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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
・1種又はそれ以上のアルカリ化剤を含む、第一の組成物(A)；及び
・1種又はそれ以上の酸化剤を含む第二の組成物(B)を含み；
　該2種の組成物(A)及び(B)の少なくとも一つが、1種又はそれ以上の液状炭化水素を含み
、該組成物(A)及び(B)の混合物における、該液状炭化水素の全量が、該混合物の全量に対
して少なくとも20質量％に相当し、及び
　該2種の組成物(A)及び(B)の少なくとも一つが、1種又はそれ以上のレダクトンを含む、
ケラチン繊維を着色し及び/又は脱色するための剤。
【請求項２】
　前記アルカリ化剤が、アンモニア、アルカリ炭酸塩、水酸化ナトリウム又はカリウム、
アルカノールアミン、及び以下の一般式(I)：
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【化１】

(該一般式(I)において、WはC1-C6アルキレン残基を表し；Rx、Ry、Rz及びRtは、同一又は
異なっていてもよく、水素原子、C1-C6アルキル基、C1-C6ヒドロキシアルキル基、又はC1
-C6アミノアルキル基を表す)で表される化合物から選択される、請求項1記載の剤。
【請求項３】
　アルカリ化剤がアルカノールアミンから選択される、請求項1又は2記載の剤。
【請求項４】
　前記酸化剤が、過酸化水素、過酸化ウレア、アルカリ金属の臭素酸塩又はフェリシアン
化物、過酸化された塩、および酸化還元酵素から選択される、請求項1から3のいずれか1
項に記載の剤。
【請求項５】
過酸化された塩が、アルカリ金属又はアルカリ土類金属の、過硫酸塩、過硼酸塩及び過炭
酸塩から選択される、請求項４に記載の剤。
【請求項６】
酸化還元酵素が、ラッカーゼ、パーオキシダーゼ及び2-電子オキシドレダクターゼから選
択される、請求項４に記載の剤。
【請求項７】
　前記1種又はそれ以上のレダクトンが、以下の一般式(II)で表されるものであり：
【化２】

該一般式において、R1及びR2は、同一又は異なっていてもよく、各々少なくとも一つの炭
素原子及び/又は酸素原子を含む基を表し、R1及びR2は、該一般式(II)の化合物の3個の炭
素原子と共に、好ましくは5-又は6-員のリングを形成することができ、その付随的な構成
原子は、炭素原子及び/又は酸素原子で構成され、
　該少なくとも一つの式(II)の化合物は、酸の形状、塩の形状、特にアルカリ金属又はア
ルカリ土類金属の塩の形状、又はエステル、特にC8～C30脂肪酸のエステルの形状にある
、請求項1～6の何れか1項に記載の剤。
【請求項８】
　前記1種又はそれ以上のレダクトンが、アスコルビン酸、エリトルビン酸、及びこれら
化合物の塩から選択される、請求項1～7の何れか1項に記載の剤。
【請求項９】
　前記組成物(A)及び/又は組成物(B)における前記レダクトンの量が、該組成物(A)及び/
又は組成物(B)夫々の全質量に対して、0.01～1質量％なる範囲に相当し、これら質量％は
、該1又は複数のレダクトンの酸型に対する値として表されている、請求項1～8の何れか1
項に記載の剤。
【請求項１０】
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　前記組成物(A)及び組成物(B)の混合物における前記レダクトンの全量が、該混合物の全
質量に対して、0.01～1質量％なる範囲に相当し、これら質量％は、該1又は複数のレダク
トンの酸型に対する値として表されている、請求項1～9の何れか1項に記載の剤。
【請求項１１】
　前記液状炭化水素又は液状炭化水素類が、
・直鎖又は分岐した、C6-C16低級アルカン；及び
・無機物、動物又は合成起源の、16個を越える炭素原子を含む、直鎖又は分岐した炭化水
素；
から選択される、請求項1～10の何れか1項に記載の剤。
【請求項１２】
　前記液状炭化水素又は液状炭化水素類が、パラフィン油、流動パラフィン及びこれらの
混合物から選択される、請求項1～11のいずれか1項に記載の剤。
【請求項１３】
　前記組成物(A)及び組成物(B)の混合物における前記液状炭化水素の全量が、該混合物の
全量に対して、少なくとも25質量％に相当する、請求項1～12の何れか1項に記載の剤。
【請求項１４】
　前記組成物(A)が、水中油型又は油中水型のエマルション形状にある、請求項1～13の何
れか1項に記載の剤。
【請求項１５】
　前記組成物(A)が、さらに、酸化塩基から選択される1種又はそれ以上の酸化染料及び/
又は1種又はそれ以上の直接染料をも含む、請求項1～14の何れか1項に記載の剤。
【請求項１６】
　前記組成物(A)及び組成物(B)が、直接染料も酸化染料(塩基及びカプラー)をも含まず、
あるいはこれらが存在する場合には、その全量が、各組成物の全質量に対して、0.005質
量％を越えない、請求項1～14の何れか1項に記載の剤。
【請求項１７】
　請求項1～16の何れか1項に記載の組成物(A)を、次いでさらに請求項1～16の何れか1項
に記載の組成物(B)を、乾燥状態にある又は湿潤状態にあるケラチン繊維に連続して、中
間的なリンスなしに適用する工程を含む、ケラチン繊維の着色及び/又は脱色方法。
【請求項１８】
　請求項1～16の何れか1項に記載の剤を、乾燥状態又は湿潤状態にあるケラチン繊維に適
用する工程を含み、該工程が、該剤を構成する組成物(A)及び(B)をその場にて混合し、次
いで該混合物を、該ケラチン繊維に適用することを含む、ケラチン繊維の着色及び/又は
脱色方法。
【請求項１９】
　組成物(A)を含む第一の区画及び組成物(B)を含む第二の区画で構成され、該組成物(A)
及び(B)が、請求項1～16の何れか1項に記載のものである、着色又は脱色用の、多区画デ
バイス又はキット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ケラチン繊維、特に毛髪等のヒトのケラチン繊維を着色し及び/又は脱色す
るための、二成分型の剤に関するものである。
　より正確には、本発明は、1種又はそれ以上のアルカリ化剤及び場合により1種又はそれ
以上の染料を含む第一の組成物(A)及び1種又はそれ以上の酸化剤を含む第二の組成物(B)
で構成され、該2つの組成物(A)及び(B)の少なくとも一つが、1種又はそれ以上の特定の脂
肪、及び1種又はそれ以上のレダクトンを含む、ケラチン繊維を着色し及び/又は脱色する
ための剤に関する。
　本発明は、また本発明に係る該着色剤及び/又は脱色剤を含む多区画デバイスにも関連
する。
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　最後に、本発明は、本発明に係る該剤を使用する、ケラチン繊維を着色し及び/又は脱
色するための方法にも関連する。
【背景技術】
【０００２】
　長い間、多くの人々が、その毛髪の色彩を変えようと試みており、また特に、該毛髪を
脱色し、あるいは逆に、例えば白髪を隠蔽するために、毛髪を着色しようと試みてきた。
　ヒトのケラチン繊維を着色するために、特に2つの型の染色法が開発されている。
　その第一の型の染色法は、所謂永久染色又は酸化染色であり、そこでは、一般的には酸
化塩基と呼ばれる、酸化染料プリカーサを含む染料組成物を使用する。これらの酸化塩基
は、無色の又は僅かに着色した化合物であり、これらは酸化生成物と共に、酸化縮合過程
によって、着色された化合物を生成し得る。
　これらの酸化塩基によって得られる色合いは、これらと染色カプラー又はモデファイア
ーとの結合によって変えることができる。酸化塩基及びカプラーとして使用される様々な
分子は、豊富な多数の色を与えることができる。
【０００３】
　該第二の型の染色は、半永久染色又は直接染色を呼ばれ、これは、該ケラチン繊維上に
、該繊維に対して親和性を持つ、着色された、かつ着色性の分子である、直接染料を適用
し、待機し、次いでリンスすることからなる。
　この染色のために一般的に使用される該直接染料は、ベンゼン、アンスラキノン、ニト
ロピリジン、アゾ、キサンテン、アクリジン、アジン又はトリアリールメタンニトロ直接
染料から選択される。
　このタイプの方法は、その色を発現させるのに酸化剤の使用を必要としない。しかし、
このような剤を、着色に伴う淡色化効果を得るために使用することが可能である。従って
、これは淡色化条件下での、直接又は半永久染色法と呼ばれている。
　従って、淡色化条件下での永久又は半永久染色方法は、大多数の場合において、該染料
組成物と共に、少なくとも1種の酸化剤を含有する水性組成物を、アルカリpHの下で使用
することを必要とする。
【０００４】
　ヒトのケラチン繊維を脱色するための古典的な方法は、一般的にはアルカリ性pHにおい
て、少なくとも1種の酸化剤を含む水性組成物を使用することからなっている。この酸化
剤の役割は、毛髪中のメラニンを分解することであり、これは、存在する該酸化剤の特性
に依存して、多少とも顕著な該繊維の淡色化へと導く。従って、比較的僅かな淡色化を行
うためには、該酸化剤は、一般的には過酸化水素である。より高度の淡色化が必要な場合
には、通常過酸化された塩、例えば過硫酸塩が、過酸化水素の存在下で使用される。
　公知技術の着色及び脱色法を適用する際に遭遇する難点の一つは、これら方法がアルカ
リ性条件の下で使用されるという事実に起因する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ヒトケラチン繊維を着色及び/又は脱色する方法の性能を改善し、またアルカリ試薬及
び酸化剤の使用に関連する該欠点を限定するために、該染色組成物中にかなりの量の、1
種又はそれ以上の脂肪を使用することが提案されている。
　しかし、アルカリ試薬含有組成物及び酸化剤含有組成物を含む、脂肪に富む混合物を調
製する際に、該混合物の強い色調が発現され、これは一方では、極めて魅力に乏しく、ま
たさらには、幾つかの化合物の望ましからぬ劣化を反映している。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本出願人は、レダクトン群に属する幾つかの特定の酸化防止剤が、液状炭化水素から選
択される特定の脂肪の存在下で、該混合物の着色現象を大幅に減じることができることを
見出した。
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　従って、本発明は、ケラチン繊維を着色し及び/又は脱色するための剤に係るものであ
り、該剤は、
・1種又はそれ以上のアルカリ化剤を含む、第一の組成物(A)；及び
・1種又はそれ以上の酸化剤を含む第二の組成物(B)を含み；
　該2種の組成物(A)及び(B)の少なくとも一つが、液状炭化水素から選択される1種又はそ
れ以上の脂肪を含み、該組成物(A)及び(B)の混合物における、該液状炭化水素の全量が、
該混合物の全量に対して少なくとも20質量％に相当し、及び
　該2種の組成物(A)及び(B)の少なくとも一つが、1種又はそれ以上のレダクトンを含む。
　本発明による該剤が、場合により淡色化を伴う、ケラチン繊維の着色を意図するもので
ある場合、組成物(A)は、さらに1種又はそれ以上の酸化染料及び/又は1種又はそれ以上の
直接染料をも含む。
【０００７】
　逆に、本発明による該剤が、ケラチン繊維の脱色のみを意図するものである場合、該組
成物(A)及び(B)は、酸化染料も直接染料（塩基及びカプラー）も含まず、あるいはこれら
が存在するとしても、その全含有率は、各組成物の質量に対して0.005質量％を越えない
。事実、該含有率において、該組成物のみが着色されており、即ちケラチン繊維を着色す
る効果は、全く観測されない。
　本発明による該着色及び/又は脱色剤は、これら2つの組成物(A)及び(B)を混合する際、
又はその後のこれら2種の組成物をケラチン繊維に適用する際に着色されることはなく、
あるいは着色効果があったとしても、極めて穏やかな程度に止まる。
　その上、ケラチン繊維を着色しようとする場合、本発明の剤は、得られる着色の強度に
関して、色度に関して、及び一種の同一の繊維の、あるいは様々な程度に感受性となった
繊維間の着色の選択性に関してとりわけ効果的である。
【０００８】
　ケラチン繊維を脱色しようとする場合、本発明の剤は、既存の組成物、特に水酸化アン
モニウムを主成分とする組成物について得られるものと等価な又はそれ以上の淡色化性能
を提供する。
　本発明の剤は、またこれを調製する際、又はこれを繊維に適用する際における、刺激性
の臭いの発生を制限するという利点をも持つ。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明のその他の特徴並びに利点は、以下に与えられる説明及び実施例を読むことによ
り一層明らかとなるであろう。
　以下の説明において、特に断らない限り、数値範囲の限界は、その範囲内に含まれる。
　本発明の方法によって処置されるヒトケラチン繊維は、好ましくは毛髪である。
　本発明によれば、該組成物(A)は、1種又はそれ以上のアルカリ化剤を含む。
　該アルカリ化剤は、特に無機又は有機塩基である。
　好ましくは、該アルカリ化剤は、アンモニア、アルカリ炭酸塩、水酸化ナトリウム又は
カリウム、有機アミン、例えばアルカノールアミン及びその誘導体、及び以下の一般式(I
)で表される化合物から選択される：
【００１０】
【化１】

