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(57)【要約】
　本発明の解決すべき課題は、毛髪に簡単に均一に塗布できると同時に、毛髪化粧料が毛
髪から垂れ落ちたり、毛髪に塗布する際に飛び散ったり、周囲や衣服、皮膚等を汚したり
することがない毛髪化粧料を提供することである。
　本発明は、（Ａ）カチオン性界面活性剤、（Ｂ）非イオン性界面活性剤、（Ｃ）高級ア
ルコール、（Ｄ）ＩＯＢ値０．１以下の油分、および（Ｅ）水を含んでなる毛髪化粧料で
あって、気体と混合することにより増粘させて使用する毛髪化粧料に関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）カチオン性界面活性剤、
（Ｂ）非イオン性界面活性剤、
（Ｃ）高級アルコール、
（Ｄ）ＩＯＢ値０．１以下の油分、および、
（Ｅ）水、
を含んでなる毛髪化粧料であって、気体と混合することにより増粘させて使用する毛髪化
粧料。
【請求項２】
　（Ｃ）高級アルコールの含有量に対する（Ａ）および（Ｂ）の界面活性剤の合計含有量
の比率が、０．６～２．５である、請求項１に記載の毛髪化粧料。
【請求項３】
　さらに、（Ｆ）水溶性多価アルコールを含んでなる、請求項１に記載の毛髪化粧料。
【請求項４】
　毛髪化粧料は染毛剤または脱色剤である請求項１に記載の毛髪化粧料。
【請求項５】
　毛髪化粧料は、アルカリ剤を含有する第１剤と酸化剤を含有する第２剤からなる２剤式
の染毛剤または脱色剤である請求項４に記載の毛髪化粧料。
【請求項６】
　（Ａ）～（Ｅ）が第２剤に含まれる請求項５に記載の毛髪化粧料。
【請求項７】
　気体と混合する前の粘度が８０００ｍＰａ・ｓ以下であり、気体と混合した後の粘度が
　２０００ｍＰａ・ｓ～１２０００ｍＰａ・ｓであって、気体と混合することにより１０
％以上の増粘率で増粘する、請求項１～６のいずれかに記載の毛髪化粧料。
【請求項８】
　請求項７に記載の毛髪化粧料を、気体と混合することにより増粘させ、毛髪に塗布する
、毛髪化粧料の使用方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、気体と混合することにより増粘させて使用する毛髪化粧料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　毛髪化粧料は、種々の目的で使用され、毛髪の整髪性を目的とするヘアスタイリング剤
、トリートメント性を目的とするヘアトリートメント剤、毛髪にウェーブをつけることを
目的とするパーマネント剤、毛髪の色を変えることを目的とする染毛剤や脱色剤などとし
て使用される。これら毛髪化粧料は、液状、クリーム状、ゲル状、スプレー状、泡状の形
態が普及している。
【０００３】
　これらの毛髪化粧料は、毛髪に塗布して使用するものであり、毛髪に簡単に均一に塗布
できることが求められている。同時に、毛髪化粧料が、毛髪から垂れ落ちたり、毛髪に塗
布する際に飛び散ったり、周囲や衣服、皮膚等を汚したりしないことも望まれている。
　上記の種々の形態のうち、液状の毛髪化粧料は、毛髪に塗布しやすいという特徴を有す
るが、垂れ落ちやすいという欠点がある。また、クリーム状の毛髪化粧料は、垂れ落ちに
くいという特徴を有するが、粘度が高いために、毛髪全体に塗布する際には伸ばしにくく
、髪が絡まるなどの欠点を有する。スプレー状の毛髪化粧料は、周りや衣服への飛び散り
が生じたり、スプレー状に吐出するノズルを備えた特定の容器を必要とするという欠点を
有する。泡状の毛髪化粧料は、泡状であるために空気で希釈された状態で毛髪に塗布され
る。そのため、十分な濃度で効果成分を作用させるためには、あらかじめ効果成分の濃度
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を高めておく必要がある。また、泡状に吐出するノズルを備えた特定の容器を必要とする
という欠点を有する。
【０００４】
　したがって、毛髪化粧料には、毛髪に簡単に均一に塗布できると同時に、毛髪化粧料が
毛髪から垂れ落ちたり、毛髪に塗布する際に飛び散ったり、周囲や衣服、皮膚等を汚した
りすることがないこと等の課題がある。
【０００５】
　上記毛髪化粧料の課題について、例えば、毛髪の色を変えることを目的とする染毛剤や
脱色剤の分野においては、高濃度の界面活性剤を含有する第１剤と特定量の水を含有する
第２剤とを混合することによりゲル状に増粘させるものや（例えば、特許文献１）、アニ
オン性ポリマーがアルカリ条件下で増粘する性質を利用し、アニオン性ポリマーを含有す
る第１剤とアルカリ剤を含有する第２剤とを混合することにより増粘させるもの（例えば
、特許文献２）等が知られている。
【０００６】
　特許文献１には、高濃度の界面活性剤を含有する第１剤と特定量の水を含有する第２剤
とを混合することによりゲル化させ増粘させる染毛剤組成物が記載されている。この染毛
剤組成物において、高濃度の界面活性剤を含有する第１剤が一定量以上の水を含有すると
、第１剤そのものが増粘してしまうため、第１剤には、エタノールやイソプロパノールな
どの低級アルコールが５～３０％程度含有されている。このように、第１剤が多量の低級
アルコールおよび界面活性剤を含有するため、コストが高くなったり、染毛によって毛髪
を過脱脂してしまい、毛髪が傷んで乾燥したり感触が悪くなることがある。さらに、第１
剤が含有する水の量が少ないために、染料の溶解性によっては、析出物が発生し、保存安
定性が悪くなることがある。
【０００７】
　特許文献２には、アルカリ剤を含有する第１剤と、アクリル酸・メタクリル酸共重合体
のようなアニオン性ポリマーを増粘剤として含有する第２剤とを、混合することにより増
粘させる２液式酸化染毛剤および２液式脱色剤が記載されている。この２液式酸化染毛剤
および２液式脱色剤においては、通常、第１剤および第２剤がともに液状であるため、第
１剤と第２剤を容易に混合することができ、混合液はアニオン性ポリマーの効果により髪
に塗布しやすい粘度を有する。しかしながら、アニオン性ポリマーを使用することによっ
て、髪がきしんだり、指通りが悪くなることがある。
【０００８】
　また、第１剤と第２剤を混合時に振とうすることにより毛髪化粧料を発泡させて泡状の
剤とする毛髪化粧料（例えば、特許文献３）も知られている。特許文献３には、使用時に
第１剤と第２剤とを振とうにより発泡させる発泡操作によって泡状の剤型とする、染毛剤
または脱色脱染剤として構成される毛髪化粧料が記載されている。この毛髪化粧料は、泡
状の剤型であり、空気により毛髪化粧料が希釈された状態で毛髪に塗布される。そのため
、液状やゲル状の毛髪化粧料と同程度の脱色効果または染毛効果を得るためには、空気に
より希釈されて毛髪に塗布されることを考慮して、あらかじめアルカリ剤や染料の濃度を
高めておく必要がある。そして、毛髪化粧料が、アルカリ剤や染料を高濃度で含有する結
果として、毛髪の損傷や毛髪のダメージが高くなることがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開昭５５－４９３０８号公報
