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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）アルカノールアミン、（Ｂ）油性成分、（Ｃ）界面活性剤、（Ｄ）水と水溶性溶
媒の少なくとも一方及び（Ｅ）染料を含有する第１剤と、酸化剤及び水を含有する第２剤
を用時に混合調製して酸化染毛剤として用いられる毛髪化粧料組成物であって、前記第１
剤には、前記油性成分が６０～７０重量％含有されるとともに、前記（Ｃ）界面活性剤と
して、親水性－疎水性バランス（ＨＬＢ）が１０～１５の非イオン性界面活性剤を配合す
ることにより、前記第１剤を油中水型可溶化物又は油中水溶性溶媒型可溶化物として構成
し、第１剤と第２剤とを混合することにより水中油型乳化物となることを特徴とする毛髪
化粧料組成物。
【請求項２】
　（Ａ）アルカノールアミン、（Ｂ）油性成分、（Ｃ）界面活性剤及び（Ｄ）水と水溶性
溶媒の少なくとも一方を含有する第１剤と、酸化剤及び水を含有する第２剤を用時に混合
調製して毛髪脱色剤として用いられる毛髪化粧料組成物であって、前記第１剤には、前記
油性成分が６０～７０重量％含有されるとともに、前記（Ｃ）界面活性剤として、親水性
－疎水性バランス（ＨＬＢ）が１０～１５の非イオン性界面活性剤を配合することにより
、前記第１剤を油中水型可溶化物又は油中水溶性溶媒型可溶化物として構成し、第１剤と
第２剤とを混合することにより水中油型乳化物となることを特徴とする毛髪化粧料組成物
。
【請求項３】
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　前記第２剤は水溶液であることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の毛髪化粧料
組成物。
【請求項４】
　前記第２剤には、さらに増粘剤が含有されていることを特徴とする請求項１から請求項
３のいずれか一項に記載の毛髪化粧料組成物。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、酸化染毛剤又は毛髪脱色剤として毛髪に適用される毛髪化粧料組成物に関する
ものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、この種の毛髪化粧料組成物は、アルカリ剤及び酸化染料中間体等の染料を含有する
第１剤と、酸化剤を含有する第２剤とを混合することにより調製されて、酸化染毛剤とし
て使用されている。また、第１剤の酸化染料中間体等の染料を除き、酸化剤を含有する第
２剤と混合することにより調製されたものは、毛髪脱色剤として使用されている。これら
の酸化染毛剤及び毛髪脱色剤は液状あるいはクリーム状のものが広く使用されている。
【０００３】
液状タイプとしては、ミセル型可溶化物の第１剤と、水中油型（以下、Ｏ／Ｗ型という。
）乳化物又は水溶液の第２剤とを混合して、ミセル型のゲル状可溶化物を形成するものが
一般的である。一方、クリーム状タイプとしては、Ｏ／Ｗ型乳化物を形成するものが一般
的である。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、上記従来の毛髪化粧料組成物において、液状タイプはクリーム状タイプに比べ
て毛髪になじみにくいため染毛力・脱色力が弱いという問題があった。一方、クリーム状
タイプが形成するＯ／Ｗ型乳化物は、元々熱力学的に不安定な系であるため、高温での分
離、経時の粘度変化等が発生し、保存安定性が十分に得られないという問題があった。
【０００５】
本発明は、上記のような従来技術に存在する問題点に着目してなされたものである。その
目的とするところは、十分な染毛力・脱色力を得ることができるとともに、十分な保存安
定性を得ることができる毛髪化粧料組成物を提供することにある。その他の目的とすると
ころは、簡便に製造することができる毛髪化粧料組成物を提供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　上記の目的を達成するために請求項１に記載の発明の毛髪化粧料組成物では、（Ａ）ア
ルカノールアミン、（Ｂ）油性成分、（Ｃ）界面活性剤、（Ｄ）水と水溶性溶媒の少なく
とも一方及び（Ｅ）染料を含有する第１剤と、酸化剤及び水を含有する第２剤を用時に混
合調製して酸化染毛剤として用いられる毛髪化粧料組成物であって、前記第１剤には、前
記油性成分が６０～７０重量％含有されるとともに、前記（Ｃ）界面活性剤として、親水
性－疎水性バランス（ＨＬＢ）が１０～１５の非イオン性界面活性剤を配合することによ
り、前記第１剤を油中水型可溶化物又は油中水溶性溶媒型可溶化物として構成し、第１剤
と第２剤とを混合することにより水中油型乳化物となるものである。
【０００７】
　請求項２に記載の発明の毛髪化粧料組成物では、（Ａ）アルカノールアミン、（Ｂ）油
性成分、（Ｃ）界面活性剤及び（Ｄ）水と水溶性溶媒の少なくとも一方を含有する第１剤
と、酸化剤及び水を含有する第２剤を用時に混合調製して毛髪脱色剤として用いられる毛
髪化粧料組成物であって、前記第１剤には、前記油性成分が６０～７０重量％含有される
とともに、前記（Ｃ）界面活性剤として、親水性－疎水性バランス（ＨＬＢ）が１０～１
５の非イオン性界面活性剤を配合することにより、前記第１剤を油中水型可溶化物又は油
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中水溶性溶媒型可溶化物として構成し、第１剤と第２剤とを混合することにより水中油型
