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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ｉ）ペルオキシモノカーボネートイオンの少なくとも１つの供給源、及び少なくとも
１つのアルカリ化剤を含む組成物を供給することであって、
　該組成物は、
　　（Ａ－１）炭酸アンモニウム、炭酸水素アンモニウム及びカルバミン酸アンモニウム
から選択される１種又は２種以上、
　　（Ａ－２）サルコシン、リジン、セリン、２－メトキシエチルアミン、グルコサミン
、グルタミン酸、モルホリン、ピペルジン、エチルアミン、３－アミノ－１－プロパノー
ル及びこれらの混合物からなる群から選択される、３重量％～１０重量％のラジカルスカ
ベンジャー、並びに
　　（Ａ－３）酸化剤、を含む組成物、
又は
　　（Ｂ－１）炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素カリウム
、炭酸グアニジン、炭酸水素グアニジン、炭酸リチウム、炭酸カルシウム、炭酸マグネシ
ウム及び炭酸バリウムから選択される１種又は２種以上、
　　（Ｂ－２）アルカノールアミド、塩化アンモニウム、硫酸アンモニウム、硝酸アンモ
ニウム、リン酸アンモニウム、酢酸アンモニウム、水酸化アンモニウムおよびアンモニア
から選択される１種又は２種以上、
　　（Ｂ－３）サルコシン、リジン、セリン、２－メトキシエチルアミン、グルコサミン
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、グルタミン酸、モルホリン、ピペルジン、エチルアミン、３－アミノ－１－プロパノー
ル及びこれらの混合物からなる群から選択される、３重量％～１０重量％のラジカルスカ
ベンジャー、並びに
　　（Ｂ－４）酸化剤、を含む組成物
から選択され、かつ該組成物は８．４～９．５のｐＨを有する、
　（ｉｉ）該組成物を毛髪上に適用することと該組成物を毛髪上に２０分未満の時間維持
すること及び引き続いて、
　（ｉｉｉ）該組成物を毛髪からすすぎ洗いすること、の各工程を含む、２０分未満で毛
髪を酸化的に高速に染色又は漂白する方法。
【請求項２】
　少なくとも２つの順次の酸化性毛髪染色又は毛髪漂白処理の工程を含む順次の酸化性毛
髪染色又は毛髪漂白の方法であって、
　各処理間の時間が１～６０日であり、且つ、
　各処理は、ペルオキシモノカーボネートイオンの少なくとも１つの供給源、及び少なく
とも１つのアルカリ化剤を含む組成物を供給することであって、
　該組成物は、
　　（Ａ－１）炭酸アンモニウム、炭酸水素アンモニウム及びカルバミン酸アンモニウム
から選択される１種または２種以上、
　　（Ａ－２）サルコシン、リジン、セリン、２－メトキシエチルアミン、グルコサミン
、グルタミン酸、モルホリン、ピペルジン、エチルアミン、３－アミノ－１－プロパノー
ル及びこれらの混合物からなる群から選択される、３重量％～１０重量％のラジカルスカ
ベンジャー並びに
　　（Ａ－３）酸化剤、を含む組成物、
又は
　　（Ｂ－１）炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素カリウム
、炭酸グアニジン、炭酸水素グアニジン、炭酸リチウム、炭酸カルシウム、炭酸マグネシ
ウムおよび炭酸バリウムから選択される１種または２種以上、
　　（Ｂ－２）アルカノールアミド、塩化アンモニウム、硫酸アンモニウム、硝酸アンモ
ニウム、リン酸アンモニウム、酢酸アンモニウム、水酸化アンモニウムおよびアンモニア
から選択される１種または２種以上、
　　（Ｂ－３）サルコシン、リジン、セリン、２－メトキシエチルアミン、グルコサミン
、グルタミン酸、モルホリン、ピペルジン、エチルアミン、３－アミノ－１－プロパノー
ル及びこれらの混合物からなる群から選択される、３重量％～１０重量％のラジカルスカ
ベンジャー、並びに
　　（Ｂ－４）酸化剤、を含む組成物
から選択され、かつ、該組成物は８．４～９．５のｐＨを有する、
　次に、該組成物を毛髪に適用することと毛髪上に２０分未満の時間だけ保持すること、
及び、
　引き続いて、該組成物を毛髪からすすぎ洗いすることの工程を含む、該方法。
【請求項３】
　前記方法は少なくとも１つのコンディショニング剤を含む前処理用組成物が毛髪に適用
される第１前処理工程を更に含む、請求項１又は２に記載の毛髪染色又は漂白方法。
【請求項４】
　前記前処理用組成物は、次の工程終了時まで毛髪からすすぎ落とされない、請求項３に
記載の毛髪染色又は漂白方法。
【請求項５】
　前記組成物は１５分未満の時間毛髪上に維持される、請求項１又は２に記載の毛髪染色
又は漂白方法。
【請求項６】
　前記組成物は５～１０分の時間毛髪上に維持される、請求項１又は２に記載の毛髪染色
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又は漂白方法。
【請求項７】
　前記組成物は
　ａ．０．１重量％～１０重量％の過酸化水素、
　ｂ．０．１～１０重量％の、アルカノールアミド、塩化アンモニウム、硫酸アンモニウ
ム、硝酸アンモニウム、リン酸アンモニウム、酢酸アンモニウム、水酸化アンモニウムお
よびアンモニアから選択される１種または２種以上、
　ｃ．０．１～１５重量％の、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸カリウム、炭
酸水素カリウム、炭酸グアニジン、炭酸水素グアニジン、炭酸リチウム、炭酸カルシウム
、炭酸マグネシウムおよび炭酸バリウムから選択される１種または２種以上
を含む、請求項１～６のいずれか１項に記載の毛髪染色又は漂白方法。
【請求項８】
　前記組成物は少なくとも１つの酸化性染料及び／又は少なくとも１つの直接染料を更に
含む、請求項１～７のいずれか１項に記載の毛髪染色又は漂白方法。
【請求項９】
　前記組成物はキレート剤を更に含む、請求項１～８のいずれか１項に記載の毛髪染色又
は漂白方法。
【請求項１０】
　ペルオキシモノカーボネートイオンの少なくとも１つの供給源、及び少なくとも１つの
アルカリ化剤を含む毛髪染色又は漂白組成物の使用であって、
　該毛髪染色又は漂白組成物は、
　（Ａ－１）炭酸アンモニウム、炭酸水素アンモニウム及びカルバミン酸アンモニウムか
ら選択される１種または２種以上、
　（Ａ－２）サルコシン、リジン、セリン、２－メトキシエチルアミン、グルコサミン、
グルタミン酸、モルホリン、ピペルジン、エチルアミン、３－アミノ－１－プロパノール
及びこれらの混合物からなる群から選択される、３重量％～１０重量％のラジカルスカベ
ンジャー、並びに
　（Ａ－３）酸化剤、を含む組成物、
又は
　（Ｂ－１）炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素カリウム、
炭酸グアニジン、炭酸水素グアニジン、炭酸リチウム、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウ
ムおよび炭酸バリウムから選択される１種または２種以上、
　（Ｂ－２）アルカノールアミド、塩化アンモニウム、硫酸アンモニウム、硝酸アンモニ
ウム、リン酸アンモニウム、酢酸アンモニウム、水酸化アンモニウムおよびアンモニアか
ら選択される１種または２種以上、
　（Ｂ－３）サルコシン、リジン、セリン、２－メトキシエチルアミン、グルコサミン、
グルタミン酸、モルホリン、ピペルジン、エチルアミン、３－アミノ－１－プロパノール
及びこれらの混合物からなる群から選択される、３重量％～１０重量％のラジカルスカベ
ンジャー、並びに
　（Ｂ－４）酸化剤、を含む組成物
から選択され、かつ該組成物は８．４～９．５のｐＨを有し、２０分未満で毛髪を染色又
は漂白する、該使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ケラチン性繊維を高速で漂白及び染色する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ケラチン性繊維、特にヒトの毛髪の色を毛髪染料の適用により永続的に変えることは周
知である。消費者に所望の毛髪の色及び色の強度を提供するために、非常に複雑な化学的
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プロセスが使用される。永続的な毛髪染色製剤は、典型的には酸化毛髪染料前駆体を含み
、これは毛小皮を通して毛髪中及び毛皮質中に拡散することができ、そこで次に互いに適
した酸化剤と反応して最終的な染料分子を形成することができる。結果として得られるこ
れらの分子が大きいため、それらは水及び／又は洗剤によるその後の洗浄の間に毛髪から
容易に拡散できず、そのため消費者の所望する色の永続性を達成する。該反応は典型的に
は、アルカリ化剤の存在下、ｐＨが約１０の過激な環境及び酸化剤の存在下において起こ
る。更に、所望の毛髪の色及び色相及び色の強度を維持するため、並びに新しい発毛を覆
うことを包含する毛髪の連続的で均一な染色を確実にするために、消費者はこのプロセス
を定期的に繰り返す。
【０００３】
　また一方、商業的毛髪染色製品は長年の間利用されてきたという事実にもかかわらず、
その製品はなお消費者に関係する多くの欠陥を示している。特に、毛髪染料製品の適用は
依然として相対的に時間のかかる方法であり、乾燥及び整髪前に、色を発色させ且つ製品
を除去するためには、混合、適用、放置のために消費者が１時間以上費やす場合がある。
ほとんどの消費者にとって、毛髪染色プロセスは美しさのためのいつもの定期的な行為の
一部であるため、他の全ての要求（即ち、適用の容易さ、少ない臭い、及び特に当然なが
ら、希望の毛髪の色を、特に現在の色をはっきりと変更し及び／又は明確に雰囲気を変え
ることを希望する消費者に提供すること）を満足させつつ、毛髪を染める時間を短くする
ことが高度に望ましいと言える。
【０００４】
　毛髪を染めるために要求される適用時間を減らすための多数の試み、例えば、カーボネ
ートを含む酸化性毛髪染色又は漂白組成物を使用することが、文献に掲載されている。例
えば、
　ＰＣＴ国際公開特許ＷＯ０１／２８５０８は、酸化剤、毛髪染色剤並びに緩衝剤、ｐＨ
調整剤又は毛髪膨潤剤を必要とせずに漂白及び染色を向上させ、臭いと毛髪損傷を低減さ
せる、炭酸アンモニウム及び／又はカルバミン酸アンモニウムを含む毛髪染色及び漂白組
成物について記載している。該組成物は、１～６０分間、毛髪に適用される。
【０００５】
　フランス特許第１５９２９３９号は、酸化性染料、炭酸アンモニウム及び過酸化水素（
ｐＨ７～９にて、かなり短時間で効果的染色を提供する）を含む毛髪染色組成物について
記載している。
【０００６】
　欧州特許第４３５０１２号は、必要とする染色時間が短く、毛髪への損傷がほどんど無
く、且つ染色後のカーボネートによる刺激臭が無く、臭いを発生しないアルカリ過酸化水
素及び緩衝液を含む毛髪染色組成物について記載している。同様に、欧州特許第１１０６
１６６号は、アンモニア、カーボネート（アンモニア塩以外）、遷移金属塩及びキレート
剤を含有し、刺激臭を発せず、皮膚への刺激が少なく且つ毛髪色を短時間でより明るい色
調に変えることができる毛髪染料組成物について記載している。
【０００７】
　ＰＣＴ国際公開特許ＷＯ０４／０１４３２８は、過酸化物酸化剤、特定の酸化剤及びよ
り効果的に染色させる、水溶性カーボネートを放出する塩類の少なくとも１つを含有し、
２～６０分間、適用されるワンステップ毛髪染色組成物について記載している。
【０００８】
　他の試みられた解決策は、米国特許第６７０３００４号に記載されており、そこには水
性酸化剤、過硫酸塩、及び親水性油を含有し、その量は３～５％活性酸素、及び０．７～
１．２ｍｅｑ／グラムのアルカリ性を含む混合物を提供するに十分なだけのものであり、
１０～３０分で毛髪を漂白することができる毛髪漂白組成物について記載している。同様
に、米国特許第６６６９９３３号は、染料及び顕色剤の混合物、０．２～０．７５ｍｅｑ
／グラムの遊離アルカリ性濃度及び過酸化水素より成り、１２分未満で酸化的に毛髪を染
色する水性毛髪染色組成物について記載している。
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【０００９】
　米国特許第２００４／００７８９０６号は、ケラチンの高速染色及び脱色方法について
記載しており、そこでは特定の直接染料が繊維に適用され、５分未満の間放置される。
【００１０】
　頭部への毛髪染料の適用時間を短縮するための代替的試みは、引き続いて実施される毛
髪染色剤の処理が短くなる方法から成り、そこでは時間の経過と共に、次第に色変化が得
られる。例えば、ＰＣＴ国際公開特許ＷＯ０１／７６５４６は、毛髪色変更組成物を毛髪
に適用すること及びそれを毛髪上に約０．５～１５分放置するという工程を含む毛髪染色
方法（本方法は月に１回～１日に約３回繰り返す）について記載している。
【００１１】
　米国特許第２００３／０１５４５５６１号は、酸化性シャンプーを５秒～５分間適用し
、処理を２～３０回繰り返し、そして処理の間隔を８時間～３０日とする方法について記
載している。同様に、米国特許第２００４／００９８８１４号は、毛髪を多数の短い処理
に引き続きさらし、該処理がシャンプー又はコンディショナーベース内の染料中間体、塩
を放出する水溶性カーボネート及び水溶性アンモニウム塩から構成される、恒久的方法に
ついて記載している。米国特許第２００４／００９８８１６号は、毛髪を多数の処理（そ
れらの間には規定の時間間隔がある）に付し、処理組成物がキレート剤と組み合わされた
炭酸アンモニウムを含む、段階的永続的毛髪染色方法についても記載している。
【００１２】
　しかし、これらの文献はいずれも、高速に毛髪色を提供することに関連する問題に対し
て成功裏に対処することができなかった。特に、必要なリフト及び色を提供するための高
濃度の過酸化水素及びアンモニアを使用することから生じる毛髪損傷問題、並びに同様に
、典型的には、高濃度の過酸化水素及びアンモニアの存在並びに更に高ｐＨ値による頭皮
刺激問題は、現在の技術及び市販製品では十分に解決できない。
【００１３】
　従来技術の高速染色組成物についての別の重大な問題は、必要な色を得ること及び更に
白髪を効果的に覆うことである。これらの量と分布は、消費者間で大幅に変化する。先行
技術は、要求される色の色相及び深さを提供できないだけでなく、特に、消費者が多数の
リフトレベルによってその毛髪色を明るくしたいという要望も満足させることもできない
。このように明るくするには、現在では、高濃度の過酸化水素を含む組成物及び所望の色
を消費者に提供するために毛髪上で長期間使用することによってのみ提供されるかなりの
漂白を必要とする。同様に、先行技術の組成物も均一且つむらの無い色を毛髪上に提供し
たり、染色後の洗浄及び乾燥サイクル中に得られる最初の色の被覆を維持したりすること
ができない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　従って、所望の濃度のリフト及び明るさを提供し、同時に、提供する色の改善及び損傷
の低減、皮膚及び頭皮の刺激の低減及び臭いを減らす、毛髪染色剤（現在利用可能な製品
の適用時間より短い時間に対して有効であり且つ消費者が美しさを保つための定期的な行
為の一部として使用される）を消費者に提供することが更に望ましい。更に、組成物を毛
髪上へ素早く完全に適用することの困難性を解決する高速カラーデリバリーシステムを提
供することも望ましい。
【００１５】
　驚くことに、酸化剤、カーボネートイオン類供給源及びアルカリ化剤（ｐＨ９．５以下
で使用する）を含む酸化性毛髪染色組成物は、毛髪の漂白又は染色を高速で行い、消費者
の毛髪上での要望する色の発色時間が２０分未満であることが分かった（現在使用されて
いるアンモニア／過酸化物系は、要望する色を得るために４５分の待ち時間を必要とする
）。更に、本発明の方法は、毛髪への損傷を低減し、皮膚及び頭皮への刺激を低減し、臭
いが少なく且つ現在流通している染料及び色素前駆体の系と組み合わせることができ、結
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果的にリフト及びブロンドの色相の明るさ、優れた染料付着、均一性及び色（特に、灰色
の被覆）を改善し、それが消費者が次の染色処理を行うまで、消費者による洗浄及び整髪
サイクルにおいて維持される。該方法は、該組成物を毛髪に素早く実際に適用でき、且つ
特に毛髪の流れに沿って、所望の色を付ける際に、消費者の皮膚を汚すことを最少にする
こともできる。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明は、（ｉ）（Ａ）炭酸アンモニウム、炭酸水素アンモニウム及びカルバミン酸ア
ンモニウムから選択される１種または２種以上、サルコシン、リジン、セリン、２－メト
キシエチルアミン、グルコサミン、グルタミン酸、モルホリン、ピペルジン、エチルアミ
ン、３－アミノ－１－プロパノール及びこれらの混合物からなる群から選択されるラジカ
ルスカベンジャー並びに酸化剤を含む組成物、又は（Ｂ）炭酸ナトリウム、炭酸水素ナト
リウム、炭酸カリウム、炭酸水素カリウム、炭酸グアニジン、炭酸水素グアニジン、炭酸
