誘導体;
【０２０１】
　(5) MerckによりEUSOLEX 6300の名称で市販されている、4-メチルベンジリデンカンフ
ァー;
【０２０２】
　(6) MerckによりEUSOLEX 232の名称で市販されている、2-フェニルベンズイミダゾール
5-スルホン酸;
【０２０３】
　(7) 1,3,5-トリアジン誘導体、特に:
- BASFによりUVINUL T150の名称で市販されている、2,4,6-トリス[p-(2’-エチルヘキシ
ル-1’-オキシカルボニル)-アニリノ]-1,3,5-トリアジン、および
- Sigma 3VによりUVASORB HEBの名称で市販されている、ジオクチルブタミドトリアゾン;
【０２０４】
　(8) およびこれらのフィルターの混合物。
【０２０５】
　UVAフィルターとして、以下を例えば挙げることができる:
　(1) ジベンゾイルメタン誘導体、特にGivaudanによりPARSOL 1789の名称で市販されて
いる、4-(tert-ブチル)4’-メトキシジベンゾイル-メタン;
【０２０６】
　(2) ChimexによりMEXORYL SXの名称で市販されている、場合により部分的にまたは完全
に中性化された形態の、ベンゼン1,4[ジ(3-メチリデンカンファー-10-スルホン)]酸;
【０２０７】
　(3) ベンゾフェノン誘導体、例えば:
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- 2,4-ジヒドロキシベンゾフェノン(ベンゾフェノン-1);
- 2,2’,4,4’-テトラ-ヒドロキシベンゾフェノン(ベンゾフェノン-2);
- BASFによりUVINUL M40の名称で市販されている、2-ヒドロキシ-4-メトキシ-ベンゾフェ
ノン(ベンゾフェノン-3);
- 2-ヒドロキシ-4-メトキシ-ベンゾフェノン-5-スルホン酸(ベンゾフェノン-4)、同様にB
ASFによりUVINUL MS40の名称で市販されている、そのスルホネートの形態(ベンゾフェノ
ン-5);
- 2,2’-ジヒドロキシ-4,4’-ジメトキシベンゾフェノン(ベンゾフェノン-6);
- 5-クロロ-2-ヒドロキシベンゾフェノン(ベンゾフェノン-7);
- 2,2’-ジヒドロキシ-4-メトキシ-ベンゾフェノン(ベンゾフェノン-8);
- 2,2’-ジヒドロキシ-4,4’-ジメトキシベンゾフェノン-5,5’-ジスルホン酸の二ナトリ
ウム塩(ベンゾフェノン-9);
- 2-ヒドロキシ-4-メトキシ-4’-メチル-ベンゾフェノン(ベンゾフェノン-10);
- ベンゾフェノン-11; および
- 2-ヒドロキシ-4-(オクチルオキシ)ベンゾフェノン(ベンゾフェノン-12)。
【０２０８】
　(4) シラン誘導体またはベンゾフェノン基を有するポリオルガノシロキサン;
【０２０９】
　(5) アントラニル酸塩、特にHaarman & ReinerによりNEO HELIOPAN MAの名称で市販さ
れている、アントラニル酸メチル;
【０２１０】
　(6) 1分子あたり少なくとも2つのベンゾアゾリル基または少なくとも1つのベンゾジア
ゾリル基を含む化合物、特に1,4-ビス-ベンズイミダゾリル-フェニレン-3,3’,5,5’-テ
トラスルホン酸、同様にHaarman & Reimerにより市販されているこれらの塩;
【０２１１】
　(7) Nで置換されたベンズイミダゾリル-ベンザゾールまたはベンゾフラニル-ベンザゾ
ールのケイ素を含む誘導体、特に:
- 2-[1-[3-[1,3,3,3-テトラメチル-1-[(トリメチルシリル)オキシ]-ジシロキサニル]プロ
ピル]-1H-ベンズイミダゾール-2-イル]-ベンズオキサゾール;
- 2-[1-[3-[1,3,3,3-テトラメチル-1-[(トリメチルシリル)オキシ]-ジシロキサニル]プロ
ピル]-1H-ベンズイミダゾール-2-イル]-ベンゾチアゾール;
- 2-[1-(3-トリメチルシラニル-プロピル)-1H-ベンズイミダゾール-2-イル]-ベンズオキ
サゾール;
- 6-メトキシ1,1’-ビス-(3-トリメチルシラニル-プロピル)-1H,1’H-[2,2’]ビベンズイ
ミダゾリル-ベンズオキサゾール;
- および2-[1-(3-トリメチルシラニル-プロピル)-1H-ベンズイミダゾール-2-イル]-ベン
ゾチアゾール;
これらは欧州特許出願第1028120号に記載されている。
【０２１２】
　(8) トリアジン誘導体、特にCiba GeigyによりTINOSORB Sの名称で市販されている、2,
4-ビス{[4-(2-エチル-ヘキシルオキシ)-2-ヒドロキシ]-フェニル}-6-(4-メトキシ-フェニ
ル)-1,3,5-トリアジン、およびCiba GeigyによりTINOSORB Mの名称で市販されている、2,
2’-メチレンビス-[6-(2Hベンゾトリアゾール-2-イル)4-(1,1,3,3-テトラメチル-ブチル)
フェノール];
【０２１３】
