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(57)【要約】
【課題】染毛剤又は毛髪脱色・脱染剤として用いられる
毛髪化粧料組成物及びその使用方法において、混合発泡
の操作性及び泡の毛髪への保持性を向上させることがで
きる毛髪化粧料組成物及びその使用方法を提供する。
【解決手段】複数剤からなる染毛剤又は毛髪脱色・脱染
剤として構成されてなり、使用時に泡状の剤型とされる
とともに、その泡状の剤型で毛髪に適用される毛髪化粧
料組成物において、前記泡状の剤型は、粉末状の剤と液
状の剤とを混合し、振とうにより発泡させる発泡操作に
よって形成されることを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数剤からなる染毛剤又は毛髪脱色・脱染剤として構成されてなり、使用時に泡状の剤
型とされるとともに、その泡状の剤型で毛髪に適用される毛髪化粧料組成物において、
　前記泡状の剤型は、粉末状の剤と液状の剤とを混合し、振とうにより発泡させる発泡操
作によって形成されることを特徴とする毛髪化粧料組成物。
【請求項２】
　さらに、（Ａ）両性界面活性剤を含有することを特徴とする請求項１に記載の毛髪化粧
料組成物。
【請求項３】
　さらに、（Ｂ）カチオン性界面活性剤を含有することを特徴とする請求項１又は請求項
２に記載の毛髪化粧料組成物。
【請求項４】
　さらに、（Ｃ）アニオン性界面活性剤を含有し、該（Ｃ）アニオン性界面活性剤及び前
記（Ｂ）カチオン性界面活性剤を前記使用時に溶媒存在下で接触されるように構成したこ
とを特徴とする請求項３に記載の毛髪化粧料組成物。
【請求項５】
　前記（Ｂ）カチオン性界面活性剤は、（ｂ－１）炭素数１６以上２２以下のアルキル基
を有するアンモニウム型カチオン性界面活性剤と、（ｂ－２）炭素数１０以上１６未満の
アルキル基を有するアンモニウム型カチオン性界面活性剤とを含有することを特徴とする
請求項３又は請求項４に記載の毛髪化粧料組成物。
【請求項６】
　さらに（Ｄ）非イオン性ポリマーを含有するとともに、該（Ｄ）非イオン性ポリマーは
、前記粉末状の剤に配合されることを特徴とする請求項１から請求項５のいずれか一項に
記載の毛髪化粧料組成物。
【請求項７】
　さらに（Ｅ）増粘剤を含有するとともに、該（Ｅ）増粘剤は、前記粉末状の剤に配合さ
れることを特徴とする請求項６に記載の毛髪化粧料組成物。
【請求項８】
　前記毛髪化粧料組成物は、（Ｆ）アルカリ剤を含有する粉末状の第１剤と、酸化剤とし
て（Ｇ）過酸化水素を含有する液状の第２剤から構成されることを特徴とする請求項１か
ら請求項７のいずれか一項に記載の毛髪化粧料組成物。
【請求項９】
　前記第２剤は、前記（Ａ）両性界面活性剤、及びさらに（Ｈ）カチオン性ポリマーを含
有することを特徴とする請求項８に記載の毛髪化粧料組成物。
【請求項１０】
　さらに（Ｉ）アルカリ金属の無機塩を含有することを特徴とする請求項２又は請求項９
に記載の毛髪化粧料組成物。
【請求項１１】
　前記第２剤は、（Ｊ）フェノキシエタノール、並びに（Ｋ）安息香酸及び安息香酸塩か
ら選択される少なくとも１種を含有することを特徴とする請求項８から請求項１０のいず
れか一項に記載の毛髪化粧料組成物。
【請求項１２】
　前記（Ｆ）アルカリ剤は、（ｆ－１）炭酸塩であり、
　さらに、（Ｌ）キレート化剤を前記毛髪化粧料組成物中に１～５質量％含有するととも
に、前記（Ｌ）キレート化剤の含有量に対する前記（ｆ－１）炭酸塩の含有量の質量比が
０．０２～６．５であることを特徴とする請求項８から請求項１１のいずれか一項に記載
の毛髪化粧料組成物。
【請求項１３】
　請求項１から請求項１２のいずれか一項に記載の毛髪化粧料組成物の使用方法において
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、
　前記粉末状の剤と前記液状の剤とを混合し、振とうにより発泡させる発泡操作によって
前記泡状の剤型を形成する工程、次に、該泡状の剤型を手で毛髪に塗布する工程からなる
ことを特徴とする毛髪化粧料組成物の使用方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、染毛剤又は毛髪脱色・脱染剤として構成され、使用時に泡状の剤型として毛
髪に適用される毛髪化粧料組成物及びその使用方法に関し、さらに詳しくは、混合及び発
泡操作が簡便で、泡の毛髪への保持性を向上させることができる毛髪化粧料組成物に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、毛髪化粧料組成物として、例えばアルカリ剤を含有する第１剤、及び酸化剤を
含有する第２剤から構成され、使用時の剤型が泡状（フォーム状）の染毛剤及び毛髪脱色
・脱染剤が知られている。こうした泡状の剤型の毛髪化粧料組成物は、剤型が液状の組成
物に比べて、液だれの心配が少なく、毛髪への塗布性及び使用感が良好であるという特徴
を有する。従来より、例えば特許文献１～３に開示される毛髪化粧料組成物が知られてい
る。
【０００３】
　例えば、特許文献１は、噴射剤、例えばＬＰＧを使用して使用時の剤型を泡状にしたエ
アゾール式泡沫状酸化染毛剤組成物について開示する。特許文献２は、例えば可撓性の合
成樹脂容器、吸引用ディップチューブ、及び発泡吐出手段からなるスクイズフォーマーを
使用して使用時の剤型を泡状にした二剤式染毛用又は脱色用組成物について開示する。特
許文献３に開示される泡状の毛髪化粧料組成物は、第１剤と第２剤とを含む内溶液の入っ
たスクイズ式泡吐出容器を振ることにより、空気と内溶液とを混合して内溶液を発泡させ
るとともに、スクイズ時にネット又は多孔質体からなる泡均質化手段を通過させることで
泡状の剤型としている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平０９－１３６８１８号公報
【特許文献２】特開２００８－２９１０２０号公報
【特許文献３】特開２００９－１５４８８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところが、特許文献１のエアゾール式泡沫状酸化染毛剤組成物は、主として缶体に充填
されるため、廃棄処理の観点から好ましくないという問題があった。
　特許文献２の二剤式染毛用又は脱色用組成物は、泡立て後に吐出することができないた
め、複数剤を混合して吐出させる場合、慎重に操作する必要があった。特に粉末状の剤と
液状の剤とを混合する場合は、特に操作性が低下するという問題があった。一方、泡立て
を十分に防止しながら混合しようとすると、混合性が低下するという問題があった。
【０００６】
　特許文献３の泡状の毛髪化粧料組成物は、内容物が振とう発泡された直後は泡が大きく
、この泡を泡均質化手段を通して吐出させる際、強い押圧（スクイズ）力による泡の押し
出し力が必要となるため、発泡操作が容易でないという問題があった。一方、泡押し出し
の際の押圧力を低下させるために泡の粘度を低下させると、毛髪に塗布した泡状組成物が
経時的に垂下するため、毛髪への保持力が低下するという問題があった。
【０００７】
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　本発明は、本発明者らの鋭意研究の結果、使用時に粉末状の剤と液状の剤とを混合し、
振とうにより発泡させる発泡操作によって形成される泡が小さくなることを見出した。そ
れにより、泡均質化手段、例えばネット又は多孔質体が不要になり、混合発泡の操作性を
向上させることができる。また、使用時に粉末状の剤と液状の剤とを混合し、振とうによ
り発泡させる発泡操作によって、泡状組成物の毛髪への保持力も向上させることができる
ことを見出した。
【０００８】
　本発明の目的とするところは、染毛剤又は毛髪脱色・脱染剤として用いられる毛髪化粧
料組成物及びその使用方法において、混合発泡の操作性及び泡の毛髪への保持性を向上さ
せることができる毛髪化粧料組成物及びその使用方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の目的を達成するために、請求項１に記載の発明の毛髪化粧料組成物は、複数剤か
らなる染毛剤又は毛髪脱色・脱染剤として構成されてなり、使用時に泡状の剤型とされる
とともに、その泡状の剤型で毛髪に適用される毛髪化粧料組成物において、前記泡状の剤
型は、粉末状の剤と液状の剤とを混合し、振とうにより発泡させる発泡操作によって形成
されることを特徴とする。
【００１０】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の毛髪化粧料組成物において、さらに、（Ａ
）両性界面活性剤を含有することを特徴とする。
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は請求項２に記載の毛髪化粧料組成物において、
さらに、（Ｂ）カチオン性界面活性剤を含有することを特徴とする。
【００１１】
　請求項４に記載の発明は、請求項３に記載の毛髪化粧料組成物において、さらに、（Ｃ
）アニオン性界面活性剤を含有し、該（Ｃ）アニオン性界面活性剤及び前記（Ｂ）カチオ
ン性界面活性剤を前記使用時に溶媒存在下で接触されるように構成したことを特徴とする
。
【００１２】
　請求項５に記載の発明は、請求項３又は請求項４に記載の毛髪化粧料組成物において、
前記（Ｂ）カチオン性界面活性剤は、（ｂ－１）炭素数１６以上２２以下のアルキル基を
有するアンモニウム型カチオン性界面活性剤と、（ｂ－２）炭素数１０以上１６未満のア
ルキル基を有するアンモニウム型カチオン性界面活性剤とを含有することを特徴とする。
【００１３】
　請求項６に記載の発明は、請求項１から請求項５のいずれか一項に記載の毛髪化粧料組
成物において、さらに（Ｄ）非イオン性ポリマーを含有するとともに、該（Ｄ）非イオン
性ポリマーは、前記粉末状の剤に配合されることを特徴とする。
【００１４】
　請求項７に記載の発明は、請求項６に記載の毛髪化粧料組成物において、さらに（Ｅ）
増粘剤を含有するとともに、該（Ｅ）増粘剤は、前記粉末状の剤に配合されることを特徴
とする。
【００１５】
　請求項８に記載の発明は、請求項１から請求項７のいずれか一項に記載の毛髪化粧料組
成物において、前記毛髪化粧料組成物は、（Ｆ）アルカリ剤を含有する粉末状の第１剤と
、酸化剤として（Ｇ）過酸化水素を含有する液状の第２剤から構成されることを特徴とす
る。
【００１６】
　請求項９に記載の発明は、請求項８に記載の毛髪化粧料組成物において、前記第２剤は
、前記（Ａ）両性界面活性剤、及びさらに（Ｈ）カチオン性ポリマーを含有することを特
徴とする。
【００１７】
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　請求項１０に記載の発明は、請求項２又は請求項９に記載の毛髪化粧料組成物において
、さらに（Ｉ）アルカリ金属の無機塩を含有することを特徴とする。
　請求項１１に記載の発明は、請求項８から請求項１０のいずれか一項に記載の毛髪化粧
料組成物において、前記第２剤は、（Ｊ）フェノキシエタノール、並びに（Ｋ）安息香酸
及び安息香酸塩から選択される少なくとも１種を含有することを特徴とする。
【００１８】
　請求項１２に記載の発明は、請求項８から請求項１１のいずれか一項に記載の毛髪化粧
料組成物において、前記（Ｆ）アルカリ剤は、（ｆ－１）炭酸塩であり、さらに、（Ｌ）
キレート化剤を前記毛髪化粧料組成物中に１～５質量％含有するとともに、前記（Ｌ）キ
レート化剤の含有量に対する前記（ｆ－１）炭酸塩の含有量の質量比が０．０２～６．５
であることを特徴とする。
【００１９】
　請求項１３に記載の発明は、請求項１から請求項１２のいずれか一項に記載の毛髪化粧
料組成物の使用方法において、前記粉末状の剤と前記液状の剤とを混合し、振とうにより
発泡させる発泡操作によって前記泡状の剤型を形成する工程、次に、該泡状の剤型を手で
毛髪に塗布する工程からなることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、染毛剤又は毛髪脱色・脱染剤として用いられる毛髪化粧料組成物及び
その使用方法において、混合発泡の操作性及び泡の毛髪への保持性を向上させることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】毛髪化粧用品の使用方法を示す説明図。（ａ）は毛髪脱色・脱染剤１０を収容す
る閉塞可能容器２０を示す図。（ｂ）は各剤を容器本体２１に投入する工程を示す図。（
ｃ）は容器本体２１に蓋体２２を装着し、閉塞可能容器２０を上下に振る工程を示す図。
（ｄ）蓋体２２を取り外し、容器本体２１内の泡状の毛髪脱色・脱染剤１４を手で直接取
り出して毛髪に塗布する工程を示す図。
【図２】閉塞可能容器２０の断面図。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　（第１実施形態）
　以下、本発明に係る毛髪化粧料組成物を毛髪脱色・脱染剤に具体化した第１実施形態に
ついて説明する。毛髪化粧料組成物は２剤式の毛髪脱色・脱染剤として、毛髪の脱色及び
脱染に使用される。また、毛髪化粧料組成物は、３剤式の脱色・脱染剤としても使用され
る。
【００２３】
　＜２剤式の毛髪脱色・脱染剤＞
　２剤式の毛髪脱色・脱染剤における、毛髪化粧料組成物は、例えば（Ｆ）アルカリ剤等
を含有する粉末状の第１剤と、例えば酸化剤等を含有する液状の第２剤から構成される。
この第１剤と第２剤とが混合された後、振とうにより発泡させる発泡操作によって泡状の
剤型が形成された後、毛髪脱色及び脱染剤として毛髪に適用される。
【００２４】
　＜第１剤＞
　第１剤は、（Ｆ）アルカリ剤に加え、さらに、例えば（Ｃ）アニオン性界面活性剤、（
Ｄ）非イオン性ポリマー、（Ｅ）増粘剤、及び（Ｌ）キレート化剤を含有する。
【００２５】
　（Ｆ）アルカリ剤は、第２剤に含有される酸化剤の作用を促進することにより、毛髪の
脱色性又は脱染性を向上させる。アルカリ剤は、本実施形態においては２５℃（常温）で
固体状のものが使用され、例えばケイ酸塩、（ｆ－１）炭酸塩（炭酸水素塩を含む）、メ
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タケイ酸塩、硫酸塩、塩化物、及びリン酸塩が挙げられる。ケイ酸塩としては、例えばケ
イ酸ナトリウム、ケイ酸カリウム、及びケイ酸マグネシウムが挙げられる。（ｆ－１）炭
酸塩としては、例えば炭酸ナトリウム、炭酸マグネシウム、炭酸アンモニウム、炭酸水素
ナトリウム、及び炭酸水素アンモニウムが挙げられる。メタケイ酸塩としては、例えばメ
タケイ酸ナトリウム、及びメタケイ酸カリウムが挙げられる。硫酸塩としては、例えば硫
酸アンモニウムが挙げられる。塩化物としては、例えば塩化アンモニウムが挙げられる。
リン酸塩としては、例えばリン酸第１アンモニウム、及びリン酸第２アンモニウムが挙げ
られる。これらのアルカリ剤の具体例の中で、混合発泡の操作性及び泡の毛髪への保持性
を向上させることができる観点から（ｆ－１）炭酸塩が好ましい。また、アルカリ剤とし
て（ｆ－１）炭酸塩を使用する場合、使用時のアンモニア臭の発生を抑制することができ
る。また、（ｆ－１）炭酸塩を溶媒、例えば水に溶解させた際、融解熱が発生しないため
、明度ムラを抑制することができる。
【００２６】
　（Ｆ）アルカリ剤の含有量は、好ましくは第１剤及び第２剤を混合した毛髪脱色・脱染
剤においてｐＨが７～１２の範囲となる量である。ｐＨが７未満では、第２剤に酸化剤と
しての（Ｇ）過酸化水素が含有される場合、過酸化水素の作用が十分に促進されないおそ
れがある。混合液のｐＨが１２を超えると、毛髪脱色・脱染剤が毛髪に塗布されたときに
、毛髪に損傷等が発生しやすくなるおそれがある。
【００２７】
　（Ｃ）アニオン性界面活性剤は、混合発泡の操作性及び泡の毛髪への保持性を向上させ
る。そのため、第１剤は、好ましくは（Ｃ）アニオン性界面活性剤を含有する。尚、（Ｃ
）アニオン性界面活性剤は、第１剤及び第２剤のいずれか一方にのみ含有されてもよく、
第１剤及び第２剤の両方に含有されてもよい。（Ｃ）アニオン性界面活性剤としては、例
えばアルキルエーテル硫酸塩、アルキル硫酸塩、アルケニルエーテル硫酸塩、アルケニル
硫酸塩、オレフィンスルホン酸塩、アルカンスルホン酸塩、飽和又は不飽和脂肪酸塩、ア
ルキル又はアルケニルエーテルカルボン酸塩、α-スルホン脂肪酸塩、Ｎ－アシルアミノ
酸型界面活性剤、リン酸モノ又はジエステル型界面活性剤、及びスルホコハク酸エステル
が挙げられる。これらの界面活性剤のアニオン基の対イオンとしては、例えばナトリウム
イオン、カリウムイオン、及びトリエタノールアミンが挙げられる。より具体的には、ア
ルキル硫酸塩として、例えばラウリル硫酸ナトリウム、セチル硫酸ナトリウムが挙げられ
る。スルホコハク酸エステルとして、例えばスルホコハク酸ラウリル二ナトリウムが挙げ
られる。これらのアニオン性界面活性剤の具体例は単独で使用されてもよく、２種以上を
組み合わせて使用されてもよい。
【００２８】
　第１剤と第２剤が混合された混合物中における（Ｃ）アニオン性界面活性剤の含有量は
、好ましくは０．１～１０質量％、より好ましくは０．５～５質量％である。（Ｃ）アニ
オン性界面活性剤の含有量が０．１質量％未満であると、混合発泡の操作性及び泡の毛髪
への保持性を向上させる効果を十分に発揮することができない。（Ｃ）アニオン性界面活
性剤の含有量が１０質量％を超えて配合しても、それ以上の混合発泡の操作性及び泡の毛
髪への保持性の向上効果は得られず、使用後の毛髪にかさつき感を生じさせるおそれがあ
る。
【００２９】
　（Ｃ）アニオン性界面活性剤は、混合発泡の操作性及び泡の毛髪への保持性を向上させ
る観点から、（Ｂ）カチオン性界面活性剤と、使用時に溶媒存在下で接触されるように構
成することが好ましい。かかる構成として、たとえば、（Ｃ）アニオン性界面活性剤と（
Ｂ）カチオン性界面活性剤を分割して保存する構成、（Ｃ）アニオン性界面活性剤と（Ｂ
）カチオン性界面活性剤を粉末剤型として同一剤中に保存する構成が挙げられる。かかる
構成においては、さらに使用時に毛髪化粧料組成物の発泡性を高めるとともに、発泡操作
後において泡状の剤型を維持する効果を向上させる。かかる構成においては、さらに第１
剤と第２剤を混合して得られる混合物に対し、増粘効果の発現速度を高め、粘度安定性を



