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(57)【要約】
　本発明は、アルコール性媒体、または水－アルコール性媒体中に、１種以上の噴射剤と
、１種以上の固定用ポリマーとを含むエアロゾル組成物を含む容器、および扇状の噴霧を
形成するスリット状エンドオリフィスを備えた散布器を含む、前記エアロゾル組成物を分
配する手段により形成されるエアロゾル装置に関する。本発明はまた、本装置の使用を含
む処理方法、特に、ケラチン繊維、特に髪に形を付与する方法、およびケラチン繊維に形
を付与するための前記装置の使用に関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　－　アルコール性媒体または水－アルコール性媒体中に、１種以上の噴射剤と、１種以
上の固定用ポリマーとを含むエアロゾル組成物を含む容器、および
　－　扇状の噴霧を形成するスリット状エンドオリフィスを備えた散布器を含む、前記エ
アロゾル組成物を分配する手段
により形成されるエアロゾル装置。
【請求項２】
　前記スリット状エンドオリフィスは、直交する軸に沿う最大寸法と最小寸法との比が、
２以上、より好ましくは５以上であることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記固定用ポリマーは、アニオン性、両性およびノニオン性の固定用ポリマーから選ば
れることを特徴とする請求項１または２に記載の装置。
【請求項４】
　前記固定用ポリマーは、アニオン性であって、アクリル酸もしくはメタクリル酸、また
はそれらの塩と、アクリルアミドとのコポリマー、アクリル酸もしくはメタクリル酸と、
モノエチレンモノマーとのコポリマー、クロトン酸コポリマー、Ｃ４～Ｃ８モノ不飽和カ
ルボン酸もしくは無水物のコポリマー、カルボキシレート基を含むポリアクリルアミド、
並びにスルホン酸基を含むホモポリマーおよびコポリマーから選ばれることを特徴とする
請求項１～３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５】
　前記固定用ポリマーは、アニオン性であって、メチルビニルエーテル／モノエステル化
無水マレイン酸コポリマー、アクリル酸／エチルアクリレート／Ｎ－ｔｅｒｔ－ブチルア
クリルアミドターポリマー、メタクリル酸とメチルメタクリレートのコポリマー、ビニル
アセテート／ビニルｔｅｒｔ－ブチルベンゾエート／クロトン酸ターポリマーおよびクロ
トン酸／ビニルアセテート／ビニルネオドデカノエートターポリマー、メタクリル酸とエ
チルアクリレートのコポリマー、ブチルアクリレート／アクリル酸／メタクリル酸の分岐
ブロックポリマー、並びにビニルピロリドン／アクリル酸／ラウリルメタクリレートター
ポリマーから選ばれることを特徴とする請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　前記ポリマーは、ノニオン性であって、ポリアルキルオキサゾリン、ビニルアセテート
ホモポリマー、ビニルアセテートコポリマー、アクリル酸エステルのホモポリマーおよび
コポリマー、アクリロニトリルコポリマー、スチレンホモポリマー、スチレンコポリマー
、ポリアミド、ビニルラクタムホモポリマー、並びにビニルラクタムコポリマーから選ば
れることを特徴とする請求項３に記載の装置。
【請求項７】
　前記固定用ポリマーは、前記エアロゾル組成物の全重量に対して、０．１重量％～２０
重量％、好ましくは１重量％～１５重量％、より好ましくは３重量％～１０重量％の範囲
の濃度で存在すること特徴とする請求項１～６のいずれか一項に記載の装置。
【請求項８】
　前記固定用ポリマーは、アルコール性媒体もしくは水－アルコール性媒体中の溶液また
は分散体の形態であって、前記噴射剤と接触させる前、温度２５℃、剪断速度１ｓ－１で
の動粘度が、３ｃＰ超、好ましくは、３～２０ｃＰ、より好ましくは、４～１０ｃＰの範
囲であることを特徴とする請求項１～７のいずれか一項に記載の装置。
【請求項９】
　前記噴射剤は、ジメチルエーテル、任意選択により塩素化および／またはフッ素化され
る揮発性炭化水素、並びにこれらの混合物から選ばれることを特徴とする請求項１～８の
いずれか一項に記載の装置。
【請求項１０】
　前記噴射剤は、前記エアロゾル組成物の全重量に対して、１０重量％～８０重量％、好
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ましくは２０重量％～７５重量％、より一層好ましくは３０重量％～７０重量％の範囲の
濃度で存在することを特徴とする請求項１～９のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１１】
　前記エアロゾル組成物は、天然または合成の、アニオン性、両性、両イオン性、ノニオ
ン性またはカチオン性の、結合性または非結合性のポリマー系増粘剤から、好ましくは、
セルロース増粘剤、グアーガムおよびその誘導体、微生物由来のガム、並びにアクリル酸
またはアクリルアミドプロパンスルホン酸の架橋ホモポリマーから選ばれる１種以上の増
粘剤を含むことを特徴とする請求項１～１０のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１２】
　前記エアロゾル組成物は、１種以上のシリコーン、１種以上の非シリコーン脂肪物質、
１種以上の酸性化剤または塩基性化剤、およびこれらの混合物を含むことを特徴とする請
求項１～１１のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１３】
　処理方法、特に、ケラチン繊維、特に髪に形を付与する方法であって、請求項１～１２
のいずれか一項に記載の装置の使用を含み、任意選択により、根元をさらす工程を含むこ
とを特徴とする方法。
【請求項１４】
　髪などのケラチン繊維に形を付与するための請求項１～１２のいずれか一項に記載の装
置の使用。
【請求項１５】
　ヘアスタイルにボリュームを付与するための請求項１４に記載の使用。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特定のエアロゾル組成物を含む容器と、前記エアロゾル組成物を分配するた
めの特定の手段により形成された、髪などのケラチン繊維をスタイリングするためのエア
ロゾル装置に関する。
【０００２】
　本発明は、また、処理方法、特に、本装置を使用してヘアスタイルを形成する方法に関
し、かつ、髪などのケラチン繊維に形を付与するための前記装置の使用にも関する。
【背景技術】
【０００３】
　ヘアスタイルの固定はスタイリングの重要な要素であり、それは、既に作られた形を保
持するか、または髪に形を付与すると同時に固定することにある。
【０００４】
　化粧品市場で最も広まっているヘアスタイルの形成および／または保持のためのヘアケ
ア製品は、ラッカーやスプレーなどのスプレー組成物である。それらは、各種化粧用アジ
ュバントを含む混合物として、髪と髪の間に接合部を形成する機能を有する固定用材料と
しても知られる一種以上の材料（一般に、ポリマー樹脂）の、通常はアルコール性または
水性の溶液から実質的に構成される。この組成物はヘアケア製品の液相を構成し、一般に
、フルイド（ｆｌｕｉｄ）と称されている。それは、エアロゾル装置から噴射剤により髪
に塗布される。
【０００５】
　一般に、化粧料として許容可能な媒体は、アルコール性または水－アルコール性媒体で
ある。噴射剤は、減圧下の液化ガス、または液相に溶解した液化ガスである。この噴射剤
は液相を噴射させ、かつその液滴を霧状に分散させて髪に塗布するための圧力を発生させ
る機能を有する。
【０００６】
　髪に塗布されると、液相は乾燥し、固定用材料により髪を固定するのに必要な接合部が
形成される。
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【０００７】
　接合部は、髪を適切な位置に保つことができるだけの固さがなければならない。しかし
ながら、それらはまた、使用者が髪を梳かしたり、ブラッシングしたときに、頭皮または
髪を傷つけずに壊すことができるだけの脆さがなければならない。
【０００８】
　従来、使用されているエアロゾルスプレーは、円錐状に噴霧される。このタイプのスプ
レーは、髪全体を固定するのに適しており、髪を所望の形状に、満足のいく適切な位置に
保持することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】仏国特許第１２２２９４４号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、これらのスプレーの使用は、局所的な塗布、特に髪の根元部分への塗布
には最適ではない。
　具体的には、髪の根元部分への固定用ヘアケア組成物の塗布はヘアスタイルにボリュー
ムを与えることが観察されている。
【００１１】
　驚いたことに、また有利なことに、出願人は今回、扇状の噴霧を形成する散布器を備え
たエアロゾル装置を使用することにより、所望の効果を得ることができることを見出した
。
【００１２】
　特に、上記のような使用により、第１に、髪の根元部分へのヘアケア組成物の塗布およ
び散布を促進させることができ、これにより、ヘアスタイルにボリュームが与えられる。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　したがって、本発明の一主題は、
　－　アルコール性媒体、または水－アルコール性媒体中に、１種以上の噴射剤と、１種
以上の固定用ポリマーとを含むエアロゾル組成物を含む容器、および
　－　扇状の噴霧を形成するスリット状エンドオリフィスを備えた散布器を含む、前記エ
アロゾル組成物を分配する手段
により形成されるエアロゾル装置である。
【００１４】
　本発明の別の主題は、本装置の使用を含む処理方法、特に、ケラチン繊維、特に髪に形
を付与する方法に関する。
【００１５】
　本発明の別の主題は、髪などのケラチン繊維に形を付与するため、特にヘアスタイルに
ボリュームを付与するための前記装置の使用からなる。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の他の主題、特徴、態様および有利性は、以下の説明と実施例を読むことにより
、より一層明確になるであろう。
【００１７】
　以下の本文中、特に他に指示がなければ、値の範囲の端点は、特に「～の間」および「
～の範囲」と表現されている場合、その範囲に含まれる。
【００１８】
　以下の本文中、「少なくとも１つ」との用語は、「１つ以上」と同義である。
【００１９】
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　エアロゾル装置は、一般に、リザーバとしても知られる容器と、分配手段とから形成さ
れている。
【００２０】
　容器は、加圧され、分配されるべき組成物を含む。加圧された組成物を含む容器は、不
透明であっても透明であってもよい。それは、ガラス、ポリマーまたは金属で作ることが
でき、任意選択によりワニス保護膜が被覆される。
【００２１】
　容器は、システムを封止するバルブを上端に備える。本発明の装置に適したバルブは、
特に、０．３～３ｍｍ、好ましくは１～２．５ｍｍ、より好ましくは１．３～２ｍｍの内
部制限オリフィスと、０．２～０．６ｍｍ、好ましくは０．３～０．５ｍｍ、より好まし
くは０．３５～０．４５ｍｍのオリフィスサイズのノズルを備えたバルブである。
【００２２】
　それらは、特に、Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ、Ｃｏｓｔｅｒ、ＳｅａｑｕｉｓｔおよびＬｉｎ
ｄａｌの各社から販売されているバルブである。
【００２３】
　そのようなバルブで調節される装置は、システムの封止を保証し、また散布器による製
品の分配も保証する。
【００２４】
　このバルブに分配手段が取り付けられ、使用者はそれを押すことにより製品を吐出させ
ることができる。
【００２５】
　この分配手段は、散布器としても知られている。
【００２６】
　本発明の散布器はスリット状エンドオリフィスを備えている。
【００２７】
　本発明の目的のためには、用語「エンドオリフィス」は、エアロゾル装置の外部に向け
て開口するオリフィスを意味する。散布器内には、このオリフィスの前置オリフィスとし
て、任意の形状の他のオリフィスが１つ以上備えられていてもよい。
【００２８】
　このオリフィスは、他端を介して標準散布器に取り付けられたエンド部材の一端を構成
していてもよく、エンド部材へ分配されるべき組成物は、形状が任意であってよいオリフ
ィスを経て到達する。
【００２９】
　本発明の目的のためには、用語「スリット」は、直交する軸に沿う最大寸法と最小寸法
との比が、好ましくは２以上、より好ましくは５以上である、細長い形状を意味する。
【００３０】
　スリットの形状（矩形、楕円または菱形）にもよるが、大小の寸法を、長さおよび幅、
長軸および短軸、または長軸対角線および短軸対角線と称し得る。
【００３１】
　エンドオリフィスの形状は、好ましくは矩形である。
【００３２】
　したがって、この散布器では、噴霧は平らに拡散し、扇形を形成し、組成物を根元部分
に局所的に塗布できる。
【００３３】
　本発明のエアロゾル組成物は、任意選択により少なくとも１種の追加有機溶媒を含む、
水－アルコール性またはアルコール性媒体を含む。
【００３４】
　本発明の組成物に使用されるアルコールは、好ましくは、エタノール、イソプロパノー
ル、ｔｅｒｔ－ブタノール、またはｎ－ブタノールなどのＣ１～Ｃ４低級アルコールから
選ばれる一価のアルコールである。
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【００３５】
　使用するアルコールは、好ましくはエタノールである。
【００３６】
　本発明のエアロゾル組成物（すなわち、１種以上の噴射剤を含む）中のアルコール濃度
は、エアロゾル組成物の全重量に対して、０．１重量％～９５重量％、好ましくは５重量
％～９０重量％、より一層好ましくは１０重量％～６０重量％、さらに好ましくは２０重
量％～５０重量％、さらに一層好ましくは２０重量％～４０重量％である。
【００３７】
　本発明の目的上、用語「有機溶媒」は、２５℃の温度および大気圧下で液体である有機
化合物を意味する。有機化合物は極性であることが好ましい。
【００３８】
　本発明の組成物に使用され得る追加有機溶媒としては、プロピレングリコール、ポリエ
チレングリコールおよびポリオールエーテル、並びにこれらの混合物などのポリオールが
挙げられる。
【００３９】
　エアロゾル組成物はエタノールを含むことが好ましい。エタノールは、噴射剤を除いて
、エアロゾル組成物の唯一の有機溶媒であることが好ましい。
【００４０】
　本発明の組成物中の追加有機溶媒の濃度は、エアロゾル組成物の全重量に対して、０～
３０重量％、好ましくは５重量％～２０重量％である。
【００４１】
　本発明の組成物中の水の濃度は、エアロゾル組成物の全重量に対して、０～５０重量％
、好ましくは５重量％～３０重量％である。
【００４２】
