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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　染色剤を含まない、有効量の第一鉄塩及び酸化防止剤を含む、染毛製品用の媒染剤であ
り、前記酸化防止剤がN-アセチルシステインである媒染剤。
【請求項２】
　前記第一鉄塩が、硫酸第一鉄、塩化第一鉄、硝酸第一鉄、グルコン酸第一鉄、乳酸第一
鉄、及び、フマル酸第一鉄からなる群から選択される、請求項１に記載の媒染剤。
【請求項３】
　前記第一鉄塩が、前記媒染剤の総重量の０．５～１０重量％を構成している、請求項２
に記載の媒染剤。
【請求項４】
　前記酸化防止剤が、前記媒染剤の総重量の０．１～２重量％を構成している、請求項４
に記載の媒染剤。
【請求項５】
　前記媒染剤が、水、浸透増強剤、増粘剤、及び、防腐剤からなる群から選択される１以
上の成分をさらに含む、請求項１～４のいずれか一項に記載の媒染剤。
【請求項６】
　柔軟剤と、染色剤と、請求項１～５のいずれか一項に記載の媒染剤と、を含む、染毛製
品。
【請求項７】
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　前記染色剤が、有効量の有効染毛成分、及び、有効量の有効染毛成分と水の組み合わせ
を含む、請求項６に記載の染毛製品。
【請求項８】
　前記染色剤における前記有効染毛製品が、没食子酸、及び、その塩又は没食子酸のメチ
ルエステル、エチルエステル、又は、プロピルエステルのようなエステル、並びに、これ
らの任意の組み合わせから選択される、請求項７に記載の染毛製品。
【請求項９】
　前記染色剤における前記有効染毛成分が、前記染色剤の総重量の０．５～１５重量％を
構成している、請求項８に記載の染毛製品。
【請求項１０】
　前記染色剤が、安定化剤、浸透増強剤、及び、増粘剤からなる群から選択される１以上
の成分をさらに含む、請求項７に記載の染毛製品。
【請求項１１】
　前記柔軟剤が、有効量のジスルフィド結合還元剤、及び、アルカリ化剤を含む、請求項
６～１０のいずれか一項に記載の染毛製品。
【請求項１２】
　（ｉ）前記柔軟剤における前記ジスルフィド結合還元剤が、システイン又はその誘導体
及びその塩、アセチルシステイン又はその誘導体及びその塩、亜硫酸塩、亜硫酸水素塩、
及び、それらに任意の組み合わせから選択され、
　（ｉｉ）前記柔軟剤における前記アルカリ化剤が、オルニチン、アルギニン、リジン、
アンモニア、モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、又は、トリエタノールアミン
からなる群から選択されたエタノールアミン、アルカノールアミド、または、炭酸塩を含
む組成物、および、それらの任意の組み合わせからなる群から選択され、かつ、
　（ｉｉｉ）前記柔軟剤が、水、浸透増強剤、及び、増粘剤からなる群から選択される１
以上の成分をさらに含む、請求項１１に記載の染毛製品。
【請求項１３】
　前記染毛製品が、前記染毛製品の使用方法に関する情報資料をさらに含む、請求項６～
１２のいずれか一項に記載の染毛製品。
【請求項１４】
　前記情報資料が、少なくとも次の情報（ａ）及び（ｂ）を含む、請求項１３に記載の染
毛製品。
　（ａ）毛に前記柔軟剤を適用することで前記毛を処理するステップ、および、
　（ｂ）毛に前記媒染剤及び前記染色剤を任意の順序で適用することで前記毛を処理する
ステップ。
【請求項１５】
　前記情報材料が、次の（ｉ）～（ｉｉｉ）のうち１以上を含む、請求項１３に記載の染
毛製品。
　（ｉ）（１）前記柔軟剤を毛に適用することで前記毛を処理するステップ、及び、（２
）使用前に前記媒染剤及び前記染色剤を混合して、その混合物を前記毛に適用することで
前記毛を処理するステップ、又は、
　（ｉｉ）（１）使用前に前記柔軟剤及び前記媒染剤を混合して、その混合物を毛に適用
することで前記毛を処理するステップ、及び、（２）前記染色剤を前記毛に適用すること
で前記毛を処理するステップ、又は、
　（ｉｉｉ）（１）使用前に前記柔軟剤及び前記染色剤を混合して、その混合物を毛に適
用することで毛を処理するステップ、及び、（２）前記媒染剤を前記毛に適用することで
前記毛を処理するステップ。
【請求項１６】
　次のステップ（ａ）及び（ｂ）を含む、請求項６～１５のいずれか一項に記載の染毛製
品を用いる染毛方法。
　（ａ）毛に柔軟剤を適用することで前記毛を処理するステップ、及び、
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　（ｂ）前記毛に媒染剤及び染色剤を任意の順序で適用することで前記毛を処理するステ
ップ。
【請求項１７】
　次のステップ（ｉ）～（ｉｉｉ）のうち１以上をさらに含む、請求項６～１５のいずれ
か一項に記載の染毛製品を用いる染毛方法。
　（ｉ）（１）柔軟剤を毛に適用することで前記毛を処理するステップ、及び（２）使用
前に媒染剤及び染色剤を混合して、その混合物を前記毛に適用することで毛を処理するス
テップ；又は、
　（ｉｉ）（１）使用前に柔軟剤及び媒染剤を混合して、その混合物を毛に適用すること
で前記毛を処理するステップ、及び、（２）染色剤を前記毛に適用することで前記毛を処
理するステップ；又は、
　（ｉｉｉ）（１）使用前に柔軟剤及び染色剤を混合して、その混合物を毛に適用するこ
とで前記毛を処理するステップ、及び、（２）媒染剤を前記毛に適用することで前記毛を
処理するステップ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、化粧分野、詳しくは、染毛製品に有用な媒染剤（mordant）に関する。また
、本発明は、媒染剤を含む染毛製品、特に、媒染剤を含む非酸化的、永久的な天然染毛製
品に関する。
【背景技術】
【０００２】
現に、市販されている大部分の染毛製品（hair dyeing product）は、浸透増強剤(penetr
ation enhancing agent)としてチオグリコール酸（thioglycolic acid）、染料（dye）と
してｐ－フェニレンジアミン（p-phenylenediamine）のような芳香族アミン、および、酸
化剤として過酸化水素を含む酸化性染毛製品である。数多くの研究によれば、チオグリコ
ール酸、ｐ－フェニレンジアミン、過酸化水素等は、特定の毒性およびアレルギーを有し
ている。したがって、安全性の高い染毛製品の開発に注目が集められている。近年、多く
の天然染毛製品が利用できるようになったが、こうした製品は、次の２つの欠点を有して
いる。先ず、一つ目、いわゆる「純粋な天然の」又は「有機」染毛製品は、単に一部の植
物由来の成分を含んだだけで、依然としてｐ－フェニレンジアミンのような有害な化学成
分を含むので、長期使用によって比較的深刻な副作用をもたらし得る。また、二つ目、天
然染色成分は、概してより大きい分子であるため、永久的に染めて、その色を維持するの
が難しく、よって、その染毛効果、製品の安定性、および、利便性が満足できる水準に至
らなかった。また、中国公開公報第1401310A号（中国特許出願番号第01127328.3号）及び
中国公開公報第1593375A（中国特許出願番号第200410009258.4号、公開日：２００５年３
月１６日）に記載されたような天然の染毛製品では、その染毛効果(特に、白毛を黒く染
める効果)が比較的弱く、その媒染剤成分の安定性もよくなかったので、最終製品は比較
的より低濃度の遊離鉄イオンを含有していた。それが、製品(特に、保存期間中の製品)の
染毛効果に影響を及ぼす。また、これらの製品を使う場合には、染毛過程において、又は
、染毛の前に数回に亘って毛を洗い、途布する必要があったが、それが不便をもたらす。
したがって、安全性（safety）、染色効果（coloring effect）、安定性（stability）、
及び、利便性（convenience）に優れた純粋な天然染毛製品に対するニーズは依然として
存在していた。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の目的は、非酸化的（non-oxidative）、永久的な（permanent）、天然の染毛製
品、特に、毛を暗くする製品（hair darkening product）を提供することである。本発明
者は、満足できる染毛効果をもたらす特定の成分を含んだ組成物を見出し、それに基づい
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て本発明を完成した。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明では、前記課題を解決するために次の手段が提供される。
【０００５】
　（１）有効量の第一鉄塩及び酸化防止剤を含む、染毛製品用の媒染剤。
【０００６】
　（２）前記第一鉄塩が、硫酸第一鉄、塩化第一鉄、硝酸第一鉄、グルコン酸第一鉄、乳
酸第一鉄、及び、フマル酸第一鉄からなる群から選択される、（１）に記載の媒染剤。
【０００７】
　（３）前記第一鉄塩が、前記媒染剤の総重量の０．５～１０重量％を構成している、（
２）に記載の媒染剤。
【０００８】
　（４）前記酸化防止剤が、アスコルビン酸、アスコルビン酸ナトリウム、システイン、
塩化システイン、N-アセチルシステイン、還元グルタチオン、D-システイン、L-システイ
ン、DL-システイン、および、それらの塩のような、アスコルビン酸又はその塩、システ
イン又はその誘導体、及びその塩からなる群から選択される、（１）に記載の媒染剤。
【０００９】
　（５）前記酸化防止剤が、前記媒染剤の総重量の０．１～２重量％を構成している、（
４）に記載の媒染剤。
【００１０】
　（６）前記媒染剤が、水、浸透増強剤、増粘剤、及び、防腐剤からなる群から選択され
る１以上の成分をさらに含む、（１）～（５）のいずれか一項に記載の媒染剤。
【００１１】
　（７）柔軟剤と、染色剤と、（１）～（６）のいずれか一項に記載の媒染剤と、を含む
、染毛製品。
【００１２】
　（８）前記染色剤が、有効量の有効染毛成分、及び、必要に応じて、水を含む、（７）
に記載の染毛製品。
【００１３】
　（９）前記染色剤における前記有効染毛製品が、没食子酸、没食子酸のメチルエステル
、エチルエステル、又は、プロピルエステルのような、没食子酸、及び、その塩又はエス
テル、並びに、これらの組み合わせから選択される、（８）に記載の染毛製品。
【００１４】
　（１０）前記染色剤における前記有効染毛成分が、前記染色剤の総重量の０．５～１５
重量％を構成している、（９）に記載の染毛製品。
【００１５】
　（１１）前記染色剤が、安定化剤、浸透増強剤、及び、増粘剤からなる群から選択され