【００１１】
　ここで、Wは場合によりヒドロキシル基又はC1-C6アルキル基により置換されていてもよ
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い、C1-C6アルキレン残基を表し；Rx、Ry、Rz及びRtは、同一又は異なっていてもよく、
水素原子、C1-C6アルキル基、C1-C6ヒドロキシアルキル基、又はC1-C6アミノアルキル基
を表す。
　該式(I)の化合物の例としては、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、スペルミジンを挙げることができる。
　特に好ましい該アルカリ化剤は、アルカノールアミン及び特にモノ、ジ-及びトリ-エタ
ノールアミンである。
　本発明の好ましい一態様において、該アルカリ化剤はモノ-エタノールアミンである。
【００１２】
　特定の一態様によれば、該組成物(A)は、アルカリ化剤として、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。該組成物(A)が、アルカノ
ールアミン及びアンモニア又はその塩を含む数種のアルカリ化剤を含む場合、該有機アミ
ン又はアミン類は、好ましくは、質量基準で、該組成物(A)中に存在するアンモニアの量
に対して、支配的である。
　本発明の好ましい一態様によれば、該組成物(A)は、アンモニアを含むことはない。
　本発明の別の好ましい一態様によれば、該組成物(A)が、アンモニア又はその塩を含む
場合、該組成物は、1種又はそれ以上のアルカノールアミンをも含み、また該組成物(A)内
の該アルカノールアミンの質量％で表した量は、この同一の組成物中のアンモニアの質量
％で表した量よりも多い。
　一般に、該組成物(A)は、該組成物の質量に対して、0.1～40質量％なる範囲、好ましく
は0.5～20質量％なる範囲の、アルカリ化剤の含有率を持つ。
【００１３】
　好ましくは、該組成物(A)は、8に等しいかあるいはそれ以上のpH、及びより好ましくは
8.5～11.5なる範囲内のpH値を持つ。
　このpH値は、また該アルカリ化剤並びに1種又はそれ以上の酸性化剤を使用することに
よって、所定の値に調節することができる。
　該酸性化剤としては、例えば無機又は有機酸、例えば塩酸、オルトリン酸、硫酸；カル
ボン酸、例えば酢酸、酒石酸、クエン酸、乳酸；スルホン酸を挙げることができる。
　本発明によれば、該組成物(B)は、1種又はそれ以上の酸化剤を含む。
　この酸化剤は、ケラチン繊維の脱色及び酸化染色のために従来使用されていた酸化剤か
ら選択することができ、その中で、過酸化水素、過酸化ウレア、アルカリ金属の臭素酸塩
又はフェリシアン化物、過酸化された塩、例えばナトリウム、カリウム、マグネシウム等
のアルカリ金属又はアルカリ土類金属の過硫酸塩、過硼酸塩及び過炭酸塩を挙げることが
できる。同様に、場合により1種又はそれ以上の酸化還元酵素のドナー又は補因子の存在
下における、前記酸化還元酵素、例えばラッカーゼ、パーオキシダーゼ及び2-電子オキシ
ドレダクターゼ(例えば、ウリカーゼ)を、該酸化剤として使用することも可能である。
【００１４】
　過酸化水素の使用が、特に好ましい。これは、有利には水性溶液(過酸化水素溶液)とし
て用いることができ、その濃度は、より詳しくは、該組成物(B)の全質量に対して、0.1～
50質量％なる範囲、より好ましくは0.5～20質量％なる範囲、より一層好ましくは1～15質
量％なる範囲で変えることができる。
　所望の脱色度に応じて、該酸化剤は、また好ましくは過酸化された塩から選択される、
1種又はそれ以上の化合物をも含むことができる。
　好ましくは、該組成物(B)のpH値は、7以下である。このpH値は、1種又はそれ以上の酸
性化剤を用いることにより、所望の値に調節することができる。該酸性化剤は、特に前に
記載したものから選択することができる。
　本発明によれば、上記2つの組成物(A)及び(B)の一方及び/又は他方は、1種又はそれ以
上のレダクトンを含む。即ち、該1種又はそれ以上のレダクトンは、組成物(A)又は組成物
(B)あるいは同時にこれら両組成物中に存在し得る。
【００１５】
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　有利には、該組成物(A)及び/又は(B)中の該レダクトンの量は、該組成物(A)及び/又は(
B)各々の全質量に対して、0.01～1質量％なる範囲、好ましくは0.05～0.5質量％なる範囲
及びより好ましくは0.1～0.25質量％なる範囲の値に相当する。
　好ましい一態様によれば、該組成物(A)は、1種又はそれ以上のレダクトンを含む。特に
好ましくは、該1種又はそれ以上のレダクトンは、該組成物(A)中にのみ存在する。
　好ましくは、該組成物(A)及び(B)の混合物における該レダクトンの全量は、該混合物の
全質量に対して、0.01～1質量％なる範囲、好ましくは0.05～0.5質量％なる範囲、及びよ
り一層好ましくは0.1～0.2質量％なる範囲の量に相当する。
　本発明によれば、該1種又はそれ以上のレダクトンの質量％は、該レダクトンの酸型に
対する量として表されている。
　それ自体公知であるが、該用語「レダクトン(reductone)」とは、カルボニル基>C=Oに
隣接するエンジオール構造：-(HO)C=C(OH)-を含む化合物を意味する。
　従って、本発明において使用できる、該1種又はそれ以上のレダクトンは、以下の一般
式(II)で表される化合物である：
【００１６】
【化２】

