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(57)【要約】
　本発明は、酸又は塩基の存在下にて、基材に共有結合
可能な基を有する活性物質と、光に曝露した際に酸又は
塩基を生成可能な光触媒と、ビヒクルと、を含む、組成
物を提供する。活性物質はシリコーンポリマー及び／又
はシリコーンオリゴマーであり、１，０００グラム／モ
ルを超える分子量を有し、かつ少なくとも１つの有機官
能基を有する。本組成物は、界面活性剤、乳化剤、酸化
剤、及び他の成分を更に含んでよい。基材の処理方法も
また、開示されている。本明細書に記載される組成物及
び方法は、パーソナルケア製品及び消費者ケア製品用途
において有益である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材の処理方法であって、
　少なくとも１つの活性物質を前記基材に塗布する工程であって、前記活性物質は、１つ
以上の官能基を有し、前記基材は、１つ以上の補完的な官能基を有する、工程と、
　光に曝露した際に酸又は塩基を生成可能な少なくとも１つの光触媒を前記基材に塗布す
る工程と、
　前記光触媒及び前記少なくとも１つの活性物質を光に曝露して、前記少なくとも１つの
活性物質の前記１つ以上の官能基と、第２活性物質、基材、及びこれらの組み合わせから
なる群から選択される試薬との間に共有結合を形成する工程と、
　を含み、
　前記活性物質は、シリコーンポリマー及びシリコーンオリゴマーからなる群から選択さ
れ、前記活性物質は、１０００グラム／モルを超える分子量を有し、かつ少なくとも１つ
の有機官能基を有し、
　好適なビヒクルは、前記活性物質と前記基材との間の十分な接触を促進し、
　前記ビヒクルは水である、方法。
【請求項２】
　前記共有結合が、前記少なくとも１つの活性物質の前記１つ以上の官能基と第２活性物
質との間に存在して、生成物を形成する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記生成物が基材と更に反応する、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記共有結合が、前記少なくとも１つの活性物質の前記１つ以上の官能基と前記基材と
の間のエステル化反応の結果である、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　パーソナルケア組成物であって、
　（ａ）酸又は塩基の存在下にて１つ以上の補完的な官能基に共有結合可能な１つ以上の
官能基を有する活性物質と、
　（ｂ）光に曝露した際に酸又は塩基を生成可能な光触媒と、
　（ｃ）前記組成物を基材に塗布するために前記活性物質及び前記光触媒を分散又は溶解
させるための生理学的に許容可能なビヒクルと、
　を含み、前記基材が毛髪、皮膚、爪、歯及びこれらの組み合わせからなる群から選択さ
れ、
　前記活性物質は、シリコーンポリマー及びシリコーンオリゴマーからなる群から選択さ
れ、前記活性物質は、１０００グラム／モル（mole）を超える分子量を有し、かつ少なく
とも１つの有機官能基を有し、
　前記生理学的に許容可能なビヒクルは水である、パーソナルケア組成物。
【請求項６】
　前記活性物質が、５０，０００グラム／モルを超える分子量を有する、請求項５に記載
の組成物。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの有機官能基が、ヒドロキシル基、アミノ基、カルボキシル基、及
びこれらの任意の組み合わせからなる群から選択される、請求項５に記載の組成物。
【請求項８】
　前記活性物質がビス－ヒドロキシエトキシプロピルジメチコン（Hydroxyethyoxypropyl
 Dimethicone）である、請求項５に記載の組成物。
【請求項９】
　界面活性剤、乳化剤、酸化剤、ｐＨ調整成分、感触改良剤、レオロジー変性剤、充填剤
、香料、及びこれらの組み合わせからなる群から選択される成分を更に含む、請求項５に
記載の組成物。
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【請求項１０】
　前記光触媒が、芳香族ヒドロキシル化合物、スルホン化ピレン化合物、オニウム塩、ジ
アゾメタン誘導体、ビススルホン誘導体、ジスルホノ誘導体、ニトロベンジルスルホネー
ト（nitrobynzyl sulfonate）誘導体、スルホン酸エステル誘導体、Ｎ－ヒドロキシイミ
ドのスルホン酸エステル、及びこれらの組み合わせからなる群から選択される光酸であり
、前記光触媒に吸収される光が、紫外線、可視光、及びこれらの組み合わせからなる群か
ら選択される、請求項５に記載の組成物。
【請求項１１】
　前記光酸が芳香族ヒドロキシル化合物である、請求項１０に記載の組成物。
【請求項１２】
　前記芳香族ヒドロキシル化合物がヒドロキシル置換キノリンである、請求項１０に記載
の組成物、好ましくは前記ヒドロキシル置換キノリンが８－ヒドロキシキノリンである、
請求項１０に記載の組成物。
【請求項１３】
　前記光触媒が、ヒドロキシル置換キノリン、トリチルアルコール誘導体及びアクリジン
誘導体からなる群から選択される光塩基であり、好ましくは前記光塩基はマラカイトグリ
ーンであり、より好ましくは前記光塩基は９－ヒドロキシ－１０－メチル－９－フェニル
－９，１０－ジヒドロアクリジンであり、かつ前記光触媒は、前記組成物の合計重量に対
して０．０００５０重量％～１０重量％の量で存在する、請求項１０に記載の組成物。
【請求項１４】
　前記活性物質がビス－ヒドロキシエトキシプロピル（Hydroxyethyoxypropyl）ジメチコ
ンを含み、前記光触媒が８－ヒドロキシキノリンを含み、前記ビヒクルがラウリル硫酸ナ
トリウムを含み、前記組成物が水及び過酸化水素を更に含む、請求項５に記載の組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　酸又は塩基の存在下にて基材に共有結合可能な官能基を有するシリコーンポリマー活性
物質及び／又はオリゴマー活性物質と、光に曝露した際に酸又は塩基を生成可能な光触媒
と、ビヒクルと、を含む、基材の表面特性の共有結合改質のための組成物及び方法。
【背景技術】
【０００２】
　材料は、バルク特性及び表面特性の観点から特徴付けられ得る。材料の全体的な特性は
、かなりの部分が、材料の表面特性及びバルク特性によって制御される。材料の表面特性
は、材料の界面化学及び表面構造によって大部分が制御される。材料のバルク特性は、材
料のバルク化学及びバルク構造によって大部分が制御される。ある種の表面特性を生じさ
せるために、材料の界面化学及び／又は表面構造を改質することが望ましい場合がある。
加えて、ある種のバルク特性を生じさせるために、材料のバルク化学及び／又はバルク構
造を改質することが望ましい場合がある。
【０００３】
　毛髪及び皮膚は、表面及び／又はバルク改質の観点から特に関心深い生体物質である。
毛髪及び皮膚は、様々な化学的及び物理的環境に曝される。例えば、多くの場合、日常的
なヘアケア行為は、洗浄、ブロー乾燥、ブラッシング、染色、パーマ、ストレートパーマ
、スタイリング、などのうち１つ以上を含む。これらの活動は、健康な毛髪を特徴付ける
自然な光沢及び質感の損失をもたらし得る機械的及び化学的要因に毛髪を繰り返し曝す。
更に、環境要因がこれらの影響に加わり、風雨に曝された又は傷んだ毛髪への実質的な一
因となり得る。皮膚も、類似の機械的、化学的及び環境要因の結果としての表面損傷を受
ける。毛髪及び皮膚の表面への急性損傷は、時間とともに蓄積され、慢性損傷をもたらし
得る。
【０００４】
　毛髪は、繊維角皮表面膜（fiber cuticle surface membrane）（「ＦＣＳＭ」）によっ
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て、機械的、化学的、及び環境的に媒介される損傷から自然に保護される。ＦＣＳＭは、
毛髪繊維の最外表面層を構成し、タンパク質及び脂質成分を含む。ＦＣＳＭは、本来なら
毛髪損傷への実質的な一因となり得る機械的、化学的及び環境要因に対する、高度に耐久
性のある疎水性の表面保護バリアとして機能する。ＦＣＳＭは、高度に架橋したケラチン
タンパク質の下層（外表皮と称されることもある）に共有結合した、表面脂質単層（Ｆ層
と称されることもある）を含む。Ｆ層は、ケラチン内のシステイン残基及び外表皮内のそ
の他のタンパク質上のチオール基と１８－メチル－エイコサン酸（「１８－ＭＥＡ」）又
はその他の脂肪酸上のカルボキシル基との間に形成されたチオエステル結合を介して外表
皮に結合した１８－ＭＥＡなどの脂肪酸を主として含む。Ｆ層は、毛髪繊維に疎水性表面
を付与し、これにより、健康な毛髪の、輝く光沢、柔らかな質感及び滑らかさをある程度
向上させる。
【０００５】
　皮膚は、角質層によって、機械的、化学的、及び環境的に媒介される損傷から自然に保
護される。角質層は、表皮の最外層である。角質層は、ケラチン、脂肪酸及びセラミドを
含む脂質の多い間質内に埋め込まれた脂質劣化角質細胞を含む。角質層の脂肪酸、セラミ
ド及びその他の脂質成分は、Ｆ層が毛髪内の外表皮に共有結合しているのと同様の方法で
、エステル及びチオエステル結合を介してタンパク質成分に共有結合していると考えられ
ている。角質層は、経皮湿分の損失を防止し、経皮吸収を調節し、かつ表皮の下層を保護
するための生理学的バリアを提供するように機能する。
【０００６】