　(9) 特に欧州特許出願第0392883号に記載されている、特に以下の式:
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【化３】

のベンゾトリアゾールシリコーン;
【０２１４】
　(10) およびこれらの混合物。
【０２１５】
　これらのフィルターのいくつかの混合物も、使用することができる。
【０２１６】
　IX) 皮膚および毛髪のための着色剤、特にジヒドロキシアセトン(DHA)などの皮膚の着
色剤、植物抽出物、例えばソルガムの抽出物などの天然の着色剤、および光学的増白剤。
【０２１７】
　光学的増白剤は、当業者によく知られている蛍光物質のファミリーである。このような
化合物は、「Fluorescent Whitening Agent, Encyclopedia of Chemical Technology, Ki
rk-Othmer」、Vol 11、p. 227～241、第4編、1994年、Wileyに記載されている。これらは
蛍光特性を与える化学化合物から構成される、光学的な手段によって皮膚を増白するため
の薬剤であり、紫外線を吸収し(400nm未満の波長において最大吸収)、380nmと830nmとの
間にある波長で蛍光によってエネルギーを再放出する。400nmと480nmとの間にあるエネル
ギーの再放射は、可視範囲の青色の放射をもたらし、この放射が皮膚で起きる場合、視覚
的な増白に寄与する。
【０２１８】
　これらは、より詳しくは、290と400nmとの間のUVAおよびUVBを本質的に吸収し、400と5
25nmとの間を本質的に再放射する化合物として定義される。光学的増白剤の中で、スチル
ベン誘導体、クマリン誘導体、オキサゾールおよびベンズオキサゾール誘導体ならびにイ
ミダゾール誘導体が、好ましくは使用される。このような化合物は、商業的にすぐに入手
可能である。本発明による製品において好ましく使用される光学的増白剤は、Ciba Geigy
によりTinopal CBS-X(登録商標)の名称で市販されている、ジスチリル-4,4’ビ-フェニル
ジ-スルホネートである。Ciba GeigyによりTinopal SOP(登録商標)およびUvitex OB(登録
商標)の名称で市販されている、4,4’-ビス[(4,6-ジアニリノ-1,3,5-トリアジン-2-イル)
アミノ]スチルベン-2,2’-ジスルホン酸ナトリウムおよび2,5チオフェンジ-イルビス(5te
rt-ブチル-1,3ベンズ-オキサゾール)も、例えば挙げることができる。
【０２１９】
　X) コンシーラー活性成分、例えばビタミンK1およびこの誘導体、ならびにクマリン。
【０２２０】
　XI) アルミニウムおよび/またはジルコニウム塩などの制汗活性成分、例えば、パーラ
イト、アルミニウムクロロハイドレート、アルミニウムクロロハイドレックス、アルミニ
ウムクロロハイドドレックスPEG、アルミニウムクロロハイドレックスPG、アルミニウム
ジクロロハイドレート、アルミニウムジクロロハイドレックスPEG、アルミニウムジクロ
ロハイドレックスPG、アルミニウムセスキクロロハイドレート、アルミニウムセスキクロ
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ロハイドレックスPEG、アルミニウムセスキクロロハイドレックスPG、およびアルム塩(al
m salt)、硫酸アルミニウム、アルミニウムジルコニウムオクタクロロハイドレート、ア
ルミニウムジルコニウムペンタクロロハイドレート、アルミニウムジルコニウムテトラク
ロロハイドレート、アルミニウムジルコニウムトリクロロハイドレート、より詳しくは、
REHEISによりREACH 301または303の名称で、あるいはGUILINI CHEMIEによりALOXICOLL PF
 40の名称で市販されているアルミニウムクロロハイドレート、およびREHEISによりREACH
 AZP-908-SUFの名称で市販されているアルミニウムならびにジルコニウムの塩、アミノ酸
を有する、ジルコニウムヒドロキシクロリドならびにアルミニウムヒドロキシクロリドの
錯体(例えば米国特許出願第3792068号に記載されており、一般的に「ZAG錯体」の名称で
知られているもの)、例えば、アルミニウムジルコニウムオクタクロロハイドレックスGLY
、アルミニウムジルコニウムペンタクロロハイドレックスGLY、アルミニウムジルコニウ
ムテトラクロロハイドレートGLYならびにアルミニウムジルコニウムトリクロロハイドレ
ートGLY。
【０２２１】
　XII) 脱臭活性成分、例えば、ピロリドンカルボン酸亜鉛(一般的にピドリン酸亜鉛と呼
ばれている)、硫酸亜鉛、塩化亜鉛、乳酸亜鉛、グルコン酸亜鉛およびフェノールスルホ
ン酸亜鉛、2,4,4’-トリクロロ-2’-ヒドロキシジフェニルエーテル(トリクロサン)、2,4
-ジクロロ-2’-ヒドロキシジフェニルエーテル、3’,4’,5’-トリ-クロロサリチルアニ