乳化物となるものである。
【０００８】
請求項３に記載の発明の毛髪化粧料組成物では、請求項１又は請求項２に記載の発明にお
いて、前記第２剤は水溶液であるものである。
請求項４に記載の発明の毛髪化粧料組成物では、請求項１から請求項３のいずれか一項に
記載の発明において、前記第２剤には、さらに増粘剤が含有されているものである。
【０００９】
【発明の実施の形態】
（第１の実施形態）
以下、本発明の毛髪化粧料組成物を２剤式の酸化染毛剤（以下、単に酸化染毛剤という。
）に適用した第１の実施形態について詳細に説明する。
【００１０】
第１の実施形態における酸化染毛剤は、（Ａ）アルカノールアミン、（Ｂ）油性成分、（
Ｃ）界面活性剤、（Ｄ）水と水溶性溶媒の少なくとも一方及び（Ｅ）染料を含有する第１
剤と、酸化剤及び水を含有する第２剤とから構成されるものである。そして、第１剤は油
中水型（以下、Ｗ／Ｏ型という。）可溶化物又は油中水溶性溶媒型可溶化物を形成すると
ともに、第１剤と第２剤とを混合することによって、Ｏ／Ｗ型乳化物を形成するものであ
る。この酸化染毛剤の第１剤と第２剤は用時に混合調製され、毛髪の染色に使用すること
ができる。
＜第１剤＞
本実施形態における第１剤には、（Ａ）アルカノールアミン、（Ｂ）油性成分、（Ｃ）界
面活性剤、（Ｄ）水と水溶性溶媒の少なくとも一方及び（Ｅ）染料が含有される。この第
１剤は、Ｗ／Ｏ型可溶化物又は油中水溶性溶媒型可溶化物を形成するものである。この第
１剤の剤型は液状、クリーム状、ゲル状、フォーム状等特に限定されない。
【００１１】
（Ａ）アルカノールアミンは、酸化剤の作用を促進することによって毛髪に明度を付与す
るとともに、染料の溶解剤として含有される。アルカノールアミンの具体例としては、モ
ノエタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、モノプロパノールア
ミン、モノイソプロパノールアミン、ジプロパノールアミン、トリプロパノールアミン、
２－アミノ－２－メチル－１，３－プロパンジオール、２－アミノ－２－メチル－１－プ
ロパノール、２－アミノ－２－ヒドロキシメチル－１，３－プロパンジオール等が挙げら
れる。これらの中でも、毛髪に明度を付与する効果が高いことから、モノエタノールアミ
ンが好ましい。第１剤中におけるアルカノールアミンの含有量は、好ましくは２．０～１
０．０重量％であり、より好ましくは４．０～８．０重量％である。この含有量が２．０
重量％未満であると、酸化剤の作用を十分に促進することができないおそれがあるととも
に、染料を十分に溶解することができないおそれがある。一方、１０．０重量％を超えて
配合すると、染毛処理後の毛髪にゴワつきやきしみが生じやすくなる。
【００１２】
（Ｂ）油性成分は、Ｗ／Ｏ型可溶化物の基剤及び毛髪のコンディショニング剤として配合
される。油性成分としては、炭化水素、油脂、ロウ類、高級アルコール、高級脂肪酸、ア
ルキルグリセリルエーテル、エステル類、シリコーン類等が挙げられる。
【００１３】
炭化水素としては、α－オレフィンオリゴマー、軽質イソパラフィン、軽質流動イソパラ
フィン、合成スクワラン、植物性スクワラン、スクワラン、ポリブテン、流動イソパラフ
ィン、流動パラフィン、オゾケライト、セレシン、パラフィン、ポリエチレン粉末、マイ
クロクリスタリンワックス、ワセリン等が挙げられる。
【００１４】
油脂としては、オリーブ油、ツバキ油、茶実油、サザンカ油、サフラワー油、ヒマワリ油
、大豆油、綿実油、ゴマ油、牛脂、カカオ脂、トウモロコシ油、落花生油、ナタネ油、コ
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メヌカ油、コメ胚芽油、小麦胚芽油、ハトムギ油、ブドウ種子油、アルモンド油、アボカ
ド油、カロット油、マカデミアナッツ油、ヒマシ油、アマニ油、ヤシ油、ミンク油、卵黄
油等が挙げられる。
【００１５】
ロウ類としては、ミツロウ、キャンデリラロウ、カルナウバロウ、ホホバ油、ラノリン等
が挙げられる。
高級アルコールとしては、ラウリルアルコール、ミリスチルアルコール、セチルアルコー
ル（セタノール）、ステアリルアルコール、セトステアリルアルコール、アラキルアルコ
ール、ベヘニルアルコール、２－ヘキシルデカノール、イソステアリルアルコール、２－
オクチルドデカノール、デシルテトラデカノール、オレイルアルコール、リノレイルアル
コール、リノレニルアルコール、ラノリンアルコール等が挙げられる。
【００１６】
高級脂肪酸としては、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、ベヘニ
ン酸、イソステアリン酸、ヒドロキシステアリン酸、オレイン酸、ウンデシレン酸、リノ
ール酸、リシノール酸、ラノリン脂肪酸等が挙げられる。
【００１７】
アルキルグリセリルエーテルとしては、バチルアルコール（モノステアリルグリセリルエ
ーテル）、キミルアルコール（モノセチルグリセリルエーテル）、セラキルアルコール（
モノオレイルグリセリルエーテル）、イソステアリルグリセリルエーテル等が挙げられる
。
【００１８】
エステル類としては、アジピン酸ジイソプロピル、アジピン酸ジイソブチル、アジピン酸
ジオクチル、アジピン酸－２－ヘキシルデシル、アジピン酸ジイソステアリル、ミリスチ
ン酸イソプロピル、オクタン酸セチル、イソオクタン酸セチル、イソノナン酸イソノニル