る１以上の成分をさらに含む、（８）に記載の染毛製品。
【００１６】
　（１２）前記柔軟剤が、有効量のジスルフィド結合還元剤、及び、アルカリ化剤を含む
、（７）～（１１）のいずれか一項に記載の染毛製品。
【００１７】
　（１３）（ｉ）前記柔軟剤における前記ジスルフィド結合還元剤が、システイン又はそ
の誘導体及びその塩、アセチルシステイン又はその誘導体、及び、その塩、亜硫酸塩、亜
硫酸水素塩、及び、それらに任意の組み合わせから選択され、
　（ｉｉ）前記柔軟剤における前記アルカリ化剤が、オルニチン、アルギニン、リジン、
アンモニア、エタノールアミン（例えば、モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、
又は、トリエタノールアミン）、アルカノールアミド、または、炭酸塩を含む組成物、お
よび、それらの任意の組み合わせからなる群から選択され、かつ、
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　（ｉｉｉ）前記柔軟剤が、水、浸透増強剤、及び、増粘剤からなる群から選択される１
以上の成分をさらに含む、（１２）に記載の染毛製品。
【００１８】
　（１４）前記染毛製品が、前記染毛製品の使用方法に関する情報資料をさらに含む、（
７）～（１３）のいずれか一項に記載の染毛製品。
【００１９】
　（１５）前記情報資料が、少なくとも次の情報（ａ）及び（ｂ）を含む、（１４）に記
載の染毛製品。
【００２０】
　（ａ）毛に柔軟剤を適用することで毛を処理するステップ
　（ｂ）毛に媒染剤及び染色剤を任意の順序で適用することで毛を処理するステップ。
【００２１】
　（１６）前記情報材料が、次の（ｉ）～（ｉｉｉ）のうち１以上を含む、（１４）に記
載の染毛製品：
　（ｉ）（１）柔軟剤を毛に適用することで毛を処理するステップ、及び（２）使用前に
媒染剤及び染色剤を混合して、その混合物を毛に適用することで毛を処理するステップ；
又は、
　（ｉｉ）（１）使用前に柔軟剤及び媒染剤を混合して、その混合物を毛に適用すること
で毛を処理するステップ、及び、（２）染色剤を毛に適用することで毛を処理するステッ
プ；又は、
　（ｉｉｉ）（１）使用前に柔軟剤及び染色剤を混合して、その混合物を毛に適用するこ
とで毛を処理するステップ、及び、（２）媒染剤を毛に適用することで毛を処理するステ
ップ。
【００２２】
　（１７）有効量の有効染色成分と、必要に応じて、水、安定化剤、浸透増強剤、及び、
増粘剤からなる群から選択される１以上の成分と、を含む、染色剤。
【００２３】
　（１８）前記有効染毛製品が、没食子酸、没食子酸のメチルエステル、エチルエステル
、又は、プロピルエステルのような、没食子酸、及び、その塩又はエステル、並びに、こ
れらの組み合わせから選択される、（１７）に記載の染色剤。
【００２４】
　（１９）次のステップ（ａ）及び（ｂ）を含む、（７）～（１６）のいずれか一項に記
載の染毛製品を用いる染毛方法。
（ａ）毛に柔軟剤を適用することで毛を処理するステップ、及び、
（ｂ）毛に媒染剤及び染色剤を任意の順序で適用することで毛を処理するステップ。
【００２５】
　（２０）次のステップ（ｉ）～（ｉｉｉ）のうち１以上をさらに含む、（７）～（１６
）のいずれか一項に記載の染毛製品を用いる染毛方法：
　（ｉ）（１）柔軟剤を毛に適用することで毛を処理するステップ、及び（２）使用前に
媒染剤及び染色剤を混合して、その混合物を毛に適用することで毛を処理するステップ；
又は、
　（ｉｉ）（１）使用前に柔軟剤及び媒染剤を混合して、その混合物を毛に適用すること
で毛を処理するステップ、及び、（２）染色剤を毛に適用することで毛を処理するステッ
プ；又は、
　（ｉｉｉ）（１）使用前に柔軟剤及び染色剤を混合して、その混合物を毛に適用するこ
とで毛を処理するステップ、及び、（２）媒染剤を毛に適用することで毛を処理するステ
ップ。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明の媒染剤およびその媒染剤を含む染毛製品は、チオグリコール酸、芳香族化合物
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、刺激性もなく、発がんの恐れもない。本発明の染毛製品は、色度、及び、堅牢度に優れ
、かつ、安定性及び使用に際の利便性を備えている。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　本発明の目的は、非酸化性（non-oxidative）、永久的な（permanent）、天然の染毛製
品、特に、毛を暗くする製品を提供することである。こうした天然の染毛製品は、安全で
、刺激性がなく、色度（chromaticity）及び堅牢度（fastness）に優れただけでなく、安
定性及び使い勝手が良い。本発明者は、媒染剤の有効成分として第一鉄塩(ferrous salt
）を用いたときに安定した媒染剤が得られること、タンニン中に自然に存在する没食子酸
が染料（dye）として非常に安全であり、かつ、毛で鉄イオンと錯体を形成することで染
められた毛において優れた色度及び堅牢度をもたらすことを見出した。したがって、本発
明は、安定性に優れた染毛製品用の媒染剤を提供するとともに、その媒染剤を含む染毛製
品を提供する。
【００２８】
　没食子酸(gallic acid)は、タンニンに含まれた加水分解性タンニンのモノマーであり
、タンニンにもともと存在し、次の構造を有するものである。
【００２９】
【化１】

　　
【００３０】
　没食子酸は、１７０．１２の分子量を有し、止血剤（医薬品）及び、収斂剤として用い
られる。没食子酸は、白色又は琥珀色の針状の結晶粉末の形態である。分子構造内に複数
のオルトフェノール性ヒドロキシル基が存在するため、没食子酸は、鉄イオンとの錯体形
成反応において多ヒドロキシリガンド（multiple-hydroxy ligand）として用いられて、
安定したコンパクトな黒いキレート－鉄ガラート（chelate-iron gallate）を形成する。
本発明によれば、没食子酸のエステルをも用いられ、そして、その没食子酸のエステルは
、没食子酸のカルボキシル基に由来するエステル構造を有する化合物である。
【００３１】
　一般的に、毛の外層（outer layer）は、多重層のケラチンからなる毛のスケール（sca
le）によって覆われているため、没食子酸及び金属イオンの浸透は良くない。本発明の一
つの実施形態において、アセチルシステイン（acetylcysteine）は、ジスルフィド結合還
元剤（「浸透促進剤（浸透増強剤）」とも呼ばれる。）として用いられて、クチクラケラ
チンの－Ｓ－Ｓ－を―ＳＨとして還元して、毛を柔らかくし、緊張（tension）を解き、
毛のスケールをある程度開放して、第一鉄イオンの毛の皮質層及び髄質層へ浸透を可能に
する。そうすると、第一鉄イオンは、空気によって酸化されて、第二鉄イオンを形成する
が、その第二鉄イオンは、毛の内部に浸透された没食子酸との錯体形成反応を経て、以下
の黒色の染料（dye）巨大分子を形成する。
【００３２】
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【化２】

　　
【００３３】
　その結果、黒色（hair black color）を提供し、かつ、毛のスケールがクローズ（clos
e）した後、永久的な染毛製品を形成する。
【００３４】
　本発明の第１の特徴は、有効量の第一鉄塩及び酸化防止剤を含む、染毛製品用媒染剤（
mortdant）を提供することである。
前記本発明の第１の特徴に基づく本発明の媒染剤は、水をさらに含み得る。水の量は、例
えば、媒染剤の製造のときに加えられる適量（suitable amount）であり得る。その適量
は、媒染剤における主成分の所定の濃度が得られるような量である。また、本発明の媒染
剤に水が含まれていなくても、本発明の好ましい実施形態は、実施の利便性の観点からす
でに水の中で調剤された媒染剤（例えば、いかなる後処理なしで直接に使用される、すぐ
に使えるタイプの（ready-to-use）媒染剤）、又は、使用前に希釈する必要がある濃縮媒
染剤のいずれかを提供する。
【００３５】
　本発明の前記第１の実施形態に属する一つの媒染剤によれば、その第一鉄塩は、硫酸第
一鉄（ferrous sulfate）、塩化第一鉄（ferrous chloride）、硝酸第一鉄（ferrous nit
rate）、グルコン酸第一鉄（ferrous gluconate）、乳酸第一鉄（ferrous lactate）、及
び、フマル酸第一鉄（ferrous fumarate）を含むが、それらに制限されない。本発明の媒
染剤に係る一つの実施例において、第一鉄塩は、硫酸第一鉄又は塩化第一鉄からなる群か
ら選択される。本発明の媒染剤に係る別の実施形態において、第一鉄塩は硫酸第一鉄であ
る。本発明の媒染剤によれば、第一鉄塩は、単一の第一鉄塩であっても良く、複数の第一
鉄塩の組み合わせであっても良い。本発明の前記第１の実施形態に属する任意の媒染剤に
よれば、第一鉄塩は、媒染剤の総重量の０．５～１０％（重量）を構成する。本発明の媒
染剤に係る一つの実施形態において、第一鉄塩は、媒染剤の総重量の２～８％（重量）を
構成する。
【００３６】
　本発明の前記第１の実施形態のいずれかの媒染剤によれば、酸化防止剤（抗酸化剤）は
、アスコルビン酸、アスコルビン酸ナトリウム、システイン、塩化システイン、N-アセチ
ルシステイン、還元グルタチオンなどのような、アスコルビン酸又はその塩、ならびに、
システイン又はその誘導体、及び塩を含むが、それらに制限されない。本発明の媒染剤に
係る一つの実施形態によれば、酸化防止剤は、システインまたはその誘導体およびそれら
の塩から選択される。本発明の媒染剤に係る実施形態において、酸化防止剤は、D-システ
イン、L-システイン、DL-システイン、N-アセチルシステイン、およびそれらの塩から選
択される。本発明の媒染剤に係る一つの実施形態において、酸化防止剤は、塩酸システイ
ン（cysteine hydrochloride）から選択される。本発明の媒染剤に係る実施形態において
、酸化防止剤は、単一の酸化防止剤、または、複数の酸化防止剤の任意の組み合わせであ
る。本発明の第1の特徴のいずれかの項目の媒染剤によれば、酸化防止剤は、媒染剤の総
重量の0.1～2％（重量）を構成している。本発明の媒染剤に係る一つの実施形態において
、酸化防止剤は、媒染剤の総重量の０．２～１％（重量）を構成している。
【００３７】
　本発明の第1の態様のいずれかの項目に係る媒染剤は、浸透増強剤（すなわち、浸透促
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進剤）をさらに含む。本発明の媒染の実施形態において、浸透増強剤は、アニオン界面活
