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(57)【要約】
【課題】ケラチン繊維を染色するための組成物であって、直接染料を使用するが、頭皮等
の皮膚上での、直接染料による皮膚汚染を防止する又は低減することができると同時に、
ケラチン繊維に、良好な化粧効果、例えば良好な着色特性を付与する組成物を提供するこ
と。
【解決手段】本発明は、ケラチン繊維を染色するための組成物であって、(a)少なくとも1
種の直接染料と、(b)少なくとも1つの酸素含有多環式環を有する少なくとも1種の酸素含
有多環式化合物とを含む組成物に関する。本発明による組成物は、(c)少なくとも1種の特
定のスルホン化合物を更に含んでもよい。本発明による組成物は、一液型組成物であり、
頭皮等の皮膚上での、直接染料による皮膚汚染を防止する又は低減することができると同
時に、ケラチン繊維に、良好な化粧効果、例えば良好な着色特性を付与する。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ケラチン繊維を染色するための組成物であって、
(a)少なくとも1種の直接染料と、
(b)少なくとも1つの酸素含有多環式環を有する少なくとも1種の酸素含有多環式化合物と
を含む、組成物。
【請求項２】
　(a)直接染料が、酸性直接染料、塩基性直接染料及び中性直接染料からなる群から、好
ましくは酸性直接染料から選択される、請求項1に記載の組成物。
【請求項３】
　(a)直接染料が、
式(II)又は(II')のジアリールアニオン性アゾ染料:
【化１】

{式(II)及び(II')中、
・　R7、R8、R9、R10、R'7、R'8、R'9及びR'10は、同一であっても異なっていてもよく、
水素原子、又は
-　アルキル、
-　アルコキシ、アルキルチオ、
-　ヒドロキシル、メルカプト、
-　ニトロ、
-　R°-C(X)-X'-、R°-X'-C(X)-、R°-X'-C(X)-X''-[式中、R°は、水素原子又はアルキ
ル若しくはアリール基を表し、X、X'及びX''は、同一であっても異なっていてもよく、酸
素若しくは硫黄原子又はNR(式中、Rは、水素原子又はアルキル基を表す)を表す]、
-　(O)2S(O

-)-,X+(式中、X+は、有機又は無機カチオン性対イオンを表す)
-　(O)CO--,X+、
-　(O)P(O2

-)-,2X+、
-　R''-S(O)2-[式中、R''は、水素原子又はアルキル、アリール、(ジ)(アルキル)アミノ
若しくはアリール(アルキル)アミノ基を表し、好ましくはフェニルアミノ又はフェニル基
を表す]、
-　R'''-S(O)2-X'-(式中、R'''は、アルキル、又は任意選択で置換されているアリール基
を表す)、
-　(ジ)(アルキル)アミノ、
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-　i)ニトロ、ii)ニトロソ、iii)(O)2S(O
-)-,X+、及びiv)X+を伴うアルコキシから選ばれ

る1つ又は複数の基で任意選択で置換されているアリール(アルキル)アミノ、
-　任意選択で置換されているヘテロアリール、好ましくはベンゾチアゾリル基、
-　シクロアルキル、特にシクロへキシル、
-　Ar-N=N-[式中、Arは、任意選択で置換されているアリール基、好ましくは、1つ又は複
数のアルキル、(O)2S(O

-)-,X+又はフェニルアミノ基で任意選択で置換されているフェニ
ルを表す]
から選ばれる基を表し、
-　或いは、2つの連続する基であるR7とR8、又はR8とR9、又はR9とR10は、一緒になって
縮合ベンゾ基A'を形成し、R'7とR'8、又はR'8とR'9、又はR'9とR'10は、一緒になって縮
合ベンゾ基B'を形成し、式中、A'及びB'は、i)ニトロ、ii)ニトロソ、iii)(O)2S(O

-)-,X+

、iv)ヒドロキシル、v)メルカプト、vi)(ジ)(アルキル)アミノ、vii)R°-C(X)-X'-、viii
)R°-X'-C(X)-、ix)R°-X'-C(X)-X''-、x)Ar-N=N-、及びxi)任意選択で置換されているア
リール(アルキル)アミノから選ばれる1つ又は複数の基で任意選択で置換されており、
・　Wは、シグマ結合σ、酸素若しくは硫黄原子、又は二価の基i)-NR-、若しくはii)メチ
レン-C(Ra)(Rb)-(式中、Ra及びRbは、同一であっても異なっていてもよく、水素原子若し
くはアリール基を表し、或いはRa及びRbは、それらを保持する炭素原子と一緒になって、
スピロシクロアルキルを形成する)を表し、好ましくは、Wは、硫黄原子を表すか、又はRa
及びRbは、一緒になってシクロヘキシルを形成し、
式(II)及び(II')は、環A、A'、B、B'又はCのうちの1つに、少なくとも1つのスルホネート
(O)2S(O

-)-,X+、又はホスホネート(O)P(O2
-)2X+、又はカルボキシレート(O)C(O-)-,X+基

を、含む｝、
式(III)及び(III')のアントラキノン染料:
【化２】

{式(III)及び(III')中、
・　R22、R23、R24、R25、R26及びR27は、同一であっても異なっていてもよく、水素原子
若しくはハロゲン原子、又は
-　アルキル、
-　ヒドロキシル、メルカプト、
-　アルコキシ、アルキルチオ、
-　アルキル及び(O)2S(O

-)-,X+(式中、X+は、有機又は無機カチオン性対イオンを表す)か
ら選ばれる1つ又は複数の基で任意選択で置換されている、好ましくは置換されているア
リールオキシ又はアリールチオ、
-　アルキル及び(O)2S(O

-)-,X+から選ばれる1つ又は複数の基で任意選択で置換されてい
るアリール(アルキル)アミノ、
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-　(ジ)(アルキル)アミノ、
-　(ジ)(ヒドロキシアルキル)アミノ、
-　(O)2S(O

-)-,X+

から選ばれる基を表し、
・　Z'は、水素原子又はNR28R29基[式中、R28及びR29は、同一であっても異なっていても
よく、水素原子、又は
-　アルキル、
-　ポリヒドロキシアルキル、例えばヒドロキシエチル、
-　1つ又は複数の基、具体的にはi)アルキル、例えばメチル、n-ドデシル、n-ブチル、ii
)(O)2S(O

-)-,X+、iii)R°-C(X)-X'-、R°-X'-C(X)-、R°-X'-C(X)-X''(式中、好ましくは
、R°は、アルキル基を表す)-で任意選択で置換されているアリール、
-　シクロアルキル、特にシクロへキシル
から選ばれる基を表す]を表し、
・　Zは、ヒドロキシル及びNR'28R'29(式中、R'28及びR'29は、同一であっても異なって
いてもよく、R28及びR29と同じ原子又は基を表す)から選ばれる基を表し、
式(III)及び(III')は、少なくとも1つのスルホン酸基(O)2S(O

-)-,X+を含む}
並びに
式(IV)のキノリンベース染料:
【化３】

[式(IV)中、
・　R61は、水素若しくはハロゲン原子又はアルキル基を表し、
・　R62、R63及びR64は、同一であっても異なっていてもよく、水素原子又は(O)2S(O

-)-,
X+基(式中、X+は、有機又は無機カチオン性対イオンを表す)を表し、
・　或いは、R61とR62、又はR61とR64は一緒になって、1つ又は複数の(O)2S(O

-)-,X+基で
任意選択で置換されているベンゾ基を形成し、
・　Gは、酸素若しくは硫黄原子又はNRe基(式中、Reは、水素原子又はアルキル基を表す)
を表し、特にGは、酸素原子を表し、
式(IV)は、少なくとも1つのスルホン酸基(O)2S(O

-)-,X+を含む]
からなる群から選択される、請求項1に記載の組成物。
【請求項４】
　(a)直接染料の量が、組成物の総質量に対して、0.001質量%～5質量%、好ましくは0.01
質量%～3質量%、より好ましくは0.05質量%～2質量%の範囲である、請求項1から3のいずれ
か一項に記載の組成物。
【請求項５】
　(b)酸素含有多環式化合物中の酸素含有多環式環が、フタラン環、クマラン環、イソベ
ンゾフラン環、クマロン環、クロマン環、クロメン環、イソクロメン環及びピペロニル環
からなる群から選択される、請求項1から4のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項６】
　(b)酸素含有多環式化合物の酸素含有多環式環が、ヒドロキシル基、任意選択で置換さ
れている直鎖状又は分枝状のC1～18アルキル基、任意選択で置換されている直鎖状又は分
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枝状のC1～18アルコキシ基、任意選択で置換されているC3～18脂環式アルキル基、任意選
択で置換されている直鎖状又は分枝状のC2～18アルケニル基、任意選択で置換されている
直鎖状又は分枝状のC2～18アルケニルオキシ基、任意選択で置換されている直鎖状又は分
枝状のC2～18アルキニル基、任意選択で置換されている直鎖状又は分枝状のC2～18アルキ
ニルオキシ基、任意選択で置換されているC6～18アリール基、任意選択で置換されている
C7～18アラルキル基、及び任意選択で置換されている直鎖状又は分枝状のC2～18アシル基
からなる群から好ましくは選択される少なくとも1つの置換基を有する、請求項1から5の
いずれか一項に記載の組成物。
【請求項７】
　(b)酸素含有多環式化合物が、以下の化学式(1)
【化４】

