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(57)【要約】
　本質的に界面活性剤を含まず、かつ特定の香料系を染
毛剤組成物に含む染毛剤組成物。染毛剤組成物は起泡さ
せた染毛剤組成物を形成することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　手動式ノンエアゾールタイプの分配容器中に含有された染毛剤組成物を含む染毛剤製品
であって、前記組成物が、
　（ａ）毛髪染料、
　（ｂ）アルカリ化剤、好ましくは塩化アンモニウム、硫酸アンモニウム、硝酸アンモニ
ウム、リン酸アンモニウム、酢酸アンモニウム、炭酸アンモニウム、炭酸水素アンモニウ
ム、カルバミン酸アンモニウム、水酸化アンモニウム、過炭酸塩塩、アンモニア及びこれ
らの混合物からなる群から選択されるアルカリ化剤、
　（ｃ）酸化剤、好ましくは過酸化水素、過炭酸塩、過リン酸塩及びこれらの混合物から
なる群から選択される酸化剤、
　（ｄ）高分子乳化剤、及び高分子泡安定剤、及びこれらの混合物からなる群から選択さ
れる部類のものである泡安定剤、並びに
　（ｅ）平均ＣｌｏｇＰが１．５未満である香料、を含み、
　前記染毛剤組成物が界面活性剤を実質的に含まず、かつ前記手動式ノンエアゾールタイ
プの分配容器から分配した場合に得られる泡が約６ｍＬ／ｇ～約１４ｍＬ／ｇの比泡体積
（specific volume foam）を含む、染毛剤製品。
【請求項２】
　前記香料が、ＣｌｏｇＰ値がそれぞれ１．５～２．５の範囲にある複数の香料原材料を
含み、好ましくは前記香料がエチル２－メチル－１，３ジオキソラン－２－アセテート、
フェネチルアルコール、ヘリオトロピン、シス－３－ヘキセン－１－オル、２－メチルブ
タン酸エチル、及びこれらの混合物を含む、請求項１に記載の染毛剤製品。
【請求項３】
　前記香料が更にエチルバニリン、エチルマルトール、ベンジルアセテート及びこれらの
混合物を含む、請求項２に記載の染毛剤製品。
【請求項４】
　前記香料が５００ｐｐｍ未満の不純物（contaminates）を含む、請求項１に記載の染毛
剤製品。
【請求項５】
　前記泡安定剤が、
　（ａ）ヒドロキシプロピルメチルセルロース、メチルセルロース、セセチルヒドロキシ
エチルセルロース、及びこれらの混合物；
　（ｂ）酸／アクリレートコポリマー主鎖、及び疎水性基を側鎖として結合するモノマー
を有する、疎水変性アルカリ可溶性エマルションポリマー、又は酸及びアクリレートコモ
ノマー又はそれらの混合物から合成されたアニオン性アルカリ可溶性ポリマーエマルショ
ン；
　（ｃ）アクリレート／Ｃ10～30アルキルアクリレートクロスポリマー；並びに
　（ｄ）ビニルピロリドン（ＶＰ）、ジメチルアミノプロピルメタアクリルアミド（ＤＭ
ＡＰＡ）、及びメタクリロイルアミノプロピルラウリルジモニウム塩化物（ＭＡＰＬＡＣ
）を含むポリマー
　からなる群から選択される、請求項１に記載の染毛剤製品。
【請求項６】
　前記泡安定剤が、組成物の約４～約２５重量％、好ましくは約５～約１５重量％、より
好ましくは約５～約１０重量％の量で存在する、請求項１に記載の染毛剤製品。
【請求項７】
　前記染毛剤組成物が、前記染毛剤組成物に基づき２００ｐｐｍ未満の界面活性剤を含む
、請求項１に記載の染毛剤製品。
【請求項８】
　酸化染毛剤組成物であって：
　（ｉ）毛髪染料、
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　（ｉｉ）アルカリ化剤、好ましくは塩化アンモニウム、硫酸アンモニウム、硝酸アンモ
ニウム、リン酸アンモニウム、酢酸アンモニウム、炭酸アンモニウム、炭酸水素アンモニ
ウム、カルバミン酸アンモニウム、水酸化アンモニウム、過炭酸塩塩、アンモニア及びこ
れらの混合物からなる群から選択されるアルカリ化剤；
　（ｉｉｉ）酸化剤、好ましくは過酸化水素、過炭酸塩、過リン酸塩及びこれらの混合物
からなる群から選択される酸化剤；
　（ｉｖ）高分子乳化剤、高分子泡安定剤、及びこれらの混合物からなる群から選択され
る部類のものである泡安定剤；並びに
　（ｖ）１．５～２．５の範囲のＣｌｏｇＰ値を有する香料原材料から本質的になる前記
香料を最大で３０重量％と、１．５未満のＣｌｏｇＰを有する香料原材料から本質的にな
る前記香料の残部との香料原材料のブレンドを含む、香料；を含み、
　前記染毛剤組成物が界面活性剤を実質的に含まない、組成物。
【請求項９】
　前記香料が、１．５未満の平均ＣｌｏｇＰ値を有し、好ましくは前記香料が、エチル２
－メチル－１，３ジオキソラン－２－アセテート、フェネチルアルコール、ヘリオトロピ
ン、シス－３－ヘキセン－１－オル、エチル２－メチル酪酸及びこれらの混合物を含む、
請求項１５に記載の染毛剤組成物。
【請求項１０】
　前記香料が更にエチルバニリン、エチルマルトール、ベンジルアセテート、及びこれら
の混合物を含む、請求項９に記載の染毛剤組成物。
【請求項１１】
　前記香料が５００ｐｐｍ未満の不純物（contaminates）を含む、請求項１５に記載の染
毛剤組成物。
【請求項１２】
　染毛剤組成物を形成するための成分を含有する工程を含むキットであって：
　前記キットは
　毛髪染料、アルカリ化剤、及び１．５未満の平均ＣｌｏｇＰ値を有する香料、を含む、
色調剤組成物成分；
　酸化剤と、高分子乳化剤、高分子泡安定剤、及びこれらの混合物からなる群から選択さ
れる部類のものである泡安定剤と、を含む、顕色組成物成分；
　手動式ノンエアゾールタイプの分配容器であって、前記色調剤組成物成分及び前記顕色
剤組成物成分の混合物を、比泡体積約６ｍＬ／ｇ～約１４ｍＬ／ｇ、好ましくは約７．５
ｍＬ／ｇ～約１２ｍＬ／ｇ、より好ましくは約８ｍＬ／ｇ～約１０．５ｍＬ／ｇの泡とし
て分配することができる、分配容器；を含み、
　前記色調剤組成物成分及び前記顕色剤組成物成分が、界面活性剤を本質的に含まない、
キット。
【請求項１３】
　前記色調剤組成物が香料を含み、前記香料が、ＣｌｏｇＰ値がそれぞれ１．５～２．５
の範囲にある複数の香料原材料を含み、好ましくは前記香料が、エチル２－メチル－１，
３ジオキソラン－２－アセテート、フェネチルアルコール、ヘリオトロピン、シス－３－
ヘキセン－１－オル、２－メチルブタン酸エチル、及びこれらの混合物を含む、請求項１
２に記載のキット。
【請求項１４】
　前記香料が更にエチルバニリン、エチルマルトール、ベンジルアセテート及びこれらの
混合物を含む、請求項１３に記載のキット。
【請求項１５】
　前記泡安定剤が、アクリレート／Ｃ10～30アルキルアクリレートクロスポリマーとして
選択され、好ましくは前記泡安定剤が、組成物の約４～約２５重量％、好ましくは約５～
約１５重量％、より好ましくは約５～約１０重量％の範囲の量で存在する、請求項２２に
記載のキット。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特定の香料系を備えた起泡式分配容器と組み合わせて使用するための、本質
的に界面活性剤を不含の染毛剤組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　染毛剤に関する未解決の課題としては、適用の容易さと、皮膚の着色及び不均一な染毛
の原因になる適用の厄介さに対する懸念とが挙げられる。最近のトレンドは、消費者が、
泡状製品の操作性がジェル、クリーム又は液体と比較して好ましいものであることを見出
していることを示す。
【０００３】
　泡状製品は、２つの方法のうちのいずれかで製造されることが既知である。第１の方法
は圧縮ガス（エアロゾル）を使用するものであり、消費者により分配容器から排出された
圧縮ガスを、組成物と混合する方法である。市販例には、カネボウコスメティックスのＳ
ｉｍｐｒｏ染毛剤が挙げられる。英国特許第ＧＢ２１８８２５７（Ａ）号は、加圧分配容
器中の、泡の形態で分配されるシャンプー又は染料などの２成分製品を分配する装置を議
論する。
【０００４】
　これらの例などのように、加圧システムに関連する未解決の課題は、酸素から隔離、又
は顕色剤を色調剤成分（カップラー、第１原色など）から隔離する必要がある酸化染毛剤
が、染毛剤の使用がユーザにより所望されるまでの間に、ラジカルにより反応を開始する
ことである。隔離梱包はコストが高くなるにも関わらず、加圧系から出る色調剤成分と顕
色剤成分との比が制御できないことから染毛剤を分配するための梱包には無効であり、あ
るいは酸素から染毛剤を隔離するにあたり無効である。
【０００５】
　泡状製品を製造する第２の方法は、ポンプ式フォーマー又はしぼり出し式フォーマーの
形態の、非加圧式分配容器によるものである。ポンプ式フォーマーの市販例には、染毛用
製品Ｙｏｕｎｇｒａｃｅ　Ｂｕｂｂｌｅが挙げられる。しぼり出し式フォーマーの市販例
には、花王のプリティアふんわり泡カラー、リーゼバブルヘアカラー又はブローネ泡カラ
ー製品が挙げられる。同様に、米国特許第２００４／０２１３７５２（Ａ１）号も参照さ
れたい。更に、米国特許第７，０４０，５０７号は、液体毛髪染料を泡へと変化させるた
めの、泡タイプの毛髪染料用装置について議論している。
【０００６】
　酸化染毛剤組成物に曝露されるバネなどの金属部品を使用するので、ポンプ式フォーマ
ーを酸化染毛剤組成物に使用することは困難である場合がある。染料組成物の下位成分の
ｐＨが高いこと及び酸化剤の存在に起因して、組成物は、バネなどのポンピング機構の金
属部品と反応してポンプ式フォーマーにダメージを与え、及び金属酸化物イオンが組成物
に混入した場合、組成物の機能性を損なう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】英国特許第ＧＢ２１８８２５７（Ａ）号
【特許文献２】米国特許第２００４／０２１３７５２（Ａ１）号
【特許文献３】米国特許第７，０４０，５０７号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　したがって、手動式のノンエアゾールタイプの分配容器内に液体染毛剤組成物を有する
、染毛剤製品を提供することは望ましい。加えて、染毛製品を使用した場合に、毛髪の良
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好な染色を提供しつつ毛髪へのダメージは最小限にすることが更に望まれている。
【０００９】
　染毛剤組成物中の界面活性剤を減量又は除去すると、製品にまつわる未解決のニーズに
応えることができ、更には所望される利益を提供することができることが判明している。
しかしながら、染毛剤組成物から界面活性剤を減少させた場合、香料の疎水性の性質（本
質的に油である）に起因して、ほとんどの香料は毛髪組成物中で不溶になり、又は染毛剤
組成物中で不安定になる。更に、香料は、所望されるよりも早い段階で泡を崩壊させて、
ユーザの手の中で泡よりも液体を残す恐れがある。ＣｌｏｇＰ基準を元に香料成分を注意
深く選別することで、本質的に界面活性剤を含まず、かつ泡を不安定なものにしたり、若
しくは時期尚早に破壊させることのない染毛剤組成物に、可溶で安定な香料が得られるこ
とが判明している。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一態様に従うと、手動式のノンエアゾールタイプの分配容器中に含有された染
毛剤組成物を含む染毛剤製品が提供される。組成物は毛髪染料、アルカリ化剤、酸化剤、
泡安定剤及び香料を含み、泡安定剤は、高分子乳化剤及び高分子泡安定剤及びこれらの混
合物からなる群から選択される類のものであり、香料は１．５未満の平均ＣｌｏｇＰを有
する。染毛剤組成物は界面活性剤を実質的に含まず、かつ手動式のノンエアゾールタイプ
の分配容器から分配された場合には、比泡体積が約６～約１４ｍＬ／ｇ、好ましくは約７
．５ｍＬ／ｇ～約１２ｍＬ／ｇ、より好ましくは約８～約１０．５ｍＬ／ｇである泡が得
られる。
【００１１】
　本発明の更なる態様によると、染毛剤組成物は：（ｉ）毛髪染料、（ｉｉ）アルカリ化
剤、（ｉｉｉ）酸化剤、（ｉｖ）高分子乳化剤及び高分子泡安定剤及びこれらの混合物か
らなる群から選択される泡安定剤、並びに（ｖ）１．５～２．５の範囲のＣｌｏｇＰを有
する香料原材料から本質的になる、香料を最大で３０重量％と、１．５未満のＣｌｏｇＰ
を有する香料原材料から本質的になる、残部と、を含む、香料原材料のブレンド、を含み
、染毛剤組成物は界面活性剤を実質的に含まない。
【００１２】
　本発明の更なる態様によると、染毛剤組成物を形成する成分を含有するキットが提供さ
れる。このキットは、毛髪染料、アルカリ化剤及び１．５未満の平均ＣｌｏｇＰを有する
香料を含む色調剤組成物成分と、酸化剤、並びに高分子乳化剤及び高分子泡安定剤及びこ
れらの混合物からなる群から選択される類のものである、泡安定剤を含む顕色組成物成分
と、手動式のノンエアゾールタイプの分配容器が含まれ、容器は、色調剤組成物成分と顕
色組成物成分の混合物を、比泡体積が約６～約１４ｍＬ／ｇ、好ましくは約７．５ｍＬ／
ｇ～約１２ｍＬ／ｇ、より好ましくは約８～約１０．５ｍＬ／ｇである泡として分配する
ことができ；色調剤組成物成分及び顕色組成物成分は界面活性剤を本質的に含まない。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】手動式のノンエアゾールタイプの分配容器の実施形態の断面図の例示。
【図１Ａ】図１の１Ａ－１Ａに沿って取った、分配容器の散布開口部又は混合チャンバ退
出開口部付近に配置したメッシュの拡大図。
【図１Ｂ】図１の１Ｂ－１Ｂに沿って取った、分配容器のヘッド開口部付近に配置したメ
ッシュの拡大図。
【図２】図１の分配容器の分配容器ヘッドの分解図。
【図３】本開示の手動式のノンエアゾールタイプの分配容器の代替え的な実施形態の断面
図。
【図３Ａ】図３の３Ａ－３Ａに沿って取った、分配容器の散布開口部又は混合チャンバ退
出開口部付近に配置したメッシュの拡大図。
【図３Ｂ】図３の３Ｂ－３Ｂに沿って取った、分配容器のヘッド開口部付近に配置したメ
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ッシュの拡大図。
【図４】図３の分配容器の分配容器ヘッドの分解図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　起泡させた製品を製造するために使用される染毛剤組成物から界面活性剤を減らすと、
香料は、香料の持つ疎水性の性質（本質的に油である）に起因して、多くの場合、染毛剤
組成物に不溶性になり、あるいは染毛剤組成物中で不安定になる。更に、所望されるより
も高いＣｌｏｇＰを有する香料は、泡を阻害し又は「潰し」、ユーザの手の中で、泡を泡
ではなく液体の状態してしまう恐れがある。ＣｌｏｇＰ基準を元に香料成分を注意深く選
別することで、本質的に界面活性剤を含まず、かつ泡を不安定なものにしたり、若しくは
時期尚早に破壊させることのない染毛剤組成物に、可溶で安定な香料が得られることが判
明している。
【００１５】
　界面活性剤は、均質剤として染毛剤組成物に幅広く使用されるものであり、染毛用泡で
は泡安定剤として使用される。染毛用泡に使用される場合、界面活性剤は、分配される組
成物の重量の０．１重量％（１０００ｐｐｍ）～２０重量％（２０００００ｐｐｍ）の量
で存在させることができ、典型的には少なくとも１．９重量％（１９０００ｐｐｍ）の量
で例証される。
【００１６】
　界面活性剤が染毛剤組成物中に存在し、組成物を撹拌（例えば激しく振とうさせる）す
ると、ヘッドスペースを有する容器の収容容器内で泡が形成されることが判明している。
収容容器のヘッドスペースで泡を形成させると分配が失敗してしまう。
【００１７】
　本発明の染毛剤組成物では、許容可能な品質の泡を生成し維持するために界面活性剤を
存在させる必要はない。界面活性剤は、加工助剤（例えば一部の成分を均質化を補助する
ため）、又は起泡以外に機能として、少量存在する場合もあるが、組成物が界面活性剤を
実質的に含まないことが好ましい。
【００１８】
　本明細書で使用するとき、用語、「界面活性剤を実質的に含まない」は、組成物に意図
的に添加されたアニオン性、カチオン性、双極性イオン性又は両性界面活性剤が存在しな
いことを意味する。一実施形態では、組成物はアニオン性、カチオン性、両性、双極性イ
オン性及び非イオン性界面活性剤を実質的に含まない。界面活性剤は、成分内に含まれる
ものに起因して微量存在し得る。「微量」により、界面活性剤の濃度が５００ｐｐｍ未満
、例えば０ｐｐｍ～５００ｐｐｍ、好ましくは２００ｐｐｍ未満、例えば０ｐｐｍ～２０
０ｐｐｍであることが意図される。好ましくは界面活性剤濃度は、１００ｐｐｍ未満、例
えば０ｐｐｍ～１００ｐｐｍである。概して、組成物は、分配される染毛剤組成物に基づ
き０．０５重量％未満、好ましくは０．０２重量％未満、より好ましくは０．０１重量％
未満で含有する。
【００１９】
　染毛剤組成物から界面活性剤を削減又は排除すると、組成物中の香料の安定性を保つこ
とが難しくなる。香料は本質的に油であり、かつ疎水性の性質を持つことから、香料と、
本質的に界面活性剤を不含の水性系を混合させることは困難である。障壁の１つとして、
界面活性剤が存在しない場合、あるいは界面活性剤を著しく減少させた場合、染毛剤組成
物成分内で香料を安定な状態に維持することができないことが確認されている。この他の
障壁には、香料の存在が泡の形成を阻害したり、又は「潰して」しまうことが挙げられる
。
【００２０】
　本質的に香料原材料からなる最大３０重量％の香料が、それぞれ１．５未満の平均Ｃｌ
ｏｇＰを有し、及び香料原材料から本質的になる香料の残部が、１．５～２．５の範囲の
平均ＣｌｏｇＰを有し、全体の香料組成物では、１．５未満の平均ＣｌｏｇＰを有する、
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香料原材料の多成分ブレンドからなる香料が、泡を急速に崩壊させ、かつ組成物に安定的
に組み込むことのできる着香料として、本発明の組成物に使用できることが判明している
。好ましい香料は、それぞれ最大で２．５のＣｌｏｇＰを有する香料原材料の多成分ブレ
ンドを含むものであり、この香料組成物は全体で１．５未満の平均ＣｌｏｇＰを有する。
全ての香料原材料のうち、最も好ましい材料は、ｐＨ　９～１１で安定なものである。
【００２１】
　本明細書で使用するとき、用語、「平均ＣｌｏｇＰ」は、香料組成物全体を１００で除
したものを基準とした場合の、様々な香料原材料のＣｌｏｇＰの重量％を意味するもので
あり、各成分の個々の平均ＣｌｏｇＰは次の式から得られる：
【００２２】
【数１】

