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(57)【要約】
　スクアランを含む油性スキンケア組成物および皮膚を治療する方法が開示される。この
方法は、カテゴリー別皮膚状態の複数の視覚的表示を有する複数の視覚的スキンガイドを
個別に消費者に提示する段階を含む。視覚的表示はそれぞれカテゴリー別皮膚状態の重症
度スコアに対応する。この方法は、重症度スコアを消費者の現時点の皮膚状態に関連付け
ることをさらに含む。カテゴリー別皮膚状態それぞれの重症度スコアに応じて、複数のカ
テゴリー別皮膚状態から少なくとも２つの標的皮膚状態を決定する。各標的皮膚状態の治
療に対し、少なくとも１つの活性成分を含有する少なくとも１つのブースターを関連付け
る。顧客にカスタマイズスキンケア製品およびスキンケアキットを提供する方法も開示さ
れる。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　皮膚を治療する方法であって、
　消費者に複数の視覚的スキンガイドを個別に提示し、前記視覚的スキンガイドが、それ
ぞれカテゴリー別皮膚状態の複数の視覚的表示を含み、前記視覚的表示がそれぞれ、前記
視覚的スキンガイドの前記カテゴリー別皮膚状態の重症度スコアに対応することと、
　前記視覚的スキンガイドそれぞれの前記カテゴリー別皮膚状態それぞれの重症度スコア
を前記消費者の現時点の皮膚状態に関連付けることと、
　前記カテゴリー別皮膚状態それぞれの重症度スコアに応じて、前記複数のカテゴリー別
皮膚状態から少なくとも２つの標的皮膚状態を決定することと、
　各標的皮膚状態の治療に対して少なくとも１つの活性成分を含有する少なくとも１つの
ブースターを関連付けることと、
　スクアランを含む油性製剤を準備することと
を含み、
　前記ブースター組成物と油性製剤が個々に包装され、前記ブースター組成物が油性製剤
に容易に分散するものである、
方法。
【請求項２】
　前記標的皮膚状態が、皮膚の明るさ、皮膚の線、皮膚のしわ、毛穴の目立ち具合、皮膚
のきめ、皮膚の発赤、皮膚の堅さおよび皮膚の色の均一性からなる群より選択される、請
求項１に記載の方法。
【請求項３】
　皮膚の明るさに対応する前記少なくとも１つの活性成分が、テトライソパルミチン酸ア
スコルビル、フェニルエチルレゾルシノール、アルブチン、エペルアファルカタ樹皮抽出
物、セラミド、ザクロ（Ｐｕｎｉｃａ　ｇｒａｎａｔｕｍ）果実抽出物、オレンジ（Ｃｉ
ｔｒｕｓ　ａｕｒａｎｔｉｕｍ　ｄｕｌｃｉｓ）果皮精油、ナタネ油、ハネセンナ（Ｃａ
ｓｓｉａ　ａｌａｔａ）葉抽出物、ムラサキイネ抽出物およびその組合せからなる群より
選択される少なくとも１つの活性成分を含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　皮膚のしわに対応する前記少なくとも１つの活性成分が、レチノール、パルミチン酸レ
チニル、ザクロ（Ｐｕｎｉｃａ　ｇｒａｎａｔｕｍ）果実抽出物、ニオイテンジクアオイ
（Ｐｅｌａｒｇｏｎｉｕｍ　ｇｒａｖｅｏｌｅｎｓ）花油、レモンバーム（Ｍｅｌｉｓｓ
ａ　ｏｆｆｉｃｉｎａｌｉｓ）葉油、ショウガ（Ｚｉｎｇｉｂｅｒ　ｏｆｆｉｃｉｎａｌ
ｅ）根油、カカオ（Ｔｈｅｏｂｒｏｍａ　ｃａｃａｏ）（ココア）抽出物、ムラサキイネ
抽出物、フィトスフィンゴシン、ケイ皮酸およびその組合せからなる群より選択される少
なくとも１つの活性成分を含む、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　毛穴の目立ち具合に対応する前記少なくとも１つの活性成分が、テトライソパルミチン
酸アスコルビル、サリチル酸、ｃｒｉｔｈｉｍｕｍ　ｍａｒｉｔｉｍｕｍ抽出物、トタロ
ール、ウルケミア・アモエボイデア（Ｕｌｋｅｎｉａ　ａｍｏｅｂｏｉｄｅａ）油および
その組合せからなる群より選択される少なくとも１つの活性成分を含む、請求項２に記載
の方法。
【請求項６】
　皮膚のきめに対応する前記少なくとも１つの活性成分が、リノール酸グリセリル（およ
び）オレイン酸グリセリル（および）リノレン酸グリセリル、ザクロ（Ｐｕｎｉｃａ　ｇ
ｒａｎａｔｕｍ）果実抽出物、シアバター、米ぬか油、ベニバナ油、リン脂質、オタネニ
ンジン（Ｐａｎａｘ　ｇｉｎｓｅｎｇ）根抽出物およびその組合せからなる群より選択さ
れる少なくとも１つの活性成分を含む、請求項２に記載の方法。
【請求項７】
　皮膚の発赤に対応する前記少なくとも１つの活性成分が、ヒマワリ（Ｈｅｌｉａｎｔｈ
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ｕｓ　ａｎｎｕｕｓ）種子油不けん化物、レモンバーム（Ｍｅｌｉｓｓａ　ｏｆｆｉｃｉ
ｎａｌｉｓ）葉油、ショウガ（Ｚｉｎｇｉｂｅｒ　ｏｆｆｉｃｉｎａｌｅ）根油、ローマ
カミツレ（Ａｎｔｈｅｍｉｓ　ｎｏｂｉｌｉｓ）花油およびその組合せからなる群より選
択される少なくとも１つの活性成分を含む、請求項２に記載の方法。
【請求項８】
　前記視覚的スキンガイドが、様々な重症度のカテゴリー別皮膚状態を示す一連の写真で
ある、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記視覚的スキンガイドが、カテゴリー別皮膚状態の重症度に対応する数値を含む、請
求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記カテゴリー別皮膚状態それぞれの重症度スコアに対応する数値に応じて、前記複数
のカテゴリー別皮膚状態から２つの標的皮膚状態を決定する、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ベースオイルが、組成物全体の重量を基準とする約２０重量パーセント超を含む濃
度でスクアランを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ベースオイルが、少なくともスクアラン、植物油、ヘキシルデカノールおよびトコ
フェロール、オクチルドデカノール、ジカプリリルエーテル、トウモロコシ（Ｚｅａ　ｍ
ａｙｓ）油、クダモノトケイソウ（Ｐａｓｓｉｆｌｏｒａ　ｅｄｕｌｉｓ）種子油、イネ
（Ｏｒｙｚａ　ｓａｔｉｖａ）（コメ）糠油ならびにその組合せからなる群より選択され
る成分を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ブースター組成物を前記ベースオイル組成物中に同じく存在する１つまたは複数の