リチウム、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウムおよび炭酸バリウムから選択される１種ま
たは２種以上、アルカノールアミド、塩化アンモニウム、硫酸アンモニウム、硝酸アンモ
ニウム、リン酸アンモニウム、酢酸アンモニウム、水酸化アンモニウムおよびアンモニア
から選択される１種または２種以上、サルコシン、リジン、セリン、２－メトキシエチル
アミン、グルコサミン、グルタミン酸、モルホリン、ピペルジン、エチルアミン、３－ア
ミノ－１－プロパノール及びこれらの混合物からなる群から選択されるラジカルスカベン
ジャー並びに酸化剤を含む組成物を供給すること（ここで該組成物は８．４～９．５のｐ
Ｈを有する）、（ｉｉ）該組成物を毛髪上に適用することと該組成物を毛髪上に２０分未
満の時間維持すること及び引き続いて、（ｉｉｉ）該組成物を毛髪からすすぎ洗いするこ
と、の各工程を含む、２０分未満で毛髪を酸化的に高速に染色又は漂白する方法に関する
。
【００１７】
　本発明は更に、（Ａ）炭酸アンモニウム、炭酸水素アンモニウム及びカルバミン酸アン
モニウムから選択される１種または２種以上、サルコシン、リジン、セリン、２－メトキ
シエチルアミン、グルコサミン、グルタミン酸、モルホリン、ピペルジン、エチルアミン
、３－アミノ－１－プロパノール及びこれらの混合物からなる群から選択されるラジカル
スカベンジャー並びに酸化剤を含む毛髪染色もしくは漂白組成物、又は（Ｂ）炭酸ナトリ
ウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素カリウム、炭酸グアニジン、炭酸水
素グアニジン、炭酸リチウム、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウムおよび炭酸バリウムか
ら選択される１種または２種以上、アルカノールアミド、塩化アンモニウム、硫酸アンモ
ニウム、硝酸アンモニウム、リン酸アンモニウム、酢酸アンモニウム、水酸化アンモニウ
ムおよびアンモニアから選択される１種または２種以上、サルコシン、リジン、セリン、
２－メトキシエチルアミン、グルコサミン、グルタミン酸、モルホリン、ピペルジン、エ
チルアミン、３－アミノ－１－プロパノール及びこれらの混合物からなる群から選択され
るラジカルスカベンジャー並びに酸化剤を含む、８．４～９．５のｐＨを有する組成物の
使用であって、２０分未満で毛髪を染色又は漂白する、組成物の使用に関する。
【００１８】
　本発明の別の態様は、少なくとも２つの酸化性毛髪染色又は毛髪漂白処理を順次行い、
各処理間の時間が１日～６０日であり、各処理が、（Ａ）炭酸アンモニウム、炭酸水素ア
ンモニウム及びカルバミン酸アンモニウムから選択される１種または２種以上、サルコシ
ン、リジン、セリン、２－メトキシエチルアミン、グルコサミン、グルタミン酸、モルホ
リン、ピペルジン、エチルアミン、３－アミノ－１－プロパノール及びこれらの混合物か
らなる群から選択されるラジカルスカベンジャー並びに酸化剤を含む組成物、又は（Ｂ）
炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素カリウム、炭酸グアニジ
ン、炭酸水素グアニジン、炭酸リチウム、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウムおよび炭酸
バリウムから選択される１種または２種以上、アルカノールアミド、塩化アンモニウム、
硫酸アンモニウム、硝酸アンモニウム、リン酸アンモニウム、酢酸アンモニウム、水酸化
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アンモニウムおよびアンモニアから選択される１種または２種以上、サルコシン、リジン
、セリン、２－メトキシエチルアミン、グルコサミン、グルタミン酸、モルホリン、ピペ
ルジン、エチルアミン、３－アミノ－１－プロパノール及びこれらの混合物からなる群か
ら選択されるラジカルスカベンジャー並びに酸化剤を含む、８．４～９．５のｐＨの組成
物を提供すること、並びに次に、該組成物を毛髪上に適用すること及び該組成物を毛髪上
に２０分未満の時間維持すること並びに引き続いて、該組成物を毛髪からすすぎ洗いする
ことの各工程を含む順次の酸化性毛髪染色又は毛髪漂白の方法に関する。
【００１９】
　本発明の別の態様は、毛髪前処理方法に関し、毛髪は最初に少なくとも１つのコンディ
ショニング剤を含む前処理を施され、それは毛髪染色又は漂白組成物の適用前に、毛髪上
に保持される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　本明細書は、本発明を詳しく指摘し明確に請求する特許請求の範囲でまとめられるが、
本発明は、以下の説明からより良く理解されるものと考えられる。
【００２１】
　本明細書中で用いる場合、処理される「毛髪」という用語は、「生体の」、即ち生きて
いる体上にあるか、あるいは「非生体の」、即ちウイッグ、ヘアピース又は非生体性ケラ
チン性繊維のその他集合体である。哺乳類、好ましくはヒトの毛髪が好ましい。しかしな
がら、羊毛、毛皮及びその他のケラチン含有繊維は、本発明の組成物に適した基質である
。
【００２２】
　特に記述されない限り、すべての百分率は、総組成物の重量によるものである。処理時
に１つ以上の組成物が使用される場合、考慮されるべき総重量は、特に指示がない限り、
毛髪に同時に適用される全組成物の総重量（即ち、「頭部に」ある重量）である。特に記
載のない限り、すべての比率は重量比である。
【００２３】
　現在販売されている毛髪永続的染色製品は、典型的には、所望の毛髪色を消費者に提供
するための、アルカリ化剤系、染料前駆体及び酸化剤の組み合わせを使用する。該アルカ
リ化剤は、典型的には、アンモニア又はモノエタノールアミンのようなアルカノールアミ
ンであり、そして該酸化剤は、典型的には、過酸化水素又は固形の過酸化水素である。消
費者に提供される最終毛髪色は、毛髪繊維内のメラニン色素の漂白のもと、及び染色色素
発色団部分（直接染料として作用するか、毛髪繊維内の染料前駆体の酸化により形成され
る）の送達の結果の組み合わせである。
【００２４】
　このような系に最適なｐＨは、典型的には、約ｐＨ１０．０である。この高いｐＨは、
十分な濃度のペルヒドロキシアニオン（ＨＯＯ－）を生成して、所望の漂白をメラニンに
行うために必要である。ｐＨ９．５より下では、本種の濃度は、加えた過酸化水素濃度（
ｐＫａ＝１１．６）の０．０１％未満であり、メラニン漂白量が劇的に低下し、従って所
望の最終色を与えるには不十分となることが見出されている。
【００２５】
　しかし、本明細書中にて上述した如く、高ｐＨを有する組成物は、消費者によってこれ
らの染色剤系について指摘された多くの欠点を引き起こす。特に、揮発性アンモニアの濃
度は、高ｐＨ（ｐＨ９．５より上）にて増加し、不快な臭気を増大させる。また、消費者
の中には皮膚及び頭皮の刺激に悩まされる者もいる。更に、ペルヒドロキシアニオン類を
含む反応種は、毛髪繊維と反応し、明らかな繊維損傷をもたらす。本反応性の１つの帰結
は、毛髪繊維の親水性が大幅に増大し、これにより、染色されていない毛髪と比較して毛
髪を櫛で梳くために必要な力が増加する。更に、櫛で梳いている間及び整髪の間に作用す
るより大きな力によって、更に毛髪繊維の繊維損傷が増大する。
【００２６】
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　驚くことに、ペルオキシモノカーボネートイオン類（好ましくは、過酸化水素供給源か
らその場で形成される）の少なくとも１つの供給源と、カーボネートイオン供給源と、ア
ルカリ化剤の少なくとも１つの供給源と、好ましくはラジカルスカベンジャーの少なくと
も１つの供給源（以下に定義する通り）と、好ましくは染料及び／又は染料前駆体を含み
、９．５以下、好ましくは７．５～９．５のｐＨにて、２０分未満の時間、消費者の毛髪
に適用する組成物による毛髪染色及び漂白方法が、得られた所望の毛髪色を改善しつつ、
臭気、皮膚及び頭皮への刺激並び毛髪繊維への損傷を大幅に減少させることが分かった。
【００２７】
　理論に束縛されるものではないが、本発明において、メラニンの漂白を担う重要な種、
すなわちペルオキシモノカーボネートイオン（－ＯＣ（Ｏ）ＯＯＨ）は、９．５より大き
なｐＨにて分解し、酸素及び炭酸水素イオンを形成すると考えられている。７．５より小
さなｐＨにて、該炭酸水素イオンは分解して、二酸化炭素及び水を形成する。ｐＨ９．０
にて、メラニンの漂白及び最終色が、最適濃度にて観察される。このため、意外にも、本
発明によりリフトが改善され、換言すれば、消費者が高度に所望する毛髪を明るくするこ
とが可能となる。更に、９．５より小さいｐＨを有する組成物は、不快なアンモニア臭を
大幅に減らすだけでなく、毛髪繊維への損傷を減らすという利益をも有する。その上、カ
ーボネート系動力学によって、該組成物は消費者の頭部の毛髪上で必要とする発色時間（
改善された均一な色を得て、洗浄及び整髪サイクルの間で保持される）がわずか約２０分
以下と短い。
【００２８】
　本発明の組成物はこのため、ペルオキシモノカーボネートイオン類供給源を含む。これ
らのイオンは典型的には、過酸化水素の供給源とカーボネートイオンとの間の反応からそ
の場で形成される。従って、本発明の組成物は、少なくとも１つの酸化剤供給源を含む組
成物を含むか又はそれとの組み合わせで使用される。本明細書に用いるのに好ましい酸化
剤は、水溶性過酸素酸化剤である。本明細書で定義される時、「水溶性」とは、標準状態
で、少なくとも０．１ｇ、好ましくは１ｇ、より好ましくは１０ｇの該酸化剤が１リット
ルの脱イオン水に溶解され得ることを意味する。酸化剤は、初期可溶化及びメラニンの脱
色（漂白）にとって有益であり、並びに毛幹中での酸化染料前駆体の酸化（酸化染色）を
促進する。
【００２９】
　本発明において、当該技術分野において既知のいかなる酸化剤が用いられてもよい。好
ましい水溶性酸化剤は、水溶液中に過酸化水素を生成できる無機過酸素物質である。水溶
性過酸素酸化剤は、当該技術分野において周知であり、過酸化水素、無機アルカリ金属過
酸化物、例えば過ヨウ素酸ナトリウム及び過酸化ナトリウム及び有機過酸化物、例えば過
酸化尿素、メラミン過酸化物、及び無機過水和物塩の漂白化合物、例えば過ホウ酸塩、過
炭酸、過リン酸塩、過ケイ酸塩、過硫酸塩等のアルカリ金属塩が挙げられる。これらの無
機過水和物塩類は、一水和物、四水和物等として組み込まれてもよい。アルキル及びアリ
ール過酸化物及び／又はペルオキシダーゼもまた用いられてよい。所望であれば、２つ以
上のこうした酸化剤の混合物を用いることができる。該酸化剤は、水溶液又は使用前に溶
解させる粉末として提供されてもよい。本発明の組成物内で使用するのに好ましいのは、
過酸化水素、過カーボネート（酸化剤及びカーボネートイオン類の両方の供給源を提供す
るために使用される）、過硫酸塩及びこれらの組み合わせである。
【００３０】
　本発明によると、組成物は、約０．１重量％～約１０重量％、好ましくは約１重量％～
約７重量％、最も好ましくは約２重量％～約５重量％の酸化剤を含む。
【００３１】
　カーボネートイオン供給源
　本発明によれば、該組成物は、従って少なくとも、カーボネートイオン類又はカルバメ
ートイオン類又は炭酸水素イオン類又はこれらの任意の混合物の供給源も含む。これらの
イオン類の任意の供給源を利用してよい。本明細書に用いるのに適した供給源には、炭酸
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イオン、カルバミン酸イオン及び炭酸水素イオンのナトリウム、カリウム、グアニジン、
アルギニン、リチウム、カルシウム、マグネシウム、バリウム、アンモニウム塩類及びこ
れらの混合物、例えば炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素カ
リウム、炭酸グアニジン、炭酸水素グアニジン、炭酸リチウム、炭酸カルシウム、炭酸マ
グネシウム、炭酸バリウム、炭酸アンモニウム、炭酸水素アンモニウム及びこれらの混合
物が挙げられる。過炭酸塩もまた、炭酸イオン類及び酸化剤の両方の供給源を提供するた
めに使用されてもよい。カーボネートイオン、カルバメートイオン及び炭酸水素イオンの
好ましい供給源は、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウム、アンモニウムカルバメート
及びこれらの混合物である。
【００３２】
　本発明の組成物は、約０．１重量％～約１５重量％、好ましくは約０．１重量％～約１
０重量％、より好ましくは約１重量％～約８重量％のカーボネートイオンを含んでよい。
好ましくは、存在する場合は、アンモニウムイオン類及びカーボネートイオン類は、該組
成物中に３：１～１：１０、好ましくは２：１～１：５の重量比で存在する。本発明の特
に好ましい実施形態において、アンモニウムイオン類及びカーボネートイオンの供給源は
、炭酸アンモニウム、炭酸水素アンモニウム、炭酸水素アンモニウム又はこれらの混合物
等の単一供給源によって提供される。
【００３３】
　アルカリ化剤供給源
　本発明によると、組成物は更に、少なくとも１つのアルカリ化剤供給源、好ましくはア
ンモニウムイオン類供給源及び／又はアンモニア供給源を含む。当該技術分野において既
知のいずれかの剤、例えばアルカノールアミド、例えばモノエタノールアミン、ジエタノ
ールアミン、トリエタノールアミン、モノプロパノールアミン、ジプロパノールアミン、
トリプロパノールアミン、２－アミノ－２－メチル－１，３－プロパンジオール、２－ア
ミノ－２－メチル－１プロパノール、及び２－アミノ－２－ヒドロキシメチル－１，３－
プロパンジオール及びグアニジウム塩が用いられてもよい。特に、好ましいアルカリ化剤
は、アンモニウムイオン類供給源を提供するものである。任意のアンモニウムイオン類供
給源が、本明細書に用いるのに適している。好ましい供給源には、塩化アンモニウム、硫
酸アンモニウム、硝酸アンモニウム、リン酸アンモニウム、酢酸アンモニウム、炭酸アン
モニウム、炭酸水素アンモニウム、カルバミン酸アンモニウム、水酸化アンモニウム、過
炭酸塩、アンモニア及びこれらの混合物が挙げられる。特に好ましいのは、炭酸アンモニ
ウム、カルバミン酸アンモニウム、アンモニア及びこれらの混合物である。
【００３４】
　本発明の組成物は、約０．１重量％～約１０重量％、好ましくは約０．５重量％～約６
重量％、最も好ましくは約１重量％～約３重量％のアルカリ化剤、好ましくはアンモニウ
ムイオン類を含んでよい。
【００３５】
　ｐＨ
　本発明の方法によれば、本発明の組成物は、ｐＨ９．５以下のｐＨを有する。好ましく
は、本発明の組成物は、約９．５～約７．５、より好ましくは約９．５～約８．４、最も
好ましくは約９．４～約８．５、更に一層好ましくは約９．０のｐＨを有する。
【００３６】
　好ましくは、本発明の組成物は、毛髪繊維への適用に先だって、該組成物のｐＨが約９
．５以下になるように調製される。しかし、本発明の別の実施形態では、該組成物が毛髪
繊維から除去されるまでの適用中に、組成物のｐＨが９．５以下になるように処方されて
もよい。好ましくは、該組成物の毛髪への適用時間の少なくとも５０％、好ましくは少な
くとも７０％、より好ましくは少なくとも８０％、最も好ましくは少なくとも９０％で、
ｐＨが約９．５以下である。
【００３７】
　該組成物のｐＨは、メトラートレド社（Mettler Toledo）製ＭＰ２２０又はＭＰ２２５
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ｐＨ装置（実験室用標準ｐＨ電極を装着）を使用して決定できる。該装置は、毎回使用前
に、較正用標準緩衝溶液及び標準較正手順を使用して較正される。
【００３８】
　良好に色を明るくすること及び良好に色を形成することのためには、最終配合物が良好
な緩衝能又は予備アルカリ度（系が酸の添加によって、もしそれが無ければ引き起こされ
るｐＨ変動に抵抗する力）を有するべきであることが知られている。該予備アルカリ度は
、メトラー社（Mettler）製ＤＬ７０自動滴定装置を使用し、０．１Ｎメタノール塩酸を
、５０ｍＬのメタノール中に完全に混合させた０．７ｍＬの染色剤生成物に添加して測定
する。該電極は較正され、そして次に、ｐＨの急激な変化によって引き起こされる最も鋭
い終点に到達するために必要な酸の量を測定するために使用する。本方法を用いて、良好
に色を明るくすること及び染色するために必要な予備アルカリ度は、０．１Ｎの、好まし
くは０．４Ｎより大のエタノール塩酸が少なくとも０．２ｍＬであることが判明した。適
した緩衝系は、アンモニア／酢酸アンモニウム混合物、モノエタノールアミンピロリン酸
四ナトリウム、イソプロパノールアミン、安息香酸を含む。
【００３９】
　追加成分
　本発明の組成物としては、毛髪染色剤例えば、酸化染料前駆体、非酸化性染料、増粘剤
、溶剤、酵素、界面活性剤、コンディショニング剤、担体類、酸化防止剤、安定剤、キレ
ート剤、パーマ用活性物質、香料、還元剤（チオ乳酸）、毛髪膨潤剤、疎水性油、例えば