性剤、非イオン性界面活性剤、及び、両性界面活性剤のような界面活性剤、有機溶媒、有
機酸及びそのエステル、アゾン（azone）及びその類似物（homologue）等の化学的浸透増
強剤、漢方浸透増強剤（例えば、テルペン、エッセンシャルオイル、及び、ラクトンを含
む）、ならびに、それらの組み合わせを含むが、それらに制限されない。本発明の媒染剤
に係る一つの実施形態において、浸透増強剤は、オレイルアルコール、硫酸ドデシル、ス
ルホン酸ドデシル、又は、その他のアニオン性界面活性剤、脂肪アルコールエーテルのよ
うな非イオン性界面活性剤、コカミドプロピルベタイン（cocamidopropyl betaine）、ま
たは、他の両性界面活性剤、ならびに、それらの組み合わせからなる群から選択され得る
。本発明の媒染に係る一つの実施形態において、浸透増強剤は、単一であるか、または、
オレイルアルコール、硫酸ドデシルまたは他のアニオン性界面活性剤、脂肪アルコールエ
ーテルなどの非イオン性界面活性剤、コカミドプロピルベタイン、または、他の両性界面
活性剤の組み合わせであり得る。本発明の媒染剤によれば、浸透増強剤は、単一の浸透増
強剤であっても良く、また、複数の浸透増強剤の任意の組み合わせであっても良い。本発
明の媒染剤に係る一つの実施形態において、浸透増強剤は、媒染剤の総重量の１～１０%
（重量）を構成している。本発明の媒染剤に係る一つの実施形態において、浸透増強剤は
、媒染剤の総重量の２～８％（重量）を構成している。
【００３８】
　本発明の第１の特徴のいずれかの項目に係る媒染剤は、増粘剤（すなわち、液体、半固
体等のように流体の状態を調節する粘度調整剤）をさらに含む。本発明の媒染の実施形態
において、増粘剤は、カルボマー、ヒドロキシエチルセルロース、及びヒドロキシプロピ
ルセルロースのような、１以上の脂肪アルコールまたはポリマーを含むが、それらに制限
されない。本発明の媒染の実施形態では、媒染中増粘剤の重量割合（weight percentage
）は、先行技術との組み合わせで本出願の教示にしたがって当業者が適宜決めることがで
きる。好ましくは、本発明の媒染の実施例において、増粘剤は、媒染の総重量の1～10％
（重量）を構成している。本発明の媒染に係る一つの実施形態において、増粘剤は、媒染
の総重量2～8％を（重量）を構成している。
【００３９】
　本発明の第１の特徴のいずれかの項目に係る媒染は、防腐剤（preservative）をさらに
含む。本発明の媒染に係る実施形態において、防腐剤は、メチルパラベン、エチルパラベ
ン、プロピルパラベン及びブチルパラベンなどのパラベン類を含むが、それらに制限され
ない。防腐剤は、単一の防腐剤であってもよく、任意の比率でメチルパラベンとエチルパ
ラベンを組み合わせたものなどの複数の防腐剤の任意の組み合わせであっても良い。本発
明の媒染の実施形態において、媒染中防腐剤の重量割合（weight percentage）は、先行
技術との組み合わせで本出願の教示に従い当業者が適宜決めることができる。好ましくは
、本発明の媒染の実施例において、防腐剤は、媒染の総重量の0.1～0.8％（重量）を構成
している。本発明の媒染の実施形態において、防腐剤は媒染の総重量の0.2～0.6％（重量
）を構成している。
【００４０】
　本発明の前記第１の特徴のいずれかの項目に係る媒染剤は、エマルジョン、ペースト、
又は、ゲルの形態で存在し得る。
【００４１】
　本発明の第２の特徴は、軟化剤（本明細書においては、「第１の成分」ともいう。）、
染色剤（本明細書において「第３の成分」ともいう。）、および、本発明の前記第１の特
徴のいずれかの項目に係る媒染剤（本明細書において「第２の成分」ともいう。）、とい
う三つの部分を含む、染毛製品を提供する。本発明によれば、上記三つの部分は、好まし
くは、物理的に独立しており、かつ、それらは毛毛の染色に使用されているときは、特定
の順序で使用される。したがって、ある意味で、本発明の染毛製品はまた、多成分染毛製
品であり得る。
【００４２】
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　前記本発明の第２の特徴に基づく本発明の染毛製品によれば、染毛製品は、有効量の有
効染毛成分を含む。本発明の前記第２の特徴に基づく本発明の染毛製品によれば、染毛剤
がさらに水を含んでも良い。水の量は、例えば、染毛剤の製造のときに加えられる適量（
suitable amount）であり得る。その適量は、染毛剤における主成分の所定の濃度が得ら
れるような量である。また、本発明の染毛剤に水が含まれていない場合もあり得るが、本
発明の好ましい実施形態は、実施の利便性の観点からすでに水中で調剤された染毛剤（例
えば、いかなる後処理なしで直接に使用される、すぐに使えるタイプの（ready-to-use）
染毛剤）、又は、使用前に希釈する必要がある濃縮染毛剤のいずれかを提供する。
【００４３】
　本発明の第２の特徴に基づく染毛製品に係る一つの実施形態において、染毛剤中の有効
染毛成分は、没食子酸、及びその塩若しくはエステル、又は、それらの任意の組み合わせ
を含むが、それらに制限されない。没食子酸のエステルは、例えば、没食子酸メチル、没
食子酸エチル、又は、没食子酸プロピルであっても良い。本発明の第２の特徴に基づく染
毛製品に係る一つの実施形態によれば、染毛剤中の有効染毛物質は没食子酸である。本発
明の染毛製品に係る一つの実施形態によれば、染毛剤中の有効染毛物質は、染毛剤の総重
量の０．５～１５％（重量）を構成する。本発明の染毛製品に係る一つの実施形態によれ
ば、染毛剤中の有効染毛物質は、染毛剤の総重量の１～１０％（重量）を構成する。
【００４４】
　本発明の第2の態様のいずれかの項目に係る染毛製品によれば、染色剤は、有効色素物
質の安定を保つための安定化剤をさらに含有する。その安定化剤は、EDTA- Na、亜硫酸塩
、亜硫酸水素塩、アスコルビン酸塩、システイン、及び、それらの塩または誘導体を含む
が、それらに限定されない。本発明の染毛製品に係る一つの実施形態において、染色剤中
安定化剤の重量割合（weight percentage）は、先行技術を考慮した上で本出願の教示に
従い当業者が適宜決めることができる。好ましくは、本発明の染毛製品に係る一つの実施
例において、安定化剤は、染色剤の総重量の0.1～1.5％（重量）を構成する。本発明の染
毛製品に係る一つの実施形態において、安定化剤は、染色剤の総重量の0.2～1％（重量）
を構成する。
【００４５】
　本発明の第1の態様のいずれかの項目に係る染色剤は、浸透増強剤（すなわち、浸透促
進剤）をさらに含む。本発明の染毛製品に係る一つの実施形態において、染色剤中の浸透
増強剤は、アニオン界面活性剤、非イオン性界面活性剤、及び、両性界面活性剤のような
界面活性剤、有機溶媒、有機酸及びそのエステル、アゾン（azone）及びその類似物（hom
ologue）等の化学的浸透増強剤、漢方浸透増強剤（例えば、テルペン、エッセンシャルオ
イル、及び、ラクトンを含む）、ならびに、それらの組み合わせを含むが、それらに制限
されない。本発明の染毛製品に係る一つの実施形態において、染色剤中の浸透増強剤は、
オレイルアルコール、硫酸ドデシル、スルホン酸ドデシル、又は、その他のアニオン性界
面活性剤、脂肪アルコールエーテルのような非イオン性界面活性剤、コカミドプロピルベ
タイン（cocamidopropyl betaine）、または、他の両性界面活性剤、ならびに、それらの
組み合わせからなる群から選択され得る。本発明の染毛製品に係る一つの実施形態におい
て、染色剤中の浸透増強剤は、単一であるか、または、オレイルアルコール、硫酸ドデシ
ルまたは他のアニオン性界面活性剤、脂肪アルコールエーテルなどの非イオン性界面活性
剤、コカミドプロピルベタイン、または、他の両性界面活性剤の組み合わせであり得る。
本発明の染毛製品によれば、染色剤中の浸透増強剤は、単一の浸透増強剤であっても良く
、また、複数の浸透増強剤の任意の組み合わせであっても良い。本発明の染毛製品に係る
一つの実施形態において、染色剤中の浸透増強剤は、染色剤の総重量の２～１５%（重量
）を構成する。本発明の染毛製品に係る一つの実施形態において、浸透増強剤は、染色剤
の総重量の３～１０％（重量）を構成する。
【００４６】
　本発明の第２の特徴のいずれかの項目の染毛製品によれば、染色剤は、増粘剤（すなわ
ち、液体、半固体等のように流体の状態を調節する粘度調整剤）をさらに含む。本発明の
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染毛製品に係る一つの実施形態において、増粘剤は、カルボマー、ヒドロキシエチルセル
ロース、及びヒドロキシプロピルセルロースのような、１以上の脂肪アルコールまたはポ
リマーを含むが、それらに制限されない。本発明の染毛製品に係る一つの実施形態におい
て、染色剤中増粘剤の重量割合（weight percentage）は、先行技術を考慮した上で本出
願の教示に従い当業者が適宜決めることができる。好ましくは、本発明の染毛製品に係る
一つの実施形態において、染色剤中の増粘剤は、染色剤の総重量の1～10％（重量）を構
成している。本発明の染毛製品に係る一つの実施形態において、染色剤中の増粘剤は、染
色剤の総重量の2～8％を（重量）を構成している。
【００４７】
　　本発明の前記第２の実施形態のいずれかの項目に係る染毛製品によれば、染色剤は、
エマルジョン、ペースト、又は、ゲルの形態で存在し得る。
【００４８】
　　本発明の第２の特徴のいずれかの項目に基づく染毛製品によれば、柔軟剤は、有効量
のジスルフィド結合還元剤及びアルカリ化剤を含む。本発明の前記第２の特徴に基づく染
毛製品によれば、染毛剤はさらに水を含んでも良い。水の量は、例えば、製造の際に加え
られる適量（suitable amount）であり得る。その適量は、柔軟剤における主成分の所定
の濃度が得られるような量である。また、本発明における柔軟剤に水が含まれていない場
合もあり得るが、本発明の好ましい実施形態は、使用の利便性の観点からすでに水中で調
剤された柔軟剤（例えば、いかなる後処理なしで直接に使用される、すぐに使えるタイプ
の（ready-to-use）柔軟剤）、又は、使用前に希釈する必要がある濃縮柔軟剤のいずれか
を提供する。
【００４９】
　本発明の第２の特徴に基づく染毛製品に係る一つの実施形態において、軟化剤中のジス
ルフィド結合還元剤（disulfide bond reducing agent）は、システインまたはその誘導
体およびその塩、尿素、チオ硫酸塩、亜硫酸塩、および、重硫酸塩、又は、それらの任意
の組み合わせを含むが、それに限定されない。本発明の第２の特徴に基づく染毛製品に係
