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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　毛髪処理組成物を毛髪に塗布するための塗布用具（１）であって、前記塗布用具（１）
が、
　プレート（１０）と、
　くぼみ部（２０）と
　を含み、
　前記プレート（１０）が、外辺部（１０３）と、内表面（１０１）と、外表面（１０２
）とを含み、
　前記くぼみ部（２０）が、底部（２０１）と壁部（２０２）とを含み、前記壁部（２０
２）が、前記底部（２０１）から出て上方に延びており、前記壁部（２０２）が、周縁部
（２２２）を有し、前記周縁部（２２２）が、前記くぼみ部（２０）の開口部（２０３）
と内部容積部（２０４）とを画定し、
　前記塗布用具（１）が閉じた状態と開いた状態との間で切り替わることができるように
、前記プレート（１０）及び前記くぼみ部（２０）が、連結部（３０）によって運動可能
な形で接合されており、
　前記塗布用具（１）が閉じた状態のとき、前記プレート（１０）の前記内表面（１０１
）が、前記くぼみ部（２０）の前記開口部（２０３）と並置関係にあり、
　前記塗布用具（１）が開いた状態のとき、前記プレート（１０）の前記内表面（１０１
）が、前記くぼみ部（２０）の前記開口部（２０３）と遠位関係にあり、
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　前記閉じた状態の前記塗布用具（１）が、前記プレート（１０）の前記外辺部（１０３
）から前記壁部（２０２）の前記周縁部（２２２）までの平均距離（Ｄ１）を有し、
　前記塗布用具（１）が、少なくとも１つの調量層を含み、
　前記少なくとも１つの調量層が、不織布、発泡体及びこれらの組み合わせからなる群か
ら選択され、
　前記少なくとも１つの調量層が、５９％～９３％の圧縮率と、０．４０ｍｍ～２１．８
８ｍｍのキャリパーとを有し、
　前記少なくとも１つの調量層のキャリパーの前記平均距離（Ｄ１）に対する比が、下記
の数学的関係（Ｉ）
　４．３７５×Ｄ１≧キャリパー（ｍｍ）≧０．７９２×Ｄ１　（Ｉ）
　によって定義される、塗布用具（１）。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの調量層が、前記壁部（２０）の前記くぼみ部（２０２）の前記周
縁部（２２２）の上に置かれた第１の調量層（５０）である、請求項１に記載の塗布用具
（１）。
【請求項３】
　前記少なくとも１つの調量層が、前記プレート（１０）の前記内表面（１０１）の上に
置かれた第２の調量層（６０）である、請求項１に記載の塗布用具（１）。
【請求項４】
　前記塗布用具（１）が、前記第１の調量層（５０）と、前記第２の調量層（６０）とを
含む、請求項２又は３に記載の塗布用具（１）。
【請求項５】
　前記塗布用具（１）が閉じた状態のとき、前記プレート（１０）の前記外辺部（１０３
）が、前記くぼみ部（２０）の前記壁部（２０２）の前記周縁部（２２２）からの平均距
離（Ｄ１）として、０．５ｍｍ～５．０ｍｍを有する、請求項１～４のいずれか一項に記
載の塗布用具（１）。
【請求項６】
　前記第１の調量層（５０）及び前記第２の調量層（６０）のそれぞれが、独立してキャ
リパーを有し、前記少なくとも１つの調量層のキャリパーが、約０．６３ｍｍ～１７．５
０ｍｍである、請求項４に記載の塗布用具（１）。
【請求項７】
　前記第１の調量層（５０）及び前記第２の調量層（６０）の前記圧縮率がそれぞれ独立
して、約６０％～８５％である、請求項４～６のいずれか一項に記載の塗布用具（１）。
【請求項８】
　前記第１の調量層（５０）及び前記第２の調量層（６０）が、実質的に等しいキャリパ
ーを有する、請求項２～７のいずれか一項に記載の塗布用具（１）。
【請求項９】
　前記第１の調量層（５０）及び前記第２の調量層（６０）が実質的に等しい圧縮率を有
する、請求項２～８のいずれか一項に記載の塗布用具（１）。
【請求項１０】
　少なくとも１つの浸漬手段が、前記プレート（１０）の前記内表面（１０１）から突出
している、請求項１～９のいずれか一項に記載の塗布用具（１）。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの浸漬手段が、前記プレート（１０）の前記内表面（１０１）から
突出している部材（４０）である、請求項１０に記載の塗布用具（１）。
【請求項１２】
　毛髪処理組成物を毛髪に塗布するための塗布用具（１）であって、前記塗布用具（１）
が、
　プレート（１０）と、
　くぼみ部（２０）と
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　を含み、
　前記プレート（１０）が、外辺部（１０３）と、内表面（１０１）と、外表面（１０２
）とを含み、
　前記くぼみ部（２０）が、底部（２０１）と壁部（２０２）とを含み、前記壁部（２０
２）が、前記底部（２０１）から出て上方に延びており、前記壁部（２０２）が、周縁部
（２２２）を有し、前記周縁部（２２２）が、前記くぼみ部（２０）の開口部（２０３）
と内部容積部（２０４）とを画定し、
　前記塗布用具（１）が閉じた状態と開いた状態との間で切り替わることができるように
、前記プレート（１０）及び前記くぼみ部（２０）が、連結部（３０）によって運動可能
な形で接合されており、
　前記塗布用具（１）が閉じた状態のとき、前記プレート（１０）の前記内表面（１０１
）が、前記くぼみ部（２０）の前記開口部（２０３）と並置関係にあり、
　前記塗布用具（１）が開いた状態のとき、前記プレート（１０）の前記内表面（１０１
）が、前記くぼみ部（２０）の前記開口部（２０３）と遠位関係にあり、
　前記閉じた状態の前記塗布用具（１）が、前記プレート（１０）の前記外辺部（１０３
）から前記壁部（２０２）の前記周縁部（２２２）までの平均距離（Ｄ１）を有し、
　前記塗布用具（１）が、少なくとも１つの調量層を含み、
　前記少なくとも１つの調量層が、不織布、発泡体及びこれらの組み合わせからなる群か
ら選択され、
　前記少なくとも１つの調量層が、５９％～９３％の圧縮率と、０．４０ｍｍ～２１．８
８ｍｍのキャリパーとを有し、
　前記少なくとも１つの調量層のキャリパーの前記平均距離（Ｄ１）に対する比が、下記
の数学的関係（Ｉ）
　４．３７５×Ｄ１≧キャリパー（ｍｍ）≧０．７９２×Ｄ１　（Ｉ）
　によって定義され、
　少なくとも１つの浸漬手段が、前記プレート（１０）の前記内表面（１０１）から突出
しており、
　前記少なくとも１つの浸漬手段が、第１フィン（７０）を含み、前記第１フィン（７０
）が、前記内表面（１０１）と共に、１°～９０°の角度αを形成する、塗布用具（１）
。
【請求項１３】
　前記塗布用具（１）が、前記第１フィン（７０）から独立して、前記プレート（１０）
の前記内表面（１０１）から突出している第２フィン（７１）を更に含み、
　前記第２フィン（７１）が、前記プレート（１０）の前記内表面（１０１）と共に、か
つ、前記第１フィン（７０）から独立して、１°～９０°の角度βを形成する、請求項１
２に記載の塗布用具（１）。
【請求項１４】
　前記第１フィン（７０）及び第２フィン（７１）が実質的に同一であると共に、実質的
に等しい角度α及びβを形成し、前記角度α及びβが２５°～５５°である、請求項１３
に記載の塗布用具（１）。
【請求項１５】
　前記プレート（１０）の前記外辺部（１０３）が、前記くぼみ部（２０）の前記壁部（
２０２）の前記周縁部（２２２）と実質的に同一の広がりを有する、請求項１～１４のい
ずれか一項に記載の塗布用具（１）。
【請求項１６】
　請求項１～１５のいずれか一項に記載の前記塗布用具（１）を用いて、毛髪処理組成物
を毛髪ストランドに塗布する方法であって、
　前記塗布用具（１）が前記毛髪処理組成物を含み、
　前記塗布用具（１）が開いた状態の間に、前記毛髪ストランドを、前記プレート（１０
）と前記くぼみ部（２０）との間に配置し、
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　前記プレート（１００）の前記内表面（１０１）を前記くぼみ部（２０）の前記開口部
（２０３）と並置関係にし、
　前記毛髪ストランドの全長にわたって前記塗布用具（１）を当てる方法。
【請求項１７】
　請求項１～１６のいずれか一項に記載の塗布用具（１）と、１つ以上の個別包装された
毛髪処理組成物とを含む、キット。
【請求項１８】
　前記１つ以上の個別包装された毛髪処理組成物が、少なくとも第１及び第２の個別包装
された毛髪処理組成物を含み、
　前記第１及び第２の個別包装された毛髪処理組成物を混合して、第３の毛髪処理組成物
を形成し、
　前記第１の個別包装された毛髪処理組成物が、酸化剤を含み、
　前記第２の個別包装された毛髪処理組成物が、アルカリ化剤を含む、請求項１７に記載
のキット。
【請求項１９】
　前記第１の個別包装された毛髪処理組成物が、前記第１の個別包装された毛髪処理組成
物の重量比で、過酸化水素を３％～１２％含み、
　前記第２の個別包装された毛髪処理組成物が、粉末又はペーストの形態であり、
　前記第２の個別包装された毛髪処理組成物が、前記第２の個別包装された毛髪処理組成
物の重量比で、過硫酸ナトリウム、過硫酸カリウム、過硫酸アンモニウム又はこれらの混
合物から選択された過硫酸塩を１０％～６０％含み、
　前記キットが任意に、第３の個別包装された毛髪処理組成物を含み、前記第３の毛髪処
理組成物が、前記第３の個別包装された毛髪処理組成物の重量比で、水性賦形剤中のアル
カリ化剤を３％～２５％含む、請求項１８に記載のキット。
【請求項２０】
　前記第１の個別包装された毛髪処理組成物が、前記第１の個別包装された毛髪処理組成
物の重量比で、過酸化水素を１．５％～１２％含み、
　前記第２の個別包装された毛髪処理組成物が、前記第２の個別包装された毛髪処理組成
物の重量比で、直接染料、酸化染料前駆体、酸化染料カップラー又はこれらの混合物から
選択される染料を０．０１％～６％含む、請求項１８に記載のキット。
【請求項２１】
　前記塗布用具（１）の使用説明書を更に含む、請求項１８～２０のいずれか一項に記載
のキット。
【請求項２２】
　毛髪ストランド効果を提供するために、請求項１～１８に記載の塗布用具（１）を伴う
、１つ以上の毛髪処理組成物又はそれらの組み合わせの使用。
【請求項２３】
　前記１つ以上の毛髪処理組成物が、１ｓ-1において、１０Ｐａ～１６０Ｐａのレオロジ
ーを有する、請求項２２に記載の使用。
【請求項２４】
　前記１つ以上の毛髪処理組成物がハイライト組成物である、請求項２２又は２３に記載
の使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、化粧品組成物を繊維、好ましくはケラチン性繊維に正確に、また乱雑になら
ないように、そして均一に塗布することを可能にする塗布用具に関する。不織布、発泡体
又はこれらの組み合わせから選択された調量層を含む塗布用具は特に、毛髪ストランド効
果を提供する毛髪処理組成物用として意図されている。
【背景技術】
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【０００２】
　別個の毛髪ストランドに毛髪処理組成物を塗布すると、ユーザーは、頭部全体への塗布
とは異なる見た目を達成することができる。毛髪ストランド効果を提供する毛髪処理組成
物としては、ハイライト組成物、染色組成物、パーマ組成物、スタイリング組成物及びこ
れらの混合物が挙げられる。
【０００３】
　ハイライト組成物及び染色組成物によって提供されるもののような毛髪ストランド効果
は、望ましい場所に正確に適用しなければならない。例えば、十分すぎる量のハイライト
組成物を毛根に塗布すると、その組成物は、隣接した未選択の毛髪ストランドに移動する
ことがある。これによって、最終結果全般が変わる場合があると共に、ユーザーが作り出
そうとしていた模様が完全に分裂する場合がある。これに加えて、ハイライト組成物及び
染色組成物のような毛髪処理組成物は、メラニン色素を白くするための強酸化剤を必要と
する構成成分を含む。その化学反応性を考えると、ハイライト組成物及び染色組成物の塗
布は大抵、予想外にも毛根ラインに過度に供給されると、頭皮にも移動することがあり、
場合によっては、無用な皮膚炎につながる場合もある。これに加えて、過剰な量の製品を
毛根に塗布した場合、毛髪の全長にわたって色彩効果が一貫したものにならず、望ましく
ない視覚効果につながる。その代わりに、不十分な組成物を毛髪ストランドに塗布した場
合、毛髪ストランド効果の均一性が得られないことがあり、視覚的に許容不可能である最
終結果を引き起こす。したがって、処理する毛髪ストランドにわたって、一貫した量の製
品を均一に塗布することが重要である。
【０００４】
　ハイライトのような毛髪ストランド効果を提供するための１つの既知の方法は、キャッ
プ・フック式システムである。頭を覆うように、穴が設けられたキャップを配置し、毛髪
ストランドをフックによって引き出す。キャップ・フック式システムは、正確とは程遠く
、キャップ上の穴を介して毛髪ストランドを無作為に選択してしまう、またハイライト組
成物を、選択した毛髪ストランドの一部にしか塗布しないうえに、毛根部分に塗布しない
可能性があるなどのいくつかの欠点を持つ。
【０００５】
　いくつかの塗布用具が、キャップ・フック式システムの代替物として、毛髪ストランド
の独立した束に毛髪処理組成物を塗布するためのものとして設計されてきた。これらの塗
布用具は、２つの一般分野に属する。１つの分野は、櫛及び／又はブラシをベースとした
塗布用具を含む。もう一方のグループは、関節構造を呈する２つの部分を有する塗布用具
を含み、この２つの部分は、相互に対して運動可能な部分である。この後者の分野では、
多くの試みが開示されてきた。米国特許第３，０３０，９６８号は、浸漬作業によって充
填される液体処理材用の塗布用具に言及している。この塗布用具は、トラフと、Ｕ字型弾
性バネの脚部の末端部上に取り付けられた毛髪ガイド部材とを含む。このバネによって、
手での圧縮が可能になり、毛髪ガイド部材がトラフに適合可能になる。米国特許第６，０
６２，２３１号は、毛髪用製品を毛髪ストランドに塗布するための用具を開示している。
この用具は、関節構造を呈する２つの部分、即ち、浸漬作業によって充填される塗布手段
と、前記用具を使用している間、この塗布用具手段の上に毛髪ストランドを保つ保持部材
とを含む。米国特許出願公開第２００３／００２４５４４号には、別の試みが示されてお
り、毛髪用製品のための空洞と、伸縮自在に変形可能である保持部材とが設けられた用具
が開示されている。この保持部材は、多孔質又は繊維性材料を含むことがあり、空洞には
、毛髪処理組成物の塗布中に毛髪ストランドを適所に保つ少なくとも１つの切り欠きが設
けられている。
【０００６】
　毛髪ストランド効果、具体的にはハイライト及び染色の効果を得るために組成物を自分
で塗布することは本質的に困難であると一般的には認識されている。期待される最終結果
を得るには、いくつかの技術的課題に対処するために、毛髪処理組成物を自分で塗布する
のを容易にできる塗布用具を考案する必要があるが、具体的には、この塗布用具は、毛髪
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ストランドの独立した束に組成物を均一に塗布しなければならない。組成物がハイライト
組成物又は染色組成物であるとき、均一性は非常に重要である。これらの組成物によって
提供される永続的効果は、塗布後直ちに目に見えるものではなく、また結果が魅力的なも
のでない場合に、簡単には逆戻りできない。つまり、塗布用具は、毛髪ストランドの束の
全長及び全幅にわたって、かつ、同様に、前側表面及び後側表面上で、均質なコーティン
グを確実に実現しなければならない。
【０００７】
　これに加えて、このような塗布用具は、隣接する毛髪ストランド又は頭皮及び皮膚に移
動させることなく、毛髪ストランド効果を提供するのに十分な量の毛髪処理組成物を塗布
しなければならない。更には、ユーザーが毛髪ストランドの束に沿って塗布用具を動かす
間、塗布用具は、毛髪処理組成物を塗布してから、後に毛髪処理組成物をこすり落として
はならない。また、このような塗布用具による塗布作業は、毛髪処理組成物が毛髪処理用
塗布用具から漏れることなく、整然と清潔な形で実施されなければならない。
【０００８】
　最後に、このような毛髪処理組成物用塗布用具は、使いやすくなければならず、間違い
なく安価で、かつ製造しやすくなければならず、毛髪処理組成物を充填する量及び場所な
どに関して、何ら特別な経験及び研修を必要としてはならない。理想的には、消費者は、
単に、製造者の提供するわずかな指示に従うことによって、塗布用具を充填及び使用でき
なければならない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】米国特許第３，０３０，９６８号
【特許文献２】米国特許第６，０６２，２３１号
【特許文献３】米国特許出願公開第２００３／００２４５４４号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　したがって、当該技術分野において解決すべきものとして今も残っているのは、上で定
義した技術的問題を克服できる毛髪処理用塗布用具である。
【００１１】
　塗布用具（本明細書において以下に定義される）は、毛髪処理組成物の塗布を著しく改
善して、毛髪ストランド効果を提供できることが今では判明している。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明に従って、毛髪処理組成物を毛髪に塗布するための塗布用具（１）が提供され、
前記塗布用具（１）は、プレート（１０）と、くぼみ部（２０）とを含み、前記プレート
（１０）は、外辺部（１０３）と、内表面（１０１）と、外表面（１０２）とを含み、前
記くぼみ部（２０）は、底部（２０１）と壁部（２０２）とを含み、前記壁部（２０２）
は、前記底部（２０１）から出て上方に延びており、前記壁部（２０２）は、周縁部（２
２２）を有し、前記周縁部（２２２）は、前記くぼみ部（２０）の開口部（２０３）と内
部容積部（２０４）とを画定し、前記塗布用具（１）が、閉じた状態と開いた状態との間
で切り替わることができるように、前記プレート（１０）及び前記くぼみ部（２０）は、
連結部（３０）によって運動可能な形で接合されており、前記塗布用具（１）が閉じた状
態のとき、前記プレート（１０）の前記内表面（１０１）は、前記くぼみ部（２０）の前
記開口部（２０３）と並置関係にあり、前記塗布用具（１）が開いた状態のとき、前記プ
レート（１０）の前記内表面（１０１）は、前記くぼみ部（２０）の前記開口部（２０３
）と遠位関係にあり、前記閉じた状態の前記塗布用具（１）は、前記プレート（１０）の
前記外辺部（１０３）から前記壁（２０２）の前記周縁部（２２２）までの平均距離（Ｄ
１）を有し、前記塗布用具（１）は、少なくとも１つの調量層を含み、前記少なくとも１