　及び、個々の平均ＣｌｏｇＰ値の合計が平均ＣｌｏｇＰを与えることになる。
【００２３】
　香料原材料は、香料組成物中に５００ｐｐｍの濃度で存在させた場合に、染毛剤組成物
中の香料組成物を不安定にさせる上記基準を満たすものではないことが判明している。し
たがって、不純物（本明細書で使用するとき、用語、「不純物」は、４を超えるＣｌｏｇ
Ｐを有する香料原材料を意味する）のは、香料組成物中で５００ｐｐｍ未満に維持すべき
である。
【００２４】
　多くの香料成分のｌｏｇＰ値は、平衡状態にある２相系の、オクタノール区分及び水区
分中の各化合物の濃度比から取られる。濃度測定は、２５℃の一定温度下で行われる。「
ＬｏｇＰ計算値」（ＣｌｏｇＰ）は、ＨａｎｓｃｈとＬｅｏのフラグメント法により決定
される（参照；Ａ．Ｌｅｏ、Ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅ　Ｍｅｄｉｃｉｎａｌ　Ｃｈｅ
ｍｉｓｔｒｙ，Ｖｏｌ．４、Ｃ．Ｈａｎｓｃｈ、Ｐ．Ｇ．Ｓａｍｍｅｎｓ、Ｊ．Ｂ．Ｔａ
ｙｌｏｒ及びＣ．Ａ．Ｒａｍｓｄｅｎ編、ｐ．２９５，Ｐｅｒｇａｍｏｎ　Ｐｒｅｓｓ，
１９９０）。このフラグメント手法は、各香料成分の化学構造を基に、原子の数と種類、
原子の結合性、及び化学結合をも考慮に入れている。ＣｌｏｇＰ値は、最も信頼でき、物
理化学的特性の評価に広く用いられており、好ましくは本発明で有用な香料成分の選択に
おいてｌｏｇＰ実験値の代わりに用いられる。ＣｌｏｇＰ値を算出することのできる、例
えばＣＳＬｏｇＰ－３．０（ＣｈｅｍｉＳｉｌｉｃｏ）などのコンピュータ・プログラム
が存在する。
【００２５】
　香料は、概して、分配される組成物の０．０５～５重量％、概して０．１～２重量％、
例えば０．３～１重量％の量で染毛剤組成物に組み込まれる。多区画組成物の場合、香料
は１つ以上の区画に存在させ得る。染毛剤組成物のキットの場合、香料は、好ましくは少
なくとも色調処方成分中に存在する。
【００２６】
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【表１】

【００２７】
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【表２－１】

【００２８】
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【表２－２】

【００２９】
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【表３－１】

【００３０】
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【表３－２】

【００３１】
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【表３－３】

【００３２】
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【表３－４】

【００３３】
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【表３－５】

【００３４】
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【表３－６】

【００３５】
　染毛剤組成物中に従来使用されていた他の成分に、あるいは界面活性剤が本質的に存在
しない条件下での（上記に示されるようにほんの微量存在し得る）泡の形成に悪影響を与
えない。したがって、官能性組成物全体に対する任意の追加成分の評価が必要とされ、か
つ早すぎる時点で泡の崩壊を生じる成分（油又は油っぽい物質など）は排除されることが
望ましい。
【００３６】
　界面活性剤ではないある種の材料が、染毛剤組成物中で泡安定剤として機能し得ること
が判明している。本明細書で使用するとき、用語、「泡安定剤」には、泡の気泡の液体フ
ィルムを安定化させるために役立つ成分だけでなく、泡を生成する成分も包含され得る。
したがって、起泡剤も泡安定剤の意に包含される。これらの所望される剤は、形成される
染毛剤組成物の泡を安定化させ、かつ所望される時間枠の間維持させることができる。
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【００３７】
　泡の形成及び安定性
　泡は、液体中にガス気泡が分散することにより構成される。ガス気泡は、互いの接触に
より破裂することから、この接触を遅らせるために添加剤が必要とされる。泡中の２つの
気泡間の二層フィルムの表面はほぼ平らである一方、３つの気泡が面している場所で平ら
な境界線の表面は湾曲している。排水により生じる、フィルムの薄化プロセスを減速させ
る、又は更には停止させる、かつ泡を安定化させる化学物理特性が既知である。
【００３８】
　泡安定剤
　本発明の組成物に使用される泡安定剤は、起泡利益及び／又は泡安定化利益をもたらす
よう選択され、かつ過酸化水素又はペルオキシモノ炭酸イオンなどの酸化剤の存在下で、
あるいはアルカリｐＨ（色調剤組成物に見出されるようなｐＨ）の存在下で安定である。
好適な泡安定剤としては、高分子泡安定剤及び高分子乳化剤が挙げられる。本組成物の起
泡安定剤は、泡の形成及び安定化に伝統的に使用される界面活性剤を、本質的に含まない
。高分子乳化剤及び高分子泡安定剤の組み合わせも本発明で具体化される。
【００３９】
　高分子泡安定剤
　本明細書で使用するのに好適な高分子泡安定剤としては、メチルセルロース（ＭＥＴＨ
ＯＣＥＬ　４０～１０１として販売されるヒドロキシプロピルメチルセルロース、及びＭ
ＥＴＨＯＣＥＬ　Ａ４ＭＰとして販売されるメチルセルロース）及びエチルセルロース（
ＮＡＴＲＯＳＯＬ　ＰＬＵＳとして販売されるセセチル（cecetyl）ヒドロキシエチルセ
ルロース）などのセルロース材料が挙げられる。
【００４０】
　ヒドロキシプロピルメチルセルロースは、次式を有するものである：
【００４１】
【化１】