[式中、
Xは、ヒドロキシル、-(CH2)n-R又は-(CH2)n-O-R(式中、nは、1～10、好ましくは1～5、よ
り好ましくは1又は2の整数を示し、Rは、水素、任意選択で置換されている直鎖状又は分
枝状のC1～18アルキル基、任意選択で置換されているC3～18脂環式アルキル基、任意選択
で置換されている直鎖状又は分枝状のC2～18アルケニル基、任意選択で置換されている直
鎖状又は分枝状のC2～18アルキニル基、任意選択で置換されているC6～18アリール基、置
換されているC7～18アラルキル基、又は任意選択で置換されている直鎖状又は分枝状のC2
～18アシル基を示す)を示す]
で表される、請求項1から6のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項８】
　(b)酸素含有多環式化合物が、ピペロニルアルコール、セサモール、ヘリオトロピルア
セトン又はヘリオトロピルアセテートであり、好ましくはピペロニルアルコールである、
請求項1から7のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項９】
　(b)酸素含有多環式化合物の量が、組成物の総質量に対して、0.001質量%～15質量%、好
ましくは0.01質量%～10質量%、より好ましくは0.05質量%～5質量%の範囲である、請求項1
から8のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１０】
　前記組成物が、以下の式(I):
【化５】
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(式中、
R1及びR2のそれぞれは、独立に、少なくとも1つの置換基で任意選択で置換されていても
よい一価のC1～30脂肪族基、若しくは一価のC6～30芳香族基を示し、又は
R1及びR2は、それらが結合している硫黄原子と一緒になって、少なくとも1つの置換基で
任意選択で置換されていてもよい3～10員の環を形成する)
で表される(c)少なくとも1種のスルホン化合物を更に含む、請求項1から9のいずれか一項
に記載の組成物。
【請求項１１】
　一価のC1～30脂肪族基が、飽和の一価のC1～30脂肪族炭化水素基、好ましくは直鎖状若
しくは分枝状のC1～30アルキル基、又はC3～30シクロアルキル基、又は不飽和の一価のC2
～30脂肪族炭化水素基であり、
一価のC6～30芳香族基が、一価のC6～30芳香族炭化水素基、好ましくはC6～30アリール基
、又は直鎖状若しくは分枝状のC7～30アラルキル基である、
請求項10に記載の組成物。
【請求項１２】
　R1及びR2が、それらが結合している硫黄原子と一緒になって、少なくとも1つの置換基
で任意選択で置換されていてもよい3～10員の脂肪族環を形成する、請求項9から11のいず
れか一項に記載の組成物。
【請求項１３】
　(c)スルホン化合物の量が、組成物の総質量に対して、0.5～30質量%、好ましくは1～20
質量%、より好ましくは2～10質量%の範囲である、請求項9から12のいずれか一項に記載の
組成物。
【請求項１４】
　水を更に含む、請求項1から13のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１５】
　ケラチン繊維を染色するための方法であって、請求項1から14のいずれか一項に記載の
組成物をケラチン繊維に適用する工程を含む方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ケラチン繊維を染色するための組成物、詳細には、少なくとも1種の直接染
料でケラチン繊維を染色するための組成物、並びに同組成物を使用する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　酸化塩基と一般に呼ばれる酸化着色前駆体、例えばオルト-又はパラ-フェニレンジアミ
ン類、オルト-又はパラ-アミノフェノール類及び複素環式化合物を含有する染色組成物で
、ケラチン繊維、特にヒトの毛髪を染色することが知られている。これらの酸化塩基は、
一般に、カプラーと組み合わされる。これらの塩基及びこれらのカプラーは、無色又は薄
い着色のある化合物であり、酸化剤製品と組み合わされて、酸化縮合プロセスを介して着
色化合物をもたらすことができる。
【０００３】
　酸化によるこのタイプの着色は、非常に高い視認性、白髪に対する被覆性、及び多様な
色調を有する色を得ることを可能にするが、酸化剤及びアルカリ剤の使用により(特に反
復適用又は他の毛髪処置との組み合わせにより)ケラチン繊維に対するダメージをもたら
す。
【０００４】
　他方、直接染料を含有する染色組成物で、ケラチン繊維、詳細にはヒトの毛髪を染色す
ることもまた知られている。従来の直接染料は、具体的には、硝酸ベンゼン、アントラキ
ノン、ニトロピリジン、アゾ、キサンチン、アクリジン、アジン及びトリアリールメタン
のタイプ又は天然着色料である。
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【０００５】
　例えば、特開2002-241245号公報及びWO2009/047916は、直接染料を含む、毛髪を染色す
るための組成物を開示している。
【０００６】
　直接染料を使用する毛髪着色は、酸化染料を使用する毛髪着色より有利であって、アレ
ルギーの問題をほとんど起こさず、毛髪に対するダメージがなく、鮮明な色の視認性を付
与する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開2002-241245号公報
【特許文献２】WO2009/047916
【特許文献３】WO95/15144
【特許文献４】WO95/01772
【特許文献５】EP714954
【特許文献６】FR2189006
【特許文献７】FR2285851
【特許文献８】FR2140205
【特許文献９】EP1378544
【特許文献１０】EP1674073
【特許文献１１】仏国特許出願公開第2830189号
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry、2004年出版、第7
版、「Fluorescent Dyes」の章
【非特許文献２】Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2002年)、「Optic
al Brighteners」
【非特許文献３】Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology (1995年):「Fluor
escent Whitening Agents」
【非特許文献４】「Industrial Dyes, Chemistry, Properties, Application」、Klaus H
unger編、Wiley-VCH Verlag GmbH & Co KGaA、Weinheim、2003年
【非特許文献５】「Ullman's Encyclopedia of Industrial Chemistry」、Azo Dyes、200
5年、Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA、Weinheim 10.1002/14356007.a03 245、point 
3.2
【非特許文献６】「Ullman's Encyclopedia of Industrial Chemistry」、Textile Auxil
iaries、2002年、Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA、Weinheim 10.1002/14356007.a26 
227
【非特許文献７】「Ashford's Dictionary of Industrial Chemicals」、第2版、14頁～3
9頁、2001年
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、皮膚汚染が、直接染料を使用する毛髪着色の避けられない欠点であった
。
【００１０】
　加えて、使い易さの観点から、毛髪を染色するための組成物は、即時使用可能であり、
したがって、毛髪を組成物で着色するときに組成物の2つ以上の部分を混合する必要のな
い、いわゆる一液型組成物であることが好ましい。
【００１１】
　本発明の目的は、ケラチン繊維を染色するための組成物であって、直接染料を使用する
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が、頭皮等の皮膚上での直接染料による皮膚汚染を防止する又は低減することができると
同時に、ケラチン繊維に、良好な化粧効果、例えば良好な着色特性を付与する組成物を提
供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記の目的は、ケラチン繊維を染色するための組成物であって、
(a)少なくとも1種の直接染料と、
(b)少なくとも1つの酸素含有多環式環を有する少なくとも1種の酸素含有多環式化合物と
を含む組成物により達成できる。
【００１３】
　(a)直接染料は、酸性直接染料、塩基性直接染料及び中性直接染料からなる群、好まし
くは酸性直接染料から選択できる。
【００１４】
　(a)直接染料は、後で示される化学式(II)及び(II')、(III)及び(III')、並びに(IV)に
よる化合物から選択できる。
【００１５】
　本発明による組成物中の(a)直接染料の量は、組成物の総質量に対して、0.001質量%～5
質量%、好ましくは0.01質量%～3質量%、より好ましくは0.05質量%～2質量%の範囲である
ことができる。
【００１６】
　(b)酸素含有多環式化合物中の酸素含有多環式環は、フタラン環、クマラン環、イソベ
ンゾフラン環、クマロン環、クロマン環、クロメン環、イソクロメン環及びピペロニル環
からなる群から選択できる。
【００１７】
　(b)酸素含有多環式化合物の酸素含有多環式環は、ヒドロキシル基、任意選択で置換さ
れている直鎖状又は分枝状のC1～18アルキル基、任意選択で置換されている直鎖状又は分
枝状のC1～18アルコキシ基、任意選択で置換されているC3～18脂環式アルキル基、任意選
択で置換されている直鎖状又は分枝状のC2～18アルケニル基、任意選択で置換されている
直鎖状又は分枝状のC2～18アルケニルオキシ基、任意選択で置換されている直鎖状又は分
枝状のC2～18アルキニル基、任意選択で置換されている直鎖状又は分枝状のC2～18アルキ
ニルオキシ基、任意選択で置換されているC6～18アリール基、任意選択で置換されている
C7～18アラルキル基、及び任意選択で置換されている直鎖状又は分枝状のC2～18アシル基
からなる群から好ましくは選択される少なくとも1つの置換基を有することができる。
【００１８】
　(b)酸素含有多環式化合物は、以下の化学式(1)
【００１９】
【化１】

【００２０】
[式中、
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Xは、ヒドロキシル、-(CH2)n-R又は-(CH2)n-O-R(式中、nは、1～10、好ましくは1～5、よ
り好ましくは1又は2の整数を示す)を示し、
Rは、水素、任意選択で置換されている直鎖状又は分枝状のC1～18アルキル基、任意選択
で置換されているC3～18脂環式アルキル基、任意選択で置換されている直鎖状又は分枝状
のC2～18アルケニル基、任意選択で置換されている直鎖状又は分枝状のC2～18アルキニル
基、任意選択で置換されているC6～18アリール基、任意選択で置換されているC7～18アラ
ルキル基、及び任意選択で置換されている直鎖状又は分枝状のC2～18アシル基を示す]
で表すことができる。
【００２１】
　(b)酸素含有多環式化合物は、ピペロニルアルコール、ヘリオトロピルアセトン又はヘ
リオトロピルアセテート、好ましくはピペロニルアルコールであることができる。
【００２２】
　本発明による組成物における(b)酸素含有多環式化合物の量は、組成物の総質量に対し
て、0.001質量%～15質量%、好ましくは0.01質量%～10質量%、より好ましくは0.05質量%～
5質量%の範囲であることができる。
【００２３】
　本発明による組成物は、以下の式(I)
【００２４】
【化２】