、ココナッツ油、鉱油、ミリスチン酸イソプロピル（isopropyl myristrate）、亜麻仁油
等、並びにパルミチン酸オクチル及び／又はポリマー類を更に含む追加成分が挙げられる
が、これらに限定するものではない。これら追加成分のいくつかについては、後で詳細に
述べる。
【００４０】
　毛髪染料
　本発明の毛髪染色組成物は、好ましくは、酸化染色組成物を含む毛髪染色組成物である
。こうした組成物は、多様な毛髪の色を毛髪に送達する酸化毛髪染料前駆体（一次中間体
としても知られる）を含む。これらの小さい分子は酸化剤により活性化され、更なる分子
と反応してより大きい染色錯体を毛幹中に形成する。
【００４１】
　前駆体は、単独で又は他の前駆体と組み合わせて用いることができ、１つ以上の前駆体
を１つ以上のカップラーと組み合わせて用いることもできる。カップラー（色調整剤又は
二次中間体としても知られる）は、一般に、活性化された前駆体類の存在下で色を形成で
きる無色の分子類であり、特定の色の効果を生成するため又は色を安定化させるために、
他の前駆体類又はカップラー類と共に使用される。
【００４２】
　前駆体及びカップラーの選択は、所望の染色の色、色相及び強度により決定される。前
駆体及びカップラーを、本明細書において、単一で又は組み合わせにより用いて、灰色が
かったブロンド色から黒までの範囲の多様な色相を有する染料を提供することができる。
【００４３】
　これらの化合物は、当該技術分野において周知であり、芳香族ジアミン類、アミノフェ
ノール類、及びこれらの誘導体が挙げられる（酸化性染料前駆体の代表的ではあるが非包
括的なリストは、「化粧品の科学及び技術（Cosmetic Science and Technology）」（サ
ガリン（Sagarin）著、インターサイエンス（Interscience）、特別版、第２巻、３０８
～３１０頁）に見ることができる）。以下に述べる前駆体は、例示のためだけのものであ
り、本明細書の組成物及びプロセスを限定する目的でないことを理解すべきである。以下
のものが挙げられる。
【００４４】
　ｐ－フェニレンジアミン誘導体、例えば、ベンゼン－１，４－ジアミン（一般に、ｐ－
フェニレンジアミンとして知られている）、２－メチル－ベンゼン－１，４－ジアミン、
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２－クロロ－ベンゼン－１，４－ジアミン、Ｎ－フェニル－ベンゼン－１，４－ジアミン
、Ｎ－（２－エトキシエチル）ベンゼン－１，４－ジアミン、２－［（４－アミノ－フェ
ニル）－（２－ヒドロキシ－エチル）－アミノ］－エタノール、（一般に、Ｎ，Ｎ－ビス
（２－ヒドロキシエチル）－ｐ－フェニレンジアミンとして知られている）、（２，５－
ジアミノ－フェニル）－メタノール、１－（２’－ヒドロキシエチル）－２，５－ジアミ
ノベンゼン、２－（２，５－ジアミノ－フェニル）－エタノール、Ｎ－（４－アミノフェ
ニル）ベンゼン－１，４－ジアミン、２，６－ジメチル－ベンゼン－１，４－ジアミン、
２－イソプロピル－ベンゼン－１，４－ジアミン、１－［（４－アミノフェニル）アミノ
］－プロパン－２－オール、２－プロピル－ベンゼン－１，４－ジアミン、１，３－ビス
［（４－アミノフェニル）（２－ヒドロキシエチル）アミノ］プロパン－２－オール、Ｎ
4，Ｎ4，２－トリメチルベンゼン－１，４－ジアミン、２－メトキシ－ベンゼン－１，４
－ジアミン、１－（２，５－ジアミノフェニル）エタン－１，２－ジオール、２，３－ジ
メチル－ベンゼン－１，４－ジアミン、Ｎ－（４－アミノ－３－ヒドロキシ－フェニル）
－アセトアミド、２，６－ジエチルベンゼン－１，４－ジアミン、２，５－ジメチルベン
ゼン－１，４－ジアミン、２－チエン－２－イルベンゼン－１，４－ジアミン、２－チエ
ン－３－イルベンゼン－１，４－ジアミン、２－ピリジン－３－イルベンゼン－１，４－
ジアミン、１，１’－ビフェニル－２，５－ジアミン、２－（メトキシメチル）ベンゼン
－１，４－ジアミン、２－（アミノメチル）ベンゼン－１，４－ジアミン、２－（２，５
－ジアミノフェノキシ）エタノール、Ｎ－［２－（２，５－ジアミノフェノキシ）エチル
］－アセトアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルベンゼン－１，４－ジアミン、Ｎ，Ｎ－ジエチルベ
ンゼン－１，４－ジアミン、Ｎ，Ｎ－ジプロピルベンゼン－１，４－ジアミン、２－［（
４－アミノフェニル）（エチル）アミノ］エタノール、２－［（４－アミノ－３－メチル
－フェニル）－（２－ヒドロキシ－エチル）－アミノ］－エタノール、Ｎ－（２－メトキ
シエチル）－ベンゼン－１，４－ジアミン、３－［（４－アミノフェニル）アミノ］プロ
パン－１－オール、３－［（４－アミノフェニル）－アミノ］プロパン－１，２－ジオー
ル、Ｎ－｛４－［（４－アミノフェニル）アミノ］ブチル｝ベンゼン－１，４－ジアミン
、及び２－［２－（２－｛２－［（２，５－ジアミノフェニル）－オキシ］エトキシ｝エ
トキシ）エトキシ］ベンゼン－１，４－ジアミン；１，３－ビス（Ｎ（２－ヒドロキシエ
チル）－Ｎ－（４－アミノ－フェニル）アミノ）－２－プロパノール；２，２’－［１，
２－エタンジイル－ビス－（オキシ－２，１－エタンジイルオキシ）］－ビス－ベンゼン
－１，４－ジアミン；Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）－ｐ－フェニレンジアミン
（phenylinediamine）；ｐ－アミノフェノール誘導体、例えば、４－アミノ－フェノール
（一般に、ｐ－アミノフェノールとして知られている）、４－メチルアミノ－フェノール
、４－アミノ－３－メチル－フェノール、４－アミノ－２－ヒドロキシメチル－フェノー
ル、４－アミノ－２－メチル－フェノール、４－アミノ－１－ヒドロキシ－２－（２’－
ヒドロキシエチルアミノメチル）ベンゼン、４－アミノ－２－メトキシメチル－フェノー
ル、５－アミノ－２－ヒドロキシ－安息香酸、１－（５－アミノ－２－ヒドロキシ－フェ
ニル）－エタン－１，２－ジオール、４－アミノ－２－（２－ヒドロキシ－エチル）－フ
ェノール、４－アミノ－３－（ヒドロキシメチル）フェノール、４－アミノ－３－フルオ
ロ－フェノール、４－アミノ－２－（アミノメチル）－フェノール、４－アミノ－２－フ
ルオロ－フェノール；１－ヒドロキシ－２，４－ジアミノベンゼン；１－（２’－ヒドロ
キシエチルオキシ）－２，４－ジアミノベンゼン；２，４－ジアミノ－５－メチルフェネ
トール；ｏ－フェニレンジアミン誘導体、例えば、３，４－ジアミノ安息香酸及びこれら
の塩；ｏ－アミノフェノール誘導体、例えば、２－アミノ－フェノール（一般に、ｏ－ア
ミノフェノールとして知られている）、２，４－ジアミノフェノール、２－アミノ－５－
メチル－フェノール、２－アミノ－６－メチル－フェノール、Ｎ－（４－アミノ－３－ヒ
ドロキシ－フェニル）－アセトアミド、及び２－アミノ－４－メチル－フェノール；並び
に複素環誘導体類、例えば、ピリミジン－２，４，５，６－テトラミン（一般に、２，４
，５，６－テトラアミノピリジンとして知られている）、１－メチル－１Ｈ－ピラゾール
－４，５－ジアミン、２－（４，５－ジアミノ－１Ｈ－ピラゾール－１－イル）エタノー
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ル、Ｎ2，Ｎ2－ジメチル－ピリジン－２，５－ジアミン、２－［（３－アミノ－６－メト
キシピリジン－２－イル）アミノ］エタノール、６－メトキシ－Ｎ2－メチル－ピリジン
－２，３－ジアミン、２，５，６－トリアミノピリミジン－４（１Ｈ）－オン、ピリジン
－２，５－ジアミン、１－イソプロピル－１Ｈ－ピラゾール－４，５－ジアミン、１－（
４－メチルベンジル）－１Ｈ－ピラゾール－４，５－ジアミン、１－（ベンジル）－１Ｈ
－ピラゾール－４，５－ジアミン、１－（４－クロロベンジル）－１Ｈ－ピラゾール－４
，５－ジアミン、ピラゾロ［１，５－ａ］－ピリミジン－３，７－ジアミン、５，６，７
－トリメチルピラゾロ［１，５－ａ］ピリミジン－３－イルアミン塩酸塩、７－メチルピ
ラゾロ［１，５－ａ］ピリミジン－３－イルアミン塩酸塩、２，５，６，７－テトラメチ
ル（teramethyl）－ピラゾロ［１，５－ａ］ピリミジン－３－イルアミン塩酸塩、５，７
－ジ－第三ブチルピラゾロ［１，５－ａ］ピリミジン－３－イルアミン塩酸塩、５，７－
ジ－トリフルオロメチル－ピラゾロ［１，５－ａ］ピリミジン－３－イルアミン塩酸塩、
２－メチルピラゾロ［１，５－ａ］ピリミジン－３，７－ジアミン塩酸塩；４－ヒドロキ
シ－２，５，６－トリアミノピリミジン；１－（２’ヒドロキシエチル）－アミノ－３，
４－メチレンジオキシベンゼン；並びに１－ヒドロキシエチル－４，５－ジアミノピラゾ
ールサルフェート。
【００４５】
　追加の顕色剤としては、Ｎ－（３－フリルメチル）ベンゼン－１，４－ジアミン；Ｎ－
チオフェン－３－イルメチル－ベンゼン－１，４－ジアミン；Ｎ－（２－フリルメチル）
ベンゼン－１，４－ジアミン；Ｎ－チオフェン－２－イルメチル－ベンゼン－１，４－ジ
アミン；４－ヒドロキシ安息香酸（２，５－ジアミノ－ベンジリデン）－ヒドラジド；３
－（２，５－ジアミノ－フェニル）－Ｎ－エチル－アクリルアミド；２－［３－（３－ア
ミノ－フェニルアミノ）－プロペニル］－ベンゼン－１，４－ジアミン；２－［３－（４
－アミノ－フェニルアミノ）－プロペニル］－ベンゼン－１，４－ジアミン；２－（６－
メチル－ピリジン－２－イル）－ベンゼン－１，４－ジアミン；２－ピリジン－２－イル
－ベンゼン－１，４－ジアミン；２－［３－（４－アミノ－フェニルアミノ）－プロペニ
ル］－ベンゼン－１，４－ジアミン；２－［３－（３－アミノ－フェニルアミノ）－プロ
ペニル］－ベンゼン－１，４－ジアミン；３－（２，５－ジアミノ－フェニル）－Ｎ－エ
チル－アクリルアミド；２－チアゾール－２－イル－ベンゼン－１，４－ジアミン；４－
ヒドロキシ安息香酸（２，５－ジアミノ－ベンジリデン）－ヒドラジド；３’－フルオロ
－ビフェニル－２，５－ジアミン；２－プロペニル－ベンゼン－１，４－ジアミン；２’
－クロロ－ビフェニル－２，５－ジアミン；Ｎ－チオフェン－３－イルメチル－ベンゼン
－１，４－ジアミン；Ｎ－（３－フリルメチル）ベンゼン－１，４－ジアミン；４’－メ
トキシ－ビフェニル－２，５－ジアミン；Ｎ－（４－アミノ－ベンジル）－ベンゼン－１
，４－ジアミン；２－メチル－５－［（１－Ｈ－ピロール－２－イルメチル）－アミノ］
－フェノール；５－［（フラン－２－イルメチル）－アミノ］－２－メチル－フェノール
；５－イソプロピルアミノ－２－メチル－フェノール；ビフェニル－２，４，４’－トリ
アミン塩酸塩；５－（４－アミノ－フェニル）アミノメチル－ベンゼン－１，３－ジアミ
ン塩酸塩；５－フェニルアミノメチル－ベンゼン－１，３－ジアミン塩酸塩；２－［４－
アミノ－２－（３，５－ジアミノ－ベンジルアミノ）－フェノキシ］－エタノール塩酸塩
；５－（３－アミノ－フェニル）アミノメチル－ベンゼン－１，３－ジアミン塩酸塩；Ｎ
－（２－アミノ－ベンジル）－ベンゼン－１，３－ジアミン塩酸塩、Ｎ－フラン－２－イ
ルメチル－ベンゼン－１，３－ジアミン塩酸塩、２－［（３－アミノ－フェニルアミノ）
－メチル］－フェノール塩酸塩；４－アミノ－２－プロピルアミノメチル－フェノール塩
酸塩；Ｎ－ベンゾ［１，３］ジオキソール－５－イルメチル－ベンゼン－１，３－ジアミ
ン塩酸塩；Ｎ－［４－アミノ－２－（２－ヒドロキシ－エチル）－２Ｈ－ピラゾール－３
－イル］－３－（５－アミノ－２－ヒドロキシ－フェニル）－アクリルアミド塩酸塩；４
－アミノ－２－（イソプロピルアミノ－メチル）－フェノール塩酸塩；４－チオフェン－
３－イル－ベンゼン－１，３－ジアミン塩酸塩塩酸塩；５－フェニルアミノメチル－ベン
ゼン－１，３－ジアミン塩酸塩；５－（３－アミノ－フェニル）アミノメチル－ベンゼン
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－１，３－ジアミン塩酸塩；４－チオフェン－３－イル－ベンゼン－１，３－ジアミン塩
酸塩；２’，４’－ジアミノ－ビフェニル－４－オール塩酸塩；５－シクロブチルアミノ
－２－メチル－フェノール；５－シクロブチルアミノ－２－メチル－フェノール；４－ア
ミノ－２－（ピリジン－３－イルアミノメチル）－フェノール；５－（３－アミノ－フェ
ニル）アミノメチル－ベンゼン－１，３－ジアミン塩酸塩；５－アリルアミノメチル－ベ
ンゼン－１，３－ジアミン塩酸塩；Ｎ－（４－アミノ－ベンジル）－ベンゼン－１，３－
ジアミン塩酸塩、Ｎ－ベンジル－ベンゼン－１，３－ジアミン塩酸塩；３－［（３－アミ
ノ－フェニルアミノ）－メチル］－フェノール塩酸塩；Ｎ－（４－メトキシ－ベンジル）
－ベンゼン－１，３－ジアミン塩酸塩、Ｎ－チオフェン－２－イルメチル－ベンゼン－１
，３－ジアミン塩酸塩；４－アミノ－２－［（２－ヒドロキシ－５－ニトロ－フェニルア
ミノ）－メチル］－フェノール塩酸塩；２’，４’－ジアミノ－ビフェニル－４－オール
塩酸塩；ビフェニル－２，４，４’－トリアミン；５－（４－アミノ－フェニル）アミノ
メチル－ベンゼン－１，３－ジアミン塩酸塩；２－［４－アミノ－２－（３，５－ジアミ
ノ－ベンジルアミノ）－フェノキシ］－エタノール塩酸塩；５－アリルアミノメチル－ベ
ンゼン－１，３－ジアミン塩酸塩；５－（３－アミノ－フェニル）アミノメチル－ベンゼ
ン－１，３－ジアミン塩酸塩；Ｎ－（４－アミノ－ベンジル）－ベンゼン－１，３－ジア
ミン塩酸塩、Ｎ－ベンジル－ベンゼン－１，３－ジアミン塩酸塩；３－［（３－アミノ－
フェニルアミノ）－メチル］－フェノール塩酸塩；Ｎ－（２－アミノ－ベンジル）－ベン
ゼン－１，３－ジアミン塩酸塩、Ｎ－（４－メトキシ－ベンジル）－ベンゼン－１，３－
ジアミン塩酸塩、Ｎ－フラン－２－イルメチル－ベンゼン－１，３－ジアミン塩酸塩、２
－［（３－アミノ－フェニルアミノ）－メチル］－フェノール塩酸塩；Ｎ－チオフェン－
２－イルメチル－ベンゼン－１，３－ジアミン塩酸塩；Ｎ－ベンゾ［１，３］ジオキソー
ル－５－イルメチル－ベンゼン－１，３－ジアミン塩酸塩；Ｎ－［４－アミノ－２－（２
－ヒドロキシ－エチル）－２Ｈ－ピラゾール－３－イル］－３－（５－アミノ－２－ヒド
ロキシ－フェニル）－アクリルアミド塩酸塩；４－アミノ－２－プロピルアミノメチル－
フェノール塩酸塩；４－アミノ－２－（イソプロピルアミノ－メチル）－フェノール塩酸
塩；４－アミノ－２－［（２－ヒドロキシ－５－ニトロ－フェニルアミノ）－メチル］－
フェノール塩酸塩；２－メチル－５－［（１－Ｈ－ピロール－２－イルメチル）－アミノ
］－フェノール；５－［（フラン－２－イルメチル）－アミノ］－２－メチル－フェノー
ル；５－イソプロピルアミノ－２－メチル－フェノール；５－シクロブチルアミノ－２－
メチル－フェノール；４－アミノ－２－（ピリジン－３－イルアミノメチル）－フェノー
ル；及び５－シクロブチルアミノ－２－メチル－フェノールが挙げられる。
【００４６】
　好ましい顕色剤としては、次のものが挙げられる。ｐ－フェニレンジアミン誘導体、例
えば、２－メチル－ベンゼン－１，４－ジアミン；ベンゼン－１，４－ジアミン；１－（
２，５－ジアミノ－フェニル）－エタノール；２－（２，５－ジアミノ－フェニル）－エ
タノール；Ｎ－（２－メトキシエチル）ベンゼン－１，４－ジアミン；２－［（４－アミ
ノ－フェニル）－（２－ヒドロキシ－エチル）－アミノ］－エタノール；１－（２，５－
ジアミノフェニル）エタン－１，２－ジオール；１－（２’－ヒドロキシエチル）－２，
５－ジアミノベンゼン；１，３－ビス（Ｎ（２－ヒドロキシエチル）－Ｎ－（４－アミノ
－フェニル）アミノ）－２－プロパノール；２，２’－［１，２－エタンジイル－ビス－
（オキシ－２，１－エタンジイルオキシ）］－ビス－ベンゼン－１，４－ジアミン；Ｎ，
Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）－ｐ－フェニレンジアミン（phenylinediamine）；及
びこれらの混合物；ｐ－アミノフェノール誘導体、例えば、４－アミノ－フェノール、４
－メチルアミノ－フェノール、４－アミノ－３－メチル－フェノール、４－アミノ－２－
メトキシメチル－フェノール；１－（５－アミノ－２－ヒドロキシ－フェニル）－エタン
－１，２－ジオール；１－ヒドロキシ－２，４－ジアミノベンゼン；１－（２’－ヒドロ
キシエチルオキシ）－２，４－ジアミノベンゼン；４－アミノ－２－アミノメチルフェノ
ール；２，４－ジアミノ－５－メチルフェネトール；４－アミノ－１－ヒドロキシ－２－
（２’－ヒドロキシエチルアミノメチル）ベンゼン；１－メトキシ－２－アミノ－４－（
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２’ヒドロキシエチルアミノ）－ベンゼン；５－アミノサリチル酸及びこれらの塩；及び
これらの混合物；ｏ－フェニレンジアミン誘導体、例えば、３，４－ジアミノ安息香酸及
びこれらの塩；ｏ－アミノフェノール誘導体、例えば、２－アミノ－フェノール、２－ア
ミノ－５－メチル－フェノール、２－アミノ－６－メチル－フェノール、Ｎ－（４－アミ
ノ－３－ヒドロキシ－フェニル）－アセトアミド；２－アミノ－４－メチル－フェノール
；及びこれらの混合物；並びに複素環誘導体類、例えば、ピリミジン－２，４，５，６－
