
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
毛髪をアルカリ剤及び過酸化水素を含有するヘアブリーチ剤で処理し、次いで当該ブリー
チ剤を洗い流すことなく、

直接染毛剤で毛髪を処理する染毛方法。
【請求項２】
ヘアブリーチ剤処理後及び／又は直接染毛剤処理後に毛髪を加熱処理する請求項１記載の
染毛方法。
【請求項３】
直接染毛剤が、 （Ｂ）総炭素数２～５のアルキレンカーボネートを含有 酸性染毛
剤である請求項１又は２記載の染毛方法。
【請求項４】
直接染毛剤が、 （Ｂ）プロピレンカーボネート、並びに（Ｃ）ベンジルオキシエタノ
ール、ベンジルアルコール、フェノキシエタノール、フェノキシイソプロパノール、ベン
ジルグリセロール、Ｎ－ベンジルホルムアミド、シンナミルアルコール、フェネチルアル
コール、ｐ－アニシルアルコール、ｐ－メチルベンジルアルコール、メチルカルビトール
、エチルカルビトール及びプロピルカルビトールから選ばれる一種以上の有機溶剤を含有

酸性染毛剤である請求項１又は２記載の染毛方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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（Ａ）酸性染料を含有し、ｐＨ２．０～４．０であり、当該 pH
範囲で緩衝能を有する
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【発明の属する技術分野】
本発明は、短時間に鮮やかな染色が可能な染毛方法に関する。
【０００２】
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】
酸性染料などの直接染料を毛髪内に浸透させることで着色する直接染毛剤は、酸化染毛剤
に比べて安全性が高く、手軽であることから最も汎用されている染毛剤である。直接染毛
剤は、毛髪に直接染料を浸透させて色を付加するのみであることから、染色により得られ
る色は被染色毛の色に左右される。毛髪に特に鮮やかな色を付加しようとするには事前に
ブリーチ処理により脱色すると非常に効果的である。
【０００３】
しかし、ブリーチ剤は、通常アルカリ剤と過酸化水素を配合したものであることから、ブ
リーチ処理後の毛髪からブリーチ剤を洗い流し、更に多くの場合には毛髪を乾燥させた後
に染毛剤処理する必要があった。このように、直接染毛剤により鮮やかな染毛色を得よう
とすると処理が繁雑であるうえ、施術時間が長くなるという問題があった。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
本発明者は、ブリーチ処理後の毛髪にはアルカリ剤と過酸化水素が残存していることから
、これを洗い流さなければ続いて行う直接染毛剤処理に悪影響がでると信じられていたに
もかかわらず、当該洗い流し操作を施すことなく染毛剤処理をしても鮮やかに染毛できる
ことを見出した。
【０００５】
すなわち、本発明は、毛髪をアルカリ剤及び過酸化水素を含有するヘアブリーチ剤で処理
し、次いで当該ブリーチ剤を洗い流すことなく、

直接染毛剤で毛髪を処理する染毛方法を提供
するものである。
【０００６】
【発明の実施の形態】
本発明の染毛方法に用いられるヘアブリーチ剤としては、通常に広く使用されているアル
カリ剤と酸化剤により、毛髪内のメラニンを分解するタイプのものが挙げられる。アルカ
リ剤としては、例えば、アンモニア水、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、イソプロパノールアミン、プロパン－１，３－ジアミン、アンモニ
ウム若しくはアルカリ炭酸塩、アンモニウム若しくはアルカリ重炭酸塩、アルカリケイ酸