　前述したように、本発明のエアロゾル装置に含まれるエアロゾル組成物は１種以上の固
定用ポリマーを含む。
【００４３】
　用語「固定用ポリマー」は、髪に形を付与するか、または所与の形の髪を適正な位置に
保持できるポリマーを意味する。
【００４４】
　固定用ポリマーは、好ましくは、アニオン性、両性およびノニオン性の固定用ポリマー
から選ばれる。
【００４５】
　固定用ポリマーは、水－アルコール性またはアルコール性媒体に可溶性であっても、こ
の同じ媒体に不溶であってもよく、この場合、ラテックスまたは疑似ラテックスなどの、
固体または液体のポリマー粒子の分散体の形態で使用され得る。
【００４６】
　一般に使用されるアニオン性固定用ポリマーは、カルボン酸、スルホン酸またはリン酸
から誘導される基を含むポリマーであり、ほぼ５００～５００００００の数平均分子量を
有する。
【００４７】
　カルボキシル基は、式（Ｉ）に対応するものなどの、不飽和のモノもしくはジカルボン
酸モノマーから提供される。
【化１】
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（式中、ｎは０～１０の整数であり、Ａ１は、任意選択により、不飽和基の炭素原子に、
または、ｎが１超のとき、酸素または硫黄などのヘテロ原子を介して隣接するメチレン基
に結合しているメチレン基を示し、Ｒ７は水素原子、またはフェニルもしくはベンジル基
を示し、Ｒ８は水素原子、低級アルキルもしくはカルボキシル基を示し、Ｒ９は水素原子
、低級アルキル基、または－ＣＨ２－ＣＯＯＨ、フェニルもしくはベンジル基を示す。）
【００４８】
　上記式（Ｉ）において、低級アルキル基は、好ましくは、１～４個の炭素原子を含む基
、特にメチル基およびエチル基を示す。
【００４９】
　本発明において好ましいカルボキシル基を含有するアニオン性固定用ポリマーは、以下
のものである。
　Ａ）アクリル酸もしくはメタクリル酸、またはそれらの塩と、アクリルアミドとのコポ
リマー（ナトリウム塩の形態で、Ｒｅｔｅｎ　４２１、４２３もしくは４２５という名称
で、Ｈｅｒｃｕｌｅｓ社から販売されている）；
　Ｂ）アクリルもしくはメタクリル酸と、エチレン、スチレン、ビニルエステル、および
アクリル酸もしくはメタクリル酸エステルなどのモノエチレンモノマーとのコポリマー（
任意選択により、ポロエチレングリコールなどのポリアルキレングリコールにグラフトさ
れ、また、任意選択により架橋されている）。そのようなポリマーは、特に、仏国特許第
１２２２９４４号明細書および独国特許出願第２３３０９５６号明細書に記載されており
、このタイプのコポリマーは、特に、ルクセンブルグ特許出願第７５３７０号明細書およ
び同第７５３７１号明細書に記載されているように、あるいはＡｍｅｒｉｃａｎ　Ｃｙａ
ｎａｍｉｄからＱｕａｄｒａｍｅｒという名称で販売されている、その分子鎖に、任意選
択によりＮ－アルキル化および／またはヒドロキシアルキル化されているアクリルアミド
単位を含んでいる。アクリル酸とＣ１～Ｃ４アルキルメタクリレートのコポリマー、ＩＳ
Ｐ社からＡｃｒｙｌｉｄｏｎｅ（登録商標）ＬＭという名称で販売されている製品のよう
な、ビニルピロリドンとアクリル酸とＣ１～Ｃ２０アルキルメタクリレート（例えば、ラ
ウリルメタクリレート）のターポリマー、およびＢＡＳＦ社からＬｕｖｉｍｅｒ（登録商
標）１００Ｐという名称で販売されている製品などの、メタクリル酸／エチルアクリレー
ト／ｔｅｒｔ－ブチルアクリレートターポリマーもまた挙げることができる。
【００５０】
　また、Ａｍｅｒｃｈｏｌ社からＡｍｅｒｈｏｌｄ（登録商標）ＤＲ２５という名称で販
売されている、水性分散体の、メタクリル酸／アクリル酸／エチルアクリレート／メチル
メタクリレートコポリマーを挙げることができる；
　Ｃ）分子鎖中にビニルアセテートもしくはプロピオネート単位、および任意選択により
アリルエステルもしくはメタリルエステル、長鎖炭化水素（少なくとも５個の炭素原子を
含むものなど）を有する直鎖もしくは分岐飽和カルボン酸のビニルエーテルもしくはビニ
ルエステルなどの他のモノマー（これらのポリマーは任意選択によりグラフトまたは架橋
することができる）、または他の、αもしくはβ環状カルボン酸のビニル、アリルもしく
はメタリルエステルモノマーを含むものなどのクロトン酸コポリマー。そのようなポリマ
ーは、特に、仏国特許第１２２２９４４明細書号、同第１５８０５４５号明細書、同第２
２６５７８２号明細書、同第２２６５７８１明細書号、同第１５６４１１０号明細書およ
び同第２４３９７９８号明細書に記載されている。このカテゴリーに入る市販品は、Ｎａ
ｔｉｏｎａｌ　Ｓｔａｒｃｈ社から販売されている樹脂２８－２９－３０、２６－１３－
１４および２８－１３－１０である；
　Ｄ）Ｃ４～Ｃ８モノ不飽和カルボン酸もしくは無水物のコポリマーであって、以下から
選ばれるもの：
　－　（ｉ）マレイン酸、フマル酸もしくはイタコン酸、またはそれらの無水物の１種以
上、並びに（ｉｉ）ビニルエステル、ビニルエーテル、ハロゲン化ビニル、フェニルビニ
ル誘導体、アクリル酸およびそのエステルから選ばれる１種以上のモノマーを含むコポリ
マー（これらのコポリマーの無水酸官能基は任意選択によりモノエステル化またはモノア
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ミド化される）。そのようなポリマーは、特に、米国特許第２０４７３９８号明細書、同
第２７２３２４８号明細書および同第２１０２１１３号明細書、並びに英国特許第８３９
８０５号明細書に記載されている。市販品は、特に、ＩＳＰ社からＧａｎｔｒｅｚ（登録
商標）ＡＮまたはＥＳという名称で販売されているものである；
　－　（ｉ）マレイン酸、シトラコン酸もしくはイタコン酸の無水物単位の１種以上、並
びに（ｉｉ）アリルエステルまたはメタリルエステルから選ばれるモノマーの１種以上を
含むコポリマー（任意選択により、その分子鎖中に、アクリルアミド基、メタクリルアミ
ド基、α－オレフィン基、アクリルエステルもしくはメタクリルエステル基、アクリル酸
もしくはメタクリル酸基、またはビニルピロリドン基が含まれる）、
　－　これらのポリマーの無水酸官能基は任意選択によりモノエステル化またはモノアミ
ド化される。
【００５１】
　これらのポリマーは、例えば、本出願人による仏国特許第２３５０３８４号明細書およ
び同第２３５７２４１号明細書に記載されている。
　Ｅ）カルボキシレート基を含むポリアクリルアミド。
【００５２】
　スルホン酸基を含むホモポリマーおよびコポリマーは、ビニルスルホン単位、スチレン
スルホン単位、ナフタレンスルホン単位、またはアクリルアミドアルキルスルホン単位を
含むポリマーである。
【００５３】
　これらのポリマーは特に以下から選択され得る。
　－　約１０００～１０００００の分子量を有するポリビニルスルホン酸塩、また、アク
リル酸もしくはメタクリル酸およびそれらのエステル、またアクリルアミドまたはその誘
導体、ビニルエーテル、およびビニルピロリドンなどの不飽和コモノマーを有するコポリ
マー；
　－　例えば、Ｎａｔｉｏｎａｌ　ＳｔａｒｃｈからＦｌｅｘａｎ（登録商標）５００お
よびＦｌｅｘａｎ（登録商標）１３０という名称で販売されている、ポリスチレンスルホ
ン酸のナトリウム塩などの塩（これらのポリマーは仏国特許第２１９８７１９号明細書に
記載されている）；
　－　米国特許第４１２８６３１号明細書に記載されているものなどのポリアクリルアミ
ドスルホン酸塩、さらに詳しくはＨｅｎｋｅｌからＣｏｓｍｅｄｉａ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　
ＨＳＰ　１１８０という名称で販売されているポリアクリルアミドエチルプロパンスルホ
ン酸。
【００５４】
　本発明で使用することができる他のアニオン性固定用ポリマーとしては、Ｎｏｖｅｏｎ
社からＦｉｘａｔｅ　Ｇ－１００という名称で販売されている分岐を有するアニオン性ブ
ロックポリマーを挙げ得る。
【００５５】
　本発明においては、アニオン性固定用ポリマーは、好ましくは、特に、Ｕｌｔｒａｈｏ
ｌｄ（登録商標）Ｓｔｒｏｎｇという名称でＢＡＳＦ社から販売されているアクリル酸／
エチルアクリレート／Ｎ－ｔｅｒｔ－ブチルアクリアルアミドターポリマーなどのアクリ
ル酸コポリマー、特にＮａｔｉｏｎａｌ　Ｓｔａｒｃｈ社からＲｅｓｉｎ２８－２９－３
０という名称で販売されている、ビニルアセテート／ビニルｔｅｒｔ－ブチルベンゾエー
ト／クロトン酸ターポリマーおよびクロトン酸／ビニルアセテート／ビニルネオドデカノ
エートターポリマーなどの、クロトン酸から誘導されるコポリマー、ビニルエステル、ビ
ニルエーテル、ハロゲン化ビニル、フェニルビニル誘導体、並びにアクリル酸およびその
エステルと共にマレイン酸、フマル酸もしくはイタコン酸、またはその無水物から誘導さ
れる、例えば、ＩＳＰ社からＧａｎｔｒｅｚ（登録商標）とい名称で販売されているメチ
ルビニルエーテル／モノエステル化無水マレイン酸コポリマー、Ｒｏｈｍ　Ｐｈａｒｍａ
社からＥｕｄｒａｇｉｔ（登録商標）Ｌという名称で販売されているメタクリル酸とメチ
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ルメタクリレートのコポリマー、ＢＡＳＦ社からＬｕｖｉｍｅｒ（登録商標）ＭＡＥＸも
しくはＭＡＥという名称で販売されているメタクリル酸とエチルアクリレートのコポリマ
ー、ＢＡＳＦ社からＬｕｖｉｓｅｔ　ＣＡ　６６という名称で販売されているビニルアセ
テート／クロトン酸コポリマー、ＢＡＳＦ社からＡｒｉｓｔｏｆｌｅｘ（登録商標）Ａと
いう名称で販売されているポリエチレングリコールをグラフトしたビニルアセテート／ク
ロトン酸コポリマー、Ｎｏｖｅｏｎ社からＦｉｘａｔｅ　Ｇ－１００という名称で販売さ
れているポリマーなどのポリマーから選択される。
【００５６】
　上記アニオン性固定用ポリマーの中でも、本発明との関連では、ＩＳＰ社からＧａｎｔ
ｒｅｚ（登録商標）ＥＳ　４２５という名称で販売されているメチルビニルエーテル／モ
ノエステル化無水マレイン酸コポリマー、ＢＡＳＦ社からＵｌｔｒａｈｏｌｄ（登録商標
）Ｓｔｒｏｎｇという名称で販売されているアクリル酸／エチルアクリレート／Ｎ－ｔｅ
ｒｔ－ブチルアクリルアミドターポリマー、Ｒｏｈｍ　Ｐｈａｒｍａ社からＥｕｄｒａｇ
ｉｔ（登録商標）Ｌという名称で販売されているメタクリル酸とメチルメタクリレートの
コポリマー、Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｔａｒｃｈ社からＲｅｓｉｎ２８－２９－３０という
名称で販売されている、ビニルアセテート／ビニルｔｅｒｔ－ブチルベンゾエート／クロ
トン酸ターポリマーおよびクロトン酸／ビニルアセテート／ビニルネオドデカノエートタ
ーポリマー、ＢＡＳＦ社からＬｕｖｉｍｅｒ（登録商標）ＭＡＥＸもしくはＭＡＥという
名称で販売されているメタクリル酸とエチルアクリレートのコポリマー、ＩＳＰ社からＡ
ｃｒｙｌｉｄｏｎｅ（登録商標）ＬＭという名称で販売されているブチルアクリレート／
アクリル酸／メタクリル酸の分岐ブロックポリマーおよびビニルピロリドン／アクリル酸
／ラウリルメタクリレートターポリマー、並びにＮｏｖｅｏｎ社からＦｉｘａｔｅ　Ｇ－
１００という名称で販売されているポリマーを使用することが、より好ましい。
【００５７】
　本発明において使用できる両性固定用ポリマーは、ポリマー鎖中にランダムに配置され
た単位ＢおよびＣを含むポリマーから選択できる。ここで、Ｂは１個以上の塩基性窒素原
子を含むモノマーから誘導される単位を示し、かつＣは１個以上のカルボキシル基もしく
はスルホン基を含む酸モノマーから誘導される単位を示す。あるいはＢおよびＣはカルボ
キシベタインまたはスルホベタイン両性モノマーから誘導される基を示し得る。
【００５８】
　ＢおよびＣはまた、第１級、第２級、第３級または第４級アミン基を含み、それらのア
ミン基の少なくとも１つは炭化水素基を介して結合したカルボキシル基またはスルホン基
を有するカチオン性ポリマー鎖を示し得る。あるいはＢおよびＣは、α、β－ジカルボン
酸エチレン単位を含み、カルボキシル基の１つが１つ以上の第１級または第２級アミン基
を含むポリアミンと反応するように作られているポリマー鎖の一部を形成する。
【００５９】
　上述した定義に対応する両性固定用ポリマーのより好ましいものは具体的には、次のポ
リマーから選ばれる。
　（１）カルボキシル基を有するビニル化合物から誘導されるモノマー、特に、アクリル
酸、メタクリル酸、マレイン酸、α－クロロアクリル酸などのモノマーと、１個以上の塩
基性原子を含む置換ビニル化合物から誘導される塩基性モノマー、特に、ジアルキルアミ
ノアルキルメタクリレートおよびアクリレート、ジアルキルアミノアルキルメタクリルア
ミドおよびアクリルアミドなどの塩基性モノマーとの共重合により得られるものなどの、
酸性ビニル単位と塩基性ビニル単位を有するコポリマー。そのような化合物は米国特許第
３８３６５３７号明細書に記載されている。
　（２）ａ）窒素原子上に置換基としてアルキル基を有するアクリルアミドおよびメタク
リルアミドから選択される少なくとも１種のモノマー、
　ｂ）反応性カルボキシル基を１つ以上含む少なくとも１種の酸性コモノマー、および
　ｃ）第１級、第２級、第３級または第４級アミン置換基を含むアクリル酸およびメタク
リル酸のエステル、およびジメチルアミノエチルメタクリレートの硫酸ジメチルまたは硫
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酸ジエチルによる４級化物などの少なくとも１種の塩基性コモノマー
から誘導される単位を含むポリマー。
【００６０】
　本発明において、より好ましいＮ－置換アクリルアミドまたはメタクリルアミドは、ア
ルキル基が２～１２個の炭素原子を含む化合物であり、特に、Ｎ－エチルアクリルアミド
、Ｎ－ｔｅｒｔ－ブチルアクリルアミド、Ｎ－ｔｅｒｔ－オクチルアクリルアミド、Ｎ－
オクチルアクリルアミド、Ｎ－デシルアクリルアミド、Ｎ－ドデシルアクリルアミド、お
よびそれらに対応するメタクリルアミドである。
【００６１】
　酸性コモノマーは、特に、アクリル酸、メタクリル酸、クロトン酸、イタコン酸、マレ
イン酸およびフマル酸、並びにマレイン酸もしくはフマル酸、またはその無水物の、１～
４個の炭素原子を有する、アルキルモノエステルから選択される。
【００６２】
　好ましい塩基性コモノマーは、アミノエチルメタクリレート、ブチルアミノエチルメタ
クリレート、Ｎ，Ｎ’－ジメチルアミノエチルメタクリレートおよびＮ－ｔｅｒｔ－ブチ
ルアミノエチルメタクリレートである。
【００６３】
　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｔａｒｃｈ社からＡｍｐｈｏｍｅｒ（登録商標）またはＬｏｖｏ
ｃｒｙｌ（登録商標）４７という名称で販売されている製品などの、ＣＴＦＡ（４ｔｈ　
ｅｄｉｔｉｏｎ，１９９１）名がオクチルアクリルアミド／アクリレート／ブチルアミノ
エチルメタクリレートコポリマーであるコポリマー、が特に使用される。
　（３）一般式（ＩＩ）で示されるポリアミノアミドから一部または全体が誘導される架
橋およびアシル化ポリアミノアミド。
【化２】