テトラミン；１－メチル－１Ｈ－ピラゾール－４，５－ジアミン；２－（４，５－ジアミ
ノ－１Ｈ－ピラゾール－１－イル）エタノール；１－（４－メチルベンジル）－１Ｈ－ピ
ラゾール－４，５－ジアミン；１－（ベンジル）－１Ｈ－ピラゾール－４，５－ジアミン
；Ｎ2，Ｎ2－ジメチル－ピリジン－２，５－ジアミン；４－ヒドロキシ－２，５，６－ト
リアミノピリミジン；１－（２’ヒドロキシエチル）－アミノ－３，４－メチレンジオキ
シベンゼン；及び１－ヒドロキシエチル－４，５－ジアミノピラゾールサルフェート；及
びこれらの混合物。
【００４７】
　より好ましい顕色剤には、２－メチル－ベンゼン－１，４－ジアミン、ベンゼン－１，
４－ジアミン、Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）－ｐ－フェニレンジアミン、４－
アミノ－フェノール、４－メチルアミノ－フェノール、４－アミノ－３－メチル－フェノ
ール、１－ヒドロキシ－２，４－ジアミノベンゼン、２－アミノ－フェノール、２－アミ
ノ－５－メチル－フェノール、２－アミノ－６－メチル－フェノール、１－メチル－１Ｈ
－ピラゾール－４，５－ジアミン、１－ヒドロキシエチル－４，５－ジアミノピラゾール
サルフェート、２－（４，５－ジアミノ－１Ｈ－ピラゾール－１－イル）エタノール、及
びこれらの混合物が挙げられる。
【００４８】
　本明細書に記載の組成物で使用するのに適したカップラーとしては、これらに限定する
ものではないが、フェノール、レゾルシノール、及びナフトール誘導体、例えば、ナフタ
レン－１，７－ジオール、ベンゼン－１，３－ジオール、４－クロロベンゼン－１，３－
ジオール、ナフタレン－１－オール、２－メチル－ナフタレン－１－オール、ナフタレン
－１，５－ジオール、ナフタレン－２，７－ジオール、ベンゼン－１，４－ジオール、２
－メチル－ベンゼン－１，３－ジオール、７－アミノ－４－ヒドロキシ－ナフタレン－２
－スルホン酸、２－イソプロピル－５－メチルフェノール、１，２，３，４－テトラヒド
ロ－ナフタレン－１，５－ジオール、２－クロロ－ベンゼン－１，３－ジオール、４－ヒ
ドロキシ－ナフタレン－１－スルホン酸、ベンゼン－１，２，３－トリオール、ナフタレ
ン－２，３－ジオール、５－ジクロロ－２－メチルベンゼン－１，３－ジオール、４，６
－ジクロロベンゼン－１，３－ジオール、２，３－ジヒドロキシ－［１，４］ナフトキノ
ン；及び１－アセトキシ－２－メチルナフタレン；ｍ－フェニレンジアミン、例えば、２
，４－ジアミノフェノール、ベンゼン－１，３－ジアミン、２－（２，４－ジアミノ－フ
ェノキシ）－エタノール、２－［（３－アミノ－フェニル）－（２－ヒドロキシ－エチル
）－アミノ］－エタノール、２－メチル（mehyl）－ベンゼン－１，３－ジアミン、２－
［［２－（２，４－ジアミノ－フェノキシ）－エチル］－（２－ヒドロキシ－エチル）－
アミノ］－エタノール、４－｛３－［（２，４－ジアミノフェニル）オキシ］プロポキシ
｝ベンゼン－１，３－ジアミン、２－（２，４－ジアミノ－フェニル）－エタノール、２
－（３－アミノ－４－メトキシ－フェニルアミノ）－エタノール、４－（２－アミノ－エ
トキシ）－ベンゼン－１，３－ジアミン、（２，４－ジアミノ－フェノキシ）酢酸、２－
［２，４－ジアミノ－５－（２－ヒドロキシ－エトキシ）－フェノキシ］－エタノール、
４－エトキシ－６－メチル－ベンゼン－１，３－ジアミン、２－（２，４－ジアミノ－５
－メチル－フェノキシ）－エタノール、４，６－ジメトキシ－ベンゼン－１，３－ジアミ
ン、２－［３－（２－ヒドロキシ－エチルアミノ）－２－メチル－フェニルアミノ］－エ
タノール、３－（２，４－ジアミノ－フェノキシ）－プロパン－１－オール、Ｎ－［３－
（ジメチルアミノ）フェニル］尿素、４－メトキシ－６－メチルベンゼン－１，３－ジア
ミン、４－フルオロ－６－メチルベンゼン－１，３－ジアミン、２－（｛３－［（２－ヒ
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ドロキシエチル）アミノ］－４，６－ジメトキシフェニル｝－アミノ）エタノール、３－
（２，４－ジアミノフェノキシ）－プロパン－１，２－ジオール、２－［２－アミノ－４
－（メチルアミノ）－フェノキシ］エタノール、２－［（５－アミノ－２－エトキシ－フ
ェニル）－（２－ヒドロキシ－エチル）－アミノ］－エタノール、２－［（３－アミノフ
ェニル）アミノ］エタノール、２，４－ジアミノ－５－（２’－ヒドロキシエチルオキシ
）トルエン；Ｎ，Ｎ－ジメチル－３－ウレイドアニリン；Ｎ－（２－アミノエチル）ベン
ゼン－１，３－ジアミン、４－｛［（２，４－ジアミノ－フェニル）オキシ］メトキシ｝
－ベンゼン－１，３－ジアミン、１－メチル－２，６－ビス（２－ヒドロキシエチルアミ
ノ）ベンゼン；及び２，４－ジメトキシベンゼン－１，３－ジアミン；ｍ－アミノフェノ
ール、例えば、３－アミノ－フェノール、２－（３－ヒドロキシ－４－メチル－フェニル
アミノ）－アセトアミド、２－（３－ヒドロキシ－フェニルアミノ）－アセトアミド、５
－アミノ－２－メチル－フェノール、５－（２－ヒドロキシ－エチルアミノ）－２－メチ
ル－フェノール、５－アミノ－２，４－ジクロロ－フェノール、３－アミノ－２－メチル
－フェノール、３－アミノ－２－クロロ－６－メチル－フェノール、５－アミノ－２－（
２－ヒドロキシ－エトキシ）－フェノール、２－クロロ－５－（２，２，２－トリフルオ
ロ－エチルアミノ）－フェノール、５－アミノ－４－クロロ－２－メチル－フェノール、
３－シクロペンチルアミノ－フェノール、５－［（２－ヒドロキシエチル）アミノ］－４
－メトキシ－２－メチルフェノール、５－アミノ－４－メトキシ－２－メチルフェノール
、３－（ジメチルアミノ）フェノール、３－（ジエチルアミノ）フェノール、５－アミノ
－４－フルオロ－２－メチルフェノール、５－アミノ－４－エトキシ－２－メチルフェノ
ール、３－アミノ－２，４－ジクロロ－フェノール、３－［（２－メトキシエチル）アミ
ノ］フェノール、３－［（２－ヒドロキシエチル）アミノ］フェノール、５－アミノ－２
－エチル－フェノール、５－アミノ－２－メトキシフェノール、５－［（３－ヒドロキシ
－プロピル）アミノ］－２－メチルフェノール、３－［（３－ヒドロキシ－２－メチルフ
ェニル）－アミノ］プロパン－１，２－ジオール、３－［（２－ヒドロキシエチル）アミ
ノ］－２－メチルフェノール；１－メチル－２－ヒドロキシ－４－（２’－ヒドロキシエ
チル）アミノ－ベンゼン；１，３－ビス－（２，４－ジアミノフェノキシ）プロパン；１
－ヒドロキシ－２－メチル－５－アミノ－６－クロロベンゼン；並びに複素環誘導体、例
えば、３，４－ジヒドロ－２Ｈ－１，４－ベンゾオキサジン－６－オール、４－メチル－
２－フェニル－２，４－ジヒドロ－３Ｈ－ピラゾール－３－オン、６－メトキシキノリン
－８－アミン、４－メチルピリジン－２，６－ジオール、２，３－ジヒドロ－１，４－ベ
ンゾジオキシン－５－オール、１，３－ベンゾジオキソール－５－オール、２－（１，３
－ベンゾジオキソール－５－イルアミノ）エタノール、３，４－ジメチルピリジン－２，
６－ジオール、５－クロロピリジン－２，３－ジオール、２，６－ジメトキシピリジン－
３，５－ジアミン、１，３－ベンゾジオキソール－５－アミン、２－｛［３，５－ジアミ
ノ－６－（２－ヒドロキシ－エトキシ）－ピリジン－２－イル］オキシ｝－エタノール、
１Ｈ－インドール－４－オール、５－アミノ－２，６－ジメトキシピリジン－３－オール
、１Ｈ－インドール－５，６－ジオール、１Ｈ－インドール－７－オール、１Ｈ－インド
ール－５－オール、１Ｈ－インドール－６－オール、６－ブロモ－１，３－ベンゾジオキ
ソール－５－オール、２－アミノピリジン－３－オール、ピリジン－２，６－ジアミン、
３－［（３，５－ジアミノピリジン－２－イル）オキシ］プロパン－１，２－ジオール、
５－［（３，５－ジアミノピリジン－２－イル）オキシ］ペンタン－１，３－ジオール、
１Ｈ－インドール－２，３－ジオン、インドリン－５，６－ジオール、３，５－ジメトキ
シピリジン－２，６－ジアミン、６－メトキシピリジン－２，３－ジアミン；３，４－ジ
ヒドロ－２Ｈ－１，４－ベンゾオキサジン－６－アミン；４－ヒドロキシ－Ｎ－メチルイ
ンドール、１Ｈ－５－メチルピラゾール－５－オン、１－フェニル－３－メチルピラゾー
ル－５－オン、２，６－ジメチルピラゾロ［１，５－ｂ］－１，２，４－トリアゾール、
２，６－ジメチル［３，２－ｃ］－１，２，４－トリアゾール、６－メチルピラゾロ－［
１，５－ａ］ベンゾイミダゾール、２，６－ジヒドロキシピリジン、２，６－ジヒドロキ
シ－３，４－ジメチルピリジン、５－メチルピラゾロ［５，１－ｅ］－１，２，３－トリ
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アゾール、５－メチル－６－クロロピラゾロ［５，１－ｅ］－１，２，３，－トリアゾー
ル、５－フェニルピラゾロ［５，１－ｅ］－１，２，３－トリアゾール及びその付加塩、
１Ｈ－２，６－ジメチルピラゾロ［１，５－ｂ］－１，２，４－トリアゾールトシラート
、７，８－ジシアノ－４－メチルイミダゾロ－［３，２－ａ］イミダゾール、２，７－ジ
メチルピラゾロ［１，５－ａ］ピリミジン－５－オン、２，５－ジメチルピラゾロ［１，
５－ａ］ピリミジン－７－オン、及び２－メチル－５－メトキシメチル－ピラゾロ［１，
５－ａ］ピリミジン－７－オン；６－ヒドロキシベンゾモルホリン；並びに３－アミノ－
２－メチルアミノ－６－メトキシピリジン；１－フェニル－３－メチル－５－ピラゾロン
－２，４－ジヒドロ－５，２－フェニル－３Ｈ－ピラゾール－３－オンが挙げられる。
【００４９】
　好ましいカップラーとしては、次のものが挙げられる。フェノール、レゾルシノール、
及びナフトール誘導体、例えば、ナフタレン－１，７－ジオール、ベンゼン－１，３－ジ
オール、４－クロロベンゼン－１，３－ジオール、ナフタレン－１－オール、２－メチル
－ナフタレン－１－オール、ナフタレン－１，５－ジオール、ナフタレン－２，７－ジオ
ール、ベンゼン－１，４－ジオール、２－メチル－ベンゼン－１，３－ジオール、及び２
－イソプロピル－５－メチルフェノール；１，２，４－トリヒドロキシベンゼン；１－ア
セトキシ－２－メチルナフタレン；及びこれらの混合物；ｍ－フェニレンジアミン誘導体
類、例えば、ベンゼン－１，３－ジアミン、２－（２，４－ジアミノ－フェノキシ）－エ
タノール、４－｛３－［（２，４－ジアミノフェニル）オキシ］－プロポキシ｝ベンゼン
－１，３－ジアミン、２－（３－アミノ－４－メトキシ－フェニルアミノ）－エタノール
、２－［２，４－ジアミノ－５－（２－ヒドロキシ－エトキシ）－フェノキシ］－エタノ
ール、及び３－（２，４－ジアミノ－フェノキシ）－プロパン－１－オール；２，４－ジ
アミノ－５－（２’－ヒドロキシエチルオキシ）トルエン；Ｎ，Ｎ－ジメチル－３－ウレ
イドアニリン；２，４－ジアミノ－５－フルオロトルエンサルフェート水和物（fluoroto
luenesulfatehydrate）；１－メチル－２，６－ビス（２－ヒドロキシエチルアミノ）ベ
ンゼン；及びこれらの混合物；ｍ－アミノフェノール誘導体、例えば、３－アミノ－フェ
ノール、５－アミノ－２－メチル－フェノール、５－（２－ヒドロキシ－エチルアミノ）
－２－メチル－フェノール、及び３－アミノ－２－メチル－フェノール；１－メチル－２
－ヒドロキシ－４－（２’－ヒドロキシエチル）アミノベンゼン；１－ヒドロキシ－３－
アミノ－２，４－ジクロロベンゼン；１，３－ビス－（２，４－ジアミノフェノキシ）プ
ロパン；１－ヒドロキシ－２－メチル－５－アミノ－６－クロロベンゼン；５－アミノ－
４－クロロ－２－メチルフェノール；及びこれらの混合物；並びに複素環誘導体類、例え
ば、３，４－ジヒドロ－２Ｈ－１，４－ベンゾオキサジン－６－オール、４－メチル－２
－フェニル－２，４－ジヒドロ－３Ｈ－ピラゾール－３－オン、１，３－ベンゾジオキソ
ール－５－オール、１，３－ベンゾジオキソール－５－アミン、１Ｈ－インドール－４－
オール、１Ｈ－インドール－５，６－ジオール、１Ｈ－インドール－７－オール、１Ｈ－
インドール－５－オール、１Ｈ－インドール－６－オール、１Ｈ－インドール－２，３－
ジオン、ピリジン－２，６－ジアミン、２－アミノピリジン－３－オール、４－ヒドロキ
シ－Ｎ－メチルインドール、１Ｈ－５－メチルピラゾール－５－オン、１－フェニル－３
－メチルピラゾール－５－オン、２，６－ジメチルピラゾロ［１，５－ｂ］－１，２，４
－トリアゾール、２，６－ジメチル［３，２－ｃ］－１，２，４－トリアゾール、６－メ
チルピラゾロ－［１，５－ａ］ベンゾイミダゾール；２，６－ジヒドロキシピリジン；２
，６－ジヒドロキシ－３，４－ジメチルピリジン；６－ヒドロキシベンゾモルホリン；２
，６－ジヒドロキシ－３，４－ジメチルピリジン；３，５－ジアミノ－２，６－ジメトキ
シピリジン；３－アミノ－２－メチルアミノ－６－メトキシピリジン；１－フェニル－３
－メチル－５－ピラゾロン－２，４－ジヒドロ－５，２－フェニル－３Ｈ－ピラゾール－
３－オン；及びこれらの混合物。
【００５０】
　より好ましいカップラーには、ベンゼン－１，３－ジオール、４－クロロベンゼン－１
，３－ジオール、２－メチル－ベンゼン－１，３－ジオール、ベンゼン－１，３－ジアミ
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ン、３－アミノ－フェノール、５－アミノ－２－メチル－フェノール、１－メチル－２－
ヒドロキシ－４－（２’－ヒドロキシエチル）アミノベンゼン、４－メチル－２－フェニ
ル－２，４－ジヒドロ－３Ｈ－ピラゾール－３－オン、２－アミノピリジン－３－オール
、１－フェニル－３－メチルピラゾール－５－オン、１－フェニル－３－メチル－５－ピ
ラゾロン－２，４－ジヒドロ－５，２－フェニル－３Ｈ－ピラゾール－３－オン、及びこ
れらの混合物が挙げられる。
【００５１】
　本明細書に用いるのに特に好ましい染料としては、ｐ－フェニレンジアミン、ｐ－アミ
ノフェノール、(－アミノフェノール、２，５－ジアミノトルエンサルフェート、ｐ－メ
チルアミノフェノール、Ｎ，Ｎ－ビス－ヒドロキシエチル－ｐ－フェニレンジアミンサル
フェート、４－アミノ－２，６－ジクロロフェノール、ｍ－アミノフェノール、４－アミ
ノ－２０ヒドロキシトルエン、レゾルシノール、メチルレゾルシノール、ナフトール（na
pthol）、２－アミノ－３－ヒドロキシピリジン、２－アミノ－４－ヒドロキシエチルア
ミノアニソールサルフェート、２－メチル－５－ヒドロキシエチルアミノフェノール、ｍ
－フェニレンジアミンサルフェート、１－フェニル－３－メチル－５－ピラゾロン、１－
ヒドロキシエチル－４，５－ジアミノピラゾールサルフェート、１－アセトキシ－２－メ
チルナフタレン及びこれらの混合物が挙げられる。
【００５２】
　本発明の毛髪染色組成物としては、非酸化性毛髪染料即ち、単独で又は上述した酸化性
染料と組み合わせて使用してもよい直接染料も挙げられる。適した直接染料には、アゾ又
はアントラキノン染料、及びベンゼン系のニトロ誘導体及び／又はメラニン前駆体、及び
これらの混合物が挙げられる。このような直接染料は、色相改質又は強調表示を送達する
のに特に有用である。実際は、毛髪に色を付与することができる任意の分子を使用できる
。この関係において特に重要なことは、１つ以上の以下の成分を含む分子であることであ
る。インジゴイド、ポリメチン、フタロシアニン、及びアリールカルボニウム。「クロム
現象（Chromic Phenomena）」（バムフィールド．Ｐ（P.Bamfield）著）（ＩＳＢＮ０－
８５４０４－４７４－４、参考として組み込まれる）に記載の通り、色を付与することが
可能なこれら及び他の物質は、全て本明細書に適用できる。これらの物質のうち、好まし
い染料は、米国特許第２００４／００７８９０６号に開示されているようなものであり、
特に好ましいのはカチオン性アゾ染料である。
【００５３】
　本発明の毛髪染料組成物は、一般的に、約０．００１％～約１０％の染料を含む。例え
ば、低強度の染色、例えば自然な金髪から薄い茶色の毛髪の色相を提供する組成物は、一
般に染色組成物の約０．００１重量％～約５重量％、好ましくは約０．１重量％～約２重
量％、より好ましくは約０．２重量％～約１重量％の前駆体及びカップラーを含む。より
暗い色相、例えば茶色及び黒は、典型的には、０．００１重量％～約１０重量％、好まし
くは約０．０５重量％～約７重量％、より好ましくは約１重量％～約５重量％の前駆体及
びカップラーを含む。
【００５４】
　ラジカルスカベンジャー
　本発明によると、該組成物はラジカルスカベンジャー供給源を更に含んでよい。本明細
書で使用する時、用語「ラジカルスカベンジャー」は、炭酸塩ラジカルと反応してその炭
酸塩ラジカルを一連の速い反応によって、より反応性の低い種、即ち炭酸塩ラジカルスカ
ベンジャーへと変換させることのできる種である。
【００５５】
　理論に束縛されるものではないが、ラジカルスカベンジャーが炭酸塩ラジカルを変換す
る能力（上述の通り）は、以下に示す電荷移動反応のエネルギーに依存すると考えられて
いる。（電荷移動反応のエネルギー計算については、詳細に後述する。）
【００５６】
　スカベンジャー＋ＣＯ3