　ミクロ構造が異なっているにもかかわらず、Ｆ層及び角質層は共に、それぞれ毛髪及び
皮膚に対して、類似の保護機能を有する。しかしながら、機械的、化学的及び環境要因に
よって、Ｆ層及び角質層の少なくとも一部が損失することもあり得る。例えば、永久染毛
中、過酸化水素、アンモニア及び高ｐＨの組み合わせによって、保護用Ｆ層の少なくとも
一部が除去され、下層の毛髪表面が更に酸化されることで、毛髪繊維に不可逆的な生理化
学的変化が生じる場合がある。繰り返し染色することで、毛髪繊維表面からＦ層が完全に
消失し得る。その結果、Ｆ層が失われた際に、ケラチン外表皮が表面に露出することから
、以前は疎水性であった毛髪繊維表面も親水性となり得る。毛髪繊維表面の、天然の保護
及び潤滑特性は、その結果として減少し、毛髪は、乾燥した、ざらざらした、縮れた感触
となり得、ブラッシング及び／又は髪をほぐすことが困難となり、色がよりくすんで見え
、色合いが低下し、より多くの静電気を持ち、かつ、その他の機械的、化学的及び環境要
因による更なる損傷を大幅に受けやすくなる。
【０００７】
　角質層も同様に、機械的、化学的及び環境要因に起因する損傷を受けやすい。例えば、
相対的に寒冷気候の冬期数ヶ月の間、低湿度、低温、及び強風により、例えば、発赤、皮
癬及び／又は剥離を特徴とする乾燥症（乾燥肌）がもたらされ得る。損傷した皮膚は、実
質的に更なる損傷を受けやすく、これにより急性の症状が慢性状態へと変化し得る。
【０００８】
　これらの物質の表面部分への損傷によって、物質の下層にあるバルク部分に損傷が生じ
得る。これによって最終的には、大量の、かつ恐らくは修復不可能な損傷をこれらの物質
にもたらし得る。種々の機械的、化学的及び環境要因が、（単独で又は総合的に）毛髪及
び／又は皮膚の損傷をもたらし得る。例えば、太陽光への過度な曝露、プール用水中（及
びより少ない程度で、地方自治体の供給によって提供される水中）の塩素への曝露、その
他の形態の水質汚染への曝露、各種形態の大気汚染への曝露、毛髪繊維間の摩擦相互作用
、並びに毛髪繊維又は皮膚とその他の表面との間の摩擦相互作用が、毛髪及び皮膚の損傷
をもたらし得る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　したがって、毛髪繊維及び皮膚からのそれぞれＦ層及び角質層の損失を補うための、耐
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久性があるコンディショニング及び保護効果を提供する組成物及び方法が必要とされてい
る。痛んだ毛髪及び皮膚の表面特性の共有結合修飾は、このようなアプローチの一例であ
る。これらの物質を保護、修復、及び／又は強化する必要もある。１つ以上の活性成分を
反応させてその１つ以上の活性成分の間に共有結合を生成することによって、物質表面上
に局所的に活性物質を形成させることによる物質表面の改質、及び類似の方法で物質のバ
ルク内に活性物質を形成することによる物質のバルクの改質は、有望なアプローチである
。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　パーソナルケア組成物であって、酸又は塩基の存在下にて１つ以上の補完的な官能基に
共有結合可能な１つ以上の官能基を有する活性物質と、光に曝露した際に酸又は塩基を生
成可能な光触媒と、組成物を基材に塗布するために活性物質及び光触媒を分散又は溶解さ
せるための生理学的に許容可能なビヒクルと、を含み、
　ビヒクルが、生理学的に許容可能なビヒクルであり、基材が毛髪、皮膚、爪、歯及びこ
れらの組み合わせからなる群から選択され、
　活性物質は、シリコーンポリマー及びシリコーンオリゴマーからなる群から選択され、
１０００グラム／モル（mole）を超える分子量を有し、かつ少なくとも１つの有機官能基
を有する、パーソナルケア組成物。
【００１１】
　基材の処理方法であって、少なくとも１つの活性物質を基材に塗布する工程であって、
活性物質は１つ以上の官能基を有し、基材は１つ以上の補完的な官能基を有する、工程と
、光に曝露した際に酸又は塩基を生成可能な少なくとも１つの光触媒を基材に塗布する工
程と、光触媒及び少なくとも１つの活性材料を光に曝露して、少なくとも１つの活性物質
の１つ以上の官能基と、第２活性物質、基材、及びこれらの組み合わせからなる群から選
択される試薬との間に共有結合を形成する工程と、を含み、活性物質はシリコーンポリマ
ー及びシリコーンオリゴマーからなる群から選択され、活性物質は１０００グラム／モル
を超える分子量を有し、かつ有機官能基を少なくとも１つ有する方法。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
　本明細書に記載される様々な実施形態は、次の添付図面を用いた以下の説明を参照する
ことにより理解され得る。
【図１】チオエステル結合により１８－ＭＥＡに共有結合したケラチン外表皮部分を含む
毛髪繊維のＦＣＳＭへの損傷を示す概略図。
【図２】活性成分及び光触媒物質にて毛髪などの生理学的基材を処理するための、本明細
書に記載される組成物及び方法の１つの非限定的実施形態を示す概略図。
【図３】活性成分及び光触媒物質にて毛髪などの生理学的基材を処理するための、本明細
書に記載される組成物及び方法の１つの非限定的実施形態を示す概略図。
【図３Ａ】活性成分及び光触媒物質にて毛髪などの生理学的基材を処理するための、本明
細書に記載される組成物及び方法の１つの非限定的実施形態を示す概略図。
【図４】本明細書に記載される組成物及び方法の作用機序の１つの非限定的実施形態の略
図であり、ここで、基材表面は共有結合により改質されている。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本明細書に開示されている寸法及び値は、列挙した正確な数値に厳しく制限されるもの
として理解すべきではない。それよりむしろ、特に規定がない限り、こうした各寸法は、
列挙された値とその値周辺の機能的に同等の範囲との両方を意味することが意図される。
例えば、「４０ｍｍ」として開示される寸法は、「約４０ｍｍ」を意味することを意図し
ている。
【００１４】
　本発明で使用する場合、用語「官能基」とは、少なくとも部分的に、構造を規定し、か
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つ特定の族の化合物の性質を決定する、原子又は会合した原子の群を意味する。官能基は
、分子又は物質のその他の領域と比較して、特定の化学反応性の部位である分子又は物質
上又は内の領域であり得る。官能基は一般に、特有の性質を有し、ある程度、分子の反応
性を全体として制御することができる。官能基としては、限定するものではないが、ヒド
ロキシル基、チオール基、カルボニル基、カルボキシル基、スルホネート基、スルフィド
基、エーテル基、ハロゲン原子、アミノ基、シアノ基、ニトロ基、などが挙げられる。官
能基によって概ね分類（構造上及び／又は機能上）される化合物としては、限定するもの
ではないが、例えば、アルカン、アルケン、アルキン、芳香族化合物、ハロゲン化物、ア
ルコール、エーテル、エステル、アミン、イミン、イミド、カルボン酸、アミド、酸ハロ
ゲン化物、酸無水物、ニトリル、ケトン、アルデヒド、カーボネート、過酸化物、ヒドロ
ペルオキシド、炭水化物、アセタール、エポキシド、スルホン酸、スルホン酸エステル、
硫化物、スルホキシド、チオエーテル、チオシアネート、ジスルフィド、ホスホン酸、リ
ン酸エステル、ホスフィン、アジド、アゾ化合物、ニトロ化合物、硝酸塩、ニトリル、亜
硝酸塩、ニトロソ化合物、チオール、シアン酸塩、及びイソシアネートが挙げられる。
【００１５】
　用語「活性物質」、「活性成分」、「活性化合物」並びにこれら用語の組み合わせ及び
変形は、本明細書で使用するとき、基材物質の表面及び／又はバルク特性を改質するため
に基材に塗布される物質を意味する。これらの用語は、同じ意味で用いられてよい。基材
表面特性としては、例えば、表面疎水性／親水性、嫌油性／親油性、色、光学特性、吸収
率、吸着性、結合能力、輝度、無光沢度、摩擦抵抗、耐汚染性、表面テクスチャー、臭い
、耐洗浄性、湿潤性、弾性、可塑性、及び剛性を挙げることができる。基材バルク特性と
しては、例えば、引張り強度、剛性、吸収率、弾性、可塑性、及び生物活性を挙げること
ができる。
【００１６】
　活性物質は、酸又は塩基の存在下にて、基材の表面又はバルク内に存在する１つ以上の
補完的な官能基に共有結合可能な１つ以上の官能基を有する化合物を含んでよい。活性物
質は、酸又は塩基の存在下にて、分子間に共有結合を形成可能な化合物、例えば、酸又は
塩基触媒重合可能なモノマーを更に含んでよい。「美容活性物質」は、過度の毒性、非相
溶性、不安定性、アレルギー反応、などがなく、パーソナルケア製品にて用いるのに好適
な活性物質である。
【００１７】
　用語「モノマー」は本明細書で使用するとき、その他のモノマー（同一の又は異なる化
学構造を有してよい）に共有結合して、ポリマー又はコポリマーを形成することができる
化合物を意味する。用語「ポリマー」（及び「コポリマー」）は本明細書で使用するとき
、複数のモノマーを含む化合物を意味する。したがって、本明細書で使用するとき、ポリ
マーという用語は、二量体、三量体、オリゴマー、などを含む。
【００１８】
　本発明で使用するとき、用語「改質する」、「改質」、「官能化する」又は「官能化」
は、基材との関係では、（１）活性成分を基材表面に共有結合させること、（２）基材物
質のバルク内にて、活性成分を基材に共有結合させること、（３）２つ以上の活性成分（