(7) JP 2011-105620 A 2011.6.2

10

20

30

40

50

向上させる。
【００３０】
　泡状の剤型を維持する効果を向上させる観点から、混合物中におけるアニオン性界面活
性剤の含有量は、例えば０．１～３．０質量％であり、好ましくは０．５～１．５質量％
である。また、混合物中におけるカチオン性界面活性剤の含有量は、例えば０．１～５．
０質量％であり、好ましくは０．５～４．５質量％であり、さらに好ましくは０．５～２
．０質量％である。また、混合物中におけるカチオン性界面活性剤の含有量に対するアニ
オン性界面活性剤の含有量の質量比は、好ましくは０．２５～３の範囲であり、より好ま
しくは０．４～３の範囲であり、さらに好ましくは０．８～２の範囲である。
【００３１】
　増粘効果の発現速度を高める効果、及び粘度安定性を向上させる効果を十分に発揮する
観点から、混合物中におけるアニオン性界面活性剤の含有量は、好ましくは０．０１～１
０質量％、より好ましくは０．５～５質量％である。また、混合物中におけるカチオン性
界面活性剤の含有量に対するアニオン性界面活性剤の含有量の質量比は、好ましくは０．
１～２０、より好ましくは０．５～１０、最も好ましくは１～７である。
【００３２】
　（Ｄ）非イオン性ポリマーは、混合発泡の操作性及び泡の毛髪への保持性を向上させる
。また、使用時における毛髪脱色・脱染剤の泡質、例えば泡の均質性、泡の弾力性を向上
させる。そのため、第１剤は、好ましくは（Ｄ）非イオン性ポリマーを含有する。尚、（
Ｄ）非イオン性ポリマーは、第１剤及び第２剤のいずれか一方にのみ含有されてもよく、
第１剤及び第２剤の両方に含有されてもよい。
【００３３】
　非イオン性ポリマーとしては、非イオン性の天然又は半合成高分子、及び合成高分子が
挙げられる。それらの中で、混合発泡の操作性及び泡の毛髪への保持性を向上させる観点
、及び泡の均質性、泡の弾力性を向上させる観点から、非イオン性の天然又は半合成高分
子である非イオン性の糖類が好ましく、α－グルコース及びα－グルコースの誘導体（以
下、α－グルコース等という。）を構成単位とするオリゴ糖及び多糖がとくに好ましい。
α－グルコース等を構成単位とするオリゴ糖及び多糖としては、例えばデンプン、加水分
解デンプン、デンプン誘導体、デキストラン、デキストリン、シクロデキストリンが挙げ
られる。その他の非イオン性の糖類としては、例えばセルロース、寒天が挙げられる。ま
た、混合発泡の操作性及び泡の毛髪への保持性を向上させる観点、及び泡の均質性、泡の
弾力性を向上させる観点から、水に対して溶解性の高い溶解性の非イオン性ポリマーより
も、水に対して溶解性の低い分散性の非イオン性ポリマー（例えば、デンプン、シクロデ
キストリン）を含有させることが好ましい。
【００３４】
　なお、非イオン性の合成高分子としては、例えば、ポリビニルカプロラクタム、ＰＶＰ
、（ビニルピロリドン／ＶＡ）コポリマー、ポリビニルアルコール、ポリビニルブチラー
ル、及び高重合ポリエチレングリコールが挙げられる。
【００３５】
　また、混合発泡の操作性及び泡の毛髪への保持性を向上させる観点、及び泡の均質性、
泡の弾力性を向上させる観点から、非イオン性ポリマーは２種以上を含有させることが好
ましい。とくに、分散性の非イオン性ポリマーを２種以上含有させることが好ましく、そ
のうちの少なくとも一種がデンプンとなるように含有させることがより好ましい。
【００３６】
　第１剤と第２剤が混合された混合物中における非イオン性ポリマーの含有量は、好まし
くは０．３～１５質量％、より好ましくは１～１０質量％である。非イオン性ポリマーの
含有量が０．３％未満であると、混合発泡の操作性及び泡の毛髪への保持性を向上させる
効果を十分に発揮することができない。また、泡質を向上させる作用が低下するおそれが
ある。また、非イオン性ポリマーの含有量が１５質量％を超えると、混合発泡の操作性及
び泡の毛髪への保持性を向上させる効果を十分に発揮することができない。また、泡が硬
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くなるおそれがある。
【００３７】
　（Ｄ）非イオン性ポリマーのうちデンプンを粉末状で保存して使用する場合、第１剤と
第２剤を混合して得られる混合物に対し、増粘効果の発現速度を高め、粘度安定性を向上
させることができる。この場合、デンプンとしては、例えば穀類デンプン、イモ類デンプ
ン、豆類デンプン、野草類デンプン、幹茎デンプン、及びこれらの改質デンプン（加工デ
ンプン）が挙げられる。より具体的には、コーンスターチ、タピオカデンプン、馬鈴薯デ
ンプン、甘藷デンプン、サゴデンプン、及びこれらの改質デンプンが挙げられる。改質デ
ンプンとは、デンプンに対して、エーテル化、エステル化、グラフト化等の誘導体化処理
、焙焼、酵素変性、酸化、酸処理等の分解処理、α化、造粒処理、多孔質化等の加工を施
すことにより、デンプン本来の物性を人為的に変化させたものをいう。これらのデンプン
は、単独で配合してもよいし、二種以上を組み合わせて配合してもよい。
【００３８】
　増粘効果の発現速度を高め、粘度安定性を向上させる観点から、混合物中におけるデン
プンの含有量は、好ましくは０．１～２０質量％、より好ましくは２～１０質量％である
。
【００３９】
　（Ｅ）増粘剤は、混合発泡の操作性及び泡の毛髪への保持性を向上させる。また、第１
剤と第２剤を混合して得られる混合物に適度な粘度を与えて、混合物を毛髪に塗布する際
、毛髪からの垂れ落ちを抑制するために配合される。そのため、第１剤は、好ましくは（
Ｅ）増粘剤を含有する。尚、（Ｅ）増粘剤は、第１剤及び第２剤のいずれか一方にのみ含
有されてもよく、第１剤及び第２剤の両方に含有されてもよい。増粘剤の具体例としては
、例えば天然高分子、半合成高分子、合成高分子、及び無機物系高分子が挙げられる。
【００４０】
　天然高分子としては、例えばグアーガム、ローカストビーンガム、クインスシード、カ
ラギーナン、ガラクタン、アラビアガム、トラガカントガム、ペクチン、マンナン、キサ
ンタンガム、サクシノグルカン、カードラン、ヒアルロン酸、ゼラチン、カゼイン、アル
ブミン、及びコラーゲンが挙げられる。
【００４１】
　半合成高分子としては、例えばメチルセルロース、エチルセルロース、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、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、
カルボキシメチルセルロース、カルボキシメチルセルロースナトリウム、メチルヒドロキ
シプロピルセルロース、アルギン酸プロピレングリコールエステル、及びアルギン酸塩が
挙げられる。
【００４２】
　合成高分子としては、例えばポリビニルピロリドン、ポリビニルメチルエーテル、カル
ボキシビニル重合体、ポリアクリル酸ソーダ、ポリアクリルアミド、ポリエチレンオキシ
ド、エチレンオキシド・プロピレンオキシドブロック共重合体、及びアクリル酸／アクリ
ル酸アルキル共重合体が挙げられる。また、合成高分子としては、例えばイタコン酸とポ
リオキシエチレンアルキルエーテルとの半エステル、又はメタクリル酸とポリオキシエチ
レンアルキルエーテルとのエステルと、アクリル酸、メタクリル酸及びそれらのアルキル
エステルから選ばれる少なくとも一つの単量体と、からなる共重合体が挙げられる。
【００４３】
　無機物系高分子としては、例えばベントナイト、ケイ酸アルミニウムマグネシウム、ラ
ポナイト、ヘクトライト、及び無水ケイ酸が挙げられる。これらの増粘剤は、単独で配合
してもよいし、二種以上を組み合わせて配合してもよい。
【００４４】
　第１剤と第２剤が混合された混合物中における（Ｅ）増粘剤の含有量は、好ましくは０
．１～２０質量％、より好ましくは１～５質量％である。（Ｅ）増粘剤の含有量が０．１
質量％未満であると、混合発泡の操作性及び泡の毛髪への保持性を向上させる効果を十分
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に発揮することができない。（Ｅ）増粘剤の含有量が２０質量％を超えて配合すると粘度
の増加により塗布性が低下する場合がある。
【００４５】
　増粘効果の発現速度を高める効果、及び粘度安定性を向上させる効果を十分に発揮する
観点から、混合物中（使用時）における（Ｅ）増粘剤の含有量は、好ましくは０．０５～
２０質量％、より好ましくは０．５～４質量％である。また、第１剤と第２剤が混合され
た混合物中における（Ｅ）増粘剤の含有量に対するデンプンの含有量の質量比は、好まし
くは０．１～２０、より好ましくは１～７、さらに好ましくは１～３である。この質量比
の範囲内の場合、増粘効果の発現速度を高める効果、及び粘度安定性を向上させる効果を
より高めることができる。
【００４６】
　（Ｌ）キレート化剤は、混合発泡の操作性及び泡の毛髪への保持性を向上させる。また
、（Ｆ）アルカリ剤として（ｆ－１）炭酸塩を使用した場合に、（ｆ－１）炭酸塩に起因
する、仕上がり後における毛髪のざらざら感を抑制し、仕上がり後における毛髪の感触（
手ぐしを通したときのすべり感）を向上させるために配合される。そのため、第１剤は、
好ましくは（Ｌ）キレート化剤を含有する。尚、（Ｌ）キレート化剤は、第１剤及び第２
剤のいずれか一方にのみ含有されてもよく、第１剤及び第２剤の両方に含有されてもよい
。キレート化剤としては、例えば、エデト酸（エチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ））、
エチレンジアミンヒドロキシエチル三酢酸、ジヒドロキシエチルエチレンジアミン二酢酸
、１，３－プロパンジアミン四酢酸、ジエチレントリアミン五酢酸、トリエチレンテトラ
ミン六酢酸、ニトリロ三酢酸、ヒドロキシエチルイミノ二酢酸、Ｌ－アスパラギン酸－Ｎ
，Ｎ－二酢酸、アミノトリメチレンホスホン酸、ヒドロキシエタンジホスホン酸、それら
の塩、それらの誘導体、及びそれらの誘導体の塩が挙げられる。これらは単独で含有され
てもよいし、二種以上が組み合わされて含有されてもよい。
【００４７】
　第１剤と第２剤が混合された混合物中における（Ｌ）キレート化剤の含有量は、好まし
くは１～５質量％、より好ましくは１～３質量％である。キレート化剤の含有量が１質量
％未満の場合、混合発泡の操作性及び泡の毛髪への保持性を向上させる効果を十分に発揮
することができない。また、（ｆ－１）炭酸塩に起因する、仕上がり後における毛髪のざ
らざら感を抑制し、仕上がり後における毛髪の感触を向上させることができない。キレー
ト化剤の含有量が５質量％を超えると、混合発泡の操作性及び泡の毛髪への保持性を向上
させる効果を十分に発揮することができない。また、酸化染料を用いた染毛剤の構成の場
合、染毛力が低下するおそれがある。
【００４８】
　（Ｆ）アルカリ剤として、（ｆ－１）炭酸塩が使用される場合、第１剤と第２剤が混合
された混合物中における（Ｌ）キレート化剤の含有量に対する（ｆ－１）炭酸塩の含有量
の質量比（（ｆ－１）／Ｌ）は、好ましくは０．０２～６．５、より好ましくは０．５～
４．５、さらに好ましくは０．９～４．５に規定される。この質量比の範囲内の場合、混
合発泡の操作性及び泡の毛髪への保持性をより向上させることができる。また、（ｆ－１
）炭酸塩由来の毛髪の感触の低下を抑制することができる。
【００４９】
　第１剤は、必要に応じて、前述した成分以外の成分、例えば油性成分、多価アルコール
、上記以外の界面活性剤、糖、防腐剤、安定剤、ｐＨ調整剤、植物抽出物、生薬抽出物、
ビタミン、香料、酸化防止剤、紫外線吸収剤、酸化助剤、賦形剤、及び添加剤を含有して
もよい。
【００５０】
　油性成分は、毛髪にうるおい感を付与する。そのため、第１剤は、好ましくは油性成分
を含有する。油性成分としては、例えば油脂、ロウ、高級アルコール、炭化水素、高級脂
肪酸、アルキルグリセリルエーテル、エステル、及びシリコーンが挙げられる。
【００５１】
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　油脂としては、例えばラノリン、オリーブ油、ツバキ油、シア脂、アーモンド油、サフ
ラワー油、ヒマワリ油、大豆油、綿実油、ゴマ油、トウモロコシ油、ナタネ油、コメヌカ
油、コメ胚芽油、ブドウ種子油、アボカド油、マカダミアナッツ油、ヒマシ油、ヤシ油、
及び月見草油が挙げられる。ロウとしては、例えばミツロウ、キャンデリラロウ、カルナ
ウバロウ、ホホバ油、及びラノリンが挙げられる。高級アルコールとしては、例えばセチ
ルアルコール（セタノール）、２－ヘキシルデカノール、ステアリルアルコール、イソス
テアリルアルコール、セトステアリルアルコール、オレイルアルコール、アラキルアルコ
ール、ベヘニルアルコール、２－オクチルドデカノール、ラウリルアルコール、ミリスチ
ルアルコール、デシルテトラデカノール、及びラノリンアルコールが挙げられる。
【００５２】
　炭化水素としては、例えばパラフィン、オレフィンオリゴマー、ポリイソブテン、水添
ポリイソブテン、ミネラルオイル、スクワラン、ポリブテン、ポリエチレン、マイクロク
リスタリンワックス、及びワセリンが挙げられる。高級脂肪酸としては、例えばラウリン
酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、ベヘニン酸、イソステアリン酸、１２
－ヒドロキシステアリン酸、オレイン酸、及びラノリン脂肪酸が挙げられる。アルキルグ
リセリルエーテルとしては、例えばバチルアルコール、キミルアルコール、セラキルアル
コール、及びイソステアリルグリセリルエーテルが挙げられる。
【００５３】
　エステルとしては、例えばアジピン酸ジイソプロピル、ミリスチン酸イソプロピル、オ
クタン酸セチル、イソノナン酸イソノニル、ミリスチン酸オクチルドデシル、パルミチン
酸イソプロピル、ステアリン酸ステアリル、ミリスチン酸ミリスチル、ミリスチン酸イソ
トリデシル、パルミチン酸２－エチルへキシル、リシノール酸オクチルドデシル、１０～
３０の炭素数を有する脂肪酸コレステリル／ラノステリル、乳酸セチル、酢酸ラノリン、
ジ－２－エチルヘキサン酸エチレングリコール、ペンタエリスリトール脂肪酸エステル、
ジペンタエリスリトール脂肪酸エステル、カプリン酸セチル、トリカプリル酸グリセリル
、リンゴ酸ジイソステアリル、コハク酸ジオクチル、及び２－エチルヘキサン酸セチルが
挙げられる。
【００５４】
　シリコーンとしては、例えばジメチルポリシロキサン（ジメチコン）、メチルフェニル
ポリシロキサン、デカメチルシクロペンタシロキサン、ドデカメチルシクロヘキサシロキ
サン、末端水酸基変性ジメチルポリシロキサン、６５０～１００００の平均重合度を有す
る高重合シリコーン、ポリエーテル変性シリコーン（例えば、（ＰＥＧ／ＰＰＧ／ブチレ
ン／ジメチコン）コポリマー）、アミノ変性シリコーン、ベタイン変性シリコーン、アル
キル変性シリコーン、アルコキシ変性シリコーン、メルカプト変性シリコーン、カルボキ
シ変性シリコーン、及びフッ素変性シリコーンが挙げられる。これらのシリコーンのうち
、一種のみが単独で含有されてもよいし、二種以上が組み合わされて含有されてもよい。
【００５５】
　多価アルコールとしては、例えばグリコール、及びグリセリンが挙げられる。グリコー
ルとしては、例えばエチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコー
ル、ポリエチレングリコール、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、イソプ
レングリコール、及び１，３－ブチレングリコールが挙げられる。グリセリンとしては、
例えばグリセリン、ジグリセリン、及びポリグリセリンが挙げられる。
【００５６】
　界面活性剤は、乳化剤又は各成分の可溶化剤として毛髪脱色・脱染剤を使用時に乳化又
は可溶化し、粘度を調整したり粘度安定性を向上させたりする。また、混合物を振とうし
た際の発泡性の向上に寄与するとともに、使用時における毛髪脱色・脱染剤の泡質、例え
ば泡の弾力性を向上させる。界面活性剤としては、カチオン性界面活性剤、両性界面活性
剤、及びノニオン性界面活性剤が挙げられる。尚、本願発明の効果を阻害しない範囲内に
おいて第１剤にカチオン性界面活性剤が配合されてもよい。
【００５７】
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　カチオン性界面活性剤としては、例えば塩化ラウ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、塩化ステアリルトリ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、塩化ジステアリルジ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、臭化ステアリルトリメチルアンモニウム、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、ステアリルトリメチルアンモニウムサッカリン
、セチルトリメチルアンモニウムサッカリン、塩化メタクリロイルオキシエチルトリメチ
ルアンモニウム、及びメチル硫酸ベヘニルトリメチルアンモニウムが挙げられる。
【００５８】
　両性界面活性剤としては、脂肪酸アミドプロピルジメチルアミノ酢酸ベタイン、アルキ
ルジメチルアミノ酢酸ベタイン、Ｎ－アシルアミノエチル－Ｎ－２－ヒドロキシエチルア
ミノカルボン酸塩、Ｎ－アシルアミノエチル－Ｎ－カルボキシメトキシエチルアミノカル
ボン酸塩、及びヒドロキシアルキル（Ｃ１２－１４）ヒドロキシエチルサルコシンが挙げ
られる。
【００５９】
　脂肪酸アミドプロピルジメチルアミノ酢酸ベタインとしては、例えばヤシ油脂肪酸アミ
ドプロピルジメチルアミノ酢酸ベタイン（コカミドプロピルベタイン、又はヤシ油脂肪酸
アミドプロピルベタインと記載されることもある。）、パーム油脂肪酸アミドプロピルジ
