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(57)【要約】
本発明はサルササポゲニン又はサルササポゲニンを含む植物抽出物を含有する組成物に
関し、皮膚の一般的症状を改善し、特に脂質不足を示す身体の各部を改善及び／又は美し
くすることが可能である。より詳細には、本発明は体型を改善するための美容方法を対象
とし、サルササポゲニンを含む皮膚科学的又は化粧品組成物を皮膚に局所的に塗布する工
程を備え、皮下脂肪組織の拡大及び／又は形成を促進する、及び／又は表皮の脂質合成を
促進する。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
皮膚へ局所的に塗布するための組成物中に、サルササポゲニン又は該サルササポゲニン
を含む植物抽出物を有効成分として使用する方法であって、
脂質不足を示す身体の各部を改善及び／又は美しくすることを特徴とする使用方法。
【請求項２】
前記サルササポゲニンが、皮下脂肪組織の拡大及び／又は形成を促進する、及び／又は
表皮の脂質合成を促進することを特徴とする請求項１記載の使用方法。
【請求項３】
前記サルササポゲニンが脂質生成を刺激することを特徴とする請求項１又は２に記載の
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使用方法。
【請求項４】
前記サルササポゲニンが脂肪生成を刺激することを特徴とする請求項１又は２に記載の
使用方法。
【請求項５】
前記サルササポゲニンが、脂肪細胞分化を刺激することを特徴とする請求項１又は２に
記載の使用方法。
【請求項６】
前記サルササポゲニンが、脂肪組織の形成を刺激することにより下垂を減少させること
を特徴とする請求項１乃至５いずれか１項に記載の使用方法。
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【請求項７】
張筋剤、緊張剤及び／又は補強剤として使用することを特徴とする請求項１乃至６いず
れか１項に記載のサルササポゲニンの使用方法。
【請求項８】
プランパー及び／又は膨らみ形成剤として使用することを特徴とする請求項１乃至６い
ずれか１項に記載のサルササポゲニンの使用方法。
【請求項９】
柔軟性及び／又は皮膚弾力性の促進剤として使用することを特徴とする請求項１乃至６
いずれか１項に記載のサルササポゲニンの使用方法。
【請求項１０】
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微小循環の改善剤として使用することを特徴とする請求項１乃至６いずれか１項に記載
の使用方法。
【請求項１１】
前記サルササポゲニンが、組成物の重量に対して、約０．０００００１％ｗ/ｗ〜約２
０％ｗ/ｗ、好ましくは約０．００００１％ｗ/ｗ〜１％ｗ/ｗ、特に好ましくは約０．０
００１％〜０．１％含まれることを特徴とする請求項１乃至１０いずれか１項に記載の使
用方法。
【請求項１２】
前記サルササポゲニンが、任意の供給源から得ることが可能であり、好ましくは化学合
成及び／又は植物抽出により得られることを特徴とする請求項１乃至１１いずれか１項に
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記載の使用方法。
【請求項１３】
前記植物抽出物が、アガベ・サイザルアサ（Agave sisalana）、アガベ・アメリカーナ
（Agave Americana）、アスパラガス（Asparagus）（例えば、Ａ．オフィシナリス（A. o
fficinalis）、Ａ．アドセンデ（A. adscende）、Ａ．ラセモスス（A. racemosus）、ラ
デックス・アスパラギ（Radix Asparagi）又は＜テンモンドウ（Tian‑Dong）＞、Ａ．コ
チチネンシス(lour.) Merr.（A. cochichinensis (lour.) Merr.）、Ａ．コチチネンシス
(lour.) Merr. Var. ガウディシャウディアヌス（A. cochichinensis (lour.) Merr. Var
. gaudichaudianus）、Ａ．タリエンシス（A. taliensis）、Ａ．ムニタス（A. munitus
）、Ａ．ミリアカンサス（A. myriacanthus）、Ａ．メイオクラドス Levl（A. meioclado
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s Levl）、Ａ．トリコクラドス（A. trichoclados）、Ａ．フィリシヌス（A. filicinus
）等の種）、ユッカ（Yucca）（ユッカspp（Yucca spp）、Y．フィリフェラ（Y. filifer
a）、 Ｙ．フィラメントサ（Y. filamentosa）、Y．バッカタ（Y.baccata）、Ｙ．ブレビ
フォリア（Y. brevifolia）、Ｙ．シジゲラ（Y. schidigera）） 、シャタバリ（Shatava
ri）、スミラックス（Smilax）（サルサパリラ（Sarsaparilla）、サルセパレイル（Sals
epareille）、サルサパリア（Sarsaparriha）、クハオエン（khao yen）、サパルナ（Sap
arna）, ジュピカンガ（jupicanga）、スミレース（smilace）、サルトリイバラ（China
root）、スミラックス・アリストロキアエフォリア（Smilax Aristolochiaefolia）、ス
ミラックス・オルナタ（Smilax ornata））、トリゴネラ・フォエナム・グラエカム（Tri
gonella foenum graecum）、フェヌグリーク（fenugrec）、ディアスコレエス（Diascore
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es）、ディオスコレア・コレッティ（Dioscorea colettii）、ハカタユリ（Lilium brown
ii）、キラヤ・サポナリア（Quillaja saponaria）、ソラナム・パニクラツム（Solanum
paniculatum）、リコペルシコン・ピンピネリフォリウム（Lycopersicon pimpinellifoli
um）、トリビュラス・テレストリス（Tribulus terrestris）、ニコティアナ・タバカム
（Nicotianum tabacum）、ラディックス・サルサパリラ（Radix sarsaparilla）、ハナス
ゲ（Anemarrhena asphodeloides）ハナスゲbunge, zhi mu (Anemarrhena asphodeloides
bunge, zhi mu)から選択されることを特徴とする請求項１２記載の使用方法。
【請求項１４】
前記植物抽出物が、ハナスゲbunge（Anemarrhena asphodeloides bunge）であることを
特徴とする請求項１３記載の使用方法。
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【請求項１５】
前記組成物が、脂質生成刺激有効成分、脂肪生成刺激有効成分、補強有効成分、皮膚の
緊張に作用する有効成分、膨らみ効果を有する有効成分、血管拡張有効成分、微小循環促
進有効成分から選択される少なくとも１つの補足的な有効成分を含み、
前記有効成分が、ホップ抽出物、キゲリア・アフリカナ（kigelia africana）、セージ
（sage）、ダイズ（soya）、サバル・セルラタ（sabal serrulata）、ダミアナ（damiana
）、ドンクァイ（de dong quai）、タンポポ（dandelion）、クミン（cumin）、甘草（li
quorice）、クニカス・ベネディクタス（cnicus benedictus）、レッド・エルム（red el
m）、ラズベリー・ブッシュ（raspberry bush）、ルピナス（lupin）、フェンネル（fenn
el）、コショウ（pepper）、麦芽（malt）、モウレレ（mourere）、コンブチャ（Kombuch
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a）、クローバ（clover）及びアルケミーユ（alchemille）等であることを特徴とする請
求項１乃至１４いずれか１項に記載の使用方法。
【請求項１６】
前記有効成分の少なくとも１つが、溶液、分散系、エマルション、ペースト又は粉末の
形状で、
単独として、もしくは、マクロ、マイクロもしくはナノカプセル、マクロ、マイクロも
しくはナノスフィア、リポソーム、オレオソーム又はカイロミクロン、マクロ、マイクロ
もしくはナノ粒子、マクロ、マイクロもしくはマイクロスポンジ、マイクロもしくはナノ
エマルジョン等の媒体中のプレミックスとして使用されるか、又は
有機ポリマーパウダー、タルク、ベントナイト、もしくはその他の無機もしくは有機担
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体に吸着されて使用されることを特徴とする請求項１乃至１５いずれか１項に記載の使用
方法。
【請求項１７】
前記組成物が全ての化粧品形態で用いられ、例えば、クリーム、ローション、軟膏、ミ
ルク、ゲル、エマルション、分散系、液剤、懸濁剤、洗浄剤、ファンデーション、無水調
製物（スティック、特に口紅、ボディーオイル及びバスオイル）、シャワージェル及びバ
スジェル、シャンプー及び頭皮トリートメントローション、スキンケアもしくはヘアケア
用クリーム又はローション、日焼け止めローション、ミルク又はクリーム、人工日焼けロ
ーション、クリーム又は乳液、シェービングクリームもしくはフォーム、アフターシェー
ブローション、化粧剤、マスカラもしくはマニキュア、口紅、皮膚「エッセンス」、血清
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、絆創膏もしくは吸収剤材料、経皮性パッチ、パウダーとして用いられることを特徴とす
る請求項１乃至１６いずれか１項に記載の使用方法。
【請求項１８】
必要性を有する人物に対し、脂質不足を示す身体の各部を改善及び／又は美しくするた
めの美容方法であって、
前記サルササポゲニン又は該サルササポゲニンを含む植物抽出物を含有する化粧品組成
物又は皮膚薬剤組成物を、胸部、及び／又はネックライン下部、及び／又は臀部、及び／
又は顔、及び／又は唇、及び／又は頬、及び／又は眼瞼、及び／又は手に、局所的に塗布
する工程を備えることを特徴とする美容方法。
【請求項１９】
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前記サルササポゲニン又は該サルササポゲニンを含む植物抽出物を含有する化粧品組成
物又は皮膚薬剤組成物を、必要性を有する人物の胸部、及び／又はネックライン下部、及
び／又は臀部、及び／又は顔、及び／又は唇、及び／又は頬、及び／又は眼瞼、及び／又
は手に、局所的に塗布する工程を備えることにより、張筋、緊張、及び／又は補強効果が
得られることを特徴とする請求項１８記載の美容方法。
【請求項２０】
前記サルササポゲニン又は該サルササポゲニンを含む植物抽出物を含有する化粧品組成
物又は皮膚薬剤組成物を、必要性を有する人物の胸部、及び／又はネックライン下部、及
び／又は臀部、及び／又は顔、及び／又は唇、及び／又は頬、及び／又は眼瞼、及び／又
は手に、局所的に塗布する工程を備えることにより、豊満な、かさ上げ、及び／又は膨ら
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み効果が得られることを特徴とする請求項１８記載の美容方法。
【請求項２１】
前記サルササポゲニン又は該サルササポゲニンを含む植物抽出物を含有する化粧品組成
物又は皮膚薬剤組成物を、必要性を有する人物の胸部、及び／又はネックライン下部、及
び／又は臀部、及び／又は顔、及び／又は唇、及び／又は頬、及び／又は眼瞼、及び／又
は手に、局所的に塗布する工程を備えることにより、柔軟性及び／又は皮膚弾力性を促進
させることを特徴とする請求項１８記載の美容方法。
【請求項２２】
前記サルササポゲニン又は該サルササポゲニンを含む植物抽出物を含有する化粧品組成
物又は皮膚薬剤組成物を、必要性を有する人物の胸部、及び／又はネックライン下部、及
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び／又は臀部、及び／又は顔、及び／又は唇、及び／又は頬、及び／又は眼瞼、及び／又
は手に、局所的に塗布する工程を備えることにより、微小循環を改善することを特徴とす
る請求項１８記載の美容方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、化粧品及びパーソナルケア製品の分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
本発明は、美容及び皮膚薬剤分野を対象としたものである。本発明はまた、皮膚科学的
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に許容される担体中に、サルササポゲニン又はサルササポゲニンを含む植物抽出物を含有
する組成物に関する。特に、本発明は、サルササポゲニン又はサルササポゲニンを含む植
物抽出物を含有する組成物を取り扱うことにより、皮膚の一般的症状を改善し、特に脂質
不足を示す身体の各部を改善及び／又は美しくすることが可能である。
【０００３】
本発明は、サルササポゲニン又はサルササポゲニンを含む植物抽出物を有効成分として
使用する方法に関し、これにより皮膚の一般的症状の改善を目的とした組成物を調製する
。
【０００４】
また、本発明は、皮膚の一般的症状を改善する美容方法、特に、脂質不足を示す身体の
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各部を改善及び／又は美しくすることが可能な美容方法を対象とする。本方法は、皮膚上
に効果的な量のサルササポゲニン又はサルササポゲニンを含む植物抽出物を局所的に塗布
することからなる。
【０００５】
脂肪組織は、哺乳類のエネルギーバランスにおいて主要な位置にあり、細胞外マトリッ
クス、密集した毛細血管網及び特異的細胞（脂肪細胞）で構成される。脂肪組織は、体重
の平均１５〜２０％を占め、これは５００億個の脂肪細胞に相当する。脂肪組織の特異性
の１つは、その重要な可塑性である。実際には、脂肪細胞の数は、環境条件に応じて、生
涯にわたり増加又は減少することが知られている。この可塑性は、細胞脂質量（脂肪細胞
の大きさの増大）及びこれらの分化細胞数の変化による顕著な機能である。これらの脂肪
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細胞の大きさ及び数の増加、即ち脂肪量増加の制御は、生体内に密接に関連した機構であ
る。
【０００６】
成熟脂肪細胞は、身体のエネルギー貯蔵を確立するための細胞であり、複数のシステム
、特にホルモンによって綿密に制御されている。この分化した細胞は、分裂能力を全て失
くしており、トリグリセリドとして貯蔵された脂肪量を増加させることにより、貯蔵能力
を増加可能である（脂質生成機構）。また反対に、この分化した細胞は、貯蔵した脂肪を
脂質分解機構により動員することにより、脂肪酸及びグリセロール及び／又はモノ、ジエ
ステル−グリセロールの遊離を引き起こすことも可能である。通常、ここに脂質生成と脂
質分解の平衡が存在し、これにより脂肪量を安定に確保可能となる。

20

【０００７】
脂肪組織に局在する脂肪細胞の前駆細胞（前脂肪細胞）は、様々な刺激の影響を受けて
増え、細胞自身を脂肪細胞へと分化可能である。この機構は分化又は脂肪細胞変換と呼ば
れるものである。活発な成長段階にある前駆細胞は、細胞サイクルから抜け出す必要があ
る。この成長の停止は、前脂肪細胞が脂肪細胞変換過程を開始するために必要である。脂
肪細胞の成長停止と分化開始との間には、それでもなお、１つの分裂、追加的なたった１
つの分裂が発生（「クローン性増殖」とも呼ばれる）し、これにより前脂肪細胞の分化能
力のプールが増加することとなる。
【０００８】
脂肪細胞分化は、主に、前駆細胞の形態上の変化、表現型の変化及び脂肪細胞特異的マ
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ーカーの発現を特徴とする。分化を開始する際に最も活性化する遺伝子は、まずＣ／ＥＢ
Ｐβ及びδ、次にＣ／ＥＢＰα、そしてＰＰＡＲγである。最終分化段階中は、脂質生成
が強力に活性化され、トリグリセリド形成に関わる全ての酵素が増加する。これら酵素と
して、アセチルＣｏＡ、グリセロール−３−リン酸脱水素酵素（ＧＤＰＨ）、グリセルア
ルデヒド−３−リン酸脱水素酵素（Ｇ−３−ＤＰＨ）、脂肪酸合成酵素（ＦＡＳ）が挙げ
られる。次に、インスリン特異的受容体、アドレナリン受容体の発現に続いて、最後にペ
リリピン及びビメンチン等の各種タンパク質の発現（脂質滴の形成）が生じ、そして脂肪
量の増大を促進させる剤（モノブチリン、血管新生因子、アンジオテンシンII）の分泌が
生じる。
【０００９】
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さらに、脂肪組織は特徴的な血管新生特性を有する。脂肪細胞は、血管内皮細胞増殖因
子（ＶＥＧＦ）を生成可能である。血管内皮細胞増殖因子（ＶＥＧＦ）は、血管新生に関
与する重要なシグナル伝達タンパク質である（先在する血管系からの血管成長）。結果と
して、脂肪細胞の刺激がＶＥＧＦ生成に関与していることにより、血管の成長を可能とし
、微小循環が改善する。
【００１０】
脂肪組織は、単純な熱的及び機械的な絶縁体であると長い間考えられてきたものであり
、体を完全に覆う脂肪貯蔵の層を構成しているが、その厚さは可変である。本組織は、そ
の重要度と不均一な分布に基づき、体形と顔の全体的な外観に関わるものである。特に、
頬、唇、目瞼、肢、手及び臀部のある深さ位置に局在する。疾病、医療、過酷なダイエッ
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ト又は老化は、この脂肪組織の減少又は皮下脂肪萎縮症に関与し、痩せた、中身の無い、
皺が有る疲弊した顔を生じさせることになる。
【００１１】
また、脂肪組織は胸部のある深さ位置にも存在する。女性の胸は、乳腺、結合組織及び
脂肪組織でできている。結合組織と脂肪組織の間にある脂肪組織は、可変である。脂肪組
織は、胸のボリュームの大半を占める。この結果、脂肪組織の分布と量が、胸の大きさと
形状を決定する。生涯の過程（若年、妊娠、生理的年齢、ホルモンバランス、痩身）の間
に、胸部は特にそのボリュームの変動を受け、胸の硬化、又は反対に弛みが生じることが
ある。
【００１２】
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良好な健康状態の同義語として、全ての人が、余分な箇所を局所的に有することなく、
皮下容積は完全に満たされた状態を維持しながら、良好な体形を保持することを希望する
。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１３】
【特許文献１】仏国特許第２ ８３８ ６４６号
【特許文献２】米国特許第２００３０４４４７５号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１４】
この期待に応えるために、様々な化粧品組成物又は技術的な外科手術が存在する。私た
ちは、全体的な体形と女性の胸部の審美性を向上させるという期待に応えるために、エス
トロゲン作用を有する植物抽出物の使用（特許文献１）、ホップ及びオルニチンを含む組
成物（特許文献２）を特に引用するが、これら作用は明確なものではない。技術的な外科
手術に関していうと、これらは侵襲的であり、潜在的危険を有し、高価であり、傷を残す
可能性があり、元に戻すことは略不可能である。特に顔のある深さ位置において皮下のボ
リューム不足を直すために、リポフィリング（脂肪充填術）という新技術がある。リポフ
ィリングは、患者から採取した脂肪を再注入することにより組織真空空間を満たすことか
らなる。これらの方法は全て何らかの欠点を有しており、これら欠点は、程度の差はある
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が重要な点である。これら手術の費用に加えて、注入された脂肪、コラーゲン又はヒアル
ロン酸は非自己であることが識別可能であることにより、厄介な炎症反応が生じてしまう
。さらに、人工的に添加された生物学的材料は一般的な酵素分解をすぐに受けてしまうた
め、より頻繁な注入サイクルで注入を行うようになる。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
驚くべきことに、私たちは、サルササポゲニンが、有機体自身が新生成した脂肪細胞量
の増加によって得られる皮膚充填によって、美容上の「リポフィリング」を生成可能であ
ることを発見した。この美容上の「リポフィリング」の原理は、皮膚の脂肪細胞による脂
質合成の刺激が、使用者にとって完全に無痛の許容範囲にあることを可能にする。私たち
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は、サルササポゲニンが脂質生成特性且つ脂肪生成特性を有することに注目した。実際に
は、私たちの調査によると、サルササポゲニンは脂質生成を刺激するだけでなく、脂肪細
胞分化も活性化することが発見された。
【００１６】
したがって、本発明は、皮膚科学的に許容される担体に、サルササポゲニン又はサルサ
サポゲニンを含む植物抽出物を含有する組成物に関する。有利にも、本組成物は、皮膚の
一般的症状を改善し、特に脂質不足を示す身体の各部を改善及び／又は美しくすることを
目的とする。
【００１７】
本発明は、特に、サルササポゲニン又はサルササポゲニンを含む植物抽出物を含有する
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組成物に関し、皮下脂肪組織の拡大及び／又は形成を促進する、及び／又は表皮の脂質合
成を促進する、及び／又は脂質生成及び／又は脂肪生成及び／又は脂肪細胞分化を刺激す
ることを目的とする。
【００１８】
本発明は、また、サルササポゲニン又はサルササポゲニンを含む植物抽出物を含有する
組成物に関し、張筋（tensor）、及び／又は緊張、及び／又は豊満さ（plumping）、かさ
上げ、及び／又は膨らみ、及び／又は補強の効果を得ること、及び／又は柔軟性、及び／
又は含水性、及び／又は皮膚弾力性を促進すること、及び／又は微小循環を改善すること
を目的とする。
【００１９】
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第２実施形態によると、本発明は、サルササポゲニン又はサルササポゲニンを含む植物
抽出物を、組成物の有効成分として、単独で、又は美容もしくは皮膚薬剤分野で一般的に
用いられる有効成分とともに使用する方法であって、皮膚の一般的症状を改善することを
目的とする。有利にも、本サルササポゲニンの使用方法又は本組成物は、脂質不足を示す
身体の各部を改善及び／又は美しくすることを目的とする。
【００２０】
特に、本発明は、サルササポゲニン又はサルササポゲニンを含む植物抽出物を、有効成
分として、単独で、又は美容もしくは皮膚薬剤分野で一般的に用いられる有効成分ととも
に使用することにより組成物の調整を行う方法であって、皮下脂肪組織の拡大及び／又は
形成を促進する、及び／又は表皮の脂質合成を促進する、及び／又は脂質生成及び／又は
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脂肪生成及び／又は脂肪細胞分化を刺激することを目的とする。結果として、サルササポ
ゲニンの使用は、皮下脂肪組織の成熟脂肪細胞の数を増加させる及び／又は再生を刺激す
ることを目的とする。
【００２１】
本発明はまた、サルササポゲニン又はサルササポゲニンを含む植物抽出物を、有効成分
として、単独で、又は美容もしくは皮膚薬剤分野で一般的に用いられる有効成分とともに
使用することにより組成物の調整を行う方法であって、張筋、及び／又は緊張、及び／又
は豊満さ、かさ上げ、及び／又は膨らみ、及び／又は補強の効果を得ること、及び／又は
柔軟性、及び／又は含水性、及び／又は皮膚弾力性を促進すること、及び／又は微小循環
を改善することを目的とする。
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【００２２】
第３実施形態によると、本発明は、皮膚の一般的症状を改善するための美容方法、即ち
脂質不足を示す身体の各部を改善及び／又は美しくすることを目的とする美容方法を取り
扱う。本美容方法は、皮膚に効果的な量のサルササポゲニン又はサルササポゲニンを含む
植物抽出物を局所的に塗布する工程を備える。
【００２３】
本発明は、効果的な量のサルササポゲニン又はサルササポゲニンを含む組成物を、胸部
、及び／又はネックライン下部、及び／又は臀部、及び／又は顔、及び／又は唇、及び／
又は頬、及び／又は眼瞼、及び／又は手に塗布する工程を備える美容方法に関し、これに
より、皮下脂肪組織の拡大及び／又は形成を促進する、及び／又は表皮の脂質合成を促進
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する、及び／又は脂質生成及び／又は脂肪生成及び／又は脂肪細胞分化を刺激する。特に
、本美容方法は、張筋、及び／又は緊張、及び／又は豊満さ、かさ上げ、及び／又は膨ら
み、及び／又は補強の効果を得ること、及び／又は柔軟性、及び／又は含水性、及び／又
は皮膚弾力性を促進すること、及び／又は微小循環を改善することが可能である。
【００２４】
本発明の構成において、「脂肪細胞成熟」「脂肪細胞変換」「脂肪細胞転換」「脂肪細
胞分化」は、脂肪細胞の前駆細胞（前脂肪細胞又は線維芽細胞等）から成熟脂肪細胞が形
成されることを意味する。用語「脂肪細胞形成の刺激的効果」及び「脂肪生成効果」は区
別せずに使用する。同時に、「刺激する」は全ての正の制御を意味する。また、「促進す
る」「活性化する」「増加させる」又は「加速する」等の動詞を用いることもある。
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【００２５】
その他の実施形態では、本発明は、化粧品組成物又は皮膚科学的組成物に、サルササポ
ゲニン又はサルササポゲニンを含む植物抽出物を使用する方法を提供することを目的とし
、本サルササポゲニン又は本組成物は、脂質生成を刺激し、表皮における脂質合成を促進
し、最終的には、脂肪細胞中の脂肪率を制御することを目的とする。「脂肪細胞の脂肪率
の制御」とは、脂肪細胞中の脂質分解反応機構及び脂質生成反応機構の間の平衡が変動す
ることを意味し、特に、脂質生成の刺激及び／又は脂質分解の抑制を意味する。
【００２６】
張筋、及び／又は緊張、及び／又は豊満さ、かさ上げ、及び／又は膨らみ、及び／又は
補強の効果は、美容専門家にとって公知である様々な技術を用いて、分析、測定及び定量
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可能な機能的特質である。
【００２７】
脂肪組織を豊満にする及び／又は密度をさらに高める効果は、干渉フリンジトポメトリ
ー（FOITS：interference‑fringe topometry）又はスキャンを用いて分析可能である。皮
膚の硬さ及び／又は弾力性及び／又は緊張性を得ることは、キュトメーター（粘弾計：cu
tometer）を用いることにより定量してもよい。皮膚の含水性は、コルネオメーター（水
分計）、湿気測定メーターを用いて、インピーダンス測定や伝導性測定を経て測定可能で
ある。微小循環は、レーザードップラー流量計を用いて分析してもよい。
【００２８】
柔軟性の獲得、皮膚の一般的症状の改善、脂質不足を示す身体の各部を改善及び／又は
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美しくすること、並びに体形の全体的な審美性の改善は、類推的基準における感覚的調査
によって評価可能である。この種の見当による自動評価は、美容分野で一般的に用いられ
ており、上述の技術と組み合わせて、又は組み合わさずに用いてもよい。
【００２９】
本発明によると、「皮膚科学的に許容される担体」とは、水性溶液又は水性アルコール
溶液、油中水型エマルション、水中油型エマルション、マイクロエマルション、水性ゲル
、無水ゲル、血清又は小胞分散を意味する（しかしながらこれらに限定されない）。本明
細書で用いられる「皮膚科学的に許容される」とは、哺乳類、特にヒトの皮膚に、毒性、
不適合性、不安定性、アレルギー反応等の危険を生じさせずに接触して適切に使用可能な
上述の組成物又は成分を意味する。
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【００３０】
本発明者の知識によれば、サルササポゲニンを局所的に塗布することによって皮膚の一
般的症状が改善されるという有益な効果は、未だ開示されていない。従来技術は、本発明
の有利性や利点を全て提供するものではない。この理由は、本発明は、サルササポゲニン
又はサルササポゲニンを含む植物抽出物を含有する組成物を言及しており、サルササポゲ
ニンは皮膚の一般的症状を改善し、特に脂質不足を示す身体の各部を改善及び／又は美し
くするからである。「皮膚の一般的症状を改善する」とは、予防的に又は治療的に皮膚の
状態を制御することを意味する。本発明では、「予防的に皮膚の状態を制御する」とは、
視覚的に又は触覚的に検出可能な皮膚の欠点を、遅延、最小限化及び／又は予防すること
を含む。本発明では、「治療的に皮膚の状態を制御する」とは、視覚的に又は触覚的に検
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出可能な皮膚の欠点を、改善、減少、最小限化、除去することを含む。本発明では、「皮
膚の一般的症状を改善する」とは、脂質不足を示す身体の各部を改善及び／又は美しくす
ることを含む。
【００３１】
「脂質不足を示す身体の各部」とは、皮下脂肪が欠如した身体の各部を意味し、これら
部分は、例えば、こけた頬、へこみ、窪んだ目、形状がはっきりしない身体及び皮膚の弛
みという結果をもたらす。
【００３２】
「脂質不足を示す身体の各部を改善及び／又は美しくすること」とは、脂肪不足を示す
領域において、脂肪細胞の導入及び成長を刺激することを意味する。この脂肪細胞の導入
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及び成長は、皮膚の厚さを段階的且つ大幅に増大させるとともに皮膚壁を局所的に丸める
ことにより、豊満さ、かさ上げ及び膨らみ効果を作り出す。さらに、脂肪不足を示す領域
において脂肪細胞を導入及び成長させることにより、皮膚の膨満現象が作り出される。皮
膚を引き締めることによって皺とこけた領域の外観が改善され、これにより張筋、緊張及
び補強効果が得られ、また、柔軟性及び／又は皮下弾力性が促進される。
【００３３】
本発明では、「視覚的に又は触覚的に検出可能な皮膚の欠点」とは、疲労の兆候、内因
性及び外因性により攻撃されたもの、皮膚の老化及び脂質不足の兆候を含む。
【００３４】
「疲労の兆候及び皮膚の老化」は、外部からの全ての視覚的兆候、触覚的に知覚可能なも
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の、そして皮膚の老化によるマクロ又はマイクロの影響を含むが、これらに限定されない
。これらの兆候は内部又は外部要因、例えば、実年齢及び／又は環境による攻撃によって
誘発されうる。これらの兆候は、皺、深く洗練されていない皺、小さい皺、ひび割れ、瘤
及び隆起物、皮膚及び皮下組織の下垂、たるみ、弾力性の欠如、しまりのない皮膚、硬さ
の欠如、肌の色合いの欠如、皮膚の萎縮、皮膚異方性、表皮の厚さ変化、及び／又は真皮
、肌つやの変化、くすんだ肌つや、肌つやの均一性の欠如、色素沈着の変動（色素脱失症
及び色素沈着症）、皮膚の粗雑な外観、透明度の減少、紅皮症、過角化症（hyperkeratos
e）、ＵＶによるそばかす、ほくろ、皮膚微小循環の無秩序化、皮膚と皮膚に近い基本組
織の微小循環の無秩序化、有色及び／又は暗色のしみの出現、炎症域の出現、毛細血管拡
張症の発症、皮膚の乾燥や粗雑な外観、粗さ、剥離の増加、拡張、毛穴の大きさの変動、
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バリヤ性の欠如、水分の欠如、バリヤ機能の欠如、弾力性及び硬さの欠如、皮膚の滑らか
さの増加、ｐＨ変化、毛髪やもろい爪の損失、耐水性の欠如、ゆがみへの耐性の欠如、脱
色、角質繊維、異常分化、高い角質化（hyperkeratinization）、弾性線維症、コラーゲ
ン欠如、及び色素変化、そしてその他角質層、真皮及び表皮における組織学的変化を含む
作用に起因する可能性があるが、これらに限定されない。
【００３５】
本発明に係る特定の製品及び組成物は、外観及び／又は皮膚の感触を改善するためにも
有用である。本発明に係る好ましい組成物は、即効性作用があるとして公知の有効成分を
実現可能な組み合わせで併用し、組成物を局所的に塗布することにより、皮膚外観を速や
かに視覚的に改善することが可能である。
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【００３６】
特に、サルササポゲニン又はサルササポゲニンを含む植物抽出物を局所的に塗布するこ
とは、疲労、内因性の及び／又は外因性の老化の兆候、及び脂質不足の兆候を予防するこ
とを可能にし、特に柔軟性、含水性及び弾力性を回復させ、皮膚の外観及び満足感を向上
させ、美容の「リポフィリング」、補強、引き締め、肉付けを実施し、はっきりとした顔
、臀部、大腿部、胸部をもたらし、皮膚の質感を良好にし、皮膚に内容物を与え、若い顔
つきの全体的な形状を取り戻し、密度をさらに高めることを可能にし、これにより皮膚の
輝きを明るくし、微小循環、輝度及び血管新生を増加させる。
【００３７】
外因性又は内因性原因により脂質が不足している体の部位としては、胸部、ネックライ
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ン下部、臀部、顔、唇、頬、眼瞼、手が挙げられ、一般的には体形、より一般的には脂肪
細胞を含む組織である体の全ての部位が挙げられるが、これらに限定されない。
【００３８】
本発明の構成において、「サルササポゲニン」は、サルササポゲニン又は誘導体、その
光学異性体、立体異性体、エナンチオマー、ジアステレオ異性体、互変異性体を意味し、
これらの自由形状型で、生理学的に許容される酸を含むこれらの塩を意味する。サルササ
ポゲニンは、グリコシル化型であってもよく、１つ又は幾つかの糖残基に結合している。
サルササポゲニンは、パリゲニン（Parigenin）と称されることもあり、その異性体は、
スミラゲニン(smilagenin)、イソサルササポゲニン(isosarsasapogenin)、エピチゴゲニ
ン(epitigogenin)、チゴゲニン(tigogenin)、エピサルササポゲニン(episarsasapogenin)
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、ネオチゴゲニン(neotigogenin)、エピスミラゲニン(epismilagenin)を含む。グリコシ
ル化型は、その他、パリリン(Parillin)又はチモサポニン(Timosaponin)、キシリングサ
ポニン(xilingsaponin)、フィリフェリン(filiferin)がある。好ましくは、本発明の構成
であるサルササポゲニンは、（３β、５β、２５−Ｓ）−スピロスタン−３オール(（3β
,5β,25−S）‑Spirostan−3ol.）であり、ＣＡＳ番号は［１２６−１９−２］である。
【００３９】
本明細書に記載される効果を得るために、美容及び皮膚薬剤組成物で使用可能なサルサ
サポゲニンは任意の供給源から得られてもよい。この供給源としては、特に、化学半合成
、化学合成、酵素合成によるもの、バイオ技術の様々な手法のいずれかによるもの、植物
抽出によるもの、又は商業的使用において妥当なコストで最終製品を供給することが可能
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な手段のいずれかによるものが挙げられる。植物由来から得た場合には、植物の非特定部
分から得た抽出物であっても、サルササポゲニン又は誘導体を含む抽出物であれば、全て
の植物種が適切に使用可能であることは明らかである。
【００４０】
例としては、限定されないが、以下の抽出物を挙げることができる。
アガベ・サイザルアサ（Agave sisalana）、アガベ・アメリカーナ（Agave Americana
）、アスパラガス（Asparagus）（例えば、Ａ．オフィシナリス（A. officinalis）、Ａ
．アドセンデ（A. adscende）、Ａ．ラセモスス（A. racemosus）、ラデックス・アスパ
ラギ（Radix Asparagi）又はテンモンドウ＜Tian‑Dong＞、Ａ．コチチネンシス（A. coch
ichinensis (lour.) Merr.）、Ａ．コチチネンシス(lour.) Merr. Var.ガウディシャウデ
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ィアヌス（A. cochichinensis (lour.) Merr. Var. gaudichaudianus）、Ａ．タリエンシ
ス（A. taliensis）、Ａ．ムニタス（A. munitus）、Ａ．ミリアカンサス（A. myriacant
hus）、Ａ．メイオクラドス Levl（A. meioclados Levl）、Ａ．トリコクラドス（A. tri
choclados）、Ａ．フィリシヌス（A. filicinus）等の種があるがこれらに限定されない
）、ユッカ（Yucca）（ユッカspp（Yucca spp）、Y．フィリフェラ（Y. filifera）、 Ｙ
．フィラメントサ（Y. filamentosa）、Y．バッカタ（Y.baccata）、Ｙ．ブレビフォリア
（Y. brevifolia）、Ｙ．シジゲラ（Y. schidigera）） 、シャタバリ（Shatavari）、ス
ミラックス（Smilax）（サルサパリラ（Sarsaparilla）、サルセパレイル（Salsepareill
e）、サルサパリア（Sarsaparriha）、クハオエン（khao yen）、サパルナ（Saparna）,
ジュピカンガ（jupicanga）、スミレース（smilace）、サルトリイバラ（China root）、
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スミラックス・アリストロキアエフォリア（Smilax Aristolochiaefolia）、スミラック
ス・オルナタ（Smilax ornata））、トリゴネラ・フォエナム・グラエカム（Trigonella
foenum graecum）、フェヌグリーク（fenugrec）、ディアスコレエス（Diascorees）、デ
ィオスコレア・コレッティ（Dioscorea colettii）、ハカタユリ（Lilium brownii）、キ
ラヤ・サポナリア（Quillaja saponaria）、ソラナム・パニクラツム（Solanum panicula
tum）、リコペルシコン・ピンピネリフォリウム（Lycopersicon pimpinellifolium）、ト
リビュラス・テレストリス（Tribulus terrestris）、ニコティアナ・タバカム（Nicotia
num tabacum）、ラディックス・サルサパリラ（Radix sarsaparilla）、ハナスゲ（Anema
rrhena asphodeloides）ハナスゲ bunge, zhi mu (Anemarrhena asphodeloides bunge, z
hi mu)の抽出物。
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【００４１】
好適な実施形態では、本発明の構成において使用されるサルササポゲニンは、ハナスゲ
bunge（Anemarrhena asphodeloides bunge）の抽出物から得られる。
【００４２】
植物の抽出は、一般的な技術を用いて実現可能である。例えば、種、果実、根、塊茎、
葉、果皮、好ましくは根茎等の植物各部からフェノール抽出される。抽出溶媒は、水、プ
ロプレングリコール、ブチレングリコール、グリセリン、ＰＥＧ−６カプリル／カプリン
グリセリド、ポリエチレングリコール、メチル及び／又はエチルジグリコールエーテル、
環状ポリオール、エトキシレート又はプロポキシレートジグリコール、アルコール（メタ
ノール、エタノール、プロパノール、ブタノール）又はこれら溶媒の混合物から選択され
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てもよい。さらに、本発明の植物抽出物は、その他の方法によって作成されてもよい。こ
の方法としては、例えば、浸漬法、単純な滲出法、浸出法、還流下の抽出法、超臨界抽出
法、超音波もしくはマイクロ波を用いた抽出法、又は、最終的には向流技術を用いた抽出
法が挙げられるが、これらに限定されない。
【００４３】
本発明で使用可能なサルササポゲニンの量は、所望の効果に依存するが、皮膚下脂肪細
胞の拡大及び／又は形成を刺激するのに十分な量である必要がある。本発明に係る組成物
は皮膚、粘膜、外皮及び毛髪の局所的な塗布を目的とする。組成物中のサルササポゲニン
の量は、広範囲に変動可能であるが、好ましくは、組成物の重量に対して、約０．０００
００１％ｗ/ｗ〜約２０％ｗ/ｗ、好ましくは約０．００００１％ｗ/ｗ〜１％ｗ/ｗ、特に
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好ましくは０．０００１％〜０．１％含まれる。
【００４４】
本明細書中で用いられる全てのパーセンテージと比率は、組成物の総重量に対する値で
あり、全ての測定は、他に規定のない限り２５℃で行ったものである。
【００４５】
本発明を実現するためには、サルササポゲニン及び／又はその誘導体を脂溶性溶媒中で
調製することが望ましい。この可溶化状態は、高温（６０〜８０℃）で行うことが可能で
ある。脂溶性溶媒とは、油、ワックス（カルナバ、オゾケライト）、シアバター、脂肪ア
ルコール、脂肪酸、特に鉱油（ペトロラタム、パラフィン、イソパラフィン油）、植物油
（アボガド、ダイズ）、動物性油（ラノリン）、合成油（ペルヒドロスクアレン）シリコ
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ーン油（シクロメチコン）及びフッ素化油（ペルフルオロポリエーテル）を意味するが、
これらに限定されない。
【００４６】
本発明の組成物は、皮膚の一般的症状を改善する及び／又は脂肪組織を発達させること
が公知の製品をとともに使用することが可能である。この組成物は、所望の目的をより効
率的に達成することを可能とする。したがって、特定の実施形態においては、本発明の組
成物は少なくとも1つの補足的な有効成分を含んでもよい。補足的な有効成分は、脂質生
成及び／又は脂肪生成刺激有効成分、補強有効成分、皮膚の緊張に作用する有効成分、膨
らみ効果を有する有効成分、血管拡張有効成分、微小循環促進有効成分、及びこれらの混
合物から選択される。例えば、ホップ抽出物、キゲリア・アフリカナ（kigelia africana
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）、セージ（sage）、ダイズ（soya）、サバル・セルラタ（sabal serrulata）、ダミア
ナ（damiana）、ドンクァイ（de dong quai）、タンポポ（dandelion）、クミン（cumin
）、甘草（liquorice）、クニカス・ベネディクタス（cnicus benedictus）、レッド・エ
ルム（red elm）、ラズベリー・ブッシュ（raspberry bush）、ルピナス（lupin）、フェ
ンネル（fennel）、コショウ（pepper）、麦芽（malt）、モウレレ（mourere）、コンブ
チャ（Kombucha）、クローバ（clover）及びアルケミーユ（alchemille）が挙げられるが
、これらに限定されない。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】FOISTS方法を行う際、再配置を最も正確に確保するための特別装置を示す（Ｃ．
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インビボ研究）。
【図２】FOITS分析の例を示す（Ｃ．インビボ研究）。
【図３】ＵｅとＵｖのパラメータを示す（Ｃ．インビボ研究）。
【発明を実施するための形態】
【００４８】
I）添加剤
本発明によると、皮膚科学的に許容される担体は、水溶性もしくは油性基材、油中水型
エマルション、水中油型エマルション、マイクロエマルション、水性ゲル、無水ゲル、血
清又は小胞分散系であってもよい。
【００４９】
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本発明の組成物は、他の種々の追加原料をさらに含んでもよく、それらは、有効材料、
機能性材料や、従来化粧品、パーソナルケア、もしくは局所用／経皮性医薬品又は他のも
のに用いられる原料であってもよい。もちろん、追加原料を含むという決定及び特定の追
加原料の選択は、特定の用途及び製品の配合によって異なる。また、「有効」原料と「非
有効成分」の間の境界線は人為的なものであり、特定の用途及び製品の種類によって異な
る。ある用途もしくは製品において「有効」原料である物質でも、他の製品では「機能性
」原料になる可能性があり、またその逆もあり得る。
【００５０】
従って、本発明の組成物は、一種以上のスキンケア有効成分を含んでもよい。ここで用
いられる「スキンケア有効成分」とは、追加原料であり、本組成物の目的に利益をもたら
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す。このような追加原料は、洗浄剤、毛髪コンディショニング剤、皮膚コンディショニン
グ剤、ヘアスタイリング剤、フケ防止剤、育毛剤、香料、日焼け止め及び／又は日焼け防
止化合物、色素、保湿剤、皮膜形成剤、毛染め剤、化粧剤、洗剤、薬剤、増粘剤、乳化剤
、湿潤剤、皮膚軟化薬、防腐剤、防臭剤、皮膚科学的に許容される担体、及び界面活性剤
等の一種以上の物質を含むが、これらに限定されない。
【００５１】
しかしながら、本発明の全ての実施形態において、本明細書に記載される有用な有効成
分は、得られる利益又は想定される作用機序によって分類される。しかしながら、本明細
書に記載される有用な有効成分は、場合によっては、１つ以上の利益を提供する、又は１
つ以上の作用機序を介して作用することを理解されたい。したがって、本明細書に記載さ
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れる分類は、利便性を目的としたものであり、有効成分を特定用途又は列記された用途に
限定することを目的としたものではない。
【００５２】
好ましい実施形態では、組成物がヒト角質組織と接触するものである場合、追加原料は
角質組織への塗布に好適なものであるべきである。即ち、組成物に配合される場合、これ
らは、健全な医療判断の範囲内で、過度の毒性、配合禁忌、不安定性、アレルギー反応等
がなく、ヒト角質組織（毛、爪、皮膚、口唇）と接触する使用に適したものである。
【００５３】
ＣＴＦＡ化粧品成分ハンドブック（Cosmetic Ingredient Handbook）第１０版（米国化
粧品工業会、ワシントンＤ．Ｃ．出版）（２００４年）には、本明細書での組成物に加え
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てもよい数々の非制限的な材料が記載されている。添加される有効成分の例は、以下のも
のを含むが、これらに制限されない。皮膚鎮静剤、治癒剤、皮膚老化防止剤、皮膚保湿剤
、皺防止剤、萎縮防止剤、皮膚鎮静剤、抗菌剤、抗真菌剤、殺虫薬、駆虫薬、抗微生物剤
、抗炎症剤、止痒薬、外用麻酔薬、抗ウイルス剤、角質溶解剤、遊離基捕捉剤、抗脂漏剤
、フケ防止剤、皮膚の分化、増殖もしくは色素沈着を調節する薬剤及び浸透促進剤、剥離
剤(desquamating agent)、脱色剤もしくはプロピグメント剤、抗グリケーション剤、引き
締め剤、真皮もしくは表皮の高分子の合成を刺激する及び／又はそれらの分解を妨げる薬
剤；線維芽細胞及び／もしくはケラチノサイトの増殖を刺激する又はケラチノサイトの分
化を刺激する薬剤；筋弛緩剤；汚染防止剤及び／又はフリーラジカル処理薬剤；スリミン
グ剤、抗セルライト剤、微小循環に作用する薬剤；細胞のエネルギー代謝に作用する薬剤
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；洗浄剤、毛髪コンディショニング剤、毛髪スタイリング剤、育毛促進剤、日焼け止め及
び／又は日焼け防止化合物、化粧剤、洗剤、医療用薬剤、乳化剤、皮膚軟化薬、防腐剤、
防臭剤、皮膚科学的に許容される担体、界面活性剤、研磨剤、吸収剤、香料等の美容成分
、着色剤（colorings/colorants）、精油、皮膚感覚剤、化粧用収斂薬、抗ざ瘡剤、固化
防止剤、消泡剤、抗酸化剤、結合剤、生化学的添加剤、酵素、酵素阻害剤、酵素誘導剤、
補酵素、植物抽出物、植物誘導体、植物組織抽出物、植物種子抽出物、植物油、植物、植
物学的抽出物、セラミド、ペプチド、緩衝剤、増量剤、キレート剤、化学添加剤、着色剤
（colorants）、化粧品殺生物剤、変性剤、薬物収斂薬、外用鎮痛剤、皮膜形成剤もしく
は皮膜形成材（例えば組成物の皮膜形成性及び持続性を補助するポリマー、四級誘導体）
、持続性を向上させる薬剤、不透明剤、ｐＨ調整剤、ｐＨ調節剤（例えば、トリエタノー
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ルアミン）、噴霧剤、還元剤、金属イオン封鎖剤、皮膚漂白剤及び美白剤、皮膚日焼け剤
、皮膚コンディショニング剤（例えば混合型及び閉塞性の湿潤剤を含む）、皮膚鎮静剤及
び／又は治癒剤及び誘導体、皮膚トリートメント剤、濃厚剤、脂質濃厚剤（例えば、ステ
アリン酸）、ビタミン及びその誘導体、ピーリング剤、保湿剤、硬化剤、リグナン、防腐
剤（例えば、フォキシエタノール及びパラベン）、紫外線吸収剤、細胞毒性剤、抗悪性腫
瘍薬、脂溶性剤、懸濁剤、粘度調整剤、染料、不揮発性溶媒、希釈剤、真珠光沢助剤、発
泡増幅剤、ワクチン、水溶性日焼け止め剤、制汗剤、脱毛剤、香付の水、乾燥皮膚又は老
化皮膚の状態を改善するための脂溶性日焼け止め物質、皮膚再構成剤（例えば、メナモミ
（Siegesbeckia orientalis）抽出物）、皮膚軟化剤（例えば、Ｃ１２−１５の安息香酸
アルキル）、賦形剤、充填剤、鉱物、抗抗酸菌剤、抗アレルギー剤、Ｈ１又はＨ２抗ヒス
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タミン剤、抗刺激剤、免疫系を高める剤、免疫系抑制剤、防虫剤、潤滑剤、染色剤、色素
沈着減少剤、防腐剤、光安定化剤及びこれらの混合物が挙げられる。
【００５４】
上記追加原料は、以下のものからなる群より選択される。
糖アミン、グルコサミン、Ｄ−グルコサミン、Ｎ−アセチルグルコサミン、Ｎ−アセチ
ル−Ｄ−グルコサミン、マンノースアミン、Ｎ−アセチルマンノースアミン、ガラクトー
スアミン、Ｎ−アセチルガラクトースアミン、ビタミンＢ３及びその誘導体、ナイアシン
アミド、デヒドロ酢酸ナトリウム、デヒドロ酢酸及びその塩、植物ステロール、サリチル
酸化合物、ヘキサミジン、ジアルカノイルヒドロキシプロリン化合物、ダイズ抽出物及び
誘導体、エクオール、イソフラボン、フラボノイド、フィタントリオール、ファルネソー
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ル、ゲラニオール、ペプチド及びそれらの誘導体、ジ−、トリ−、テトラ−、ペンタ−及
びヘキサペプチド及びそれらの誘導体、ｌｙｓ−ｔｈｒ−ｔｈｒ−ｌｙｓ−ｓｅｒ、パル
ミトイル−ｌｙｓ−ｔｈｒ−ｔｈｒ−ｌｙｓ−ｓｅｒ、カルノシン、Ｎ−アシルアミノ酸
化合物、レチノイド、プロピオン酸レチニル、レチノール、パルミチン酸レチニル、レチ
ニルアセテート、レチナール、レチノイン酸、水溶性ビタミン、アスコルベート、ビタミ
ンＣ、アスコルビン酸、アスコルビルグルコシド、パルミチン酸アスコルビル、マグネシ
ウムアスコルビルホスフェイト、ナトリウムアスコルビルホスフェイト、ビタミンそれら
の塩及び誘導体、プロビタミン及びそれらの塩及び誘導体、エチルパンテノール、ビタミ
ンＢ、ビタミンＢ誘導体、ビタミンＢ１、ビタミンＢ２、ビタミンＢ６、ビタミンＢ１２
、ビタミンＫ、ビタミンＫ誘導体、パントテン酸及びその誘導体、パントテニルエチルエ
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ーテル、パンテノール及びその誘導体、デクスパンテノール、エチルパンテノール、ビオ
チン、アミノ酸及びそれらの塩及び誘導体、水溶性アミノ酸、アスパラギン、アラニン、
インドール、グルタミン酸、非水溶性ビタミン、ビタミンＡ、ビタミンＥ、ビタミンＦ、
ビタミンＤ、モノ−、ジ−、及びトリ−テルペノイド、ベータ−イオノール、セドロール
及びそれらの誘導体、非水溶性アミノ酸、チロシン、トリプタミン、ブチルヒドロキシト
ルエン、ブチルヒドロキシアニソール、アラントイン、ニコチン酸トコフェロール、トコ
フェロール、トコフェロールエステル、パルミトイル−Ｇｌｙ−ｈｉｓ−ｌｙｓ、植物ス
テロール、ヒドロキシ酸、グリコール酸、乳酸、ラクトビオン酸、ケト酸、ピルビン酸、
フィチン酸、リソホスファチジン酸、スチルベン、桂皮酸エステル、レスベラトロール、
キネチン、ゼアチン、ジメチルアミノエタノール、天然ペプチド、ダイズペプチド、糖酸
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の塩、グルコン酸Ｍｎ、グルコン酸Ｚｎ、粒子状材料、色素材料、天然色素、ピロクトン
オラミン、３，４，４