リド、1-(3’,4’-ジクロロフェニル)-3-(4’-クロロフェニル)尿素(トリクロカルバン)
または3,7,11-トリメチル-ドデカ-2,5,10-トリエノール(ファルネソール)、セチルトリメ
チルアンモニウム塩などの第四級アンモニウム塩、セチルピリジニウム塩、クロルヘキシ
ジンおよびこの塩、モノカプリン酸ジグリセロール、モノラウリン酸ジグリセロール、モ
ノラウリン酸グリセロールならびにポリヘキサメチレンビグアニド塩。
【０２２２】
　XIII) ヘアートリートメント活性成分、例えば、(1) 毛髪の損失を阻害する薬剤、同様
に毛髪の成長を刺激する薬剤、例えば、ミノキシジル、ビオチン、アミネクシル(aminexi
l)、システイン、フィナステライド、2,4-ジピリミジンN-オキシド、パンテノールおよび
誘導体、フラボノンT、カルシウム拮抗薬(例えばジルチアゼム、ベラパミル、アルベリン
およびニフェジピン)、ホルモン(例えばプロゲステロン)、FPレセプター拮抗薬(例えばラ
タノプロスト)、タイプ1の15-ヒドロキシプロスタグランジンデヒドロゲナーゼ阻害剤、
プロスタグランジンおよびこの誘導体、またはより一般的には、タイプIあるいはIIの抗-
5-アルファ還元酵素活性を有する、任意の植物抽出物、または(2) フケ防止剤、例えば亜
鉛ピリチオン、1-ヒドロキシ-2-ピロリドン誘導体あるいは硫化セレン。
【０２２３】
　XIV) 毛髪の成長を阻害するために使用される脱毛剤、例えば、チオグリコール酸およ
びこの誘導体、米国特許出願第6407056号に記載されたセリンプロテアーゼ、コーヒー酸
、ケルセチン、プロピルガレート、ノルヒドログアイアレチン酸またはNDGA、インドメタ
シン、塩酸エフロルニチン; 米国特許出願第6171595号に記載された植物抽出物、例えば
クローブ、ローズバッド(rosebud)、ワレモコウ(burnet)、またはガンビール(gambier)の
抽出物、米国特許出願第6075052号に記載された化合物、テトラミゾール、オルトバナジ
ン酸ナトリウム、レバミゾール、クロモグリク酸ジナトリウム、米国特許出願第6020006
号に記載された硝酸バナジウムおよび硝酸ガリウム、米国特許出願第4885289号、米国特
許出願第4720489号、米国特許出願第5132293号、米国特許出願第5096911号、米国特許出
願第5095007号、米国特許出願第5143925号、米国特許出願第5328686号、米国特許出願第5
440090号、米国特許出願第5364885号、米国特許出願第5411991号、米国特許出願第564839
4号、米国特許出願第5468476号、米国特許出願第5475763号、米国特許出願第5455608号、
米国特許出願第5674477号、米国特許出願第5728736号および米国特許出願第5652273号、W
O 94/27586、WO 94/27563およびWO 98/03149に記載された化合物、ならびに米国特許出願
第6375948号に記載されたジュニパー(juniper)の抽出物。
【０２２４】
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　XV) 得られた製品が皮膚のためのメイクアップとしての使用のために意図された場合、
特に使用される顔料、得られた製品が太陽光線から皮膚または着色された毛髪を保護する
ための日焼け防止製品の一部となることを意図された場合、金属酸化物顔料。
【０２２５】
　これらの顔料は、無機および/または有機であり得、干渉、ゴニオクロマチック(gonioc
hromatic)、蛍光、白色、着色、真珠層または反射であり得、あるいはフレークの形態で
あり得る。顔料は、組成物の生理学的媒体に不溶な粒子を意味するものと理解される。
【０２２６】
　無機粒子の中で、二酸化チタン、場合により表面処理された、酸化ジルコニウムまたは
酸化セリウム、同様に酸化亜鉛、酸化鉄(黒色、黄色あるいは赤色)または酸化クロム、マ
ンガンバイオレット、ウルトラマリンブルー、クロム水和物およびフェリックブルーを挙
げることができる。有機顔料の中で、カーボンブラック、アメリカ食品医薬品局(FDA)に
よって保証を受けたものを含む、バリウム、ストロンチウム、カルシウムまたはアルミニ
ウムの有機レーキタイプの顔料、およびFDAの保証を免除されたもの、例えばコチニール
カルミンベースのレーキを挙げることができる。
【０２２７】
　真珠層の顔料または真珠層は、真珠層の白色顔料(例えばオキシ塩化チタンまたはオキ
シ塩化ビスマスでコートされたマイカ)、着色された真珠層の顔料(例えば酸化鉄を有する
チタンマイカ、特にフェリックブルーまたは酸化クロムを有するチタンマイカ、前に挙げ
たタイプの有機顔料を有するチタンマイカ)、同様にオキシ塩化ビスマスに基づく真珠層
の顔料から選択することができる。商業的に入手可能な真珠層の中で、EngelhardによりT