（式中、Ｒ１０は、飽和ジカルボン酸、エチレン二重結合を含む脂肪族モノまたはジカル
ボン酸、これらの酸の、１～６個の炭素原子を含む低級アルカノールのエステルから誘導
される２価の基、または前記酸の任意の１種をビス（第１級）もしくはビス（第２級）ア
ミンに加えることにより誘導される基を示し、Ｚは、ビス（第１級）、モノもしくはビス
（第２級）ポリアルキレン－ポリアミンから誘導される基を示し、好ましくは
　ａ）６０モル％～１００モル％の割合の、式（ＩＩＩ）で示される基、
【化３】

（式中、ｘ＝２、ｐ＝２もしくは３、またはｘ＝３、ｐ＝２であり、この基はジエチレン
トリアミン、トリエチレンテトラミンまたはジプロピレントリアミンから誘導される基で
ある）、
　ｂ）０～４０モル％の割合の、上記式（ＩＩＩ）中、ｘ＝２、ｐ＝１で、エチレンジア
ミンから誘導される基、またはピペラジン：
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から誘導される基、
　ｃ）０～２０モル％の割合の、ヘキサメチレンジアミンから誘導される基－ＮＨ－（Ｃ
Ｈ２）６－ＮＨ－であり、これらのポリアミノアミドは、エピハロヒドリン、ジエポキシ
ド、二無水物およびビス不飽和誘導体から選ばれる二官能性架橋剤の付加反応（ポリアミ
ノアミドのアミン基１モル当たり０．０２５～０．３５モルの架橋剤を使用）によって架
橋され、かつアクリル酸、クロロ酢酸もしくはアルカンスルトン、またはそれらの塩の反
応によってアシル化されている
を示す。）
【００６４】
　飽和カルボン酸は、好ましくは、アジピン酸、２，２，４－トリメチルアジピン酸、２
，４，４－トリメチルアジピン酸、テレフタル酸、エチレン二重結合を含む酸（例えば、
アクリル酸、メタクリル酸およびイタコン酸など）などの、６～１０個の炭素原子を含む
酸から選択される。
【００６５】
　アシル化に使用されるアルカンスルトンは、好ましくは、プロパンスルトンまたはブタ
ンスルトンであり、アシル化剤の塩は、好ましくは、ナトリウムまたはカリウム塩である
。
　（４）式（ＩＶ）で示される両性イオン単位を含むポリマー。

【化５】

（式中、Ｒ１１はアクリレート基、メタクリレート基、アクルルアミド基またはメタクリ
ルアミド基などの重合可能な不飽和基を示し、ｙおよびｚは１～３の整数を示し、Ｒ１２

およびＲ１３は水素原子、メチル基、エチル基またはプロピル基を示し、Ｒ１４およびＲ

１５は水素原子、またはＲ１４およびＲ１５の炭素原子数の合計が１０を超えないアルキ
ル基を示す。）
【００６６】
　そのような単位を含むポリマーはまた、ジメチルもしくはジエチルアミノエチルアクリ
レートもしくはメタクリレート、またはアルキルアクリレートもしくはメタクリレート、
アクリルアミドもしくはメタクリルアミド、あるいはビニルアセテートなどの非両性イオ
ンモノマーから誘導される単位を含むことができる。
【００６７】
　例としては、Ｓａｎｄｏｚ社からＤｉａｆｏｒｍｅｒ　Ｚ３０１という名称で販売され
ている製品などの、メチルメタクリレート／メチルジメチルカルボキシメチルアンモニオ
エチルメタクリレートコポリマーを挙げ得る。
　（５）次式に対応するモノマー単位を含むキトサンから誘導されるポリマー。
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【化６】

　単位（Ｄ）は０～３０％の割合で存在し、単位（Ｅ）は５％～５０％の割合で存在し、
単位（Ｆ）は３０％～９０％の割合で存在し、この単位（Ｆ）において、Ｒ１６は次式で
示される基を表すと理解される。

【化７】

（式中、ｑ＝０のとき、Ｒ１７、Ｒ１８およびＲ１９は、同一であっても異なってもよく
、それぞれ水素原子、メチル、ヒドロキシル、アセトキシもしくはアミノ残基、モノアル
キルアミン残基またはジアルキルアミン残基（任意選択により１個以上の窒素原子により
中断され、かつ／あるいは１個以上のアミン基、ヒドロキシル基、カルボキシル基、アル
キルチオ基もしくはスルホン基で置換されている）、アルキル基がアミノ残基を有するア
ルキルキルチオ残基を示し、この場合、基Ｒ１７、Ｒ１８およびＲ１９の少なくとも１つ
は水素原子であり、
　ｑ＝１のとき、Ｒ１７、Ｒ１８およびＲ１９はそれぞれ水素原子、そしてまた、これら
の化合物と酸または塩基によって生成された塩を示す。）
　（６）一般式（Ｖ）に対応するポリマーは、例えば、仏国特許第１４００３６６号明細
書に記載されている。
【化８】

（式中、Ｒ２０は水素原子、－Ｏ－ＣＨ３、－Ｏ－ＣＨ２－ＣＨ３もしくはフェニル基を
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示し、Ｒ２１は水素原子、またはメチルもしくはエチルなどの低級アルキル基を示し、Ｒ