メチルアミノ酢酸ベタイン、ラウリン酸アミドプロピルジメチルアミノ酢酸ベタイン（ラ
ウラミドプロピルベタイン、又はラウリン酸アミドプロピルベタインと記載されることも
ある。）、及びリシノレイン酸アミドプロピルジメチルアミノ酢酸ベタインが挙げられる
。脂肪酸アミドプロピルジメチルアミノ酢酸ベタインは、塩として配合してもよい。その
塩としては、例えばナトリウム塩、カリウム塩、及びトリエタノールアミン塩が挙げられ
る。
【００６０】
　アルキルジメチルアミノ酢酸ベタインとしては、例えばデシルジメチルアミノ酢酸ベタ
イン、ラウリルジメチルアミノ酢酸ベタイン、ミリスチルジメチルアミノ酢酸ベタイン、
セチルジメチルアミノ酢酸ベタイン、ステアリルジメチルアミノ酢酸ベタイン、オレイル
ジメチルアミノ酢酸ベタイン、ベヘニルジメチルアミノ酢酸ベタイン、及びヤシ油アルキ
ルジメチルアミノ酢酸ベタインが挙げられる。アルキルジメチルアミノ酢酸ベタインは、
塩として配合してもよい。その塩としては、例えばナトリウム塩、カリウム塩、及びトリ
エタノールアミン塩が挙げられる。
【００６１】
　Ｎ－アシルアミノエチル－Ｎ－２－ヒドロキシエチルアミノカルボン酸塩としては、例
えばココアンホ酢酸Ｎａ（Ｎ－ヤシ油脂肪酸アシル－Ｎ’－カルボキシメチル－Ｎ’－ヒ
ドロキシエチルエチレンジアミンであり、２－アルキル－Ｎ－カルボキシメチル－Ｎ－ヒ
ドロキシエチルイミダゾリニウムベタインと記載されることもある。）、ココアンホプロ
ピオン酸Ｎａ（Ｎ－ヤシ油脂肪酸アシル－Ｎ’－カルボキシエチル－Ｎ’－ヒドロキシエ
チルエチレンジアミン）、ラウロアンホ酢酸Ｎａ（Ｎ－ラウロイル－Ｎ’－カルボキシメ
チル－Ｎ’－ヒドロキシエチルエチレンジアミン）、オリーブアンホ酢酸Ｎａ、カカオ脂
アンホ酢酸Ｎａ、ゴマアンホ酢酸Ｎａ、スイートアーモンドアンホ酢酸Ｎａ、ステアロア
ンホ酢酸塩、パームアンホ酢酸Ｎａ、ピーナッツアンホ酢酸Ｎａ、ヒマワリ種子アンホ酢
酸Ｎａ、及び綿実アンホ酢酸Ｎａが挙げられる。
【００６２】
　Ｎ－アシルアミノエチル－Ｎ－カルボキシメトキシエチルアミノカルボン酸塩としては
、例えばココアンホジ酢酸Ｎａ、ココアンホジプロピオン酸Ｎａ、及びラウロアンホジ酢
酸Ｎａが挙げられる。
【００６３】
　非イオン性界面活性剤の具体例としては、例えばエーテル型非イオン性界面活性剤、及
びエステル型非イオン性界面活性剤が挙げられる。エーテル型非イオン性界面活性剤の具
体例としては、例えばポリオキシエチレン（以下、ＰＯＥという。）セチルエーテル（セ
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テス）、ＰＯＥステアリルエーテル（ステアレス）、ＰＯＥベヘニルエーテル、ＰＯＥオ
レイルエーテル（オレス）、ＰＯＥラウリルエーテル（ラウレス）、ＰＯＥオクチルドデ
シルエーテル、ＰＯＥヘキシルデシルエーテル、ＰＯＥイソステアリルエーテル、ＰＯＥ
ノニルフェニルエーテル、及びＰＯＥオクチルフェニルエーテルが挙げられる。
【００６４】
　エステル型非イオン性界面活性剤の具体例としては、例えばモノオレイン酸ＰＯＥソル
ビタン、モノステアリン酸ＰＯＥソルビタン、モノパルミチン酸ＰＯＥソルビタン、モノ
ラウリン酸ＰＯＥソルビタン、トリオレイン酸ＰＯＥソルビタン、モノステアリン酸ＰＯ
Ｅグリセリン、モノミリスチン酸ＰＯＥグリセリン、テトラオレイン酸ＰＯＥソルビット
、ヘキサステアリン酸ＰＯＥソルビット、モノラウリン酸ＰＯＥソルビット、ＰＯＥソル
ビットミツロウ、モノオレイン酸ポリエチレングリコール、モノステアリン酸ポリエチレ
ングリコール、モノラウリン酸ポリエチレングリコール、親油型モノオレイン酸グリセリ
ン、親油型モノステアリン酸グリセリン、自己乳化型モノステアリン酸グリセリン、モノ
オレイン酸ソルビタン、セスキオレイン酸ソルビタン、トリオレイン酸ソルビタン、モノ
ステアリン酸ソルビタン、モノパルミチン酸ソルビタン、モノラウリン酸ソルビタン、シ
ョ糖脂肪酸エステル、モノラウリン酸デカグリセリル、モノステアリン酸デカグリセリル
、モノオレイン酸デカグリセリル、及びモノミリスチン酸デカグリセリルが挙げられる。
これらの界面活性剤の具体例の内、一種のみが単独で含有されてもよいし、二種以上が組
み合わされて含有されてもよい。
【００６５】
　泡質を向上させる観点から、第１剤と第２剤とが混合された混合物中における界面活性
剤の含有量（使用時の含有量）は、好ましくは１．５～１０質量％、より好ましくは３～
８質量％、さらに好ましくは３～５質量％である。
【００６６】
　糖としては、例えばソルビトール、及びマルトースが挙げられる。防腐剤としては、例
えばパラベンが挙げられる。安定剤としては、例えばフェナセチン、８－ヒドロキシキノ
リン、アセトアニリド、ピロリン酸ナトリウム、バルビツール酸、尿酸、及びタンニン酸
が挙げられる。ｐＨ調整剤としては、例えばクエン酸、酒石酸、乳酸、リンゴ酸、コハク
酸、フマル酸、マレイン酸、ピロリン酸、グルコン酸、グルクロン酸、安息香酸、２－ア
ミノ－２－メチル－１，３－プロパンジオール、及び塩基性アミノ酸が挙げられる。酸化
防止剤としては、例えばアスコルビン酸及び亜硫酸塩が挙げられる。酸化助剤としては、
例えば過硫酸塩が挙げられる。酸化助剤は、脱色力及び脱染力をより向上させるために配
合してもよい。過硫酸塩としては、例えば過硫酸アンモニウム、過硫酸カリウム及び過硫
酸ナトリウムが挙げられる。賦形剤としては、例えば硫酸ナトリウムが挙げられる。添加
剤として、さらに分散剤、例えばステアリン酸カルシウム、ステアリン酸マグネシウム等
のステアリン酸金属塩、タルク、結晶セルロース、及び低置換度ヒドロキシプロピルセル
ロースを配合してもよい。
【００６７】
　第１剤の剤型は、粉末状に構成される。尚、本発明における粉末状は、粒子状を含む概
念である。
　＜第２剤＞
　第２剤は、例えば（Ａ）両性界面活性剤、（Ｂ）カチオン性界面活性剤、（Ｈ）カチオ
ン性ポリマー、（Ｉ）アルカリ金属の無機塩、（Ｊ）フェノキシエタノール、（Ｋ）安息
香酸及び安息香酸塩から選ばれる少なくとも一種、並びに酸化剤を含有する。
【００６８】
　（Ａ）両性界面活性剤は、混合発泡の操作性及び泡の毛髪への保持性を向上させる。ま
た、第２剤を乳化して適当な粘度に調整したり粘度安定性を向上させたりする。また、使
用時の泡状の剤型に対し、発泡量及び泡のきめ細やかさを高める。また、ノンエアゾール
による発泡を速やかに開始させる。また、（Ｈ）カチオン性ポリマーによる毛髪の感触を
向上させる作用を高める。そのため、第２剤は、好ましくは（Ａ）両性界面活性剤を含有
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する。尚、（Ａ）両性界面活性剤は、第１剤及び第２剤のいずれか一方にのみ含有されて
もよく、第１剤及び第２剤の両方に含有されてもよい。両性界面活性剤は、前述した第１
剤における両性界面活性剤の具体例が挙げられる。これらの中で、第２剤のｐＨの安定化
の観点から、ベタイン系両性界面活性剤が好ましい。両性界面活性剤は単独で含有されて
もよいし、二種以上が組み合わされて含有されてもよい。また、両性界面活性剤は、市販
品としてアルカリ金属の無機塩が含有されているものを適用してもよい。
【００６９】
　アルカリ金属の無機塩が含有されている両性界面活性剤の市販品として、例えば、オバ
ゾリンＣＢＡ－３０（ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン、東邦化学工業社製）、ソフ
タゾリンＣＰＢ（ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン、川研ファインケミカル社製）、
及びリカビオンＢ－２００（ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン、新日本理化社製）、
オバゾリンＬＢ（ラウリルジメチルアミノ酢酸ベタイン、東邦化学工業社製）、ソフタゾ
リンＬＰＢ（ラウリン酸アミドプロピルベタイン、川研ファインケミカル社製）が挙げら
れる。アルカリ金属の無機塩が含有されていない両性界面活性剤の市販品として、例えば
、タイポールソフトＡＭ－１００Ｎ（ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン、泰光油脂化
学工業社製）、アモーゲンＣＢ－Ｈ（ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン、第一工業製
薬社製）、オバゾリンＬＢ－ＳＦ（ラウリルジメチルアミノ酢酸ベタイン、東邦化学工業
社製）、ソフタゾリンＣＰＢ－Ｒ（ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン、川研ファイン
ケミカル社製）、及びソフタゾリンＬＰＢ－Ｒ（ラウリン酸アミドプロピルベタイン、川
研ファインケミカル社製）が挙げられる。
【００７０】
　第１剤と第２剤が混合された混合物中における（Ａ）両性界面活性剤の含有量は、好ま
しくは０．１～１０質量％、より好ましくは０．５～５質量％である。（Ａ）両性界面活
性剤の含有量が０．１質量％未満であると、混合発泡の操作性及び泡の毛髪への保持性を
向上させる効果を十分に発揮することができない。（Ａ）両性界面活性剤の含有量が１０
質量％を超えて配合しても、それ以上の混合発泡の操作性及び泡の毛髪への保持性の向上
効果は得られず、使用後の毛髪にかさつき感を生じさせるおそれがある。
【００７１】
　また、優れた発泡性を発揮させる観点から、混合物中における両性界面活性剤の含有量
は、好ましくは０．５～１０．０質量％であり、より好ましくは１．５～４．０質量％で
ある。特に、混合物中における両性界面活性剤の含有量を１．５～４．０質量％の範囲と
することで、優れた発泡性を発揮させることが更に容易となる。
【００７２】
　また、カチオン性ポリマーの毛髪の感触を向上させる作用を高める観点から、第２剤中
における両性界面活性剤の含有量は、好ましくは０．５～１２質量％であり、より好まし
くは１．５～１０質量％であり、さらに好ましくは１．５～３．５質量％である。
【００７３】
　（Ｂ）カチオン性界面活性剤は、混合発泡の操作性及び泡の毛髪への保持性を向上させ
る。そのため、第２剤は、好ましくは（Ｂ）カチオン性界面活性剤を含有する。尚、本願
発明の効果を阻害しない範囲内において第２剤にアニオン性界面活性剤が配合されてもよ
い。カチオン性界面活性剤は、前述した第１剤におけるカチオン性界面活性剤の具体例が
挙げられる。カチオン性界面活性剤は単独で含有されてもよいし、二種以上が組み合わさ
れて含有されてもよい。
【００７４】
　（Ｂ）カチオン性界面活性剤は、混合発泡の操作性及び泡の毛髪への保持性の向上の観
点から、好ましくは（ｂ－１）炭素数１６以上２２以下のアルキル基を有するアンモニウ
ム型カチオン性界面活性剤と（ｂ－２）炭素数１０以上１６未満のアルキル基を有するア
ンモニウム型カチオン性界面活性剤が使用される。また、かかる界面活性剤を使用するこ
とにより、さらには泡質を改善する作用をより向上させることができる。
【００７５】
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　（ｂ－１）炭素数１６以上２２以下のアルキル基を有するアンモニウム型カチオン性界
面活性剤として、例えばジメチルアンモニウム型カチオン性界面活性剤、及びトリメチル
アンモニウム型カチオン性界面活性剤が挙げられる。より具体的には、例えば塩化セチル
トリメチルアンモニウム（セトリモニウムクロリド、Ｃ１６）、塩化ステアリルトリメチ
ルアンモニウム（ステアリルトリモニウムクロリド、Ｃ１８）、塩化ジステアリルジメチ
ルアンモニウム（Ｃ１８）、塩化ベヘニルトリメチルアルミニウム（ベヘントリモニウム
クロリド、Ｃ２２）、塩化ジステアリルジメチルアンモニウム（ジステアリルジモニウム
クロリド、Ｃ１８）、臭化セチルトリメチルアンモニウム（Ｃ１６）、臭化ステアリルト
リメチルアンモニウム（Ｃ１８）、ステアリルトリメチルアンモニウムサッカリン（Ｃ１
８）、セチルトリメチルアンモニウムサッカリン（Ｃ１６）、及びメチル硫酸ベヘニルト
リメチルアンモニウム（Ｃ２２）が挙げられる。これらの中でも、好ましくは炭素数１６
以上のアルキル基を有するトリメチルアンモニウム型界面活性剤であり、より好ましくは
セチルトリメチルアンモニウム又はその塩である。
【００７６】
　（ｂ－２）炭素数１０以上１６未満のアルキル基を有するアンモニウム型カチオン性界
面活性剤としては、例えばジメチルアンモニウム型カチオン性界面活性剤、及びトリメチ
ルアンモニウム型カチオン性界面活性剤が挙げられる。より具体的には、例えば上記の（
ｂ－１）炭素数１６以上２２以下のアルキル基を有するアンモニウム型カチオン性界面活
性剤の具体例において、アルキル基の炭素数を１０以上１６未満に変更した化合物が挙げ
られる。これらの中でも、好ましくは炭素数１０以上１６未満のアルキル基を有するトリ
メチルアンモニウム型カチオン性界面活性剤であり、より好ましくは炭素数１０以上１５
以下のアルキル基を有するトリメチルアンモニウム型カチオン性界面活性剤であり、さら
に好ましくは炭素数１０以上１４以下のアルキル基を有するトリメチルアンモニウム型カ
チオン性界面活性剤である。炭素数１０以上１４以下のアルキル基を有するトリメチルア
ンモニウム型カチオン性界面活性剤の具体例としては、ドデシルトリメチルアンモニウム
（Ｃ１０）、ラウリルトリメチルアンモニウム（Ｃ１２）、ミリスチルトリメチルアンモ
ニウム（Ｃ１４）、又はその塩が挙げられ、好ましくはラウリルトリメチルアンモニウム
（Ｃ１２）又はその塩である。なお、アンモニウム型カチオン性界面活性剤の炭素数は、
アルキル基の主鎖の炭素数であり、例えば二鎖型のカチオン性界面活性剤の場合では、最
も炭素数の多いアルキル鎖の炭素数を示している。
【００７７】
　第１剤と第２剤が混合された混合物中における（Ｂ）カチオン性界面活性剤の含有量は
、好ましくは０．１～１０質量％、より好ましくは０．５～５質量％である。（Ｂ）カチ
オン性界面活性剤の含有量が０．１質量％未満であると、混合発泡の操作性及び泡の毛髪
への保持性を向上させる効果を十分に発揮することができない。（Ｂ）カチオン性界面活
性剤の含有量が１０質量％を超えて配合しても、それ以上の混合発泡の操作性及び泡の毛
髪への保持性の向上効果は得られず、使用後の毛髪にかさつき感を生じさせるおそれがあ
る。
【００７８】
　泡質及び毛髪の感触を向上させる観点から、混合物中における（ｂ－１）炭素数１６以
上２２以下のアルキル基を有するアンモニウム型カチオン性界面活性剤の含有量は、好ま
しくは０．１～１０質量％の範囲であり、より好ましくは０．２～２質量％である。また
、混合物中における（ｂ－２）炭素数１０以上１６未満のアルキル基を有するアンモニウ
ム型カチオン性界面活性剤の含有量は、好ましくは０．１～１０質量％の範囲であり、よ
り好ましくは０．４～４質量％である。また、混合物中における（ｂ－１）炭素数１６以
上２２以下のアルキル基を有するアンモニウム型カチオン性界面活性剤の含有量に対する
（ｂ－２）炭素数１０以上１６未満のアルキル基を有するアンモニウム型カチオン性界面
活性剤の含有量の質量比は、０．４～５の範囲である。
【００７９】
　（Ｈ）カチオン性ポリマーは、混合発泡の操作性及び泡の毛髪への保持性を向上させる
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。また、（Ａ）両性界面活性剤との併用により、混合発泡の操作性及び泡の毛髪への保持
性をより向上させるとともに、毛髪処理時における毛髪の感触を向上させる。そのため、
第２剤は、好ましくは（Ｈ）カチオン性ポリマーを含有する。尚、（Ｈ）カチオン性ポリ
マーは、第１剤及び第２剤のいずれか一方にのみ含有されてもよく、第１剤及び第２剤の
両方に含有されてもよい。
【００８０】
　カチオン性ポリマーは、例えば、ポリマー鎖にアミノ基若しくはアンモニウム基を含む
もの、又はジアリル４級アンモニウム塩を構成単位として含むものであり、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／アクリルアミド共重合物及び４級化ポリビニルピロリドン誘導体が挙げ
られる。具体的には、例えば、塩化ジメチルジアリルアンモニウム・アクリルアミド共重
合体、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、ポリ塩化ジメチルメチ
レンピペリジウム、ヒドロキシエチルセルロースジメチルジアリルアンモニウムが挙げら
れる。
【００８１】
　これらの中でも、毛髪の感触を向上させる観点から、カチオン性ポリマーは原料として
２５℃で液状に調製された製品を用いることが好ましい。２５℃で液状に調製された製品
としては、例えば、マーコート５５０（塩化ジメチルジアリルアンモニウム・アクリルア
ミド共重合体）、マーコート２８０、２９５（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）、及びマーコート１００（ポリ塩化ジメチルメチレンピペリジウム）が
挙げられる。これらの製品は溶媒に溶解しているため、他の成分との混合性に優れる。
【００８２】
　尚、カチオン性ポリマーとして、塩化ジメチルジアリルアンモニウムポリマー、塩化ジ
メチルジアリルアンモニウム－アクリルアミド共重合体、及び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を使用する場合、仕上がり後における毛髪の感触を向上さ
せることができる。特に（Ｆ）アルカリ剤として（ｆ－１）炭酸塩を使用した場合に、（
ｆ－１）炭酸塩に起因する、仕上がり後における毛髪のざらざら感をキレート化剤との併
用により抑制し、仕上がり後における毛髪の感触を向上させる。感触向上の観点から、カ
チオン性ポリマーの配合量は０．０１～５質量％の範囲内であることが好ましい。より好
ましくは０．１～４質量％の範囲内である。
【００８３】