る一つの実施形態において、軟化剤中のジスルフィド結合還元剤は、アセチルシステイン
又はその塩、システイン又はその塩酸塩、還元グルタチオン、亜硫酸塩、及び、亜硫酸水
素塩から選択される。本発明の染毛製品に係る一つの実施形態において、軟化剤中のジス
ルフィド結合還元剤は、軟化剤の総重量の２～２５％（重量）を構成している。本発明の
染毛製品に係る一つの実施形態において、軟化剤中のジスルフィド結合還元剤は、軟化剤
の総重量の４～１５％（重量）を構成している。
【００５０】
　本発明の第２の特徴に基づく染毛製品に係る一つの実施形態において、柔軟剤中のアル
カリ化剤は、オルニチン、アルギニン、リジン、アンモニア、エタノールアミン（例えば
、モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、又は、トリエタノールアミン）、アルカ
ノールアミド、水酸化物、または、炭酸塩を含む組成物、および、それらの任意の組み合
わせからなる群から選択される。本発明の染毛製品に係る実施形態において、軟化剤中の
アルカリ化剤は、軟化剤の総重量の0.5～20％（重量）を構成している。本発明の染毛製
品に係る実施形態において、軟化剤中のアルカリ化剤は、軟化剤の総重量の2～18％（重
量）を構成している。
【００５１】
　本発明の第２の態様のいずれかの項目に係る染毛製品によれば、柔軟剤は浸透増強剤（
すなわち、浸透促進剤）をさらに含む。本発明の染毛製品に係る一つの実施形態において
、柔軟剤中の浸透増強剤は、アニオン界面活性剤、非イオン性界面活性剤、及び、両性界
面活性剤のような界面活性剤、有機溶媒、有機酸及びそのエステル、アゾン（azone）及
びその類似物（homologue）等の化学的浸透増強剤、漢方浸透増強剤（例えば、テルペン
、エッセンシャルオイル、及び、ラクトンを含む）、ならびに、それらの組み合わせを含
むが、それらに制限されない。本発明の染毛製品に係る一つの実施形態において、柔軟剤
中の浸透増強剤は、オレイルアルコール、硫酸ドデシル、スルホン酸ドデシル、又は、そ
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の他のアニオン性界面活性剤、脂肪アルコールエーテルのような非イオン性界面活性剤、
コカミドプロピルベタイン、または、他の両性界面活性剤、ならびに、それらの組み合わ
せからなる群から選択され得る。本発明の染毛製品に係る一つの実施形態において、柔軟
剤中の浸透増強剤は、単一であるか、または、複数の浸透増強剤の任意の組み合わせであ
り得る。本発明の染毛製品によれば、柔軟剤中の浸透増強剤は、ドデシル硫酸ナトリウム
、ラウレス硫酸ナトリウム、コカミドプロピルベタインからなる群から選択される１つの
成分、又は、複数の成分の組み合わせであり得る。本発明の染毛製品に係る一つの実施形
態において、柔軟剤中の浸透増強剤は、柔軟剤の総重量の１～１０%（重量）を構成する
。本発明の染毛製品に係る一つの実施形態において、浸透増強剤は、柔軟剤の総重量の２
～８％（重量）を構成する。
【００５２】
　本発明の第２の特徴のいずれかの項目の染毛製品によれば、柔軟剤は、増粘剤（すなわ
ち、液体、半固体等のように流体の状態を調節する粘度調整剤）をさらに含む。本発明の
染毛製品に係る一つの実施形態において、増粘剤は、カルボマー、ヒドロキシエチルセル
ロース、及びヒドロキシプロピルセルロースのような、１以上の脂肪アルコールまたはポ
リマーを含むが、それらに制限されない。本発明の染毛製品に係る一つの実施形態におい
て、柔軟剤中増粘剤の重量割合（weight percentage）は、先行技術を考慮した上で本出
願の教示に従い当業者が適宜決めることができる。好ましくは、本発明の染毛製品に係る
一つの実施形態において、柔軟剤中の増粘剤は、柔軟剤の総重量の０．１～２％（重量）
を構成している。本発明の染毛製品に係る一つの実施形態において、柔軟剤中の増粘剤は
、柔軟剤の総重量の０．２～１％を（重量）を構成している。
【００５３】
　本発明の前記第２の特徴に基づくいずれかの項目に係る染毛製品によれば、柔軟剤は、
エマルジョン、ペースト、又は、ゲルの形態で存在し得る。
【００５４】
　本発明の第２の特徴のいずれかの項目に基づく染毛製品は、該染毛製品の使用方法に関
する情報資料（information material）をさらに含む。一つの実施形態において、前記情
報資料は、製品指示書、使用ガイドライン、技術的説明、及び、小冊子（leaflet）から
選択される。
【００５５】
　本発明の第２の特徴の任意の項目に基づく染毛製品によれば、情報資料（information 
material）は少なくとも次の情報を含む：
（ａ）毛に柔軟剤を適用することで毛を処理するステップ、及び、
（ｂ）毛に媒染剤及び染色剤を任意の順序で適用することで毛を処理するステップ。
【００５６】
　本発明の第２の特徴のいずれかの項目に基づく染毛商品によれば、情報資料中前記（ａ
）は、毛に柔軟剤を適用した後、所定の温度で所定の時間前記柔軟剤を維持するステップ
をさらに含む。実施形態において、前記情報物質の（ａ）は、柔軟剤を毛に適用してから
、１５～６０℃（好ましくは、２０～４０℃）で５～６０分間（好ましくは、２０～４０
分間、より好ましくは、２０～３０分間）維持することをさらに含む。
【００５７】
　本発明の第２の特徴のいずれかの項目に基づく染毛商品によれば、情報資料中前記（ｂ
）は、毛に媒染剤を適用した後、所定の温度で所定の時間前記媒染剤を維持することをさ
らに含む。一つの実施形態において、前記情報物質の（ｂ）は、媒染剤を毛に適用してか
ら、１５～６０℃（好ましくは２０～４０℃）で５～６０分間（好ましくは、２０～４０
分間、より好ましくは、２０～３０分間）維持することをさらに含む。
【００５８】
　本発明の第２の特徴のいずれかの項目に基づく染毛商品によれば、情報資料中前記（ｂ
）は、毛に染色剤を適用した後、所定の温度で所定の時間前記媒染剤を維持するステップ
をさらに含む。一つの実施形態において、前記情報物質の（ｂ）は、染色剤を毛に適用し
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た後、１５～６０℃（好ましくは２０～４０℃）で５～６０分間（好ましくは、５～３５
分間、より好ましくは、８～２０分間）維持することをさらに含む。
【００５９】
　　本発明の第２の特徴のいずれかの項目に基づく染毛製品によれば、情報資料は、次の
（ｉ）～（ｉｉｉ）のうち１以上を含む：
　（ｉ）（１）柔軟剤を毛に適用することで毛を処理するステップ、及び（２）使用前に
媒染剤及び染色剤を混合して、その混合物を毛に適用することで毛を処理するステップ；
又は、
　（ｉｉ）（１）使用前に柔軟剤及び媒染剤を混合して、その混合物を毛に適用すること
で毛を処理するステップ、及び、（２）染色剤を毛に適用することで毛を処理するステッ
プ；又は、
　（ｉｉｉ）（１）使用前に柔軟剤及び染色剤を混合して、その混合物を毛に適用するこ
とで毛を処理するステップ、及び、（２）媒染剤を毛に適用することで毛を処理するステ
ップ。
【００６０】
　上記情報の（ｉ）～（ｉｉｉ）のぞれぞれにおいて、ステップ（１）は、柔軟剤、柔軟
剤及び媒染剤の混合物、又は、柔軟剤及び染色剤の混合物を、毛に適用した後１５～６０
℃（好ましくは、２０～４０℃）で１０～４０分間（好ましくは、１５～３５分間、より
好ましくは２０～３０分間）維持することを含む。
【００６１】
　上記情報の（ｉ）～（ｉｉｉ）のぞれぞれにおいて、ステップ（２）は、媒染剤及び染
色剤の混合物、染色剤、又は、媒染剤を、毛に適用した後１５～６０℃（好ましくは、２
０～４０℃）で２～３０分間（好ましくは、５～２５分間、より好ましくは１０～２０分
間）維持すること含む。
【００６２】
　本発明の第２の特徴のいずれかの項目に基づく染毛製品によれば、情報資料は、次の情
報のうち１以上をさらに含み得る。
‐毛に均一に柔軟剤を繰り返し適用することで毛を処理するステップ、および、前記処理
後、必要に応じて水で毛を洗浄するステップ、
‐毛に均一に媒染剤を繰り返し適用することで毛を処理するステップ、および、前記処理
後、必要に応じて水で毛を洗浄するステップ、
‐毛に均一に染色剤を繰り返し適用することで毛を処理するステップ、および、前記処理
後、必要に応じて水で毛を洗浄するステップ、
‐毛に均一に柔軟剤および染色剤の混合物を繰り返し適用することで毛を処理するステッ
プ、および、前記処理後、必要に応じて水で毛を洗浄するステップ、
‐毛に均一に柔軟剤および媒染剤の混合物を繰り返し適用することで毛を処理するステッ
プ、および、前記処理後、必要に応じて水で毛を洗浄するステップ、
‐毛に均一に媒染剤および染色剤の混合物を繰り返し適用することで毛を処理するステッ
プ、および、前記処理後、必要に応じて水で毛を洗浄するステップ。
【００６３】
　前記本発明の第２の特徴に基づく本発明の染毛製品によれば、染毛製品の染色剤に基づ
く染色剤が提供される。したがって、本発明の第３の特徴は、有効量の有効染毛成分（ac
tive dye substance）を含む染毛製品に有用な染色剤を提供する。本発明の前記第３の特
徴のいずれかの項目に基づく本発明の染毛製品によれば、染毛剤はさらに水を含んでも良
い。水の量は、例えば、染毛剤の製造のときに加えられる適量（suitable amount）であ
り得る。その適量は、染毛剤における主成分の所定の濃度が得られるような量である。ま
た、本発明の染毛剤に水が含まれていない場合もあり得るが、本発明の好ましい実施形態
は、実施の利便性の観点からすでに水中で調剤された染毛剤（例えば、いかなる後処理な
しで直接に使用される、すぐに使えるタイプの（ready-to-use）染毛剤）、又は、使用前
に希釈する必要がある濃縮染毛剤のいずれかを提供する。
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【００６４】
　本発明の第３の特徴に基づく染色剤に係る一つの実施形態において、有効染毛成分は、
没食子酸、及びその塩若しくはエステル、又は、それらの任意の組み合わせを含むが、そ
れらに制限されない。没食子酸のエステルは、例えば、没食子酸メチル、没食子酸エチル
、又は、没食子酸プロピルであっても良い。本発明の第３の特徴に染色剤に係る一つの実
施形態によれば、有効染毛物質は没食子酸である。本発明の染色剤に係る一つの実施形態
によれば、有効染毛物質は、染毛剤の総重量の０．５～１５％（重量）を構成する。本発
明の染色剤に係る一つの実施形態によれば、有効染毛物質は、染毛剤の総重量の１～１０
％（重量）を構成する。
【００６５】
　本発明の第３の態様のいずれかの項目に係る染色剤は有効色素物質を安定化させるため