−トリクロロカルバニリド、トリクロカルバン、ジンクピリチオ

ン、ヒドロキノン、コウジ酸、アスコルビン酸、マグネシウムアスコルビルホスフェイト
、アスコルビルグルコシド、ピリドキシン、アロエベラ、テルペンアルコール、アラント
イン、ビサボロール、グリチルリチン酸二カリウム、グリセロール酸、ソルビトール酸、
ペンタエリトリット酸、ピロリドン酸及びその塩、ジヒドロキシアセトン、エリトルロー
ス、グリセルアルデヒド、タルタルアルデヒド、チョウジ油、メントール、カンファー、
ユーカリ油、オイゲノール、乳酸メンチル、ハマメリス水（witch hazel distillate）、
エイコセン及びビニルピロリドンコポリマー、イオドプロピルブチルカーバメート、多糖
、必須脂肪酸、サリチル酸塩、グリシルレチン酸、カロテノイド、セラミド及び擬似セラ
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ミド、脂質複合体、そして、シアバター、杏仁油、マツヨイグサ油（onagre）、プルナス
油、パーム油、モノイ油等の一般的に自然由来の油、ＨＥＰＥＳ；プロシステイン；Ｏ−
オクタノイル−６−Ｄ−マルトース；メチルグリシンジ酢酸の２ナトリウム塩、ジオスゲ
ニン及びＤＨＥＡの誘導体等のステロイド；Ｎ−エチルオキシカルボニル−４−パラ−ア
ミノフェノール、ビルベリー（コケモモ）抽出物；植物ホルモン；酵母（Saccharomyces
cerevisiae）の抽出物；藻類の抽出物；ダイズ、ルピナス、トウモロコシ及び／又はエン
ドウの抽出物；アルベリン及びその塩、特にクエン酸アルベリン、ナギイカダ（butcher'
s bloom）の抽出物及びセイヨウトチノキ（horse chestnut）の抽出物、及びそれらの混
合物。このリストによって制限されるものではない。
【００５５】

10

さらに、ポリペプチドと組み合わせることにより特に有用となるスキンケア及びヘアケ
ア有効成分は、SEDERMA社のウェブサイト（www.sederma.fr）において閲覧することがで
きる（ここに記載することによりその全体を本発明に組み込むものとする）。
【００５６】
尚、本発明の任意の実施形態では、本明細書に記載の有用な追加原料は、得られる利益
、又は推定される作用機序によって分類可能である。しかしながら、本明細書に記載され
る有用な有効成分は、場合によっては、１つ以上の利益を提供する、又は１つ以上の作用
機序を介して作用することを理解されたい。したがって、本明細書に記載される分類は、
利便性を目的としたものであり、有効成分を特定用途又は列記された用途に限定すること
を目的としたものではない。
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【００５７】
１．糖アミン（アミノ糖）
本発明の組成物は、糖アミンを含んでもよく、糖アミンはアミノ糖としても知られてい
る。本発明において有用な糖アミン化合物は、ＰＣＴ公報ＷＯ０２／０７６４２３及び米
国特許第６，１５９，４８５号に記載されているものを含んでもよい。ある実施形態では
、組成物は、組成物に対して、約０．０１重量％〜約１５重量％、より好ましくは約０．
１重量％〜約１０重量％、より一層好ましくは約０．５重量％〜約５重量％の糖アミンを
含む。
【００５８】
糖アミンは、合成されたものであっても天然由来のものであってもよく、純粋な化合物
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もしくは化合物の混合物（例えば天然由来の抽出物もしくは合成物質の混合物）として使
用することができる。例えば、グルコサミンは一般的に甲殻類に多く見られ、また真菌を
元にして得ることも可能である。本明細書で使用される「糖アミン」は、このようなもの
の異性体及び互変異性体及びその塩（例えばＨＣｌ塩）を含み、Sigma Chemical Co.Ltd
から市販されている。
【００５９】
本明細書で有用な糖アミンの例は、グルコサミン、Ｎ−アセチルグルコサミン、マンノ
ースアミン、Ｎ−アセチルマンノースアミン、ガラクトースアミン、Ｎ−アセチルガラク
トースアミン、それらの異性体（例えば立体異性体）、及びそれらの塩（例えばＨＣｌ塩
）を含む。本明細書での使用に好ましいものは、グルコサミン、特にＤ−グルコサミン及
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びＮ−アセチルグルコサミン、特にＮ−アセチル−Ｄ−グルコサミンである。
【００６０】
２．ビタミンＢ３化合物
本発明の組成物は、ビタミンＢ３化合物を含んでもよい。ビタミンＢ３化合物は、米国
特許第５，９３９，０８２号に記載されているように、皮膚の状態を調節するために特に
有用である。ある実施形態では、組成物は、組成物の約０．００１重量％〜約５０重量％
、より好ましくは約０．０１重量％〜約２０重量％、より一層好ましくは約０．０５重量
％〜約１０重量％、さらに一層好ましくは約０．１重量％〜約７重量％、より一層好まし
くは約０．５重量％〜約５重量％のビタミンＢ３化合物を含む。
【００６１】
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本明細書で使用される「ビタミンＢ３化合物」は、次式（化１）を有する化合物を意味
する。
【００６２】
【化１】

【００６３】
式中、Ｒは−ＣＯＮＨ２（すなわちナイアシンアミド）であり、−ＣＯＯＨ（すなわち

10

ニコチン酸）又は−ＣＨ２ＯＨ（すなわちニコチニルアルコール）；その誘導体；及び前
記したものの塩である。
【００６４】
前記したビタミンＢ３化合物誘導体の例は、ニコチン酸エステルを含み、このニコチン
酸エステルは、ニコチン酸の血管非拡張性エステル（例えばニコチン酸トコフェロール、
ニコチン酸ミリスチル）、ニコチニルアミノ酸、カルボン酸のニコチニルアルコールエス
テル、ニコチン酸Ｎ−オキシド及びナイアシンアミドＮ−オキシドを含む。
【００６５】
好適なニコチン酸のエステルは、Ｃ１−Ｃ２２、好ましくはＣ１−Ｃ１６、より好まし
くはＣ１−Ｃ６アルコールのニコチン酸エステルを含む。血管非拡張性のニコチン酸のエ

20

ステルは、ニコチン酸トコフェロール及びヘキサニコチン酸イノシトールを含むが、ニコ
チン酸トコフェロールが好ましい。
【００６６】
ビタミンＢ３化合物の他の誘導体は、アミド基の一つ以上の水素の置換により生じるナ
イアシンアミド誘導体である。そのような誘導体の特定の例としては、ニコチン尿酸（Ｃ
８Ｈ８Ｎ２Ｏ３）及びニコチニルヒドロキサム酸（Ｃ６Ｈ６Ｎ２Ｏ２）を含む。

【００６７】
ニコチニルアルコールエステルの例としては、カルボン酸、サリチル酸、酢酸、グリコ
ール酸、パルミチン酸等のニコチニルアルコールエステルが含まれる。本明細書で有用な
ビタミンＢ３化合物の他の非限定的な例は、２−クロロニコチンアミド、６−アミノニコ
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チンアミド、６−メチルニコチンアミド、ｎ−メチル−ニコチンアミド、ｎ,ｎ−ジエチ
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、１−（３−ピリジルメチル）尿素、２−メルカプトニコチン酸、ニコモー
ル、及びニアプラジンである。
【００６８】
上記ビタミンＢ３化合物の例は、本技術分野においてよく知られている多数の販売元、
例えばSigma Chemical Company；ICN Biomedicals,Inc.及びAldrich Chemical Companyか
ら市販されている。
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【００６９】
本明細書では、一種以上のビタミンＢ３化合物を使用してもよい。好ましいビタミンＢ
３化合物は、ナイアシンアミド及びニコチン酸トコフェロールである。ナイアシンアミド
がより好ましい。
【００７０】
ナイアシンアミドの塩、誘導体、及び塩誘導体を使用する場合、ナイアシンアミドと実
質的に同じ効力を有するものが好ましい。
【００７１】
本明細書では、ビタミンＢ３化合物の塩もまた有用である。本明細書で有用なビタミン
Ｂ３化合物の塩の非限定的な例には、アニオン無機種を含んだ無機塩（例えば塩化物、臭
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化物、ヨウ化物、炭酸塩、好ましくは塩化物）、及び有機カルボン酸塩（モノ−、ジ−及
びトリ−Ｃ１−Ｃ１８のカルボン酸塩、例えば酢酸塩、サリチル酸塩、グリコール酸塩、
乳酸塩、リンゴ酸塩、クエン酸塩を含み、好ましくは酢酸塩などのモノカルボン酸塩）等
の有機塩又は無機塩が含まれる。これら及び他のビタミンＢ３化合物の塩は、当業者によ
れば容易に調整することができる（The Reaction of L‑Acorbic and D‑Iosascorbic Acid
with Nicotinic Acid and Its Amide, J. Organic Chemistry, Vol.14, 22‑26(1949)参
照）。
【００７２】
ビタミンＢ３化合物は、実質的に純粋な材料として、もしくは天然物（例えば植物）を
元に適切な物理的及び／もしくは化学的単離によって得られた抽出物として含められても
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よい。ビタミンＢ３化合物は、好ましくは略純粋であり、より好ましくは完全に純粋であ
る。
【００７３】
３．デヒドロ酢酸（ＤＨＡ）
本発明の組成物は、次の構造（化２）を有するデヒドロ酢酸を含んでもよく、又はその
医薬的に許容される塩、誘導体もしくは互変異性体を含んでもよい。デヒドロ酢酸の学術
名は３−アセチル−６−メチル−２Ｈ−ピラン−２，４（３Ｈ）−ジオンであり、ロンザ
社（Lonza）より購入可能である。
【００７４】
【化２】
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【００７５】
医薬的に許容される塩は、ナトリウム及びカリウム等のアルカリ金属塩；カルシウム及
びマグネシウム等のアルカリ土類金属塩；無毒性の重金属塩；アンモニウム塩；及びトリ
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メチルアンモニウム及びトリエチルアンモニウム等のトリアルキルアンモニウム塩を含む
。デヒドロ酢酸のナトリウム、カリウム及びアンモニウム塩が好ましい。とりわけ好まし
いのはデヒドロ酢酸ナトリウムであり、Tri‑K社からTristat SDHAとして購入可能である
。デヒドロ酢酸の誘導体としては、ＣＨ３基がアミド、エステル、アミノ基、アルキル、
及びアルコールエステルによって個別に又は組み合わせて置換されている任意の化合物が
含まれるが、これらに限定されない。デヒドロ酢酸の互変異性体は化学式Ｃ８Ｈ８Ｏ４を
有し、概して上記の構造を持つものとして記載可能である。
【００７６】
ある実施形態では、本発明の組成物は、組成物の約０．００１重量％〜約２５重量％、
好ましくは約０．０１重量％〜約１０重量％、より好ましくは約０．０５重量％〜約５重
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量％、より一層好ましくは約０．１重量％〜約１重量％のデヒドロ酢酸又はその医薬的に
許容される塩、誘導体もしくは互変異性体を含んでもよい。
【００７７】
４．植物ステロール
本発明の組成物は、植物ステロールを含んでもよい。例えば、β−シトステロール、カ
ンペステロール、ブラシカステロール、δ５−アベナステロール、ルペノール、α−スピ
ナステロール、スチグマステロール、それらの誘導体、類似体、及びそれらの組み合わせ
からなる群より選択される一種以上の植物ステロールを含んでもよい。より好ましくは、
植物ステロールは、β−シトステロール、カンペステロール、ブラシカステロール、スチ
グマステロール、それらの誘導体、及びそれらの組み合わせからなる群より選択される。
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より好ましくは、植物ステロールはスチグマステロールである。
【００７８】
植物ステロールは合成されたものであってもよくまた天然由来のものであってもよく、
本質的に純粋な化合物として又は化合物の混合物（例えば自然由来の抽出物）として使用
することができる。植物ステロールは、一般的に植物油及び脂肪の不鹸化部分に存在し、
遊離ステロール、アセチル化誘導体、ステロールエステル、エトキシル化もしくはグリコ
シド誘導体として利用可能である。より好ましくは、植物ステロールは遊離ステロールで
ある。本明細書で使用される「植物ステロール」は、そのようなものの異性体及び互変異
性体を含み、Aldrich Chemical Company、Sigma Chemical Company、及びCognis社から市
販されている。
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【００７９】
ある実施形態では、本発明の組成物は、組成物の約０．０００１重量％〜約２５重量％
、より好ましくは約０．００１重量％〜約１５重量％、より一層好ましくは約０．０１重
量％〜約１０重量％、さらに一層好ましくは約０．１重量％〜約５重量％、より一層好ま
しくは約０．２重量％〜約２重量％の植物ステロールを含む。
【００８０】
５．サリチル酸化合物
本発明の組成物は、サリチル酸化合物、そのエステル、その塩、またはその組み合わせ
を含んでもよい。本発明の組成物のある実施形態では、組成物は、好ましくは、組成物の
約０．０００１重量％〜約２５重量％、より好ましくは約０．００１重量％〜約１５重量
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％、より一層好ましくは約０．０１重量％〜約１０重量％、さらに一層好ましくは約０．
１重量％〜約５重量％、より一層好ましくは約０．２重量％〜約２重量％のサリチル酸化
合物を含む。
【００８１】
６．ヘキサミジン
本発明の組成物は、ヘキサミジン化合物、その塩、及び誘導体を含んでもよい。
ある実施形態では、組成物は、約０．０００１重量％〜約２５重量％、好ましくは約０
．００１重量％〜約１０重量％、より好ましくは約０．０１重量％〜約５重量％、より一
層好ましくは約０．０２重量％〜約２．５重量％のヘキサミジンを含む。
【００８２】
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本明細書で使用されるヘキサミジン誘導体は、有機酸及び鉱酸（例えばスルホン酸、カ
ルボン酸等）を含むヘキサミジン化合物の任意の異性体及び互変異性体を含むが、これら
に限定されるものではない。好ましくは、ヘキサミジン化合物は、Eleastab（登録商標）
HP100としてLaboratoires Serobiologiques社から市販されているヘキサミジンジイセチ
オネートを含む。
【００８３】
７．ジアルカノイルヒドロキシプロリン化合物
本発明の組成物は、一種以上のジアルカノイルヒドロキシプロリン化合物及びそれらの
塩及び誘導体を含んでもよい。
【００８４】
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ある実施形態では、ジアルカノイルヒドロキシプロリン化合物は、好ましくは組成物に
対し、約０．０１重量％〜約１０重量％、より好ましくは約０．１重量％〜約５重量％、
より一層好ましくは約０．１重量％〜約２重量％、組成物に添加される。
【００８５】
好適な誘導体は、エステル、例えば脂肪酸エステルを含むが、これらに限定されるもの
ではない。脂肪酸エステルは、トリパルミトイルヒドロキシプロリン及びジパルミチルア
セチルヒドロキシプロリンを含むが、これらに限定されるものではない。特に有用な化合
物は、ジパルミトイルヒドロキシプロリンである。本明細書で使用されるジパルミトイル
ヒドロキシプロリンは、そのようなものの任意の異性体及び互変異性体を含み、Sepilift
DPHP（登録商標）の商品名でSeppic.Incから市販されている。ジパルミトイルヒドロキシ
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プロリンのさらなる記述は、ＰＣＴ公報ＷＯ９３／２３０２８に見られる。好ましくは、
ジパルミトイルヒドロキシプロリンはジパルミトイルヒドロキシプロリンのトリエタノー
ルアミン塩である。
【００８６】
８．フラボノイド
本発明の組成物は、フラボノイド化合物を含んでもよい。
【００８７】
フラボノイドは、米国特許第５，６８６，０８２号に広範囲に開示されている。本明細
書で使用される「フラボノイド」は、置換されていないフラボノイド又は置換されている
フラボノイド（すなわちモノ置換フラボノイド、又は／及びジ置換フラボノイド、又は／
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及びトリ置換フラボノイド）を意味する。特に本発明での使用に好適なフラボノイドの例
は、一種以上のフラボン、一種以上のフラバノン、一種以上のイソフラボン、一種以上の
クマリン、一種以上のクロモン、一種以上のジクマロール、一種以上のクロマノン、一種
以上のクロマノール、その異性体（例えばシス／トランス異性体）、及びそれらの混合物
である。
【００８８】
本明細書での使用に好ましいものは、フラボン及びイソフラボン、特にダイゼイン（７
、４

−ジヒドロキシイソフラボン）、ゲニステイン（５、７、４

ソフラボン）、エクオール（７、４
キシ−４

−トリヒドロキシイ

−ジヒドロキシイソフラバン）、５、７−ジヒドロ

−メトキシイソフラボン、ダイズイソフラボン（ダイズから抽出される混合物
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）及びそのような混合物の他の植物起源のもの（例えばムラサキツメクサ）、及びそれら
の混合物である。ヘスペリチン、ヘスペリジン及びそれらの混合物等のフラバノンもまた
好適に使用される。
【００８９】
本明細書で有用なフラボノイド化合物は多数の販売元、例えばIndofine Chemical Comp
any,Inc.、Steraloids,Inc.、及びAldrich Chemical Company,Incから市販されている。
好適なフラボノイドとしては、Sterocare（登録商標）という製品がSEDERMA社より提供さ
れており、ＷＯ９９／１８９２７に記載されている。
【００９０】
ある実施形態では、本明細書に記載されているフラボノイド化合物は、組成物の約０．
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０１重量％〜約２０重量％、より好ましくは約０．１重量％〜約１０重量％、より一層好
ましくは約０．５重量％〜約５重量％添加される。
【００９１】
９．Ｎ−アシルアミノ酸化合物
本発明の局所用組成物は、一種以上のＮ−アシルアミノ酸化合物を含んでもよい。アミ
ノ酸は、本技術分野において公知のアミノ酸の何れであってもよい。本発明のＮ−アシル
アミノ酸化合物は、次式（化３）に対応し得る。
【００９２】
【化３】
40