　第１剤と第２剤が混合された混合物中における（Ｈ）カチオン性ポリマーの含有量は、
好ましくは０．０５～５質量％、より好ましくは０．１～２質量％である。（Ｈ）カチオ
ン性ポリマーの含有量が０．０５質量％未満であると、混合発泡の操作性及び泡の毛髪へ
の保持性を向上させる効果を十分に発揮することができない。（Ｈ）カチオン性ポリマー
の含有量が５質量％を超えて配合しても、それ以上の混合発泡の操作性及び泡の毛髪への
保持性の向上効果は得られず、また、毛髪がべたつき、感触が低下するおそれがある。
【００８４】
　毛髪の感触を向上させる作用を十分に発揮させる観点から、第２剤中におけるカチオン
性ポリマーの含有量は、好ましくは０．０１～５質量％であり、より好ましくは０．１～
４質量％である。
【００８５】
　（Ｉ）アルカリ金属の無機塩は、混合発泡の操作性及び泡の毛髪への保持性を向上させ
る。また、酸化剤として（Ｇ）過酸化水素を使用するとともに、特に第２剤中に（Ａ）両
性界面活性剤を配合する場合、第２剤のｐＨを安定化し、過酸化水素の安定性を向上させ
る。そのため、第２剤は、好ましくは（Ｉ）アルカリ金属の無機塩を含有する。尚、（Ｉ
）アルカリ金属の無機塩は、第１剤及び第２剤のいずれか一方にのみ含有されてもよく、
第１剤及び第２剤の両方に含有されてもよい。
【００８６】
　（Ｃ）アルカリ金属の無機塩としては、例えばアルカリ金属の塩化物塩、硫酸塩、硝酸
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塩、及びリン酸塩が挙げられる。アルカリ金属としては、例えばナトリウム、カリウム、
及びリチウムが挙げられる。アルカリ金属の無機塩として、具体的には、塩化ナトリウム
、塩化カリウム、硫酸ナトリウム、及び硫酸カリウムが挙げられる。また、ｐＨ安定性の
観点から中性塩が好ましい。
【００８７】
　第１剤と第２剤が混合された混合物中における（Ｉ）アルカリ金属の無機塩の含有量は
、好ましくは０．０５～５質量％、より好ましくは０．１～２質量％である。（Ｉ）アル
カリ金属の無機塩の含有量が０．０５質量％未満であると、混合発泡の操作性及び泡の毛
髪への保持性を向上させる効果を十分に発揮することができない。（Ｉ）アルカリ金属の
無機塩の含有量が５質量％を超えて配合しても、それ以上の混合発泡の操作性及び泡の毛
髪への保持性の向上効果は得られない。
【００８８】
　また、ｐＨ安定性の観点から、第２剤中におけるアルカリ金属の無機塩の含有量は、好
ましくは０．０１～５質量％であり、より好ましくは０．０５～１．５質量％、さらに好
ましくは０．２５～１．２５質量％である。
【００８９】
　第２剤のｐＨ安定性の向上の観点から、第２剤中における（Ｉ）アルカリ金属の無機塩
の含有量に対する（Ａ）両性界面活性剤の含有量の質量比（Ａ／Ｉ）は、好ましくは１．
５～５０、より好ましくは２～２５、さらに好ましくは２～１０、最も好ましくは２．５
～７．５である。
【００９０】
　過酸化水素の安定性をより向上させる観点から、第２剤のｐＨは、好ましくは２～６、
より好ましくは３～５に調整される。
　（Ｊ）フェノキシエタノール、並びに（Ｋ）安息香酸及び安息香酸塩から選ばれる少な
くとも一種は、混合発泡の操作性及び泡の毛髪への保持性を向上させる。また、酸化剤と
して（Ｇ）過酸化水素を使用する場合、過酸化水素の安定性を向上させる。そのため、第
２剤は、好ましくは（Ｊ）フェノキシエタノール、並びに（Ｋ）安息香酸及び安息香酸塩
から選ばれる少なくとも一種を含有する。
【００９１】
　第１剤と第２剤が混合された混合物中における（Ｊ）フェノキシエタノールの含有量は
、好ましくは０．０５～１質量％、より好ましくは０．１５～１質量％、さらに好ましく
は０．１５～０．８質量％である。（Ｊ）フェノキシエタノールの含有量が０．０５質量
％未満であると、混合発泡の操作性及び泡の毛髪への保持性を向上させる効果を十分に発
揮することができない。また、酸化剤として過酸化水素を使用する場合、過酸化水素の安
定性が低下しやすい。（Ｊ）フェノキシエタノールの含有量が１質量％を超えて配合して
も、それ以上の混合発泡の操作性及び泡の毛髪への保持性の向上効果は得られない。また
フェノキシエタノール由来の臭気が生ずる場合がある。
【００９２】
　（Ｋ）安息香酸及び安息香酸塩から選ばれる少なくとも一種は、フェノキシエタノール
とともに、過酸化水素の分解を抑制して過酸化水素の安定化を図るために用いる。安息香
酸塩の塩としては、ナトリウム塩、カリウム塩などを挙げることができる。これらのうち
の１種であっても良いし、これらのうちの２種以上の組み合わせであっても良い。
【００９３】
　第１剤と第２剤が混合された混合物中における（Ｋ）安息香酸及び安息香酸塩から選ば
れる少なくとも一種の含有量は、好ましくは０．０１～１質量％、より好ましくは０．１
～１質量％、さらに好ましくは０．１５～１である。（Ｋ）安息香酸及び安息香酸塩から
選ばれる少なくとも一種の含有量が０．０１質量％未満であると、混合発泡の操作性及び
泡の毛髪への保持性を向上させる効果を十分に発揮することができない。また、酸化剤と
して過酸化水素を使用する場合、過酸化水素の安定性が低下しやすい。（Ｋ）安息香酸及
び安息香酸塩から選ばれる少なくとも一種の含有量が１質量％を超えて配合しても、それ
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以上の混合発泡の操作性及び泡の毛髪への保持性の向上効果は得られない。また、アルカ
リ度が上昇して頭皮の刺激に繋がったり、溶解性の低下が生じるおそれがある。
【００９４】
　過酸化水素の分解を抑制して過酸化水素の安定化を図る観点から、過酸化水素含有組成
物としての第２剤中において、（Ｋ）安息香酸及び安息香酸塩から選ばれる少なくとも一
種の含有量に対する（Ｊ）フェノキシエタノールの含有量の質量比（Ｊ／Ｋ比）は、好ま
しくは０．２～２．５、より好ましくは０．２～１．０である。
【００９５】
　酸化剤は、毛髪に含まれるメラニンを脱色する。酸化剤としては、例えば（Ｇ）過酸化
水素、過酸化尿素、過酸化メラミン、過炭酸ナトリウム、過炭酸カリウム、過ホウ酸ナト
リウム、過ホウ酸カリウム、過硫酸アンモニウム、過酸化ナトリウム、過酸化カリウム、
過酸化マグネシウム、過酸化バリウム、過酸化カルシウム、過酸化ストロンチウム、硫酸
塩の過酸化水素付加物、リン酸塩の過酸化水素付加物、及びピロリン酸塩の過酸化水素付
加物が挙げられる。第２剤中における酸化剤の含有量は、好ましくは０．１～１５．０質
量％であり、より好ましくは２．０～９．０質量％であり、最も好ましくは３．０～６．
０質量％である。酸化剤の含有量が０．１質量％未満では、メラニンを十分に脱色するこ
とができない場合がある。酸化剤の含有量が１５．０質量％を超えると、毛髪に損傷等の
不具合が発生するおそれがある。
【００９６】
　酸化剤として（Ｇ）過酸化水素を第２剤に配合する場合、過酸化水素の安定性を向上さ
せるために、好ましくは、第２剤は、安定化剤、例えばヒドロキシエタンジホスホン酸及
びその塩を含有する。ヒドロキシエタンジホスホン酸塩としては、例えばヒドロキシエタ
ンジホスホン酸四ナトリウム、及びヒドロキシエタンジホスホン酸二ナトリウムが挙げら
れる。第２剤は、毛髪脱色・脱染剤に一般的に含有され、且つ前述した各成分の作用を阻
害しない各成分を含有してもよい。例えば、前述した第１剤に含有される、アルカリ剤以
外の成分を本発明の効果を阻害ない範囲内において適宜含有してもよい。
【００９７】
　第２剤の剤型は液状として構成される。尚、本発明における液状は、ゲル状、クリーム
状、及び乳化液を含む概念である。第２剤に配合される成分を溶解するための溶媒として
は、例えば水、エタノール、ｎ－プロパノール、イソプロパノール、メチルセロソルブ、
エチルセロソルブ、メチルカルビトール、エチルカルビトール、ベンジルアルコール、フ
ェネチルアルコール、γ－フェニルプロピルアルコール、ケイ皮アルコール、アニスアル
コール、ｐ－メチルベンジルアルコール、α－ジメチルフェネチルアルコール、α－フェ
ニルエタノール、フェノキシエタノール、フェノキシイソプロパノール、２－ベンジルオ
キシエタノール、Ｎ－アルキルピロリドン、炭酸アルキレン、及びアルキルエーテルが挙
げられる。これらの中で、各成分の溶解性が優れる観点から水が好ましい。なお、溶媒と
して水が用いられる場合、第１剤と第２剤とが混合された混合物中における含有量（使用
時の含有量）は、好ましくは５０質量％以上であり、より好ましくは６０質量％以上であ
る。
【００９８】
　第２剤の調製方法は、第２剤を構成する各成分を混合することによって調製される。第
２剤を構成する各成分の混合順序は特に限定されない。第２剤のｐＨ安定性を向上させる
ことにより、過酸化水素の安定性を向上させる観点から、好ましくは、例えば（Ｇ）過酸
化水素と（Ａ）両性界面活性剤とを混合する前に、先ず過酸化水素以外の成分が含有され
る両性界面活性剤水溶液を調製する。両性界面活性剤水溶液としては、例えば（Ａ）両性
界面活性剤、水、及び必要に応じて配合されるその他の成分があれば、その一部又は全部
を混合し、（Ｉ）アルカリ金属の無機塩を配合した時の水溶液が挙げられる。また、（Ｉ
）アルカリ金属の無機塩、及び必要に応じて配合されるその他の成分があれば、その一部
又は全部を混合し、（Ａ）両性界面活性剤を配合した時の水溶液が挙げられる。両性界面
活性剤水溶液を調製した後、該両性界面活性剤水溶液と（Ｇ）過酸化水素を含有する水溶
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液とを混合する調製工程により、過酸化水素の安定性をより向上させることができる。尚
、必要に応じて配合されるその他の成分は、両性界面活性剤水溶液の調製時にその一部又
は全部が配合されてもよく、両性界面活性剤水溶液を調製した後に、その一部又は全部が
配合されてもよい。
【００９９】
　両性界面活性剤水溶液中における（Ａ）両性界面活性剤の含有量は、好ましくは１０～
５０質量％であり、より好ましくは２０～４０質量％、さらに好ましくは３０～４０質量
％である。両性界面活性剤水溶液中における両性界面活性剤の含有量が１０質量％未満で
は、（Ｉ）アルカリ金属の無機塩による第２剤のｐＨ安定性の向上作用による過酸化水素
の安定性向上作用が低下する場合がある。両性界面活性剤水溶液中における両性界面活性
剤の含有量が５０質量％を超えると、（Ａ）両性界面活性剤が析出する場合がある。
【０１００】
　両性界面活性剤水溶液中における（Ｉ）アルカリ金属の無機塩の含有量は、好ましくは
０．１～２０質量％であり、より好ましくは０．５～１５質量％、さらに好ましくは２．
５～１２．５質量％、最も好ましくは３～１０質量％である。アルカリ金属の無機塩の含
有量が０．１質量％未満では、第２剤のｐＨ安定性が低下し、過酸化水素の安定性が低下
するおそれがある。アルカリ金属の無機塩の含有量が２０質量％を超えると、第２剤のｐ
Ｈ安定性が低下し、過酸化水素の安定性が低下するおそれがある。
【０１０１】
　両性界面活性剤水溶液中における（Ｉ）アルカリ金属の無機塩の含有量に対する（Ａ）
両性界面活性剤の含有量の質量比（Ａ／Ｉ）は、好ましくは１．５～５０、より好ましく
は２～２５、さらに好ましくは２～１０、最も好ましくは２．５～７．５である。この質
量比の範囲内の場合、第２剤のｐＨ安定性の向上により、過酸化水素の安定性を向上させ
る効果をより高めることができる。
【０１０２】
　両性界面活性剤水溶液を調製する場合、（Ａ）両性界面活性剤及び（Ｉ）アルカリ金属
の無機塩は、互いにある一定濃度のときに混合されることが好ましい。例えば、（Ａ）両
性界面活性剤１質量部に対し水を好ましくは０．５～４質量部、より好ましくは１～３質
量部を混合した後、次に（Ｉ）アルカリ金属の無機塩を添加する調製方法が好ましい。水
の添加量が０．５質量部未満であると両性界面活性剤の溶解性が低下するおそれがある。
一方、水の添加量が４質量部を超えると両性界面活性剤水溶液中の（Ａ）両性界面活性剤
の濃度が低下し、第２剤のｐＨ安定性が低下し、過酸化水素の安定性が低下するおそれが
ある。
【０１０３】
　また、例えば、（Ｉ）アルカリ金属の無機塩１質量部に対し、水を好ましくは５～３０
質量部、より好ましくは１０～２０質量部を混合した後、（Ａ）両性界面活性剤を添加す
る調製方法が好ましい。水の添加量が５質量部未満であるとアルカリ金属の無機塩の溶解
性が低下するおそれがある。一方、水の添加量が３０質量部を超えると両性界面活性剤水
溶液中の（Ｉ）アルカリ金属の無機塩の濃度が低下し、第２剤のｐＨ安定性が低下し、過
酸化水素の安定性が低下するおそれがある。
【０１０４】
　第２剤調製時、両性界面活性剤水溶液と混合される過酸化水素を含有する水溶液中の（
Ｇ）過酸化水素の含有量は、好ましくは２５～４０質量％、３０～３５質量％である。（
Ｇ）過酸化水素の濃度が２５質量％未満であると、第２剤中における過酸化水素の安定性
が低下する場合がある。一方、過酸化水素水中の過酸化水素の濃度が４０質量％を超える
と、市販品の入手が困難になるとともに、保存中における過酸化水素の分解速度が上昇す
るおそれがある。
【０１０５】
　毛髪脱色・脱染剤は、第１剤と第２剤とが混合された後、振とうにより発泡させる発泡
操作によって泡状の剤型が形成された後、次いで、必要量の混合物が薄手の手袋をした手
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、コーム（櫛）又は刷毛に付着されて毛髪に塗布される。
【０１０６】
　＜３剤式の毛髪脱色・脱染剤＞
　３剤式の毛髪脱色・脱染剤における、毛髪化粧料組成物は、例えばアルカリ剤を含有す
る第１剤、２剤式の毛髪脱色・脱染剤に係る第２剤と同じ第２剤、並びに２剤式の毛髪脱
色・脱染剤に係る第１剤のアルカリ剤以外の成分を含有する第３剤から構成される。この
第１剤～第３剤は、全て混合された後、毛髪の脱色又は脱染に使用される。３剤式の毛髪
脱色・脱染剤と構成することにより、配合成分の保存安定性を向上させることができる。
【０１０７】
　次に、前記実施形態の毛髪脱色・脱染剤を、使用時の混合物の剤型であるフォーム状（
泡状）に調製する場合、例えば図１，２に示される毛髪化粧用品が用いられる。以下に、
毛髪化粧用品について説明する。
【０１０８】
　図１に示されるように、毛髪化粧用品は、例えば２剤式の毛髪脱色・脱染剤１０と、毛
髪脱色・脱染剤１０を振とうするための発泡用具とを備えている。毛髪脱色・脱染剤１０
を構成する第１剤１１及び第２剤１２は、個別に包装された包装体として使用時まで保管
される。なお、各剤の包装形態としては、特に限定されず、例えばボトル包装、ピロー包
装、及びチューブ包装が挙げられる。
【０１０９】
　発泡用具は、図１（ａ）に示されるように、毛髪脱色・脱染剤１０を液密に閉塞可能と
する閉塞可能容器２０である。閉塞可能容器２０は、有底筒状の容器本体２１と、容器本
体２１の開口部を閉塞する半球状の蓋体２２とを備えている。容器本体２１は、底部より
も開口部が拡径された有底筒状をなすことで、毛髪脱色・脱染剤１０を泡状の剤型とした
ときに、例えば手により直接、毛髪脱色・脱染剤を容易に取り出せるように構成されてい
る。また、容器本体２１の内面は曲面状をなすことで例えば手により泡状の毛髪脱色・脱
染剤を取り出す際に、泡状の毛髪脱色・脱染剤が容器本体２１の内面に残留しにくくなっ
ている。
【０１１０】
　蓋体２２の周縁部にフランジ状の嵌合部が形成されており、この嵌合部が容器本体２１
の開口部に嵌合されるようになっている。なお、本実施形態の閉塞可能容器２０では、嵌
合部を容器本体２１の開口部に嵌合させて蓋体２２を回転させることで蓋体２２が液密に
装着されるようになっている。
【０１１１】
　閉塞可能容器２０は、第１剤１１及び第２剤１２が個別に包装された状態で収容可能に
形成されている。このように閉塞可能容器２０を２剤式の毛髪脱色・脱染剤１０の外装容
器として、各剤をまとめて保管することができる。なお、閉塞可能容器２０には、毛髪脱
色・脱染処理時に用いられる手袋、説明書等の付属品も収容可能に形成されている。こう
した閉塞可能容器２０は、軽量化の観点から、樹脂材料、又は、耐水性を付与した紙材料
から形成されることが好ましい。また、容器本体２１の外面には、例えばシュリンクフィ
ルムを用いた印刷を付与することもできる。
【０１１２】
　次に毛髪化粧用品の使用方法の一例について説明する。まず、容器本体２１から蓋体２
２を取り外し、第１剤１１及び第２剤１２の包装体を取り出すとともにそれら包装体を開
封し、図１（ｂ）に示されるように各剤を容器本体２１に投入することで各剤を接触させ
、混合物１３とする。続いて、図１（ｃ）に示されるように容器本体２１に蓋体２２を装
着し、閉塞可能容器２０を上下に振る操作を行う。このとき、閉塞可能容器２０内では、
各剤が混合されるとともに、各剤の混合物１３が上下に振とうされることで混合物１３に
空気が混入される。このように混合物１３に空気を振り混ぜる操作により、混合物１３の
発泡が開始される。そして、閉塞可能容器２０を所定の回数振ることで、発泡操作を完了
する。この発泡操作により、泡状の毛髪脱色・脱染剤１４が調製される。次に、図１（ｄ
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）に示されるように、蓋体２２を取り外し、容器本体２１内の泡状の毛髪脱色・脱染剤１
４を例えば手で直接取り出して毛髪に塗布する。このとき、毛髪脱色・脱染剤は泡状をな
していることから、液だれを起こすことなく毛髪に容易に馴染ませることができる。そし
て、毛髪脱色・脱染剤が塗布された毛髪を所定時間放置することで、毛髪が脱色又は脱染
される。続いて、毛髪脱色・脱染剤を水又は温水で洗い流すことで、脱色又は脱染処理が
完了される。
【０１１３】
　ここで、図２に示されるように、容器本体２１はその底壁よりも開口部が拡径された有
底筒状をなすことで、例えば手により酸化染毛剤を容易に取り出せるように構成されてい