の安定化剤をさらに含有する。その安定化剤は、EDTA- Na、亜硫酸塩、亜硫酸水素塩、ア
スコルビン酸塩、システイン、及び、それらの塩または誘導体を含むが、それらに限定さ
れない。本発明の染色剤に係る一つの実施形態において、安定化剤の重量割合（weight p
ercentage）は、先行技術を考慮した上で本出願の教示に従い当業者が適宜決めることが
できる。好ましくは、本発明の染色剤に係る一つの実施例において、安定化剤は、染色剤
の総重量の0.1～1.5％（重量）を構成する。本発明の染色剤に係る一つの実施形態におい
て、安定化剤は、染色剤の総重量の0.2～1％（重量）を構成する。
【００６６】
　本発明の第３の態様のいずれかの項目に係る染色剤は、浸透増強剤（すなわち、浸透促
進剤）をさらに含む。本発明の染色剤に係る一つの実施形態において、浸透増強剤は、ア
ニオン界面活性剤、非イオン性界面活性剤、及び、両性界面活性剤のような界面活性剤、
有機溶媒、有機酸及びそのエステル、アゾン（azone）及びその類似物（homologue）等の
化学的浸透増強剤、漢方浸透増強剤（例えば、テルペン、エッセンシャルオイル、及び、
ラクトンを含む）、ならびに、それらの組み合わせを含むが、それらに制限されない。本
発明の染色剤に係る一つの実施形態において、浸透増強剤は、オレイルアルコール、硫酸
ドデシル、スルホン酸ドデシル、又は、その他のアニオン性界面活性剤、脂肪アルコール
エーテルのような非イオン性界面活性剤、コカミドプロピルベタイン（cocamidopropyl b
etaine）、または、他の両性界面活性剤、ならびに、それらの組み合わせからなる群から
選択され得る。本発明の染色剤に係る一つの実施形態において、浸透増強剤は、単一であ
るか、または、オレイルアルコール、硫酸ドデシルまたは他のアニオン性界面活性剤、脂
肪アルコールエーテルなどの非イオン性界面活性剤、コカミドプロピルベタイン、または
、他の両性界面活性剤の組み合わせであり得る。本発明の染色剤によれば、染色剤中の浸
透増強剤は、単一の浸透増強剤であっても良く、また、複数の浸透増強剤の任意の組み合
わせであっても良い。本発明の染色剤に係る一つの実施形態において、浸透増強剤は、染
色剤の総重量の２～１５%（重量）を構成する。本発明の染色剤に係る一つの実施形態に
おいて、浸透増強剤は染色剤の総重量の３～１０％（重量）を構成する。
【００６７】
　本発明の第３の特徴のいずれかの項目の染色剤によれば、染色剤（dyeing agent）は、
増粘剤（すなわち、液体、半固体等のように流体の状態を調節する粘度調整剤）をさらに
含む。本発明の洗足剤に係る一つの実施形態において、増粘剤は、カルボマー、ヒドロキ
シエチルセルロース、及びヒドロキシプロピルセルロースのような、１以上の脂肪アルコ
ールまたはポリマーを含むが、それらに制限されない。本発明の染色剤に係る一つの実施
形態において、染色剤中増粘剤の重量割合（weight percentage）は、先行技術を考慮し
た上で本出願の教示に従い当業者が適宜決めることができる。好ましくは、本発明の染色
剤に係る一つの実施形態において、増粘剤は染色剤の総重量の１～１０％（重量）を構成
している。本発明の染色剤に係る一つの実施形態において、増粘剤は染色剤の総重量の２
～８％を（重量）を構成している。
【００６８】
　発明の前記第３の実施形態のいずれかの項目に係る染色剤は、エマルジョン、ペースト
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、又は、ゲルの形態で存在し得る。
【００６９】
　本発明の第４の特徴は、本発明の第２の特徴の任意の項目に基づく染毛製品を使用する
ことで毛を染色する方法を提供する。その方法は、次のステップを含む：
　（ａ）毛に柔軟剤を適用することで毛を処理するステップ、及び、
　（ｂ）毛に媒染剤及び染色剤を任意の順序で適用することで毛を処理するステップ。
【００７０】
　本発明の第４の特徴のいずれかの項目に基づく方法によれば、前記（ａ）は、毛に柔軟
剤を適用した後、所定の温度で所定の時間前記柔軟剤を維持することをさらに含む。一つ
の実施形態において、前記（ａ）は、柔軟剤を毛に適用した後、１５～６０℃（好ましく
は、２０～４０℃）で５～６０分間（好ましくは、２０～４０分間、より好ましくは、２
０～３０分間）維持することをさらに含む。
【００７１】
　本発明の第４の特徴のいずれかの項目に基づく方法によれば、前記（ｂ）は、毛に媒染
剤を適用した後、所定の温度で所定の時間前記媒染剤を維持することをさらに含む。一つ
の実施形態において、前記（ｂ）は、媒染剤を毛に適用した後、１５～６０℃（好ましく
は２０～４０℃）で５～３０分間（好ましくは、５～２５分間、より好ましくは、１０～
２０分間）維持することをさらに含む。
【００７２】
　本発明の第４の特徴のいずれかの項目に基づく方法によれば、前記（ｂ）は、毛に媒染
剤を適用した後、所定の温度で所定の時間前記媒染剤を維持することをさらに含む。一つ
の実施形態において、前記（ｂ）は、媒染剤を毛に適用した後、１５～６０℃（好ましく
は２０～４０℃）で２～２０分間（好ましくは、５～１５分間、より好ましくは、８～１
２分間）維持することをさらに含む。
【００７３】
　本発明の第４の特徴のいずれかの項目に基づく方法は、次のステップのうち１以上をさ
らに含み得る：
　‐毛に均一に柔軟剤を繰り返し適用することで毛を処理するステップ、および、前記処
理後、必要に応じて水で毛を洗浄するステップ、
　‐毛に均一に媒染剤を繰り返し適用することで毛を処理するステップ、および、前記処
理後、必要に応じて水で毛を洗浄するステップ、
　‐毛に均一に染色剤を繰り返し適用することで毛を処理するステップ、および、前記処
理後、必要に応じて水で毛を洗浄するステップ、
　本発明の第５の特徴は、本発明の第２の特徴のいずれかの項目に基づく染毛製品を用い
て毛を染色する方法を提供する。その方法は、次の処理（ｉ）～（ｉｉｉ）のいずれか１
以上を含む：
　（ｉ）（１）柔軟剤を毛に適用することで毛を処理するステップ、及び（２）使用前に
媒染剤及び染色剤を混合して、その混合物を毛に適用することで毛を処理するステップ；
又は、
　（ｉｉ）（１）使用前に柔軟剤及び媒染剤を混合して、その混合物を毛に適用すること
で毛を処理するステップ、及び、（２）染色剤を毛に適用することで毛を処理するステッ
プ；又は、
　（ｉｉｉ）（１）使用前に柔軟剤及び染色剤を混合して、その混合物を毛に適用するこ
とで毛を処理するステップ、及び、（２）媒染剤を毛に適用することで毛を処理するステ
ップ。
【００７４】
　本発明の第５の特徴のいずれかの項目の方法によれば、上記（ｉ）～（ｉｉｉ）のいず
れか一つ以上において、ステップ（１）は、柔軟剤、柔軟剤及び媒染剤の混合物、又は、
柔軟剤及び染色剤の混合物を、毛に適用した後１５～６０℃（好ましくは、２０～４０℃
）で１０～４０分間（好ましくは、１５～３５分間、より好ましくは２０～３０分間）維
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持することを含む。
【００７５】
　本発明の第５の特徴のいずれかの項目の方法によれば、上記（ｉ）～（ｉｉｉ）のいず
れか一つ以上において、ステップ（２）は、媒染剤及び染色剤の混合物、染色剤、又は、
媒染剤を、毛に適用した後１５～６０℃（好ましくは、２０～４０℃）で２～３０分間（
好ましくは、５～２５分間、より好ましくは１０～２０分間）維持すること含む。
【００７６】
　本発明の第５の特徴のいずれかの項目に基づく方法は、次のステップのうち１以上をさ
らに含み得る：
　‐毛に均一に柔軟剤を繰り返し適用することで毛を処理するステップ、および、前記処
理後、必要に応じて水で毛を洗浄するステップ、
　‐毛に均一に媒染剤を繰り返し適用することで毛を処理するステップ、および、前記処
理後、必要に応じて水で毛を洗浄するステップ、
　‐毛に均一に染色剤を繰り返し適用することで毛を処理するステップ、および、前記処
理後、必要に応じて水で毛を洗浄するステップ、
　‐毛に均一に柔軟剤および染色剤の混合物を繰り返し適用することで毛を処理するステ
ップ、および、前記処理後、必要に応じて水で毛を洗浄するステップ、
　‐毛に均一に柔軟剤および媒染剤の混合物を繰り返し適用することで毛を処理するステ
ップ、および、前記処理後、必要に応じて水で毛を洗浄するステップ、
　‐毛に均一に媒染剤および染色剤の混合物を繰り返し適用することで毛を処理するステ
ップ、および、前記処理後、必要に応じて水で毛を洗浄するステップ。
【００７７】
　本明細書に使用された用語は、特に規定しない限り、当該技術分野において通常の意味
を持つ。次の用語は、本明細書において後述する意味を持つ。
【００７８】
　本明細書に使用する「毛（hair）」は、一般的に動物（例えば、ペット、ヒト、特に、
ヒトのような哺乳類）の毛をいう。特に、動物の毛毛（特に、ヒトの毛毛）をいう。
本明細書に使用する「染毛製品（hair dyeing product）」は、動物（例えば、ペット、
ヒト、特にヒトのような哺乳類）の毛を染めるための製品をいう。本発明において、色素
（鉄ガラート）が黒色であるため、本発明の「染毛製品」は「暗色化製品(darkening pro
duct)」とも呼ばれる。
【００７９】
　本明細書において使用する用語「毛に媒染剤及び染色剤を任意の順序で適用することで
毛を処理するステップ」は、毛を処理するために媒染剤及び染色剤が用いられるとき、媒
染剤及び染色剤の使用順序は任意であることを意味する。
【００８０】
　本明細書において使用する用語「媒染剤（mordant）」は、染色剤が、媒体（medium）
を通じて染めるべき物品（例えば、織物又は毛）を染めることを可能にする組成物をいう
。本発明において、錯体形成反応によって染料分子（dye molecule）である没食子酸とと
もに色素（pigment）を形成できる第二鉄イオンは、第一鉄イオンから空気酸化によって
生じるので、第一鉄イオンを含む組成物を、本明細書では、「媒染剤」ともいう。単に言
えば、媒染剤は、本明細書において、柔軟剤である第１の成分と染色剤である第３の成分
とは区別して、第２の成分として挙げられる。また、前述した「第１の成分」、「第２の
成分」、および、「第３の成分」は、もっぱらそれらを区別するために用いられ、順序、
サイズ、量、重要性等に関係するものではない。しかし、「第１の成分」、「第２の成分
」、および、「第３の成分」と呼ばれる３つの部分は、染毛過程において柔軟効果、媒染
効果、および、染色効果をそれぞれ引き起こし得る。また、本発明の第２の特徴に基づく
染毛製品によれば、それが生産され、保管され、輸送され、かつ、最終ユーザーに売られ
るまで、前述した３つの部分、「第１の成分」、「第２の成分」、および、「第３の成分