*-      スカベンジャー*-＋ＣＯ3
2-
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　式中、反応エネルギーは、次の様に定義される。
【００５７】
　ΔＨｒ＝ΔＨｆ（生成物）－ΔＨｆ（反応体）
＝ΔＨｆ（スカベンジャー*+）＋ΔＨｆ（ＣＯ3

2-）－ΔＨｆ（スカベンジャー）－ΔＨ
ｆ（ＣＯ3

*-）
【００５８】
　本発明によると、本明細書に用いるのに適したラジカルスカベンジャーは、約０ｋｃａ
ｌ／モル～１４ｋｃａｌ／モル、好ましくは、約１．５ｋｃａｌ／モル～９ｋｃａｌ／モ
ルの反応エネルギーを有する。
【００５９】
　本明細書に用いるのに適したラジカルスカベンジャーとしては、次の一般式に従う化合
物が挙げられる。
【００６０】
　（Ｉ）Ｒ1－Ｙ－Ｃ（Ｈ）（Ｒ3）－Ｒ4－（Ｃ（Ｈ））（Ｒ5）－Ｙ－Ｒ6）n

　（式中、Ｙは、ＮＲ2、Ｏ、又はＳであり、好ましくはＮＲ2であり、ｎは０～２であり
、Ｒ4は一価又は二価であり、（ａ）置換若しくは非置換の、直鎖若しくは分岐鎖の、ア
ルキル、一価若しくは多価不飽和アルキル、ヘテロアルキル、脂肪族、ヘテロ脂肪族、若
しくはヘテロオレフィンの系、（ｂ）置換若しくは非置換の、単環式若しくは多環式の脂
肪族、アリール、若しくは複素環の系、又は（ｃ）置換若しくは非置換の、モノ－、ポリ
－、若しくはペル－フルオロアルキルの系から選択され；（ａ）、（ｂ）及び（ｃ）の系
は、１～１２個の炭素原子並びにＯ、Ｓ、Ｎ、Ｐ及びＳｉから選択される０～５個のヘテ
ロ原子を含み；Ｒ4は、Ｒ3若しくはＲ5に結合して５、６、若しくは７員環を生成するこ
とができ；Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ5及びＲ6は一価であり、独立して本明細書の以上に記載さ
れた（ａ）、（ｂ）及び（ｃ）又はＨから選択される）による化合物が挙げられる。）
　好ましくは、Ｒ4は、（ａ）置換若しくは非置換の、直鎖若しくは分岐鎖の、アルキル
、ヘテロアルキル、脂肪族、ヘテロ脂肪族、若しくはヘテロオレフィンの系、（ｂ）置換
若しくは非置換の、単環式若しくは多環式の脂肪族、アリール、若しくは複素環の系、又
は（ｃ）置換若しくは非置換の、モノ－、ポリ－、若しくはペル－フルオロアルキルの系
から選択され；より好ましくは、Ｒ4は、（ａ）置換若しくは非置換の、直鎖若しくは分
岐鎖の、アルキル、ヘテロアルキル、脂肪族、若しくはヘテロ脂肪族の系、（ｂ）置換若
しくは非置換の、アリール、若しくは複素環の系、又は（ｃ）置換若しくは非置換の、モ
ノ－、ポリ－、若しくはペル－フルオロアルキルの系から選択され；より好ましくは、置
換若しくは非置換の、直鎖若しくは分岐鎖の、アルキル又はヘテロアルキルの系から選択
される。
【００６１】
　好ましくは、本明細書の以上に記載された、（ａ）、（ｂ）及び（ｃ）のＲ4の系は、
１～８個の炭素原子、好ましくは１～６個、より好ましくは１～４個の炭素原子及び０～
３個のへテロ原子；好ましくは０～２個のへテロ原子；最も好ましくは０～１個のへテロ
原子を含む。該系がへテロ原子を含む時、好ましくはそれらは１個のへテロ原子を含む。
好ましいへテロ原子には、Ｏ、Ｓ、及びＮが挙げられ、より好ましいのはＯ、及びＮであ
り、最も好ましいのはＯである。
【００６２】
　好ましくは、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ5及びＲ6は、独立して上記のＲ4について定義された系
のいずれか、並びにＨから選択される。
【００６３】
　代替実施形態において、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、Ｒ5及びＲ6基のいずれかは置換されてい
る。好ましくは、置換基（類）は、（ａ）（ｉ）置換若しくは非置換の、直鎖若しくは分
岐鎖の、アルキル、一価若しくは多価不飽和アルキル、ヘテロアルキル、脂肪族、ヘテロ
脂肪族、若しくはヘテロオレフィンの系、（ｉｉ）置換若しくは非置換の、単環式若しく
は多環式の脂肪族、アリール、若しくは複素環の系、又は（ｉｉｉ）置換若しくは非置換
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及び（ｉｉｉ）の前記系は、１～１０個の炭素原子並びにＯ、Ｓ、Ｎ、Ｐ、及びＳｉから
選択される０～５個のヘテロ原子を含むＣ結合一価置換基の群；（ｂ）ＳＡ1、ＳＣＮ、
ＳＯ2Ａ