成分と予め可溶化することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ブースター組成物がスクアランを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記包装が、前記ブースター組成物の混合が可能なように設定されている、請求項１に
記載の方法。
【請求項１６】
　前記ブースター組成物とベースオイル組成物が、手作業での攪拌により容易に分散する
ものである、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　スキンケア組成物を形成する方法であって、
　スクアランを含むベースオイル組成物を準備することと、
　対応する活性成分を含み、前記対応する活性成分が消費者により決定される治療皮膚状
態に対応する複数のブースター組成物を準備することと、
　前記複数のブースター組成物を混合することと
を含む、方法。
【請求項１８】
　（ａ）スクアランを含むベースオイル組成物と、
　（ｂ）前記ベースオイル組成物中に容易に分散し、対応する活性成分を含む複数のブー
スター組成物であって、前記対応する活性成分が消費者により決定される治療皮膚状態に
対応する、複数のブースター組成物と
を含む、スキンケアシステムであって、
　前記ブースター組成物および前記ベースオイル組成物それぞれの別個の容器を含む包装
を含む、
スキンケアシステム。
【請求項１９】
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　前記ベースオイル組成物と前記複数のブースター組成物の混合により治療組成物を形成
する、請求項１８に記載のスキンケアシステム。
【請求項２０】
　前記混合が手作業での攪拌を含む、請求項１９に記載のスキンケアシステム。
【請求項２１】
　前記ブースター組成物がそれぞれ、前記ベース組成物と適合性がある、請求項１８に記
載のスキンケアシステム。
【請求項２２】
　前記ブースター組成物を前記ベースオイル組成物中に同じく存在する１つまたは複数の
成分と予め可溶化することをさらに含む、請求項２１に記載のスキンケアシステム。
【請求項２３】
　前記ブースター組成物がスクワランを含む、請求項２２に記載のスキンケア組成物。
【請求項２４】
　それぞれが異なる治療皮膚状態に対応する２つのブースター組成物を含む、請求項１８
に記載のスキンケアシステム。
【請求項２５】
　前記治療皮膚状態が、皮膚の明るさ、皮膚の線、皮膚のしわ、毛穴の目立ち具合、皮膚
のきめ、皮膚の発赤、皮膚の堅さおよび皮膚の色の均一性からなる群より選択される少な
くとも２つの状態を含む、請求項１８に記載のスキンケア組成物。
【請求項２６】
　皮膚の明るさに対応する前記ブースター組成物が、前記ブースター組成物の重量に基づ
き約２５％超の皮膚を明るくするブースター活性物質を含む、請求項２５に記載のスキン
ケア組成物。
【請求項２７】
　皮膚の明るさに対応する前記活性成分が、テトライソパルミチン酸アスコルビル、フェ
ニルエチルレゾルシノール、アルブチン、エペルアファルカタ樹皮抽出物、セラミド、ザ
クロ（Ｐｕｎｉｃａ　ｇｒａｎａｔｕｍ）果実抽出物、オレンジ（Ｃｉｔｒｕｓ　ａｕｒ
ａｎｔｉｕｍ　ｄｕｌｃｉｓ）果皮精油、ナタネ油、ハネセンナ（Ｃａｓｓｉａ　ａｌａ
ｔａ）葉抽出物、ムラサキイネ抽出物およびその組合せからなる群より選択される少なく
とも１つの活性成分を含む、請求項２６に記載のスキンケア組成物。
【請求項２８】
　皮膚のしわに対応する前記ブースター組成物が、前記ブースター組成物の重量に基づき
約０．５％超のしわを減少させるブースター活性物質を含む、請求項２５に記載のスキン
ケア組成物。
【請求項２９】
　皮膚のしわに対応する前記活性成分が、レチノール、パルミチン酸レチニル、ザクロ（
Ｐｕｎｉｃａ　ｇｒａｎａｔｕｍ）果実抽出物、ニオイテンジクアオイ（Ｐｅｌａｒｇｏ
ｎｉｕｍ　ｇｒａｖｅｏｌｅｎｓ）花油、レモンバーム（Ｍｅｌｉｓｓａ　ｏｆｆｉｃｉ
ｎａｌｉｓ）葉油、ショウガ（Ｚｉｎｇｉｂｅｒ　ｏｆｆｉｃｉｎａｌｅ）根油、カカオ
（Ｔｈｅｏｂｒｏｍａ　ｃａｃａｏ）（ココア）抽出物、ムラサキイネ抽出物、フィトス
フィンゴシン、ケイ皮酸およびその組合せからなる群より選択される少なくとも１つの活
性成分を含む、請求項２８に記載のスキンケア組成物。
【請求項３０】
　毛穴の目立ち具合に対応する前記ブースター組成物が、前記ブースター組成物の重量に
基づき約２５％超の毛穴を最小限に抑えるブースター活性物質を含む、請求項２５に記載
のスキンケア組成物。
【請求項３１】
　毛穴の目立ち具合に対応する前記活性成分が、テトライソパルミチン酸アスコルビル、
サリチル酸、ｃｒｉｔｈｉｍｕｍ　ｍａｒｉｔｉｍｕｍ抽出物、トタロール、ウルケミア
・アモエボイデア（Ｕｌｋｅｎｉａ　ａｍｏｅｂｏｉｄｅａ）油およびその組合せからな
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る群より選択される少なくとも１つの活性成分を含む、請求項３０に記載のスキンケア組
成物。
【請求項３２】
　皮膚のきめに対応する前記ブースター組成物が、前記ブースター組成物の重量に基づき
約７．５％超の皮膚のきめを向上させるブースター活性物質を含む、請求項２５に記載の
スキンケア組成物。
【請求項３３】
　皮膚のきめに対応する前記活性成分が、リノール酸グリセリル（および）オレイン酸グ
リセリル（および）リノレン酸グリセリル、ザクロ（Ｐｕｎｉｃａ　ｇｒａｎａｔｕｍ）
果実抽出物、シアバター、米ぬか油、ベニバナ油、リン脂質、オタネニンジン（Ｐａｎａ
ｘ　ｇｉｎｓｅｎｇ）根抽出物およびその組合せからなる群より選択される少なくとも１
つの活性成分を含む、請求項３２に記載のスキンケア組成物。
【請求項３４】
　皮膚の発赤に対応する前記ブースター組成物が、前記ブースター組成物の重量に基づき
約７．５％超の目に見える発赤に対するブースター活性物質を含む、請求項２５に記載の
スキンケア組成物。
【請求項３５】
　皮膚の発赤に対応する前記活性成分が、ヒマワリ（Ｈｅｌｉａｎｔｈｕｓ　ａｎｎｕｕ
ｓ）種子油不けん化物、レモンバーム（Ｍｅｌｉｓｓａ　ｏｆｆｉｃｉｎａｌｉｓ）葉油
、ショウガ（Ｚｉｎｇｉｂｅｒ　ｏｆｆｉｃｉｎａｌｅ）根油、ローマカミツレ（Ａｎｔ
ｈｅｍｉｓ　ｎｏｂｉｌｉｓ）花油およびその組合せからなる群より選択される少なくと
も１つの活性成分を含む、請求項３４に記載のスキンケア組成物。
【請求項３６】
　前記ベースオイル組成物が、少なくともスクアラン、植物油、ヘキシルデカノールおよ