【００１７】
　ここで、R1及びR2は、同一又は異なっていてもよく、各々少なくとも一つの炭素原子及
び/又は酸素原子を含む基を表し、またR1及びR2は、該一般式(II)の化合物の3個の炭素原
子と共に、好ましくは5-又は6-員のリングを形成することができ、その付随的な構成原子
は、炭素原子及び/又は酸素原子で構成される。
　好ましくは、R1及びR2は、該一般式(II)の化合物の3個の炭素原子と共に、5個の炭素原
子及び/又は酸素原子を持つリングを形成する。
　該少なくとも一つの式(II)の化合物は、酸の形状、塩の形状、特にナトリウム及びカリ
ウム等のアルカリ金属又はカルシウム及びマグネシウム等のアルカリ土類金属の塩の形状
、又はエステル、特にC8～C30脂肪酸のエステルの形状にある。
　特に好ましくは、該式(II)の化合物は、ラクトンである。
【００１８】
　該1種又はそれ以上のレダクトンは、特にレダクチン酸、アスコルビン酸、エリトルビ
ン酸又はイソアスコルビン酸、及びこれら化合物の塩、特にナトリウム及びカリウム塩、
アスコルビルパルミテート、及びこれら化合物の混合物から選択することができる。
　特に好ましくは、該1種又はそれ以上のレダクトンは、アスコルビン酸、エリトルビン
酸及びこれら化合物の塩、特にナトリウム及びカリウム塩から選択することができる。
　既に述べたように、該2種の組成物(A)及び(B)の少なくとも一つは、上記液状炭化水素
から選択される1種又はそれ以上の脂肪を含み、該組成物(A)及び(B)の混合物中の該液状
炭化水素の全量は、該混合物の全質量に対して、少なくとも20質量％に相当する。
　従って、該特定の1種又はそれ以上の脂肪は、組成物(A)、組成物(B)又は同時にこれら
両組成物中に存在することができるが、該組成物(A)及び(B)の混合物中のその全量は、こ
れら2つの組成物の混合物の総質量に対して、少なくとも20質量％に等しい。
【００１９】
　好ましくは、該組成物(A)及び(B)の混合物中の該液状炭化水素の全量は、該混合物の全
質量に対して、少なくとも25質量％、及びより好ましくは少なくとも30質量％に相当する
。
　該組成物(A)及び(B)の混合物中の該液状炭化水素の全量は、有利には、該混合物の全質
量に対して、90質量％に等しいかそれ未満、及び好ましくは70質量％に等しいかそれ未満
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である。
　好ましい一態様によれば、該組成物(A)は、該液状炭化水素から選択される1種又はそれ
以上の脂肪を含む。
　本発明において、該用語「脂肪」とは、常温(25℃)においてかつ大気圧(1.013×105 Pa
(760mmHg))の下で、水に対して不溶性の、即ち5質量％以下、及び好ましくは1質量％以下
、及びより一層好ましくは0.1質量％以下の水に対する溶解度を持つ、有機化合物を意味
する。該脂肪の構造は、少なくとも2つのシロキサン基又は少なくとも6個の炭素原子を持
つ炭化水素鎖を含む少なくとも一つの配列を持つ。さらに、該脂肪は、一般的に上記同様
の温度及び圧力条件において、クロロホルム、エタノール、ベンゼン、流動パラフィン又
はデカメチルシクロペンタシロキサン等の有機溶媒に対して溶解性である。
　本発明によれば、該1種又はそれ以上の脂肪は、上記液状炭化水素から選択される。
【００２０】
　「液状炭化水素」とは、炭素及び水素原子のみから構成され、常温(25℃)及び体気圧(7
60 mmHg; 又は1.013×105 Pa)において液体である炭化水素を意味する。
　より詳しくは、本発明による該液状炭化水素は、以下に列挙するものから選ばれる：
・直鎖又は分岐した、場合により環式の、C6-C16低級アルカン；その例としては、ヘキサ
ン、ウンデカン、ドデカン、トリデカン；イソパラフィン、例えばイソヘキサデカン、イ
ソドデカン及びイソデカンを挙げることができ、及び
・無機物、動物又は合成起源の、16個を越える炭素原子を含む、直鎖又は分岐した炭化水
素、例えばパラフィン油、流動パラフィン、ポリデセン、水添ポリイソブテン、例えばパ
ーリーム(ParleamTM)、スクアラン。
　本発明の好ましい一態様において、該液状炭化水素又は液状炭化水素類は、パラフィン
油、流動パラフィン、及びこれらの混合物から選択される。
【００２１】
　本発明による該組成物(A)及び/又は組成物(B)は、また上記液状炭化水素とは異なる、
カルボン酸官能基を含まない、1種又はそれ以上の他の付随的な脂肪を含むことができる
。
　「カルボン酸官能基を含まない脂肪」とは、-COOH基又はCOO-基を含まない脂肪を意味
する。
　該付随的な脂肪は、本発明の該液状炭化水素以外の、特に植物又は合成起源の非-シリ
コーン系のオイル、脂肪アルコール、脂肪酸及び/又は脂肪アルコールのエステル、非-シ
リコーン系ワックス、シリコーン類から選択することができる。
　本発明の意味において、該アルコール、エステル及び脂肪酸とは、より特定的には、直
鎖又は分岐した、飽和又は不飽和の、6～30個の炭素原子を含む、場合により、特に1種又
はそれ以上の(特に1～4個の)ヒドロキシル基で置換された、少なくとも一つの炭化水素基
を持つことを思い起こすべきである。これらが不飽和である場合、これら化合物は、1～3
個の共役又は非-共役の炭素-炭素二重結合を含むことができる。
【００２２】
　本発明において使用可能な植物又は合成起源のオイルとしては、例えば以下に列挙する
ものを挙げることができる：
・植物又は合成起源のトリグリセライドオイル、例えば6～30個の炭素原子を持つ脂肪酸
の液状トリグリセライド、例えばヘプタン酸又はオクタン酸又は、例えばヒマワリ油、玉
蜀黍油、大豆油、ウリ科植物のオイル、グレープシード油、ゴマ油、ヘーゼルナッツ油、
杏仁油、マカダミアナッツ油、アララ(arara)油、ヒマシ油、アボカド油、カプリル酸/カ
プリン酸のトリグリセライド、例えばステアリナリーデュボア(Stearineries Dubois)社
により市販されているもの、又はダイナマイトノーベル(Dynamit Nobel)社によりミグリ
オール(MiglyolTM) 810、812及び818なる名称の下に市販されているもの、ホホバ油、カ
リテ(karite)バター油等；
・フッ素化オイル、例えばBNFLフルオロケミカルズ(BNFL Fluorochemicals)社により「フ
ルテック(FLUTECTM PC1)」及び「フルテック(FLUTECTM PC3)」なる名称の下に市販されて
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いる、パーフルオロメチルシクロペンタン及びパーフルオロ-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3M社によ
り「PF 5050TM」及び「PF 5060TM」なる名称の下に市販されている、ドデカフルオロペン
タン及びテトラデカフルオロヘキサン；又はアトケム(Atochem)社により「フォラルキル(
FORALKYLTM)」なる名称の下に市販されている、ブロモパーフルオロオクチル；ノナフル
オロメトキシブタン及びノナフルオロエトキシイソブタン；パーフルオロモルホリンの誘
導体、例えば3M社により「PF 5052TM」なる名称の下に市販されている、4-トリフルオロ
メチルパーフルオロモルホリン。
【００２３】
　ワセリンを使用することも可能である。
　本発明に適用するのに適した該脂肪アルコールは、より特定的には、8～30個の炭素原
子を持つ、飽和又は不飽和の、直鎖又は分岐したアルコールから選択される。その例とし
ては、例えばセチルアルコール、ステアリルアルコール及びその混合物(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、オレインアルコール又はリノールアルコールを挙げる
ことができる。
　有利には上記トリグリセライドとは異なる、脂肪酸及び/又は脂肪アルコールのエステ
ルに関連して、特に飽和又は不飽和の、直鎖又は分岐したC1-C26脂肪族モノ-又は多酸の
、及び飽和又は不飽和の、直鎖又は分岐したC1-C26脂肪族モノ-又は多価アルコールのエ
ステルを挙げることができ、該エステルの全炭素原子数は、10に等しいかそれ以上である
。
【００２４】
　モノエステルとしては、ジヒドロアビエチルベヘネート；オクチルドデシルベヘネート
；イソセチルベヘネート；セチルラクテート；C12-C15アルキルラクテート；イソステア
リルラクテート；ラウリルラクテート；リノレイルラクテート；オレイルラクテート；(
イソ)ステアリルオクタノエート；イソセチルオクタノエート；オクチルオクタノエート
；セチルオクタノエート；デシルオレエート；イソセチルイソステアレート；イソセチル
ラウレート；イソセチルステアレート；イソデシルオクタノエート；イソデシルオレエー
ト；イソノニルイソノナノエート；イソステアリルパルミテート；メチルアセチルリシノ
レエート；ミリスチルステアレート；オクチルイソノナノエート；2-エチルヘキシルイソ
ノネート；オクチルパルミテート；オクチルペラルゴネート；オクチルステアレート；オ
クチルドデシルエルケート；オレイルエルケート；エチル及びイソプロピルパルミテート
；2-エチルヘキシルパルミテート；2-オクチルデシルパルミテート；アルキルミリステー
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、ステアリ
ルミリステート；ヘキシルステアレート；ブチルステアレート；イソブチルステアレート
；ジオクチルマレエート；ヘキシルラウレート；2-ヘキシルデシルラウレートを挙げるこ
とができる。
　さらにこの態様の範囲内において、C4-C22ジ-又はトリ-カルボン酸と、C1-C22アルコー
ルとのエステル及びモノ-、ジ-又はトリ-カルボン酸と、C2-C26ジ-、トリ-、テトラ-又は
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可能である。
【００２５】
　特に、ジエチルセバケート；ジイソプロピルセバケート；ジイソプロピルアジペート；
ジ-n-プロピルアジペート；ジオクチルアジペート；ジイソステアリルアジペート；ジオ
クチルマレエート；グリセリルウンデシレネート；オクチルドデシルステアロイルステア
レート；ペンタエリスリチルモノリシノレエート；ペンタエリスリチルテトライソノナノ
エート；ペンタエリスリチルテトラペラルゴネート；ペンタエリスリチルテトライソステ
アレート；ペンタエリスリチルテトラオクタノエート；プロピレングリコールジカプリレ
ート；プロピレングリコールジカプレート；トリデシルエルケート；トリイソプロピルシ
トレート；トリイソステアリルシトレート；グリセリルトリラクテート；グリセリルトリ
オクタノエート；トリオクチルドデシルシトレート；トリオレイルシトレート；プロピレ
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ングリコールジオクタノエート；ネオペンチルグリコールジヘプタノエート；ジエチレン
グリコールジイサノネート；及びポリエチレングリコールジステアレートを挙げることが
できる。
　上記エステルとしては、以下のものを使用することが好ましい：エチル、イソプロピル
、ミリスチル、セチル、ステアリルパルミテート、2-エチルヘキシルパルミテート、2-オ
クチルデシルパルミテート、アルキルミリステート、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テート、ヘキシルステアレート、ブチルステアレート、イ
ソブチルステアレート、ジオクチルマレエート、ヘキシルラウレート、2-ヘキシルデシル
ラウレート及びイソノニルイソノナネート、セチルオクタノエート。
【００２６】
　本発明の剤は、また脂肪エステルとして、C6-C30、好ましくはC12-C22脂肪酸の糖との
エステル及びジエステルを含むこともできる。ここで、「糖」とは、数個のアルコール官
能基を持ち、アルデヒド又はケトン官能基を持つか又は持たない、また少なくとも4個の
炭素原子を持つ、酸素化された炭化水素化合物を意味する。これらの糖は、単糖、オリゴ
糖又は多糖であり得る。
　適当な糖としては、例えばスクロース、グルコース、ガラクトース、リボース、フコー
ス、マルトース、フルクトース、マンノース、アラビノース、キシロース、ラクトース、
及びこれらの誘導体、特にアルキル化誘導体、例えばメチルグルコース等のメチル化誘導
体を挙げることができる。
　糖と脂肪酸とのエステルは、特に前に記載した糖と、C6-C30、好ましくはC12-C22の、
直鎖又は分岐した、飽和又は不飽和の脂肪酸とのエステル又はエステル混合物を含む群か
ら選択することができる。これらが不飽和である場合、これら化合物は、1～3個の、共役
又は非-共役の、炭素-炭素二重結合を含むことができる。
【００２７】
　本態様による該エステルは、またモノ-、ジ-、トリ-及びテトラ-エステル、ポリエステ
ル及びこれらの混合物から選択することができる。
　これらのエステルは、例えばオレエート、ラウレート、パルミテート、ミリステート、
ベヘネート、ココエート、ステアレート、リノレエート、リノレネート、カプレート、ア
ラキドネート、又はこれらの混合物、例えば特にオレオ-パルミテート、オレオ-ステアレ
ート、パルミト-ステアレート混合エステルであり得る。
　より詳しくは、モノ-及びジエステルが使用され、また特にスクロース、グルコース又
はメチルグルコースのモノ又はジ-オレエート、ステアレート、ベヘネート、オレオ-パル
ミテート、リノレエート、リノレネート、オレオ-ステアレートが使用される。
　例えば、メチルグルコースジオレエートである、アマーコール(Amerchol)社によりグル
ケート(GlucateTM) DOなる名称の下で市販されている製品を挙げることができる。
【００２８】
　また、糖と脂肪酸とのエステル又はエステル混合物の例として、以下に列挙するものを
挙げることができる：
・クロデスタ(Crodesta)社により、F160、F140、F110、F90、F70、SL40なる名称の下で市
販されている製品、これらは夫々73％のモノエステル及び27％のジ-及びトリ-エステル、
61％のモノエステル及び39％のジ-、トリ-及びテトラ-エステル、52％のモノエステル及
び48％のジ-、トリ-及びテトラ-エステル、45％のモノエステル及び55％のジ-、トリ-及
びテトラ-エステル、39％のモノエステル及び61％のジ-、トリ-及びテトラ-エステルから
形成されたスクロースのパルミトステアレート、及びスクロースモノラウレートであると
されている；
・例えば、参照番号B370が付され、また20％のモノエステル及び80％のジ-/トリ-エステ
ル/ポリエステルから製造されたスクロースベヘネートに相当する、リョウトウシュガー
エステル(Ryoto Sugar Esters)なる名称の下で市販されている製品；及び
・ゴールドシュミット(Goldschmidt)社によりテゴソフト(TegosoftTM) PSEなる名称の下
に市販されている、スクロースモノ/ジパルミトステアレート。
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【００２９】
　上記ワックス又はワックス類(非-シリコーン系)は、特にカルナウバロウ、キャンデリ
ラロウ、及びアルファワックス、パラフィンワックス、オゾケライト、植物ワックス、例
えばオリーブワックス、ライスワックス、水添ホホバワックス、又は花の無水ワックス、
例えばベルタン(BERTIN)(フランス)社により市販されているクロフサスグリの花の精ワッ
クス、動物性ワックス、例えばミツロウ、又は変性ミツロウ[セラベリナ(Cera Bellina)]
から選択され；本発明に従って使用できる他のワックス又はワックス性原料物質は、特に
海洋性ワックス、例えばソフィム(SOPHIM)社によりM82なる名称の下で市販されているも
の、ポリエチレン又は一般的にはポリオレフィンのワックスである。
　本発明の剤において使用できる上記シリコーンは、揮発性又は不揮発性の、環状、直鎖
又は分岐鎖の、未変性又は有機基で変性され、5×10-6～2.5m2/sなる範囲及び好ましくは
1×10-5～1m2/sなる範囲の25℃における粘度を持つシリコーンである。
　本発明に従って使用できる該シリコーンは、オイル、ワックス、樹脂又はガム状態にあ
るものであり得る。
【００３０】
　好ましくは、該シリコーンは、ポリジアルキルシロキサン、特にポリジメチルシロキサ
ン(PDMS)、及びポリ(オキシアルキレン)基、アミノ基及びアルコキシ基から選択される少
なくとも一つの官能基を持つ有機-変性ポリシロキサンから選択される。
　該オルガノポリシロキサンは、Walter NOLLの「シリコーンに関する化学及び技術（Che
mistry and Technology of Silicones）」と題する研究(1968),アカデミックプレス(Acad
emic Press)刊においてより詳細に定義されている。これらは、揮発性又は不揮発性であ
り得る。
　これらが揮発性である場合、該シリコーンは、より特定的には、60～260℃なる範囲内
の沸点を持つシリコーンから選択され、またより一層具体的には以下に列挙するものから
選択される：
　(i) 3～7個、好ましくは4～5個のケイ素原子を持つ環状ポリジアルキルシロキサン。こ
れらは、例えば特にユニオンカーバイド(UNION CARBIDE)社によりボラタイルシリコーン(
VOLATILE SILICONETM) 7207又はロディア(RHODIA)社によりシルビオン(SILBIONETM) 7004
5 V2なる名称の下で市販されているオクタメチルシクロテトラシロキサン、ユニオンカー
バイド社によりボラタイルシリコーン(VOLATILE SILICONETM) 7158及びロディア社により
シルビオン(SILBIONETM) 70045 V5なる名称の下で市販されているデカメチルシクロペン
タシロキサン、及びこれらの混合物である。
　同様に、以下の式で表される、ユニオンカーバイド社により市販されている、シリコー
ンボラタイル(SILICONE VOLATILETM) FZ3109等のジメチルシロキサン/メチルアルキルシ
ロキサン型のシクロコポリマーを挙げることができ：
【００３１】
【化３】

【００３２】
　また、環状ポリジアルキルシロキサンと珪素由来の有機化合物との混合物、例えばオク
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スリトールとの混
合物(50/50)及びオクタメチルシクロテトラシロキサンとオキシ-1,1'-(ヘキサ-2,2,2',2'
,3,3'-トリメチルシリルオキシ)ビス-ネオペンタンとの混合物を挙げることができ；
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　(ii) 2～9個のケイ素原子を含み、かつ5×10-6m2/sに等しいかそれ未満の25℃における
粘度を持つ、揮発性の直鎖ポリジアルキルシロキサン。その一例は、特にトーレシリコー
ン(TORAY SILICONE)社により「SH 200」なる名称の下で市販されている、デカメチルテト
ラシロキサンである。この組に属するシリコーンは、コスメチックス＆トワレトリーズ(C
osmetics and Toiletries), Vol.91, 1976,1月, pp.27-32 - トッド＆バイエルス(TODD &
 BYERS)「化粧品用の揮発性シリコーン流体(Volatile Silicone fluids for cosmetics)
」において公開された文献にも記載されている。
　不揮発性ポリジアルキルシロキサン、ポリジアルキルシロキサンのガム及び樹脂、上記
の有機官能基によって変性されたポリオルガノシロキサン、及びこれらの混合物を使用す
ることが好ましい。
【００３３】
　これらシリコーンは、より特定的には、ポリジアルキルシロキサンから選択され、なか
でも主としてトリメチルシリル末端基を持つポリジメチルシロキサンを挙げることができ
る。該シリコーンの粘度は、標準規格ASTM 445アペンディックス(Appendix) Cに従って25
℃で測定される。
　これらのポリジアルキルシロキサンとしては、非-限定例として、以下に列挙する市販
品を挙げることができる：
・ロディア社により市販されている、シルビオン(SILBIONETM)オイルシリーズ47及び70 0
47又はミラシル(MIRASILTM)オイル、例えばオイル70 047 V 500 000；
・ロディア社により市販されている、ミラシル(MIRASILTM)シリーズのオイル；
・ダウコーニング社により市販されている、200シリーズのオイル、例えば粘度60 000mm2