【００９３】
式中、Ｒは水素、アルキル（置換されている又は置換されていない、分枝鎖又は直鎖）
、又はアルキルと芳香族基の組み合わせであってもよい。
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【００９４】
好ましくは、Ｎ−アシルアミノ酸化合物は、Ｎ−アシルフェニルアラニン、Ｎ−アシル
チロシン、それらの異性体、それらの塩、及びその誘導体よりなる群から選択される。ア
ミノ酸は、ＤもしくはＬ異性体又はその混合物であってもよい。
【００９５】
Ｎ−アシルフェニルアラニン誘導体の広いクラスのうち、特に有用なものは、Sepiwhit
e（登録商標）の商品名でSEPPIC社から市販されているＮ−ウンデシレノイル−Ｌ−フェ
ニルアラニンである。
【００９６】
本発明のある実施形態では、本発明は、好ましくは組成物中、約０．０００１重量％〜
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約２５重量％、より好ましくは約０．００１重量％〜約１０重量％、より好ましくは約０
．０１重量％〜約５重量％、より一層好ましくは約０．０２重量％〜約２．５重量％のＮ
−アシルアミノ酸を含む。
【００９７】
１０．レチノイド
本発明の組成物は、得られる組成物が角質組織状態の調節、好ましくは角質組織におけ
る視覚的及び／又は触覚的な不連続性（例えば皮膚の老化の兆候の調節）を安全かつ効果
的に調節できるように、好ましくは安全かつ効果的な量のレチノイドを含んでもよい。組
成物は、組成物の約０．００１重量％〜約１０重量％、より好ましくは約０．００５重量
％〜約２重量％、より一層好ましくは約０．０１重量％〜約１重量％、さらに一層好まし

20

くは約０．０１重量％〜約０．５重量％のレチノイドを含んでもよい。組成物に用いられ
る最適な濃度は、選択された特定のレチノイドによって異なるが、それはそれらの有効性
が大幅に異なるためである。
【００９８】
本明細書で使用される「レチノイド」は、ビタミンＡの天然及び／もしくは合成類似体
の全て、又は皮膚においてビタミンＡの生物活性を持つレチノール様化合物及びこれらの
化合物の幾何的異性体及び立体異性体を含む。レチノイドは、好ましくはレチノール、レ
チノールエステル（例えば、パルミチン酸レチニル、レチニルアセテート、レチニルプロ
ピオン酸エステルを含むレチノールのＣ２〜Ｃ２２アルキルエステル）、レチナール、及
び／又はレチノイン酸（−トランスレチノイン酸及び／もしくは１３−シス−レチノイン

30

酸の全てを含む）、又はそれらの混合物から選択される。より好ましくは、レチノイドは
レチノイン酸以外のレチノイドである。これらの化合物は、本技術分野においてよく知ら
れており多数の販売元、例えばSigma Chemical Company、及びBoerhinger Mannheim社か
ら市販されている。本明細書で有用な他のレチノイドは、米国特許第４，６７７，１２０
号、米国特許第４，８８５，３１１号、米国特許第５，０４９，５８４号、米国特許第５
，１２４，３５６号、及び再発行３４，０７５号に記載されている。他の好適なレチノイ
ドは、レチノイン酸トコフェリル［レチノイン酸のトコフェロールエステル（トランス−
又はシス−）、アダパレン{６−［３−（１−アダマンチル）−４−メトキシフェニル］
−２−ナフトエ酸}、及びタザロテン（エチル６−［２−（４、４−ジメチルチオクロマ
ン−６−イル）−エチニル］ニコチネート）を含んでもよい。好ましいレチノイドには、

40

レチノール、パルミチン酸レチニル、レチニルアセテート、レチニルプロピオネート、レ
チナール及びその組み合わせが含まれる。より好ましいものは、レチニルプロピオネート
であり、約０．１％〜約０．３％で使用されるのが最も好ましい。
【００９９】
レチノイドは、略純粋な材料として、もしくは天然（例えば植物）由来のものから適切
な物理的及び／又は化学的単離によって得られた抽出物として含まれてもよい。レチノイ
ドは、略純粋であるのが好ましく、完全に純粋であるのがより好ましい。
【０１００】
１１．任意のペプチド
本発明の組成物は、ペプチドを追加で含んでもよい。好適なペプチドは、ジ、トリ、テ
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トラ、ペンタ、及びヘキサペプチド並びにその誘導体を含み得るが、これらに制限される
ものではない。ある実施形態では、組成物は、追加ペプチドを、約１×１０−７重量％〜
約２０重量％、より好ましくは約１×１０−6重量％〜約１０重量％、より一層好ましく
は約１×１０−5重量％〜約５重量％含む。
【０１０１】
本明細書で使用される「追加ペプチド」は、１０種以下のアミノ酸及びそれらの誘導体
、異性体、及び金属イオン（例えば銅、亜鉛、マンガン、マグネシウム等）等の他の種と
の錯体を含むペプチドを指す。本明細書で使用されるペプチドは、天然に発生するペプチ
ド及び合成されたペプチドの両方を指す。また、本明細書では、天然に発生するペプチド
を含む組成物、及びペプチドを含む市販の組成物も有用である。

10

【０１０２】
本明細書での使用に好適な追加ジペプチドは、カルノシン（Carnosine）（ベータ−Ａ
ｌａ−Ｈｉｓ）、Ｔｙｒ−Ａｒｇ、Ｖａｌ−Ｔｒｐ（ＷＯ０１／６４１７８）、Ａｓｎ−
Ｐｈｅ、Ａｓｐ−Ｐｈｅを含むが、これらに限定されるものではない。本明細書での使用
に好適な追加トリペプチドは、Ａｒｇ−Ｌｙｓ−Ａｒｇ（ペプチドＣＫ）、Ｈｉｓ−Ｇｌ
ｙ−Ｇｌｙ、Ｇｌｙ−Ｈｉｓ−Ｌｙｓ、Ｇｌｙ−Ｇｌｙ−Ｈｉｓ、Ｇｌｙ−Ｈｉｓ−Ｇｌ
ｙ、Ｌｙｓ−Ｐｈｅ−Ｌｙｓを含むが、これらに制限されるものではない。本明細書での
使用に好適な追加テトラペプチドは、ペプチドＥ、Ａｒｇ−Ｓｅｒ−Ａｒｇ−Ｌｙｓ、Ｇ
ｌｙ−Ｇｌｎ−Ｐｒｏ−Ａｒｇを含むが、これらに限定されるものではない。好適な追加
ペンタペプチドは、Ｌｙｓ−Ｔｈｒ−Ｔｈｒ−Ｌｙｓ−Ｓｅｒを含むが、これに制限され
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るものではない。好適なヘキサペプチドは、Ｖａｌ−Ｇｌｙ−Ｖａｌ−Ａｌａ−Ｐｒｏ−
Ｇｌｙ、及びＦｒ２８５４８９７及びＵｓ２００４／０１２０９１８に開示されているも
のを含むが、これらに限定されるものではない。
【０１０３】
本明細書での使用に好適な他の追加ペプチドは、ペプチドの脂溶性誘導体、好ましくは
パルミトイル誘導体、及び前述のものの金属錯体（例えばトリペプチドＨｉｓ−Ｇｌｙ−
Ｇｌｙの銅錯体）を含むが、これらに制限されるものではない。好ましい追加ジペプチド
誘導体は、Ｎ−パルミトイル−ベータ−Ａｌａ−Ｈｉｓ、Ｎ−アセチル−Ｔｙｒ−Ａｒｇ
−ヘキサデシルエステル（CALMOSENSINE（登録商標）、SEDERMA社、フランス、ＷＯ９８
／０７７４４、Ｕｓ６,３７２,７１７）を含む。好ましい追加トリペプチド誘導体は、Ｎ
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−パルミトイル−Ｇｌｙ−Ｌｙｓ−Ｈｉｓ、（Pal‑GKH、SEDERMA社、フランス、ＷＯ００
／４０６１１）、laminとしてSigma社から市販されているＨｉｓ−Ｇｌｙ−Ｇｌｙの銅誘
導体、リポスポンディン（lipospondin）（Ｎ−エライドイル−Ｌｙｓ−Ｐｈｅ−Ｌｙｓ
）及びその保存的置換の類似体、Ｎ−アセチル−Ａｒｇ−Ｌｙｓ−Ａｒｇ−ＮＨ２（ペプ
チドＣＫ＋）、Ｎ−Biot−Ｇｌｙ−Ｈｉｓ−Ｌｙｓ（Ｎ−Ｂｉｏｔ−ＧＨＫ、SEDERMA社
、ＷＯ００／５８３４７）及びその誘導体を含む。本明細書での使用に好適な追加テトラ
ペプチド誘導体は、Ｎ−パルミトイル−Ｇｌｙ−Ｇｌｎ−Ｐｒｏ−Ａｒｇ（SEDERMA社、
フランス）を含むが、これに制限されるものではない。また本明細書での使用に好適な追
加ペンタペプチド誘導体は、Ｎ−パルミトイル−Ｌｙｓ−Ｔｈｒ−Ｔｈｒ−Ｌｙｓ−Ｓｅ
ｒ（MATRIXYL（登録商標）としてフランス、SEDERMA社から入手可能、ＷＯ００／１５１
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８８及びＵｓ６,６２０,４１９）、Ｎ−パルミトイル−Ｔｙｒ−Ｇｌｙ−Ｇｌｙ−Ｐｈｅ
−Ｘ（ＸはＭｅｔもしくはＬｅｕ又はそれらの混合物である）を含むが、これらに制限さ
れるものではない。本明細書での使用に好適な追加ヘキサペプチド誘導体は、Ｎ−パルミ
トイル−Ｖａｌ−Ｇｌｙ−Ｖａｌ−Ａｌａ−Ｐｒｏ−Ｇｌｙ及びその誘導体を含むが、こ
れに制限されるものではない。
【０１０４】
追加トリペプチド又はその誘導体を含む市販されている好ましい組成物には、SEDERMA
社のBiopeptide−CL（登録商標）（ＷＯ０１／４３７０１）、SEDERMA社のMaxilip（登録
商標）（ＷＯ０１／４３７０１）、SEDERMA社のBiobustyl（登録商標）を含む。組成物の
市販されている好ましい追加テトラペプチド源には、フランスのSEDERMA社が提案するRIG
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IN（登録商標）（ＷＯ００／４３４１７）、EYELISS（登録商標）（ＷＯ０３／０６８１
４１）、MATRIXYL（登録商標）、及びMATRIXYL 3000（登録商標）が含まれる（ＵＳ ２０
０４／０１３２６６７）。これらは、５０〜５００ｐｐｍのパルミトイル−Ｇｌｙ−Ｇｌ
ｎ−Ｐｒｏ−Ａｒｇ、及び担体を含む。
【０１０５】
１２．アスコルベート（Ascorbate）及び他のビタミン
本発明の組成物は、アスコルベート（例えばビタミンＣ、ビタミンＣ誘導体、アスコル
ビン酸、アスコルビルグルコシド、アスコルビン酸パルミテート、マグネシウムアスコル
ビルホスフェイト、ナトリウムアスコルビルホスフェイト）等の一種以上のビタミンを含
んでもよい。そのようなビタミンには、ビタミンＢ、ビタミンＢ誘導体、ビタミンＢ１〜
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ビタミンＢ１２及びそれらの誘導体、ビタミンＫ、ビタミンＫ誘導体、ビタミンＨ、ビタ
ミンＤ、ビタミンＤ誘導体、ビタミンＥ、ビタミンＥ誘導体、及びそれらのプロビタミン
（パンテノール及びそれらの混合物等）が含まれ得るが、これらに制限されるものではな
い。ビタミン化合物は、略純粋な材料として、又は適切な物理的及び／もしくは化学的単
離によって天然（例えば植物）由来のものから得られた抽出物として含まれてもよい。あ
る実施形態では、ビタミン化合物が本発明の組成物に存在する場合、組成物は、組成物の
約０．０００１重量％〜約５０重量％、より好ましくは約０．００１重量％〜約１０重量
％、さらに一層好ましくは約０．０１重量％〜約８重量％、さらに一層好ましくは約０．
１重量％〜約５重量％のビタミン化合物を含む。
【０１０６】

20

１３．粒子状材料
本発明の組成物は、一種以上の粒子状材料を含んでもよい。本発明において有用な粒子
状材料の非制限的な例は、着色及び無着色色素、干渉顔料、無機パウダー、有機パウダー
、複合粉、蛍光増白剤粒子、及びそれらの組み合わせを含む。これらの粒子は、例えば、
血小板状形、球形、細長い形もしくは針状、又は不規則形であってもよく、表面コーティ
ング又は非コーティングであってもよく、多孔質又は非多孔質であってもよく、荷電又は
非荷電であってもよく、また現在の組成物に粉末として又は予備分散体として加えてもよ
い。ある実施形態では、粒子状材料は、組成物の約０．０１重量％〜約２０重量％、より
好ましくは約０．０５重量％〜約１０重量％、さらに一層好ましくは約０．１重量％〜約
５重量％の濃度で組成物に存在する。組成物に用いられる色素、着色剤もしくは充填剤パ
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ウダーに関して、特に制限はない。
【０１０７】
本明細書で有用な粒子状材料としては、オキシ塩化ビスマス、セリサイト、シリカ、マ
イカ、硫酸バリウムもしくは他の材料で処理したマイカ、ゼオライト、カオリン、シリカ
、窒化ホウ素、ラウロイルリジン、ナイロン、ポリエチレン、タルク、スチレン、ポリプ
ロピレン、ポリスチレン、エチレン／アクリル酸コポリマー、アルミニウム酸化物、シリ
コーン樹脂、硫酸バリウム、炭酸カルシウム、酢酸セルロース、ＰＴＦＥ、ポリメチルメ
タクリレート、デンプン、オクテニルコハク酸デンプンアルミニウム等の変性デンプン、
絹、ガラス、及びそれらの混合物を含んでもよいが、これらに制限されるものではない。
好ましい有機パウダー／充填剤は、例えば、Tospearl 145Aの名称で東芝シリコーンより
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販売のもの等のメチルシルセスキオキサン樹脂ミクロスフェア、Seppic社よりMicropearl
M100の名称で販売されているもののようなポリメチルメタクリレートのミクロスフェア、
特にDow Corning Toray Silicone社よりTrefil E506CもしくはTrefil E505Cの名称で販売
されているもののような架橋ポリジメチルシロキサンの球形粒子、ポリアミドの球状粒子
及びより特異的には、特にOrgasol2002D Nat C05の名称でAtochem社より販売されている
もの等のナイロン１２、例えば、Dynospheresの名称でDyno Particles社より販売されて
いるもののようなポリスチレンミクロスフェア、FloBead EA209の名称でKobo社より販売
されているもののようなエチレンアクリレートコポリマー、ＰＴＦＥ、ポリプロピレン、
Dry Floの名称でNational Starch社より販売されているもののようなオクテニルコハク酸
デンプンアルミニウム、Microthene FN510‑00の名称でEquistar社より販売されているも
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ののようなポリエチレンのミクロスフェア、シリコーン樹脂、ポリメチルシルセスキオキ
サンシリコーンポリマー、Ｌ−ラウロイルリジンからなる血小板形状のパウダー、及びそ
れらの混合物より選択される高分子粒子を含むが、これらに限定されるものではない。
【０１０８】
また本明細書では、干渉顔料も有用である。最も一般的な干渉顔料の例は、ＴｉＯ２、
Ｆｅ２Ｏ３、シリカ、酸化スズ、及び／もしくはＣｒ２O３の約５０〜３００ｎｍのフィ
ルムで層状にしたマイカである。有用な干渉顔料は、数々の供給元、例えば、Rona社（Ti
miron（登録商標）及びDichrona（登録商標））、Presperse社 （Flonac（登録商標））
、Englehard社（Duochrome（登録商標））、Kobo 社（SK‑45‑R及びSK‑45‑G）、BASF社（S
icopearls）及びEckart 社（例えばPrestige Silk Red）から市販されている。
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【０１０９】
本発明において有用な他の色素は、主に可視光線の特定の波長の選択吸収を通して色を
供給することができ、無機色素、有機色素及びその組み合わせを含む。そのような有用な
無機色素の例は、酸化鉄、コンジョウ、マンガンバイオレット、ウルトラマリンブルー、
及び酸化クロムを含む。有機色素は、天然着色剤及び合成のモノマー及びポリマー着色剤
を含んでもよい。例としては、フタロシアニンブルー及び緑色素である。レーキ、プライ
マリー ＦＤ＆Ｃ又はＤ＆Ｃレーキ及びそれらの配合物もまた有用である。カプセル化さ
れた可溶性又は不溶性の染料及び他の着色剤もまた有用である。本発明において有用な無
機の白色の色素又は無着色の色素、例えばＴｉＯ２、ＺｎＯ、もしくはＺｒＯ２は、多数
の販売元から市販されている。好適な粒子状材料の一例は、U.S. Cosmetics（TRONOX Ｔ
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ｉＯ２シリーズ、SAT‑T CR837、ルチルＴｉＯ２）を含む。その他の例としては、Oxonica
社が提供するOPTISOLが挙げられる。
【０１１０】
本発明の色素／パウダーは、色の安定性をさらに供給するため及び／もしくは配合しや
すくするため、表面処理されてもよい。好適なコーティング材料の非限定的な例は、シリ
コーン、レシチン、アミノ酸、金属石鹸、ポリエチレン及びコラーゲンを含む。これらの
表面処理は、疎水性もしくは親水性のいずれであってもよいが、疎水性処理が好ましい。
【０１１１】
１４．日焼け止め有効成分
対象発明の組成物は、日焼け止め有効成分を任意で含んでもよい。本明細書において「
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日焼け止め有効成分」とは、日焼け止め剤及び物理的日焼け防止剤の両方を包含する。好
適な日焼け止め有効成分は、有機又は無機のいずれであってもよい。
【０１１２】
数々の従来の有機又は無機日焼け止め有効成分が、本明細書で好適に使用される。ある
実施形態では、組成物は、組成物の約０．１重量％〜約２０重量％、より典型的には約０
．５重量％〜約１０重量％の日焼け止め有効成分を含む。正確な量は、選択される日焼け
止め剤及び所望の太陽光線保護指数（ＳＰＦ）によって変わる。
【０１１３】
ＵＶ−Ａ及び／又はＵＶ−Ｂにおいて活性である有機スクリーニング剤の例として、特
にＣＴＦＡ名称で以下に示すものが挙げられる。
−

40

パラ−アミノ安息香酸誘導体：ＰＡＢＡ、エチルＰＡＢＡ、エチルジヒドロキシプロ

ピルＰＡＢＡ、特に「ESCALOL 507」の名称でISP社より販売されているエチルヘキシルジ
メチルＰＡＢＡ、グリセリルＰＡＢＡ、「UVINUL P25」の名称でBASF社より販売されてい
るＰＥＧ−２５ＰＡＢＡ、
−

サリチル酸誘導体：「EUSOLEX HMS」の名称でRONA／EM INDUSTRIES社より販売されて

いるホモサラート、「NEO HELIOPAN OS」の名称でHAARMANN REIMER社より販売されている
エチルヘキシルサリチレート、「DIPSAL」の名称でSCHER社より販売されているジプロピ
レングリコールサリチレート、「NEO HELIOPAN TS」の名称でハーマン・ライマー (HAARM
ANN and REIMER社)より販売されているＴＥＡサリチレート
−

ジベンゾイルメタン誘導体：特に「PARSOL 1789」の商標でHOFFMANN LA ROCHE社より
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販売されているブチルメトキシジベンゾイルメタン、イソプロピルジベンゾイルメタン、
−

桂皮酸誘導体：特に「PARSOL MCX」の商標でHOFFMANN LA ROCHE社より販売されてい

るメトキシ桂皮酸エチルヘキシル、メトキシ桂皮酸イソプロピル、「NEO HELIOPAN E 100
0」の商標でHAARMANN REIMER社より販売されているメトキシ桂皮酸イソアミル、シノキセ
ート、ＤＥＡメトキシ桂皮酸、ジイソプロピル桂皮酸メチル、グリセリル・エチルヘキサ
ノアート・ジメトキシシンナマート
−

ββ

−ジフェニルアクリレート誘導体：特に「UVINULN539」の商標でBASF社より販

売されているオクトクリレン、特に「UVINULN35」の商標でBASF社より販売されているエ
トクリレン
−

ベンゾフェノン誘導体：「UVINUL400」の商標でBASF社より販売されているベンゾフ
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ェノン−１、「UVINULD50」の商標でBASF社より販売されているベンゾフェノン−２、「U
VINUL M40」の商標でBASF社より販売されているベンゾフェノン−３又はオキシベンゾン
、「UVINUL MS40」の商標でBASF社より販売されているベンゾフェノン−４、ベンゾフェ
ノン−５、「HELISORB 11」の商標でNORQUAY社より販売されているベンゾフェノン−６、
「SPECTRA‑SORB UV‑24」の商標でAMERICAN CYANAMID社より販売されているベンゾフェノ
ン−８、「UVINULDS−49」の商標でBASF社より販売されているベンゾフェノン−９、ベン
ゾフェノン−１２
−

ベンジリデンカンファー誘導体：３−ベンジリデンカンファー、「EUSOLEX6300」の

名称でMERCK社より販売されている４−メチルベンジリデンカンファー、ベンジリデンカ
ンファースルホン酸、カンファーメト硫酸ベンザルコニウム、テレフタリリデンジカンフ
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ルスルホン酸、ポリアクリルアミドメチルベンジリデンカンファー
−

フェニルベンズイミダゾール誘導体：特に「EUSOLEX 232」の商標でMERCK社より販売

されているフェニルベンズイミダゾールスルホン酸、「NEOHELIOPAN AP」の商標でHAARMA
NN and REIMER社より販売されているベンズイミダゾレート
−

トリアジン誘導体：「TINOSORB S」の商標でCIBA GEIGY社より販売されているアニソ

トリアジン、特に「UVINUL T150」の商標でBASF社より販売されているエチルヘキシルト
リアゾン、「UVASORB HEB」の商標でSIGMA 3V社より販売されているジエチルヘキシルブ
タミドトリアゾン
−

フェニルベンゾトリアゾール誘導体：「SILATRIZOLE」の名称でRHODIA CHIMIE社より

販売されているドロメトリゾールトリシロキサン
−

30

アントラニル酸誘導体：「NEO HELIOPAN MA」の商標でHAARMANN REIMER社より販売さ

れているメンチルアントラニレート
−

イミダゾリン誘導体：エチルヘキシルジメトキシベンジリデン・ジオキソイミダゾリ

ン・プロピオネート
−

ベンザルマロネート誘導体：「PARSOL SLX」の商標でHOFFMANN LA ROCHE社より販売

されているベンザルマロネート官能基を有するポリオルガノシロキサン、及びそれらの混
合物
その他：ジヒドロキシ桂皮酸誘導体（ウンベリフェロン、メチルウンベリフェロン、メチ
ルアセト−ウンベリフェロン）；トリヒドロキシ−桂皮酸誘導体（エスクレチン、メチル
エスクレチン、ダフネチン、及びグルコシド、エスクリン及びダフニン）；炭化水素（ジ
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フェニルブタジエン、スチルベン）；ジベンザルアセトン及びベンザルアセトフェノン；
ナフトールスルホン酸塩（２−ナフトール−３，６−ジスルホン酸のナトリウム塩及び２
−ナフトール−６，８−ジスルホン酸のナトリウム塩）；ジ−ヒドロキシナフトエ酸及び
その塩；ｏ−及びｐ−ヒドロキシビフェニルジスルホネート；クマリン誘導体（７−ヒド
ロキシ、７−メチル、３−フェニル）；ジアゾール（２−アセチル−３−ブロモインダゾ
ール、フェニルベンゾオキサゾール、メチルナフトオキサゾール、種々のアリールベンゾ
チアゾール）；キニーネ塩（重硫酸塩、硫酸塩、塩化物、オレイン酸塩、及びタンニン酸
塩）；キノリン誘導体（８−ヒドロキシキノリン塩、２−フェニルキノリン）；尿酸及び
ビオルル酸；タンニン酸及びその誘導体（例えばヘキサエチルエーテル）；（ブチルカル
ボトール）（６−プロピルピペロニル）エーテル；ヒドロキノン；
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【０１１４】
より特に好ましい有機ＵＶスクリーニング剤は、次の化合物から選択される。エチルヘ
キシルサリチル酸塩、ブチルメトキシジベンゾイルメタン、メトキシ桂皮酸エチルヘキシ
ル、オクトクリレン、フェニルベンズイミダゾールスルホン酸、テレフタリリデンジカン
フルスルホン酸、ベンゾフェノン−３、ベンゾフェノン−４、ベンゾフェノン−５、４−
メチルベンジリデンカンファー、ベンズイミダジレート、アニソトリアジン、エチルヘキ
シルトリアゾン、ジエチルヘキシルブタミドトリアゾン、メチレン・ビス−ベンゾトリア
ゾイル、テトラメチルブチルフェノール、ドロメトリゾールトリシロキサン、及びそれら
の混合物。
【０１１５】

10

米国特許第６，１９０，６４５号に記載された組成物、特にINCROQUAT‑UV‑283の商標で
販売されているCroda,Inc社製造の日焼け止め剤もまた好ましく使用される。
【０１１６】
本発明に係る組成物に用いられ得る無機スクリーニング剤は、コーティングされた又は
コーティングされていない金属酸化物のナノ顔料である（一次粒子の平均径：一般的に５
ｎｍ〜１００ｎｍ、好ましくは１０ｎｍ〜５０ｎｍ）。ナノ顔料としては、特に、酸化チ
タン（無定形なもしくは結晶の形のルチル及び／又はアナターゼ）、鉄、亜鉛、ジルコニ
ウム又は酸化セリウム及びそれらの混合物等が挙げられる。コ−ト剤は、さらにアルミナ
及び／又はアルミニウムステアレートである。このようなコーティング又は非コーティン
グ金属酸化物のナノ顔料は、特にＥＰ−Ａ−０−５１８，７７２及びＥＰ−Ａ−０−５１
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８，７７３に記載されている。１つの好ましいＴｉＯ２／ＺｎＯ２の日焼け止め剤として
、Oxonica社提供のOPTISOLが挙げられる。
【０１１７】
本明細書において使用する場合、無機日焼け止めは、組成物の約０．１重量％〜約２０
重量％、好ましくは約０．５重量％〜約１０重量％、より好ましくは約１重量％〜約５重
量％の量で存在する。
【０１１８】
１５．抗セルライト剤
また本発明の組成物は、抗セルライト剤も含んでよい。適した薬剤は、キサンチン化合
物（例えばカフェイン、テオフィリン、テオブロミン、及びアミノフィリン）を含んでも
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よいが、これらに限定されるものではない。ある実施形態では、抗セルライト化合物が本
発明の組成物に存在する場合、組成物は、組成物の約０．０００１重量％〜約５０重量％
、より好ましくは約０．００１重量％〜約１０重量％、さらに一層好ましくは約０．０１
重量％〜約８重量％、さらに一層好ましくは約０．１重量％〜約５重量％の抗セルライト
化合物を含む。
【０１１９】
特に有用であるのは、Vexel（登録商標）（ＦＲ ２ ６５４ ６１９）、Coaxel （ＦＲ
２ ６９４ １９５）、Cyclolipase（登録商標）（ＦＲ ２ ７３３ １４９）、Pleuriminc
yl（登録商標）及びLipocare（登録商標）（ＷＯ９８／４３６０７）、Redulite（登録商
標）及びUnislim（登録商標）（ＦＲ ０３０６０６３）というセルライト／スリミング剤
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との組み合わせであり、全てSEDERMA社より提供されている。
【０１２０】
１６．スリミング有効成分、トーニング有効成分又は排水有効成分
組成物は、ホスホジエステラーゼ阻害剤（例えばキサンチン誘導体）、アルファ−２受
容体を脂肪細胞表面で遮断可能なアルファ−２遮断剤化合物、ベータ−アドレナリン作用
性の作用薬及び拮抗薬（例えばアルベリン及びその有機塩もしくは無機塩（クエン酸アル
ベリン等））、ＬＤＬ及びＶＬＤＬ受容体合成の抑制剤、アセチルＣｏＡカルボキシラー
ゼ等の脂肪酸合成酵素の阻害剤、又は脂肪酸合成酵素もしくはセルレニン、ベータ受容体
及び／又はＧタンパク質を刺激する化合物、セルチン（serutine）又はルチン（rutine）
等のグルコース輸送遮断剤、ＮＰＹ受容体を脂肪細胞表面で遮断可能な神経ペプチドＹ（
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ＮＰＹ）遮断薬、ｃＡＭＰ及びその化粧品として許容される誘導体、フォルスコリン等の
アデニル酸シクラーゼ酵素活性剤、脂肪酸輸送を変更する薬剤、脂肪分解ペプチド及び脂
肪分解タンパク質、特に特許ＦＲ２７８８０５８及びＦＲ２７８１２３１に記載の副甲状
腺ホルモンから生成されたペプチド等の様ペプチドもしくはタンパク質から選択される一
種以上の脂肪分解剤を含んでもよい。
【０１２１】
使用できる脂肪分解剤の他の例は、植物抽出物及び海洋抽出物を含む。
−

植物抽出物のうち、特に次のものが挙げられる。セイヨウキヅタ（Hedera Helix）、

マンシュウミシマサイコ（Bupleurum chinensis）、アルニカ（Arnica Montana L）、ロ
ーズマリー（Rosmarinus officinalis N）、マリゴールド（Calendula officinalis）、
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セージ（Salvia officinalis L）、オタネニンジン（Panax ginseng）、イチョウ（ginko
biloba）、オトギリソウ（Hyperycum Perforatum）、ナギイカダ（Ruscus aculeatus L
）、セイヨウナツユキソウ（Filipendula ulmaria L）、ビッグフラワー・ジャワティー
（big‑flowered Jarva tea : Orthosiphon Stamineus Benth）、藻類（ヒバマタ属Vesicu
losus）、シラカバ（Betula alba）、緑茶、コーラナッツ（Cola Nipida）、セイヨウト
チノキ、竹、ツボクサ（Centella Asiatica）、ヒース、ヒバマタ、ヤナギ、ミミナグサ(
mouse‑year)の抽出物、エスシン（escine）の抽出物、ソウジュツの抽出物、クリサンテ
ルムインジクム（chrysanthellum indicum）の抽出物、アルメニアセア（Armeniacea）属
の植物の抽出物、アトラクチロディスプラチコドン（Atractylodis Platicodon）、シノ
メニウム（Sinnomenum）、ファルビチジス（Pharbitidis）、また、フレミンギア（Flemi
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ngia）、Ｃ．フォルスコリイ（C. Forskohlii）、Ｃ．ブルメイ（C. blumei）、Ｃ．エス
キロリイ（C. esquirolii）、Ｃ．スクテラリオイデス（C. scutellaroides）、Ｃ．キサ
ンタンタス（C. xanthantus）及びＣ．バルバタス（C. Barbatus）（コリウス・バルバタ
ス（Cleus barbatus）の根の抽出物等）等のコリウスの抽出物、バロタ（Ballote）の抽
出物、グイオア（Guioa）の抽出物、シノブ（Davallia）、テルミナリア（Terminalia）
、バリングトニア（Barringtonia）、トレマ（Trema）、アンチロビア（antirobia）、セ
クロピア（cecropia）、アルガニア（argania）、ディオスコレア・オッポシタ（Dioscor
ea opposita）もしくはメキシカン（Mexican）等のジオスコレア（dioscoreae）の抽出物
、
−

海洋由来の抽出物：ラミナリア・ディジタータ（Laminaria digitata）、珪藻類、ロ
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ディステロールの抽出物等の藻類又は植物プランクトンの抽出物。これらの抽出物は、も
ちろん全て混合して使用できる。
【０１２２】
また発明に係る組成物は、加えて以下のものから選択される一種以上の追加有効成分を
含んでもよい。天然フラボノイド、ルスコゲニン、エスクロシド、エスシン、ニコチネー
ト、ヘペリジンメチルカルコン、ナギイカダ、ラベンダー又はローズマリーの精油、アン
ミビスナガ（Ammi visnaga）の抽出物等の微小循環に作用する薬剤（血管保護剤もしくは
血管拡張剤）；センテラアジアチカ（Centella Asiatica）及びメナモミ（Siegesbeckia
）の抽出物、ケイ素、アマドリン、エルゴチオネイン及びその誘導体等の抗グリケーショ
ン剤、ヒドロキシスチルベン及びそれらの誘導体（例えばレスベラトロール）、ツツジ科

40

の野菜の抽出物、特にビルベリー（コケモモ）抽出物（Vaccinium angustifollium）、ビ
タミンＣ及びその誘導体、レチノール及びその誘導体が挙げられる。
【０１２３】
１７．ブチルヒドロキシトルエン（ＢＨＴ）及びブチルヒドロキシアニソール（ＢＨＡ）
本発明の局所用組成物は、ＢＨＴ又はＢＨＡを含んでもよい。
ある実施形態では、ＢＨＴ及び／又はＢＨＡは、組成物の約０．０００１重量％〜約２
０重量％、より好ましくは約０．００１重量％〜約１０重量％、より一層好ましくは約０
．０１重量％〜約５重量％、さらに一層好ましくは約０．１重量％〜約０．５重量％が添
加される。
【０１２４】
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１８．局所的な麻酔剤
本発明の組成物は、安全かつ効果的な量の局所用麻酔剤を含んでもよい。
局所用麻酔薬剤の例は、ベンゾカイン、リドカイン、ブピバカイン、クロルプロカイン
、ジブカイン、エチドカイン、メピバカイン、テトラカイン、ジクロニン、ヘキシルカイ
ン、プロカイン、コカイン、ケタミン、プラモキシン、フェノール、及びそれらの医薬的
に許容される塩を含む。
【０１２５】
１９．剥離／角質溶解有効成分
剥離／角質溶解有効成分は、本発明の組成物に加えられてもよい。ある実施形態では、
組成物は、組成物の約０．０１重量％〜約１０重量％、好ましくは約０．１重量％〜約５
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重量％、より好ましくは約０．５重量％〜約２重量％の剥離／角質溶解有効成分を含む。
【０１２６】
有用な角質溶解剤及び／又は剥離剤の例には、尿素、サリチル酸及びそのアルキル誘導
体、飽和及び不飽和モノカルボン酸、飽和及び不飽和ジカルボン酸、トリカルボン酸、モ
ノカルボン酸のアルファヒドロキシ酸及びベータヒドロキシ酸、ジカルボン酸のアルファ
ヒドロキシ酸及びベータヒドロキシ酸、トリカルボン酸のアルファヒドロキシ酸及びベー
タヒドロキシ酸、またポリカルボン酸、ポリヒドロキシモノカルボン酸、ポリヒドロキシ
ジカルボン酸、ポリヒドロキシトリカルボン酸のケト酸、アルファケト酸、ベータケト酸
が含まれる。
20