びトコフェロール、オクチルドデカノール、ジカプリリルエーテル、トウモロコシ（Ｚｅ
ａ　ｍａｙｓ）油、クダモノトケイソウ（Ｐａｓｓｉｆｌｏｒａ　ｅｄｕｌｉｓ）種子油
、イネ（Ｏｒｙｚａ　ｓａｔｉｖａ）（コメ）糠油ならびにその組合せからなる群より選
択される成分を含む、請求項１８に記載のスキンケア組成物。
【請求項３７】
　前記ベースオイル組成物、前記ブースター組成物および前記治療組成物が油性組成物で
ある、請求項１８に記載のスキンケア組成物。
【請求項３８】
　スキンケア組成物を形成する方法であって、
　スクアランを含むベースオイル組成物を準備することと、
　対応する活性成分を含み、前記対応する活性成分が消費者により決定される治療皮膚状
態に対応する複数のブースター組成物を準備することと、
　前記複数のブースター組成物を混合することと
を含む、方法。
【請求項３９】
　請求項１８に記載の組成物を皮膚に塗布することにより、皮膚に皮膚治療の利益をもた
らす、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、皮膚状態を治療するスキンケア組成物および方法ならびにカスタマイズスキ
ンケア製品を顧客に提供する方法に関する。より具体的には、本発明は、標的とする皮膚
状態を治療するための標的化活性成分を有するスキンケア組成物およびカスタマイズスキ
ンケア組成物を作製する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　消費者に個々の消費者のスキンケアニーズに合ったスキンケア組成物を提供するには、
個別化スキンケアシステムが望ましい。
【０００３】
　既知の個別化した製品種目としては、Ｃｏｄａｇｅ　Ｐａｒｉｓ社Ｄｒ．Ｐｉｅｒｒｅ
　ＲｉｃａｕｄのＭａＣｒｅｍｅＳｕｒＭｅｓｕｒｅ、Ｙｕｅ　ＳａｉのカスタマイズＴ
ＣＭおよびＨｅｌｅｎａ　Ｒｕｂｉｎｓｔｅｉｎ社の処方個別化セラム（Ｒｅ－Ｐｌａｓ
ｔｙ）が挙げられる。
【０００４】
　Ｈｅｌｅｎａ　Ｒｕｂｉｎｓｔｅｉｎ社では、店頭で様々な皮膚特性を分析するための
定量的データが得られる皮膚分析装置であるスキンプロファイラーを用いて消費者を診断
し、汎用セラムベース１つと単回用量のコンセントレイトとからなる個別化処方製品を消
費者に提供する。Ｈｅｌｅｎａ　Ｒｕｂｅｎｓｔｅｉｎ社の製品は、あらゆるスキンケア
ニーズへの対処を図る活性物質を含有する単回用量のコンセントレイトのみからなる。さ
らに、Ｈｅｌｅｎａ　Ｒｕｂｅｎｓｔｅｉｎ社の製品は、水溶性活性物質を含むセラム（
水性）製品である。Ｈｅｌｅｎａ　Ｒｕｂｉｎｓｔｅｉｎ社のスキンプロファイラーは、
皮膚の弾力性、色素沈着およびきめを測定し、これらの結果のみに基づきコンセントレイ
トを処方する。
【０００５】
　Ｃｏｄａｇｅ　Ｐａｒｉｓ社には特注のスキンケア製品種目がある。消費者はウェブサ
イトの診断ツールを用いて、様々な専門家（皮膚科医、薬剤師および栄養士を含む）が開
発した２３項目の質問に答える。その結果に基づき、Ｃｏｄａｇｅ社が同社の既存品目に
ある組成物を選択して製剤化し、１週間以内に最終製品を消費者に送る。Ｃｏｄａｇｅ　
Ｐａｒｉｓ社のシステムには、個別化ブースターを含むベース組成物は含まれていない。
Ｃｏｄａｇｅ　Ｐａｒｉｓ社は、水溶性活性物質を含むセラム（水性）製品である。Ｃｏ
ｄａｇｅ社が用いている診断ツールは、与えられた回答に基づき自動的に最終製品を「処
方」するオンライン調査である。Ｃｏｄａｇｅ社の製品は、消費者用に予め調製した最終
的な製剤を店から直接消費者に送るものであり、混合する必要がない。
【０００６】
　Ｄｒ．Ｐｉｅｒｒｅ　ＲｉｃａｕｄのＭａＣｒｅｍｅＳｕｒＭｅｓｕｒｅも同じく、消
費者に現時点の皮膚および生活習慣に関するアンケートを実施するオンライン診断ツール
を用いている。与えられた回答に基づき、ウェブサイトがクリームベースおよび３つの活
性コンセントレイトの組合せを提供する。ＭａＣｒｅｍｅＳｕｒＭｅｓｕｒｅの「コンセ
ントレイト」はそれぞれ単一の活性成分のみを含有する。ＭａＣｒｅｍｅＳｕｒＭｅｓｕ
ｒｅの製品の典型的な「コンセントレイト」は純粋な抽出物（例えば、タイガーナッツ塊
茎の１００％活性抽出物）のみからなり、製剤にはしない。ＭａＣｒｅｍｅＳｕｒＭｅｓ
ｕｒｅの製品は水性（水性保湿ゲル質）であり、ブースター「コンセントレイト」」は水
溶液形態の水溶性抽出物である。消費者には製品とともにキットが届けられ、提供された
小さい混合器具を用いて自宅で混合するが、それは容易には相溶しない。ＭａＣｒｅｍｅ
ＳｕｒＭｅｓｕｒｅではオンラインアンケートを用いて消費者を診断する。
【０００７】
　Ｙｕｅ　Ｓａｉは、店頭製剤化を含む中国のＣｕｓｔｏｍｉｚｅｄ　ＴＣＭ　Ｂｅａｕ
ｔｙ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ　Ｕｌｔｉｍａｔｅ　Ｒｅｆｉｎｉｎｇ　Ｓｅｒｕｍである。製
剤の調整は限られており、水性組成物のみが含まれていた。
【０００８】
　効果的で標的化された無水油性スキンケア組成物ならびに特定の個々の顧客の標的皮膚
組成物にカスタマイズされ分散しやすい皮膚治療のための方法を提供することが依然とし
て必要とされている。
【発明の概要】
【０００９】
　発明の簡単な要旨
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　例示的実施形態では、皮膚と治療する方法であって、消費者に複数の視覚的スキンガイ
ドを個別に提示する段階を含む方法。視覚的スキンガイドはそれぞれ、複数のカテゴリー
別皮膚状態の視覚的表示を含む。視覚的表示はそれぞれ、視覚的スキンガイドのカテゴリ
ー別皮膚状態の重症度スコアに対応する。この方法は、各視覚的スキンガイドのカテゴリ
ー別皮膚状態それぞれの重症度スコアを消費者の現時点の皮膚状態と関連付けることをさ
らに含む。カテゴリー別皮膚状態それぞれの重症度スコアに応じて、複数のカテゴリー別
皮膚状態から少なくとも２つの標的皮膚状態を判定する。治療のための少なくとも１つの
活性成分を含有する少なくとも１つのブースターを各標的皮膚状態と関連付け、さらに、
スクアランを含む油性製剤を準備する。ブースター組成物と油性製剤は個別に包装され、
ブースター組成物は油性製剤に容易に分散するものである。
【００１０】
　別の例示的実施形態では、スクアランを含むベースオイル組成物と、ベースオイル組成
物中に容易に分散する複数のブースター組成物とを有し、対応する活性成分を含む、スキ
ンケアシステム。消費者により決定される治療皮膚状態に対応する成分である、対応する