/sを持つDC200；
・ゼネラルエレクトリック(GENERAL ELECTRIC)社から入手できる、ビスカシル(VISCASILT
M)オイル及びゼネラルエレクトリック社から入手できる、幾つかのSFシリーズのオイル(S
F 96、SF 18)。
　また、ジメチコノール(CTFA)なる名称の下で知られている、ジメチルシラノール末端基
を持つポリジメチルシロキサン、例えばロディア社から入手できる、48シリーズのオイル
を挙げることもできる。
【００３４】
　この組のポリジアルキルシロキサンにおいては、またゴールドシュミット社により「ア
ビルワックス(ABIL WAX TM)」9800及び9801なる名称の下に市販されている製品を挙げる
こともでき、これはポリ(C1-C20)ジアルキルシロキサンである。
　本発明により使用できる該シリコーンガムは、特にポリジアルキルシロキサン、好まし
くは200,000～1,000,000なる範囲の高い数平均分子量をもつ、溶媒中で単独で又は混合物
として使用される、ポリジメチルシロキサンである。該溶媒は、揮発性シリコーン、ポリ
ジメチルシロキサン(PDMS)オイル、ポリフェニルメチルシロキサン(PPMS)オイル、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、トリデカン又はこれ
らの混合物から選択することができる。
　本発明により使用できるより具体的な製品は、以下に列挙するような混合物である：
・連鎖末端がヒドロキシル化されている、ポリジメチルシロキサン、又はジメチコノール
(CTFA)及びシクロメチコーン(CTFA)とも呼ばれる環状ポリジメチルシロキサン、例えばダ
ウコーニング社により市販されている製品Q2 1401から生成された混合物；
・ポリジメチルシロキサンガム及び環状シリコーンの混合物、例えばゼネラルエレクトリ
ック社からの製品SF 1214シリコーンフルード(SILICONE FLUID)。ここで該製品は、デカ
メチルシクロペンタシロキサンに相当するオイルSF 1202シリコーンフルード中に溶解さ
れた、数平均分子量500,000を持つ、ジメチコーンに相当するSF 30ガムである；
・異なる粘度を持つ2種のPDMSの混合物、及びより具体的には、PDMSガムとPDMSオイルと
の混合物、例えばゼネラルエレクトリック社から入手できる製品SF 1236。該製品SF 1236
は、20 m2/sなる粘度を持つ、上で定義したガムSE 30と、5×10-6m2/sなる粘度を持つオ
イルSF 96との混合物である。この製品は、好ましくは15％のSE 30ガム及び85％のSF 96
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オイルを含む。
【００３５】
　本発明により使用できる該オルガノポリシロキサンの樹脂は、以下のような単位を含む
、架橋されたシロキサン系である：
　　　　R2SiO2/2、R3SiO1/2、RSiO3/2及びSiO4/2
　ここで、Rは、1～16個の炭素原子を持つアルキル基を表す。これらの製品として特に好
ましいものは、RがC1-C4低級アルキル基、より具体的にはメチル等を表すものである。
　これらの樹脂としては、「ダウコーニング(DOW CORNING) 593」なる名称の下で市販さ
れているもの、又はゼネラルエレクトリック社により「シリコーンフルード(SILICONE FL
UID) SS 4230及びSS 4267」なる名称の下で市販されているものを挙げることができ、こ
れらは、ジメチル/トリメチルシロキサン構造を持つシリコーンである。
　同様に、トリメチルシロキシシリケート型の樹脂、特にシン-エツ(SHIN-ETSU)社により
X22-4914、X21-5034及びX21-5037なる名称の下に市販されている樹脂を挙げることができ
る。
　本発明に従って使用できる該有機変性シリコーンは、前に定義したような、またその構
造内に、炭化水素基を介して固定された、1又はそれ以上の有機官能基を持つシリコーン
である。
　上で記載したシリコーンとは別に、該有機変性シリコーンは、ポリジアリールシロキサ
ン、特に前に述べた有機官能基で官能化された、ポリジフェニルシロキサン、及びポリア
ルキル-アリールシロキサンであり得る。
【００３６】
　ポリアルカリールシロキサンは、特に25℃において1×10-5～5×10-2m2/sなる範囲の粘
度を持つ、直鎖及び/又は分岐したポリジメチル/メチルフェニルシロキサン、ポリジメチ
ル/ジフェニルシロキサンから選択される。
　これらのポリアルカリールシロキサンとしては、例えば以下に列挙するような名称の下
に市販されている製品を挙げることができる：
・ロディア社からのシルビオン(SILBIONETM)オイルシリーズ70 641；
・ロディア社からのオイル、ロドルシル(RHODORSILTM)シリーズ70 633及び763；
・ダウコーニング社からのオイル、ダウコーニング(DOW CORNING) 556コスメティックグ
ラッドフルード(COSMETIC GRAD FLUID)；
・バイエル(BAYER)社からのPKシリーズのシリコーン、例えば製品PK20；
・バイエル社からのPN、PHシリーズのシリコーン、例えば製品PN1000及びPH1000；
・ゼネラルエレクトリック社からのSFシリーズの幾つかのオイル、例えばSF1023、SF1154
、SF1250、SF1265。
【００３７】
　有機変性シリコーンとしては、以下に列挙するものを含むポリオルガノシロキサンを挙
げることができる：
・場合によりC6-C24アルキル基を含む、ポリエチレンオキシ及び/又はポリプロピレンオ
キシ基、例えばダウコーニング社によりDC 1248又はユニオンカーバイド社からオイルシ
ルウエット(SILWETTM) L 722、L 7500、L 77、L 711なる名称の下に市販されているジメ
チコーンコポリオールと呼ばれている製品及びダウコーニング社によりQ2 5200なる名称
の下に市販されているアルキル(C12)-メチコーンコポリオール；
・置換又は無置換のアミノ基、例えばジェネシー(GENESEE)社によりGP 4シリコーンフル
ード(Silicone Fluid)及びGP 7100なる名称の下に市販されている製品又はダウコーニン
グ社によりQ2 8220及びダウコーニング(DOW CORNING) 929又は939なる名称の下に市販さ
れている製品。該置換アミノ基は、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、例えばSWSシリコーンズ(SILICONES)社により「シリコーンコ
ポリマー(SILICONE COPOLYMER) F-755」及びゴールドシュミット社からアビルワックス(A
BIL WAXTM) 2428、2434及び2440なる名称の下に市販されている製品。
【００３８】
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　好ましくは、該追加の脂肪又は脂肪類は、25℃なる温度及び大気圧条件下で、液体であ
る。
　該追加の脂肪又は脂肪類は、好ましくは脂肪アルコール、脂肪酸のエステル、脂肪アル
コールのエステル、本発明の上記液状炭化水素とは異なる、植物又は合成起源の非-シリ
コーン系オイル、シリコーン及びこれらの混合物から選択される。
　より好ましくは、該追加の脂肪又は脂肪類は、脂肪酸及び/又は脂肪アルコールのエス
テル、液状脂肪アルコール又はこれらの混合物から選択される。
　該組成物(A)及び(B)の混合物中の、該追加の脂肪又は脂肪類の全量は、該混合物の全質
量に対して、0.1～40質量％なる範囲、好ましくは0.5～25質量％なる範囲及びより好まし
くは1～20質量％なる範囲に相当する値であり得る。
　好ましい一態様によれば、該組成物(A)は、1種又はそれ以上の前に記載した如き追加の
脂肪を、好ましくは該組成物(A)の全質量に対して、1～20質量％なる範囲の量で含む。
　本発明による該組成物(A)及び/又は(B)は、さらに1種又はそれ以上の界面活性剤を含む
ことができる。
　この場合、該界面活性剤又は界面活性剤類は、好ましくはノニオン性界面活性剤及びア
ニオン性界面活性剤から選択される。
【００３９】
　該アニオン性界面活性剤は、より特定的には、以下の化合物の塩(とりわけ、アルカリ
金属、特にナトリウムの塩、アンモニウム塩、アミンの塩、例えばアミノアルコールの塩
又はマグネシウム塩等のアルカリ土類金属塩)から選択される：
・アルキルサルフェート、アルキルエーテルサルフェート、アルキルアミドエーテルサル
フェート、アルカリール-ポリエーテルサルフェート、モノグリセライド硫酸塩；
・アルキルスルホネート、アルキルアミドスルホネート、アルカリールスルホネート、α
-オレフィンスルホネート、パラフィンスルホネート；
・アルキルホスホネート、アルキルエーテルホスホネート；
・アルキルスルホサクシネート、アルキルエーテルスルホサクシネート、アルキルアミド
スルホサクシネート、アルキルスルホサクシナメート；
・アルキルスルホアセテート；
・アシルサルコシネート、アシルイセチオネート及びN-アシルタウレート；
・脂肪酸、例えばオレイン酸、リシノール酸、パルミチン酸、ステアリン酸、コプラ油又
は水添コプラ油の酸等の塩；
・アルキルDガラクトシドのウロン酸塩；
・アシル-ラクチレート；
・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カ
リー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ミドエーテルカルボン酸
、特に2～50個のエチレンオキサイド基を持つものの塩；及び
・これらの混合物。
【００４０】
　これら様々な化合物のアルキル基又はアシル基は、有利には6～24個の炭素原子及び好
ましくは8～24個の炭素原子を持ち、該アリール基は、好ましくはフェニル基又はベンジ
ル基を表すことに注意すべきである。
　該ノニオン性界面活性剤は、より特定的には、モノ-又はポリオキシアルキル化された
、又はモノ-又はポリグリセロール化された、ノニオン性界面活性剤から選択される。該
オキシアルキル化単位は、より具体的にはエトキシル化、オキシプロピル化単位、又はこ
れらの組合せであり、好ましくはエトキシル化単位である。
　オキシアルキル化ノニオン性界面活性剤の例としては、以下に列挙するものを挙げるこ
とができる：
・オキシアルキル化(C8-C24)アルキルフェノール；
・飽和又は不飽和で、直鎖又は分岐鎖の、オキシアルキル化された、C8-C30アルコール；
・飽和又は不飽和で、直鎖又は分岐鎖の、オキシアルキル化された、C8-C30アミド；
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・飽和又は不飽和で、直鎖又は分岐鎖の、C8-C30酸とポリエチレングリコールとのエステ
ル；
・飽和又は不飽和で、直鎖又は分岐鎖の、C8-C30酸とポリエトキシル化ソルビトールとの
エステル；
・飽和又は不飽和の、エトキシル化植物オイル；
・特に、エチレンオキサイド及び/又はプロピレンオキサイドの縮合体；及び
・これらの混合物。
【００４１】
　これらの界面活性剤は、1～100なる範囲、好ましくは2～50なる範囲のモル数の、エチ
レンオキサイド及び/又はプロピレンオキサイドを含む。有利には、該ノニオン性界面活
性剤は、オキシプロピル化単位を含まない。
　本発明の好ましい一態様によれば、該オキシアルキル化ノニオン性界面活性剤は、エト
キシル化C8-C30アルコール、飽和又は不飽和で、直鎖又は分岐鎖の、C8-C30酸とポリエト
キシル化ソルビトールとのエステルから選択される。
　モノ-又はポリグリセロール化ノニオン性界面活性剤の例としては、モノ-又はポリグリ
セロール化C8-C40アルコールが、好ましく使用される。
　特に、該モノ又はポリグリセロール化C8-C40アルコールは、以下の一般式に相当するも
のである：
　　　　RO-[CH2-CH(CH2OH)-O]m-H
　ここで、Rは、直鎖又は分岐した、C8-C40、好ましくはC8-C30アルキル基又はアルケニ
ル基を表し、またmは、1～30なる範囲及び好ましくは1～10なる範囲内の数を表す。
【００４２】
　本発明の範囲内において適した化合物の例としては、4モルのグリセロールを含むラウ
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(POLYGLYCERYL-4 LAURYL ET
HER))、1.5モルのグリセロールを含むラウリルアルコール、4モルのグリセロールを含む
オレインアルコール(INCI名：ポリグリセリル-4オレイルエーテル(POLYGLYCERYL-4 OLEYL
 ETHER))、2モルのグリセロールを含むオレインアルコール(INCI名：ポリグリセリル-2オ
レイルエーテル(POLYGLYCERYL-2 OLEYL ETHER))、2モルのグリセロールを含むセテアリル
アルコール、6モルのグリセロールを含むセテアリルアルコール、6モルのグリセロールを
含むオレオセチルアルコール、及び6モルのグリセロールを含むオクタデカノールを挙げ
ることができる。
　該アルコールは、該mの値が、丁度統計値を表すような、アルコールの混合物に相当す
るものであり得、このことは、市販の製品においては、数種のポリグリセロール化脂肪ア
ルコールが、混合物として共存できることを示している。
　該モノ-又はポリグリセロール化アルコールとしては、より一層好ましく使用されるも
のは、1モルのグリセロールを含むC8/C10アルコール、1モルのグリセロールを含むC10/C1
2アルコール、及び1.5モルのグリセロールを含むC12アルコールである。
　本発明によれば、1種又はそれ以上のノニオン性界面活性剤を使用することが好ましい
。
【００４３】
　好ましい一態様によれば、該組成物(A)は、1種又はそれ以上の界面活性剤を含む。
　該界面活性剤又は界面活性剤類は、これらが含まれている各組成物の全質量に対して、
0.1～50質量％なる範囲、好ましくは0.5～30質量％なる範囲の割合で存在し得る。
　本発明による該組成物(A)及び/又は(B)は、また親有機性クレイ、熱分解法シリカ、又
はこれらの混合物から選択される、1種又はそれ以上の無機増粘剤をも含むことができる