塩、アルカリメタケイ酸塩、有機炭酸塩（例えば炭酸グアニジン）、アルカリ水酸化物塩
、又はこれらの混合物が挙げられる。酸化剤としては、例えば、過酸化水素水、アルカリ
臭素酸塩、アンモニウム若しくはアルカリ過酸素化塩（例えばペルオキソ二硫酸カリウム
）、ポリチオン酸塩、又はこれらの混合物が挙げられる。
【０００７】
ヘアブリーチ剤は、使用時に混合する２つ以上の部分からなり、このうち少なくとも１つ
の部分にはアルカリ剤を含有し、固形又は液状形態である。混合後の組成物は、任意に増
粘されてもよいローション、クリーム、ゲル、又は他の適当な形態であってもよく、前記
成分の他、通常ヘアブリーチ剤に使用し得る成分、例えば、界面活性剤、カチオン性重合
体、アニオン性重合体、ノニオン性重合体、油性成分、香料、防腐剤、シリコーン誘導体
、紫外線吸収剤、ｐＨ調整剤、金属イオン封鎖剤、酸化防止剤、殺菌剤、噴射剤等を含有
可能である。ヘアブリーチ剤は通常の方法に従って製造される。
【０００８】
かかるヘアブリーチ剤処理は、例えば、アルカリ剤としてアンモニア水を含有する第１剤
と、酸化剤として過酸化水素水を含有する第２剤を使用時に混合し、毛髪に塗布し、１～
３０分間程度放置すればよい。必要に応じて放置中加熱器等で加熱処理を行うとブリーチ
効果を高めることができる。
【０００９】
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（Ａ）酸性染料を含有し、ｐＨ２．０～
４．０であり、当該 pH範囲で緩衝能を有する



本発明染毛方法においては、ブリーチ処理後毛髪を洗浄することなく直接染毛剤処理に付
す。この時、洗浄はしないものの、余分なヘアブリーチ剤をタオル等で拭き取るか、ヘア
ドライヤー等で髪を乾燥するのが好ましい。ここで用いられる直接染毛剤としては、毛髪
への損傷の少ない酸性染毛剤が好ましい。
【００１０】
酸性染毛剤としては、（Ａ）酸性染料を含有し、ｐＨ２．０～６．０のものであればよい
が、更に溶剤を含有するものがより好ましく、特に（Ａ）酸性染料及び（Ｂ）総炭素数２
～５のアルキレンカーボネートを含有し、ｐＨ２．０～６．０である酸性染毛剤が好まし
い。
【００１１】
酸性染毛剤に用られる成分（Ａ）の酸性染料としては、水溶性酸性染料であれば特に制限
されず、例えば赤色１２０号、黄色４号、黄色５号、赤色２０１号、赤色２２７号、橙色
２０５号、かっ色２０１号、赤色５０２号、赤色５０３号、赤色５０４号、赤色５０６号
、橙色４０２号、黄色４０２号、黄色４０６号、黄色４０７号、赤色２１３号、赤色２１
４号、赤色３号、赤色１０４号、赤色１０５号の（１）、赤色１０６号、緑色２号、緑色
３号、橙色２０７号、黄色２０２号の（１）、黄色２０２号の（２）、青色２０２号、青
色２０３号、青色２０５号、青色２号、黄色２０３号、青色２０１号、緑色２０１号、青
色１号、赤色２３０号の（１）、赤色２３１号、赤色２３２号、緑色２０４号、緑色２０
５号、赤色４０１号、黄色４０３号の（１）、緑色４０１号、緑色４０２号、黒色４０１
号、紫色４０１号等が挙げられる。
【００１２】
これらの酸性染料は、１種以上を用いることができ、全組成中に０．２～５重量％（以下
、単に％で示す）、特に０．２～４％、更に０．２～３％配合するのが、十分な染色効果
が得られ、しかも手肌の汚れが少なく実使用上好ましい。
【００１３】
酸性染毛剤に用いられる成分（Ｂ）としては、エチレンカーボネート、プロピレンカーボ
ネート等が挙げられ、プロピレンカーボネートが特に好ましい。
【００１４】
成分（Ｂ）は毛髪染色性と皮膚への着色防止性の点から酸性染毛剤中に０．５～５０％、
更に５～５０％、特に１０～３５％配合するのが好ましい。
【００１５】
酸性染毛剤は、ｐＨ２．０～６．０であることが必要であり、好ましくはｐＨ２．０～５