」は物理的に分離されていて、上記３つの成分が最終的に使われる前に、本発明の第４お
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よび第５の特徴に基づく方法に従って混合され得る。
【００８１】
　一般的に、本発明の概念によれば、本発明の第２の特徴に基づく染毛製品は、次の２つ
の方法にて使用され得る。その一つは、前述した３つの部分（「第１の成分」、「第２の
成分」、および、「第３の成分」）を一定の順序で使用して、毛をそれぞれ処理すること
であり、もう一つは、３つの部分（「第１の成分」、「第２の成分」、および、「第３の
成分」）のうち任意の２つの部分を使用する直前に混合して、それによって得た混合物を
用いて毛を処理し、その後、残りの１つの部分を用いて毛を処理することである。本発明
の染毛製品を使用する染毛過程において、本発明の染毛製品における柔軟剤、媒染剤、お
よび、染色剤は、少なくとも次の組み合わせのうちいずれかで使用され得る：
　１．ステップ（１）：毛に柔軟剤を適用し、２０～３０分間放置し、その毛を洗浄する
か洗浄しないステップ；ステップ（２）：その毛に媒染剤を適用し、１０～２０分間放置
し、その毛を洗浄するステップ；及び、ステップ（３）：その毛に染色剤を適用し、１０
分間放置し、その毛を洗浄するステップ
　２．ステップ（１）：毛に柔軟剤を適用し、２０～３０分間放置し、その毛を洗浄する
か洗浄しないステップ；ステップ（２）：その毛に染色剤を適用し、１０～２０分間放置
し、その毛を洗浄するステップ；及び、ステップ（３）：その毛に媒染剤を適用し、１０
分間放置し、その毛を洗浄するステップ
　３．ステップ（１）：毛に柔軟剤を適用し、２０～３０分間放置し、その毛を洗浄する
か洗浄しないステップ；ステップ（２）：予め媒染剤と染色剤を一定の割合で混合してお
き、（その混合物を）を毛に適用し、１０～２０分間放置し、毛を洗浄するステップ
　４．ステップ（１）：予め柔軟剤と媒染剤を一定の割合で混合しておき、（その混合物
を）を毛に適用し、２０～３０分間放置し、毛を洗浄するステップ；及び、ステップ（２
）：毛に染色剤を適用し、１０～２０分間放置し、毛を洗浄するステップ
　５．ステップ（１）：予め柔軟剤と染色剤を一定の割合で混合しておき、（その混合物
を）を毛に適用し、２０～３０分間放置し、毛を洗浄するステップ；及び、ステップ（２
）：毛に媒染剤を適用し、１０～２０分間放置し、毛を洗浄するステップ。
【００８２】
　また、前述の３つの部分（「第１の成分」、「第２の成分」、および、「第３の成分」
）のうちいずれか２つの部分が使用前の段階で混合されるとき、混合された２つの成分の
割合（重量）は、(0.1～10):1、好ましくは、(0.2～8):1、好ましくは、(0.5～5):1、好
ましくは、(0.8～2):1(例えば、約0.5:1、約0.8:1、約1:1、約1.2:1、約1.5:1、約1.8:1
、又は、約2:1)であり得る。
【００８３】
　本明細書に使用する用語「第一鉄塩」は、一般的に第一鉄イオン(即ち、二価鉄イオン)
によって形成された塩をいう。本発明の第一鉄塩には、例えば、硫酸第一鉄、塩化第一鉄
、硝酸第一鉄（ferrous nitrate）等が含まれる。当業者は、第一鉄塩に第一鉄化合物か
ら化学的転換によってその場で（in situ）形成された第一鉄塩が含まれること（即ちす
なわち、第一鉄塩が第一鉄化合物までカバーできるものであること）を理解できるだろう
。例えば、酸化第一鉄（ferrous oxide）は、塩酸によってその場で転換されて第一鉄塩
として塩化第一鉄を形成するので、酸化第一鉄も本発明の第一鉄塩に含まれるとされる。
【００８４】
　本明細書において使用する用語「有効量（effective amount）」は、言及された成分の
量（例えば、媒染剤中第一鉄塩の量）についていい、一般的な適用（途布）条件の下で所
定の染毛効果を得るために十分な量をいう。
【００８５】
　本明細書において使用する用語「酸化防止剤」は、酸化しやすい成分（物質）の酸化を
防げる成分（物質）をいう。例えば、本発明の媒染剤に使用された酸化防止剤は、そこに
含まれた第一鉄塩の酸化を防止することができる。
【００８６】
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　本明細書において使用する用語「浸透増強剤」は、他の成分（物質）の浸透を促す（向
上させる）ために用いられる成分（物質）をいう。例えば、本発明の媒染剤中に使用され
た浸透増強剤は、第一鉄塩が毛の内部へ浸透する速度（rate）を加速する。
【００８７】
　本明細書において使用する用語「増粘剤」は、一般的に流体の粘度を調節するために用
いられる成分（物質）をいい、流体の粘度を増加させることが多い。
【００８８】
　３つの部分：本発明の媒染剤、柔軟剤、及び、染色剤はエマルジョン、ペースト、又は
、ゲルの形態で存在し得る。本発明によれば、３つの部分は、それ以外の別の形態（例え
ば、溶液の形態）で存在し得る。
【００８９】
　本明細書において使用する用語「柔軟剤」は、一般的に毛のクチクラのケラチンを柔ら
かくする組成物をいう。本発明において、ジスルフィド結合還元剤およびアルカリ化剤を
含んで毛を柔らかくするとともに膨潤しうる組成物を「柔軟剤」と称する。
【００９０】
　本明細書において使用する用語「染色剤」は、一般的に繊維および他の物質を染めるこ
とができる組成物をいう。本発明において、有効染色成分、および、染色効果を向上させ
る副成分を含んで、毛を染めることができる組成物を「染色剤」と称する。
【００９１】
　本明細書において使用する用語「有効染色成分（active dye substance）」は、一般的
に繊維、毛、および、その他の物質を染めることができる有効成分のことをいう。この有
効染色成分は、本発明のより優れた効果を得るために使用される副成分とは異なる。本発
明において、有効染色成分は、色止めのための金属イオンを含むものではないが、染色剤
を処理する前後に媒染剤で毛を処理することによって得られた金属イオンと錯体を形成で
きる物質をいう。また、「有効染色成分」は、特に没食子酸、および、そのエステルのよ
うな物質をいう。
【００９２】
　本明細書において使用する用語「安定化剤」は、一般的に他の成分（物質）を安定化さ
せることができる成分（物質）をいう。例えば、染色剤に使用された「安定化剤」によっ
て、そこに含まれた没食子酸等の有効染色成分が物理的に又は化学的により安定なものと
なり得る。
本明細書において使用する用語「ジスルフィド結合還元剤」は、一般的に毛のジスルフィ
ド結合（－Ｓ－Ｓ－）を－ＳＨに還元することができる還元剤をいう。こうした還元によ
って、テンション（tension）が解き、毛への有効成分の浸透が促進される。例を挙げる
と、本発明におけるアセチルシステイン又はその誘導体がある。ジスルフィド結合還元剤
の例については、この明細書に詳細に記載されている。
本明細書において使用する（特に本発明の柔軟剤において使用する）用語「アルカリ化剤
」は、一般的に得られたものを特定のｐＨ値にする成分（物質）をいう。例えば、本発明
の染毛製品において、柔軟剤におけるアルカリ化剤は、柔軟剤のｐＨ値を７未満にするか
、又は、８未満にするか、又は、９未満にするか、又は、１０未満にするか、又は、１１
未満にする。このｐＨ値は、ｐＨペーパー、又は、周知の方法（ｐＨメーター分析）を用
いて直接測定することができる。その測定は、適切な処理を施してから（例えば、水で適
切に希釈した後）行うことができる。
【００９３】
　本明細書において使用する用語「主成分」は、一般的に組成物における有効成分のこと
を意味する。例えば、本発明の第１の特徴に係る染毛製品に有用な媒染剤においては、有
効成分としての第一鉄塩が「主成分」といえる。「主成分」の観点からすれば、組成物を
なすそれ以外の成分は、「副成分」ともいえる。例えば、本発明の媒染剤に含まれた酸化
防止剤は、「副成分」といえる。
【００９４】
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　本発明に係る染毛製品における媒染剤、柔軟剤、および、染色剤に関して、それらの製
造方法は関連テキストに基づいて当業者に容易に実施され得る。例えば、その製造方法は
、混合、加熱、撹拌、milling, emulsifying, metered volume, subpackaging等のステッ
プによって行うことができる。例えば、製剤化は、文献［Pharmacy, Edited by Xi Nianz
hu, People's Health Publishing House, Beijing, 1994］における溶液、エマルジョン
、および、ペーストに関する記載に基づいて実施することができる。このテキストの記載
内容は、参考までに本明細書に組み込まれる。
【００９５】
　本発明の媒染剤およびその媒染剤を含む染毛製品は、チオグリコール酸、芳香族化合物
（例えば、ｐ－フェニレンジアミン）、および、過酸化水素を含んでいないため、安全で
、刺激性もなく、発がんの恐れもない。
白髪（white hair）を持った被験者に適用したところ、アレルギー率は０％であった。天
然ブラック色には染まった毛が存在し、約４５日間維持された（優れた堅牢度）。また、
第一鉄イオンは本発明の媒染剤中の有効成分として用いられる。それによって、市販期間
中の製品の安定性および染色効果が保証される。また、本発明の染毛製品は、柔軟剤およ
び染色剤に毛洗浄および毛のケアー成分を含んでも良く、染毛過程において数回（many t
imes）も毛を洗う必要がない。したがって、本発明の染毛製品で染めた毛は、色度（chro
maticity）及び堅牢度（fastness）に優れ、天然の光沢、安定性、使用の利便性を備えて
いる。
本発明については、以下の実施例、比較実施例、および、テスト実施例に基づいてさらに
説明する。これらの実施例、比較実施例、および、テスト実施例は、単に本発明を説明す
るために採用されたものに過ぎず、決して本発明を限定するものではない。
【００９６】
　本明細書では、実施例に使用された材料および方法が記載されている。本発明に用いら
れる多くの材料および方法は当業者によく知られているが、これらについて可能な限り詳
細に記載した。当業者は、仮にそれらについて具体的に記載されていない場合であっても
、本発明に用いられる材料および方法を理解できるだろう。
【実施例１】
【００９７】
　（１）柔軟剤（この明細書における「第１の成分」、総量１００ｇ）：N-アセチルシス
テイン６ｇ、亜硫酸ナトリウム1g、ドデシル硫酸ナトリウム4ｇ、カルボマー0.5g、ヒダ
ントイン0.2gを均一に混合し、その後、アルギニンおよびモノエタノールアミン（アルギ