。
　該親有機性クレイは、モンモリロナイト、ベントナイト、ヘクトライト、アタパルジャ
イト、セピオライト、及びこれらの混合物から選択することができる。該クレイは、好ま
しくはベントナイト又はヘクトライトである。
　これらのクレイは、四級アミン、三級アミン、アミノアセテート、イミダゾリン、アミ
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ノ化ソープ、脂肪硫酸塩、アルカリールスルホネート、アミンオキサイド、及びこれらの
混合物から選択される化合物で変性することができる。
【００４４】
　該親有機性クレイとしては、クオータニウム(quaternium)-18ベントナイト、例えばレ
オックス(Rheox)社によりベントン(Bentone) 3、ベントン38、ベントン38V、ユナイテッ
ドキャタリスト(United Catalyst)社によりチキソゲル(Tixogel) VP、サザンクレイ(Sout
hern Clay)社によりクレイトン(Claytone) 34、クレイトン40、クレイトンXLなる名称の
下で市販されているもの；ステアラルコニウム(stearalkonium)ベントナイト、例えばレ
オックス社によりベントン27、ユナイテッドキャタリスト社によりチキソゲルLG、サザン
クレイ社によりクレイトンAF、クレイトンAPAなる名称の下で市販されているもの；クオ
ータニウム-18/ベンザルコニウムベントナイト、例えばサザンクレイ社によりクレイトン
HT、クレイトンPSなる名称の下で市販されているものを挙げることができる。
　上記熱分解法シリカは、酸水素炎中で、揮発性ケイ素化合物を高温加水分解して、微粉
砕されたシリカを生成することにより得ることができる。この方法は、特に親水性シリカ
を与え、これはその表面上に多数のシラノール基を持つ。この種の親水性シリカは、例え
ばデグッサ(Degussa)社によりエーロシル(AEROSIL) 130TM、エーロシル200TM、エーロシ
ル255TM、エーロシル300TM、エーロシル380TM、カボット(Cabot)社によりカブ-O-シル(CA
B-O-SIL) HS-5TM、カブ-O-シルEH-5TM、カブ-O-シルLM-130TM、カブ-O-シルMS-55TM、カ
ブ-O-シルM-5TMなる名称の下で市販されている。
【００４５】
　シラノール基の数を減じるために、該シリカの表面を、化学反応によって化学的に変性
することが可能である。特に、シラノール基を、疎水性の基で置換することができる。こ
のようにして、疎水性シリカが得られる。
　該疎水性の基は、以下に列挙するものであり得る：
・トリメチルシロキシル基、これは特にヘキサメチルジシラザンの存在下で、熱分解法シ
リカを処理することによって得られる。このようにして処理されたシリカは、CTFA(第6版
、1995)によれば「シリカシリレート(Silica silylate)」と呼ばれている。これらは、例
えばデグッサ社により「エーロシル(AEROSIL) R812TM」、カボット社により「カブ-O-シ
ル(CAB-O-SIL) TS-530TM」なる名称の下に市販されている。
・ジメチルシリルオキシ又はポリジメチルシロキサン基、これらは特にポリジメチルシロ
キサン又はジメチルジクロロシランの存在下で、熱分解法シリカを処理することによって
得られる。このようにして処理されたシリカは、CTFA(第6版、1995)によれば「シリカジ
メチルシリレート(Silica dimethyl silylate)」と呼ばれている。これらは、例えばデグ
ッサ社により「エーロシル(AEROSIL) R972TM」、「エーロシルR974TM」、カボット社によ
り「カブ-O-シル(CAB-O-SIL) TS-610TM」、「カブ-O-シルTS-720TM」なる名称の下に市販
されている。
【００４６】
　該熱分解法シリカは、好ましくはナノメートルからマイクロメートルなる範囲、例えば
約5～200nmなる範囲の粒径を持つ。
　該好ましい無機増粘剤は、場合により変性された、ヘクトライト、有機変性ベントナイ
ト、及び熱分解法リカから選択される。
　該無機増粘剤が存在する場合、該無機増粘剤は、このものが存在する該組成物の全質量
に対して、1～30質量％なる範囲の量に相当する。
　本発明による該組成物(A)及び/又は(B)は、また1種又はそれ以上の有機増粘剤を含むこ
とができる。
　これらの増粘剤は、脂肪酸のアミド(コプラのジエタノール-又はモノエタノール-アミ
ド、エトキシル化アルキルエーテルカルボン酸のモノエタノールアミド)、ポリマー増粘
剤、例えばセルロース系増粘剤(ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセル
ロース、カルボキシメチルセルロース)、グアーガム及びその誘導体(ヒドロキシプロピル
グアー)、微生物起源のガム(キサンタンガム、スクレログルカンガム)、アクリル酸又は
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アクリルアミドプロパンスルホン酸の架橋されたホモポリマー、及び会合性ポリマー(親
水性ゾーン及び疎水性ゾーンを含み、水性媒体中で相互に又は他の分子と可逆的に結合で
きる脂肪鎖(少なくとも10個の炭素原子を含むアルキル、アルケニル)を持つポリマー)か
ら選択することができる。
【００４７】
　特定の一態様によれば、該有機増粘剤は、セルロース系増粘剤(ヒドロキシエチルセル
ロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルボキシメチルセルロース)、グアーガム及
びその誘導体(ヒドロキシプロピルグアー)、微生物起源のガム(キサンタンガム、スクレ
ログルカンガム)、アクリル酸又はアクリルアミドプロパンスルホン酸の架橋されたホモ
ポリマー、及び好ましくはセルロース系増粘剤から選択され、及び特にヒドロキシエチル
セルロースである。
　該有機増粘剤が存在する場合、その含有率は、通常、このものが存在する各組成物の質
量に対して、0.01～20質量％なる範囲、好ましくは0.1～5質量％なる範囲内で変動する。
　有利には、該組成物(A)は、ゲル又はクリームの形状にある。
　有利には、該組成物(B)は、溶液、エマルション又はゲルの形状にある。
　本発明の第一の態様によれば、該組成物(A)は、さらに1種又はそれ以上の酸化染料をも
含む。
　この場合、有利には、本発明の剤を、ケラチン繊維の酸化染色のために使用する。
【００４８】
　この態様では、該組成物(A)は、さらに1種又はそれ以上の直接染料をも含むことができ
る。
　本発明の第二の態様によれば、該該組成物(A)は、さらに1種又はそれ以上の直接染料を
も含む。
　この場合及び該組成物(A)が酸化染料を含まない場合、有利には、本発明の剤は、淡色
化を伴う、ケラチン繊維の直接染色のために使用される。
　一般に、本発明において使用できる該酸化染料は、場合により1種又はそれ以上のカプ
ラーと組合せて使用される、酸化塩基から選択される。
　該酸化塩基は、特にp-フェニレンジアミン、ビス-フェニルアルキレンジアミン、p-ア
ミノフェノール、o-アミノフェノール、ヘテロ環式塩基及びその付加塩から選択すること
ができる。
【００４９】
　p-フェニレンジアミンとしては、例えばp-フェニレンジアミン、p-トルイレンジアミン
、2-クロロ-p-フェニレンジアミン、2,3-ジメチル-p-フェニレンジアミン、2,6-ジメチル
p-フェニレンジアミン、2,6-ジエチルp-フェニレンジアミン、2,5-ジメチル-p-フェニレ
ンジアミン、N,N-ジメチル-p-フェニレンジアミン、N,N-ジエチル-p-フェニレンジアミン
、N,N-ジプロピル-p-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、N
,N-ビス(β-ヒドロキシエチル)-p-フェニレンジアミン、4-N,N-ビス(β-ヒドロキシエチ
ル)アミノ-2-メチルアニリン、4-N,N-ビス(β-ヒドロキシエチル)アミノ-2-クロロアニリ
ン、2-β-ヒドロキシエチル-p-フェニレンジアミン、2-フルオロ-p-フェニレンジアミン
、2-イソプロピル-p-フェニレンジアミン、N-(β-ヒドロキシプロピル)-p-フェニレンジ
アミン、2-ヒドロキシメチル-p-フェニレンジアミン、N,N-ジメチル-3-メチル-p-フェニ
レンジアミン、N,N-(エチル、β-ヒドロキシエチル)-p-フェニレンジアミン、N-(β,γ-
ジヒドロキシプロピル)-p-フェニレンジアミン、N-(4'-アミノフェニル)-p-フェニレンジ
アミン、N-フェニル-p-フェニレンジアミン、2-β-ヒドロキシエチルオキシ-p-フェニレ
ンジアミン、2-β-アセチルアミノエチルオキシ-p-フェニレンジアミン、N-(β-メトキシ
エチル)-p-フェニレンジアミン、4-アミノフェニルピロリジン、2-チエニル-p-フェニレ
ンジアミン、2-β-ヒドロキシエチルアミノ-5-アミノトルエン、3-ヒドロキシ-1-(4'-ア
ミノフェニル)ピロリジン、及びこれらの酸との付加塩を挙げることができる。
【００５０】
　上記p-フェニレンジアミンとしては、p-フェニレンジアミン、p-トルイレンジアミン、
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2-イソプロピル-p-フェニレンジアミン、2-β-ヒドロキシエトキシ-p-フェニレンジアミ
ン、2-β-ヒドロキシエチルオキシ-p-フェニレンジアミン、2,6-ジメチル-p-フェニレン
ジアミン、2,6-ジエチル-p-フェニレンジアミン、2,3-ジメチル-p-フェニレンジアミン、
N,N-ビス(β-ヒドロキシエチル)-p-フェニレンジアミン、2-クロロ-p-フェニレンジアミ
ン、2-β-アセチルアミノエチルオキシ-p-フェニレンジアミン、及びこれらの酸との付加
塩類が、好ましく使用される。
　上記ビス-フェニルアルキレンジアミンとしては、例えば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
、1,8-ビス(2,5-ジアミノフェノキシ)-3,6-ジオキサオクタン及びこれらの付加塩を挙げ
ることができる。
【００５１】
　上記p-アミノフェノールとしては、例えばp-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-クロロフェノール、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、4-アミノ-2-フ
ルオロフェノール、及びこれらの酸との付加塩を挙げることができる。
　上記o-アミノ-フェノールとしては、例えば2-アミノフェノール、2-アミノ-5-メチルフ
ェノール、2-アミノ-6-メチルフェノール、5-アセタミド-2-アミノフェノール、及びこれ
らの付加塩類を挙げることができる。
　上記ヘテロ環式塩基としては、例えばピリジン誘導体、ピリミジン誘導体及びピラゾー
ル誘導体を挙げることができる。
　該ピリジン誘導体としては、例えばGB 1,026,978及びGB 1,153,196に記載されている化
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
、3,4-ジアミノピリジン及びこれらの付加塩類を挙げることができる。
【００５２】
　本発明において有用な他のピリジン酸化塩基は、例えば特許出願FR 2801308に記載され
ている、酸化塩基3-アミノピラゾロ-[1,5-a]-ピリジン又はその付加塩である。その例と
しては、ピラゾロ[1,5-a]ピリジン-3-イルアミン、2-アセチルアミノピラゾロ-[1,5-a]ピ
リジン-3-イルアミン、2-モルホリン-4-イル-ピラゾロ[1,5-a]ピリジン-3-イルアミン、3
-アミノピラゾロ[1,5-a]ピリジン-2-カルボン酸、2-メトキシ-ピラゾロ[1,5-a]ピリジン-
3-イルアミン、(3-アミノ-ピラゾロ[1,5-a]ピリジン-7-イル)-メタノール、2-(3-アミノ-
ピラゾロ[1,5-a]ピリジン-5-イル)-エタノール、2-(3-アミノ-ピラゾロ[1,5-a]ピリジン-
7-イル)-エタノール、(3-アミノ-ピラゾロ[1,5-a]ピリジン-2-イル)-メタノール、3,6-ジ
アミノ-ピラゾロ[1,5-a]ピリジン、3,4-ジアミノ-ピラゾロ[1,5-a]ピリジン、ピラゾロ[1
,5-a]ピリジン-3,7-ジアミン、7-モルホリン-4-イル-ピラゾロ[1,5-a]ピリジン-3-イルア
ミン、ピラゾロ[1,5-a]ピリジン-3,5-ジアミン、5-モルホリン-4-イル-ピラゾロ[1,5-a]
ピリジン-3-イルアミン、2-[(3-アミノ-ピラゾロ[1,5-a]ピリジン-5-イル)-(2-ヒドロキ
シエチル)-アミノ]-エタノール、2-[(3-アミノ-ピラゾロ[1,5-a]ピリジン-7-イル)-(2-ヒ
ドロキシエチル)-アミノ]-エタノール、3-アミノ-ピラゾロ[1,5-a]ピリジン-5-オール、3
-アミノ-ピラゾロ[1,5-a]ピリジン-4-オール、3-アミノ-ピラゾロ[1,5-a]ピリジン-6-オ
ール、3-アミノ-ピラゾロ[1,5-a]ピリジン-7-オール、並びにこれらの付加塩類を挙げる
ことができる。
【００５３】
　該ピリミジン誘導体としては、例えば特許DE 2359399、JP 88-169571、JP 05-63124、E
P 0770375又は特許出願WO 96/15765に記載されている化合物、例えば2,4,5,6-テトラアミ
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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、2,5,6-トリアミノピリミ
ジン、及びこれらの付加塩類及び互変異性平衡が存在する場合には、その互変異性体を挙
げることができる。
　該ピラゾール誘導体としては、特許DE 3843892、DE 4133957及び特許出願WO 94/08969
、WO 94/08970、FR-A-2,733,749及びDE 193 43 988に記載されている化合物、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-(β-ヒドロキシエチル)ピラゾール、3,4