【特許文献２】特開平１１－１９９４５４号公報
【特許文献３】特開２０１１－９３８１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
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　本発明は、上記課題を解決するものであり、毛髪に簡単に均一に塗布できると同時に、
毛髪化粧料が毛髪から垂れ落ちたり、毛髪に塗布する際に飛び散ったり、周囲や衣服、皮
膚等を汚したりすることがない毛髪化粧料を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者らは、（Ａ）カチオン性界面活性剤、（Ｂ）非イオン性界面活性剤、（Ｃ）高
級アルコール、（Ｄ）ＩＯＢ値０．１以下の油分、および（Ｅ）水を含んでなる毛髪化粧
料であって、気体と混合することにより増粘させて使用する毛髪化粧料によれば、上記課
題が解決されることを見出し、本発明を完成させるに至った。
【００１２】
　本発明の毛髪化粧料の具体的態様としては、以下のものが挙げられる。
　（１）（Ａ）カチオン性界面活性剤、（Ｂ）非イオン性界面活性剤、（Ｃ）高級アルコ
ール、（Ｄ）ＩＯＢ値０．１以下の油分、および（Ｅ）水を含んでなる毛髪化粧料であっ
て、気体と混合することにより増粘させて使用する毛髪化粧料。
　（２）（Ｃ）高級アルコールの含有量に対する（Ａ）および（Ｂ）の界面活性剤の合計
含有量の比率が、０．６～２．５である、（１）に記載の毛髪化粧料。
　（３）さらに、（Ｆ）水溶性多価アルコールを含んでなる、（１）または（２）に記載
の毛髪化粧料。
　（４）毛髪化粧料は染毛剤または脱色剤である（１）～（３）のいずれかに記載の毛髪
化粧料。
　（５）毛髪化粧料は、アルカリ剤を含有する第１剤と酸化剤を含有する第２剤からなる
２剤式の染毛剤または脱色剤である（４）に記載の毛髪化粧料。
　（６）（Ａ）～（Ｅ）が第２剤に含まれる（５）に記載の毛髪化粧料。
　（７）気体と混合する前の粘度が８０００ｍＰａ・ｓ以下であり、気体と混合した後の
粘度が２０００ｍＰａ・ｓ～１２０００ｍＰａ・ｓであって、気体と混合することにより
　１０％以上の増粘率で増粘する、（１）～（６）のいずれかに記載の毛髪化粧料。
　（８）（７）に記載の毛髪化粧料を、気体と混合することにより増粘させ、毛髪に塗布
する、毛髪化粧料の使用方法。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、毛髪に簡単に均一に塗布できると同時に、毛髪化粧料が毛髪から垂れ
落ちたり、毛髪に塗布する際に飛び散ったり、周囲や衣服、皮膚等を汚したりすることが
ない毛髪化粧料が得られる。
　さらに、本発明の毛髪化粧料が染毛剤または脱色剤の場合には、上記の効果に加えて、
処理後の毛髪が良好なくし通りを有し、なめらかな感触となる効果が得られる。また、２
剤を混合して使用する染毛剤または脱色剤である場合には、上記の効果に加えて、第１剤
と第２剤とを混合しやすく、処理後の毛髪が良好なくし通りを有し、なめらかな感触とな
る効果が得られる。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下に本発明の実施の形態を説明する。
　本発明の毛髪化粧料は、気体と混合することにより増粘させて使用する毛髪化粧料であ
れば、特に限定されず、毛髪の整髪性を目的とするヘアスタイリング剤、トリートメント
性を目的とするヘアトリートメント剤、毛髪にウェーブをつけることを目的とするパーマ
ネント剤、および、毛髪の色を変えることを目的とする染毛剤や脱色剤などの種々の毛髪
化粧料であってよい。
【００１５】
　本発明の毛髪化粧料は、特に限定されるものではないが、染毛剤および脱色剤であるの
が好ましい。染毛剤および脱色剤においては、多量の毛髪化粧料を毛髪全体に塗布する必
要があり、毛髪に塗布する際に毛髪化粧料が飛び散ることがなく、衣服等を汚さない毛髪
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化粧料の要望が、特に強いためである。
　また、毛髪化粧料には、１剤で使用するものと、２剤を混合して使用するものとがある
が、そのいずれもが本発明に含まれる。例えば、染毛剤および脱色剤には、１剤で使用し
て染毛効果および脱色効果が得られるものと、アルカリ剤を含有する第１剤と酸化剤を含
有する第２剤の２剤を混合して使用することにより染毛効果および脱色効果が得られるも
のがある。本発明の毛髪化粧料には、その両方が含まれる。ここで、本発明の毛髪化粧料
は、気体と混合することにより増粘させて使用する毛髪化粧料であるため、特に限定され
るものではないが、２剤を混合して使用する毛髪化粧料が、２剤を混合すると同時に気体
を混合することができるため好ましい。
【００１６】
　本発明の毛髪化粧料は、（Ａ）カチオン性界面活性剤、（Ｂ）非イオン性界面活性剤、
（Ｃ）高級アルコール、（Ｄ）ＩＯＢ値０．１以下の油分、および（Ｅ）水を含有し、気
体と混合することにより増粘させて使用する。
【００１７】
　本発明の毛髪化粧料は、気体と混合することによる増粘を得るために、（Ａ）カチオン
性界面活性剤を含有する。（Ａ）カチオン性界面活性剤により、増粘した毛髪化粧料中に
取り込まれた細かい気泡が安定化され、増粘した毛髪化粧料の粘度が維持される。また、
毛髪化粧料が（Ａ）カチオン性界面活性剤を含有することにより、毛髪にコンディショニ
ング効果を付与することができる。
　カチオン性界面活性剤としては、塩化アルキルトリメチルアンモニウムまたは臭化アル
キルトリメチルアンモニウムが、より良好な増粘を得るために好ましい。例えば、エチル
硫酸ラノリン脂肪酸アミノプロピルエチルジメチルアンモニウム、塩化アルキルトリメチ
ルアンモニウム、塩化オクタデシルアンモニウム、塩化オクチルジヒドロキシエチルメチ
ルアンモニウム、塩化ジアルキル（１２～１５）ジメチルアンモニウム、塩化ジアルキル
（１４～１８）ジメチルアンモニウム、塩化ジココイルジメチルアンモニウム、塩化ジス
テアリルジメチルアンモニウム、塩化ジセチルジメチルアンモニウム、塩化ジ（ポリオキ
シエチレン）オレイルメチルアンモニウム、塩化ステアリルジヒドロキシエチルベタイン
ナトリウム、塩化ステアリルジメチルベンジルアンモニウム、塩化ステアリルトリメチル
アンモニウム、塩化セチルトリメチルアンモニウム、塩化セチルピリジニウム、塩化ベン
ザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、塩化ポリオキシエチレン（１）ポリオキシプロピレ
ン（２５）ジエチルメチルアンモニウム、塩化ミリスチルジメチルベンジルアンモニウム
、塩化メチルベンゼトニウム、塩化ラウリルトリメチルアンモニウム、塩化ラウリルピリ
ジニウム、臭化アルキルイソキノリニウム、臭化ステアリルトリメチルアンモニウム、臭
化セチルトリメチルアンモニウム、臭化ラウリルトリメチルアンモニウム、ステアリルト
リメチルアンモニウムサッカリンおよびセチルトリメチルアンモニウムサッカリン等が挙