【００４２】
　メチルセルロースは、次式を有するものである：
【００４３】

【化２】

【００４４】
　これらの構造に関し、「ｎ」は、所望の粘度が得られるよう選択される。ＭＥＴＨＯＣ
ＥＬ　４０～１０１は約７５，０００ＭＰａｓ（２０℃にて２％の水溶液に関するＵｂｂ
ｅｌｏｈｄｅチューブ粘度計による）の粘度を有し、及びＭＥＴＨＯＣＥＬ　Ａ４ＭＰは
約４０００～５０００ＭＰａｓ（２０℃にて２％の水溶液に関するＵｂｂｅｌｏｈｄｅチ
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ューブ粘度計による）の粘度を有する。
【００４５】
　他の好適な泡安定剤としては、アクリル酸／Ｃ10～30アルキルアクリレートクロスポリ
マーなどの（メタ）アクリルポリマー、Ｃ10～30アルキルアクリレートと１種以上のアク
リル酸モノマー、メタクリル酸モノマー、又はスクロースのアリールエーテル若しくはペ
ンタエリスリトールのアリールエーテルにより架橋された１つの単純エステルとのコポリ
マーが挙げられる。ＰＥＭＵＬＥＮ　ＴＲ－１及びＰＥＭＵＬＥＮ　ＴＲ－２としてＧｏ
ｏｄｒｉｃｈから市販される。ＰＥＭＵＬＥＮ　ＴＲ－１ポリマーが好ましい。ＳＥＰＰ
ＩＣより、アクリレートコポリマーのＣＡＰＩＧＥＬ　９８が製造される。
【００４６】
　本明細書での使用が好適な他の好適な泡安定剤は、酸／アクリレートコポリマー主鎖と
、側鎖として疎水基と連結するモノマーとの乳化重合プロセスにより合成された、疎水性
変性アルカリ可溶性エマルションポリマーである。このような材料の一例は、ＩＮＣＩ名
がアクリレート／ステアレス２０メタクリレートコポリマーであり、アクリル酸、アクリ
レートエステル及びステアレス２０メタクリレートエステルから合成される、Ｒｏｈｍ　
Ｈａａｓから市販のＡＣＵＬＹＮ（商標）２２である。
【００４７】
　他の好適な泡安定剤としては、乳化重合により酸及びアクリル酸コモノマーから合成さ
れた、アニオン性アルカリ可溶性ポリマーのエマルションが挙げられる。このような材料
の一例は、Ｒｏｈｍ　Ｈａａｓから市販される、ＩＮＣＩ名がアクリレートコポリマーで
あるＡＣＵＬＹＮ（商標）３３である。
【００４８】
　ＡＣＵＬＹＮ（商標）２２及びＡＣＵＬＹＮ（商標）３３の混合物を使用することもで
きる。一実施形態は、組成物の重量、あるいは顕色剤組成物の重量に基づいて、重量比が
５：１～１：５でＡＣＵＬＹＮ（商標）２２及びＡＣＵＬＹＮ（商標）３３の混合物を用
いる。一実施形態では、顕色剤組成物の重量に基づき１：３～１：４比（重量）でＡＣＵ
ＬＹＮ（商標）２２及びＡＣＵＬＹＮ（商標）３３の混合物が用いられる。一実施形態で
は、顕色剤組成物（酸化剤を含有している）の重量に基づき４：１～１：１比（重量）で
ＡＣＵＬＹＮ（商標）２２及びＡＣＵＬＹＮ（商標）３３の混合物が用いられる。
【００４９】
　ビニルピロリドン（ＶＰ）を含むポリマーであるポリクオタニウム５５、ジメチルアミ
ノプロピルメタクリルアミド（ＤＭＡＰＡ）及びメタクリロイル（methacryoyl）アミノ
プロピルラウリルジモニウム塩化物（ＭＡＰＬＡＣ）も本明細書で使用にあたり好適であ
り、かつ以下の構造を有する：
【００５０】
【化３】

【００５１】
　ポリクオタニウム－５５は、商品名ＳＴＹＬＥＺＥ（登録商標）で市販され、１０～２
０の種類がある。ｎ、ｍ及びｐの程度は、モノマー比に応じて決定される。ＳＴＹＬＥＺ
Ｅ（登録商標）－１０は、モノマー比０．８５ＶＰ：０．１１ＤＭＡＰＡ：０．４ＭＡＰ
ＬＡＣを有する。ＳＴＹＬＥＺＥ（登録商標）－２０は、モノマー比０．８５ＶＰ：０．
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１１ＤＭＡＰＡ：０．４ＭＡＰＬＡＣを有する。
【００５２】
　他の好適な泡安定剤としては、ポリオキシエチレン、概して、ｘ、ｙ及びｚの平均値が
それぞれ３１、５４及び３１である、下式と一致するポリオキシプロピレンブロックポリ
マーが挙げられる。
【００５３】
【化４】