【００２５】
(式中、
R1及びR2のそれぞれは、独立に、少なくとも1つの置換基で任意選択で置換されていても
よい一価のC1～30脂肪族基、若しくは一価のC6～30芳香族基を示し、又は
R1及びR2は、それらが結合している硫黄原子と一緒になって、少なくとも1つの置換基で
任意選択で置換されていてもよい3～10員の環を形成する)
で表される(c)少なくとも1種のスルホン化合物を更に含むことができる。
【００２６】
　上の式(I)中、一価のC1～30脂肪族基は、
飽和の一価のC1～30脂肪族炭化水素基、好ましくは直鎖状若しくは分枝状のC1～30アルキ
ル基若しくはC3～30シクロアルキル基、又は
不飽和の一価のC2～30脂肪族炭化水素基
であることができる。
【００２７】
　上の式(I)中、一価のC6～30芳香族基は、一価のC6～30芳香族炭化水素基であってもよ
い。一価のC6～30芳香族炭化水素基は、C6～30アリール基、又は直鎖状若しくは分枝状の
C7～30アラルキル基であってもよい。
【００２８】
　上の式(I)中、R1及びR2は、それらが結合している硫黄原子と一緒になって、少なくと
も1つの置換基で任意選択で置換されていてもよい3～10員の脂肪族環を形成してもよい。
【００２９】
　本発明による組成物における(c)スルホン化合物の量は、組成物の総質量に対して、0.5
質量%～30質量%、好ましくは1質量%～20質量%、より好ましくは2質量%～10質量%の範囲で
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あることができる。
【００３０】
　本発明による組成物は、更に、水を含んでもよい。
【００３１】
　本発明はまた、本発明による組成物をケラチン繊維に適用する工程を含む、ケラチン繊
維を染色するための方法にも関する。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　鋭意検討の結果、本発明者らは、ケラチン繊維を染色するための組成物であって、直接
染料を含むが、頭皮等の皮膚上での直接染料による皮膚汚染を防止する又は低減すること
ができると同時に、ケラチン繊維に良好な化粧効果、例えば良好な着色特性を付与する組
成物、好ましくは一液型組成物を提供できることを発見した。
【００３３】
　したがって、本発明による組成物は、ケラチン繊維を染色することが意図されており、
(a)少なくとも1種の直接染料と、
(b)少なくとも1つの酸素含有多環式環を有する少なくとも1種の酸素含有多環式化合物と
を含む。
【００３４】
　本発明による組成物は、好ましくは、即時使用可能であり、したがって、毛髪を組成物
で着色するときに組成物の2つ以上の部分を混合する必要のない、いわゆる一液型組成物
である。
【００３５】
　以下で、本発明による組成物を詳細に説明する。
【００３６】
[直接染料]
　本発明による組成物は、(a)少なくとも1種の直接染料を含む。2種以上の直接染料が組
み合わせて使用されてもよい。したがって、単一種の直接染料、又は異種の直接染料の組
み合わせを使用することができる。
【００３７】
　直接染料とは、その色を発色するために酸化剤の使用を要しない着色物質を意味する。
【００３８】
　直接染料は、天然直接染料であっても合成直接染料であってもよい。
【００３９】
　「天然直接染料」という表現は、天然に生じ、任意選択で灰又はアンモニア等の天然化
合物の存在下で、植物マトリックス、又は昆虫等の動物からの抽出(任意選択で精製)によ
り製造される、任意の染料又は染料前駆体を意味するものと理解される。
【００４０】
　天然直接染料として挙げることができるのは、キノン染料(例えばローソン及びジュグ
ロン)、アリザリン、プルプリン、ラッカイン酸、カルミン酸、ケルメス酸、プルプロガ
リン、プロトカテクアルデヒド、インジゴイド、例えばインジゴ、ソルガム、イサチン、
ベタニン、クルクミノイド(例えばクルクミン)、スピヌロシン、種々のタイプのクロロフ
ィル及びクロロフィリン、ヘマトキシリン、ヘマテイン、ブラジレイン、ブラジリン、サ
フラワー染料(例えばカルタミン)、フラボノイド(例えばルチン、ケルセチン、カテキン
、エピカテキン、モリン、アピゲニジン及びビャクダン)、アントシアン(例えばアピゲニ
ニジン及びアピゲニン)、カロテノイド、タンニン、オルセイン、サンタリン、並びにコ
チニールカルミンである。
【００４１】
　天然直接染料を含有する抽出物又は浸出液、具体的にはヘンナベース抽出物、ウコン(c
urcuma longa)抽出物、ソルガム葉鞘抽出物、アカミノキ(haematoxylon campechianum)抽
出物、緑茶抽出物、マツ樹皮抽出物、ココア抽出物及びロッグウッド抽出物を使用するこ
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ともまた可能である。
【００４２】
　天然直接染料は、クルクミノイド、サンタリン、クロロフィリン、ヘマトキシリン、ヘ
マテイン、ブラジレイン、ブラジリン、ソルガム、ラッカイン酸、ローソン、ジュグロン
、アリザリン、プルプリン、カルミン酸、ケルメス酸、プルプロガリン、プロトカテクア
ルデヒド、インジゴイド、イサチン、スピヌロシン、アピゲニン、オルセイン、ベタニン
、フラボノイド、アントシアン、及びこれらの化合物を含有する抽出物又は浸出液からな
る群から選ぶことが好ましい。
【００４３】
　或いは、天然直接染料は、好ましくは、例えば、ヒドロキシル化キノン、インジゴイド
、ヒドロキシフラボン、サンタリンA及びB、イサチン及びその誘導体、並びにブラジリン
及びそのヒドロキシル化誘導体から選ぶことができる。
【００４４】
　ヒドロキシル化キノンは、好ましくは、ベンゾキノン、ナフトキノン及びモノ-又はポ
リヒドロキシル化アントラキノンであり、これらは、アルキル、アルコキシ、アルケニル
、クロロ、フェニル、ヒドロキシアルキル及びカルボキシル等の基で任意選択で置換され
る。
【００４５】
　ナフトキノンは、好ましくは、ローソン、ジュグロン、フラビオリン、ナフタザリン、
ナフトプルプリン、ラパコール、プルンバギン、クロロプルンバギン、ドロセロン、シコ
ニン、2-ヒドロキシ-3-メチル-1,4-ナフトキノン、3,5-ジヒドロキシ-1,4-ナフトキノン
、2,5-ジヒドロキシ-1,4-ナフトキノン、2-メトキシ-5-ヒドロキシ-1,4-ナフトキノン及
び3-メトキシ-5-ヒドロキシ-1,4-ナフトキノンである。
【００４６】
　ベンゾキノンは、好ましくは、スピヌロシン、アトロメンチン、オーレンチオグリオク
ラジン、2,5-ジヒドロキシ-6-メチルベンゾキノン、2-ヒドロキシ-3-メチル-6-メトキシ
ベンゾキノン、2,5-ジヒドロキシ-3,6-ジフェニルベンゾキノン、2,3-ジメチル-5-ヒドロ
キシ-6-メトキシベンゾキノン及び2,5-ジヒドロキシ-6-イソプロピルベンゾキノンである
。
【００４７】
　アントラキノンは、好ましくは、アリザリン、キニザリン、プルプリン、カルミン酸、
クリソファノール、ケルメス酸、レイン、アロエエモジン、シュードプルプリン、キニザ
リンカルボン酸、フラングラエモジン、2-メチルキニザリン、1-ヒドロキシアントラキノ
ン及び2-ヒドロキシアントラキノンである。
【００４８】
　インジゴイドは、好ましくは、インジゴ、インジルビン、イソインジゴ及びティリアン
パープルである。
【００４９】
　ヒドロキシフラボンは、好ましくは、ケルセチン及びモリンである。
【００５０】
　「合成直接染料」という表現は、化学合成により製造される任意の染料又は染料前駆体
を意味すると理解される。
【００５１】
　直接染料は、酸性(アニオン性)直接染料、塩基性(カチオン性)直接染料、及び中性(非
イオン性)直接染料からなる群から選択されうる。
【００５２】
　合成染料の非限定的な例としては、(非イオン性)中性、アニオン性(酸性)、及びカチオ
ン性(塩基性)染料、例えば、アゾ、メチン、カルボニル、アジン、ニトロ(ヘテロ)アリー
ルタイプ又はトリ(ヘテロ)アリールメタン直接染料、ポルフィリン及びフタロシアニンが
、単独で又は混合物として、挙げられる。
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【００５３】
　より具体的には、アゾ染料は、-N=N-官能基を含むが、この官能基の2個の窒素原子が1
つの環に同時に含まれることはない。しかしながら、-N=N-配列の2個の窒素原子の1つが
環に含まれることは排除されない。
【００５４】
　メチンファミリーの染料は、より具体的には、>C=C<、及び-N=C<から選ばれる少なくと
も1つの配列を含む化合物であり、これらの配列の2個の原子が1つの環に同時には含まれ
ることはない。しかしながら、これらの配列の窒素又は炭素原子のうちの一方1つが環に
含まれうるということが規定される。より具体的には、このファミリーの染料は、以下の
タイプの化合物から得られる:純粋なメチン(1つ又は複数の上述の-C=C-配列を含む);アゾ
メチン(少なくとも1つ又は複数の-C=N-配列を含む)、例えば、アザカルボシアニン及びそ
れらの異性体、ジアザカルボシアニン及びそれらの異性体、テトラアザカルボシアニン;
モノ-及びジアリールメタン;インドアミン(又はジフェニルアミン);インドフェノール;イ
ンドアニリンである。
【００５５】
　カルボニルファミリーの染料に関して挙げることができるのは、例えば、アクリドン、
ベンゾキノン、アントラキノン、ナフトキノン、ベンゾアントロン、アントラントロン、
ピラントロン、ピラゾールアントロン、ピリミジノアントロン、フラバントロン、インダ
ントロン、フラボン、(イソ)ビオラントロン、イソインドリノン、ベンゾイミダゾロン、
イソキノリノン、アントラピリドン、ピラゾロキナゾロン、ペリノン、キナクリドン、キ
ノフタロン、ナフタルイミド、アントラピリミジン、ジケトピロロピロール又はクマリン
染料から選ばれる合成染料である。
【００５６】
　環式アジンファミリーの染料に関して具体的に挙げることができるのは、アジン、キサ
ンテン、チオキサンテン、フルオリンジン、アクリジン、(ジ)オキサジン、(ジ)チアジン
又はピロニン染料である。
【００５７】
　ニトロ(ヘテロ)芳香族染料は、より具体的には、ニトロベンゼン又はニトロピリジン直
接染料である。
【００５８】
　ポルフィリン又はフタロシアニンタイプの染料に関して使用できるのは、1種又は複数
の金属又は金属イオン、例えば、アルカリ及びアルカリ土類金属、亜鉛及びケイ素を任意
選択で含む、カチオン性又は非カチオン性化合物である。
【００５９】
　特に好適な合成直接染料の例として挙げることができるのは、単独で又は混合物として
、ニトロベンゼン染料、アゾ、アゾメチン若しくはメチン直接染料、アザカルボシアニン
、例えばテトラアザカルボシアニン(テトラアザペンタメチン)、キノン、特にアントラキ
ノン、ナフトキノン若しくはベンゾキノン直接染料、又はアジン、キサンテン、トリアリ
ールメタン、インドアミン、フタロシアニン及びポルフィリン直接染料である。なおもよ
り好ましくは、これらの合成直接染料は、ニトロベンゼン染料、アゾ、アゾメチン又はメ
チン直接染料及びテトラアザカルボシアニン(テトラアザペンタメチン)から、単独で又は
混合物として、選ばれる。
【００６０】
　本発明により使用されうるアゾ、アゾメチン、メチン又はテトラアザペンタメチン直接
染料の中で挙げることができるのは、特許出願WO95/15144、WO95/01772及びEP714954、FR
2189006、FR2285851、FR-2140205、EP1378544及びEP1674073に記載のカチオン性染料であ
る。
【００６１】
　したがって、きわめて特に挙げることができるのは、以下の式
【００６２】
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【化３】

【００６３】
[式中、
Dは、窒素原子又は-CH基を表し、
R1及びR2は、同一であるか又は異なり、水素原子;-CN、-OH若しくは-NH2基で置換されて
いてもよいC1～C4アルキル基を表すか、或いはベンゼン環の炭素原子と一緒になって、1
つ若しくは複数のC1～C4アルキル基で置換されていてもよい、任意選択で酸素を含む若し
くは窒素を含む複素環又は4'-アミノフェニル基を形成することができ、
R3及びR'3は、同一であるか又は異なり、水素原子;塩素、臭素、ヨウ素及びフッ素から選
ばれるハロゲン原子、シアノ基、C1～C4アルキル基、C1～C4アルコキシ基又はアセチルオ
キシ基を表し、
X-は、好ましくは塩化物、メチル硫酸塩及び酢酸塩から選ばれるアニオンを表し、
Aは、以下の構造
【００６４】

【化４】

【００６５】
(式中、R4は、ヒドロキシル基で置換されていてもよいC1～C4アルキル基を表す)
から選ばれる基を表す];
【００６６】

【化５】

【００６７】
[式中、
R5は、水素原子、C1～C4アルコキシ基又はハロゲン原子、例えば臭素、塩素、ヨウ素若し
くはフッ素を表し、
R6は、水素原子若しくはC1～C4アルキル基を表すか、又はベンゼン環中の炭素原子と一緒
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になって、任意選択で酸素を含む及び/若しくは1個若しくは複数のC1～C4アルキル基で任
意選択で置換されている複素環を形成し、
R7は、水素原子、又はハロゲン原子、例えば臭素、塩素、ヨウ素若しくはフッ素を表し、
D1及びD2は、同一であるか又は異なり、窒素原子又は-CH基を表し、
m=0又は1であり、
Xは、好ましくは塩化物、メチル硫酸塩及び酢酸塩から選ばれる、化粧品として許容可能
なアニオンを表し、
Eは、以下の構造:
【００６８】
【化６】

【００６９】
(式中、R'は、C1～C4アルキル基を表す)
から選ばれる基を表し、
m=0であるとき且つD1が窒素原子を表すとき、Eはまた、以下の構造
【００７０】

