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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　A)少なくとも25%の脂肪性物質、
　B)ジアミノピラゾロンまたはその酸付加塩から選択される1種または複数の酸化塩基、
　C)B)に規定される酸化塩基以外の1種または複数の追加の染料前駆物質、および
　D)1種または複数の酸化剤
を含む、ケラチン繊維の酸化染色のための組成物。
【請求項２】
　脂肪性物質が、室温、大気圧下で液状またはペースト状である化合物から選択される、
請求項1に記載の組成物。
【請求項３】
　脂肪酸と異なる脂肪性物質を少なくとも25%含む、請求項1または2に記載の組成物。
【請求項４】
　脂肪性物質が、低級アルカン、脂肪族アルコール、脂肪酸エステル、脂肪族アルコール
エステル、油およびワックスから選択される、請求項1、2または3に記載の組成物。
【請求項５】
　脂肪性物質が非シリコーンである、請求項1から4のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項６】
　ジアミノピラゾロン酸化塩基が4、5-ジアミノピラゾロン塩基から選択される、請求項1
から5のいずれか一項に記載の組成物。
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【請求項７】
　ジアミノピラゾロン酸化塩基が下記の一般式(I):
【化１】

[式中、
・R1、R2、R3およびR4は、同一でも異なっていてもよく、互いに独立して
- 水素原子;
-非置換か、またはOR5、NR6R7、カルボキシル、スルホン酸基、カルボキサミドCONR6R7、
スルホンアミドSO2NR6R7、脂肪族複素環、アリール基(非置換か、またはC1～C4アルキル
、水酸基、C1～C2アルコキシ、アミノおよび(ジ)(C1～C2)アルキルアミノ基から選択され
る1つまたは複数の基で置換されている)から選択される1つまたは複数の基で置換された
、直鎖または分枝状のC1～C10アルキル基;
-非置換か、またはC1～C4アルキル、水酸基、C1～C2アルコキシ、アミノおよび(ジ)(C1～
C2)アルキルアミノ基から選択される1つまたは複数の基で置換されたアリール基;
-非置換か、またはC1～C4アルキルおよびC1～C2アルコキシ基から選択される1つまたは複
数の基で置換された、5または6員のヘテロアリール基
を表し;
・R5、R6およびR7は、同一でも異なっていてもよく、
- 水素原子;
-非置換か、または水酸基、C1～C2アルコキシ、カルボキサミドCONR8R9、スルホニルSO2R