-ジアミノピラゾール、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-t-ブチル-1-メチルピラゾ
ール、4,5-ジアミノ-1-t-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-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
,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、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、並びにこれらの付加塩類を挙げることができる。また、4,5-ジアミノ-1-(
β-メトキシエチル)ピラゾールを使用することもできる。
【００５４】
　好ましくは、4,5-ジアミノピラゾールが、またより一層好ましくは4,5-ジアミノ-1-(β
-ヒドロキシエチル)-ピラゾールが使用される。
　ピラゾール誘導体としては、さらにジアミノ-N,N-ジヒドロピラゾロピラゾロン及び、
特に特許出願FR-A-2 886 136に記載されているもの、例えば以下に列挙する化合物及びそ
の付加塩類をも挙げることができる：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、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-
ジ-(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。
　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-オン及び/又はその
塩の一種を使用することが好ましい。
　ヘテロ環式塩基としては、4,5-ジアミノ-1-(β-ヒドロキシエチル)ピラゾール及び/又
は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-オン及び/又はその
塩を使用することが好ましい。
【００５５】
　本発明において使用できるカプラーは、従来からケラチン繊維を染色するために使用さ
れているものから選択することができる。
　これらのカプラーとしては、特にm-フェニレンジアミン、m-アミノフェノール、m-ジフ
ェノール、ナフタレン系カプラー、ヘテロ環式カプラー並びにこれらの付加塩類を挙げる
ことができる。
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　その例としては、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、2,4-ジアミノ-1-(β-ヒドロキシエチルオキシ)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、3-ウレイドアニリン、3-ウレイ
ド-1-ジメチルアミノベンゼン、セサモール、1-β-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、α-ナフトール、2-メチル-1-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、2-アミノ-3-ヒドロキシ
ピリジン、6-ヒドロキシベンゾモルホリン-3,5-ジアミノ-2,6-ジメトキシピリジン、1-N-
(β-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、2,6-ビス(β-ヒドロキシ
エチルアミノ)トルエン、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
、1-H-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、2,6-ジメ
チル-ピラゾロ[1,5-b]-1,2,4-トリアゾール、2,6-ジメチル[3,2-c]-1,2,4-トリアゾール
、6-メチル-ピラゾロ[1,5-a]-ベンズイミダゾール、これらの酸との付加塩類、及びこれ
らの混合物を挙げることができる。
【００５６】
　一般に、本発明の範囲内において使用できる、該酸化塩基及び該カプラーの付加塩類は
、特に、酸との付加塩類、例えば塩酸塩、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、トシレート、ベンゼンスルホネート、リン酸塩及び酢酸塩から選
択される。
　該酸化塩基又は酸化塩基類は、各々、該組成物(A)の全質量に対して、有利には0.0001
～10質量％なる範囲、及び好ましくは該組成物の全質量に対して0.005～5質量％なる範囲
の量に相当するものであり得る。
　該カプラー又はカプラー類は、これらが存在する場合には、各々、該組成物(A)の全質
量に対して、有利には0.0001～10質量％なる範囲、及び好ましくは該組成物の全質量に対
して0.005～5質量％なる範囲の量に相当するものであり得る。
　該組成物(A)において使用できる上記直接染料は、より具体的には、イオン性又はノニ
オン性の種、好ましくはカチオン性又はノニオン性のものから選択される。
　適当な直接染料の例としては、アゾ、メチン、カルボニル、アジン、ニトロ(ヘテロ)ア
リール、トリ(ヘテロ)アリールメタン直接染料、ポルフィリン、フタロシアニン、及び天
然直接染料を挙げることができ、これらは単独で、又は混合物として使用できる。
【００５７】
　より具体的には、該アゾ染料は、官能基-N=N-を含み、ここで該2つの窒素原子は、同時
に一つのリング内に挿入されることはない。しかし、該-N=N-鎖の2つの窒素原子の内の一
つが、リング内に挿入されることを排除するものではない。
　該メチン群の染料は、より具体的には、>C=C<及びN=C<から選択される少なくとも一つ
の配列を含む化合物であり、そこで該2つの原子は、同時に一つのリング内に挿入される
ことはない。しかし、該配列の窒素又は炭素原子の一つが、リング内に挿入できることを
明記しておく。より詳しくは、この群に属する染料は、メチン、アゾメチン、モノ-及び
ジ-アリールメタン、インドアミン(又はジフェニルアミン)、インドフェノール、インド
アニリン、カルボシアニン、アザカルボシアニン及びこれらの異性体、ジアザカルボシア
ニン及びこれらの異性体、テトラアザカルボシアニン、ヘミシアニン等の化合物から誘導
される。
　該カルボニル群に属する染料に関しては、例えばアクリドン、ベンゾキノン、アンスラ
キノン、ナフトキノン、ベンズアンスロン、アンスラアントロン、ピラントロン、ピラゾ
ールアントロン、ピリミジノアントロン、フラバントロン、インダントロン、フラボン、
(イソ)ビオラントロン、イソインドリノン、ベンズイミダゾロン、イソキノリノン、アン
スラピリドン、ピラゾロキナゾロン、ペリノン、キナクリドン、キノフタロン、インジゴ
イド、チオインジゴ、ナフタルイミド、アンスラピリミジン、ジケトピロロピロール、ク
マリンを挙げることができる。
【００５８】
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　上記環式アジン群の染料に関しては、特にアジン、キサンテン、チオキサンテン、フル
オリンジン、アクリジン、(ジ)オキサジン、(ジ)チアジン、ピロニンを挙げることができ
る。
　上記ニトロ(ヘテロ)芳香族染料は、より具体的には、ベンゼン-型又はピリジン-型ニト
ロ直接染料である。
　上記ポルフィリン又はフタロシアニン染料に関しては、場合により、例えばアルカリ金
属及びアルカリ土類金属、亜鉛及びケイ素等の1種又はそれ以上の金属又は金属イオンを
含む、カチオン性又は非-カチオン性化合物を使用することが可能である。
　特に適した直接染料の例としては、ベンゼン系列のニトロ染料、アゾ、アゾメチン、メ
チン直接染料、アゾカルボシアニン、例えばテトラアザカルボシアニン(テトラアザペン
タメチン)、キノン直接染料及び特にアンスラキノン、ナフトキノン又はベンゾキノン直
接染料、アジン、キサンテン、トリアリールメタン、インドアミン、インジゴイド直接染
料、フタロシアニン、ポルフィリン及び天然直接染料等を挙げることができ、これらは単
独で、又は混合物として使用できる。
【００５９】
　これらの染料は、単発色団型の染料(即ち、単一の染料のみを含む)又は多発色団型の染
料、好ましくは2-又は3-発色団型の染料であり得、また該発色団は、同一又は異なってお
り、同一又は異なる化学薬品群に属するものであり得る。多発色団型の染料は、各々400
～800nmなる範囲内の可視領域における光を吸収する分子を由来とする、幾つかのラジカ
ルを含むことに注意すべきである。さらに、該染料のこの吸光度は、該染料の予備的な酸
化も、また他の化学種との結合をも必要としない。
　多発色団型の染料の場合、その発色団は、少なくとも一つの結合によって一緒に結合さ
れており、該結合はカチオン性又は非-カチオン性何れであってもよい。
　好ましくは、該結合は、直鎖又は分岐鎖の又は環状のC1-C20アルキル鎖であり、該アル
キル鎖は、少なくとも一つのヘテロ原子(例えば、窒素、酸素)及び/又は(CO、SO2)の一つ
を含む少なくとも一つの基によって場合により中断されており、フェニル核と縮合又は非
-縮合型の、少なくとも一つのヘテロ環によって場合により中断されており、該ヘテロ環
は該環に挿入された少なくとも一つの四級化窒素原子を含み、かつ場合により少なくとも
一つの他のヘテロ原子(例えば、酸素、窒素又は硫黄)を含み、さらに該アルキル鎖は、少
なくとも一つのフェニル基又はナフチル基によって場合により中断されており、該フェニ
ル基又はナフチル基は、場合により置換された2つのC1-C15アルキル基で置換された、少
なくとも一つの四級アンモニウム基で場合により置換されていてもよい。該結合は、ニト
ロ、ニトロソ又はパーオキソ基を含まない。
【００６０】
　該ヘテロ環又は芳香族リングが置換されている場合、これらは、例えば場合によりヒド
ロキシル基、C1～C2アルコキシ基、C2～C4ヒドロキシアルコキシ基、アセチルアミノ基、
場合により少なくとも一つのヒドロキシル基を持つ、1又は2個のC1～C4アルキル基で置換
されたアミノ基(ここで該2つのアルキル基は、これらが結合している窒素原子と共に、5-
又は6-員のヘテロ環を形成してもよく、該環は、場合により窒素又は窒素以外のもう一つ
のヘテロ原子を含む)で置換された1種又はそれ以上のC1～C8アルキル基；ハロゲン原子；
ヒドロキシル基；C1～C2アルコキシ基；C2～C4ヒドロキシアルコキシ基；アミノ基；同一
又は異なっていてもよく、場合により少なくとも一つのヒドロキシル基を持つ、1又は2個
のC1～C4アルキル基で置換されたアミノ基により置換されている。
【００６１】
　本発明に従って使用できるベンゼン系の直接染料としては、以下に列挙する化合物を挙
げることができる：
・1,4-ジアミノ-2-ニトロベンゼン；
・1-アミノ-2-ニトロ-4-β-ヒドロキシエチルアミノベンゼン；
・1-アミノ-2-ニトロ-4-ビス(β-ヒドロキシエチル)-アミノベンゼン；
・1,4-ビス(β-ヒドロキシエチルアミノ)-2-ニトロベンゼン；
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・1-β-ヒドロキシエチルアミノ-2-ニトロ-4-ビス(β-ヒドロキシエチルアミノ)-ベンゼ
ン；
・1-β-ヒドロキシエチルアミノ-2-ニトロ-4-アミノベンゼン；
・1-β-ヒドロキシエチルアミノ-2-ニトロ-4-(エチル)(β-ヒドロキシエチル)-アミノベ
ンゼン；
・1-アミノ-3-メチル-4-β-ヒドロキシエチルアミノ-6-ニトロベンゼン；
・1-アミノ-2-ニトロ-4-β-ヒドロキシエチルアミノ-5-クロロベンゼン；
・1,2-ジアミノ-4-ニトロベンゼン；
・1-アミノ-2-β-ヒドロキシエチルアミノ-5-ニトロベンゼン；
・1,2-ビス(β-ヒドロキシエチルアミノ)-4-ニトロベンゼン；
・1-アミノ-2-トリス(ヒドロキシメチル)-メチルアミノ-5-ニトロベンゼン；
・1-ヒドロキシ-2-アミノ-5-ニトロベンゼン；
・1-ヒドロキシ-2-アミノ-4-ニトロベンゼン；
・1-ヒドロキシ-3-ニトロ-4-アミノベンゼン；
・1-ヒドロキシ-2-アミノ-4,6-ジニトロベンゼン；
・1-β-ヒドロキシエチルオキシ-2-β-ヒドロキシエチルアミノ-5-ニトロベンゼン；
・1-メトキシ-2-β-ヒドロキシエチルアミノ-5-ニトロベンゼン；
・1-β-ヒドロキシエチルオキシ-3-メチルアミノ-4-ニトロベンゼン；
・1-β,γ-ジヒドロキシプロピルオキシ-3-メチルアミノ-4-ニトロベンゼン；
・1-β-ヒドロキシエチルアミノ-4-β,γ-ジヒドロキシプロピルオキシ-2-ニトロベンゼ
ン；
・1-β,γ-ジヒドロキシプロピルアミノ-4-トリフルオロメチル-2-ニトロベンゼン；
・1-β-ヒドロキシエチルアミノ-4-トリフルオロメチル-2-ニトロベンゼン；
・1-β-ヒドロキシエチルアミノ-3-メチル-2-ニトロベンゼン；
・1-β-アミノエチルアミノ-5-メトキシ-2-ニトロベンゼン；
・1-ヒドロキシ-2-クロロ-6-エチルアミノ-4-ニトロベンゼン；
・1-ヒドロキシ-2-クロロ-6-アミノ-4-ニトロベンゼン；
・1-ヒドロキシ-6-ビス(β-ヒドロキシエチル)-アミノ-3-ニトロベンゼン；
・1-β-ヒドロキシエチルアミノ-2-ニトロベンゼン；
・1-ヒドロキシ-4-β-ヒドロキシエチルアミノ-3-ニトロベンゼン。
【００６２】
　本発明に従って使用可能な、該アゾ、アゾメチン、メチン又はテトラアザペンタメチン
直接染料としては、特許出願WO 95/15144、WO 95/01772及びEP 714954；FR 2189006、FR 
2285851、FR-2140205、EP 1378544、EP 1674073に記載されているカチオン性染料を挙げ
ることができる。
　従って、特に、以下の一般式(I)～(IV)で示される下記染料、及び好ましくは以下の一
般式(I)～(III)で示される化合物を挙げることができる：
【００６３】
【化４】