【００５４】
　商品名ＰＯＬＯＸＡＭＥＲ　３３４で販売される。
【００５５】
　他の好適な泡安定剤としては、商品名ＰＬＵＲＯＮＩＣ　Ｐ１０４及びＰＬＵＲＯＮＩ
Ｃ　Ｆ１０８（例えばＢＡＳＦ）で販売されている、一級ヒドロキシル基で終端している
ポリエチレンオキシド－ポリプロピレンオキシド－ポリエチレンオキシドブロックポリマ
ーが挙げられる。
【００５６】
　高分子乳化剤
　泡乳化剤としての使用が好適なポリマー材料としては、多糖類、セルロース系材料、ア
ミン担持ポリマー、天然資源から得られる酸ポリマー、加工デンプン、カルボキシビニル
ポリマー、ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール、ポリアクリル酸ポリマー、ポ
リメタクリル酸ポリマー、ポリシロキサン、及びこれらの混合物が挙げられる。
【００５７】
　好適な多糖類としては、キサンタンガム、カラゲニンガム、グアーグアー（guar－guar
）、カチオン性グアー、ヒドロキシプロピルグアーガム、寒天、イナゴマメガム、アルギ
ネート、チロース、これらの材料のうちの任意の塩（ナトリム塩など）、及びこれらの混
合物が挙げられる。
【００５８】
　好適なセルロース材料としては、セルロースエーテル（例えばカルボキシメチルセルロ
ース、エチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、メチルセルロースなど）、セ
ルロース混合型エーテル（例えばカルボキシメチルヒドロキシエチルセルロース、エチル
ヒドロキシエチルセルロース、メトキシヒドロキシアルキルセルロースなど）、メチルヒ
ドロキシアルキルセルロース（例えば、メチルヒドロキシエチルセルロース、メチルヒド
ロキシプロピルセルロース、メチルヒドロキシブチルセルロースなど）；及びこれらの混
合物が挙げられる。
【００５９】
　好適なアミン担持ポリマーとしては、通常、アルキル化又はカルボキシメチル化により
（但し、キチンの他の改質方法も好適である）、塩基条件下で可溶であるよう改質された
、多くの場合キトサンとして既知である脱アクチル化（deacytylated）キチンが挙げられ
る。Ｃｈｉｔｏｓａｎ　Ｄｅｒｉｖａｔｉｖｅｓ　Ｏｂｔａｉｎｅｄ　Ｂｙ　Ｃｈｅｍｉ
ｃａｌ　Ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｆｏｒ　Ｂｉｏｍｅｄｉｃａｌ　Ａｎｄ　Ｅｎｖ
ｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ；Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｊｏ
ｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｍａｃｒｏｍｏｌｅｃｕｌｅｓ；４３巻，５
版，２００８年１２月１日，４０１～４１４頁を参照されたい。
【００６０】
　好適なポリシロキサンとしては、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、環状シリコーン、並びにアミノ、脂肪酸、アルコール、ポリエーテル、エポキシ、
フルオロ、グリコシド及び／又はアルキル基により変性されたシリコーン化合物が挙げら
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れる。本発明に従う好ましいシリコーン化合物としては、商標名ＡＢＩＬ（登録商標）で
Ｇｏｌｄｓｃｈｍｉｄｔ　ＡＧ（Ｅｓｓｅｎ）から入手可能なポリシロキサン－ポリエー
テルコポリマー（別名、ジメチコンコポリオール）、特にＡＢＩＬ（登録商標）Ｂ　８８
４３、ＡＢＩＬ（登録商標）Ｂ　８８５１、ＡＢＩＬ（登録商標）Ｂ　８８５２、ＡＢＩ
Ｌ（登録商標）Ｂ　８８６３、ＡＢＩＬ（登録商標）Ｂ　８８１８３、及びＡＢＩＬ（登
録商標）Ｂ　８８１８４などのＢ　８８製品群の、ポリシロキサン－ポリエーテルコポリ
マーが挙げられる。
【００６１】
　起泡安定剤は、界面活性剤を必要としなくても泡を形成する及び／又は安定化させるの
に十分な量の中で分配されることになる毛髪酸化着色用組成物中に存在する。したがって
、組成物が界面活性剤を実質的に含まない場合に泡を形成する及び／又は維持するのに十
分な泡安定剤が存在する。概して、泡安定剤は、染毛剤組成物の１～２５重量％、好まし
くは２～１５重量％、より好ましくは２～１０重量％の量で存在する。複数部材キットの
場合、泡安定剤は１つ以上の成分の中に存在し得る。単独の顕色剤組成物は、複数の異な
るヘアカラーを形成する、複数の異なる毛髪染料（色調）配合物と共に使用することがで
きるので、好ましくは、泡安定剤は酸化剤（顕色剤）を含有している成分の中に存在する
。泡安定剤は、顕色剤組成物中に、顕色剤組成物の１～２５重量％、好ましくは２～２０
重量％、好ましくは５％～２０重量％存在し得る。
【００６２】
　起泡体
　本明細書で使用するとき、用語、「泡」は、手動作動可能な非エアロゾル容器を通過し
た後に、その形を維持し、あらゆるタイプの分配容器の容量をそれぞれ有するパーソナル
ケア組成物を意味する。好ましくは、泡の特定体積は、約６ｍＬ／ｇ～約１４ｍＬ／ｇで
あり、例えば約７．５ｍＬ／ｇ～約１２ｍＬ／ｇ、より好ましくは約８ｍＬ／ｇ～約１１
ｍＬ／ｇである。一実施形態では、比泡体積は約１０ｍＬ／ｇである。
【００６３】
　本明細書で使用するとき、「ストローク」は、壁などの垂直平面に接触させて、壁の反
対に位置する収容容器の側に配置された収容容器を毎秒２０ｍｍの割合で壁の方向に偏向
させることを意味する。「しぼり出す」又は「分配する」も用語「ストローク」に包含さ
れる。
【００６４】
　手動式のノンエアゾールタイプの分配容器は、所望により、１ストローク又は１しぼり
出し当たりの泡吐出量が約０．５グラム／ストローク、約５．０グラム／ストローク、好
ましくは約０．８グラム／ストローク～約４．０グラム／ストローク、好ましくは約１．
０グラム／ストローク～約４．０グラム／ストロークであるよう設計される。一実施形態
では、手動式のノンエアゾールタイプの分配容器は、所望により、１ストローク又は１し
ぼり出し当たりの泡吐出量が約１．８グラム／ストローク～約２．２グラム／ストローク
であるよう設計される。
【００６５】
　手動式のノンエアゾールタイプの分配容器は、所望により、１ストローク又は１しぼり
出し当たりの泡吐出量が約３ｍＬ／ストローク～約７０ｍＬ／スロトーク、好ましくは約
７６ｍＬ／ストローク～約４８ｍＬ／ストローク、好ましくは約８ｍＬ／ストローク～約
４４ｍＬ／ストローク、好ましくは約１８ｍＬ／ストローク～約２２ｍＬ／ストロークで
あるよう設計される。
【００６６】
　泡が体積を保持する最低時間は、少なくともユーザの手から、毛髪などの所望の位置に
移すのに十分な時間であり、例えば泡が実質的に形状及び泡の特定体積を維持するような
時間である。好ましい最低時間は少なくとも１０秒であり例えば少なくとも１２秒、又は
少なくとも１５秒である。すでにボウルいっぱいの量が一度容易に作製され、泡の量（例
えば美容師によりボウルいっぱいに充填されるような量）が生成され、頭部上に塗り拡げ
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られる場合、最低時間は例えば５分又は１０分などより長いものになり得る。
【００６７】
　着色動作を実行するためには、染毛組成物を毛髪上に送達し、かつ分散させる必要があ
る。したがって、毛髪着色用泡組成物は、毛髪を着色するために、通常割り当てられる時
間内に崩壊する必要がある（例えば、１０～３０分）。泡の崩壊は、３～１０分程度の素
早さで生じ得るが、最大で１５分、又は最大で３０分であってもよい。
【００６８】
　毛髪上の皮脂の量は、泡に影響を与え、崩壊させる恐れがある。毛髪上により皮脂の量
が多くなると、毛髪上での泡の崩壊はより早くなる。
【００６９】
　レオロジー特性
　染毛剤組成物は、染毛剤組成物との接触時に所望されるユーザ体験を確実なものにする
ような、所望されるレオロジー特性を使用時に有する。本発明の組成物は、消費者により
配合物が使用される間、異なる応力／ひずみ力にさらされる。配合物は、所望される染毛
剤組成物を形成するために、例えば２成分を保有する分配容器を振とうさせるなどして２
成分を共に混合することで形成される次いで、配合物にしぼり出し起泡機関などの起泡手
段を通過させることで起泡させ、ユーザの手に分配させる。次いで、毛髪などの所望され
る表面に配合物を適用し、泡を崩壊させ、毛髪などの所望される表面上に液体を形成させ
る。起泡させた染毛剤組成物が崩壊した後の染毛剤組成物で得られる粘度には、組成物が
ユーザの頭部上の毛髪などの、組成物が適用された表面から、滴り落ちたりあるいは流れ
ることがないような粘度が選択されることが所望される。
【００７０】
　本明細書で使用するとき、用語、「低せん断粘度」は、以下の方法に従ってせん断速度
０．０１ｓ-1で組成物が測定されたことを意味する。低せん断粘度は、（１）収容容器内
に置かれた状態の組成物粘度、及び（２）「泡崩壊後」の組成物粘度を表すと考えられて
いる。換言すれば、「泡崩壊後」は、組成物が分配容器により起泡された後で泡が崩壊す
ることである。レオロジー特性において、低せん断粘度は、組成物がユーザにより混合又
は振とうされる際に、収容容器内のヘッドスペースで生成される泡の量を減少させる様に
働く。更に、泡崩壊後の組成物のレオロジー特性において、低せん断粘度は、所望される
表面上に組成物がとどまるか、あるいは泡崩壊後に組成物が表面から流れる又は滴り落ち
るかのいずれかに関し重要である。染毛剤組成物の低せん断粘度は、１０００ＭＰａ（１
０００ｃｐｓ）を超え、好ましくは約１０００ＭＰａ（１０００ｃｐｓ）～約１０，００
０ＭＰａ（１０，０００ｃｐｓ）、好ましくは約２０００ＭＰａ（２０００ｃｐｓ）～約
９０００ＭＰａ（９０００ｃｐｓ）、及び好ましくは約２０００ＭＰａ（２０００ｃｐｓ
）～約５０００ＭＰａ（５０００ｃｐｓ）である。
【００７１】
　本明細書で使用するとき、用語、「高せん断粘度」は、以下の方法に従ってせん断速度
５００ｓ-1で組成物が測定されることを意味する。高せん断粘度は、大抵の場合、混合チ
ャンバなどの起泡手段を介し、収容容器から分配ヘッド開口部へと移動する、毛髪酸化着
色用組成物の粘度を表すものと考えられる。染毛組成物の高せん断粘度は２００ＭＰａ（
２００ｃｐｓ）未満、好ましくは１００ＭＰａ（１００ｃｐｓ）未満、好ましくは約１Ｍ
Ｐａ（１ｃｐｓ）～約２００ＭＰａ（２００ｃｐｓ）である。
【００７２】
　追加の染毛剤成分
　溶媒
　染毛組成物は、水、低級脂肪族アルコール類（例えば、炭素原子を１～４個有する、エ
タノール、プロパノール及びイソプロパノールなどの脂肪族アルコール）又はグリセリン
及び１，２－プロピレングリコールなどのグリコール、といった溶媒を含み得る。溶媒は
、染毛剤組成物、又はプレ組成物成分（色調剤組成物又は顕色剤組成物など）に、０．１
～３０重量％の濃度で使用することができる。
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【００７３】
　アルカリ化剤
　染毛組成物は、一般的に色調剤組成物であり、アルカリ化剤、好ましくはアンモニウム
イオン又はアンモニア供給源を含む。アルカノールアミド（例えば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、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、及び２－アミノ－２－ヒドロキシメチ
ル－１，３－プロパンジオール）、グアニジウム塩、及びアルカリ金属及び水酸化アンモ
ニウム及び炭酸塩（水酸化ナトリウム及び炭酸アンモニウムなど）などの当該技術分野に
おいて既知である任意のアルキル化剤を使用することができる。特に好ましいアルカリ化
剤は、アンモニウムイオンの供給源をもたらすものである。いずれのアンモニウムイオン
供給源も本明細書で用いるのに好適である。好ましい供給源としては、塩化アンモニウム
、硫酸アンモニウム、硝酸アンモニウム、リン酸アンモニウム、酢酸アンモニウム、炭酸
アンモニウム、炭酸水素アンモニウム、カルバミン酸アンモニウム、水酸化アンモニウム
、過炭酸塩、アンモニア及びこれらの混合物が挙げられる。特に好ましいのは、炭酸アン
モニウム、カルバミン酸アンモニウム、アンモニア、及びこれらの混合物である。同様に
好適なアルカリ化剤としては、例えば、リン酸、酢酸、アスコルビン酸、クエン酸又は酒
石酸、塩酸、及びこれらの混合物などの無機酸及び有機酸といった酸（acidulent）が挙
げられる。
【００７４】
　染毛組成物又は色調剤組成物には、約０．１重量％～約１０重量％、例えば約０．５％
～約５％、約１％～約３％のアルカリ化剤（アンモニウムイオンなどの供給源）が含まれ
得る。
【００７５】
　酸化剤
　本明細書において、概して顕色剤組成物である染毛剤組成物は、酸化剤の供給源を少な
くとも１つ含み得る。本明細書に用いるのに好ましい酸化剤は、水溶性過酸素酸化剤であ
る。本明細書で定義される時、「水溶性」とは、標準状態で、少なくとも０．１ｇ、好ま
しくは１ｇ、より好ましくは１０ｇの前記酸化剤が１リットルの脱イオン水に溶解され得
ることを意味する。酸化剤は、メラニンの初期の可溶化及び脱色（漂白）にとって有益で
あり、毛幹中での酸化性染料前駆体の酸化（酸化染色）を増進する。
【００７６】
　酸化剤は、水溶性酸化剤（水溶液中で過酸化水素を生成することのできる無機過酸材料
）から選択することができる。酸化剤は、水溶液中に提供されてもよいし、又は使用前に
溶解される粉末として提供されてもよい。水溶性酸化剤としては、過酸化水素、無機アル
カリ金属過酸化物、例えば過ヨウ素酸ナトリウム及び過酸化ナトリウム、並びに有機過酸
化物、例えば過酸化尿素、メラミン過酸化物、並びに無機過水和物塩の漂白化合物、例え
ば過ホウ酸塩、過炭酸塩、過リン酸塩、過ケイ酸塩、過硫酸塩等のアルカリ金属塩が挙げ
られる。これらの無機過水和物塩は、一水和物、四水和物などとして組み込まれてもよい
。アルキル及びアリール過酸化物、並びに／又はペルオキシダーゼも用いてもよい。また
必要に応じて、２つ以上のそのような酸化剤の混合物を用いることもできる。本発明によ
る組成物に用いるのに好ましいのは、過酸化水素、過炭酸塩、過硫酸塩及びこれらの組み
合わせである。
【００７７】
　酸化剤は、毛髪酸化着色用組成物又は顕色剤組成物の約０．１重量％～約４０重量％、
好ましくは約１％～約３０重量％、及び最も好ましくは約２％～約３０重量％を構成し得
る。本明細書で使用するにあたり別の可能性のある酸化剤は、ペルオキシモノ炭酸イオン
の供給源である。好ましくは、このような供給源は、過酸化水素供給源及び炭酸水素イオ
ン供給源からその場で形成される。そのような酸化剤は、（毛髪ケア組成物の）ｐＨ　９
．５まで、好ましくは７．５～９．５、より好ましくはｐＨ約９において、特に有効であ
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ることが見出されてきた。更に、この系はまた、アンモニア又はアンモニウムイオンの供
給源と組み合わせると特に効果的である。この酸化剤は、高い色落ちの実現に特に関連し
て、所望の髪色結果に改善をもたらし、一方で、におい、皮膚及び頭皮の刺激、並びに毛
髪繊維へのダメージを大幅に低減することが明らかになった。
【００７８】
　したがって、ペルオキシモノ炭酸イオンの任意の供給源を利用することができる。本明
細書に用いるのに好適な供給源としては、炭酸イオン、カルバミン酸イオン、及び炭酸水
素イオンのナトリウム塩、カリウム塩、グアニジン塩、アルギニン塩、リチウム塩、カル
シウム塩、マグネシウム塩、バリウム塩、及びアンモニウム塩、並びにこれらの混合物、
例えば炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素カリウム、炭酸グ
アニジン、炭酸水素グアニジン、炭酸リチウム、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、炭
酸バリウム、炭酸アンモニウム、炭酸水素アンモニウム、及びこれらの混合物が挙げられ
る。また、炭酸イオンの供給源及び酸化剤としての双方を提供するために、過炭酸塩も使
用してもよい。炭酸イオン、カルバミン酸イオン、及び炭酸水素イオンの好ましい供給源
は、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウム、カルバミン酸アンモニウム、及びこれらの
混合物である。
【００７９】
　酸化剤には、約０．１重量％～約１５重量％、好ましくは約１重量％～約１０重量％、
及び最も好ましくは約１重量％～約８重量％の炭酸水素イオンを含むことができ、かつ酸
化剤の約０．１重量％～約１０重量％、好ましくは約１重量％～約７重量％、及び最も好
ましくは約２重量％～約５重量％の過酸化水素供給源を含むことができる。
【００８０】
　ｐＨ
　本発明の染毛剤組成物は、８～１２、好ましくは８～１０のｐＨを有してよい。ペルオ
キシモノカーボネートイオンを含む実施形態の場合、好ましくは、ｐＨは９．５以下であ
り、より好ましくは約９．５～約７．５、更により好ましくは約９．５～約８．４、最も
好ましくは約９．４～約８．５、更により好ましくはｐＨ約９．３又は９．０である。
【００８１】
　色調剤組成物又は顕色剤組成物などのなどの、染毛剤組成物の任意の下位成分は、染毛
剤組成物とは異なるｐＨを有してもよい。例えば、色調剤組成物がアルカリ化剤を含む場
合、色調剤組成物はアルカリ性のｐＨ、例えば８超のｐＨを有し得る。
【００８２】
　本組成物のｐＨは、Ｍｅｔｔｌｅｒ　Ｔｏｌｅｄｏ製ＭＰ２２０又はＭＰ２２５　ｐＨ
装置（実験室用標準ｐＨ電極を装着）を使用して決定できる。装置は、毎回使用前に、較
正用標準緩衝溶液及び標準較正手順を使用して較正される。
【００８３】
　毛髪染料
　毛髪染料を含有する染毛剤組成物には、当該技術分野において既知であるものから選択
することができる毛髪染料（例えば酸化染料前駆体）を含有させることができ、毛髪染料
による着色は、酸化剤（例えば過酸化水素）の作用により、又は大気の酸素の存在下で生
じる（必要がある場合には好適な酵素系と共に）。毛髪染料は、酸化の染料前駆体、直接
染料、又はこれらの混合物であり得る。
【００８４】
　酸化染料前駆体
　ヘアケア組成物又はそれらの下位成分（色調剤組成物）としては、一次中間体又はカッ
プラー形態の酸化染料前駆体が挙げられる。染毛剤組成物で使用するのに好適な化合物（
任意に加えるものを含む）は、それらが塩基である場合に限り、遊離塩基として、又は、
例えば、塩酸、臭化水素酸、クエン酸、酢酸、乳酸、コハク酸、酒石酸若しくは硫酸など
の、生理学的に適合性のある、それらの有機酸塩若しくは無機酸塩の形態で使用してもよ