活性成分。このシステムは、ブースター組成物およびベースオイル組成物それぞれの別個
の容器を含む包装を含む。
【００１１】
　本開示は、上に開示される組成物を皮膚の表面に塗布することによる皮膚の美容的治療
の方法にも関する。
【００１２】
　例示的実施形態では、顧客にカスタマイズスキンケア製品を提供する方法。この方法は
、顧客から現時点の皮膚状態に関する情報を入手することと、その情報を分析し、現時点
の皮膚状態に応じて複数の標的皮膚状態を特定することと、ブースター組成物を標的皮膚
状態と関連付け、ブースター組成物が標的皮膚状態に対応する活性成分を含むことと、ス
キンケアキットを組み立て、スキンケアキットが、ベースオイル組成物と標的皮膚状態に
対応する活性物質を有する複数のブースター組成物とを含むこととを含む。ベースオイル
組成物と複数のブースターは、皮膚に塗布する前の任意の時点で混合して治療用組成物に
することが可能である。
【００１３】
　別の例示的実施形態では、ベースオイル組成物と、標的皮膚状態に対応する活性物質を
有する複数のブースター組成物とを含む、スキンケアキット。ベースオイル組成物と複数
のブースターは、皮膚に塗布する前の任意の時点で混合して治療用組成物にすることが可
能である。
【００１４】
　以下に記載する、例として本発明の原理を説明する好ましい実施形態のさらに詳細な説
明から、本発明のその他の特徴および利点が明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本開示の一実施形態による方法を示す図である。
【図２】本開示の一実施形態による視覚的スキンガイドである。
【図３】本開示の一実施形態によるスキンケアシステムである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　可能な限り、同じ部分を表すのに図面全体を通して同じ参照番号を使用する。
【００１７】
　発明の詳細な説明
　成分量および／または反応条件を表す数値はいずれも、特に明示されない限り、あらゆ
る場合に「約」という用語により修飾されるものと解釈されるべきである。
【００１８】
　本明細書で使用される「ケラチン組織」は、特に限定されないが、皮膚、毛髪および爪
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を包含する。
【００１９】
　「均一である」は、全体を通して実質的に均一な外観を呈している、すなわち、視覚的
に単一の相として見えることを意味する。
【００２０】
　本開示による方法およびシステムは、消費者が使用するために自宅で混合する標的化さ
れた効果的な製品による包括的な補助された店頭での標的皮膚状態の診断実施の方法を含
む。視覚的補助を用いた補助されたまたは補助されない皮膚診断／アンケートを遂行して
標的化されたスキンケアシステムを提供し、個々の顧客のニーズに対処する。一実施形態
では、消費者に通常の皮膚状態の代表的な写真を見せ、消費者はその視覚的補助を見て、
その視覚的補助を自身の個々のスキンケアニーズと関連付ける。標的皮膚状態との関連付
けに基づき、消費者は、ベースオイル組成物と、２つの選択した活性ブースター組成物と
を有するカスタマイズスキンケアシステムを入手し、消費者がそれを自宅で混合する。
【００２１】
　方法
　図１に本開示による方法１００を示す。方法１００は、消費者に複数の視覚的スキンガ
イド２００を個別に提示すること（段階１０１）を含む。図２に皮膚のしわの例示的視覚
的スキンガイドを示す。図２には視覚的スキンガイドの一例が示されているが、本発明は
そのように限定されるわけではなく、他のタイプの視覚的提示またはその他のカテゴリー
別皮膚状態を含み得る。その他の適切な視覚的提示のタイプとしては、特に限定されない
が、皮膚状態およびスケールの図および／または説明、臨床像ならびに計器装置で撮影し
た写真を含む、書籍、小冊子およびパンフレットが挙げられるが、これらに限定されない
。図および／または写真は、民族性および皮膚のタイプが異なるパネリストの皮膚状態の
表示を含み得る。視覚的提示は様々な民族性および皮膚のタイプに対応するものとなる。
消費者の民族性および／または皮膚のタイプに対して特定の視覚的提示を選択する。視覚
的スキンガイド２００は、特に限定されないが、画像、図的記述を含めた視覚的表示２０
１を含む装置またはカテゴリー別皮膚状態に関する情報を提供する同様の視覚装置である
。一実施形態では、図２に示されるように、各視覚的スキンガイドは、カテゴリー別皮膚
状態の視覚的表示を複数含む。この実施形態では、視覚的表示はそれぞれ、視覚的スキン
ガイドのカテゴリー別皮膚状態の重症度スコア２０３に対応する。この方法は、視覚的ス
キンガイド２００から重症度スコア２０３を判定すること（段階１０３）を含む。例えば
、視覚的表示は、特に限定されないが、皮膚の明るさ、皮膚の線／しわ、毛穴の目立ち具
合、皮膚のきめ、皮膚の発赤、皮膚の堅さ、皮膚の色の均一性を含めたカテゴリー別皮膚
状態の特定のカテゴリーの皮膚状態を重症度に対応するスコアとともに示す写真を含み得
る。重症度スコア２０３は、数値、等級値またはカテゴリー別皮膚状態の比較が可能な他
の任意の適切な採点であり得る。一実施形態では、視覚的スキンガイド２００は、例えば
１～３、１～４、１～５、１～１０、１～２０または１～１００の数値で採点した特定の
皮膚状態の４つの写真を含む。
【００２２】
　方法１００は、各視覚的スキンガイドのカテゴリー別皮膚状態それぞれの重症度スコア
２０３を消費者の現時点の皮膚状態と関連付けることをさらに含む。関連付けは、カテゴ
リー別皮膚状態それぞれの重症度スコアを比較することと、治療する複数の標的皮膚状態
を決定すること（段階１０５）とを含む。関連付けは、皮膚状態の重症度の数値、等級ま
たはその他の数値指標を比較して、いずれの皮膚状態が治療に適しているかを決定するこ
とを含み得る。他の実施形態では、関連付けは、スキンケア専門家との相談を含んでよく
、スキンケア専門家は、消費者が重症度スコアを判定するのを補助し得るか、または標的
皮膚状態を決定する際に重症度スコアを比較するのを補助し得る。スキンケア専門家との
相談の有無を問わず、カテゴリー別皮膚状態それぞれの重症度スコアに応じて、複数のカ
テゴリー別皮膚状態から少なくとも２つの標的皮膚状態を決定する。
【００２３】
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　スキンケア専門家との相談を利用する実施形態では、消費者との約２０分間の相談時間