(7) JP 5276096 B2 2013.8.28

10

20

30

40

50

つの調量層は、不織布、発泡体及びこれらの組み合わせからなる群から選択され、前記少
なくとも１つの調量層は、約５９％～約９３％の、本明細書に定義されている圧縮率と、
約０．４０ｍｍ～約２１．８８ｍｍのキャリパーとを有し、前記少なくとも１つの調量層
のキャリパーの前記平均距離（Ｄ１）に対する比は、下記の数学的関係（Ｉ）
　４．３７５×Ｄ１≧キャリパー（ｍｍ）≧０．７９２×Ｄ１　　（Ｉ）
　によって定義される。
【００１３】
　更には、前記毛髪ストランドを本発明による前記塗布用具（１）と接触させることによ
って、毛髪処理組成物を毛髪ストランドに塗布する方法、及び本発明による塗布用具（１
）を含むキットについても説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１Ａ】本発明による前記塗布用具（１）の実施形態の斜視図。前記塗布用具は、プレ
ート（１０）と、くぼみ部（２０）と、連結部（３０）とを含む。この実施形態では、周
縁部（２２２）を見せるために一部が取り除かれた第１の調量層（５０）が、前記くぼみ
部（２０）の前記壁部（２０２）の前記周縁部（２２２）の上に置かれている。塗布用具
（１）は、この図では開いた状態で示されており、前記プレート（１０）の前記内表面（
１０１）は、前記くぼみ部（２０）の前記開口部（２０３）と遠位関係にある。
【図１Ｂ】プレート（１０）とくぼみ部（２０）とを含む、本発明による塗布用具（１）
の実施形態の斜視図。この実施形態では、前記少なくとも１つの調量層は、前記プレート
（１０）の前記外辺部（１０３）に沿って、前記プレート（１０）の前記内表面（１０１
）の上に置かれた第２の調量層（６０）である。
【図２Ａ】本発明による塗布用具（１）の実施形態の斜視図。塗布用具（１）は、この実
施形態においては、閉じた状態で示されている。該近位縁（９０、９１）が該軸Ｙと実質
的に平行になると共に、該末端縁（８０、８１）が、互いの方に向かって接近する形で、
前記プレート（１０）の前記内表面（１０１）（この実施形態では、実質的に平らである
）から、２つの実質的に同一の第１フィン（７０）及び第２フィン（７１）が、突出して
いるのを見せるために、前記くぼみ部（２０）の前記壁部（２０２）の一部が取り除かれ
ている。第１の調量層（５０）は、前記壁部（２０２）の前記周縁部（２２２）の上に置
かれており、第２の調量層（６０）は、前記プレート（１０）の前記外辺部（１０３）に
沿って、前記実質的に平らな内表面（１０１）の上に置かれている。
【図２Ｂ】図２Ａに示されている前記プレート（１０）の横断面図。この横断面図は、図
２Ａの線ＡＢに沿って、前記軸Ｙに垂直に切断したものである。前記の２つの実質的に同
一な第１フィン（７０）及び第２フィン（７１）は、実質的に等しい第１の平均長（Ｌ１
）及び第２の平均長（Ｌ２）分延びており、前記実質的に平らな内表面（１０１）と共に
、実質的に等しい角度α及びβを形成する。
【図２Ｃ】図２Ｂに示されているものと同じ横断面図。しかし、前記プレート（１０）の
前記外辺部（１３０）と前記壁部（２０２）の前記周縁部（２２２）との間の前記平均距
離（Ｄ１）を明白に示している。前記第１の調量層（５０）及び前記第２の調量層（６０
）も示されている。
【図３】本発明による前記塗布用具（１）の実施形態の斜視図。前記プレート（１０）は
、連結部（３０）によって、運動可能な形で前記くぼみ部（２０）に接合されている。実
質的に角錘台の形状を有する部材（４０）は、前記プレート（１０）の前記内表面（１０
１）から突出している。前記周縁部（２２２）の上には、第１の調量層（５０）と、２つ
の止め具機構（この図では、２つの実質的に同一の半球（４０２、４０３）によって表さ
れている）とが示されている。前記くぼみ部（２０）の底部（２０１）の上には、連結部
（３０）の横の前記壁部（２０２）に隣接して、前記塗布用具（１）は封止手段（４０１
）を含む。
【図４】本発明による塗布用具（１）の実施形態の斜視図。前記塗布用具（１）は、連結
部（３０）によってくぼみ部（２０）に連結されたプレート（１０）を含む。前記連結部
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（３０）は、ピン（３８）によって固着された２つの雌部品（３２、３４）を含む。２つ
のストリップ（１１、１２）が、前記くぼみ部（２０）の前記壁部（２０２）の前記周縁
部（２２２）の上に配置されている。第１の調量層は、２つの断片（５０、５０’）の形
で、前記周縁部（２２２）の上に置かれている。第２の調量層は、２つの断片（６０、６
０’）の形で、前記外辺部（１０３）に沿って前記内表面（１０１）の上に置かれている
。２つの実質的に同一のフィン（７０、７１）を収容するために、２つの実質的に同一の
溝（４９、５９）が、前記プレート（１０）を切り開いている。
【図５Ａ】本発明による前記塗布用具（１）の前記プレート（１０）の横断面図。これら
の横断面図は、軸Ｙに沿って、前記プレート（１０）の中央で切断したものである。１つ
以上の浸漬手段が、前記プレート（１０）の前記内表面（１０１）から突出している。前
記１つ以上の浸漬手段は、図５Ａでは、実質的に角錐形状を有する部材（４０）である。
【図５Ｂ】本発明による前記塗布用具（１）の前記プレート（１０）の横断面図。これら
の横断面図は、軸Ｙに沿って、前記プレート（１０）の中央で切断したものである。１つ
以上の浸漬手段が、前記プレート（１０）の前記内表面（１０１）から突出している。前
記１つ以上の浸漬手段は、図５Ｂでは複数の歯（４１）である。
【図５Ｃ】本発明による前記塗布用具（１）の前記プレート（１０）の横断面図。これら
の横断面図は、軸Ｙに沿って、前記プレート（１０）の中央で切断したものである。１つ
以上の浸漬手段が、前記プレート（１０）の前記内表面（１０１）から突出している。前
記１つ以上の浸漬手段は、図５Ｃでは、実質的に平行六面体の形状を有する部材（４０）
である。
【図５Ｄ】本発明による前記塗布用具（１）の実施形態のプレート（１０）の横断面図。
この横断面図は、前記軸Ｙ（図５Ｅ～５Ｇでは図示せず）に対して横断方向に、かつ、実
質的に前記プレート（１０）の中央で切断したものである。図は、第１フィン（７０）及
び第２フィン（７１）を含むプレート（１０）を示しており、前記フィン（７０、７１）
は、異なる形を有する。
【図５Ｅ】本発明による前記塗布用具（１）の実施形態のプレート（１０）の横断面図。
この横断面図は、前記軸Ｙ（図５Ｅ～５Ｇでは図示せず）に対して横断方向に、かつ、実
質的に前記プレート（１０）の中央で切断したものである。図は、第１フィン（７０）及
び第２フィン（７１）を含むプレート（１０）を示しており、前記フィン（７０、７１）
は、異なる形を有する。
【図５Ｆ】本発明による前記塗布用具（１）の実施形態のプレート（１０）の横断面図。
この横断面図は、前記軸Ｙ（図５Ｅ～５Ｇでは図示せず）に対して横断方向に、かつ、実
質的に前記プレート（１０）の中央で切断したものである。図は、第１フィン（７０）及
び第２フィン（７１）を含むプレート（１０）を示しており、前記フィン（７０、７１）
は、異なる形を有する。
【図５Ｇ】本発明による前記塗布用具（１）の実施形態のプレート（１０）の横断面図。
この横断面図は、前記軸Ｙ（図５Ｅ～５Ｇでは図示せず）に対して横断方向に、かつ、実
質的に前記プレート（１０）の中央で切断したものである。図は、第１フィン（７０）及
び第２フィン（７１）を含むプレート（１０）を示しており、前記フィン（７０、７１）
は、異なる形を有する。
【図５Ｈ】本発明による前記塗布用具（１）の実施形態のプレート（１０）の横断面図。
この横断面図は、前記軸Ｙ（図５Ｈ～５Ｍでは図示せず）に対して横断方向に、かつ、実
質的に前記プレート（１０）の中央で切断したものである。図は、第１フィン（７０）及
び第のフィン（７１）を含むプレート（１０）を示しており、前記フィン（７０、７１）
のそれぞれは、実質的に矩形の形を有する。前記プレート（１０）の前記内表面（１０１
）は、図５Ｈでは波状である。
【図５Ｌ】本発明による前記塗布用具（１）の実施形態のプレート（１０）の横断面図。
この横断面図は、前記軸Ｙ（図５Ｈ～５Ｍでは図示せず）に対して横断方向に、かつ、実
質的に前記プレート（１０）の中央で切断したものである。図は、第１フィン（７０）及
び第のフィン（７１）を含むプレート（１０）を示しており、前記フィン（７０、７１）
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のそれぞれは、実質的に矩形の形を有する。前記プレート（１０）の前記内表面（１０１
）は、図５Ｌでは凹状である。
【図５Ｍ】本発明による前記塗布用具（１）の実施形態のプレート（１０）の横断面図。
この横断面図は、前記軸Ｙ（図５Ｈ～５Ｍでは図示せず）に対して横断方向に、かつ、実
質的に前記プレート（１０）の中央で切断したものである。図は、第１フィン（７０）及
び第のフィン（７１）を含むプレート（１０）を示しており、前記フィン（７０、７１）
のそれぞれは、実質的に矩形の形を有する。前記プレート（１０）の前記内表面（１０１
）は、図５Ｍでは凸状である。
【図５Ｎ】本発明による前記塗布用具（１）の実施形態のプレート（１０）の内表面（１
０１）の斜視図。第１フィン（７０）及び第２フィン（７１）は、前記プレート（１０）
の前記内表面（１０１）から突出しており、図５Ｎでは、前記フィン（７０、７１）及び
それらの近位縁（９０、９１）は湾曲している。
【図５Ｐ】本発明による前記塗布用具（１）の実施形態のプレート（１０）の内表面（１
０１）の斜視図。第１フィン（７０）及び第２フィン（７１）は、前記プレート（１０）
の前記内表面（１０１）から突出しており、図５Ｐでは、前記フィン（７０、７１）は突
出部（７５）を有する。
【図６】本発明による塗布用具（１）の実地形態において、ハイライト組成物を毛髪スト
ランドの束に塗布するとき、前記第１の調量層（５０）及び第２の調量層（６０）を変え
ることによって、毛髪上への平均投与量（◇）及び平均均一性（■）がいかに変化するか
を示している。
【図７】約２．０ｍｍの平均距離（Ｄ１）の場合の、種々のキャリパー（独立したキャリ
パーの総計）と、本明細書で定義されている種々の圧縮率とを有する調量層の例を示して
いる。
【図８】約１．５ｍｍの平均距離（Ｄ１）の場合の、種々のキャリパー（独立したキャリ
パーの総計）と、本明細書で定義されている種々の圧縮率とを有する調量層の例を示して
いる。
【図９】約３．０ｍｍの平均距離（Ｄ１）の場合の、種々のキャリパー（独立したキャリ
パーの総計）と、本明細書で定義されている種々の圧縮率とを有する調量層の例を示して
いる。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明の目的では、毛髪という用語は、生きている毛髪、即ち、生物上の毛髪と、生き
ていない毛髪、即ち、かつら、ヘアピース、又は生きていないケラチン繊維の他の集合体
との両方を指す。哺乳類、好ましくはヒトの毛髪が意図される。
【００１６】
　本発明の目的では、「上に置かれた」という用語は一般的に、この用語が言及する機構
を配置する行為ではなく、この用語が言及する機構の場所を示すために用いられる。
【００１７】
　本発明は、本明細書に記載する特徴が、上記技術的問題を解決するために本発明中で選
択される特定の関係で組み合わされるとき、それらが有する相乗関係によって特徴付けら
れる。
【００１８】
　本明細書に記載されている技術的効果を達成するために、本発明による、毛髪処理組成
物を毛髪に塗布するための塗布用具（１）は、図１Ａに示されているように、プレート（
１０）及びくぼみ部（２０）を含む。連結部（３０）は、前記プレート（１０）を前記く
ぼみ部（２０）に運動可能な形で接合する。前記プレート（１０）は、外辺部（１０３）
、内表面（１０１）及び外表面（１０２）を含む。前記くぼみ部（２０）は、底部（２０
１）及び壁部（２０２）によって形成され、前記壁部（２０２）は、前記底部（２０１）
から出て、上方に延びている。前記壁部（２０２）は周縁部（２２２）を含み、前記壁部
（２０２）と前記周縁部（２２２）は、図１に示されているように、前記くぼみ部（２０
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）の開口部（２０３）と内部容積部（２０４）とを画定する。前記塗布用具（１）が、開
いた状態から閉じた状態に切り替わることができるように、前記プレート（１０）と前記
くぼみ部（２０）は、前記連結部（３０）によって運動可能な形で接合される。この後者
の状態では、前記プレート（１０）の前記内表面（１０１）は、前記くぼみ部（２０）の
前記開口部（２０３）と並置関係にある。
【００１９】
　前記塗布用具（１）は、閉じた状態のとき、前記プレート（１０）の前記外辺部（１０
３）から前記壁部（２０２）の前記周縁部（２２２）までの平均距離（Ｄ１）を含む。前
記平均距離（Ｄ１）は、好ましくは０．５ｍｍ～５．０ｍｍ、より好ましくは０．８ｍｍ
～４．０ｍｍ、更に好ましくは１．０ｍｍ～３．０ｍｍである。
【００２０】
　前記塗布用具（１）は、少なくとも１つの調量層を含み、前記調量層は、不織布、発泡
体及びこれらの組み合わせからなる群から選択される。
【００２１】
　前記少なくとも１つの調量層は、第１の調量層（５０）であってよい。前記第１の調量
層（５０）は、前記くぼみ部（２０）の前記壁部（well）（２０２）の前記周縁部（２２
２）の上に置かれている。
【００２２】
　前記少なくとも１つの調量層は、第２の調量層（６０）であってもよい。前記第２の調
量層（６０）は、前記プレート（１０）の前記内表面（１０１）の上に、好ましくは、前
記プレート（１０）の前記外辺部（１０３）に沿って置かれている。
【００２３】
　好ましくは、前記塗布用具（１）は、第１の調量層（５０）と第２の調量層（６０）と
を含む。
【００２４】
　前記少なくとも１つの調量層は、約５９％～約９３％の、本明細書に定義されている圧
縮率と、約０．４０ｍｍ～約２１．８８ｍｍのキャリパーとを有する。前記少なくとも１
つの調量層のキャリパーの前記平均距離（Ｄ１）に対する比は、下記の等式（Ｉ）によっ
て定義され、その数学的関係（Ｉ）は以下のとおりである。
　４．３７５×Ｄ１≧キャリパー（ｍｍ）≧０．７９２×Ｄ１　　　（Ｉ）
【００２５】
　キャリパーという用語は、本明細書で使用する場合、存在する少なくとも１つの調量層
の全部の数の総計を指し、第１の調量層（５０）と第２の調量層（６０）とを含む塗布用
具（１）の実施形態では、キャリパーは、前記第１の調量層（５０）と前記第２の調量層
（６０）のキャリパーの総計である。
【００２６】
　圧縮率という用語は、本明細書で使用する場合、存在する各調量層のことを指す。即ち
、第１の調量層（５０）と第２の調量層（６０）とを含む実施形態では、これらの第１の
調量層（５０）と第２の調量層（６０）の各々が、圧縮率要件を満たさなければならない
。
【００２７】
　本明細書に記載されている第１の調量層（５０）及び／又は第２の調量層（６０）によ
って、前記塗布用具（１）は、清潔で乱雑にならない形なうえに、本明細書において以下
で実証されているように均一に、毛髪処理組成物を毛髪ストランドに塗布可能になる。
【００２８】
　１．塗布用具
　本発明による塗布用具（１）は、くぼみ部（２０）に運動可能な形で接合されたプレー
ト（１０）を含む。本発明による前記塗布用具（１）の前記プレート（１０）及び前記く
ぼみ部（２０）は、人間工学的寸法のものであるため、どちらの手にも簡単に適合するこ
とができる。前記プレート（１０）の形は、様々であってよい。矩形、正方形、円形、長
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円形、楕円形又はこれらの組み合わせは、製造しやすいため有用であり得るが、他の形、
とりわけ、消費者が認識しやすい他の形も用いてよい。
【００２９】
　前記塗布用具（１）の前記プレート（１０）は、軸Ｙを含む。軸Ｙは、前記プレート（
１０）の中央から真っ直ぐ延びていると共に、前記連結部（３０）を横断方向に、好まし
くは垂直に横切る。
【００３０】
　前記プレート（１０）は、外辺部（１０３）、内表面（１０１）及び外表面（１０２）
を含む。前記くぼみ部（２０）は、底部（２０１）、壁部（２０２）を含み、前記壁部（
２０２）は、周縁部（２２２）を含む。前記周縁部（２２２）は、前記くぼみ部（２０）
の開口部（２０３）及び内部容積部（２０４）を画定する。前記内部容積部（２０４）は
好ましくは、毛髪処理組成物を収容するためのものである。
【００３１】
　好ましくは、前記プレート（１０）の前記外辺部（１０３）及び前記くぼみ部（２０）
の前記壁部（２０２）の前記周縁部（２２２）は、曲線状でも尖っていてもよい。前記プ
レート（１０）の前記外辺部（１０３）及び前記くぼみ部（２０）の前記壁部（２０２）
の前記周縁部（２２２）は、それぞれ独立して、ある長さを有する。好ましくは、前記外
辺部（１０３）及び前記周縁部（２２２）は、実質的に等しい長さを有する。前記周縁部
（２２２）は幅も含む。好ましくは、前記周縁部（２２２）の前記幅は、約１ｍｍ～約２
０ｍｍ、より好ましくは約２ｍｍ～約１５ｍｍ、更に好ましくは約３ｍｍ～約８ｍｍであ
る。
【００３２】
　前記プレート（１０）の前記内表面（１０１）及び前記外表面（１０２）、並びに、前
記くぼみ部（２０）の前記底部（２０１）及び前記壁部（２０２）は、前記内表面（１０
１）との、及び／又は前記外表面（１０２）との、及び／又は前記底部（２０１）との、
及び／又は前記壁部（２０２）との可視的及び／又は触覚的な相違を有する１つ以上の区
域を更に含んでもよい。可視的又は触覚的な相違は、色及び／又は色合いの相違、パター
ン、印及び／又はエンボスでの相違を含む。これらの可視的又は触覚的な相違、色及び／
若しくは色合いの相違、パターン、印、並びに／又はエンボスでの相違、具体的には、く
ぼみ部（２０）の中に存在する相違は、毛髪処理組成物をどこに、どれぐらいの量で前記
くぼみ部（２０）の中に充填すべきかを示す目的で提供してよい。
【００３３】
　前記プレート（１０）の前記内表面（１０１）は、図２Ａに示されているように、実質
的に平らであってよく、又は図５Ｌに示されているように、凹状であってもよく、又は図
５Ｍに示されているように、凸状であってもよい。これに加えて、前記内表面（１０１）
は、図５Ｈに示されているように、波状のパターンを有してもよい。好ましくは、前記プ
レート（１０）の前記内表面（１０１）は実質的に平らである。前記内表面（１０１）は
、実質的に平らなとき、好ましくは、約２ｃｍ2～１５０ｃｍ2、好ましくは約２ｃｍ2～
約７０ｃｍ2、更に好ましくは約３ｃｍ2～約５０ｃｍ2、更に好ましくは約４ｃｍ2～約３
０ｃｍ2の表面積を有する。
【００３４】
　前記外表面（１０２）、前記壁部（２０２）及び前記底部（２０１）も、実質的に平ら
、凹状、凸状、又は波状であってもよい。好ましくは、前記くぼみ部（２０）の前記底部
（２０１）は実質的に平らである。
【００３５】
　前記プレート（１０）及び前記くぼみ部（２０）は、毛髪処理組成物を支持できるいず
れかの既知の材料又は材料の組み合わせから製造してよい。好適な材料は、ポリオレフィ
ン、例えばポリプロピレン、ポリエチレン又はポリエチレンテレフタレートのような、ポ
リマー樹脂である。使用できる他の材料としては、ポリ塩化ビニル、ポリアミド、アセチ
ル、アクリロニトリルブタジエンスチレン、アクリル、アクリロニトリルスチレンアクリ
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レート、エチレンビニルアルコール、ポリカーボネート、ポリスチレン、シリコーン若し
くは熱可塑性エラストマー、適切な場合には熱可塑性バルカネート（vulcanate）若しく
はコポリマー、可撓性のある柔軟な基材、例えば板紙、金属系の基材及びアルミニウム箔
、フィルム状基材、若しくは複数の積層、又は前記材料の複数の層の組み合わせが挙げら
れる。
【００３６】
　前記プレート（１０）及び前記くぼみ部（２０）の製造方法としては、射出成形、共射
出成形、オーバーモールディング、インモールドアセンブリ、圧縮成形、吹込成形、ブリ
スター型シェルの熱成形又は真空成形、及び水平面又は垂直面におけるキャリアプラスチ
ック又はボード材料上への積層を挙げることができるが、これらに限定されない。
【００３７】
　連結部（３０）は、前記プレート（１０）と前記くぼみ部（２０）とを運動可能な形で
接合する。連結部（３０）は、塗布用具（１）の制御に対するユーザー感覚を向上させる
ために、また、ユーザーが、どちらの手を用いても、塗布用具（１）を毛髪ストランドの
各束まで正確かつ簡単に誘導できるようにするために、必要である。これに加えて、連結
部（３０）によって、ユーザーは、毎回塗布後に前記プレート（１０）の位置を前記くぼ
み部（２０）の上に調節する必要なく、前記塗布用具（１）を毛髪ストランドの１つの束
から、別の束まで動かせるようになる。
【００３８】
　前記プレート（１０）及び前記くぼみ部（２０）は連結部（３０）によって運動可能な
形で接合されているため、前記塗布用具（１）は、開いた状態から閉じた状態に切り替わ
ることができる。前記塗布用具（１）は、図２Ａでは、閉じた状態で示されている。前記
用具（１０）が閉じた状態であるとき、前記プレート（１０）の前記内表面（１０１）は
、前記くぼみ部（２０）の前記開口部（２０３）と並置関係にある。前記塗布用具（１）
が閉じた状態のとき、前記プレート（１０）の前記外辺部（１０３）は、前記くぼみ部（