く、あるいは、それらが芳香族ヒドロキシル基を有する場合に限り、塩基塩、例えばアル
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カリフェノレートの形態で使用してもよい。
【００８５】
　これらの化合物は、当該技術分野において周知であり、芳香族ジアミン類、アミノフェ
ノール類、芳香族ジオール類、及びこれらの誘導体が挙げられる（酸化性染料前駆体の代
表的ではあるが非包括的なリストは、「化粧品の科学及び技術（Cosmetic Science and T
echnology）」（サガリン（Sagarin）著、インターサイエンス（Interscience）、特別版
、第２巻、３０８～３１０頁）に見ることができる）。以下に述べる前駆体は、例示のた
めだけのものであり、本発明における組成物及びプロセスを限定する目的でないことを理
解すべきである。前駆体は以下のものである：１，７－ジヒドロキシナフタレン（１，７
－ナフタレンジオール）；１，３－ジアミノベンゼン（ｍ－フェニレンジアミン）；１－
メチル－２，５－ジアミノベンゼン（トルエン－２，５－ジアミン）；１，４－ジアミノ
ベンゼン（ｐ－フェニレンジアミン）；１，３－ジヒドロキシベンゼン（レゾルシノール
）；１，３－ジヒドロキシ－４－クロロベンゼン，（４－クロロレゾルシノール）；１－
ヒドロキシ－２－アミノベンゼン，（ｏ－アミノフェノール）；１－ヒドロキシ－３－ア
ミノベンゼン（ｍ－アミノフェノール）；１－ヒドロキシ－４－アミノ－ベンゼン（ｐ－
アミノフェノール）；１－ヒドロキシナフタレン（１－ナフトール）；１，５－ジヒドロ
キシナフタレン（１，５－ナフタレンジオール）；２，７－ジヒドロキシナフタレン（２
，７－ナフタレンジオール）；１，４－ジヒドロキシベンゼン（ヒドロキノン）；１－ヒ
ドロキシ－４－メチルアミノベンゼン（ｐ－メチルアミノフェノール）；６－ヒドロキシ
ベンゾ－モルホリン（ヒドロキシベンゾモルホリン）；１－メチル－２－ヒドロキシ－４
－アミノベンゼン（４－アミノ－２－ヒドロキシ－トルエン）；１－メチル－２－ヒドロ
キシ－４－（２’－ヒドロキシエチル）アミノベンゼン（２－メチル－５－ヒドロキシ－
エチルアミノ－フェノール）；１，２，４－トリヒドロキシベンゼン（１，２，４－トリ
ヒドロキシベンゼン）；１－フェノール－３－メチルピラゾール－５－オン（フェニルメ
チルピラゾロン）；１－（２’－ヒドロキシエチルオキシ）－２，４－ジアミノベンゼン
（２，４－ジアミノフェノキシ－エタノールＨＣｌ）；１－ヒドロキシ－３－アミノ２，
４－ジクロロベンゼン（３－アミノ－２，４－ジクロロ－フェノール）；１，３－ジヒド
ロキシ－２－メチルベンゼン（２－メチルレゾルシノール）；１－アミノ－４－ビス－（
２’－ヒドロキシエチル）アミノベンゼン（Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシ－エチル）－
ｐ－フェニレン－ジアミン）；２，４，５，６－テトラアミノピリミジン（ＨＣレッド１
６）；１－ヒドロキシ－３－メチル－４－アミノベンゼン（４－アミノ－ｍ－クレゾール
）；１－ヒドロキシ－２－アミノ－５－メチルベンゼン（６－アミノ－ｍ－クレゾール）
；１，３－ビス－（２，４－ジアミノフェノキシ）プロパン（１，３－ビス－（２，４－
ジアミノ－フェノキシ）－プロパン）；１－（２’－ヒドロキシエチル）－２，５－ジア
ミノベンゼン（ヒドロキシエチル－ｐ－フェニレンジアミンサルフェート）；１－メトキ
シ－２－アミノ－４－（２’－ヒドロキシエチルアミノ）ベンゼン，（２－アミノ－４－
ヒドロキシエチルアミノアニソール）；１－ヒドロキシ－２－メチル－５－アミノ－６－
クロロベンゼン（５－アミノ－６－クロロ－ｏ－クレゾール）；１－ヒドロキシ－２－ア
ミノ－６－メチルベンゼン（６－アミノ－ｏ－クレゾール）；１－（２’－ヒドロキシエ
チル）－アミノ－３，４－メチレンジオキシベンゼン（ヒドロキシエチル－３，４－メチ
レンジオキシ－アニリンＨＣｌ）；２，６－ジヒドロキシ－３，４－ジメチルピリジン（
２，６－ジヒドロキシ－３，４－ジメチルピリジン）；３，５－ジアミノ－２，６－ジメ
トキシピリジン（２，６－ジメトキシ－３，５－ピリジンジアミン）；５，６－ジヒドロ
キシインドール（５，６－ジヒドロキシ－インドール）；４－アミノ－２－アミノメチル
フェノール（２－アミノエチル－ｐ－アミノ－フェノールＨＣｌ）；２，４－ジアミノ－
５－メチルフェネトール（２，４－ジアミノ－５－メチル－フェネトールＨＣｌ）；２，
４－ジアミノ－５－（２’－ヒドロキシエチルオキシ）トルエン（２，４－ジアミノ－５
－メチルフェノキシエタノールＨＣｌ）；５－アミノ－４－クロロ－２－メチルフェノー
ル（５－アミノ－４－クロロ－ｏ－クレゾール）；１，３－ビス（Ｎ（２－ヒドロキシエ
チル）Ｎ（４－アミノ－フェニル）アミノ）－２－プロパノール（ヒドロキシプロピル－
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ビス－（Ｎ－ヒドロキシ－エチル－ｐ－フェニレンジアミン）ＨＣＬ）；６－ヒドロキシ
インドール（６－ヒドロキシ－インドール）；２，３－インドリンジオン（ＩＳＡＴＩＮ
）；３－アミノ－２－メチルアミノ－６－メトキシピリジン（ＨＣブルーＮＯ．７）；１
－フェニル－３－メチル－５－ピラゾロン（２，４－ジヒドロ－５－メチル－２－フェニ
ル－３Ｈ－ピラゾール－３－オン）；２－アミノ－３－ヒドロキシピリジン（２－アミノ
－３－ヒドロキシピリジン）；５－アミノ－サリチル酸；１－メチル－２，６－ビス（２
－ヒドロキシ－エチルアミノ）ベンゼン（２，６－ヒドロキシエチルアミノ－トルエン）
；４－ヒドロキシ－２，５，６－トリアミノピリミジン（２，５，６－トリアミノ－４－
ピリミジノール硫酸塩）；
　２，２’－［１，２－エタンジイル－ビス－（オキシ－２，１－エタンジイルオキシ）
］－ビス－ベンゼン－１，４－ジアミン（ＰＥＧ－３，２’，２’－ジ－ｐ－フェニレン
ジアミン）；５，６－ジヒドロキシインドリン（ジヒドロキシインドリン）；Ｎ，Ｎ－ジ
メチル－３－ウレイドアニリン（ｍ－ジメチル－アミノ－フェニル尿素）；２，４－ジア
ミノ－５－フルオロトルエン硫酸塩水和物（４－フルオロ－６－メチル－ｍ－フェニレン
ジアミン硫酸塩）；１－アセトキシ－２－メチルナフタレン（１－ヒドロキシエチル－４
，５－ジアミノピラゾール硫酸塩）；１－アセトキシ－２－メチルナフタレン（２－メチ
ル－１－ナフトール）；２－アミノ－５－エチルフェノール（２－アミノ－５－エチルフ
ェノール）；２，４－ジクロロ－３－アミノフェノール（３－アミノ－２，４－ジクロロ
フェノール）；及びｐ－アニリノアニリン（Ｎ－フェニル－Ｐ－フェニレンジアミン）。
【００８６】
　直接染料
　染毛剤組成物には、適合性のある直接染料を、染色をもたらすのに十分な量で（特に強
度の観点で）更に含有させてもよい。典型的には、このような量は、色調剤組成物などの
下位成分に関しては、染毛剤組成物の重量の約０．０５重量％～約４重量％の範囲である
。好適な直接染料としては、アシッドイエロー１；アシッドオレンジ３；ディスパースレ
ッド１７；ベーシックブラウン１７；アシッドブラック５２；アシッドブラック１；ディ
スパースバイオレット４；４－ニトロ－ｏ－フェニレンジアミン；２－ニトロ－ｐ－フェ
ニレンジアミン；ピクラミン酸；ＨＣレッドＮｏ．１３；１，４－ビス－（２’－ヒドロ
キシエチル）－アミノ－２－ニトロベンゼン；ＨＣイエローＮｏ．５；ＨＣレッドＮｏ．
７；ＨＣブルーＮｏ．２；ＨＣイエローＮｏ．４；ＨＣイエローＮｏ．２；ＨＣオレンジ
Ｎｏ．１；ＨＣレッドＮｏ．１；２－クロロ－５－ニトロ－Ｎ－ヒドロキシエチル－ｐ－
フェニレンジアミン；ＨＣレッドＮｏ．３；４－アミノ－３－ニトロフェノール；２－ヒ
ドロキシエチルアミノ－５－ニトロアニソール；３－ニトロ－ｐ－ヒドロキシエチルアミ
ノフェノール；２－アミノ－３－ニトロフェノール；６－ニトロ－ｏ－トルイジン；３－
メチルアミノ－４－ニトロフェノキシエタノール；２－ニトロ－５－グリセリルメチルア
ニリン；ＨＣイエローＮｏ．１１；ＨＣバイオレットＮｏ．１；ＨＣオレンジＮｏ．２；
ＨＣオレンジＮｏ．３；ＨＣイエローＮｏ．９；４－ニトロフェニルアミノエチル尿素；
ＨＣレッドＮｏ．１０；ＨＣレッドＮｏ．１１；２－ヒドロキシエチルピクラミン酸；Ｈ
ＣブルーＮｏ．１２；ＨＣイエローＮｏ．６；ヒドロキシエチル－２－ニトロ－ｐ－トル
イジン；ＨＣイエローＮｏ．１２；ＨＣブルーＮｏ．１０；ＨＣイエローＮｏ．７；ＨＣ
イエローＮｏ．１０；ＨＣブルーＮｏ．９；Ｎ－エチル－３－ニトロＰＡＢＡ；４－アミ
ノ－２－ニトロフェニル－アミン－２’－カルボン酸；２－クロロ－６－エチルアミノ－
４－ニトロフェノール；６－ニトロ－２，５－ピリジンジアミン；ＨＣバイオレットＮｏ
．２；２－アミノ－６－クロロ－４－ニトロフェノール；４－ヒドロキシプロピルアミノ
－３－ニトロフェノール；ＨＣイエローＮｏ．１３；１，２，３，４－テトラヒドロ－６
－ニトロキノキサリン；ＨＣレッドＮｏ．１４；ＨＣイエローＮｏ．１５；ＨＣイエロー
Ｎｏ．１４；３－アミノ－６－メチルアミノ－２－ニトロピリジン；２，６－ジアミノ－
３－（（ピリジン－３－イル）アゾ）ピリジン；ベーシックレッドＮｏ．１１８；ベーシ
ックオレンジＮｏ．６９；Ｎ－（２－ニトロ－４－アミノフェニル）－アリルアミン；４
－［（４－アミノ－３－メチルフェニル）（４－イミノ－３－メチル－２，５－シクロヘ
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キサジエン－１－イリデン）メチル］－２－メチル－ベンゼンアミン－ヒドロクロリド；
２－［［４－（ジメチル－アミノ）フェニル］アゾ］－１，３－ジメチル－１Ｈ－イミダ
ゾリウムクロリド；１－メチル－４－［（メチルフェニル－ヒドラゾノ）メチル］－ピリ
ジニウム、メチルサルフェート；２－［（４－アミノフェニル）アゾ］－１，３－ジメチ
ル－１Ｈ－イミダゾリウムクロリド；ベーシックレッド２２；ベーシックレッド７６；ベ
ーシックブラウン１６；ベーシックイエロー５７；７－（２’，４’－ジメチル－５’－
スルホフェニルアゾ）－５－スルホ－８－ヒドロキシナフタレン；アシッドオレンジ７；
アシッドレッド３３；１－（３’－ニトロ－５’－スルホ－６’－オキソフェニルアゾ）
－オキソ－ナフタレンクロミウム錯体；アシッドイエロー２３；アシッドブルー９；ベー
シックバイオレット１４；ベーシックブルー７；ベーシックブルー２６；キノフタラノン
又は２－キノリルインダンジオンのモノ－＆ジスルホン酸（主に後者）の混合物のナトリ
ウム塩；ベーシックレッド２；ベーシックブルー９９；ディスパースレッド１５；アシッ
ドバイオレット４３；ディスパースバイオレット１；アシッドブルー６２；ピグメントブ
ルー１５；アシッドブラック１３２；ベーシックイエロー２９；ディスパースブラック９
；１－（Ｎ－メチルモルホリウム－プロピルアミノ）－４－ヒドロキシ－アントラキノン
メチルサルフェート；Ｎ，Ｎ－ジメチル－３－（（４－（メチルアミノ）－９，１０－ジ
オキソ－９，１０－ジヒドロアントラセン－１－イル）アミノ）－Ｎ－プロピルプロパン
－１－アミニウムブロミド，ＨＣブルーＮｏ．８；ＨＣレッドＮｏ．８；ＨＣグリーンＮ
ｏ．１；ＨＣレッドＮｏ．９；２－ヒドロキシ－１，４－ナフトキノリン；アシッドブル
ー１９９；アシッドブルー２５；アシッドレッド４；ヘナレッド；インディゴ；コチニー
ル；ＨＣブルーＮｏ．１４；ディスパースブルー２３；ディスパースブルー３；ディスパ
ースブルー３７７；ベーシックレッド５１；ベーシックオレンジ３１；ベーシックイエロ
ー８７；及びこれらの混合物が挙げられるが、これらに限定されない。好ましい直接染料
としては、ディスパースブラック９、ＨＣイエロー２、ＨＣイエロー４、ＨＣイエロー１
５、４－ニトロ－ｏ－フェニレンジアミン、２－アミノ－６－クロロ－４－ニトロフェノ
ール、ＨＣレッド３、ディスパースバイオレット１、ＨＣブルー２、ディスパースブルー
３、ディスパースブルー３７７、ベーシックレッド５１、ベーシックオレンジ３１、ベー
シックイエロー８７、及びこれらの混合物が挙げられるが、これらに限定されない。
【００８７】
　更に、特定の色合いを得るために、例えば、ヘナ又はインディゴのような植物色素、ト
リフェニルメタン染料、芳香族ニトロ染料、アゾ染料、キノン染料、カチオン性染料（塩
基性染料）又はアニオン性染料（酸性染料）等の従来の天然及び／又は合成の直接染料を
着色剤に更に含有させることが可能である。
【００８８】
　キレート剤
　染毛剤組成物又はそれらの下位成分（例えば、色調剤組成物又は顕色組成物など）には
、カルボン酸キレート剤、ホスホン酸キレート剤、ポリリン酸キレート剤、これらの塩、
又はこれらの混合物が含まれる。好適なキレート剤としては、ジエチレントリアミン五酢
酸（ＤＴＰＡ）、エチレンジアミン－Ｎ，Ｎ’－二コハク酸（ＥＤＤＳ）、エチレンジア
ミン－Ｎ，Ｎ’－ジグルタル酸（ＥＤＤＧ）、２－ヒドロキシプロピレンジアミン－Ｎ，
Ｎ’－二コハク酸（ＨＰＤＤＳ）、グリシンアミド－Ｎ，Ｎ’－二コハク酸（ＧＡＤＳ）
、エチレンジアミン－Ｎ－Ｎ’－ビス（オルト－ヒドロキシフェニル酢酸）（ＥＤＤＨＡ
），ジエチレン－トリアミン－ペンタ－（メチレンホスホン酸）（ＤＴＰＭＰ）、これら
の塩、これらの誘導体、又はこれらの混合物が挙げられる。
【００８９】
　染毛剤組成物又は下位成分（例えば、色調剤組成物など）には、染毛剤組成物又は下位
成分の約０．０１重量％～約５重量％、約０．２５重量％～約３重量％、約０．５％～約
１重量％の、キレート剤、それらの塩、誘導体又は混合物などが含まれる。
【００９０】
　ラジカルスカベンジャー
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　染毛剤組成物、好ましくは色調剤組成物には、更にラジカルスカベンジャー供給源を含
有させることもできる。本明細書で使用するとき、用語「ラジカルスカベンジャー」は、
炭酸塩ラジカルと反応してその炭酸塩ラジカルを一連の速い反応によって、より反応性の
低い種、即ち炭酸塩ラジカルスカベンジャーへと変換させることのできる種である。
【００９１】
　本明細書に用いるのに好適なラジカルスカベンジャーは、アルカノールアミン、アミノ
糖、アミノ酸、アミノ酸のエステル及びこれらの混合物の部類から選択してよい。特に好
ましい化合物は次のものである：モノエタノールアミン、３－アミノ－１－プロパノール
、４－アミノ－１－ブタノール、５－アミノ－１－ペンタノール、１－アミノ－２－プロ
パノール、１－アミノ－２－ブタノール、１－アミノ－２－ペンタノール、１－アミノ－
３－ペンタノール、１－アミノ－４－ペンタノール、３－アミノ－２－メチルプロパン１
－オール、１－アミノ－２－メチルプロパン２－オール、３－アミノプロパン－１，２－
ジオール、グルコサミン、Ｎ－アセチルグルコサミン、グリシン、アルギニン、リジン、
プロリン、グルタミン、ヒスチジン、サルコシン、セリン、グルタミン酸、トリプトファ
ン、及びこれらの混合物、並びに、これらのカリウム塩、ナトリウム塩及びアンモニウム
塩などの塩、並びにこれらの混合物。
【００９２】
　特に好ましい化合物はグリシン、サルコシン、リジン、セリン、２メトキシエチルアミ
ン、グルコサミン、グルタミン酸、モルホリン、ピペリジン、エチルアミン、３アミノ－
１－プロパノール及びこれらの混合物である。
【００９３】
　本発明の組成物は、染毛剤組成物又は色調剤組成物の約０．１重量％～約１０重量％、
好ましくは約１重量％～約７重量％のラジカルスカベンジャーを含む。
【００９４】
　好ましくは、ラジカルスカベンジャーは、ラジカルスカベンジャー対カーボネートイオ
ンの重量比が、２：１～１：４となるような量で存在する。ラジカルスカベンジャーはま
た、アルカリ化剤と同一の種にならないように好ましく選択される。
【００９５】
　コンディショニング剤
　染毛組成物には、コンディショニング剤を含有させることもできるが、コンディショニ
ング剤は、早い段階で泡を崩壊させるなどして泡の形成又は安定化を阻害することのない
よう、注意深く選択する必要がある。所望により、コンディショニング剤を含む別個のコ
ンディショニング組成物を染毛剤製品と共に使用することもできる。
【００９６】
　好適なコンディショニング剤は、シリコーン材料、アミノシリコーン、脂肪アルコール
、ポリマー樹脂、カルボン酸ポリオールエステル、カチオン性ポリマー及びこれらの混合
物から選択される。追加材料としては、グリセリン及びソルビトールが挙げられる。特に
有用なコンディショニング物質は、カチオン性ポリマーである。カチオン性ポリマー型の
コンディショナは、一級、二級、三級及び四級アミン基であって、ポリマー主鎖の一部を
形成するか又はポリマー主鎖に直接結合する側鎖置換基に含まれることのあるアミン基か
ら選択される少なくとも１つのアミン基の単位を含むものから選択することができる。
【００９７】
　シリコーンは、ポリアルキルシロキサン油、トリメチルシリル又はヒドロキシジメチル
シロキサン末端基を含有する直鎖ポリジメチルシロキサン油、ポリメチルフェニルシロキ
サン、ポリジメチルフェニルシロキサン又はポリジメチルジフェニルシロキサン油、シリ
コーン樹脂、その一般的構造中に、１つ又は多数の有機官能基（類）を有する有機官能シ
ロキサン（同一又は異なり、シロキサン鎖に直接結合する）又はこれらの混合物から選択
されることができる。前記有機官能基は、ポリエチレンオキシ及び／又はポリプロピレン
オキシ基、（過）フッ素化基、チオール基、置換又は非置換アミノ基、カルボキシレート
基、ヒドロキシレート基、アルコキシル化基、クオタニウムアンモニウム基、両性及びベ
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タイン基から選択される。シリコーンは、純流体として、又は事前に形成されたエマルシ
ョンの形態として、使用され得る。
【００９８】
　コンディショニング剤はコンディショニング組成物の約０．０５重量％～約２０重量％
の濃度で使用することができ、例えばコンディショニング組成物の約０．１重量％～約１
５重量％、約０．２重量％～約１０重量％、約０．２重量％～約２重量％の濃度で使用さ
れ得る。染毛剤組成物自体を利用する場合、コンディショニング剤は、染毛剤組成物の約
０．０５重量％～約５重量％で使用することができる。
【００９９】
　他の任意成分
　染毛剤組成物中に従来使用されている、あるいは使用されていない他の成分も、所望さ
れる場合でかつ界面活性剤を本質的に含まない組成物において泡の形成に悪影響を与えな
い場合に含有させることができる。したがって、官能性組成物全体に対する任意の追加成
分の評価が必要とされ、かつ早すぎる時点で泡の崩壊を生じる成分（油又は油っぽい物質
など）は排除されることが望ましい。
【０１００】
　染毛剤組成物製品
　一実施形態では、本発明は、収容容積を構成する収容容器、混合チャンバ及び分配ヘッ