同一若しくは異なる化学的部分であり得る）の間に共有結合を形成すること（ここで、得
られた二次的活性物質は基材表面に局在する）、及び／又は（４）２つ以上の活性物質（
同一又は異なる化学的部分であり得る）の間に共有結合を形成すること（ここで、活性物
質は、基材のバルク内に存在する）を意味する。
【００１９】
　本明細書で使用するとき、用語「ヒトの毛髪への塗布に好適」及び「ヒトの皮膚への塗
布に好適」とは、そのように記載された組成物又はその構成要素が、過度の毒性、不適応
性、不安定性、アレルギー反応等を伴わずに、ヒトの毛髪及び頭皮及び皮膚と接触して使
用するのに好適であることを意味する。
【００２０】
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　本明細書で使用するとき、用語「シャンプー」とは、毛髪、又は頭皮、顔、及び体を含
む皮膚を洗浄するための組成物を意味する。したがって、用語「シャンプー」としては、
限定するものではないが、例えば、通常の意味でのヘアシャンプー、ボディソープ、洗顔
料、又はその他の表面洗浄組成物が挙げられる。加えて、用語「シャンプー」は、ヒト及
び／又は動物にて使用する組成物を含む。
【００２１】
　用語「コンディショナー」は本明細書で使用するとき、毛髪又は皮膚を機械的、化学的
、及び／又は環境要因（損傷を受けた若しくは風雨に曝された毛髪若しくは皮膚の一因と
なる）から保護するため、並びに／又はこのような損傷の特徴を緩和するために、毛髪、
又は頭皮、顔、及び体を包含する皮膚を処理するための組成物を意味する。したがって、
用語「コンディショナー」としては、限定するものではないが、例えば、通常の意味での
ヘアコンディショナー（リーブイン及び／又はリンスアウト）、スキンローション、又は
顔面湿潤剤が挙げられる。加えて、用語「コンディショナー」は、ヒト及び／又は動物に
て使用する組成物を含む。
【００２２】
　用語「パーソナルケア製品」は本明細書で使用するとき、例えば、口紅、マスカラ、ル
ージュ、ファンデーション、頬紅、アイライナー、リップペンシル、リップグロス、その
他化粧品、白粉、ボディーパウダー、日焼け止め剤、サンブロック、ネイルポリッシュ、
ムース、ヘアスプレー、スタイリングジェル、ネイルコンディショナー、バスジェル、シ
ャワージェル、ボディソープ、洗顔料、シャンプー、ヘアコンディショナー（リーブイン
又はリンスアウト）、クリームリンス、毛髪染料、染毛製品、ヘアシャイン製品、ヘアセ
ラム、毛髪縮れ防止製品、毛髪枝毛修復製品、リップクリーム、スキンコンディショナー
、コールドクリーム、湿潤剤、ボディスプレー、石鹸、ボディースクラブ、剥離剤、収れ
ん剤、スクラフィングローション、脱毛剤、パーマ液、ふけ予防配合物、制汗剤組成物、
デオドラント、剃毛製品、プレシェービング製品、アフターシェービング製品、クレンザ
ー、スキンジェル、リンス、練り歯磨き、うがい薬、又はオーラルケアストリップなどの
製品を意味する。
【００２３】
　用語「コンシューマケア製品」は本明細書で使用するとき、例えば、軟質表面洗浄剤、
硬質表面洗浄剤、ガラス洗浄剤、セラミックタイル洗浄剤、便器洗浄剤、木材洗浄剤、複
表面洗浄剤（multi-surface cleaner）、表面消毒剤、食器洗い組成物、洗濯洗剤、布地
コンディショナー、布地染料、表面保護剤、表面消毒剤、自動車表面処理剤、などの製品
を意味する。コンシューマケア製品は、液体、ジェル、懸濁液、粉末、などの形態であっ
てよい。コンシューマケア製品はまた、専門業者用、業務用及び／又は工業的用途に加え
て、家庭又はホームケア用途のためであってもよい。
【００２４】
　本明細書に記載される組成物及び方法の１つの目的は、基材表面に活性物質を共有結合
させることによって基材の表面及び／又はバルク特性を改質することである。本明細書に
記載される組成物及び方法の別の目的は、それ自体が反応して活性化合物の２つ以上の分
子間に共有結合を形成し、それにより二次的活性物質を形成可能な活性化合物にて基材を
処理することによって、基材の表面及び／又はバルク特性を変更することである。本明細
書に記載される組成物及び方法の更に別の目的は、基材表面に活性物質を共有結合させる
ことによって基材の表面を官能化することである。効果的に処理するために、その分子内
に複数の類似官能基を含有する物質を基材上にまず結合させ、次に最初に結合させた物質
と反応させることによって別の物質／有益剤を結合する別の工程を続けることが望ましい
場合がある。基材が、極めて限定された濃度の、有益剤と反応して化学結合を形成可能な
官能基を含有する場合には、このことが特に有用である。例えば、リンゴ酸（２－ヒドロ
キシ－１，４－ジブタン酸）を基材上に最初に結合すると、基材の反応性が２倍に増大し
、活性物質が引き続いて結合する。本明細書に記載される組成物及び方法の更に別の目的
は、健康安全規則に容易に適合する方法で、かつ、パーソナルケア製品及び／又はコンシ
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ューマケア製品空間へと容易に導入し得る方法で、このような改質／官能化を提供するこ
とである。
【００２５】
　諸実施形態は概して、基材を処理するための組成物及び方法に関する。本明細書で使用
するとき、用語「基材」とは、本明細書に記載される組成物及び方法にて、表面及び／又
はバルクを処理するのに有用な任意の物質を意味し、例えば、毛髪繊維、皮膚、爪、歯ぐ
き、及び歯などの生理学的物質を含むがこれらに限定するものではない。基材とは、例え
ば、布地、紙、木材、プラスチック、ガラス、タイル、石、コンクリート、煉瓦、その他
のセラミックス、コーティングされた又は塗装された金属表面、コーティングされたガラ
ス、ポリマーフィルム、及び複合材料などの非生理学的物質も意味し得る。基材は更に、
予め改質された表面、例えば、コーティングされた表面（例えば、ニス塗りした若しくは
塗装された）又はラミネート加工された表面などを含んでよい。用語「基材」及び「物質
」は、本明細書に記載される組成物及び方法によって改質される物体との関係においては
、同じ意味で用いられてよい。
【００２６】
　諸実施形態では、本明細書に記載される組成物は、酸又は塩基の存在下にて、基材を改
質可能な活性成分、光に曝露した際に酸又は塩基を生成可能な光触媒、及び好適なビヒク
ル（所望により、生理学的に許容可能なビヒクルであってよい）を含む。諸実施形態では
、本明細書に記載される組成物は、界面活性剤、乳化剤、酸化剤、還元剤、ｐＨ調整剤、
皮膚軟化剤、湿潤剤、タンパク質、ペプチド、アミノ酸、添加ポリマー、つや出し剤、エ
ッセンシャルオイル及び／若しくは脂肪酸、潤滑剤、金属イオン封鎖剤／キレート剤、帯
電防止剤、レオロジー調整剤、感触改良剤（feel agents）、充填剤、防腐剤、香料、そ
の他の機能性成分、又はこれらの組み合わせなどの、１つ以上の任意成分を更に含んでよ
い。
【００２７】
　諸実施形態では、本明細書に記載の方法は、１つ以上の共有結合を活性成分及び／又は
基材の間に形成することによって基材を処理することを含むが、ここで、共有結合は、光
に曝露した際に光触媒により生成される酸又は塩基の存在下に形成される。諸実施形態で
は、本明細書に記載の方法は、２つ以上の活性成分分子の間に１つ以上の共有結合を形成
することによって、基材を処理することを含むが、ここで、共有結合は、光に曝露した際
に光触媒により生成される酸又は塩基の存在下にて形成され、活性物質は基材の表面及び
／又はバルクに局在する。本発明で使用する場合、用語「分子」は、化学結合によって一
体化された一定配置にある少なくとも２つの原子からなる十分に安定した基を意味する。
したがって、用語「分子」は、限定するものではないが、中性分子化合物、多原子イオン
、ラジカル種、生体分子、モノマー、二量体、三量体、オリゴマー、ポリマー、などを包
含する。
【００２８】
　諸実施形態では、本明細書に記載の方法は、化合物を調製し基材に共有結合させること
、又は基材表面上若しくは基材バルク内の化合物間に共有結合をその場で形成すること；
基材を提供すること、１つ以上の試薬を提供すること、光触媒を提供すること、並びに基
材及び１つ以上の試薬の存在下にて光触媒を光に曝露することによって基材を処理するこ
とを含むが、ここで、光触媒は酸又は塩基を発生させ、酸又は塩基は、その１つ以上の試
薬間での反応及び／又はその１つ以上の試薬と基材との間での反応を触媒し、反応（単一
又は複数）が共有結合を形成する。諸実施形態では、本明細書に記載の方法は、基材、酸
又は塩基の存在下にて基材を改質可能な活性成分、及び光に曝露した際に酸又は塩基を生
成可能な光触媒を含む系を提供すること、並びにその系を光に曝露することを含む。
【００２９】
　一般に、例えば、毛髪及び皮膚などの基材上に活性成分を共有結合させることは、多く
の場合、実現困難であることが分かっている。このことは水が存在する場合に特に当ては
まるが、水は、基材官能化が生じる前に、反応性部分を速やかに劣化させ得る。更に、水
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性媒体は、活性成分の基材への共有結合と競合し得る加水分解及び酸化反応を化学的に促
進することが知られている。これは、例えば、生理学的に許容可能なビヒクルとして多く
の場合水が使用されるパーソナルケア製品において、特定の問題を提起し得る。コンシュ
ーマケア製品も多くの場合、様々な容量にて、最も顕著には溶媒として、水を使用する。