IMICA(登録商標)およびFLAMENCO(登録商標)の名称で市販されている真珠層、ならびにMer
ckによりTIMIRON(登録商標)の名称で市販されている真珠層を挙げることができる。
【０２２８】
　多層干渉構造を有する顔料などのゴニオクロマチック顔料、例えば、Dupont de Nemour
sにより市販されているAl/SiO2/Al/SiO2/Al構造、FlexによりCHROMAFLAIR(登録商標)の名
称で市販されているCr/MgF2/Al/MgF2/Cr構造、BASFによりSICOPEARL(登録商標)の名称で
市販されているMoS2/SiO2/Al/SiO2/MoS2、Fe2O3/SiO2/Al/SiO2/Fe2O3あるいはFe2O3/SiO2
/Fe2O3/SiO2/Fe2O3構造、またはMerckによりXIRONA(登録商標)の名称で市販されているMo
S2/SiO2/マイカ-酸化物/SiO2/MoS2、Fe2O3/SiO2/マイカ-酸化物/SiO2/Fe2O3、TiO2/SiO2/
TiO2あるいはTiO2/Al2O3/TiO2構造も使用することができる。ShiseidoからのINFINITE CO
LORS(登録商標)の名称で市販されている顔料も挙げることができる。
【０２２９】
　反射顔料、例えば小板の形態で、銀でコートされたガラス基材の粒子(例えばToyalによ
りMICROGLASS METASHINE REFSX 2025 PS(登録商標)の名称で販売されているもの)、ニッ
ケル/クロム/モリブデン合金でコートされたガラス基材の粒子(例えばToyalによりCRYSTA
L STAR GF 55(登録商標)、GF 2525(登録商標)の名称で販売されているもの)、褐色酸化鉄
でコートされたガラス基材を含む、Engelhardにより市販されているREFLECKS(登録商標)
ブランドの顔料、および少なくとも2層のポリマーの積層を含む粒子(例えば3MによりMIRR
OR GLITTER(登録商標)の名称で市販されているもの)も挙げることができる。
【０２３０】
　液晶を有するゴニオクロマチック粒子として、Chenixにより販売されているもの、同様
にWackerによりHELICONE(登録商標) HCの名称で販売されているものを、例えば使用する
ことができる。
【０２３１】
　XVI) フィルムおよび/または水性組成物に色彩を与える着色料、特に水溶性着色料(例
えば、硫酸銅、硫酸鉄、水溶性スルホポリエステル、ローダミン)、天然の着色料(例えば
カロテンおよびビートルートの絞り汁、メチレンブルー、カラメル、タルトラジンジナト
リウム塩およびフクシンジナトリウム塩)、ならびにこれらの混合物。脂溶性着色料も、
場合により使用することができる。着色料は、好ましくはフィルムで存在する。したがっ
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て、水性組成物は、そのときの所望の色合いに応じて使用時に着色され得る。
【０２３２】
　着色料および顔料は、色を調整することを可能にし、所望の結果が達成される(例えば
、健康上の満足、またはコンシーラント(concealant)効果)。
【０２３３】
　XVII) 任意のタイプであり得る香料、臭気物質の混合物または単独の臭気物質のどちら
かを含む複合体の香料。したがって、キットは、いくつかのフィルムを含むことができ、
それぞれは異なる香気物質を含み、水性組成物中に混合されたいくつかのフィルムは、特
定の香りを与える。筋弛緩特性を有する香料を取り込むこともでき、製品の皮膚への適用
の弛緩効果を与える。
【０２３４】
　香気物質は、香料により一般的に使用されている化合物であり、これらは特にS. Arcta
nder、Perfume and Flavor Chemicals (Montclair, N.J.、1969年)、S. Arctander、Perf
ume and Flavor Materials of Natural Origin (Elizabeth, N.J.、1960年)および「Flav
or and Fragrance Materials - 1991」、Allured Publishing Co. Wheaton、Ill. USA.に
記載されている。
【０２３５】
　これらは、天然の製品(エッセンシャルオイル、アブソルート(absolute)、レジノイド
、樹脂あるいはコンクリート)および/または合成の製品(飽和あるいは不飽和の、脂肪族
あるいは環式の炭化水素、アルコール、アルデヒド、ケトン、エーテル、酸、エステル、
アセタール、ケタールならびにニトリル)であり得る。
【０２３６】
　XIX) 電解質、特に一価、二価または三価の金属、より詳しくはアルカリ土類金属の塩
、特にバリウム、カルシウムならびにストロンチウムの塩、アルカリ金属の塩、例えばナ
トリウムならびにカリウムの塩、同様にマグネシウム、亜鉛、マンガン、鉄、銅、アルミ