げられる。毛髪化粧料にさらに良好な増粘を与えるため、塩化アルキルトリメチルアンモ
ニウムがより好ましく、塩化ステアリルトリメチルアンモニウムおよび塩化セチルトリメ
チルアンモニウムが特に好ましい。本発明の毛髪化粧料は、これらのカチオン性界面活性
剤を単独で含有してもよいし、２種以上を組み合わせて含有してもよい。
【００１８】
　カチオン性界面活性剤の含有量は、毛髪に十分なコンディショニング効果を付与するた
めに、０．１重量％以上が好ましく、０．３重量％以上がより好ましい。また、毛髪化粧
料の好ましい粘度と良好な安定性が得られるため、５重量％以下が好ましく、３重量％以
下がより好ましい。
【００１９】
　なお、１剤で使用する毛髪化粧料である場合には、毛髪化粧料の全量に対して上記の含
有量を有することが好ましい。２剤を混合して使用する毛髪化粧料である場合には、少な
くとも一方の剤にカチオン性界面活性剤を含有する。この場合、第１剤と第２剤とを混合
した混合液中のカチオン性界面活性剤の含有量が、混合液の全量に対して、上記の含有量
となることが好ましい。
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【００２０】
　本発明の毛髪化粧料は、気体と混合して増粘させた毛髪化粧料に塗布しやすい粘性を与
えるために、および、毛髪化粧料の安定性を得るために、（Ｂ）非イオン性界面活性剤を
含有する。
　本発明において、非イオン性界面活性剤としては、例えば、ポリオキシエチレンイソス
テアリルエーテル、ポリオキシエチレンイソセチルエーテル、ポリオキシエチレンオクチ
ルドデシルエーテル、ポリオキシエチレンオレイルエーテル、ポリオキシエチレンオレイ
ルセチルエーテル、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、ポリオキシエチレンセチル
エーテル、ポリオキシエチレンセトステアリルエーテル、ポリオキシエチレントリデシル
エーテル、ポリオキシエチレンブチルエーテル、ポリオキシエチレンベヘニルエーテル、
ポリオキシエチレンミリスチルエーテル、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオ
キシエチレンオクチルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンジノニルフェニルエーテル
およびポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル等が挙げられる。毛髪化粧料のより良
好な安定性と、気体と混合して増粘させた毛髪化粧料により塗布しやすい粘性を与えるた
めに、非イオン性界面活性剤として、ポリオキシエチレンアルキルエーテルを含有するこ
とが好ましく、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、ポリオキシエチレンセチルエー
テル、ポリオキシエチレンセトステアリルエーテルが特に好ましい。本発明の毛髪化粧料
は、これらの非イオン性界面活性剤を単独で含有してもよいし、２種以上を組み合わせて
含有してもよい。
【００２１】
　非イオン性界面活性剤の含有量は、毛髪化粧料のより良好な安定性と、気体と混合して
増粘させた毛髪化粧料により塗布しやすい粘性を与えるため、０．１重量％以上が好まし
く、１．０重量％以上がより好ましい。また、毛髪化粧料のより良好な安定性のために、
１０重量％以下が好ましく、８重量％以下がより好ましい。
【００２２】
　なお、１剤で使用する毛髪化粧料である場合には、毛髪化粧料の全量に対して上記の含
有量を有することが好ましい。２剤を混合して使用する毛髪化粧料である場合には、少な
くとも一方の剤に非イオン性界面活性剤を含有する。この場合、第１剤と第２剤とを混合
した混合液中の非イオン性界面活性剤の含有量が、混合液の全量に対して、上記の含有量
となることが好ましい。
【００２３】
　非イオン性界面活性剤のＨＬＢは、より良好な乳化性を得るため、１０以上のものが好
ましく、１２以上のものがより好ましい。
【００２４】
　本発明の毛髪化粧料は、界面活性剤の乳化性を補助するために、および、気体と混合し
て増粘させた毛髪化粧料に塗布しやすい粘性を与えるために、（Ｃ）高級アルコールを含
有する。
　本発明において、高級アルコールとしては、例えば、ラウリルアルコール、ミリスチル
アルコール、セタノール、ステアリルアルコール、ベヘニルアルコール、セトステアリル
アルコール、イソステアリルアルコール、オレイルアルコール、ヘキシルデカノール、オ
クチルドデカノール等の炭素数８～２４のアルコールが挙げられる。これらの中でも、炭
素数１２～２２の高級アルコールが、界面活性剤の乳化性の補助効果がより良好であり、
気体と混合して増粘させた毛髪化粧料のより塗布しやすい粘性が得られるために好ましい
。炭素数１４～１８の高級アルコールがより好ましい。炭素数１４～１８の高級アルコー
ルの中でも、ミリスチルアルコール、セタノール、ステアリルアルコール、セトステアリ
ルアルコールが好ましく、セタノールがより好ましい。本発明の毛髪化粧料は、これらの
高級アルコールを単独で含有してもよいし、２種以上を組み合わせて含有してもよい。
【００２５】
　高級アルコールの含有量は、０．１重量％以上が好ましく、０．８重量％以上がより好
ましい。高級アルコールの含有量を増やすことで、毛髪化粧料の安定性を向上することが
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でき、優れた操作性、染色性、堅牢性を得ることができる。また、混合および塗布の操作
性を向上することができるため、１０重量％以下が好ましく、４重量％以下がより好まし
い。
【００２６】
　（Ｃ）高級アルコールの含有量に対する（Ａ）および（Ｂ）の界面活性剤の合計含有量
（（Ａ）カチオン性界面活性剤の含有量＋（Ｂ）非イオン性界面活性剤の含有量）の比率
は、（（Ａ）＋（Ｂ））/ （Ｃ）の式で算出される。剤をより混合しやすい粘度にするた
めに、上記の比率が０．６以上であることが好ましく、１．０以上がより好ましい。また
、気体と混合してより塗布しやすい粘度に増粘させるために、上記の比率が２．５以下で
あることが好ましく、２．０以下がより好ましい。
【００２７】
　なお、１剤で使用する毛髪化粧料である場合には、毛髪化粧料の全量に対して上記範囲
の含有量および／または比率で含まれることが好ましい。２剤を混合して使用する毛髪化
粧料である場合には、少なくとも一方の剤に高級アルコールを含有する。この場合、第１
剤と第２剤とを混合した混合液中の高級アルコールの含有量が、混合液の全量に対して、
上記の含有量となることが好ましい。また、第１剤と第２剤とを混合した混合液中におい
て、（Ｃ）高級アルコールの含有量に対する（Ａ）および（Ｂ）の界面活性剤の合計含有
量の比率が、上記の範囲であることが好ましい。染毛剤および脱色剤において、高級アル
コールがアルカリ等によって鹸化されている場合には、高級アルコールの含有量とは、高
級アルコールの純分として換算した含有量をいう。