ニン：モノエタノールアミン= 1:1（重量比））の混合物を加えて最終pH9.5となるように
調整した（試験紙）。その後、脱イオン水を加えて100 gにし、撹拌して均一に混合する
ことでゲルを得た。
【００９８】
　（２）媒染剤(本明細書における第２の成分、総量１００ｇ)：５ｇのセテアリルアルコ
ール（cetearyl alcohol）、５ｇのセチアレス－６（ceteareth-6）、０．２５ｇのメル
パラベン、０．１５ｇのエチルパラベン、５ｇの硫酸第一鉄、０．５ｇのシステインを均
一に混合し、その後、余分の脱イオン水を加え、攪拌によって均一に混合して、ペースト
を得た。
【００９９】
　（３）染色剤（本明細書における第３の成分、総量１００ｇ）：５ｇのセテアリルアル
コール、５ｇのセチアレス－６、２ｇのドデシル硫酸ナトリウム、２ｇのラノリン、２ｇ
のアルボレン（albolene）、６ｇの没食子酸、０．２ｇの亜硫酸ナトリウム、０．２ｇの
エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム（disodium ethylenediamine tetraacetate）、０
．２５ｇのメチルパラベン、０．１５ｇのプロピルパラベンを均一に混合し、その後、余
分の脱イオン水を加え、攪拌によって均一に混合することでパーストを得た。
【０１００】
　（４）毛束（hair bundle）の染毛テスト（hair dyeing test）：洗浄しない毛に軟化
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剤を直接繰り返し適用し（このとき櫛を用いる）、２０～３０分間放置した。その毛を洗
浄せずに、上記柔軟剤の適用方法に基づいて媒染剤を均一に適用し、１０～２０分間放置
した。その後、その毛を少量の温水で洗浄し、水が落ちない程度に拭いた。その毛に前述
の適用方法に基づいて染色剤を均一に適用し、１０分間放置し、ドライヤー又は空気で乾
かした。その結果によれば、本発明の実施例に係る染毛製品で染めた毛束は色度（chroma
ticity）及び堅牢度（fastness）に優れ、かつ、その製剤が安定していた。
【０１０１】
　以下の実施例１－１、２、２－１、３－１、４及び５においては、柔軟剤、媒染剤及び
染色剤の組成のみが記載されているが、その製造工程などは、実施例１の記載に基づく。
［実施例１－１］
　（１）柔軟剤（この明細書における「第１の成分」、総量１００ｇ）：６ｇのN-アセチ
ルシステイン、１ｇの亜硫酸ナトリウム、４ｇのドデシル硫酸ナトリウム、０．５ｇのカ
ルボマー、アルギニン：モノエタノールアミン＝１：１(重量比)（最終ｐＨ＝９．５）（
試験紙）に余分の脱イオン水を加え、攪拌によって混合し、処理して、ゲルを得た。
【０１０２】
　（２）媒染剤(本明細書における第２の成分、総量１００ｇ)：５ｇのセテアリルアルコ
ール、５ｇのセチアレス－６（ceteareth-6）、０．２５ｇのメチルパラベン、０．１５
ｇのエチルパラベン、５ｇの硫酸第一鉄、０．５ｇのシステインに余分の脱イオン水を加
え、攪拌によって混合し、処理して、ペーストを得た。
【０１０３】
　（３）染色剤（本明細書における第３の成分、総量１００ｇ）：５ｇのセテアリルアル
コール、５ｇのセチアレス－６、２ｇのドデシル硫酸ナトリウム、２ｇのラノリン、２ｇ
のアルボレン、６ｇの没食子酸、０．２ｇの亜硫酸ナトリウム、０．２ｇのエチレンジア
ミン四酢酸二ナトリウム、０．２５ｇのメチルパラベン、０．１５ｇのプロピルパラベン
に脱イオン水を加え、処理して、ペーストを得た。
【０１０４】
　（４）毛束（hair bundle）の染毛テスト（hair dyeing test）：洗浄しない毛に軟化
剤を直接繰り返し適用し（このとき櫛を用いる）、２０～３０分間放置した。その毛を洗
浄せずに、上記柔軟剤の適用方法に基づいて媒染剤を均一に適用し、１０～２０分間放置
した。その後、その毛を少量の温水で洗浄し、水が落ちない程度に拭いた。その毛に前述
の適用方法に基づいて染色剤を均一に適用し、１０分間放置し、ドライヤー又は空気で乾
かした。その結果によれば、本発明の実施例に係る染毛製品で染めた毛束は色度（chroma
ticity）及び堅牢度（fastness）に優れ、かつ、その製剤が安定していた。
【実施例２】
【０１０５】
　（１）柔軟剤（この明細書における「第１の成分」、総量１００ｇ）：１．５ｇのシス
テイン、０．５ｇの亜硫酸ナトリウム、４ｇのドデシル硫酸ナトリウム、６ｇのラウレス
硫酸ナトリウム、０．５ｇのカルボマー、０．２ｇのヒダントイン、アルギニン：モノエ
タノールアミン＝１：１(重量比)（最終ｐＨ＝１０．５）（試験紙）、及び、余分の脱イ
オン水。
【０１０６】
　（２）媒染剤(本明細書における第２の成分、総量１００ｇ)：１ｇのセテアリルアルコ
ール、１０ｇのセチアレス－６（ceteareth-6）、１０ｇの塩化第一鉄、２ｇのアセチル
システイン、０．２５ｇのメチルパラベン、０．１５ｇのプロピルパラベン、及び、余分
の脱イオン水。
【０１０７】
　（３）染色剤（本明細書における第３の成分、総量１００ｇ）：５ｇのセテアリルアル
コール、５ｇのセチアレス－６、２ｇのドデシル硫酸ナトリウム、２ｇのラノリン、２ｇ
のアルボレン、１５ｇの没食子酸、１ｇの亜硫酸ナトリウム、０．５ｇのエチレンジアミ
ン四酢酸二ナトリウム、０．２５ｇのメチルパラベン、０．１５ｇのプロピルパラベン、
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及び、余分の脱イオン水。
【０１０８】
　（４）毛束（hair bundle）の染毛テスト（hair dyeing test）：洗浄しない毛に軟化
剤を直接繰り返し適用し（このとき櫛を用いる）、２０～３０分間放置した。その毛を洗
浄せずに、上記柔軟剤の適用方法に基づいて染色剤を均一に適用し、１０～２０分間放置
した。その後、その毛を少量の温水で洗浄し、水が落ちない程度に拭いた。その毛に前述
の適用方法に基づいて媒染剤を均一に適用し、１０分間放置し、ドライヤー又は空気で乾
かした。その結果によれば、本発明の実施例に係る染毛製品で染めた毛束は色度（chroma
ticity）及び堅牢度（fastness）に優れ、かつ、その製剤が安定していた。
［実施例２－１］
　（１）柔軟剤（この明細書における「第１の成分」、総量１００ｇ）：１．５ｇのシス
テイン、０．５ｇの亜硫酸ナトリウム、４ｇのドデシル硫酸ナトリウム、６ｇのラウレス
硫酸ナトリウム、０．５ｇのカルボマー、アルギニン：モノエタノールアミン＝１：１(
重量比)（最終ｐＨ＝１０．５）（試験紙）、及び、余分の脱イオン水。
【０１０９】
　（２）媒染剤(本明細書における第２の成分、総量１００ｇ)：１ｇのセテアリルアルコ
ール、１０ｇのセチアレス－６（ceteareth-6）、１０ｇの塩化第一鉄、２ｇのアセチル
システイン、０．２５ｇのメチルパラベン、０．１５ｇのプロピルパラベン、及び、余分
の脱イオン水。
【０１１０】
　（３）染色剤（本明細書における第３の成分、総量１００ｇ）：５ｇのセテアリルアル
コール、５ｇのセチアレス－６、２ｇのドデシル硫酸ナトリウム、２ｇのラノリン、２ｇ
のアルボレン、１５ｇの没食子酸、１ｇの亜硫酸ナトリウム、０．５ｇのエチレンジアミ
ン四酢酸二ナトリウム、０．２５ｇのメチルパラベン、０．１５ｇのプロピルパラベン、
及び、余分の脱イオン水。
【０１１１】
　（４）毛束（hair bundle）の染毛テスト（hair dyeing test）：洗浄しない毛に軟化
剤を直接繰り返し適用し（このとき櫛を用いる）、２０～３０分間放置した。その毛を洗
浄せずに、上記柔軟剤の適用方法に基づいて染色剤を均一に適用し、１０～２０分間放置
した。その後、その毛を少量の温水で洗浄し、水が落ちない程度に拭いた。その毛に前述
の適用方法に基づいて媒染剤を均一に適用し、１０分間放置し、ドライヤー又は空気で乾
かした。その結果によれば、本発明の実施例に係る染毛製品で染めた毛束は色度（chroma
ticity）及び堅牢度（fastness）に優れ、かつ、その製剤が安定していた。
【実施例３】
【０１１２】
　（１）柔軟剤（この明細書における「第１の成分」、総量１００ｇ）：２４ｇのＮ－ア
セチルシステイン、１ｇの亜硫酸ナトリウム、２ｇのドデシル硫酸ナトリウム、２ｇのコ
カミドプロピルベタイン、０．５ｇのカルボマー、０．２ｇのヒダントイン、アルギニン
：モノエタノールアミン＝１：１(重量比)（最終ｐＨ＝８．５）（試験紙）、及び、余分
の脱イオン水。
（２）媒染剤(本明細書における第２の成分、総量１００ｇ)：１０ｇのセテアリルアルコ
ール、１ｇのセチアレス－６、０．５ｇの硝酸第一鉄（ferrous nitrate）、０．１ｇの
塩酸システイン、０．２５ｇのメチルパラベン、０．１５ｇのプロピルパラベン、及び、
余分の脱イオン水。
【０１１３】
　（３）染色剤（本明細書における第３の成分、総量１００ｇ）：５ｇのセテアリルアル
コール、５ｇのセチアレス－６、２ｇのドデシル硫酸ナトリウム、２ｇのラノリン、２ｇ
のアルボレン、０．２５ｇのメチルパラベン、０．１５ｇのプロピルパラベン、０．５ｇ
の没食子酸、０．０５ｇの亜硫酸ナトリウム、０．０５ｇのエチレンジアミン四酢酸二ナ
トリウム、及び、余分の脱イオン水。
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【０１１４】
　（４）毛束（hair bundle）の染毛テスト（hair dyeing test）：洗浄しない毛に軟化
剤を直接繰り返し適用し（このとき櫛を用いる）、２０～３０分間放置した。その毛を洗
浄し、媒染剤と染色剤を１：１の割合で混合し、その混合物を上記柔軟剤の適用方法に基
づいて均一に適用し、１０～２０分間放置した。その後、その毛を温水で洗浄し、ドライ
ヤー又は空気で乾かした。
【０１１５】
　その結果によれば、本発明の実施例に係る染毛製品で染めた毛束は色度及び堅牢度に優
れ、かつ、その製剤が安定していた。
［実施例３－１］
　（１）柔軟剤（この明細書における「第１の成分」、総量１００ｇ）：２４ｇのN-アセ
チルシステイン、１ｇの亜硫酸ナトリウム、２ｇのドデシル硫酸ナトリウム、２ｇのコカ
ミドプロピルベタイン、０．５ｇのヒドロキシエチルセルロース、アルギニン：モノエタ
ノールアミン＝１：１(重量比)（最終ｐＨ＝８．５）（試験紙）、及び、余分の脱イオン
水。
【０１１６】
　（２）媒染剤(本明細書における第２の成分、総量１００ｇ)：１０ｇのセテアリルアル
コール、１ｇのセチアレス－６、０．５ｇの 硝酸第一鉄、０．１ｇの塩酸システイン、
０．２５ｇのメチルパラベン、０．１５ｇのプロピルパラベン、及び、余分の脱イオン水
。
【０１１７】