ドを取り付けた手動式のノンエアゾールタイプの収容容器を含む、染毛剤組成物に関する
。収容容器は、手動作動可能な非エアロゾル容器を作動させたときに、毛髪酸化着色用組
成物が空気対液体比約１：６～約１：１５で空気と混合され、かつ毛髪酸化着色用組成物
が泡として分配されるよう、毛髪酸化着色用組成物を含有し得る。
【０１０１】
　泡生成用の、手動式のノンエアゾールタイプの分配容器は、当該技術分野において周知
である。これらの泡容器は、泡形態で分配される液体を保持するための収容容器を含む。
収容容器は、収容容器上に取り付けることができ、あるいは開口させることのできる部品
を備える。部品は、収容容器に延び、ひいては混合チャンバに延びるディップチューブ、
収容容器から液体を汲み出すための液体ポンプ、及び泡を形成させるために、混合チャン
バ内の液体を空気と混合させるためのエアポンプ、を含む。泡は混合チャンバから分配さ
れ、分配開口部を含む分配ヘッドの外側にある分配チャネルを通過する。分配チャネルに
は、均質な泡が形成されるようシーブ又はスクリーンなどの１つ以上の多孔質要素を配置
することができる。
【０１０２】
　本明細書に記載のレオロジー特性を有する染毛剤組成物を分配するのに必要とされる仕
事量は、既知の染毛組成物と変わらない。これは既知の染毛剤組成物において特有のもの
であり、このような系内では液体よりも空気を移動させるためにより多くの仕事量が必要
とされる。特定のレオロジー特性を有する本発明の酸化染毛剤組成物に関し、系内では、
空気よりも液体を動かす際により多くの仕事量が見込まれる。手動式のノンエアゾールタ
イプの分配容器の収容容器の外側をしぼることで、染毛剤組成物を分配することができる
。それに伴い、分配ヘッドの分配ヘッド開口部を通して泡を分配することができる。
【０１０３】
　所望されるレオロジー特性を有する染毛剤組成物の使用、及び染毛剤組成物を移動させ
るために必要とされる仕事量は、本明細書での使用が好適な手動式のノンエアゾールタイ
プの分配容器で生成される、せん断力の強さに関し、独特の問題を更に保有している。所
望されるレオロジー特性を有する染毛剤組成物の使用は、空気対液体比に更に影響を与え
る。仕事量、せん断力の生成、及び空気対液体比は、手動式のノンエアゾールタイプの分
配容器の構成による特徴である。
【０１０４】
　液体対空気比は、約１：６～約１：１５，好ましくは約１：８約１：１２、好ましくは
１：１０である。
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【０１０５】
　好適な手動式のノンエアゾールタイプの分配容器構造には、ディップチューブの寸法、
混合チャンバへの空気の進入口の寸法、混合チャンバからの進入及び退出開口部を含む混
合チャンバの寸法、分配チャネルの寸法、多孔質要素（スクリーン又はメッシュなど）及
び分配ヘッド開口部が含まれる。
【０１０６】
　手動式のノンエアゾールタイプの分配容器は、次の特許に例示されているものであり得
る：米国特許第３，７０９，４３７号；同第３，９３７，３６４号；同第４，０２２，３
５１号；同第４，１４７，３０６号；同第４，１８４，６１５号；同第４，６１５，４６
７号；及び仏国特許第２，６０４，６２２号。本明細書で有用なしぼり出し式フォーマー
の１つの具体例は、米国特許第６，６０４，６９３号（Ｔａｐｌａｓｔに譲渡）で議論さ
れるものなどのように、並びにより具体的にはこの特許の第２段落、６５列～第４段落６
７行までで議論されるものなどのように、直立位置又は反転位置から分配することのでき
るしぼり出し式フォーマーである。
【０１０７】
　手動式のノンエアゾールタイプの分配容器には収容容器を含ませることもできる。収容
容器は、収容容器内に収容される染毛剤組成物の体積よりも収容容積が大きいものになる
ような容積を有する。収容容器のうち、染毛剤組成物に占有されない領域がヘッドスペー
スである。ヘッドスペースは、染毛剤組成物、あるいは染毛剤組成物の気泡を比較的含ま
ない状態のままであるべきである。染毛剤組成物を含有させた状態で収容容器を振とう又
は反転させた場合、ヘッドスペースは、染毛剤組成物、あるいは染毛剤組成物の気泡を比
較的含まない状態のままであるべきである。本明細書で使用するとき、「比較的含まない
」は、ヘッドスペースの５０％未満、７５％未満、９０％未満、７５％～１００％が染毛
剤組成物又は気泡を含有することを意味する。
【０１０８】
　収容容器は、染毛剤組成物を起泡させるための機構（ディップチューブなど）の任意の
部分に染毛剤組成物を含有させ、かつ尚もヘッドスペースを有するのに十分な容積を有す
るよう選択される。一実施形態では、収容容積は約１００ｍＬ～約５００ｍＬ、約１５０
ｍＬ～約４００ｍＬであるよう選択される（例えば２５０ｍＬ）。収容容積対染毛剤組成
物体積比は約１：０．３０（最大３０％）約１：０．７０（最大７０％）、例えば約１：
０．４０（最大４０％）約１：０．５５（最大５５％）である（すなわち、収容容積は染
毛剤組成物の体積よりも大きいものである）。
【０１０９】
　収容容器の形状は、染毛剤組成物を収容容器に含有させた場合に、体積変位当たりに必
要とされる力が最適化され得るよう選択することができる。一実施形態では、（ボトルの
頂部又は底部から）ボトルの垂直軸からみて、ボトルの形状が楕円断面を有するように選
択される場合、体積変位当たりに必要とされる力は最適化される。楕円断面は、ネジ式キ
ャップ又はスナップ式キャップに好適な頸部を使用して収容容器を閉めることができるよ
うに、好ましくは同軸である。楕円断面の長軸は、収容容器表面に適用される力と垂直に
なるよう位置づけされる。
【０１１０】
　図１は、フォーマー部品（１）及び収容容器（３）を含むパーソナルケア組成物製品（
２５）の一般的な構造を例示する。
【０１１１】
　パーソナルケア組成物を含有する収容容積（２７）を有する収容容器（３）は、手動式
のノンエアゾールタイプの分配容器（２５）を分配動作（例えば「ストローク」）させた
際に、パーソナルケア組成物が収容容器（３）から移送されるように混合チャンバ（５）
と流体連通している。流体接続部はディップチューブ（７）である。比較的に粘度の高い
パーソナルケア組成物に関しては、ディップチューブ（７）の直径は、分配を容易にし（
分配に必要とされる力の量を少なくする）、かつ所望される比泡体積を得るために、大き
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くする必要がある。
【０１１２】
　ディップチューブ（７）の直径は、好ましくは直径が２．０ｍｍ超、好ましくは約２．
０ｍｍ～約５．０ｍｍ、より好ましくは約２．５ｍｍ～約４．０ｍｍになるよう選択され
る。直径が約２．０ｍｍ～約４．０ｍｍのディップチューブ（７）に関し、液体粘度は、
液体を収容容器（３）から、分配時にユーザにより加えられる力（例えば「ストローク」
）の量がより少ない混合チャンバ（５）へと移送しつつ、本明細書で述べるような所望さ
れる泡密度を実現する。
【０１１３】
　混合チャンバ（５）は、少なくとも１つの空気進入開口部（９）、少なくとも１つの液
体進入開口部（１１）及び少なくとも１つの混合チャンバ進入開口部（１３）を含む。混
合チャンバ（５）は、内部容量と、混合チャンバ（５）の内部容量を画定する外壁を更に
含む。混合チャンバ（５）は、パーソナルケア組成物と空気を組み合わせ、起泡させたパ
ーソナルケア組成物の形成を開始することを可能にする。様々な開口部（９，１１，１３
）領域を変更（記載の開口部の平面図は、混合チャンバ（５）の外壁の一部を含む）する
ことで、比泡体積に影響を与えることができ、具体的には液体対空気比が適切なものにな
るように空気進入開口部（９）及び液体進入開口部（１１）の相関関係に影響を与えるこ
とができる。
【０１１４】
　空気進入開口部（９）は、収容容器（３）のヘッドスペースに入った空気を移送させる
のに好適なものである。混合チャンバ（５）には、１つ以上の空気進入開口部（９）を含
ませることができる。一実施形態では、混合チャンバ（５）は、進入開口部（９）を１つ
含む。空気進入開口部（９）の面積は約０．６２ｍｍ2（約０．２ｍｍ直径の円形の空気
進入開口部）～約３．１４ｍｍ2（約１ｍｍ直径の円形の空気進入開口部）であってよく
、好ましくは約１．２６ｍｍ2（約０．４ｍｍ直径の円形の空気進入開口部）～約１．８
８ｍｍ2（約０．８ｍｍ直径の円形の空気進入開口部）である。空気進入開口部（９）が
１つ以上選択される場合、空気進入開口部（９）の合計面積の全てが使用されるべきであ
る。混合チャンバ（５）への空気進入開口部（９）を介する空気の移送は、混合チャンバ
（５）に間接的に移送させるものであってよく、あるいは混合チャンバ（５）に直接移送
させるものであってもよい。
【０１１５】
　同様にして、液体進入開口部（１１）は、収容容器（３）から、好ましくはディップチ
ューブ（７）を介し混合チャンバ（５）へとパーソナルケア組成物を流動的に移送するの
に好適である。一実施形態では、混合チャンバ（５）は液体進入開口部（１１）を１つ以
上含む。一実施形態では、混合チャンバ（５）は、液体進入開口部（１１）を３つ含む。
液体進入開口部（１１）の面積は、約１．５ｍｍ2～約３ｍｍ2でなくてはならない。一実
施形態では、液体進入開口部（１１）は、約１．８ｍｍ2～約２．３ｍｍ2でなくてはなら
ない。液体進入開口部（９）が１つ以上選択された場合、空気進入開口部（９）の合計面
積の全てが使用されるべきである。例えば、３つの液体進入開口部（１１）の合計面積が
２．０ｍｍ2である場合、液体進入開口部（１１）の３つ全てを合わせた合計面積と等し
い。収容容器（３）から混合チャンバ（５）への流体移送路は、混合チャンバ（５）に間
接的な連通経路であり得、あるいは混合チャンバ（５）に直接的な連通経路であり得る。
【０１１６】
　本明細書で使用するとき、用語、「間接的な連通」は、混合チャンバ（５）への空気又
はパーソナルケア組成物の移送が、混合チャンバ（５）に入る前に、何らかの他の物理構
造を介する経路を通過することを意味する。例えば、空気又はパーソナルケア組成物は、
各開口部（９，１１）を通って混合チャンバ（５）に入る前に、混合チャンバ（５）の外
壁と接触するようになる。一実施形態では、間隙容積（３０）が、混合チャンバ（５）の
外壁と隣接している。空気又はパーソナルケア組成物は、収容容器から、ディップチュー
ブ（７）を介し、混合チャンバ（５）の外部間隙容積（３０）へと移送される。間隙容積
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（３０）は、それぞれ、空気進入開口部（９）及び／又は液体進入開口部（１１）と空気
及び／又は液体連通する。
【０１１７】
　本明細書で使用するとき、用語、「直接連通する」は、混合チャンバ（５）への空気又
はパーソナルケア組成物の移送が、直接的に混合チャンバ（５）へと移動するものである
ことを意味する。例えば、空気又はパーソナルケア組成物は、開口部（９，１１）のそれ
ぞれを介し、混合チャンバ（５）の外側の成分と接触すること無く混合チャンバ（５）の
内部容量で接触するようになる。
【０１１８】
　一実施形態では、混合チャンバ退出開口部（１３）は、混合チャンバ（５）内部の圧力
が上昇するように選択される。混合チャンバ（５）は、１つ以上の混合チャンバ開口部（
１３）を含み得る。一実施形態では、混合チャンバ（５）は混合チャンバ退出開口部（１
３）を１つ含む。
【０１１９】
　混合チャンバ（５）は、混合チャンバ（５）の内部容量を生成する外側壁を有する。外
側壁の頂端が、周長を確定する。混合チャンバ退出開口部（１３）は、混合チャンバ（５
）の頂端の周長と同じ大きさの面積にすることもできるが、好ましくは、混合チャンバ（
５）内の圧力を増加させるために、混合チャンバ（５）の頂端の周長の面積よりも小さく
なるような面積が選択される。混合チャンバ退出開口部（１３）の面積は、約０．３１４
ｍｍ2（０．１ｍｍ直径の円形開口部）～約９．４２ｍｍ2（３ｍｍ直径の円形開口部）で
あり得る。一実施形態では、混合チャンバ退出開口部（１３）は、約２．５１２ｍｍ2（
０．８ｍｍ直径の円形開口部）～約５．６５２ｍｍ2（１．８ｍｍ直径の円形開口部）の
面積を含む。混合チャンバ退出開口部（１３）が１つ以上存在する場合、全ての混合チャ
ンバ退出開口部の合計面積を考慮しなくてはならない。
【０１２０】
　一実施形態では、ディフューザープレート（２９）は、混合チャンバ退出開口部（１３
）を含む。ディフューザープレート（２９）は、混合チャンバ（５）構造の一部であり得
、あるいは混合チャンバ（５）と適合する別個の要素であり得る。ディフューザープレー
ト（２９）は混合チャンバ（５）内でのパーソナルケア組成物の滞留時間を増加させるよ
う働き、パーソナルケア組成物に、混合チャンバ（５）内に生じるせん断力をより長い時
間加えるものと考えられている。
【０１２１】
　混合チャンバ（５）は、フォーマー部品（１）と流体連通される。パーソナルケア組成
物は、液体進入開口部（１１）を介し混合チャンバ（５）へと入り、空気進入開口部（９
）を介し混合チャンバ（５）に入る空気と混合される。
【０１２２】
　空気は、通常、手動式のノンエアゾールタイプの分配容器（２５）の外部から供給され
る。空気は、ストローク後に手動式のノンエアゾールタイプの分配容器（２５）に入り、
収容容器（３）のヘッドスペース内に収容される。手動式のノンエアゾールタイプの分配
容器（２５）の収容容器（３）のヘッドスペースへの、空気の制御された取り込み又は排
出は、ボールバルブ（２３）あるいはシリコーンシール又はガスケットにより実現するこ
とができる。ボールバルブあるいはシリコーンシール又はガスケットは、ヘッドスペース
と連通させてフォーマー部品（１）に位置させることができる。一実施形態では、手動式
のノンエアゾールタイプの分配容器（２５）に分配動作させた場合に、ヘッドスペース内
の空気が、空気進入開口部（９）を介し混合チャンバへと移送されるように、ボールバル
ブ（２３）、シリコーンシール又はガスケットが、収容容器（３）のヘッドスペースへの
、手動式のノンエアゾールタイプの分配容器（２５）の外気の進入を排除するよう、ボー
ルバルブ（２３）、シリコーンシール又はガスケットを、リザーバ（３）と、手動式のノ
ンエアゾールタイプの分配容器（２５）の外気とを連通させるよう位置させることができ
る。分配（「ストローク」）後、ボールバルブ（２３）、シリコーンシール又はガスケッ
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トは、手動式のノンエアゾールタイプの分配容器（２５）の外気を、収容容器（３）内に
進入させ、次のストロークのためにヘッドスペースを再充填する。
【０１２３】
　染毛剤組成物及び空気は混合チャンバ（５）に入り、泡状の染毛剤組成物を形成し、泡
状の染毛剤組成物は混合チャンバ退出開口部（１３）を介して混合チャンバ（５）から出
て、泡流体接続部（１７）を通ってフォーマー部品（１）へと移動し、フォーマー分配開
口部（１９）を出る。混合チャンバ退出開口部（１３）及びフォーマー分配開口部（１９
）の間にある泡流体接続部（１７）は、比泡体積を変更するために使用することのできる
スクリーン又はメッシュ（２１ａ，２１ｂ，２１ｃ）を、内部に１つ以上備える。比泡体
積を変更するためには、メッシュの数、メッシュの開口部の大きさ及びメッシュ内の開口
部の密度を利用することができる。一実施形態では、少なくとも２つのメッシュ（２１ａ
，２１ｂ）が利用される。この場合、２つのメッシュ（２１ａ，２１ｂ）は互いに隣接し
ている。メッシュには直径区分及び深さ区分を含む。直径区分（メッシュの最も長い表面
積）は、メッシュのうちの他のメッシュと隣接し得る部分である。
【０１２４】
　泡のしぼり出し及び分配を最適にする角度に収容容器（３）を傾けたときに、収容容器
（３）内の染毛剤組成物の利用効率が最大化されるよう収容容器（３）の最下の前方コー
ナーに向けてディップチューブ（７）の少なくとも角度をつけることができる。ディップ
チューブ（７）の最下端の傾斜角は、好ましくはフォーマー分配開口部（１９）の傾斜角
を模し、いずれもが好ましくは分配ヘッド開口部（１９）に最も近いメッシュを通る水平
軸から約３０°～約４５°の角度で下に移動させた角度である。
【０１２５】
　一実施形態では、混合チャンバ退出部及び分配ヘッド開口部の間の流体接続部に１～３
つのメッシュが存在する。一実施形態では、２つのメッシュ（２１ａ，２１ｂ）が混合チ
ャンバ退出開口部（１３）にごく近接して泡流体接続部（１７）に位置し、１つのメッシ
ュ（２１ｃ）がフォーマー分配開口部（１９）にごく近接して位置する。この場合、２つ
のメッシュ（２１ａ，２１ｂ）は約１７０マイクロメートル（μ）の開口サイズを有し、
１つのメッシュ（２１ｃ）は約７０マイクロメートル（μ）の開口サイズを有する。
【０１２６】
　一実施形態では、２つのメッシュ（２１ａ，２１ｂ）が混合チャンバ退出開口部（１３
）にごく近接して泡流体接続部（１７）に位置し、１つのメッシュ（２１ｃ）がフォーマ
ー分配開口部（１９）にごく近接して位置する。この場合、２つのメッシュ（２１ａ，２
１ｂ）は約１７０マイクロメートル（μ）の開口サイズを有し、１つのメッシュ（２１ｃ
）は約７０マイクロメートル（μ）の開口サイズを有する。各メッシュは、好ましくは射
出成形ウェハとして提供され、あるいは円筒形の側壁と、円筒形の側壁の一端を覆って延
びるスクリーンとを有するディスクとして提供される。スクリーンは、円筒形の側壁の全
長の軸方向に延びる（円筒形の側壁の上縁から、円筒形の側壁の下縁へとｙ軸に沿って延
びる）ものではない。本項で使用するとき、「隣接する」は、各ウェハ又はディスクの２
つの円筒形の側壁が、直接互いに隣り合っていることを意味する。しかしながら、各ウェ
ハのそれぞれは、好ましくは、２つのウェハ又はディスクが互いに接触する場合でさえも
、第１ディスクのスクリーンを第２ディスクのスクリーンから分離する間隙が存在するよ
うにスクリーンが面している方向に配向される。
【０１２７】
　次に図３を参照すると、メッシュが２つのみ（２１ａ，２１ｃ）利用され、このうち１
つ（２１ａ）が混合チャンバ退出開口部（１３）にごく近接し、もう１つ（２１ｃ）がフ
ォーマー分配開口部（１９）にごく近接して位置する、特に好ましい実施形態が例示され
る。
【０１２８】
　混合チャンバ退出開口部（１３）の大きさ、メッシュ（２１ａ，２１ｂ，２１ｃ）の枚
数、及びメッシュのスクリーンの開口サイズを変化させることで、所望される比泡体積を
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実質的に保存しながら所望される量の泡を吐出させるのに必要とされる仕事量を減らすこ
とができる。例えば、図１に例示される実施例の例示的な実施では、直径１ｍｍの混合チ
ャンバ退出開口部（１３）が散布プレート（２９）に提供される［開口部の面積はｐｉ*