【化７】

【００７１】
(式中、
R'は、C1～C4アルキル基を表す)
を有する基を示すことができる]
に相当するカチオン性直接染料である。
【００７２】
　合成直接染料は、蛍光染料から選択できる。2種以上の種類の蛍光染料が組み合わせて
使用されてもよい。
【００７３】
　幾つかの蛍光染料の使用は、暗色の毛髪上に、従来の親水性又は疎水性の直接染料によ
るよりも視認性の高い色を得ることを可能にしうる。更に、これらの蛍光染料はまた、暗
色の毛髪に適用されたとき、ダメージを与えることなく毛髪の薄色化を可能にしうる。
【００７４】
　本明細書で使用される場合、用語「蛍光染料」は、蛍光化合物及び光学的増白剤を意味
すると理解される。少なくとも1つの実施形態では、蛍光染料は、組成物の媒体中で可溶
性である。
【００７５】
　蛍光染料は、可視光線、例えば400～800nmの範囲の波長を吸収し、より高い波長の可視
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領域において光を再発光することが可能な蛍光化合物である。
【００７６】
　一実施形態によれば、本発明に有用な蛍光染料は、オレンジ色の蛍光を再発光する。そ
れらは、例えば、500～700nmの範囲の最大再発光波長を呈する。
【００７７】
　蛍光染料の非限定的な例としては、当技術分野で公知の化合物、例えば、Ullmann's En
cyclopedia of Industrial Chemistry、2004年出版、第7版、「Fluorescent Dyes」の章
に記載のものが挙げられる。
【００７８】
　本開示の光学的増白剤は、「増白剤(brightener)」、又は「蛍光増白剤(fluorescent b
righteners)」、又は「蛍光増白剤(fluorescent brightening agent)」若しくは「FWA」
、又は「蛍光増白剤(fluorescent whitening agent)」、又は「増白剤(whitener)」、又
は「蛍光増白剤(fluorescent whitener)」の名称でもまた知られ、無色透明の化合物であ
り、その理由は、それらは、可視光を吸収しないが紫外線(200～400ナノメートルの範囲
の波長)のみを吸収し、吸収されたエネルギーを、スペクトルの可視部分、一般に青色及
び/又は緑色、即ち400～550ナノメートルの範囲の波長で放出されるより高い波長の蛍光
に変換するからである。
【００７９】
　光学的増白剤は、当技術分野で公知であり、例えばそれらは、Ullmann's Encyclopedia
 of Industrial Chemistry (2002年)、「Optical Brighteners」、及びKirk-Othmer Ency
clopedia of Chemical Technology (1995年):「Fluorescent Whitening Agents」に記載
されている。
【００８０】
　本開示の組成物において使用されうる蛍光染料としては、当技術分野で公知の化合物、
例えば仏国特許出願公開第2830189号に記載のものが挙げられる。
【００８１】
　特に挙げることができる溶解性蛍光化合物としては、以下のファミリーに属するものが
ある:ナフタルイミド類、クマリン類、キサンテン類、具体的にはキサンテノジキノリジ
ン類及びアザキサンテン類;ナフトラクタム類;アズラクトン類;オキサジン類;チアジン類
;ジオキサジン類;アゾ化合物;アゾメチン類;メチン類;ピラジン類;スチルベン類;ケトピ
ロール類;及びピレン類。
【００８２】
　存在する場合、蛍光染料が好ましく、より具体的にはオレンジ色の蛍光を再発光するも
のが好ましい。
【００８３】
　イオン性質の観点から、(a)直接染料は、酸性直接染料、塩基性直接染料及び中性直接
染料からなる群から選択でき、これは、全ての可能なタイプの直接染料、例えば、いわゆ
るニトロ染料及びHC染料を包含する。酸性直接染料は、それらの化学構造中にアニオン性
部分を有する。塩基性直接染料は、それらの化学構造中にカチオン性部分を有する。中性
直接染料は、非イオン性である。
【００８４】
　一実施形態によれば、(a)直接染料が、酸性の直接染料から選択されることが好ましい
。
【００８５】
　アニオン性の直接染料は、それらの、アルカリ性物質との親和性のために、一般に、「
酸性直接染料」として知られている(例えば、「Industrial Dyes, Chemistry, Propertie
s, Application」、Klaus Hunger編、Wiley-VCH Verlag GmbH & Co KGaA、Weinheim、200
3年を参照されたい)。アニオン性又は酸性染料は、文献公知である(例えば、「Ullman's 
Encyclopedia of Industrial Chemistry」、Azo Dyes、2005年、Wiley-VCH Verlag GmbH 
& Co. KGaA、Weinheim 10.1002/14356007.a03 245、point 3.2;同上所収、Textile Auxil
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iaries、2002年、Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA、Weinheim 10.1002/14356007.a26 
227、及び「Ashford's Dictionary of Industrial Chemicals」、第2版、14頁～39頁、20
01年を参照されたい)。
【００８６】
　用語「アニオン性直接染料」は、その構造中に少なくとも1つのスルホン酸基SO3

-及び/
又は少なくとも1つのカルボン酸基C(O)O-及び/又は少なくとも1つのホスホン酸基P(=O)O-

O-、並びに任意選択で1つ又は複数のアニオン性基G-(式中、G-は、同一であっても異なっ
ていてもよく、アルコキシドO-、チオアルコキシドS-から選ばれるアニオン性基を表す)
、ホスホン酸塩、カルボン酸塩及びチオカルボン酸塩:C(Q)Q'-(式中、Q及びQ'は、同一で
あっても異なっていてもよく、酸素又は硫黄原子を表す)を含む任意の直接染料を意味し;
好ましくは、G-は、カルボン酸塩を表し、即ちQ及びQ'は、酸素原子を表す。
【００８７】
　本発明の式の好ましいアニオン性染料は、酸性ニトロ直接染料、酸性アゾ染料、酸性ア
ジン染料、酸性トリアリールメタン染料、酸性インドアミン染料、酸性アントラキノン染
料、アニオン性スチリル染料及びインジゴイド並びに酸性天然染料から選ばれ、これらの
染料のそれぞれは、カチオン性の対イオンX+を保持する少なくとも1つのスルホン酸、ホ
スホン酸又はカルボン酸基を含有し、そこでX+は、アルカリ及びアルカリ土類金属から好
ましくは選ばれる有機又は無機カチオン性対イオン、例えばNa+及びK+を表す。
【００８８】
　好ましい酸性染料は、以下から選ぶことができる:
a)式(II)又は(II')のジアリールアニオン性アゾ染料
【００８９】
【化８】

【００９０】
{式(II)及び(II')中、
・　R7、R8、R9、R10、R'7、R'8、R'9及びR'10は、同一であっても異なっていてもよく、
水素原子、又は
-　アルキル、
-　アルコキシ、アルキルチオ、
-　ヒドロキシル、メルカプト、
-　ニトロ、
-　R°-C(X)-X'-、R°-X'-C(X)-、R°-X'-C(X)-X''-[式中、R°は、水素原子又はアルキ
ル若しくはアリール基を表し、X、X'及びX''は、同一であっても異なっていてもよく、酸
素若しくは硫黄原子又はNR(式中、Rは、水素原子又はアルキル基を表す)を表す]、
-　前に定義した(O)2S(O

-)-,X+、
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-　前に定義した(O)P(O2

-)-,2X+、
-　R''-S(O)2-[式中、R''は、水素原子又はアルキル、アリール、(ジ)(アルキル)アミノ
若しくはアリール(アルキル)アミノ基を表し、好ましくはフェニルアミノ又はフェニル基
を表す]、
-　R'''-S(O)2-X'-(式中、R'''は、アルキル、又は任意選択で置換されているアリール基
を表し、X'は、前に定義したとおりである)、
-　(ジ)(アルキル)アミノ、
-　i)ニトロ、ii)ニトロソ、iii)(O)2S(O

-)-,X+、及びiv)X+を伴うアルコキシから選ばれ
る1つ又は複数の基で任意選択で置換されているアリール(アルキル)アミノ、
-　任意選択で置換されているヘテロアリール、好ましくはベンゾチアゾリル基、
-　シクロアルキル、特にシクロへキシル、
-　Ar-N=N-[式中、Arは、任意選択で置換されているアリール基、好ましくは、1つ又は複
数のアルキル、(O)2S(O

-)-,X+又はフェニルアミノ基で任意選択で置換されているフェニ
ルを表す]
から選ばれる基を表し、
-　或いは、2つの連続する基であるR7とR8、又はR8とR9、又はR9とR10は、一緒になって
縮合ベンゾ基A'を形成し、R'7とR'8、又はR'8とR'9、又はR'9とR'10は、一緒になって縮
合ベンゾ基B'を形成し、A'及びB'は、i)ニトロ、ii)ニトロソ、iii)(O)2S(O

-)-,X+、iv)
ヒドロキシル、v)メルカプト、vi)(ジ)(アルキル)アミノ、vii)R°-C(X)-X'-、viii)R°-
X'-C(X)-、ix)R°-X'-C(X)-X''-、x)Ar-N=N-、及びxi)任意選択で置換されているアリー
ル(アルキル)アミノから選ばれる1つ又は複数の基で任意選択で置換されており、X+、R°
、X、X'、X''及びArは、前に定義したとおりであり、
・　Wは、シグマ結合σ、酸素若しくは硫黄原子、又は二価の基i)-NR-(Rは、前に定義し
たとおりである)、若しくはii)メチレン-C(Ra)(Rb)-(Ra及びRbは、同一であっても異なっ
ていてもよく、水素原子若しくはアリール基を表し、或いはRa及びRbは、それらを保持す
る炭素原子と一緒になって、スピロシクロアルキルを形成する)を表し、好ましくは、Wは
、硫黄原子を表すか、又はRa及びRbは、一緒になってシクロヘキシルを形成する}
式(II)及び(II')は、少なくとも1つのスルホン酸(O)2S(O

-)-,X+、又はホスホン酸(O)P(O2
-)2X+、又はカルボン酸(O)C(O-)-,X+基(式中、X+は、前に定義したとおりである)を、環A
、A'、B、B'又はCのうちの1つに含むことが理解され、
式(II)の染料の例として挙げることができるのは、Acid Red 1、Acid Red 4、Acid Red 1
3、Acid Red 14、Acid Red 18、Acid Red 27、Acid Red 32、Acid Red 33、Acid Red 35
、Acid Red 37、Acid Red 40、Acid Red 41、Acid Red 42、Acid Red 44、Acid Red 68、
Acid Red 73、Acid Red 135、Acid Red 138、Acid Red 184、Food Red 1、Food Red 13、
Food Red 17、Acid Orange 6、Acid Orange 7、Acid Orange 10、Acid Orange 19、Acid 
Orange 20、Acid Orange 24、Acid Yellow 9、Acid Yellow 36、Acid Yellow 199、Food 
Yellow 3;Acid Violet 7、Acid Violet 14、Acid Blue 113、Acid Blue 117、Acid Black
 1、Acid Brown 4、Acid Brown 20、Acid Black 26、Acid Black 52、Food Black 1、Foo
d Black 2、Pigment Red 57であり、
式(II')の染料の例として挙げることができるのは、Acid Red 111、Acid Red 134、Acid 
yellow 38である
b)式(III)及び(III')のアントラキノン染料
【００９１】
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【化９】