8、およびアリール基(非置換か、またはC1～C4アルキル、水酸基、C1～C2アルコキシ、ア
ミノまたは(ジ)(C1～C2)アルキルアミノ基で置換されている)から選択される1つまたは複
数の基で置換された直鎖または分枝状C1～C4アルキル基;
-非置換か、またはC1～C4アルキル、水酸基、C1～C2アルコキシ、アミノおよび(ジ)(C1～
C2)アルキルアミノ基から選択される1つまたは複数の基で置換されたアリール基;
- カルボキサミド基CONR8R9;
- スルホニル基SO2R8
を表し;
・R8およびR9は、同一でも異なっていてもよく、水素原子;非置換か、または水酸基およ
びC1～C2アルコキシ基から選択される1つまたは複数の基で置換された直鎖または分枝状
のC1～C4アルキル基を表し;
・一方ではR1およびR2、他方ではR3およびR4はまた、これらが結合している窒素原子と一
緒になって、非置換か、またはハロゲン原子、アミノ、(ジ)(C1～C4)アルキルアミノ、(
ジ)ヒドロキシ(C1～C2)アルキルアミノ、水酸基、カルボキシル、カルボキサミド、(ジ)(
C1～C2)アルキルカルボキサミドおよびC1～C2アルコキシ基、ならびにC1～C4アルキル基(
非置換か、または水酸基、アミノ、(ジ)アルキルアミノ、アルコキシ、カルボキシルおよ
びスルホニル基から選択される1つまたは複数の基で置換されている)から選択される1つ
または複数の基で置換またはN置換された、飽和または不飽和の5～7員の複素環を形成し
てもよく;
前記複素環は、同一でも異なっていてもよい、一方ではR1およびR2、他方ではR3およびR4
が、これらが結合している窒素原子と一緒になることによって形成され、前記複素環を形
成する鎖員は、炭素、窒素および酸素原子から選択され得る。]
に対応する、請求項5に記載の組成物。
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【請求項８】
　ジアミノピラゾロン酸化塩基が2、3-ジアミノ-6、7-ジヒドロ-1H、5H-ピラゾロ[1、2-a
]ピラゾール1-オンおよびその塩から選択される、請求項5に記載の組成物。
【請求項９】
　追加の染料前駆物質が酸化塩基および発色剤から選択される、請求項1から8のいずれか
一項に記載の組成物。
【請求項１０】
　追加の染料前駆物質が、オルト-およびパラ-フェニレンジアミン酸化塩基、オルト-お
よびパラ-アミノフェノール、ジアミノピラゾロン以外の複素環の塩基、およびまたこれ
らの化合物の酸との付加塩から選択される、請求項9に記載の組成物。
【請求項１１】
　追加の染料前駆物質が、パラ-アミノフェノール酸化塩基、ジアミノピラゾロン以外の
複素環の塩基、およびまたこれらの化合物の酸との付加塩から選択される、請求項10に記
載の組成物。
【請求項１２】
　追加の染料前駆物質が、メタ-アミノフェノール、メタ-フェニレンジアミン、メタ-ジ
フェノールおよびナフトール発色剤、および複素環の発色剤、およびこれらの化合物の酸
との付加塩から選択される、請求項1から11のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１３】
　酸化剤が過酸化物である、請求項1から12のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１４】
　アルカリ性薬剤を含む、請求項1から13のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１５】
　アルカリ性薬剤がアンモニアまたはアルカノールアミンである、請求項14に記載の組成
物。
【請求項１６】
　ケラチン繊維を染色する方法であって、請求項1から15のいずれか一項に記載の組成物
が、所望の着色を発現させるのに十分な時間、ケラチン繊維に適用される方法。
【請求項１７】
　脂肪性物質を含む組成物を含有する第1の区画と、ジアミノピラゾロンまたはその酸付
加塩から選択される1種または複数の酸化塩基および前記酸化塩基以外の1種または複数の
追加の染料前駆物質を含み、アルカリ性薬剤を含むかまたは含まない第2の区画と、1種ま
たは複数の酸化剤を含み、脂肪性物質の一部を含んでもよい第3の区画とを含む多区画デ
バイスであって、前記第1、第2、および第3の区画の混合物が、少なくとも25%の脂肪性物
質を含む、多区画デバイス。
【請求項１８】
　脂肪性物質および1種または複数の酸化剤を含む組成物を含有する第1の区画と、ジアミ
ノピラゾロンまたはその酸付加塩から選択される1種または複数の酸化塩基および前記酸
化塩基以外の1種または複数の追加の染料前駆物質を含み、アルカリ性薬剤を含むかまた
は含まない第2の区画とを含む多区画デバイスであって、前記第1および第2の区画の混合
物が、少なくとも25%の脂肪性物質を含む、多区画デバイス。
【請求項１９】
　第1の区画が脂肪性物質、ジアミノピラゾロンまたはその酸付加塩から選択される1種ま
たは複数の酸化塩基、および前記酸化塩基以外の1種または複数の追加の染料前駆物質を
含み、アルカリ性薬剤を含むかまたは含まない組成物を含有する第1の区画と、1種または
複数の酸化剤を含む第2の区画とを含む多区画デバイスであって、前記第1および第2の区
画の混合物が、少なくとも25%の脂肪性物質を含む、多区画デバイス。
【請求項２０】
　ケラチン繊維を酸化染色するための、請求項1から15のいずれか一項に記載の組成物の
使用。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本特許出願は、ケラチン繊維の酸化染色のための組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　酸化染料を含有する染色組成物、特に酸化染料前駆体および着色改質剤を用いて、ケラ
チン繊維、特にヒトの毛髪を染めることは知られている慣行である。
【０００３】
　酸化塩基として一般に知られている酸化染料前駆体は、最初は無色か淡色の化合物であ
るが、酸化性生成物と組み合わせたとき、酸化縮合の過程を経由して着色した化合物およ
び染料を生じさせることができる。それらは一般に、オルト-またはパラ-フェニレンジア
ミン、オルト-またはパラ-アミノフェノールならびにヘテロ環の塩基などの化合物である
。
【０００４】
　また知られているように、これらの酸化塩基で得られる色合いは、これらを発色剤また
は着色改質剤と組み合わせることによって変えることができ、発色剤または着色改質剤は
一般に、メタ-ジアミノベンゼン、メタ-アミノフェノール、メタ-ジフェノールおよびイ
ンドール化合物などの特定の複素環式化合物から選択される。
【０００５】
　酸化塩基および発色剤として使用される様々な分子は、広範囲の色を得ることを可能に
する。
【０００６】
　酸化染色としても知られているこれらの酸化染料によって得られる「永続的な」着色は
、さらにいくつかの要件を満たす必要がある。したがって、これは毒物学上の欠点を有す
るべきでなく、所望の強度の色合いを与えることができ、光、悪天候、洗浄、永続的な振
動、汗および摩擦などの外的な因子に対する良好な耐性を示すべきである。
【０００７】
　染料はまた、灰色の毛髪が隠蔽されることを可能にすべきであり、最終的に、できるだ
け非選択的であるべきである。すなわち、染料は同一のケラチン繊維に沿ってできるだけ
小さな着色差を与えるべきであるが、ケラチン繊維は、一般に、末端および根元の間で異
なった感受性の(すなわち、損傷された)領域を含む。
【０００８】
　毛髪染色の分野で、染色特性を改良するために、例えばアジュバントを使用して、多く
の試みがなされてきた。しかし、これらの組成物の他の特性を損なわずに、染色組成物の
染色特性を改良しなければならない限りでは、これらのアジュバントの選択は困難である
。これらのアジュバントは、特にケラチン繊維の明色化特性または染料適用性を損なうべ
きではない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】英国特許第1026978号
【特許文献２】英国特許第1153196号
【特許文献３】独国特許第2359399号
【特許文献４】特願88-169571
【特許文献５】特願91-10659
【特許文献６】国際公開第96/15765号
【特許文献７】仏国特許出願公開第2750048号
【特許文献８】独国特許第3843892号
【特許文献９】独国特許第4133957号
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【特許文献１０】国際公開第94/08969号
【特許文献１１】国際公開第94/08970号
【特許文献１２】仏国特許出願公開第2733749号
【特許文献１３】独国特許第19543988号
【特許文献１４】仏国特許出願公開第2766177号
【特許文献１５】仏国特許出願公開第2766178号
【特許文献１６】仏国特許出願公開第2782718号
【特許文献１７】仏国特許出願公開第2782716号
【特許文献１８】仏国特許出願公開第2782719号
【特許文献１９】仏国特許出願公開第2766179号
【特許文献２０】欧州特許出願公開第1348695号
【特許文献２１】仏国特許出願公開第2586913号
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】Walter Noll、「Chemistry and Technology of Silicones」Academic P
ress、1968年
【非特許文献２】「Cosmetics and Toiletries」1976年91巻1月号、27～32頁ToddおよびB
yers、「Volatile Silicone Fluids for Cosmetics」
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明の目的は、先行技術の欠点がないケラチン繊維の酸化染色のための新規の組成物
を得ることである。より詳しくは、本発明の目的は、改良された特性を有し、混合し適用
するのが簡単であり、とりわけ流れないで適用の場所で局部に十分に留まる、ケラチン繊
維の酸化染色のための組成物を得ることである。用語「改良された染色特性」は、詳細に
は、染色の能力/強度および/または均一性のレベルにおける改良を意味する。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　したがって、この目的は本発明によって達成され、その一主題は、
A)少なくとも25%の脂肪性物質、
B)ジアミノピラゾロンまたはその酸付加塩から選択される1種または複数の酸化塩基、
C)B)に規定される酸化塩基以外の1種または複数の追加の染料前駆物質、
D)1種または複数の酸化剤、および場合によって
E)1種または複数の塩基性化剤
を含む、ケラチン繊維、特に毛髪などのヒトケラチン繊維の酸化染色のための組成物であ
る。
【００１３】
　本発明による組成物は、その改良された染色特性によって特徴付けられる。詳細には、
本発明の組成物は、良好な能力および/または強度、毛髪の末端と根元間の繊維に沿った
色の良好な均一性(また着色選択性として知られている)および/または良好な色度を有す
る着色をもたらす。本発明の組成物は、困難を伴わず、無色で、ケラチン繊維に適用され
る。この組成物は、また染色過程の間にほとんどケラチン繊維の分解を引き起こさない。
【００１４】
　最終的に、本発明の組成物を使用して得られた着色は、ケラチン繊維がさらされる可能
性のある様々な外部の攻撃因子に対して、堅牢で耐性がある。
【００１５】
　本発明の一主題はまた、本発明による組成物を使用してケラチン繊維を染色する方法で
ある。
【００１６】
　本発明の一主題はまた、本発明の組成物を使用するための多区画デバイスである。
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【００１７】
　本発明の一主題は、ケラチン繊維の酸化染色のための、本発明に従う組成物の使用であ
る。
【００１８】
　述べたように、本発明の組成物は1種または複数の脂肪性物質を含む。
【００１９】
　用語「脂肪性物質」は、大気圧(760mmHg)で常温(25℃)の水に溶けない有機化合物を意
味する(5%、好ましくは1%、さらに優先的には0.1%未満の溶解性)。脂肪性物質は、少なく
とも2個のシロキサン基、または少なくとも6個の炭素原子を含む少なくとも1個の炭化水
素系鎖の配列を、その構造に含んでいる。さらに、脂肪性物質は、同じ温度および圧力状
態下で、有機溶媒、例えばクロロホルム、エタノール、ベンゼン、またはデカメチルシク
ロペンタシロキサンに可溶である。
【００２０】
　本発明によれば、脂肪性物質は脂肪酸とは異なることが好ましい。
【００２１】
　脂肪性物質は、低級アルカン、脂肪族アルコール、脂肪酸エステル、脂肪族アルコール
エステル、油、特に非シリコーン無機、植物、動物または合成油、非シリコーンワックス
およびシリコーンからとりわけ選択される。
【００２２】
　本発明の目的において想起されるが、これらの脂肪族アルコール、脂肪酸エステルおよ
び脂肪酸は、より詳しくは、少なくとも1個の直鎖または分枝状、飽和または不飽和の、6
～30個の炭素原子を含有する炭化水素系の基を含み、特に1個または複数の水酸基(特に1
～4)で場合によって置換されている。これらが不飽和の場合、これらの化合物は1～3個の
共役または非共役の炭素-炭素二重結合を含んでいてもよい。
【００２３】
　低級アルカンについては、これらは好ましくは6～16個の炭素原子を含み、直鎖または
分枝状、場合によって環状である。例として、アルカンは、ヘキサンおよびドデカン、な
らびにイソパラフィン(例えばイソヘキサデカン、イソデカン)から選択してもよい。
【００２４】
　本発明の組成物で使用することができる油として挙げることができる例は、以下のもの
を含む:
- ペルヒドロスクアレンなどの動物由来の炭化水素系油、
- 6～30個の炭素原子を含有する液体脂肪酸トリグリセリド(例えばヘプタン酸トリグリセ
リドまたはオクタン酸トリグリセリド)、または代替として例えば、ヒマワリ油、コーン
油、大豆油、マロー油、グレープシード油、ゴマ種油、ヘーゼルナッツ油、アプリコット
油、マカダミア油、アララ油、ひまし油、アボカド油、例えばStearineries Dubois社か
ら販売されているものまたはDynamit Nobel社からMiglyol(登録商標)810、812、および81
8の名称で販売されているものなどのカプリル/カプリン酸トリグリセリド、ホホバ油およ
びシアバターオイルなどの植物由来の炭化水素系油、
- 液体パラフィンおよびこれらの誘導体、ワセリン、流動石油ゼリー、ポリデセン、Parl
eam(登録商標)などの水素化ポリイソブテンなどの鉱物または合成由来の直鎖または分枝
状炭化水素、
- 挙げることができるフルオロ油は、BNFL Fluorochemicals社からFlutec(登録商標)PC1
、Flutec(登録商標)PC3の名称で販売されているパーフルオロメチルシクロペンタンおよ
びパーフルオロ-1,3-ジメチルシクロヘキサン;パーフルオロ-1,2-ジメチルシクロブタン;
パーフルオロアルカン、例えば、ドデカフルオロペンタンおよびテトラデカフルオロヘキ
サン[3M社からPF 5050(登録商標)およびPF 5060(登録商標)の名称で販売されているもの]
、またはブロモパーフルオロオクチル[Atochem社からForalkyl(登録商標)の名称で販売さ
れているもの]など;ノナフルオロメトキシブタンおよびノナフルオロエトキシイソブタン
;パーフルオロモルフォリンの誘導体、例えば、3M社からPF5052(登録商標)の名称で販売
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されている4-トリフルオロメチルパーフルオロモルフォリン。
【００２５】
　本発明の組成物で使用することができる脂肪族アルコールはオキシアルキレン化されて
いない。それらは、飽和または不飽和、直鎖または分枝状であり、6～30個の炭素原子、
特に8～30個の炭素原子を含み、セチルアルコール、ステアリルアルコール、およびこれ
らの混合物(セチルステアリルアルコール)、オクチルドデカノール、2-ブチルオクタノー
ル、2-ヘキシルデカノール、2-ウンデシルペンタデカノール、オレイルアルコールまたは
リノレイルアルコールを挙げることができる。
【００２６】
　本発明の組成物で使用することができるワックス(複数可)は、カルナウバ蝋、カンデリ
ラ蝋、アフリカハネガヤワックス、パラフィンワックス、オゾケライト、植物性ワックス
、例えばオリーブのワックス、米ワックス、水素化ホホバ油または花の無水ワックス、例
えばBertin社(仏国)から販売されているクロフサスグリの花のエッセンシャルワックス、
動物性ワックス、例えば蜜蝋、または変性した蜜蝋(セラベリナ(cerabellina))から選択
され;本発明で使用される他のワックスまたはワックス原料は、特にSophim社から商品番
号M82で販売されているものなどの海洋性ワックス(marine waxes)、ポリエチレンワック
スまたは一般にポリオレフィンワックスである。
【００２７】
　本発明の組成物で使用することができる脂肪酸は、飽和であっても不飽和であってもよ
く、6～30個の炭素原子および特に9～30個の炭素原子を含む。より詳しくはこれらは、ミ
リスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、ベヘン酸、オレイン酸、リノール酸、リノレ
ン酸およびイソステアリン酸から選択される。
【００２８】
　このエステルは、飽和または不飽和、直鎖または分枝状のC1～C26脂肪族モノまたはポ
リ酸と、飽和または不飽和、直鎖または分枝状のC1～C26脂肪族モノまたは多価アルコー
ルとのエステルであり、エステルの総炭素数は10以上である。
【００２９】
　モノエステルとしては、ジヒドロアビエチルベヘナート;オクチルドデシルベヘナート;
イソセチルベヘナート;セチルラクタート;C12～C15アルキルラクタート;イソステアリル
ラクタート;ラウリルラクタート;リノレイルラクタート;オレイルラクタート;(イソ)ステ
アリルオクタノアート;イソセチルオクタノアート;オクチルオクタノアート;セチルオク
タノアート;デシルオレアート;イソセチルイソステアラート;イソセチルラウラート;イソ
セチルステアラート;イソデシルオクタノアート;イソデシルオレアート;イソノニルイソ
ノナノアート;イソステアリルパルミタート;メチルアセチルリシノーレアート;ステアラ