、イソノナン酸イソデシル、イソノナン酸イソトリデシル、セバシン酸ジイソプロピル、
ミリスチン酸オクチルドデシル、パルミチン酸イソプロピル、ステアリン酸ブチル、ステ
アリン酸ステアリル、ラウリン酸ヘキシル、ミリスチン酸ミリスチル、オレイン酸デシル
、ジメチルオクタン酸ヘキシルデシル、ミリスチン酸トリイソデシル、ミリスチン酸イソ
ステアリル、パルミチン酸２－エチルへキシル、乳酸ラウリル、乳酸セチル、乳酸ミリス
チル、乳酸オクチルドデシル、酢酸ラノリン、ステアリン酸イソセチル、イソステアリン
酸イソセチル、１２－ヒドロキシステアリン酸コレステリル、ジ－２－エチルヘキシル酸
エチレングリコール、ジペンタエリスリトール脂肪酸エステル、モノイソステアリン酸Ｎ
－アルキルグリコール、カプリン酸セチル、トリカプリル酸グリセリル、ジカプリン酸ネ
オペンチルグリコール、リンゴ酸ジイソステアリル、ラノリン誘導体等が挙げられる。
【００１９】
シリコーン類としては、ジメチルポリシロキサン、メチルフェニルポリシロキサン、メチ
ルシクロポリシロキサン、ポリエーテル変性シリコーン、アミノ変性シリコーン、ベタイ
ン変性シリコーン、アルキル変性シリコーン、アルコキシ変性シリコーン等が挙げられる
。
【００２０】
これらの油性成分の中でも、調製の容易さや低温時の安定性の点から、流動パラフィン、
イソステアリルアルコール等の常温で液状の油性成分を用いることが好ましい。油性成分
の含有量は、好ましくは５０～９０重量％、より好ましくは５０～７０重量％、最も好ま
しくは６０～７０重量％である。油性成分の含有量が５０重量％未満であると、Ｗ／Ｏ型
可溶化物を安定して形成できないおそれがある。一方、９０重量％を超えて配合すると、
十分な染毛力が得られないおそれがある。
【００２１】
（Ｃ）界面活性剤は、染料等を可溶化するために配合される。界面活性剤の具体例として
は、非イオン性界面活性剤、カチオン性界面活性剤、アニオン性界面活性剤及び両性界面
活性剤が挙げられる。
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【００２２】
非イオン性界面活性剤の具体例としては、ポリオキシエチレン（以下、ＰＯＥという。）
アルキルエーテル類、ＰＯＥアルキルフェニルエーテル類、ＰＯＥ・ポリオキシプロピレ
ン（以下、ＰＯＰという。）アルキルエーテル類、ＰＯＥソルビタン脂肪酸エステル類、
ＰＯＥプロピレングリコール脂肪酸エステル等が挙げられる。ＰＯＥアルキルエーテル類
の具体例としては、ＰＯＥラウリルエーテル、ＰＯＥセチルエーテル、ＰＯＥステアリル
エーテル、ＰＯＥベヘニルエーテル等が挙げられる。
【００２３】
カチオン性界面活性剤の具体例としては、塩化ラウリルトリメチルアンモニウム、塩化ス
テアリルトリメチルアンモニウム、塩化アルキルトリメチルアンモニウム、塩化ジステア
リルジメチルアンモニウム、臭化セチルトリメチルアンモニウム、臭化ステアリルトリメ
チルアンモニウム、エチル硫酸ラノリン脂肪酸アミノプロピルエチルジメチルアンモニウ
ム、ステアリルトリメチルアンモニウムサッカリン、セチルトリメチルアンモニウムサッ
カリン等が挙げられる。
【００２４】
アニオン性界面活性剤の具体例としては、ラウリル硫酸ナトリウム、ＰＯＥラウリルエー
テル硫酸ナトリウム、ステアロイルメチルタウリンナトリウム、ドデシルベンゼンスルホ
ン酸トリエタノールアミン、テトラデセンスルホン酸ナトリウム、ＰＯＥラウリルエーテ
ルリン酸及びその塩等が挙げられる。
【００２５】
両性界面活性剤の具体例としては、２－ウンデシル－Ｎ，Ｎ，Ｎ－（ヒドロキシエチルカ
ルボキシメチル）－２－イミダゾリンナトリウム、ココアミドプロピルベタイン、ラウリ
ルジメチルアミノ酢酸ベタイン等が挙げられる。
【００２６】
これらの界面活性剤は単独で配合してもよいし、二種以上を組み合わせて配合してもよい
。
これらの界面活性剤の中でも、低温安定性と染料溶解性の点から、第１剤中には少なくと
も非イオン性界面活性剤を含有させることが好ましい。さらに、非イオン性界面活性剤の
中でも、親水性－疎水性バランス（以下、ＨＬＢという。）が１０～１５のものが特に好
ましい。このＨＬＢが１０未満であると、染料の溶解量が低下するとともに、第２剤と混
合するとＷ／Ｏ型乳化物となって染毛後の毛髪の感触が悪くなるおそれがある。一方、Ｈ
ＬＢが１５を超えると、低温安定性が低下するおそれがある。第１剤中における界面活性
剤の含有量は、好ましくは１～５０重量％、より好ましくは１０～４０重量％、さらに好
ましくは２０～３０重量％である。界面活性剤の含有量が１重量％未満であると、アルカ
ノールアミン、染料等を十分に可溶化できないおそれがある。一方、５０重量％を超えて
配合すると、染色性が低下するおそれがある。
【００２７】
（Ｄ）水と水溶性溶媒の少なくとも一方は、染料や水溶性の塩等を溶解するために含有さ
れる。水溶性溶媒は、アルカノールアミン以外の水と相溶可能なものを示し、具体的には
低級１価アルコール、芳香族アルコール、多価アルコール（分子量６０～２０００）、ケ
トン類、アルデヒド類、エーテル類、アミン類、低級脂肪酸類、酢酸メトキシグリコール
、乳酸メチル、乳酸エチル、アセトニトリル、テトラヒドロフラン、フルフリルアルコー
ル等が挙げられる。
【００２８】
低級１価アルコールとしてはメタノール、エタノール、プロパノール、イソプロパノール
等、芳香族アルコールとしてはベンジルアルコール等が挙げられる。多価アルコールとし
てはグリセリン、エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール
、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、１，３－ブチレングリコール、１，
４－ブチレングリコール、２，３－ブチレングリコール、２，５－ヘキサンジオール、ヘ
プタンジオール、２，４－ヘキシレングリコール、１，５－ペンタンジオール等が挙げら
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れる。ケトン類としてはアセトン、アセトニルアセトン、ジアセトンアルコール等、アル
デヒド類としてはホルムアルデヒド、アセトアルデヒド等が挙げられる。エーテル類とし
ては、エチレンオキサイド、ジオキサン、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチ
レングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノプロピルエーテル、エチレ
ングリコールモノイソプロピルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、エチ
レングリコールモノイソブチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、エ
チレングリコールモノプロピルエーテル（モノイソプロピルエーテル）、ジメチレングリ
コールモノエチルエーテル、ジメチレングリコールモノメチルエーテル、ジメチレングリ
コールモノブチルエーテル、ジメチレングリコールジエチルエーテル、エトキシトリグリ
コール、モノプロピレングリコールメチルエーテル、ジプロピレングリコールメチルエー
テル、トリプロピレングリコールモノメチルエーテル、酢酸エチレングリコールモノメチ
ルエーテル、酢酸ジエチレングリコールモノメチルエーテル、酢酸ジエチレングリコール
モノエチルエーテル等が挙げられる。アミン類としてはｎ－ブチルアミン、エチレンジア
ミン、プロピレンジアミン、エチルアミン、ピリジン、シクロヘキシルアミン等、低級脂
肪酸類としてはギ酸、酢酸、酪酸、乳酸等が挙げられる。これらの水又は水溶性溶媒は、
単独で配合してもよいし、二種以上を組み合わせて配合してもよい。第１剤中における水
と水溶性溶媒の合計の含有量は、０．０１～１０．０重量％であり、好ましくは０．１～
７．０重量％である。この含有量が０．０１重量％未満であると、染料を溶解できないお
それがある。一方、１０．０重量％を超えて配合すると、Ｗ／Ｏ型可溶化物又は油中水溶
性溶媒型可溶化物を形成しにくくなるおそれがある。
【００２９】
（Ｅ）染料は、毛髪を染色するために配合される。染料としては酸化染料中間体等が挙げ
られる。酸化染料中間体は、酸化剤により酸化されることによって毛髪を染色することが
できる。酸化染料中間体としては、例えば、フェニレンジアミン類、アミノフェノール類
、トルエンジアミン類、アミノニトロフェノール類、ジフェニルアミン類、ジアミノフェ
ニルアミン類、Ｎ－フェニルフェニレンジアミン類、ジアミノピリジン類及びそれらの塩
類（塩酸塩、硫酸塩、酢酸塩等）等が挙げられる。これらの中でも、染毛力に優れること
からｐ－フェニレンジアミン、トルエン－２，５－ジアミン、Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロ
キシエチル）－ｐ－フェニレンジアミン、Ｎ－フェニル－ｐ－フェニレンジアミン、４，
４’－ジアミノジフェニルアミン、２－クロロ－ｐ－フェニレンジアミン、Ｎ，Ｎ－ジメ
チル－ｐ－フェニレンジアミン、ｐ－アミノフェノール、２，６－ジクロロ－ｐ－フェニ
レンジアミン、ｐ－アミノフェニルスルファミン酸及びそれらの塩類が好ましい。これら
の酸化染料中間体は単独で配合してもよいし、二種以上を組み合わせて配合してもよい。
【００３０】
第１剤中における酸化染料中間体の含有量は、好ましくは０．０１～１５重量％、より好
ましくは０．１～１０重量％である。この含有量が０．０１重量％未満であると、十分な
染毛効果が得られないおそれがある。一方、１５重量％を超えて配合しても染毛効果の向
上率は低くなり、不経済となるおそれがある。０．１～１０重量％の範囲に設定した場合
には、染毛効果と経済的な効果の両方をバランスよく発揮することができる。
【００３１】
第１剤中には、染毛効果を向上させるために酸化染料中間体以外の染料としてカプラーを
含有させてもよい。カプラーの具体例としては、レゾルシン、ピロガロール、カテコール
、ｍ－アミノフェノール、ｍ－フェニレンジアミン、ｏ－アミノフェノール、２，４－ジ
アミノフェノール、１，２，４－ベンゼントリオール、トルエン－３，４－ジアミン、ト
ルエン－２，４－ジアミン、ハイドロキノン、α－ナフトール、２，６－ジアミノピリジ
ン、１，５－ジヒドロキシナフタレン、５－アミノ－ｏ－クレゾール、ジフェニルアミン
、ｐ－メチルアミノフェノール、２，４－ジアミノフェノキシエタノール、没食子酸、タ
ンニン酸、没食子酸エチル、没食子酸メチル、没食子酸プロピル、五倍子、５－（２－ヒ
ドロキシエチルアミノ）－２－メチルフェノール及びそれらの塩等が挙げられる。その他
のカプラーとして、「医薬部外品原料規格」（１９９１年６月発行，薬事日報社）に収載
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されたものも適宜、用いることができる。これらのカプラーは単独で配合してもよいし、
二種以上を組み合わせて配合してもよい。