が有益であることが明らかにされている。スキンケアコンサルタントは、消費者の現時点
の治療法、皮膚のタイプ、皮膚に関する懸念事項および生活習慣に関して指示を与え得る
。皮膚に関する最上位の懸念事項を評価するため、特に限定されないが、特別の処方カー
ド（懸念事項の順位付け）と参照図（皮膚アトラス）の組合せを含み得る診断ツールを利
用する。
【００２４】
　図１に示されるように、標的皮膚状態を決定した後、標的皮膚状態それぞれに対して少
なくとも１つの活性成分を有するブースターを関連付ける（段階１０７）。標的皮膚状態
に対して選択するブースターは、標的皮膚状態に改善をもたらす活性成分に基づき選択す
る。例えば、一実施形態では、標的状態と関連する活性成分を含有するブースターを、皮
膚の明るさ、皮膚のしわ、毛穴の目立ち具合、皮膚のきめ、皮膚の発赤、皮膚の堅さおよ
び皮膚の色の均一性から選択される状態を治療することが可能な組成物として選択する。
ブースターを選択した後、選択したブースターとベースオイルとを含むキットを作成する
、または組み立てる（段階１０９）。
【００２５】
　皮膚を明るくするブースター組成物
　一実施形態では、治療を決定する標的皮膚状態は皮膚の明るさである。皮膚の明るさに
対応する活性成分は、皮膚の明るさに改善をもたらす１つまたは複数の活性物質を含む。
一実施形態では、皮膚を明るくするブースター組成物中に皮膚の明るさに対する活性のあ
る皮膚を明るくするブースターが少なくとも２５重量％または約２５重量％～約４０重量
％もしくは約２８重量％～約３５重量％、約２６重量％、約３０重量％、約３４重量％も
しくは約３８重量％含まれている。例えば、一実施形態では、皮膚の明るさに対応する活
性物質は、テトライソパルミチン酸アスコルビル、フェニルエチルレゾルシノール、アル
ブチン、エペルアファルカタ樹皮抽出物、セラミド、ザクロ（Ｐｕｎｉｃａ　ｇｒａｎａ
ｔｕｍ）果実抽出物、オレンジ（Ｃｉｔｒｕｓ　ａｕｒａｎｔｉｕｍ　ｄｕｌｃｉｓ）果
皮精油、ナタネ油、ハネセンナ（Ｃａｓｓｉａ　ａｌａｔａ）葉抽出物、ムラサキイネ抽
出物、皮膚の明るさに改善をもたらすその他の成分、他の任意の適切な可溶性／分散性の
標的化活性成分およびその組合せのうち１つまたは複数のものを含む。一実施形態では、
皮膚の明るさに対応するブースター組成物中の活性成分は、約２７重量％超または約２８
重量％～約３４重量％もしくは約２９重量％～３１重量％、約２８重量％、約３０重量％
、約３２重量％もしくは約３４重量％の皮膚を明るくするブースター組成物テトライソパ
ルミチン酸アスコルビルと、約１重量％超または約１重量％～約５重量％もしくは約２重
量％～３．５重量％、約１重量％、約２重量％、約３重量％もしくは約４重量％の皮膚を
明るくするブースター組成物フェニルエチルレゾルシノールを含む。
【００２６】
　毛穴を最小限に抑えるブースター組成物
　一実施形態では、治療を決定する標的皮膚状態は毛穴の目立ち具合である。毛穴の目立
ち具合に対応する活性成分は、毛穴の目立ち具合に改善をもたらす１つまたは複数の活性
物質を含む。一実施形態では、毛穴を最小限に抑えるブースター組成物中に毛穴を最小限
に抑える活性のある毛穴を最小限に抑える活性成分を少なくとも２５重量％または約２５
重量％～約４０重量％もしくは約２８重量％～約３５重量％、約２５重量％、約２８重量
％、約３１重量％、約３３重量％、約３６重量％もしくは約３９重量％含まれている。例
えば、一実施形態では、毛穴の目立ち具合に対応する活性物質は、テトライソパルミチン
酸アスコルビル、サリチル酸、ｃｒｉｔｈｉｍｕｍ　ｍａｒｉｔｉｍｕｍ抽出物、トタロ
ール、ウルケミア・アモエボイデア（Ｕｌｋｅｎｉａ　ａｍｏｅｂｏｉｄｅａ）油、毛穴
の目立ち具合に改善をもたらすその他の成分、他の任意の適切な可溶性／分散性の標的化
活性成分およびその組合せのうち１つまたは複数のものを含む。一実施形態では、毛穴の
目立ち具合に対応するブースター組成物中の活性成分は、ブースター組成物の重量に基づ
き、約２７重量％超または約２８重量％～約３４重量％もしくは約２９重量％～３１重量
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％、約２８重量％、約３０重量％、約３２重量％もしくは約３４重量％の毛穴を最小限に
抑えるブースター組成物テトライソパルミチン酸アスコルビルと、約０．５重量％超また
は約０．７５重量％～約２．０重量％もしくは約１．０重量％～１．５重量％、約１．１
重量％、約１．２重量％、約１．３重量％もしくは約１．４重量％の毛穴を最小限に抑え
るブースター組成物サリチル酸と、約０．２５重量％超または約０．０５重量％～約０．
２５重量％もしくは約０．０７重量％～０．１５重量％または約０．１０重量％、約０．
１１重量％、約０．１３重量％もしくは約０．１４重量％のｃｒｉｔｈｉｍｕｍ　ｍａｒ
ｉｔｉｍｕｍ抽出物に関する毛穴を最小限に抑えるブースター組成物とを含む。
【００２７】
　きめを向上させるブースター組成物
　一実施形態では、治療を決定する標的皮膚状態はきめの向上である。きめの向上に対応
する活性成分は、皮膚のきめに改善をもたらす１つまたは複数の活性物質を含む。一実施
形態では、きめの向上に対応するブースター組成物中の活性成分は、きめを向上させるブ
ースター組成物を約７．５重量％超または約１０重量％～約２０重量％もしくは約１１重
量％～約１４重量％、約１０重量％、約１２重量％、約１４重量％、約１６重量％、約１
８重量％もしくは約２０重量％含む。例えば、一実施形態では、皮膚のきめに対応する活
性物質は、リノール酸グリセリル（および）オレイン酸グリセリル（および）リノレン酸
グリセリル、ザクロ（Ｐｕｎｉｃａ　ｇｒａｎａｔｕｍ）果実抽出物、シアバター、米ぬ
か油、ベニバナ油、リン脂質、オタネニンジン（Ｐａｎａｘ　ｇｉｎｓｅｎｇ）根抽出物
、皮膚のきめに改善をもたらすその他の成分、他の任意の適切な可溶性／分散性の標的化
活性成分およびその組合せのうち１つまたは複数のものを含む。一実施形態では、皮膚の
きめに対応するブースター組成物中の活性成分は、約７．５重量％超または約１０重量％
～約２０重量％もしくは約１１重量％～約１４重量％、約１０重量％、約１２重量％、約
１４重量％、約１６重量％、約１８重量％もしくは約２０重量％のきめを向上させるブー
スター組成物リノール酸グリセリル（および）オレイン酸グリセリル（および）リノレン
酸グリセリルを含む。
【００２８】
　目に見える発赤に対するブースター組成物
　一実施形態では、治療を決定する標的皮膚状態は目に見える発赤である。目に見える発