る。また、容器本体２１の内面は曲面状をなすことで、例えば手により酸化染毛剤を取り
出す際に、酸化染毛剤が容器本体２１の内面に残留しにくくなっている。
【０１１４】
　酸化染毛剤の質量（ｇ）に対する閉塞可能容器２０の内容量（ｍＬ）の比率（ｍＬ／ｇ
）は、２～１５の範囲であることが好ましい。前記比率（ｍＬ／ｇ）が２以上の場合、上
記振とう操作を行った際に、閉塞可能容器２０内における酸化染毛剤の移動量が確保され
やすくなるため、酸化染毛剤への空気の混入が促進されるようになる。この結果、酸化染
毛剤を十分に発泡させるまでの振とう回数を削減することができる。一方、前記比率（ｍ
Ｌ／ｇ）が１５を超える場合、酸化染毛剤の発泡操作完了後において、閉塞可能容器２０
内に余剰となる空間が増すことで、発泡後の酸化染毛剤１４を取り出しにくくなるおそれ
がある。
【０１１５】
　本実施形態の閉塞可能容器２０は、径方向の寸法よりも高さ方向の寸法が大きくなるよ
うに形成されることで、容易に把持できるようになっている。図２に示される閉塞可能容
器２０の収容部の高さｈ１は、１０～２５ｃｍが好ましい。閉塞可能容器の収容部の高さ
ｈ１が１０ｃｍ以上の場合、閉塞可能容器２０内において、泡状とされる酸化染毛剤の体
積が十分に確保されやすくなる。一方、閉塞可能容器２０の収容部の高さｈ１が２５ｃｍ
を超える場合、閉塞可能容器２０が取り扱いにくくなるおそれがある。
【０１１６】
　閉塞可能容器２０内において、発泡前の酸化染毛剤１３の高さｈ２（ｃｍ）に対する閉
塞可能容器の収容部の高さｈ１（ｃｍ）の高さ比率（高さ比率＝閉塞可能容器の収容部の
高さｈ１／発泡前の酸化染毛剤の高さｈ２）は、２～１５の範囲であることが好ましい。
この高さ比率が２以上の場合、上記振とう操作を行った際に、閉塞可能容器２０内におけ
る酸化染毛剤の移動量が確保されやすくなるため、酸化染毛剤への空気の混入が促進され
るようになる。この結果、酸化染毛剤を十分に発泡させるまでの振とう回数を削減するこ
とができる。一方、前記高さ比率が１５を超える場合、酸化染毛剤の発泡操作完了後にお
いて、容器本体２１に余剰となる空間が増すことで、発泡後の酸化染毛剤１４を取り出し
にくくなるおそれがある。
【０１１７】
　本実施形態に係る毛髪脱色・脱染剤は以下の利点を有する。
　（１）本実施形態に係る毛髪脱色・脱染剤は、粉末状の第１剤と、液状の第２剤から構
成されるとともに、使用時に第１剤と第２剤とを混合し、振とうにより発泡させる発泡操
作によって泡状の剤型を形成し、毛髪に適用される。したがって、混合発泡の操作性及び
泡の毛髪への保持性を向上させることができる。
【０１１８】
　（２）好ましくは、さらに（Ａ）両性界面活性剤を含有する。したがって、混合発泡の
操作性及び泡の毛髪への保持性をより向上させることができる。また、第２剤を乳化して
適当な粘度に調整したり粘度安定性を向上することができる。
【０１１９】
　また、発泡用具を使用することにより、例えばフォーマー容器のように複雑な構造の容
器や、エアゾールのように噴射剤を用いずに前記発泡操作を行う場合において、発泡性を
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高めることが容易となる。また、一度の操作で比較的多く量を発泡させることも容易とな
る。また、発泡操作は、熟練を要しない分かりやすい操作であるため、簡便に発泡させる
ことができるとともに、そうした発泡操作を楽しむことができる。
【０１２０】
　（３）好ましくは、さらに、（Ｂ）カチオン性界面活性剤を含有する。したがって、混
合発泡の操作性及び泡の毛髪への保持性をより向上させることができる。
　（４）好ましくは、さらに、（Ｃ）アニオン性界面活性剤を含有し、該（Ｃ）アニオン
性界面活性剤及び（Ｂ）カチオン性界面活性剤を使用時に溶媒存在下で接触されるように
それぞれ別剤中に配合した。したがって、混合発泡の操作性及び泡の毛髪への保持性をよ
り向上させることができる。また、使用時に毛髪化粧料組成物の発泡性を高めるとともに
発泡操作後において泡状の剤型を維持する効果を向上させることができる。
【０１２１】
　（５）好ましくは、（Ｂ）カチオン性界面活性剤は、（ｂ－１）炭素数１６以上２２以
下のアルキル基を有するアンモニウム型カチオン性界面活性剤と、（ｂ－２）炭素数１０
以上１６未満のアルキル基を有するアンモニウム型カチオン性界面活性剤とを含有する。
したがって、混合発泡の操作性及び泡の毛髪への保持性をより向上させることができる。
また、使用時の泡質を改善する作用をより向上させることができる。
【０１２２】
　また、アニオン性界面活性剤、及び両性界面活性剤から選ばれる少なくとも一種の界面
活性剤を含有させることにより、発泡性を高めることが容易となる。
　（６）好ましくは、さらに第１剤に（Ｄ）非イオン性ポリマーを含有する。したがって
、混合発泡の操作性及び泡の毛髪への保持性をより向上させることができる。また、使用
時における毛髪脱色・脱染剤の泡質、例えば泡の均質性、泡の弾力性を向上させることが
できる。
【０１２３】
　（７）好ましくは、さらに第１剤に（Ｅ）増粘剤を含有する。したがって、混合発泡の
操作性及び泡の毛髪への保持性をより向上させることができる。また、第１剤と第２剤を
混合して得られる混合物に適度な粘度を与えて、混合物を毛髪に塗布する際、毛髪からの
垂れ落ちを抑制することができる。
【０１２４】
　また、好ましくは、（Ｃ）アニオン性界面活性剤、（Ｂ）カチオン性界面活性剤、（Ｅ
）増粘剤（デンプンを除く）、及びデンプンを含有し、デンプンを固体状で保存するとと
もに、（Ｃ）アニオン性界面活性剤及び（Ｂ）カチオン性界面活性剤を、使用時に溶媒存
在下で接触させるように保存する。かかる構成により、第１剤と第２剤を混合して混合物
を得る際、短時間で混合物に増粘効果を付与することができる。
【０１２５】
　また、好ましくは第１剤中に固体状のデンプンが含有される。したがって、第１剤と第
２剤を混合して得られる混合物に対し、増粘効果の発現速度を高め、粘度安定性を向上さ
せることができる。
【０１２６】
　（８）好ましくは、さらに第２剤に（Ｈ）カチオン性ポリマーを含有する。したがって
、混合発泡の操作性及び泡の毛髪への保持性をより向上させることができる。また、（Ａ
）両性界面活性剤との併用により、混合発泡の操作性及び泡の毛髪への保持性をさらに向
上させるとともに、毛髪処理後における毛髪の感触を向上させることができる。特に、カ
チオン性ポリマーと過酸化水素とが共存下で保存される構成においては、カチオン性ポリ
マーの安定を損なうことなく、カチオン性ポリマーの毛髪の感触向上作用をさらに高める
ことができる。
【０１２７】
　（９）好ましくは、さらに第２剤に（Ｉ）アルカリ金属の無機塩を含有する。したがっ
て、混合発泡の操作性及び泡の毛髪への保持性をより向上させることができる。また、酸
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化剤として（Ｇ）過酸化水素を使用するとともに、第２剤に（Ａ）両性界面活性剤を配合
する場合、過酸化水素の安定性を向上させることができる。
【０１２８】
　（１０）好ましくは、さらに第２剤に（Ｊ）フェノキシエタノール、並びに（Ｋ）安息
香酸及び安息香酸塩から選択される少なくとも１種を含有する。したがって、混合発泡の
操作性及び泡の毛髪への保持性をより向上させることができる。また、酸化剤として（Ｇ
）過酸化水素を使用する場合、過酸化水素の安定性を向上させることができる。
【０１２９】
　また、酸化剤として（Ｇ）過酸化水素を使用する場合、界面活性剤、（Ｊ）フェノキシ
エタノール、並びに（Ｋ）安息香酸及び安息香酸塩から選択される少なくとも１種を併用
することにより、過酸化水素の安定性をより向上させることができる。
【０１３０】
　（１１）好ましくは、（Ｆ）アルカリ剤は、（ｆ－１）炭酸塩であり、さらに、（Ｌ）
キレート化剤を混合物中に１～５質量％含有するとともに、（Ｌ）キレート化剤の含有量
に対する（ｆ－１）炭酸塩の含有量の質量比が０．０２～６．５である。したがって、混
合発泡の操作性及び泡の毛髪への保持性をより向上させることができる。また、アルカリ
剤として（ｆ－１）炭酸塩を使用した場合の毛髪の感触の低下を抑制することができる。
【０１３１】
　（第２実施形態）
　以下、本発明に係る毛髪化粧料組成物を染毛剤に具体化した第２実施形態について説明
する。本実施形態に係る染毛剤は、例えば（Ｆ）アルカリ剤及び酸化染料等を含有する粉
末状の第１剤と、例えば酸化剤等を含有する液状の第２剤から構成される。この第１剤と
第２剤とが混合された後、振とうにより発泡させる発泡操作によって泡状の剤型が形成さ
れた後、染毛剤として毛髪に適用される。
【０１３２】
　第１剤は、（Ｆ）アルカリ剤に加え、さらに、例えば（Ｃ）アニオン性界面活性剤、（
Ｄ）非イオン性ポリマー、（Ｅ）増粘剤、（Ｌ）キレート化剤、及び酸化染料を含有する
。
【０１３３】
　酸化染料は、第２剤に含有される酸化剤による酸化重合に起因して発色可能な化合物で
あり、染料中間体及びカプラーに分類される。酸化染料は少なくとも染料中間体を含んで
いる。
【０１３４】
　染料中間体としては、例えばｐ－フェニレンジアミン、トルエン－２，５－ジアミン（
パラトルイレンジアミン）、Ｎ－フェニル－ｐ－フェニレンジアミン、４，４'－ジアミ
ノジフェニルアミン、ｐ－アミノフェノール、ｏ－アミノフェノール、ｐ－メチルアミノ
フェノール、Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）－ｐ－フェニレンジアミン、２－ヒ
ドロキシエチル－ｐ－フェニレンジアミン、ｏ－クロル－ｐ－フェニレンジアミン、４－
アミノ－ｍ－クレゾール、２－アミノ－４－ヒドロキシエチルアミノアニソール、２，４
－ジアミノフェノール、及びそれらの塩が挙げられる。これらの具体例の内、一種のみが
単独で含有されてもよいし、二種以上が組み合わされて含有されてもよい。
【０１３５】
　カプラーは、染料中間体と結合することにより発色する。カプラーとしては、例えばレ
ゾルシン、５－アミノ－ｏ－クレゾール、ｍ－アミノフェノール、α－ナフトール、５－
（２－ヒドロキシエチルアミノ）－２－メチルフェノール、ｍ－フェニレンジアミン、２
，４－ジアミノフェノキシエタノール、トルエン－３，４－ジアミン、２，６－ジアミノ
ピリジン、ジフェニルアミン、Ｎ，Ｎ－ジエチル－ｍ－アミノフェノール、フェニルメチ
ルピラゾロン、及びそれらの塩が挙げられる。これらの具体例の内、一種のみが単独で含
有されてもよいし、二種以上が組み合わされて含有されてもよい。酸化染料は、毛髪の色
調を様々に変化させることができることから、好ましくは、染料中間体の前記具体例の中
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から選ばれる少なくとも一種と、カプラーの前記具体例の中から選ばれる少なくとも一種
とから構成される。第１剤は、前記酸化染料以外の染料として、例えば「医薬部外品原料
規格」（２００６年６月発行、薬事日報社）に収載された酸化染料、及び直接染料から選
ばれる少なくとも一種を適宜含有してもよい。
【０１３６】
　染毛剤における第２剤は、第１剤と混合された後、毛髪の染色に使用される。第２剤の
具体的な構成は、第１実施形態に係る第２剤と同じである。
　第１剤の剤型は、粉末状に構成される。第２剤の剤型は、液状に構成される。染毛剤は
、第１剤と第２剤とが混合された後、振とうにより発泡させる発泡操作によって泡状の剤
型が形成された後、次いで、必要量の混合物が薄手の手袋をした手、コーム（櫛）又は刷
毛に付着されて毛髪に塗布される。
【０１３７】
　本実施形態に係る染毛剤は、第１実施形態の効果に加えて以下の利点を有する。
　（１２）本実施形態に係る染毛剤は、粉末状の第１剤と、液状の第２剤から構成される
とともに、使用時に第１剤と第２剤とを混合し、振とうにより発泡させる発泡操作によっ
て泡状の剤型を形成し、毛髪に適用される。したがって、混合発泡の操作性及び泡の毛髪
への保持性を向上させることができる。
【０１３８】
　前記実施形態は以下のように変更されてもよい。
　・前記実施形態の毛髪化粧料組成物では、第１剤を粉末状、第２剤を液状に構成した。
しかしながら、第１剤を液状、第２剤を粉末状に構成してもよい。かかる構成においても
、混合発泡の操作性及び泡の毛髪への保持性を向上させることができる。かかる構成にお
いても、振とうにより発泡させる発泡操作によって形成される泡が小さくなることにより
、泡均質化手段、例えばネット又は多孔質体が不要になり、混合発泡の操作性を向上させ
ることができる。また、泡状組成物の毛髪への保持力も向上させることができる。尚、第
１剤の剤型が液状の場合、アルカリ剤として、２５℃で液状のアルカリ剤、例えばアンモ
ニア、及びアルカノールアミンを用いても良い。
【０１３９】
　・前記実施形態の毛髪化粧料組成物では、第１剤を粉末状、第２剤を液状に構成した。
しかしながら、少なくとも粉末状の剤と液状の剤とを含んでなる複数剤式、例えば３剤式
以上に構成してもよい。
【０１４０】
　・前記発泡操作を次のように変更することができる。すなわち、毛髪化粧料組成物に振
動を加えることで、毛髪化粧料組成物に空気を混入させる発泡操作、又は毛髪化粧料組成
物に回転を加えることで、毛髪化粧料組成物に空気を混入させる発泡操作に変更すること
もできる。つまり、毛髪化粧料組成物の振とうにより発泡させる発泡操作とは、毛髪化粧
料組成物を振り混ぜる操作、毛髪化粧料組成物に振動を加える操作、及び毛髪化粧料組成
物に回転を加える操作の少なくとも一種の操作により発泡させることを意味する。
【０１４１】
　こうした発泡操作の種類に応じて、毛髪化粧料組成物を発泡させるための発泡用具を変
更することもできる。例えば、主として振動を加える発泡操作の場合、発泡用具としては
、例えば加振機、及び手動式泡立て器が好適である。また例えば、主として回転を加える
発泡操作の場合、発泡用具としては、例えば撹拌棒、撹拌子、及び電動式泡立て器が好適
である。こうした発泡操作は、毛髪化粧料組成物を例えば上端に開口を有する容器に投入
して、その容器内で行われる。このような発泡用具を用いた場合であっても、前記実施形
態の毛髪化粧料組成物によれば、発泡性を高めることが容易となる。
【０１４２】
　・前記容器本体は、有底円筒状に形成されているが、例えば有底角柱状に変更すること
もできる。また、蓋体の形状についても、例えば容器本体の形状に応じて適宜変更しても
よい。
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【０１４３】
　・前記閉塞可能容器には、第１剤及び第２剤が個別に包装された状態で収容可能に形成
されている。すなわち、閉塞可能容器を各剤の外装として用いているが、各剤のうち少な
くとも一方を閉塞可能容器外に保存するように構成してもよい。
【０１４４】
　・前記実施形態のように閉塞可能容器を上下に振る操作により、毛髪化粧料組成物に空
気を振り混ぜてもよいし、例えば閉塞可能容器を把持して手首を捻るようにして閉塞可能
容器を振る操作により、毛髪化粧料組成物に空気を振り混ぜてもよい。
【実施例】
【０１４５】
　次に、実施例及び比較例を挙げて前記実施形態を更に具体的に説明する。
　（試験例１）
　表１，２に示す各成分を含有する毛髪脱色剤の粉末状の第１剤及び乳液状の第２剤を調
製した。表１，２における各成分を示す欄中の数値は当該欄の成分の含有量を示し、その
単位は質量％である。そして、各実施例においては、第１剤と第２剤とを１：５の質量比
で混合した。各比較例においては、第１剤と第２剤とを１：１．５の質量比で混合した。
実施例１－１～１－１１、比較例１－３，１－７においては、図１に示される発泡用具（
シェーカー）を用い、第１剤及び第２剤を充填後、２０回振とうすることにより泡状の毛
髪脱色剤を調製した。実施例１－１２においては、泡立て器（ヘアカラー剤用マドラー）
を用い、泡状の毛髪脱色剤を調製した。比較例１－１，１－５においては、スクイズフォ
ーマー容器１（プリティア（花王社製）付属容器）を用い、第１剤及び第２剤を泡立てず
に混合した後、吐出することにより、泡状の毛髪脱色剤を調製した。比較例１－２，１－
６においては、ポンプ吐出容器（Ｆ５Ｌタイプのフォーマー容器、大和製罐社製）を用い
、第１剤及び第２剤を泡立てずに混合した後、吐出することにより、泡状の毛髪脱色剤を
調製した。比較例１－４，１－８においては、スクイズフォーマー容器２（プリティア（
花王社製）付属容器の吸引用ディップチューブを外したもの）を用い、第１剤及び第２剤
を振とうにより混合した後、吐出することにより、泡状の毛髪脱色剤を調製した。得られ
た各例の毛髪脱色剤について、混合発泡の操作性及び毛髪に対する保持性の評価を行った
。結果を表１，２に示す。
【０１４６】
　表中「成分」欄におけるＡ～Ｋ、ｂ－１、ｂ－２、ｆ－１の表記は、本願請求項記載の
各成分に対応する化合物を示す。
　表中「炭酸塩の質量比」は、使用時における（Ｌ）キレート化剤の含有量に対する（ｆ
－１）炭酸塩の含有量の質量比（ｆ－１）／Ｌを示す。
【０１４７】
　＜混合発泡の操作性＞
　５：混合発泡したときに、全く煩雑でなく、混合発泡性が非常に良い。
　４：混合発泡したときに、かなり煩雑でなく、混合発泡性がかなり良い。
【０１４８】
　３：混合発泡したときに、あまり煩雑でなく、混合発泡性が良い。
　２：混合発泡したときに、煩雑であり、混合発泡性が悪い。
　１：混合発泡したときに、非常に煩雑であり、混合発泡性が非常に悪い。
【０１４９】
　＜毛髪に対する保持性＞
　３０ｃｍの長さの毛束をぶら下げ、上部に発泡した泡をつけ、３０分放置したときの泡
の動きを観察した。
【０１５０】
　５：泡が全く動かない。
　４：泡がほとんど動かない。
　３：泡があまり動かない。
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【０１５１】
　２：泡がかなり動く。
　１：泡が非常に動く。
【０１５２】