【００３２】
第１剤中におけるカプラーの含有量は、好ましくは０．０１～１０重量％、より好ましく
は０．１～５重量％である。この含有量が０．０１重量％未満であると、染毛効果を十分
に向上できないおそれがある。一方、１０重量％を超えて配合しても染毛効果の向上率は
低くなり、不経済となるおそれがある。０．１～５重量％の範囲に設定した場合には、染
毛効果と経済的な効果の両方をバランスよく発揮することができる。
【００３３】
さらに、第１剤中には、染毛効果をさらに向上させるために酸化染料中間体及びカプラー
以外の染料として直接染料を含有させてもよい。
第１剤中における直接染料の含有量は、好ましくは０．００１～１０重量％、より好まし
くは０．０１～５重量％である。この含有量が０．００１重量％未満であると、染毛効果
を十分に向上できないおそれがある。一方、１０重量％を超えて配合しても染毛効果の向
上率は低くなり、不経済となるおそれがある。０．０１～５重量％の範囲に設定した場合
には、染毛効果と経済的な効果の両方をバランスよく発揮することができる。
【００３４】
第１剤には、酸化剤の作用を促進することによって、より十分な明度及び染毛力を得るた
めにアンモニア及びアンモニウム塩を含有させてもよい。アンモニウム塩の具体例として
は、ハロゲン化アンモニウム、無機系アンモニウム塩、有機系アンモニウム塩等が挙げら
れる。ハロゲン化アンモニウムとしては塩化アンモニウム等、無機系アンモニウム塩とし
ては炭酸アンモニウム、炭酸水素アンモニウム、硫酸アンモニウム、リン酸アンモニウム
、リン酸水素アンモニウム等、有機系アンモニウム塩としては乳酸アンモニウム、クエン
酸アンモニウム、グリコール酸アンモニウム等が挙げられる。
【００３５】
第１剤には、その他の添加成分としてアルカリ剤、アスコルビン酸、亜硫酸ナトリウム等
の還元剤、ソルビトール、マルトース等の糖類、アラビアガム、アルギン酸ナトリウム、
キサンタンガム、セルロース誘導体、架橋ポリアクリル酸等の天然又は合成の高分子、パ
ラベン等の防腐剤、ＥＤＴＡ－Ｎａ等のキレート剤、フェナセチン、８－ヒドロキシキノ
リン、アセトアニリド、ピロリン酸ナトリウム、バルビツール酸、尿酸、タンニン酸等の
安定剤、リン酸、クエン酸、硫酸、酢酸、乳酸、酒石酸等のｐＨ調整剤、植物抽出物、生
薬抽出物、ビタミン類、特開２０００－３４４６２９号公報等に記載されている香料、紫
外線吸収剤等が挙げられる。また「医薬部外品原料規格」（１９９１年６月発行、薬事日
報社）に収載されるものから選ばれる少なくとも一種を配合してもよい。
【００３６】
アルカリ剤は、アルカノールアミン、アンモニア及びアンモニウム塩以外のものを意味し
、酸化剤の作用を促進することによって、毛髪に明度を付与するために含有される。アル
カリ剤の具体例としては、有機アミン類（２－アミノ－２－メチル－１，３－プロパンジ
オール、グアニジン等）、無機アルカリ（水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナト
リウム、炭酸カリウム等）、塩基性アミノ酸（アルギニン、リジン等）及びそれらの塩等
が挙げられる。これらのアルカリ剤は単独で配合してもよいし、二種以上を組み合わせて
配合してもよい。アルカリ剤の含有量は、第１剤のｐＨを８～１２とする量に設定するの
が好ましい。
【００３７】
第１剤がＷ／Ｏ型可溶化物又は油中水溶性溶媒型可溶化物を形成すると、染料等の水溶性
の成分はアルカノールアミン、水、水溶性溶媒等から形成される水性相中に含有され、こ
の水性相は、水性相と連続相を形成する油相中に逆ミセルの状態で可溶化している。
＜第２剤＞
本実施形態における第２剤には、酸化剤及び水が含有される。また、この第２剤には増粘
剤が含有されることが好ましい。この第２剤は水溶液を形成し、この第２剤は、第１剤を
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混合することによりＯ／Ｗ型乳化物を形成するものである。この第２剤の剤型は液状、ク
リーム状、ゲル状、フォーム状等特に限定されない。
【００３８】
酸化剤は、毛髪に含まれるメラニンを脱色するとともに、第１剤中の染料を酸化するため
に含有されている。酸化剤の具体例としては、過酸化水素、過酸化尿素、過酸化メラミン
、過炭酸ナトリウム、過炭酸カリウム、過ホウ酸ナトリウム、過ホウ酸カリウム、過硫酸
アンモニウム、過酸化ナトリウム、過酸化カリウム、過酸化マグネシウム、過酸化バリウ
ム、過酸化カルシウム、過酸化ストロンチウム、過硫酸塩の過酸化水素付加物、リン酸塩
の過酸化水素付加物、ピロリン酸塩の過酸化水素付加物等が挙げられる。これらの酸化剤
は単独で配合してもよいし、二種以上を組み合わせて配合してもよい。これらの中でも毛
髪の脱色力と染料の酸化力に優れることから過酸化水素が好ましい。
【００３９】
第２剤中における酸化剤の含有量は、好ましくは０．５～１０重量％、特に好ましくは１
．０～８．０重量％である。酸化剤の含有量が０．５重量％未満であると、十分な酸化作
用が得られないおそれがある。一方、１０重量％を超えて配合すると、頭皮への刺激が強
くなる等、使用時に不快感を与えるおそれがある。酸化剤の含有量が０．５～１０重量％
であると、十分な酸化作用を確保しながら頭皮に対する刺激性を抑えることができ、特に
１．０～８．０重量％であればその効果を一層高めることができる。
【００４０】
水は、水溶液を形成するために含有される。また、水は第２剤を第１剤と混合したとき、