1、ＳＯ3Ａ
1、ＳＳＡ1、ＳＯＡ1、ＳＯ２ＮＡ1Ａ2、ＳＮＡ1Ａ2及びＳＯＮＡ1Ａ2

からなるＳ結合一価置換基の群；（ｃ）ＯＡ1、ＯＣＮ及びＯＮＡ1Ａ2からなるＯ結合一
価置換基の群；（ｄ）ＮＡ1Ａ2、（ＮＡ1Ａ1Ａ3）+、ＮＣ、ＮＡ1ＯＡ2、ＮＡ1ＳＡ2、Ｎ
ＣＯ、ＮＣＳ、ＮＯ2、Ｎ＝ＮＡ1、Ｎ＝ＮＯＡ1、ＮＡ1ＣＮ、ＮＡ1ＮＡ2Ａ3からなるＮ
結合一価置換基の群；（ｅ）ＣＯＯＡ1、ＣＯＮ3、ＣＯＮＡ1

2、ＣＯＮＡ1ＣＯＡ2、Ｃ（
＝ＮＡ1）ＮＡ1Ａ2、ＣＨＯ、ＣＨＳ、ＣＮ、ＮＣ及びＸからなる一価置換基の群；並び
に（ｆ）１～１２個の炭素原子及び０～４個のヘテロ原子を含む、モノ－、ポリ－、又は
ペル－フルオロアルキルの系からなるフルオロアルキル一価置換基を含む群から選択され
る。
【００６４】
　上述の（ｂ）～（ｅ）の群に関して、Ａ1、Ａ2及びＡ3は一価であり、独立して、（１
）Ｈ、（２）置換若しくは非置換の、直鎖若しくは分岐鎖の、アルキル、モノ－若しくは
多価不飽和アルキル、ヘテロアルキル、脂肪族、ヘテロ脂肪族、若しくはヘテロオレフィ
ンの系、（３）置換又は非置換の、単環若しくは多環式の脂肪族、アリール、若しくは複
素環式の系、又は（４）置換若しくは非置換の、モノ－、ポリ－、若しくはペル－フルオ
ロアルキルの系から選択され；前記（２）、（３）及び（４）の系は１～１０個の炭素原
子とＯ、Ｓ、Ｎ、Ｐ、及びＳｉから選択される０～５個のヘテロ原子とを含み；並びに式
中、ＸはＦ、Ｃｌ、Ｂｒ、及びＩを含む群から選択されるハロゲンである。
【００６５】
　本明細書に用いるのに好ましい置換基には、－０．６５～＋０．７５、好ましくは－０
．４～＋０．５のハメットシグマパラ（Hammett Sigma Para）（σｐ）値を有するものが
挙げられる。ハメットシグマ値（Hammett Sigma Values）は、有機化学－反応、機構及び
構造（Advanced Organic Chemistry－Reactions,Mechanisms and Structure）（ジェリー
マーチ（Jerry March）、第５版（２００１年）３６８～３７５ページ）に記載されてい
る。理論に束縛されるものではないが、選択範囲のシグマパラ値を有する置換基がＲ1及
び／又はＲ2を置換すると、分子の毛幹への浸透能力を阻害させる分子量の好ましくない
過度の増大をすることなく、化合物の毒性プロフィールが改善されると考えられている。
いくつかの好ましい置換基及びそれらのハメットシグマパラ値を次の表Ａに示す。追加の
置換基及びそれらの値は、マーチ（March）による書籍、３７０頁に示されている。
【００６６】
【表１】

【００６７】
　好ましくは、上記で定義したラジカルスカベンジャーは、窒素のプロトン化を防止する
ために、７を超えるｐＫａを有する。
【００６８】
　本明細書に用いるのに適した別のラジカルスカベンジャーは、一般式（ＩＩ）に従う化
合物である。
【００６９】
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【化１】

　（式中、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4及びＲ5は各々、Ｈ、ＣＯＯ-Ｍ+、Ｃｌ、Ｂｒ、ＳＯ3
-Ｍ+

、ＮＯ2、ＯＣＨ3、ＯＨ、又はＣ1～Ｃ10の一級若しくは二級アルキルから独立して選択
され、ＭはＨ若しくはアルカリ金属のいずれかである。）好ましくは、上記のラジカルス
カベンジャーは、ヒドロキシ基のプロトン化を確実にするために、８．５を超えるｐＫａ
を有する。
【００７０】
　本明細書に用いるのに適したその他のラジカルスカベンジャーには、（ＩＩＩ）ベンジ
ルアミン、イミダゾール、ジ－第三ブチルヒドロキシトルエン、ヒドロキノン、グアニン
、ピラジン、ピペリジン、モルホリン、メチルモルホリン、２－メチルオキシエチルアミ
ン（2methyoxyethylamine）、及びこれらの混合物の群から選択されるものが挙げられる
。
【００７１】
　本発明による好ましいラジカルスカベンジャーは、アルカノールアミン、アミノ糖、ア
ミノ酸、アミノ酸のエステル及びこれらの混合物の部類から選択される。特に好ましい化
合物は、モノエタノールアミン、３－アミノ－１－プロパノール、４－アミノ－１－ブタ
ノール、５－アミノ－１－ペンタノール、１－アミノ－２－プロパノール、１－アミノ－
２－ブタノール、１－アミノ－２－ペンタノール、１－アミノ－３－ペンタノール、１－
アミノ－４－ペンタノール、３－アミノ－２－メチルプロパン－１－オール、１－アミノ
－２－メチルプロパン－２－オール、３－アミノプロパン－１，２－ジオール、グルコサ
ミン、Ｎ－アセチルグルコサミン、グリシン、アルギニン、リジン、プロリン、グルタミ
ン、ヒスチジン、サルコシン、セリン、グルタミン酸、トリプトファン、及びこれらの混
合物、並びにそれらのカリウム、ナトリウム及びアンモニウム塩のような塩、並びにこれ
らの混合物である。
【００７２】
　特に好ましい化合物は、グリシン、サルコシン、リジン、セリン、２メトキシエチルア
ミン、グルコサミン、グルタミン酸、モルホリン、ピペルジン、エチルアミン、３－アミ
ノ－１－プロパノール及びこれらの混合物である。
【００７３】
　本発明によるラジカルスカベンジャーは、ラジカルスカベンジャーの毛髪繊維中への侵
入を促進するために、好ましくは約５００未満、好ましくは約３００未満、より好ましく
は約２５０未満の分子量を有する。本発明の組成物は、好ましくは約０．１重量％～約１
０重量％、好ましくは約１重量％～約７重量％のラジカルスカベンジャーを含む。好まし
くは、ラジカルスカベンジャーは、ラジカルスカベンジャー対カーボネートイオンの重量
比が２：１～１：４となるような量で存在する。ラジカルスカベンジャーは更に好ましく
は、アルカリ化剤と同一の種ではないように選択される。本発明の本発明の一実施態様に
よると、該ラジカルスカベンジャーは、毛髪繊維への適用前に毛髪染色組成物中でその場
で形成されてもよい。
【００７４】
　増粘剤
　本発明の組成物は、所望により、少なくとも約０．０１％の増粘剤を更に含んでよい。
液だれすることなく、毛髪に速やかに適用することができる組成物を提供するために、２
６℃にて約１Ｐａｓ（１，０００～４０，０００ｃＰ）の粘度を有する組成物を提供する
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のに十分な量で、増粘剤が含まれるのが好ましい。本明細書に用いるのに適した増粘剤は
、例えば、次のものから選択されてよい。
　（ｉ）会合性増粘剤；
　（ｉｉ）架橋アクリル酸ホモポリマー類；
　（ｉｉｉ）（メタ）アクリル酸及び（Ｃ１～Ｃ６）アルキルアクリレートの架橋コポリ
マー類；
　（ｉｖ）非イオン性ホモポリマー類とエチレン部が不飽和の、エステル及びアミド型の
モノマーとを含むコポリマー類；
　（ｖ）アンモニウムアクリレートホモポリマー類及びアンモニウムアクリレートとアク
リルアミドとのコポリマー類；
　（ｖｉ）ポリサッカライド類；並びに
　（ｖｉｉ）Ｃ１２～Ｃ３０脂肪族アルコール類。
【００７５】
　（ｉ）本明細書で使用する時、表現「会合性増粘剤」とは、親水性単位及び疎水性単位
の両方、例えば少なくとも１つのＣ８～Ｃ３０脂肪鎖及び少なくとも１つの親水性単位を
含む両親媒性増粘剤を意味する。使用してよい代表的会合性増粘剤は、次のものから選ば
れる会合性ポリマーである。
　（ｉ）少なくとも１つの脂肪鎖及び少なくとも１つの親水性単位を含む非イオン性両親
媒性ポリマー；
　（ｉｉ）少なくとも１つの親水性単位及び少なくとも１つの脂肪鎖単位を含むアニオン
性両親媒性ポリマー；
　（ｉｉｉ）少なくとも１つの親水性単位及び少なくとも１つの脂肪鎖単位を含むカチオ
ン性両親媒性ポリマー；
　（ｉｖ）少なくとも１つの親水性単位及び少なくとも１つの脂肪鎖単位を含む両性両親
媒性ポリマー；
　少なくとも１つの脂肪鎖及び少なくとも１つの親水性単位を含む非イオン性両親媒性ポ
リマーは、例えば、次のものから選ばれてよい。
　（１）少なくとも１つの脂肪鎖を含む基で変性されたセルロース類、例えば、アルキル
、アリールアルキル及びアルキルアリール基から選択される少なくとも１つの脂肪鎖を含
む基で変性されたヒドロキシエチルセルロース類で、ここでアルキル基が、例えば、Ｃ８
～Ｃ２２であり、アクアロン社（Aqualon）により販売されている製品、ナトロゾルプラ
スグレード（Natrosol Plus Grade）３３０ＣＳ（Ｃ１６アルキル類）、及びべロールノ
ーベル社（Berol Nobel）より販売されている製品、ベルモコル（Bermocoll）ＥＨＭ１０
０等、及びポリアルキレングリコールアルキルフェニルエーテル基で変性されたセルロー
ス類、例えば、アマコール（Amerchol）社により販売されている製品、アマセルポリマー
（Amercell Polymer）ＨＭ－１５００（ポリエチレングリコール（１５）ノニルフェニル
エーテル）。
　（２）少なくとも１つの脂肪鎖を含む基で変性されたヒドロキシプロピルグアー類、例
えば、ラムベルティ社（Lamberti）により販売されている製品、エサフロール（Esaflor
）ＨＭ２２（Ｃ２２アルキル鎖）、及びローディアシミ社（Rhodia Chimie）により販売
されている製品、ミラケア（Miracare）ＸＣ９５－３（Ｃ１４アルキル鎖）及びＲＥ２０
５－１（Ｃ２０アルキル鎖）。
　（３）Ｃ１０～Ｃ３０アルキル又はアルケニル基等の脂肪鎖を少なくとも１つ含むポリ
エーテルウレタン類、例えば、アクゾ社（Akzo）により販売されている製品、エルファコ
ス（Elfacos）Ｔ２１０及びエルファコス（Elfacos）Ｔ２１２、又はローム＆ハース社（
Rohm&Haas）により販売されている製品、アキュリン（Aculyn）４４及びアキュリン（Acu
lyn）４６。
　（４）ビニルピロリドンと脂肪鎖疎水性モノマーとのコポリマー。例として次のものを
挙げてもよい。Ｉ．Ｓ．Ｐ．社により販売されている製品、アンタロン（Antaron）Ｖ２
１６及びガネックス（Ganex）Ｖ２１６（ビニルピロリドン／ヘキサデセンコポリマー）
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、Ｉ．Ｓ．Ｐ．社により販売されている製品、アンタロン（Antaron）Ｖ２２０及びガネ
ックス（Ganex）Ｖ２２０（ビニルピロリドン／エイコセンコポリマー）。
　（５）Ｃ１～Ｃ６アルキルアクリレート又はメタクリレートと少なくとも１つの脂肪鎖
を含む両親媒性モノマー類とのコポリマー類、例えば、アンティル（Antil）２０８の名
称で、ゴールドシュミット社（Goldschmidt）により販売されているオキシエチレン化メ
チルメタクリレート／ステアリルアクリレートコポリマー。
　（６）親水性アクリレート類又はメタクリレート類と少なくとも１つの脂肪鎖を含む疎
水性モノマー類とのコポリマー類、例えば、ポリエチレングリコールメタクリレート／ラ
ウリルメタクリレートコポリマー。
【００７６】
　少なくとも１つの親水性単位及び少なくとも１つの脂肪鎖単位を含むアニオン性両親媒
性ポリマーは、例えば、少なくとも１つの脂肪鎖アリルエーテル単位及びエチレン系不飽
和アニオン性モノマー単位、例えば、ポリビニルカルボン酸単位を含む少なくとも１つの
親水性単位を含むようなもの、更に、例えば、アクリル酸、メタクリル酸及びこれらの組
み合わせから誘導される単位で、ここで脂肪鎖アリルエーテル単位が次式のモノマーに対
応するものから選択されてもよい。
【００７７】
　ＣＨ２＝Ｃ（Ｒ１）ＣＨ２ＯＢｎＲ　（Ｉ）
　式中、Ｒ１はＨ及びＣＨ３から選択され、Ｂはエチレンオキシラジカルであり、ｎはゼ
ロ及び１～１００の範囲の整数から選択され、Ｒはアルキル、アリールアルキル、アリー
ル、アルキルアリール及びシクロアルキルラジカルから選択される炭化水素系ラジカル（
１０～３０個の炭素原子、更に、例えば、１０～２４個の炭素原子、更に、例えば、１２
～１８個の炭素原子を含む）から選択される。
【００７８】
　一実施形態では、式（Ｉ）の単位は、例えば、Ｒ１がＨであり、ｎが１０に等しく、Ｒ
がステアリル（Ｃ１８）ラジカルである単位である。
【００７９】
　この種のアニオン性両親媒性ポリマーは、欧州特許第０２１６４７９Ｂ２号のエマルシ
ョン重合プロセスに記載され、それに従って調製される。
【００８０】
　一実施形態では、アニオン性両親媒性ポリマーは、例えば、２０重量％～６０重量％の
アクリル酸及び／又はメタクリル酸から、５重量％～６０重量％の低級アルキル（メタ）
アクリレート類から、２重量％～５０重量％の式（Ｉ）の脂肪鎖アリルエーテルから、及
び０重量％～１重量％の架橋剤（これは、周知の共重合性不飽和ポリエチレン系モノマー
、例えば、フタル酸ジアリル、アリル（メタ）アクリレート、ジビニルベンゼン、（ポリ
）エチレングリコールジメタクリレート及びメチレンビスアクリルアミドである）から形
成されたポリマーである。
【００８１】
　このようなポリマーの例は、メタクリル酸、エチルアクリレート及びポリエチレングリ
コール（１０ＥＯ）ステアリルエーテル（ステアレス－１０）の架橋型ターポリマー（例
えば、チバ（Ciba）社によりサルケア（Salcare）ＳＣ８０及びサルケア（Salcare）ＳＣ
９０の名称で販売されている、メタクリル酸、エチルアクリレート及びステアレス－１０
アリルエーテル（４０／５０／１０）の架橋型ターポリマーの水性３０％エマルション）
である。
【００８２】
　該アニオン性両親媒性ポリマーは更に例えば、少なくとも１つの不飽和オレフィン系カ
ルボン酸型親水性単位、及び少なくとも１つの不飽和カルボン酸の（Ｃ１０～Ｃ３０）ア
ルキルエステルのような型の疎水性単位を含むものから選択されてよい。該不飽和オレフ
ィン系カルボン酸型親水性単位は、例えば、次の式（Ｉ）のモノマーに対応している。
【００８３】



(23) JP 5627170 B2 2014.11.19

10

20

30

40

【化２】

　（式中、Ｒ１はＨ、ＣＨ３及びＣ２Ｈ５、即ちアクリル酸単位、メタクリル酸単位及び
エタクリル酸単位から選択される。）さらに不飽和カルボン酸の（Ｃ１０～Ｃ３０）アル
キルエステル等の型の疎水性単位は、例えば、次の式（ＩＩＩ）のモノマーに対応してい
る。
【００８４】