２０）の前記壁部（２０）の前記周縁部（２２２）からの平均距離（Ｄ１）を有する。前
記平均距離（Ｄ１）は、好ましくは約０．５ｍｍ～約５．０ｍｍ、より好ましくは約０．
８ｍｍ～約４．０ｍｍ、更に好ましくは約１．０ｍｍ～約３．０ｍｍである。平均距離（
Ｄ１）は、後述のように、ミツトヨデジマチック（Mitutoyo Digimatic）キャリパーを用
いて割り出した。
【００３９】
　開いた状態から閉じた状態に切り替わるために、前記プレート（１０）及び前記くぼみ
部（２０）は、前記連結部（３０）を中心に旋回してよい。１つの実施形態では、塗布用
具（１）は開いた状態にあり、ユーザーは、前記プレート（１０）の前記外表面（１０２
）上と、前記くぼみ部（２０）の前記底部（２０１）の上に圧力を加えて、用具（１０）
を閉じた状態にする。前記プレート（１０）及び前記くぼみ部（２０）を閉じた状態から
再び開いた状態に動かすために、前記プレート（１０）の前記外表面（１０２）及び前記
くぼみ部（１０）のいずれかに、独立して、ユーザーの指に合った１つ以上の嵌め合い手
段が設けられていてもよく、あるいは、連結部（３０）自体が、好ましくは跳ね戻ること
によって、前記プレート（１０）及び前記くぼみ部（２０）の最初の配向を回復してもよ
い。この跳ね戻り特性は好ましくは、制御不能な形でかつ不意に発生してはならない。さ
もなければ、ユーザーの手及び指を傷つける恐れがあるからである。無制御の跳ね戻りは
、毛髪処理組成物を塗布用具（１）から不注意に移動させ、乱雑状態を引き起こす恐れも
ある。連結部（３０）は、好ましくは、大半の消費者による使用に適した適当な圧力で作
用しなければならない。
【００４０】
　前記連結部（３０）の特徴は、前記連結部（３０）を製造するために使用される材料の
固有の特性であることもできるし、又は前記連結部（３０）自体の設計によってもたらす
こともできる。前記連結部（３０）は好ましくは、いくつかの用途内での有用性に影響を
与えるように破損するか又は損傷を受けるべきではない。前記連結部（３０）は好ましく
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は、ユーザーによって加えられる圧力に対してあまり抵抗力があるべきではなく、さもな
ければ繰り返し使用する間にユーザーの手及び指を痛める恐れがある。前記連結部（３０
）は、過度に脆弱であるべきでなく、又は塗布用具（１）の誘導の認識をほとんど若しく
は一切もたらすべきではない。
【００４１】
　前記プレート（１０）と前記くぼみ部（２０）は、ユーザーの手、例えば親指と人差し
指の間を含め、連結部（３０）のための上記の要件を満たすいずれかの好適な手段によっ
て連結する。１つの実施形態では、前記プレート（１０）及び前記くぼみ部（２０）は、
ピンセット様又はトング様の連結部（３０）のアームの末端部に取り付けられている。別
の実施形態では、前記プレート（１０）と前記くぼみ部（２０）は、１つ以上のヒンジ、
好ましくは１つのヒンジによって連結する。好ましくは、前記連結部（３０）は、前記プ
レート（１０）の前記外辺部（１０３）、及び前記くぼみ部（２０）の前記周縁部（２２
２）と接触すると共に、これらに隣接して配置される。前記１つ以上のヒンジは、「ライ
ブ（live）」射出成形ヒンジ、共射出ヒンジ、オーバーモールドヒンジ、インモールドア
センブリ、板バネ若しくは他の適切なバネアセンブリ、ストラップヒンジ、キスカットに
よって形成された折り目、切り込み、又は畳み目を含む、多くの方法で形成することがで
きる。
【００４２】
　特定の実施形態では、前記プレート（１０）及び前記くぼみ部（２０）の双方とも、同
じ射出成形型内で、例えばポリプロピレンから製造してもよい。同様にポリプロピレンか
ら作製された一体型ヒンジ（living hinge）を、前記プレート（１０）と前記くぼみ部（
２０）との間に作ってもよい。破断せずに複数回曲げることのできる一体型ヒンジ（livi
ng hinge）を提供するために、ポリプロピレンが使用されてもよい。一体型ヒンジ（livi
ng hinge）は、典型的には離型プロセス中に閉じられる。
【００４３】
　特定の実施形態では、前記プレート（１０）及び前記くぼみ部（２０）の双方とも、同
じ射出成形型内で、例えばポリプロピレンから製造してもよく、ヒンジは、熱可塑性エラ
ストマー若しくは熱可塑性バルカネート（vulcanate）又はヒンジに上述の特性を与える
ために使用できる他の任意の材料の共射出、インモールドアセンブリ、又はオーバーモー
ルディングによって作ることができる。
【００４４】
　本明細書に記載されているような塗布用具（１）を用いて、毛髪処理組成物を毛髪スト
ランド、好ましくは毛髪ストランドの束に塗布するには、前記毛髪ストランドを前記塗布
用具（１）と接触させる。好ましくは、前記塗布用具が開いた状態の間に、前記毛髪スト
ランドを前記プレート（１０）と前記くぼみ部（２０）との間に配置する。前記プレート
（１０）の前記内表面（１０１）を前記くぼみ部（２０）の前記開口部（２０３）と並置
関係にし、前記毛髪ストランドの全長にわたって前記塗布用具（１）を当てた。
【００４５】
　好ましくは、本明細書に記載されているような少なくとも１つの浸漬手段は、前記プレ
ート（１０）の前記内表面（１０１）から突出している。少なくとも１つの浸漬手段が存
在すると、前記毛髪ストランドは、前記くぼみ部（２０）内で曲げられる。理論に束縛さ
れるものではないが、少なくとも１つの浸漬手段を有することによって、前記毛髪ストラ
ンド、好ましくは毛髪ストランドの束は、前記くぼみ部（２０）の前記開口部（２０３）
においてのみならず、前記くぼみ部（２０）の前記内部容積部（２０４）内でも、前記毛
髪処理組成物と接触できるようになると考えられる。これは、塗布の均一性、特に、本明
細書で後述されているような後側及び前側の均一性を向上させる。
【００４６】
　本発明の１つの実施形態では、前記少なくとも１つの浸漬手段は、前記プレート（１０
）の前記内表面（１０１）から突出している部材（４０）であり、前記部材（４０）は、
図３に示されているように、好ましくは実質的に角錘台の形状を有する。前記部材（４０
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）は、様々な形状を有してもよく、この形状としては、平行六面体形状、立方体形状、円
筒形状、又は図５Ａに示されているような円錘形状若しくは角錐形状が挙げられるが、こ
れらに限定されない。前記部材は、図５Ｃに示されているように、実質的に平行六面体の
形状を有してもよい。また、前記部材（４０）は、複数の独立したユニットが合わさって
グループ化したもので構成されていてもよく、前記独立したユニットは、図５Ｂに示され
ているように、束毛、歯群、又は歯（４１）を含んでよい。前記部材（４０）は、図３に
示されているように、好ましくは実質的に角錐台の形状を有する。本明細書に示されてい
ない別の実施形態では、前記部材（４０）は、円形基部を介して回転可能な形で、２本の
ピンを介して前記内表面（１０１）に嵌合する円筒部を含み、前記プレート（１０）の前
記内表面（１０１）から出ている。
【００４７】
　前記部材（４０）は、最大高（Ｈ）で前記プレート（１０）の前記内表面（１０１）か
ら突出しており、最大幅（Ｗ）及び最大長（Ｌ）で、前記内表面（１０１）に沿って延び
ている。前記部材（４０）は好ましくは、前記最大高（Ｈ）で、前記軸Ｙと直交して突出
している。前記部材（４０）は、その最大長（Ｌ）で、前記軸Ｙに沿ってか、又は、前記
軸Ｙと実質的に平行にか、又は前記軸Ｙを横断してかのいずれかで、前記プレート（１０
）の前記内表面（１０１）に沿って延びていてもよい。
【００４８】
　好ましくは、前記最大長（Ｌ）は、前記最大幅（Ｗ）の少なくとも２倍である。最大長
（Ｌ）は、好ましくは約２０．０ｃｍ～約０．２ｃｍ、より好ましくは約１５．０ｃｍ～
約０．３ｃｍ、更に好ましくは約１０．０ｃｍ～約０．５ｃｍである。最大幅（Ｗ）は好
ましくは、約２．５ｃｍ～約０．０１ｃｍ、より好ましくは約１．０ｃｍ～約０．０２ｃ
ｍ、更に好ましくは約０．５ｃｍ～約０．０３ｃｍである。最大高（Ｈ）は好ましくは、
約５．０ｃｍ～約０．１ｃｍ、より好ましくは約２．５ｃｍ～約０．２ｃｍ、更に好まし
くは約１．５ｃｍ～約０．３ｃｍである。
【００４９】
　前記塗布用具（１）が閉じた状態であるとき、前記部材（４０）は、前記くぼみ部（２
０）の前記底部（２０１）と接触しないため、通路が残り、前記毛髪ストランド、好まし
くは前記毛髪ストランドの束は拘束されない。
【００５０】
　前記部材（４０）は、前記塗布用具（１）に従属させて、又は前記塗布用具（１）から
独立させて、毛髪処理組成物を支持することのできる任意かの既知の材料又は材料の組み
合わせから製造してよい。好適な材料は、ポリオレフィン、例えばポリプロピレン、ポリ
エチレン又はポリエチレンテレフタレートのような、ポリマー樹脂である。使用できる他
の材料としては、ポリ塩化ビニル、ポリアミド、アセチル、アクリロニトリルブタジエン
スチレン、アクリル、アクリロニトリルスチレンアクリレート、エチレンビニルアルコー
ル、ポリカーボネート、ポリスチレン、シリコーン若しくは熱可塑性エラストマー、適切
な場合熱可塑性バルカネート（vulcanate）若しくはコポリマー、可撓性のある柔軟な材
料、例えば、金属系の基材及びアルミニウム箔、フィルム状基材、若しくは複数の積層、
又は前記材料の複数の層の組み合わせが挙げられる。
【００５１】
　前記部材（４０）の製造方法としては、射出成形、共射出成形、オーバーモールディン
グ、インモールドアセンブリ、圧縮成形、吹込成形、熱成形、又は真空成形を挙げること
ができるが、これらに限定されない。
【００５２】
　前記部材（４０）を前記塗布用具（１）から独立させて製造するとき、前記部材（４０
）は、いずれかの好適な方法によって、前記プレート（１０）の内表面（１０１）に取り
付けてよい。有用な方法は、圧力、超音波力、無線周波数又は高周波数、共押出した熱活
性化接着剤を含む熱溶接であるが、これらに限定されない。前記部材（４０）は、両面テ
ープ、熱硬化性樹脂、ホットメルト及びコールドシール、接着又は押出積層体を含む接着
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剤によって、前記塗布用具（１）に取り付けてもよい。ベルクロ（登録商標）、締め付け
、スナップロック、シールビーズ、止めピン及び磁性のような機械的な連結又は絡み合い
手段を使用して、前記部材（４０）を前記塗布用具（１）に接着してもよい。
【００５３】
　本発明による別の実施形態では、前記少なくとも１つの浸漬手段は、第１フィン（７０
）を含む。好ましくは、前記少なくとも１つの浸漬手段は、第１フィン（７０）及び第２
フィン（７１）を含み、これらは、図２Ａに示されているように、独立して前記プレート
（１０）の前記内表面（１０１）から突出している。本発明の範囲内の「フィン」という
用語は、好ましくは後述のように実質的に一定の厚みの、材料のストリップ又はシートを
画定する。前記第１フィン（７０）及び／又は第２フィン（７１）の形状は、様々であっ
てよく、好ましくは、前記第１フィン（７０）及び／又は第２フィン（７１）は、平行六
面体の形状を有し、この形状においては、６つの面のうちの２つが、残りの４つの面の面
積の少なくとも２倍である面積にわたっている。これらの２つの面は、好ましくは実質的
に平らな表面を有する。前記第１フィン（７０）及び第２フィン（７１）の形は、様々で
あってよい。矩形、正方形、円形、長円形、楕円形、又はこれらの組み合わせが有用であ
り得る。図２Ａに示されている矩形が好ましい。前記第１フィン（７０）及び第２フィン
（７１）のその他の形及び形状を用いて、前記くぼみ部（２０）の前記内部容積部（２０
４）内の前記毛髪ストランドを曲げてもよい。いくつかの例が、図５Ｄ、５Ｅ、５Ｆ及び
５Ｇに示されている。
【００５４】
　前記第１フィン（７０）は、前記プレート（１０）の前記内表面（１０１）から突出し
ており、約２ｍｍ～約３０ｍｍの第１の平均長（Ｌ１）分延びている。前記第１フィン（
７０）は、前記プレート（１０）の前記内表面（１０１）と共に、約１５°～約７５°の
角度αを形成する。好ましくは、図２Ａ及び２Ｂに示されているように、前記プレート（
１０）の前記内表面（１０１）が実質的に平らなとき、前記角度αは、約２５°～約５５
°、より好ましくは約３５°～約５５°、更に好ましくは約３５°～約５０°である。好
ましくは、第２フィン（７１）は、図２Ａ及び２Ｂに示されているように、前記第１フィ
ン（７０）から独立して、前記プレート（１０）の前記内表面（１０１）から突出してお
り、この場合、前記第２フィン（７１）は、前記第１フィン（７０）から独立して、１°
～９０°の角度βを形成する。前記第２フィン（７１）は、前記第１フィン（７０）から
独立して、約２ｍｍ～約３０ｍｍの第２の平均長（Ｌ２）分延びている。好ましくは、前
記プレート（１０）の前記内表面（１０１）が実質的に平らなとき、前記角度βは、約２
５°～約５５°、より好ましくは約３５°～約５５°、更に好ましくは約３５°～約５０
°である。より好ましくは、前記プレート（１０）の前記内表面（１０１）は実質的に平
らであり、前記第１フィン（７０）及び第２フィン（７１）は、前記の実質的に平らな内
表面（１０１）と共に、約２５°～約５５°の、実質的に等しい角度α及びβを形成する
。好ましくは、前記第１フィン（７０）及び第２フィン（７１）は独立して、前記プレー
ト（１０）の前記内表面（１０１）から突出しており、実質的に等しい第１及び第２の平
均長（Ｌ１、Ｌ２）で延びている。
【００５５】
　前記第１フィン（７０）及び第２フィン（７１）の各々は、末端縁（８０、８１）及び
近位縁（９０、９１）を有する。前記近位縁（９０、９１）は、図２Ａに示されているよ
うに、前記プレート（１０）の前記内表面（１０１）に取り付けられた縁である。前記近
位縁（９０、９１）は、前記第１フィン（７０）においては平均幅（Ｗ１）、第２フィン
（７１）においては平均幅（Ｗ２）によってそれぞれ独立して、かつ、前記第１フィン（
７０）においては平均厚（Ｔ１）、前記第２フィン（７１）においては平均厚（Ｔ２）に
よって、それぞれ独立して、境界が定められている。前記平均幅（Ｗ１）及び（Ｗ２）は
、好ましくは約２０ｃｍ～約０．５ｃｍ、より好ましくは約１５ｃｍ～約１．０ｃｍ、更
に好ましくは約１０ｃｍ～約１．５ｃｍの幅である。前記平均厚（Ｔ１）及び（Ｔ２）は
、好ましくは約５ｍｍ～約０．１ｍｍ、より好ましくは約４ｍｍ～約０．５ｍｍ、更に好
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ましくは約３ｍｍ～約０．５ｍｍである。また、好ましくは、前記末端縁（８０、８１）
は、近位縁（９０、９１）のように、実質的に等しい平均幅（Ｗ１）及び（Ｗ２）、並び
に実質的に等しい平均厚（Ｔ１）及び（Ｔ２）を有する。前記第１フィン（７０）及び第
２フィン（７１）は、図５Ｐに示されているように、突出部（７５）を有してもよく、あ
るいは、特に視覚的又は触知的装飾を提供する目的でエンボス加工されていてもよい。好
ましくは、前記第１フィン（７０）及び第２フィン（７１）は、一定の厚みを有する。
【００５６】
　前記第１フィン（７０）及び第２フィン（７１）は、相互に対していずれかの配向で、
前記プレート（１０）の前記内表面（１０１）から突出していてもよい。１つの実施形態
では、前記第１フィン（７０）及び第２フィン（７１）、並びにそれらの近位縁（９０、
９１）は、図５Ｎに示されているように、湾曲している。好ましくは、図２Ａに示されて
いるように、前記第１フィン（７０）の前記近位縁（９０）が、前記第２フィン（７１）
の前記近位縁（９１）と実質的に平行であるように、前記第１フィン（７０）及び第２フ
ィン（７１）は、前記内表面（１０１）から突出している。好ましくは、前記第１フィン
（７１）の前記近位縁（９０）、より好ましくは、前記第１フィン（７０）の前記近位縁
（９０）及び前記第２フィン（７１）の前記近位縁（９１）は、図２Ａ及び２Ｂに示され
ているように、前記プレート（１２０）の前記軸Ｙと平行に、前記内表面（１２１）から
突出している。
【００５７】
　前記塗布用具（１）が、第１フィン（７０）及び第２フィン（７１）を含むとき、かつ
、前記第１フィン（７０）の前記近位縁（９０）及び前記第２フィン（７１）の前記近位
縁（９１）が独立して、平行な形で、前記プレート（１０）の前記内表面（１０１）から
突出しているか否かに関係なく、前記第１フィン（７０）の前記末端縁（８０）及び前記
第２フィン（７１）の前記末端縁（８１）は、図２Ｂに示されているように、互いの方に
向かって接近しても、反対方向に向かって離れてもよく、あるいは、接近することなく同
じ方向に向いていてもよい。
【００５８】
　本発明による前記塗布用具（１）の１つの実施形態では、前記塗布用具（１）は、第１
フィン（７０）及び第２フィン（７１）を含み、前記第１フィン（７０）及び第２フィン
（７１）は独立して、実質的に等しい平均長（Ｌ１）及び（Ｌ２）分延びており、前記プ
レート（１０）の前記内表面（１０１）は実質的に平らであり、前記第１フィン（７０）
及び前記第２フィン（７１）は、前記の実質的に平らな内表面（１２１）と共に、約２５
°～約５５°の実質的に等しい角度α及びβを形成し、前記第１フィン（７０）の前記近
位縁（９０）及び前記第２フィン（７１）の前記近位縁（９１）は、前記プレート（１０
）の前記軸Ｙと平行に、前記の実質的に平らな内表面（１０１）から突出しており、前記
末端縁（８０、８１）は、図２Ａに示されているように、互いの方に向かって接近してい
る。
【００５９】
　前記第１フィン（７０）及び第２フィン（７１）は、様々な材料で提供してよく、前記
塗布用具（１）から独立させて製造してよい。前記第１フィン（７０）及び前記第２フィ
ン（７１）に有用な材料の例としては、ポリオレフィンのようなポリマー樹脂、例えば、
ポリプロピレン、ポリエチレン、又はポリエチレンテレフタレートが挙げられるが、これ
らに限定されない。ポリ塩化ビニル、ポリアミド、アセチル、アクリロニトリルブタジエ
ンスチレン、アクリル、アクリロニトリルスチレンアクリレート、エチレンビニルアルコ
ール、ポリカーボネート、酢酸セルロース、ポリクロロプレン（polychloropene）、エチ
レンビニルアセテート、ポリクロロトリフルオロエチレン、ポリフェニレンオキサイド、
ポリスルホン、ポリウレタン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリビニルアセテート若し
くはポリスチレン、天然ゴム、ラテックス、ナイロン、ニトリル、シリコーン、ポリウレ
タン、又は適切な場合には熱可塑性エラストマー若しくはコポリマー、又は発泡体、又は
可撓性のある柔軟な基材、例えば紙、板材、金属系の基材、及びアルミニウム箔、フィル
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ム状基材、又は複数の積層、あるいは前記材料の複数の層の組み合わせを含め、その他の
材料を用いることもできる。
【００６０】
　特定の実施形態では、前記第１フィン（７０）及び第２フィン（７１）の両方、並びに
前記プレート（１０）は、同じ射出成形型又は共射出成形型内で、例えばポリプロピレン
、アクリロニトリルブタジエンスチレン、アクリル、アクリロニトリルスチレンアクリレ
ート、エチレンビニルアルコール、ポリカーボネート、ポリスチレン、シリコーン、又は
熱可塑性エラストマーから製造してもよい。
【００６１】
　前記第１フィン（７０）及び第２フィン（７１）の製造方法は、前記塗布用具（１）か
ら独立していてよい。有用な製造プロセスとしては、射出成形、共射出成形、オーバーモ
ールディング、インモールドアセンブリ、圧縮成形、吹込成形、熱成形、又は真空成形を
挙げることができるが、これらに限定されない。前記第１フィン（７０）及び第２フィン
（７１）を前記塗布用具（１）から独立して製造するとき、前記第１フィン（７０）及び
第２フィン（７１）は、任意の好適な方法によって、前記プレート（１０）の前記内表面
（１０１）に取り付けてよい。有用な方法は、圧力、超音波力、無線周波数又は高周波数
、共押出した熱活性化接着剤を含む熱溶接であるが、これらに限定されない。また、前記
第１フィン（７０）及び第２フィン（７１）は、両面テープ、熱硬化性樹脂、ホットメル
ト及びコールドシール、接着又は押出積層体を含む接着剤によって、前記塗布用具（１）
に取り付けてもよい。ベルクロ（登録商標）、締め付け、スナップロック、シールビーズ
、止めピン及び磁性のような機械的な連結又は絡み合い手段を使用して、前記塗布用具（
１）に前記第１フィン（７０）及び第２フィン（７１）を接着してもよい。
【００６２】
　２．調量層
　本発明による塗布用具（１）は、本明細書に記載されているような少なくとも１つの調
量層（５０）によって特徴付けられる。前記少なくとも１つの調量層は、不織布、発泡体
及びこれらの組み合わせからなる群から選択される。前記少なくとも１つの調量層は、前
記くぼみ部（２０）の前記周縁部（２２２）の上に置かれた第１の調量層（５０）であっ
てよい。前記少なくとも１つの調量層は、第２の調量層（６０）であってもよい。前記第
２の調量層（６０）は、前記内表面（１０１）の上に、より好ましくは、前記プレート（
１０）の前記外辺部（１０３）に沿って置かれている。好ましくは、前記塗布用具（１）
は、第１の調量層（５０）及び第２の調量層（６０）を含む。
【００６３】
　理論に束縛されるものではないが、本明細書に記載されているように、前記くぼみ部（