ートミリスチル;オクチルイソノナノアート;2-エチルヘキシルイソノナート;オクチルパ
ルミタート;オクチルペラルゴナート;オクチルステアラート;オクチルドデシルエルカー
ト;オレイルエルカート;エチルおよびイソプロピルパルミタート、2-エチルヘキシルパル
ミタート、2-オクチルデシルパルミタート、アルキルミリスタート、例えばイソプロピル
、ブチル、セチル、2-オクチルドデシル、ミリスチルまたはステアリルミリスタート、ヘ
キシルステアラート、ブチルステアラート、イソブチルステアラート;ジオクチルマラー
ト、ヘキシルラウラート、2-ヘキシルデシルラウラートを挙げることができる。
【００３０】
　さらに本発明の変形において、C4～C22ジカルボン酸またはトリカルボン酸とC1～C22ア
ルコールとのエステル、およびモノ-、ジ-またはトリカルボン酸とC2～C26ジ-、トリ-、
テトラ-またはペンタヒドロキシアルコールとのエステルを使用することもできる。
【００３１】
　とりわけ下記のものを挙げることができる:ジエチルセバカート;ジイソプロピルセバカ
ート;ジイソプロピルアジパート;ジ-n-プロピルアジパート;ジオクチルアジパート;ジイ
ソステアリルアジパート;ジオクチルマレアート;グリセリルウンデシレナート;オクチル
ドデシルステアロイルステアラート;ペンタエリスリチルモノリシノレアート;ペンタエリ
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スリチルテトライソノナノアート;ペンタエリスリチルテトラペラルゴナート;ペンタエリ
スリチルテトライソステアラート;ペンタエリスリチルテトラオクタノアート;プロピレン
グリコールジカプリラート;プロピレングリコールジカプラート;トリデシルエルカート;
トリイソプロピルシトラート;トリイソステアリルシトラート;グリセリルトリラクタート
;グリセリルトリオクタノアート;トリオクチルドデシルシトラート;トリオレイルシトラ
ート;プロピレングリコールジオクタノアート;ネオペンチルグリコールジヘプタノアート
;ジエチレングリコールジイソノナノアート;およびポリエチレングリコールジステアラー
ト。
【００３２】
　上に言及したエステルの中で、エチル、イソプロピル、ミリスチル、セチル、または、
ステアリルパルミタート、2-エチルヘキシルパルミタート、2-オクチルデシルパルミター
ト、アルキルミリスタート、例えばイソプロピル、ブチル、セチルまたは2-オクチルドデ
シルミリスタート、ヘキシルステアラート、ブチルステアラート、イソブチルステアラー
ト;ジオクチルマラート、ヘキシルラウラート、2-ヘキシルデシルラウラート、イソノニ
ルイソノナノアートまたはセチルオクタノアートを使用することが好ましい。
【００３３】
　組成物は、脂肪酸エステルとして、C6～C30、好ましくはC12～C22脂肪酸のシュガーエ
ステルおよびジエステルを含んでもよい。用語「糖」は、いくつかのアルコール官能基を
有し、アルデヒドまたはケトンの官能基を含む、または含まない、少なくとも4つの炭素
原子を含む、酸素を有する炭化水素系化合物を意味することが想起される。これらの糖は
単糖、オリゴ糖または多糖であってもよい。
【００３４】
　挙げることができる適切な糖の例は、スクロース(または蔗糖)、グルコース、ガラクト
ース、リボース、フルクトース、マルトース、マンノース、アラビノース、キシロースお
よびラクトース、およびこれらの誘導体、とりわけメチル誘導体(例えばメチルグルコー
ス)などのアルキル誘導体を含む。
【００３５】
　脂肪酸のシュガーエステルは、とりわけ前述の糖と直鎖または分枝状の、飽和または不
飽和のC6～C30、好ましくはC12～C22脂肪酸とのエステルまたはエステル(複数)の混合物
を含む群から選択することができる。これらが不飽和の場合、これらの化合物は共役の1
～3個の炭素-炭素二重結合または非共役の炭素二重結合を含んでもよい。
【００３６】
　本発明の変形によるエステルは、モノ-、ジ-、トリ-、テトラエステルおよびポリエス
テル、およびこれらの混合物から選択することもできる。
【００３７】
　これらのエステルは、例えば、オレアート、ラウラート、パルミタート、ミリスタート
、ベヘナート、ココアート、ステアラート、リノーレアート、リノレナート、カプラート
およびアラキドナート、またはその混合物、例えば、とりわけ、オレオ-パルミタート、
オレオ-ステアラートおよびパルミトステアラート混合エステルから選択することができ
る。
【００３８】
　さらに特定すると、モノエステルおよびジエステル、とりわけスクロース、グルコース
またはメチルグルコースのモノ-、またはジオレアート、ステアラート、ベヘナート、オ
レオパルミタート、リノーレアート、リノレナートおよびオレオステアラートを使用する
ことが好ましい。
【００３９】
　挙げることができる例は、メチルグルコースジオレアートである、Amerchol社からGluc
ate(登録商標)DOの名称で販売されている製品である。
【００４０】
　糖と脂肪酸とのエステルまたはエステル混合物の例は、以下のものを含む:
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- Crodesta社からF160、F140、F110、F90、F70およびSL40の名称で販売されている製品で
あり、それぞれ以下を意味する:73%のモノエステルと27%のジエステルおよびトリエステ
ル、61%のモノエステルと39%のジエステル、トリエステルおよびテトラエステル、52%の
モノエステルと48%のジエステル、トリエステルおよびテトラエステル、45%のモノエステ
ルと55%のジエステル、トリエステルおよびテトラエステル、および39%のモノエステルと
61%のジエステル、トリエステルおよびテトラエステルから形成されるスクロースパルミ
トステアラート、ならびにスクロースモノラウラート;
- Ryoto Sugar Estersの名称で販売されている製品、例えば参照番号B370で20%のモノエ
ステルと80%のジ-トリエステル-ポリエステルから形成されるスクロースベヘナートに対
応するもの;
- Goldschmidt社からTegosoft(登録商標)PSEの名称で販売されているスクロースモノ-ジ
パルミト-ステアレート。
【００４１】
　本発明の美容組成物で使用することができるシリコーンは、揮発性または不揮発性で、
環状、直鎖または分枝状シリコーンであり、これらは、修飾されていないか、または有機
基で修飾される、25℃で5×10-6～2.5m2/s、好ましくは1×10-5～1m2/sの粘度を有する。
【００４２】
　本発明によれば、使用することができるシリコーンは、油、ワックス、樹脂またはゴム
の形態であってもよい。
【００４３】
　好ましくは、シリコーンは、ポリジアルキルシロキサン、とりわけポリジメチルシロキ
サン(PDMS)、および、ポリ(オキシアルキレン)基、アミノ基およびアルコキシ基から選択
される少なくとも1つの官能基を含む有機修飾ポリシロキサンから選択される。
【００４４】
　オルガノポリシロキサンは、Walter Noll、「Chemistry and Technology of Silicones
」Academic Press、1968年により詳しく規定されている。これらは揮発性または不揮発性
であってもよい。
【００４５】
　揮発性の場合、シリコーンは、60℃から260℃の間の沸点を有するものから特に選択さ
れ、さらにとりわけ以下のものから選択される:
(i)3から7個、好ましくは4から5個のケイ素原子を含む環状ポリジアルキルシロキサン。
これらは、例えば、特に、Union Carbide社からVolatile Silicone(登録商標)7207の名称
で、またはRhodia社からSilbione(登録商標)70045 V 2の名称で販売されているオクタメ
チルシクロテトラシロキサン、Union Carbide社からVolatile Silicone(登録商標)7158の
名称で、およびRhodia社からSilbione(登録商標)70045 V 5の名称で販売されているデカ
メチルシクロペンタシロキサン、ならびにこれらの混合物である。
【００４６】
　また、Union Carbide社から販売されているVolatile Silicone(登録商標)FZ 3109など
、次式のジメチルシロキサン/メチルアルキルシロキサン型の環状コポリマーを挙げるこ
とができる。
【００４７】
【化１】
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【００４８】
　オクタメチルシクロテトラシロキサンとテトラトリメチルシリルペンタエリトリトール
(50/50)の混合物、オクタメチルシクロテトラシロキサンとオキシ-1,1'-ビス(2,2,2',2',
3,3'-ヘキサトリメチルシリルオキシ)ネオペンタンの混合物などの、有機ケイ素化合物を
有する環状のポリジアルキルシロキサンの混合物もまた挙げることができる。
(ii)2～9個のケイ素原子を含み、25℃において5×10-6m2/s以下の粘度を有する直鎖揮発
性ポリジアルキルシロキサン。一例は特に、Toray Silicone社からSH 200の名称で販売さ
れているデカメチルテトラシロキサンである。この範疇に属するシリコーンは、「Cosmet
ics and Toiletries」1976年91巻1月号、27～32頁に掲載された論文ToddおよびByers、「
Volatile Silicone Fluids for Cosmetics」にも記載されている。
【００４９】
　不揮発性のポリジアルキルシロキサン、ポリジアルキルシロキサンゴムおよび樹脂、上
記の有機官能基で改質されたポリオルガノシロキサンおよびこれらの混合物が好ましくは
使用される。
【００５０】
　これらのシリコーンは、ポリジアルキルシロキサンから特に選択され、主に、トリメチ
ルシリル末端基を含むポリジメチルシロキサンを挙げることができる。シリコーンの粘度
は、例えば、ASTM規格445付録Cにより25℃で測定される。
【００５１】
　これらのポリジアルキルシロキサン中で、限定するものではないが、以下の市販品:
- Rhodia社から販売されているSilbione(登録商標)油47および70047シリーズまたはMiras
il(登録商標)油、例えばオイル70047V500000;
- Rhodia社から販売されているMirasil(登録商標)シリーズの油;
- Dow Corning社からの200シリーズの油、例えば60000mm2/sの粘度を有するDC200;
- General Electric社のViscasil(登録商標)油およびGeneral Electric社のSFシリーズの
所定の油(SF96、SF18)
を挙げることができる。
【００５２】
　Rhodia社からの48シリーズの油などの、Dimethiconol(CTFA)の名称で知られているジメ
チルシラノール末端基を含むポリジメチルシロキサンを挙げることもできる。
【００５３】
　ポリジアルキルシロキサンのこの範疇において、ポリ(C1～C20)ジアルキルシロキサン
である、Goldschmidt社からAbil Wax(登録商標)9800および9801の名称で販売されている
製品を挙げることもできる。
【００５４】
　本発明に従って使用することができるシリコーンゴムは、特にポリジアルキルシロキサ
ンであり、好ましくは200000から1000000の間の大きい数平均分子量を有するポリジメチ
ルシロキサンであり、単独でまたは溶媒中の混合物として使用される。この溶媒は、揮発
性シリコーン、ポリジメチルシロキサン(PDMS)油、ポリフェニル-メチルシロキサン(PPMS
)油、イソパラフィン、ポリイソブチレン、塩化メチレン、ペンタン、ドデカンおよびト
リデカン、またはこれらの混合物から選択することができる。
【００５５】
　本発明に従って使用することができる製品は、さらに特定すると、以下のような混合物
である:
・鎖末端がヒドロキシル化されたポリジメチルシロキサンまたはジメチコノール(dimethi
conol)(CTFA)、およびDow Corning社によって販売されている製品Q2 1401などのシクロメ
チコーン(CTFA)としても知られている環状のポリジメチルシロキサンから形成された混合
物;
・General Electric社からの製品SF 1214 Silicone Fluidなどの環状シリコーンを有する
ポリジメチルシロキサンゴムから形成された混合物;この製品は、デカメチルシクロペン
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タシロキサンに対応する油SF 1202 Silicone Fluidに溶解した500000の数平均分子量を有
する、ジメチコーンに対応するSF 30ゴムである;
・異なる粘度の2種のPDMSの混合物、より詳しくはGeneral Electric社からの製品SF 1236
などのPDMSゴムおよびPDMS油。製品SF 1236は、20 m2/sの粘度を有する、上に規定された
SE30ゴムと、5×10-6m2/sの粘度を有するSF 96油との混合物である。この製品は、15%のS
E 30ゴムおよび85%のSF 96油を含んでいることが好ましい。
【００５６】
　本発明に従って使用することができるオルガノポリシロキサンレジンは、以下の単位:
R2SiO2/2、R3SiO1/2、RSiO3/2およびSiO4/2
[式中、Rは1～16個の炭素原子を含有する炭化水素系の基を表す。]
を含む架橋シロキサンシステムである。これらの生成物の中で、特に好ましいものは、R
がC1～C4の低級アルキル基、さらに特定するとメチルを表すものである。
【００５７】
　これらの樹脂としては、Dow Corning 593の名称で販売されている製品、またはGeneral
 Electric社からSilicone Fluid SS 4230およびSS 4267の名称で販売されている製品を挙
げることができ、これらはジメチル/トリメチルのシロキサン構造のシリコーンである。
【００５８】
　特に、Shin-Etsu社からX22-4914、X21-5034およびX21-5037の名称で販売されているト
リメチルシロキシシリカートタイプの樹脂を挙げることもできる。
【００５９】
　本発明に従って使用することができる有機修飾シリコーンは、上に規定されるようなシ
リコーンであり、構造中に炭化水素系の基を介して結合した1種または複数の有機官能基
を含む。
【００６０】
　上に記述されたシリコーンに加えて、有機修飾シリコーンは、ポリジアリールシロキサ
ン(特にポリジフェニルシロキサン)、および前に言及した有機官能基で官能化したポリア
ルキルアリールシロキサンであってもよい。
【００６１】
　ポリアルキルアリールシロキサンは、とりわけ25℃で1×10-5～5×10-2m2/sの粘度を有
する、直鎖および/または分枝状ポリジメチル/メチルフェニルシロキサンおよびポリジメ
チル/ジフェニルシロキサンから選択される。
【００６２】
　これらのポリアルキルアリールシロキサンとして挙げることができる例は、以下の名称
で販売されている製品を含む:
- Rhodiaからの70641のシリーズのSilbione(登録商標)油;
- RhodiaからのRhodorsil(登録商標)70633および763シリーズの油;
- Dow Corningからの油Dow Corning 556 Cosmetic Grade Fluid;
- 製品PK20などのBayerからのPKシリーズのシリコーン;
- 製品PN1000およびPH1000などのBayerからのPNおよびPHシリーズのシリコーン;
- SF 1023、SF 1154、SF 1250およびSF 1265などのGeneral ElectricからのSFシリーズの
特定の油。
【００６３】
　有機修飾シリコーンとしては、下記のものを挙げることができる:
- C6～C24アルキル基を場合によって含むポリエチレンオキシおよび/またはポリプロピレ
ンオキシ基を有するポリオルガノシロキサン、例えばDow Corning社からDC 1248の名称で
販売されているジメチコーンコポリオールと称される製品、またはUnion Carbide社の油
であるSilwet(登録商標)L 722、L 7500、L 77、およびL 711、またDow Corning社からQ2 
5200の名称で販売されている、(C12)アルキルメチコーンコポリオール;
- 置換または非置換のアミン基を有するポリオルガノシロキサン、例えばGenesee社からG
P 7100およびGP 4 Silicone Fluidの名称で販売されている製品、またはDow Corning社か
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アミン基は、特にC1～C4アミノアルキル基である;
- アルコキシル化された基を有するポリオルガノシロキサン、例えば、SWS Silicones社
からSilicone Copolymer F-755の名称で、またGoldschmidt社からAbil Wax(登録商標)242
8、2434および2440の名称で販売されている製品。
【００６４】
　好ましくは、脂肪性物質はオキシアルキレン化もグリセリン化もされていない。
【００６５】
　より詳しくは、脂肪性物質は、室温、大気圧下で液状またはペースト状の化合物から選
択される。
【００６６】
　好ましくは、脂肪性物質は、25℃の温度、大気圧下で液状の化合物である。
【００６７】
　脂肪性物質は、C6～C16の低級アルカン、脂肪族アルコール、脂肪酸エステル、脂肪族
アルコールエステル、16個を越える炭素原子を含む動物由来の、または植物もしくは合成
起源の非シリコーン油、およびシリコーンから選択されることが好ましい。
【００６８】
　一実施形態によれば、脂肪性物質(複数可)は、流動石油ゼリー、ポリブテン、脂肪酸ま
たは脂肪族アルコールの液状のエステルまたはこれらの混合物から選択される。特に本発
明による組成物の脂肪性物質(複数可)は非シリコーンである。
【００６９】
　アルカンまたは炭化水素およびシリコーンが選択されることが好ましい。
【００７０】
　本発明による組成物は、少なくとも25%の脂肪性物質を含む。好ましくは、脂肪性物質
の濃度範囲は、組成物の全重量の25%から80%、さらに優先的には25%から65%まで、さらに
好適には30%から55%である。
【００７１】
　本発明による組成物は、ジアミノピラゾロン由来の1種または複数の塩基を含む。
【００７２】
　用語「ジアミノピラゾロン誘導体(複数可)」は、以下の下位構造:
【００７３】
【化２】