Ｏ／Ｗ型乳化物を形成するために含有される。第２剤中における水の含有量は、好ましく
は５０～９９．５重量％、特に好ましくは５０～９９重量％である。この含有量が５０重
量％未満であると、第１剤と第２剤とを混合したときに、Ｏ／Ｗ型乳化物を形成しにくく
なるおそれがある。一方、９９．５重量％を超えて配合すると酸化剤等の他の成分を有効
量配合できなくなるおそれがある。
【００４１】
第２剤中には、第１剤と第２剤を混合して得られる混合物に適度な粘度を与えて、混合物
を毛髪に塗布する際、毛髪からの垂れ落ちを抑制するために増粘剤が含有されることが好
ましい。増粘剤の具体例としては、天然高分子、半合成高分子、合成高分子、無機物系高
分子等が挙げられる。
【００４２】
天然高分子としてはグアーガム、ローカストビーンガム、クインスシード、カラギーナン
、ガラクタン、アラビアガム、トラガカントガム、ペクチン、マンナン、デンプン、キサ
ンタンガム、デキストラン、サクシノグルカン、カードラン、ヒアルロン酸、ゼラチン、
カゼイン、アルブミン、コラーゲン等が挙げられる。
【００４３】
半合成高分子としてはメチルセルロース、エチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロー
ス、ヒドロキシプロピルセルロース、カルボキシメチルセルロース、カルボキシメチルセ
ルロースナトリウム、メチルヒドロキシプロピルセルロース、カチオン化セルロース、可
溶性デンプン、カルボキシメチルデンプン、メチルデンプン、アルギン酸プロピレングリ
コールエステル、アルギン酸塩等が挙げられる。
【００４４】
合成高分子としてはポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、ポリビニルメチルエ
ーテル、カルボキシビニル重合体、ポリアクリル酸ソーダ、ポリアクリルアミド、ポリエ
チレンオキシド、エチレンオキシド・プロピレンオキシドブロック共重合体、アクリル酸
／アクリル酸アルキル共重合体等が挙げられる。また、合成高分子としては（ａ）イタコ
ン酸とポリオキシエチレンアルキルエーテルとの半エステル、又はメタクリル酸とポリオ
キシエチレンアルキルエーテルとのエステルと、（ｂ）アクリル酸、メタクリル酸及びそ
れらのアルキルエステルから選ばれる少なくとも一つの単量体と、からなる共重合体（以
下、（ａ）／（ｂ）共重合体という）が挙げられる。
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【００４５】
無機物系高分子としてはベントナイト、ケイ酸アルミニウムマグネシウム、ラポナイト、
ヘクトライト、無水ケイ酸等が挙げられる。
これらの増粘剤は単独で配合してもよいし、二種以上を組み合わせて配合してもよい。第
２剤中における増粘剤の含有量は、好ましくは０．１～２０重量％、さらに好ましくは０
．５～１０重量％である。この含有量が０．１重量％未満であると、毛髪からの垂れ落ち
を十分に抑制することができないおそれがある。一方、２０重量％を超えると、第１剤と
第２剤の混合時の粘度が高くなりすぎて操作性が悪くなるおそれがある。
【００４６】
酸化剤、水、増粘剤を含有する第２剤は、水溶液を形成する。また、この第２剤中にさら
に上記第１剤の油性成分及び界面活性剤を含有させることによって、Ｏ／Ｗ型乳化物を形
成することもできる。第１の実施形態の第２剤は、簡便に製造できるとともに、保存安定
性に優れることから水溶液であることが好ましい。
【００４７】
第１の実施形態の第２剤には、その他の成分として、上記第１剤に配合されうる成分の中
から選ばれる少なくとも一種を配合してもよい。
＜混合物＞
上記の第１剤及び第２剤を所定の割合で混合することによって酸化染毛剤の混合物とする
ことができる。この酸化染毛剤の混合物は、Ｏ／Ｗ型乳化物を形成するものである。この
混合物の剤型は、液状、クリーム状、ゲル状、フォーム状等特に限定されない。
【００４８】
さて、酸化染毛剤の第１剤を調製するには、アルカノールアミン、油性成分、界面活性剤
、水と水溶性溶媒の少なくとも一方、染料等を攪拌混合する。このとき、油性成分からな
る油相中では、界面活性剤が逆ミセルを形成することができる。これらの逆ミセル中にア
ルカノールアミン、水、水溶性溶媒等からなる水性相が取り込まれることによって油相中
に水性相が可溶化し、第１剤はＷ／Ｏ型可溶化物を形成する。この第１剤は可溶化物であ
るため、第１剤を調製する際には乳化工程を必要とせず、乳化安定性を考慮する必要がな
い。従って、第１剤を簡便に製造することができる。また、第１剤中に含有される染料は
、水性相に溶解するため、逆ミセル中に取り込ませることができる。
【００４９】
次に、酸化染毛剤の第２剤を調製するには、酸化剤、水、増粘剤等を攪拌混合する。調製
された第１剤及び第２剤は、それぞれ別の容器に充填され、用時まで保管される。このと
き、第１剤は、Ｗ／Ｏ型可溶化物を形成している。このＷ／Ｏ型可溶化物は、乳化物に比
べて熱力学的に安定しているため、第１剤の保存安定性を十分に得ることができる。
【００５０】
次に、酸化染毛剤を使用する場合には、第１剤と第２剤を混合して混合物を調製する。こ
の混合物の必要量をコーム（櫛）又は刷毛につけて毛髪に塗布される。このとき、混合物
はＯ／Ｗ型乳化物を形成している。このＯ／Ｗ型乳化物は可溶化物と比べて毛髪になじみ
やすく、混合物の有効成分を毛髪に十分に作用させることができる。従って、十分な染毛
力を得ることができる。また、油性成分によって十分なコンディショニング効果を得るこ