【０１２７】
この群の材料を以下に例示する。
２−ヒドロキシエタン酸（グリコール酸）；２−ヒドロキシプロパン酸（乳酸）；２−
メチル２−ヒドロキシプロパン酸（メチル乳酸）；２−ヒドロキシブタン酸；２−ヒドロ
キシペンタン酸；２−ヒドロキシヘキサン酸；２−ヒドロキシヘプタン酸；２−ヒドロキ
シオクタン酸；２ヒドロキシノナン酸；２−ヒドロキシデカン酸；２−ヒドロキシウンデ
カン酸；２−ヒドロキシドデカン酸（アルファ−ヒドロキシラウリン酸）；２−ヒドロキ
シテトラデカン酸（アルファ−ヒドロキシミリスチン酸）；２−ヒドロキシヘキサデカン
酸（アルファ−ヒドロキシパルミチン酸）；２−ヒドロキシオクタデカン酸（アルファ−
ヒドロキシステアリン酸）；２−ヒドロキシエイコサン酸（アルファ−ヒドロキシアラキ
ドン酸）；２−フェニル２−ヒドロキシエタン酸（マンデル酸）；２、２−ジフェニル２
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−ヒドロキシエタン酸（ベンジル酸）；３−フェニル２−ヒドロキシプロパン酸（フェニ
ル乳酸）；２−フェニル２−メチル２−ヒドロキシエタン酸（アトロラクチン酸）；２−
（４

−ヒドロキシフェニル）２−ヒドロキシエタン酸；２−（４

−ヒドロキシエタン酸；２−（３
キシエタン酸；２−（４
ン酸；３

−ヒドロキシ−４

−ヒドロキシ−３

−クロロフェニル２

−メトキシフェニル）２−ヒドロ

−メトキシフェニル）２−ヒドロキシエタ

−（２−ヒドロキシフェニル）２−ヒドロキシプロパン酸；３−（４

ロキシフェニル）２−ヒドロキシプロパン酸；及び２−（３

、４

−ヒド

ジヒドロキシフェニ

ル）、及び２−ヒドロキシエタン酸、５−ｎ−オクタノイルサリチル酸、５−ｎ−ドデカ
ノイルサリチル酸、５−ｎ−デカノイルサリチル酸、５−ｎ−オクチルサリチル酸、５−
ｎ−ヘプチルオキシサリチル酸、４−ｎ−ヘプチルオキシサリチル酸及び２−ヒドロキシ
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−３−メチル安息香酸、又はこれらのアルコキシ誘導体（２−ヒドロキシ−３−メチルオ
キシ安息香酸等）。
【０１２８】
好ましい角質溶解剤は、グリコール酸、酒石酸、サリチル酸、クエン酸、乳酸、ピルビ
ン酸、グルコン酸、グルクロン酸、リンゴ酸、マンデル酸、シュウ酸、マロン酸、コハク
酸、酢酸、フェノール、レゾルシン、レチノイン酸、アダパレン、トリクロロ酢酸、５−
フルオロウラシル、アゼライン酸からなる群より選択される。また角質溶解剤は、上に列
記した化合物の塩、エステル、取り得るシス形もしくはトランス形、ラセミ混合物及び／
又は相対的な右旋性もしくは左旋性形状のものである。そのような物質は、単独でもしく
は一緒に使用可能である。
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【０１２９】
本明細書での使用に好適な他の角質溶解剤は、Keratoline（登録商標）というSEDERMA
社より提供されるプロテアーゼをベースとしたエクスフォリアント（exfoliant）を含ん
でもよい。
【０１３０】
本明細書での使用に好適なある剥離系は、サリチル酸及び双性イオンの界面活性剤を含
み、米国特許第５，６５２，２２８号に記載されている。本明細書での使用に好適な他の
剥離系は、スルフヒドリル化合物及び双性イオン界面活性剤を含み、米国特許第５，６８
１，８５２号に記載されている。またこの文献に記載されているような双性イオン界面活
性剤は、本明細書での剥離剤としても有用であり、セチルベタインが特に好適に使用され
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る。
【０１３１】
２０．抗ざ瘡有効成分
本発明の組成物は一種以上の抗ざ瘡有効成分を含有してもよい。
有用な抗ざ瘡有効成分の例としては、レゾルシノール、イオウ、エリスロマイシン、サ
リチル酸、過酸化ベンゾイル、デヒドロ酢酸及び亜鉛が挙げられる。更なる好適な抗ざ瘡
有効成分の例は、米国特許第５，６０７，９８０号に記載されている。特に有用であるも
のは、SEDERMA社より提供されるAc.net（登録商標）という抗ざ瘡原料との組み合わせで
ある（ＷＯ ０３／０２８６９２ Ａ２）。
【０１３２】

20

ある実施形態では、抗ざ瘡化合物が本発明の組成物中に存在する場合、組成物は、組成
物の約０．０００１重量％〜約５０重量％、より好ましくは約０．００１重量％〜約１０
重量％、さらに一層好ましくは約０．０１重量％〜約８重量％、さらに一層好ましくは約
０．１重量％〜約５重量％の抗ざ瘡化合物を含む。
【０１３３】
２１．皺防止有効成分／萎縮防止有効成分
本発明の組成物は、一種以上の皺防止有効成分又は萎縮防止有効成分を含んでもよい。
本発明の組成物における使用に好適な皺防止有効成分／萎縮防止有効成分の例は、以下の
ものを含む。硫黄含有Ｄ及びＬアミノ酸、並びにそれらの誘導体並びに塩、特にＮ−アセ
チル誘導体、その好ましい例であるＮ−アセチル−Ｌ−システイン；チオール（例えばエ
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タンチオール）、ヒドロキシ酸（例えば乳酸等のアルファ−ヒドロキシ酸、及びグリコー
ル酸、又はサリチル酸等及びサリチル酸誘導体（オクタノイル誘導体等）等のベータ−ヒ
ドロキシ酸、ラクトビオン酸）、ケト酸（例えばピルビン酸）、フィチン酸、アスコルビ
ン酸（ビタミンＣ）、スチルベン、桂皮酸塩、レスベラトロール、キネチン、ゼアチン、
ジメチルアミノエタノール、天然由来のペプチド（例えばダイズペプチド）、及び糖酸の
塩（例えばグルコン酸Ｍｎ、グルコン酸Ｚｎ）、リポ酸；リソホスファチジン酸、皮膚ピ
ーリング剤（例えばフェノール等）、ビタミンＢ３化合物及びレチノイド及び他のビタミ
ンＢ化合物（例えばチアミン（ビタミンＢ１）、パントテン酸（ビタミンＢ５）、リボフ
ラビン（ビタミンＢ２））、及びそれらの誘導体及び塩（例えばＨＣＬ塩もしくはカルシ
ウム塩）。特に有用であるのは、SEDERMA社より提供されるDermolectine（登録商標）及
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びSterocare（登録商標）いう皺用薬剤との組み合わせである（ＷＯ９９／１８９２７）
。
【０１３４】
ある実施形態では、皺防止／萎縮防止化合物が本発明の組成物に存在する場合、組成物
は、組成物の約０．０００１重量％〜約５０重量％、より好ましくは約０．００１重量％
〜約１０重量％、さらに一層好ましくは約０．０１重量％〜約８重量％、さらに一層好ま
しくは約０．１重量％〜約５重量％の皺防止／萎縮防止化合物を含む。
【０１３５】
２２．抗酸化剤／遊離基捕捉剤
本発明の組成物は、抗酸化剤／遊離基捕捉剤を含んでもよい。ある実施形態では、組成
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物は、約０．０１％〜約１０％、より好ましくは約０．１％〜約５％の抗酸化剤／遊離基
捕捉剤を含む。
【０１３６】
抗酸化剤／遊離基捕捉剤としては、レチニルパルミテート、アスコルビン酸（ビタミン
Ｃ）及びその塩、脂肪酸のアスコルビルエステル、アスコルビン酸誘導体（例えばマグネ
シウムアスコルビルホスフェイト、ナトリウムアスコルビルホスフェイト、アスコルビル
ソルベート）、トコフェロール（ビタミンＥ）、ソルビン酸トコフェロール、酢酸トロフ
ェロール、トコフェロールの他のエステル、ブチルヒドロキシ安息香酸及びそれらの塩、
過酸化水素を含む過酸化物、過ホウ酸塩、チオグリコール酸塩、過硫酸塩、６−ヒドロキ
シ−２，５，７，８−テトラメチルクロマン−２−カルボン酸（商標Trolox（登録商標）
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で市販）、没食子酸及びそのアルキルエステル、特に没食子酸プロピル、尿酸及びその塩
及びアルキルエステル、アミン（例えばＮ、Ｎ−ジエチルヒドロキシルアミン、アミノ−
グアニジン）、ノルジヒドログアイアレチン酸、ビオフラボノイド、スルフヒドリル化合
物（例えばグルタチオン）、ジヒドロキシフマル酸及びその塩、リシンピドレート、アル
ギニンピロレート、アミノ酸、シリマリン、リジン、１−メチオニン、プロリン、スーパ
ーオキシドジスムターゼ、ソルビン酸及びその塩、リポ酸、オリーブ抽出物、茶抽出物、
マツ樹皮からのプロアントシアニジン等のポリフェノール、カロテノイド、テトラヒドロ
クルクミン等のクルクミン化合物、ＯＣＴＡ（Ｌ−２−オキソ−４−チアゾリジンカルボ
ン酸）、グルタチオン、メラニン、ローズマリー抽出物及びブドウの皮／種子抽出物等が
使用されてもよい。好ましい抗酸化剤／遊離基捕捉剤は、トコフェロールのエステルから
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選択され、より好ましくは酢酸トロフェロール及びソルビン酸トコフェロールである（米
国特許第４，８４７，０７１号）。
【０１３７】
２３．湿潤剤、保湿剤及びコンディショニング剤
本発明の組成物は、例えば、湿潤剤、保湿剤、及び皮膚コンディショナーから選択され
る安全かつ効果的な量のコンディショニング剤を含んでもよい。様々な種類のこれら材料
を用いてもよく、ある実施形態では、組成物の約０．０１重量％〜約２０重量％、より好
ましくは約０．１重量％〜約１０重量％、さらに一層好ましくは約０．５重量％〜約７重
量％の濃度で存在してもよい。これらの材料は、グアニジン、尿素、グリコール酸、グリ
コール酸塩（例えばアンモニウム及び第４級アルキルアンモニウム）、サリチル酸、乳酸
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、乳酸塩（例えばアンモニウム及び第４級アルキルアンモニウム）、多様な形態のうちの
任意形態のアロエベラ（例えばアロエベラゲル）、ソルビトール、マンニトール、キシリ
トール、エリスリトール、グリセロール、ヘキサントリオール、ブタントリオール、プロ
ピレングリコール、ブチレングリコール、ヘキシレングリコール等のポリヒドロキシアル
コール、ポリエチレングリコール、糖類（例えばメリビオース）、デンプン、糖及びデン
プン誘導体（例えば、アルコキシ化グルコース、フルクトース、グルコサミン）、ヒアル
ロン酸、モノエタノールアミンラクタミド、モノエタノールアミンアセトアミド、パンテ
ノール、アラントイン、石油及びそれらの混合物を含んでもよいが、これらに制限される
ものではない。また本明細書では、米国特許第４，９７６，９５３号に記載のプロポキシ
ル化グリセロールも有用である。
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【０１３８】
種々の糖類及び関連材料のＣ１〜Ｃ３０モノエステル及びポリエステルもまた有用であ
る。これらのエステルは、糖又はポリオール部分及び一種以上のカルボン酸部分から誘導
される。
【０１３９】
好ましくは、コンディショニング剤は、尿素、グアニジン、スクロースポリエステル、
パンテノール、デクスパンテノール、アラントイン、グリセロール、及びその組み合わせ
から選択される。
【０１４０】
湿潤剤は、多価アルコール、水溶性アルコキシル化非イオン性ポリマー、及びそれらの
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混合物よりなる群から選択される。本明細書で有用な多価アルコールは、上述のポリヒド
ロキシアルコール及びグリセリン、ヘキシレングリコール、エトキシル化グルコース、１
、２−ヘキサンジオール、ジプロピレングリコール、トレハロース、ジグリセリン、マル
チトール、マルトース、グルコース、フルクトース、コンドロイチン硫酸ナトリウム、ヒ
アルロン酸ナトリウム、ナトリウムアデノシンホスフェイト、乳酸ナトリウム、ピロリド
ンカーボネート、グルコサミン、シクロデキストリン、及びそれらの混合物を含む。本明
細書で有用な水溶性アルコキシル化非イオン性ポリマーは、ＣＴＦＡ名称がＰＥＧ−２０
０、ＰＥＧ−４００、ＰＥＧ−６００、ＰＥＧ−１０００、ＰＰＧ−１２／ＳＭＤＩ共重
合体であるもの及びそれらの混合物等の、分子量が約１０００以下のポリエチレングリコ
ール及びポリプロピレングリコールを含む。
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【０１４１】
２４．活性酸素生成阻害剤
本発明の組成物は、ケルセチン、ルチン、タキシフォリン、ケンペロール、ミリセチン
、クルクミン、レスベラトロール、アレコリン、アピゲニン、オウゴニン、ルテオリン、
テクトリゲニン及びこれらの混合物から選択される活性酸素生成阻害剤を含んでもよい。
【０１４２】
この活性酸素生成阻害剤は、組成物中、約０．００１重量％〜約５重量％、好ましくは
約０．００１重量％〜約３重量％含まれてもよい。
【０１４３】
２５．キレーター
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また本発明の組成物は、キレーター又はキレート剤も含んでよい。
本明細書で使用される「キレーター」又は「キレート剤」とは、金属イオンが容易に酸
素ラジカル形成に関与する又は酸素ラジカル形成を触媒することがないように錯体を形成
することによって、系から金属イオンを除去可能な有効成分を意味する。ある実施形態で
は、キレート剤は、組成物の好ましくは約０.００００１重量％〜約１０重量％、より好
ましくは約０．００１重量％〜約５重量％、本発明の組成物に加えられる。本明細書で有
用なキレーターの例は、米国特許第５，４８７，８８４号、ＷＯ９１／１６０３５及びＷ
Ｏ９１／１６０３４号に開示されているものを含む。キレート剤の例は、Ｎ−ヒドロキシ
サクシンイミド、ＥＤＴＡ、２ナトリウムＥＤＴＡ、ＮＴＡ、デフェロキサミン、ヒドロ
キサム酸及びそれらの塩、フィチン酸、フィチン酸塩、グルコン酸及びその塩、トランス
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フェリン、ラクトフェリン；フリルジオキシム及びその誘導体を含む。
【０１４４】
２６．抗炎症剤
抗炎症剤が本発明の組成物に加えられてもよい。ある実施形態では、抗炎症剤は、組成
物の約０．０１重量％〜約１０重量％、好ましくは約０．５重量％〜約５重量％の濃度で
加えられる。組成物に用いられる抗炎症剤の厳密な量は、特定の抗炎症剤によって異なり
、この理由は、これら薬剤の有効性には大きな幅があるためである。
【０１４５】
ステロイド性抗炎症剤は、ヒドロコルチゾン等の副腎皮質ステロイドを含んでもよいが
、これらに制限されるものではない。また非ステロイド性抗炎症剤も、本明細書で有用で
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あり得る。この群に包含される化合物の多様性は、当業者にはよく知られている。本発明
の組成物において有用であり得る特定の非ステロイド性抗炎症剤は、ピロキシカム等のオ
キシカム、アスピリン等のサリチル酸塩；フェルビナク等の酢酸誘導体、エトフェナメー
ト等のフェナメート、フルフェナム酸、メフェナム酸、メクロフェナム酸；イブプロフェ
ン等のプロピオン酸誘導体、ナプロキセン、ピラゾール、及びそれらの混合物を含むが、
これらに制限されるものではない。これらの非ステロイド性抗炎症剤の混合物も使用でき
、また、これらの剤の皮膚科学的に許容される塩及びエステルも同様に使用できる。
【０１４６】
最後に、いわゆる「天然の」抗炎症剤は、本発明の方法に有用である。かかる抗炎症剤
は、天然原料（例えば、植物、真菌、微生物の副生成物）から、適した物理的及び／又は
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化学的単離によって抽出物として適宜得ることができ、又は合成的に調製できる。例えば
、キャンデリラワックス、ビサボロール（例えば、α−ビサボロール）、アロエベラ、植
物ステロール（例えば、フィトステロール）、マンジスタ（Manjistha）（アカネ科アカ
ネ属（Rubia）の植物、特にルビア・コルディフォリア（Rubia Cordifolia）から抽出）
、及びグッガル（Guggal）（コミフォラ（Commiphora）属の植物、特にコミフォラ・ムク
ル（Commiphora Mukul）から抽出）、コラ抽出物、カモミール、クローバ抽出物、カワ（
Piper methysticum）抽出物（SEDERMA社によるカバカバ（Kava Kava）、（ＦＲ２ ７７１
００２及びＷＯ ９９／２５３６９）、バコパモニエリ（Bacopa monieri）抽出物（SEDE
RMA社によるBacocalmine（登録商標）、ＷＯ９９／４０８９７）及びムチサンゴ抽出物を
使用してよい。本発明において有用な抗炎症剤には、アラントイン、及びグリチルレチン

10

酸、グリチルリチン酸及びそれらの誘導体（即ち、塩類及びエステル類）を含むカンゾウ
の化合物（植物属／種名グリチルリチア・グラブラ（Glycyrrhiza glabra））族が挙げら
れる。上述した化合物の適した塩類としては金属及びアンモニウム塩類が挙げられる。適
したエステル類としては、Ｃ２〜Ｃ２４、好ましくはＣ１０〜Ｃ２４、より好ましくはＣ
１６〜Ｃ２４の酸の飽和又は不飽和エステル類が挙げられる。前述の特定の例には、油溶
性カンゾウ抽出物、グリチルリチン酸及びグリチルレチン酸そのもの、グリチルリチン酸
モノアンモニウム、グリチルリチン酸モノカリウム、グリチルリチン酸ニカリウム、１−
β−グリチルレチン酸、ステアリルグリチルレチネート、及び３−ステアリルオキシグリ
チルレチン酸、及び３−スクシニルオキシ−β−グリチルレチン酸ニナトリウムが挙げら
れる。ステアリルグリチルレチネートが好ましく使用される。追加の抗炎症剤は、ディオ

20

スゲノール（diosgenol）、サポニン、サポゲニン、リグナン、トリテルペン、サポノシ
ド及びゲニン（genine）を含む。
【０１４７】
２７．日焼け有効成分
本発明の組成物は、日焼け有効成分を含んでもよい。ある実施形態では、組成物は、組
成物の約０．１重量％〜約２０重量％、より好ましくは約２重量％〜約７重量％、より一
層好ましくは約３重量％〜約６重量％の日焼け有効成分を含む。好ましい日焼け有効成分
は、ジヒドロキシアセトン、又はＤＨＡ又は１、３−ジヒドロキシ−２−プロパノンであ
る。特に有用なのは、SEDERMA社より提供され、Ｆｒ ２ ７０２ ７６６及びＷＯ０３／０
１７９６６に夫々記載されているTyr‑ol（登録商標）及びTyr‑excel（登録商標）という
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日焼け剤との組み合わせである。
【０１４８】
２８．皮膚美白剤
本発明の組成物は、皮膚美白剤をさらに含んでもよい。
皮膚美白剤を使用する場合、組成物は、組成物の好ましくは約０．００１重量％〜約１
０重量％、より好ましくは約０．０２重量％〜約５重量％、さらに好ましくは約０．０５
重量％〜約２重量％の皮膚美白剤を含む。好適な皮膚美白剤としては、コウジ酸、ヒドロ
キノン、アミノフェノール誘導体、Ｎ−コレステリルオキシカルボニル−パラ−アミノフ
ェノール及びＮ−エチルオキシカルボニル−パラ−アミノフェノール；イミノフェノール
誘導体、Ｌ−２−オキソチアゾリジン−４−カルボン酸又はプロシステイン、またその塩

40

及びエステル、アルブチン、トラネキサム酸、アスコルビン酸及びその誘導体（例えばア
スコルビルリン酸マグネシウムもしくはアスコルビルリン酸ナトリウム、アスコルビルグ
ルコシド等（林原生物化学研究所のＡＡ２Ｇ等））、及び抽出物（例えば桑抽出物、胎盤
抽出物、タツナミソウ抽出物、コウゾ抽出物、油溶性カンゾウ抽出物（丸善より入手可能
なもの等）、油溶性カンゾウ抽出物（カンゾウ、カモミール抽出物（花王株式会社から入
手可能なもの等））、ｍ−トラネキサム酸／ビタミンＣエチル（株式会社資生堂から入手
可能なもの等）、アデノシンモノリン酸二ナトリウム（ＡＰＭ、大塚製薬株式会社より提
供）、エラグ酸（ライオン株式会社）、ルシノール（ポーラ化成工業株式会社）、エチル
アスコルビルエーテル）を含む、本技術分野において公知のものが挙げられる。
【０１４９】
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また本明細書での使用に好適な皮膚美白剤は、ＷＯ９５／３４２８０、ＰＣＴ／ＵＳ９
５／０７４３２、同時係属出願に記載されているもの、ＵＳ０８／３９０，１５２及びＰ
ＣＴ／ＵＳ９５／２３７８０を含む。特に有用なのは、SEDERMA社より提供され、ＦＲ ２
７３２ ２１５、ＷＯ９８／０５２９９、ＷＯ０２／１５８７１及びＰＣＴ／ＦＲ ０３
／０２４００に各々記載されているMelaclear（登録商標）、Etioline（登録商標）、Mel
aslow（登録商標）及びLumiskin（登録商標）という皮膚美白剤との組み合わせである。
本明細書での使用に好適な他の美白原料としては、Actiwhite（登録商標）（Cognis社）
、Emblica（登録商標）（Rona社）、Azeloglicina（Sinerga社）及びSepiwhite（登録商
標）（Seppic社）を挙げることが出来る。好ましい皮膚美白剤は、アスコルビルグルコシ
10

ドである。
【０１５０】
２９．抗微生物剤、抗菌剤及び抗真菌有効成分
本発明の組成物は、一種以上の抗真菌又は抗微生物有効成分を含んでもよい。安全かつ
効果的な量の抗微生物又は抗真菌有効成分を本組成物に加えてもよい。ある実施形態では
、組成物は、組成物の約０．００１重量％〜約１０重量％、好ましくは約０．０１重量％
〜約５重量％、及びより好ましくは約０．０５重量％〜約２重量％の抗微生物も又は抗真
菌有効成分を含む。
【０１５１】
好適な抗菌有効成分には、コールタール、イオウ、ウィットフィールド（whitfield）
の軟膏、カステラーニ（castellani）塗布剤、塩化アルミニウム、ゲンチアナバイオレッ
ト、オクトピロックス（ピロクトンオラミン）、３，４，４
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−トリクロロカルバニリド

（トリクロサン）、トリクロカルバン、シクロピロックスオラミン、ウンデシレン酸及び
その金属塩、過マンガン酸カリウム、硫化セレン、チオ硫酸ナトリウム、プロピレングリ
コール、ビターオレンジオイル、尿素調製物、グリセオフルビン、８−ヒドロキシキノリ
ンシロキノール、チオベンダゾール、チオカルバメート、ハロプロジン、ポリエン、ヒド
ロキシピリドン、モルホリン、ベンジルアミン、アリルアミン（例えば、テルビナフィン
）、ティーツリー油、クローブリーフ油、コリアンダー、パルマロッサ、ベルベリン、タ
イムレッド、シナモン油、シンナミックアルデヒド、シトロネル酸、ヒノキトール（hino
kitol）、イヒチオールペール、センシバ（Sensiva）ＳＣ−５０、エレスタブ（Elestab
）ＨＰ−１００、アゼライン酸、リチカーゼ（lyticase）、ヨードプロピニルブチルカル
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バメート（ＩＰＢＣ）、オクチルイソチアザリノン等のイソチアザリノン及びアゾール、
並びにこれらの組み合わせが挙げられる。好ましい抗菌剤には、イトラコナゾール、ケト
コナゾール、硫化セレン及びコールタールが挙げられる。ある実施形態では、一種以上の
抗真菌又は抗微生物有効成分が、ピリチオンの多価金属塩から選択されるふけ防止有効成
分と併用される。
【０１５２】
ａ．アゾール
アゾール抗菌剤には、ベンズイミダゾール等のイミダゾール、ベンゾチアゾール、ビフ
ォナゾール、硝酸ブトコナゾール、クリムバゾール（climbazole）、クロトリマゾール、
クロコナゾール、エベルコナゾール、エコナゾール、エルビオール、フェンチコナゾール
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、フルコナゾール、フルチマゾール、イソコナゾール、ケトコナゾール、ラノコナゾール
、メトロニダゾール、ミコナゾール、ネチコナゾール、オモコナゾール、硝酸オキシコナ
ゾール、セルタコナゾール、硝酸サルコナゾール、チオコナゾール、チアゾール、並びに
テルコナゾール及びイトラコナゾール等のトリアゾール、並びにこれらの組み合わせが挙
げられる。
【０１５３】
本組成物中に存在する時、アゾール抗菌有効成分は、組成物の約０．０１重量％〜約５
重量％、好ましくは約０．１重量％〜約３重量％、より好ましくは約０．３重量％〜約２
重量％の量で含まれる。本明細書においては、ケトコナゾール及びクリムバゾールが特に
好ましい。

50

(32)

JP 2009‑545582 A 2009.12.24

【０１５４】
ｂ．硫化セレン
硫化セレンは本発明の抗菌組成物に用いるのに好適な粒子状フケ防止剤であり、その有
効濃度は組成物の約０．１重量％〜約４重量％、好ましくは約０．３重量％〜約２．５重
量％、より好ましくは約０．５重量％〜約１．５重量％の範囲である。
【０１５５】
ｃ．硫黄
また本発明の抗微生物組成物における粒子状抗微生物／フケ防止剤として硫黄も使用さ
れてよい。効果的な粒子状硫黄の濃度は、通常、組成物の約１重量％〜約４重量％、好ま
10

しくは約２重量％〜約４重量％である。
【０１５６】
ｄ．追加抗微生物有効成分
本発明の追加の抗菌有効成分は、サリチル酸、メラレウカ（ティーツリー）（melaleuc
a（tea tree））の抽出物及び炭等の角質溶解剤を一種以上含んでもよい。また、本発明
は、抗菌有効成分の組み合わせを含んでもよい。このような組み合わせは、オクトピロッ
クスとジンクピリチオンの組み合わせ、パインタールとイオウの組み合わせ、サリチル酸
とジンクピリチオンの組み合わせ、オクトピロックスとクリムバゾールの組み合わせ、及
びサリチル酸とオクトピロックスの組み合わせ、並びにこれらの混合物を含んでもよい。
【０１５７】
本明細書で有用な有効成分の好ましい例には、過酸化ベンゾイル、３−ヒドロキシ安息
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香酸、グリコール酸、乳酸、４−ヒドロキシ安息香酸、２−ヒドロキシブタン酸、２−ヒ
ドロキシペンタン酸、２−ヒドロキシヘキサン酸、フィチン酸、リポ酸、アゼライン酸、
アラキドン酸、過酸化ベンゾイル、テトラサイクリン、イブプロフェン、ナプロキセン、
ヒドロコルチゾン、アセトミノフェン、レゾルシノール、フェノキシエタノール、フェノ
キシプロパノール、フェノキシイソプロパノール、２，４，４
ドロキシジフェニルエーテル、３，４，４

−トリクロロ−２

−ヒ

−トリクロロカルバニリド、オクトピロック

ス、シクロピロックス、塩酸リドカイン、クロトリマゾール、ミコナゾール、ケトコナゾ
ール、硫酸ネオマイシン、及びこれらの混合物からなる群より選択されるものが挙げられ
る。
【０１５８】
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特に有用なのは、SEDERMA社（ＷＯ９７／０５８５６）が提供するOSMOCIDE（登録商標
）という原料範囲との組み合わせである。
【０１５９】
３０．増粘剤（濃厚剤及びゲル化剤を含む）
本発明の組成物は、一種以上の増粘剤を含んでもよい。ある実施形態では、増粘剤は、
組成物の約０．０５重量％〜約１０重量％、好ましくは約０．１重量％〜約５重量％、よ
り好ましくは約０．２５重量％〜約４重量％の濃度で存在する。増粘剤の非限定的なクラ
スは、以下から選択されるものを含む。
【０１６０】
ａ．カルボン酸ポリマー
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これらのポリマー類は、アクリル酸、置換型アクリル酸、並びにこのようなアクリル酸
類及び置換型アクリル酸類の塩類及びエステル類に由来する１つ以上のモノマーを含有す
る架橋化合物である。ここで、架橋剤は２つ以上の炭素間二重結合を含み、かつ多価アル
コールに由来する。本発明に有用なポリマーは、より完全に米国特許第５，０８７，４４
５号、米国特許第４，５０９，９４９号、米国特許第２，７９８，０５３号、及びＣＴＦ
Ａ国際化粧品構成成分辞書、第１０刷、２００４年に記載されている。
【０１６１】
本明細書において有用な市販されているカルボン酸ポリマーの例には、スクロース又は
ペンタエリトリトールのアリルエーテルと架橋したアクリル酸のホモポリマーであるカル
ボマーが挙げられる。カルボマーは、B．F．Goodrich社からCarbopol（登録商標）900シ
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リーズ（例えば、Carbopol（登録商標）954）として入手可能である。
【０１６２】
それに加えて、その他の適したカルボン酸重合剤には、Ultrez(登録商標)（B.F.Goodri
ch社）、及びＣ１０〜３０アルキルアクリレートと１つ以上のアクリル酸モノマー、メタ
クリル酸モノマー、又はそれらの短鎖の１つ（即ちＣ１〜Ｃ４アルコール）のエステルの
コポリマーとが含まれる。その際、その架橋剤はスクロースのアリルエーテル又はペンタ
エリトリトールのアリルエーテルである。これらのコポリマーは、アクリレート／Ｃ１０
〜３０アルキルアクリレート架橋ポリマーとして知られ、通常、Carbopol（登録商標）13
42、Carbopol（登録商標）1382、PemulenTR−1、及びPemulenTR−2としてB.F.Goodrich社
より市販されている。すなわち、本明細書中で有用なカルボン酸ポリマー濃厚剤の例は、

10

カルボマー、アクリレート類／Ｃ１０〜Ｃ３０アルキルアクリレート架橋ポリマー及びそ
れらの混合物から選択されるものである。
【０１６３】
ｂ．架橋ポリアクリレートポリマー
本発明の組成物は、必要に応じてカチオン性及び非イオン性ポリマーを両方含む濃厚剤
又はゲル化剤として有用な架橋ポリアクリレートポリマーを含んでもよいが、カチオン性
が一般的に好ましい。有用な架橋した非イオン性ポリアクリレートポリマー及び架橋カチ
オン性ポリアクリレートポリマーの例は、米国特許第５，１００，６６０号、米国特許第
４，８４９，４８４号、米国特許第４，８３５，２０６号、米国特許第４，６２８，０７
８号、米国特許第４，５９９，３７９号及びＥＰ２２８，８６８に記載されているもので
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ある。
【０１６４】
ｃ．ポリアクリルアミドポリマー
本発明の組成物は、必要に応じて、ポリアクリルアミドポリマー、特に置換分岐又は非
分岐ポリマーを含む非イオン性ポリアクリルアミドポリマーを含んでもよい。これらのポ
リアクリルアミドポリマーの中でも、ＣＴＦＡ表記ポリアクリルアミド及びイソパラフィ
ン及びラウレス−７の非イオン性ポリマーが好ましく、商品名Sepigel305としてSeppic C
orporationより市販されている。
【０１６５】
本明細書で有用なもうひとつのポリアクリルアミドポリマーには、アクリルアミド類及
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び置換アクリルアミド類とアクリル酸類及び置換アクリル酸類との多重ブロックコポリマ
ーが挙げられる。このような多重ブロックコポリマーの市販商品の例としては、Lipo Che
micals、Inc.のHypanSR150H、SS500V、SS500W、SSSA100Hが挙げられる。
【０１６６】
また組成物は、United Guardian社のLubrajel（登録商標）という商品範囲を例とする
タイプの増粘ゲル及びテクスチャーゲルを含んでもよい。これらのゲルは、保湿特性、増
粘特性、安定化特性を有し、１〜９９％の濃度範囲で用いることができるが、５〜１５％
が最も有利である。
【０１６７】
ｄ．多糖類
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本明細書では、多種多様な多糖類が有用である。
「多糖類」とは、反復する糖（即ち炭水化物）単位の骨格を含有するゲル化剤をいう。
多糖類ゲル化剤の非限定的な例としては、セルロース、カルボキシメチルヒドロキシエチ
ルセルロース、プロピオン酸カルボン酸セルロースアセテート、ヒドロキシエチルセルロ
ース、ヒドロキシエチル・エチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキ
シプロピルメチルセルロース、メチルヒドロキシエチルセルロース、微結晶セルロース、
セルロース硫酸ナトリウム、及びこれらの混合物からなる群より選択されるものが挙げら
れる。
【０１６８】
また本明細書では、アルキルで置換されたセルロースも有用である。アルキルヒドロキ
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シアルキルセルロースエーテルのうち好ましいのは、ＣＴＦＡ名称がセチルヒドロキシエ
チルセルロースである材料であって、これはセチルアルコール及びヒドロキシエチルセル
ロースのエーテルである。この材料は、Natrosol（登録商標）CS Plusの商品名でAqualon
Corporationから販売されている。
【０１６９】
その他の有用な多糖類には、３単位毎に（１〜６）連結グルコースを有する（１〜３）
連結グルコース単位の直鎖であるスクレログルカンが含まれ、その市販例が、Michel Mer
cier Products Inc.のClearogel（商標）CS11である。
【０１７０】
ｅ．ガム

10

本明細書において有用なその他の増粘剤及びゲル化剤には、主として自然の供給源由来
の物質が含まれる。このようなゲル化剤の非限定的な例としては、アカシア、寒天、アル
ギン、アルギン酸、アルギン酸アンモニウム、アミロペクチン、アルギン酸カルシウム、
カラゲナンカルシウム、カルニチン、カラゲナン、デキストリン、ゼラチン、ゲランガム
、グアーガム、グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド、ヘクトライト、ヒアル
ロン酸、水酸化珪素、ヒドロキシプロピルキトサン、ヒドロキシプロピルグアー、カラヤ
ガム、ケルプ、イナゴマメガム、納豆ガム（Natto gum）、アルギン酸カリウム、カラゲ
ナンカリウム、アルギン酸プロピレングリコール、スクレロチンガム、カルボキシメチル
デキストランナトリウム、カラゲナンナトリウム、トラガカントガム、キサンタンガム、
及びその混合物から選択される物質が挙げられる。