２２は水素原子、またはメチルもしくはエチルなどのＣ１～Ｃ６低級アルキル基を示し、
Ｒ２３はメチルもしくはエチルなどのＣ１～Ｃ６低級アルキル基、または式－Ｒ２４－Ｎ
（Ｒ２２）２（Ｒ２４は基－ＣＨ２－ＣＨ２－、－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－もしくは－
ＣＨ２－ＣＨ（ＣＨ３）－を示し、Ｒ２２は上記の意味を有する）に対応する基を示す）
　（７）Ｊａｎ　Ｄｅｋｋｅｒ社からＥｖａｌｓａｎという名称で販売されているＮ－カ
ルボキシメチルキトサンまたはＮ－カルボキシブチルキトサンなどの、キトサンのＮ－カ
ルボキシアルキル化から誘導されるポリマー。
　（８）次のものから選ばれる－Ｄ－Ｘ－Ｄ－Ｘ型両性ポリマー。
　ａ）クロロ酢酸またはクロロ酢酸ナトリウムを式（ＶＩ）で示される少なくとも１つの
単位を含む化合物に作用させることによって得られるポリマー。
－Ｄ－Ｘ－Ｄ－Ｘ－Ｄ－　　　　　　（ＶＩ）
（式中、Ｄは基
【化９】

を示し、
　かつＸは符号ＥもしくはＥ’を示し、ＥもしくはＥ’は、同一であっても異なってもよ
い、主鎖中に７個以下の炭素原子を含む直鎖状もしくは分岐状のアルキレン基である２価
の基を示し、非置換もしくはヒドロキシル基により置換されており、酸素、窒素および硫
黄原子に加えて、１～３個の芳香環および／もしくは複素環を含むことができ、酸素、窒
素および硫黄原子は、エーテル、チオエーテル、スルホキシド、スルホン、スルホニウム
、アルキルアミンまたはアルケニルアミン基、ヒドロキシル、ベンジルアミン、アミンオ
キシド、第４級アンモニウム、アミド、イミド、アルコール、エステルおよび／もしくは
ウレタン基の形態で含まれている）
　ｂ）式（ＶＩ’）で示されるポリマー。
－Ｄ－Ｘ－Ｄ－Ｘ－　　　　　　（ＶＩ’）
（式中、Ｄは基

【化１０】

を示し、
　かつＸは符号ＥもしくはＥ’を示し、少なくとも１つはＥ’であり、Ｅは上で示された
意味を有し、Ｅ’は主鎖中に７個以下の炭素原子を含む直鎖状もしくは分岐状のアルキレ
ン基である２価の基を示し、非置換もしくは１個以上のヒドロキシル基により置換され、
かつ１個以上の窒素原子（この窒素原子は、任意選択により酸素原子で中断され、かつ必
ず１個以上のカルボキシル官能基または１個以上のヒドロキシル官能基を含み、クロロ酢
酸またはクロロ酢酸ナトリウムとの反応によってベタイン化されているアルキル鎖で置換
されている）を含む）
　（９）Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノプロピルアミンなどのＮ，Ｎ－ジアルキルアミノアルキ
ルアミンによる半アミド化、またはＮ，Ｎ－ジアルキルアミノアルカノールによる半エス
テル化によって部分的に修飾された（Ｃ１～Ｃ５）アルキルビニルエーテル／無水マレイ
ン酸コポリマー。これらのコポリマーはまたビニルカプロラクタムなどの他のビニルコモ
ノマーを含むことができる。
【００６８】
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　上記両性固定用ポリマーの中で、本発明において最も好ましいものは、Ｎａｔｉｏｎａ
ｌ　Ｓｔａｒｃｈ社からＡｍｐｈｏｍｅｒ（登録商標）、Ａｍｐｈｏｍｅｒ（登録商標）
ＬＶ　７１、またはＬｏｖｏｃｒｙｌ（登録商標）４７という名称で販売されている製品
などの、ＣＴＦＡ名がオクチルアクリルアミド／アクリレート／ブチルアミノエチルメタ
クリレートコポリマーであるコポリマーなど、（３）群のものと、例えば、Ｓａｎｄｏｚ
社からＤｉａｆｏｒｍｅｒ　Ｚ３０１という名称で販売されているメチルメタクリレート
／メチルジメチルカルボキシメチルアンモニオエチルメタクリレートコポリマーなど、（
４）群のものである。
【００６９】
　本発明に使用され得るノニオン性固定用ポリマーは、例えば、次のものから選択される
。
　－　ポリアルキルオキサゾリン、
　－　ビニルアセテートホモポリマー、
　－　ビニルアセテートコポリマー、例えば、ビニルアセテートとアクリル酸エステルと
のコポリマー、ビニルアセテートとエチレンとのコポリマー、ビニルアセテートとマレイ
ン酸エステル（例えば、マレイン酸ジブチル）とのコポリマーなど、
　－　アクリル酸エステルのホモポリマーおよびコポリマー、例えば、Ｒｏｈｍ　＆　Ｈ
ａａｓ社からＰｒｉｍａｌ（登録商標）ＡＣ－２６１ＫおよびＥｕｄｒａｇｉｔ（登録商
標）ＮＥ　３０　Ｄという名称で、ＢＡＳＦ社から８８４５という名称で、またはＨｏｅ
ｃｈｓｔ社からＡｐｐｒｅｔａｎ（登録商標）Ｎ９２１２という名称で販売されている製
品などの、アルキルアクリレートとアルキルメタクリレートとのコポリマー、
　－　例えば、Ｒｏｈｍ　＆　Ｈａａｓ社からＣＪ　０６０１　Ｂという名称で販売され
ている製品などの、アクリロニトリルと、例えばブタジエンおよびアルキル（メタ）アク
リレートから選ばれた非イオン性モノマーとのコポリマー、
　－　スチレンホモポリマー、
　－　スチレンコポリマー、例えば、Ｈｏｅｃｈｓｔ社から販売されている製品Ｍｏｗｉ
ｌｉｔｈ（登録商標）ＬＤＭ　６９１１、Ｍｏｗｉｌｉｔｈ（登録商標）ＤＭ　６１１お
よびＭｏｗｉｌｉｔｈ（登録商標）ＬＤＭ　６０７０、並びにＲｈｏｎｅ－Ｐｏｕｌｅｎ
ｃ社から販売されている製品Ｒｈｏｄｏｐａｓ（登録商標）ＳＤ　２１５、Ｒｈｏｄｏｐ
ａｓ（登録商標）ＤＳ　９１０などのスチレンとアルキル（メタ）アクリレートとのコポ
リマー；スチレンとアルキルメタクリレートとアルキルアクリレートとのコポリマー；ス
チレンとブタジエンとのコポリマー；またはスチレンとブタジエンとビニルピリジンとの
コポリマーなど、
　－　ポリアミド、
　－　ビニルピロリドンホモポリマーや、ＢＡＳＦ社からＬｕｖｉｓｋｏｌ（登録商標）
Ｐｌｕｓという名称で販売されているポリビニルカプロラクタムなどのビニルラクタムホ
モポリマー、
　－　ＢＡＳＦ社からＬｕｖｉｔｅｃ（登録商標）ＶＰＣ　５５Ｋ６５Ｗという名称で販
売されているポリ（ビニルピロリドン／ビニルラクタム）コポリマー、ＩＳＰ社からＰＶ
ＰＶＡ（登録商標）Ｓ６３０Ｌという名称で、ＢＡＳＦ社からＬｕｖｉｓｋｏｌ（登録商
標）ＶＡ　７３、ＶＡ　６４、ＶＡ　５５、ＶＡ　３７およびＶＡ　２８という名称で販
売されているものなどのポリ（ビニルピロリドン／ビニルアセテート）コポリマー、並び
に、例えば、ＢＡＳＦ社からＬｕｖｉｓｋｏｌ（登録商標）ＶＡＰ　３４３という名称で
販売されている製品などの、ポリ（ビニルピロリドン／ビニルアセテート／ビニルプロピ
オネート）ターポリマーなどのビニルラクタムコポリマー。
【００７０】
　上記ノニオン性ポリマーのアルキル基は、好ましくは、１～６個の炭素原子を有する。
【００７１】
　本発明においては、ポリシロキサン部分および非シリコーン有機鎖からなる部分を含み
、その２つの部分の１つはポリマーの主鎖を構成し、他は前記主鎖にグラフトしているグ
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ラフトシリコーン型の固定用ポリマーを使用することもできる。
【００７２】
　これらのポリマーは、例えば特許出願、欧州特許出願公開第Ａ－４１２７０４号明細書
、同第Ａ－４１２７０７号明細書、同第Ａ－６４０１０５号明細書、国際公開第９５／０
０５７８号パンフレット、欧州特許出願公開第Ａ－５８２１５２号明細書および国際公開
第９３／２３００９号パンフレット、並びに特許、米国特許第４６９３９３５号明細書、
同第４７２８５７１号明細書および同第４９７２０３７号明細書に記載されている。
【００７３】
　これらのポリマーは両性、アニオン性またはノニオン性であってよく、好ましくは、ア
ニオン性またはノニオン性である。
【００７４】
　例えば、そのようなポリマーは、
　ａ）５０重量％～９０重量％のｔｅｒｔ－ブチルアクリレート、
　ｂ）０～４０重量％のアクリル酸、
　ｃ）５重量％～４０重量％の、式：
【化１１】