【００３０】
　加えて、例えば、毛髪、皮膚、布地、ガラス及びセラミックなどの基材は、活性成分と
容易に反応して共有結合を形成する特に反応性の強い化学官能基を表面上に含有しなくて
よい。この比較的低い基材表面反応性により、塗布及びすすぎ洗い環境（例えば、毛髪の
洗髪及びコンディショニング、皮膚の洗浄、布地の洗濯、又は硬質表面の洗浄）の実用的
期間を外れる反応系がもたらされ得る。更に、製品の安全性及び環境保護に関する厳しい
法的な要求事項は、例えば、毛髪、皮膚、布地、ガラス又はセラミックなどの基材を、活
性成分の共有結合により処理するための組成物及び方法を提供するためのハードルを上げ
る。
【００３１】
　しかし、本明細書に記載される組成物及び方法の諸実施形態は、光を使って、例えば、
活性成分を基材に共有結合させる又は２つ以上の活性成分の間で、基材物質の表面上又は
バルク内にて、共有結合をその場で形成させるなどの反応を促進させる光触媒技術につい
てのものである。例えば、通常疎水性であるこれらの基材を補充及び／又は強化するため
に、様々な実施形態を使用して、損傷を受けた親水性毛髪及び／又は皮膚への長鎖アルキ
ル基の共有結合を促進してよい。加えて、例えば、布地又は硬質表面への活性物質の共有
結合を促進するために、様々な実施形態を使用することができる。更に、例えば、物質の
表面及び／又はバルク特性を変更するために、基材物質の表面上及び／又はバルク内でモ
ノマーを局所的に重合させるために、様々な実施形態を使用することができる。
【００３２】
　諸実施形態では、共有結合によって、傷んだ毛髪及び／又は皮膚を有する個人に、種々
の大きな利益をもたらし得る。例えば、ヘアコンディショニング効果としては、特に、改
良された感触、より小さい摩擦、より容易な櫛通り／ブラッシング、低減された乾燥、増
大した滑らかさ、減少した縮れ、増加した光沢、低下した静電気量、並びにその他の機械
的、化学的及び環境要因による損傷に対する改善された保護力を挙げることができる。皮
膚コンディショニング効果としては、特に、低減された乾燥、減少した発赤、減少した皮
癬、減少した剥離、並びに改善された質感及び滑らかさを挙げることができる。これらの
利益の少なくともいくつかは、共有結合を介する表面改質から生じる活性物質の付着を増
加させ又は目標としたものとすることによって付与することができる。本明細書に記載さ
れる組成物及び方法によって付与される利益は、不安定でない共有結合（それは、毛髪及
び／又は皮膚上へ活性成分を付着又は塗布するために従前のコンディショナー内で用いら
れた吸収、吸着、水素結合、イオン結合、その他の静電的相互作用、及び／又はその他の
一時的な非共有結合的会合と比較して、一般により強度でかつより安定している）が用い
られるために、潜在的により耐久性がある。これは、従前のコンディショナーで遭遇した
塗布及び再塗布の頻度を大幅に低減し得る。
【００３３】
　本明細書に記載される組成物及び方法の諸実施形態は、基材への活性成分の共有結合を
提供するが、これは、例えば、毛髪Ｆ層又は皮膚角質層の修復及び／又は強化へのアプロ
ーチとして記載されてよい。毛髪との関係においては、理論に束縛されたり、あるいは理
論に制限されたりするものではないが、図１に示すように、様々な機械的、化学的、及び
／又は環境要因により介在されたプロセスによって、バージンヘアのＦ層が毛髪繊維から
はぎ取られることがある。これらのプロセスとしては、例えば、永久染毛及び永続的パー
マ処理中に一般に遭遇する酸化及び加水分解反応を挙げることができる。
【００３４】
　図１は、１８－ＭＥＡ上のカルボキシル基と外表皮内のケラチンタンパク質中のシステ
イン残基上のチオール基との間のチオエステル結合により１８－ＭＥＡに共有結合したケ
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ラチン外表皮部分を含む毛髪繊維のＦＣＳＭを示す概略図である。加水分解及び／又は酸
化プロセス（例えば、永久染毛及び永続的パーマ処理中に一般的に遭遇する、過酸化水素
、アンモニア及び高ｐＨの組み合わせによる）は、その他の機械的、化学的、及び環境要
因と同様に、システイン－脂質チオエステル結合を開裂させ、システイン残基上にスルホ
ネート基を含む露出した外表皮を残すことによって、Ｆ層の少なくとも一部を除去し得る
。
【００３５】
　外表皮の表面にあるシステイン残基上のアニオン性スルホネート基は、任意の傷んだ毛
髪繊維の表面を親水性にするが、これは、傷んだ毛髪の望ましくない特性をもたらし得る
。更に、毛髪繊維がより親水性（及びしたがって、より損傷を受けている）であれば、非
共有結合性相互作用及び会合による従来の疎水性コンディショニング活性物質（例えば、
ジメチルシロキサン、脂肪族アルコール及び酸、並びに四級アミンなど）の付着が低減さ
れることが観察された。したがって、本明細書に記載される組成物及び方法は、このよう
な損傷を受けた基材を処理するための魅力的なアプローチを提供する。
【００３６】
　図２は、本明細書に記載される基材処理のための組成物及び方法の１つの非限定的実施
形態を概略的に示す。表面スルホネート及びカルボキシル基を含む基材の存在下、ヒドロ
キシル基（Ｒ－ＯＨ）を有する活性成分及び光に曝露した際に酸又は塩基を生成可能な光
触媒を含む組成物が提供される。光触媒を光に曝露し、これにより光触媒に酸又は塩基を
形成させる。酸又は塩基は、活性物質上のヒドロキシル基と基材上のカルボキシル基との
間の共有結合性エステル結合の形成を触媒する。
【００３７】
　図３及び図３Ａは、併せて見た場合、本明細書に記載される基材処理のための組成物及
び方法の１つの非限定的実施形態を概略的に示す。脂質層（Ｆ層）及びタンパク質層（外
表皮）を含む毛髪繊維の一部を示す。タンパク質層は、例えば、システイン残基間にジス
ルフィド結合を有するケラチンなどの構造タンパク質を含む。毛髪を還元剤で処理して、
ジスルフィド結合を破壊し、対応するチオール基を形成してもよい。毛髪は、１つ以上の
活性成分化合物間及び／又は１つ以上の活性成分化合物とチオール基との間に共有結合を
形成する反応が可能な１つ以上の化合物を含む活性成分で更に処理してよい。毛髪繊維は
更に、光触媒で処理される。１つ以上の活性成分及び光触媒は、毛髪繊維基材の表面に浸
透する。１つ以上の活性成分及び光触媒で処理された毛髪繊維基材を、好適な波長の光に
曝露して、光触媒を活性化させ、毛髪繊維基材内の１つ以上の活性成分とチオール基との
間の反応を触媒する。
【００３８】
　諸実施形態では、活性成分は、酸又は塩基の存在下で重合可能な１つ以上のモノマーで
あってよい。毛髪繊維は、光触媒及びモノマーを含む組成物で処理され、これは、少なく
とも部分的に繊維に浸透する。光に曝露した際に、光触媒は活性化し、それによって酸又
は塩基を発生させるが、これがモノマーの重合を触媒し、それによってポリマーをその場
で形成し、これが、チオール基とポリマーとの間に形成された共有結合によって、毛髪繊
維に所望により結合し得る。
【００３９】
　他の実施形態（図示せず）では、ポリマーは、毛髪繊維に共有結合しない。例えば、そ
の場で形成されたポリマーは、毛髪繊維の表面上にて又は毛髪繊維の細孔内にて、物理的
に不動化されてよい。その場で形成されたポリマーはまた、基材の表面及び／又はバルク
との、例えば、吸着、吸収、静電相互作用、摩擦相互作用、立体相互作用、及び／又はサ
イズ排除効果などの物理的及び／又は化学的相互作用によって毛髪繊維と会合してよい。
【００４０】
　諸実施形態では、モノマーは、スチレン、又は例えば、α－メチルスチレンなどのスチ
レン誘導体であってよい。モノマーは、その場重合（基材の表面上にて及び／又は基材の
バルク内にて）によりコポリマーが生成されるように、異なるモノマーの混合物を含んで
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もよい。
【００４１】
　本明細書に記載される組成物及び方法の諸実施形態では、光触媒は、光に曝露した際に
脱プロトン化する光酸であってよい。プロトン（例えば、ヒドロニウムイオンの形態で溶
媒和し得る）は、例えば、エステル化反応又はチオエステル化反応によって共有結合の形
成を触媒し得る。本明細書に記載される組成物及び方法の諸実施形態では、光触媒は、光
に曝露した際に水酸化物アニオンを発生させる光塩基であってよい。水酸化物アニオンは
、例えば、エステル化反応又はチオエステル化反応により、共有結合の形成を触媒し得る
。諸実施形態では、光酸又は光塩基の作用機構は、アレニウス型又はブレンステッド・ロ
ーリー型の酸又は塩基系に限定されず、むしろ、光に曝露した際に触媒活性化するルイス
型の酸又は塩基も含んでよい。本明細書に記載される組成物及び方法は、この文脈に限定
されない。
【００４２】
　エステル化反応は一般に、可逆的である。水などの相対的に中性の媒体の場合、エステ
ル結合の加水分解の逆反応で、対応するヒドロキシル及びカルボキシル含有部分になるの
とは対照的に、可逆性のエステル化反応では、エステル結合及び水の形成に熱力学的に有
利に働かない場合がある。チオエステル化系は一般に、同様な反応を示す。このため、従
前系での（例えば、従前のコンディショナーでの）活性成分と基材との間での共有結合の
形成は、例えば、毛髪又は皮膚などの基材処理との関係においては、非現実的であった。
【００４３】
　加えて、エステル化又はチオエステル化反応の酸又は塩基触媒反応は一般に、パーソナ
ルケア製品との関係では非現実的であるが、これは、比較的高い又は比較的低いｐＨを有