２０）の前記周縁部（２２２）の上に置かれた第１の調量層（５０）として、及び／又は
、前記プレート（１０）の前記内表面（１０１）の上に、好ましくは前記外辺部（１０３
）に沿って置かれた第２の調量層（６０）として、少なくとも１つの調量層を有すること
によって、本発明による塗布用具（１）は、毛髪処理組成物を塗布できるだけではなく、
毛髪ストランド全体にわたって均一な塗布ができるようになると考えられる。均一性は、
毛髪トリートメントの塗布作業において、特に前記毛髪処理組成物がハイライト組成物又
は染色組成物であるとき、重要なキーポイントである。これらの組成物によって提供され
る永続的効果は、塗布後直ちに目に見えるものではなく、また結果が魅力的なものでない
場合に、簡単には逆戻りできない。つまり、塗布用具は、前記毛髪ストランドの束の全長
及び全幅にわたって、かつ、同様に、前側表面及び後側表面上で、均質な塗布を確実に実
現しなければならない。毛髪処理組成物の塗布は、顔の周辺の毛髪ストランドの束のよう
に、手の届く頭部領域上では比較的容易であり得るが、後頭部への塗布は難問である。し
たがって、塗布される毛髪処理組成物の量のみならず、塗布する方法も重要である。本発
明による塗布用具（１）は、毛髪処理組成物を毛髪ストランド、好ましくは毛髪ストラン
ドの束に塗布するのを容易にするためだけに設計されているのではない。また、非常に均
質かつ再現可能な塗布作業を実現するように、前記塗布用具（１）は、塗布用具（１）を
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使用している間、塗布したばかりの前記毛髪処理組成物が、過剰な量で塗布されること、
及び前記毛髪ストランドから取り除かれることを防ぐ。
【００６４】
　本発明では、好ましくは、本発明による前記第１の調量層（５０）及び第２の調量層（
６０）の目的が、本明細書に記載されているような特定のキャリパー及び圧縮率を有する
不織布、発泡体、又はこれらの組み合わせの群によって満たされることが驚くべきことに
分かっている。
【００６５】
　キャリパーは、前記少なくとも１つの調量層の厚みの尺度であり、前記少なくとも１つ
の調量層が毛髪ストランドと相互作用するか否かを決定する。キャリパーという用語は、
本明細書で使用する場合、存在する少なくとも１つの調量層の全部の数のキャリパーの総
計を指す。したがって、第１の調量層（５０）及び第２の調量層（６０）を含む実施形態
では、キャリパーは、第１の調量層（５０）及び第２の調量層（６０）のキャリパーの総
計である。前記第１の調量層（５０）及び第２の調量層（６０）のそれぞれは、独立して
キャリパーを有し、前記第１の調量層（５０）及び第２の調量層（６０）の前記キャリパ
ーの総計は、約０．４０ｍｍ～約２１．８８ｍｍ、好ましくは約０．６３ｍｍ～約１７．
５０ｍｍ、更に好ましくは約０．７９ｍｍ～約１３．１３ｍｍである。第１の調量層（５
０）は、前記くぼみ部（２０）の前記周縁部（２２２）の上に置かれ、及び／又は第２の
調量層（６０）は、前記プレート（１０）の前記内表面（１０１）の上に置かれている。
前記プレート（１０）の前記内表面（１０１）が、前記くぼみ部（２０）の前記開口部（
２０３）と並置関係になると、前記プレート（１０）の前記外辺部（１０３）は、前記く
ぼみ部（２０）の前記周縁部（２２２）までの平均距離（Ｄ１）を有する。前記少なくと
も１つの調量キャリパー（前記の第１の調量層（５０）及び／又は第２の調量層（６０）
の独立したキャリパーの総計である）の前記平均距離（Ｄ１）に対する比は、下記の数学
的関係（Ｉ）
　４．３７５×Ｄ１≧キャリパー（ｍｍ）≧０．７９２×Ｄ１　　（Ｉ）
　によって定義される。
【００６６】
　理論に束縛されるものではないが、上に定義されているようなキャリパーの平均距離（
Ｄ１）に対するこの比によって、前記毛髪ストランドは、プレート（１０）とくぼみ部（
２０）との間にぴったり収まることが可能になると考えられる。これに加えて、毛髪スト
ランドが、くぼみ部（２０）内を通過する間に前記毛髪処理組成物を受容すると、前記少
なくとも１つの調量層は、前記毛髪処理組成物が前記毛髪ストランドからこすり落とされ
るのを防ぐ。
【００６７】
　前記毛髪ストランドが、前記プレート（１０）と前記くぼみ部（２０）との間にぴった
り収まることができるのは、前記第１の調量層（５０）及び／又は第２の調量層（６０）
のキャリパーのみならず、これらの特定の調量層が、特定の力の下で、規定の時間範囲の
間、圧縮できることにも関係している。
【００６８】
　理論に束縛されるものではないが、本明細書における以下で定義されているような特定
の圧縮率を有する調量層によってのみ、本発明による塗布用具（１）を用いて、毛髪処理
組成物を毛髪ストランドに均一な形で塗布すると共に、塗布したばかりの毛髪処理組成物
がこすり落とされるか又はふき取られるのを防ぐことが可能になると考えられる。
【００６９】
　前記第１の調量層（５０）及び第２の調量層（６０）のそれぞれは独立して、約０．５
ｋＰａにおいて、約５９％～約９３％の圧縮率を有する。前記圧縮率は、好ましくは約６
０％～約８５％、より好ましくは約６０％～約７７％である。
【００７０】
　前記第１の調量層（５０）及び前記第２の調量層（６０）は好ましくは、本明細書で定
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義されているように、実質的に等しいキャリパー及び／又は実質的に等しい圧縮率を有す
る。
【００７１】
　前記第１の調量層（５０）は、前記くぼみ部（２０）の前記壁部（２０２）の前記周縁
部（２２２）の上に置かれている。前記第１の調量層（５０）は、前記周縁部（２２２）
の上に、連続又は不連続な形で置かれていてもよい。不連続とは、前記調量層が、座状（
loci）部若しくは島状部を形成する場合があるか、又は中断される場合があることを意味
する。
【００７２】
　１つの実施形態では、前記周縁部（２２２）が目に見えずに、前記第１の調量層（５０
）によって完全に覆われるように、前記第１の調量層（５０）は、前記壁部（２０２）の
前記周縁部（２２２）全体の上に置かれている。別の実施形態では、前記第１の調量層（
５０）は、前記周縁部（２２２）の一部の上にのみ置かれており、例えば、図２Ａに示さ
れているように、前記周縁部（２２２）の前記長さの一部のみが、前記第１の調量層（５
０）を含んでよい。
【００７３】
　本発明による前記塗布用具（１）が浸漬手段を含むとき、前記第１の調量層（５０）は
、下に説明されているように、前記浸漬手段に対応した状態になるように、前記周縁部（
２２２）の上に置かれる。前記塗布用具（１）が浸漬手段、例えば、図３に示されている
ような部材（４０）を含むとき、前記部材（４０）は、最大長（Ｌ）で、前記内表面（１
０１）に沿って延びている。本発明による塗布用具（１）による毛髪処理組成物の塗布は
、前記プレート（１０）と前記くぼみ部（２０）との間に前記毛髪ストランドを配置する
ことによって行い、好ましくは、前記毛髪ストランドは、前記部材（４０）の前記最大長
（Ｌ）を実質的に横断するように配置する。均一な塗布を達成するために、前記第１の調
量層（５０）は好ましくは、前記塗布用具（１）が閉じた状態であるときに前記部材（４
０）の前記最大長（Ｌ）と実質的に平行である周縁部（２２２）の一部の上に置かれてい
る。
【００７４】
　図２Ａに示されているような、本発明の別の実施形態では、前記浸漬手段は、第１フィ
ン（７０）及び第２フィン（７１）を含む。前記第１フィン（７０）の前記近位縁（９０
）及び前記第２フィン（７１）の前記近位縁（９１）は、前記プレート（１０）の前記軸
Ｙと実質的に平行である。この実施形態では、前記第１の調量層（５０）は好ましくは、
前記塗布用具（１）が閉じた状態であるときに前記第１フィン（７０）の前記近位縁（９
０）及び前記第２フィン（７１）の前記近位縁（９１）と実質的に平行である前記周縁部
（２２２）の一部の上に置かれている。
【００７５】
　明らかなことに、上で論じた両方の実施形態において、前記第１の調量層は、不連続的
である（５０、５０’）と共に、前記部材（４０）の前記最大長（Ｌ）、又は図４に示さ
れているような前記第１フィン（７０）の前記末端縁（９０）及び第２フィン（７１）の
前記末端縁（９１）と平行である両側の前記壁部（２２２）の前記周縁部（２２２）の上
に置かれていてよい。
【００７６】
　好ましくは、本発明による塗布用具（１）は、前記くぼみ部（２０２）の前記周縁部（
２２２）の上に、後述のような封止手段（４０１）を含むとき、前記第１の調量層は、前
記封止手段（４０１）に接触しているか否かを問わず、前記封止手段（４０１）に隣接し
て、前記周縁部（２２２）の上に置かれている。
【００７７】
　本発明による塗布用具（１）が、第２の調量層（６０）を含むとき、前記第２の調量層
（６０）は、前記プレート（１０）の前記内表面（１０１）の上に、より好ましくは、前
記プレート（１０）の前記外辺部（１０３）に沿って置かれている。前記第１の調量層（
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５０）について上で述べたように、前記第２の調量層（６０）も、前記プレート（１０）
の前記内表面（１０１）の上に、連続又は不連続な形で置かれていてもよい。
【００７８】
　１つの実施形態では、前記第２の調量層（６０）は、前記プレート（１０）の前記内表
面（１０１）全体の上に置かれていてよい。浸漬手段が存在する場合、前記第２の調量層
（６０）は、前記浸漬手段の上に置かれていてもよく、好ましくは、前記第２の調量層（
６０）は、前記浸漬手段の上に置かれていない。
【００７９】
　別の実施形態では、前記第２の調量層（６０）は、前記内表面（１０１）の一部の上に
のみ、好ましくは、前記プレート（１０）の前記外辺部（１０３）に沿って置かれている
。
【００８０】
　前記塗布用具（１）が第１の調量層（５０）を含むとき、図２Ａに示されているように
、前記プレート（１０）の前記内表面（１０１）が、前記くぼみ部（２０）の前記開口部
（２０３）と並置関係になると、前記第２の調量層（６０）が、前記第１の調量層（５０
）に並置されるように、好ましくは、前記第２の調量層（６０）は、前記プレート（１０
）の前記内表面（１０１）の上に置かれている。
【００８１】
　前記第１の調量層（５０）及び前記第２の調量層（６０）は独立して、約３ｍｍ～約４
０ｃｍ、好ましくは約５ｍｍ～約１０ｃｍ、より好ましくは約８ｍｍ～約５ｃｍの長さを
有してもよい。
【００８２】
　前記第１の調量層（５０）及び前記第２の調量層（６０）は独立して、前記長さに沿っ
て一定又は不定の幅を有してもよい。前記第１の調量層（５０）及び前記第２の調量層（
６０）は独立して、約１ｍｍ～約２０ｍｍ、好ましくは約２ｍｍ～約１５ｍｍ、より好ま
しくは約３ｍｍ～約８ｍｍの幅を有してもよい。
【００８３】
　好ましくは、前記第１の調量層（５０）及び前記第２の調量層（６０）は、実質的に等
しい幅及び実質的に等しい長さを有し、前記プレート（１０）が、前記くぼみ部（２０）
の前記開口部（２０３）と並置関係になると、前記第２の調量層（６０）が実質的に、前
記第１の調量層（５０）の鏡像になるように、前記第１の調量層（５０）は、前記周縁部
（２２２）の上に、前記第２の調量層（６０）は、前記外辺部（１０３）に沿って前記内
表面（１０１）の上に置かれている。更に好ましくは、前記第１の調量層（５０）及び前
記第２の調量層（６０）は、実質的に等しくかつ一定の幅、長さ及びキャリパーを有する
。
【００８４】
　前記第１の調量層（５０）及び第２の調量層（６０）は、不織布、発泡体及びこれらの
組み合わせからなる群から選択される。
【００８５】
　好適な不織布は、アセテート繊維、アクリル繊維、セルロースエステル繊維、モダクリ
ル繊維、ポリアミド繊維、ポリエステル繊維、ポリオレフィン繊維、ポリビニルアルコー
ル繊維、レーヨン繊維、ポリエチレン発泡体、ケラチン繊維、セルロース繊維、絹繊維、
及びこれらの組み合わせから選択された天然又は合成繊維から構成されてよい。不織布は
、ポリオレフィン若しくはポリエステル等のモノコンポーネント構成成分繊維、ポリエチ
レン／ポリプロピレン若しくはポリエチレン／ポリエステルのシース／コア繊維又は並列
繊維などのバイコンポーネント繊維、あるいは２つ以上の熱可塑性ポリマーのブレンドに
よって構成される２組成繊維（bi-constituent fibers）から構成されてもよい。
【００８６】
　好適なカード不織材の例としては、ＰＧＩ２１４及びリベルテックス（Libeltex）０１
－７６６　ＤＩ－４が挙げられる。好適な不織布の更なる例としては、ＵＳＦＥＬＴ　Ｆ
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－５０及びアールストロム（Ahlstrom）１８００８が挙げられる。
【００８７】
　発泡材料は、低密度エラストマー、プラスチック、及び様々な多孔度を持つ他の材料か
ら作製され、モールディング、キャスティング、押出成形、引抜成形、機械加工、熱成形
、プラスチック溶接、吹込成形、ラピッドプロトタイピング技術、研削（grinding）、及
び／又は他の特殊プロセスを使用して完成形状へと加工できる連続気泡発泡体、例えば可
撓性発泡体、及び網状発泡体（reticular foams）、及びシンタクチック発泡体から選択
してよい。発泡材料は、アクリロニトリル－ブタジエン－スチレン、アクリル、エポキシ
樹脂、フルオロポリマー、イソプレン－スチレン及びスチレン－ブタジエン－スチレン、
種々の系に基づく合成ゴム又はエラストマー、例えばシリコーン、ポリウレタン、ポリオ
レフィン、及びネオプレン、ニトリルゴム、天然又は植物系原材料から形成されるプラス
チック又はエラストマー、例えば天然ゴム（ポリイソプレン）又はバルカナイズドファイ
バー、水性及び水系樹脂並びにラテックス材料を含む種々の化学系から構成してもよい。
発泡体用の化学系としては、エチレンコポリマー、発泡ポリエチレン、ポリカーボネート
、ポリエステル、ポリエーテル、ポリエーテルイミド、ポリイミド、ポリオレフィン、ポ
リプロピレン、フェノール、ポリ尿素、及びビニルを挙げることができる。好適な発泡体
の例としては、レクティセルブルプレン（Recticel Bulpren）Ｄ３２１３３、レクティセ
ル（Recticel）Ｄ２７１５０　Ｂ、及びレクティセルブルプレン（Recticel Bulpren）Ｓ
３１０４８が挙げられる。
【００８８】
　また、本発明の調量層としては、物理的に重ね合わせるか、合わせて連続して接合（積
層）するか、不連続なパターンでか、又は別個の座状部で外縁を結合することによって、
同じ又は異なる材料の１つ以上の重ね層を有する複合材料も挙げられる。このような実施
形態では、調量層のキャリパーは、複合材料全体又は何重にもなった材料のキャリパーで
あると見なされる。
【００８９】
　前記第１の調量層（５０）は前記周縁部（２２２）に、第２の調量層（６０）は前記プ
レート（１０）の前記内表面（１０１）に、任意の好適な方法で取り付けてもよい。ただ
し、前記方法が、前記調量層（５０、６０）の性能を損なわない又は変更しないことを条
件とする。有用な方法は、これに限定されるものではないが、圧力、超音波力、無線周波
数又は高周波数、共押出した熱活性化接着剤、静電接着、例えば繊維によるフロック加工
を含む熱溶接である。また、前記調量層（５０、６０）は、両面テープ、熱硬化性樹脂、
ホットメルト及びコールドシール、接着又は押出積層体を含む接着剤によって、塗布用具
（１）に取り付けてもよい。ベルクロ（登録商標）、締め付け、スナップロック、シール
ビーズ、止めピン及び磁性のような機械的な連結又は絡み合い手段を使用して接着しても
よい。
【００９０】
　３．実験データ
　本発明者らは驚くべきことに、毛髪処理組成物の毛髪ストランドへの満足のいく塗布を
達成するために、前記毛髪ストランドが、塗布用具（１）の中に充填されている前記毛髪
処理組成物と接触する必要があるのみならず、前記毛髪処理組成物を、塗布の実行中に取
り除くことなく、前記毛髪ストランドに均一に塗布しなければならないことを見出した。
【００９１】
　塗布用具（１）によって毛髪処理組成物を毛髪ストランド、好ましくは毛髪ストランド
の束に塗布するために、前記毛髪ストランドは、前記プレート（１０）と、毛髪処理組成
物が事前に充填されている前記くぼみ部（２０）との間に、実質的に真っ直ぐに配置する
。好ましくは、前記プレート（１０）は、前記毛髪ストランドを前記くぼみ部（２０）の
中に曲げ入れるための浸漬手段を含む。
【００９２】
　理論に束縛されるものではないが、前記塗布用具（１）が、第１の調量層（５０）、好
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ましくは、本明細書に記載されているように、第１の調量層（５０）及び第２の調量層（
６０）を含むと、毛髪処理組成物が毛根から毛先まで均一に分配されると考えられる。し
たがって、過剰な量の前記毛髪処理組成物を塗布した場合、前記調量層は、前記毛髪処理
組成物を取り除くことなく、前記毛髪ストランドの全長にわたって、前記毛髪処理組成物
を均一かつ均質に分配することができる。
【００９３】
　本明細書で記載されているような特定のキャリパー、平均距離（Ｄ１）に対するキャリ
パーの比、及び圧縮率を有する調量層（５０、６０）のみが、本発明の技術的効果を提供
できることを証明するために、以下の実験データを提供する。
【００９４】
　長さ及び幅が約３９ｍｍ、高さが約３ｍｍという寸法の正方形のプレート（１０）をア
クリルで製造した。正方形のくぼみ部（２０）もアクリルで製造した。前記くぼみ部（２
０）の前記内部容積部（２０４）は、長さ及び幅が約２９ｍｍ、高さが約５ｍｍという寸
法を有した。前記周縁部（２２２）も幅が約５ｍｍとなるように、前記壁部（２０２）は
、幅が約５ｍｍであった。前記プレート（１０）及び前記くぼみ部（２０）の製造プロセ
ス中に、連結部（３０）を作った。前記連結部（３０）は、２つの雌部品（３２、３４）
からなり、図４に示されているように、１つは、前記プレート（１０）の前記外辺部（１
０３）に、１つは、前記くぼみ部（２０）の前記周縁部（２２２）に位置するものであっ
た。直径が約２５ｍｍ、長さが約３５ｍｍの円筒ピン（３８）によって、この２つの雌部
品を固着した。封止手段として働くように、長さが約３９ｍｍ、幅が約２．５ｍｍ、高さ
が約２ｍｍという寸法を有するアクリルストリップ（１１）を、前記連結部（３０）の横
の前記周縁部（２２２）の上に固着した。止め具機構として働くように、図４に示されて
いるように、前記縁部と反対側の前記連結部（３０）が作られた縁部で、前記正方形くぼ
み部（２０）の周縁部（２２２）の上に、第２の実質的に同一のストリップ（１２）を膠
で付けた。前記プレート（１０）の前記内表面（１０１）が、前記くぼみ部（２０）の前
記開口部（２０３）と並置関係になると、即ち、閉じた状態であると、前記プレート（１
０）の前記外辺部（１０３）は、前記くぼみ部（２０）の前記周縁部（２２２）までの平
均距離（Ｄ１）として、約２．０ｍｍを有する。
【００９５】
　２つの実質的に同一のフィン（７０、７１）を収容するために、前記プレート（１０）
には、前記プレート（１０）の前記内表面（１０１）と約５５°の角度で、２つの溝（４
９、５９）を作った。前記溝（４９、５９）は、それぞれ、長さが約２４ｍｍ、幅が約１
ｍｍのものであった。図４に示されているように、前記溝（４９、５９）のそれぞれは、
連結部（３０）が配置された前記縁部と隣接した前記正方形のプレート（１０）の前記縁
部から約７ｍｍ、かつ、連結部（３８）が配置された前記縁部と反対側の縁部から約７．
５ｍｍに配置した。前記溝（４９、５９）は、相互に、及び前記プレート（１０）の前記
軸Ｙと実質的に平行であった。
【００９６】
　ＭＣＰシリコンラバー（MCP Silicon Rubber）ＲＴＣ－１６０４で製造した２つの実質
的に同一のフィン（７０、７１）は、約７．３ｍｍの第１及び第２の平均長（Ｌ１、Ｌ２
）、約２４ｍｍの平均幅（Ｗ１、Ｗ２）、並びに約１ｍｍの平均厚（Ｔ１、Ｔ２）を有し
た。図４に示されているように、前記フィン（７０、７１）が前記内表面（１０１）から
突出するように、前記第１フィン（７０）及び第２フィン（７１）を前記溝（４９、５９
）の中に滑り入れた。前記第１フィン（７０）及び第２フィン（７１）は、前記溝（４９
、５９）の中への機械的嵌め合いによって、適所に保持された。
【００９７】
　この塗布用具（１）を用いて、種々の調量層を試験した。図４に示されているように、
調量層（５０、５０’）の２つのストリップを、前記止め具機構（１２）と前記封止手段
（１１）との間に配置した。同じ調量層（６０、６０’）の実質的に等しい寸法の２つの
追加的なストリップを、同じ手段によって、前記プレート（１０）の前記内表面（１０１
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）に、前記外辺部（１０３）に沿って取り付けた。塗布用具（１）が閉じた状態になると
、第２の調量層のこれらの２つのストリップ（６０、６０’）は、前記第１フィン（７０
）及び第２フィン（７１）と平行になるのに加えて、第１の調量層の前記２つのストリッ
プ（５０、５０’）と並置するように配置した。
【００９８】
　上記の塗布用具（１）を開いた状態に保ちながら、前記くぼみ部（２０）に、下記の表
１による着色毛髪処理組成物を約２．０グラム充填した。
【００９９】
　表１：種々の調量層を有する塗布用具を試験するのに用いた着色毛髪処理組成物
【０１００】
【表１】