20

【０１７１】
３１．制汗剤有効成分
また、本発明の組成物は、制汗剤有効成分を含んでもよい。好適な制汗剤有効成分は、
収斂薬金属塩、特にアルミニウムジルコニウム及び亜鉛の無機酸塩及び有機酸塩、及びそ
れらの混合物を含む。特に好ましいのは、アルミニウム含有及び／もしくはジルコニウム
含有材料、又は、ハロゲン化アルミニウム、クロルヒドロキシアルミニウム、アルミニウ
ムヒドロキシハロゲン化物、ジルコニルオキシハロゲン化物、ジルコニルヒドロキシハロ
ゲン化物等の塩、及びそれらの混合物である。ある実施形態では、制汗剤有効成分が本発
明の組成物に存在する場合、組成物は、組成物の約０．０１重量％〜約５０重量％、より
好ましくは約０．１重量％〜約４０重量％、さらに一層好ましくは約１重量％〜約３０重
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量％の制汗剤化合物を含む。
【０１７２】
３２．洗浄性界面活性剤
本発明の組成物は、洗浄性界面活性剤を約１％〜約９０％、より好ましくは 約５％〜
約１０％含んでもよい。洗浄性界面活性剤構成成分は、組成物に洗浄性能を与えるために
含まれる。洗浄性界面活性剤構成成分は、同様に、アニオン性の洗浄性界面活性剤、双性
又は両性の洗浄性界面活性剤、又はこれらの組み合わせを含む。本明細書の組成物に使用
される好適なアニオン性の洗浄性界面活性剤構成成分には、ヘアケア又は他のパーソナル
ケア洗浄組成物への使用が公知であるものが挙げられる。組成物中にアニオン性界面活性
剤構成成分を含む場合、その濃度は、所望の洗浄及び起泡性能を提供するのに十分である
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ことが好ましく、一般に、約５％〜約５０％、好ましくは約８％〜約３０％、より好まし
くは約１０％〜約２５％、更により好ましくは約１２％〜約２２％の範囲であり得る。
【０１７３】
組成物への使用に好適な好ましいアニオン性界面活性剤は、アルキル及びアルキルエー
テルサルフェートである。他の好適なアニオン性洗浄性界面活性剤は、有機及び硫酸反応
生成物の水溶性塩、アルコイルイセチオネート、メチルタウリドの脂肪酸アミドのナトリ
ウム又はカリウム塩、オレフィンスルホン酸塩、β−アルキルオキシアルカンスルホネー
トである。
【０１７４】
本組成物に用いられるのに好ましいアニオン性洗浄性界面活性剤には、ラウリル硫酸ア
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ンモニウム、ラウレス硫酸アンモニウム、ラウリル硫酸トリエチルアミン、ラウレス硫酸
トリエチルアミン、ラウリル硫酸トリエタノールアミン、ラウレス硫酸トリエタノールア
ミン、ラウリル硫酸モノエタノールアミン、ラウレス硫酸モノエタノールアミン、ラウリ
ル硫酸ジエタノールアミン、ラウレス硫酸ジエタノールアミン、ラウリルモノグリセリド
硫酸ナトリウム、ラウリル硫酸ナトリウム、ラウレス硫酸ナトリウム、ラウリル硫酸カリ
ウム、ラウレス硫酸カリウム、ラウリルサルコシン酸ナトリウム、ラウロイルサルコシン
酸ナトリウム、ラウリルサルコシン、ココイルサルコシン、ココイル硫酸アンモニウム、
ラウロイル硫酸アンモニウム、ココイル硫酸ナトリウム、ラウロイル硫酸ナトリウム、コ
コイル硫酸カリウム、ラウリル硫酸カリウム、ラウリル硫酸トリエタノールアミン、ラウ
レス硫酸トリエタノールアミン、ココイル硫酸モノエタノールアミン、ラウリル硫酸モノ
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エタノールアミン、トリデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ドデシルベンゼンスルホ
ン酸ナトリウム、ココイルイセチオン酸ナトリウム、及びこれらの組み合わせが挙げられ
る。
【０１７５】
本明細書の組成物に用いられる好適な両性又は双性イオン性の洗浄性界面活性剤には、
ヘアケア又は他のパーソナルケア洗浄における使用で公知の界面活性剤が挙げられる。こ
うした両性の洗浄性界面活性剤の濃度は、好ましくは、約０．５％〜約２０％、好ましく
は約１％〜約１０％の範囲である。好適な双性イオン性又は両性界面活性剤の非限定例は
、米国特許第５，１０４，６４６号、第５，１０６，６０９号に記載されている。
両性洗浄性界面活性剤は、脂肪族第二級及び第三級アミンの誘導体を含む。
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【０１７６】
本発明の組成物は、前述したアニオン性の洗浄性界面活性剤成分と組み合わせて使用さ
れる追加的な界面活性剤を更に含んでもよい。好適な任意の界面活性剤には、非イオン性
及びカチオン性の界面活性剤が挙げられる。ヘアケア製品又はパーソナルケア製品に用い
られる本技術分野において公知のいずれの界面活性剤を使用してもよいが、その任意の追
加的な界面活性剤が、組成物の必須構成成分と化学的及び物理的に適合性があるか、そう
でなければ製品性能、審美性又は安定性を過度に損なわない場合に限る。
【０１７７】
組成物中の任意の追加的な界面活性剤の濃度は、所望の洗浄又は起泡性能、選択される
任意の界面活性剤、所望の製品濃度、組成物中の他の構成成分の存在、及び本技術分野に
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おいて周知の他の要因に応じて変更してもよい。
【０１７８】
この組成物に用いるのに好適なその他のアニオン性、双性イオン性、両性、又は任意の
追加的な界面活性剤の非限定例は、「McCutcheon's,Detergents＆Emulsifiers」（１９８
９年年鑑、M.C.Publishing Co.より出版）、及び米国特許第３，９２９，６７８号、第２
，６５８，０７２号、第２，４３８，０９１号、第２，５２８，３７８号に記載されてい
る。
【０１７９】
３３．カチオン性、アニオン性及び両性ポリマー
本発明の組成物は、ホモポリマー、コポリマー、ターポリマー等のポリマーを含有し得
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る。本明細書でのポリマーを説明する便宜上、ポリマー中に存在するモノマー単位をモノ
マーと呼び、これらモノマーからポリマーを誘導可能である。モノマーはイオン性（例え
ばアニオン性、カチオン性、両性、双性イオン性）でも非イオン性でもよい。
【０１８０】
組成物中にカチオン性ポリマーを含む場合、その濃度は、典型的には、約０．０５％〜
約３％、好ましくは約０．０７５％〜約２．０％、より好ましくは約０．１％〜約１．０
％の範囲であり得る。
【０１８１】
ａ．カチオン性ポリマー
本発明の組成物に用いるのに好適なカチオン性ポリマーは、第四級アンモニウムのよう
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なカチオン性窒素含有部分又はカチオン性プロトン化アミノ部分を含有する。ポリマーが
、水に、組成物に、又は組成物のコアセルベート相に可溶なままである限り、また対イオ
ンが組成物の必須構成成分に物理的及び化学的に適合性があるか、そうでなければ過度に
製品性能、安定性又は審美性を損なわない限り、任意のアニオン性対イオンは、カチオン
性ポリマーとともに使用することができる。そのような対イオンの非限定例には、ハロゲ
ン化物（例、塩化物、フッ化物、臭化物、ヨウ化物）、硫酸塩及び硫酸メチルが挙げられ
る。こうしたポリマーの非限定例は、ＣＴＦＡに記載されている。
【０１８２】
好適なカチオン性ポリマーの非限定例としては、カチオン性プロトン化アミン又は第四
級アンモニウム官能基を有するビニルモノマーと、アクリルアミド、メタクリルアミド、

10

アルキル及びジアルキルアクリルアミド、アルキル及びジアルキルメタクリルアミド、ア
ルキルアクリレート、アルキルメタクリレート、ビニルカプロラクトン又はビニルピロリ
ドンのような水溶性スペーサーモノマーとのコポリマーが挙げられる。
【０１８３】
カチオン性モノマーの例としては、アクリル酸又はメタクリル酸と、アルキル中に１〜
５個の炭素原子を有するトリアルキルアミンの第４級化エピハロヒドリン生成物とから誘
導されるモノマー、例えば（メタ）アクリルオキシプロピルトリメチルアンモニウムクロ
リド及び（メタ）アクリルオキシプロピルトリエチルアンモニウムブロミド；メタクリル
酸又はメタクリルアミドと、Ｃ１〜Ｃ６アルキル基を有するジアルキルアルカノールアミ
ンとから誘導されるメタクリル酸のアミン誘導体又はメタクリルアミドのアミン誘導体、
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例えばジメチルアミノエチル（メタ）アクリレート、ジエチルアミノエチル（メタ）アク
リレート、ジメチルアミノプロピル（メタ）アクリレート、又はジメチルアミノプロピル
（メタ）アクリルアミドが挙げられる。
【０１８４】
本明細書の組成物のカチオン性ポリマーに含まれるのに好適なカチオン性プロトン化ア
ミノ及び第四級アンモニウムモノマーには、ジアルキルアミノアルキルアクリレート、ジ
アルキルアミノアルキルメタクリレート、モノアルキルアミノアルキルアクリレート、モ
ノアルキルアミノアルキルメタクリレート、トリアルキルメタクリルオキシアルキルアン
モニウム塩、トリアルキルアクリルオキシアルキルアンモニウム塩、ジアリル第四級アン
モニウム塩で置換されたビニル化合物、並びに、ピリジニウム、イミダゾリウム、及び四
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級化ピロリドン、例えばアルキルビニルイミダゾリウム、アルキルビニルピリジニウム、
アルキルビニルピロリドン塩のような環状カチオン性窒素含有環を有するビニル第四級ア
ンモニウムモノマーで置換されたビニル化合物が挙げられる。
【０１８５】
組成物に用いられる他の好適なカチオン性ポリマーには、１−ビニル−２−ピロリドン
及び１−ビニル−３−メチルイミダゾリウム塩（例えば、塩化物）のコポリマー（Cosmet
ic,Toiletry,and Fragrance Associationの「ＣＴＦＡ」により、産業界で、ポリクオタ
ニウム−１６と称される）；１−ビニル−２−ピロリドン及びジメチルアミノエチルメタ
クリレートのコポリマー（産業界で、ＣＴＦＡによりポリクオタニウム−１１と称される
）；例えば、ジメチルジアリルアンモニウムクロライドホモポリマー、及びアクリルアミ
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ド及びジメチルジアリルアンモニウムクロライドのコポリマーを含むカチオン性ジアリル
第四級アンモニウム含有ポリマー（産業界で、ＣＴＦＡにより、それぞれポリクオタニウ
ム６及びポリクオタニウム７と称される）；アクリル酸及びジメチルジアリルアンモニウ
ムクロライドのコポリマーを含むアクリル酸の両性コポリマー（産業界で、ＣＴＦＡによ
り、ポリクオタニウム２２と称される）、アクリル酸とジメチルジアリルアンモニウムク
ロライド及びアクリルアミドとのターポリマー（産業界で、ＣＴＦＡにより、ポリクオタ
ニウム３９と称される）、並びに、アクリル酸とメタクリルアミドプロピルトリメチルア
ンモニウムクロライド及びメチルアクリレートとのターポリマー（産業界で、ＣＴＦＡに
より、ポリクオタニウム４７と称される）が挙げられる。好ましいカチオン性置換モノマ
ーは、カチオン性置換ジアルキルアミノアルキルアクリルアミド、ジアルキルアミノアル
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キルメタクリルアミド、及びこれらの組み合わせである。非限定例はポリメタクリルアミ
ドプロピルトリモニウムクロライドであり、Rhone‑Poulenc社より、Polycare133の商品名
で入手可能である。
【０１８６】
組成物に用いられる他の好適なカチオン性ポリマーには、カチオン性セルロース誘導体
及びカチオン性デンプン誘導体等の多糖類ポリマーが挙げられる。
【０１８７】
好ましいカチオン性セルロースポリマーは、トリメチルアンモニウム置換エポキシドと
反応したヒドロキシエチルセルロースの塩であり、当業界（ＣＴＦＡ）ではポリクオタニ
ウム１０と称され、Amerchol Corp.よりポリマーＬＲ、ＪＲ、及びＫＧシリーズのポリマ

10

ーとして入手可能である。カチオン性セルロースのその他の好適な種類には、ラウリルジ
メチルアンモニウム置換エポキシドと反応したヒドロキシエチルセルロースのポリマーの
第四級アンモニウム塩が挙げられ、当業界（ＣＴＦＡ）ではポリクオタニウム２４と称さ
れる。これらの物質は、Amerchol Corp.より、ポリマーＬＭ−２００の商品名で入手可能
である。
【０１８８】
その他の好適なカチオン性ポリマーとしては、グアーヒドロキシプロピル塩化トリモニ
ウム等のカチオン性グアーガム誘導体が挙げられ、その具体例として、Rhone‑Poulenc In
corporatedより市販されているJaguarシリーズ、及びHercules,Inc.のアクアロン部門（A
qualon Division）より市販されているN‑Hanceシリーズが挙げられる。
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【０１８９】
その他の好適なカチオン性ポリマーには、第四級窒素含有セルロースエーテルが挙げら
れ、その幾つかの例は米国特許第３，９６２，４１８号に記載されている。その他の好適
なカチオン性ポリマーには、エーテル化セルロース、グアー及びデンプンのコポリマーが
挙げられ、その幾つかの例は米国特許第３，９５８，５８１号に記載されている。カチオ
ン性ポリマーが用いられる場合、本明細書のカチオン性ポリマーは、組成物に可溶性であ
るか、又は、カチオン性ポリマーと上述したアニオン性、両性及び／もしくは双性イオン
性の洗浄性界面活性剤構成成分とによって形成された組成物中の複合コアセルベート相に
可溶性であるかのいずれかである。また、カチオン性ポリマーの複合コアセルベートは、
組成物中の他の荷電物質で形成することもできる。
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【０１９０】
ｂ．アニオン性ポリマー
アニオン性ポリマーの例は、酢酸ビニルとクロトン酸コポリマーのコポリマー、酢酸ビ
ニル、クロトン酸とネオデカン酸ビニル等のアルファ−分枝鎖飽和脂肪族モノカルボン酸
ビニルエステルのターポリマー；並びにメチルビニルエーテルと無水マレイン酸のコポリ
マー、アクリル酸もしくはメタクリル酸を含むアクリルコポリマー及びターポリマーであ
る。
【０１９１】
アニオン性モノマーの例には、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、マレイン酸ハ
ーフエステル、イタコン酸、フマル酸及びクロトン酸等の不飽和カルボン酸モノマー；不
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飽和多塩基酸無水物（例えば無水コハク酸、無水フタル酸等）と、ヒドロキシル基含有ア
クリレート及び／又はメタクリレート（例えば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、ヒドロキシプロピルアクリレート等）とのハーフエステル；ス
ルホン酸基を有するモノマー、例えばスチレンスルホン酸、スルホエチルアクリレート及
びメタクリレート等；リン酸基を有するモノマー、例えば酸性ホスホオキシエチルアクリ
レート及びメタクリレート、３−クロロ−２−酸ホスホオキシプロピルアクリレート及び
メタクリレートなどが含まれる。
【０１９２】
ｃ．両性モノマー
両性モノマーの例としては、前述の（メタ）アクリル酸のアミン誘導体の双性イオン性
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誘導体又は（メタ）アクリルアミドのアミン誘導体（例えばジメチルアミノエチル（メタ
）アクリレート、ジメチルアミノプロピル（メタ）アクリルアミド）が挙げられ、これら
誘導体は、モノクロロ酢酸カリウム、モノブロモプロピオン酸ナトリウム、モノクロロ酢
酸のアミノメチルプロパノール塩、モノクロロ酢酸のトリエタノールアミン塩等のハロゲ
ン化脂肪酸塩によるものである。さらに、両性モノマーの例として、プロパンスルトンで
改質した前述の（メタ）アクリル酸のアミン誘導体又は（メタ）アクリルアミドのアミン
誘導体も挙げられる。
【０１９３】
３４．非イオン性ポリマー
本発明の組成物は、非イオン性ポリマーを含んでもよい。例えば、分子量が約１０００

10

を超えるポリアルキレングリコールを使用することができる。好適なポリエチレングリコ
ールポリマーとしては、ＰＥＧ−２Ｍ（Polyox WSR（登録商標）N−10としても知られ、U
nion Carbideから入手可能であり、PEG−2,000としても知られる）；ＰＥＧ−５Ｍ（Poly
ox WSR（登録商標）N−35及びPolyox WSR（登録商標）N−80としても知られ、Union Carb
ideから入手可能であり、PEG−5,000及びポリエチレングリコール300,000としても知られ
る）；ＰＥＧ−７Ｍ（Polyox WSR（登録商標）N−750としても知られ、Union Carbideか
ら入手可能である）；ＰＥＧ−９Ｍ（Polyox WSR（登録商標）N−3333としても知られ、U
nion Carbideから入手可能である）；及び、ＰＥＧ−１４Ｍ（Polyox WSR（登録商標）N
−3000としても知られ、Union Carbideから入手可能である）が挙げられる。
【０１９４】
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非イオン性モノマーの例は、例えばメタノール、エタノール、１−プロパノール、２−
プロパノール、１−ブタノール、２−メチル−１−プロパノール、１−ペンタノール、２
−ペンタノール、３−ペンタノール、２−メチル−１−ブタノール、１−メチル−１−ブ
タノール、３−メチル−１−ブタノール、１−メチル−１−ペンタノール、２−メチル−
１−ペンタノール、３−メチル−１−ペンタノール、ｔ−ブタノール、シクロヘキサノー
ル、２−エチル−１−ブタノール、３−ヘプタノール、ベンジルアルコール、２−オクタ
ノール、６−メチル−１−ヘプタノール、２−エチル−１−ヘキサノール、３，５−ジメ
チル−１−ヘキサノール、３，５，５−トリメチル−１−ヘキサノール、１−デカノール
、１−ドデカノール、１−ヘキサデカノール、１−オクタデカノール等のＣ１〜Ｃ２４ア
ルコールのアクリル酸エステル及びメタクリル酸エステル、スチレン、クロロスチレン、
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ビニルエステル（例えば酢酸ビニル）、塩化ビニル、塩化ビニリデン、アクリロニトリル
、α−メチルスチレン、ｔ−ブチルスチレン、ブタジエン、シクロヘキサジエン、エチレ
ン、プロピレン、ビニルトルエン、アルコキシアルキル（メタ）アクリレート、メトキシ
エチル（メタ）アクリレート、ブトキシエチル（メタ）アクリレート；アリルアクリレー
ト、アリルメタクリレート、シクロヘキシルアクリレート及びメタクリレート、オレイル
アクリレート及びメタクリレート、ベンジルアクリレート及びメタクリレート、テトラヒ
ドロフルフリルアクリレート及びメタクリレート、エチレングリコールジ−アクリレート
及びメタクリレート、１，３−ブチレングリコールジ−アクリレート及びメタクリレート
、ジアセトンアクリルアミド、イソボルニル（メタ）アクリレート、ｎ−ブチルメタクリ
レート、イソブチルメタクリレート、２−エチルヘキシルメタクリレート、メチルメタク
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リレート、ｔ−ブチルアクリレート、ｔ−ブチルメタクリレート、及びそれらの混合物で
ある。
【０１９５】
３５．毛髪コンディショニング剤
コンディショニング剤は、角質組織に特定のコンディショニング効果を与えるために使
用される任意の物質を含む。例えば、毛髪用トリートメント組成物において好適なコンデ
ィショニング剤には、光沢、柔軟性、櫛通りの良さ、静電気防止特性、濡れている時の取
扱性、損傷、扱いやすさ、髪のボリューム、及び油脂潤滑性に関連した一以上の効果を提
供するものを含む。
【０１９６】
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本発明の組成物に有用なコンディショニング剤は、乳化液体粒子を形成する非水溶性の
水分散性不揮発性液体を含み得る。本組成物に用いるのに好適なコンディショニング剤は
、一般に、シリコーン（例えばシリコーンオイル、カチオン性シリコーン、シリコーンゴ
ム、屈折率の高いシリコーン、及びシリコーン樹脂）、有機コンディショニングオイル（
例えば炭化水素油、ポリオレフィン及び脂肪酸エステル）又はこれらの組み合わせとして
特徴付けられるコンディショニング剤であるか、本明細書の水性界面活性剤マトリックス
中に液状の分散粒子を形成するコンディショニング剤である。
【０１９７】
組成物中にコンディショニング剤を用いる場合には、その濃度は、所望のコンディショ
ニング効果を提供するのに十分な濃度であればよく、これは当業者にとって明らかなもの
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である。このような濃度は、コンディショニング剤、所望のコンディショニング性能、コ
ンディショニング剤粒子の平均の大きさ、その他の構成成分の種類及び濃度、並びにその
他の要因によって変更可能である。
【０１９８】
ａ．シリコーン
本発明の組成物のコンディショニング剤は、好ましくは不溶性シリコーンコンディショ
ニング剤である。シリコーンコンディショニング剤粒子は、揮発性シリコーン、不揮発性
シリコーン、又はこれらの組み合わせを含んでもよい。不揮発性シリコーンコンディショ
ニング剤が好ましく使用される。揮発性シリコーンが存在する場合、それは、典型的には
、不揮発性シリコーン物質成分（シリコーンゴム及び樹脂等）を市販形態にするために溶

20

媒又は担体として使用するのに付随して生じる。シリコーンコンディショニング剤粒子は
シリコーン流体コンディショニング剤を含んでもよく、シリコーン流体の付着効率を改善
し又は毛髪の光沢度を高めるためのシリコーン樹脂等の他の構成成分を含んでもよい。
【０１９９】
シリコーンコンディショニング剤の濃度は、典型的には、約０．０１％〜約１０％、好
ましくは約０．１％〜約８％、より好ましくは約０．１％〜約５％、より好ましくは約０
．２％〜約３％の範囲である。好適なシリコーンコンディショニング剤及びシリコーンの
ための任意の懸濁剤の非限定例は、米国再発行特許第３４，５８４号、米国特許第５，１
０４，６４６号及び米国特許第５，１０６，６０９号に記載されている。
【０２００】
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シリコーン流体、ゴム及び樹脂、並びにシリコーンの製造を論じる項を含むシリコーン
に関する背景資料は、「Encyclopedia of Polymer Science and Engineering」（１５巻
、第２版、２０４〜３０８ページ、John Wiley＆Sons, Inc.、１９８９年）に見ることが
できる。
【０２０１】
ｂ．シリコーンオイル
シリコーン流体としてはシリコーンオイルが挙げられ、これは２５℃にて測定して粘度
が１，０００，０００ｃｓｋ未満、好ましくは約５ｃｓｋ〜約１，０００，０００ｃｓｋ
、より好ましくは約１００ｃｓｋ〜約６００，０００ｃｓｋである流動性を有するシリコ
ーン物質である。本発明の組成物に用いられる好適なシリコーンオイルには、ポリアルキ

40

ルシロキサン、ポリアリールシロキサン、ポリアルキルアリールシロキサン、ポリエーテ
ルシロキサンコポリマー、及びこれらの混合物が挙げられる。また、ヘアコンディショニ
ング特性を有する他の不溶性不揮発性シリコーン流体を使用してもよい。
【０２０２】
ｃ．アミノ及びカチオン性シリコーン
本発明の組成物における使用に好適なカチオン性シリコーン流動体は、「トリメチルシ
リルアモジメチコーン」として知られるポリマーを含むが、これらに制限されるものでは
ない。本発明の組成物に用い得る他のシリコーンカチオン性ポリマーは、シリコーン ALE
56（登録商標）であり、Union Carbide社より入手可能である。
【０２０３】
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ｄ．シリコーンゴム
本発明の組成物に用いるのに好適なその他のシリコーン流体は、不溶性のシリコーンゴ
ムである。これらのゴムは、２５℃で測定したときに、１，０００，０００ｃｓｋ以上の
粘度を有するポリオルガノシロキサン物質である。シリコーンゴムは、米国特許第４，１
５２，４１６号； Noll and Walterの「Chemistry and Technology of Silicones」（ニ
ューヨーク、Academic Press、１９６８年）；General Electric社のシリコーンゴム製品
データシートSE30、SE33、SE54、及びSE76に記載されている。本発明の組成物に用いられ
るシリコーンゴムの具体的な非限定例には、ポリジメチルシロキサン、（ポリジメチルシ
ロキサン）（メチルビニルシロキサン）コポリマー、ポリ（ジメチルシロキサン）（ジフ
ェニルシロキサン）（メチルビニルシロキサン）コポリマー、及びこれらの混合物が挙げ
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られる。
【０２０４】
ｅ．高屈折率シリコーン
本発明の組成物に用いるのに好適なその他の不揮発性の不溶性シリコーン流体コンディ
ショニング剤は、少なくとも約１．４６、好ましくは少なくとも約１．４８、より好まし
くは少なくとも約１．５２、より好ましくは少なくとも約１．５５の屈折率を有する「高
屈折率シリコーン」として既知のものである。ポリシロキサン流体の屈折率は、一般に約
１．７０未満、典型的には約１．６０未満である。この状況では、ポリシロキサン「流体
」には、油と同様にガム類が含まれる。
【０２０５】
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高屈折率シリコーンが本発明の組成物に用いられる場合、好ましくは、高屈折率シリコ
ーンは、シリコーン樹脂又は界面活性剤等の展着剤とともに溶液中で用いられる。これに
より、十分な量で表面張力を減少させ、展着を高め、この結果、本組成物で処理される毛
髪の光沢（乾燥後）を高めることが可能となる。
【０２０６】
本発明の組成物に用いるのに好適なシリコーン流体は、米国特許第２，８２６，５５１
号、米国特許第３，９６４，５００号、米国特許第４，３６４，８３７号、英国特許第８
４９，４３３号、及び「Silicon Compound」（Petrarch Systems, Inc.、１９８４年）に
開示されている。
【０２０７】
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ｆ．シリコーン樹脂
シリコーン樹脂は、本発明の組成物のシリコーンコンディショニング剤に含まれてもよ
い。これらの樹脂は、高度に架橋したポリマーシロキサン系である。架橋は、シリコーン
樹脂の製造時に、三官能性及び四官能性のシランを一官能性もしくは二官能性、又はその
両方のシランとともに取り込むことによって導入される。
【０２０８】
３６．有機コンディショニングオイル
本発明の組成物はまた、有機コンディショニングオイルを含んでもよい。ある実施形態
では、組成物の約０．０５重量％〜約２０重量％、好ましくは約０．０８重量％〜約１．
５重量％、より好ましくは約０．１重量％〜約１重量％の少なくとも１つの有機コンディ
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ショニングオイルをコンディショニング剤として、単独で含んでもよく、シリコーン（上
述）のような他のコンディショニング剤と組み合わせて含んでもよい。
【０２０９】
ａ．炭化水素油
本発明の組成物におけるコンディショニング剤として用いるのに好適な有機コンディシ
ョニングオイルには、少なくとも約１０個の炭素原子を有する炭化水素油、例えば、ポリ
マー及びその混合物を含む、環状炭化水素、直鎖脂肪族炭化水素（飽和又は不飽和）及び
分枝鎖脂肪族炭化水素（飽和又は不飽和）等の炭化水素油が挙げられるが、これらに限定
されない。直鎖状炭化水素油は、好ましくは、炭素数が約１２〜約１９である。分枝鎖炭
化水素油は、炭化水素ポリマーを含み、典型的には、１９個より多くの炭素原子を含有す
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る。
【０２１０】
これら炭化水素油の具体的な非限定例としては、パラフィン油、鉱物油、飽和及び不飽
和ドデカン、飽和及び不飽和トリデカン、飽和及び不飽和テトラデカン、飽和及び不飽和
ペンタデカン、飽和及び不飽和ヘキサデカン、ポリブテン、ポリデセン、並びにこれらの
混合物が挙げられる。また、これらの化合物の分枝鎖異性体と同様に長鎖炭化水素も使用
することができ、その例としては、パーメチル置換異性体等の高度に分枝、飽和又は不飽
和化されたアルカン（例えば、２，２，４，４，６，６，８，８−ジメチル−１０−メチ
ルウンデカン及び２，２，４，４，６，６−ジメチル−８−メチルノナン（Permethyl Co
rportionから入手可能）等）のヘキサデカン及びエイコサンのパーメチル置換異性体、ポ
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リブテン及びポリデセン等の炭化水素ポリマーが挙げられる。好ましい炭化水素ポリマー
は、イソブチレンとブテンのコポリマーのようなポリブテンである。この種類の市販の物
質は、Amoco Chemical CorportionのＬ−１４ポリブテンである。その他の例として、水
添ポリイソブテ又は流動イソパラフィンが挙げられる。
【０２１１】
ｂ．ポリオレフィン
本発明の組成物に用いられる有機コンディショニングオイルはまた、液体ポリオレフィ
ン、より好ましくは液体ポリ−α−オレフィン、より好ましくは水素添加液体ポリ−α−
オレフィンを含む。本明細書で使用されるポリオレフィンは、Ｃ４〜Ｃ１４、好ましくは
Ｃ６〜Ｃ１２のオレフィン系モノマーの重合によって調製される。
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本明細書のポリオレフィン液を調製する際に使用されるオレフィンモノマーの好適な非
限定例としては、エチレン、プロピレン、１−ブテン、１−ペンテン、１−ヘキセンから
１−ヘキサデセン、１−オクテン、１−デセン、１−ドデセン、１−テトラデセン、４−
メチル−１−ペンテン等の分枝鎖異性体及びこれらの混合物が挙げられる。また、ポリオ
レフィン液の調製に好適なものは、オレフィン含有精製供給材料又は廃液である。
【０２１２】
ｃ．脂肪酸エステル
本発明の組成物におけるコンディショニング剤として用いられる好適な他の有機コンデ
ィショニングオイルには、少なくとも１０個の炭素原子を有する脂肪酸エステルが挙げら
れるが、これに限定されない。これらの脂肪酸エステルには、脂肪酸又はアルコールから
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誘導されるヒドロカルビル鎖を有するエステル（例えば、モノエステル、多価アルコール
エステル、並びにジ−及びトリ−カルボン酸エステル）が挙げられる。本明細書の脂肪酸
エステルのヒドロカルビルラジカルは、アミド及びアルコキシ部分（例えば、エトキシ又
はエーテル結合等）のような他の適合性のある官能基を含んでもよく、又はそれら官能基
と共有結合してもよい。
【０２１３】
好ましい脂肪酸エステルの具体例としては、イソステアリン酸イソプロピル、ラウリン
酸ヘキシル、ラウリン酸イソヘキシル、パルミチン酸イソヘキシル、パルミチン酸イソプ
ロピル、オレイン酸デシル、オレイン酸イソデシル、ステアリン酸ヘキサデシル、ステア
リン酸デシル、イソステアリン酸イソプロピル、アジピン酸ジヘキシルデシル、乳酸ラウ
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リル、乳酸ミリスチル、乳酸セチル、ステアリン酸オレイル、オレイン酸オレイル、ミリ
スチン酸オレイル、酢酸ラウリル、プロピオン酸セチル、及びアジピン酸オレイルが挙げ
られるが、これらに限定されない。
【０２１４】
本発明の組成物に用いられる好適なその他の脂肪酸エステルは、一般式、Ｒ'ＣＯＯＲ
のモノカルボン酸エステルであり、式中、Ｒ'及びＲはアルキル又はアルケニルラジカル
であり、Ｒ'及びＲの炭素原子の合計は少なくとも１０個であり、好ましくは少なくとも
２２個である。
【０２１５】
本発明の組成物に用いられる好適なさらなる他の脂肪酸エステルは、カルボン酸のジ−
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及びトリ−アルキル並びにアルケニルエステル、例えばＣ４〜Ｃ８のジカルボン酸のエス
テル（Ｃ１〜Ｃ２２のエステル、好ましくはＣ１〜Ｃ６のエステル、例えば、コハク酸、
グルタル酸及びアジピン酸）である。カルボン酸のジ−及びトリ−アルキル並びにアルケ
ニルエステルの具体的な非限定例としては、ステアリン酸イソセチルステアリル、アジピ
ン酸ジイソプロピル、及びクエン酸トリステアリルが挙げられる。
【０２１６】
本発明の組成物に用いられる好適なその他の脂肪酸エステルは、多価アルコールエステ
ルとして既知のものである。そのような多価アルコールエステルには、エチレングリコー
ルモノ−及びジ−脂肪酸エステル、ジエチレングリコールモノ−及びジ−脂肪酸エステル
、ポリエチレングリコールモノ−及びジ−脂肪酸エステル、プロピレングリコールモノ−

10

及びジ−脂肪酸エステル、ポリプロピレングリコールモノオレエート、ポリプロピレング
リコール２０００モノステアレート、エトキシル化プロピレングリコールモノステアレー
ト、グリセリルモノ−及びジ−脂肪酸エステル、ポリグリセロールポリ脂肪酸エステル、
エトキシル化モノステアリン酸グリセリル、１，３−ブチレングリコールモノステアレー
ト、１，３−ブチレングリコールジステアレート、ポリオキシエチレンポリオール脂肪酸
エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、及びポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステ
ル等のアルキレングリコールエステルが挙げられる。
【０２１７】
本発明の組成物に用いられる好適なさらなる他の脂肪酸エステルはグリセリドであり、
モノ−、ジ−及びトリグリセリド、好ましくはジ−及びトリグリセリド、より好ましくは

20

トリグリセリドが挙げられるが、これらに限定されない。本明細書に記載の組成物に用い
られるには、グリセリドは、好ましくは、グリセロールのモノ−、ジ−及びトリエステル
、並びにＣ１０〜Ｃ２２のカルボン酸等の長鎖カルボン酸である。これらの種類の様々な
物質は、植物及び動物の油脂、例えば、ヒマシ油、ベニバナ油、綿実油、トウモロコシ油
、オリーブ油、タラ肝油、アーモンド油、アボカド油、パーム油、胡麻油、ラノリン、及
びダイズ油から得ることができる。合成油には、トリオレイン及びトリステアリングリセ
リルジラウレートが挙げられるが、これらに限定されない。
【０２１８】
本発明の組成物に用いられる好適なその他の脂肪酸エステルは、水不溶性の合成脂肪酸
エステルである。