することなく、基材の表面にて又はバルク内にて、十分な酸又は塩基濃度を生成すること
が困難であることによる。比較的高い又は比較的低いｐＨを有する製品の使用は一般に、
不適当であるが、これは、このような酸性及び苛性の物質が、生理学的に受け入れられな
い可能性があるためである。
【００４４】
　本明細書に記載される組成物及び方法は、これらの制限を克服する。光触媒を使用する
ことで、基材表面にて又は基材物質のバルク内にて、触媒と活性成分との共存が可能とな
る。しかし、光触媒は、光に曝露するまでは活性化しない。例えば、光酸触媒は、好適な
波長の光に曝露した際に、ｐＫａの減少を示す。例えば、光塩基触媒は、好適な波長の光
に曝露した際に、ｐＫｂの増大を示す場合がある。光に曝露した際の酸又は塩基強度それ
ぞれの増大は、基材表面でのプロトン又は水酸化物濃度の局部的な増大をもたらし、これ
により、例えば、迅速なエステル化又はチオエステル化が促進される。更に、プロトン又
は水酸化物の濃度が、基材表面に短時間局在するために（周囲の媒体中に拡散する前に）
、バルクｐＨは、基本的には、光触媒反応による影響を受けず、使用される光触媒の量を
用いた場合に、ほぼ中性にとどまり得る。このことは、例えば、パーソナルケア製品、及
び各種コンシューマケア製品用途などの生理学的用途にとって有利である。加えて、酸性
又は塩基性触媒反応の一時的な局部的性質は、共有結合が高ｐＨ又は低ｐＨに敏感な場合
のプロセス中に生成される共有結合の安定性にも寄与する。
【００４５】
　したがって、本明細書に記載される組成物及び方法の諸実施形態における活性成分と基
材との間にエステル及び／又はチオエステル共有結合を形成する反応の光触媒作用は、例
えば、毛髪及び皮膚における、それぞれＦ層及び角質層の修復及び／又は強化などの基材
処理に対して、効率的、制御可能、安定的及び生理学的に許容可能なアプローチを提供す
る。
【００４６】
　図４は、光酸触媒との関係で、本明細書に記載される組成物及び方法の作用機序（mech
anism of use）の１つの非限定的実施形態の略図である。第１工程では、活性成分であり
得る試薬及び光酸触媒を含む試薬溶液が提供される。試薬溶液は、シャンプー、コンディ
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ショナー、その他のパーソナルケア製品又はコンシューマケア製品を含み得る。第２工程
では、試薬溶液は、例えば、皮膚、毛髪、布地、又は硬質表面であり得る基材に塗布され
る。試薬溶液の成分は、基材表面上に付着する。第３工程では、試薬溶液及び基材を含む
系を光に曝露する。光は、光触媒の脱プロトン化を引き起こす。第４工程では、試薬と基
材表面との間で、光酸で触媒されたエステル化反応が生じる。第５工程では、未反応の触
媒、試薬、及びプロトンは、基材表面から拡散し、システムから除去される。第６工程で
は、改質／官能化された基材を乾燥させる。第７工程では、改質／官能化された基材を洗
浄し、すすぎ洗いする。改質／官能化された基材は、洗浄及びすすぎ洗い後に共有結合し
た試薬を実質的に保持する。
【００４７】
　本明細書に記載される組成物及び方法は、制御された方法で、材料特性のその場及び局
部的改質を促進する。活性成分は、光酸又は光塩基反応系内にて、共有結合的に変更され
る（例えば、活性成分間で及び／又は活性成分と基材物質との間で共有結合を形成するこ
とによって、二次的活性物質を形成することにより）。
【００４８】
　改質される基材は、噴霧、浸漬、展着、コーティング、すすぎ洗い、又は組成物を基材
表面上に又は基材物質のバルク内に導入する任意の他の好適な手段により処理されてよい
。諸実施形態では、基材表面及び／又はバルクに確実で十分な改質をするためには、試薬
溶液によって基材表面全体が確実に濡れていることが重要である。活性物質が、ビヒクル
内で少なくとも部分的に不溶性である場合、例えば、ビヒクル内の活性物質の滴径又は粒
径を最小化することによって、活性物質と基材との間の接触を極大化することが重要であ
る。諸実施形態では、基材表面の単一部分のみ又は複数部分に試薬溶液を導入することが
望ましい場合がある。その他の実施形態では、光触媒を活性化するのに好適な波長の光で
、基材表面の単一部分のみ又は複数部分を照射するのが望ましい場合がある。共有結合改
質は、試薬溶液と接触しかつ光触媒を活性化するのに好適な波長の光で照射された基材表
面（及び下層にあるバルク）領域上でのみ生じる。これにより、表面及び／又はバルク改
質の場所及び程度を制御することができる。
【００４９】
　本明細書に記載された酸又は塩基光触媒共有結合改質／官能化機序は可逆性であっても
よい。例えば、エステル化及び／又はチオエステル化反応によって、共有結合により改質
又は官能化された基材表面は、酸性界面活性剤水溶液と接触させてよい。あるいは、アル
カリ性界面活性剤溶液を用いてよい。これらの溶液は、活性成分を基材に結合させている
エステル及び／又はチオエステル結合の加水開裂を促進し、それによって活性成分を除去
し得る。
【００５０】
　この除去性は、適切な条件下で可逆性である、活性成分－基材結合に限定されている。
例えば、光酸触媒エステル化の場合、試薬及び触媒が、基材近傍に存在し、かつ適切な光
に曝露された場合に、エステル結合が形成される。照射時の高濃度プロトンにより、その
まま維持されるエステル結合が形成するが、これは、発生したプロトンが媒体のバルク内
へ速やかに拡散するためである。低含有量の光酸によって、安定しかつほぼ中性ｐＨのバ
ルク水溶液が得られる。これらの条件下で、エステル結合は、非常にゆっくりした速度で
加水分解される。しかし、極めて低い（又は極めて高い）ｐＨの水溶液で処理すると、エ
ステル結合はより速やかに破壊されて、元の未改質基材表面が得られる。
【００５１】
　共有結合にて結合した活性物質の除去は、改質又は官能化された基材を、光触媒（光酸
又は光塩基）を含む組成物で処理することによっても達成することができる。これにより
、基材からの活性成分の除去タイミングの制御が改善される。これは、周辺光の影響を受
けずに、適切な装置により提供された特定波長の光の下で、酸又は塩基種を生成可能なよ
うに、光触媒を選択した場合に実現することができる。
【００５２】
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　本明細書に記載される、組成物の各種成分及び付随する方法のそれぞれ、並びに好まし
い及び任意の成分について、詳細に記述される。
【００５３】
　活性成分
　本発明の活性物質としては、次のｉ）、ｉｉ）及びｉｉｉ）の特徴を有するシリコーン
オリゴマー又はポリマーが挙げられる：ｉ）一実施形態では１０００グラム／モルを超え
る分子量を有し、他の実施形態では、５０，０００グラム／モルを超える分子量を有する
；ｉｉ）限定するものではないがヒドロキシル、アミノ、カルボキシル基及び／又はこれ
らのうちの任意の組み合わせが挙げられる、少なくとも１つ（及び一実施形態では複数）
の有機官能基を有する；並びにｉｉｉ）シリコーンポリマーの置換の程度及び性質、並び
に分子量は、所望の基材改質及び適用条件に応じて適切に選択することができる。例えば
、疎水性の増加が所望される場合、シリコーンオリゴマー又はポリマー中のケイ素原子（
silicone atoms）の、２％未満を有機基で置換することができる。シリコーンコポリマー
は、以下のような構造を有するものが挙げられる、有機アルコール基（一級又は二級）を
含有する、モノマー由来のものであり得る。
　Ｒ１－［Ｓｉ（ＣＨ２）（Ｒ３－ＣＨ２ＯＨ）－Ｏ］ｎ－［Ｓｉ（ＣＨ２）２－Ｏ］ｍ
－Ｒ２
　式中、Ｒ１、Ｒ２はメチルであり；Ｒ３は－ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２－（ＯＣＨ２ＣＨ２Ｏ
）ｑ－Ｈであり、ただし、ｑ≧１である。
【００５４】
　毛髪改質は、痛んだ毛髪をシリコーンオリゴマー又はポリマー活性物質で処理すること
で達成することができる。８－ヒドロキシキノリンなどの光酸生成体を用いる、エマルシ
ョン、分散体、及び／又は溶液状態のこのような活性物質での処理は、損傷を受けた毛髪
に耐久性のある（例えば複数回のシャンプー洗浄サイクル後にも持続するなど）利益をも
たらし得る。耐久性のある利益の例としては、毛髪軟化（湿った及び乾いた毛髪の軟化）
、櫛通りの良さ、抗縮れ、髪型及び髪色保持、保湿、及び光沢が挙げられる。
【００５５】
　表面改質方法は、シリコーンポリマーと基材との間の共有結合の形成を伴う。結合は、
オリゴマー又はポリマーの一級又は二級アルコールと、毛髪基材の適合性のある官能基（
例えばカルボン酸基は縮合に寄与する）と、の酸触媒反応により形成される。
【００５６】
　好適なシリコーンオリゴマー及び／又はポリマーとしては、アルコキシアルカノール基
を有するシリコーンオリゴマー又はポリマーが挙げられる。一実施形態では、シリコーン
オリゴマー及び／又はポリマーは、以下の構造を有するビス－ヒドロキシエトキシプロピ
ルジメチコンである。
【００５７】
【化１】

【００５８】
　好適なビス－ヒドロキシエトキシプロピルジメチコンとしては、限定するものではない
が、Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇから５５６２　Ｃａｒｂｉｎｏｌ　Ｆｌｕｉｄとして、Ｍｏ
ｍｅｎｔｉｖｅからＢａｙｓｉｌｏｎｅ　ＯＦ　ＯＨ　７０２　Ｅとして入手可能な材料
が挙げられる。
【００５９】