【００７４】
をその分子構造中に含む1種(または複数)の化合物を意味する。
【００７５】
　ジアミノピラゾロン誘導体は4,5-ジアミノピラゾール-3-オンまたは2,3-アミノピラゾ
ール-1-オン誘導体である。
【００７６】
　本発明によるジアミノピラゾロン誘導体(複数可)は、好ましくは下記の一般式(I)に対
応する:
【００７７】



(13) JP 5744395 B2 2015.7.8

10

20

30

40

50

【化３】

【００７８】
　[式中、
・R1、R2、R3およびR4は、同一でも異なっていてもよく、互いに独立して
- 水素原子;
- OR5、NR6R7、カルボキシル、スルホン酸基、カルボキサミドCONR6R7、スルホンアミドS
O2NR6R7、ピペリジンなどの脂肪族複素環、アリール基(C1～C4アルキル、水酸基、C1～C2
アルコキシ、アミノおよび(ジ)(C1～C2)アルキルアミノ基から選択される1つまたは複数
の基で場合によって置換されている)から選択される1つまたは複数の基で場合によって置
換された、直鎖または分枝状のC1～C10、好ましくはC1～C6アルキル基;
- C1～C4アルキル、水酸基、C1～C2アルコキシ、アミノおよび(ジ)(C1～C2)アルキルアミ
ノ基から選択される1つまたは複数の基で場合によって置換されたアリール基;
- C1～C4アルキルおよびC1～C2アルコキシ基から選択される1つまたは複数の基で場合に
よって置換された、5または6員のヘテロアリール基
を表し;
・R5、R6およびR7は、同一でも異なっていてもよく、
- 水素原子;
- 水酸基、C1～C2アルコキシ、カルボキサミドCONR8R9、スルホニルSO2R8、およびアリー
ル基(C1～C4アルキル、水酸基、C1～C2アルコキシ、アミノまたは(ジ)(C1～C2)アルキル
アミノ基で場合によって置換されている)から選択される1つまたは複数の基で場合によっ
て置換された直鎖または分枝状C1～C4、好ましくはC1～C2アルキル基;
- C1～C4アルキル、水酸基、C1～C2アルコキシ、アミノおよび(ジ)(C1～C2)アルキルアミ
ノ基から選択される1つまたは複数の基で場合によって置換されたアリール基;
- カルボキサミド基CONR8R9;
- スルホニル基SO2R8
を表し;
・R8およびR9は、同一でも異なっていてもよく、水素原子;水酸基およびC1～C2アルコキ
シ基から選択される1つまたは複数の基で場合によって置換された直鎖または分枝状のC1
～C4アルキル基を表し;
・一方ではR1およびR2、他方ではR3およびR4はまた、これらが結合している窒素原子と一
緒になって、ハロゲン原子、アミノ、(ジ)(C1～C4)アルキルアミノ、(ジ)ヒドロキシ(C1
～C2)アルキルアミノ、水酸基、カルボキシル、カルボキサミド、(ジ)(C1～C2)アルキル
カルボキサミドおよびC1～C2アルコキシ基、ならびにC1～C4アルキル基（水酸基、アミノ
、(ジ)アルキルアミノ、アルコキシ、カルボキシルおよびスルホニル基から選択される1
つまたは複数の基で場合によって置換されている）から選択される1つまたは複数の基で
場合によって置換またはN置換された、飽和または不飽和の5～7員の複素環を形成しても
よく;
前記複素環は、同一でも異なっていてもよい、一方ではR1およびR2、他方ではR3およびR4
が、これらが結合している窒素原子と一緒になることによって形成され、前記複素環を形
成する鎖員は、好ましくは、炭素、窒素および酸素原子から場合によって選択される。]
。
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【００７９】
　特定の一実施形態によれば、R1およびR2は、同一でも異なっていてもよく、互いに独立
して
- 水酸基、C1～C2アルコキシ、アミノ、および(ジ)(C1～C2)アルキルアミノ基から選択さ
れる1つまたは複数の基で場合によって置換されたC1～C6アルキル基;および
- フェニル、メトキシフェニル、エトキシフェニル基またはベンジル基
から選択される。
【００８０】
　好ましくは、R1およびR2は、同一でも異なっていてもよく、互いに独立して、メチル、
エチル、2-ヒドロキシエチル、3-ヒドロキシプロピル、2-ヒドロキシプロピルおよびフェ
ニル基から選択される。
【００８１】
　他の実施形態によると、R1およびR2は、これらが結合している窒素原子と一緒になって
、ハロゲン原子、アミノ、(ジ)(C1～C4)アルキルアミノ、(ジ)ヒドロキシ(C1～C2)アルキ
ルアミノ、水酸基、カルボキシル、カルボキサミド、(ジ)(C1～C2)アルキルカルボキサミ
ドおよびC1～C2アルコキシ基、ならびにC1～C4アルキル基(水酸基、アミノ、(ジ)アルキ
ルアミノ、アルコキシ、カルボキシルおよびスルホニル基から選択される1つまたは複数
の基で場合によって置換されている)から選択される1つまたは複数の基で場合によって置
換された、飽和または不飽和の5または6員環を形成する。
【００８２】
　好ましくは、R1およびR2は、これらが結合している窒素原子と一緒になって、C1～C4ア
ルキル、水酸基、C1～C2アルコキシ、カルボキシル、カルボキサミド、アミノ、および(
ジ)(C1～C2)アルキルアミノ基から選択される1つまたは複数の基で場合によって置換され
た、ピラゾリジンまたはピリダゾリジンの環を形成する。
【００８３】
　好ましくは、R1およびR2は、これらが結合している窒素原子と一緒になって、C1～C4ア
ルキル、水酸基、(C1～C2)アルコキシ、カルボキシル、カルボキサミド、アミノ、および
(ジ)(C1～C2)アルキルアミノ基から選択される1つまたは複数の基で場合によって置換さ
れた、ピラゾリジンまたはピリダゾリジンの環を形成する。
【００８４】
　さらにより有利には、R1およびR2は、これらが結合している窒素原子と一緒になって、
ピラゾリジン、ピリダゾリンまたはピリダゾリジンの環を形成する。
【００８５】
　R3およびR4については、これらの基は、同一でも異なっていてもよく、特に、水素原子
;水酸基、C1～C2アルコキシ、アミノ、(ジ)(C1～C2)アルキルアミノ基およびピペリジン
などの脂肪族複素環から選択される1つまたは複数の基で場合によって置換された直鎖か
分枝状C1～C6アルキル基;水酸基、アミノおよびC1～C2アルコキシ基から選択される1つま
たは複数の基で場合によって置換されたフェニル基から選択される。
【００８６】
　好ましくは、R3およびR4は、同一でも異なっていてもよく、水素原子、メチル、エチル
、イソプロピル、2-ヒドロキシエチル、3-ヒドロキシプロピル、2-ヒドロキシプロピル、
2-カルボキシエチル、2-ジメチルアミノエチル、ピロリジン-1-イル、3-ヒドロキシピロ
リジン-1-イル、4-ピペリジン-1-イル、4-メチルピペリジン-1-イルおよび3-ジメチルア
ミノ-ピペリジン-1-イル基から選択される。
【００８７】
　特定の一実施形態によれば、R3およびR4基は水素原子を表す。
【００８８】
　別の実施形態によれば、R3およびR4は、これらが結合している窒素原子と一緒になって
、ピロリジン、ピペリジン、ホモピペリジン、ピペラジンおよびホモピペラジン複素環か
ら選択される5～7員環を形成し;前記環は、水酸基、アミノ、(ジ)(C1～C2)アルキルアミ
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ノ、(ジ)ヒドロキシ(C1～C2)アルキルアミノ、カルボキシル、カルボキサミドおよび(ジ)
(C1～C2)アルキルカルボキサミド基およびC1～C4アルキル基(1つまたは複数の水酸基、ア
ミノ、またはC1～C2(ジ)アルキルアミノ基で場合によって置換されている)から選択され
る1つまたは複数の基で場合によって置換またはN置換されている。
【００８９】
　特に、R3およびR4は、これらが結合している窒素原子と一緒になって、ピロリジン、2,
5-ジ-メチルピロリジン、ピロリジン-2-カルボン酸、3-ヒドロキシピロリジン-2-カルボ
ン酸、4-ヒドロキシ-ピロリジン-2-カルボン酸、2,4-ジカルボキシピロリジン、3-ヒドロ
キシ-2-ヒドロキシメチルピロリジン、2-カルボキサミド-ピロリジン、3-ヒドロキシ-2-
カルボキサミドピロリジン、2-(ジエチルカルボキサミド)ピロリジン、2-ヒドロキシメチ
ル-ピロリジン、3,4-ジヒドロキシ-2-ヒドロキシメチルピロリジン、3-ヒドロキシピロリ
ジン、3,4-ジヒドロキシピロリジン、3-アミノ-ピロリジン、3-メチルアミノピロリジン
、3-ジメチルアミノ-ピロリジン、4-アミノ-3-ヒドロキシピロリジン、3-ヒドロキシ-4-(
2-ヒドロキシエチル)アミノピロリジン、ピペリジン、2,6-ジメチルピペリジン、2-カル
ボキシピペリジン、2-カルボキサミドピペリジン、2-ヒドロキシメチルピペリジン、3-ヒ
ドロキシ-2-ヒドロキシメチルピペリジン、2-ヒドロキシピペリジン、3-ヒドロキシピペ
リジン、4-ヒドロキシピペリジン、3-ヒドロキシ-メチルピペリジン、ホモピペリジン、2
-カルボキシホモ-ピペリジン、2-カルボキサミドホモピペリジン、ホモピペラジン、N-メ
チルホモピペラジンおよびN-(2-ヒドロキシエチル)-ホモピペラジンから選択される5～7
員環を形成する。
【００９０】
　好ましくは、R3およびR4は、これらが結合している窒素原子と一緒になって、ピロリジ
ン、3-ヒドロキシピロリジン、3-アミノピロリジン、3-ジメチルアミノ-ピロリジン、ピ
ロリジン-2-カルボン酸、3-ヒドロキシピロリジン-2-カルボン酸、ピペリジン、ヒドロキ
シピペリジン、ホモピペリジン、1,4-ジアゼパン、N-メチルホモピペラジンおよびN-β-
ヒドロキシエチル-ホモピペラジンから選択される5～7員環を形成する。
【００９１】
　本発明の一層好ましい一実施形態において、R3およびR4は、これらが結合している窒素
原子と一緒になって、ピロリジン、3-ヒドロキシ-ピロリジン、3-アミノピロリジンまた
は3-ジメチルアミノ-ピロリジンなどの5員環を形成する。
【００９２】
　式(I)の化合物は、強い無機酸(例えばHCl、HBr、HI、H2SO4、またはH3PO4)、または有
機酸(例えば酢酸、乳酸、酒石酸、クエン酸、コハク酸、ベンゼンスルホン酸、パラトル
エンスルホン酸、ギ酸、またはメタンスルホン酸)で場合によって塩形成されてもよい。
【００９３】
　また、これらは、溶媒和物(例えば水和物、またはエタノールもしくはイソプロパノー
ルなどの直鎖もしくは分枝状アルコールの溶媒和物)の形態であってもよい。
【００９４】
　挙げることができる式(I)の誘導体の例は、以下に示す化合物またはその付加塩を含む:
4,5-ジアミノ-1,2-ジメチル-1,2-ジヒドロピラゾール-3-オン;
4-アミノ-5-メチルアミノ-1,2-ジメチル-1,2-ジヒドロピラゾール-3-オン;
4-アミノ-5-ジメチルアミノ-1,2-ジメチル-1,2-ジヒドロピラゾール-3-オン;
4-アミノ-5-(2-ヒドロキシエチル)アミノ-1,2-ジメチル-1,2-ジヒドロピラゾール-3-オン
;
4-アミノ-5-(ピロリジン-1-イル)-1,2-ジメチル-1,2-ジヒドロピラゾール-3-オン;
4-アミノ-5-(ピペリド-1-イル)-1,2-ジメチル-1,2-ジヒドロピラゾール-3-オン;
4,5-ジアミノ-1,2-ビス(2-ヒドロキシエチル)-1,2-ジヒドロピラゾール-3-オン;
4-アミノ-5-メチルアミノ-1,2-ビス(2-ヒドロキシエチル)-1,2-ジヒドロピラゾール-3-オ
ン;
4-アミノ-5-ジメチルアミノ-1,2-ビス(2-ヒドロキシエチル)-1,2-ジヒドロピラゾール-3-
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オン;
4-アミノ-5-(2-ヒドロキシエチル)アミノ-1,2-ビス(2-ヒドロキシエチル)-1,2-ジヒドロ
ピラゾール-3-オン;
4-アミノ-5-(ピロリジン-1-イル)-1,2-ジ(2-ヒドロキシエチル)-1,2-ジヒドロピラゾール
-3-オン;
4-アミノ-5-(ピペリド-1-イル)-1,2-ジ(2-ヒドロキシエチル)-1,2-ジヒドロピラゾール-3
-オン;
4,5-ジアミノ-1,2-ジエチル-1,2-ジヒドロピラゾール-3-オン;
4,5-ジアミノ-1,2-フェニル-1,2-ジヒドロピラゾール-3-オン;
4,5-ジアミノ-1-エチル-2-メチル-1,2-ジヒドロピラゾール-3-オン;
4,5-ジアミノ-2-エチル-1-メチル-1,2-ジヒドロピラゾール-3-オン;
4,5-ジアミノ-1-フェニル-2-メチル-1,2-ジヒドロピラゾール-3-オン;
4,5-ジアミノ-2-フェニル-1-メチル-1,2-ジヒドロピラゾール-3-オン;
4,5-ジアミノ-1-(2-ヒドロキシエチル)-2-メチル-1,2-ジヒドロピラゾール-3-オン;
4,5-ジアミノ-2-(2-ヒドロキシエチル)-1-メチル-1,2-ジヒドロピラゾール-3-オン;
2,3-ジアミノ-6,7-ジヒドロ-1H,5H-ピラゾロ[1,2-a]ピラゾール-1-オン;
2-アミノ-3-メチルアミノ-6,7-ジヒドロ-1H,5H-ピラゾロ[1,2-a]ピラゾール-1-オン;
2-アミノ-3-ジメチルアミノ-6,7-ジヒドロ-1H,5H-ピラゾロ[1,2-a]ピラゾール-1-オン;
2-アミノ-3-エチルアミノ-6,7-ジヒドロ-1H,5H-ピラゾロ[1,2-a]ピラゾール-1-オン;
2-アミノ-3-イソプロピルアミノ-6,7-ジヒドロ-1H,5H-ピラゾロ-[1,2-a]ピラゾール-1-オ
ン;
2-アミノ-3-(2-ヒドロキシエチル)アミノ-6,7-ジヒドロ-1H,5H-ピラゾロ[1,2-a]ピラゾー
ル-1-オン;
2-アミノ-3-(2-ヒドロキシプロピル)アミノ-6,7-ジヒドロ-1H,5H-ピラゾロ[1,2-a]ピラゾ
ール-1-オン;
2-アミノ-3-ビス(2-ヒドロキシエチル)アミノ-6,7-ジヒドロ-1H,5H-ピラゾロ[1,2-a]ピラ
ゾール-1-オン;
2-アミノ-3-(ピロリジン-1-イル)-6,7-ジヒドロ-1H,5H-ピラゾロ-[1,2-a]ピラゾール-1-
オン;
2-アミノ-3-(3-ヒドロキシピロリジン-1-イル)-6,7-ジヒドロ-1H,5H-ピラゾロ[1,2-a]ピ
ラゾール-1-オン;
2-アミノ-3-(ピペリド-1-イル)-6,7-ジヒドロ-1H,5H-ピラゾロ-[1,2-a]ピラゾール-1-オ
ン;
2,3-ジアミノ-6-ヒドロキシ-6,7-ジヒドロ-1H,5H-ピラゾロ[1,2-a]ピラゾール-1-オン;
2,3-ジアミノ-6-メチル-6,7-ジヒドロ-1H,5H-ピラゾロ[1,2-a]ピラゾール-1-オン;
2,3-ジアミノ-6,6-ジメチル-6,7-ジヒドロ-1H,5H-ピラゾロ[1,2-a]ピラゾール-1-オン;
2,3-ジアミノ-5,6,7,8-テトラヒドロ-1H,6H-ピリダジノ[1,2-a]ピラゾール-1-オン;
2,3-ジアミノ-5,8-ジヒドロ-1H,6H-ピリダジノ[1,2-a]ピラゾール-1-オン;
4-アミノ-5-ジメチルアミノ-1,2-ジエチル-1,2-ジヒドロピラゾール-3-オン;
4-アミノ-1,2-ジエチル-5-エチルアミノ-1,2-ジヒドロピラゾール-3-オン;
4-アミノ-1,2-ジエチル-5-イソプロピルアミノ-1,2-ジヒドロピラゾール-3-オン;
4-アミノ-1,2-ジエチル-5-(2-ヒドロキシエチルアミノ)-1,2-ジヒドロピラゾール-3-オン
;
4-アミノ-5-(2-ジメチルアミノエチルアミノ)-1,2-ジエチル-1,2-ジヒドロピラゾール-3-
オン;
4-アミノ-5-[ビス(2-ヒドロキシエチル)アミノ]-1,2-ジエチル-1,2-ジヒドロピラゾール-
3-オン;
4-アミノ-1,2-ジエチル-5-(3-イミダゾール-1-イルプロピルアミノ)-1,2-ジヒドロピラゾ
ール-3-オン;
4-アミノ-5-(3-ジメチルアミノピロリジン-1-イル)-1,2-ジエチル-1,2-ジヒドロピラゾー