【化３】

　（式中、Ｒ１はＨ、ＣＨ３及びＣ２Ｈ５（即ち、アクリレート単位、メタクリレート単
位及びエタクリレート単位）から選択され、そして例えば、Ｈ（アクリレート単位）及び
ＣＨ３（メタクリレート単位）から選択され、Ｒ２はＣ１０～Ｃ３０アルキルラジカル、
例えば、Ｃ１２～Ｃ２２アルキルラジカルから選択される。）
　不飽和カルボン酸類の（Ｃ１０～Ｃ３０）アルキルエステルの例としては、ラウリルア
クリレート、ステアリルアクリレート、デシルアクリレート、イソデシルアクリレート、
及びドデシルアクリレート、並びに対応するメタクリレート類である、ラウリルメタクリ
レート、ステアリルメタクリレート、デシルメタクリレート、イソデシルメタクリレート
及びドデシルメタクリレートが挙げられる。
【００８５】
　この種のアニオン性両親媒性ポリマーは、例えば、米国特許第３，９１５，９２１号及
び米国特許第４，５０９，９４９号に開示され、これらに従って調製される。
【００８６】
　使用可能な代表的なアニオン性両親媒性ポリマーは、次のものを含むモノマーの混合物
から形成されるポリマー類から更に選択されてよい。
【００８７】
　（ｉ）アクリル酸、次の式（ＩＶ）のエステル。
【００８８】
【化４】

　式中、Ｒ１はＨ及びＣＨ３から選択され、Ｒ２は、Ｃ１０～Ｃ３０アルキルラジカル類
例えば、１２～２２個の炭素原子を含むアルキルラジカル及び架橋剤、例えば、９５重量
％～６０重量％のアクリル酸（親水性単位）から誘導されるポリマー類、４重量％～４０
重量％のＣ１０～Ｃ３０アルキルアクリレート（疎水性単位）、及び０重量％～６重量％
の架橋重合性単量体、又は９８重量％～９６重量％のアクリル酸（親水性単位）から誘導
されるポリマー類、１重量％～４重量％のＣ１０～Ｃ３０アルキルアクリレート（疎水性
単位）及び０．１重量％～０．６重量％の架橋重合性単量体から選択される。又は、
　（ｉｉ）アクリル酸及びラウリルメタクリレート、例えば、６６重量％のアクリル酸及
び３４重量％のラウリルメタクリレートから形成されるポリマー類。
該架橋剤は、基（Ｖ）を含むモノマーであり得る。
【００８９】
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【化５】

【００９０】
　（その不飽和結合が互いに共役していない他の重合性基を少なくとも１つ有する）例え
ば、ポリアリルスクロース及びポリアリルペンタエリスリトールのようなポリアリルエー
テル類を挙げてもよい。
【００９１】
　上記該ポリマー類としては、例えば、ノベオン社（Noveon）によりペムレン（Pemulen
）ＴＲ１、ペムレン（Pemulen）ＴＲ２、カーボポール１３８２、更に、例えば、ペムレ
ン（Pemulen）ＴＲ１の商標名で販売されている製品群、及びＳ．Ｅ．Ｐ．Ｃ．社により
コアテックス（Coatex）ＳＸの名称で販売されている製品を挙げてもよい。
【００９２】
　適したアニオン性両親媒性脂肪鎖ポリマーとして、例えばビスコフォーブ（Viscophobe
）ＤＢ１０００の名称で、アマコール（Amerchol）社により販売されている、メタクリル
酸／メチルアクリレート／エトキシル化アルキルジメチル－メタ－イソプロペニルベンジ
ルイソシアネートコポリマーが挙げられる。
【００９３】
　使用されるカチオン性両親媒性ポリマーは、例えば、四級化セルロース誘導体及びアミ
ノ側基を含むポリアクリレート類から選択される。
【００９４】
　該四級化セルロース誘導体は、例えば、次のものから選択される。少なくとも１つの脂
肪鎖（例えば、少なくとも８個の炭素原子を含むアルキル、アリールアルキル及びアルキ
ルアリール基及びこれらの組み合わせ）を含む基で変性された四級化セルロース類、少な
くとも１つの脂肪鎖（例えば、少なくとも８個の炭素原子を含むアルキル、アリールアル
キル及びアルキルアリール基及びこれらの組み合わせ）を含む基で変性された四級化ヒド
ロキシエチルセルロース類。
【００９５】
　例えば、ステアレス２０（ポリオキシーエチレン化（２０）ステアリルアルコール）及
び（Ｃ１０～Ｃ３０）アルキルＰＥＧ－２０イタコネート等の疎水性基を有するアミノ側
基を含む四級化及び非四級化ポリアクリレート類。
【００９６】
　上述の四級化セルロース類及びヒドロキシエチルセルロース類によるアルキルラジカル
は、例えば、８～３０個の炭素原子を含む。例えば、アリールラジカルは、フェニル、ベ
ンジル、ナフチル及びアンスリル基から選択される。
【００９７】
　Ｃ８～Ｃ３０脂肪鎖を含む四級化アルキルヒドロキシエチルセルロース類の例は、アマ
コール（Amerchol）社により販売されている製品、クアトリソフト（Quatrisoft）ＬＭ　
２００、クアトリソフト（Quatrisoft）ＬＭ－Ｘ　５２９－１８－Ａ、クアトリソフト（
Quatrisoft）ＬＭ－Ｘ　５２９－１８Ｂ（Ｃ１２アルキル）及びクアトリソフト（Quatri
soft）ＬＭ－Ｘ５２９－８（Ｃ１８アルキル）、及びクローダ社（Croda）により販売さ
れている製品、クローダセル（Crodacel）ＱＭ、クローダセル（Crodacel）ＱＬ（Ｃ１２
アルキル）及びクローダセル（Crodacel）ＱＳ（Ｃ１８アルキル）である。
【００９８】
　アミノ側鎖を含むポリアクリレート類の例は、ナショナルスターチ社からのストラクチ
ャープラス（Structure Plus）である。
【００９９】
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　少なくとも１つの親水性単位及び少なくとも１つの脂肪鎖単位を含む両性両親媒性ポリ
マーとしては、例えば、メタクリルアミドプロピルトリメチルアンモニウムクロライド／
アクリル酸／Ｃ１０～Ｃ３０アルキルメタクリレートコポリマー類（ここで、アルキルラ
ジカルは、例えば、ステアリルラジカルである）を挙げてもよい。
　（ｉｉ）架橋アクリル酸ホモポリマーとして、カーボポール９８０、９８１、９５４、
２９８４及び５９８４の名称でノベオン社（Noveon）より販売されている製品又はシンサ
レン（Synthalen）　Ｍ、シンサレン（Synthalen）　Ｌ及びシンサレン（Synthalen）　
Ｋの名称で３Ｖシグマ（Sigma）社より販売されている製品等の糖製品のアリル型アルコ
ールエーテルと架橋したようなものが挙げられる。
　（ｉｉｉ）メタクリル酸とエチルアクリレートとの架橋コポリマーで、水性分散液とし
て、３８％の活性物質（例えば、コーテックス（Coatex）社によりビスコーテックス（Vi
scoatex）５３８Ｃの名称で販売されている）を含むもの、並びにアクリル酸とエチルア
クリレートとの架橋コポリマーで、水性分散液として、２８％の活性物質（ローム＆ハー
ス社（Rohm&Haas）社によりアキュリン（Aculyn）３３の名称で販売されている）を含む
もの、から選択されることができる（メタ）アクリル酸とＣ１～Ｃ６アルキルアクリレー
トとの架橋コポリマー類。メタクリル酸とエチルアクリレートとの架橋コポリマーとして
は、３０％の活性物質（ノベオン社（Noveon）により製造され、カーボポールアクア（Ca
rbopol Aqua）ＳＦ－１の名称で販売されている）を含む水性分散液が挙げられる。
　（ｉｖ）エステル及び／又はアミド型の、エチレン部が不飽和のモノマーを含む非イオ
ン性ホモポリマー又はコポリマーとしては、次の名称で販売されている製品が挙げられる
。サイテック社（Cytec）によるシアナマー（Cyanamer）Ｐ２５０（ポリアクリルアミド
）、ＵＳコスメティックス社（US Cosmetics）によるＰＭＭＡ　ＭＢＸ－８Ｃ（メチルメ
タクリレート／エチレングリコールジメタクリレートコポリマー）、ローム＆ハース社（
Rohm&Haas）によるアクリロイド（Acryloid）Ｂ６６（ブチルメタクリレート／メチルメ
タクリレートコポリマー）；コボ社（Kobo）によるＢＰＡ５００（ポリメチルメタクリレ
ート）。
　（ｖ）ヘキスト社（Hoechst）によってマイクロサップ（Microsap）ＰＡＳ５１９３の
名称で販売されている製品を含むアンモニウムアクリレートホモポリマーが挙げられる。
　アンモニウムアクリレートとアクリルアミドとのコポリマーとして、ヘキスト（Hoechs
t）社によって販売されている、ボゼポール　Ｃ　ヌーボー（Bozepol C Nouveau）の名称
で販売されている製品又は製品ＰＡＳ５１９３（フランス特許第２４１６７２３号、米国
特許第２，７９８，０５３号及び米国特許２，９２３，６９２号の文献に記載され、それ
らに調製方法が記載されている）が挙げられる。
　（ｖｉ）該ポリサッカライドは、例えば、グルカン、変性又は非変性デンプン（例えば
、シリアル（例えば、小麦、トウモロコシ又は米）、野菜（例えば、黄色のエンドウ豆）
及び塊茎（例えば、ジャガイモ又はキャッサバ）由来のもの）、アミロース、アミロペク
チン、グリコーゲン、デキストラン、セルロース類及びその誘導体（メチルセルロース類
、ヒドロキシアルキルセルロース類、エチルヒドロキシエチルセルロース類、及びカルボ
キシメチルセルロース類）、マンナン類、キシラン類、リグニン類、アラバン類、ガラク
タン類、ガラクツロナン類、キチン、キトサン類、グルクロノキシラン類、アラビノキシ
ラン類、キシログルカン類、グルコマンナン類、ペクチン酸類及びペクチン類、アルギン
酸及びアルギン酸塩類、アラビノガラクタン類、カラギーナン類、寒天類、グリコサミノ
グルカン類、サクシノグルカン類、アラビアゴム類、トラガカントゴム類、ガティゴム類
、カラヤゴム類、イナゴマメゴム類、ガラクトマンナン類、例えば、グアーゴム類、及び
これらの非イオン性誘導体（ヒドロキシプロピルグアー）並びにキサンタンゴム類、及び
これらの混合物から選択される。
【０１００】
　例えば、適したポリサッカライドについては、「工業化学百科事典」（カーク・オスマ
ー（Kirk-Othmer）、第３版、１９８２年、第３巻、８９６～９００頁、及び第１５巻、
４３９～４５８頁）、「自然界のポリマー（Polymers in Nature）」（マグレガーＥ．Ａ
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．（E. A. MacGregor）及びグリーンウッドＣ．Ｔ．（C. T. Greenwood）著、ジョンワイ
リー＆サンズ（John Wiley＆Sons Ltd）刊、第６巻、２４０～３２８頁、１９８０年）、
 並びに「工業用ゴム類－ポリサッカライド類及びその誘導体」（ロイ・Ｌ・ウィスラー
（Roy L. Whistler）編、第２版、アカデミックプレス社（Academic Press Inc.）刊）（
これら３つの出版物の内容は、参考として完全に組み込まれる。）に記載されている。
【０１０１】
　例えば、デンプン類、グアーゴム類及びセルロース類及びこれらの誘導体類を使用する
ことが可能である。適したデンプン類としては、例えば、無水グルコース単位である要素
部分を含むポリマーの形態の巨大分子が挙げられる。これらの部分及びそれらアセンブリ
の数によって、アミロース（線状ポリマー）及びアミロペクチン（分岐ポリマー）を区別
することができる。アミロース及びアミロペクチンの相対的比率,、並びにそれらの重合
度もまた、デンプンの植物起源に応じて変化することができる。使用されるデンプン分子
の植物起源は、シリアル又は塊茎であってもよい。このため、デンプンは、例えば、コー
ンスターチ、米デンプン、キャッサバデンプン、タピオカデンプン、大麦デンプン、ポテ
トデンプン、小麦デンプン、サトウモロコシデンプン及びエンドウ豆デンプンから選択で
きる。デンプン類は、一般に、白い粉末の形態であり、冷水には不溶性であり且つ３～１
００ミクロンの範囲の基本粒径を有する。該デンプン類は、所望によりＣ１～Ｃ６ヒドロ
キシアルキル化され又はＣ１～Ｃ６アシル化されている（例えば、アセチル化されている
）。該デンプン類は、熱処理を施されてもよい。リン酸架橋デンプン又はリン酸架橋デン
プンが豊富に含まれる化合物、例えば、アヴェベ社（Avebe）より、プレジェル（Prejel
）ＶＡ－７０－Ｔ　ＡＧＧＬ（ゼラチン化ヒドロキシプロピル化キャッサバリン酸架橋デ
ンプン）又はプレジェル（Prejel）ＴＫ１（ゼラチン化キャッサバリン酸架橋デンプン）
又はプレジェル（Prejel）２００（ゼラチン化アセチル化キャッサバリン酸架橋デンプン
）の引用用語にて販売されている製品、又はナショナルスターチ社（National Starch）
からのストラクチャー（Structure）ＺＥＡ（ヒドロキシプロピル化トウモロコシリン酸
架橋デンプン）、ストラクチャー（Structure）ＸＬ（ヒドロキシプロピル化デンプンホ
スフェート）も使用できる。
【０１０２】
　グアーゴム類は、変性されていても非変性であってもよい。非変性グアーゴム類は、例
えば、ユニペクチン社（Unipectine）によりビドガム（Vidogum）ＧＨ１７５の名称で、
並びにメイホール社（Meyhall）よりメイロ－グアー（Meyro-Guar）５０及びジャガー（J
aguar）Ｃの名称で販売されている製品である。該変性非イオン性グアーガムは、例えば
、Ｃ１～Ｃ６ヒドロキシアルキル基で変性されている。ヒドロキシアルキル基としては、
例えば、ヒドロキシメチル、ヒドロキシエチル、ヒドロキシプロピル及びヒドロキシブチ
ル基を挙げてもよい。これらのグアーゴム類は、現況技術において周知であり、例えば、
対応するアルケン酸化物（例えば、プロピレンオキシド）をグアーガムと反応させて調製
し、ヒドロキシプロピル基で変性されたグアーガムを得ることができる。ヒドロキシアル
キル化度（グアーガム上に存在する遊離ヒドロキシル作用の数字によって消費されるアル
キレンオキシド分子の数に対応する）は、例えば、０．４～１．２の範囲である。
【０１０３】
　所望によりヒドロキシアルキル基で変性されたこのような非イオン性グアーガムは、例
えば、ローディアシミ社（Rhodia Chimie）（メイホール社（Meyhall））より、ジャガー
（Jaguar）ＨＰ８、ジャガー（Jaguar）ＨＰ６０及びジャガー（Jaguar）ＨＰ１２０、ジ
ャガー（Jaguar）ＤＣ２９３及びジャガー（Jaguar）ＨＰ１０５の商標名で、又はアクア
ロン社（Aqualon）よりガラクタソール（Galactasol）４Ｈ４ＦＤ２の名称で販売されて
いる。
【０１０４】
　適したセルロース類としては、例えば、ヒドロキシエチルセルロース及びヒドロキシプ
ロピルセルロース（例えば、アクアロン社（Aqualon）よりクルーセル（Klucel）ＥＦ、
クルーセル（Klucel）Ｈ、クルーセル（Klucel）ＬＨＦ、クルーセル（Klucel）ＭＦ及び
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クルーセル（Klucel）Ｇの名称で販売されている製品）が挙げられる。
【０１０５】
　（ｖｉｉ）Ｃ１２～Ｃ３０脂肪族アルコール類は、例えば、ミリスチルアルコール、セ
チルアルコール、ステアリルアルコール、ベヘニルアルコール又はこれらの混合物から選
択される。脂肪族アルコール類が、増粘剤として用いられる場合、約６超のＨＬＢ値を有
する少なくとも１つの追加の界面活性剤が一般的に含まれており、脂肪族アルコール類と
共に二重膜を形成する。最も有用な二重膜構造としては、脂肪族アルコール類の並列二重
膜が水で膨潤し、半固体クリームを形成しているゲル網状相、及び脂肪族アルコール類二
重膜が、ほぼ球形の単一ラメラ又は複合ラメラ凝集体内へ曲げられている小胞分散系が挙
げられる。
【０１０６】
　本明細書に用いるのに好ましいのは、耐塩性増粘剤である。本明細書に用いるのに適し
た耐塩性増粘剤の非排他的一覧としては、キサンタン、グアー、ヒドロキシプロピルグア
ー、スクレログルカン、メチルセルロース、エチルセルロース（アクアコート（AQUACOTE
）（登録商標）として市販品で入手可能）、ヒドロキシエチルセルロース（ナトロゾル（
NATROSOL）（登録商標））、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセ
ルロース、微結晶セルロース、ヒドロキシブチルメチルセルロース、ヒドロキシプロピル
セルロース（クルーセル（Klucel））（登録商標）、ヒドロキシエチルエチルセルロース
、セチルヒドロキシエチルセルロース（ナトロゾル（NATROSOL）（登録商標）プラス３３
０）、Ｎ－ビニルピロリドン（ポビドン（Povidone）（登録商標））、アクリレート／セ
テス－２０イタコネートコポリマー（ストラクチャー（Structure）（登録商標）３００
１）、ヒドロキシプロピルデンプンホスフェート（ストラクチャー（Structure）（登録
商標）ＺＥＡ）、ポリエトキシレート化ウレタン又はポリカルバミルポリグリコールエス
テル（例えばＰＥＧ－１５０／デシル／ＳＭＤＩコポリマー＝アキュリン（Aculyn）（登
録商標）４４、ＰＥＧ－１５０／ステアリル／ＳＭＤＩコポリマー=アキュリン（Aculyn
）４６（登録商標））、トリヒドロキシステアリン（シクスシン（Thixcin）（登録商標
））アクリレート類コポリマー（例えば、アキュリン（Aculyn）（登録商標）３３）又は
疎水変性アクリレートコポリマー類（例えば、アクリレート類／ステアレス－２０メタク
リレートコポリマー＝アキュリン（Aculyn）（登録商標）２２）、及びクロダフォス（Cr
odafos）ＣＥＳ（登録商標）が挙げられる。
【０１０７】
　コンディショニング剤
　本発明の組成物は、コンディショニング剤を含む組成物を含んでもよく、又はそれとの
組み合わせにおいて用いられてもよい。本明細書に用いるのに適したコンディショニング
剤は、シリコーン物質、アミノシリコーン、脂肪族アルコール、ポリマー樹脂、ポリオー
ルカルボン酸エステル、カチオン性ポリマー、カチオン性界面活性剤、不溶性の油及び油
に由来する物質、並びにこれらの混合物から選択される。追加の物質には、鉱油及びその
他の油、例えばグリセリン及びソルビトールが挙げられる。
【０１０８】
　コンディショニング剤は、一般に組成物の約０．０５重量％～約２０重量％、好ましく
は約０．１重量％～約１５重量％、より好ましくは約０．２重量％～約１０重量％、更に
より好ましくは約０．２重量％～約２重量の濃度で用いられる。
【０１０９】
　特に有用なコンディショニング物質は、カチオン性ポリマーである。カチオン性ポリマ
ー型のコンディショナーは、化粧品組成物により処理されたケラチン繊維の少なくとも１
つの化粧品特性を改善するような当業者に既知のものから選択されてもよい。カチオン性
ポリマーは、ポリマーの主鎖の一部を形成してもよいか又はポリマー主鎖に直接結合する
側鎖置換基に有されてもよい、一級、二級、三級及び四級アミン基から選択される少なく
とも１つのアミン基の単位を含むものから選択することができる。こうしたカチオン性ポ
リマーは一般に、５００～５×１０6、又はより好ましくは１０００～３×１０6の範囲の