ニウム、ケイ素、セレンの塩、ならびにこれらの混合物。
【０２３７】
　これらの塩を構成するイオンは、カーボネート、バイカーボネート、サルフェート、ホ
スフェート、スルホネート、グリセロホスフェート、ボレート、ブロミド、クロリド、ニ
トレート、アセテート、ヒドロオキシドおよびペルサルフェート、同様にα-ヒドロキシ
酸のイオン(シトレート、タートレート、ラクテート、マレート)またはフルーツ酸のイオ
ン、β-ヒドロキシ-酸のイオン(サリチレート、2-ヒドロキシ-アルカノエート、n-アルキ
ルサリチレートおよびnアルカノイルサリチレート)、またはアミノ酸のイオン(アスパル
テート、アルギネート、グリココレート、フマレート)から、例えば選択することができ
る。
【０２３８】
　XX) pH調整剤、特に美容の分野で、所望の値に組成物のpHを調整するために、一般的に
使用されているもの。これらは酸または塩基であり得、水酸化ナトリウムなどの無機塩基
、アミンなどの有機塩基(例えばトリエタノールアミン)、塩酸などの無機酸、およびクエ
ン酸などの有機酸から選択することができる。
【０２３９】
　上記で挙げた化合物は、組成物Aおよび/またはB中に、当該分野において通常の量で存
在することができ、これらの量は、使用される化合物および所望の目的に依存する。化合
物は、例えば、最終組成物AまたはBの質量に対して、0.001から30質量%、好適には0.01か
ら20質量%の範囲の量で存在することができる。
【０２４０】
　本発明によるキットは、特にメイクアップを除去または皮膚をクレンジングするための
スキンケア製品またはスキンメイクアップ製品として、または毛髪のケア製品として、あ
るいは日焼け防止製品として、皮膚、粘膜、外皮、または毛髪に適用されることを意図さ
れた製品を得るために、特に使用することができる。
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【０２４１】
　一実施形態によると、本発明によるキットは、組成物AおよびBに加えて、例えば前述の
ものなどの美容活性成分を含む、少なくとも1つの追加の組成物を含む。
【０２４２】
　この実施形態において、エマルション形態の最終生成物は、好ましくは:
- 組成物B中に、手動で攪拌しながら、活性成分を含む追加の組成物を取り入れる工程、
その後
- 組成物Aと上記の組成物を混合する工程
によって調製される。
【０２４３】
　本発明による組成物の以下の実施例は、例示のために与えられ、制限していない。他に
述べられていないかぎり、量は質量%で与えられ、名称は適切に化学名またはCTFA名とし
て述べられる。
【実施例】
【０２４４】
実施例1: スキンケア製品のためのキット
(組成物A)
　ポリソルベート-80およびイソヘキサデカン中の40%逆エマルションのアクリルアミド/
アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸ナトリウムのコポリマー 　　　　　　　　
7.8%
　(SeppicからのSimulgel 600)
　セスキステアリン酸メチルグルコース　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.8%
　(AMERCHOLからのGlucate SS)
　エトキシ化セスキステアリン酸メチルグルコシド(20 EO)　　　　　　　　　3.2%
　(AMERCHOLからのGlucate SSE-20)
　水性懸濁液中のエトキシ化パーム(200 EO)とエトキシ化コプラ(7 EO)グリセリドとの混
合物(55/15/30) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5
.6%
　(EVONIK GOLDSCHMIDTからのREWODERM LI-S 80)
　2-エチルヘキシルグリセロールエーテル　　　　　　　　　　　　　　　　　0.5%
　(Schulke & MayrからのSensiva SC 50)
　グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15.5%
　スクアラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18.5%
　炭酸ジカプリリル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15.5%
　シアバター液体画分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全量で100%
　ビーズワックス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4%
　トコフェロール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1%
【０２４５】
手順