【００６４】
　ここで、Dは、窒素原子又はCH基を表し；
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　R1及びR2は、同一でも異なっていてもよく、水素原子；-CN、-OH又はNH2基で置換され
ていてもよく、又は該ベンゼンリングの炭素原子と共に、場合により酸素原子-含有又は
窒素原子-含有ヘテロ環(これは、1又はそれ以上のC1-C4アルキル基で置換されていてもよ
い)を形成することができるC1-C4アルキル基；4'-アミノフェニル基を表し；
　R3及びR3'は、同一でも異なっていてもよく、水素原子又は塩素、臭素、ヨウ素及びフ
ッ素原子から選択されるハロゲン原子、シアノ、C1-C4アルキル基、C1-C4アルコキシ基又
はアセチルオキシ基を表し；
　X-は、好ましくはクロリド、メチルスルフェート及びアセテートから選択されるアニオ
ンを表し；
　Aは、以下に列挙する構造A1～A18、好ましくはA1、A4、A7、A13及びA18から選択される
基を表し：
【００６５】
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【化５】

【００６６】
　ここで、R4は、ヒドロキシル基で置換されていてもよいC1-C4アルキル基を表し、R5は
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【００６７】
【化６】

【００６８】
　ここで、R6は、水素原子又はC1-C4アルキル基を表し、
　R7は、水素原子、-CN基又はアミノ基で置換されていてもよいアルキル基、4'-アミノフ
ェニル基を表し、あるいはR6と共に、場合により酸素原子-含有又は窒素原子-含有ヘテロ
環であって、C1-C4アルキル基で置換されていてもよいヘテロ環を形成し；
　R8及びR9は、同一でも異なっていてもよく、水素原子、ハロゲン原子、例えば臭素原子
、塩素原子、ヨウ素原子又はフッ素原子、C1-C4アルキル基又はC1-C4アルコキシ基、-CN
基を表し；
　X-は、好ましくはクロリド、メチルスルフェート及びアセテートから選択されるアニオ
ンを表し；
　Bは以下に列挙する構造B1～B6から選択される基を表す：
【００６９】

【化７】

【００７０】
　ここで、R10は、C1-C4アルキル基を表し、R11及びR12は、同一でも異なっていてもよく
、水素原子又はC1-C4アルキル基を表す；
【００７１】
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【００７２】
　ここで、R13は、水素原子、C1-C4アルコキシ基、ハロゲン原子、例えば臭素原子、塩素
原子、ヨウ素原子又はフッ素原子を表し；
　R14は、水素原子、C1-C4アルキル基を表し、あるいは該ベンゼン環の炭素原子と共に、
場合により酸化された及び/又は1又はそれ以上のC1-C4アルキル基で置換されたヘテロ環
を形成し、
　R15は、水素原子又はハロゲン原子、例えば臭素原子、塩素原子、ヨウ素原子又はフッ
素原子を表し、
　R16及びR17は、同一又は異なっていてもよく、水素原子又はC1-C4アルキル基を表し、
　D1及びD2は、同一でも異なっていてもよく、窒素原子又はCH基を表し、
　mは、0又は1、好ましくは1であり、
　ここで、R13が、無置換のアミノ基を表す場合には、D1及びD2は、同時に-CHを表し、か
つm=0であるものと理解すべきであり、
　X-は、好ましくはクロリド、メチルスルフェート及びアセテートから選択されるアニオ
ンを表し、
　Eは、以下に列挙する構造E1～E8から選択される基、より特定的にはE1、E2及びE7から
選択される基を表す：
【００７３】
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【化９】

【００７４】
　ここで、R'は、C1-C4アルキル基を表し、
　m=0かつD1が窒素原子を表す場合、Eは、また以下の構造E9で示される基を表し；
【００７５】

【化１０】

【００７６】
　ここでR'は、C1-C4アルキル基を表す。
【００７７】

【化１１】

【００７８】
　ここで、記号Gは、以下に列挙する構造G1～G3から選択される基を表し、
【００７９】
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【００８０】
　これら構造G1～G3において、
　R18は、C1-C4アルキル基、C1-C4アルキル基で置換されていてもよいフェニル基又は塩
素原子、臭素原子、ヨウ素原子及びフッ素原子から選択されるハロゲン原子を表し、
　R19は、C1-C4アルキル基又はフェニル基を表し、
　R20及びR21は、同一でも異なっていてもよく、C1-C4アルキル基又はフェニル基を表し
、あるいはG1においては、一緒に、1又はそれ以上のC1-C4アルキル基、C1-C4アルコキシ
基又はNO2基で置換されたベンゼンリングを形成し、あるいはG2においては、一緒に、場
合により1又はそれ以上のC1-C4アルキル基、C1-C4アルコキシ基又はNO2基で置換されたベ
ンゼンリングを形成し、
　R20は、さらに水素原子を表すこともでき、
　Zは、酸素原子、硫黄原子又は基：-NR19を表し、
　Mは、-CH、-CR基(RはC1-C4アルキル基を表す)又はNR22(X

-)rを表し、
　Kは、-CH、-CR基(RはC1-C4アルキル基を表す)又はNR22(X

-)rを表し、
　Pは、-CH、-CR基(RはC1-C4アルキル基を表す)又はNR22(X

-)rを表し；rは、0又は1を表
し、
【００８１】
　R22は、O-原子、C1-C4アルコキシ基、又はC1-C4アルキル基を表し、
　R23及びR24は、同一でも異なっていてもよく、水素原子又は塩素原子、臭素原子、ヨウ
素原子及びフッ素原子から選択されるハロゲン原子、C1-C4アルキル基、C1-C4アルコキシ
基、-NO2基を表し、
　X-は、好ましくはクロリド、ヨージド、メチルスルフェート、エチルスルフェート、ア
セテート及びパークロレートから選択されるアニオンを表し、
　但し、
　R22がO-を表す場合には、rは0を表し、
　K又はP又はMが、-N-(C1-C4)アルキルX-を表す場合には、R23又はR24は、好ましくは水
素原子以外であり、
　Kが-NR22(X

-)rを表す場合には、M=P=-CH、-CRであり、
　Mが-NR22(X

-)rを表す場合には、K=P=-CH、-CRであり、
　Pが-NR22(X

-)rを表す場合には、K=Mであり、かつこれらは-CH又はCRを表し、
　Zが硫黄原子であり、R21がC1-C4アルキル基を表す場合には、R20は水素原子以外であり
、
　Zが-NR22であり、かつR19がC1-C4アルキル基を表す場合には、該構造G2の基R18、R20又
はR21の少なくとも一つは、C1-C4アルキル基以外であり、
　記号Jは以下に列挙するものを表し：
・(a) 以下の構造J1を持つ基：
【００８２】



(29) JP 5875227 B2 2016.3.2

10

20

30

40

50

【化１３】

【００８３】
　この構造J1において、
　R25は、水素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子及びフッ素原子から選択されるハ
ロゲン原子、C1-C4アルキル基、C1-C4アルコキシ基、基：-OH、-NO2、-NHR28、-NR29R30
、-NHCO(C1-C4)アルキル基を表し、又はR26と共に、窒素、酸素又は硫黄原子から選択さ
れる1又はそれ以上のヘテロ原子を含む、又は含まない、5-又は6-員のリングを形成し、
　R26は、水素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子及びフッ素原子から選択されるハ
ロゲン原子、C1-C4アルキル基、C1-C4アルコキシ基を表し、あるいはR27又はR28と共に、
窒素、酸素又は硫黄原子から選択される1又はそれ以上のヘテロ原子を含む、又は含まな
い、5-又は6-員のリングを形成し、
　R27は、水素原子、-OH基、-NHR28基、-NR29R30基を表し、
　R28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、フェニル基を表し、
　R29及びR30は、同一でも異なっていてもよく、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を表し、
・(b) 5-又は6-員の、他のヘテロ原子及び/又はカルボニル化された基を含むことができ
、また1又はそれ以上のC1-C4アルキル基、アミノ基又はフェニル基で置換されていてもよ
い、窒素原子-含有ヘテロ環式基、及び特に以下の構造J2を持つ基：
【００８４】
【化１４】

【００８５】
　該構造J2において、
　R31及びR32は、同一でも異なっていてもよく、水素原子、C1-C4アルキル基、フェニル
基を表し、
　Yは、-CO-基又は以下の式で示される基を表し：
【００８６】

【化１５】

【００８７】
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　n=0又は1であり、またnが1を表す場合、Uは-CO-基を表す。
　上で定義した如き染料(I)～(IV)の構造において、該C1-C4アルキル基又はアルコキシ基
は、好ましくはメチル、エチル、ブチル、メトキシ、エトキシ基を表す。
　上記式(I)及び(III)で表される染料としては、以下の式の化合物が好ましい：
【００８８】
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【化１６】

【００８９】
　同様に、上記アゾ直接染料としては、カラーインデックスインターナショナル(COLOUR 
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INDEX INTERNATIONAL), 第3版に記載されている、以下のような染料を挙げることができ
る：
・ディスパースレッド(Disperse Red) 17；
・ベーシックレッド(Basic Red) 22；
・ベーシックレッド(Basic Red) 76；
・ベーシックイエロー(Basic Yellow) 57；
・ベーシックブラウン(Basic Brown) 16；
・ベーシックブラウン(Basic Brown) 17；
・ディスパースブラック(Disperse Black) 9。
　また、1-(4'-アミノジフェニルアゾ)-2-メチル-4-ビス(β-ヒドロキシエチル)アミノベ
ンゼンを挙げることもできる。
【００９０】
　キノン直接染料としては、以下に列挙する染料を挙げることができる：
・ディスパースレッド(Disperse Red) 15；
・ソルベントバイオレット(Solvent Violet) 13；
・ディスパースバイオレット(Disperse Violet) 1；
・ディスパースバイオレット(Disperse Violet) 4；
・ディスパースブルー(Disperse Blue) 1；
・ディスパースバイオレット(Disperse Violet) 8；
・ディスパースブルー(Disperse Blue) 3；
・ディスパースレッド(Disperse Red) 11；
・ディスパースブルー(Disperse Blue) 7；
・ベーシックブルー(Basic Blue) 22；
・ディスパースバイオレット(Disperse Violet) 15；
・ベーシックブルー(Basic Blue) 99；
並びに以下に列挙する化合物：
・1-N-メチルモルホリニウムプロピルアミノ-4-ヒドロキシアンスラキノン；
・1-アミノプロピルアミノ-4-メチルアミノアンスラキノン；
・1-アミノプロピルアミノアンスラキノン；
・5-β-ヒドロキシエチル-1,4-ジアミノアンスラキノン；
・2-アミノエチルアミノアンスラキノン；
・1,4-ビス(β,γ-ジヒドロキシプロピルアミノ)-アンスラキノン。
【００９１】
　上記アジン染料としては、以下に列挙する化合物を挙げることができる：
・ベーシックブルー(Basic Blue) 17；
・ベーシックレッド(Basic Red) 2。
　本発明に従って使用できる上記トリアリールメタン染料としては、以下に列挙する化合
物を挙げることができる：
・ベーシックグリーン(Basic Green) 1；
・ベーシックバイオレット(Basic Violet) 3；
・ベーシックバイオレット(Basic Violet) 14；
・ベーシックブルー(Basic Blue) 7；
・ベーシックブルー(Basic Blue) 26。
【００９２】
　本発明に従って使用できる上記インドアミン染料としては、以下に列挙する化合物を挙
げる事ができる：
・2-β-ヒドロキシエチルアミノ-5-[ビス(β-4'-ヒドロキシエチル)アミノ]アニリノ-1,4
-ベンゾキノン；
・2-β-ヒドロキシエチルアミノ-5-(2'-メトキシ-4'-アミノ)-アニリノ-1,4-ベンゾキノ
ン；
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・3-N-(2'-クロロ-4'-ヒドロキシ)フェニル-アセチルアミノ-6-メトキシ-1,4-ベンゾキノ
ンイミン；
・3-N-(3'-クロロ-4'-メチルアミノ)フェニル-ウレイド-6-メチル-1,4-ベンゾキノンイミ
ン；
・3-[4'-N-(エチル、カルバミルメチル)-アミノ]-フェニル-ウレイド-6-メチル-1,4-ベン
ゾキノンイミン。
　本発明に従って使用できる上記テトラアザペンタメチン型の染料としては、以下の表に
示す化合物を挙げることができる：
【００９３】
【表１】