赤に対応する活性成分は、皮膚の発赤に改善をもたらす１つまたは複数の活性物質を含む
。一実施形態では、目に見える発赤に対応するブースター組成物中の活性成分は、目に見
える発赤に対するブースター組成物を約７．５重量％超または約１０重量％～約２０重量
％もしくは約１１重量％～１４重量％、約１０重量％、約１２重量％、約１４重量％、約
１６重量％、約１８重量％または約２０重量％含む。例えば、一実施形態では、皮膚のき
めに対応する活性物質は、ヒマワリ（Ｈｅｌｉａｎｔｈｕｓ　ａｎｎｕｕｓ）種子油不け
ん化物、レモンバーム（Ｍｅｌｉｓｓａ　ｏｆｆｉｃｉｎａｌｉｓ）葉油、ショウガ（Ｚ
ｉｎｇｉｂｅｒ　ｏｆｆｉｃｉｎａｌｅ）根油、ローマカミツレ（Ａｎｔｈｅｍｉｓ　ｎ
ｏｂｉｌｉｓ）花油、皮膚の発赤に改善をもたらすその他の成分、他の任意の適切な可溶
性／分散性の標的化活性成分およびその組合せのうち１つまたは複数のものを含む。一実
施形態では、皮膚の発赤に対応するブースター組成物中の活性成分は、ブースター組成物
の重量に基づき、約７．５重量％超または約１０重量％～約２０重量％もしくは約１１重
量％～１４重量％、約１２重量％、約１４重量％、約１６重量％、約１８重量％もしくは
約２０重量％の目に見える発赤に対応するブースター組成物ヒマワリ（Ｈｅｌｉａｎｔｈ
ｕｓ　ａｎｎｕｕｓ）種子油不けん化物を含む、皮膚の発赤に対応する少なくとも１つの
活性成分を含む。
【００２９】
　しわを減少させるブースター組成物
　一実施形態では、治療を決定する標的皮膚状態は皮膚のしわである。しわの減少に対応
する活性成分は、皮膚のしわに改善をもたらす１つまたは複数の活性物質を含む。例えば
、一実施形態では、皮膚のしわに対応する活性物質は、レチノール、パルミチン酸レチニ
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ル、ザクロ（Ｐｕｎｉｃａ　ｇｒａｎａｔｕｍ）果実抽出物、ニオイテンジクアオイ（Ｐ
ｅｌａｒｇｏｎｉｕｍ　ｇｒａｖｅｏｌｅｎｓ）花油、レモンバーム（Ｍｅｌｉｓｓａ　
ｏｆｆｉｃｉｎａｌｉｓ）葉油、ショウガ（Ｚｉｎｇｉｂｅｒ　ｏｆｆｉｃｉｎａｌｅ）
根油、カカオ（Ｔｈｅｏｂｒｏｍａ　ｃａｃａｏ）（ココア）抽出物、ムラサキイネ抽出
物、フィトスフィンゴシン、ケイ皮酸、皮膚のしわに改善をもたらすその他の成分、他の
任意の適切な可溶性／分散性の標的化活性成分およびその組合せからなる群より選択され
る少なくとも１つの活性成分を含む。一実施形態では、しわの減少に対応するブースター
組成物中の活性成分は、しわを減少させるブースター組成物を約０．５重量％超または約
１．０重量％～約３．０重量％もしくは約１．５重量％～２．０重量％、約１．０重量％
、約１．５重量％、約２．０重量％、約２．５重量％もしくは約３．０重量％含む。一実
施形態では、皮膚のしわに対応するブースター組成物中の活性成分は、ブースター組成物
の重量に基づき、約０．２５重量％超または約０．５重量％～約１．５重量％もしくは約
０．７５重量％～１．００重量％、約０．５重量％、約０．７重量％、約０．９重量％、
約１．１重量％、約１．３重量％もしくは約１．５重量％のしわを減少させるブースター
組成物レチノールと、約０．２５重量％超または約０．５重量％～約１．５重量％もしく
は約０．７５重量％～１．００重量％、約０．５重量％、約０．７重量％、約０．９重量
％、約１．１重量％、約１．３重量％もしくは約１．５重量％のしわを減少させるブース
ター組成物パルミチン酸レチニルとを含む、皮膚のしわに対応する少なくとも１つの活性
成分を含む。
【００３０】
　ブースター添加剤
　上記のブースター組成物は追加の添加剤をさらに含み得る。例えば、ブースター組成物
は、精油、ビタミンＥ、皮膚軟化剤あるいは皮膚増強、可溶化またはその他の有益性もし
くは有効性を目的とするその他の成分を含み得る。一実施形態では、例えば、ブースター
組成物は、湿潤のためのスクアラン、細胞ターンオーバーのためのカプリロイルサリチル
酸および／または皮膚の状態を整えるための植物油を含み得る。
【００３１】
　ベースオイル組成物
　複数のブースター組成物に加え、ベースオイル組成物も提供される。ベースオイルおよ
びブースター組成物はそれぞれ無水油組成物とともに製剤化され、組成物は、好ましくは
水および水性成分を含まない。無水組成物は、水を含有せず、そのため微生物汚染が起こ
りにくいことから、特別注文のスキンケアキットに適している。無水油性ベースオイル組
成物およびブースター組成物は、油性基剤により皮膚に対する親和性が高く、所望の活性
物質の有益な混合を可能にする。ベースオイルは、スキンケア面での有益性、例えば湿潤
、皮膚バリアの保護またはその他の皮膚に対する有益性をもたらすのに適した成分を含む
。例えば、組成物全体の約２０％超、約２５％超、約３０％超または約３５％超を含む濃
度のスクアランまたは植物油。一実施形態では、ベースオイル組成物は、スクアラン、植
物油、ヘキシルデカノールおよびトコフェロール、オクチルドデカノール、ジカプリリル
エーテル、トウモロコシ（Ｚｅａ　ｍａｙｓ）油、クダモノトケイソウ（Ｐａｓｓｉｆｌ
ｏｒａ　ｅｄｕｌｉｓ）種子油および／またはイネ（Ｏｒｙｚａ　ｓａｔｉｖａ）（コメ
）糠油を含む。ブースター組成物とベースオイル組成物は、容易に使用できるよう相溶性
に製剤化されている。
【００３２】
　共可溶化
　上記のブースター組成物は、カテゴリー別皮膚状態（例えば、皮膚の明るさ、皮膚のし
わ、毛穴の目立ち具合、皮膚のきめおよび／または皮膚の発赤）に関して具体的に記載し
た活性成分を含む。さらに、組成物は、共可溶化してベースオイル組成物中へのブースタ
ー組成物の容易な分散を可能にする。本開示によるシステムは、容易な分散に加え、消費
者がブースター成分とベース成分を組み合わせた後に最終製品が迅速に均一になるように
する。ブースター組成物ではそれぞれ、ベースオイル組成物中の少なくとも１つの成分が
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ブースター組成物中に含まれている。例えば、一実施形態では、ブースター組成物のそれ
ぞれにスクアランが含まれている。１つの特に有利な実施形態では、ブースター組成物の
それぞれに組成物全体の約２０重量％超、約２５重量％超、約３０重量％超または約３５
重量％超のスクアランが含まれている。相溶性を確認するため、視覚的評価を実施し得る
。例えば、不適合性、不混和性成分、沈殿物または相溶性がないことを示すその他の視覚
的指標の視覚的判定により相溶性を判定し得る。