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　光触媒
　光触媒は、光に曝露した際に減少（又は増加）するｐＫａ（又はｐＫｂ）値を有する任
意の酸、塩基（又はこれらの複合体）であり得る。光は、ｐＫａ又はｐＫｂのそれぞれ減
少又は増大を得るための任意の好適な波長の光であり得る。例えば、光は、周辺光、太陽
光、白色光、蛍光、ＬＥＤ光、レーザー光線、などであり得る。光は、電磁スペクトルに
従う任意の分類のもの、例えば、可視光、近紫外線若しくは遠紫外線、又は近赤外線若し
くは遠赤外線であってよい。当業者であれば、採用した１つ以上の光触媒の特性に応じて
適切な光波長が決定されることは容易に理解するであろう。
【００６０】
　加えて、好適な光は、基材表面を照らすことが可能な任意の供給源から提供されてよい
。例えば、周辺太陽光、白色光、蛍光、などは、好適な波長の光を提供し得る。したがっ
て、光は、ランプ及びポータブル又は電池駆動による光などの従来の供給源により提供さ
れてよい。加えて、特定の装置が、本明細書に記載された組成物及び方法で用いるために
開発又は適合されてもよい。例えば、好適な波長の光を提供するＬＥＤを組み込むように
構成されたヘアブラシを使用して、毛髪繊維の表面を共有結合的に改質してよい。諸実施
形態では、レーザーを使用して、例えば、基材表面の共有結合改質の正確なターゲティン
グを提供してもよい。
【００６１】
　諸実施形態では、光触媒は、例えば、芳香族ヒドロキシ化合物、スルホン化ピレン化合
物、オニウム塩、ジアゾメタン誘導体、ビススルホン誘導体、ジスルホノ（disulfuno）
誘導体、ニトロベンジルスルホネート誘導体、スルホン酸エステル誘導体、Ｎ－ヒドロキ
シイミドのスルホン酸エステル、又はこれらの組み合わせなどの光酸である。
【００６２】
　光酸触媒としては、例えば、８－ヒドロキシキノリン、８－ヒドロキシキノリンサルフ
ェート、８－キノリノール－１－オキシド、５－ヒドロキシキノリン、６－ヒドロキシキ
ノリン、７－ヒドロキシキノリン、５－ヨード－７－スルホ－８－ヒドロキシキノリン、
５－フルオロ－８－ヒドロキシキノリン、５－フルオロ－７－クロロ－８－ヒドロキシキ
ノリン、５－フルオロ－７－ブロモ－８－ヒドロキシキノリン、５－フルオロ－７－ヨー
ド－８－ヒドロキシキノリン、７－フルオロ－８－ヒドロキシキノリン、５－クロロ－８
－ヒドロキシキノリン、５，７－ジクロロ－８－ヒドロキシキノリン、５－クロロ－７－
ブロモ（brono）－８－ヒドロキシキノリン、５－クロロ－７－ヨード－８－ヒドロキシ
キノリン、７－クロロ－８－ヒドロキシキノリン、５－ブロモ－８－ヒドロキシキノリン
、５－ブロモ－７－クロロ－８－ヒドロキシキノリン、５，７－ジブロモ－８－ヒドロキ
シキノリン、５－ブロモ－７－ヨード－８－ヒドロキシキノリン、７－ブロモ－８－ヒド
ロキシキノリン、５－ヨード－８－ヒドロキシキノリン、５－ヨード－７－クロロ－８－
ヒドロキシキノリン、５，７－ジヨード－８－ヒドロキシキノリン、７－ヨード－８－ヒ
ドロキシキノリン、５－スルホン酸－８－ヒドロキシキノリン、７－スルホン酸－８－ヒ
ドロキシキノリン、５－スルホン酸－７－ヨード－８－ヒドロキシキノリン、５－チオシ
アノ－８－ヒドロキシキノリン、５－クロロ－８－ヒドロキシキノリン、５－ブロモ－８
－ヒドロキシキノリン、５，７－ジブロモ－８－ヒドロキシキノリン、５－ヨード－８－
ヒドロキシキノリン、５，７－ジヨード－８－ヒドロキシキノリン、７－アザインドール
、７－シアノ－２－ナフトール、８－シアノ－２－ナフトール、５－シアノ－２－ナフト
ール、１－ヒドロキシ－３，６，８－ピレントリスルホン酸、トランス－３－ヒドロキシ
スチルベン、２－ヒドロキシメチルフェノール、又はペラルゴニジンなどのヒドロキシ置
換芳香族を挙げることができる。
【００６３】
　光酸触媒としては、例えば、ビス（４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）ヨードニウムペル
フルオロ－１－ブタンスルホネート、ジフェニルヨードニウムペルフルオロ－１－ブタン
スルホネート、ジフェニルヨードニウム－９，１０－ジメトキシアントラセン－２－スル
ホネート、ジフェニルヨードニウムヘキサフルオロホスフェート、ジフェニルヨードニウ
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ムニトレート、ジフェニルヨードニウムｐ－トルエンスルホネート、ジフェニルヨードニ
ウムトリフレート、（４－メチルフェニル）ジフェニルスルホニウムトリフレート、（４
－メチルチオフェニル）メチルフェニルスルホニウムトリフレート、２－ナフチルジフェ
ニルスルホニウムトリフレート、（４－フェノキシフェニル）ジフェニルスルホニウムト
リフレート、（４－フェニルチオフェニル）ジフェニルスルホニウムトリフレート、チオ
ビス（トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロホスフェート）、トリアリールスルホニ
ウムヘキサフルオロアンチモネート、トリアリールスルホニウムヘキサフルオロホスフェ
ート塩、トリフェニルスルホニウムペルフルオロ－１－ブタンスルホネート、トリフェニ
ルスルホニウムトリフレート、トリス（４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）スルホニウムペ
ルフルオロ－１－ブタンスルホネート、トリス（４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）スルホ
ニウムトリフレート、ビス（４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）ヨードニウムｐ－トルエン
スルホネート、ビス（４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）ヨードニウムトリフレート、（４
－ブロモフェニル）ジフェニルスルホニウムトリフレート、（ｔｅｒｔ－ブトキシカルボ
ニルメトキシナフチル）ジフェニルスルホニウムトリフレート、（ｔｅｒｔ－ブトキシカ
ルボニルメトキシフェニル）ジフェニルスルホニウムトリフレート、（４－ｔｅｒｔ－ブ
チルフェニル）ジフェニルスルホニウムトリフレート、（４－クロロフェニル）ジフェニ
ルスルホニウムトリフレート、（４－フルオロフェニル）ジフェニルスルホニウムトリフ
レート、［４－［（２－ヒドロキシテトラデシル）オキシ］フェニル］フェニルヨードニ
ウムヘキサフルオロアンチモネート、（４－ヨードフェニル）ジフェニルスルホニウムト
リフレート、（４－メトキシフェニル）ジフェニルスルホニウムトリフレート、ジフェニ
ルヨードヘキサフルオロホスフェート、ジフェニルヨードヘキサフルオロアルセネート、
ジフェニルヨードヘキサフルオロアンチモネート、ジフェニルｐ－メトキシフェニルトリ
フレート、ジフェニルｐ－トルエニルトリフレート、ジフェニルｐ－イソブチルフェニル
トリフレート、ジフェニルｐ－ｔ－ブチルフェニルトリフレート、トリフェニルスルホニ
ウムヘキサフルオロホスフェート、トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロアルセネー
ト、トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロアンチモネート、トリフェニルスルホニウ
ムトリフレート、ジブチルナフチルスルホニウムトリフレート、ジフェニルヨードニウム
トリフルオロメタンスルホネート、（ｐ－ｔｅｒｔ－ブトキシフェニル）フェニルヨード
ニウムトリフルオロメタンスルホネート、ジフェニルヨードニウムｐ－トルエンスルホネ
ート、（ｐ－ｔｅｒｔ－ブトキシフェニル）フェニルヨードニウムｐ－トルエンスルホネ
ート、トリフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、（ｐ－ｔｅｒｔ－ブ
トキシフェニル）ジフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、ビス（ｐ－
ｔｅｒｔ－ブトキシフェニル）フェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、
トリス（ｐ－ｔｅｒｔ－ブトキシフェニル）－スルホニウムトリフルオロメタンスルホネ
ート、トリフェニルスルホニウムｐ－トルエンスルホネート、（ｐ－ｔｅｒｔ－ブトキシ
フェニル）ジフェニルスルホニウムｐ－トルエンスルホネート、ビス（ｐ－ｔｅｒｔ－ブ
トキシフェニル）フェニルスルホニウムｐ－トルエンスルホネート、トリス（ｐ－ｔｅｒ
ｔ－ブトキシフェニル）スルホニウムｐ－トルエンスルホネート、トリフェニルスルホニ
ウムノナフルオロブタンスルホネート、トリフェニルスルホニウムブタンスルホネート、
トリメチル－スルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、トリメチルスルホニウムｐ
－トルエンスルホネート、シクロヘキシルメチル（２－オキソシクロヘキシル）－スルホ
ニウムトリフルオロメタンスルホネート、シクロヘキシルメチル（２－オキソシクロヘキ
シル）スルホニウムｐ－トルエンスルホネート、ジメチルフェニル－スルホニウムトリフ
ルオロメタンスルホネート、ジメチルフェニル－スルホニウムｐ－トルエンスルホネート
、ジシクロヘキシルフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、ジシクロヘ