(17) JP 5744395 B2 2015.7.8

ル-3-オン;
4-アミノ-1,2-ジエチル-5-(4-メチルピペラジン-1-イル)-ピラゾリジン-3-オン;
【００９５】
　その一部は、名称を化学構造で説明するために以下に示す:
【００９６】
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【００９７】
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【００９８】
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【表１Ｃ】

【００９９】
　これらの化合物の中で、式(I)のジアミノ-N,N-ジヒドロ-ピラゾロン誘導体またはその
付加塩として特に好ましいものは下記である:
2,3-ジアミノ-6,7-ジヒドロ-1H,5H-ピラゾロ[1,2-a]ピラゾール-1-オン;
2-アミノ-3-エチルアミノ-6,7-ジヒドロ-1H,5H-ピラゾロ[1,2-a]ピラゾール-1-オン;
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2-アミノ-3-イソプロピルアミノ-6,7-ジヒドロ-1H,5H-ピラゾロ[1,2-a]ピラゾール-1-オ
ン;
2-アミノ-3-(ピロリジン-1-イル)-6,7-ジヒドロ-1H,5H-ピラゾロ[1,2-a]ピラゾール-1-オ
ン;
4,5-ジアミノ-1,2-ジメチル-1,2-ジヒドロピラゾール-3-オン;
4,5-ジアミノ-1,2-ジエチル-1,2-ジヒドロピラゾール-3-オン;
4,5-ジアミノ-1,2-ビス(2-ヒドロキシエチル)-1,2-ジヒドロピラゾール-3-オン;
2-アミノ-3-(2-ヒドロキシエチル)アミノ-6,7-ジヒドロ-1H,5H-ピラゾロ[1,2-a]ピラゾー
ル-1-オン;
2-アミノ-3-ジメチルアミノ-6,7-ジヒドロ-1H,5H-ピラゾロ[1,2-a]ピラゾール-1-オン;
2,3-ジアミノ-5,6,7,8-テトラヒドロ-1H,6H-ピリダジノ[1,2-a]ピラゾール-1-オン;
4-アミノ-1,2-ジエチル-5-ピロリジン-1-イル-1,2-ジヒドロピラゾール-3-オン;
4-アミノ-5-(3-ジメチルアミノピロリジン-1-イル)-1,2-ジエチル-1,2-ジヒドロピラゾー
ル-3-オン;
2,3-ジアミノ-6-ヒドロキシ-6,7-ジヒドロ-1H,5H-ピラゾロ[1,2-a]ピラゾール-1-オン。
【０１００】
　2,3-ジアミノ-6,7-ジヒドロ-1H,5H-ピラゾロ[1,2-a]ピラゾール1-オンおよびその塩、
例えば、式:
【０１０１】
【化４】

【０１０２】
の2,3-ジアミノ-6,7-ジヒドロ-1H,5H-ピラゾロ[1,2-a]ピラゾール1-オンジメタンスルホ
ナートがとりわけ好ましい。
【０１０３】
　ジアミノピラゾロン誘導体および/またはその酸付加塩の量は、組成物の全重量に対し
て0.005重量%から10重量%、好ましくは0.05重量%から1.5重量%の間の範囲である。
【０１０４】
　ジアミノピラゾロンに由来した酸化塩基に加えて、本組成物は1種または複数の追加の
染料前駆物質を含む。
【０１０５】
　これらの追加の染料前駆物質はジアミノピラゾロン誘導体および発色剤以外の酸化塩基
から選択される。
【０１０６】
　本発明において使用することができる酸化塩基(複数可)は、酸化染色で従来知られてい
るものから選択され、それらのうち特に挙げることができるものは、オルト-およびパラ-
フェニレンジアミン、複塩基、オルト-およびパラ-アミノフェノールおよび複素環の塩基
、およびまたこれらの化合物の酸付加塩である。
【０１０７】
　これらの酸化塩基は特に陽イオン性であってもよい。
【０１０８】
　本発明において使用することができるパラ-フェニレンジアミンは、下記の式(II)の化
合物およびその酸付加塩から特に選択することができる:
【０１０９】
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【化５】

【０１１０】
 [式中、
・R8は水素原子、C1～C4アルキル基、C1～C4モノヒドロキシアルキル基、C2～C4ポリヒド
ロキシアルキル基、(C1～C4)アルコキシ(C1～C4)アルキル基、および窒素基、フェニル基
または4'-アミノフェニル基で置換されたC1～C4アルキル基を表し;
・R9は水素原子、C1～C4アルキル基、C1～C4モノヒドロキシアルキル基、C2～C4ポリヒド
ロキシアルキル基、(C1～C4)アルコキシ(C1～C4)アルキル基または窒素基で置換したC1～
C4アルキル基を表し;
・R8およびR9は、またこれらを有する窒素原子と共に、1個または複数のアルキル基、ヒ
ドロキシ基またはウレイド基で場合によって置換された5または6員の窒素複素環を形成し
てもよく;
・R10は水素原子、塩素原子などのハロゲン原子、C1～C4アルキル基、硫黄基、カルボキ
シ基、C1～C4モノヒドロキシアルキル基、C1～C4ヒドロキシアルコキシ基、アセチルアミ
ノ(C1～C4)アルコキシ基、C1～C4メシルアミノアルコキシ基またはカルバモイルアミノ(C

1～C4)アルコキシ基を表し;
・R11は水素またはハロゲン原子、またはC1～C4アルキル基を表す。]。
【０１１１】
　上記の式(II)の窒素基としては特に、アミノ、モノ(C1～C4)アルキルアミノ、ジ(C1～C

4)アルキルアミノ、トリ(C1～C4)アルキルアミノ、モノヒドロキシ(C1～C4)アルキルアミ
ノ、イミダゾリニウムおよびアンモニウム基を挙げることができる。
【０１１２】
　上記の式(II)のパラ-フェニレンジアミンの中でさらに特定して挙げることができるも
のは、パラ-フェニレンジアミン、パラ-トリレンジアミン、2-クロロ-パラ-フェニレンジ
アミン、2,3-ジメチル-パラ-フェニレンジアミン、2,6-ジメチル-パラ-フェニレンジアミ
ン、2,6-ジエチル-パラ-フェニレンジアミン、2,5-ジメチル-パラ-フェニレンジアミン、
N,N-ジメチル-パラ-フェニレンジアミン、N,N-ジエチル-パラ-フェニレンジアミン、N,N-
ジプロピル-パラ-フェニレンジアミン、4-アミノ-N,N-ジエチル-3-メチルアニリン、2-β
-ヒドロキシエチル-パラ-フェニレンジアミン、2-フルオロ-パラ-フェニレンジアミン、2
-イソプロピル-パラ-フェニレンジアミン、N-(β-ヒドロキシプロピル)-パラ-フェニレン
ジアミン、2-ヒドロキシメチル-パラ-フェニレンジアミン、N,N-ジメチル-3-メチル-パラ
-フェニレンジアミン、N,N-(エチル-β-ヒドロキシエチル)-パラ-フェニレンジアミン、N
-(β,γ-ジヒドロキシプロピル)-パラ-フェニレンジアミン、N-(4'-アミノフェニル)-パ
ラ-フェニレンジアミン、N-フェニル-パラ-フェニレンジアミン、2-β-ヒドロキシエチル
オキシ-パラ-フェニレンジアミン、2-β-アセチルアミノエチルオキシ-パラ-フェニレン
ジアミン、N-(β-メトキシエチル)-パラ-フェニレンジアミン、2-メチル-1-N-β-ヒドロ
キシエチル-パラ-フェニレンジアミン、およびその酸付加塩である。
【０１１３】
　上記の式(II)のパラ-フェニレンジアミンの中で、パラ-フェニレンジアミン、パラ-ト
リレンジアミン、2-イソプロピル-パラ-フェニレンジアミン、2-β-ヒドロキシエチル-パ
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ラ-フェニレンジアミン、2,6-ジメチル-パラ-フェニレンジアミン、2,6-ジエチル-パラ-
フェニレンジアミン、2,3-ジメチル-パラ-フェニレンジアミン、2-クロロ-パラ-フェニレ
ンジアミンおよびN,N-ビス(β-ヒドロキシエチル)-パラ-フェニレンジアミン、およびそ
の酸付加塩が最もとりわけ好ましい。
【０１１４】
　パラ-フェニレンジアミン、パラ-トリレンジアミンおよびN,N-ビス-β-ヒドロキシエチ
ル-パラ-フェニレンジアミン、およびその酸付加塩は最もとりわけ使用される。
【０１１５】
　本発明によれば、用語「複塩基」は、アミノおよび/または水酸基を有する少なくとも2
個の芳香核を含有する化合物を指すものと理解される。
【０１１６】
　本発明による組成物で酸化塩基として使用することができる複塩基としては、特に下記
の式(III)に対応する化合物およびその酸付加塩を挙げることができる:
【０１１７】

【化６】

【０１１８】
 [式中、
・Z1およびZ2は、同一でも異なっていてもよく、水酸基、またはC1～C4アルキル基または
架橋基Yで置換されていてもよい-NH2基を表し;
・架橋基Yは、1から14個の炭素原子を含有する直鎖または分枝状アルキレン鎖を表し、こ
のアルキレン鎖は、1個または複数の窒素基および/または酸素、硫黄または窒素原子など
の1個または複数のヘテロ原子で、中断されまたは終端となってもよく、1個または複数の
水酸基またはC1～C6アルコキシ基で場合によって置換されており;。
・R12およびR13は水素またはハロゲン原子、C1～C4アルキル基、C1～C4モノヒドロキシア
ルキル基、C2～C4ポリヒドロキシアルキル基、C1～C4アミノアルキル基または架橋基Yを
表し;
・R14、R15、R16、R17、R18およびR19は、同一でも異なっていてもよく、水素原子、架橋
基YまたはC1～C4アルキル基を表し;
・式(III)の化合物は、1分子当たりただ1個の架橋基Yを含むものと理解される。]。
【０１１９】
　上記の式(III)の窒素基としては特に、アミノ、モノ(C1～C4)アルキルアミノ、ジ(C1～
C4)アルキルアミノ、トリ(C1～C4)アルキルアミノ、モノヒドロキシ(C1～C4)アルキルア
ミノ、イミダゾリニウムおよびアンモニウム基を挙げることができる。
【０１２０】
　上記の式(III)の複塩基としては、さらに特定すると、N,N'-ビス(β-ヒドロキシエチル
)-N,N'-ビス(4'-アミノフェニル)-1,3-ジアミノ-プロパノール、N,N'-ビス(β-ヒドロキ
シエチル)-N,N'-ビス(4'-アミノフェニル)エチレンジアミン、N,N'-ビス(4-アミノフェニ
ル)-テトラメチレンジアミン、N,N'-ビス(β-ヒドロキシエチル)-N,N'-ビス(4-アミノフ
ェニル)テトラメチレンジアミン、N,N'-ビス(4-メチルアミノフェニル)テトラメチレンジ
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アミン、N,N'-ビス(エチル)-N,N'-ビス(4'-アミノ-3'-メチルフェニル)エチレンジアミン
および1,8-ビス(2,5-ジアミノフェノキシ)-3,5-ジオキサオクタン、およびその酸付加塩
を挙げることができる。
【０１２１】
　式(III)のこれらの複塩基としては、N,N'-ビス(β-ヒドロキシエチル)-N,N'-ビス(4'-
アミノフェニル)-1,3-ジアミノプロパノール、および1,8-ビス(2,5-ジアミノフェノキシ)
-3,5-ジオキサオクタン、またはその酸付加塩のものが特に好ましい。
【０１２２】
　本発明において使用することができるパラ-アミノフェノールは、特に下記の式(IV)に
対応する化合物およびその酸付加塩から選択することができる:
【０１２３】
【化７】