30

【０２１９】
本発明の組成物に用いられる好適な合成脂肪酸エステルの具体的な非限定例には、P−4
3（トリメチロールプロパンのＣ８〜Ｃ１０トリエステル）、MCP−684（３，３ジエタノ
ール−１，５ペンタジオールのテトラエステル）、MCP121（アジピン酸のＣ８〜Ｃ１０ジ
エステル）が挙げられ、これらのすべてはMobile Chemical Companyより入手可能である
。
【０２２０】
３７．フケ防止有効成分
また本発明の組成物は、フケ防止剤を含んでもよい。フケ防止粒子状物質の好適な非限
定例としては、ピリジンチオン塩、アゾール、硫化セレン、粒子状イオウ、及びこれらの

40

混合物が挙げられる。好ましくはピリジンチオン塩、特に好ましくは１−ヒドロキシ−２
−ピリジンチオン塩である。ピリジンチオンフケ防止粒子状物質の濃度は、典型的には、
組成物の約０．１重量％〜約４重量％、好ましくは約０．１重量％〜約３重量％、より好
ましくは約０．３重量％〜約２重量％の範囲である。好ましいピリジンチオン塩には、亜
鉛、スズ、カドミウム、マグネシウム、アルミニウム、及びジルコニウム等の重金属から
形成されるものが挙げられ、好ましくは亜鉛、より好ましくは１−ヒドロキシ−２−ピリ
ジンチオンの亜鉛塩（「ジンクピリジンチオン」又は「ＺＰＴ」として既知である）が挙
げられる。ピリジンチオンフケ防止剤は、例えば、米国特許第２，８０９，９７１号、米
国特許第３，２３６，７３３号、米国特許第３，７５３，１９６号、米国特許第３，７６
１，４１８号、米国特許４，３４５，０８０号、米国特許第４，３２３，６８３号、米国
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特許第４，３７９，７５３号、及び米国特許第４，４７０，９８２号に記載されている。
【０２２１】
３８．保湿剤
本発明の組成物は保湿剤を含有してもよい。保湿剤は、多価アルコール、水溶性アルコ
キシル化非イオン性ポリマー、及びこれらの混合物からなる群より選択され得る。本明細
書で使用される場合、保湿剤は、好ましくは、約０．１重量％〜約２０重量％、より好ま
しくは約０．５重量％〜約５重量％の濃度で使用される。
【０２２２】
本明細書で有用な多価アルコールには、グリセリン、ソルビトール、プロピレングリコ
ール、ブチレングリコール、ヘキシレングリコール、エトキシル化グルコース、１，２−

10

ヘキサンジオール、ヘキサントリオール、ジプロピレングリコール、エリスリトール、ト
レハロース、ジグリセリン、キシリトール、マルチトール、マルトース、グルコース、フ
ルクトース、コンドロイチン硫酸ナトリウム、ヒアルロン酸ナトリウム、アデノシンリン
酸ナトリウム、乳酸ナトリウム、ピロリドンカーボネート、グルコサミン、シクロデキス
トリン、及びこれらの混合物が挙げられる。
【０２２３】
本明細書で有用な水溶性アルコキシル化非イオン性ポリマーには、約１，０００までの
分子量を有するポリエチレングリコール及びポリプロピレングリコール、例えば、ＰＥＧ
−２００、ＰＥＧ−４００、ＰＥＧ−６００、ＰＥＧ−１０００（ＣＴＦＡ名称）のもの
、及びこれらの混合物が挙げられる。

20

【０２２４】
３９．懸濁剤
本発明の組成物は、さらに懸濁剤を含んでもよく、好ましくは、非水溶性物質を組成物
中に分散させた形態において懸濁するために、又は組成物の粘度を調節するために、有効
な濃度の懸濁剤が含まれる。このような濃度は、好ましくは約０．１重量％〜約１０重量
％、より好ましくは約０．３重量％〜約５．０重量％の範囲であり得る。
【０２２５】
本明細書で有用な懸濁剤には、アニオン性ポリマー及び非イオン性ポリマーが挙げられ
る。本明細書において有用であるのは、ＣＴＦＡ名カルボマー（Carbomer）を有する架橋
アクリル酸ポリマー等のビニルポリマー、セルロース誘導体及び変性セルロースポリマー
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、例えばメチルセルロース、エチルセルロース、ニトロセルロース、カルボキシメチルセ
ルロースナトリウム、結晶性セルロース、セルロース粉末、ポリビニルピロリドン、ポリ
ビニルアルコール、グアーガム、ヒドロキシプロピルグアーガム、アラビアガム、ガラク
タン、カロブガム、ペクチン、寒天、マルメロ種子（Cydonia oblonga Mill）、デンプン
（コメ、トウモロコシ、ジャガイモ、小麦）、藻類コロイド（藻類抽出物）、微生物学的
ポリマー、例えばデキストラン、サクシノグルカン、プルラン（pulleran）、デンプン系
ポリマー、例えばカルボキシメチルデンプン、メチルヒドロキシプロピルデンプン、アル
ギン酸系ポリマー、例えばアルギン酸ナトリウム、アルギン酸プロピレングリコールエス
テル、アクリレートポリマー、例えばポリアクリル酸ナトリウム、ポリエチルアクリレー
ト、ポリアクリルアミド、ポリエチレンイミン、並びに無機水溶性物質、例えばベントナ
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イト、アルミニウムマグネシウムシリケート、ラポナイト、ヘクトナイト、及び無水ケイ
酸である。また増粘剤として上述した有効成分も、本発明において懸濁剤としてとして使
用できる。
【０２２６】
本明細書で極めて有用な市販の粘度変性剤には、B.F.Goodrich Companyより全て入手可
能な商品名Carbopol934、Carbopol940、Carbopol950、Carbopol980、及びCarbopol981を
有するカルボマー、Rohm and Hass社より入手可能な商品名ACRYSOL22を有するアクリレー
ト／ステアレス−２０メタクリレートコポリマー、Amerchol社より入手可能な商品名AMER
CELL POLYMER HM−1500を有するノンオキシニルヒドロキシエチルセルロース、Hercules
社より全て供給される商品名BENECELを有するメチルセルロース、商品名NATROSOLを有す
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るヒドロキシエチルセルロース、商品名KLUCELを有するヒドロキシプロピルセルロース、
商品名POLYSURF67を有するセチルヒドロキシエチルセルロース、そして、Amerchol社より
全て供給される商品名CARBOWAX PEG、POLYOX WASR、及びUCONFLUIDを有するエチレンオキ
シド及び／又はプロピレンオキシド系ポリマーが挙げられる。
【０２２７】
他の任意の懸濁剤は、結晶性懸濁剤を含み、この結晶性懸濁剤は、アシル誘導体、長鎖
アミンオキシド、長鎖アシル誘導体及びこれらの混合物として分類されるものである。こ
れらの懸濁剤は、米国特許第４，７４１，８５５号に記載されている。これらの好ましい
懸濁剤には、脂肪酸のエチレングリコールエステル、脂肪酸のアルカノールアミド、長鎖
脂肪酸の長鎖エステル（例えば、ステアリルステアレート、セチルパルミテート等）；長
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鎖アルカノールアミドの長鎖エステル（例えば、ステアラミドジエタノールアミドジステ
アレート、ステアラミドモノエタノールアミドステアレート）；及びグリセリルエステル
（例えば、グリセリルジステアレート、トリヒドロキシステアリン、トリベヘニン）が挙
げられ、その市販例はRheox,Inc. 社より入手可能なチキシン（Thixin）Ｒである。
【０２２８】
他の好適な懸濁剤は、少なくとも約１６個の炭素原子を有する脂肪酸アルキル部分を有
する第一級アミンを含み、その例としては、パルミタミン又はステアラミンが挙げられ、
またそれぞれが少なくとも約１２個の炭素原子を有する２つの脂肪酸アルキル部分を有す
る第二級アミンを含み、その例としてはジパルミトイルアミン又はジ（水素添加タロー）
アミンが挙げられる。更に他の好適な懸濁剤には、ジ（水素添加タロー）フタル酸アミド
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、及び架橋無水マレイン酸−メチルビニルエーテルコポリマーが挙げられる。
【０２２９】
４０．テルペン アルコール
本発明の組成物は、テルペンアルコール又はテルペンアルコール類の組み合わせを含ん
でもよい。本明細書で使用する時、「テルペンアルコール」とは、２つ以上の５−炭素イ
ソプレン単位［ＣＨ2＝Ｃ（ＣＨ3）−ＣＨ＝ＣＨ2］から構成され、末端ヒドロキシル基
を有する有機化合物を指す。当該組成物は、組成物の約０．００１重量％〜約５０重量％
、好ましくは約０．０１重量％〜約２０重量％、より好ましくは約０．１重量％〜約１５
重量％、より一層好ましくは約０．１重量％〜約１０重量％、より好ましくは約０．５重
量％〜約５重量％、一層より好ましくは約１重量％〜約５重量％のテルペンアルコールを
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含んでもよい。
【０２３０】
本明細書で有用となり得るテルペンアルコール類の例としては、ファルネソール、ファ
ルネソールの誘導体、ファルネソールの異性体、ゲラニオール、ゲラニオールの誘導体、
ゲラニオールの異性体、フィタントリオール、フィタントリオールの誘導体、フィタント
リオールの異性体、及びこれらの混合物が挙げられる。本明細書で用いるのに好ましいテ
ルペンアルコールは、ファルネソールである。
【０２３１】
ａ．ファルネソール及びその誘導体
ファルネソールは、天然に存在する物質で、スクアラン及びステロール類、とりわけコ

40

レステロールの生合成において、前駆体及び／又は中間体の役割を果たすと考えられてい
る。ファルネソールはまた、タンパク質の修飾及び制御（例えばたんぱく質のファルネシ
ル化）に関わる。そしてファルネソールに応答する細胞核受容体が存在している。
【０２３２】
ファルネソールは、化学的には［２Ｅ，６Ｅ］−３，７，１１−トリメチル−２，６，
１０−ドデカトリエン−１−オールであり、本明細書で使用する時、「ファルネソール」
には、その異性体及び互変異性体が包含される。ファルネソールは、例えばファルネソー
ル（Dragoco社からの異性体の混合物）、及びトランス−トランス−ファルネソール（Sig
ma Chemical Company）の製品名で、市販されている。ファルネソールの適切な誘導体は
、Aldrich Chemical Companyから市販されているファルネシルアセテートである。
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【０２３３】
ｂ．ゲラニオール及びその誘導体
ゲラニオールは、３，７−ジメチル−２，６−オクタジエン−１−オールとして知られ
る化学物質に対する一般名である。本明細書で使用する時、「ゲラニオール」には、その
異性体及び互変異性体が包含される。ゲラニオールは、Aldrich Chemical Companyから市
販されている。好適なゲラニオールの誘導体としては、ゲラニルアセテート、ゲラニルゲ
ラニオール、ピロリン酸ゲラニル、ピロリン酸ゲラニルゲラニルが挙げられ、それらはす
べてSigma Chemical Companyから市販されている。例えば、ゲラニオールは、クモ状脈管
／赤斑治療剤、目の周りのくま／腫れた目の治療剤、血色の悪さの治療剤、たるみ治療剤
、かゆみ止め剤、皮膚濃厚剤、毛穴低減剤、油分／光沢低減剤、炎症後色素沈着治療剤、

10

創傷処置剤、抗セルライト剤として、並びに、皺及び小皺を含む皮膚の肌目の調整に有用
である。
【０２３４】
ｃ．フィタントリオール及びその誘導体
フィタントリオールは、３，７，１１，１５，テトラメチルヘキサデカン−１，２，３
，−トリオールとして知られる化学物質に対する一般名である。フィタントリオールはＢ
ＡＳＦから市販されている。例えば、フィタントリオールはクモ状脈管／赤斑治療剤、目
の周りのくま／腫れた目の治療剤、血色の悪さの治療剤、たるみ治療剤、かゆみ止め剤、
皮膚濃厚剤、毛穴低減剤、油分／光沢低減剤、炎症後色素沈着治療剤、創傷処置剤、抗セ
ルライト剤として、並びに、皺及び小皺を含む皮膚の肌目の調整に有用である。
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【０２３５】
４１．酵素、酵素阻害剤及び酵素活性剤（補酵素）
本発明の組成物は、安全且つ効果的な量の１つ以上の酵素、酵素阻害剤又は酵素活性剤
（補酵素）を含んでもよい。酵素の例として、リパーゼ、プロテアーゼ、カタラーゼ、ス
ーパーオキシドジスムターゼ、アミラーゼ、グルクロニダーゼ、ペルオキシダーゼ、特に
、グルタチオンペルオキシダーゼ又はラクトペルオキシダーゼ、セラミダーゼ、ヒアルロ
ニダーゼが挙げられる。これら酵素は全て、抽出によって、又は発酵バイオテクノロジー
工程によって得ることが可能である。酵素阻害剤の例として、トリプシン阻害剤、ボウマ
ン・バーク（Bowman‑Birk)阻害剤、キモトリプシン阻害剤、タンニンを含む又は含まない
植物抽出物、フラボノイド、酵素活性を阻害するケルセチンが挙げられる。酵素の調製は

30

、例えばSEDERMA社（France）（ＷＯ０２/０６６６６８）によって提供される製品名VENU
CEANEを参照できる。酵素活性剤及び補酵素は、補酵素Ａ、補酵素Ｑ１０（ユビキノン）
、グリシルリジン、ベルベリン、クリシンを含む。
【０２３６】
II．担体
本発明の組成物は、所望の製品形態によって、経口的にもしくは皮膚科学的に許容され
る担体を含んでもよく、又は注射液を含んでもよい。
【０２３７】
Ａ．皮膚科学的に許容される担体
本発明の局所用組成物はまた、組成物に皮膚科学的に許容される担体も含有してよい。
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ある実施形態では、担体は、約５０％〜約９９．９９％、好ましくは約６０％〜約９９．
９％、より好ましくは約７０％〜約９８％、及びより一層好ましくは約８０％〜約９５％
の濃度で存在する。
【０２３８】
担体は、多種多様な形態をとることが可能である。非限定的な例には、単純な液剤、（
水系又は油系）、エマルション、及び固形（ゲル、スティック）が含まれる。例えば、水
中油型、油中水型、シリコーン中水型、水中油中水型及びシリコーン中水中油型エマルシ
ョン等のエマルション担体が含まれるが、これらに限定されない。
【０２３９】
所望の製品形態によって、好ましい担体は、水中油型エマルション（例えば水中シリコ
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ーン）及び油中水エマルション、（例えばシリコーン中水エマルション）等のエマルショ
ンを含んでもよい。当業者であれば理解できることであるが、任意の構成成分は、組成物
における上記構成成分の水に対する溶解性／分散性に依存して、主に水又は油相のいずれ
かに分配されていく。ある実施形態では、水中油エマルションが最も好適に使用される。
【０２４０】
本発明に係るエマルションは、水相及び脂質又は油を含有し得る。脂質及び油は、動物
、植物又は石油由来のものであってもよく、天然でも合成（人工的）でもよい。好ましい
エマルションはグリセリン等の湿潤剤も含有してよい。エマルションは、さらに組成物に
対して、約０．１重量％から約１０重量％、より好ましくは約０．２重量％から約５重量
％の乳化剤を含有してもよい。乳化剤は、非イオン性、アニオン性又はカチオン性であっ
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てよい。適した乳化剤は、例えば、米国特許３，７５５，５６０号、米国特許４，４２１
，７６９号、及び「McCutcheon's,Detergents＆Emulsifiers」（北米版、３１７〜３２４
頁、１９８６年）に開示されている。適したエマルションは、所望の製品形状によって、
幅広い粘度を有していてもよい。
【０２４１】
本発明の組成物は、流れを備える液体（周囲条件下で）の形態であってもよい。そのた
め組成物は水性担体を含んでもよく、これは典型的には約２０％〜約９５％、好ましくは
約６０％〜約８５％の濃度で存在する。水性担体は、水、又は水と有機溶媒との混和性混
合物を含んでもよいが、好ましくは、他の必須構成成分又は任意構成成分の微量成分とし
て組成物中に付随的に組み込まれてしまう場合を除き、有機溶媒の濃度が最小限である水
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、又は有機溶媒の濃度が有意ではない水を含む。
【０２４２】
エマルションは更に消泡剤を含んでもよく、これにより角質組織へ塗布する際に泡の発
生を最小にすることが可能である。消泡剤としては、高分子量のシリコーン及びそのよう
な利用について公知である他の物質が挙げられる。
【０２４３】
好ましいシリコーン中水型エマルション及び水中油型エマルションを以下に詳説する。
【０２４４】
１．シリコーン中水型エマルション
シリコーン中水型エマルションは、連続的なシリコーン相及び分散した水性相を含むこ
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とが可能である。
【０２４５】
a．連続的なシリコーン相
本発明の好ましいシリコーン中水型エマルションは、約１重量％〜約６０重量％、好ま
しくは約５重量％〜約４０重量％、より好ましくは約１０重量％〜約２０重量％の連続的
なシリコーン相を含むことが可能である。連続的なシリコーン相は、以下に説明する不連
続な水性相を含む又は取り囲む外部相として存在する。
【０２４６】
連続的なシリコーン相はポリオルガノシロキサンオイルを含む。好ましいシリコーン中
水エマルション系を調製することによって、本発明の活性材料に酸化的に安定した媒体が
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提供される。これら好ましいエマルションにおける連続的なシリコーン相は、約５０重量
％〜約９９．９重量％のオルガノポリシロキサンオイル、及び約５０重量％より少ない非
シリコーンオイルを含む。特に好ましい実施形態において、連続的なシリコーン相は、連
続的なシリコーン相の少なくとも約５０重量％、好ましくは約６０重量％〜約９９．９重
量％、より好ましくは約７０重量％〜約９９．９重量％、より一層好ましくは約８０重量
％〜約９９．９重量％のポリオルガノシロキサンオイルを含み、及び連続的なシリコーン
相の約５０重量％まで、好ましくは約４０重量％より少なく、より好ましくは約３０重量
％より少なく、より一層好ましくは約１０重量％より少なく、及びより一層好ましくは約
２重量％より少ない非シリコーンオイルを含む。
【０２４７】
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組成物に使用するオルガノポリシロキサンオイルは、揮発性、不揮発性、又は揮発性及
び不揮発性シリコーンの混合物であってもよい。この状況で使用される「不揮発性」とい
う用語は、周囲条件下では液体であり、引火点が（１大気圧で）約１００℃を超えるシリ
コーンのことをいう。ここで用いられる「揮発性」という用語は、他のすべてのシリコー
ン油のことをいう。好適なオルガノポリシロキサンは、揮発性及び粘性が広範囲にわたる
多種多様なシリコーンから選択できる。適したオルガノポリシロキサンオイルの例には、
ポリアルキルシロキサン類、環式ポリアルキルシロキサン類及びポリアルキルアリールシ
ロキサン類が挙げられる。
【０２４８】
本明細書の組成物に有用なポリアルキルシロキサン類には、２５℃で粘度が約０．５〜
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約１，０００，０００センチストークのポリアルキルシロキサン類が挙げられる。市販の
ポリアルキルシロキサン類には、ジメチコーンとしても知られるポリジメチルシロキサン
類が挙げられ、その例としては、General Electric Companyより販売されるVicasil（登
録商標）シリーズ、及びDow Corning Corporationより販売されるDow Corning（登録商標
）200シリーズが挙げられる。好適なポリジメチルシロキサン類の具体例としては、Dow C
orning（登録商標）225 fluid、及びDow Corning（登録商標）200 fluidが挙げられる。
アルキル置換型ジメチコーン類の好適な例には、セチルジメチコーン及びラウリルジメチ
コーンが挙げられる。
【０２４９】
組成物における使用に好適な環状ポリアルキルシロキサン類には、Dow Corning（登録
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商標）244fluid、Dow Corning（登録商標）344 fluid、Dow Corning（登録商標）245 flu
id及びDow Corning（登録商標）345 fluid等の市販されているシクロメチコーン類が含ま
れる。
【０２５０】
トリメチルシロキシシリケート等の材料もまた有用である。市販されているトリメチル
シロキシシリケートは、ジメチコーンとの混合物として、Dow Corning（登録商標）593 f
luidとして販売されている。
【０２５１】
ジメチコノール類もまた組成物への使用に適している。市販のジメチコノール類は、通
常、ジメチコーン又はシクロメチコーンとの混合物として販売されている（例えば、Dow
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Corning（登録商標）1401、1402、1403 fluid）。
【０２５２】
ポリアルキルアリールシロキサン類も組成物で使用するのに適している。２５℃で粘度
が約１５〜約６５センチストークのポリメチルフェニルシロキサン類が、とりわけ有用で
ある。
【０２５３】
本明細書での使用で好ましいものは、ポリアルキルシロキサン類、アルキル基で置換し
たジメチコーン類、シクロメチコーン類、トリメチルシロキシシリケート類、ジメチコノ
ール類、ポリアルキルアリールシロキサン類、及びそれらの混合物から選択されるオルガ
ノポリシロキサン類である。本明細書でより好ましく用いられるものは、ポリアルキルシ
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ロキサン類及びシクロメチコーン類である。ポリアルキルシロキサン類の中で好ましいの
はジメチコーン類である。
【０２５４】
前述したように、連続的なシリコーン相は１つ以上の非シリコーンオイルを含んでもよ
い。適した非シリコーン油は、融点が約１気圧下で約２５℃以下である。連続的なシリコ
ーン相での使用に適した非シリコーンオイルの例には、油中水型エマルションの形態の局
所用パーソナルケア製品において化学分野では周知の、例えば、鉱油、植物油、合成油、
半合成油等が挙げられる。
【０２５５】
ｂ．分散水性相
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本発明の局所用組成物は、約３０％〜約９０％、より好ましくは約５０％〜約８５％、
及び更により好ましくは約７０％〜約８０％の分散水性相を含むことが可能である。エマ
ルション技術では、「分散相」という用語は、当業者には周知であり、相が、連続相中に
懸濁した及び連続相に囲まれた小粒子又は液滴として存在することを意味する。分散相は
、内部相又は不連続相としても知られている。この分散水性相は、前述の連続的なシリコ
ーン相中に懸濁し同相に囲まれた小さな水性粒子又は液滴の分散系である。
【０２５６】
水性相は水であるか、又は水と一種以上の水溶性又は水分散性の構成成分の組み合わせ
であり得る。このような成分の非限定的な例には、増粘剤、酸、塩基、塩、キレート成分
、ガム、水溶性又は分散性アルコール及びポリオール、緩衝液、防腐剤、日焼け止め剤及
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び着色剤等が挙げられる。
【０２５７】
本発明の局所用組成物は、通常、組成物に対し、約２５重量％〜約９０重量％、好まし
くは約４０重量％〜約８０重量％、更に好ましくは約６０重量％〜約８０重量％の分散水
性相中の水を含む。
【０２５８】
ｃ．水性相分散用の乳化剤
本発明のシリコーン中水型エマルションは、好ましくは乳化剤を含む。好ましい実施形
態では、組成物は、組成物の約０．１重量％〜約１０重量％、より好ましくは約０．５重
量％〜約７．５重量％、一層より好ましくは約１重量％〜約５重量％の乳化剤を含む。乳
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化剤は、連続的なシリコーン相に水性相を分散し、懸濁することを促進する。
【０２５９】
本明細書では、多種多様な乳化剤が、好ましいシリコーン中水型エマルションを形成す
るために使用されてもよい。選択された乳化剤が化学的及び物理的に本発明の組成物の成
分と適合性を有する及び望ましい分散特性を提供する限り、公知の又は従来の乳化剤を組
成物中に使用してもよい。適した乳化剤として、局所用パーソナルケア製品への使用が当
業者に公知であるシリコーン乳化剤、非シリコーン含有乳化剤、及びそれらの混合物が挙
げられる。好ましくは、これらの乳化剤は、ＨＬＢ値が約１４未満、更に好ましくは約２
〜約１４、及び更に一層好ましくは約４〜約１４である。これらの範囲外のＨＬＢ値を有
する乳化剤は、その他の乳化剤と組み合わせて使用することにより、これらの範囲内に収
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まる有効な加重平均ＨＬＢ値を得るようにしてもよい。
【０２６０】
シリコーン乳化剤が好ましく使用される。本明細書では、多種多様なシリコーン乳化剤
が有用である。これらのシリコーン乳化剤は、通常、有機的に変性されたオルガノポリシ
ロキサン類であり、当業者にはシリコーン界面活性剤としても知られている。有用なシリ
コーン乳化剤としては、ジメチコーンコポリオール類が挙げられる。これらの材料は、エ
チレンオキシド及びプロピレンオキシドの両方に由来する部分を含有する、ポリエチレン
オキシド鎖、ポリプロピレンオキシド鎖、これら鎖の混合物、及びポリエーテル鎖等のポ
リエーテル側鎖を含むように変性したポリジメチルシロキサン類である。その他の例には
、アルキル変性ジメチコーンコポリオール類、即ち、Ｃ２〜Ｃ３０ペンダント側鎖を含む
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化合物が挙げられる。更に他の有用なジメチコーンコポリオール類としては、様々なカチ
オン性、アニオン性、両性、及び双性のペンダント部分を有する材料が挙げられる。
【０２６１】
本明細書において乳化剤として有用なジメチコーンコポリオール及びその他のシリコー
ン界面活性剤の非限定的な例には、ペンダントポリエチレンオキシド側鎖を有するポリジ
メチルシロキサンポリエーテルコポリマー、ペンダントポリプロピレンオキシド側鎖を有
するポリジメチルシロキサンポリエーテルコポリマー、ペンダント混合ポリエチレンオキ
シド及びポリプロピレンオキシド側鎖を有するポリジメチルシロキサンポリエーテルコポ
リマー、ペンダント混合ポリ（エチレン）（プロピレン）オキシド側鎖を有するポリジメ
チルシロキサンポリエーテルコポリマー、ペンダントオルガノベタイン側鎖を有するポリ
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ジメチルシロキサンポリエーテルコポリマー、ペンダントカルボン酸側鎖を有するポリジ
メチルシロキサンポリエーテルコポリマー、ペンダント四級アンモニウム側鎖を有するポ
リジメチルシロキサンポリエーテルコポリマー；及び前記のコポリマーをさらに変性させ
たものでペンダントＣ２〜Ｃ３０直鎖、分岐鎖、又は環式アルキル部分を含むものが挙げ
られる。本明細書で有用な市販のジメチコーンコポリオールの例は、ダウ・コーニング社
（Dow Corning Corporation）から販売される、Dow Corning（登録商標）190、193、Q2−
5220、2501ワックス、2−5324 fluid、及び3225C（この後者の材料は、シクロメチコーン
との混合物として販売される）である。セチルジメチコーンコポリオールは、ポリグリセ
リル−４−イソステアレート（及び）ヘキシルラウレートとの混合物として市販されてお
り、商品名ABIL（登録商標）WE−09（Gold schmidt社から入手可能）で販売されている。
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セチルジメチコーンコポリオールは、ヘキシルラウレート（及び）ポリグリセリル−３オ
レエート（及び）セチルジメチコーンの混合物としても市販されており、商品名ABIL（登
録商標）WS−08（Gold schmidt社から市販）で販売されている。ジメチコーンコポリオー
ル類の他の非限定的な例には、ラウリルジメチコーンコポリオール、ジメチコーンコポリ
オールアセテート、ジメチコンコポリオールアジパート、ジメチコーンコポリオールアミ
ン、ジメチコーンコポリオールベヘネート、ジメチコーンコポリオールブチルエーテル、
ジメチコーンコポリオールヒドロキシステアレート、ジメチコーンコポリオールイソステ
アレート、ジメチコーンコポリオールラウレート、ジメチコーンコポリオールメチルエー
テル、ジメチコーンコポリオールホスフェート、及びジメチコーンコポリオールステアレ
ートも挙げられる。
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【０２６２】
本明細書で有用なジメチコーンコポリオール乳化剤は、例えば、米国特許第４，９６０
，７６４号、欧州特許ＥＰ３３０，３６９号に記載されている。本発明に有用な非シリコ
ーン含有乳化剤は、糖エステル類及びポリエステル類、アルコキシル化糖エステル類及び
ポリエステル類、Ｃ１〜Ｃ３０脂肪族アルコール類のＣ１〜Ｃ３０脂肪酸エステル類、Ｃ
１〜Ｃ３０脂肪族アルコール類のＣ１〜Ｃ３０脂肪酸エステル類のアルコキシ化誘導体、
Ｃ１〜Ｃ３０脂肪族アルコール類のアルコキシル化エーテル類、Ｃ１〜Ｃ３０脂肪酸のポ
リグリセリルエステル類、ポリオールのＣ１〜Ｃ３０エステル類、ポリオールのＣ１〜Ｃ
３０エーテル類、アルキルホスフェート類、ポリオキシアルキレン脂肪エーテルホスフェ
ート類、脂肪酸アミド類、アシルラクチレート類、石鹸、及びそれらの混合物等の様々な
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非イオン性及びアニオン性乳化剤である。その他の適した乳化剤は、例えば「McCutcheon
's,Detergents＆Emulsifiers」（北米版、１９８６年、Allured Publishing Corporation
）、米国特許第５，０１１，６８１号、米国特許第４，４２１，７６９号、及び米国特許
第３，７５５，５６０号に記載されている。
【０２６３】
これらの非シリコーン含有乳化剤の非限定的な例には、ポリエチレングリコール２０ソ
ルビタンモノラウレート（ポリソルベート２０）、ポリエチレングリコール５ダイズステ
ロール、ステアレス−２０、セテアレス−２０、ＰＰＧ−２メチルグルコースエーテルジ
ステアレート、セテス−１０、ポリソルベート８０、セチルホスフェート、カリウムセチ
ルホスフェート、ジエタノールアミンセチルホスフェート、ポリソルベート６０、グリセ
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リルステアレート、ＰＥＧ−１００ステアレート、ポリオキシエチレン２０ソルビタント
リオレエート（ポリソルベート８５）、ソルビタンモノラウレート、ポリオキシエチレン
４ラウリルエーテルナトリウムステアレート、ポリグリセリル−４−イソステアレート、
ヘキシルラウレート、ステアレス−２０、セテアレス−２０、ＰＰＧ−２メチルグルコー
スエーテルジステアレート、セテス−１０、ジエタノールアミンセチルホスフェート、グ
リセリルステアレート、ＰＥＧ−１００ステアレート、及びそれらの混合物が挙げられる
。
【０２６４】
ｄ．シリコーンエラストマー
また本発明の組成物は、組成物の約０．１重量％〜約３０重量％のシリコーンエラスト
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マー成分を含んでもよい。好ましくは、組成物は、組成物の約１重量％〜約３０重量％、
より好ましくは約２重量％〜約２０重量％のシリコーンエラストマー成分を含む。
【０２６５】
本明細書ではシリコーンエラストマーが好適に使用され、それは乳化型もしくは非乳化
型の架橋シロキサンエラストマー、又はそれらの混合物であってもよい。架橋オルガノポ
リシロキサンエラストマーの出発物質としての役目を果たすことが可能な硬化性オルガノ
ポリシロキサン組成物の種類に関して、具体的な制約はない。この点における例としては
、ＳｉＨ含有ジオルガノポリシロキサンとケイ素結合ビニル基を有するオルガノポリシロ
キサン間の付加反応による白金金属触媒作用下で硬化する付加反応硬化オルガノポリシロ
キサン組成物；ヒドロキシル基末端ジオルガノポリシロキサンとＳｉＨ含有ジオルガノポ
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リシロキサン間の脱水素反応によって、有機スズ化合物の存在下で硬化する縮合硬化型オ
ルガノポリシロキサン組成物、及び有機スズ化合物もしくはチタネートエステルの存在下
で硬化する縮合硬化型オルガノポリシロキサン組成物が挙げられる。
【０２６６】
付加反応硬化型オルガノポリシロキサン組成物は、迅速な硬化速度及び優れた硬化均一
性の点から好ましい。特に好ましい付加反応硬化型オルガノポリシロキサン組成物は、ａ
）各分子中に少なくとも２つの低級アルケニル基を有するオルガノポリシロキサン、ｂ）
各分子中に少なくとも２つのケイ素結合した水素原子を有するオルガノポリシロキサン、
及びｃ）白金型の触媒から調製される。
【０２６７】
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本発明の組成物は、乳化型架橋オルガノポリシロキサンエラストマー、非乳化型架橋オ
ルガノポリシロキサンエラストマー、又はその混合物を包んでもよい。本明細書で使用さ
れる「非乳化型」という用語は、ポリオキシアルキレン単位が存在しない架橋オルガノポ
リシロキサンエラストマーと定義する。本明細書で使用される「乳化型」という用語は、
少なくとも１つのポリオキシアルキレン（例えば、ポリオキシエチレン又はポリオキシプ
ロピレン）単位を有する架橋オルガノポリシロキサンエラストマーを意味する。本発明の
好ましい乳化型エラストマーは、ジビニル化合物から形成されるポリオキシアルキレン変
形エラストマー、特に、ポリシロキサンの主鎖上のＳｉ−Ｈ結合に反応する少なくとも２
つの遊離ビニル基を含むシロキサンポリマーを含む。好ましくは、エラストマーは、分子
が球形のＭＱ樹脂上のＳｉ−Ｈ部位によって架橋されるジメチルポリシロキサンである。
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乳化型架橋オルガノポリシロキサンエラストマーは特に、米国特許第５，４１２，００４
号；米国特許第５，８３７，７９３号；及び米国特許第５，８１１，４８７号に記載され
ている架橋ポリマーから選択できる。さらに、ジメチコーンコポリオールクロスポリマー
（及び）ジメチコーンからなる乳化型エラストマーは、商品名KSG−21として信越化学工
業株式会社から入手可能である。
【０２６８】
有利な非乳化型エラストマーは、ジメチコーン／ビニルジメチコーンクロスポリマーで
ある。そのようなジメチコーン／ビニルジメチコーンクロスポリマーは、Dow Corning社
（DC9040及びDC9041）、General Electric社（SFE839）、信越化学工業株式会社（KSG−1
5、16、18［ジメチコーン／フェニルビニルジメチコーンクロスポリマー］）、及びGrant
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Industries社（Gransil（商標）シリーズのエラストマー）などの様々な供給元から供給
されている。本発明で有用な架橋オルガノポリシロキサンエラストマー及びその製造方法
は、米国特許第４，９７０，２５２号；米国特許第５，７６０，１１６号；米国特許第５
，６５４，３６２号に更に記載されている。
【０２６９】
本明細書での使用に好ましい市販のエラストマーは、Dow Corning社の９０４０シリコ
ーンエラストマー混合物、信越化学工業株式会社のＫＳＧ−２１、及びこれらの混合物で
ある。
【０２７０】
ｅ．シリコーンエラストマー用担体
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本発明の局所用組成物は、前述の架橋オルガノポリシロキサンエラストマー成分に好適
な担体を、組成物の約１重量％〜約８０重量％含んでもよい。この担体は、本発明の架橋
オルガノポリシロキサンエラストマー粒子と組み合わせると、エラストマー粒子を懸濁し
、膨潤させ、弾性のゲル様網状構造又はマトリックスを提供する役目を果たす。架橋シロ
キサンエラストマー用の担体は周囲条件下では液体であり、好ましくは低い粘度を有し、
皮膚に対する拡散力を向上させる。
【０２７１】
本発明の化粧品組成物の担体の濃度は、主に用いられる担体及び架橋シロキサンエラス
トマーの種類及び量によって変化する。担体の好ましい濃度は、組成物の約５重量％〜約
５０重量％、より好ましくは約５重量％〜約４０重量％である。
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【０２７２】
架橋シロキサンエラストマー用の担体には、ヒトの皮膚に局所塗布するのに好適な１つ
以上の液状担体が含まれている。これらの液状担体が、約２８〜約２５０℃、好ましくは
約２８〜約１００℃、好ましくは約２８〜約７８℃の温度における、選択されたシロキサ
ンエラストマーの濃度にて、選択された架橋シロキサンエラストマーとの間で溶液又はそ
の他の均質な液体もしくは液体分散液を形成する場合において、液状担体は、有機、シリ
コーン含有又はフッ素含有、揮発性又は不揮発性、極性又は非極性であってもよい。本明
細書で使用される「揮発性」という用語は、上記で定義した「不揮発性」に当てはまらな
い全ての物質を意味する。本明細書で使用される「比較的極性の高い」という用語は、溶
解度パラメータの点で極性が別の物質よりも高いことを意味する。つまり、溶解度パラメ
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ータが高いほど、液体の極性は高くなる。「非極性」という用語は、通常、物質の溶解度
パラメータが約６．５より下（ｃａｌ／ｃｍ3＞）０５であることを意味する。
【０２７３】
ｆ．非極性で揮発性の油
本発明の組成物は、非極性で揮発性の油を含んでもよい。非極性で揮発性の油は、本発
明の組成物に極めて望ましい審美的特性を付与する傾向がある。従って、非極性で揮発性
の油をかなり高い濃度で使用することが好ましい。本発明で特に有用な非極性で揮発性の
油は、シリコーン油、炭化水素、及びこれらの組み合わせである。このような非極性で揮
発性の油は、例えば、Balsam and Sagarin編の「Cosmetics, Science andTechnology」（
１９７２年、第１巻、２７〜１０４ページ）に開示されている。好ましい非極性で揮発性
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の炭化水素の例には、イソドデカン及びイソデカン（例えば、Presperse Inc.から入手可
能なPermethyl−99A）などのポリデカン類、及びＣ７〜Ｃ８からＣ１２〜Ｃ１５までのイ
ソパラフィン類（例えば、Exxon Chemicals社から入手可能なIsoparシリーズ）が挙げら
れる。直鎖状揮発性シリコーンは、一般的には２５℃で約５センチストークス未満の粘度
を有するが、環状シリコーンは２５℃で約１０センチストークス未満の粘度を有する。非
常に好ましい揮発性シリコーン油の例としては、様々な粘度のシクロメチコン、例えば、
Dow Corning200、Dow Corning244、Dow Corning245、Dow Corning344及びDow Corning345
（Dow Corning Corp．より市販）、SF−1204及びSF−1202 Silicone Fluid（G.E. Silico
nes社より市販）、GE7207及び7158（General Electric Co.より市販）、及びSWS−03314
（SWS Silicones Corpより市販）が挙げられる。
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【０２７４】
ｇ．比較的極性の高い不揮発性油
本発明の組成物は、比較的極性の高い不揮発性油を含んでもよい。この不揮発性油は、
上記に示した非極性で揮発性の油に比べて「比較的極性が高い」。従って、不揮発性共担
体は、非極性で揮発性の油の少なくとも１つよりも極性が大きい（即ち、高い溶解度パラ
メータを有する）。本発明で潜在的に有用性のある比較的極性の高い不揮発性油は、例え
ば、Balsam and Sagarin編の「Cosmetics, Science andTechnology」（１９７２年、第１
巻、２７〜１０４ページ）；米国特許第４，２０２，８７９号；米国特許第４，８１６，
２６１号に開示されている。好ましくは、本発明で有用な比較的極性の高い不揮発性油は
、シリコーン油；炭化水素油；脂肪アルコール；脂肪酸；モノ及びジ塩基カルボン酸とモ
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ノ及び多価アルコールのエステル；ポリオキシエチレン；ポリオキシプロピレン；脂肪ア
ルコールのポリオキシエチレンとポリオキシプロピレンエーテルの混合物；及びこれらの
組み合わせからなる群から選択される。
【０２７５】
ｈ．非極性で不揮発性の油
架橋シロキサンエラストマーの担体は、上記の液体に加え、任意選択的に不揮発性で非
極性の油を含んでもよい。典型的な不揮発性で非極性の皮膚軟化剤は、例えば、Balsam a
nd Sagarin編の「Cosmetics, Science andTechnology」（１９７２年、第１巻、２７〜１
０４ページ）、米国特許第４，２０２，８７９号、米国特許第４，８１６，２６１号に開
示されている。本発明で有用な不揮発性の油は、本質的に不揮発性のポリシロキサン、パ
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ラフィン状の炭化水素油、及びこれらの組み合わせである。
【０２７６】
２．水中油型エマルション
その他の好ましい局所用担体は、連続的な水性相及びそこに分散している疎水性、水不
溶性の相（「油相」）を有する水中油型エマルションを含む。「油相」は、油、シリコー
ン又はそれらの混合物を含んでもよく、また、上述の油中水エマルションの欄に記載の油
及びシリコーンを含むがこれらに制限されない。エマルションが水中油と水中シリコーン
エマルションのどちらの特徴を有するのかの識別は、油相が主に油又はシリコーンのどち
らから構成されているかという機能による。これらのエマルションの水相は主に水からな
るが、上述の油中水エマルションの欄に列記された水相原料等の種々の他の原料を含んで
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もよい。好ましい水中油型エマルションは、組成物全体の約２５重量％〜約９８重量％、
好ましくは約６５重量％〜約９５重量％、より好ましくは約７０重量％〜約９０重量％の
水を含む。
【０２７７】
連続的な水相及び分散した油もしくはシリコーン相に加えて、これらの水中油組成物は
、エマルションを安定させる乳化剤も含む。本明細書で有用な乳化剤は、本技術分野にお
いて公知のものであり、非イオン性、アニオン性、カチオン性、及び両性乳化剤を含む。
本発明の水中油型エマルションにおいて有用な乳化剤の非限定的な例は、「McCutcheon's
,Detergents＆Emulsifiers」（北米版、１９８６年）、米国特許第５，０１１，６８１号
；米国特許第４，４２１，７６９号；及び米国特許第３，７５５，５６０号に挙げられて
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いる。好適な水中油型エマルション担体の例は、米国特許第５，０７３，３７１号及び米
国特許第５，０７３，３７２号に記載されている。構造剤、親水性界面活性剤及び水を含
む特に好ましい水中油型エマルションを、以下に詳細に記載する。
【０２７８】
ａ．構造剤
好ましい水中油型エマルションは、液状結晶ゲル網状構造の形成を支えるための構造剤
を含有する。理論によって限定されるものではないが、構造剤は、組成物の安定性を与え
る組成物にレオロジー特性を供給するのに役立つと考えられている。構造剤はまた、乳化
剤又は界面活性剤としても機能し得る。本発明の好ましい組成物は、組成物の約０．５重
量％〜約２０重量％、より好ましくは約１重量％〜約１０重量％、更により好ましくは約
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１重量％〜約５重量％の構造剤を含む。
【０２７９】
本発明の好ましい構造剤としては、ステアリン酸、パルミチン酸、ステアリルアルコー
ル、セチルアルコール、ベヘニルアルコール、平均約１〜約２１のエチレンオキシド単位
を有するステアリルアルコールのポリエチレングリコールエーテル、平均約１〜約５のエ
チレンオキシド単位を有するセチルアルコールのポリエチレングリコールエーテル、及び
これらの混合物が挙げられる。本発明の更に好ましい構造剤は、ステアリルアルコール、
セチルアルコール、ベヘニルアルコール、平均約２のエチレンオキシド単位を有するステ
アリルアルコールのポリエチレングリコールエーテル（ステアレス−２）、平均約２１の
エチレンオキシド単位を有するステアリルアルコールのポリエチレングリコールエーテル
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（ステアレス−２１）、平均約２のエチレンオキシド単位を有するセチルアルコールのポ
リエチレングリコールエーテル、及びそれらの混合物から選択される。より一層好ましい
構造材は、ステアリン酸、パルミチン酸、ステアリルアルコール、セチルアルコール、ベ
ヘニルアルコール、ステアレス−２、ステアレス−２１、及びそれらの混合物から選択さ
れる。
【０２８０】
ｂ．親水性界面活性剤
好ましい水中油型エマルションは、約０．０５重量％〜約１０重量％、好ましくは約１
重量％〜約６重量％、より好ましくは約１重量％〜約３重量％の少なくとも１つの親水性
界面活性剤を含み、この親水性界面活性剤は、疎水性の物質を水相に分散できる（比率は
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局所用担体の重量に対する比率）。界面活性剤は少なくとも、水に分散するのに充分な程
度に親水性でなければならない。
【０２８１】
好ましい親水性界面活性剤は、非イオン系界面活性剤から選択される。本明細書で有用
な非イオン系界面活性剤は、長鎖アルコール（例えばＣ８〜３０のアルコール）と糖類も
しくはデンプンポリマー（即ちグリコシド）の縮合生成物として広く定義されるものであ
る。これらの化合物は、式（Ｓ）n−Ｏ−Ｒで表すことができ、式中、Ｓはグルコース、
フルクトース、マンノース及びガラクトース等の糖部分であり、ｎは約１から約１０００
までの整数であり、ＲはＣ８〜３０アルキル基である。アルキル基が誘導され得る長鎖ア
ルコールの例としては、デシルアルコール、セチルアルコール、ステアリルアルコール、
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ラウリルアルコール、ミリスチルアルコール、オレイルアルコール等が挙げられる。この
ような界面活性剤の好ましい例には、Ｓがグルコース部分、ＲがＣ８〜２０のアルキル基
、及びnが約１から約９までの整数であるものが挙げられる。。市販されているこれらの
界面活性剤の例には、デシルポリグルコシド（Henkel社からAPG325CSとして市販）及びラ
ウリルポリグルコシド（Henkel社からAPG600CS及び625CSとして市販）が含まれる。
【０２８２】
その他の有用な非イオン性界面活性剤としては、アルキレンオキシド類と脂肪酸の縮合
生成物（即ち、脂肪酸のアルキレンオキシドエステル類）、アルキレンオキシド類と２モ
ルの脂肪酸との縮合生成物（即ち、脂肪酸類のアルキレンオキシドジエステル類）、アル
キレンオキシド類と脂肪族アルコール類の縮合生成物（即ち、脂肪族アルコール類のアル
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キレンオキシドエーテル類）、アルキレンオキシド類と脂肪酸類及び脂肪族アルコール類
両方との縮合生成物［即ち、ポリアルキレンオキシド部分は一方の末端が脂肪酸でエステ
ル化され、そしてもう一方の末端が脂肪族アルコールでエーテル化される（即ち、エーテ
ル結合を介して結合される）］が挙げられる。
【０２８３】
これらのアルキレンオキシドが誘導する非イオン性界面活性剤の非限定的な例には、セ
テス−６、セテス−１０、セテス−１２、セテアレス−６、セテアレス−１０、セテアレ
ス−１２、ステアレス−６、ステアレス−１０、ステアレス−１２、ステアレス−２１、
ＰＥＧ−６−ステアレート、ＰＥＧ−１０−ステアレート、ＰＥＧ−１００−ステアレー
ト、ＰＥＧ−１２−ステアレート、ＰＥＧ−２０−グリセリルステアレート、ＰＥＧ−８
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０牛脂脂肪酸グリセリル、ＰＥＧ−１０−グリセリルステアレート、ＰＥＧ−３０−グリ
セリルココエート、ＰＥＧ−８０−グリセリルココエート、ＰＥＧ−２００−牛脂脂肪酸
グリセリル、ＰＥＧ−８−ジラウレート、ＰＥＧ−１０−ジステアレート、及びそれらの
混合物が挙げられる。
【０２８４】
更にその他の有効な非イオン性界面活性剤としては、ポリヒドロキシ脂肪酸アミド界面
活性剤が挙げられる。上記の構造に合致するとりわけ好ましい界面活性剤は、ココナッツ
アルキルＮ−メチルグルコシドアミドである。ポリヒドロキシ脂肪酸アミドを含む組成物
の製造方法は、例えば、米国特許第２，９６５，５７６号； 米国特許第２，７０３，７
９８号、及び米国特許第１，９８５，４２４号に開示されている。
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【０２８５】
非イオン界面活性剤の中で好ましいのは、ステアレス−２１、セテアレス−２０、セテ
アレス−１２、スクロースココエート、ステアレス−１００、ＰＥＧ−１００ステアレー
ト、及びこれらの混合物からなる群から選択されるものである。
【０２８６】
本明細書で使用するのに適したその他の非イオン系界面活性剤としては、糖エステル類
及びポリエステル類、アルコキシル化糖エステル類及びポリエステル類、Ｃ１〜Ｃ３０の
脂肪族アルコール類のＣ１〜Ｃ３０の脂肪酸エステル類、Ｃ１〜Ｃ３０の脂肪族アルコー
ル類のＣ１〜Ｃ３０の脂肪酸エステル類のアルコキシル化誘導体、Ｃ１〜Ｃ３０の脂肪族
族アルコール類のアルコキシル化エーテル類、Ｃ１〜Ｃ３０の脂肪酸類のポリグリセリル
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エステル類、ポリオール類のＣ１〜Ｃ３０エステル類、ポリオール類のＣ１〜Ｃ３０エー
テル類、アルキルリン酸類、ポリオキシアルキレン脂肪エーテルリン酸類、脂肪酸アミド
類、アシルラクチレート類、及びそれらの混合物が挙げられる。
【０２８７】
これらの乳化剤の非限定的な例としては、ポリエチレングリコール２０ソルビタンモノ
ラウレート（ポリソルベート２０）、ポリエチレングリコール５ダイズステロール、ステ
アレス−２０、セテアレス−２０、ＰＰＧ−２メチルグルコースエーテルジステアレート
、セテス−１０、ポリソルベート８０、セチルホスフェ−ト、セチルホスフェ−トカリウ
ム、ジエタノールアミンセチルホスフェ−ト、ポリソルベート６０、グリセリルステアレ
ート、ポリオキシエチレン２０ソルビタントリオレエート（ポリソルベート８５）、ソル