　- 炭酸ジカプリリル、グリセリン、セスキステアリン酸メチルグルコース、エトキシ化
セスキステアリン酸メチルグルコシド(20 EO)、エトキシ化パーム(200 EO)とエトキシ化
コプラ(70 EO)グリセリドとの混合物、およびビーズワックスを、高速で攪拌しながら、
完全に溶解するまで60℃で加熱し、
　- スクアラン、シアバター液体画分、2-エチルヘキシルグリセロールエーテル、および
トコフェロールを、高速で攪拌しながら、55℃で加え、全体を均質化する。
　- これを25℃まで冷却し、
　- アクリルアミド/アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホネートのコポリマーを、高
速で攪拌しながら、25℃で加える。
【０２４６】
(水性組成物B)
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　エタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15%
　水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全量で100%
【０２４７】
　使用の間、消費者は組成物Bをポットに入れ、その後ゆっくりと組成物Aをスパチュラで
攪拌しながら加える。
【０２４８】
　数秒の攪拌後、滑らかで均一なエマルションを形成する。
【０２４９】
　こうして形成した製品を、冷蔵庫の中で保存することができる(調製後1から8週間の期
間)。
【０２５０】
実施例2: スキンケアキット
(組成物A)
　ポリソルベート-80およびイソヘキサデカン中の40%逆エマルションのアクリルアミド/
アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸ナトリウムのコポリマー 　　　　　　　　
9%
　(SeppicからのSimulgel 600)
　トリオレイン酸ソルビタン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.4%
　(NIHON SURFACTANTからのNIKKOL SO 30V)
　ポリエトキシ化トリイソステアリン酸グリセリル(20 EO)　　　　　　　　　5.5%
　(NOFからのUNIOX GT 20IS L)
　トリオレイン酸ポリエチレンソルビタン(20 EO)　　　　　　　　　　　　　9%
　(KaoからのRHEODOL TW - O320 V)
　2-エチルヘキシルグリセロールエーテル　　　　　　　　　　　　　　　　　0.5%
　(Schulke & MayrからのSensiva SC 50)
　パルミチン酸デキストリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5%
　(Chiba FlourからのRHEOPEARL KL-2 OR)
　グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15.5%
　スクアラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18.5%
　炭酸ジカプリリル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15.5%
　シアバター液体画分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全量で100%
　ビーズワックス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3%
　トコフェロール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1%
【０２５１】
手順
　- 炭酸ジカプリリル、グリセリン、ビーズワックス、トリオレイン酸ソルビタン、ポリ
エトキシ化トリイソステアリン酸グリセリル(20 EO)、およびトリオレイン酸ポリエチレ
ンソルビタン(20 EO)を、高速で攪拌しながら、90℃で加熱し、
　- パルミチン酸デキストリンを加え、完全な溶液になるまで混合物を均質化し、
　- これを冷却して数分間温度を55℃に維持して均質化し、
　- スクアラン、シアバター、2-エチルヘキシルグリセロールエーテル、およびトコフェ
ロールを、高速で攪拌しながら、55℃で加え、
　- これを25℃まで冷却し、
　- アクリルアミド/アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸ナトリウムのコポリマ
ーを、高速で攪拌しながら、25℃で加える。
【０２５２】
(水性組成物B)
　1,3-プロパンジオール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7%
　エタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15%