　（３）染色剤（本明細書における第３の成分、総量１００ｇ）：５ｇのセテアリルアル
コール、５ｇのセチアレス－６、２ｇのドデシル硫酸ナトリウム、２ｇのラノリン、２ｇ
のアルボレン、０．５ｇの没食子酸、０．０５ｇの亜硫酸ナトリウム、０．０５ｇのエチ
レンジアミン四酢酸二ナトリウム、０．２５ｇのメチルパラベン、０．１５ｇのプロピル
パラベン、及び、余分の脱イオン水。
【０１１８】
　（４）毛束（hair bundle）の染毛テスト（hair dyeing test）：洗浄しない毛に軟化
剤を直接繰り返し適用し（このとき櫛を用いる）、２０～３０分間放置した。その毛を洗
浄し、媒染剤と染色剤を１：１の割合で混合し、その混合物を上記柔軟剤の適用方法に基
づいて均一に適用し、１０～２０分間放置した。その後、その毛を温水で洗浄し、ドライ
ヤー又は空気で乾かした。
【０１１９】
　その結果によれば、本発明の実施例に係る染毛製品で染めた毛束は色度及び堅牢度に優
れ、かつ、その製剤が安定していた。
【実施例４】
【０１２０】
　（１）柔軟剤（この明細書における「第１の成分」、総量１００ｇ）：２４ｇのN-アセ
チルシステイン、１ｇの亜硫酸ナトリウム、１ｇのドデシル硫酸ナトリウム、１ｇのキサ
ンタンゴム、アルギニン：モノエタノールアミン＝１：１(重量比)（最終ｐＨ＝９．５）
（試験紙）、及び、余分の脱イオン水。
【０１２１】
　（２）媒染剤(本明細書における第２の成分、総量１００ｇ)：１０ｇのセテアリルアル
コール、５ｇのセチアレス－６、５ｇのグルコン酸第一鉄、０．８ｇの塩酸システイン、
０．２５ｇのメチルパラベン、０．１５ｇのプロピルパラベン、及び、余分の脱イオン水
。
【０１２２】
　（３）染色剤（本明細書における第３の成分、総量１００ｇ）：５ｇのセテアリルアル
コール、１ｇのセチアレス－６、２ｇのドデシル硫酸ナトリウム、２ｇのラノリン、２ｇ
のアルボレン、０．５ｇの没食子酸、０．０５ｇの亜硫酸ナトリウム、０．０５ｇのエチ



(22) JP 5770107 B2 2015.8.26

10

20

30

40

50

レンジアミン四酢酸二ナトリウム、０．２５ｇのメチルパラベン、０．１５ｇのプロピル
パラベン、及び、余分の脱イオン水。
【０１２３】
　（４）毛束（hair bundle）の染毛テスト（hair dyeing test）：洗浄していない毛を
用い、軟化剤及び媒染剤を１：１の割合で予め混合しておき、毛にその混合物を均一に直
接繰り返し適用して（このとき櫛を用いる）、２０～３０分間放置した。その毛を洗浄し
、櫛を利用して染色剤をその毛に均一に適用して、１０～２０分間放置した。その後、そ
の毛を温水で洗浄し、ドライヤー又は空気で乾かした。
【０１２４】
　その結果によれば、本発明の実施例に係る染毛製品で染めた毛束は色度及び堅牢度に優
れ、かつ、その製剤が安定していた。
【実施例５】
【０１２５】
　（１）柔軟剤（この明細書における「第１の成分」、総量１００ｇ）：２４ｇのN-アセ
チルシステイン、１ｇの亜硫酸ナトリウム、１ｇのコカミドプロピルベタイン、０．１ｇ
のヒドロキシプロピルメチルセルロース、アルギニン：モノエタノールアミン＝１：１(
重量比)（最終ｐＨ＝１０．５）（試験紙）、及び、余分の脱イオン水。
【０１２６】
　（２）媒染剤(本明細書における第２の成分、総量１００ｇ)：１０ｇのセテアリルアル
コール、３ｇのセチアレス－６、０．５ｇの乳酸第一鉄、０．１ｇの塩酸システイン、０
．２５ｇのメチルパラベン、０．１５ｇのプロピルパラベン、及び、余分の脱イオン水。
【０１２７】
　（３）染色剤（本明細書における第３の成分、総量１００ｇ）：５ｇのセテアリルアル
コール、３ｇのセチアレス－６、２ｇのドデシル硫酸ナトリウム、２ｇのラノリン、２ｇ
のアルボレン、０．５ｇの没食子酸、０．０５ｇの亜硫酸ナトリウム、０．０５ｇのエチ
レンジアミン四酢酸二ナトリウム、０．２５ｇのメチルパラベン、０．１５ｇのプロピル
パラベン、及び、余分の脱イオン水。
【０１２８】
　（４）毛束（hair bundle）の染毛テスト（hair dyeing test）：洗浄しない毛を用い
、染色剤と柔軟剤を予め定められた割合で混合し、その混合物を直接毛に繰り返し適用し
（このとき、櫛を用いる）、２０～３０分間放置した。その毛を洗浄し、櫛を用いて毛に
媒染剤を適用し、１０～２０分間放置した。その後、その毛を温水で洗浄し、ドライヤー
又は空気で乾かした。
【０１２９】
　その結果によれば、本発明の実施例に係る染毛製品で染めた毛束は色度及び堅牢度に優
れ、かつ、その製剤が安定していた。
【０１３０】
　[比較実施例１：CN1593375Aの方法に基づく染毛製品の製造]
　（１）柔軟剤（総量１００ｇ）：２．０ｇのN-アセチルシステイン、０．５ｇの亜硫酸
ナトリウム、２．０ｇのナトリウムカルボキシメチルセルロース、０．１ｇのエチレンジ
アミン四酢酸二ナトリウム、１０．０ｇモノエタノールアミン、８５．４ｇの脱イオン水
を溶けるまで混合した。
【０１３１】
　（２）染色剤（総量１００ｇ）：2.0gのgardenia yellow、5.0gのナトリウムカルボキ
シメチルセルロース、1.0g of ドデシル硫酸ナトリウム、および、92gの脱イオン水を溶
けるまで撹拌した。
【０１３２】
　（３）媒染剤（総量１００ｇ）：3gの塩化第一鉄、3gのキサンタンゴム、および、94g
の脱イオン水を溶けるまで撹拌して、媒染剤を得た。
【０１３３】
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　（４）毛束（hair bundle）の染毛テスト（hair dyeing test）：毛を洗浄し、毛上の
水気を拭き取り、その毛に処理剤（treating agent）を均一に塗布し、３５～４５℃に加
熱し、１５～２５分間放置した。その毛に染色剤を均一に塗布し、３５～４５℃に加熱し
、５～１０分間放置した。その毛に媒染剤を最終的に塗布し、３５～４５℃に加熱し、４
～８分間放置した。その毛を温水で洗浄した。
【０１３４】
　[比較実施例２： CN1401310Aの方法に基づく染毛製品の製造]
　（１）柔軟剤（総量１００ｇ）：10gのDL-塩酸システイン、4gのエタノールアミン、2g
の脂肪アルコール、3gのアルボレン、1gの脂肪アルコール－ポリオキシエチレンエーテル
、3gのポリオキシエチレンソルビタンモノステアラート（polyoxyethylene sorbitan mon
ostearate）、1gの硫酸アルキル塩、3gのモノステアリン酸グリセリン（glyceryl monost
earate）、3gのソルビタンモノステアラート、70gの精製水を撹拌によって混合した。
【０１３５】
　（２）媒染剤（総量１００ｇ）：５gの硫酸第一鉄、４gのカルボキシメチルセルロース
、９１ｇの精製水を、溶けるまで撹拌した。
【０１３６】
　（３）染色剤（総量１００ｇ）：3gの没食子酸、4gのエタノールアミン、3gのアルボレ
ン、1gの脂肪アルコール‐ポリオキシエチレンエーテル、2gのポリオキシエチレンソルビ
タンモノステアラート、3gのモノステアリン酸グリセリン、3gのソルビタンモノステアラ
ート、76gの精製水を撹拌によって混合した。
【０１３７】
　（４）毛束の染毛テスト：毛を水で濡らし、毛上の水気を拭き取り、櫛を利用してその
毛に柔軟剤を直接繰り返し均一に塗布し、２０～３０分間放置した。洗浄せずに、その毛
に媒染剤を、柔軟剤と同じ要領で均一に塗布し、１５～３０分間放置した。その後、その
毛を少量の温水で洗浄し、水が落ちない程度まで水気を拭き取った。その毛に、上記柔軟
剤および媒染剤と同じ要領で染色剤を均一に塗布し、１０～２０分間放置した。その毛を
温水で洗浄し、空気又はドライヤーで乾燥させた。
【０１３８】
　[試験実施例１]製剤の安定性および毛束の色度および堅牢度の試験
　（１）試験方法：
　毛束の色度：乾燥した毛の色度を色度計で測定し、また肉眼で観察した。
【０１３９】
　毛束の堅牢度：乾燥した毛を太陽光に呈して、その日光堅牢度を観察した。乾燥した毛
を市販のシャンプーで洗浄して、その耐洗浄堅牢度（resistance fastness）を観察した
。
【０１４０】
　製品の安定性：サンプルを４５℃のベーキングオーブンに保管し(２種間)、冷蔵庫(－
１０℃)に保管した。そのサンプルを状態の観点から観察し、染色試験に使用した。
【０１４１】
　（２）試験結果
　実施例１の３つの製剤、比較実施例１、および、比較実施例２をその方法に基づく染毛
に使用し、その安定性を観察した。
【０１４２】
　実施例１の染毛製品の染毛結果によれば、色度計によって黒が測定された。また、肉眼
観察を行った。また、太陽光に４５日間呈し、４５回洗浄した後の堅牢度を観察した。３
つの部分(柔軟剤、媒染剤、および、染色剤)に対し安定性試験を行ったが、試験前後を通
してその外観に明らかな変化はなく、またその染毛結果にも変化はなかった。
【０１４３】
　比較実施例１の染毛製品の毛束の染毛結果によれば、色度計によって淡黄色がかかった
非黒色が測定され、肉眼では黄色が観察された。堅牢度試験では、太陽光に１０日間呈し
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、５回洗浄した後、退色（color fading）が観察された。３つの部分（柔軟剤、媒染剤、
染色剤）に対し安定性試験を行ったが、試験前後を通して外観に明らかな変化はなかった
。媒染剤中の有効成分は三価の鉄であり、部分的に沈殿が起こり、時間の経過とともにそ
の沈殿はさらに進み、その色も段々暗くなってきた。染毛結果は、淡黄色であった。
【０１４４】
　比較実施例２の染毛製品の毛束の染毛結果によれば、色度計によって淡黄色がかかった
非黒色が測定され、肉眼ではふじ色（light purple）が観察された。堅牢度試験では、太
陽光に１０日間呈し、５回洗浄した後、退色（color fading）が観察された。３つの部分
（柔軟剤、媒染剤、染色剤）に対し安定性試験を行ったが、試験前後を通して外観に明ら
かな変化はなかった。媒染剤中の有効成分は三価の鉄であり、部分的に沈殿が起こり、時
間の経過とともにその沈殿はさらに進み、その色も段々暗くなってきた。染毛結果は、ふ
じ色であった。
【０１４５】
　また、本発明の実施例１の染毛製品を、白髪を持った被験者に塗布したら、毛は天然の
黒色に染まり、その堅牢度は約４５日間保たれ、そして、そのアレルギー率は０％であっ
た。
【０１４６】
　本発明の発明者は、本発明の別の実施例に基づいて製造されたサンプルに対しても上記
試験実施例１に記載された方法と同じ要領で試験を行った。その結果は、実施例１のサン
プルと同程度で、満足できるものであった。
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