（式中、ｖは５～７００の範囲の数であり、重量パーセントはモノマーの全重量に対して
算出されている）
で示されるシリコーンマクロマー
から形成されるモノマー混合物のフリーラジカル重合によって得ることができるコポリマ
ーである。
【００７５】
　グラフトシリコーンポリマーの他の例は、具体的には、ポリ（メタ）アクリル酸型とポ
リアルキル（メタ）アクリレート型の混合ポリマー単位がチオプロピレン型接合鎖を介し
てグラフトされているポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）や、ポリイソブチル（メタ）
アクリレート型のポリマー単位がチオプロピレン型接合鎖を介してグラフトされているポ
リジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）である。
【００７６】
　挙げ得るシリコーン固定用ポリマーの他の型は、ＢＡＳＦ社から販売されている製品の
Ｌｕｖｉｆｌｅｘ（登録商標）Ｓｉｌｋである。
【００７７】
　固定用ポリマーとしては、官能性または非官能性のアニオン性、両性またはノニオン性
のシリコーンもしくは非シリコーンポリウレタン、またはこれらの混合物を使用すること
もまた可能である。
【００７８】
　本発明で特に対象としたポリウレタンは、出願人が特許権者である、特許出願、欧州特
許第０７５１１６２号明細書、欧州特許第０６３７６００号明細書、欧州特許第０６４８
４８５号明細書および仏国特許第２７４３２９７号明細書に開示されているもの、また、
ＢＡＳＦ社による特許出願、欧州特許第０６５６０２１号明細書および国際公開第９４／
０３５１０号パンフレット、並びに、Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｔａｒｃｈ社による欧州特許
第０６１９１１１号明細書に開示されているものである。
【００７９】
　本発明に特に適したポリウレタンとしては、ＢＡＳＦ社からＬｕｖｉｓｅｔ　Ｐｕｒ（
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登録商標）およびＬｕｖｉｓｅｔ（登録商標）Ｓｉ　Ｐｕｒという名称で販売されている
製品を挙げ得る。
【００８０】
　固定用ポリマーは、好ましくは、エアロゾル組成物の全重量に対して、０．１重量％～
２０重量％、好ましくは１重量％～１５重量％、より好ましくは３重量％～１０重量％の
範囲の割合で含まれる。
【００８１】
　好ましい一実施形態においては、１種以上の固定用ポリマーのアルコール性媒体もしく
は水－アルコール性媒体中の溶液または分散体、すなわち、本発明のエアロゾル組成物の
液相の、噴射剤と接触させる前、温度２５℃、剪断速度１ｓ－１での動粘度は、３ｃＰ超
、好ましくは、３～２０ｃＰ、より好ましくは、４～１０ｃＰの範囲である。
【００８２】
　この粘度は、粘度計、例えば、円錐平板状の応力制御粘度計、例えば、Ｔｈｅｒｍｏ　
Ｅｌｅｃｔｒｏｎ製のＨａａｋｅ　ＲＳ１粘度計を使用して測定することができる。
【００８３】
　本発明のエアロゾル組成物は少なくとも１種の噴射剤を含む。この、またはこれらの化
学物質は、ジメチルエーテル（ＤＭＥ）、および、任意選択により塩素化および／または
フッ素化されるｎ－ブタン、プロパンまたはイソブタンなどの揮発性炭化水素、並びにこ
れらの混合物から選択される。フッ素化および／または塩素化炭化水素の中で、ＤｕＰｏ
ｎｔ　ｄｅ　Ｎｅｍｏｕｒｓ社からＦｒｅｏｎ（登録商標）およびＤｙｍｅｌ（登録商標
）として販売されている化合物、具体的には、特にＤｕＰｏｎｔ　ｄｅ　Ｎｅｍｏｕｒｓ
社からＤｙｍｅｌ　１５２　Ａという商品名で販売されているモノフルオロトリクロロメ
タン、ジフルオロジクロロメタン、テトラフルオロジクロロエタン、および１，１－ジフ
ルオロエタンを挙げ得る。二酸化炭素、亜酸化窒素、窒素または圧縮空気もまた、噴射剤
として使用し得る。
【００８４】
　ジメチルエーテルを使用することが好ましい。
【００８５】
　噴射剤は、エアロゾル組成物の全重量に対して、１０重量％～８０重量％、好ましくは
２０重量％～７５重量％、より一層好ましくは３０重量％～７０重量％の範囲の濃度で存
在することが有利である。
【００８６】
　本発明のエアロゾル組成物はまた、一種以上の増粘剤を含んでもよい。
【００８７】
　本発明の目的のためには、用語「増粘剤」は、水溶液または３０％のエタノールを含む
水－アルコール溶液に１重量％、ｐＨ７で加えたとき、２５℃、剪断速度１ｓ－１で、少
なくとも１００ｃＰの、好ましくは少なくとも５００ｃＰの動粘度を得ることを可能にす
る薬剤を意味する。この粘度は上記の円錐平板粘度計を使用して測定し得る。
【００８８】
　本装置に含まれる組成物の粘度を増加させる、これらの増粘剤は、天然または合成の、
アニオン性、両性、両イオン性、ノニオン性またはカチオン性の、結合性または非結合性
のポリマー系増粘剤から選択し得る。
【００８９】
　ポリマー系増粘剤としては、例えば、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピ
ルセルロースおよびカルボキシメチルセルロースなどのセルロース増粘剤、グアーガム、
およびその誘導体（Ｒｈｏｄｉａ社からＪａｇｕａｒ　ＨＰ　１０５の製品番号で販売さ
れているヒドロキシプロピルグアーなど）、キサンタンガムおよびスクレログルカンなど
の微生物由来のガム、アクリル酸またはアクリルアミドプロパンスルホン酸の架橋ホモポ
リマー、例えばカルボマー、または、Ｇｏｏｄｒｉｃｈ社からＰｅｍｕｌｅｎ　ＴＲ１も
しくはＴＲ２の名称で、Ａｌｌｉｅｄ　Ｃｏｌｌｏｉｄｓ社からＳａｌｃａｒｅ　ＳＣ９
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０の名称で、Ｒｈｏｍ　＆　Ｈａａｓ社からはＡｃｕｌｙｎ　２２、２８、３３、４４も
しくは４６の名称で、そしてＡｋｚｏ社からはＥｌｆａｃｏｓ　Ｔ２１０およびＴ２１２
の名称で販売されている、ノニオン性、アニオン性もしくは両性の結合性ポリマーなどの
合成ポリマー系増粘剤を挙げ得る。
【００９０】
　本発明の装置に含まれるエアロゾル組成物はまた、１種以上のシリコーン、１種以上の
非シリコーン脂肪物質、および１種以上の酸性化剤または塩基性化剤、並びにこれらの混
合物を含み得る。
【００９１】
　本発明の装置に含まれる組成物はまた、１種以上のシリコーンを含み得る。
【００９２】
　本発明の組成物に含まれ得るシリコーンは、具体的にはポリオルガノシロキサンであり
、水溶液、すなわち溶解した形態であってよく、あるいは任意選択により分散体もしくは
微分散体、または水性エマルションの形態であってよい。ポリオルガノシロキサンはまた
、オイル、ワックス、樹脂もしくはガムの形態であってもよい。
【００９３】
　オルガノポリシロキサンは、Ｗａｌｔｅｒ　ＮｏｌｌのＣｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ｏｆ　Ｓｉｌｉｃｏｎｅｓ，（１９６８），Ａｃａｄｅｍｉｃ　
Ｐｒｅｓｓにより詳細に定義されている。
【００９４】
　シリコーンは揮発性であっても不揮発性であってもよい。
【００９５】
　シリコーンは、揮発性のとき、沸点が６０℃～２６０℃のものから特に選択され、
　－　３～７個、好ましくは４～５個のシリコン原子を含む環状シリコーン
から特に選択される。
【００９６】
　これらは、例えば、特にＵｎｉｏｎ　Ｃａｒｂｉｄｅ社からＶｏｌａｔｉｌｅ　Ｓｉｌ
ｉｃｏｎｅ　７２０７という名称で、もしくはＲｈｏｄｉａ社からＳｉｌｂｉｏｎｅ　７
００４５　Ｖ２という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、Ｕｎ
ｉｏｎ　Ｃａｒｂｉｄｅ社からＶｏｌａｔｉｌｅ　Ｓｉｌｉｃｏｎｅ　７１５８という名
称で、またＲｈｏｄｉａ社からＳｉｌｂｉｏｎｅ　７００４５　Ｖ５という名称で販売さ
れているデカメチルシクロペンタシロキサン、およびこれらの混合物である。
【００９７】
　Ｕｎｉｏｎ　Ｃａｒｂｉｄｅ社から販売されているＶｏｌａｔｉｌｅ　Ｓｉｌｉｃｏｎ
ｅ　ＦＺ　３１０９など、次の化学構造で示される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もまた挙げ得る。
【化１２】

【００９８】
　オクタメチル－シクロテトラシロキサンとテトラキス（トリメチルシリル）ペンタエリ
トリトール（５０／５０）の混合物、および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
）ネオペンタンとの混合物などの、環状シリコーンとオルガノシリコン化合物との混合物
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もまた挙げ得る；
　－　２～９個のシリコン原子を含み、かつ２５℃で５×１０－６ｍ２／ｓ以下の粘度を
有する直鎖状揮発性シリコーン。例としては、特にトーレ・シリコーン株式会社から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がある。この群に属するシ
リコーンもまた、Ｃｏｓｍｅｔｉｃｓ　ａｎｄ　Ｔｏｉｌｅｔｒｉｅｓ，Ｖｏｌ．９１，
Ｊａｎ．７６，ｐｐ．２７－３２　－Ｔｏｄｄ　＆　Ｂｙｅｒｓ　Ｖｏｌａｔｉｌｅ　Ｓ
ｉｌｉｃｏｎｅ　Ｆｌｕｉｄｓ　ｆｏｒ　Ｃｏｓｍｅｔｉｃｓの中で発表された記事に記
載されている。
【００９９】
　不揮発性シリコーン、特に、ポリアルキルシロキサン、ポリアリールシロキサン、ポリ
アルキルアリールシロキサン、シリコーンガムおよび樹脂、およびオルガノ官能基で修飾
されたポリオルガノシロキサン、並びにこれらの混合物を使用することが好ましい。
【０１００】
　これらのシリコーンは、特に、ポリアルキルシロキサンから選択され、その中でも、２
５℃で５×１０－６～２．５ｍ２／ｓ、好ましくは１×１０－５～１ｍ２／ｓの粘度を有
する、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（ＣＴＦＡ名ではジメチコ
ン）を主として挙げ得る。シリコーンの粘度は、例えば、２５℃で、標準ＡＳＴＭ　４４
５　Ａｐｐｅｎｄｉｘ　Ｃにより測定される。
【０１０１】
　これらのポリアルキルシロキサンの中で、次の市販製品を挙げ得るが、それらに限定さ
れるものではない。
　－　Ｒｈｏｄｉａ社から販売されている４７および７００４７シリーズのＳｉｌｂｉｏ
ｎｅオイル、またはＭｉｒａｓｉｌオイル（例えば、オイル７００４７　Ｖ　５００００
０）、
　－　Ｒｈｏｄｉａ社から販売されているＭｉｒａｓｉｌシリーズのオイル、
　－　Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ社の２００シリーズのオイル（特に、６００００ｃＳｔの
粘度を有するＤＣ２００など）、
　－　Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ社のＶｉｓｃａｓｉｌオイル、およびＧｅｎｅ
ｒａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ社のＳＦシリーズのある種のオイル（ＳＦ　９６、ＳＦ　１８
）。
【０１０２】
　Ｒｈｏｄｉａ社の４８シリーズのオイルなどの、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（ＣＴＦＡ名ではジメチコノール）もまた挙げ得る。
【０１０３】
　アミノエチル、アミノプロピルおよびα、ω－シラノール基を含むポリジメチルシロキ
サンもまた挙げ得る。
【０１０４】
　この群のポリアルキルシロキサンでは、Ｇｏｌｄｓｃｈｍｉｄｔ社からＡｂｉｌ　Ｗａ
ｘ　９８００および９８０１の名称で販売されている製品もまた挙げ得るが、これはポリ
（Ｃ１～Ｃ２０）アルキルシロキサンである。
【０１０５】
　ポリアルキルアリールシロキサンは、特に、直鎖状および／もしくは分岐状の、２５℃
で１×１０－５～５×１０－２ｍ２／ｓの粘度を有する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。
【０１０６】
　これらのポリアルキルアリールシロキサンの中で挙げ得る例には、次の名称で販売され
ている製品が含まれる。
　－　Ｒｈｏｄｉａ社の７０６４１シリーズのＳｉｌｂｉｏｎｅオイル、
　－　Ｒｈｏｄｉａ社のＲｈｏｄｏｒｓｉｌ　７０６３３および７６３シリーズのオイル
、
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　－　Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ社のＤｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ　５５６　Ｃｏｓｍｅｔｉｃ
　Ｇｒａｄｅ　Ｆｌｕｉｄオイル、
　－　Ｂａｙｅｒ社のＰＫシリーズのシリコーン（製品ＰＫ２０など）、
　－　Ｂａｙｅｒ社のＰＮおよびＰＨシリーズのシリコーン（製品ＰＮ１０００およびＰ
Ｈ１０００など）、
　－　Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ社のＳＦシリーズのある種のオイル（ＳＦ　１
０２３、ＳＦ　１１５４、ＳＦ　１２５０およびＳＦ　１２６５など）。
【０１０７】
　本発明の組成物に含まれ得るシリコーンガムは、特に、２０００００～１００００００
の高い数平均分子量を有し、溶媒中に単独もしくは混合物として使用されるポリジオルガ
ノシロキサンである。この溶媒は、揮発性シリコーン、ポリジメチルシロキサン（ＰＤＭ
Ｓ）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、メチレンクロライド、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。
【０１０８】
　特に、次の製品を挙げ得る。
　－　ポリジメチルシロキサンガム、
　－　ポリジメチルシロキサン／メチルビニルシロキサンガム、
　－　ポリジメチルシロキサン／ジフェニルシロキサンガム、
　－　ポリジメチルシロキサン／フェニルメチルシロキサンガム、
　－　ポリジメチルシロキサン／ジフェニルシロキサン／メチルビニルシロキサンガム。
【０１０９】
　特に使用し得る製品は、次の混合物である。
　－　分子鎖の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（ＣＴＦＡの辞
書の命名法でジメチコノールとして知られる）および環状ポリジメチルシロキサン（ＣＴ
ＦＡの辞書の命名法でシクロメチコンとして知られる）から形成される、Ｄｏｗ　Ｃｏｒ
ｎｉｎｇ社から販売されている製品Ｑ２　１４０１などの混合物、
　－　ポリジメチルシロキサンガムと環状シリコーンから形成される、Ｇｅｎｅｒａｌ　
Ｅｌｅｃｔｒｉｃ社の製品ＳＦ　１２１４　Ｓｉｌｉｃｏｎｅ　Ｆｌｕｉｄなどの混合物
（この製品は、５０００００の数平均分子量を有し、デカメチルシクロペンタシロキサン
に対応するオイルＳＦ　１２０２　Ｓｉｌｉｃｏｎｅ　Ｆｌｕｉｄに溶解している、ジメ
チコンに対応するＳＦ　３０ガムである）、
　－　異なる粘度を有する２種のＰＤＭＳの混合物、特に、Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｅｌｅｃｔ
ｒｉｃ社の製品ＳＦ　１２３６などの、ＰＤＭＳガムとＰＤＭＳオイルの混合物。製品Ｓ
Ｆ　１２３６は、上で定義された２０ｍ２／ｓの粘度を有するガムＳＥ　３０と５×１０
－６ｍ２／ｓの粘度を有するオイルＳＦ　９６の混合物である。この製品は、好ましくは
、１５％のＳＥ　３０と８５％のオイルＳＦ　９６を含む。
【０１１０】
　本発明の組成物に含まれ得るオルガノポリシロキサン樹脂は次の単位：Ｒ２ＳｉＯ２／