とができる。さらに、第２剤には増粘剤が含有されている。従って、混合物を増粘するこ
とができ、混合物を毛髪に塗布する際、混合物の垂れ落ちを抑制することができる。
【００５１】
以上詳述した第１の実施形態によれば、次のような効果が発揮される。
・第１の実施形態の毛髪化粧料組成物においては、第１剤はアルカノールアミン、油性成
分、界面活性剤、水と水溶性溶媒の少なくとも一方及び染料を含有し、第１剤はＷ／Ｏ型
可溶化物を形成している。従って、乳化物より熱力学的な安定性が得られ、第１剤の保存
安定性を十分に得ることができる。また、第１剤を製造する際には乳化物のように乳化工
程を必要とせず、乳化安定性を考慮する必要がない。従って、毛髪化粧料組成物を簡便に
製造することができる。さらに、混合物はＯ／Ｗ型乳化物を形成している。従って、混合
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物の有効成分を毛髪に十分に作用させることができ、十分な染毛力を得ることができる。
【００５２】
・第１の実施形態の毛髪化粧料組成物においては、第２剤は水溶液である。この構成によ
ると、第２剤を製造する際には乳化物のように乳化工程を必要とせず、乳化安定性を考慮
する必要がない。従って、毛髪化粧料組成物をより簡便に製造することができる。
【００５３】
・第１の実施形態の毛髪化粧料組成物においては、第２剤中には増粘剤が含有されている
。この構成によると、混合物を増粘することができ、混合物を毛髪に塗布する際、混合物
の垂れ落ちを抑制することができる。
【００５４】
・第１の実施形態の毛髪化粧料組成物においては、第１剤中には油性成分が含有されると
ともに、混合物はＯ／Ｗ型乳化物を形成している。従って、油性成分を毛髪に十分に作用
させることができ、十分なコンディショニング効果を得ることができる。
【００５５】
・第１の実施形態の毛髪化粧料組成物においては、第１剤中はＷ／Ｏ型可溶化物を形成し
ている。そして、Ｗ／Ｏ型可溶化物の逆ミセル中には、水性相が取り込まれ、これらの水
性相中に染料を溶解することができる。従って、第１剤中に含有される染料は空気による
酸化を受けにくく、低温時における結晶の析出も起こりにくくなる。よって、第１剤が用
時まで保管される際、染料の保存安定性を著しく向上させることができる。
（第２の実施形態）
以下、本発明の毛髪化粧料組成物を２剤式の毛髪脱色剤（以下、単に毛髪脱色剤という。
）に適用した第２の実施形態について前記第１の実施形態と異なる点を中心に説明する。
【００５６】
第２の実施形態の毛髪脱色剤は用時に混合調製され、毛髪の脱色に使用することができる
。
＜第１剤＞
本実施形態における第１剤は、前記第１の実施形態における第１剤から酸化染料中間体等
の（Ｅ）染料を除いたものが用いられる。
＜第２剤＞
本実施形態における第２剤には、前記第１の実施形態における第２剤と同じものが用いら
れる。
＜混合物＞
第１剤と第２剤は、前記第１の実施形態と同様に混合調製して混合物として使用される。
【００５７】
第２の実施形態における毛髪脱色剤によると、混合物の有効成分を毛髪に十分に作用させ
ることができ、十分な脱色力を得ることができる。
【００５８】
【実施例】
次に、実施例及び比較例を挙げて前記実施形態をさらに具体的に説明する。
（実施例１～４及び比較例１～３、酸化染毛剤）
表１に示すように、酸化染毛剤として第１剤及び第２剤を攪拌調製した。また、各例の第
２剤はリン酸を添加してｐＨ３に調整した。なお、表１における数値は重量％を示し、Ｐ
ＯＥに付随するカッコ内の数値はエチレンオキシドの平均付加モル数を示す。第１剤及び
第２剤の性状は、外観によって乳化物又は可溶化物と判別するとともに、電気伝導法によ
ってエマルション及びミセルの型について判別した。第１剤及び第２剤の性状を表１に示
す。
【００５９】
【表１】
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実施例１～４の第１剤は、Ｗ／Ｏ型可溶化物を形成することができるため、乳化工程を必
要とせず、簡便に調製することができた。また、実施例１、３及び４の第２剤は、水溶液
を形成することができるため、簡便に調製することができた。さらに、実施例１～４では
第１剤中には界面活性剤のうち、非イオン性界面活性剤であるＰＯＥ（７）ラウリルエー
テルが含有されている。ＰＯＥ（７）ラウリルエーテルのＨＬＢは１１であり、ＨＬＢが
１０～１５の範囲に含まれるものである。従って、第１剤は十分な低温安定性を得ること
ができた。
【００６０】
次に、表１の各例の第１剤について下記（１）の項目の評価を行った。続いて、各例の第
１剤及び第２剤を重量比において１：１の割合で混合することによって混合物を得た。こ
れらの混合物について下記（２）～（５）の項目の評価を行った。これらの評価結果を表
２に示す。
（１）第１剤の保存安定性
第１剤をガラス瓶に入れ、４０℃で１ヶ月間保存した後、分離や着色の有無を調べ、分離
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・着色ともになし（○）、やや分離あり（△）及び分離・着色ともにあり（×）の３段階
で評価した。
（２）混合物の性状
混合物の性状を第１剤及び第２剤の性状を判別した方法と同じ方法で判別した。
（３）染色性
毛束に混合物を塗布することによって染毛処理を施した。染毛処理を施した毛束を目視に
て観察し、染色性について優（◎）、良（○）、やや不良（△）及び不良（×）の４段階