直径である］。この実施形態では、３つのメッシュウェハ又はディスクが泡流体接続部（
１７）に提供され、最初の２つ（２１ａ，２１ｂ）のそれぞれのメッシュ開口サイズは約
１７０マイクロメートル（μ）であり、３つ目のメッシュのメッシュ開口サイズは約７０
マイクロメートル（μ）である。
【０１２９】
　図３に解説する実施形態の例示的な実装において、第２メッシュ（２１ｂ）は省略され
、散布プレート（２９）［開口部面積はｐｉ*直径］内の混合チャンバ退出開口部は１．
７５ｍｍに拡大され、泡流体接続部（１７）に配置された第１メッシュ（２１ａ）のメッ
シュ開口サイズは約１７０マイクロメートル（μ）であり、かつメッシュウェハ又はディ
スク（２１ｃ）のメッシュ開口サイズは約７０マイクロメートル（μ）である。
【０１３０】
　キット
　染毛剤製品は、多くの場合、手袋及び取扱説明書と共に梱包される色調剤組成物成分及
び顕色剤組成物成分を含有しているキットとして販売される。場合によりコンディショニ
ング組成物成分及び／又は色調回復組成物（color referesher composition）も含有され
る。ユーザは色調剤組成物成分及び顕色剤組成物成分を組み合わせ、次いで混合した泡形
態の組成物を毛髪に適用する。
【０１３１】
　本出願の色調剤組成物成分には、酸化染料前駆体、カップラー及び直接染料から選択さ
れる毛髪染料を少なくとも１つ含有させることができる。色調剤組成物成分に含まれる更
なる成分としては、アルカリ化剤、平均ＣｌｏｇＰ値が１．５未満の香料、溶媒、ラジカ
ルスカベンジャー及び泡安定剤が挙げられる。色調剤組成物は界面活性剤を実質的に含ま
ない。
【０１３２】
　本出願の顕色剤組成物成分には、溶媒、酸化剤及び泡安定化剤を含有させることができ
る。顕色剤組成物成分は界面活性剤を実質的に含まない。
【０１３３】
　一般的に、色調剤配合物：顕色剤配合物の重量比は顕色剤組成物及び色調剤組成物の強
度に応じ５：１～１：５の範囲であり、例えば１：１、１：１．５、１：２、１：３及び
１：４である。
【０１３４】
　本出願のキットには、手動式のノンエアゾールタイプの分配容器が包含される。容器は
、色調剤組成物成分及び顕色剤組成物成分の混合物を、比泡体積約６ｍＬ／ｇ～約１４ｍ
Ｌ／ｇ、好ましくは約７．５ｍＬ／ｇ～約１２ｍＬ／ｇ、及びより好ましくは約８ｍＬ／
ｇ～約１０．５ｍＬ／ｇの泡として分配することができる。
【０１３５】
　キットには２つ以上の容器を含有させることができる。一実施形態では、色調剤組成物
成分は１つの容器に収容され、顕色剤組成物成分は手動式のノンエアゾールタイプの分配
容器又は手動式のノンエアゾールタイプの分配容器の収容容器内に収容される。
【０１３６】
　キット用の追加成分としては、コンディショナ組成物及び色調回復組成物が挙げられる
。コンディショナ組成物は、コンディショニング剤を含み得る。色調回復組成物は、コン
ディショニング剤及び直接染料を含み得る。
【０１３７】
　使用方法
　ユーザは使用直前に色調剤組成物及び顕色組成物を手動式のノンエアゾールタイプの分
配容器の収容容器内で共に混合する。ユーザは次に、色調剤組成物及び顕色剤組成物を混