【００３３】
　助剤
　本発明による組成物は、特に顔料、真珠層、脂溶性染料およびその混合物から選択され
る少なくとも１つの染料を含み得る。
【００３４】
　「顔料」という用語は、生理的媒体に不溶性であり、組成物を着色することを目的とす
る、任意の形状の白色または有色の鉱物粒子または有機粒子を意味するものと理解される
べきである。
【００３５】
　「真珠層」という用語は、特に特定の軟体動物の殻の中で産生されるか、または別の方
法で合成される、任意の形状の玉虫色の粒子を意味するものと理解されるべきである。
【００３６】
　「染料」という用語は、一般に油などの脂肪性物質に可溶性の有機化合物を意味するも
のと理解されるべきである。
【００３７】
　顔料は白色または有色であり得、鉱物および／または有機物であり得る。挙げ得る鉱物
顔料には、任意選択で表面処理を施した二酸化チタン、酸化ジルコニウムおよび酸化セリ
ウムのほか、酸化亜鉛、酸化鉄（黒色、黄色または赤色）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三価鉄青および金属粉、例えば
アルミニウム粉または銅粉などがある。
【００３８】
　挙げ得る例には、ＭＴ－１００ＡＱの名称で販売されている、シリカ／水酸化アルミニ
ウム／アルギン酸混合物で表面処理した微粒子二酸化チタンがある。
【００３９】
　挙げ得る有機顔料には、カーボンブラック、Ｄ＆Ｃタイプの顔料およびコチニールカル
ミンまたはバリウム、ストロンチウム、カルシウムもしくはアルミニウムをベースとする
レーキがある。
【００４０】
　真珠光沢顔料は、白色真珠光沢顔料、例えばチタンまたはビスマスオキシクロリドでコ
ートした雲母など、有色真珠光沢顔料、例えば酸化鉄でコートしたチタン雲母、特に三価
鉄青または酸化クロムでコートしたチタン雲母、上記のタイプの有機顔料でコートしたチ
タン雲母のほか、ビスマスオキシクロリドをベースとする真珠光沢顔料から選択され得る
。
【００４１】
　脂溶性染料には、例えば、スダンレッド、Ｄ＆Ｃ赤１７号、Ｄ＆Ｃ緑６号、β－カロテ
ン、ダイズ油、スダンブラウン、Ｄ＆Ｃ黄１１号、Ｄ＆Ｃバイオレット２号、Ｄ＆Ｃオレ
ンジ５号、キノリンイエロー、アナトーおよびブロモ酸がある。
【００４２】
　染料は、組成物の総重量に対して約０．０１重量％～約３０重量％、例えば約０．１重
量％～約２０重量％など、例えば約０．５重量％～約１５重量％など、最も好ましくは約
０．５重量％～約５重量％の量で存在し得る。
【００４３】
　本発明の組成物は、既知の方法で、化粧品によく用いられる補助剤、例えば保湿剤、保
存剤、抗酸化剤、錯化剤、溶媒、香料、殺菌剤、臭気吸収剤、ビタミン、湿潤剤、セルフ
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タンニング化合物および抗しわ活性剤なども含有し得る。これらの様々な補助剤の量は、
対象となる分野で従来通りに用いられている量、例えば、組成物の総重量の０．０１％～
２０％である。これらの補助剤をその性質に応じて、脂肪相および／または脂質小胞の中
に導入し得る。一実施形態では、ブースター製剤に添加剤または補助剤を添加して、特定
の標的化治療／ニーズに機能させ得る。
【００４４】
　本開示の組成物は、化粧品に許容される添加剤または補助剤および化粧品としてまたは
皮膚科学的に活性な薬剤も含有し得る。代表的な添加剤および補助剤としては、例えば、
油溶性または油混和性の溶媒または共溶媒が挙げられる。添加剤および補助剤の適切な例
としては、特に限定されないが、脂肪アルコール、脂肪アミド、炭酸アルキレン、グリコ
ール、低級アルコール（例えば、エタノール、プロパンジオール）、分散促進剤、ポリマ
ー、増粘剤、安定剤、湿潤剤、保湿剤、着色剤、充填剤、キレート剤、抗酸化剤（例えば
、ＢＨＴ、トコフェロール）、精油、香料、染料、中和剤もしくはｐＨ調整剤（例えば、
クエン酸、トリエチルアミン（ＴＥＡ）および水酸化ナトリウム）、保存剤、殺菌剤、コ
ンディショニング剤もしくは軟化剤（例えば、パンテノールおよびアラントイン）、植物
抽出物などの抽出物またはこのタイプの用途の化粧品によく用いられる他の任意の成分が
挙げられる。添加剤および補助剤は、組成物中に一般に約０．０１重量％～約１０重量％
の範囲の量で存在し得る。化粧品として活性な薬剤または皮膚科学的に活性な薬剤の例と
しては、フリーラジカルスカベンジャー、ビタミン（例えば、ビタミンＥおよびその誘導
体）、抗エラスターゼ剤および抗コラゲナーゼ剤、ペプチド、脂肪酸誘導体、ステロイド
、微量元素、藻およびプランクトンの抽出物、酵素および補酵素、フラボノイドおよびセ
ラミド、ヒドロキシ酸ならびにその混合物ならびに促進剤が挙げられる。これらの成分は
、組成物中に存在する油相（１つまたは複数）に可溶性または分散性であり得る。
【００４５】
　当然のことながら、当業者であれば、本発明による組成物に本来付随する有利な特性が
、想定される１つまたは複数の追加物による悪影響を受けない、または実質的に受けない
よう慎重に、１つまたは複数の上に挙げた任意選択の追加の化合物を選択するであろう。
【００４６】
　当業者であれば、本発明による組成物の有利な特性が、想定される追加物による悪影響
を受けない、または実質的に受けないよう慎重に、上に挙げた任意選択の追加の化合物（
１つまたは複数）および／またはその量を選択するであろうことは言うまでもない。
【００４７】
　包装
　図１に示されるように、ブースター組成物を決定しベースオイル組成物を準備した後、
ブースター組成物と油性製剤を選択されたブースターとベースオイルとを含むキットまた
はシステムに個々に組み立てる（段階１０９）。図３に、本開示の実施形態によるスキン
ケアシステム３００の例示的配置を示す。包装およびシステムは、ブースター組成物３０
３とベースオイル組成物３０１を自宅で簡単な攪拌により混合できるよう設定されている
。例えば、ベースオイル組成物３０１は包装内に、ブースター組成物３０３が入り、容器
の振盪などによる攪拌が可能な十分なスペースを備えている。例えば、眼科用先端チュー
ブは、消費者がベースの入った主要ドロッパの中にブースターを混ぜるのを補助し得る。
相溶化されたブースター組成物３０３はベースオイル組成物中に容易に分散して治療組成
物を形成する。
【００４８】
　以下の実施例は本発明をさらに説明することを意図するものである。これらは決して本
発明を限定することを意図するものではない。特に明示されない限り、いずれの割合も重
量に基づくものである。
【００４９】
　実施例