【０１０１】
　着色毛髪処理組成物は、約１００ｍＬのボトル内で約９．７１グラムの過硫酸塩粉末を
約３５．００グラムの顕色剤と混合することによって調製した。混合作業は、前記ボトル
を約３０秒間、手で振ることによって行った。下に説明されているように塗布の均一性の
視覚的評価を容易にするために、顔料を含めた。
【０１０２】
　重さが約０．３０グラム、長さが約３０．５ｃｍの毛髪ストランドの束（白人ライトブ
ラウン（Caucasian Light Brown）－ニューヨーク州バルハラ（Valhalla）のインターナ
ショナル・ヘア・インポーツ・アンド・プロダクツ（International Hair Imports and P
roducts））を、前記プレート（１０）と前記くぼみ部（２０）との間に実質的に真っ直
ぐ、かつ、調量層の前記ストリップ（５０、５０’、６０、６０’）を横断するように配
置した。止め具機構として機能する前記ストリップ（１２）が圧縮作用を止めるまで、前
記プレート（１０）の内表面（１０１）を、前記くぼみ部（２０）の前記開口部（２０３
）と並置関係にした。前記プレート（１０）の実質的に平らな内表面（１０１）が、前記
くぼみ部（２０）の前記開口部（２０３）及び前記周縁部（２２２）と同じ広がりを有し
たため、前記プレートは、前記くぼみ部（２０）の前記開口部（２０３）及び前記周縁部
（２２２）を完全かつ正確に覆った。毛髪処理組成物を充填済みの前記くぼみ部（２０）
内に、前記毛髪ストランドの束を曲げ入れた。毛髪ストランドの束の上に、前記正方形の
プレート（１０）及び前記正方形のくぼみ部（２０）を保持しながら、毛髪ストランドの
束の長さ全体に、３秒間の当て時間で、塗布用具を当てた。毛髪ストランドの束の重量を
記録した。同じ実験を３回繰り返し、結果を平均し、堆積された着色毛髪処理組成物の毛
髪上への平均投与量として、毛髪１グラム当たりのグラム数で、図６に示した。これに加
えて、塗布の平均均一性も記録した。
【０１０３】
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　塗布の均一性は、毛根から毛先まで（毛髪束の全長にわたって）、中心から縁まで（毛
髪束の全幅にわたって）、前側から後側まで（毛髪束の両側）について、１～５の評定尺
度（１は、最低の均一性を表す）を用いて、視覚評価した。これらの評点を組み合わせて
平均均一性を得たが、この結果は、表２Ａに示されている。
【０１０４】
　図６は、試験された調量層のタイプに応じて、毛髪１グラム当たりに堆積された着色毛
髪処理組成物の毛髪上への平均投与量（グラム単位）（◇マークで示されている）、及び
平均均一性（■マークで示されている）を示している。図６の位置０に示されているよう
に、上述されているようなものであるが前記少なくとも１つの調量層のない塗布用具（１
）も使用した。試験されたこれらの調量層のキャリパー及び圧縮率は、下記の表２Ａにま
とめられている。
【０１０５】
　表２Ａ：約２．０ｍｍの平均距離（Ｄ１）の場合の、試験された調量層のタイプ、キャ
リパー、及び圧縮率、並びにそれらの性能の一覧。満足のいく性能を達成するためのキャ
リパーの総計は、Ｄ１＝２．０ｍｍの場合、８．７５０≧キャリパー（ｍｍ）≧１．５８
４ｍｍという数学的関係（Ｉ）によって得られる。
【０１０６】
【表２】