【００９４】
　X-は、好ましくはクロリド、ヨージド、メチルスルフェート、エチルスルフェート、ア
セテート及びパークロレートから選択されるアニオンを表す。
　上記多発色団型の染料としては、より特定的には、対称型又は非-対称型の、2-又は3-
発色団型のアゾ及び/又はアゾメチン(ヒドラゾン)染料を挙げることができ、該染料は、
一方では、場合により縮合された、5-又は6-員の芳香族ヘテロ環を少なくとも一つ含み、
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該ヘテロ環に挿入された少なくとも一つの四級化された窒素原子及び場合により少なくと
も一つの他のヘテロ原子(例えば、窒素、硫黄、酸素)を含み、及びさらに場合により少な
くとも1つの基OR(ここで、Rは、水素原子、場合により置換されたC1-C6アルキル基、場合
により置換されたフェニル核を表す)又は少なくとも一つの基N(R')2(ここで、R'は、同一
又は異なっており、水素原子、場合により置換されたC1-C6アルキル基、場合により置換
されたフェニル核を表す)を持つ、場合により置換された少なくとも一つのフェニル又は
ナフチル基を含み；また2つの該基R'は、これらが結合している窒素原子と共に、5-又は6
-員の飽和ヘテロ環を形成し、あるいはまた該基R'の一方及び/又は両者は、該窒素原子に
対してo-位に位置する該芳香族リングの炭素原子と共に、5-又は6-員の飽和ヘテロ環を形
成する。
【００９５】
　芳香族カチオン性ヘテロ環としては、好ましくは、1～3個の窒素原子、好ましくは1又
は2個の窒素原子を含み、その一つが四級化されている、5-又は6-員環を挙げることがで
き、該ヘテロ環は、さらに、場合によりベンゼンリングに縮合されている。同様に、該ヘ
テロ環は、場合により窒素原子以外の他のヘテロ原子、例えば硫黄又は酸素原子を含むこ
とができることを述べておくべきである。
　該ヘテロ環又はフェニル若しくはナフチル基が置換されている場合、これらは、例えば
1又はそれ以上の以下の基で置換されている：場合によりヒドロキシル基、C1-C2アルコキ
シ基、C2-C4ヒドロキシアルコキシ基、アセチルアミノ基、1又は2個のC1-C4アルキル基で
置換され、場合により少なくとも一つのヒドロキシル基を持つアミノ基で置換されたC1-C

8アルキル基、ここでこれら2つの基は、それらの結合している窒素原子と共に、場合によ
り窒素原子又はこれ以外のもう一つのヘテロ原子を含む、5-又は6-員のヘテロ環を形成す
ることができ；ハロゲン原子；ヒドロキシル基；C1-C2アルコキシ基；C2-C4ヒドロキシア
ルコキシ基；アミノ基；場合により少なくとも一つのヒドロキシル基を持つ、同一又は異
なっていてもよい、1又は2個のC1-C4アルキル基で置換されたアミノ基。
【００９６】
　これらの多発色団は、飽和又は不飽和の、場合により芳香族型の、ヘテロ環内に挿入さ
れた、又は挿入されていない、少なくとも一つの四級化された窒素原子を場合により含む
、少なくとも一つの結合によって一緒に結合されている。
　好ましくは、該結合は、直鎖又は分岐鎖の又は環状のC1-C20アルキル鎖であり、該アル
キル鎖は、少なくとも一つのヘテロ原子(例えば、窒素、酸素)及び/又は(CO、SO2)の一つ
を含む少なくとも一つの基によって場合により中断されており、フェニル核と縮合又は非
-縮合型の、少なくとも一つのヘテロ環によって場合により中断されており、該ヘテロ環
は該環に挿入された少なくとも一つの四級化窒素原子を含み、かつ場合により少なくとも
一つの他のヘテロ原子(例えば、酸素、窒素又は硫黄)を含み、さらに該アルキル鎖は、少
なくとも一つのフェニル基又はナフチル基によって場合により中断されており、該フェニ
ル基又はナフチル基は、場合により置換された2つのC1-C15アルキル基で置換された、少
なくとも一つの四級アンモニウム基で場合により置換されていてもよい。該結合は、ニト
ロ、ニトロソ又はパーオキソ基を含まない。
　該結合と各発色団との間の結合は、一般的には該フェニル又はナフチル核を構成するヘ
テロ原子によって与えられ、あるいは該カチオン性ヘテロ環の該四級化窒素原子によって
与えられる。
【００９７】
　該染料は、同一又は異なる発色団を含むことができる。
　このような染料の例については、特に以下の特許出願を参照することができる：EP 163
7566、EP 1619221、EP 1634926、EP 1619220、EP 1672033、EP 1671954、EP 1671955、EP
 1679312、EP 1671951、EP167952、EP167971、WO 06/063866、WO 06/063867、WO 06/0638
68、WO 06/063869、EP 1408919、EP 1377264、EP 1377262、EP 1377261、EP 1377263、EP
 1399425、EP 1399117、EP 1416909、EP 1399116、EP 1671560。
　特許出願EP 1006153において述べられている、カチオン性直接染料を使用することも可
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能であり、該特許出願は、カチオン性の結合によって接続された、アンスラキノンの2つ
の発色団を含む染料を記載しており；EP 1433472、EP 1433474、EP 1433471及びEP 14334
73は、カチオン性又は非-カチオン性の結合によって接続された、同一又は異なる2発色団
型の染料を記載しており；並びにEP 6291333は、特に、3つの発色団を含む染料を記載し
ており、その一つは、アンスラキノン発色団であり、これにアゾ又はジアザカルボシアニ
ン型又はその異性体の一種の、2つの発色団が結合している。
【００９８】
　本発明に従って使用できる天然の直接染料としては、ラウソン、ジュグロン、アリザリ
ン、パープリン、カルミニン酸、ケルメス酸、プルプロガリン、プロトカテテュアルデヒ
ド、インジゴ、イサチン、クルクミン、スピヌロシン、アピゲニジン、オルセイン(orcei
ns)を挙げることができる。これら天然染料を含む抽出液又は浸出液及び特にヘンナを主
成分とするシップ又は抽出液を使用することも可能である。
　これらが存在する場合、該1又はそれ以上の直接染料は、有利には上記組成物(A)の全質
量に対して、0.0001～10質量％なる範囲及び好ましくは0.005～5質量％なる範囲に相当す
る量で存在する。
　本発明の第三の態様によれば、該組成物(A)及び(B)は、直接染料も酸化性染料(塩基及
びカプラー)も含まず、あるいはまたこれらが存在する場合には、その全量は、各組成物
の全質量に対して、0.005質量％を越えない。
　この態様において、本発明による剤は、有利にはケラチン繊維の脱色のために使用され
る。
【００９９】
　本態様において、該組成物(A)は、有利には1種又はそれ以上の固体状又はペースト状、
及び好ましくは粉末状の添加剤を含むことができる。該添加剤は、クレイ、アンモニウム
塩以外の塩、アニオン性、ノニオン性、カチオン性又は両性イオン型界面活性剤、天然又
は合成増粘剤、場合により変性されたデンプン、ガラスビーズ、シリカ、ナイロン、アル
ミナ、二酸化チタン、ゼオライト、ポリ(メチルメタクリレート)(PMMA)、キトサン、マル
トデキストリン、シクロデキストリン、単糖又は二糖、例えばグルコース、スクロース、
ソルビトール又はフルクトース、酸化亜鉛、酸化ジルコニウム、シリカベイズ(silicabad
es)、タルク、特にカルシウムのボロシリケート、ポリエチレン、ポリテトラフルオロエ
チレン(PTFE)、セルロース及びその誘導体、超吸収性化合物、マグネシウム又はカルシウ
ムの炭酸塩、ポリアクリルアミド、多孔質ヒドロキシアパタイト、鋸屑、ヒバマタ属海草
粉末、架橋ポリビニルピロリドン、アルギン酸カルシウム、活性炭、ポリ(塩化ビニリデ
ン/アクリロニトリル)粒子、特にアクゾノーベル(AKZO NOBEL)社によりエクスパンセル(E
xpancelTM)なる一般名、参照名エクスパンセル(ExpancelTM) WE又はDEとして市販されて
いるもの及びこれらの混合物から選択することができる。
【０１００】
　一般に、該組成物(A)及び(B)は、化粧学的に許容される媒体中で処方され、該媒体は、
一般的には水及び/又は1種又はそれ以上の有機溶媒を含む。
　有機溶媒としては、例えば直鎖又は分岐したC2-C4アルカノール、例えばエタノール及
びイソプロパノール；グリセロール；ポリオール及びポリオールエーテル、例えば2-ブト
キシエタノール、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、プロピレングリコー
ルのモノメチルエーテル、ジエチレングリコールのモノエチルエーテル及びモノメチルエ
ーテル、並びに芳香族アルコール、例えばベンジルアルコール又はフェノキシエタノール
、及びこれらの混合物を挙げることができる。
　これらの有機溶媒は、これらが含まれる各組成物の全質量に対して、好ましくは1～40
質量％なる範囲、及びより好ましくは5～30質量％なる範囲の割合で存在し得る。
　好ましくは、該組成物(A)及び(B)は水を含む。より好ましくは、該組成物(A)及び(B)の
各々は、該組成物の全質量に対して、少なくとも5質量％の水、好ましくは少なくとも10
質量％の水、及びより一層好ましくは少なくとも20質量％の水を含む。
【０１０１】
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　本発明による該組成物(A)及び(B)は、また従来からケラチン繊維の着色及び/又は脱色
用の組成物において使用されているもの、例えば特にカチオン性のポリマーコンディショ
ナー、増粘剤、レダクトン以外の酸化防止剤、浸透剤、金属イオン封鎖剤、香料、分散剤
、フィルム-形成剤、セラミド、保存剤、乳白剤から選択される、1種又はそれ以上の添加
剤を含むことができる。
　上記添加剤は、一般的に、その各々につき、各組成物の質量に対して、0.01～20質量％
なる範囲の量で存在し得る。
　好ましい一態様によれば、該組成物(A)は、水中油型エマルション(直接エマルションと
呼ばれる)、又は油中水型エマルション(逆エマルションと呼ばれる)の形状にある。
　本発明は、またケラチン繊維を着色及び/又は脱色する方法にも係り、該方法は、該繊
維に対して、これまでに説明したような剤を適用する工程を含む。
　本発明によれば、該ケラチン繊維に適用された該剤は、該組成物(A)及び(B)を混合する
ことにより得られ、この混合は、該ケラチン繊維に適用する前に(その場での調製)又は直
接該ケラチン繊維上で(中間的なリンスなしに、該組成物(A)及び(B)を連続的に適用)行わ
れる。
【０１０２】
　従って、本発明の方法の第一の変形によれば、該組成物(A)が、続いて該組成物(B)が、
中間的なリンスなしに連続的に、乾燥状態にある又は湿潤状態にあるケラチン繊維に適用
される。
　本発明の方法の第二の変形によれば、本発明の該剤は、該組成物(A)及び(B)をその場で
混合し、次いでこの混合物を乾燥状態にある又は湿潤状態にあるケラチン繊維に適用する
ことによって、該ケラチン繊維に適用される。
　この場合、好ましくは、該組成物(A)及び(B)の混合から、得られた混合物の毛髪に対す
る適用までの時間は、30分を越えてはならず、好ましくは10分を越えてはならず、またよ
り好ましくは5分を越えてはならない。
　使用する変法とは無関係に、使用する該組成物(A)の量対使用する該組成物(B)の量の質
量比は、0.2～3なる範囲及び好ましくは0.3～1なる範囲で変えることができる。
　さらに、使用する変法とは無関係に、該繊維上の混合物(該組成物(A)及び(B)のその場
での混合又はこれら組成物の連続的な適用により得られる)は、一般的には約1分～1時間
なる範囲及び好ましくは約5～30分なる範囲の期間に渡り、所定位置に維持される。
【０１０３】
　この方法を実施する際の温度は、通常は室温(15～25℃なる範囲)～80℃なる範囲、好ま
しくは室温～60℃なる範囲内にある。
　この処置の終了時点において、該ケラチン繊維は、乾燥され又は乾燥状態に置かれる前
に、場合により水でリンスされ、場合により水によるリンスに伴う、シャンプーを用いた
洗浄処理に付される。
　最後に、本発明は、さらに着色及び/又は脱色用の多区画デバイス又は「キット」にも
係り、該キットは、組成物（A）を含む第一の区画、及び組成物（B）を含む第二の区画で
構成され、ここで該組成物(A)及び(B)は、これまでに記載した如きものである。
　このデバイスは、有利には、該所定の混合物を毛髪上に放出するための手段、例えば特
許FR 2586913に記載されているデバイス等を備えることができる。
　このデバイスは、本発明による着色及び/又は脱色処理前後に適用するための、ケラチ
ン繊維を洗浄し及び/又はコンディショニングするための、1又はそれ以上の組成物を備え
ていてもよい。
【実施例】
【０１０４】
　以下の実施例は、本発明を例示するのに役立つが、本発明を限定するものではない。
　酸化染色用の以下の組成物を調製した(以下の表において、成分の量はグラム単位で表
示されている)。
染色組成物(A):
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【０１０５】
【表２】

【０１０６】
　組成物A2は、本発明による組成物(A)に相当するが、組成物A1は、レダクトンを含まな
い比較用の組成物である。
酸化組成物(B)：
【０１０７】
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【表３】

【０１０８】
　上記組成物を、以下のように使用時点において混合した：
・一方で、10gの染色組成物A1を、10gの酸化性組成物Bと混合し、及び
・他方で、10gの染色組成物A2を、10gの酸化性組成物Bと混合した。
　該組成物A2及びBから得た混合物は、該組成物A1及びBから得た混合物よりも色付きが低
い。
　さらに、毛髪に適用した場合、該組成物A2及びBから得た混合物は、極めて均一かつ強
力な染色へと導く。
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