【００２８】
　本発明の毛髪化粧料は、毛髪の感触を良好にするため、および、気体と混合して増粘さ
せた毛髪化粧料に塗布しやすい粘性を与えるために、（Ｄ）ＩＯＢ値０．１以下の油分を
含有する。
　ここで、ＩＯＢ（Inorganic Organic Balance）値とは、有機概念図におけるＩＯＢ値
を意味する。
　有機概念図とは、藤田穆により提案されたものであり、有機化合物の性状を、主として
炭素数に基づく有機性（共有結合性）と、置換基の性質、傾向に基づく無機性（イオン結
合性）に分け、有機化合物を有機軸と無機軸と名づけた直交座標上に位置させて、その性
質の概要を理解しようとするものである。その詳細は"Pharmaceutical Bulletin", vol.2
, 2, pp.163-173（1954）、「化学の領域」vol.11, 10, pp.719-725（1957）、「フレグ
ランスジャーナル」, vol.50, pp.79-82（1981）等で説明されている。具体的には、有機
化合物の炭素と置換基のそれぞれに、有機性値（ＯＶ）、無機性値(ＩＶ)として数値が与
えられており、この数値を用いて、ある分子の構造から有機性値と無機性値の総和を求め
る。そして、この値を有機軸と無機軸と名づけた直交座標上にプロットしたものが有機概
念図である。この有機概念図は、「有機概念図－基礎と応用－」（甲田善生著、三共出版
、１９８４）等にも示されている。
　そして、この有機概念図におけるＩＯＢ値とは、有機性値（ＯＶ）に対する無機性値（
ＩＶ）の比、すなわち「無機性値（ＩＶ）／有機性値（ＯＶ）」をいう。
　本発明において、ＩＯＢ値０．１以下の油分としては、例えば、ポリブテン、スクワラ
ン、流動パラフィン、ワセリン等の炭化水素油；ミリスチン酸オクチルドデシル、イソス
テアリン酸イソセチル、パルミチン酸セチル、ステアリン酸イソセチル、イソステアリン
酸ヘキシルデシル等のエステル油；等が挙げられる。これらの中でも、炭化水素油が、よ
り毛髪の感触を良好にすることができ、気体と混合して増粘させた毛髪化粧料に、より塗
布しやすい粘性を与えることができるため好ましい。特に、スクワラン（ＩＯＢ＝０）、
ワセリン（ＩＯＢ＝０）、流動パラフィン（ＩＯＢ＝０）等がより好ましい。本発明の毛
髪化粧料は、これらのＩＯＢ値０．１以下の油分を単独で含有してもよいし、２種以上を
組み合わせて含有してもよい。
【００２９】
　ＩＯＢ値０．１以下の油分の含有量は、特に限定されることなく、あらゆる量で含有す
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ることができる。気体と混合して増粘させた毛髪化粧料に、より塗布しやすい粘性を与え
るため、１０重量％以下の含有量が好ましく、５重量％以下がより好ましい。また、より
毛髪の感触を良好にすることができるため、０．１重量％以上の含有量が好ましい。
【００３０】
　なお、１剤で使用する毛髪化粧料である場合には、毛髪化粧料の全量に対して上記の含
有量を有することが好ましい。２剤を混合して使用する毛髪化粧料である場合には、少な
くとも一方の剤にＩＯＢ値０．１以下の油分を含有する。この場合、第１剤と第２剤とを
混合した混合液中のＩＯＢ値０．１以下の油分の含有量が、混合液の全量に対して、上記
の含有量となることが好ましい。
【００３１】
　本発明の毛髪化粧料は、他の配合成分を溶解または分散させて、毛髪化粧料中に安定に
配合するために（Ｅ）水を含有する。
　水としては、特に限定されないが、精製水が好ましい。水の含有量は、各成分を所定量
配合した場合の残部であり、各種成分の種類、含有量等により適宜調整される。他の配合
成分を十分に溶解または分散させて、毛髪化粧料中により安定に配合するためには、１０
重量％以上の含有量が好ましく、３０重量％以上の含有量がより好ましい。
【００３２】
　なお、１剤で使用する毛髪化粧料である場合には、毛髪化粧料の全量に対して上記の含
有量を有することが好ましい。２剤を混合して使用する毛髪化粧料である場合には、少な
くとも一方の剤に水を含有する。この場合、第１剤と第２剤とを混合した混合液中の水の
含有量が、混合液の全量に対して、上記の含有量となることが好ましい。
　また、本発明の毛髪化粧料が２剤式染毛剤の場合には、第１剤が含有する染料の溶解性
を向上し、析出物の発生や、保存安定性を向上するため、第１剤に１０重量％以上の水を
含有することが好ましく、３０重量％以上がより好ましい。
【００３３】
　本発明の毛髪化粧料は、上記必須成分に加えて、（Ｆ）水溶性多価アルコールを含有す
ることが、他の成分の析出を防止する効果が高く、毛髪化粧料の保存安定性をより高める
ことができるために好ましい。また、毛髪化粧料が染毛剤または脱色剤である場合におい
ては、染毛または脱色成分の毛髪への浸透をより促進することができるため、（Ｆ）水溶
性多価アルコールを含有することが好ましい。毛髪化粧料が２剤を混合して使用する毛髪
化粧料である場合には、毛髪化粧料に水溶性多価アルコールを含有させることにより、２
剤の混合性をより向上させることができる。
　本発明において、水溶性多価アルコールとしては、例えば、エチレングリコール、プロ
ピレングリコール、グリセリン、ポリエチレングリコール、エチレングリコールモノエチ
ルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル等が挙げられる。これらの多価アル
コールのうち、プロピレングリコール、グリセリン、ポリエチレングリコールが、他の成
分の析出をより効果的に防止することができるため好ましい。さらに、毛髪化粧料が染毛
剤または脱色剤である場合においては、プロピレングリコール、グリセリン、ポリエチレ
ングリコールが、染毛または脱色成分の毛髪への高い浸透が得られるため好ましい。本発
明の毛髪化粧料は、これらの多価アルコールを単独で含有してもよいし、２種以上を組み
合わせて含有してもよい。
【００３４】
　水溶性多価アルコールの含有量は、０．１重量％以上が好ましく、０．５重量％以上が
より好ましい。水溶性多価アルコールの含有量を増やすことで、他の成分の析出をより効
果的に防止することができ、毛髪化粧料の保存安定性がより向上するためである。また、
毛髪化粧料が染毛剤である場合、良好な染色性を得るために２０重量％以下が好ましく、
１０重量％以下がより好ましい。
【００３５】
　なお、１剤で使用する毛髪化粧料である場合には、毛髪化粧料の全量に対して上記の含
有量を有することが好ましい。２剤を混合して使用する毛髪化粧料である場合には、少な
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くとも一方の剤に水溶性多価アルコールを含有する。この場合、第１剤と第２剤とを混合
した混合液中の水溶性多価アルコールの含有量が、混合液の全量に対して、上記の含有量
となることが好ましい。
【００３６】
　本発明の毛髪化粧料は、気体と混合することにより増粘させて使用する毛髪化粧料であ
る。「気体と混合することにより増粘する」とは、気体と混合する前の粘度に比べて、気