【０１０７】
　表２の縦列１は、図６における前記調量層の位置を示し、縦列２は、調量層のタイプを
示し、縦列３は、下に示されている試験方法に従って実施した３回の測定の平均値として
のキャリパーを示している。縦列４は、少なくとも１つの調量層のキャリパーを得るため
に、第１の調量層及び第２の調量層のキャリパーの平均総計を示している。縦列５は、本
明細書で下に定義されている試験方法に従って実施した３回の実験から測定した平均圧縮
率を百分率で示している。同一の調量層を種々のキャリパーで試験すると共に、種々の調
量層を実質的に等しいキャリパーで試験した。不織布、発泡体及びこれらの組み合わせも
試験した。縦列６は、上記のように前記着色毛髪処理組成物を毛髪ストランドの束に塗布
する作業の毛髪上への平均投与量を、縦列７は、平均均一性を示している。
【０１０８】
　満足のいく毛髪処理塗布は、少なくとも約４の平均均一性と、毛髪１グラム当たり少な
くとも０．３グラムの着色毛髪処理組成物の毛髪上への平均投与量との組み合わせである
と、本発明者らによって定義された。
【０１０９】
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　図６で見ることができるとおり、第１の調量層（５０）及び第２の調量層（６０）のな
い塗布用具（１）は、平均均一性が少なくとも４ではないため、毛髪処理組成物を満足の
いく形で塗布しない。
【０１１０】
　前記試験された各調量層の、本明細書で定義されているキャリパー及び圧縮率を図７に
記録し、前記着色毛髪処理組成物を満足のいく形で塗布した調量層の周囲に、図７の点線
として境界線を描いた。
【０１１１】
　ハイライト製品を、約３０℃で約３０分間、毛髪ストランドの束の上に留めて、水で１
分間すすぎ、２４時間、空気乾燥した。満足のいく塗布を実現させる、調量層付きの塗布
用具で処理した毛髪ストランドの束を観察したところ、より明るい均一な色に変化してい
た。
【０１１２】
　上記の寸法に従って第２の正方形くぼみ部（２０）を製造した。このケースでは、実質
的に同一のストリップ（１１、１２）は、約１．５ｍｍの高さで製造した。前記プレート
（１０）の前記内表面（１０１）が、前記第２のくぼみ部（２０）の前記開口部（２０３
）と並置関係になると、前記プレート（１０）の前記外辺部（１０３）は、前記くぼみ部
（２０）の前記周縁部（２２２）までの平均距離（Ｄ１）として１．５ｍｍを有する。
【０１１３】
　第２の塗布用具（１）で、同じタイプの毛髪、同じ方法によって、表２Ａから選択した
調量層を用いて、同じ実験を繰り返した。平均投与量及び均一性の評定は表２Ｂにまとめ
られると共に、図８に記録されており、前記着色毛髪処理組成物を満足のいく形で塗布し
た調量層の周囲に、図８の点線として境界線を描いた。
【０１１４】
　表２Ｂ：約１．５ｍｍの平均距離（Ｄ１）の場合の、試験された調量層のタイプ、キャ
リパー、及び圧縮率、並びにそれらの性能の一覧。満足のいく性能を達成するためのキャ
リパーの総計は、Ｄ１＝１．５ｍｍの場合、６．５６３≧キャリパー（ｍｍ）≧１．１８
８という数学的関係（Ｉ）によって得られる。
【０１１５】
【表３】

【０１１６】
　上記の寸法に従って第３の正方形のくぼみ部（２０）を製造した。このケースでは、実
質的に同一のストリップ（１１、１２）は、約３．０ｍｍの高さで製造した。前記プレー
ト（１０）の前記内表面（１０１）が、前記第２のくぼみ部（２０）の前記開口部（２０
３）と並置関係になると、前記プレート（１０）の前記外辺部（１０３）は、前記くぼみ
部（２０）の前記周縁部（２２２）までの平均距離（Ｄ１）として３．０ｍｍを有する。
【０１１７】
　第２の塗布用具（１）で、同じタイプの毛髪、同じ方法によって、表２Ａから選択した
調量層を用いて、同じ実験を繰り返した。平均投与量及び均一性の評定は表２Ｃにまとめ
られると共に、図９に記録されており、前記着色毛髪処理組成物を満足のいく形で塗布し
た調量層の周囲に、図９の点線として境界線を描いた。
【０１１８】
　表２Ｃ：約３．０ｍｍの平均距離（Ｄ１）の場合の、試験された調量層のタイプ、キャ
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リパー、及び圧縮率、並びにそれらの性能の一覧。満足のいく性能を達成するために必要
なキャリパーは、Ｄ１＝３．０ｍｍの場合、１３．１２５≧キャリパー（ｍｍ）≧２．３
７６という数学的関係（Ｉ）によって得られる。
【０１１９】
【表４】