【００９２】
{式(III)及び(III')中、
・　R22、R23、R24、R25、R26及びR27は、同一であっても異なっていてもよく、水素原子
若しくはハロゲン原子、又は
-　アルキル、
-　ヒドロキシル、メルカプト、
-　アルコキシ、アルキルチオ、
-　アルキル及び(O)2S(O

-)-,X+(式中、X+は、前に定義したとおりである)から選ばれる1
つ又は複数の基で任意選択で置換されており、好ましくは置換されているアリールオキシ
又はアリールチオ、
-　アルキル及び(O)2S(O

-)-,X+(式中、X+は、前に定義したとおりである)から選ばれる1
つ又は複数の基で任意選択で置換されているアリール(アルキル)アミノ、
-　(ジ)(アルキル)アミノ、
-　(ジ)(ヒドロキシアルキル)アミノ、
-　(O)2S(O

-)-,X+(式中、X+は、前に定義したとおりである)
から選ばれる基を表し、
・　Z'は、水素原子又はNR28R29基[式中、R28及びR29は、同一であっても異なっていても
よく、水素原子、又は
-　アルキル、
-　ポリヒドロキシアルキル、例えばヒドロキシエチル、
-　1つ又は複数の基、具体的にはi)アルキル、例えばメチル、n-ドデシル、n-ブチル、ii
)(O)2S(O

-)-,X+(式中、X+は、前に定義したとおりである)、iii)R°-C(X)-X'-、R°-X'-C
(X)-、R°-X'-C(X)-X''-で任意選択で置換されているアリール(式中、R°、X、X'及びX''
は、前に定義したとおりであり、好ましくは、R°は、アルキル基を表す)、
-　シクロアルキル、特にシクロへキシル
から選ばれる基を表す]を表し、
・　Zは、ヒドロキシル及びNR'28R'29(式中、R'28及びR'29は、同一であっても異なって
いてもよく、前に定義したとおりR28及びR29と同じ原子又は基を表す)から選ばれる基を
表す}
式(III)及び(III')が、少なくとも1つのスルホン酸基(O)2S(O

-)-,X+(式中、X+は、前に定
義したとおりである)を含むことが理解され、
式(III)の染料の例として挙げることができるのは、Acid Blue 25、Acid Blue 43、Acid 
Blue 62、Acid Blue 78、Acid Blue 129、Acid Blue 138、Acid Blue 140、Acid Blue 25
1、Acid Green 25、Acid Green 41、Acid Violet 42、Acid Violet 43、Mordant Red 3;E
XT Violet 2であり、
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式(III')の染料の例として挙げることができるのは、Acid Black 48である
並びに
c)式(IV)のキノリンベース染料
【００９３】
【化１０】

【００９４】
[式(IV)中、
・　R61は、水素若しくはハロゲン原子又はアルキル基を表し、
・　R62、R63及びR64は、同一であっても異なっていてもよく、水素原子又は(O)2S(O

-)-,
X+基(式中、X+は、前に定義したとおりである)を表し、
・　或いは、R61とR62、又はR61とR64は一緒になって、1つ又は複数の(O)2S(O

-)-,X+基(
式中、X+は、前に定義したとおりである)で任意選択で置換されているベンゾ基を形成し
、
・　Gは、酸素若しくは硫黄原子又はNRe基(式中、Reは、水素原子又はアルキル基を表す)
を表し、特にGは、酸素原子を表す]
式(IV)が、少なくとも1つのスルホン酸基(O)2S(O

-)-,X+(式中、X+は、前に定義したとお
りである)を含むことが理解され、
式(IV)の染料の例として挙げることができるのは、Acid Yellow 2、Acid Yellow 3及びAc
id Yellow 5である。
【００９５】
　酸性直接染料が、Yellow 5、Orange 4、EXT. Violet 2及びAcid Black 1からなる群か
ら選択されることが好ましい。
【００９６】
　本発明による組成物は、(a)直接染料を、組成物の総質量に対して、0.001～5質量%、好
ましくは0.01～3質量%、より好ましくは0.05～2質量%の量で含有することができる。
【００９７】
[酸素含有多環式化合物]
　本発明による組成物は、(b)少なくとも1種の酸素含有多環式化合物を含む。2種以上の
酸素含有多環式化合物が組み合わせて使用されてもよい。したがって、単一種の酸素含有
多環式化合物、又は異種の酸素含有多環式化合物の組み合わせを使用することができる。
【００９８】
　(b)酸素含有多環式化合物は、少なくとも1つの酸素含有多環式環を有する。したがって
、(b)酸素含有多環式化合物は、複数の酸素含有多環式環を有してもよい。(b)酸素含有多
環式化合物が1つの酸素含有多環式環を有することが好ましい。
【００９９】
　(b)酸素含有多環式化合物中の酸素含有多環式環は、限定されない。酸素含有多環式環
が、芳香族環を含み、好ましくは少なくとも1つのベンゼン環を含むことが好ましい。酸
素含有多環式環は、好ましくは6～30員環、より好ましくは8～10員環、より好ましくは9
～10員環を含むことができる。酸素含有多環式環は、好ましくは1～3個の酸素原子、より
好ましくは1個又は2個の酸素原子を含む。
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【０１００】
　酸素含有多環式環が、
化学式
【０１０１】
【化１１】

【０１０２】
で表されるフタラン環(1,3-ジヒドロベンゾフラン)、
化学式
【０１０３】

【化１２】

【０１０４】
で表されるクマラン環(2,3-ジヒドロベンゾフラン)、
化学式
【０１０５】

【化１３】

【０１０６】
で表されるイソベンゾフラン環、
化学式
【０１０７】
【化１４】

【０１０８】
で表されるクマロン環(ベンゾフラン)、
化学式
【０１０９】

【化１５】
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【０１１０】
で表されるクロマン環(3,4-ジヒドロ-2H-1ベンゾピラン)、
化学式
【０１１１】
【化１６】

【０１１２】
で表されるクロメン環(2-ベンゾピラン及び4-ベンゾピラン)、
化学式
【０１１３】
【化１７】

【０１１４】
で表されるイソクロメン環(1H-イソクロメン及び3H-イソクロメン)、
及び
化学式
【０１１５】
【化１８】

【０１１６】
で表されるピペロニル環(1,2-メチレンイオキシベンゼン)
からなる群から選択されることが好ましい。
【０１１７】
　(b)酸素含有多環式化合物の酸素含有多環式環が、ヒドロキシル基、任意選択で置換さ
れている直鎖状又は分枝状のC1～18アルキル基、任意選択で置換されている直鎖状又は分
枝状のC1～18アルコキシ基、任意選択で置換されているC3～18脂環式アルキル基、任意選
択で置換されている直鎖状又は分枝状のC2～18アルケニル基、任意選択で置換されている
直鎖状又は分枝状のC2～18アルケニルオキシ基、任意選択で置換されている直鎖状又は分
枝状のC2～18アルキニル基、任意選択で置換されている直鎖状又は分枝状のC2～18アルキ
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ニルオキシ基、任意選択で置換されているC6～18アリール基、任意選択で置換されている
C7～18アラルキル基、及び任意選択で置換されている直鎖状又は分枝状のC2～18アシル基
からなる群から好ましくは選択される少なくとも1つの置換基(置換基A)を有することが好
ましい。
【０１１８】
　(b)酸素含有多環式化合物が、上に挙げた少なくとも1つの置換基Aで置換されている、
フタラン環、クマラン環、イソベンゾフラン環、クマロン環、クロマン環、クロメン環、
イソクロメン環及びピペロニル環、更により好ましくはピペロニル環からなる群から好ま
しくは選択される酸素含有多環式環を含むことが、より好ましい。
【０１１９】
　置換基Aのための置換基(置換基B)の例として挙げることができるのは、一価の官能基、
例えばハロゲン原子、ヒドロキシル基、C1～C6アルコキシ基、アミノ基、C1～C6アルキル
アミノ基、C1～C6ジアルキルアミノ基、ニトロ基、アルデヒド基、C2～C6アシル基、カル
ボキシル基、シアノ基等である。置換基Bとして、ヒドロキシル基が好ましい。
【０１２０】
　したがって、置換基Aは、ヒドロキシル基、少なくとも1つのヒドロキシル基で置換され
ている直鎖状又は分枝状のC1～C18アルキル基、少なくとも1つのヒドロキシル基で置換さ
れているC3～18脂環式アルキル基、少なくとも1つのヒドロキシル基で置換されている直
鎖状又は分枝状のC2～18アルケニル基、少なくとも1つのヒドロキシル基で置換されてい
る直鎖状又は分枝状のC2～18アルキニル基、少なくとも1つのヒドロキシル基で置換され
ているC6～18アリール基、少なくとも1つのヒドロキシル基で置換されているC7～18アラ
ルキル基、及び少なくとも1つのヒドロキシル基で置換されている直鎖状又は分枝状のC2
～18アシル基からなる群から好ましくは選択され、これらは、任意選択で、ヒドロキシル
基以外の少なくとも1つの置換基Bで更に置換されていてもよい。
【０１２１】
　置換基Aは、より好ましくは、ヒドロキシル基、又は少なくとも1つのヒドロキシル基で
置換されている直鎖状又は分枝状のC1～C6アルキル基、更により好ましくは1つのヒドロ
キシル基である。最も好ましくは、置換基Aは、ヒドロキシルメチル基又はヒドロキシル
エチル基である。
【０１２２】
　ヒドロキシル基以外の置換基Bの例として挙げることができるのは、一価の官能基、例
えばハロゲン原子、C1～C6アルコキシ基、アミノ基、C1～C6アルキルアミノ基、C1～C6ジ
アルキルアミノ基、ニトロ基、アルデヒド基、C2～C6アシル基、カルボキシル基、シアノ
基等である。
【０１２３】
　(b)酸素含有多環式化合物が、以下の化学式(1):
【０１２４】
【化１９】