(34) JP 2013-514997 A 2013.5.2

10

20

30

40

50

合するために振とうしてもよい。振とうとは、色調剤組成物と顕色剤組成物を混合させる
ために最低でも１０秒にわたって垂直に往復運動させるか、回転させながら往復運動させ
るかであり得る。ユーザは次いで、手袋をはめたユーザの手に、あるいは毛髪上に泡（起
泡させた染毛剤組成物）を直接分配するために、手動式のノンエアゾールタイプの分配容
器を作動させる。泡は、分配後約１０秒～３０分の間に崩壊し始めてもよい。表７及び８
に与えられる例示組成物は、以降で好適な組成物を例示する錠剤として与えられる。
【０１３８】
　泡を崩壊させた後（現在、液体組成物の状態）、毛髪上に５～３０分（全ての毛髪に対
し均一な適用を確実なものにするため）とどめ、次いでユーザは彼／彼女の髪を水でしっ
かりとすすぎ、乾かす。
【０１３９】
　存在する場合、追加のコンディショニング剤を他の容器内に提供することができる。一
実施形態では、コンディショナ容器の内容物を、染毛剤組成物の直後に後処理剤として塗
布すること（追加のすすぎ工程の後）もできる。
【０１４０】
　本発明に従う、毛髪を着色する方法には、本発明の起泡させた染毛剤組成物を毛髪に塗
布し、好ましくは混合物を、ユーザの指又は櫛又は同様の器具により、毛髪に数分間作用
させる（全ての毛髪への均一な塗布を確実なものとする）実施形態も含む。次に、顕色さ
せるために、約２０分未満、好ましくは約１５分未満、より好ましくは約５分～約１０分
、最も好ましくは約１０分の時間、組成物を毛髪上に残留させる。次に、ユーザは、自分
の毛髪を水道水で十分にすすぎ、通常通り毛髪を乾燥及び／又は整髪する。
【０１４１】
　本発明の更なる代替的実施形態によれば、毛髪染色方法は、酸化性毛髪染色を順次行う
方法であり、少なくとも２つの酸化性毛髪染色処理を順次行い、各処理間の時間が１～６
０日、好ましくは１～４０日、より好ましくは１～２８日、更により好ましくは１～１４
日、最も好ましくは１～７日である工程から構成される。このような実施形態においては
、頭上に組成物を保持する時間は約２０分未満でもよく、好ましくは約１０分未満、最も
好ましくは約２分～約５分である。
【０１４２】
　試験方法
　粘度
　サンプルの調製
　色調剤組成物及び顕色剤組成物を組み合わせ、染毛組成物を作製する。染毛組成物のサ
ンプル調製は、以下のような手順であるべきである。
　１．重量比１：１の色調剤組成物及び顕色剤組成物を、そこから分配することのできる
容器内で混ぜる。容器は密閉させるかあるいは蓋をすべきである。
　２．次に密閉容器を１５秒間振とうする。
　３．密閉することができる容器の内容物を、１００　ｔａｌｌ分配容器（ＦｌａｃｋＴ
ｅｋ　Ｉｎｃ．から入手可能）に注ぎ入れ、次に１９５０ｒｐｍに設定したＤＡＣ　８０
０　ＦＶＺスピードミキサー（ＦｌａｃｋＴｅｋ　Ｉｎｃ．）に１０秒間配置し、サンプ
ルから出てきた任意の気泡を吸い取った。
　４．液体の頂部にある任意の気泡又は泡をデカントする。
　５．次にサンプルの粘度を測定した。
【０１４３】
　低せん断粘度及び高せん断粘度
　上記に定義されるような低せん断粘度及び高せん断粘度を、次の形状を有するＴＡ　Ｉ
ｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓのＡＲ２０００レオメーターにより測定する。
　４０ｍｍ　２°ステンレス鋼スチールコーン
　４０ｍｍステンレススチールプレート
　ＤＩＮ規格又は同心円錐形シリンダ
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　収集したデータを次いでＴＡ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ　ＡＲ２０００レオメーターの
データ解析プログラムを用いてグラフ化し、実施の開始点を低せん断粘度として記録する
。データは少なくとも２回実施して記録したデータの相関関係を確実なものにすべきであ
る。
【０１４４】
　低せん断粘度は０．０１ｓ-1で測定され、及び高せん断粘度は５００ｓ-1で測定される
。
【０１４５】
　比泡体積
　比泡体積を、１００ｍＬのビーカーを質量計（mass balance）に配置し、ビーカーの質
量をタール塗り（tarring）し、次いで起泡式分配容器から１００ｍＬビーカーに泡の体
積が１００ｍＬに等しくなるまで分配することにより測定する。１００ｍＬの泡から得ら
れる、分配終了時から５秒時点の質量を記録する。泡の質量により容量（１００）を除し
、比泡体積をｍＬ／ｇ単位で得る。
【０１４６】
　香料実施例
【０１４７】
【表４】

【０１４８】
　表８のものなどの染毛剤組成物に使用した表４の香料組成物は、図１に示すようなフォ
ーマーを通過させた時に泡を生じない。
【０１４９】
　好適な香料の例としては次のものが挙げられる。
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【実施例】
【０１５０】
　（実施例１）
【０１５１】
【表５】

　*　香料組成物の重量
【０１５２】
　平均ＣｌｏｇＰ値は１．１２７である。
【０１５３】
　（実施例２）
【０１５４】

【表６】

　*　香料組成物の重量
【０１５５】
　平均ＣｌｏｇＰ値は１．３９１である。
【０１５６】
　（実施例３）
【０１５７】
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【表７】

　*　香料組成物の重量
【０１５８】
　ここで、アミル－アセテート異性体ブレンドは、異性体ブレンドの平均ＣｌｏｇＰを確
認するために算出し、平均ＣｌｏｇＰ値１．０４を見出すために使用する。
【０１５９】
　配合例
【０１６０】
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【表８】

　*　香料は例１～３のうちのいずれか１つ
【０１６１】



(39) JP 2013-514997 A 2013.5.2

10

20

30

40

【表９】

【０１６２】
　各色調処方物を顕色剤処方物と混合させて、染毛組成物を提供することができる。顕色
剤処方に対する色調処方の重量比は、必要とされる正確な色度、及び所望される色度を得
るのに必要とされる漂白の程度に応じて変化させることができる。一般的に、色調処方：
顕色剤処方の重量比は顕色剤組成物及び色調剤組成物の強度に応じ５：１～１：５の範囲
であり、例えば１：１、１：２及び１：３である。
【０１６３】
　表８の色調剤組成物及び表９の顕色組成物を重量比１：１で混合することで、本発明の
染毛剤組成物を形成した。染毛剤組成物を図１に示すようなしぼり出し式フォーマーの容
器に取り入れる。デバイスをしぼり、染毛剤組成物を許容可能な品質の泡として分配する
。
【０１６４】
　本明細書で開示した寸法及び値は、列挙した厳密な数値に厳格に限定されるものとして
解釈されるものではない。むしろ、別段の指定がない限り、そのような各寸法は、列挙し
た値と、その値を包含する機能的に等価な範囲との双方を意味することを意図したもので
ある。例えば、「４０ｍｍ」として開示した寸法は、「約４０ｍｍ」を意味することを意
図したものである。
【０１６５】
　任意の相互参照又は関連特許若しくは関連出願を包含する本明細書に引用される全ての
文献は、明確に除外ないしは別の方法で限定されない限り、本明細書中に参照により全て
が組み込まれる。いかなる文献の引用も、それが本明細書において開示され請求されるい
ずれかの発明に関する先行技術であること、又はそれが単独で若しくは他のいかなる参照
とのいかなる組み合わせにおいても、このような発明を教示する、提案する、又は開示す
ることを認めるものではない。更に、本書における用語のいずれかの意味又は定義が、参
考として組み込まれた文献における同一の用語のいずれかの意味又は定義と相反する限り
において、本書においてその用語に与えられた定義又は意味が適用されるものとする。
【０１６６】
　本発明の特定の実施形態が例示され、記載されてきたが、本発明の趣旨及び範囲から逸
脱することなく、他の様々な変更及び修正を実施できることが、当業者には明白であろう
。したがって、本発明の範囲内にあるそのような全ての変更及び修正を、添付の「特許請
求の範囲」で扱うものとする。
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