．０、更に好ましくはｐＨ２．５～４．０である。ｐＨが低すぎると酸成分により毛髪、
頭皮や手肌が荒れる場合があり、ｐＨが高すぎると酸性染料の浸透促進効果が低下する。
【００１６】
このようなｐＨの調整には、ｐＨ２．０～６．０の範囲で緩衝作用を有する有機酸又は無
機酸及びその塩を配合すればよい。有機酸としては、例えばクエン酸、グリコール酸、コ
ハク酸、酒石酸、乳酸、フマル酸、リンゴ酸、レブリン酸、酪酸、吉草酸、シュウ酸、マ
レイン酸、マンデル酸等を挙げることができ、無機酸としては、例えばリン酸、硫酸、硝
酸等を挙げることができる。また、これらの酸の塩としては、例えばナトリウム塩、カリ
ウム塩、アンモニウム塩、トリエタノールアミン塩などのアルカノールアミン塩等を挙げ
ることができる。
【００１７】
また、酸性染毛剤には、更に染色性を向上させる目的で、成分（Ｃ）ベンジルオキシエタ
ノール、ベンジルアルコール、フェノキシエタノール、フェノキシイソプロパノール、ベ
ンジルグリセロール、Ｎ－ベンジルホルムアミド、シンナミルアルコール、フェネチルア
ルコール、ｐ－アニシルアルコール、ｐ－メチルベンジルアルコール、メチルカルビトー
ル、エチルカルビトール及びプロピルカルビトールから選ばれる一種以上の有機溶剤を配
合することができる。この成分（Ｃ）の有機溶剤としては、芳香族アルコール類縁体が好
ましく、特に、ベンジルオキシエタノール、ベンジルアルコールが好ましい。この成分（
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Ｃ）は、染色性向上効果及び皮膚に対する着色防止効果の点から、酸性染毛剤中に０～１
０％、更に０．０１～１０％、特に０．１～５％配合するのが好ましい。
【００１８】
酸性染毛剤には、使用時のたれ落ち防止、頭皮などへの汚着防止の目的で、（Ｄ）水溶性
高分子を配合することができる。水溶性高分子としては、例えばアラビアガム、カラギー
ナン、カラヤガム、トラガカントガム、キャロブガム、クインスシード（マルメロ）、カ
ゼイン、デキストリン、ゼラチン、ペクチン酸ナトリウム、アルギン酸ナトリウム、メチ
ルセルロース、エチルセルロース、カルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）、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、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）、
ポリビニルメチルエーテル（ＰＶＭ）、ポリビニルピロリドン（ＰＶＰ）、ポリアクリル
酸ナトリウム、ローカストビーンガム、グアーガム、タマリントガム、ジアルキルジメチ
ルアンモニウム硫酸セルロース、キサンタンガム、変性キサンタンガム、ケイ酸アルミニ
ウムマグネシウム、ベントナイト等が挙げられる。これらのうち、特にヒドロキシエチル
セルロース、キサンタンガム、変性キサンタンガムが好ましい。
これらの水溶性高分子は１種以上を用いることができ、酸性染毛剤中に０．１～１０％、
特に０．５～５％配合するのが好ましい。
【００１９】
また、酸性染毛剤には、成分（Ｂ）及び（Ｄ）の溶解性を高める目的で、低級アルコール
、ポリオールを配合することができる。具体的には、炭素数２～４のもので、例えばエタ
ノール、イソプロパノール、ｎ－プロパノール、ｎ－ブタノール、エチレングリコール、
プロピレングリコール、イソプロピレングリコール、１，３－ブチレングリコール、グリ
セリン等が挙げられる。これらの低級アルコール、ポリオールは１種以上を用いることが
でき、酸性染毛剤中に０．１～３０％、特に０．１～２０％配合するのが好ましい。
【００２０】
更に、酸性染毛剤には、前記成分の他、通常の化粧品等に使用し得る成分、例えば界面活
性剤、カチオン性重合体、油性成分、シリコーン誘導体、香料、防腐剤、紫外線吸収剤、