体と混合した後の粘度が高いことを意味する。
　粘度の測定は、２５℃で、東機産業株式会社製Ｂ型粘度計ＴＶＢ－１０を用いて、４号
ローター、３０回転、１分後の粘度を測定することにより行う。
　気体と混合する前の粘度は、混合の容易性のため８０００ｍＰａ・ｓ以下が好ましく、
６０００ｍＰａ・ｓ以下がより好ましい。また、気体と混合した後の粘度は、垂れ落ちを
防ぐために２０００ｍＰａ・ｓ以上が好ましく、４０００ｍＰａ・ｓ以上がより好ましい
。気体と混合した後の粘度は、毛髪化粧料の毛髪への塗布性、伸ばしやすさのために、１
２０００ｍＰａ・ｓ以下が好ましく、１００００ｍＰａ・ｓ以下がより好ましい。
【００３７】
　本発明の毛髪化粧料は、気体と混合することにより増粘させた毛髪化粧料が、混合前の
毛髪化粧料と比較して、好ましくは１０％以上の増粘率で増粘することが好ましい。
【００３８】
　本発明の毛髪化粧料の剤型は、気体と混合することにより気体と混合する前の粘度に比
べて増粘するものであれば、特に限定されないが、気体と混合する前の毛髪化粧料と、気
体と混合した後の毛髪化粧料が、液状、クリーム状またはゲル状であることが好ましい。
ここで、気体と混合する前後の毛髪化粧料が、同一の剤型であっても、異なる剤型であっ
てもよい。飛び散りにくく、垂れ落ちにくいという観点から、気体と混合した後の毛髪化
粧料が、クリーム状またはゲル状となることがより好ましい。
【００３９】
　ここで、２剤を混合して使用する毛髪化粧料である場合には、「気体と混合することに
より増粘する」とは、気体と混合する前の第１剤の粘度および気体と混合する前の第２剤
の粘度の両方と比較して、２剤を混合し気体と混合した後の混合液の粘度が高いことを意
味する。また、この場合、気体と混合する前の第１剤の粘度および気体と混合する前の第
２剤の粘度の両方が、それぞれ、上記の気体と混合する前の粘度を有することが好ましい
。そして、混合液が、気体と混合する前の第１剤の粘度および気体と混合する前の第２剤
の粘度の両方に対して、上記範囲の増粘率で増粘することが好ましい。
　さらに、２剤を混合して使用する毛髪化粧料である場合においては、「気体と混合する
ことにより増粘する」とは、気体を混合せずに２剤を混合した場合の混合液の粘度に比べ
て、２剤を混合し気体と混合した後の混合液の粘度が高いことも意味する。この場合、気
体を混合せずに２剤を混合した場合の混合液の粘度に比べて、２剤を混合し気体と混合し
た後の混合液の粘度が、２０％以上、好ましくは５０％以上高くなるように増粘すること
が好ましい。２剤を混合する際には、両方の剤を混合しやすく、気体と混合した後には、
垂れ落ちにくく、良好な塗布性が得られるためである。なお、この場合、気体を混合せず
に２剤を混合した混合液は、例えば、２剤を、気体と混合しないようにガラス棒を使用し
て静かに攪拌することにより得られる。
【００４０】
　また、本発明の毛髪化粧料の剤型は、気体と混合する前の第１剤の粘度および気体と混
合する前の第２剤の粘度の両方と比較して、２剤を混合し気体と混合した後の混合液の粘
度が高いものであれば、特に限定されないが、気体と混合する前の第１剤および第２剤、
および、気体と混合した後の毛髪化粧料が、液状、クリーム状またはゲル状であることが
好ましい。ここで、気体と混合する前の第１剤および第２剤、および、気体と混合した後
の毛髪化粧料が、同一の剤型であっても、異なる剤型であってもよい。飛び散りにくく、
垂れ落ちにくいという観点から、気体と混合した後の毛髪化粧料が、クリーム状またはゲ
ル状となることがより好ましい。また、混合のしやすさの観点から、混合前の第１剤また
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は第２剤の少なくとも１つが液状であることが、より好ましい。
【００４１】
　本発明において、毛髪化粧料が、２剤を混合して使用する毛髪化粧料である場合には、
上記（Ａ）～（Ｅ）の成分をともに、少なくとも一方の剤に含有することが好ましい。毛
髪化粧料が、２剤を混合して使用する染毛剤または脱色剤である場合には、第１剤がアル
カリ剤を含有し、第２剤が酸化剤を含有することがより好ましい。さらに、上記（Ａ）～
（Ｅ）の成分をともに、酸化剤を含有する第２剤に含有することが好ましい。
【００４２】
　本発明の毛髪化粧料は、染毛剤または脱色剤である場合、酸化剤の活性化、毛髪の膨潤
および染料の髪への浸透を高めるために、好ましくは、アルカリ剤を含有する。本発明に
おいて、アルカリ剤としては、例えば、アンモニア水や、モノエタノールアミン（ＭＥＡ
）、ジエタノールアミン（ＤＥＡ）、トリエタノールアミン（ＴＥＡ）、２－アミノ－２
－メチル－１－プロパノール（ＡＭＰ）、２－アミノ－２－メチル－１，３－プロパンジ
オール（ＡＭＰＤ）、テトラキス（２－ヒドロキシイソプロピル）エチレンジアミン（Ｔ
Ｅ）、モノイソプロパノールアミン（ＭＩＰＡ）等のアルカノールアミン、水酸化ナトリ
ウム、水酸化カリウム等が挙げられる。アンモニア水、モノエタノールアミンがより良好
な染毛および脱色効果が得られるため好ましく、臭いの点ではモノエタノールアミンがよ
り好ましい。本発明の毛髪化粧料は、これらのアルカリ剤を単独で含有してもよいし、２
種以上を組み合わせて含有してもよい。
【００４３】
　アルカリ剤の含有量は、十分に酸化剤を活性化して効果を促進することができるために
、０．１重量％以上が好ましく、１重量％以上がより好ましい。また、毛髪の損傷をより
抑制できるため、２０重量％以下の量が好ましく、１０重量％以下がより好ましい。
【００４４】
　１剤で使用する毛髪化粧料である場合には、毛髪化粧料の全量に対して上記範囲の含有
量を有することが好ましい。２剤を混合して使用する毛髪化粧料である場合には、第１剤
にアルカリ剤を含有する。この場合、第１剤中のアルカリ剤の含有量が、第１剤の全量に
対して、上記範囲の含有量となることが好ましい。
【００４５】
　本発明の毛髪化粧料は、染毛剤または脱色剤である場合、脱色、染毛効果を得るために
、好ましくは、酸化剤を含有する。本発明において、酸化剤としては、アンモニウム塩を
除いて、公知のものを広く使用でき、例えば、過酸化水素や、過ホウ酸ナトリウム、過ホ
ウ酸カリウム、過炭酸ナトリウム、臭素酸ナトリウム（これらは、水溶液または原料のま
まで配合される。）等が挙げられる。過酸化水素が、脱色、染毛効果が高いため好ましい
。過酸化水素は、好ましくは、１０～３５重量％水溶液として使用する。本発明の毛髪化
粧料は、これらの酸化剤を単独で含有してもよいし、２種以上を組み合わせて含有しても
よい。
【００４６】
　酸化剤の含有量は、０．０１重量％以上であることが、十分な脱色、染毛効果が得られ
るため、好ましく、０．１重量％以上がより好ましい。また、毛髪の損傷を抑制し、頭皮
への刺激を軽減することができるため、１０重量％以下の量が好ましく、６重量％以下が
より好ましい。
【００４７】
　なお、１剤で使用する毛髪化粧料である場合には、毛髪化粧料の全量に対して上記の含
有量を有することが好ましい。２剤を混合して使用する染毛剤および脱色剤の場合には、