(26) JP 2011-105620 A 2011.6.2

10

20

30

40

【表１】

【０１５３】
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【表２】

　表１に示されるように、第１剤が粉末状及び第２剤が液状に構成されるとともに、発泡
用具（シェーカー）を用い、振とうすることにより泡状の毛髪脱色剤を調製した各実施例
は、混合発泡の操作性及び毛髪に対する保持性の各項目において良好な結果が得られた。
【０１５４】
　表２に示されるように、スクイズフォーマー容器１を用い、第１剤及び第２剤を泡立て
ずに混合した後、吐出することにより、泡状の毛髪脱色剤を調製した比較例１－１，１－
５においては、各実施例に対し、混合発泡の操作性及び毛髪に対する保持性の各項目にお
ける評価が低い結果となった。
【０１５５】
　ポンプ吐出容器を用い、第１剤及び第２剤を泡立てずに混合した後、吐出することによ
り、泡状の毛髪脱色剤を調製した比較例１－２，１－６においては、各実施例に対し、混
合発泡の操作性及び毛髪に対する保持性の各項目における評価が低い結果となった。
【０１５６】
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　第１剤が液状及び第２剤が液状に構成するとともに、発泡用具（シェーカー）を用い、
振とうすることにより泡状の毛髪脱色剤を調製した比較例１－３，１－７は、各実施例に
対し、毛髪に対する保持性の項目における評価が低い結果となった。
【０１５７】
　スクイズフォーマー容器２を用い、第１剤及び第２剤を振とうにより混合した後、吐出
することにより、泡状の毛髪脱色剤を調製した比較例１－４，１－８においては、各実施
例に対し、毛髪に対する保持性の各項目における評価が低い結果となった。
【０１５８】
　（試験例２）
　（実施例２－１～９）
　各実施例では、表３に示される各成分を混合することにより、二剤式の酸化染毛剤を調
製した。表３において各成分の配合量を示す数値の単位は、質量％である。なお、第１剤
の剤型は粉末状であり、第２剤の剤型は液状であるが、各剤の剤型は特に限定されない。
次に、閉塞可能容器（Ａ１）又は泡立て器（Ｂ）を用いて、各例の酸化染毛剤の発泡操作
を行った。なお、閉塞可能容器（Ａ１）の容量は７７０ｍＬであり、高さは１７ｃｍであ
り、内径は７ｃｍ～８ｃｍである。その閉塞可能容器（Ａ１）内に、第１剤及び第２剤の
混合物として１５０ｇとなるように各剤を投入して、閉塞可能容器（Ａ１）を上下に２０
回振った。こうした酸化染毛剤に空気を振り混ぜる発泡操作を行うことで、泡状の剤型と
した。また、泡立て器（Ｂ）は、酸化染毛剤調整用の泡立て器であり、容量６００ｍＬの
カップに第１剤及び第２剤の混合物として１５０ｇとなるように各剤を投入した後、泡立
て器（Ｂ）を所定の回数、回転させて撹拌する発泡操作を行うことで、泡状の剤型とした
。
【０１５９】
　（参考例２－１）
　参考例２－１では、表３に示されるように、実施例２－１と同じ二剤式の酸化染毛剤を
用いた。参考例２－１では、発泡用具としてスクイズ式のフォーマー容器（Ｃ）を用いて
、常法に従って発泡操作を行った。
【０１６０】
　（参考例２－２）
　参考例２－２では、表３に示されるように、実施例２－１と同じ二剤式酸化染毛剤を用
いた。参考例２－２では、発泡用具としてポンプ式のフォーマー容器（Ｄ）を用いて、常
法に従って発泡操作を行った。
【０１６１】
　（参考例２－３及び２－４）
　参考例２－３及び２－４では、表３に示されるように、両性界面活性剤を配合せずに二
剤式の酸化染毛剤を調製した以外は、実施例２－１と同様にして発泡操作を行った。
【０１６２】
　＜発泡量＞
　各例の酸化染毛剤について、専門のパネラーが発泡操作後の発泡状態を目視で観察した
。その結果、発泡量が非常に優れるものを評価５とし、発泡量が優れるものを評価４とし
、泡立ちが良好なものを評価３とし、発泡量がやや不良なものを評価２とし、発泡量が悪
いものを評価１とする判定基準により判定した。判定結果の数値を表３の“発泡量の評価
”欄に示している。
【０１６３】
　＜泡のきめ細やかさ＞
　各例の酸化染毛剤について、専門のパネラーが発泡操作後の発泡状態を目視で観察した
。その結果、泡のきめ細やかさが非常に優れるものを評価５とし、泡のきめ細やかさが優
れるものを評価４とし、泡のきめ細やかさが良好なものを評価３とし、泡がやや粗いもの
を評価２とし、泡が非常に粗いものを評価１とする判定基準により判定した。判定結果の
数値を表３の“泡のきめ細やかさの評価”欄に示している。
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【０１６４】
　＜発泡操作後の取り扱い性＞
　各例の酸化染毛剤について、専門のパネラーが発泡操作後にポリエチレン製の手袋をし
た手に取り、毛髪に持っていく際に、剤が手に保持される状態を観察した。その結果、手
への保持性が非常に優れるものを評価５とし、保持性に優れるものを評価４とし、保持性
が良好なものを評価３とし、保持性にやや劣るものを評価２とし、保持性に劣るものを評
価１とする判定基準により判定した。判定結果の数値を表３の“発泡操作後の取り扱い性
の評価”欄に示している。
【０１６５】
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【表３】

　表３に示されるように、実施例２－１～９では、発泡量、泡のきめ細やかさ、及び発泡
操作後の取り扱い性のいずれの結果も評価３以上であった。特に、実施例２－１～２－３
、２－５～２－７及び２－９では、発泡量、泡のきめ細やかさ、及び発泡操作後の取り扱
い性のいずれの結果も評価４以上であった。この結果から、酸化染毛剤中（混合物中）に
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おける両性界面活性剤の含有量は、１．５～４．０質量％の範囲が好ましいことが分かる
。
【０１６６】
　これに対して、参考例２－１及び２－２では、発泡用具として、それぞれスクイズ式の
フォーマー容器（Ｃ）及びポンプ式のフォーマー容器（Ｄ）を用いているため、発泡量の
結果は評価１であった。参考例２－３では、閉塞可能容器（Ａ１）を用いているものの、
両性界面活性剤をカチオン性界面活性剤に変更しているため、発泡量の結果は評価１であ
った。参考例２－４では、閉塞可能容器（Ａ１）を用いているものの、両性界面活性剤を
アニオン性界面活性剤に変更しているため、泡のきめ細やかさの結果は評価１であった。
なお、参考例２－１～３において、表
３の“発泡操作後の取り扱い性の評価”欄に示される“×”は、泡立たなかったため、評
価不能であったことを示している。
【０１６７】
　（実施例２－１ａ）
　実施例２－１ａでは、上下に振とうする回数を１０回に変更した以外は実施例２－１と
同様にして、泡状の剤型とした。
【０１６８】
　（実施例２－１ｂ及び２－１ｃ）
　実施例２－１ｂ及び２－１ｃでは、表４に示されるように、容量の異なる閉塞可能容器
（Ａ２，Ａ３）を用いて、上下に振とうする回数を１０回に変更した以外は実施例２－１
と同様にして、泡状の剤型とした。
【０１６９】
　（実施例２－１ｄ～１ｆ）
　実施例２－１ｄ～１ｆでは、表４に示されるように、閉塞可能容器（Ａ１）に投入する
酸化染毛剤の量を変更するとともに、閉塞可能容器（Ａ１）を上下に振る回数について１
０回に変更した以外は実施例２－１と同様にして、泡状の剤型とした。
【０１７０】
　（評価）
　実施例２－１ａ～１ｆについて、上記の＜発泡量＞、及び＜泡のきめ細やかさ＞の評価
を行った。判定結果の数値を表４の“発泡量の評価”欄、及び“泡のきめ細やかさの評価
”欄に示している。
【０１７１】
【表４】

　表４に示されるように、実施例２－１ａ、２－１ｃ及び２－１ｅでは、発泡量の評価、
及び泡のきめ細やかさの評価の結果は、評価４又は５であり、実施例２－１ｂ、２－１ｄ
よりも優れている。この結果から、酸化染毛剤（混合物）の質量（ｇ）に対する内容量（
ｍＬ）の比率（ｍＬ／ｇ）は２～１５の範囲が好ましいことが分かる。
【０１７２】
　（試験例３）
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　（実施例３－１～８、及び参考例３－１～４）
　各例では、表５及び表６に示される各成分を混合することにより、二剤式の酸化染毛剤
を調製した。表５、表６、及び以降の表において各成分の配合量を示す数値の単位は、質
量％である。なお、第１剤の剤型は粉末状であり、第２剤の剤型は液状であるが、各剤の
剤型は特に限定されない。表中の混合比は、質量比を示す（以下同様）。
【０１７３】
　次に、閉塞可能容器を用いて、各例の酸化染毛剤の発泡操作を行った。なお、閉塞可能
容器の容量は７７０ｍＬであり、高さは１７ｃｍであり、内径は７ｃｍ～８ｃｍである。
その閉塞可能容器内に、第１剤及び第２剤の混合物として１５０ｇとなるように各剤を投
入して、閉塞可能容器を上下に２０回振った。こうした酸化染毛剤に空気を振り混ぜる発
泡操作を行うことで、泡状の剤型とした。
【０１７４】
　（実施例３－９～２４）
　各実施例では、表７及び表８に示すように、アニオン性界面活性剤及びカチオン性界面
活性剤の少なくとも一方について、配合量を変更した以外は実施例３－１と同様にして、
泡状の剤型とした。
【０１７５】
　＜発泡性＞
　各例の酸化染毛剤について、専門のパネラーが発泡操作後の発泡状態を目視で観察した
。その結果について、以下の判定基準により判定した。
【０１７６】
　評価５：泡立ちの量が非常に優れる。
　評価４：泡立ちの量が優れる。
　評価３：泡立ちの量が良好である。
【０１７７】
　評価２：泡立ちの量がやや劣る。
　評価１：泡立ちの量が劣る。
　判定結果の数値を各表の“発泡性の評価”欄に示している。
【０１７８】
　＜剤型の維持力の評価＞
　各例の酸化染毛剤について、専門のパネラーが発泡操作後の発泡状態を目視で経時変化
を観察した。その結果、発泡操作直後から１０分経過後において消泡（破泡）がほとんど
確認されないものを評価５とし、同１０分経過後において１割程度の消泡（破泡）が確認
されるものを評価４とし、同１０分経過後において２割程度の消泡（破泡）が確認される
ものを評価３とし、同１０分経過後において３割程度の消泡（破泡）が確認されるものを
評価２とし、同１０分経過後において４割程度の消泡（破泡）が確認されるものを評価１
とした。判定結果の数値を各表の“剤型の維持力の評価”欄に示している。
【０１７９】
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【表５】

【０１８０】
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【表６】

【０１８１】
【表７】

【０１８２】
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【表８】

　表５に示される各実施例では、発泡性及び剤型の維持力のいずれの評価についても、評
価４以上の結果が得られた。表６に示されるように参考例３－１～４では、剤型の維持力
について、評価１の結果となった。
【０１８３】
　参考例３－１～３では、第１剤にアニオン性界面活性剤が含有されているものの、第２
剤にカチオン性界面活性剤が含有されていない。参考例３－１では、実施例３－１の第２
剤に含有されるカチオン性界面活性剤を、アニオン性界面活性剤に変更している。参考例
３－２は、実施例３－１の第２剤に含有されるカチオン性界面活性剤を、非イオン性界面
活性剤であるＰＯＥ（５．５）セチルエーテルに変更している。参考例３－３では、実施
例３－１の第２剤に含有されるカチオン性界面活性剤を、カチオン性ポリマーである塩化
ジメチルジアリルアンモニウム・アクリル酸共重合体に変更している。参考例３－４では
、実施例３－１の第１剤に含有されるアニオン性界面活性剤を、非イオン性界面活性剤で
あるショ糖脂肪酸エステルに変更している。
【０１８４】
　こうした各例の結果から、アニオン性界面活性剤及びカチオン性界面活性剤を使用時に
接触されるように分割した構成についての優位性が示されている。
　表７及び表８に示されるように、カチオン性界面活性剤に対するアニオン性界面活性剤
の質量比を、０．２５～３の範囲とすることで、各参考例よりも優れる結果が得られやす
くなる。
【０１８５】
　（試験例４）
　表９及び１０に示す各成分を含有する、染毛剤の第１剤及び第２剤を調製した。表９及
び１０における各成分を示す欄中の数値は当該欄の成分の含有量を示し、その単位は質量
％である。なお、本実施例及び参考例では、第１剤を粉末状に調製するとともに第２剤を
液状に調製している。
【０１８６】
　まず、表９及び１０に示す第１剤及び第２剤を図１に示される閉塞可能容器内に投入し
、閉塞可能容器内を密閉した状態で２０～３０回程度振って、内部の第１剤と第２剤との
混合物を振とうすることにより、泡状の染毛剤を得た。得られた泡状の染毛剤を手（手袋