【０１２０】
　これらの実験データは、本発明の基準に従うと、前記第１の調量層（５０）、好ましく
は前記第１の調量層（５０）及び前記第２の調量層（６０）の、本明細書で定義されてい
るキャリパー及び圧縮率が、本発明による塗布器（１）による塗布の毛髪上への平均投与
量及び平均均一性と相関関係があることを示している。前記調量層が不織布であるか、発
泡体であるか又はこれらの組み合わせであるかに関わらず、特定の範囲のキャリパー及び
圧縮率のみが、満足のいく塗布をもたらす。これに加えて、本明細書に記載されているよ
うな技術的効果を提供するためには、正しいキャリパー及び正しい圧縮率で、同じ調量層
を選択しなければならず、本明細書に定義されている前記圧縮率は、約５９％～約９３％
であり、前記キャリパーは、数学的関係（Ｉ）
　４．３７５×Ｄ１≧キャリパー（ｍｍ）≧０．７９２×Ｄ１　　（Ｉ）
　によって定義される。
　式中、前記キャリパーは、前記第１の調量層及び前記第２の調量層の独立したキャリパ
ーの総計である。
【０１２１】
　４．付加的な機構
　塗布用具（１）は、１つ以上の封止手段を更に含んでもよく、好ましくは、１つの封止
手段（４０１）が、毛髪処理用塗布用具（１）内に存在する。前記封止手段（４０１）は
、図３に示されているように、前記くぼみ部（２０）内において、前記壁部（２０２）の
位置で前記底部（２０１）上に、前記連結部（３０）に隣接させて配置してもよい。前記
封止手段（４０１）は、前記くぼみ部（２０）の前記底部（２０１）上に、前記壁部（２
０２）に隣接させて、連結部（３０）の側面に、又は前記内表面（１０１）上に、前記連
結部（３０）に隣接させて配置してもよい。好ましくは、前記封止手段（４０１）は、前
記連結部（３０）の一部である。
【０１２２】
　前記プレート（１０）の前記内表面（１０１）が、前記くぼみ部（２０）の前記開口部
（２０３）と並置関係になるとき、毛髪処理組成物が連結部（３０）の方に移動するのを
防ぐと共に、毛髪が前記連結部（３０）内に閉じ込められるのを防ぐ目的で、封止手段（
４０１）を提供する。前記くぼみ部（２０）の底部（２０１）の上に、前記連結部（３０
）の側面で前記壁部（２０２）と隣接して、封止手段（４０１）を有することによって、
プレート（１０）を、連結部（３０）を中心に旋回させて前記くぼみ部（２０）の方に動
かしたときに、毛髪処理組成物が連結部（３０）自体の方に移動するのを防ぐ。前記封止
手段（４０１）の特定の実施形態に関連する更なる利点は、毛髪処理組成物をどこに、ど
れぐらい前記くぼみ部（２０）の内部容積部（２０４）の中に充填すべきかをユーザーが
理解するのを助ける視覚教材を封止手段が含むことである。封止手段（４０１）は、毛髪
処理組成物に対するバリアとして働き、その代わりに、毛髪処理組成物は、前記くぼみ部
（２０）内に留まらざるを得ない。このくぼみ部において、毛髪処理組成物は、乱雑状態
を引き起こすことなく毛髪ストランドの束をコーティングするのに利用できる。
【０１２３】
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　封止手段（４０１）を製造するのに有用な材料は、前記プレート（１０）を製造するた
めのものとして本明細書で詳しく上述されている材料から選択してよい。使用できる他の
材料としては、ポリウレタン及びポリオレフィン発泡体、不織布、適切な場合にはフェル
ト、可撓性のある柔軟な基材、例えば板紙、金属系の基材及びアルミニウム箔、フィルム
状基材、若しくは複数の積層体、又は前記材料の複数の層の組み合わせが挙げられる。前
記封止手段（４０１）は、上記材料を組み合わせることによって製造してもよい。
【０１２４】
　１つ以上の止め具機構を前記塗布用具（１）の上に組み入れてもよい。止め具機構は、
前記連結部（３０）と連携して、前記プレート（１０）の前記内表面（１０１）が、前記
くぼみ部（２０）の前記開口部（２０３）と並置関係になると、前記外辺部（１０３）と
前記周縁部（２２２）との間の平均距離（Ｄ１）が確実に制御されるようにする。１つ以
上の止め具機構は、前記くぼみ部（２０）の前記周縁部（２２２）を越えて押出される処
理組成物を減らすことができる。
【０１２５】
　特定の実施形態では、止め具機構は、同じ又は異なる材料を有する前記プレート（１０
）、前記くぼみ部（２０）、及び前記連結部（３０）と同じ製造工程中に製造してもよい
。特定の実施形態では、止め具機構は、１つ以上の歯、櫛状構造の歯群であってもよい。
図３に示されているような１つの実施形態では、２つの止め具機構が、前記くぼみ部（２
０）の前記壁部（２０１）の前記周縁部（２２２）の上に構成されており、好ましくは、
前記２つの止め具機構は、２つの実質的に同一の半球（４０２、４０３）である。特定の
他の実施形態では、本明細書には示されていないが、止め具機構を連結部（３０）自体の
中に一体化されていてもよい。
【０１２６】
　止め具機構（４０２）を製造するのに有用な材料は、適切な場合、前記プレート（１０
）を製造するためのものとして本明細書で詳しく上述されている材料及びそれらの組み合
わせから選択してよい。
【０１２７】
　指を使って、毛髪処理組成物を塗布すべき毛髪ストランドを選択してもよい。しかし、
本発明の塗布用具（１）には、毛髪ストランド選択手段を更に設けてもよい。毛髪ストラ
ンドの選択手段の例は、これらに限定されるものではないが、スパイク、フック、鉤針、
クリップ又はビーズである。毛髪ストランド選択手段は、前記プレート（１０）及び／又
は前記くぼみ部（２０）の上に組み入れてもよい。ペンナイフの刃で起こる動きのように
、毛髪ストランド選択手段が、前記プレート（１０）及び／又は前記くぼみ部（２０）に
近い位置から遠い位置まで揺れ動くことができるように、前記手段は、スナップ機構によ
って、前記プレート（１０）及び／又は前記くぼみ部（２０）に取り付けてもよい。また
、毛髪ストランド選択手段は、本明細書で後述されているようなキットの構成要素として
、本発明の塗布用具（１）に別個に提供してもよい。
【０１２８】
　本明細書に開示されている塗布用具（１）は、前記プレート（１０）の外表面（１０２
）の上、及び／又は前記くぼみ部（２０）の底面（２０１）の上に把持区域を更に含んで
もよい。前記把持区域は、把持部を提供するように設計されている。これらの把持区域は
、毛髪処理用塗布用具を製造するときに共射出又はオーバーモールディング法を用いて製
造してもよい。有用な材料としては、前記封止手段（４０１）の製造用として本明細書で
詳しく上述されている材料及びそれらの組み合わせが挙げられるが、これらに限定されな
い。
【０１２９】
　これに加えて、把持区域は、前記プレート（１０）の外表面（１０２）、及び／又は前
記くぼみ部（２０）の底面（２０１）のエンボス加工、デボス加工、若しくはコーティン
グによって形成してもよい。把持手段は、前記プレート（１０）の外表面（１０２）の上
、及び／又は前記くぼみ部（２０）の前記底面（２０１）の上に存在する空洞であっても
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よい。最後に、把持手段は、ユーザーの指に適合する締結手段として提供してもよい。
【０１３０】
　前記プレート（１０）の前記内表面（１０１）、前記第１の調量層（５０）及び／若し
くは第２の調量層（６０）、並びに／又は前記くぼみ部（２０）の開口部（２０３）を保
護するために、剥離ライナー又はバリアが存在してもよい。剥離ライナー又はバリアは、
剥離可能又は再密閉可能であってもよく、また、プラスチック、アルミニウム積層構造物
から構成されてもよい。これらの材料のいくつかの例としては、低密度ポリエチレン又は
ポリエチレンとポリ－イソブチレンとのブレンドと、アルミニウム箔及びポリエチレンテ
レフタレート又は二軸配向ポリプロピレン剥離可能箔との積層体が挙げられ、これらの材
料は、耐ガス材料、特に過酸化水素を含む毛髪処理組成物用のものから作製してよく、ア
ルミニウム積層化箔、プラスチック支持体上への金属化アルミニウム、ポリクロロ－トリ
フルオロエチレンのアクラー（Aclar）（登録商標）、ポリ塩化ビニリデン、エチレン－
ビニルアルコールコポリマー、シリカ、及び酸化アルミニウムが挙げられる。
【０１３１】
　本発明による塗布用具（１）中へ毛髪処理組成物を充填するための分配又は充填用具を
取り付けるか、適合させるか、又は設置するのに適した、１つ以上の手段が存在してよい
。前記手段の例は、前記プレート（１０）、並びに／又は、前記くぼみ部（２０）の前記
底部（２０１）及び／若しくは前記壁部（２０２）の上に存在するノズル及びオリフィス
、パウチポケット、又は一方向若しくは二方向弁であるが、これらに限定されない。前記
手段は、塗布用具（１）に永久的に連結してもよく、又は取り外し可能であってもよく、
前記手段は、使い捨て可能又は再利用可能であってもよく、前記手段は、本明細書で後述
されているようなキットの別個の構成要素として提供してもよい。
【０１３２】
　６．使用方法
　本発明は、本発明による前記塗布用具（１）を用いて、毛髪処理組成物を毛髪ストラン
ド、好ましくは毛髪ストランドの束に塗布する方法にも関し、前記塗布用具（１）は、前
記毛髪処理組成物を含み、前記方法によって、前記毛髪ストランドを前記塗布用具（１）
と接触させる。前記塗布用具（１）には、１つ以上の毛髪処理組成物を事前に充填しても
よいが、好ましくは、前記毛髪ストランド、好ましくは毛髪ストランドの束を前記塗布用
具（１）と接触させる前に、１つ以上の毛髪処理組成物を前記塗布用具（１）の中に充填
する。
【０１３３】
　毛髪処理組成物は、任意の手段によって、毛髪処理用塗布用具（１）の上に充填するこ
とができる。１つの実施形態では、例えばへら又は注射器で、絞ることのできるチューブ
で、分配ボトルで、単相又は二相ポンプで、容積置換をもたらす単相又は二相ピストンで
、サッシェで、又は任意のその他の好適なディスペンサーで、毛髪処理組成物を塗布する
ことによって、毛髪処理組成物を前記くぼみ部（２０）の前記内部容積部（２０４）の中
に直接充填する。上述のように毛髪処理用塗布用具（１）の中へ毛髪処理組成物を充填す
るための任意の手段が存在するとき、毛髪処理組成物は、前記手段内、及び／又は前記く
ぼみ部（２０）の前記壁部（２０２）若しくは底部（２０１）内に存在する一方向若しく
は二方向弁によって、前記くぼみ部（２０）の中に充填してよい。
【０１３４】
　毛髪処理組成物は、単一の毛髪処理組成物であってよく、又は毛髪に塗布する前に第２
の毛髪処理組成物と混合する必要のある第１の毛髪処理組成物によって形成してもよい。
好ましくは、前記第１及び第２の毛髪処理組成物を混合して、第３の毛髪処理組成物を形
成する。前記第３の毛髪処理組成物は、前記毛髪処理用塗布用具（１）によって毛髪スト
ランド、好ましくは毛髪ストランドの束と接触させる前に、前記毛髪処理用塗布用具（１
）内に充填する。前記第１及び第２の毛髪処理組成物は、前記毛髪処理用塗布用具（１）
の中に充填する前に、振り混ぜるか又は攪拌することによって混合してもよく、あるいは
専用の２つ又は複数のチャンバを有する容器を静的ミキサーと結合したものを用いること
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によって、充填作業中に混合してもよい。また、この混合は、毛髪処理組成物を調製する
ために、２つ以上の毛髪処理組成物を混合できるか、又は粉末を水若しくはその他の溶媒
と混合できる追加の手段を介在させることによって、行ってもよい。前記介在手段には、
混合済み毛髪処理組成物を毛髪処理用塗布用具（１）の中に注入又は充填する機構を設け
ることもできる。
【０１３５】
　複数又は後続の充填は、毛髪処理用塗布用具（１）をトレイ内に配置することによって
、又は単一の毛髪処理組成物若しくは必要な全ての量の毛髪処理組成物のいずれかを分配
できる、複数のチャンバを有するボトル、チューブ、若しくは他の塗布用具に毛髪処理用
塗布用具（１）を連結するか、取り付けることによって実現してよい。トレイを用いると
き、前記トレイは、毛髪処理用塗布用具（１）が配置又は適応される少なくとも１つの区
画を含む。このトレイは、毛髪処理組成物が充填及び／又は貯蔵されると共に、毛髪処理
用塗布用具（１）と連通している１つ以上の区画を更に含んでよい。
【０１３６】
　毛髪処理用塗布用具（１）上に充填される毛髪処理組成物の量は、そのサイズ及び容量
並びに所望の最終結果によって決まる。毛髪処理用塗布用具（１）には好ましくは、約０
．５グラム～約２０グラムの量の毛髪処理組成物、より好ましくは約０．７５グラム～約
１７グラム、更に好ましくは約１グラム～約１０グラムの量の毛髪処理組成物を充填して
もよい。
【０１３７】
　毛髪処理塗布用具（１）に１つ以上の毛髪処理組成物を充填したら、ユーザーは、前記
塗布用具（１）の前記プレート（１０）の外表面（１０２）及び前記くぼみ部（２０）の
底部（２０１）を片手で、好ましくは親指と人差し指の間に持つ。ユーザーが、処理する
毛髪ストランドを選択したら、塗布用具（１）を開いた状態にしたまま、前記毛髪ストラ
ンド、好ましくは前記毛髪ストランドの束を、前記プレート（１０）と前記格納部分（２
０）との間に配置する。続いて、前記プレート（１０）の前記内表面（１０１）を前記く
ぼみ部（２０）の前記開口部（２０３）と並置関係にする。前記毛髪ストランドの全長に
わたって、好ましくは前記毛髪ストランドの束の上に、前記塗布用具（１）を当てて、１
つ以上の毛髪処理組成物を塗布する。より好ましくは、前記毛髪処理用塗布用具（１）は
、前記毛髪ストランドの毛根ラインに、好ましくは、前記毛髪ストランドの束の毛根ライ
ンに配置する。また、毛髪の限られた領域のみに毛髪処理組成物を塗布してもよく、即ち
、ユーザーは、毛髪処理組成物で毛根ラインのみをコーティングすることができる。当て
る作業は、１回超、好ましくは２回、繰り返してよい。
【０１３８】
　特定の実施形態では、第１の毛髪処理組成物は、既知の従来の方法のいずれかを介して
、前処理又は後処理として毛髪に塗布し、第２の毛髪処理組成物は、本発明による毛髪処
理用塗布用具（１）を介して塗布することができる。例えば、第１の毛髪処理組成物は、
頭部全体の着色を行う染色組成物であり、第２の毛髪処理組成物は、頭部全体の着色に色
の変化を加えるために用いるハイライト組成物である。あるいは、頭部全体の着色後に、
異なる染色組成物を用いて、毛色の変化を加えることもできる。当業者であれば、毛髪処
理組成物のこのような多くの組み合わせを用いて、様々な結果を作り出すことができるこ
とを理解するであろう。
【０１３９】
　最後に、毛髪処理組成物の塗布は、ぬれた状態又は乾燥した状態の毛髪上で行われても
よく、任意に、第１の組成物の毛髪への塗布と第２の組成物の毛髪への塗布との間に、リ
ンス又はシャンプー工程を含めることができる。
【０１４０】
　７．毛髪処理組成物、その使用法、及びキット
　本発明は更にキットを含む。前記キットは、本発明による塗布用具（１）と、１つ以上
の個別包装された毛髪処理組成物とを含む。好ましくは、これらの組成物は、スタイリン
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グ組成物、染色組成物、ハイライト組成物又はこれらの組み合わせからなる群から選択さ
れる。これらの毛髪処理組成物のそれぞれ又はそれらの組み合わせを用いて、上記の前記
毛髪用具（１）による毛髪ストランド効果を提供することができる。好ましくは、前記１
つ以上の毛髪処理組成物は、１ｓ-1において、約１０Ｐａ～約１６０Ｐａ、より好ましく
は約１２Ｐａ～約１２０Ｐａ、最も好ましくは１５Ｐａ～８０Ｐａのレオロジーを有する
。より好ましくは、前記１つ以上の毛髪処理組成物はハイライト組成物である。
【０１４１】
　毛髪処理組成物のレオロジーは、ＴＡインスツルメンツ（TA Instruments）のアドバン
スト・レオメーター（Advanced Rheometer）（ＡＲ）２０００を用いて測定する。この計
器には、１５．０ｍｍの内半径を有する同心円筒基部と、１４．００ｍｍの半径及び４２
．００ｍｍの高さを有する標準サイズの羽根構造が設けられている。この構造ギャップは
、４０００マイクロメートルに設定する。１つを超える製剤で構成される毛髪処理組成物
は、それらの種々の製剤をサンプルポット内で３０秒間、手で振って十分に混合すること
によって調製する。続いて、混合済みの毛髪処理組成物を直ちに同心円筒基部の中に配置
し、羽根の頂部が毛髪処理組成物によって覆われるように、標準的な羽根構造を構造ギャ
ップまで下げる。温度を２５℃に平衡化してから、剪断速度が対数的に約０．０５から約
２００ｓ-1に上昇する前に、毛髪処理組成物を更に３０秒間置いて、１０個当たり７つの
点を記録する。全ての段階において、温度を２５℃に保つ。剪断応力は、１．０ｓ-1にお
いて記録すると共に、Ｐａで報告する。
【０１４２】
　本発明による毛髪処理用塗布用具（１）と共に用いることのできる毛髪処理組成物の例
は、下記の表５、６、及び７に示されている。
【０１４３】
　毛髪処理組成物は、既知であるか、従来より使用されているか、さもなければ、毛髪処
理組成物、特に酸化ブリーチング及び染料組成物で用いるのに有効な構成成分を含んでよ
く、その構成成分としては、顕色剤染料化合物、カップラー染料化合物、直接染料、酸化
剤、還元剤、増粘剤、キレート化剤（chelants）、ｐＨ調節剤及び緩衝剤、アルカリ化剤
、炭酸イオン源及びラジカルスカベンジャー系、グリシン、アモジメチコン、エチレンジ
アミン二コハク酸、アニオン性、カチオン性、非イオン性、両性若しくは双極性界面活性
剤、又はこれらの混合物、アニオン性、カチオン性、非イオン性、両性若しくは双極性ポ
リマー、疎水変性ポリマー、又はこれらの混合物、芳香剤、分散剤、溶媒、過酸化物安定
化剤、キレート化剤（chelants）、湿潤剤、タンパク質及びその誘導体、植物材料（例え
ば、アロエ、カモミール及びヘンナ抽出物）、シリコーン（揮発性又は不揮発性、変性又
は未変性）、被膜形成剤、セルロースポリマー及びそれらの誘導体、セラミド、保存剤、
ゲルネットワーク、変色指示剤及び乳白剤が挙げられるが、これらに限定されない。好適
ないくつかの補助剤は、国際化粧品成分事典及びハンドブック（International Cosmetic
s Ingredient Dictionary and Handbook）（第８版、化粧品、洗面用化粧品、及び芳香剤
協会（The Cosmetics, Toiletry, and Fragrance Association）に列挙されている。特に
、第２巻、３項（化学分類）及び４項（機能）は、特定の目的又は複数の目的を達成する
ための具体的な補助剤を識別するのに有用である。代表的であるが網羅的ではないポリマ
ー及び増粘剤のリストは、「化粧品用のポリマー及び増粘剤百科事典（The Encyclopaedi
a of Polymers and Thickeners for Cosmetics）」、ロバート・Ｙ・ロックヘッド（Robe
rt Y. Lochhead）、ＰｈＤ、及びウィリアム・Ｒ・フロン（William R. Fron）編集・監
修、南ミシシッピ大学（University of Southern Mississippi）、ポリマー科学学部（De
partment of Polymer Science）に見出すことができる。
【０１４４】
　本発明は更にキットを含む。前記キットは、上記のような塗布用具（１）と、１つ以上
の個別包装された毛髪処理組成物とを含む。１つを超える塗布用具（１）が前記キット内
に含まれていてもよい。
【０１４５】
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　本発明の１つの実施形態では、前記１つ以上の個別包装された毛髪処理組成物は、第１
の個別包装された毛髪処理組成物、及び第２の個別包装された毛髪処理組成物を含む。前
記第１及び第２の個別包装された毛髪処理組成物を混合すると、第３の毛髪処理組成物が
形成される。そのような組成物の例としては、典型的には酸化染料と酸化剤とを含有する
いわゆる半永久及び永久着色剤、並びに、酸化剤とアルカリ化剤とを含有し、任意に過硫
酸塩を有するハイライト用組成物が挙げられる。好ましくは、前記第１の個別包装された
組成物は酸化剤を含み、前記第２の個別包装された組成物はアルカリ化剤を含む。好まし
くは、前記酸化剤は過酸化水素である。より好ましくは、前記第１及び／又は第２の個別
包装された毛髪処理組成物の少なくとも１つは、過硫酸塩を含む。
【０１４６】
　本発明によるキットの１つの実施形態では、前記第１の個別包装された毛髪処理組成物
は、前記第１の個別包装された毛髪処理組成物の重量比で、過酸化水素を３％～１２％含
み、前記第２の個別包装された毛髪処理組成物は、粉末又はペースト活性化剤の形態であ
り、前記第２の個別包装された毛髪処理組成物は、前記第２の個別包装された毛髪処理組
成物の重量比で、過硫酸ナトリウム、過硫酸カリウム、過硫酸アンモニウム又はこれらの
混合物から選択された過硫酸塩を１０％～６０％含む。前記キットは、任意に、第３の個
別包装された毛髪処理組成物を含み、この第３の組成物は、前記第３の個別包装された毛
髪処理組成物の重量比で、水性賦形剤中のアルカリ化剤を３％～２５％含む。
【０１４７】
　本発明の別の実施形態では、前記第１の個別包装された毛髪処理組成物は、前記第１の
個別包装された毛髪処理組成物の重量比で、過酸化水素を１．５％～１２％含み、前記第
２の個別包装された毛髪処理組成物は、前記第２の個別包装された毛髪処理組成物の重量
比で、直接染料、酸化染料前駆体、酸化染料カップラー、又はこれらの混合物から選択さ
れた染料を０．０１％～６％含む。
【０１４８】
　追加的な個別包装された毛髪処理組成物がキット内に存在してもよく、その組成物は、
シャンプー、コンディショナー、又はスタイリング製品を含んでよい。
【０１４９】
　以下には、本発明による毛髪処理用塗布用具（１）の中に充填してよい毛髪処理組成物
のいくつかの例が示されている。
【０１５０】
　相１（表３の１．１、２．１、３．１、４．１、５．１、６．１、７．１、８．１又は
９．１）のいずれかの製剤約４５ｇ（液体形態）を、粉末形態である相２（表３の１．２
、２．２、３．２、４．２、５．２、６．２、７．２、８．２又は９．２）のいずれかの
製剤１５ｇと混合することによって、毛髪ブリーチング組成物を調製した。混合は、以下
のように行った。相２の粉末製剤を混合トレイの中に入れ、相１の液体製剤を前記粉末の
上に注いだ。続いて、へらを用いて、これら２つの製剤を合わせて混合して、ブリーチン
グ組成物を形成した。ブリーチング組成物が目視で均質になったときに、混合を終わらせ
た。
【０１５１】
　表３：混合するとハイライト組成物を形成できる相１及び２の処方。全ての成分は製剤
相に対する重量パーセントで示されている。
【０１５２】
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【表５】