第２剤に酸化剤を含有する。この場合、第２剤中の酸化剤の含有量が、第２剤の全量に対
して、上記範囲の含有量となることが好ましい。
【００４８】
　本発明の毛髪化粧料は、染料、その他の界面活性剤、緩衝剤、酸化防止剤、金属封鎖剤
、安定化剤、カチオン性ポリマー等のその他の成分を、本発明の効果を損なわない範囲で
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適宜組み合わせて含有することができる。
【００４９】
　本発明の毛髪化粧料は、染毛剤である場合、毛髪を染毛するために染料を含有する。本
発明において、染料としては、染毛剤の分野において用いられている公知の酸化染料およ
び直接染料を広く使用することができる。本発明の毛髪化粧料が２剤を混合して使用する
染毛剤である場合、第１剤が染料を含有する。　
【００５０】
　酸化染料としては、例えば、５－アミノオルトクレゾール、硫酸５－アミノオルトクレ
ゾール、塩酸２，４－ジアミノフェノール、塩酸トルエン－２，５－ジアミン、塩酸パラ
フェニレンジアミン、塩酸Ｎ－フェニルパラフェニレンジアミン、塩酸メタフェニレンジ
アミン、オルトアミノフェノール、酢酸Ｎ－フェニルパラフェニレンジアミン、２，６－
ジアミノピリジン、硫酸２，６－ジアミノピリジン、１，５－ジヒドロキシナフタレン、
ジフェニルアミン、トルエン－２，５－ジアミン、トルエン－３，４－ジアミン、α－ナ
フトール、パラアミノフェノール、パラフェニレンジアミン、パラメチルアミノフェノー
ル、ヒドロキノン、ピロガロール、Ｎ－フェニルパラフェニレンジアミン、フロログルシ
ン、メタアミノフェノール、メタフェニレンジアミン、没食子酸、硫酸オルトアミノフェ
ノール、硫酸オルトクロルパラフェニレンジアミン、 硫酸４，４’－ジアミノジフェニ
ルアミン、硫酸トルエン－２，５－ジアミン、硫酸パラアミノフェノール、硫酸パラフェ
ニレンジアミン、硫酸パラメチルアミノフェノール、硫酸 １－ヒドロキシエチル－４，
５－ジアミノピラゾール、硫酸２－(２－ヒドロキシエチル)－１，４－フェニレンジアン
モニウム、２－メチルレゾルシノール、硫酸メタアミノフェノールおよび硫酸メタフェニ
レンジアミン、レゾルシン等が挙げられる。本発明の毛髪化粧料は、これらの酸化染料を
単独で含有してもよいし、２種以上を組み合わせて含有してもよい。
【００５１】
　直接染料としては、例えば、２－アミノ－４－ニトロフェノール、２－アミノ－５－ニ
トロフェノール、塩酸ニトロパラフェニレンジアミン、ニトロパラフェニレンジアミン、
パラニトロオルトフェニレンジアミン、硫酸２－アミノ－５－ニトロフェノール、硫酸ニ
トロパラフェニレンジアミン、硫酸パラニトロオルトフェニレンジアミン、硫酸パラニト
ロメタフェニレンジアミン、１－アミノ－４－メチルアミノアントラキノン、１，４－ジ
アミノアントラキノン、ピクラミン酸、ピクラミン酸ナトリウム、２－((２－ニトロフェ
ニル)アミノ)エタノール等が挙げられる。本発明の毛髪化粧料は、これらの直接染料を単
独で含有してもよいし、２種以上を組み合わせて含有してもよい。また、上記酸化染料に
加えてさらに上記直接染料を含有してもよい。
【００５２】
　酸化染料の洗髪の堅牢度は、直接染料の洗髪の堅牢度に比べて高いため、染料としては
、酸化染料のみを使用するか、または、酸化染料と直接染料とを組み合わせて使用するこ
とが好ましい。
【００５３】
　本発明の毛髪化粧料は、上記の界面活性剤に加えて、本発明の効果を損なわない範囲で
その他の界面活性剤、すなわち、アニオン性界面活性剤、両性界面活性剤等を含有しても
よい。本発明の毛髪化粧料は、その他の界面活性剤を単独で含有してもよいし、２種以上
を組み合わせて含有してよく、その含有量は、添加目的を達成するに足る量であれば特に
限定されない。
【００５４】
　本発明の毛髪化粧料は、染毛剤または脱色剤である場合、緩衝剤として、炭酸水素アン
モニウム、塩化アンモニウム等のアンモニウム塩や炭酸カリウム、炭酸ナトリウム等の炭
酸塩を含有することが好ましい。本発明の毛髪化粧料が２剤を混合して使用する染毛剤ま
たは脱色剤である場合、第１剤が緩衝剤を含有することが好ましい。
【００５５】
　本発明の毛髪化粧料は、染毛剤である場合、染料の溶解性をより向上するために、エタ
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ノール、イソプロパノール等の低分子アルコールを含有してもよい。本発明の毛髪化粧料
が、２剤を混合して使用する染毛剤である場合、エタノール、イソプロパノール等の低分
子アルコールを、第１剤が含有することが好ましい。
【００５６】
　本発明の毛髪化粧料は、安定性の向上のために、亜硫酸塩、アスコルビン酸、アスコル
ビン酸塩等の酸化防止剤、エデト酸塩等の金属封鎖剤を含有してよい。本発明の毛髪化粧
料が、２剤を混合して使用する染毛剤または脱色剤である場合、第１剤が上記の酸化防止
剤および／または金属封鎖剤を含有することが好ましい。
【００５７】
　本発明の毛髪化粧料は、酸化剤を含有する場合、その安定化のために従来から染毛剤ま
たは脱色剤に使用されている公知の安定剤を含有することが好ましい。安定剤としては、
例えば、リン酸、ピロリン酸、リン酸三ナトリウム、ピロリン酸ナトリウム、アセトアニ
リド、スズ酸ナトリウム、ヒドロキシエタンジホスホン酸、フェノキシエタノール等が挙
げられる。これらの安定化剤を単独で含有してもよいし、２種以上を組み合わせて含有し
てもよい。本発明の毛髪化粧料が、２剤を混合して使用する毛髪化粧料である場合、酸化
剤を含有する剤が、上記の安定化剤を含有することが好ましい。
【００５８】
　安定化剤の含有量は、酸化剤が安定化される量であれば特に限定されない。安定化剤の
配合量は、０．００００５重量％以上が好ましく、０．０００１重量％以上がより好まし
い。また、５重量％以下が好ましく、２重量％以下がより好ましい。
【００５９】
　なお、１剤で使用する毛髪化粧料である場合には、毛髪化粧料の全量に対して上記の含
有量を有することが好ましい。２剤を混合して使用する毛髪化粧料である場合には、第１
剤と第２剤とを混合した混合液中の安定化剤の含有量が、混合液の全量に対して、上記の
含有量となることが好ましい。
【００６０】
　本発明の毛髪化粧料は、毛髪保護および柔軟作用を与えるために、カチオン性ポリマー
を含有してよい。
　ここで、カチオン性ポリマーとは、カチオン基またはカチオン基にイオン化され得る基
を有するポリマーをいい、全体としてカチオン性となるポリマーも含まれる。すなわち、
カチオン性ポリマーとしては、ポリマー鎖の側鎖にアミノ基またはアンモニウム基を含む
か、またはジアリル４ 級アンモニウム塩を構成単位として含む水溶液のもの、例えばカ
チオン化セルロース誘導体、カチオン性澱粉、カチオン化グアーガム誘導体、ジアリル４
 級アンモニウム塩の重合体または共重合体、４級化ポリビニルピロリドン誘導体等が挙
げられる。これらのうち、ジアリル４級アンモニウム塩の重合体または共重合体が好まし
い。ジアリル４級アンモニウム塩重合物としては、例えば、ポリ塩化ジメチルメチレンピ