　水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全量で100%
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【０２５３】
　使用の間、消費者は組成物Bをポットに入れ、その後ゆっくりと組成物Aをスパチュラで
攪拌しながら加える。
【０２５４】
　数秒の攪拌後、滑らかで均一なエマルションを形成する。
【０２５５】
　こうして形成した製品を、冷蔵庫の中で保存することができる(調製後1から8週間の期
間)。
【０２５６】
実施例3: キット
(組成物A)
　ポリソルベート-80およびイソヘキサデカン中の40%逆エマルションのアクリルアミド/
アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸ナトリウムのコポリマー 　　　　　　　　
7.8%
　(SeppicからのSimulgel 600)
　セスキステアリン酸メチルグルコース　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.8%
　(AMERCHOLからのGlucate SS)
　エトキシ化セスキステアリン酸メチルグルコシド(20 EO)　　　　　　　　　3.2%
　(AMERCHOLからのGlucate SSE-20)
　水性懸濁液中のエトキシ化パーム(200 EO)とエトキシ化コプラ(7 EO)グリセリドとの混
合物(55/15/30) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5
.6%
　(EVONIK GOLDSCHMIDTからのREWODERM LI-S 80)
　2-エチルヘキシルグリセロールエーテル　　　　　　　　　　　　　　　　　0.5%
　(Schulke & MayrからのSensiva SC 50)
　ステアリルアルコールでエステル化した、水素化C36二酸/エチレンジアミン縮合物
　(Arizona ChemicalsからのUniclear 100 VG)　　　　　　　　　　　　　　　10%
　グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15.5%
　スクアラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18.5%
　炭酸ジカプリリル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15.5%
　シアバター液体画分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全量で100%
　トコフェロール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1%
【０２５７】
手順
　- 炭酸ジカプリリル、グリセリン、セスキステアリン酸メチルグルコース、エトキシ化
セスキステアリン酸メチルグルコシド(20 EO)、およびエトキシ化パーム(200 EO)とエト
キシ化コプラ(70 EO)グリセリドとの混合物を、高速で攪拌しながら、105～110℃で加熱
し、
　- Uniclearを加え、完全な溶液になるまで混合物を均質化し、
　- これを冷却して数分間温度を55℃に維持して均質化し、
　- スクアラン、シアバター、2-エチルヘキシルグリセロールエーテル、およびトコフェ
ロールを、高速で攪拌しながら、55℃で加え、
　- これを25℃まで冷却する。
　- アクリルアミド/アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸ナトリウムのコポリマ
ーを、高速で攪拌しながら、25℃で加える。
【０２５８】
(水性組成物B)
　1,3-プロパンジオール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7.4%
　エタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15%
　水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全量で100%
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【０２５９】
　使用の間、消費者は組成物Bをポットに入れ、その後ゆっくりと組成物Aをスパチュラで
攪拌しながら加える。
【０２６０】
　数秒の攪拌後、滑らかで均一なエマルションを形成する。
【０２６１】
　こうして形成した製品を、冷蔵庫の中で保存することができる(調製後1から8週間の期
間)。
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