　実施例１
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【表１】

【表２】

＊活性Ｃｒｉｔｈｉｍｕｍ　Ｍａｒｉｔｉｍｕｍ抽出物を４％含む
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＊＊活性パルミチン酸レチニルを５５％含む
＊＊＊活性レチノールを１０％含む
【００５０】
　実施例１は、ブースターへの高レベルの活性物質の溶解を可能にし、ベースとブースタ
ーの良好な相溶性を可能にする様々な組成を示している。
【００５１】
　表１は、効果的なベースオイルの組成を示している。表２は、効果的なブースターの組
成を示している。表１および２の本発明の実施例は、ブースターへの高レベルの活性物質
の溶解を可能にし、ベースとブースターの良好な相溶性を可能にする様々な組成を示して
いる。
【００５２】
　比較例１
【表３】
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【表４】

＊活性Ｃｒｉｔｈｉｍｕｍ　Ｍａｒｉｔｉｍｕｍ抽出物を４％含む
＊＊活性パルミチン酸レチニルを５５％含む
＊＊＊活性レチノールを１０％含む
【００５３】
　比較例１は、効果的ではないと思われる様々な組成を示しており、例えば、この比較例
の欠点として、製剤の溶解限度を超える活性物質レベルおよび消費者に有効な結果をもた
らさない極めて低い活性物質レベルを有する組成が挙げられる。
【００５４】
　実施例２
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【表５】

【表６】

＊活性Ｃｒｉｔｈｉｍｕｍ　Ｍａｒｉｔｉｍｕｍ抽出物を４％含む
＊＊活性パルミチン酸レチニルを５５％含む
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＊＊＊活性レチノールを１０％含む
【００５５】
　実施例２は、ブースターへの高レベルの活性物質の溶解を可能にし、ベースとブースタ
ーの良好な相溶性を可能にする様々な組成を示している。
【００５６】
　表５は、効果的なベースオイルの組成を示している。表６は、効果的なブースターの組
成を示している。表５および６の本発明の実施例は、ブースターへの高レベルの活性物質
の溶解を可能にし、ベースとブースターの良好な相溶性を可能にする様々な組成を示して
いる。
【００５７】
　実施例３
【表７】
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【表８】

＊活性Ｃｒｉｔｈｉｍｕｍ　Ｍａｒｉｔｉｍｕｍ抽出物を４％含む
＊＊活性パルミチン酸レチニルを５５％含む
＊＊＊活性レチノールを１０％含む
【００５８】
　実施例３は、ブースターへの高レベルの活性物質の溶解を可能にし、ベースとブースタ
ーの良好な相溶性を可能にする様々な組成を示している。
【００５９】
　表７は、効果的なベースオイルの組成を示している。表８は、効果的はブースターの組
成を示している。表７および８の本発明の実施例は、ブースターへの高レベルの活性物質
の溶解を可能にし、ベースとブースターの良好な相溶性を可能にする様々な組成を示して
いる。
【００６０】
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【表９】

＊不溶性
【００６１】
　表９は、活性成分のベースオイル組成物中での溶解度を示している。
【００６２】
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【表１０】

【００６３】
　表１０は、ブースターとベースの組合せの例示的チャートを示している。
【００６４】
　臨床試験／消費者テストのまとめ：
　ベースオイル製剤を対象に皮膚水和の改善および皮膚バリア機能の維持に対する有効性
に関して機器による評価を実施した。試験条件下では、オイルは、ベースラインと比較し
て統計的に有意な皮膚バリア機能の改善およびベースラインと比較して統計的に有意な皮
膚水和の改善を引き起こした。
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【表１１】

「Ｘ」は、のちの時点でベースラインと比較して統計的に有意な改善（ｐ＜０．０５）が
みられたことを表す。
【００６５】
　各ブースターを含有する代表的な配合物；５：１の比のベースオイルとブースター複合
物とからなる配合組成物に関する臨床評価を実施した。代表的な配合物の様々な皮膚特性
を開始時点およびのちの時点の両方で専門の評価者により評価した。試験条件下では、い
ずれのブースター代表配合物についても、結果は、時間経過後の皮膚特性がベースライン
と比較して統計的に有意な改善を示している。
【表１２】

「Ｘ」は、のちの時点でベースラインと比較して統計的に有意な改善（ｐ＜０．０５）が
みられたことを表す。
【００６６】
　２つの異なる標的化ブースター複合物と混合したベースオイルからなるあらゆる配合の
組合せに関して消費者ホームユーステストを実施した。これらの試験の目的は、最初に使
用した直後ならびに使用から２週間後および４週間後のオイル製品の様々な特性に関する
消費者の知覚を評価することとした。結果から、オイル製品が審美的な面でも知覚された
効果の面でも消費者による評価が高いことがわかる。
【００６７】
　ここまで好ましい実施形態を参照しながら本発明を説明してきたが、当業者には、本発
明の範囲から逸脱することなく、様々な改変を施し、本発明の諸要素を均等物に置き換え
得ることが理解されよう。さらに、本発明の教示の本質的範囲を逸脱することなく、特定
の状況または材料を本発明の教示に適合させるよう多数の修正を施し得る。したがって、
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本発明は、本発明を実施するにあたり考えられる最良の形態として開示される特定の実施
形態に限定されるものではないが、添付の「特許請求の範囲」の範囲内に含まれるあらゆ
る実施形態を包含することが意図される。

【図１】 【図２】
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【図３】
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【国際調査報告】
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