【０１２４】
 [式中、
・R20は、水素原子、フッ素などのハロゲン原子、C1～C4アルキル、C1～C4モノヒドロキ
シアルキル、(C1～C4)アルコキシ(C1～C4)アルキル、C1～C4アミノアルキルまたはヒドロ
キシ(C1～C4)アルキルアミノ(C1～C4)アルキル基を表し、
・R21は、水素原子、またはフッ素などのハロゲン原子、C1～C4アルキル、C1～C4モノヒ
ドロキシアルキル、C2～C4ポリヒドロキシアルキル、C1～C4アミノアルキル、C1～C4シア
ノアルキルまたは(C1～C4)アルコキシ(C1～C4)アルキル基を表す。]。
【０１２５】
　上記の式(IV)のパラ-アミノフェノールとして特に挙げることができるものは、パラ-ア
ミノフェノール、4-アミノ-3-メチルフェノール、4-アミノ-3-フルオロフェノール、4-ア
ミノ-3-ヒドロキシメチルフェノール、4-アミノ-2-メチルフェノール、4-アミノ-2-ヒド
ロキシメチルフェノール、4-アミノ-2-メトキシメチルフェノール、4-アミノ-2-アミノメ
チルフェノール、4-アミノ-2-(β-ヒドロキシエチルアミノメチル)フェノールおよびその
酸付加塩である。
【０１２６】
　パラ-アミノフェノールおよび4-アミノ-3-メチルフェノールはより一層好ましい。
【０１２７】
　本発明において、酸化塩基として使用することができるオルト-アミノフェノールは、2
-アミノフェノール、2-アミノ-1-ヒドロキシ-5-メチルベンゼン、2-アミノ-1-ヒドロキシ
-6-メチルベンゼンおよび5-アセタミド-2-アミノフェノール、ならびにその酸付加塩から
特に選択される。
【０１２８】
　本発明に従う染色組成物で酸化塩基として使用することができる複素環の塩基として、
特に挙げることができるものは、ピリジン誘導体、ピリミジン誘導体、ピラゾール誘導体
およびその酸付加塩である。
【０１２９】
　ピリジン誘導体としては、さらに特定すると、例えば英国特許第1026978号および英国
特許第1153196号に記載された化合物、例えば、2,5-ジアミノピリジン、2-(4-メトキシフ
ェニル)アミノ-3-アミノピリジン、2,3-ジアミノ-6-メトキシピリジン、2-(β-メトキシ
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エチル)アミノ-3-アミノ-6-メトキシピリジン、3,4-ジアミノピリジンおよびその酸付加
塩を挙げることができる。
【０１３０】
　ピリミジン誘導体としては、さらに特定すると、例えば独国特許第2359399号または特
願88-169571および特願91-10659または特許出願国際公開第96/15765号に記載された化合
物、例えば、2,4,5,6-テトラアミノピリミジン、4-ヒドロキシ-2,5,6-トリアミノピリミ
ジン、2-ヒドロキシ-4,5,6-トリアミノピリミジン、2,4-ジヒドロキシ-5,6-ジアミノピリ
ミジンおよび2,5,6-トリアミノピリミジン、ピラゾロピリミジン誘導体、例えば、仏国特
許出願公開第2750048号に記載されたものを挙げることができ、その中では特に、ピラゾ
ロ[1,5-a]ピリミジン-3,7-ジアミン; 2,5-ジメチルピラゾロ[1,5-a]ピリミジン-3,7-ジア
ミン; ピラゾロ[1,5-a]ピリミジン-3,5-ジアミン; 2,7-ジメチルピラゾロ[1,5-a]ピリミ
ジン-3,5-ジアミン; 3-アミノピラゾロ[1,5-a]ピリミジン-7-オール; 3-アミノピラゾロ[
1,5-a]ピリミジン-5-オール; 2-(3-アミノピラゾロ[1,5-a]ピリミジン-7-イルアミノ)エ
タノール; 2-(7-アミノピラゾロ[1,5-a]ピリミジン-3-イルアミノ)エタノール; 2-[(3-ア
ミノピラゾロ[1,5-a]ピリミジン-7-イル)(2-ヒドロキシエチル)-アミノ]エタノール; 2-[
(7-アミノピラゾロ[1,5-a]ピリミジン-3-イル)(2-ヒドロキシエチル)アミノ]エタノール;
 5,6-ジメチルピラゾロ[1,5-a]ピリミジン-3,7-ジアミン; 2,6-ジメチルピラゾロ[1,5-a]
ピリミジン-3,7-ジアミン; 2,5,N7,N7-テトラメチルピラゾロ[1,5-a]ピリミジン-3,7-ジ
アミンおよび3-アミノ-5-メチル-7-イミダゾリルプロピルアミノピラゾロ[1,5-a]ピリミ
ジンおよびその酸付加塩、および互変体の平衡が存在する場合は、この互変異性体、およ
びその酸付加塩を挙げることができる。
【０１３１】
　ピラゾール誘導体としては、さらに特定すると、独国特許第3843892号、独国特許第413
3957号および特許出願国際公開第94/08969号、国際公開第94/08970号、仏国特許出願公開
第2733749号および独国特許第19543988号に記載されている、4,5-ジアミノピラゾールな
どの化合物、例えば、4,5-ジアミノ-1-メチルピラゾール、4,5-ジアミノ-1-(4'-クロロベ
ンジル)ピラゾール、4,5-ジアミノ-1,3-ジメチル-ピラゾール、4,5-ジアミノ-3-メチル-1
-フェニルピラゾール、4,5-ジアミノ-1-メチル-3-フェニルピラゾール、4-アミノ-1,3-ジ
メチル-5-ヒドラジノピラゾール、1-ベンジル-4,5-ジアミノ-3-メチルピラゾール、4,5-
ジアミノ-3-tert-ブチル-1-メチル-ピラゾール、4,5-ジアミノ-1-tert-ブチル-3-メチル
ピラゾール、4,5-ジアミノ-1-(β-ヒドロキシエチル)-3-メチルピラゾール、4,5-ジアミ
ノ-1-(β-ヒドロキシエチル)ピラゾール、4,5-ジアミノ-1-エチル-3-メチルピラゾール、
4,5-ジアミノ-1-エチル-3-(4'-メトキシフェニル)ピラゾール、4,5-ジアミノ-1-エチル-3
-ヒドロキシ-メチルピラゾール、4,5-ジアミノ-3-ヒドロキシメチル-1-メチルピラゾール
、4,5-ジアミノ-3-ヒドロキシメチル-1-イソ-プロピルピラゾール、4,5-ジアミノ-3-メチ
ル-1-イソプロピル-ピラゾール、4-アミノ-5-(2'-アミノエチル)アミノ-1,3-ジメチル-ピ
ラゾール、3,4-ジアミノピラゾール、4-アミノ-1,3-ジメチル-5-ヒドラジノピラゾール、
3,4,5-トリアミノピラゾール、例えば3,4,5-トリアミノピラゾール、1-メチル-3,4,5-ト
リアミノピラゾール、3,5-ジアミノ-1-メチル-4-メチルアミノ-ピラゾールおよび3,5-ジ
アミノ-4-(β-ヒドロキシエチル)アミノ-1-メチルピラゾール、およびその酸付加塩を挙
げることができる。
【０１３２】
　好ましくは、4,5-ジアミノピラゾール、さらに優先的には4,5-ジアミノ-1-(β-ヒドロ
キシエチル)ピラゾールおよび/またはその塩が使用される。
【０１３３】
　本発明による組成物で使用することができる陽イオン性の酸化塩基として、挙げること
ができる例は以下の化合物を含む:特に仏国特許出願公開第2766177号および仏国特許出願
公開第2766178号に記載されているパラ-フェニレンジアミン、例えば仏国特許出願公開第
2766177号および仏国特許出願公開第2766178号に記載されているパラ-アミノフェノール
、例えば、仏国特許出願公開第2782718号、仏国特許出願公開第2782716号および仏国特許
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出願公開第2782719号に記載されているオルト-フェニレンジアミン、仏国特許出願公開第
2766179号に記載されているビス(アミノフェニル)アルキレンジアミンタイプの誘導体な
どのオルト-アミノフェノールまたは陽イオン性の複塩基、およびまたこれらの化合物が
少なくとも1つの四価窒素原子を有する陽イオン性の複素環の塩基である。
【０１３４】
　好ましくは、本発明による組成物で使用することができる陽イオン性の酸化塩基は、陽
イオン性のパラ-フェニレンジアミンである。
【０１３５】
　有利には、一変形は、パラ-フェニレンジアミン構造の陽イオン性の酸化塩基の使用に
あり、このアミン官能基の少なくとも1つはピロリジン核を有する第三級アミンであり、
この分子は少なくとも1個の四級化窒素原子を含む。この種の塩基は、例えば、欧州特許
出願公開第1348695号明細書に記載されている。
【０１３６】
　本発明による組成物は、組成物の全重量に対して、好ましくは0.0005重量%～12重量%の
範囲の合計量の酸化塩基を含む。好ましくは、本組成物は、前記組成物の全重量に対して
、0.005重量%～8重量%、さらに好適には0.05重量%～5重量%の範囲の合計量の酸化塩基(複
数可)を含む。
【０１３７】
　本発明による組成物で使用することができる発色剤(複数可)は、従来酸化染料組成物に
使用されるもの、すなわち、メタ-アミノフェノール、メタ-フェニレンジアミンおよびメ
タ-ジフェノール、ナフトールおよび複素環の発色剤、例えば、インドール誘導体、イン
ドリン誘導体、セサモールおよびその誘導体、ピリジン誘導体、ピラゾロトリアゾール誘
導体、ピラゾロン、インダゾール、ベンゾイミダゾール、ベンゾチアゾール、ベンゾキサ
ゾール、1,3-ベンゾジオキソールおよびキノリンなど、ならびにその酸付加塩である。
【０１３８】
　これらの発色剤は、さらに特定すると、2,4-ジアミノ-1-(β-ヒドロキシエチルオキシ)
ベンゼン、2-メチル-5-アミノフェノール、5-N-(β-ヒドロキシエチル)アミノ-2-メチル
フェノール、3-アミノフェノール、1,3-ジヒドロキシベンゼン、1,3-ジヒドロキシ-2-メ
チルベンゼン、4-クロロ-1,3-ジヒドロキシベンゼン、2-アミノ-4-(β-ヒドロキシエチル
アミノ)-1-メトキシベンゼン、1,3-ジアミノ-ベンゼン、1,3-ビス(2,4-ジアミノフェノキ
シ)プロパン、セサモール、1-アミノ-2-メトキシ-4,5-メチレンジオキシベンゼン、α-ナ
フトール、6-ヒドロキシインドール、4-ヒドロキシインドール、4-ヒドロキシ-N-メチル
インドール、6-ヒドロキシインドリン、2,6-ジヒドロキシ-4-メチルピリジン、1H-3-メチ
ルピラゾール-5-オン、1-フェニル-3-メチルピラゾール-5-オン、2-アミノ-3-ヒドロキシ
ピリジン、3,6-ジメチルピラゾロ[3,2-c]-1,2,4-トリアゾール、および2,6-ジメチルピラ
ゾロ[1,5-b]-1,2,4-トリアゾール、およびその酸付加塩から選択される。
【０１３９】
　本発明による組成物は、一般に組成物の全重量に対して、0.0001重量%～15重量%の範囲
の発色剤(複数可)の合計量を含む。好ましくは、本組成物は、組成物の全重量に対して、
0.001重量%～10重量%、さらに好適には0.01重量%～8重量%の範囲の合計量の発色剤(複数
可)を含む
【０１４０】
　酸化塩基および発色剤は、本発明の組成物において、付加塩の形態、特に酸付加塩の形
態をとり得る。
【０１４１】
　本発明において使用することができる酸付加塩は、塩酸塩、臭化水素酸塩、硫酸塩、ク
エン酸塩、コハク酸塩、酒石酸塩、乳酸塩、酢酸塩、アルキル硫酸塩およびアルキルスル
ホン酸塩から特に選択される。
【０１４２】
　酸化塩基または発色剤が1個または複数のカルボン酸またはスルホン酸官能基を含んで
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いる場合、塩基付加塩を構想することができる。そこで、本発明の染色組成物において使
用することができる塩基付加塩は、特に、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、アンモニ
アまたはアミンとから得られるものである。
【０１４３】
　本発明の特定の一実施形態によれば、組成物は1種または複数の追加の酸化塩基および1
種または複数の発色剤を含む。
【０１４４】
　一変形によれば、追加の酸化塩基は、パラ-アミノフェノール、複素環の塩基、さらに
は対応する酸との付加塩から選択される。
【０１４５】
　本発明による組成物は1種または複数の酸化剤を含む。
【０１４６】
　この種の酸化剤は、例えば、過酸化水素または過酸化尿素などの過酸化物、アルカリ金
属臭素酸塩またはフェリシアン化物、および過ホウ酸塩、過炭酸塩および過硫酸塩などの
過酸塩から選択される。ラッカーゼ、ペルオキシダーゼおよび2電子オキシドレダクター
ゼ(ウリカーゼなどの)などの1種または複数の酸化還元酵素もまた、場合によってこれら
の各々の供与体または補助因子の存在下で、酸化剤として使用することができる。
【０１４７】
　過酸化水素の使用は特に好ましい。この酸化剤は、その力価が、さらに特定すると約1
～40倍量、さらに優先的には約5～40倍量の範囲であり得る水性過酸化水素溶液によって
有利に構成される。
【０１４８】
　本発明の組成物の酸化剤の濃度は、好ましくは組成物の全重量の0.1%～20%、さらに好
適には0.5%～10%の範囲である。
【０１４９】
　本発明の組成物は1種または複数のアルカリ性薬剤を含むことができる。アルカリ性薬
剤は、無機塩基、有機アミンおよび有機アミン塩から、単独でまたは混合物として選択さ
れてもよい。好ましい実施形態によれば、本組成物は1種または複数のアルカリ性薬剤を
含む。
【０１５０】
　挙げることができる有機アミンの例は、25℃で12未満、好ましくは10未満、さらに有利
には6未満のpKbを有する有機アミンを含む。これが最も高い塩基度の機能に対応するpKb
であることに留意すべきである。
【０１５１】
　有機アミンは1個または2個の第一級、第二級または第三級アミン官能基、および、1個
または複数の水酸基を有する、1個または複数の直鎖または分枝状C1～C8アルキル基を含
んでいてもよい。
【０１５２】
　1～3個の同一か異なるC1～C4ヒドロキシアルキル基を含む、モノ-、ジ-またはトリアル
カノールアミンなどのアルカノールアミンから選択される有機アミンは、本発明で使用す
るのに特に適している。
【０１５３】
　挙げることができるこのタイプの化合物としては、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、モノイソプロパノールアミン、ジイソプロパノールア
ミン、N-ジメチルアミノエタノールアミン、2-アミノ-2-メチル-1-プロパノール、トリイ
ソ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、3-アミノ-1,2-プロ
パンジオール、3-ジメチルアミノ-1,2-プロパンジオールおよびトリス(ヒドロキシメチル
アミノ)メタンがある。
【０１５４】
　下記式:
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【化８】