キシルフェニルスルホニウムｐ－トルエンスルホネート、トリナフチルスルホニウムトリ
フルオロメタン－スルホネート、シクロヘキシルメチル（２－オキソシクロヘキシル）ス
ルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、（２－ノルボルニル）メチル（２－オキソ
シクロ－ヘキシル）スルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、エチレンビス－［メ
チル（２－オキソシクロペンチル）スルホニウムトリフルオロメタン－スルホネート］、
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又は１，２’－ナフチルカルボニルメチルテトラヒドロチオフェニウムトリフレートなど
のオニウム塩を挙げてもよい。
【００６４】
　光酸触媒としては、例えば、ビス（ベンゼンスルホニル）－ジアゾメタン、ビス（ｐ－
トルエンスルホニル）ジアゾメタン、ビス（キシレンスルホニル）ジアゾメタン、ビス（
シクロヘキシルスルホニル）－ジアゾメタン、ビス（シクロペンチルスルホニル）ジアゾ
メタン、ビス（ｎ－ブチルスルホニル）ジアゾメタン、ビス（イソブチルスルホニル）－
ジアゾメタン、ビス（ｓｅｃ－ブチルスルホニル）ジアゾメタン、ビス（ｎ－プロピルス
ルホニル）ジアゾメタン、ビス（イソプロピルスルホニル）－ジアゾメタン、ビス（ｔｅ
ｒｔ－ブチルスルホニル）ジアゾメタン、ビス（ｎ－アミルスルホニル）ジアゾメタン、
ビス（イソアミルスルホニル）－ジアゾメタン、ビス（ｓｅｃ－アミルスルホニル）ジア
ゾメタン、ビス（ｔｅｒｔ－アミルスルホニル）ジアゾメタン、１－シクロヘキシルスル
ホニル－１－（ｔｅｒｔ－ブチルスルホニル）ジアゾメタン、１－シクロヘキシルスルホ
ニル－１－（ｔｅｒｔ－アミルスルホニル）ジアゾメタン、又は１－ｔｅｒｔ－アミルス
ルホニル－１－（ｔｅｒｔ－ブチルスルホニル）ジアゾメタンなどのジアゾメタン誘導体
を挙げてもよい。
【００６５】
　光酸触媒としては、例えば、ビス－ｏ－（ｐ－トルエンスルホニル）－α－ジメチルグ
リオキシム、ビス－ｏ－（ｐートルエンスルホニル）－α－ジフェニルグリオキシム、ビ
ス－ｏ－（ｐートルエンスルホニル）－α－ジシクロヘキシル－グリオキシム、ビス－ｏ
－（ｐートルエンスルホニル）－２，３－ペンタンジオン－グリオキシム、ビス－ｏ－（
ｐートルエンスルホニル）－２－メチル－３，４－ペンタン－ジオングリオキシム、ビス
－ｏ－（ｎ－ブタンスルホニル）－α－ジメチルグリオキシム、ビス－ｏ－（ｎ－ブタン
スルホニル）－α－ジフェニルグリオキシム、ビス－ｏ－（ｎ－ブタンスルホニル）－α
－ジシクロヘキシルグリオキシム、ビス－ｏ－（ｎ－ブタン－スルホニル）－２，３－ペ
ンタンジオングリオキシム、ビス－ｏ－（ｎ－ブタン－スルホニル）－２－メチル－３，
４－ペンタンジオングリオキシム、ビス－ｏ－（メタンスルホニル）－α－ジメチルグリ
オキシム、ビス－ｏ－（トリフルオロ－メタンスルホニル）－α－ジメチルグリオキシム
、ビス－ｏ－（１，１，１－トリフルオロエタンスルホニル）－α－ジメチルグリオキシ
ム、ビス－ｏ－（ｔｅｒｔ－ブタンスルホニル）－α－ジメチルグリオキシム、ビス－ｏ
－（ペルフルオロオクタンスルホニル）－α－ジメチルグリオキシム、ビス－ｏ－（シク
ロヘキサン－スルホニル）－α－ジメチルグリオキシム、ビス－ｏ－（ベンゼンスルホニ
ル）－α－ジメチルグリオキシム、ビス－ｏ－（ｐ－フルオロベンゼンスルホニル）－α
－ジメチルグリオキシム、ビス－ｏ－（ｐ－ｔｅｒｔ－ブチルベンゼンスルホニル）－α
－ジメチルグリオキシム、ビス－ｏ－（キシレンスルホニル）－α－ジメチル－グリオキ
シム、又はビス－ｏ－（カンファースルホニル）－α－ジメチルグリオキシムなどのグリ
オキシム誘導体を挙げてもよい。
【００６６】
　光酸触媒としては、例えば、ビスナフチルスルホニルメタン、ビストリフルオロメチル
スルホニルメタン、ビスメチルスルホニルメタン、ビスエチルスルホニルメタン、ビスプ
ロピルスルホニルメタン、ビスイソプロピルスルホニルメタン、ビス－ｐ－トルエンスル
ホニルメタン、ビスベンゼンスルホニルメタン、２－シクロヘキシル－カルボニル－２－
（ｐ－トルエンスルホニル）プロパン（β－ケトスルホン誘導体）、２－イソプロピル－
カルボニル－２－（ｐ－トルエンスルホニル）プロパン（β－ケトスルホン誘導体）など
のビススルホン誘導体を挙げてもよい。
【００６７】
　光酸触媒としては、例えば、ジフェニルジスルホン又はジシクロヘキシルジスルホンな
どのジスルホノ誘導体を挙げてもよい。
【００６８】
　光酸触媒としては、例えば、２，６－ジニトロベンジルｐ－トルエンスルホネート又は
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２，４－ジニトロベンジルｐ－トルエンスルホネートなどのニトロベンジルスルホネート
誘導体を挙げてもよい。
【００６９】
　光酸触媒としては、例えば、１，２，３－トリス（メタンスルホニルオキシ）ベンゼン
、１，２，３－トリス（トリフルオロ－メタンスルホニルオキシ）ベンゼン、又は１，２
，３－トリス（ｐ－トルエンスルホニルオキシ）ベンゼンなどのスルホン酸エステル誘導
体を挙げてもよい。
【００７０】
　光酸触媒としては、例えば、Ｎ－ヒドロキシスクシンイミドメタンスルホネート、Ｎ－
ヒドロキシスクシンイミドトリフルオロメタンスルホネート、Ｎ－ヒドロキシスクシンイ
ミドエタンスルホネート、Ｎ－ヒドロキシスクシンイミド１－プロパンスルホネート、Ｎ
－ヒドロキシスクシンイミド２－プロパンスルホネート、Ｎ－ヒドロキシスクシンイミド
１－ペンタンスルホネート、Ｎ－ヒドロキシスクシンイミド１－オクタンスルホネート、
Ｎ－ヒドロキシスクシンイミドｐ－トルエンスルホネート、Ｎ－ヒドロキシスクシンイミ
ドｐ－メトキシベンゼンスルホネート、Ｎ－ヒドロキシスクシンイミド２－クロロエタン
スルホネート、Ｎ－ヒドロキシスクシンイミドベンゼンスルホネート、Ｎ－ヒドロキシス
クシンイミド２，４，６－トリメチル－ベンゼンスルホネート、Ｎ－ヒドロキシスクシン
イミド１－ナフタレンスルホネート、Ｎ－ヒドロキシスクシンイミド２－ナフタレンスル
ホネート、Ｎ－ヒドロキシ－２－フェニルスクシンイミドメタンスルホネート、Ｎ－ヒド
ロキシマレイミドメタンスルホネート、Ｎ－ヒドロキシマレイミドエタン－スルホネート
、Ｎ－ヒドロキシ－２－フェニルマレイミドメタンスルホネート、Ｎ－ヒドロキシグルタ
ルイミドメタンスルホネート、Ｎ－ヒドロキシグルタルイミドベンゼンスルホネート、Ｎ
－ヒドロキシフタルイミドメタンスルホネート、Ｎ－ヒドロキシフタルイミドベンゼンス
ルホネート、Ｎ－ヒドロキシフタルイミドトリフルオロメタンスルホネート、Ｎ－ヒドロ
キシフタルイミドｐ－トルエンスルホネート、Ｎ－ヒドロキシナフタルイミドメタンスル
ホネート、Ｎ－ヒドロキシナフタルイミドベンゼンスルホネート、Ｎ－ヒドロキシ－５－
ノルボルネン－２，３－ジカルボキシイミドメタンスルホネート、Ｎ－ヒドロキシ－５－
ノルボルネン－２，３－ジカルボキシイミドトリフルオロメタンスルホネート、Ｎ－ヒド
ロキシ－５－ノルボルネン－２，３－ジカルボキシイミドｐ－トルエンスルホネート、Ｎ
－ヒドロキシナフタルイミドトリフレート、Ｎ－ヒドロキシ－５－ノルボルネン－２，３
－ジカルボキシイミドペルフルオロ－１－ブタンスルホネートなどのＮ－ヒドロキシイミ
ドのスルホン酸エステルを挙げてもよい。
【００７１】
　ある実施形態では、光触媒は、８－ヒドロキシキノリンであるが、これは低ｐＨ溶液中
にて光酸触媒として、又は高ｐＨ溶液中にて光塩基触媒として作用し得る。ある種のその
他の実施形態では、光触媒は、８－ヒドロキシ－１，３，６－ピレントリスルホン酸三ナ
トリウム塩（Ｄ＆Ｃグリーン８）である。諸実施形態では、光触媒は光塩基である。光塩
基触媒としては、例えば、マラカイトグリーンなどのトリチルアルコールの誘導体を挙げ
ることができる。光塩基触媒としては、例えば、９－ヒドロキシ－１０－メチル－９－フ
ェニル－９，１０－ジヒドロアクリジンなどのアクリジン誘導体も挙げることができる。
光塩基触媒としては、光活性カルバメート含有化合物も挙げることができる。
【００７２】
　光触媒は、本明細書に記載される組成物及び方法に、組成物の総重量に対して、０．０
００５０重量％～３０重量％の量で存在してよい。通常、光触媒の好ましい濃度がある。
光触媒の好ましい濃度は、例えば、触媒の化学構造、反応媒体、反応タイプ、及び基材を
含む種々の要因にある程度依存する。
【００７３】
　ビヒクル
　本明細書に記載される組成物は、一般に、活性物質を分散又は溶解させるのに好適なビ
ヒクル、光触媒、及び基材表面上又は基材のバルク部分への組成物の塗布を促進する任意
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の他の成分を含む。ビヒクルは、溶媒、乳化剤、界面活性剤、又はその他の分散剤のうち
の１つ以上を含んでよい。ビヒクルは更に、生理学的に許容可能なビヒクルでもよい。好
適なビヒクルの特性は、少なくとも部分的には、組成物の他の成分及び改質される基材の
特性に依存する。
【００７４】
　好適なビヒクルは、活性物質、光触媒、及び任意の他の成分を分散又は溶解させるよう
に、並びに基材表面への組成物塗布を促進するように作用する。好適なビヒクルは、活性
物質と基材との間の十分な接触を促進する。諸実施形態では、生理学的に許容可能なビヒ
クルは、任意のキャリア、溶媒、又は例えばヒトの毛髪及びヒトの皮膚などの生体組織へ