酸化防止剤、殺菌剤、噴射剤等を、本発明の効果を損なわない範囲で適宜配合することが
でき、通常の方法に従って製造することができる。
【００２１】
直接染毛剤を使用するには、例えばくしやブラシなどに適量を受け取って頭髪に塗布し、
塗布後１～３０分間程度放置してから洗い流せば良い。更に直接染毛剤塗布後洗い流すま
での間に加熱処理、例えば加熱器等による処理を行うのがより好ましい。加熱温度は頭髪
付近が４０～５０℃となる温度が好ましい。
【００２２】
【実施例】
表１記載のヘアブリーチ剤及び表２記載の直接染毛剤を用い、以下に記す手順により染毛
した。
【００２３】
【表１】
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【００２４】
【表２】
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【００２５】
以下の実施例又は比較例で用いた毛髪とは、同一の日本人の未処理毛髪を長さ１５ｃｍ、
重さ１０グラムの評価用毛束にしたものである。
【００２６】
実施例１
（１）ヘアブリーチ剤Ａの１剤と２剤とを重量比１：１で混合し、毛髪に塗布し、１５分
間放置した。（２）続いて、直接染毛剤Ｚを毛髪に塗布し、塗布後１５分間放置した。（
３）温水にて剤を洗い流し、シャンプーにより毛髪を洗浄し、タオルドライ後、ドライヤ
ーで毛髪を乾燥した。
【００２７】
比較例１
上記実施例１の操作（１）と（２）の間に下記の操作（ａ）を行った。
（ａ）ヘアブリーチ剤を温水にて洗い流し、シャンプーにより毛髪を洗浄し、タオルドラ
イ後、ドライヤーで毛髪を乾燥した。
【００２８】
実施例２
（１）ヘアブリーチ剤Ｂの１剤と２剤と３剤とを重量比１：１：０．１で混合し、毛髪に
塗布し、１０分間放置した。（２）続いて、直接染毛剤Ｙを毛髪に塗布し、塗布後１５分
間放置した。（３）温水にて剤を洗い流し、シャンプーにより毛髪を洗浄し、タオルドラ
イ後、ドライヤーで毛髪を乾燥した。
【００２９】
比較例２
上記実施例２の操作（１）と（２）の間に上記比較例１の操作（ａ）を行った。
【００３０】
実施例３
（１）ヘアブリーチ剤Ｃの１剤と２剤とを重量比１：２で混合し、毛髪に塗布し、１０分
間放置した。（２）毛髪上の余分なヘアブリーチ剤をタオルで軽く拭き取った。（３）続
いて、直接染毛剤Ｘを毛髪に塗布し、塗布後毛髪表面付近が約５０℃になるように加熱し
ながら５分間放置した。（４）温水にて剤を洗い流し、シャンプーにより毛髪を洗浄し、
タオルドライ後、ドライヤーで毛髪を乾燥した。
【００３１】
比較例３
上記実施例３の操作（２）と（３）の間に上記比較例１の操作（ａ）を行った。
【００３２】
実施例１と比較例１、実施例２と比較例２、実施例３と比較例３のそれぞれの組合せで、
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毛髪の染色性を比較した。その結果を表３に示す。評価は１０人のパネラーに上記実施例
と比較例の操作に従って処理した毛髪の染まり具合を目視で比較する方法で行った。
【００３３】
（評価基準）
◎：実施例が比較例よりも良く染まっている
○：実施例と比較例の染まり具合はほぼ同等である
×：比較例が実施例よりも良く染まっている
【００３４】
【表３】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００３５】
表３の結果より、ブリーチ処理後何ら洗浄を施さなくとも染色性は低下せず、操作時間が
短縮され、簡便に染毛できることがわかる。
【００３６】
【発明の効果】
本発明によれば短時間に鮮やかな染毛ができる。
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