【０１５６】
 [式中、Wは、水酸基またはC1～C6アルキル基で場合によって置換されたC1～C6アルキレ
ン残基であり;Rx、Ry、RzおよびRtは、同一でも異なっていてもよく、水素原子またはC1
～C6アルキル、C1～C6ヒドロキシアルキルまたはC1～C6アミノアルキル基を表す。]
を有する有機アミンも使用に適している。
【０１５７】
　挙げることができるこの種のアミンの例は、1,3-ジアミノプロパン、1,3-ジアミノ-2-
プロパノール、スペルミンおよびスペルミジンを含む。
【０１５８】
　本発明の別の変形によれば、有機アミンはアミノ酸から選択される。
【０１５９】
　さらに特定すると、使用することができるアミノ酸は、L、Dまたはラセミ体の、天然か
合成起源で、カルボン酸、スルホン酸、ホスホン酸およびリン酸官能基から特に選択され
る少なくとも1つの酸官能基を含む。アミノ酸は、その中性またはイオンの形態であって
もよい。
【０１６０】
　アミノ酸は、環またはウレイド官能基に場合によって含まれる追加のアミン官能基を含
む塩基性アミノ酸であるのが有利である。
【０１６１】
　この種の塩基性アミノ酸は、下記式(I):
【０１６２】

【化９】

【０１６３】
 [式中、Rは、
【０１６４】

【化１０】

【０１６５】
-(CH2)3NH2;-(CH2)2NH2;-(CH2)2NHCONH2;
【０１６６】
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【化１１】

【０１６７】
から選択される基を表す。]
に対応するものから好ましくは選択される。
【０１６８】
　式(I)に対応する化合物は、ヒスチジン、リジン、アルギニン、オルニチンおよびシト
ルリンである。
【０１６９】
　本発明で使用することができるアミノ酸としては、アスパラギン酸、グルタミン酸、ア
ラニン、アルギニン、オルニチン、シトルリン、アスパラギン、カルニチン、システイン
、グルタミン、リジン、ヒスチジン、リジン、イソロイシン、ロイシン、メチオニン、N-
フェニルアラニン、プロリン、セリン、タウリン、トレオニン、トリプトファン、チロシ
ンおよびバリンを特に挙げることができる。
【０１７０】
　本発明の好ましい一変形によれば、有機アミンは塩基性アミノ酸から選択される。特に
好ましいアミノ酸はアルギニン、リジンおよびヒスチジン、またはこれらの混合物である
。
【０１７１】
　本発明の別の変形によれば、有機アミンは複素環のタイプの有機アミンから選択される
。アミノ酸で既に言及されたヒスチジンに加えて、ピリジン、ピペリジン、イミダゾール
、1,2,4-トリアゾール、テトラゾールおよびベンゾイミダゾールを特に挙げることができ
る。
【０１７２】
　本発明の別の変形によれば、有機アミンはアミノ酸ジペプチドから選択される。本発明
で使用することができるアミノ酸ジペプチドとしては、カルノシン、アンセリンおよび鯨
蝋を特に挙げることができる。
【０１７３】
　本発明の別の変形によれば、有機アミンはグアニジン官能基を含む化合物から選択され
る。本発明で使用することができるこのタイプのアミンとしては、アミノ酸として既に言
及されたアルギニンに加えて、クレアチン、クレアチニン、1,1-ジメチルグアニジン、1,
1-ジエチルグアニジン、グリコシアミン、メトホルミン、アグマチン、N-アミジノアラニ
ン、3-グアニジノ-プロピオン酸、4-グアニジノ酪酸および2-([アミノ(イミノ)メチル]ア
ミノ)エタン-1-スルホン酸を特に挙げることができる。
【０１７４】
　好ましくは、有機アミンはアルカノールアミンである。より優先的には、有機アミンは
2-アミノ-2-メチル-1-プロパノール、およびモノエタノールアミン、またはこれらの混合
物から選択される。さらにより優先的には、有機アミンはモノエタノールアミンである。
【０１７５】
　アルカリ性薬剤は塩の形態の有機アミンであってもよい。本発明において用語「有機ア
ミン塩」は、上に記載されるような有機アミンの有機塩または無機塩を意味する。
【０１７６】
　好ましくは、有機塩は、クエン酸塩、乳酸塩、グリコール酸塩、グルコン酸塩、酢酸塩
、プロピオン酸塩、フマル酸塩、シュウ酸塩および酒石酸塩などの有機酸の塩から選択さ
れる。
【０１７７】
　好ましくは、無機塩は、ハロゲン酸塩(例えば塩酸塩)、炭酸塩、炭酸水素塩、硫酸塩、
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水素リン酸塩およびリン酸塩から選択される。
【０１７８】
　本発明において用語「無機化合物」は、同時に炭素と水素原子を含まず、水素以外の元
素周期表の1～13族からの1種または複数の元素をその構造中に有する任意の化合物を意味
する。
【０１７９】
　本発明の1つの特定の実施形態によれば、無機塩基は、水素以外の元素周期表の1族およ
び2族からの1種または複数の元素を含んでいる。
【０１８０】
　好ましい一変形において、無機塩基は、以下の構造:
(Z1

x-)m(Z2
y+)n

[式中、
Z2は、1～13族、好ましくはナトリウムまたはカリウムなどの、元素周期表の1または2族
からの金属を表し;
Z1
x-は、イオンCO3

2-、OH-、HCO3
2-、SiO3

2-、HPO4
2-、PO4

3-およびB4O7
2-から、好まし

くはイオンCO3
2-、OH-およびSiO3

2-から選択される陰イオンを表し;
xは、1、2または3を表し;
yは、1、2、3または4を表し;
mおよびnは、互いに独立して、1、2、3または4を表し;
n.y=m.xである。]
を有する。
【０１８１】
　好ましくは、無機塩基は、下記式(Z1

x-)m(Z2
y+)nに対応し、Z2は元素周期表の1族およ

び2族からの金属を表し;Z1
x-はイオンCO3

2-、OH-およびSiO3
2-から選択される陰イオンを

表し、xは1であり、yは1または2を表し、mおよびnは互いに独立して1または2を表し、n.y
=m.xである。
【０１８２】
　本発明に従って使用することができる無機塩基として、重炭酸ナトリウム、炭酸カリウ
ム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、メタケイ酸ナトリウムおよびメタケイ酸カリウ
ムを挙げることができる。
【０１８３】
　アンモニウム塩もアルカリ性薬剤として使用することができる。
【０１８４】
　本発明による組成物Bで使用することができるアンモニウム塩は、アンモニウム塩(NH4