で評価した。
（４）明度
染毛処理を施した毛束を目視にて観察し、明度について優れた明度（◎）、良好な明度（
○）、明度がやや不十分（△）及び明度が不十分（×）の４段階で評価した。
（５）コンディショニング性
染毛処理を施した毛束を手で触れたときの感触を、優（◎）、良（○）、やや不良（△）
、不良（×）の４段階で評価した。
【００６１】
【表２】

表１及び表２の結果から明らかなように、実施例１～４では第１剤はＷ／Ｏ型可溶化物を
形成し、混合物はＯ／Ｗ型乳化物を形成するため、第１剤の保存安定性、染色性、明度及
びコンディショニング性について優れた結果であった。また、実施例１～４では、第１剤
中にＨＬＢが１１であるＰＯＥ（７）ラウリルエーテルが含有されているため、混合物を
容易にＯ／Ｗ型乳化物とすることができた。実施例３では、第２剤中に増粘剤のうち前記
（ａ）／（ｂ）共重合体としてアクリル酸アルキル／イタコン酸ステアレス－２０共重合
体が含有されている。従って、混合物に適度な粘度を与えることができ、毛束に染毛処理
を施す際、混合物の垂れ落ちを抑制することができた。
【００６２】
これらに対し、比較例１及び比較例２は従来の液状タイプの酸化染毛剤と同様の組成であ
って、第１剤はＯ／Ｗ型可溶化物を形成しているため、第１剤の保存安定性は良好である
が、染色性、明度及びコンディショニング性がやや不良であった。比較例３は従来のクリ
ーム状タイプの酸化染毛剤と同様の組成であって、染色性、明度及びコンディショニング
性は良好であるが、第１剤がＯ／Ｗ型乳化物を形成しているため、第１剤の保存安定性が
やや劣るものであった。
（実施例５～８及び比較例４～６、毛髪脱色剤）
表３に示すように、毛髪脱色剤として第１剤及び第２剤を攪拌調製した。また、各例の第
２剤はリン酸を添加してｐＨ３に調整した。なお、表３における数値は重量％を示し、Ｐ
ＯＥに付随するカッコ内の数値はエチレンオキシドの平均付加モル数を示す。第１剤及び
第２剤の性状の判別については上記酸化染毛剤と同様の方法を用いた。
【００６３】
【表３】
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表３の各例の第１剤について、下記の（６）の項目の評価を行った。続いて、各例の第１
剤及び第２剤を重量比において１：１の割合で混合することによって混合物を得た。これ
らの混合物について下記（７）～（９）の評価を行った。これらの評価結果を表４に示す
。
（６）第１剤の保存安定性
第１剤をガラス瓶に入れ、４０℃で１ヶ月間保存した後、分離の有無を調べ、分離なし（
○）、やや分離あり（△）及び分離あり（×）の３段階で評価した。
（７）混合物の性状
上記酸化染毛剤の（２）と同じ方法で判別した。
（８）明度
毛束に混合物を塗布することによって脱色処理を施した。脱色処理を施した毛束を目視に
て観察し、上記酸化染毛剤の（４）と同じ基準で評価した。
（９）コンディショニング性
脱色処理を施した毛束を手で触れたときの感触を、上記酸化染毛剤の（５）と同じ基準で
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評価した。
【００６４】
【表４】

表４の結果から明らかなように、実施例５～８では第１剤はＷ／Ｏ型可溶化物を形成し、
混合物はＯ／Ｗ型乳化物を形成するため、第１剤の保存安定性、明度及びコンディショニ
ング性について優れた結果が得られた。
【００６５】
これらに対し、比較例４及び比較例５は従来の液状タイプの毛髪脱色剤と同様の組成であ
って、第１剤はＯ／Ｗ型可溶化物を形成しているため、第１剤の保存安定性は良好である
が、明度及びコンディショニング性がやや不良であった。比較例６は従来のクリーム状タ
イプの毛髪脱色剤と同様の組成であって、明度及びコンディショニング性は良好であるが
、第１剤がＯ／Ｗ型乳化物を形成しているため、第１剤の保存安定性がやや劣るものであ
った。
【００６６】
なお、前記実施形態を次のように変更して構成することもできる。
・　前記第２の実施形態においては、毛髪化粧料組成物を２剤式の毛髪脱色剤に適用して
いる。しかし、前記第２の実施形態の第１剤及び第２剤に、さらにアルカリ剤、過硫酸塩
、油性成分、界面活性剤等を含有する粉末状又はクリーム状の第３剤を加えて、毛髪化粧
料組成物を３剤式の毛髪脱色剤に適用してもよい。
【００６７】
・　前記第２の実施形態における２剤式の毛髪脱色剤及び上記の３剤式の毛髪脱色剤を染
毛剤等で染められた髪を元の色に戻すための毛髪脱染剤として使用してもよい。
【００７１】
【発明の効果】
この発明は、以上のように構成されているため、次のような効果を奏する。
請求項１に記載の発明の毛髪化粧料組成物によれば、十分な染毛力を得ることができると
ともに、十分な保存安定性を得ることができる。また、簡便に製造することができる。
【００７２】
請求項２に記載の発明の毛髪化粧料組成物によれば、十分な脱色力を得ることができると
ともに、十分な保存安定性を得ることができる。また、簡便に製造することができる。
【００７３】
請求項３に記載の発明の毛髪化粧料組成物によれば、請求項１又は請求項２に記載の発明
の効果に加えて、より簡便に製造することができる。
請求項４に記載の発明の毛髪化粧料組成物によれば、請求項１から請求項３のいずれか一
項に記載の発明の効果に加えて、混合物を毛髪に塗布する際、混合物の垂れ落ちを抑制す
ることができる。
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