(36) JP 2011-105620 A 2011.6.2

10

20

30

40

着用）にとり、黒毛の人毛毛束（以下、単に毛束と記載する。）に塗布した後、室温（２
５℃）にて３０分間放置した。そして、毛束に付着した染毛剤を水で洗い流し、毛束にシ
ャンプーを２回、及びリンスを１回施した。続いて、毛束を温風で乾燥した後、一日間放
置することにより、染色処理された毛束を得た。
【０１８７】
　表９及び１０に示す実施例及び参考例の染毛剤を発泡させて得られた泡状の染毛剤につ
いて、泡の均質性、泡の弾力性、及び混合性について下記に示す方法に従い評価を行なっ
た。また、染毛剤の洗い流し時における毛束の感触、及び得られた毛束の均染性について
下記に示す方法に従い評価を行なった。結果を表９及び１０に示す。
【０１８８】
　＜泡の均質性＞
　得られた泡状の染毛剤を閉塞可能容器内にて１０分間放置し、閉塞可能容器の上部及び
下部に位置する泡の泡質について、専門のパネラーが手で触れて観察することにより評価
した。各表中の「泡の均質性」欄において、“５”は「泡質の差が全くない」ことを示し
、“４”は「泡質の差がほとんどない」ことを示し、“３”は「泡質の差があまりない」
ことを示し、“２”は「泡質の差がある」ことを示し、“１”は「泡質の差があり、その
差が大きい」ことを示す。
【０１８９】
　＜泡の弾力性＞
　得られた泡状の染毛剤の弾力性について、専門のパネラーが手で触れて観察することに
より評価した。各表中の「泡の弾力性」欄において、“５”は「手に取ったときの泡崩れ
が全くない（泡を押したときの押し返しがある）」ことを示し、“４”は「手に取ったと
きの泡崩れがほとんどない」ことを示し、“３”は「手に取ったときの泡崩れがあまりな
い」ことを示し、“２”は「手に取ったときの泡崩れがある」ことを示し、“１”は「手
に取ったときの泡崩れがかなりある（泡を押したときの押し返しが全くない）」ことを示
す。
【０１９０】
　＜混合性＞
　得られた泡状の染毛剤について、専門のパネラーが目視にて継粉の有無を観察すること
により、粉末状の第１剤と液状の第２剤との混合性を評価した。各表中の「泡の混合性」
欄において、“５”は「継粉が全くない（十分に混合している）」ことを示し、“４”は
「継粉がほとんどない」ことを示し、“３”は「継粉があまりない」ことを示し、“２”
は「継粉が目立つ」ことを示し、“１”は「継粉がかなり目立つ（混合していない）」こ
とを示す。
【０１９１】
　＜感触（べたつき）＞
　染毛剤の洗い流し時における毛束（毛髪）の感触について、専門のパネラーが手で触れ
て観察することにより評価した。各表中の「感触（べたつき）」欄において、“５”は「
べたつきが全くない」ことを示し、“４”は「べたつきがほとんどない」ことを示し、“
３”は「べたつきがあまりない」ことを示し、“２”は「べたつきが感じられる」ことを
示し、“１”は「べたつきが強く感じられる」ことを示す。
【０１９２】
　＜均染性＞
　染毛処理が施された毛束の均染性について、専門のパネラーが標準光源下で目視にて観
察することにより評価した。各表中の「均染性」欄において、“５”は「染色ムラが全く
ない」ことを示し、“４”は「染色ムラがほとんどない」ことを示し、“３”は「染色ム
ラがあまりない」ことを示し、“２”は「染色ムラが目立つ」ことを示し、“１”は「染
色ムラが非常に目立つ」ことを示す。
【０１９３】
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【０１９４】
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【表１０】

　表９及び１０に示すように、非イオン性ポリマーを含有する各実施例は、各項目におい
て良好な評価が得られた。とくに、非イオン性ポリマーとして、α－グルコース等を構成
単位とするオリゴ糖及び多糖である、デンプン又はシクロデキストリンを含有する実施例
４－１及び４－２は、他の非イオン性ポリマーを含有する実施例４－３と比較して、「泡
の均質性」、「泡の弾力性」、「混合性」、及び「均染性」の評価が高いことが分かった
。また、非イオン性ポリマーを２種含有する実施例４－４及び４－５は、同量の非イオン
性ポリマーを１種のみ含有する実施例４－１及び４－２と比較して、「泡の均質性」及び
「均染性」の評価が高いことが分かった。
【０１９５】
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　一方、非イオン性ポリマーに代えてアニオン性ポリマーを含有する参考例４－１は、各
実施例に対して、「泡の均質性」、「混合性」、及び「均染性」の評価が低いことが分か
った。また、非イオン性ポリマーに代えてカチオン性ポリマーを含有する参考例４－２は
、各実施例に対して、「泡の均質性」、「泡の弾力性」、「混合性」、及び「均染性」の
評価が低いことが分かった。
【０１９６】
　（試験例５）
　（実施例５－１～５、及び参考例５－１～３）
　各例では、表１１に示される各成分を混合することにより、二剤式の酸化染毛剤を調製
した。表１１及び以降の表において各成分の配合量を示す数値の単位は、質量％である。
なお、第１剤の剤型は粉末状であり、第２剤の剤型は液状である。
【０１９７】
　次に、閉塞可能容器を用いて、各例の酸化染毛剤の発泡操作を行った。なお、閉塞可能
容器の容量は７７０ｍＬであり、高さは１７ｃｍであり、内径は７ｃｍ～８ｃｍである。
その閉塞可能容器内に、第１剤及び第２剤の混合物として１５０ｇとなるように各剤を投
入して、閉塞可能容器を上下に２０回振った。こうした酸化染毛剤に空気を振り混ぜる発
泡操作を行うことで、泡状の剤型とした。
【０１９８】
　（実施例５－６～１７）
　各実施例では、表１２及び表１３に示すように、（ｂ－１）炭素数１６以上２２以下の
アルキル基を有するアンモニウム型カチオン性界面活性剤及び（ｂ－２）炭素数１０以上
１６未満のアルキル基を有するアンモニウム型カチオン性界面活性剤の少なくとも一方に
ついて、配合量を変更した以外は実施例５－１と同様にして、泡状の剤型とした。
【０１９９】
　＜操作性の評価＞
　各例の酸化染毛剤について、専門のパネラーが手の上に載せた後、その酸化染毛剤を部
分的に持ち上げる操作を行い、糸引きの状態及び泡の切れる状態を目視で観察した。その
結果について、以下の判定基準により判定した。
【０２００】
　評価５：糸引きが発生せず、泡切れに非常に優れる。
　評価４：糸引きがほとんど発生せず、泡切れが優れる。
　評価３：糸引きがわずかに発生するものの、泡切れが良好である。
【０２０１】
　評価２：糸引きが発生し、泡切れがやや劣る。
　評価１：糸引きが激しくなり、泡切れが劣る。
　判定結果の数値を各表の“取り扱い性の評価”欄に示している。
【０２０２】
　＜塗布性の評価＞
　各例の酸化染毛剤について、専門のパネラーが毛髪に塗布し、そのときの状況について
、以下の判定基準により判定した。
【０２０３】
　評価５：毛髪上における延び、及び毛髪への付着性が非常に優れる。
　評価４：毛髪上における延び、及び毛髪への付着性が優れる。
　評価３：毛髪上における延び、及び毛髪への付着性が良好である。
【０２０４】
　評価２：毛髪上における延びがやや劣る、又は毛髪への付着性がやや劣る。
　評価１：毛髪上における延びが劣る、又は毛髪への付着性が劣る。
　判定結果の数値を各表の“塗布性の評価”欄に示している。
【０２０５】
　＜毛髪の感触の評価＞



(40) JP 2011-105620 A 2011.6.2

10

20

30

　各例の酸化染毛剤を毛束に塗布して所定時間放置し、その毛束を温水で洗い流すことで
染毛段階を実施した。温水で洗い流したとき（洗い流し時）の毛束の感触、及び、その毛
束をドライヤーで乾燥した後（仕上がり後）の毛束の感触について、専門のパネラーが以
下の判定基準で官能評価した。
【０２０６】
　評価５：洗い流し時、及び仕上がり後においてべたつきが感じられない。
　評価４：洗い流し時、及び仕上がり後においてべたつきがほとんど感じられない。
　評価３：洗い流し時、又は仕上がり後においてべたつきが僅かに感じられる。
【０２０７】
　評価２：洗い流し時、又は仕上がり後においてべたつきが感じられる。
　評価１：洗い流し時、及び仕上がり後においてべたつきが感じられる。
　判定結果の数値を各表の“毛髪の感触の評価”欄に示している。
【０２０８】
【表１１】

【０２０９】
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【表１２】

【０２１０】
【表１３】

　表１１に示されるように実施例５－１～５では、操作性、塗布性、及び毛髪の感触につ
いて評価４以上の結果が得られた。参考例５－１～３では、操作性及び塗布性のいずれか
一方について、評価１の結果であった。
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【０２１１】
　参考例５－１では、（ｂ－１）炭素数１６以上２２以下のアルキル基を有するアンモニ
ウム型カチオン性界面活性剤が含有されていない。参考例５－２では、（ｂ－２）炭素数
１０以上１６未満のアルキル基を有するアンモニウム型カチオン性界面活性剤が含有され
てない。参考例５－３では、（ｂ－１）炭素数１６以上２２以下のアルキル基を有するア
ンモニウム型カチオン性界面活性剤のうち、アルキル鎖の炭素数が異なる二種を含んでい
るが、塗布性について各実施例よりも劣る結果となっている。
【０２１２】
　表１２に示されるように、（ｂ－１）炭素数１６以上２２以下のアルキル基を有するア
ンモニウム型カチオン性界面活性剤に対する（ｂ－２）炭素数１０以上１６未満のアルキ
ル基を有するアンモニウム型カチオン性界面活性剤の質量比を所定の範囲とすることで、
操作性及び塗布性のいずれの効果も高めることが更に容易となることが分かる。表１３に
示されるように、（ｂ－１）炭素数１６以上２２以下のアルキル基を有するアンモニウム
型カチオン性界面活性剤及び（ｂ－２）炭素数１０以上１６未満のアルキル基を有するア
ンモニウム型カチオン性界面活性剤の含有量を調整することで、操作性、塗布性、及び毛
髪の感触の効果を高めることが更に容易となることが分かる。
【０２１３】
　なお、実施例５－１～４及び５－６～１７の第１剤及び第２剤では、発泡段階における
発泡性が良好であり、発泡段階後においても、直ちに消泡（破泡）が開始されることがな
く、所定時間、泡状の剤型が維持されていた。このため、染毛段階において泡状の剤型が
十分に維持されるものであった。
【０２１４】
　（試験例６－１）
　表１４，１５に示す各成分を含有する毛髪脱色剤の粉末状の第１剤及び乳液状の第２剤
を調製した。表１４，１５における各成分を示す欄中の数値は当該欄の成分の含有量を示
し、その単位は質量％である。そして、第１剤と第２剤とを１：４の質量比で混合して、
攪拌棒で攪拌することにより毛髪脱色剤を調製した。得られた毛髪脱色剤について、増粘
効果の発現速度及び粘度安定性の評価を行った。結果を各表に示す。
【０２１５】
　表中「デンプンの質量比」は、使用時における増粘剤の含有量に対するデンプンの含有
量の質量比を示す。
　表中「アニオン性界面活性剤の質量比」は、使用時における（Ｂ）カチオン性界面活性
剤の含有量に対する（Ｃ）アニオン性界面活性剤の含有量の質量比（Ｃ／Ｂ）を示す。
【０２１６】
　＜増粘効果の発現速度の測定及び評価＞
　混合して得られた毛髪脱色剤の粘度について、第１剤及び第２剤の混合時から１分毎に
Ｂ型粘度計にて、ローターＮｏ．４、回転数１２ｒｐｍ、２５℃、１分間の条件で測定し
た。
【０２１７】
　各表中の「増粘効果の発現速度」欄において、“５”は、第１剤及び第２剤の混合から
３分後までの粘度上昇率が、1０００ｍＰａ・ｓ／分以上を示し、“４”は、８５０ｍＰ
ａ・ｓ／分以上１０００ｍＰａ・ｓ／分未満を示し、“３”は、６５０ｍＰａ・ｓ／分以
上８５０ｍＰａ・ｓ／分未満を示し、“２”は、５００ｍＰａ・ｓ／分以上６５０ｍＰａ
・ｓ／分未満を示し、“１”は、５００ｍＰａ・ｓ／分未満を示す。
【０２１８】
　＜粘度安定性＞
　第１剤及び第２剤を混合して５分後の粘度、及び第１剤及び第２剤を混合して２５分後
の粘度から粘度比率（＝５分後の粘度／２５分後の粘度）を算出した。
【０２１９】
　この粘度比率が０．８０以上１．２０未満（非常に優れる：５）、粘度比率が０．６０
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以上０．８０未満又は１．２以上２．０未満（優れる：４）、粘度比率が０．４０以上０
．６０未満又は２．０以上４．０未満（良好：３）、粘度比率が０．２０以上０．４０未
満又は４．０以上６．０未満（やや悪い：２）、及び粘度比率が０．２０未満又は６．０
以上（悪い：１）の５段階で評価した。
【０２２０】
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【０２２１】
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【表１５】

　各表に示されるように、第１剤中にアニオン性界面活性剤、増粘剤、及びデンプンを配
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粘効果の発現速度」及び「粘度安定性」の各項目において良好な結果が得られた。
【０２２２】
　表１４に示されるように、第１剤中にアニオン性界面活性剤の代わりに非イオン性界面
活性剤を含有する参考例６－１、及び第２剤中に）カチオン性界面活性剤の代わりに非イ
オン性界面活性剤を含有する参考例６－２は、各実施例と比較して「増粘効果の発現速度
」の項目において評価が低いことが分かった。参考例６－１，２は、「粘度安定性」の項
目において、経時的に粘度が徐々に上がり続けるため、各実施例と比較して評価が低い結
果となった。
【０２２３】
　第１剤中に増粘剤を含有しない参考例６－３は、「増粘効果の発現速度」の項目におい
て、混合物の最終的な粘度が低いため、各実施例と比較して評価が低い結果となった。第
１剤中にデンプンを含有しない参考例６－４は、「増粘効果の発現速度」の項目において
、混合物の最終的な粘度が低いため、各実施例と比較して評価が低い結果となった。また
、参考例６－４は、「粘度安定性」の項目において、経時的に粘度が徐々に低下し続ける
ため、各実施例と比較して評価が低い結果となった。
【０２２４】
　（試験例６－２）
　表１６に示す各成分を含有する毛髪脱色剤の粉末状の第１剤及び乳液状の第２剤を調製
した。表１６における各成分を示す欄中の数値は当該欄の成分の含有量を示し、その単位
は質量％である。そして、第１剤と第２剤とを１：４の質量比で図１に示される閉塞可能
容器内に投入し、閉塞可能容器内を密閉した状態で２０～３０回程度振って、混合するこ
とにより、泡状の毛髪脱色剤を調製した。得られた毛髪脱色剤について、以下に示す方法
により増粘効果の発現速度及び粘度安定性の評価を行った。
【０２２５】
　＜増粘効果の発現速度の測定及び評価＞
　混合して得られた泡状の毛髪脱色剤の粘度について、第１剤及び第２剤の混合から３分
後に手で持ち上げたときの垂落ちの程度を専門のパネラー５人により評価した。表１６中
の「増粘効果の発現速度」欄において、“５”は、第１剤及び第２剤の混合から３分後の
ときの垂落ちが全くなく増粘の発現が非常に優れることを示し、“４”は、垂落ちがほと
んどなく優れることを示し、“３”は、垂落ちがあまりなく良好であることを示し、“２
”は、垂落ちがありやや悪いことを示し、“１”は、垂落ちが多く悪いことを示す。
【０２２６】
　＜粘度安定性＞
　第１剤及び第２剤を混合して５分後に泡を手で持ち上げたときの垂落ちの度合いと、第
１剤及び第２剤を混合して２５分後に泡を手で持ち上げたときの垂落ちの度合いの違いを
専門のパネラー５人により評価した。
【０２２７】
　表１６中の「粘度安定性」欄において、“５”は、第１剤及び第２剤の混合から５分後
と２５分後のときの垂落ちに違いがなく非常に優れるであることを示し、“４”は、垂落
ちに違いがほとんどなく優れることを示し、“３”は、垂落ちに違いがあまりなく良好で
あることを示し、“２”は、垂落ちに違いがありやや悪いことを示し、“１”は、垂落ち
に違いが明らかにあり悪いことを示す。
【０２２８】
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【表１６】

　表１６に示されるように、第１剤中にアニオン性界面活性剤、増粘剤、及びデンプンを
配合し、第２剤中にカチオン性界面活性剤を配合することにより構成した実施例６－２５
は、「増粘効果の発現速度」及び「粘度安定性」の各項目において良好な結果が得られた
。つまり、使用時の剤型が泡状の場合も「増粘効果の発現速度」及び「粘度安定性」に優
れることが分かった。
【０２２９】
　表１６に示されるように、第２剤中にカチオン性界面活性剤の代わりにアニオン性界面
活性剤を含有する参考例６－５は、各実施例と比較して「増粘効果の発現速度」の項目に
おいて評価が低いことが分かった。参考例６－５は、「粘度安定性」の項目において、経
時的に泡が硬くなるため、各実施例と比較して評価が低い結果となった。
【０２３０】
　第１剤中に増粘剤を含有しない参考例６－６は、「増粘効果の発現速度」の項目におい
て、混合物の最終的な粘度も低いため、各実施例と比較して評価が低い結果となった。
　第１剤中にデンプンを含有しない参考例６－７は、「粘度安定性」の項目において、経
時的に粘度が徐々に低下し続け、液の垂れ落ちが増加するため、各実施例と比較して評価
が低い結果となった。
【０２３１】
　（試験例７）
　染毛剤として、表１７に示す各成分を含有する第１剤、及び表１８～２０に示す各成分
を含有する第２剤を調製した。各表における各成分を示す欄中の数値は当該欄の成分の含
有量を示し、その単位は質量％である。本試験では、塩化ジメチルジアリルアンモニウム
・アクリルアミド共重合体としてマーコート５５０（オンデオ・ナルコ社製）を、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としてマーコート２９５（オンデオ・
ナルコ社製）を、ポリ塩化ジメチルメチレンピペリジウムとしてマーコート１００（オン
デオ・ナルコ社製）を用いた。表中の配合量を示す数値は、表中に記載の成分の純分を示
している。なお、本実施例及び参考例では、第１剤を粉末状に調製するとともに第２剤を
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【０２３２】
【表１７】