ペリジニウム、塩化ジメチルジアリルアンモニウム・アクリル酸共重合体、塩化ジメチル
ジアリルアンモニウム・アクリルアミド・アクリル酸共重合体等が挙げられる。
【００６１】
　カチオン性ポリマーの含有量は、特に限定されないが、０．０１重量以上が好ましく、
０．１重量％以上がより好ましい。また、３重量％以下が好ましく、１重量％以下がより
好ましい。
【００６２】
　なお、１剤で使用する毛髪化粧料である場合には、毛髪化粧料の全量に対して上記の含
有量を有することが好ましい。２剤を混合して使用する毛髪化粧料である場合には、第１
剤と第２剤とを混合した混合液中のカチオン性ポリマーの含有量が、混合液の全量に対し
て、上記の含有量となることが好ましい。
【００６３】
　本発明の毛髪化粧料は、上記の他に、公知の毛髪保護剤、着香料、色素、紫外線吸収剤
、安定剤、浸透剤、湿潤剤、養毛剤などの他の成分を、本発明の効果を損なわない範囲で
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必要に応じて適宜組み合わせて含有することができる。
【００６４】
　本発明の毛髪化粧料は、上記の成分を水に溶解させることにより製造することができる
。必要に応じて、一部の成分を配合し加温後攪拌混合し、その後冷却して残りの成分を加
え混合することによって製造することができる。本発明の毛髪化粧料が、２剤を混合して
使用する毛髪化粧料である場合、第１剤および第２剤を、上記と同様に公知の方法で製造
することができる。
　加温し均一に溶解させた油相成分に、加温し均一に溶解させた水相成分を加え、混合す
る際にゲル状構造を形成させることが、気体と混合することにより増粘するために、より
好ましい。
【００６５】
　本発明の毛髪化粧料は、上記成分を含んでなる毛髪化粧料であって、気体と混合するこ
とにより増粘させて使用される。ここで、気体と混合することにより増粘させて使用する
とは、本発明の毛髪化粧料の粘度が、気体と混合することにより高くなることをいう。
【００６６】
　本発明において、気体とは、本発明の毛髪化粧料と混合される条件下において気体の状
態であれば特に限定されるものではないが、例えば、大気中に存在する空気や窒素が好ま
しい。
【００６７】
　本発明において、気体と混合するための方法は、毛髪化粧料と気体とが混ざり合うこと
により毛髪化粧料が増粘する方法であれば特に限定されない。例えば、ハケや泡立て器等
の道具を使いかき混ぜて気体と混合する方法や、容器を振り混ぜて、容器内の毛髪化粧料
を気体と混合する方法を用いることができる。また、ミキサーなどの機械力を用いた混合
方法を用いることもできる。コストおよび簡便性の面では、容器を振り混ぜて、容器内の
毛髪化粧料を気体と混合する方法が好ましい。
【００６８】
　本発明において、気体と混合するための容器は、特に限定されないが、液を充填した状
態で液面の上部空間に気体が存在し、容器を振り混ぜることにより、その上部空間に存在
する気体と、容器内の液体が混合される容器が好ましい。例えば、ボトル状容器、ジャー
容器のものは、手に持って振り混ぜやすく、気体と混合して増粘させた毛髪化粧料を取り
出しやすいために好ましい。
【００６９】
　２剤を混合して使用する毛髪化粧料である場合には、別個の容器に充填した２つの剤を
、１つの容器に入れて、気体とともに混合して使用する方法が好ましい。例えば、一方の
剤の入った容器にもう一方の剤を移し入れ、容器のふたをして手で振り混ぜることにより
２剤を混合すると同時に容器内の気体と混合し、増粘させることができる。２剤を混合し
て使用する染毛剤または脱色剤である場合、使用直前に第１剤と第２剤を混合すると同時
に気体と混合し、増粘させることができる。
【００７０】
　本発明の毛髪化粧料を気体と混合することにより、毛髪化粧料の製剤中に取り込まれた
気体が、製剤中で細かい気泡を形成する。本発明の毛髪化粧料は、この気泡を壊さずに安
定化することができるため、気体と混合することにより増粘させることができる。特に、
本発明の毛髪化粧料が液晶構造を有することが、より良好な増粘を得るために好ましい。
この場合、系全体が液晶構造である必要はなく、必要な特性を得られる範囲であれば、系
内の液晶の割合は特に規定されない。
【００７１】
　本発明の毛髪化粧料は、気体と混合することにより増粘させた後、増粘が好ましくは約
３０分間以上、より好ましくは約６０分間以上にわたり持続することが好ましい。このこ
とにより、より良好な塗布性が得られ、毛髪に塗布している間中、液がより垂れ落ちにく
くなるためである。
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【００７２】
　本発明の毛髪化粧料を気体と混合することにより増粘させた後、通常の塗布方法で種々
の毛髪化粧料として使用することができる。例えば、ヘアスタイリング剤である場合には
、毛髪化粧料の入った容器を振り混ぜることにより、容器内の気体と混合させて、ヘアス
タイリング剤を増粘させた後、増粘したヘアスタイリング剤を、頭髪全体に、または、部
分的に塗布して、毛髪を固定したり、毛髪の光沢、感触、質感等を変えたりすることがで
きる。ヘアトリートメント剤である場合には、同様に、増粘したヘアトリートメント剤を
、毛髪全体に塗布して、頭髪につや、柔軟性や潤いを与えることができる。染毛剤や脱色
剤である場合にも、増粘した染毛剤または脱色剤を、毛髪全体に塗布して、毛髪を染毛ま
たは脱色させることができる。ここで、塗布の方法は、ハケやブラシなどの道具を用いて
塗布する方法、手で塗布する方法、手袋を着用した手で塗布する方法、アプリケーターで
毛髪上に吐出し塗布する方法などを、特に限定されることなく、適宜用いることができる
。手の器用さを利用して、毛髪化粧料を手にとり塗布することが好ましい。毛髪化粧料が
染毛剤または脱色剤である場合には、手を汚さないよう、手袋を着用した手で塗布する方
法が、より簡単に均一に塗布できるため、好ましい。
【００７３】
　毛髪に対する塗布量は、所望に応じて適宜設定することができる。
　例えば２剤を混合して使用する染毛剤または脱色剤である場合には、長さ３０ｃｍ程度
の全頭で、通常、第１剤を２０～６０ｇ程度、第２剤が３０～１００ｇ程度、好ましくは
、第１剤を２５～４０ｇ程度、第２剤が５０～８０ｇ程度である。第１剤と第２剤の混合
比は適宜調整され得るが１：０．５～１：５、より好ましくは１：１～１：３である。
　脱色または染毛時間は、塗布量、アルカリ剤や染料の種類、量、希望の脱色または染毛
の程度によって、適宜選択されるが、５分以上、好ましくは５～５０分、より好ましくは
１０～４５分、通常４０分程度までが例示される。
　上記脱色または染毛時間の経過後、適宜、化粧料を洗い流し、毛髪を乾燥させる。
【実施例】
【００７４】
　本発明の１つの態様である２剤を混合して使用する脱色剤および染毛剤について、以下
に、実施例を用いて説明するが、本発明はこれら実施例によって限定されるものではない
。なお、以下の実施例において、含有量は重量％で示す。
【００７５】