【０１２５】
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[式中、
Xは、ヒドロキシル、-(CH2)n-R又は-(CH2)n-O-R(式中、nは、1～10、好ましくは1～5、よ
り好ましくは1又は2の整数を示す)を示し、
Rは、水素、任意選択で置換されている直鎖状又は分枝状のC1～18アルキル基、任意選択
で置換されているC3～18脂環式アルキル基、任意選択で置換されている直鎖状又は分枝状
のC2～18アルケニル基、任意選択で置換されている直鎖状又は分枝状のC2～18アルキニル
基、任意選択で置換されているC6～18アリール基、任意選択で置換されているC7～18アラ
ルキル基、又は任意選択で置換されている直鎖状又は分枝状のC2～18アシル基を示す]
で表されることが好ましい。
【０１２６】
　X基のための置換基の例として挙げることができるのは、一価の官能基、例えばハロゲ
ン原子、ヒドロキシル基、C1～C6アルコキシ基、アミノ基、C1～C6アルキルアミノ基、C1
～C6ジアルキルアミノ基、ニトロ基、アルデヒド基、C2～C6アシル基、カルボキシル基、
シアノ基等である。X基のための置換基として、ヒドロキシル基が好ましい。
【０１２７】
　Rが、水素、任意選択で置換されている直鎖状又は分枝状のC1～18アルキル基、任意選
択で置換されているC3～18脂環式アルキル基、任意選択で置換されている直鎖状又は分枝
状のC2～18アルケニル基、又は任意選択で置換されている直鎖状又は分枝状のC2～18アシ
ル基を示すことが好ましい。
【０１２８】
　直鎖状又は分枝状のC1～18アルキル基の特定の例として挙げることができるのは、直鎖
アルキル基、例えばメチル基、エチル基、n-プロピル基、n-ブチル基、n-ヘキシル基、n-
オクチル基、n-ノニル基、n-デシル基、n-ウンデシル基、n-ドデシル基、n-テトラデシル
基、n-ペンタデシル基、ヘキサデシル基、オクタデシル基等;及び分枝鎖アルキル基、例
えばイソプロピル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、4-メチルペンチル
基、5-メチルヘキシル基、2-エチルヘキシル基、6-メチルヘプチル基、7-メチルオクチル
基、8-メチルノニル基、2,6-ジメチルヘプチル基、3,7-ジメチルオクチル基、3,7,11-ト
リメチルドデシル基等である。しかしながら、特定の例は、これらに限定されない。
【０１２９】
　C3～18脂環式アルキル基の特定の例として挙げることができるのは、シクロプロピル基
、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基及びシクロヘプチル基であり、
シクロヘキシル基が好ましい。しかしながら、特定の例は、これらに限定されない。
【０１３０】
　C3～18脂環式アルキル基の他の特定の例として挙げることができるのは、4-イソプロピ
ルシクロヘキシル基、4-tert-ブチルシクロヘキシル基、2,4-ジメチル-3-シクロヘキセニ
ル基、2-tert-ブチルシクロヘキシル基、4-イソプロピルシクロヘキシルメチル基、5-メ
チル-2-(1-メチルエテニル)シクロヘキシル基(イソプレギル)、5-メチル-2-イソプロピル
シクロヘキシル基(p-メンタン-3-イル,メンチル)、1-メチル、4-イソプロピルシクロヘキ
セニル基(テルピネニル)、1-メチル-4-イソプロピルシクロヘキシル基(ジヒドロテルピネ
ニル)、1-メチル-4-イソプロペニル-6-シクロヘキセン-2-イル基(カルベニル)、6-メチル
-3-イソプロペニルシクロヘキセニル基(ジヒドロカルベニル)、1-(4-イソプロペニル)シ
クロヘキシル)メチル基(ペリリル)、4-メチル-1-イソプロピルビシクロ[3.1.0]ヘキサン-
4-イル基(4-ツジャニル)、4-メチル-1-イソプロピルビシクロ[3.1.0]ヘキサン-3-イル基(
3-ツジャニル)、6,6-ジメチルビシクロ[3.1.1]ヘプタ-2-エン-2-エチル基(ノピル)、1,3,
3-トリメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-イル基(フェンコニル)及びエンド-1,7,7-トリ
メチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-イル基(ボルニル)である。
【０１３１】
　直鎖状又は分枝状のC2～18アルケニル基の特定の例として挙げることができるのは、直
鎖アルケニル基、例えばビニル基、アリル基、1-プロペニル基、1-ブテニル基、2-ブテニ
ル基、3-ブテニル基、4-ペンテニル基、5-ヘキセニル基, 6-ヘプテニル基、7-オクテニル
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基、8-ノネニル基、9-デセニル基、1-ペンテニル基、1-ヘキセニル基、1-ヘプテニル基、
1-オクテニル基、1-ノネニル基、1-デセニル基、9-オクタデセニル基等;及び分枝鎖アル
ケニル基、例えばイソプロペニル基、2-メチル-1-プロペニル基、3-メチル-2-ブテニル基
、4-メチル-3-ペンテニル基、5-メチル-4-ヘキセニル基、6-メチル-5-ヘプテニル基、7-
メチル-6-オクテニル基、8-メチル-7-ノネニル基、1-メチル-1-プロペニル基、1-メチル-
1-ブテニル基、1-メチル-1-ペンテニル基、1-メチル-1-ヘキセニル基、1-メチル-1-ヘプ
テニル基、1-メチル-1-オクテニル基、1-メチル-1-ノネニル基、2,6-ジメチル-5-ヘテニ
ル基、2,6-ジメチル-1-ヘプテニル基、3,7-ジメチル-2,6-オクタジエニル(ゲラニル、ネ
リル)基、3,7,11-トリメチル-2,6,10-ドデカトリエニル(ファルネシル)基、3,7,11-トリ
メチル-6,10-ドデカジエニル(ジヒドロファルネシル)基等である。しかしながら、特定の
例は、これらに限定されない。
【０１３２】
　直鎖状又は分枝状のC2～18アルキニル基の特定の例として挙げることができるのは、エ
チニル基、プロピニル基、ブチニル基等である。しかしながら、特定の例は、これらに限
定されない。
【０１３３】
　C6～18アリール基の特定の例として挙げることができるのは、フェニル基、トリル基、
キシリル基、ナフチル基等である。しかしながら、特定の例は、これらに限定されない。
【０１３４】
　C7～18アラルキル基の特定の例として挙げることができるのは、ベンジル、フェネチル
基、(1-ナフチル)メチル基、(1-ナフチル)エチル基等である。しかしながら、特定の例は
、これらに限定されない。
【０１３５】
　直鎖状又は分枝状のC2～18アシル基の特定の例として挙げることができるのは、アセチ
ル基(CH3-CO-)、プロパノイル基、プロペノイル基及びベンゾイル基である。
【０１３６】
　Xが、ヒドロキシル基、又は少なくとも1つのヒドロキシル基、好ましくは1つのヒドロ
キシル基で、置換されている、直鎖状若しくは分枝状のC1～18アルキル基、より好ましく
はC1～6アルキル基であることが好ましい。最も好ましくは、Xは、ヒドロキシルメチル基
又はヒドロキシルエチル基である。
【０１３７】
　上の式(1)[式中、Xは、-(CH2)n=-O-R(式中、nは、上に説明したとおりである)を示す]
により包含される特定の例として挙げることができるのは、
上の式(1)のRが任意選択で置換されているときは、直鎖状又は分枝状のC1～18アルキル又
はC2～18アルケニル基、3,4-メチレンジオキシベンジルn-プロピルエーテル(ピペロニルn
-プロピルエーテル)、3,4-メチレンジオキシベンジルn-ブチルエーテル(ピペロニルn-ブ
チルエーテル)、3,4-メチレンジオキシベンジルn-ヘキシルエーテル(ピペロニルn-ヘキシ
ルエーテル)、3,4-メチレンジオキシベンジル2-エチレンヘキシルエーテル(ピペロニル2-
エチルヘキシルエーテル)、3,4-メチレンジオキシベンジル3,7-ジメチル-2,6-オクタジエ
ニルエーテル(ピペロニルゲラニルエーテル)、3,4-メチレンジオキシベンジル3,7,11-ト
リメチル-2,6,10-ドデカトリエニルエーテル(ピペロニルファルネシルエーテル)であり;
且つ
Rが任意選択で置換されているC3～18脂環式アルキル基であるときは、3,4-メチレンジオ
キシベニルシクロヘキシルエーテル(ピペロニルシクロヘキシルエーテル)、3,4-メチレン
ジオキシベンジル5-メチル-2-(1-メチレテニル)シクロヘキシルエーテル(ピペロニルイソ
プレギルエーテル)、3,4-メチレンジオキシベンジル5-メチル-2-イソプロピルシクロヘキ
シルエーテル(ピペロニルメンチルエーテル)、3,4-メチレンジオキシベンジル1-メチル-4
-イソプロピルシクロヘキセニルエーテル(ピペロニルテルピネニルエーテル)、3,4-メチ
レンジオキシベンジル1-メチル-4-イソプロピルシクロヘキシルエーテル(ピペロニルジヒ
ドロテルピネニルエーテル)、3,4-メチレンジオキシベンジル1-メチル-4-イソプロペニル
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-6-シクロヘキセン-2-イルエーテル(ピペロニルカルベニルエーテル)、3,4-メチレンジオ
キシベンジル6-メチル-3-イソプロペニルシクロヘキシルエーテル(ピペロニルジヒドロカ
ルベニルエーテル)、3,4-メチレンジオキシベンジル[1-(4-イソプロペニル)シクロヘキシ
ル]メチルエーテル(ピペロニルペリリルエーテル)、3,4-メチレンジオキシベンジル4-メ
チル-1-イソプロピルビシクロ[3.1.0]ヘキサン-4-イルエーテル(ピペロニル4-ツジャニル
エーテル)、3,4-メチレンジオキシベンジル4-メチル-1-イソプロピルビシクロ[3.1.0]ヘ
キサン-3-イルエーテル(ピペロニル3-ツジャニルエーテル)、3,4-メチレンジオキシベン
ジル6,6-ジメチルビシクロ[3.1.1]ヘプタ-2-エン-2-エチルエーテル(ピペロニルノピルエ
ーテル)、3,4-メチレンジオキシベンジル1,3,3-トリメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-
イルエーテル(ピペロニルフェンコニルエーテル)及び3,4-メチレンジオキシベンジルエン
ド-1,7,7-トリメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-イルエーテル(ピペロニルボルニルエー
テル)である。
【０１３８】
　式(1)中のXがヒドロキシル(セサモール)を示すことが、より好ましい。
【０１３９】
　式(1)中のXが-(CH2)n-O-R(式中、n及びRは、上に説明したとおりである)を示すときは
、Rが、少なくとも1つの置換基で、より好ましくはCH3-CO-(ヘリオトロピルアセテート)
で任意選択で置換されていてもよい、水素(ピペロニルアルコール)又はC2～18アシル基、
好ましくはC2～6アシル基を示すことが、より好ましい。
【０１４０】
　式(1)中のXが-(CH2)n-R(式中、n及びRは、上に説明したとおりである)を示すときは、R
は、少なくとも1つの置換基で、より好ましくはCH3-CO-(ヘリオトロピルアセトン)で任意
選択で置換されていてもよい、C2～18アシル基、好ましくはC2～6アシル基を示すことが
、より好ましい。
【０１４１】
　(b)酸素含有多環式化合物が、ピペロニルアルコール、セサモール、ヘリオトロピルア
セトン又はヘリオトロピルアセテート、特にピペロニルアルコールであることが、更によ
り好ましい。
【０１４２】
　本発明による組成物は、酸素含有多環式化合物を、組成物の総質量に対して、0.001質
量%～15質量%、好ましくは0.01質量%～10質量%、より好ましくは0.05質量%～5質量%の量
で含有してもよい。
【０１４３】
[スルホン化合物]
　本発明による組成物が、(c)少なくとも1種の特定のスルホン化合物を更に含むことが好
ましい。2種以上の特定のスルホン化合物が組み合わせて使用されてもよい。したがって
、単一タイプの特定のスルホン化合物、又は異なるタイプのスルホン化合物の組み合わせ
を使用することができる。
【０１４４】
　本発明において使用される(c)スルホン化合物は、次式(I)
【０１４５】
【化２０】