　各表に示す第１剤及び第２剤を４５℃にて３０日間保存し、これらを続く試験に用いた
。第１剤及び第２剤を、図１に示される閉塞可能容器内に投入し、閉塞可能容器内を密閉
した状態で２０～３０回程度振って、内部の第１剤と第２剤との混合物を振とうすること
により、泡状の染毛剤を得た。得られた泡状の染毛剤を手（手袋着用）にとり、黒毛の人
毛毛束（以下、単に毛束と記載する。）に塗布した後、室温（２５℃）にて３０分間放置
した。そして、毛束に付着した染毛剤を水で洗い流し、毛束にシャンプーを２回、及びリ
ンスを１回施した。続いて、毛束を温風で乾燥した後、一日間放置することにより、染色
処理された毛束を得た。実施例及び参考例の染毛剤の発泡性、及び染毛剤の洗い流し時に
おける毛束の感触について下記に示す方法に従い評価を行なった。結果を各表に示す。
【０２３３】
　＜発泡性＞
　専門のパネラーが発泡操作後の発泡状態を目視で観察した。各表中の「発泡性」欄にお
いて、“５”は「泡立ちに非常に優れている」ことを示し、“４”は「泡立ちに優れてい
る」ことを示し、“３”は「泡立ちが良好である」ことを示し、“２”は「泡立ちがやや
不十分である」ことを示し、“１”は「泡立ちが不十分である、又は泡立ちすぎて粘性の
低い軽い大きな泡となっている」ことを示す。
【０２３４】
　＜感触（指どおり）＞
　染毛剤の洗い流し時における毛束（毛髪）の感触について、専門のパネラーが手で触れ
て観察することにより評価した。各表中の「感触（指どおり）」欄において、“５”は「
指どおりが非常に優れている」ことを示し、“４”は「指どおりが優れている」ことを示
し、“３”は「指どおりが良好である」ことを示し、“２”は「指どおりが悪く、軋みを
感じる」ことを示し、“１”は「指どおりが非常に悪く、指が引掛りやすい」ことを示す
。
【０２３５】
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【０２３６】
【表１９】

　各表に示すように、第２剤中に過酸化水素、両性界面活性剤、及びカチオン性ポリマー
を含有する各実施例は、「感触（指どおり）」及び「発泡性」の各項目において良好な評
価が得られた。とくに、カチオン性ポリマーとして、２５℃で液状に調製された製品を含
有する実施例７－１～３は、２５℃で固体状であるカチオン性ポリマーを含有する実施例
７－４と比較して「感触（指どおり）」の評価が高いことが分かった。また、第２剤中に
おける両性界面活性剤の含有量が１．５～３．５質量％の範囲内である実施例７－８及び
７－９は、「感触（指どおり）」及び「発泡性」の評価がともに高い評価であった。
【０２３７】
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【表２０】

　表２０に示すように、第２剤中に両性界面活性を含有せず、第２剤中における非イオン
性界面活性剤、カチオン性界面活性剤、又はアニオン性界面活性剤の含有量を高めた参考
例７－１～４は、各実施例と比較して「感触（指どおり）」及び「発泡性」の評価がとも
に低いことが分かった。また、第２剤中にカチオン性ポリマーを含有しない参考例７－５
では、「発泡性」の評価は高いものの、「感触（指どおり）」の評価が低いことが分かっ
た。
【０２３８】
　（試験例８）
　（過酸化水素含有組成物の調製）
　表２１，２２に記載の各成分を配合することにより、過酸化水素含有組成物を調製した
。調製した過酸化水素含有組成物について、下記の方法に従って、過酸化水素の安定性お
よび臭気について評価を行なった。なお、表２１，２２に記載の各成分の配合量の単位は
質量％である。
【０２３９】
　（過酸化水素の安定性）
　調製した過酸化水素含有組成物を４５℃の恒温槽にて１ヶ月間保存した後、残存する過
酸化水素の量を酸化還元滴定法によって定量し、過酸化水素の残存率を算出した。評価基
準は以下の通りである。評価結果は表２１，２２に示した。
【０２４０】
　評価５：過酸化水素の残存率が９９％以上
　評価４：過酸化水素の残存率が９８％以上９９％未満
　評価３：過酸化水素の残存率が９７％以上９８％未満
　評価２：過酸化水素の残存率が９６％以上９７％未満
　評価１：過酸化水素の残存率が９６％未満
　（臭気について）
調製した過酸化水素含有組成物の臭気を評価した。評価基準は以下の通りである。評価結
果は表２１，２２に示した。
【０２４１】
　評価３： フェノキシエタノールの原料臭が全くない。
　評価２： フェノキシエタノールの原料臭がほとんどない。
　評価１： フェノキシエタノールの原料臭が目立つ。
【０２４２】
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【０２４３】
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【表２２】

　表２１に示すように、参考例８－１～５の過酸化水素含有組成物は、界面活性剤を含む
系において、フェノキシエタノールおよび安息香酸（塩）の少なくともいずれか一方を含
んでいない。参考例８－１～５について、保存時における過酸化水素の安定性を見ると、
安定性に劣っていることが分かる。このうち、参考例８－１～２、８－４～５の過酸化水
素含有組成物は、界面活性剤として両性の界面活性剤を含んでいる。これらのものは、特
に、保存時における過酸化水素の安定性に劣っている。
【０２４４】
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　これに対し、実施例８－１～１９の過酸化水素含有組成物は、界面活性剤を含む系にお
いて、フェノキシエタノールおよび安息香酸（塩）のいずれも含んでおり、保存時におけ
る過酸化水素の安定性に優れていることが確認できた。そして、実施例８－１～２と参考
例８－１～２とを比べれば、各実施例は過酸化水素の安定性が向上していることが分かる
。また、実施例８－５と参考例８－４とを比べれば、各実施例は過酸化水素の安定性が向
上していることが分かる。さらに、実施例８－８と参考例８－４～５とを比べれば、各実
施例は過酸化水素の安定性が向上していることが分かる。そして、界面活性剤として両性
の界面活性剤を含んでいる場合（実施例８－１、参考例８－１～２など）で比較すれば、
両性界面活性剤を含んでいる場合に特に過酸化水素の安定性の向上効果が高いことが分か
る。
【０２４５】
　そして、各実施例同士を比べれば次のことが分かる。すなわち、実施例８－９、８－１
３とそれ以外の実施例を比べれば、（Ｋ）成分に対する（Ｊ）成分の質量比（Ｊ／Ｋ比）
が０．２～２．５の範囲内であれば、より一層、過酸化水素の安定性に優れることが分か
る。また、実施例８－９、１０とそれ以外の実施例を比べれば、（Ｋ）成分の量が０．１
質量％以上であれば、より一層、過酸化水素の安定性に優れ、（Ｋ）成分の量が０．１５
質量％以上であれば、特に、過酸化水素の安定性に優れることが分かる。また、実施例８
－１３、１４とそれ以外の実施例を比べれば、（Ｊ）成分の量が０．１質量％以上であれ
ば、より一層、過酸化水素の安定性に優れ、（Ｊ）成分の量が０．１５質量％以上であれ
ば、特に、過酸化水素の安定性に優れることが分かる。なお、実施例８－１９とそれ以外
の実施例を比べれば、（Ｊ）成分の配合量を０．１５～０．８質量％の範囲にすれば、フ
ェノキシエタノールの臭気を抑えつつ、過酸化水素の安定性を図ることができることが分
かる。
【０２４６】
　　（試験例９）
　（毛髪染色用組成物の調製）
　表２３，２４に記載の各成分を配合することにより、毛髪染色用組成物の第１剤および
第２剤を調製した。次いで、得られた第１剤と第２剤とを表２３，２４に記載の混合比（
質量比）で混合することにより、毛髪染色用組成物を調製した。最終剤型が「泡」と記載
のものは、第１剤と第２剤とを密閉容器内に入れ、これを振とうさせることにより、毛髪
染色用組成物を泡状にした。一方、最終剤型が「クリーム」と記載のものは、第１剤と第
２剤とを開放容器内に入れ、容器内で泡立てないで静かに混合させた。なお、表２３，２
４に記載の各成分の配合量の単位は質量％である。
【０２４７】
　（染色処理）
　調製された各毛髪染色用組成物を、薄手の樹脂製の手袋をつけた手で、黒毛の人毛毛束
（以下、単に「毛束」という）に塗布した後、その毛束を恒温槽（３０℃）で３０分放置
した。次いで、その毛束を水道水で水洗し、その後、毛束をシャンプーおよびリンス（コ
ンディショナー）でそれぞれ１回処理した。次いで、その毛束を乾燥した。その後、一日
間、常温で放置した。以上のようにして、毛束の染色処理を行なった。
【０２４８】
　（仕上がり後の感触（すべり感）について）
　染色処理後の毛束に指を通した時の感触と、染色処理されていない毛束に指を通した時
の感触とを比較して、毛束にざらざら感がなく、手ぐしを通したときのすべり感が良いか
否かという観点から、染色処理後の毛束の感触を評価した。評価基準は以下の通りである
。評価結果は表２３，２４に示した。
【０２４９】
　評価５：すべり感が非常に良好であった。
　評価４：すべり感が良好であった。
　評価３：すべり感が比較的良好であった。
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　評価２：すべり感がやや悪かった。
　評価１：すべり感が非常に悪かった。
　（仕上がり後の感触（軋み、からみつき、ごわつき）について）
　染色処理後の毛束に指を通した時の感触と、染色処理されていない毛束に指を通した時
の感触とを比較して、毛束に軋み、からみつき、ごわつきがあり、指が通りにくくなって
いるか否かという観点から、染色処理後の毛束の感触を評価した。評価基準は以下の通り
である。評価結果は表２３，２４に示した。
【０２５１】
　評価５：指通りが非常に良好であった。
　評価４：指通りが良好であった。
　評価３：指通りが比較的良好であった。
【０２５２】
　評価２：指通りがやや悪かった。
　評価１：指通りが非常に悪かった。
　（仕上がり後の明度について）
　染色処理後の毛束を目視で観察することにより、仕上がり後の明度について評価した。
評価基準は以下の通りである。評価結果は表２３，２４に示した。
【０２５３】
　評価５：明度が非常に良好であった。
　評価４：明度が良好であった。
　評価３：明度が比較的良好であった。
【０２５４】
　評価２：明度がやや悪かった。
　評価１：明度が非常に悪かった。
【０２５５】
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【０２５６】
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【表２４】

　表２３，２４から、参考例９－１の毛髪染色用組成物では、（Ｌ）成分の配合量が１質
量％未満であるため、仕上がり後の感触（すべり感）がやや悪い。また、参考例９－２の
毛髪染色用組成物では、（Ｌ）成分を配合していないため、仕上がり後の感触（すべり感
）が非常に悪い。
【０２５７】
　これに対し、実施例の毛髪染色用組成物によれば、仕上がり後の感触（すべり感）が良
好で、仕上がり後の明度も良好であることが確認できた。そして、実施例同士を比較する
と、実施例９－５では、特定のカチオン性ポリマーを配合していない。そのため、他の実
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施例と比較して、仕上がり後の感触（すべり感）にやや劣っている。また、実施例９－６
では、最終剤型をクリーム状にしている。実施例９－６以外の実施例は、最終剤型が泡状
であり、実施例９－６と比べて、仕上がり後の感触がさらに良好であることが確認できた
。
【０２５８】
　また、実施例９－７は、（Ｌ）成分に対する（ｆ－１）成分の質量比が４．５を超えて
いる。これに対し、実施例９－７以外の実施例は、上記質量比が０．０２～４．５の範囲
内に入っており、実施例９－７と比べて、仕上がり後の感触（すべり感）がさらに良好で
あることが確認できた。
【０２５９】
　なお、参考例３、４は、（ｆ－１）成分に代えてメタケイ酸ナトリウムを用いたもので
ある。参考例４に対し、参考例３は、仕上がり後の毛束が硬くなり軋む、毛髪がからまる
、ごわつくなどの感触が抑制されることによる仕上がり後の感触の改善は見られるが、仕
上がり後のざらざら感を抑制することにより仕上がり後のすべり感を改善する効果は見ら
れない。
【０２６０】
　以上、本発明の実施の形態について詳細に説明したが、本発明は上記実施の形態に何ら
限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の改変が可能である。
　（試験例１０－１）
　表２５に示す各成分を含有する染毛剤の粉末状の第１剤、及び表２６，２７に示す乳液
状の第２剤を調製した。第２剤は、先ず両性界面活性剤水溶液を調製し、次に該両性界面
活性剤水溶液とその他の成分、例えば過酸化水素等を混合することにより調製した。表２
５～２７における各成分を示す欄中の数値は当該欄の成分の含有量を示し、その単位は質
量％である。そして、第１剤と第２剤とを１：５の質量比で混合して、攪拌棒で攪拌する
ことにより泡状の染毛剤を調製した。得られた染毛剤について、発泡性の評価を行った。
また、得られた第２剤についてｐＨ変化及びｐＨ安定性を評価した。結果を表２６，２７
に示す。
【０２６１】
　表中「両性界面活性剤の質量比」は、両性界面活性剤水溶液中におけるアルカリ金属の
無機塩の含有量に対する両性界面活性剤の含有量の質量比（Ａ／Ｉ）を示す。
　表中のヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタインは、アモーゲンＣＢ－Ｈ（ヤシ油脂肪酸ア
ミドプロピルベタイン３０質量％（脱塩）、第一工業製薬社製）を使用した。尚、実施例
１０－８，９の（Ｂ）ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタインは、３０質量％濃度の上記製
品を８０℃の熱をかけて水を蒸発させて使用した。表中の（Ｂ）ラウリルジメチルアミノ
酢酸ベタインは、オバゾリンＬＢ－ＳＦ（ラウリルジメチルアミノ酢酸ベタイン３５質量
％（脱塩）、東邦化学工業社製）を使用した。表中の（Ｂ）ラウリン酸アミドプロピルベ
タインは、ソフタゾリンＬＰＢ－Ｒ（ラウリン酸アミドプロピルベタイン３０質量％（脱
塩）、川研ファインケミカル社製）を使用した。表中の配合量を示す数値は、表中に記載
の成分の純分を示している。
【０２６２】
　＜第２剤のｐＨ変化及びｐＨ安定性＞
　各例の第２剤を４５℃の恒温槽にて１ヶ月間保存した後、第２剤のｐＨを測定した。そ
の値から第２剤の調製時ｐＨ４からのｐＨ変化の値を求めた。
【０２６３】
　また、各表中の“ｐＨ安定性”欄において、“５”はｐＨ変化の値が０．１０未満であ
ることを示し、“４”は、ｐＨ変化の値が０．１０以上０．１５未満であることを示し、
“３”はｐＨ変化の値が０．１５以上０．２０未満であることを示し、“２”はｐＨ変化
の値が０．２０以上０．２５未満であることを示し、“１”はｐＨ変化の値が０．２５以
上であることを示す。
【０２６４】
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　＜発泡性＞
　専門のパネラーが発泡操作後の発泡状態を目視で観察した。各表中の「発泡性」欄にお
いて、“５”は「泡立ちに非常に優れている」ことを示し、“４”は「泡立ちに優れてい
る」ことを示し、“３”は「泡立ちが良好である」ことを示し、“２”は「泡立ちがやや
不十分である」ことを示し、“１”は「泡立ちが不十分である、又は泡立ちすぎて粘性の
低い軽い大きな泡となっている」ことを示す。
【０２６５】
【表２５】

【０２６６】
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【表２６】

【０２６７】
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【表２７】

　表２６，２７に示されるように、第２剤中に（Ｂ）両性界面活性剤、（Ｃ）アルカリ金
属の無機塩を配合することにより構成した各実施例は、「ｐＨ安定性」の項目において良
好な結果が得られた。
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　また、第２剤中にアルカリ金属の無機塩を含有しない参考例１０－１，２は、各実施例
と比較して「ｐＨ安定性」の項目において評価が低いことが分かった。
　第２剤中に両性界面活性剤を含有しない参考例１０－３は、「発泡性」の項目において
、各実施例と比較して評価が低い結果となった。両性界面活性剤を使用しない場合、良好
な泡状の染毛剤を得ることは困難である。
【０２６９】
　第２剤中にアルカリ金属の無機塩の代わりにクエン酸ナトリウムを含有する参考例１０
－４は、「ｐＨの安定性」の項目において、各実施例と比較して評価が低い結果となった
。
【０２７０】
　（試験例１０－２）
　表２８～３４に示す各成分を含有する乳液状の第２剤を調製した。第２剤は、先ず各表
に記載される各成分を表の上から順番に混合することにより両性界面活性剤水溶液を調製
した。次に、該両性界面活性剤水溶液にその他の成分を表の上から順番に配合することに
より第２剤を調製した。表２８～３４における各成分を示す欄中の数値は表中に指示がな
い限り当該欄の成分の含有量を示し、その単位は質量％である。両性界面活性剤水溶液欄
に示される各成分の数値は第２剤中における含有量を示す。そして、表２５に示す第１剤
と表２８～３４に示す第２剤とを１：５の質量比で混合して、攪拌棒で攪拌することによ
り泡状の染毛剤を調製した。得られた染毛剤について、発泡性の評価を行った。また、得
られた第２剤についてｐＨ変化及びｐＨ安定性を評価した。結果を表２８～３４に示す。
【０２７１】
【表２８】

【０２７２】
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【表２９】

【０２７３】
【表３０】

【０２７４】
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【表３１】

【０２７５】
【表３２】

【０２７６】
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【表３３】

【０２７７】
【表３４】

　表２８～３１に示されるように、両性界面活性剤調製時に両性界面活性剤１質量部に対
し水で約２．３質量部配合した後に、塩化ナトリウムを添加した実施例１０－１９，２１
，２２は、両性界面活性剤１質量部に対し水で約３．８質量部配合した後に塩化ナトリウ
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【０２７８】
　表３２～３４に示されるように、両性界面活性剤調製時に塩化ナトリウム１質量部に対
し水で約１４質量部配合した後に、両性界面活性剤を添加した実施例１０－２３は、塩化
ナトリウム１質量部に対し水で約２０質量部以上配合した後に、両性界面活性剤を添加し
た実施例１０－２４，２５に対し、ｐＨ安定性が優れることが分かった。
【０２７９】
　次に、上記実施形態及び別例から把握できる技術的思想について、以下に追記する。
　（イ）前記各請求項に記載される毛髪化粧料組成物と該毛髪化粧料組成物の使用時に発
泡させるための発泡用具を備える毛髪化粧用品。（イ）の構成によれば、使用時に簡便に
泡状の毛髪化粧料組成物を調製することができる。
【符号の説明】
【０２８０】
　１０…毛髪脱色・脱染剤、１１…第１剤、１２…第２剤、１３…混合物、１４…泡状の
毛髪脱色・脱染剤、２０…密閉可能容器、２１…容器本体、２２…蓋体。
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