20

ビタンモノラウレート、ポリオキシエチレン４ラウリルエーテルステアレートナトリウム
、ポリグリセリル−４イソステアレート、ヘキシルラウレート、ＰＰＧ−２メチルグルコ
ースエーテルジステアレート、ＰＥＧ−１００ステアレート及びそれらの混合物が挙げら
れる。
【０２８８】
本明細書で有用な非イオン性界面活性剤のもう１つの群は、ソルビタンもしくはソルビ
トール脂肪酸エステル及びスクロース脂肪酸エステルとの混合物に基づく脂肪酸エステル
混合物であり、その脂肪酸はいずれの場合も好ましくはＣ８〜Ｃ２４、より好ましくはＣ
１０〜Ｃ２０である。好ましい脂肪酸エステル乳化剤は、ソルビタンもしくはソルビトー
ルＣ１６〜Ｃ２０脂肪酸エステルと、スクロースＣ１０〜Ｃ１６脂肪酸エステル、とりわ

30

けソルビタンステアレート及びスクロースココエートの混合物である。これは、ＩＣＩか
ら商品名Arlatone2121として市販されている。
【０２８９】
本明細書で有用なその他の適した界面活性剤には、当該分野で周知の、及び下記に詳述
するような多種多様なカチオン性、アニオン性、双性、及び両性界面活性剤が挙げられる
。本明細書で使用される有用な親水性界面活性剤は単一の界面活性剤、又は複数の適した
界面活性剤を組み合わせて含有できる。的確な界面活性剤（又は界面活性剤混合物）の選
択は、組成物及びその他の存在する構成成分のｐＨによって変わる。
【０２９０】
本明細書では、カチオン性界面活性剤、特にジアルキル第四級アンモニウム化合物も有

40

用であるが、それらの例は、米国特許第５，１５１，２０９号、米国特許第５，１５１，
２１０号、米国特許第５，１２０，５３２号、米国特許第４，３８７，０９０号、米国特
許第３，１５５，５９１号、米国特許第３，９２９，６７８号、米国特許第３，９５９，
４６１号、「McCutcheon's,Detergents＆Emulsifiers」（北米版、１９７９年、M.C.Publ
ishing Co.）、及びSchwartzら著、「Surface Acrtive Agents」、「Their Chemistry an
d Technology」（ニューヨーク、Interscience Publishers、１９４９年）に記載されて
いる。
【０２９１】
これらのカチオン性乳化剤の非限定的な例には、セテアリルオリベイト、ソルビタンオ
リベイト、ステアロアミドプロピルＰＧ−ジモニウムクロリドホスフェート、ベヘナミド
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プロピルＰＧ塩化ジモニウム、ステアロアミドプロピルエチルジモニウムエトスルフェー
ト、ステアロアミドプロピルジメチル（ミリスチルアセテート）塩化アンモニウム、ステ
アロアミドプロピルジメチルセテアリルアンモニウムトシレート、ステアロアミドプロピ
ルジメチル塩化アンモニウム、ステアロアミドプロピルジメチルアンモニウム乳酸塩、及
びそれらの混合物が挙げられる。とりわけ好ましいのは、ベヘナミドプロピルＰＧ塩化ジ
モニウムである。
【０２９２】
四級アンモニウム塩のカチオン性界面活性剤の非限定的な例としては、セチル塩化アン
モニウム、セチル臭化アンモニウム、ラウリル塩化アンモニウム、ラウリル臭化アンモニ
ウム、ステアリル塩化アンモニウム、ステアリル臭化アンモニウム、セチルジメチル塩化

10

アンモニウム、セチルジメチル臭化アンモニウム、ラウリルジメチル塩化アンモニウム、
ラウリルジメチル臭化アンモニウム、ステアリルジメチル塩化アンモニウム、ステアリル
ジメチル臭化アンモニウム、セチルトリメチル塩化アンモニウム、セチルトリメチル臭化
アンモニウム、ラウリルトリメチル塩化アンモニウム、ラウリルトリメチル臭化アンモニ
ウム、ステアリルトリメチル塩化アンモニウム、ステアリルトリメチル臭化アンモニウム
、ラウリルジメチル塩化アンモニウム、ステアリルジメチルセチルジタロージメチル塩化
アンモニウム、ジセチル塩化アンモニウム、ジセチル臭化アンモニウム、ジラウリル塩化
アンモニウム、ジラウリル臭化アンモニウム、ジステアリル塩化アンモニウム、ジステア
リル臭化アンモニウム、ジセチルメチル塩化アンモニウム、ジセチルメチル臭化アンモニ
ウム、ジラウリルメチル塩化アンモニウム、ジラウリルメチル臭化アンモニウム、ジステ

20

アリルメチル塩化アンモニウム、ジステアリルメチル臭化アンモニウム及びそれらの混合
物から選択されたものが挙げられる。
【０２９３】
追加的な四級アンモニウム塩は、Ｃ１２〜Ｃ３０のアルキル炭素鎖がタロー脂肪酸又は
ココナッツ脂肪酸に由来するものを含む。「タロー」という用語は、一般にＣ１６〜Ｃ１
８の範囲のアルキル鎖の混合物を有するタロー脂肪酸類（通常水素付加されたタロー脂肪
酸）に由来するアルキル基のことをいう。「ココナッツ」という用語は、一般にＣ１２〜
Ｃ１４の範囲のアルキル鎖の混合物を有するココナッツ脂肪酸に由来するアルキル基のこ
とをいう。これらのタロー及びココナッツ原料に由来する四級アンモニウム塩の例として
は、ジタロージメチル塩化アンモニウム、ジタロージメチルアンモニウムメチルサルフェ

30

ート、ジ（水素添加タロー）ジメチル塩化アンモニウム、ジ（水素添加タロー）ジメチル
酢酸アンモニウム、ジタロージプロピルリン酸アンモニウム、ジタロージメチル硝酸アン
モニウム、ジ（ココナッツアルキル）ジメチル塩化アンモニウム、ジ（ココナッツアルキ
ル）ジメチル臭化アンモニウム、タロー塩化アンモニウム、ココナッツ塩化アンモニウム
、及びこれらの混合物が挙げられる。エステル結合を伴ったアルキル基を持つ第四級アン
モニウム化合物の例は、ジタローオキシエチルジメチル塩化アンモニウムである。
【０２９４】
より好ましいカチオン性界面活性剤は、ベヘナミドプロピル塩化ＰＧジモニウム、ジラ
ウリルジメチル塩化アンモニウム、ジステアリルジメチル塩化アンモニウム、ジミリスチ
ルジメチル塩化アンモニウム、ジパルミチルジメチル塩化アンモニウム、ジステアリルジ

40

メチル塩化アンモニウム、ステアロアミドプロピル塩化ＰＧ−ジモニウムホスフェート、
ステアロアミドプロピルエチルジアンモニウムエソサルフェート、ステアロアミドプロピ
ルジメチル（ミリスチルアセテート）塩化アンモニウム、ステアロアミドプロピルジメチ
ルセテアリルアンモニウムトシラート、ステアロアミドプロピルジメチル塩化アンモニウ
ム、ステアロアミドプロピルジメチル乳酸アンモニウム、及びそれらの混合物から選択さ
れたものである。
【０２９５】
より一層好ましいカチオン性界面活性剤は、ベヘナミドプロピル塩化ＰＧジモニウム、
ジラウリルジメチル塩化アンモニウム、ジステアリルジメチル塩化アンモニウム、ジミリ
スチルジメチル塩化アンモニウム、ジパルミチルジメチル塩化アンモニウム、及びそれら
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の混合物から選択されたものである。
【０２９６】
カチオン性界面活性剤と構造剤の好ましい組み合わせは、ベヘナミドプロピル塩化ＰＧ
ジモニウム及び／又はベヘニルアルコールであり、特にそのような組み合わせがイオン性
及び／又は極性の高い溶媒を含有する場合、物理的及び化学的安定性を高めるように、そ
の比率は好ましく最適化される。
【０２９７】
本明細書では、多種多様なアニオン性界面活性剤も有用である。アニオン性界面活性剤
の例には、アルコイルイセチオン酸類、並びにアルキル及びアルキルエーテルサルフェー
ト類が挙げられる。イセチオン酸でエステル化され中和された脂肪酸の反応生成物、すな

10

わちアルコイルイセチオン酸類は、典型的にはＲＣＯ−ＯＣＨ２ＣＨ２ＳＯ３Ｍの式を有
し、式中、Ｒは炭素原子数約１０〜約３０のアルキル又はアルケニルであり、Ｍはアンモ
ニウム、ナトリウム、カリウム及びトリエタノールアミン等の水溶性のカチオンである。
例えば、脂肪酸は、ココヤシ油又はパーム核油由来のものである。これらのイセチオン酸
類の非限定的な例としては、ココイルイセチオン酸アンモニウム、ココイルイセチオン酸
ナトリウム、ラウロイルイセチオン酸ナトリウム、ステアロイルイセチオン酸ナトリウム
及びそれらの混合物から選択されるアルコイルイセチオネート類が挙げられる。脂肪酸の
塩、メチルタウリドのアミド類もまた好適に使用される。他の同様のアニオン性界面活性
剤は、米国特許第２，４８６，９２１号；米国特許第２，４８６，９２２号及び米国特許
第２，３９６，２７８号に記載されている。

20

【０２９８】
アルキル及びアルキルエーテルサルフェートは、通常各々化学式ＲＯＳＯ３Ｍ及びＲＯ
（Ｃ２Ｈ４Ｏ）ｘＳＯ３Ｍを有し、式中Ｒは炭素数が約１０〜３０のアルキルもしくはア
ルケニルであり、ｘは約１〜１０であり、Ｍはアンモニウム等の水溶性カチオン、トリエ
タノールアミン等のアルカノールアミン、ナトリウム及びカリウムのような一価金属、並
びにマグネシウム及びカルシウム等の多価金属カチオンである。好ましくは、Ｒは、アル
キルサルフェート及びアルキルエーテルサルフェートの両方において、約８〜約１８個の
炭素原子、より好ましくは約１０〜約１６個の炭素原子、更により好ましくは約１２〜約
１４個の炭素原子を有する。アルキルエーテルサルフェートは、典型的には、エチレンオ
キシドと約８〜約２４個の炭素原子を有する一価アルコールとの縮合生成物として製造さ

30

れる。アルコールは合成することができ、又は脂肪、例えばココヤシ油、パーム核油、タ
ローから得られる。ココヤシ油又はパーム核油から得られるラウリルアルコール及び直鎖
アルコールが好ましく用いられる。そのようなアルコールを、約０〜約１０モル、好まし
くは約２〜約５モル、より好ましくは約３モルのエチレンオキシドと反応させ、例えばア
ルコール１モルにつき平均３モルのエチレンオキシドを有する分子種の得られた混合物を
硫酸化し、中和する。
【０２９９】
他の適切なアニオン性洗浄性界面活性剤のクラスは、一般式：Ｒ１‑‑ＳＯ３‑Ｍの有機
の硫酸反応生成物の水溶性塩である。式中、Ｒ１は約８〜約２４、望ましくは約１０〜１
６個の炭素原子を有する直鎖又は分枝鎖の飽和脂肪族炭化水素ラジカルを含む群から選択

40

され、Ｍは先に記載したカチオンである。
【０３００】
更にその他の陰イオン合成界面活性剤には、約１２〜約２４個の炭素原子を有するスク
シナメート類及びオレフィンスルホネート類、並びにβ−アルキルオキシアルカンスルホ
ネート類として示される種類が含まれる。このような物質の例はラウリル硫酸ナトリウム
及びラウリル硫酸アンモニウムである。
【０３０１】
本組成物に用いられる好適な他のアニオン性界面活性剤はコハク酸塩であり、その例と
しては、Ｎ−オクタデシルスルホコハク酸ニナトリウム；ラウリルスルホコハク酸二ナト
リウム；ラウリルスルホコハク酸ジアンモニウム；Ｎ−（１，２−ジカルボキシエチル）

50

(57)

JP 2009‑545582 A 2009.12.24

−Ｎ−オクタデシルスルホコハク酸四ナトリウム；スルホコハク酸ナトリウムのジアミル
エステル；スルホコハク酸ナトリウムのジヘキシルエステル；及びスルホコハク酸ナトリ
ウムのジオクチルエステルが挙げられる。他の好適なアニオン性の界面活性剤には、約１
０〜約２４個の炭素原子を有するオレフィンスルホネートが挙げられる。
【０３０２】
真のアルケンスルホネート及び一部のヒドロキシ−アルカンスルホネートに加えて、オ
レフィンスルホネートは、反応条件、反応物の比率、オレフィンストックにおける出発オ
レフィン及び不純物の性質、並びにスルホン化プロセス中の副反応に依存して、アルケン
ジスルホネートのような少量の他の材料を含むことができる。このようなα−オレフィン
スルホネート混合物の非限定例は、米国特許第３，３３２，８８０号に記載されている。

10

【０３０３】
本組成物に使用される好適なアニオン性の界面活性剤の別の部類は、β−アルキルオキ
シアルカンスルホネートである。これらの界面活性剤は次の一般式（化４）に従う。
【０３０４】
【化４】

20

【０３０５】
式中、Ｒ１は約６〜約２０個の炭素原子を有する直鎖アルキル基であり、Ｒ２は約１〜
約３個の炭素原子、好ましくは１個の炭素原子を有する低級アルキル基であり、Ｍは前述
されたような水溶性カチオンである。
【０３０６】
本発明において有用なその他の陰イオン物質は、脂肪酸の石鹸（即ち、アルカリ金属塩
、例えば、ナトリウム又はカリウム塩）であり、一般に約８個〜約２４個の炭素原子を有
し、好ましくは約１０〜約２０個の炭素原子を有する。石鹸を作るのに用いられる脂肪酸

30

は、天然資源、例えば、植物又は動物由来のグリセリド（例えば、パーム油、ヤシ油、ダ
イズ油、ヒマシ油、獣脂（タロー）、豚脂（ラード）等）から得ることができる。脂肪酸
は合成して作成することもできる。石鹸については、米国特許第４，５５７，８５３号に
更に詳細が記載されている。
【０３０７】
本発明では、両性及び双性界面活性剤も有用である。本発明の組成物で使用できる両性
及び双性界面活性剤の例は、脂肪族第二級及び第三級アミンの誘導体と広く記載されるも
のであり、この誘導体は、脂肪族基が直鎖であっても分岐鎖であってよく、脂肪族置換基
の１つが約８〜約２２個の炭素原子を有し（好ましくはＣ８〜Ｃ１８）及び１つが陰イオ
ン水溶化基（例えば、カルボキシ、スルホネート、サルフェート、ホスフェート又はホス

40

ホネート）を含む。例としては、式ＲＮ［（ＣＨ２）ｍＣＯ２Ｍ］２及びＲＮＨ（ＣＨ２
）ｍＣＯ２Ｍで表されるアルキルイミノアセテート類、及びイミノジアルカノエート類及
びアミノアルカノエート類が挙げられ、式中、ｍは１から４、ＲはＣ８〜Ｃ２２のアルキ
ル基又はアルケニル基であり、Ｍは、水素、アルカリ金属、アルカリ土類金属アンモニウ
ム、又はアルカノールアンモニウムである。
【０３０８】
本発明における使用に好ましい両性界面活性剤には、ココアンホ酢酸塩、ココアンホ二
酢酸塩、ラウロアンホ酢酸塩、ラウロアンホ二酢酸塩、及びこれらの混合物が挙げられる
。更に、イミダゾリニウム及びアンモニウム誘導体も含まれる。適した両性界面活性剤の
具体例としては、３−ドデシル−アミノプロピオン酸ナトリウム、３−ドデシルアミノプ
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ロパンスルホン酸ナトリウム、米国特許第２，６５８，０７２号の教示に従ってドデシル
アミンをイセチオン酸ナトリウムと反応させることによって生成されるもの等のＮ−アル
キルタウリン類、米国特許第２，４３８，０９１号の教示に従って生成されるもの等のＮ
−高級アルキルアスパラギン酸、米国特許第２，５２８，３７８号に記載され、「ミラノ
ール（Miranol）」の商品名で販売されている製品が挙げられる。有用な両性イオンのそ
の他の例には、コアミドプロピル塩化ＰＧ−ジモニウムリン酸（Mona CorpからMonaquatP
TCとして市販されている）等のリン酸塩類が含まれる。
【０３０９】
本組成物に用いるのに好適な双性イオン性界面活性剤は本技術分野において周知であり
、脂肪族第四級アンモニウム、ホスホニウム及びスルホニウム化合物の誘導体として広く

10

記載されている界面活性剤が挙げられる。この界面活性剤は、脂肪族ラジカルが直鎖であ
っても分枝鎖であってもよく、脂肪族置換基の内の一つは約８〜約１８個の炭素原子を含
み、一つはカルボキシ、スルホネート、サルフェート、ホスフェート又はホスホネート等
のアニオン性基を含む。ベタイン類のような双性イオン性のものが好ましい。
【０３１０】
ベタイン類の例には、例えば、ココジメチルカルボキシメチルベタイン、ラウリルジメ
チルカルボキシメチルベタイン、ラウリルジメチルアルファカルボキシエチルベタイン、
セチルジメチルカルボキシメチルベタイン、セチルジメチルベタイン（ロンザ社（Lonza
Corp.）からロンザイン（Lonzaine）１６ＳＰの名で市販されている）、ラウリルビス−
（２−ヒドロキシエチル）カルボキシメチルベタイン、ステアリルビス−（２−ヒドロキ
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シプロピル）カルボキシメチルベタイン、オレイルジメチルガンマ−カルボキシプロピル
ベタイン、ラウリルビス−（２−ヒドロキシプロピル）アルファ−カルボキシエチルベタ
イン、ココジメチルスルホプロピルベタイン、ステアリルジメチルスルホプロピルベタイ
ン、ラウリルジメチルスルホエチルベタイン、ラウリルビス−（２−ヒドロキシエチル）
スルホプロピルベタイン等の高級アルカリベタイン、並びに、アミドベタイン及びアミド
スルホベタイン類（ここでは、ＲＣＯＮＨ（ＣＨ２）３基は、ベタインの窒素原子と結合
している）、オレイルベタイン（Henkel社から両性VelvetexOLB50として市販）、並びに
、コカミドプロピルベタイン（Henkel社からVelvetexBK−35及びBA−35として市販）が挙
げられる。
【０３１１】
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その他の有用な両性及び双性界面活性剤には、スルタイン類及びコカミドプロピルヒド
ロキシスルタイン（Rhone‑PoulencからMirataineCBSとして市販）等のヒドロキシスルタ
イン、及び式ＲＣＯＮ（ＣＨ3）ＣＨ2ＣＨ2ＣＯ2Ｍに対応するアルカノイルサルコシン酸
が含まれる。式中、Ｒは約１０から約２０の炭素原子を有するアルキル基又はアルケニル
基であり、Ｍはアンモニウム、ナトリウム、カリウム及びトリアルカノールアミン（例え
ば、トリエタノールアミン）等の水溶性陽イオンである。これらの中で好ましいのは、ラ
ウロイルサルコシン酸ナトリウムである。
【０３１２】
ｃ．水性皮膚軟化薬
好ましい水中油型エマルションは、局所用担体の約２５重量％〜約９８重量％、好まし
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くは約６５重量％〜約９５重量％、より好ましくは約７０重量％〜約９０重量％の水を含
む。
【０３１３】
疎水性相は連続的な水性相に分散している。疎水性相は、当該分野で既知の水不溶性又
は部分的水溶性の物質を含有してよく、また、水中シリコーン型エマルションに関連して
本明細書に記載されるシリコーン、及びエマルションに関連して前述したようなその他の
オイル及び脂質を含んでもよいが、これらに限定されない。
【０３１４】
発明の対象の局所用組成物は、限定されるものではないが、ローションやクリームを含
み、また、皮膚科学的に許容される皮膚軟化剤を含有してもよい。かかる組成物は好まし
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くは約１％〜約５０％の皮膚軟化剤を含む。本明細書で使用する時、「皮膚軟化剤」は、
皮膚を保護すると同様に、乾燥から守るもしくは乾燥を軽減するのに有用な原料をいう。
多種多様の適した皮膚軟化剤が既知であり、本明細書で使用される。Sagarinの「Cosmeti
cs, Science and Technology」（第２版、第１巻３２〜４３頁、１９７２年））は皮膚軟
化剤として適した物質の多数の例を含む。好ましい皮膚軟化剤はグリセリンである。グリ
セリンは、好ましくは約０．００１〜約３０％、より好ましくは約０．０１〜約２０％、
一層より好ましくは約０．１〜約１０％、例えば５％の量で使用される。
【０３１５】
本発明に係るローション及びクリームは一般に、溶液担体システム及び１つ以上の皮膚
軟化剤を含む。ローション及びクリームは、通常約１〜約５０％、好ましくは約１〜約２
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０％の皮膚軟化剤；約５０〜約９０％、好ましくは約６０〜約８０％の水、本発明に係る
ポリペプチド、及び追加のスキンケア有効成分（一種又は数種）を上記の量含む。クリー
ムは一般的に、皮膚軟化剤又は増粘剤の濃度が高いので、ローションより粘性が高くなる
。
【０３１６】
本発明の軟膏は、動物もしくは植物油もしくは半固形炭化水素（油性）の単純な担体ベ
ース、エマルションを形成するために水を吸収する吸収性軟膏べース、又は水溶性担体、
例えば、水溶性溶液担体を含んでもよい。軟膏は、更に、Sagarinの「Cosmetics,Science
and Technology」（第２版、第１巻７２〜７３頁、１９７２年）に記載されている濃厚
剤、及び／又は皮膚軟化剤を含んでもよい。例えば軟膏は、約２％〜約１０％の皮膚軟化