の塗布に適した溶媒含有組成物であってもよい。諸実施形態では、生理学的に許容可能な
ビヒクルは、美容上又は皮膚科学的に許容可能なキャリアである。
【００７５】
　好適なビヒクルは、溶媒であってよい。例えば、パーソナルケア製品用途及びコンシュ
ーマケア製品用途では、水が有用な溶媒である。諸実施形態では、本明細書に記載される
組成物は、組成物の総重量に対して、１重量％～９８重量％の量で水を含んでよい。水は
また、生理学的に許容可能なビヒクルである。追加の溶媒又は溶媒含有の生理学的に許容
可能なビヒクルとしては、限定するものではないが、ヒドロキシル含有液体（例えば、ア
ルコール）、シリコーン、油、炭化水素、グリコール、ラウリル硫酸アンモニウム、ラウ
リル硫酸ナトリウム、及びこれらの組み合わせが挙げられる。ある実施形態では、例えば
、活性物質が、少なくとも部分的に水中で不溶性である場合、生理学的に許容可能なビヒ
クルとして、単独で又は互いに及び／若しくは水と組み合わされて、その他の溶媒、分散
剤、又は乳化剤を使用してよい。
【００７６】
　したがって、好適なビヒクルを一般に使用して、成分を希釈及び／又は乳化させて、本
明細書に記載される組成物を形成する。好適なビヒクルは、成分（真溶液若しくはミセル
溶液）を溶解してもよいし、又は成分がビヒクル（懸濁液、分散体又はエマルション）全
体に分散されてもよい。懸濁液、分散体又はエマルションのビヒクルは、典型的にはこれ
らの連続相である。すなわち、懸濁液、分散体又はエマルションの他の成分は、分子レベ
ルで、又は分離した若しくは疑集した粒子として、ビヒクル全体に分配される。活性物質
のこのようなエマルション又は分散体の調製は、このような場合、非常に重要であり得る
。小粒子は、活性物質、基材及び光酸触媒の間の密接な接触に寄与し、反応速度を増加さ
せる。例えば、水媒体中で脂肪族アルコール及び８－ヒドロキシキノリンを使用する毛髪
表面改質の場合、非常に小さい粒子（例えば、５００ナノメートル未満、より好ましくは
２００ナノメートル未満）を含有するエマルションが、耐久性のある疎水性表面の提供に
おいて、大粒子を含有するエマルションより明らかに効果的な場合がある（例えば、実施
例４対４Ａに対応する図７のデータを参照のこと）。
【００７７】
　当業者には、適切なビヒクル（単一又は複数）が、本明細書に記載される組成物内で使
用される特定の活性物質（単一又は複数）、光触媒（単一又は複数）、及びその他の任意
成分（単一又は複数）に依存することが容易に明らかとなろう。
【００７８】
　任意構成成分
　本明細書に記載される組成物及び方法は、所望により種々の成分を含んでよい。例えば
、諸実施形態では、本明細書に記載される組成物及び方法は、界面活性剤、乳化剤、酸化
剤、還元剤、ｐＨ調整剤、皮膚軟化剤、湿潤剤、タンパク質、ペプチド、アミノ酸、添加
ポリマー、つや出し剤、油及び／又は脂肪酸、潤滑剤、金属イオン封鎖剤／キレート剤、
帯電防止剤、レオロジー調整剤、感触改良剤（feel agents）、充填剤、染料、防腐剤、
香料、その他の機能性成分、又はこれらの組み合わせを含んでよい。特定の任意成分は、
ＣＴＦＡ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｓｍｅｔｉｃ　Ｉｎｇｒｅｄｉｅｎｔ　Ｄ
ｉｃｔｉｏｎａｒｙ，Ｔｅｎｔｈ　Ｅｄｉｔｉｏｎ，２００４；及びＭｃＣｕｔｃｈｅｏ
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ｎ，Ｄｅｔｅｒｇｅｎｔｓ　ａｎｄ　Ｅｍｕｌｓｉｆｉｅｒｓ，Ｎｏｒｔｈ　Ａｍｅｒｉ
ｃａｎ　Ｅｄｉｔｉｏｎ（１９８６）に見い出すことができる。当業者には、利用される
特定の任意成分が、少なくとも部分的には、組成物及び方法の特定の用途に依存すること
が容易に明らかである。
【００７９】
　諸実施形態では、本明細書に記載される組成物及び方法として、酸化剤（酸化剤）が挙
げられる。酸化剤を加えて、例えば、基材表面を、本明細書に記載される様々な実施形態
による光触媒共有結合改質／官能化の影響をより受けやすくしてもよい。酸化剤は、組成
物の総重量に対して、０．０００５０重量％～２５重量％の量で存在してよい。好適な酸
化剤としては、例えば、過酸化水素、過酸化尿素、メラミン過酸化物、過炭酸塩、アルカ
リ金属の臭素酸塩、過ホウ酸塩、臭素酸塩、次亜塩素酸塩、亜塩素酸塩、緑泥石、過塩素
酸塩、ヨウ素酸塩、過ヨウ素酸塩、過マンガン酸塩及び過硫酸塩のうちの１つ以上が挙げ
られる。ある実施形態では、酸化剤は過酸化水素である。
【００８０】
　反応系の同一性、利用される試薬の量及び濃度、並びに反応条件は全て、少なくとも部
分的には、改質される基材、利用される活性物質、及び活性物質が基材に会合する態様に
依存する。これらの考察は、本明細書に記載される組成物及び方法の実施において、当業
者には容易に判断可能である。
【実施例】
【００８１】
　以下の実施例は、本明細書に記載される組成物及び方法の態様をより明確に示すことを
意図しているが、これらの範囲に制限しようとするものではない。
【００８２】
　（実施例１Ａ）
　プロトタイプシリコーンエマルション１Ａの調製
　２００ｍＬのテトラヒドロフランを含有している５００ｍＬのビーカーに、６．０グラ
ムのシリコーンポリマー（Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ（登録商標）５５６２　Ｃａｒｂｉｎ
ｏｌ　Ｆｌｕｉｄ）を加え、穏やかに混合しながら溶解させる。この溶液に、Ｓｉｌｖｅ
ｒｓｏｎ（登録商標）Ｌ４ＲＴホモジナイザーを６０００ｒｐｍで用い、高せん断下で、
２００ｍＬの水を滴加する（１５分かけて滴加する）。得られるエマルションを、高せん
断下で更に２時間にわたって持続的に混合する。次いで、０．０３０グラムの８－ヒドロ
キシキノリンを加え、組成物を１０分にわたって攪拌する。
【００８３】
　（実施例１Ｂ）
　プロトタイプシリコーンエマルション１Ｂの調製
　シリコーンポリマー；Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ（登録商標）５５６２　Ｆｌｕｉｄを、
Ｍｏｍｅｎｔｉｖｅ（登録商標）シリコーンポリマーＢａｙｓｉｌｏｎｅ　ＯＦ　ＯＨ　
７０２Ｅに変えて、実施例１Ａの手順を繰り返す。
【００８４】
　（実施例２Ａ）
　プロトタイプシリコーンエマルション１Ａに浸漬することによる毛髪処理
　２０ｃｍ長（４．０グラム）のヘアピースを漂白溶液で酸化し、洗浄し風乾させる。暗
室にて、実施例１Ａのエマルション１００．０ｇを収容するビーカー内にヘアピースを浸
漬する。ヘアピースを、１５分後にビーカーから取り出し、明るい光（Ａｑｕａｒｉｕｍ
　２０Ｗ蛍光灯ＡｑｕａＲａｙｓ（登録商標）型番Ｆ２０ＷＴ１２－ＡＲ－ＦＳ）に１５
分間曝露する。次いでヘアピースを１００ｍＬのメチルイソブチルケトン／トルエン（１
：１）で３回すすぎ、次いでこの溶媒混合物の新しい溶液２５０ｍＬに３０分にわたって
浸漬し、次いで吊るして空気乾燥させる。乾燥させた後、ヘアピースを洗浄シャンプー（
Ｐａｎｔｅｎｅ　Ｐｒｏ－Ｖ（登録商標）Ｃｌａｒｉｆｙｉｎｇ　Ｓｈａｍｐｏｏ）で洗
浄し、水道水で３．０分間完全にすすぎ、少なくとも５時間風乾させる。洗浄／すすぎ洗
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。
【００８５】
　（実施例２Ｂ）
　プロトタイプシリコーンエマルション１Ｂに浸漬することによる毛髪処理
　プロトタイプシリコーンエマルション１Ａをプロトタイプシリコーンエマルション１Ｂ
に替え、実施例２Ａの手順を繰り返す。
【００８６】
　本明細書に記載される組成物及び方法の様々な実施形態は、主として、毛髪、皮膚及び
布地基材に関連して議論される。それにもかかわらず、以下の請求項で明らかにされる本
発明は任意の特定の基材への塗布に限定されるものではないことが認識されている。以下
の請求項で明らかにされる本発明は、当業者により理解可能であるように、本明細書に記
載される組成物及び方法による表面の処理が有用である任意の基材に関連して使用されて
よい。このような基材の非限定例としては、例えば、布地、紙、木材、プラスチック、ガ
ラス、タイル、石、コンクリート、煉瓦、その他のセラミックス、及び複合材料が挙げら
れる。
【００８７】
　相互参照される又は関連するあらゆる特許又は出願書類を含め、本明細書において引用
される全ての文献は、明示的に除外ないしは制限されない限り、その全体を参考として本
明細書に組み込まれる。いかなる文献の引用も、それが本明細書において開示され請求さ
れるいずれかの発明に関する先行技術であること、又はそれが単独で若しくは他のいかな
る参照とのいかなる組み合わせにおいても、このような発明を教示する、提案する、又は
開示することを認めるものではない。更に、本書における用語のいずれかの意味又は定義
が、参考として組み込まれた文献における同一の用語のいずれかの意味又は定義と相反す
る限りにおいて、本書においてその用語に与えられた定義又は意味が適用されるものとす
る。
【００８８】
　本発明の特定の実施形態が例示され、記載されてきたが、本発明の趣旨及び範囲から逸
脱することなく、他の様々な変更及び修正を実施できることが、当業者には明白であろう
。したがって、本発明の範囲内にあるそのような全ての変更及び修正を、添付の「特許請
求の範囲」で扱うものとする。
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