+

)である。
【０１８５】
　本発明による組成物Bで使用することができるアンモニウム塩は、以下の酸塩から好ま
しくは選択される:酢酸塩、炭酸塩、重炭酸塩、塩化物、クエン酸塩、硝酸塩、亜硝酸塩
、リン酸塩、硫酸塩。塩が炭酸アンモニウムなどの炭酸塩であるのが特に好ましい。
【０１８６】
　好ましい実施形態によれば、組成物はアルカリ性薬剤として少なくとも1種の有機アミ
ン、好ましくは少なくとも1種のアルカノールアミンを含む。本組成物がアルカノールア
ミン、水酸化アンモニウムまたはそれらの塩を含む1種を超えるアルカリ性薬剤を含んで
いる場合、有機アミン(複数可)の量はアンモニアの量より多いことが好ましい。
【０１８７】
　本発明の組成物においてアルカリ性薬剤の量は、組成物の全重量の、好ましくは0.01%
～30%、さらに優先的には0.1%～20%の範囲である。
【０１８８】
　本発明に従う染色組成物はまた、1種または複数の直接染料を含んでいてもよく、これ
らはニトロベンゼン染料、アゾ直接染料およびメチン直接染料およびその付加塩から特に
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選択されてもよい。これらの直接染料は非イオン性、陰イオン性または陽イオン性の性質
のものであってもよい。
【０１８９】
　組成物は、また染色媒体を構成する他の化合物を含んでいてもよい。この染色媒体は一
般に、水、または水と、1種または複数の、化粧品として許容される有機溶媒との混合物
を含む。この溶媒は水溶性であることが好ましい。
【０１９０】
　特に挙げることができる有機溶媒の例はアルコールを含み、例えば、エチルアルコール
、イソプロピルアルコール、ベンジルアルコールおよびフェニルエチルアルコール、また
はグリコールまたはグリコールエーテル(例えばエチレングリコールモノメチル、モノエ
チルまたはモノブチルエーテル、プロピレングリコール)またはこれらのエーテル(例えば
プロピレングリコールモノメチルエーテル、ブチレングリコール、ヘキシレングリコール
、ジプロピレングリコール)、およびまたジエチレングリコールアルキルエーテル(例えば
ジエチレングリコールモノエチルエーテル、またはモノブチルエーテル)である。その場
合、溶媒は、組成物の全重量に対して、約0.01重量%～35重量%、好ましくは約0.1重量%～
25重量%の間の濃度で存在してもよい。
【０１９１】
　好ましくは、本発明の組成物は水を含んでいる。さらにより優先的には、水の濃度は、
組成物の全重量の10%～70%、さらに好適には20%～55%の範囲であってもよい。
【０１９２】
　本発明による組成物は、また染毛剤組成物で従来使用される1種または複数のアジュバ
ントを含んでいてもよい。
【０１９３】
　用語「アジュバント」は、上述の化合物以外の添加剤を意味する。
【０１９４】
　使用することができるアジュバントの例としては、陰イオン性、陽イオン性、非イオン
性、両性、または双性イオン性の界面活性剤またはこれらの混合物;陰イオン性、陽イオ
ン性、非イオン性、両性、または双性イオン性のポリマー、無機または有機増粘剤、およ
び本発明による会合性セルロース以外の、特に、陰イオン性、陽イオン性、非イオン性お
よび両性のポリマーの会合性増粘剤;抗酸化剤または還元剤;浸透剤;金属イオン封鎖剤;香
水;緩衝剤;分散剤;品質改良剤(例えば揮発性または不揮発性のシリコーン、改質または未
改質シリコーン;被膜形成剤;セラミド;保存剤;乳白剤;および帯電防止剤)を挙げることが
できる。
【０１９５】
　上記のアジュバントは、一般に、染色組成物の重量に対してそれぞれ0.01重量%～20重
量%の量で存在する。
【０１９６】
　好ましくは、本発明の組成物は1種または複数の界面活性剤を含んでいる。
【０１９７】
　好ましくは、界面活性剤(複数可)は非イオン性界面活性剤または陰イオン性界面活性剤
から選択される。
【０１９８】
　陰イオン性界面活性剤は、以下の化合物の塩(特にアルカリ金属塩、特にナトリウム塩
、アンモニウム塩、アミン塩、アミノアルコール塩またはマグネシウム塩などのアルカリ
土類金属塩)から特に選択される:
-アルキル硫酸塩、アルキルエーテル硫酸塩、アルキルアミドエーテル硫酸塩、アルキル
アリールポリエーテル硫酸塩、モノグリセリド硫酸塩;
-アルキルスルホン酸塩、アルキルアミドスルホン酸塩、アルキルアリールスルホン酸塩
、α-オレフィンスルホン酸塩、パラフィンスルホン酸塩;
-アルキルリン酸塩、アルキルエーテルリン酸塩;
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-アルキルスルホコハク酸塩、アルキルエーテルスルホコハク酸塩、アルキルアミドスル
ホコハク酸塩;アルキルスルホコハク酸塩;
-アルキルスルホ酢酸塩;
-アシルサルコシン酸塩;アシルイセチオン酸塩およびN-アシルタウリン酸塩;
-オレイン酸、リシノール酸、パルミチン酸またはステアリン酸などの脂肪酸、ヤシ油酸
または水素化ヤシ油酸の塩;
-アルキル-D-ガラクトシドウロン酸塩;
-アシル乳酸塩;
-ポリオキシアルキレン化アルキルエーテルカルボン酸、ポリオキシアルキレン化アルキ
ルアリールエーテルカルボン酸、またはポリオキシアルキレン化アルキルアミドエーテル
カルボン酸の塩、特に2～50個のエチレンオキシド基を含有するもの;
-およびこれらの混合物。
【０１９９】
　これらの様々な化合物のアルキルまたはアシル基が、6～24個の炭素原子、好ましくは8
～24個の炭素原子を含むのが有利であり、アリール基は、好ましくは、フェニルまたはベ
ンジル基を表すことは留意されるべきである。
【０２００】
　非イオン性界面活性剤は、モノオキシアルキレン化またはポリオキシアルキレン化、モ
ノグリセリン化またはポリグリセリン化非イオン性界面活性剤から特に選択される。オキ
シアルキレン単位は特にオキシエチレンまたはオキシプロピレンの単位、またはこれらの
組み合わせ、好ましくはオキシエチレン単位である。
【０２０１】
　挙げることができる、オキシアルキレン化された非イオン性界面活性剤の例は、以下の
ものを含む:
・オキシアルキレン化(C8～C24)アルキルフェノール、
・飽和または不飽和の、直鎖または分枝状、オキシアルキレン化C8～C30アルコール、
・飽和または不飽和の、直鎖または分枝状、オキシアルキレン化C8～C30アミド、
・飽和または不飽和の、直鎖または分枝状C8～C30酸およびポリエチレングリコールのエ
ステル、
・飽和または不飽和の、直鎖または分枝状C8～C30酸およびソルビトールのポリオキシエ
チレン化エステル、
・飽和または不飽和のオキシエチレン化植物油、
・エチレンオキシドおよび/またはプロピレンオキシドのとりわけ単独または混合物とし
ての縮合物。
【０２０２】
　界面活性剤は、1から50の間、好ましくは2から30の間のモル数のエチレンオキシドおよ
び/またはプロピレンオキシドを含んでいる。非イオン性界面活性剤はオキシプロピレン
単位を含まないのが有利である。
【０２０３】
　本発明の好ましい一実施形態によると、オキシアルキレン化非イオン性界面活性剤は、
オキシエチレン化C8～C30アルコール、好ましくはオキシエチレン化C18～C30アミンから
選択される。
【０２０４】
　モノグリセリン化またはポリグリセリン化非イオン性界面活性剤の例として、モノグリ
セリン化またはポリグリセリン化C8～C40アルコールが好ましくは使用される。
【０２０５】
　特に、モノグリセリン化またはポリグリセリン化C8～C40アルコールは、下記式:
RO-[CH2-CH(CH2OH)-O]m-H
[式中、Rは、直鎖または分枝状C8～C40、好ましくはC8～C30アルキルまたはアルケニル基
を表し、mは、1～30、好ましくは1～10の範囲の数を表す。]
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に対応する。
【０２０６】
　本発明において適切な化合物の例として、挙げることができるものは、4モルのグリセ
リンを含むラウリルアルコール(INCI名:ポリグリセリル-4ラウリルエーテル)、1.5モルの
グリセリンを含むラウリルアルコール、4モルのグリセリンを含むオレイルアルコール(IN
CI名:ポリグリセリル-4オレイルエーテル)、2モルのグリセリンを含むオレイルアルコー
ル(INCI名:ポリグリセリル-2オレイルエーテル)、2モルのグリセリンを含むセテアリール
アルコール、6モルのグリセリンを含むセテアリールアルコール、6モルのグリセリンを含
むオレオセチルアルコールおよび6モルのグリセリンを含むオクタデカノールである。
【０２０７】
　アルコールは、mの値が統計数値を表すのと同じ方法でアルコールの混合物を表すこと
ができ、市販品において、ポリグリセリン化脂肪族アルコールのいくつかの種類が混合物
の形で共存してもよいことを意味する。
【０２０８】
　モノグリセリン化またはポリグリセリン化アルコールとしては、さらに特定すると、1
モルのグリセリンを含有するC8/C10アルコール、1モルのグリセリンを含有するC10/C12ア
ルコールおよび1.5モルのグリセリンを含有するC12アルコールを使用することが好ましい
。
【０２０９】
　無水組成物中の界面活性剤は、非イオン性界面活性剤であることが好ましい。
【０２１０】
　本発明の組成物中の界面活性剤含量は、さらに特定すると、無水組成物の重量に対して
0.1重量%～50重量%、好ましくは0.5重量%～30重量%である。
【０２１１】
　言うまでもなく、当業者は、本発明による組成物に本質的に関連した有利な特性が、構
想された添加(複数可)によって悪影響を受けないように、または実質的に悪影響を受けな
いように、上に述べられた任意のアジュバント(複数可)を注意して選択するだろう。
【０２１２】
　本発明に従う組成物のpHは、一般に、約3～12、好ましくは約5～11、優先的には7～11
の間にある。pHは、ケラチン繊維の染色で通常使用される酸性化または塩基性化剤によっ
て、または標準緩衝系の使用によって、目標値に調節されてもよい。
【０２１３】
　アルカリ性薬剤は例えば前に記載されたものである。
【０２１４】
　酸性化剤の中で、挙げることができる例は、無機酸または有機酸、例えば塩酸、オルト
リン酸、カルボン酸(例えば酒石酸、クエン酸、または乳酸)、またはスルホン酸を含む。
【０２１５】
　本発明による染色組成物は様々な形態、例えば液状、クリーム状またはゲル状、もしく
はケラチン繊維、特にヒト毛髪を染色するのに適している何か他の形態であってもよい。
【０２１６】
　本発明の方法は、先に規定された本発明による組成物が繊維に適用される方法である。
色は酸性、中性、またはアルカリ性のpHで発現してもよく、酸化剤はちょうど使用すると
きに調節されてもよく、または、酸化剤は、本発明の組成物の他の化合物と同時にまたは
連続して使用することができる。
【０２１７】
　一般に約1から60分の、および好ましくは約5～45分の範囲の放置時間の後に、ケラチン
繊維はすすがれ、場合によって、シャンプーで洗浄され、なおまたすすがれ、次いで、乾
燥される。
【０２１８】
　本発明による組成物は、以前に規定された少なくとも1種の酸化剤を含む酸化性の組成
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物を優先的に含む、少なくとも2種の組成物、好ましくは2または3種の組成物の混合から
結果として生じてもよい。
【０２１９】
　本発明の一主題は、また、多区画デバイスまたは染色「キット」であり、その第1の区
画は脂肪性物質(複数可)を含む組成物を含有し、第2の区画はジアミノピラゾロン誘導体(
複数可)、および追加の染料前駆物質(複数可)および任意のアルカリ性薬剤(複数可)を含
み、第3の区画は酸化剤(複数可)を含み、この第3の区画は脂肪性物質の一部を含んでもよ
い。この実施形態において、脂肪性物質(複数可)を含む組成物は無水であってもよい。本
発明において用語「無水組成物」は、前記組成物の重量に対して、5重量%未満、好ましく
は2重量%未満、さらに好ましくは1重量%未満の水分を含む美容組成物を意味する。この水
が、特に、塩の結晶水などの結合する水か、本発明による組成物の調製で使用される出発
物質に吸収される微量の水であることは留意されるべきである。
【０２２０】
　第2の実施形態によれば、本発明のデバイスは、脂肪性物質(複数可)および1種または複
数の酸化剤を含む組成物を含有する第1の区画と、ジアミノピラゾロン誘導体(複数可)、
追加の染料前駆物質(複数可)および場合によって1種または複数のアルカリ性薬剤を含む
組成物を含有する第2の区画とを含む。このデバイスは、本出願人の名義で仏国特許出願
公開第2586913号に記載されているデバイスなどの、毛髪に所望の混合物を塗布する手段
を具備したものであってよい。
【０２２１】
　第3の実施形態によれば、本発明のデバイスは、脂肪性物質(複数可)、ジアミノピラゾ
ロン誘導体(複数可)、追加の染料前駆物質(複数可)および場合によってアルカリ性薬剤(
複数可)を含む組成物を含む第1の区画と、1種または複数の酸化剤を含む第2の区画とを含
む。
【０２２２】
　本発明の一主題はまた、ケラチン繊維、特に毛髪などのヒトケラチン繊維の酸化染色の
ための、前に規定された染色組成物の使用である。
【０２２３】
　以下の実施例は、本発明を説明することを目的とするが、その範囲を限定するものでは
ない。
【０２２４】
(実施例)
　以下の組成物を調製した:
【０２２５】
【表２】

【０２２６】
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【表３】

【０２２７】
【表４】
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【０２２８】
　3種の組成物を、10gの組成物1に対して、4gの組成物2および16gの組成物3の比率で、使
用時にともに混合した。この混合物を、毛髪1g当たり混合物10gの割合で、90%灰色の毛髪
を含む天然の灰色の毛髪の房に適用した。30分の放置時間の後、毛髪をすすぎ、標準シャ
ンプーで洗浄し、乾燥した。
【０２２９】
　毛髪の着色は視覚的に評価した。
【０２３０】
【表５】

【０２３１】
(実施例2)
　以下の組成物A1およびA2を調製した(gで表した量)。
【０２３２】

【表６】

【０２３３】
組成物B(g)
【０２３４】
【表７】

【０２３５】
組成物C(g)
【０２３６】
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【表８】

【０２３７】
　使用時に、組成物A1またはA2を組成物BおよびCと一緒に、10gの組成物A1またはA2に対
して、4gの組成物Bおよび15gの組成物Cの比率で混合した。この混合物を、本来の色が4の
トーン高さの毛髪、および本来の色が6のトーン高さの毛髪に適用した。30分の放置時間
の後、毛髪をすすぎ、標準シャンプーで洗浄し、乾燥した。
【０２３８】
　毛髪の色を、L*a*b*システムを使用してDatacolor SF600X Spectraflashで測定した(光
源D65、角度10度、反射成分を含む)。
【０２３９】
　このシステムによれば、Lは明度を示す。Lの値は最小値で、毛髪の色は最大値である。
色度座標はパラメーターa*およびb*によって表され、a*は赤/緑の色合いの軸、bは黄/青
の色合いの軸を示す。
【０２４０】
　色度:
個々の着色した毛の房について、色度を下記式から求めた:
【０２４１】

【数１】

【０２４２】
【表９】

【０２４３】
2つのタイプの毛髪で、A2から得られた組成物はA1で得られたものより高い色度を与えた
。
【０２４４】
(実施例3)



(38) JP 5744395 B2 2015.7.8

10

20

30

40

50

以下の組成物を調製した:
組成物A3およびA4(gで表した量)
【０２４５】
【表１０】

【０２４６】
組成物B'(g)
【０２４７】
【表１１】

【０２４８】
組成物C(g)
【０２４９】

【表１２】

【０２５０】
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　使用時に、組成物A2またはA3を組成物B'およびCと一緒に、10gの組成物A3またはA4に対
して、4gの組成物B'および15gの組成物Cの比率で混合した。
【０２５１】
　次いで、結果として得られる混合物を、中位の敏感な毛髪(SA21)および高度に敏感な毛
髪(SA42)に適用した(1gの毛髪に対し14.5gの混合物)。30分の放置時間の後、毛髪をすす
ぎ、標準シャンプーで洗浄し、乾燥した。
【０２５２】
　毛髪の色を、Datacolor SF600X Spectraflashで測定した(光源D65、角度10度、反射成
分を含む)。
【０２５３】
　選択性
　色をL*a*b*システムで評価した。着色の選択性は中位の着色に敏感な毛髪および高度に
着色に敏感な毛髪の色の変化量である。選択性ΔEは下記式から算定される:
【０２５４】

【数２】

【０２５５】
式中、L*は明度を示し、a*およびb*は着色した高度に敏感な毛の房の色度座標であり、L0
*は着色した中位の敏感な毛の房の明度を示し、a0*とb0*はその色度である。ΔEの値が最
小であり、着色の選択性が最も低く、毛髪の根元から先端の繊維に沿った毛髪の色はより
均質である。
【０２５６】

【表１３】

【０２５７】
　A4との混合物から結果として得られた組成物は、混合物A3で得られたものほど選択的で
ない色を与えた。
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