【０１４６】
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[式中、
R1及びR2のそれぞれは、独立に、一価のC1～30、好ましくはC1～20、より好ましくはC1～
10脂肪族基、若しくは一価のC6～30、好ましくはC6～20、より好ましくはC6～10芳香族基
を示し、これは少なくとも1つの置換基で任意選択で置換されていてもよく、又は
R1及びR2は、それらが結合している硫黄原子と一緒になって、3～10員、好ましくは4～10
員、より好ましくは4～8員の環を形成し、これは少なくとも1つの置換基で任意選択で置
換されていてもよい]
で表すことができる。
【０１４７】
　上の式(I)中、一価のC1～30、好ましくはC1～20、より好ましくはC1～10脂肪族基は、
飽和の一価のC1～30、好ましくはC1～20、より好ましくはC1～10脂肪族炭化水素基、好ま
しくは直鎖状若しくは分枝状のC1～30、好ましくはC1～20、より好ましくはC1～10アルキ
ル基、又はC3～30、好ましくはC4～20、より好ましくはC5～10シクロアルキル基、又は
不飽和の一価のC2～30、好ましくはC2～20、より好ましくはC2～10脂肪族炭化水素基であ
ってもよい。
【０１４８】
　直鎖状又は分枝状のC1～30、好ましくはC1～20、より好ましくはC1～10アルキル基の例
として挙げることができるのは、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、
n-ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、
ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基等である。
【０１４９】
　C3～30、好ましくはC4～20、より好ましくはC5～10シクロアルキル基の例として挙げる
ことができるのは、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロへキ
シル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基等である。
【０１５０】
　不飽和の一価のC2～30、好ましくはC2～20、より好ましくはC2～10脂肪族炭化水素基の
例として挙げることができるのは、直鎖状又は分枝状のC2～30、好ましくはC2～20、より
好ましくはC2～10アルケニル基、例えば、ビニル基、1-プロペニル基、アリル基、イソプ
ロペニル基、1-ブテニル基、2-ブテニル基、ペンテニル基、ヘキセニル基等;並びにC2～3

0、好ましくはC2～20、より好ましくはC2～10シクロアルケニル基、例えばシクロペンテ
ニル基、シクロヘキセニル基等である。
【０１５１】
　上の式(I)中、一価のC6～30、好ましくはC6～20、より好ましくはC6～10芳香族基は、
一価のC6～30、好ましくはC6～20、より好ましくはC6～10芳香族炭化水素基であってもよ
い。用語「芳香族基」は、本明細書では、少なくとも1つの芳香族部分を含む基を意味す
る。したがって、一価のC6～30、好ましくはC6～20、より好ましくはC6～10芳香族基は、
C6～30、好ましくはC6～20、より好ましくはC6～10アリール基、又は直鎖状若しくは分枝
状のC7～30、好ましくはC7～20、より好ましくはC7～10アラルキル基であってもよい。
【０１５２】
　C6～30、好ましくはC6～20、より好ましくはC6～10アリール基の例として挙げることが
できるのは、フェニル基、トリル基、キシリル基、メシチル基等である。
【０１５３】
　直鎖状又は分枝状のC7～30、好ましくはC7～20、より好ましくはC7～10アラルキル基の
例として挙げることができるのは、ベンジル基、フェネチル基等である。
【０１５４】
　上の式(I)中、R1及びR2は、それらが結合している硫黄原子と一緒になって、3～10員、
好ましくは4～10員、より好ましくは4～8員の脂肪族環を形成してもよく、これは、少な
くとも1つの置換基で任意選択で置換されていてもよい。
【０１５５】
　3～10員、好ましくは4～10員、より好ましくは4～8員の脂肪族環は、C3～10、好ましく
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はC4～10、より好ましくはC4～8の、二価の、直鎖状又は分枝状の、飽和又は不飽和の炭
化水素基により形成されてもよく、これは硫黄原子に結合する。
【０１５６】
　C3～10、好ましくはC4～10、より好ましくはC4～8の、二価の、直鎖状又は分枝状の、
飽和炭化水素基の例として挙げることができるのは、C3～10、好ましくはC4～10、より好
ましくはC4～8アルキレン基、例えばプロピレン基、イソプロピレン[-CH2-CH(CH3)-]基、
n-ブチレン基、イソブチレン[-CH2-CH(CH3)-CH2-]基、sec-ブチレン[-CH(CH3)-CH2-CH2-]
基、tert-ブチレン[-CH2-C(CH3)2-]基、ペンチレン基、ヘキシレン基等である。
【０１５７】
　C3～10、好ましくはC4～10、より好ましくはC4～8の、二価の、直鎖状又は分枝状の、
不飽和の炭化水素基の例として挙げることができるのは、C3～10、好ましくはC4～10、よ
り好ましくはC4～8アルケニレン基、例えばプロペニレン基、1-ブテニレン、2-ブテニレ
ン基等である。
【０１５８】
　R1若しくはR2として、一価のC1～30、好ましくはC1～20、より好ましくはC1～10脂肪族
基、若しくは一価のC6～30、好ましくはC6～20、より好ましくはC6～10芳香族基上に、又
はR1及びR2が、それらが結合している硫黄原子と一緒になって形成する、3～10員、好ま
しくは4～10員、より好ましくは4～8員の環上に存在してもよい置換基の例として挙げる
ことができるのは、一価の官能基、例えばハロゲン原子、ヒドロキシル基、C1～C6アルコ
キシ基、アミノ基、C1～C6アルキルアミノ基、C1～C6ジアルキルアミノ基、ニトロ基、カ
ルボニル基、アシル基、カルボキシル基、シアノ基等である。
【０１５９】
　R1若しくはR2としての、一価のC1～30、好ましくはC1～20、より好ましくはC1～10脂肪
族基、若しくは一価のC6～30、好ましくはC6～20、より好ましくはC6～10芳香族基、又は
R1及びR2が、それらが結合している硫黄原子と一緒になって形成する、3～10員、好まし
くは4～10員、より好ましくは4～8員の環は、上の置換基中に、又は基若しくは環の炭化
水素主鎖中に、酸素、窒素及び硫黄原子からなる群から選択される少なくとも1個のヘテ
ロ原子を任意選択で含有してもよい。
【０１６０】
　本発明において使用される(c)スルホン化合物の特定の例として挙げることができるの
は、ジメチルスルホン、メチルエチルスルホン、ジエチルスルホン、メチルイソプロピル
スルホン、エチルイソプロピルスルホン、ジイソプロピルスルホン、2-クロロエチルエチ
ルスルホン、ジ-n-ブチルスルホン、ジビニルスルホン;ジフェニルスルホン、ビス(4-ヒ
ドロキシフェニル)スルホン、ビス(4-アミノフェニル)スルホン、ビス(3-アミノフェニル
スルホン)、ビス(4-クロロフェニルスルホン)、ビス(4-フルオロフェニル)スルホン、2-
ヒドロキシフェニル-4-ヒドロキシフェニルスルホン、フェニル-4-クロロフェニルスルホ
ン、フェニル-2-アミノフェニルスルホン、ビス(3-アミノ-4-ヒドロキシフェニル)スルホ
ン、ジベンジルスルホン等である。
【０１６１】
　R1及びR2が、それらが結合している硫黄原子と一緒になって、少なくとも1つの置換基
で任意選択で置換されていてもよい、3～10員、好ましくは4～10員、より好ましくは4～8
員の環を形成する場合、(c)化合物は、置換又は非置換のスルホラン又はスルホレンであ
ってもよい。置換基として挙げることができるのは、一価の官能基、例えば上に説明した
一価のC1～30脂肪族基、フッ素原子等のハロゲン原子、C1～C6アルコキシ基、アミノ基、
C1～C6アルキルアミノ基、C1～C6ジアルキルアミノ基、ニトロ基、アルデヒド基、C2～C6
アシル基、カルボニル基及びシアノ基である。置換基の少なくとも1個の水素原子は、存
在する場合、フッ素原子等のハロゲン原子で置き換えられてもよい。置換又は非置換のス
ルホラン又はスルホレンの特定の例として挙げることができるのは、2-メチル-スルホラ
ン又はスルホレン、3-メチル-スルホラン又はスルホレン、2,2-ジメチル-スルホラン又は
スルホレン、2,4-ジメチル-スルホラン又はスルホレン、2-フロオロ-スルホラン又はスル
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ホレン、3-フロオロ-スルホラン又はスルホレン、2,2-ジフルオロ-スルホラン又はスルホ
レン、2-トリフルオロメチル-スルホラン又はスルホレン、3-ペルフルオロエチル-スルホ
ラン又はスルホレンである。
【０１６２】
　本発明による組成物は、c)スルホン化合物を含むので、それは、頭皮等の皮膚上での(a
)直接染料による皮膚汚染を防止する又は低減することができる。
【０１６３】
　本発明による組成物における(c)スルホン化合物の量は、組成物の総質量に対して、0.5
～30質量%、好ましくは1～20質量%、より好ましくは2～10質量%の範囲であることができ
る。
【０１６４】
[水]
　本発明による組成物は、水を更に含んでもよい。
【０１６５】
　本発明による組成物における水の量は、組成物の総質量に対して、10質量%～90質量%、
好ましくは20質量%～85質量%、より好ましくは30質量%～80質量%の範囲であることができ
る。この場合の本発明による組成物のpHは、2～7、好ましくは2～6、より好ましくは2～4
の範囲であってもよい。
【０１６６】
[緩衝剤]
　本発明による組成物が(d)少なくとも1種の緩衝剤を更に含むことが好ましい。2種以上
の緩衝剤が組み合わせて使用されてもよい。したがって、単一タイプの緩衝剤、又は異な
るタイプの緩衝剤の組み合わせを使用することができる。
【０１６７】
　緩衝剤は、本発明による組成物のpHを安定化させることができる。
【０１６８】
　緩衝剤として、アミノ酸、アミノ酸誘導体、又は有機酸若しくは無機酸とそれらの塩と
の組み合わせが好ましく、アミノ酸及びアミノ酸誘導体がより好ましく、アミノ酸が更に
より好ましい。
【０１６９】
　使用されてもよいアミノ酸は、L、D又はラセミの形態にある、天然又は合成由来のもの
であり、カルボン酸、スルホン酸、ホスホン酸及びリン酸の各官能基から選ばれる少なく
とも1つの酸官能基を含む。アミノ酸は、それらの中性又はイオンの形態にあってもよい
。
【０１７０】
　アミノ酸として非限定的に挙げることができるのは、グリシン、アスパラギン酸、グル
タミン酸、アラニン、アルギニン、オルニチン、シトルリン、アスパラギン、カルニチン
、システイン、グルタミン、リジン、ヒスチジン、イソロイシン、ロイシン、メチオニン
、N-フェニルアラニン、プロリン、セリン、タウリン、スレオニン、トリプトファン、チ
ロシン及びバリンである。グリシンがより好ましく、その理由は、グリシンはまた皮膚汚
染を低減するためにも機能しうるからである。
【０１７１】
　有機酸の例として挙げることができるのは、乳酸、クエン酸及びリンゴ酸である。
【０１７２】
　塩の例として挙げることができるのは、ナトリウム塩、カリウム塩等のアルカリ金属塩
、カルシウム塩等のアルカリ土類金属塩、及びアンモニウム塩である。
【０１７３】
　本発明による組成物における(d)緩衝剤の量は、組成物の総質量に対して、0.1～15質量
%、好ましくは0.5～10質量%、より好ましくは0.5～5質量%の範囲であることができる。
【０１７４】
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[有機溶媒]
　本発明による組成物が、(e)少なくとも1種の有機溶媒を更に含むことが好ましい。2種
以上の有機溶媒が組み合わせて使用されてもよい。したがって、単一タイプの有機溶媒又
は異なるタイプの有機溶媒の組合せを使用することができる。
【０１７５】
　有機溶媒は、好ましくは水に混和性である。有機溶媒として挙げることができるのは、
例えば、C1～C4アルカノール、例えばエタノール及びイソプロパノール;ポリオール及び
ポリオールエーテル、例えばグリセロール、2-ブトキシエタノール、プロピレングリコー
ル、プロピレングリコールのモノメチルエーテル、ジエチレングリコールのモノエチルエ
ーテル及びモノメチルエーテル;並びに芳香族アルコール、例えばベンジルアルコール及
びフェノキシエタノール;類似の生成物;並びにこれらの混合物である。
【０１７６】
　本発明による組成物における(e)有機溶媒の量は、組成物の総質量に対して、1～35質量
%、好ましくは5～25質量%、より好ましくは10～15質量%の範囲であることができる。
【０１７７】
[他の成分]
　本発明による組成物のpHは、ケラチン繊維を染色するのに一般に使用される酸性化剤又
は塩基性化剤を使用して、或いは従来の緩衝系を使用して、所望の値に調整されてもよい
。
【０１７８】
　本発明による組成物は、好ましくは酸性である。したがって、組成物のpHが、2～7、よ
り好ましくは2～6、更により好ましくは2～4であることが好ましい。
【０１７９】
　酸性化剤の中で例として挙げることができるのは、無機又は有機酸、例えば塩酸、オル
トリン酸、硫酸、カルボン酸、例えば酢酸、酒石酸、クエン酸及び乳酸、並びにスルホン
酸である。
【０１８０】
　塩基性化剤の中で例として挙げることができるのは、水酸化アンモニウム、アルカリ金
属炭酸塩、アルカノールアミン、例えばモノ-、ジ-及びトリエタノールアミン、更にそれ
らの誘導体、水酸化ナトリウム又は水酸化カリウム、並びに以下の式:
【０１８１】
【化２１】