２、Ｒ３ＳｉＯ１／２、ＲＳｉＯ３／２およびＳｉＯ４／２（式中、Ｒは１～１６個の炭
素原子を含む炭化水素基またはフェニル基を示す）を含む架橋シロキサン系である。これ
らの製品の中で特に好ましいものは、ＲがＣ１～Ｃ４低級アルキル基であるものであり、
特に、メチルまたはフェニル基であるものである。
【０１１１】
　これらの樹脂の中で、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得るが、これらはジメ
チル／トリメチルシロキサン構造のシロキサンである。
【０１１２】
　信越化学工業株式会社から特にＸ２２－４９１４、Ｘ２１－５０３４およびＸ２１－５
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０３７という名称で販売されているトリメチルシロキシシリケート型の樹脂も挙げ得る。
【０１１３】
　本発明の組成物に含まれ得る有機変性シリコーンは、上で定義したシリコーンであり、
その構造中に炭化水素ベースの基を介して結合した１つ以上の有機官能基を含む。
【０１１４】
　有機変性シリコーンの中では、次のものを含むポリオルガノシロキサンを挙げ得る。
　－　任意選択によりＣ６～Ｃ２４のアルキル基を含む、Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ社から
ＤＣ　１２４８という名称で、またはＵｎｉｏｎ　Ｃａｒｂｉｄｅ社のオイルＳｉｌｗｅ
ｔ　Ｌ　７２２、Ｌ　７５００、Ｌ　７７およびＬ　７１１という名称で販売されている
、ジメチコンコポリオールとして知られている製品、並びにＤｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ社か
らＱ２　５２００という名称で販売されている（Ｃ１２）アルキルメチコンコポリオール
として知られている製品などのポリエチレンオキシおよび／もしくはポリプロピレンオキ
シ基、
　－　Ｇｅｎｅｓｅｅ社からＧＰ　７２　ＡおよびＧＰ　７１の名称で販売されている製
品などのチオール基、
　－　ＳＷＳ　ＳｉｌｉｃｏｎｅｓからＳｉｌｉｃｏｎｅ　Ｃｏｐｏｌｙｍｅｒ　Ｆ－７
５５の名称で、またＧｏｌｄｓｃｈｍｉｄｔ社からＡｂｉｌ　Ｗａｘ　２４２８、２４３
４および２４４０の名称で販売されている製品などのアルコキシ化基、
　－　仏国特許出願、仏国特許出願公開第Ａ－８５１６３３４号明細書に記載されている
、ヒドロキシアルキル官能基を含むポリオルガノシロキサンなどのヒドロキシル化基；
　－　アシルオキシアルキル基、例えば特許、米国特許第Ａ－４９５７７３２号明細書に
記載されているポリオルガノシロキサン、
　－　例えばチッソ株式会社による特許、欧州特許第１８６５０７号明細書に記載されて
いる生成物中のカルボン酸型の、または信越化学工業株式会社の製品Ｘ－　２２－３７０
１Ｅに含まれるものなどのアルキルカルボキシル型のアニオン基；２－ヒドロキシアルキ
ルスルホネート；Ｇｏｌｄｓｃｈｍｉｄｔ社からＡｂｉｌ　Ｓ２０１およびＡｂｉｌ　Ｓ
２５５の名称で販売されている製品などの２－ヒドロキシアルキルチオスルフェート、
　－　ヒドロキシアシルアミノ基、例えば特許出願、欧州特許第３４２８３４号明細書に
記載されているポリオルガノシロキサン。例えば、Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ社の製品Ｑ２
－８４１３を挙げ得る。
【０１１５】
　有機変性シリコーンの中で、アミノシリコーンもまた挙げ得る。
【０１１６】
　本発明の目的では、用語「アミノシリコーン」は、少なくとも１つの第１級、第２級も
しくは第３級のアミン官能基、または第４級アンモニウム基を含む任意のシリコーンを意
味する。
【０１１７】
　本発明の化粧料組成物に使用し得るアミノシリコーンは次のものから選択される。
　（ａ）下記式（ＶＩＩ）に対応する化合物。
【化１３】

　（式中：
　Ｔは水素原子、またはフェニル、ヒドロキシル（－ＯＨ）もしくはＣ１～Ｃ８アルキル
基、好ましくはメチル基、またはＣ１～Ｃ８アルコキシ基、好ましくはメトキシ基であり
、
　ａは数０または１～３の整数、好ましくは０を示し、
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　ｂは０または１、特に１を示し、
　ｍおよびｎは和（ｎ＋ｍ）が特に１～２０００、特に５０～１５０の範囲となり得る数
であって、ｎが０～１９９９、特に４９～１４９の数を示し、ｍが１～２０００、特に１
～１０の数を示すことが可能であり、
　Ｒ１は式－ＣｑＨ２ｑＬで示される１価の基、ただしｑは２～８の数であり、Ｌは任意
選択により第４級化された、次の基から選択されるアミノ基である。
　－　Ｎ（Ｒ２）－ＣＨ２－ＣＨ２－Ｎ（Ｒ２）２、
　－　Ｎ（Ｒ２）２、
　－　Ｎ＋（Ｒ２）３Ｑ－、
　－　Ｎ＋（Ｒ２）（Ｈ）２Ｑ－、
　－　Ｎ＋（Ｒ２）２ＨＱ－、
　－　Ｎ（Ｒ２）－ＣＨ２－ＣＨ２－Ｎ＋（Ｒ２）（Ｈ）２Ｑ－、
（ただし、Ｒ２は水素原子、フェニル基、ベンジル基、または飽和炭化水素ベースの１価
の基、例えばＣ１～Ｃ２０のアルキル基を示し、かつＱ－はハロゲン化物イオン、例えば
フッ化物、塩化物、臭化物またはヨウ化物を示す。
【０１１８】
　特に、式（ＶＩＩ）の定義に対応するアミノシリコーンは、下記式（ＶＩＩＩ）に対応
する化合物から選択される。
【化１４】

　（式中、Ｒ、Ｒ’およびＲ”は、同一であっても異なっていてもよく、それぞれＣ１～
Ｃ４アルキル基、好ましくはＣＨ３、Ｃ１～Ｃ４アルコキシ基、好ましくはメトキシ基、
またはＯＨを示し、Ａは直鎖状もしくは分岐状のＣ３～Ｃ８、好ましくはＣ３～Ｃ６のア
ルキレン基を示し、ｍおよびｎは分子量に依存した整数であって、その和は１～２０００
である。）
【０１１９】
　第１の可能性では、Ｒ、Ｒ’およびＲ”は、同じでも異なっていてもよく、それぞれＣ

１～Ｃ４のアルキル基またはヒドロキシル基を示し、ＡはＣ３アルキレン基を示し、かつ
ｍおよびｎは重量平均分子量が約５０００～５０００００となるような値である。このタ
イプの化合物はＣＴＦＡの辞書では「アモジメチコン」と称されている。
【０１２０】
　第２の可能性では、Ｒ、Ｒ’およびＲ”は、同一であっても異なっていてもよく、それ
ぞれＣ１～Ｃ４のアルキル基またはヒドロキシル基を示し、基ＲまたはＲ”の少なくとも
１つはアルコキシ基であり、ＡはＣ３アルキレン基を示す。ヒドロキシル基／アルコキシ
基のモル比は、好ましくは、０．２／１～０．４／１であり、０．３／１に等しいことが
有利である。さらに、ｍおよびｎは、化合物の重量平均分子量が２０００～１０６となる
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１～１０００である。
【０１２１】
　この群の化合物においては、とりわけＷａｃｋｅｒ社から販売されている製品Ｂｅｌｓ
ｉｌ（登録商標）ＡＤＭ　６５２を挙げ得る。
【０１２２】
　第３の可能性では、ＲおよびＲ”は、異なるものであって、それぞれＣ１～Ｃ４アルコ
キシ基またはヒドロキシル基を示し、基ＲもしくはＲ”の少なくとも１つはアルコキシ基
であり、Ｒ’はメチル基を示し、かつＡはＣ３アルキレン基を示す。ヒドロキシル基／ア
ルコキシ基のモル比は、好ましくは、１／０．８～１／１．１であるが、１／０．９５に
等しいことが有利である。さらに、ｍおよびｎは、化合物の重量平均分子量が２０００～
２０００００になるような値である。特に、ｎは０～９９９であり、ｍは１～１０００で
あり、ｎとｍの和は１～１０００である。
【０１２３】
　特に、Ｗａｃｋｅｒ社から販売されている製品Ｆｌｕｉｄ　ＷＲ（登録商標）１３００
を挙げ得る。
【０１２４】
　なお、これらのシリコーンの分子量は、ゲルパーミエーションクロマトグラフ法（室温
、ポリスチレン標準、μスティラゲム（ｓｔｙｒａｇｅｍ）カラム、溶離液ＴＨＦ、流量
１ｍｍ／分、ＴＨＦ中０．５重量％のシリコーンを含む溶液２００μｌを注入し、検出は
屈折法およびＵＶ分光法により行う）により測定される。
【０１２５】
　（式（ＶＩＩ）の定義に対応する製品は、特に、ＣＴＦＡ辞書で「トリメチルシリルア
モジメチコン」として知られている、下記式（ＩＸ）に対応するポリマーである。
【化１５】

　式中、ｎおよびｍは上記式（ＶＩＩ）における意味を有する。
【０１２６】
　そのような化合物は、例えば、特許、欧州特許第９５２３８号明細書に記載されている
。式（ＩＸ）の化合物は、例えば、ＯＳＩ社からＱ２－８２２０の名称で販売されている
。
　（ｂ）下記式（Ｘ）に対応する化合物。
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【化１６】

　（式中、
　Ｒ３はＣ１～Ｃ１８の１価の炭化水素ベースの基、特にＣ１～Ｃ１８のアルキルまたは
Ｃ２～Ｃ１８のアルケニル基、例えば、メチル基を示し、
　Ｒ４は２価の炭化水素ベースの基、特にＣ１～Ｃ１８のアルキレン基または２価のＣ１

～Ｃ１８、例えばＣ１～Ｃ８のアルキレンオキシ基を示し、
　Ｑ－はハロゲン化物イオン、特に塩化物であり、
　ｒは２～２０、特に２～８平均統計値を示し、
　ｓは２～２００、特に２０～５０の平均の統計値を示す。
【０１２７】
　そのような化合物は、特に、米国特許第４１８５０８７号明細書に記載されている。
【０１２８】
　このクラスに入る化合物は、Ｕｎｉｏｎ　Ｃａｒｂｉｄｅ社からＵｃａｒ　Ｓｉｌｉｃ
ｏｎｅ　ＡＬＥ　５６の名称で販売されている製品である。
　（ｃ）式（ＸＩ）で示される第４級アンモニウムシリコーン。

【化１７】

　（式中、
　Ｒ７は、同一であっても異なっていてもよく、１～１８個の炭素原子を含む１価の炭化
水素ベースの基、特にＣ１～Ｃ１８のアルキル基、Ｃ２～Ｃ１８のアルケニル基、または
５個もしくは６個の炭素原子を含む環、例えばメチル基を示し、
　Ｒ６は２価の炭化水素ベースの基、特にＣ１～Ｃ１８のアルキレン基、またはＳｉ－Ｃ
結合を介してＳｉに結合している２価のＣ１～Ｃ１８、例えばＣ１～Ｃ８のアルキレンオ
キシ基を示し、
　Ｒ８は同一であっても異なっていてもよく、それぞれ水素原子、１～１８個の炭素原子
を含む１価の炭化水素ベースの基、特にＣ１～Ｃ１８のアルキル基、Ｃ２～Ｃ１８のアル
ケニル基または－Ｒ６－ＮＨＣＯＲ７基を示し、
　Ｘ－はハロゲン化物イオン、特に塩化物イオン、または有機酸塩（酢酸塩など）などの
アニオンであり；
　ｒは２～２００、特に５～１００の平均統計値である。
【０１２９】
　これらのシリコーンは、例えば、特許出願、欧州特許出願公開第Ａ－０５３０９７４号
明細書に記載されている。
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　（ｄ）式（ＸＩＩ）で示されるアミノシリコーン。
【化１８】