　第１剤および第２剤を、下記表に記載の成分および含有量に従い、常法で調製した。
　得られた第１剤と第２剤を、表中に記載する指定の混合比で使用直前に混合した。混合
は、調製した第１剤と第２剤を一つの容器に入れてふたをし、室温で、容器を強く振り混
ぜて混合し、むらがなくなるまで十分に混ぜた。
【００７６】
　調製した脱色剤および染毛剤について、下記に示す１～７の評価方法により評価した。
得られた各実施例および比較例の評価結果を、表１～４に示す。また、実施例３、４、６
、９、１３～１５および比較例３の第１剤、第２剤および混合液の粘度を表５に示す。
【００７７】
　１．染色性
　１００％白髪毛束（人毛）２ｇを水道水に１時間浸し、２３時間かけて乾燥させた。こ
の工程を５回繰り返した毛束をテスト用毛束Ａとした。
　第１剤および第２剤を指定の混合比に従い気体（空気）とともに混合し、混合液を得た
。この混合液５ｇを、手袋を着用した手で、テスト用毛束Ａ２ｇに塗布した。次いで３０
℃で３０分間放置した後、水洗し、シャンプーし、熱風で乾燥した。乾燥後のテスト用毛
束Ａについて、染色性を、目視により以下の基準で評価した。
　◎：ムラが無く、均一に染まっている
　△：ややムラがあり、均一性に欠ける
　×：ムラがあり、均一に染まっていない
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【００７８】
　２．脱色性
　黒毛束（人毛）２ｇを水道水に１時間浸し、２３時間かけて乾燥させた。この工程を５
回繰り返した毛束をテスト用毛束Ｂとした。
　第１剤及び第２剤を指定の混合比に従い前述のように混合し、混合液を得た。この混合
液５ｇを、手袋を着用した手で、テスト用毛束Ｂ２ｇに塗布した。次いで３０℃で３０分
間放置した後、水洗し、シャンプーし、熱風で乾燥した。乾燥後のテスト用毛束Ｂについ
て、脱色性を、目視により以下の基準で評価した。
　◎：ムラが無く、均一に脱色されている
　△：ややムラがあり、均一性に欠ける
　×：ムラがあり、均一に脱色されていない
【００７９】
　３．手触り感
　黒毛束（人毛）４ｇを２８％アンモニア水３％、３５％過酸化水素水６％、エデト酸二
ナトリウム０．２％を溶かした精製水に、３０分間浸した後、水洗し、２４時間かけて乾
燥させた。次にこれを水道水に１時間浸し、２３時間かけて乾燥させた。この工程を５回
繰り返した毛束をテスト用毛束Ｃとした。
　第１剤および第２剤を指定の混合比に従い気体とともに混合し、混合液を得た。この混
合液１０ｇを、手袋を着用した手で、テスト用毛束Ｃ４ｇに塗布した。次いで３０℃で３
０分間放置した後、水洗し、シャンプーし、熱風で乾燥した。乾燥後のテスト用毛束Ｃに
ついて、手触り感を、くし通りにより以下の基準で評価した。
　◎：くし通りがとても軽く、なめらかで良い
　○：くし通りが引っかからずなめらかである
　△：くし通りが悪く、少し引っかかる
　×：くし通りがとても悪く、かなり引っかかる
【００８０】
　４．塗布性
　所定の比で第１剤と第２剤を気体とともに混合し、混合液を得た。混合液８０ｇを、市
販のウイッグの全頭に手袋を着用した手で塗布し、塗布性を以下の基準で評価した。
　◎：問題なく全頭に塗布できる
　○：上記との比較では伸ばしにくいが、問題なく全体に塗布できる
　△：部分的にムラになる部分がある
　×：量が足りず全体に塗布できない
【００８１】
　５．混合・増粘性
　所定の比で第１剤と第２剤を混合し、２５℃で、東機産業株式会社製Ｂ型粘度計ＴＶＢ
－１０を用いて、４号ローター、３０回転、１分後の粘度を測定した。その際の、混合性
および増粘性を以下の基準で評価した。
　◎：容易に混合でき、混合液の粘度が第１剤および第２剤のいずれの粘度よりも高い
　○：上記との比較では混ざりにくいが問題なく混合でき、混合液の粘度が第１剤および
第２剤のいずれの粘度よりも高い
　△：混合液の粘度が第１剤および第２剤のいずれかの粘度よりも高い
　×：混合液の粘度が第１剤および第２剤のいずれの粘度よりも低い
【００８２】
　６．垂れ落ち
　所定の比で第１剤と第２剤を気体とともに混合し、混合液８０ｇを、市販のウイッグの
全頭に手袋を着用した手で塗布した。その後、３０分間放置し、水洗し、乾燥した。その
際の垂れ落ちを、以下の基準で評価した。
　◎：放置時間の垂れ落ち無し
　△：わずかに垂れ落ちを生じる
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　×：多量の垂れ落ちを生じる
【００８３】
　７．総合評価
　毛髪化粧料の分野、特に染毛剤および脱色剤の分野においては、染毛剤の染色性（また
は脱色剤の脱色性）、手触り感、塗布性、混合・増粘性、垂れ落ちの全てにおいて高い性
能を有していることが求められる。したがって、下記のように総合評価をした。
　◎：染色性（または脱色性）、手触り感、塗布性、混合・増粘性、垂れ落ちの５項目全
てが◎である
　○：上記５項目の全てが◎または○であり、かつ上記５項目のうち少なくとも１つが○
である
　△：上記５項目の全てが◎、○または△であり、かつ上記５項目のうち少なくとも１つ
が△である
　×：上記５項目の全てが◎、○、△または×であり、かつ上記５項目のうち少なくとも
１つが×である
【００８４】
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【表１】

【００８５】
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【表２】

【００８６】
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【表３】

【００８７】



(20) JP WO2013/080651 A1 2013.6.6

10

20

30

40

【表４】

【００８８】
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【表５】

【００８９】
　実施例４の第１剤および第２剤を、表１に記載する混合比で、混合方法Ａ～Ｃに従い、
使用直前に混合した。得られた混合液の粘度を表６に示す。
混合方法Ａ：第１剤３０ｇと第２剤６０ｇを直径５ｃｍ、高さ１３ｃｍのボトルに入れて
ふたをし、水平方向、垂直方向に３０ｃｍ幅を１秒間に１回程度の割合でそれぞれ３０回
ずつ振り、混合した。
混合方法Ｂ：第１剤３０ｇと第２剤６０ｇを直径７．５cm、高さ５ｃｍのジャー容器に入
れてふたをし、水平方向、垂直方向に３０ｃｍ幅を１秒間に１回程度の割合でそれぞれ３
０回ずつ振り、混合した。
混合方法Ｃ：第１剤３０ｇと第２剤６０ｇをカップに入れて、ガラス棒を用いて１分間か
き混ぜ、混合した。
【００９０】

【表６】

【００９１】
　表６に示すように、本発明の毛髪化粧料は、本発明の毛髪化粧料を気体と混合する方法
を限定するものではないが、例えば混合方法ＡやＢの方法により気体と混合すると十分な
増粘が得られる。混合方法Ｃのように、気体と混合しない場合には、増粘が得られない。
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