　1カーボポール（Carbopol）（商標）９５６、ノベオン社（Noveon Inc.）
　2ケルトロール（Keltrol）（商標）Ｔ－ＣＰケルコ（CP Kelco）
　3ステアリルアルコール　クロダコール（Crodacol）Ｓ－９５、クローダ社（Croda, In
c.）
　4セチルアルコール、クロダコール（Crodacol）Ｃ－７０、クローダ社（Croda, Inc.）
　5セテアレス（Cetearth）２５、クレモフォア（Cremophor）Ａ２５、ＢＡＳＦ社（BASF
 Corporation）
　6アキュリン（Aculyn）（商標）３３、ローム・アンド・ハース・カンパニー社（Rohm 
and Hass Company Inc.）
　7ナトロゾル（Natrosol）（商標）プラスＣＳグレード３３０、ハーキュレス社（Hercu
les Incorporated）
　8サルケア（Salcare）（商標）ＳＣ９０　チバ・スペシャルティ・ケミカルズ社（Ciba
 Specialty Chemicals Corporation）
　9カーボポール（Carbopol）（商標）ウルトレズ（Ultrez）１０
【０１５３】
　別の例では、トレイの中で、過酸化水素を含む表４の構成成分（ａ１）３０ｇを、過硫
酸塩を含む表４の構成成分（ｂ１）１５ｇとへらで混合することによって、ブリーチング
組成物を調製した。別の例では、ブリーチング組成物は、以下のように調製した。既に表
４の構成成分（ａ２）を約６０ｇ収容した約１６０ｍＬのボトルの中に、粉末形態の過硫
酸塩を含む表４の構成成分（ｂ２）１０ｇを加えた。最後に、エタノールアミンを含む表
４の構成成分（ｃ２）約２０ｇを前記ボトルに加えた。ノズルが設けられたキャップで、
このボトルを閉じた。均質な毛髪ブリーチング組成物が形成されるまで、前記３つの構成
成分の入ったボトルを手で振ることによって、混合を行った。
【０１５４】
　表４：混合してハイライト組成物を形成できる構成成分（ａ１）、（ａ２）、（ｂ１）
、（ｂ２）及び（ｃ２）の処方。全ての成分は、グラムで示されている。
【０１５５】
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【０１５６】
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【表６－２】

　10セテアリルアルコール－クロダコール（Crodacol）ＣＳ－５０、クローダ社（Croda,
 Inc.）
　11トリデセス２カルボキサミドＭＥＡ－アミノール（Aminol）Ａ１５、カオウ・ケミカ
ルズ社（Kao Chemicals GmbH）
　12セテアレス－３０－オイムルギン（Eumulgin）（商標）Ｂ３、コグニス社（Cognis G
mbH）
　13ペンテト酸五ナトリウム－ベルセネックス（Versenex）８０、ダウ・ケミカルズ社（
Dow Chemicals）
　14セテアリルアルコール（及び）セテアレス－２０－クロデックス（Crodex）Ｎ、クロ
ーダ社（Croda Inc）
　15グリセリルステアレート－シトロール（Cithrol）ＧＭＳ　０４００、クローダ社（C
roda Inc）
　16オレス－１０－ボルポ（Volpo）１０、クローダ社（Croda Inc.）
　17オレス－２－ボルポ（Volpo）Ｎ２、クローダ社（Croda Inc.）
　18ステアルアミドプロピルジメチルアミン－インクロミン（Incromine）ＳＢ、クロー
ダ社（Croda Inc.）
　19アクリレート／Ｃ１０～３０アルキルアクリレートクロスポリマー、カーボポール（
Carbopol）（商標）ウルトレズ（Ultrez）２０、ノベオン社（Noveon Inc.）
　20ステアリン酸マグネシウム－ラジアスター（Radiastar）（商標）１１００、オレオ
ン社（Oleon NV）
　21スルホコハク酸ジエチルへキシルナトリウム、ゲロポン（Geropon）ＳＳ－０－７５
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　22ＶＰ／ＶＡコポリマー－ルビスコール（Luviskol）（商標）ＶＡ７３Ｅ　ＢＡＳＦ社
（BASF Corporation）
　23ポリデセン－ピュアシン（Puresyn）（商標）１０００　エクソンモービル・ケミカ
ル社（ExxonMobil Chemical Company）
　24ラウリル硫酸ナトリウム－エンピコール（Empicol）（登録商標）ＬＸ３２、オール
ブライト・アンド・ウィルソンＵＫ社（Albright and Wilson UK Ltd）
　25セテアリルアルコール／ヒドロキシエチルベヘンアミドプロピルジモニウムクロリド
／ヘキシレングリコール、インクロクアットベヘニル（Incroquat Behenyl）ＨＥ、クロ
ーダ社（Croda Inc.）
　26コカミドＭＥＡ、アミデックス（Amidex）（登録商標）ＣＭＥ、ロディア（Rhodia）
　27ジリノール酸、エンポル（Empol）（登録商標）１００８、コグニス社（Cognis Corp
oration）
　28コムギ胚アンホ二酢酸二ナトリウム（Disodium wheatgermamphodiacetate）、マッカ
ム（Mackam）２Ｗ、マッキンタイア・グループ社（McIntyre Group Ltd）
　29ダイマージリノール酸リノールアミドプロピルジメチルアミン、ネコン（Necon）Ｌ
Ｏ－８０、アルゾ／バーナル・ケミカル（Alzo/Bernal Chemical）
　30ステアルアミドＭＥＡ　リウォミド（Rewomid）（登録商標）Ｓ２８０、デグサ・ケ
ア・アンド・サーフェス・スペシャリティズ（Degussa Care and Surface Specialities
）
【０１５７】
　別の例では、表５に示されているような直接染料、製剤（ａ４）を含有する染色組成物
は、調製工程を必要とすることなく、直接用いてよい。
【０１５８】
　更なる例では、表７の製剤（ａ５）約６０ｇを、表５の製剤（ｂ５）約６０ｇとボトル
内で激しく振って混合することによって、酸化染料を含む染色組成物を調製した。
【０１５９】
　表５：混合すると酸化染料を含む染色組成物を形成できる染色組成物（ａ４）、並びに
製剤（ａ５）及び（ｂ５）。全ての成分は、グラムで示されている。
【０１６０】
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【表７】

　31オレス－１０－ボルポ（Volpo）１０、クローダ社（Croda Inc.）
　32Ｃ１２～１５パレス－３、ネオドル（Neodol）２５－３、シェル・ケミカル社（Shel
l Chemical Company）
　33ステアレス－２１－クロムル（Cromul）ＥＭ１２０７、クローダ社（Croda Inc）
　34ジリノール酸－エンポル（Empol）（登録商標）１００８、コグニス社（Cognis Corp
oration）
　35コカミドＭＥＡ－アミデックス（Amidex）（登録商標）ＣＭＥ、ロディア（Rhodia）
　36ベヘントリモニウムクロリド－インクロクアットベヘニル（Incroquat Behenyl）Ｔ
ＭＣ－８５－クローダ社（Croda Inc）
　37ダイマージリノール酸リノールアミドプロピルジメチルアミン－ネコン（Necon）Ｌ
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Ｏ－８０、アルゾ／バーナル・ケミカル（Alzo/Bernal Chemical）
　38Ｍ－アミノフェノール－ロドル（Rodol）ＥＧ、ジョス．Ｈ．ルーヴェンシュタイン
＆サンズ社（Jos. H. Lowenstein & Sons, Inc.）
　39１－ナフトール－ロドル（Rodol）ＥＲＮ、ジョス．Ｈ．ルーヴェンシュタイン＆サ
ンズ社（Jos. H. Lowenstein & Sons, Inc.）
　40レゾルシノール－ロドル（Rodol）ＲＳ、ジョス．Ｈ．ルーヴェンシュタイン＆サン
ズ社（Jos. H. Lowenstein & Sons, Inc.）
　41ｐ－フェニレンジアミン－ロドル（Rodol）Ｄ、ジョス．Ｈ．ルーヴェンシュタイン
＆サンズ社（Jos. H. Lowenstein & Sons, Inc.）
　42ｐ－アミノフェノール　ロドル（Rodol）Ｐベース（ジョス．Ｈ．ルーヴェンシュタ
イン＆サンズ社（Jos. H. Lowenstein & Sons, Inc.））
　43ＨＣ黄２－ベルソル・イエロー（Velsol Yellow）２、クラリアント社（Clariant Co
rporation）
　44分散黒９－ルーバデン・ブラック（Lowadene Black）９、ジョス．Ｈ．ルーヴェンシ
ュタイン＆サンズ社（Jos. H. Lowenstein & Sons, Inc.）
　45ＨＣ赤３－ベルソル・レッド（Velsol Red）３、クラリアント社（Clariant Corpora
tion）
　46分散バイオレット１－ルーバデン・バイオレット（Lowadene Violet）１、ジョス．
Ｈ．ルーヴェンシュタイン＆サンズ社（Jos. H. Lowenstein & Sons, Inc.）
　47カーボポール（Carbopol）（登録商標）９５６、ノベオン社（Noveon Inc.）
　48ＨＣ橙１－カラーエクス（Colorex）ＨＣＯ１、ケミカル・コンパウンズ社（Chemica
l Compounds Inc.）
【０１６１】
　８．試験方法
　キャリパー
　「ＡＳＴＭ　Ｄ　５７３６－９５嵩高不織布地の厚みに関する標準試験法（Standard T
est Method for Thickness of Highloft Non-Woven Fabrics）」に記載されている一般的
な手順を用いて調量層のキャリパーを割り出した。ダイカッターを用いて、直径約３５．
７ｍｍの、調量層の円形サンプルを作製した。取り扱い中に調量層を圧縮及び／又は阻害
しないように注意した。折り目、ひだ、不均一性、畳み目、又は裁断マークなどのような
欠陥を有する全ての調量層を試験対象から外した。直径４０ｍｍの２つの平行な円形プレ
ート（圧縮プレート－アンビル及び押さえ金）が配置されると共に、製造者のガイドライ
ンに従って圧縮プレートモードで較正されたＴＡインスツルメンツ社（TA Instruments L
td）製ＤＭＡ　２９８０上でキャリパーを測定した。本明細書に記載されている手順に従
ってキャリパーを測定できるいずれの機器も用いることができる。２つの平行なプレート
の対向する平らな表面を、それらの休止位置から接触状態にして、寸法変化を手でゼロに
した。これらのプレートを休止位置に戻し、取り扱い中に基材が圧縮及び／又は阻害され
ないようにしながら、試験を行う調量層を下方のプレートの表面上の中心に配置した。予
荷重力をゼロニュートンに設定した。０．０２ｋＰａの圧力をサンプルに５秒で加えて、
その圧力を更に１０秒間一定に保った。０．０２ｋＰａに達してから９～１０秒のときに
キャリパーを記録した。各調量層に対して、この測定を新しいサンプル上で３回繰り返し
た。０．０２ｋＰａでの平均キャリパーを平均キャリパーとして定め、四捨五入して０．
００１ｍｍ単位で記録した。同じ方法を適用して、不織布、発泡体、及びこれらの組み合
わせの調量層のキャリパーを測定した。
【０１６２】
　圧縮率
　以下の等式（ＩＩ）に従って、調量層の圧縮率を圧縮百分率として割り出した。
【０１６３】
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【数１】

【０１６４】
　まず、上述のように０．０２ｋＰａの圧力において、ＴＡインスツルメンツ社（TA Ins
truments Ltd）製ＤＭＡ２９８０上で、調量層のキャリパーを割り出した。本明細書にお
いて後述されている手順に従って圧縮率を測定できるいずれの機器も用いることができる
。０．０２ｋＰａに達してから９～１０秒のときにキャリパーを記録した。続いて、０．
５ｋＰａの圧力を同じサンプルに５秒で加えて、その圧力を更に１０秒間一定に保った。
圧力を一定に保ってから９～１０秒のときに、０．５ｋＰａでのキャリパーを記録した。
各調量層に対して、この測定を新しいサンプル上で３回繰り返した。０．５ｋＰａでの平
均キャリパーを、四捨五入して０．００１ｍｍ単位で記録し、上記の等式（ＩＩ）に従っ
て圧縮百分率を算出した。同じ方法を適用して、不織布、発泡体、及びこれらの組み合わ
せから選択された調量層のキャリパーを測定した。調量層のキャリパーを測定して、それ
らの圧縮率を割り出すために、０．５ｋＰａの圧力を選択した。これは、消費者が本発明
による塗布用具（１）に加える可能性がある有意な圧力に相当する。これに加えて、０．
５ｋＰａの圧力によって、種々の調量層の圧縮率を相互から測定可能になる。
【０１６５】
　平均距離（Ｄ１）
　前記塗布用具が閉じた状態であり、前記プレートの前記内表面（１０１）が、前記くぼ
み部（２０）の前記開口部と並置関係にあるときに、前記プレート（１０）の前記外辺部
（１０３）と、前記くぼみ部（２０）の前記周縁部（２２２）との間の平均距離（Ｄ１）
を測定した。ミツトヨデジマチック（Mitutoyo Digimatic）キャリパーを前記外辺部（１
０３）に配置し、前記外辺部（１０３）から前記周縁部（２２２）までの距離を測定した
。外辺部（１０３）及び周縁部（２２２）の周囲の別の１０個の点に対して、この測定を
繰り返した。前記１０個の点は、前記くぼみ部（２０）の前記周縁部（２２２）の全長に
わたってそれぞれ等間隔で選定した。１０個の測定値を平均して、平均距離（Ｄ１）を得
た。前記プレート（１０）の外辺部（１０３）に、いずれかの止め具機構が配置されてい
る場合、その止め具機構は、前記外辺部（１０３）の一部ではないため、測定値には含ま
れていない。
【０１６６】
　本明細書に開示される寸法及び値は、列挙された正確な数値に厳しく限定されるものと
して理解されるべきではない。それよりむしろ、特に指定されない限り、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の両方を意味することを意図する。
例えば、「４０ｍｍ」として開示された寸法は、「約４０ｍｍ」を意味することを意図す
る。
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