20

剤；約０．１％〜約２％の増粘剤；並びに、ポリペプチド及び追加のスキンケア有効成分
（一種又は数種）を上記の量で含有してもよい。
【０３１７】
清浄（「清浄剤」）に有用な本発明の組成物は、例えば、上述したように、適した担体
によって調製可能であり、好ましくは、約１％〜約９０％、より好ましくは約５％〜約１
０％の皮膚科学的に許容される界面活性剤を含有する。界面活性剤は、アニオン性、非イ
オン性、双性、両性イオン系及び両性電解質系界面活性剤、並びにこれらの界面活性剤の
混合物から適したものが選択される。かかる界面活性剤は、洗浄技術分野の当業者にはよ
く知られている。使用可能な界面活性剤の非限定的な例としては、イソセテス−２０、メ
チルココイルタウリン酸ナトリウム、メチルオレオイルタウリン酸ナトリウム、及びラウ
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リル硫酸ナトリウムが挙げられる。本明細書で有用な代表的な界面活性剤については、米
国特許第４，８００，１９７号を参照されたい。本明細書で有用な広範囲の種類の追加界
面活性剤の例は「McCutcheon's,Detergents＆Emulsifiers」（北米版、１９８６年、Allu
red Publishing Corporationより発行）に記載されている。洗浄組成物は任意に、洗浄組
成物中で従来から用いられるその他の材料を、技術的に確立した濃度で含むことができる
。
【０３１８】
本明細書で使用する時、「ファンデーション」という用語は、限定的ではないが、ロー
ション、クリーム、ジェル、ペースト及び固形物等を含む、液状、半液状、半固形、又は
固形の皮膚用化粧品のことをいう。一般にファンデーションは、特定の外観を得るために
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、顔上等の皮膚の広い範囲に用いられる。ファンデーションは一般に、口紅、ほお紅、粉
等の着色化粧品の付着性ベースとなり、皮膚の欠点を隠し、皮膚に滑らかで均一な外観を
もたらす傾向がある。本発明のファンデーションは、皮膚科学的に許容される担体を含む
が、油、着色剤、色素、皮膚軟化薬、香料、ワックス、安定化剤等の従来の原料を含んで
もよい。本明細書での使用に好適な担体及びかかる他の原料の例は、例えば、ＷＯ９６／
３３６８９、及びＧＢ２２７４５８５に記載されている。
【０３１９】
Ｂ．経口的に許容される担体
また本発明の組成物は、それらが摂取されるものである場合、経口的に許容される担体
を含んでもよい。本明細書では、本技術分野において公知のもしくは公知ではない任意の
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好適な経口的に摂取可能な担体もしくは担体の形態が、使用できる。経口パーソナルケア
組成物の非限定的な例には、錠剤、丸剤、カプセル剤、飲料（drinks、beverages）、シ
ロップ剤、顆粒剤、パウダー、ビタミン、栄養補給剤、ヘルスバー、キャンディー、チュ
ーズ、及びドロップ剤が含まれ得るが、これらに制限されない。
【０３２０】
Ｃ．注射可能な液
また本発明の組成物は、組成物が注射されるものである場合、皮膚内及び／もしくは皮
下への注射剤として許容される液を含んでもよい。本技術分野において公知のもしくは公
知ではない任意の好適な許容される液を使用可能である。
【０３２１】

10

III.組成物の調製
本発明の方法に有用な組成物は一般に、局所用及び経口用組成物、並びに注射用組成物
を調製する場合に当業界において公知である従来の方法によって調製される。かかる方法
は一般的に、加熱、冷却、真空塗布等を有し又は有さずに、各成分を１以上の段階で混合
して比較的均一な状態にすることを含んでもよい。
【０３２２】
本発明に係る組成物の物理的な形態は、重要なものではない。クリーム、ローション、
軟膏、ミルク、ゲル、エマルション、分散系、液剤、懸濁剤、清浄剤、ファンデーション
、無水製剤（スティック、特に口紅、ボディーオイル及びバスオイル）、シャワージェル
及びバスジェル、シャンプー及び頭皮トリートメントローション、皮膚もしくは毛髪ケア
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用クリーム又はローション、サンスクリーンローション、ミルク又はクリーム、人工日焼
けローション、クリーム又はミルク、シェービングクリームもしくはフォーム、アフター
シェーブローション、化粧剤、マスカラ又はマニキュア、口紅、皮膚「エッセンス」、血
清、絆創膏もしくは吸収剤材料、経皮性パッチ、パウダー、保湿ローション、皮膚軟化ミ
ルク、皮膚軟化クリーム、スプレー、身体及び浴用オイル、ファンデーション薄色ベース
、ポマード、コロイド、コンパクト又は固形の懸濁剤、ペンシル、スプレー可能な調合物
、ブラシ（brossable）、口紅、ほお紅、アイライナー、リップペンシル、リップグロス
、顔用又は体用パウダー、泡状整髪剤、整髪用ジェル、爪用コンディショナー、処方用の
ブラシ、リップバーム、皮膚用コンディショナー、コールドクリーム、保湿剤、整髪スプ
レー、石鹸、ボディースクラブ、エクスフォリアン、収斂剤、脱毛剤及びパーマネントウ
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ェービング用の溶液、ふけ防止製剤、抗汗剤、制汗剤、シェービング製品、プレシェービ
ング製品、アフターシェービング製品、保湿剤、体臭防止剤、コールドクリーム、洗浄剤
、皮膚用ジェル、リンス、鼻用スプレー等である。またこれらの組成物は、色を付けるこ
ともしくは口唇をひび割れから保護することを目的とした口紅の形で、又は目用もしくは
薄色付用化粧品及び顔用薄色ベースとして提供できる。本発明の組成物は、化粧品、パー
ソナルケア製品及び薬学的調製物を含む。加圧された噴霧剤を含む泡又はエアロゾル用組
成物の形態の組成物も考えられる。
【０３２３】
化粧品組成物は、例えば歯磨き粉等、口腔歯科的に用いられてもよい。その場合、組成
物は、経口使用用組成物に通常用いられる補助剤及び添加剤、並びに、特に、界面活性剤
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、増粘剤、保湿剤、シリカ等の研磨剤、フッ化物、特にナトリウムフッ化物等の種々の有
効成分、並びに、場合によってはサッカリンナトリウム等の甘味剤を含んでもよい。
【０３２４】
本発明に係るサルササポゲニン又は該サルササポゲニンを含む植物抽出物、及び化粧及
び皮膚薬剤組成物は、液剤、分散系、エマルション、ペースト又はパウダーの形であり得
る。それらは、単独で含まれてもよく、又はマクロ−、マイクロ−、もしくはナノカプセ
ル、マクロ−、マイクロ−もしくはナノスフィア、リポソーム、オレオソームもしくはカ
イロミクロン、マクロ−、マイクロ−、ナノ粒子もしくはマクロ−、マイクロもしくはナ
ノスポンジ、もしくはマクロ−、マイクロもしくはナノエマルション等の媒体中にプレミ
ックスとして含まれてもよい。それらは有機ポリマーパウダー、タルク、ベントナイト、
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又は他の無機もしくは有機支持体上に吸着されてもよい。
【０３２５】
本発明に係るサルササポゲニン又は該サルササポゲニンを含む植物抽出物、及び化粧及
び皮膚薬剤組成物は、あらゆる形態で、もしくはマクロ−、マイクロ−、及びナノ粒子、
もしくはマクロ−、マイクロ−、及びナノカプセルに、結合した形態、もしくは導入され
た形態、もしくは吸収された形態、もしくは吸着された形態で、布地、天然もしくは合成
繊維、羊毛、及び、タイツ、肌着、ハンカチ、もしくは布等の皮膚と接触する用途の昼用
もしくは夜用の被服もしくは下着に使用される任意の材料の処理に用いることにより、こ
の皮膚／布地接触を介してそれらの化粧品効果を発揮し、連続的に局所的送達を行うこと
が出来る。

10

【０３２６】
ＩＶ 角質組織疾患を処置するための方法
本発明は、脂質不足を示す身体の各部を改善及び／又は美しくするための美容方法に関
し、本発明に係るサルササポゲニン又はサルササポゲニンを含む植物抽出物を含有する化
粧品組成物又は皮膚薬剤組成物を、局所的に皮膚又は粘膜に塗布する工程を備える。
【０３２７】
より詳細には、本発明は、サルササポゲニン又はサルササポゲニンを含む植物抽出物を
含有する化粧品組成物又は皮膚薬剤組成物を、胸部、及び／又はネックライン下部、及び
／又は臀部、及び／又は顔、及び／又は唇、及び／又は頬、及び／又は眼瞼、及び／又は
手に局所的に塗布する工程を備えることによって体型を改善する美容方法に関する。これ
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により、皮下脂肪組織の拡大及び／又は形成を促進する、及び／又は表皮の脂質合成を促
進する。また、脂質生成とともに脂肪生成及び脂肪細胞分化を刺激するこの方法は、膨ら
みの拡大を促進し、脂肪組織の密度を増加させ、最後に、皮下脂肪の不足を矯正すること
により、身体の全体的な審美性を改善することが可能となる。
【０３２８】
さらに本発明は、張筋、緊張、補強効果、豊満さ、かさ上げ及び膨らみ効果を得ること
、柔軟性及び皮膚弾力性を促進すること、下垂を減少させること、そして微小循環を改善
することに関する。
【０３２９】
本発明の追加的な利点の１つは、既に存在する脂肪組織の不足や、既に観察されている
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皮膚の弛みを処置するだけでなく、脂肪生成及び脂質生成特性のおかげで脂肪組織の新し
い形成を刺激することが可能であることである。
【０３３０】
本発明に係る組成物は、膨らみを再度提供するために、顔や体の領域、特に手、臀部、
大腿部、腕及び顔に局所的に塗布可能である。
【０３３１】
本発明の利点の１つは、局所的な手段によって塗布できるおかげで、必要又は望ましい
時に、非常に局部的且つ選択的に「穏やかな」処置を行うことが可能であることである。
【０３３２】
本発明はまた、サルササポゲニン又は該サルササポゲニンを含む植物抽出物の使用方法
と、脂質不足を示す身体の各部を改善及び／又は美しくすることを目的とした薬剤の製造
に関し、これにより脂質生成、脂肪生成及び脂肪細胞分化を刺激することが可能となる。
【実施例】
【０３３３】
＜Ａ．処方例＞
【０３３４】
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【０３３５】
Ｐ１＊：Ｐ１は、１ｐｐｍから１００００ｐｐｍの範囲のサルササポゲニンを、合成油（
水素化ポリイソブテン）で構成される溶媒中に溶解して含む溶液である。この調合液Ｐ１
は、本発明の好ましい形態の１つである。美容組成物中に含まれるこのような調合液の量
は、広範囲に変動可能であるが、好ましくは、美容組成物中約１重量％〜２０重量％とな
る。調合液Ｐ１は、下記実施例の幾つかのプランパー有効成分となる。
方法：パートＡを羽根攪拌下で分散させる。Ultrez10を水中に入れ、１５分間膨張させる
。パートＣを溶解が完全に終了するまで加熱する。パートＡとパートＢを混合する。パー
ト（Ｂ＋Ａ）をパートＣ中に羽根攪拌下で流し込む。パートＤをパート（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）中
に流し込む。パートＥを流し込む。パートＦで中和する。
【０３３６】
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【０３３７】
Rigin（登録商標）は、SEDERMA社によって販売されている製品（ＦＲ２７８８７７７及
びＷＯ００／４３３４１７）であり、皮膚の弾力性と硬さを改善し、含水性を強め、皮膚
を滑らかにする。
方法：パートＡを羽根攪拌下で分散させる。Ultrez10を水中に入れ、１５分間膨張させる
。パートＣを、溶解が完全に終了するまで加熱する。パートＡとパートＢを混合する。パ
ート（Ｂ＋Ａ）をパートＣ中に羽根攪拌下で流し込む。パートＤをパート（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
中に流し込む。パートＥを流し込む。パートＦで中和する。パートGを流し込み、完全に
混合する。
【０３３８】
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【０３３９】
Sterocare（登録商標）は、SEDERMA社によって販売されているアンチエージング有効成
分（ＷＯ９９／１８９２７）であり、特に成人の皮膚に推奨される成分である。
方法：パートＡの重量を測り、パートＡを３０分間膨張させる。ウォーターバス内でパー
トＡを７５℃まで加熱する。パートＢを溶解するまで加熱する。パートＢをパートＡに添
加する。パートＣをウォーターバス内で７５℃まで加熱する。攪拌下で、パートＣをパー
ト（Ａ＋Ｂ）に流し込む。即座にパートＤを添加する。パートＥを添加し、均質化する。
５５℃付近のパートＦを用いて中和する。そしてパートＧ及びパートＨを添加し、均質化
する。
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【０３４０】
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【０３４１】
方法：パートＡの重量を測り、パートＡを３０分間膨張させる。ウォーターバス内でパー
トＡを加熱する。パートＢを溶解するまで加熱する。パートＢをパートＡに添加する。パ
ートＣをウォーターバス内で７５℃まで加熱する。攪拌下で、パートＣをパート（Ａ＋Ｂ
）に流し込む。即座にパートＤを添加する。パートＦを添加し、均質化する。５５℃付近
のパートＥを用いて中和し、均質化する。そしてパートＦ及びパートＧを添加し、均質化
する。
【０３４２】
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【０３４３】
Bio‑bustyl（登録商標）は、SEDERMA社によって販売されている製品（ＦＲ２６６８３
６５）であり、細胞代謝を刺激し、皮膚を正常な状態にすることを可能とし、特に女性の
胸部に塗布することを目的とした製品に使用される。
方法：パートＡの重量を測り、パートＡを３０分間膨張させる。ウォーターバス内でパー
トＡを７５℃まで加熱する。パートＢを溶解するまで加熱する。パートＢをパートＡに添
加する。パートＣをウォーターバス内で７５℃まで加熱する。攪拌下で、パートＣをパー
ト（Ａ＋Ｂ）に流し込む。即座にパートＤを添加する。パートＦを添加し、均質化する。
５５℃付近のパートＥを用いて中和し、均質化する。そしてパートＦ、パートＧ及びパー
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トＨを添加し、均質化する。
【０３４４】
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【０３４５】
Chronodyn（登録商標）は、SEDERMA社によって販売されている製品であり、特に、細胞
代謝を刺激するために使用される。
方法：パートＡの重量を測り、パートＡを３０分間膨張させる。ウォーターバス内でパー
トＡを７５℃まで加熱する。パートＢを溶解するまで加熱する。パートＢをパートＡに添
加する。パートＣをウォーターバス内で７５℃まで加熱する。攪拌下で、パートＣをパー
ト（Ａ＋Ｂ）に流し込む。即座にパートＤを添加する。パートＥを添加し、均質化する。
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５５℃付近のパートＦを用いて中和し、均質化する。そしてパートＧ、パートＨを添加し
、均質化する。
【０３４６】

10

【０３４７】
方法：パートＡの重量を測り、攪拌下で混ぜる。パートＢをパートＡに攪拌下で添加し、
その後均質化する。そして、パートＣを添加する。
【０３４８】
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【０３４９】
Bio‑peptide EL（登録商標）は、SEDERMA社によって販売されている緊張剤及び補強剤
の製品（ＦＲ２６６８３６５）である。
方法：パートＡの重量を測り、７５℃まで加熱する。Ｂを混合して７５℃まで加熱する。
パートＢをパートＡに混合しながら添加する。即座にパートＤを添加し、均質化する。パ
ートＥを添加する。パートＣを添加して均質化する。３５℃付近のパートＦを添加する。
【０３５０】
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【０３５１】
Lipexel（登録商標）は、SEDERMA社によって販売されている製品（ＷＯ０３／０１７９
６６）であり、皮膚の脱水症を防ぐことが可能である。
方法：パートＡとパートＢの重量を測り、ブレンダー内で混合する。パートＣをパート（
Ａ＋Ｂ）に混合しながらゆっくりと加える。そして、均質化する。
【０３５２】

(71)

JP 2009‑545582 A 2009.12.24

10

20

30

【０３５３】
Maxilip（登録商標）は、SEDERMA社によって販売されている製品（WO９９／１６０２９
）であり、コラーゲンとグリコサミノグリカンの合成を刺激する。
方法：パートＡの重量を測り、パートＡを９０℃付近で混ぜる。パートＢを混ぜ、パート
Ａに加える。即座にパートＣを添加する。パートＤを混ぜ、パート（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）に添加
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する。均質化した後、型に流し込む。室温まで冷却させる。
【０３５４】
＜Ｂ．インビトロ研究＞
遺伝子発現プロファイルにおけるサルササポゲニンの効果
２つの研究が実施された。１つは、サルササポゲニンによる分化への影響を、前脂肪細
胞培養を用いて示した。もう１つは、サルササポゲニンによる成熟脂肪細胞への影響を示
した。
ヒト前脂肪細胞を植付け、５日間培養（増殖）した。そして、：
‐

この細胞を、サルササポゲニン存在下又は非存在下の誘導培地に、培養停止前に８時

間又は２４時間接触させた（サルササポゲニンによる分化への影響の研究）、又は、
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この細胞を、分化培地に１０日間接触させて成熟脂肪細胞を産生させた後、サルササ

ポゲニンに２４時間接触させた又は接触させなかった（サルササポゲニンによる成熟への
影響の研究）。
【０３５５】
全ての時点において、市販のキット（Roche KitV6‑全ＲＮＡの抽出）を用いて細胞のｍ
ＲＮＡを抽出した。同時に、溶媒の制御を行い、同じ方法で抽出した。遺伝子配列の発現
プロファイルは、精製された各ＲＮＡサンプルにおいて、CodeLink Whole Genome chipを
用いて決定した。得られた値は、対照群を標準としたものである。
【０３５６】
得られた値に基づき、サルササポゲニンは、様々な機序によって脂肪細胞の分化を刺激

10

することが報告できる。：
サルササポゲニンは、分化の８及び２４時間後のタンパク質ＭＮＴ（ＭＡＸ結合タンパ
ク質）をコードする遺伝子の活性を誘発する。しかしながら、Ｍａｘに関連するタンパク
質ＭＮＴは、Ｍｙｃ−Ｍａｘによって誘導された活性を抑制する。後者に記載のＭｙｃ−
Ｍａｘによって誘導された活性は、脂肪細胞分化を抑制するとして知られている。阻害物
質を抑制する作用は、分化を活性化すると報告されている。さらに、サルササポゲニンは
、ペルオキシソーム増殖因子活性化受容体ガンマ（ＰＰＡＲγ）活性の上流部に作用し、
受容体の機能を強化する。ＰＰＡＲγの活性に関連する様々な遺伝子が観察され、これら
は顕著に上方制御されていた。：例えば、「ＣＯＰ９シグナロソーム」として公知の複合
体やＣＤＫ４に関連するサイクリンＤ３をコードする遺伝子ＣＯＰＳ３及びＣＯＰＳ５（

20

＞５）は、増殖を低下させて分化へと方向付け、ＰＰＡＲγのリン酸化反応に好適な状態
を提供する。リン酸化されたＰＰＡＲγは、レチノイドＸ受容体（ＲＸＲ）とともにヘテ
ロダイマーを形成し、ＰＰＲＥ転写応答配列に結合して脂肪細胞への分化を誘導する。
【０３５７】
また、サルササポゲニンは、分化活性に関わるその他の遺伝子も誘導する。そして、Ｋ
ＬＫ１０（＞１０）（又はカリクレイン：脂肪変換及び分化に必要なセリンプロテアーゼ
系のメンバー）と、Kruppel様因子５（ＫＬＦ５）をコードする遺伝子の増加が、Ｃ／Ｅ
ＢＰβ／δに強調して作用することにより、ＰＰＡＲγ２の発現を活性化することが観察
された。
【０３５８】

30

また、本研究は、成熟脂肪細胞では遺伝子ｐ２１が活性化状態で維持されていることを
示したが、この遺伝子の活性は、細胞分化開始時には通常減少した。このようにして、生
じた分化は長期間にわたって促進され、維持されている。この状況は、脂質蓄積経路を増
幅させる。本発見は、輸送小胞（グルコース、フルクトース、ステロール用）の形成に関
わる様々なタンパク質によって示される。：
【０３５９】
―

脂肪分化関連タンパク質（ＡＤＲＰ）又はアディポフィリンは、サルササポゲニンに

よって非常に顕著に誘導される（＞４）。ＡＤＲＰは、脂肪滴の形成及び脂肪酸の長鎖形
成に関わる。後者に記載されている脂肪酸の長鎖形成は、ペントラキシン関連遺伝子（Ｐ
ＴＸ３）をコードする遺伝子を刺激することで知られている。このペントラキシン関連遺

40

伝子（ＰＴＸ３）は、脂肪生成中に一時的に発現するものである。ＮＰＴＸＲがその受容
体に結合した後、２４時間の時点でサルササポゲニンによって強く誘導され（＞７）、脂
質分子の摂取を提供可能であることが提案される。
【０３６０】
―

この結果はまた、脂肪細胞中のフルクトースの主な輸送体であるＳＬＣ２Ａ５／ＧＬ

ＵＴ５（溶質キャリアファミリー２−促進型グルコース／フルクトース輸送体−メンバー
５）と、グルコース輸送に関連するタンパク質をコードする遺伝子ＲＡＦＴＬＩＮは、分
化の８時間及び２４時間の時点で、サルササポゲニンによって活性化されることを示して
いる。
【０３６１】
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脂質の分化と形成に関連する活性化遺伝子（優位性を維持）に加えて、その他の遺伝子
も共存しており、増殖（ＦＥＮ１、ＴＣＮ１、ＨＭＧＡ１及びＨＳＰＡ９Ｂ）と、基質中
への新しい脂肪組織の導入（ＰＣＯＬＣＥ２ＬＯＸ及びＥＣＭ２）を提供する。
【０３６２】
全体として、一連の結果は、脂肪細胞分化を活性化し、グルコース／フルクトース経路
の活性化により脂質摂取を刺激し、アディポフィリンを介した脂質小胞の形成を促進し、
細胞外基質への脂肪の導入を強化することが可能な製品の実態を説明している。
【０３６３】
脂肪細胞増殖の刺激
前脂肪細胞は、分化を開始する前に増殖期（クローン性増殖）を経る。分化期の間、細
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胞は分裂しないが、大きさが増大し、脂質を増加させる。
このようにして、増殖を刺激する製品は、既に分化期に入った脂肪細胞に複製能力を維
持させることが可能である。
【０３６４】
手順：３Ｔ３―Ｌ１細胞を植付け、４日間以上かけて培養して集合させた（クローン性増
殖）。従来の分化カクテルを培養物に添加し、サルササポゲニンの濃度を上昇させること
なく（対照）、又はサルササポゲニンの濃度を上昇させて、細胞を３日間培養した。培養
に続いて、細胞層を採取し、Hoechstで試験した。これにより、対照細胞に対する細胞増
殖及びピオグリタゾンの存在下で培養した細胞（陽性対照）を定量化した。
【０３６５】
【表１】
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【０３６６】
陽性対照によって得られた結果は、本試験を検証した。本試験は、サルササポゲニンの
存在下で、分化期の細胞が穏やかな複製能力を保持していることを明らかにした。後者で
あるサルササポゲニン存在下の結果は、対照の結果に比べて有意に異なるものであった。
用量依存的な影響は、調査を行った濃度範囲において著しいものではなかった。
【０３６７】
分化の刺激
原理：インビボでは増殖期の後、前脂肪細胞が特異的な内因性要因（特に、グルココルチ
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コイド及びインスリン）の影響下で分化を開始する。インビトロでは、これらの要因は分
化を誘因するために用いられる従来のカクテルに含まれている。
【０３６８】
その後、細胞が単純な維持培地で培養されている時に分化を維持する又は増幅させるこ
とは、グリセロール−３−リン酸脱水素酵素Ｇ３ＰＤＨ（又はＧＰＤＨ）のアッセイによ
って決定される。本酵素はエネルギー代謝に関連している。この活性は、分化過程を経て
規則的に増加する。
【０３６９】
手順：上述したとおり、３Ｔ３−Ｌ１細胞を培養して集合させた後、従来のカクテルで分
化誘導させ、サルササポゲニンの非存在下又は様々な濃度の存在下で培養した。培養３日
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後、分化カクテルを、サルササポゲニンの存在下又は非存在下の培養維持培地に置き換え
た。培養３日後、細胞層を採取し、Ｇ３ＰＤＨ活性を決定した。
【０３７０】
【表２】

10

【０３７１】
本アッセイは陽性対照（ピオグリタゾン）との比較により検証され、分化刺激において

20

５２１％の増加が観察された。用量依存的刺激は、サルササポゲニン存在下において見ら
れた。
【０３７２】
３Ｔ３−Ｌ１細胞及びヒト脂肪細胞による脂質摂取の刺激
原理：脂肪細胞分化は、前脂肪細胞から脂質を含む成熟脂肪細胞への転換における決定的
な段階である。脂質の細胞内蓄積は、従来のオイルレッド染色（中性脂質マーカー）によ
って測定した。その後、染色された脂質を顕微鏡下で定量化した。
手順：３Ｔ３―Ｌ１細胞を植付け、４日間培養（増殖）した。この後に、分化期（従来の
分化カクテルを用いた培養）及び成熟期（成熟カクテル）が、サルササポゲニン非存在下
又は様々な濃度の存在下で続いた。
【０３７３】
上記の成熟期終了時には、細胞を洗浄し、固定し、オイルレッドで染色した。細胞層を
デジタル式に撮影し、画像解析により赤色染色を定量化した。オイルレッド領域のパーセ
ンテージ（表１に示す）は、未処理の対照細胞に対して相対的に表したものである。本試
験は、ピオグリタゾン（１０μＭ）（分化刺激の陽性対照）と比較することにより検証し
た。
【０３７４】
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【表３】
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【０３７５】
サルササポゲニン存在下で培養した細胞は、用量依存的に脂質の取り込みの増加を示し
、サルササポゲニンの濃度が１７．５μＭである場合には、対照細胞と比較して４９２％
を超える値を示した。
この結果はヒト脂肪細胞を用いて再現可能であった。
【０３７６】

20

３次元画像によって証明された脂肪細胞量の効果
脂質摂取による脂肪細胞量の増加効果を撮像するために、私達は共焦点顕微鏡法を用い
て脂肪細胞量を概算した。
フィブロネクチンコーティングしたスライドガラス上で３Ｔ３−Ｌ１細胞を撮像した。
様々な濃度のサルササポゲニン存在下又は非存在下で、細胞を従来の方法で９日間培養し
た（３日間の分化後）。
【０３７７】
３つの染色が、脂質（赤色、オイルレッド）、細胞核（青、HOECHST染色）及びサイト
ゾル（緑色、BODIPY染色）を明らかに示した。
脂肪細胞の全量を再構成するために、６００nm毎の光学的スライス像によって画像を得
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た。このようにして生成されたデータから脂肪細胞量を計算した。結果を以下に示す。
【０３７８】
【表４】

40

【０３７９】
これらの効果は、脂肪組織において量を増大させるという効果を生じさせた。これは、
共焦点顕微鏡法によって証明された。
【０３８０】
＜Ｃ．インビボ研究＞
原理：量に関する研究は、干渉フリンジトポメトリーを用いて実施した。干渉フリンジト
ポメトリーは、レーザー照射下で皮膚表面に投影されたフリンジの光学的歪みを分析する
（ＦＯＩＴＳ法）
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【０３８１】
手順：本研究においては、再配置を最も正確に確保するために、特別な設備を開発するこ
とが必要となった。本設備（図１に示すシステム）は、
―

座席に対する高さが正確に決定されている水平胸支持方式（乳房Ｘ線撮影に用いられ

るものと同一）と、
―

胸用の台から一定の距離に位置する背もたれ方式である。
ＦＯＩＴＳによって得られた物（研究終了時と比較した開始時）を重ね合わせることに

より、量の変化を撮像可能である。
【０３８２】
研究形式：単純盲検の比較試験は、未処置の胸に対する処置した胸を示した。処置した胸

10

は左又は右の胸であった（研究個体群中無作為に選択したもの）。
被験者の数：３２人の被験者で実施され、３０人が研究を完了した。２８件のみが５６日
後の時点で評価可能であった。
【０３８３】
特殊研究基準：１８歳〜３５歳の女性。胸のボリュームは小さく、カップサイズは８０−
８５Ｂ又は９０Ａ。正常なホルモン状態、又は経口避妊薬によって安定した状態である。
研究中、妊娠や授乳はしていない。体重は少なくとも３ヶ月安定である。
製品塗布：本製品は５％のサルササポゲニンを含むクリームジェルであった。５６日間、
1日に２回ずつ塗布した。
20

【０３８４】
結果：
安全性：本製品は、上記ボランティア全てに良好な耐容性を示した。
【０３８５】
＜ＦＯＩＴＳによって決定される量（ボリューム）＞
研究をした３２人のボランティアのうち、２８日後の時点ではn＝３０の被験者のデー
タ、５６日後の時点ではn＝２８の被験者のデータが評価可能であった。
ＦＯＩＴによって決定された胸のボリュームは、胸上部（深い襟ぐりのゾーン）のボリ
ュームであって、低部は測位システムによって除外されている。
【０３８６】
結果の読み出しを促進するために、０日後（Ｔ０）のボリュームは５０００ｍｍ３の基

30

３

準値を標準とした。胸のサイズに応じて、４０００〜１００００ｍｍ

の範囲の生データ

が得られた。
このようにして、２８又は５６日後（Ｔ２８ or Ｔ５６）において測定した生データは
、５０００＋（Ｔ０に対する変化の絶対値）となった。
【０３８７】
【表５】
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【０３８８】
対照の胸においては、ボリュームの変化は、２８日後は実質的にゼロであり、５６日後
は僅かな有意差（ｐ＝０．５２）で僅かな変化が観察された。
処置した胸においては、あまり顕著ではないが、Ｔ２８（Ｐ＝０．３）の時点で増加が
観察された。この増加はＴ５６日後の時点では９０％の確実性で認められた（Ｐ＝０．１
）。
【０３８９】
【表６】
10

【０３９０】

20

全集団（即ち２８人の被験者）に対し、サルササポゲニン処置を行った胸において胸ボ
リュームの増加が観察された。そして、この増加は時間を経るにつれてより顕著なものと
なった：１．４〜２．２％。上述した如く、Ｔ５６時点での増加は９０％の確実性であっ
た（ｐ＝０．１）。
【０３９１】
結論：
胸のボリュームの増加は穏やかなものである（２８人の被験者に対し、５６日後時点で
平均２．２％）にもかかわらず、ｐ＝０．１のレベルで有意性を示した。
本増加傾向は、時間を経るにつれて顕著になり、得られた結果に一致するもう１つの指
摘事項であり、結果が長期的にさらによくなる可能性があることを提示する（図２はＦＯ
ＩＴＳ分析の一例を示す）。
【０３９２】
＜キュトメトリ（Cutometry）＞
原理：序文：キュトメトリは、一般的には脂質生成の特性を示すために用いられるもので
はない。この理由は、本方法が、支持線維（コラーゲン、エラスチン）が皮膚粘弾特性の
一因であることを調査するために開発されたものであるからである。
しかしながら、キュトメトリによるデータは脂肪症の増加を検証するために用いられ、
固有の機械的パラメータ（図３参照）に影響を及ぼさない。
【０３９３】
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【表７】

10

【０３９４】
時間を経た後のパラメータＵｖとＵｒの安定性は、弾力性パラメータに影響をしないこ
とを示している。Ｕｖ（弾力性、深部粘弾性に関連する）は変化しなかった。Ｕｒ（伸張
後の皮膚の固有弾性収縮力）もまた変化しなかった。
【０３９５】
サルササポゲニンの効果の特性を示すために選択されたキュメトリのパラメータは、深
面における弾力性又は粘弾性の変化を示さなかった。

【図１】

【図２】

【図３】
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【国際調査報告】
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