　式中；
　－　Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３およびＲ４は、同一であっても異なっていてもよく、Ｃ１～Ｃ４

アルキル基またはフェニル基を示し、
　－　Ｒ５はＣ１～Ｃ４のアルキル基またはヒドロキシル基を示し、
　－　ｎは１～５の範囲の整数であり、
　－　ｍは１～５の範囲の整数であり、かつ
　－　ｘはアミン数が０．０１～１ｍｅｑ／ｇとなるように選ばれる。
【０１３０】
　特に好ましいシリコーンはポリジメチルシロキサン（ＩＮＣＩ名：ジメチコン）および
アミノシリコーンである。
【０１３１】
　これらの化合物が使用されるとき、１つの特に有利な実施形態では、それらはカチオン
性および／またはノニオン性界面活性剤と併用される。
【０１３２】
　例を示せば、Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ社からＣａｔｉｏｎｉｃ　Ｅｍｕｌｓｉｏｎ　Ｄ
Ｃ　９３９の名称で販売されている製品を使用し得るが、これは、アモジメチコンに加え
て、塩化トリメチルセチルアンモニウムのカチオン性界面活性剤、およびトリデセス－１
２というＣＴＦＡ名で知られている、式：Ｃ１３Ｈ２７－（ＯＣ２Ｈ４）１２－ＯＨで示
されるノニオン性界面活性剤を含む。
【０１３３】
　本発明において使用し得る他の市販品としては、Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ社からＤｏｗ
　Ｃｏｒｎｉｎｇ　Ｑ２　７２２４という名称で販売されている製品であって、上記式（
ＩＸ）で示されるトリメチルシリルアモジメチコン、式：Ｃ８Ｈ１７－Ｃ６Ｈ４－（ＯＣ
Ｈ２ＣＨ２）４０－ＯＨで示され、オクトキシノール－４０というＣＴＦＡ名で知られて
いるノニオン性界面活性剤、式：Ｃ１２Ｈ２５－（ＯＣＨ２－ＣＨ２）６－ＯＨで示され
、イソラウレス－６というＣＴＦＡ名で知られている第２のノニオン性界面活性剤、およ
びプロピレングリコールの組み合わせを含むものである。
【０１３４】
　本発明の装置に含まれる組成物はまた、１種以上の非シリコーン系脂肪物質も含み得る
。
【０１３５】
　用語「脂肪物質」は、室温（２５℃）および大気圧下（７６０ｍｍＨｇ、すなわち１．
０１３×１０５Ｐａ）で非水溶性、すなわち、溶解度が５％未満、好ましくは１％未満、
より好ましくは０．１％未満の有機化合物を意味する。非シリコーン系脂肪物質は、一般
に、少なくとも６個の炭素原子を含み、シロキサン基を全く含まない、炭化水素ベースの
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分子鎖をその構造中に有する。さらに、脂肪物質は一般に有機溶媒、例えば、クロロホル
ム、エタノール、ベンゼン、ワセリンまたはデカメチルシクロペンタシロキサンに、同じ
温度、圧力条件下で可溶である。
【０１３６】
　用語「非シリコーン系脂肪物質」は、その構造中にケイ素原子を含まない脂肪物質を意
味する。
【０１３７】
　本発明の組成物に使用し得る脂肪物質は、一般に、オキシアルキレン化されていなく、
好ましくはカルボン酸ＣＯＯＨ官能基を含まない。
【０１３８】
　本発明の非シリコーン系脂肪物質は、好ましくは、炭化水素、脂肪族アルコール、脂肪
族エステル、シリコーンおよび脂肪族エーテル、並びにこれらの混合物から選択される。
【０１３９】
　より一層好ましくは、それらは炭化水素、脂肪族アルコールおよび脂肪族エステル、並
びにこれらの混合物から選択される。
【０１４０】
　それらは、室温および大気圧で、液体であっても非液体であってもよい。
【０１４１】
　本発明の液体脂肪物質は、温度２５℃および剪断速度１ｓ－１における粘度が、好まし
くは２０００ｃＰ以下、より好ましくは１０００ｃＰ以下、より一層好ましくは１００ｃ
Ｐ以下である。この粘度は上記の円錐／平板状の粘度計を使用して測定し得る。
【０１４２】
　用語「液体炭化水素」は、炭素と水素原子のみから構成される、室温（２５℃）および
大気圧（７６０ｍｍＨｇ、すなわち１．０１３×１０５Ｐａ）で液体の炭化水素を意味す
る。
【０１４３】
　液体炭化水素は、特に、以下から選択される。
　－　直鎖状または分岐状で、任意選択により環状の、Ｃ６～Ｃ１６低級アルカン。挙げ
得る例としては、ヘキサン、ウンデカン、ドデカン、トリデカン、およびイソパラフィン
（例えば、イソヘキサデカン、イソドデカンおよびイソデカン）がある。
　－　揮発性または非揮発性液体パラフィンおよびその誘導体、ワセリン、液体ワセリン
、ポリデカン、水素化ポリイソブテン、並びにスクアランなどの、１６個超の炭素原子を
有する鉱物、動物または合成由来の直鎖状または分岐状の炭化水素。
【０１４４】
　１つの好ましい変形形態では、液体炭化水素は、揮発性または非揮発性液体パラフィン
およびその誘導体、並びに液体ワセリンから選択される。
【０１４５】
　用語「液体脂肪族アルコール」は、グリセロール化もオキシアルキレン化もされていな
い、室温（２５℃）および大気圧（７６０ｍｍＨｇ、すなわち１．０１３×１０５Ｐａ）
で液体の脂肪族アルコールを意味する。
【０１４６】
　本発明の液体脂肪族アルコールは、好ましくは、８～３０個の炭素原子を含む。
【０１４７】
　本発明の液体脂肪族アルコールは、飽和であっても不飽和であってもよい。
【０１４８】
　飽和液体脂肪族アルコールは、分岐状であることが好ましい。それらは、任意選択によ
り、構造中に少なくとも１つの芳香環または非芳香環を含む。それらは非環式であること
が好ましい。
【０１４９】
　本発明の液体脂肪族アルコールは、特に、オクチルドデカノール、イソステアリルアル
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コールおよび２－ヘキシルデカノールから選択される。
【０１５０】
　オクチルドデカノールが最も好ましい。
【０１５１】
　不飽和液体脂肪族アルコールは、構造中に少なくとも１つの二重結合もしくは三重結合
、好ましくは１つ以上の二重結合を含む。数個の二重結合が含まれる場合、２個または３
個であることが好ましく、それらは共役であっても非共役であってもよい。
【０１５２】
　これらの不飽和脂肪族アルコールは、直鎖状であっても分岐状であってもよい。
【０１５３】
　それらは、任意選択により、構造中に少なくとも１つの芳香環もしくは非芳香環を含む
。それらは非環式であることが好ましい。
【０１５４】
　本発明の不飽和液体脂肪族アルコールは、特に、オレイルアルコール、リノレイルアル
コール、リノレニルアルコールおよびウンデシレニルアルコールから選択される。
【０１５５】
　オレイルアルコールが最も好ましい。
【０１５６】
　用語「液体脂肪族エステル」は、脂肪酸および／または脂肪族アルコールから誘導され
る、室温（２５℃）および大気圧（７６０ｍｍＨｇ、すなわち１．０１３×１０５Ｐａ）
で液体のエステルを意味する。
【０１５７】
　エステルは、飽和または不飽和で、直鎖状または分岐状のＣ１～Ｃ２６の脂肪族一塩基
酸またはポリ酸と、飽和または不飽和で、直鎖状または分岐状のＣ１～Ｃ２６の脂肪族モ
ノアルコールまたはポリアルコールとの液体エステルであって、全炭素原子数が１０以上
であるものが好ましい。
【０１５８】
　モノアルコールのエステルでは、本発明のエステルが誘導されるアルコールおよび酸の
中の少なくとも１つが分岐状であることが好ましい。
【０１５９】
　一塩基酸とモノアルコールのモノエステルの中では、エチルパルミテート、イソプロピ
ルパルミテート、イソプロピルミリステートもしくはエチルミリステートなどのアルキル
ミリステート、イソセチルステアレート、２－エチルヘキシルイソノナノエート、イソデ
シルネオペンタノエート、およびイソステアリルネオペンタノエートを挙げ得る。
【０１６０】
　Ｃ４～Ｃ２２ジカルボン酸またはトリカルボン酸とＣ１～Ｃ２２のアルコールとのエス
テル、並びにモノカルボン酸、ジカルボン酸もしくはトリカルボン酸と、Ｃ４～Ｃ２６の
ジヒドロキシ、トリヒドロキシ、テトラヒドロキシもしくはペンタヒドロキシアルコール
とのエステルもまた使用し得る。
【０１６１】
　ジエチルセバケート、ジイソプロピルセバケート、ビス（２－エチルヘキシル）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
、ビス（２－エチルヘキシル）アジペート、ジイソステアリルアジペート、ビス（２－エ
チルヘキシル）マレート、トリイソプロピルシトレート、トリイソセチルシトレート、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、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ソノナノエートを特に挙げ得る。
【０１６２】
　本組成物はまた、液体脂肪族エステルとして、糖エステル、およびＣ６～Ｃ３０、好ま
しくはＣ１２～Ｃ２２の脂肪酸のジエステルを含み得る。用語「糖」は、数個のアルコー
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ル官能基を含み、アルデヒドまたはケトン官能基を有するかまたは有さず、かつ少なくと
も４個の炭素原子を含む、酸素含有炭化水素ベースの化合物を意味すると想起される。こ
れらの糖は、モノサッカリド、オリゴサッカリドまたはポリサッカリドであり得る。
【０１６３】
　挙げ得る適切な糖の例には、サッカロース、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、キシロースおよびラク
トース、並びにこれらの誘導体、特にメチル誘導体（例えば、メチルグルコース）などの
アルキル誘導体がある。
【０１６４】
　脂肪酸の糖エステルは、特に、前記の糖と、直鎖状または分岐状で、飽和または不飽和
のＣ６～Ｃ３０、好ましくはＣ１２～Ｃ２２の脂肪酸とのエステルまたはエステル混合物
を含む群から選択される。それらが不飽和のとき、これらの化合物は、共役もしくは非共
役の炭素－炭素二重結合を１～３個含み得る。
【０１６５】
　この変形形態によるエステルはまた、モノ、ジ、トリおよびテトラエステル、ポリエス
テル、並びにこれらの混合物から選択し得る。
【０１６６】
　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、リノレート、リノレネート、カプレートおよ
びアラキドネート、またはこれらの混合物、例えば、特にオレオパルミテート、オレオス
テアレートもしくはパルミトステアレートの混合エステルなどから選択し得る。
【０１６７】
　特に、モノエステルおよびジエステル、特にスクロース、グルコースもしくはメチルグ
ルコースのモノもしくはジオレエート、ステアレート、ベヘネート、オレオパルミテート
、レノレート、リノレネートまたはオレオステアレートが使用される。
【０１６８】
　挙げ得る例としては、Ａｍｅｒｃｈｏｌ社からＧｌｕｃａｔｅ（登録商標）ＤＯの名称
で販売されている製品があり、これはメチルグルコースジオレエートである。
【０１６９】
　最後に、天然または合成の、一塩基酸、二酸または三酸のグリセロールエステルもまた
使用し得る。
【０１７０】
　これらの中で、植物オイルを挙げ得る。
【０１７１】
　本発明の組成物に液体脂肪族エステルとして使用し得る植物由来のオイルまたは合成ト
リグリセリドとして挙げ得る例には、
　－　ヘプタン酸もしくはオクタン酸トリグリセリドなどの６～３０個の炭素原子を含む
脂肪酸の液体トリグリセリドなど、あるいはまた、例えば、ヒマワリ、トウモロコシ、ダ
イズ、キュウリ、グレープシード、ゴマ、ヘーゼルナット、アプリコット、マカデミア、
アララ、キャスターもしくはアボカドオイル、Ｓｔｅａｒｉｎｅｒｉｅｓ　Ｄｕｂｏｉｓ
社から販売されているもの、もしくはＤｙｎａｍｉｔ　Ｎｏｂｅｌ社からＭｉｇｌｙｏｌ
（登録商標）８１０、８１２および８１８という名称で販売されているものなどのカプリ
ル酸／カプリン酸のトリグリセリド、ホホバ油、またはシアバター油などの、植物または
合成由来のトリグリセリドオイル
が含まれる。
【０１７２】
　モノアルコールから誘導される液体脂肪族エステルは、本発明のエステルとして好適に
使用されるであろう。
【０１７３】
　イソプロピルミリステートおよびイソプロピルパルミテートが特に好ましい。
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【０１７４】
　液体脂肪族エーテルは、ジカプリリルエーテルなどの液体ジアルキルエーテルから選択
される。
【０１７５】
　本発明の組成物の脂肪物質もまた、室温（２５℃）および大気圧（７６０ｍｍＨｇ、す
なわち１．０１３×１０５Ｐａ）で液体であっても非液体であってもよい。
【０１７６】
　用語「非液体」は、好ましくは、固体化合物、または室温（２５℃）および１ｓ－１の
剪断速度での粘度が２０００ｃＰ超の化合物を意味する。この粘度は上記のような円錐／
平板状の粘度計を使用して測定し得る。
【０１７７】
　非液体の脂肪物質は、特に、非液体、好ましくは固体である、脂肪族アルコール、脂肪
酸および／もしくは脂肪族アルコールエステル、非シリコーン系ワックスおよび脂肪族エ
ーテルから選択される。
【０１７８】
　本発明での使用に適した非液体の脂肪族アルコールは、特に、８～３０個の炭素原子を
含む、飽和または不飽和の、直鎖状または分岐状アルコールから選択される。例えば、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）を挙げ得る。
【０１７９】
　脂肪酸および／または脂肪族アルコールの、非液体エステルに関しては、特に、Ｃ９～
Ｃ２６脂肪酸およびＣ９～Ｃ２６脂肪族アルコールから誘導される固体エステルを挙げ得
る。
【０１８０】
　これらのエスエルの中で、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、ステアリルオクタノエート、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、ミリスチルステアレート、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、セチルミリステート、ミリスチルミリステート、
およびステアリルミリステートなどのアルキルミリステート、並びにヘキシルステアレー
トを挙げ得る。
【０１８１】
　この変形形態の文脈内でさらに、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、およびモノカルボン酸、ジカルボン酸またはトリ
カルボン酸と、Ｃ２～Ｃ２６ジヒドロキシ、トリヒドロキシ、テトラヒドロキシまたはペ
ンタヒドロキシアルコールとのエステルもまた使用し得る。
【０１８２】
　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およびジオクチルマレエートを挙げ
得る。
【０１８３】
　上記の全てのエステルの中で、ミリスチル、セチルまたはステアリルパルミテート、お
よびセチルミリステート、ステアリルミリステートおよびミリスチルミリステートなどの
アルキルミリステートを使用することが好ましい。
【０１８４】
　非シリコーン系ワックスは、特に、カルナバワックス、キャンデリラワックス、エスパ
ルトワックス、パラフィンワックス、オゾケライト、植物ワックス（オリーブワックス、
ライスワックス、水素化ホホバワックス、またはＢｅｒｔｉｎ（Ｆｒａｎｃｅ）社から販
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などの精製フラワーワックス
など）、および蜜蝋または変性蜜蝋（セラベリナ）などの動物ワックスから選択される。
【０１８５】
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　本発明で使用し得る他のワックスまたはワックス様出発物質は、特に、Ｓｏｐｈｉｍ社
から製品番号Ｍ８２として販売されているものなどの海洋性ワックス、および一般的なポ
リエチレンまたはポリオレフィンワックスである。
【０１８６】
　非液体脂肪族エーテルは、ジアルキルエーテル、特にジセチルエーテルおよびジステア
リルエーテルが、単独で、または混合物として選択される。
【０１８７】
　組成物が固体化合物を含むとき、液相は分散体の形態をとる。
【０１８８】
　非シリコーン系脂肪物質は、好ましくは、室温（２５℃）および大気圧（７６０ｍｍＨ
ｇ、すなわち１．０１３×１０５Ｐａ）で液体であり、鉱油、オリーブ油、キャスターオ
イル、菜種油、麦芽油、スイートアーモンドオイル、アボカドオイル、マカデミアオイル
、アプリコットオイル、ベニバナ油、ククイ油、カメリナオイル、タマヌオイル、レモン
オイルなどの植物油、アルカン、特に、Ｃ５～Ｃ１０のアルカン、オクチルドデカノール
およびオレイルアルコールなどのＣ１０～Ｃ３０の液体脂肪族エステル、特に、イソプロ
ピルミリステートなどのＣ８～Ｃ２０の脂肪酸とＣ１～Ｃ８のアルコールの液体エステル
、Ｃ１０～Ｃ３０の脂肪族アルキルベンゾエート、イソノニルイソノナノエート、イソス
テアリルマレートおよびトリデシルトリメリテートなどのＣ９～Ｃ３０の脂肪族アルコー
ルの液体エステルとこれらの混合物、並びにペンタエリトリチルテトライソステアレート
などのポリオールの液体エステルから選択される。
【０１８９】
　本発明の装置に含まれる液相が水を含む場合、一般に、２～９、特に３～８、一層より
良くは６～８の範囲のｐＨを有する。これは、この種の用途の化粧料に通常使用されてい
る酸性化または塩基性化薬剤により、あるいは標準の緩衝系を使用して、所望の値に調節
し得る。
【０１９０】
　挙げ得る酸性化剤には、例えば、鉱酸または有機酸、例えば、塩酸、オルトリン酸また
は硫酸、カルボン酸、例えば、酢酸、酒石酸、クエン酸および乳酸、並びにスルホン酸が
ある。
【０１９１】
　塩基性化剤の中で挙げ得る例としては、水性アンモニア、アルカリ金属炭酸塩、モノ、
ジおよびトリエタノールアミン、並びに２－アミノ－２－メチル－１－プロパノールおよ
びその誘導体などのアルカノールアミン、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムおよび次式
で示される化合物がある。
【化１９】