【０１８２】
(式中、
Wは、ヒドロキシル又はC1～C4アルキル基で任意選択で置換されているプロピレン等のア
ルキレンを示し、Ra、Rb、Rc及びRdは、それぞれ独立に、水素原子、アルキル基又はC1～
C4ヒドロキシアルキル基を示し、これは、1,3-プロパンジアミン及びその誘導体により例
示されうる)
の化合物である。水酸化ナトリウム又は水酸化カリウムが好ましく、その理由は、それは
またその場で(c)緩衝剤を形成するよう機能することができるからである。
【０１８３】
　酸性化剤又は塩基性化剤は、組成物の総質量に対して、0.001～15質量%、好ましくは0.
01～10質量%、より好ましくは0.1～5質量%の範囲の量で使用できる。
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【０１８４】
　本発明による組成物は、少なくとも1種の増粘剤を含んでいていてもよい。
【０１８５】
　増粘剤は、有機及び無機増粘剤から選択できる。有機増粘剤は、
(i)会合性増粘剤
(ii)架橋アクリル酸ホモポリマー
(iii)(メタ)アクリル酸と(C1～C6)アクリル酸アルキルとの架橋コポリマー
(iv)非イオン性ホモポリマー、並びにエチレン性不飽和エステルモノマー及びエチレン性
不飽和アミドモノマーのうちの少なくとも1種を含むコポリマー
(v)アクリル酸アンモニウムホモポリマー、及びアクリル酸アンモニウムとアクリルアミ
ドとのコポリマー
(vi)多糖、例えばセルロース及びその誘導体、並びに
(vii)C12～C30脂肪アルコール
のうちの少なくとも1種から選ぶことができる。
【０１８６】
　増粘剤は、多糖、例えばデンプン、キサンタンガム及びヒドロキシエチルセルロースか
ら好ましくは選択される。
【０１８７】
　本明細書で使用される場合、「会合性増粘剤」という表現は、親水性単位と疎水性単位
との双方を含む、例えば少なくとも1つのC8～C30脂肪鎖と少なくとも1つの親水性単位と
を含む両親媒性増粘剤を意味する。
【０１８８】
　本発明による組成物の粘度は、特に限定されない。粘度は、粘度計又はレオメーターで
、好ましくは円錐平板型ジオメトリで、25℃にて測定されうる。好ましくは、本発明によ
る組成物の粘度は、例えば、25℃及び1s-1で、1～2000Pa.s、好ましくは1～1000Pa.sの範
囲でありうる。
【０１８９】
　増粘剤は、組成物の総質量に対して、0.001～10質量%、好ましくは0.01～10質量%、例
えば0.1～5質量%の範囲の量で存在できる。
【０１９０】
　本発明による組成物はまた、毛髪を染色するための組成物中で従来使用されている種々
の補助剤、例えばアニオン性、非イオン性、カチオン性、両性若しくは双性イオン性ポリ
マー又はこれらの混合物、抗酸化剤、浸透剤、金属イオン封鎖剤、香料、分散剤、調整剤
、皮膜形成剤、セラミド、保存剤及び不透明化剤を含有できる。
【０１９１】
　本発明による組成物の形態は、それが水ベースである限り特に限定されず、エマルショ
ン、水性ゲル、水溶液等の種々の形態を取ることができる。
【０１９２】
　本発明による組成物は、ケラチン繊維を染色するための組成物であり、好ましくは、ケ
ラチン繊維を染色するための化粧用組成物である。「ケラチン繊維」は、本明細書では、
少なくとも1種のケラチン物質を含む繊維を意味する。ケラチン繊維の表面の少なくとも
一部が、ケラチン繊維により形成されることが好ましい。ケラチン繊維の例としては、毛
髪、眉毛、睫毛等が挙げられる。本発明による組成物が毛髪を染色するために使用される
ことが好ましい。
【０１９３】
[調製]
　本発明による組成物は、必須成分として(a)少なくとも1種の直接染料と(b)少なくとも1
種の酸素含有多環式化合物とを、並びに上で説明した任意選択の成分とを、混合すること
により調製されうる。
【０１９４】
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　上記の必須及び任意選択の成分を混合する方法及び手段は限定されない。任意の従来技
術の方法及び手段が、本発明による組成物を調製するために、上記の必須及び任意選択の
成分を混合するのに使用されうる。
【０１９５】
　本発明による組成物は、好ましくは、いわゆる一液型組成物、又は即時使用可能な組成
物である。本発明の目的では、「即時使用可能な組成物」という表現は、本明細書では、
毛髪等のケラチン繊維へすぐに適用されることになる組成物であると定義される。
【０１９６】
　いわゆる二液型組成物と比べ、いわゆる一液型組成物は、使用前に組成物中の成分を混
合する必要がない。したがって、消費者にとって、ケラチン繊維を染色するために本発明
による組成物を使用することは容易である。更に、ケラチン繊維の安定な着色が、本発明
による組成物では可能であり、その理由は、ケラチン繊維を染色するための二液型組成物
で必要とされる精密な混合比で成分を混合することに失敗することがありえないからであ
る。
【０１９７】
[方法]
　本発明はまた、ケラチン繊維を染色するための方法に関し、該方法は、本発明による組
成物をケラチン繊維に適用する工程を含む。
【０１９８】
　本発明による組成物をケラチン繊維に適用する工程は、ブラシ等の従来型の適用器具に
よって、又は手によっても実施されうる。
【０１９９】
　そこへ本発明による組成物が適用されたケラチン繊維は、ケラチン繊維を処置するため
に必要とされる適切な時間、放置されうる。処置のための時間の長さは、限定されないが
、1分間～1時間、好ましくは1分間～30分間、より好ましくは1分間～15分間であることが
できる。例えば、ケラチン繊維を染色するための時間は、1～20分間、好ましくは5～15分
間であることができる。
【０２００】
　ケラチン繊維は、室温にて処置できる。或いは、ケラチン繊維は、本発明による組成物
をケラチン繊維に適用する工程の間に、且つ/又はそこへ本発明による組成物が適用され
たケラチン繊維を放置する工程の間に、25℃～65℃、好ましくは30℃～60℃、より好まし
くは35℃～55℃、更により好ましくは40℃～50℃にて加熱されうる。
【０２０１】
　ケラチン繊維は、本発明による組成物をケラチン繊維上に適用する工程の後に、且つ/
又はそこへ本発明による組成物が適用されたケラチン繊維を放置する工程の後に、濯がれ
てもよい。
【０２０２】
　本発明はまた、毛髪等のケラチン繊維を染色するための、本発明による組成物の使用に
も関してよい。
【実施例】
【０２０３】
　本発明を、実施例によって、より詳細に説明することにする。しかしながら、これらの
実施例が本発明の範囲を限定するものであると解釈すべきではない。
【０２０４】
(実施例1～2及び比較例1～2)
[調製]
　実施例1～2及び比較例1～2による、毛髪を染色するための各化粧用組成物を、表1に示
す成分を室温にて混合して調製し、同じ容積の透明容器中へ注入した。成分の量の数値は
、全て、活性原料の「質量%」に基づく。
【０２０５】
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[色差の評価]
　実施例1～2及び比較例1～2による各組成物を、100%白色の天然のヒト毛髪の房1g上へ均
一に適用した。次に、房を40℃にて15分間放置し、続いて、房を、水で洗浄し、シャンプ
ーし、1度濯ぎ、乾燥させた。上記の染色プロセスの前と後との房の色差を、Minolta CM-
580を使用して評価した。ΔE*(CIE1976に基づく、未染色の元々の房の色と染色された房
の色との間)を算出した。ΔE*が大きいほど、染色は良好である。結果を表1に示す。
【０２０６】
[皮膚汚染の評価]
　組成物による皮膚汚染を、10人の専門家による官能評価にかけた。実施例1～2及び比較
例1～2による各組成物を、10人の専門家のヒト前腕表面上に適用した。適用した表面を室
温にて15分間放置し、続いて、組成物を水で十分に洗い流し、表面を乾燥させた。評価を
、以下の基準に従って実施した。
A:10人の専門家の少なくとも80%が、皮膚汚染がまったく目立たないと認めた
B:10人の専門家の少なくとも50%であり80%未満が、皮膚汚染がまったく目立たないと認め
た
C:10人の専門家の少なくとも20%であり50%未満が、皮膚汚染がまったく目立たないと認め
た
D:10人の専門家の20%未満が、皮膚汚染がまったく目立たないと認めた
【０２０７】
　結果を表1に示す。
【０２０８】

【表１】

【０２０９】
　表1に示す、実施例1と比較例1との比較、及び実施例2と比較例2との比較から、直接染
料を含有する、毛髪を染色するための化粧用組成物が、ピペロニルアルコールを更に含有
するとき、該化粧用組成物は、頭皮等の皮膚上での、直接染料による皮膚汚染を防止する
又は低減することができ、一方で、良好な化粧効果、例えば良好な着色特性を維持するこ
とを、認めることができる。
【０２１０】
　表1に示す、実施例1と実施例2との比較から、直接染料を含有する、毛髪を染色するた
めの化粧用組成物が、ピペロニルアルコールに加えてスルホン化合物を更に含有するとき
、該化粧用組成物は、頭皮等の皮膚上での、直接染料による皮膚汚染を更に防止する又は
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低減することができ、一方で、良好な化粧効果、例えば良好な着色特性を維持することを
、認めることができる。
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