　（式中、Ｗは任意選択によりヒドロキシル基もしくはＣ１～Ｃ４アルキル基で置換され
るプロピレン残基であり；Ｒａ、Ｒｂ、ＲｃおよびＲｄは同一であっても異なっていても
よく、水素原子またはＣ１～Ｃ４アルキル基もしくはＣ１～Ｃ４ヒドロキシルアルキル基
を示す。）
【０１９２】
　ｐＨ調節剤は、好ましくは、水性アンモニア、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、２－アミノ－２－メチル－１－プロパノール、１，３－プ
ロパンジアミン、もしくはアルカリ金属水酸化物などのアルカリ剤、またはリン酸もしく
は塩酸などの酸性化剤から選択し得る。
【０１９３】
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　本発明の装置に含まれるエアロゾル組成物はまた、ノニオン性、アニオン性、カチオン
性、両性および両イオン性界面活性剤、セラミドおよび偽セラミド、ビタミンおよびパン
テノールなどのプロビタミン、水溶性および脂溶性のシリコーン系もしくは非シリコーン
系サンスクリーン、鉱物性および有機の、着色もしくは無着色顔料、永久もしくは一時的
な染料、真珠光沢剤および乳白剤、金属イオン封鎖剤、可塑剤、可溶化剤、抗酸化剤、ヒ
ドロキシ酸、浸透剤、香料、香料可溶化剤（解膠剤）、保存剤、腐食防止剤、並びに処理
活性剤から選択されるアジュバントの少なくとも１種を含み得る。
【０１９４】
　当業者であれば、添加剤が本発明の組成物の特性を損なわないよう、最適な添加剤およ
びその量を選択するであろう。
【０１９５】
　これらの添加剤は、組成物の全重量に対して０～２０重量％の範囲の量で、本発明の組
成物に存在し得る。
【０１９６】
　本発明の他の主題は、この装置の使用を含む処理方法、特に、ケラチン繊維、特に髪に
形を付与する方法に関する。
【０１９７】
　特に、この方法は、本発明のエアロゾル組成物を、本発明の装置を使用して前記繊維に
塗布する工程を含む。
【０１９８】
　ある種の髪に対しては、この形を付与する方法は、到達が困難な髪の根元を使用者がさ
らすことができるようにする工程を含み得る。
【０１９９】
　本発明はまた、上で定義したような、扇状の噴霧を形成するスリット状オリフィスを備
えた散布器を含む装置の、髪などのケラチン繊維に形を付与するため、特にヘアスタイル
にボリュームを付与するための使用に関する。
【０２００】
　以下の実施例は、本発明を説明するものであり、いかなる方法によっても、本発明を限
定するものとみなされるべきではない。
【実施例】
【０２０１】
　以下の実施例において、全ての量は、本組成物の全重量に対する、未処理の形態の出発
物質の質量百分率として示されている。
【０２０２】
装置の作製：
　本発明の装置：装置Ａと、比較装置：スリット散布器を含まない装置Ｂとを互いに比較
する。
【０２０３】
　本発明の装置Ａおよび本発明外の装置Ｂに、下表に示す同一の組成物を充填した。
【０２０４】
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【表１】

【０２０５】
　上記組成物を調節するために使用する本発明のエアロゾル装置Ａは、次の特徴を含む。
　－　０．４ｍｍのサイズのオリフィスを有するノズル、および１．６ｍｍのサイズの内
部制限オリフィスを備え、追加の気体取り込みオリフィスを有しないバルブ、
　－　扇状の噴霧を形成する、Ｌｉｎｄａｌ社の「オイル」ノズルタイプのスリット散布
器で、このノズルは、０．２８×０．２８ｍｍの正方形のオリフィスを有し、２．３０×
０．３３ｍｍの矩形のオリフィスとして外部に開口している。したがって、このスリット
は、６．９７に等しい、直交軸に沿う最大寸法と最小寸法との比を有する。
【０２０６】
　上記組成物を調節するために使用する本発明外のエアロゾル装置Ｂは、次の特徴を含む
。
　－　装置Ａと同じバルブ、および
　－　円形オリフィスのノズルを備えた散布器。
【０２０７】
結果
・装置Ａ
　２０ｃｍの距離で、装置に対して垂直に置かれたエタノール感受性用紙に１秒間噴霧す
ると、本発明の装置、装置Ａは、実質的に矩形の噴霧痕を形成する。
【０２０８】
・装置Ｂ
　２０ｃｍの距離で、装置に対して垂直に置かれたエタノール感受性用紙に１秒間噴霧す
ると、本発明外の装置、装置Ｂは、実質的に円形のスプレー痕を形成する。
【０２０９】
官能試験：
　その後、専門家が、下表に示した各特性に対して、０～５０の範囲の評点を付けること
により、装置Ａと装置Ｂの比較評価を行った。
【０２１０】
　したがって、根元への塗付の容易さに関して、評点０は、塗付が困難、すなわち散布性
が不良で、一様にならない組成物に対応し、評点５０は、塗付が容易で、根元への組成物
の散布が良好な組成物に対応する。
【０２１１】
　固定に関しては、評点０は不十分な固定に対応し、評点５０は非常に良好な固定に対応
する。
【０２１２】
　ボリュームに関しては、評点０は頭髪全体の明らかに乏しいボリュームに対応し、評点
５０は実質的なボリュームの増加に対応する。
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【０２１３】
　得られた評点の平均値は以下の通りである。
【０２１４】
【表２】

【０２１５】
　これらの結果は、本発明の装置Ａによる処理が、本発明外の装置Ｂによる処理と比較し
て、根元への塗付が極めて容易であり、同じ固定に対して、ヘアスタイルによりボリュー
ムを与えることを示している。
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