(28) JP 5627170 B2 2014.11.19

10

20

30

40

50

数平均分子量を有する。用いられてもよいポリアミン、ポリアミノアミド及びポリ四級ア
ンモニウム型のポリマーには次のものが挙げられるが、これらに限定されない。
【０１１０】
　（１）アクリル酸又はメタクリル酸エステル又はアミドから誘導されるホモポリマー類
及びコポリマー類。これらのポリマーのコポリマーはまた、一群のアクリルアミド、メタ
クリルアミド、ジアセトンアシルアミド、その窒素原子上で低級（Ｃ１～Ｃ４）アルキル
から選択される少なくとも１つの基により置換されたアクリルアミド及びメタクリルアミ
ド、アクリル酸及びメタクリル酸及びこれらのエステル、ビニルピロリドン及びビニルカ
プロラクタムのようなビニルラクタム、並びにビニルエステルから選択されてもよいコモ
ノマーから得られる少なくとも１つの単位を含むことができる。こうしたポリマーの例に
は次のものが挙げられる。
【０１１１】
　アクリルアミド及びメタクリロイルオキシエチルトリメチルアンモニウムメトサルフェ
ートのコポリマーであって、その例にはＩＮＣＩ命名法によりポリクオタニウム（Polqua
ternium）－５として知られるポリマー、例えばハーキュレス社（Hercules）により名称
レテン（Reten）２１０、レテン（Reten）２２０、レテン（Reten）２３０、レテン（Ret
en）２４０、レテン（Reten）１１０４、レテン（Reten）１１０５、レテン（Reten）１
００６、及びナルコ社（Nalco）によりメルクァット（Merquat）５、メルクァット（Merq
uat）５ＳＦとして販売される製品が挙げられる。
【０１１２】
　ビニルピロリドン及びジメチルアミノプロピルメタクリルアミドのコポリマーであって
、その例にはＩＮＣＩ命名法によりポリクオタニウム－２８として知られるポリマー、例
えばインターナショナル・スペシャリティー・プロダクツ社（International Speciality
 Products）（ＩＳＰ）により、名称ガフクァット（Gafquat）ＨＳ－１００として販売さ
れる製品が挙げられる。
【０１１３】
　ビニルピロリドン及びジアルキルアミノアルキルアクリレート類又はメタクリレート類
（methactylates）のコポリマーであって、その例にはＩＮＣＩ命名法によりポリクオタ
ニウム（Polquaternium）－１１として知られるポリマー、例えばインターナショナル・
スペシャリティー・プロダクツ社（International Speciality Products）（ＩＳＰ）に
より、名称ガフクァット（Gafquat）４４０、ガフクァット（Gafquat）７３４、ガフクァ
ット（Gafquat）７５５、ガフクァット（Gafquat）７５５Ｎ、及びＢＡＳＦ社によりルビ
クァット（Luviquat）ＰＱ１１ＰＭ、及びシノ・リオン社（Sino Lion）によりポリクァ
ット（Polyquat）－１１として販売される製品が挙げられる。
【０１１４】
　ビニルピロリドン、ジメチルアミノプロピルメタクリルアミド及びメタクリロイルアミ
ノプロピルラウリルジモニウムクロライドとのコポリマーであって、その例にはＩＮＣＩ
命名法によりポリクオタニウム－５５として知られるポリマー、例えばインターナショナ
ル・スペシャルティー・プロダクツ社（International Speciality Products）（ＩＳＰ
）により、名称スタイレーゼ（Styleze）Ｗ－２０として販売される製品が挙げられる。
【０１１５】
　アクリル酸、アクリルアミド及びメタクリルアミドプロピルトリモニウムクロライドの
コポリマーであって、その例にはＩＮＣＩ命名法によりポリクオタニウム－５３として知
られるポリマー、例えばナルコ社（Nalco）により名称メルクァット（Merquat）２００３
として販売される製品が挙げられる。
【０１１６】
　ジメチルアミノプロピルアクリレート（dimethyaminopropylacrylate）（ＤＭＡＰＡ）
、アクリル酸とアクリロニトロゲン及びジエチルサルフェートのコポリマーであって、そ
の例にはＩＮＣＩ命名法によりポリクオタニウム－３１として知られるポリマー、例えば
リポ社（Lipo）により、名称ハイパン（Hypan）ＱＴ１００として販売される製品が挙げ
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られる。
【０１１７】
　アクリルアミド、アクリルアミドプロピルトリモニウムクロライド、２－アミドプロピ
ルアクリルアミドスルホネート、及びジメチルアミノプロピルアクリレート（dimethyami
nopropylacrylate）（ＤＭＡＰＡ）のコポリマーであって、その例にはＩＮＣＩ命名法に
よりポリクオタニウム－４３として知られるポリマー、例えばクラリアント社（Clairant
）により、名称ボーズクァット（Bozequat）４０００として販売される製品が挙げられる
。
【０１１８】
　アクリル酸、メチルアクリレート及びメタクリルアミドプロピルトリモニウムクロライ
ドのコポリマーであって、その例にはＩＮＣＩ命名法によりポリクオタニウム－４７とし
て知られるポリマー、例えばナルコ社（Nalco）により市販される名称メルクァット（Mer
quat）２００１及びメルクァット（Merquat）２００１Ｎとして販売される製品が挙げら
れる。
【０１１９】
　メタクリロイルエチルベタイン、２－ヒドロキシエチルメタクリレート及びメタクリロ
イルエチルトリメチルアンモニウムクロライドのコポリマーであって、その例にはＩＮＣ
Ｉ命名法によりポリクオタニウム－４８として知られるポリマー、例えばグー・ケミカル
社（Goo Chemcial）により、名称プラサイズ（Plascize）Ｌ－４５０として販売される製
品が挙げられる。
【０１２０】
　アクリル酸ジアリルジメチルアンモニウムクロライド及びアクリルアミドのコポリマー
であって、その例にはＩＮＣＩ命名法によりポリクオタニウム３９として知られるポリマ
ー、例えばナルコ社（Nalco）により名称メルクァット（Merquat）３３３０及びメルクァ
ット（Merquat）３３３１として販売される製品が挙げられる。
【０１２１】
　更なる例には、メタクリルアミド（methacrylamide）メタクリルアミド（methacrylami
do）－プロピルトリモニウム及びメタクリロイルエチルトリメチルアンモニウムクロライ
ドのコポリマー、及びその他のモノマーとホモポリマー化又は共重合されたそれらの誘導
体が挙げられ、その例にはＩＮＣＩ命名法により、ポリクオタニウム－８、ポリクオタニ
ウム－９、ポリクオタニウム－１２、ポリクオタニウム－１３、ポリクオタニウム－１４
、ポリクオタニウム－１５として知られるポリマー、例えばローム社（Rohm）により名称
ロハギット（Rohagit）ＫＦ７２０Ｆとして販売される製品、ポリクオタニウム－３０、
例えばキメックス社（Chimex）により名称メクソメア（Mexomere）ＰＸとして販売される
製品、ポリクオタニウム－３３、ポリクオタニウム－３５、ポリクオタニウム－３６、例
えばロン社（Rhon）により名称プレックス（Plex）３０７４Ｌとして販売される製品、ポ
リクオタニウム４５、例えばロン社（Rhon）により名称プレックス（Plex）３０７３Ｌと
して販売される製品、ポリクオタニウム４９、例えばグー・ケミカルズ社（Goo Chemcial
s）により、名称プラサイズ（Plascize）Ｌ－４４０として販売される製品、ポリクオタ
ニウム５０、例えばグー・ケミカルズ社（Goo Chemcials）により、名称プラサイズ（Pla
scize）Ｌ－４４１として販売される製品、ポリクオタニウム－５２が挙げられる。
【０１２２】
　（２）カチオン性多糖類、例えばカチオン性セルロース及びカチオン性ガラクトマンナ
ンガム。カチオン性多糖類の中で挙げてもよいのは、例えば、四級アンモニウム基を含む
セルロースエーテル誘導体、及びカチオン性セルロースコポリマー、又は水溶性四級アン
モニウムモノマーによりグラフトされたセルロース誘導体、並びにカチオン性ガラクトマ
ンナンガムである。例としては、次のものが挙げられるが、これらに限定されない。
【０１２３】
　ヒドロキシエチルセルロース及びジアリルジメチルアンモニウムクロライドのコポリマ
ーであって、その例にはＩＮＣＩ命名法によりポリクオタニウム－４として知られるポリ
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マー、例えばナショナルスターチ社（National Starch）により名称セルクァット（Celqu
at）Ｌ２００及びセルクァット（Celquat）Ｈ１００として販売される製品が挙げられる
。
【０１２４】
　ヒドロキシエチルセルロース及びトリメチルアンモニウム置換エポキシドのコポリマー
であって、その例にはＩＮＣＩ命名法によりポリクオタニウム－１０として知られるポリ
マー、例えばＡ＆Ｅコノック社（A&E Connock）により名称ＡＥＣポリクオタニウム－１
０（AEC Polyquaternium-10）、トーホー社（Toho）によりカチナル（Catinal）Ｃ－１０
０、カチナル（Catinal）ＨＣ－３５、カチナル（Catinal）ＨＣ－１００、カチナル（Ca
tinal）ＨＣ－２００、カチナル（Catinal）ＬＣ－１００、カチナル（Catinal）ＬＣ－
２００、ナショナルスターチ社（National Starch）によりセルクァット（Celquat）ＳＣ
－２４０Ｃ、セルクァット（Celquat）ＳＣ－２３０Ｍ、デッカー社（Dekker）によりデ
カクァット（Dekaquat）４００、デカクァット（Dekaquat）３０００、アクゾ・ノベル社
（Akzo Nobel）によりレオガード（Leogard）ＧＰ、リタ社（RITA）により、リタ・ポリ
クタ（RITA Polyquta）４００リタ（RITA）、ポリクタ（Polyquta）３０００、アマコー
ル社（Amerchol）によりユーケア・ポリマー（UCARE Polymer）ＪＲ－１２５、ユーケア
・ポリマー（UCARE Polymer）ＪＲ－４００、ユーケア・ポリマー（UCARE Polymer）ＪＲ
－３０Ｍ、ユーケア・ポリマー（UCARE Polymer）ＬＫ、ユーケア・ポリマー（UCARE Pol
ymer）ＬＲ４００、ユーケア・ポリマー（UCARE Polymer）ＬＲ３０Ｍとして販売される
製品が挙げられる。
【０１２５】
　ヒドロキシエチルセルロース及びラウリルジメチルアンモニウム置換エポキシドのコポ
リマーであって、その例にはＩＮＣＩ命名法によりポリクオタニウム－２４として知られ
るポリマー、例えばアマコール社（Amerchol）により名称クァトリソフト・ポリマー（Qu
atrisoft polymer）ＬＭ－２００として販売される製品が挙げられる。
【０１２６】
　ヒドロキシプロピルグアーの誘導体であって、その例には、ＩＮＣＩ命名法によりグア
ーヒドロキシプロピルトリモニウムクロライドとして知られるポリマー、例えばトーホー
社（Toho）により名称カチナル（Catinal）ＣＧ－１００、カチナル（Catinal）ＣＧ－２
００、コグニス社（Cognis）によりコスメディア・グアー（Cosmedia Guar）Ｃ－２６１
Ｎ、コスメディア・グアー（Cosmedia Guar）Ｃ－２６１Ｎ、コスメディア・グアー（Cos
media Guar）Ｃ－２６１Ｎ、フリーダム・ケミカル・ダイアモルト社（Freedom Chemical
 Diamalt）によりダイアガム（DiaGum）Ｐ５０７０、ハーキュレス（Hercules）／アクア
ロン社（Aqualon）によりＮ－ハンスカチオン性グアー（N-Hance Cationic Guar）、ロー
ディア社（Rhodia）によりハイ－ケア（Hi-Care）１０００、ジャガー（Jaguar）Ｃ－１
７、ジャガー（Jaguar）Ｃ－２０００、ジャガー（Jaguar）Ｃ－１３Ｓ、ジャガー（Jagu
ar）Ｃ－１４Ｓ、ジャガー・エクセル（Jaguar Excel）、ニッポン・スターチ社（Nippon
 Starch）によりキプロガム（Kiprogum）ＣＷ、キプロガム（Kiprogum）ＮＧＫとして販
売される製品が挙げられる。
【０１２７】
　グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロライドのヒドロキシプロピル誘導体であっ
て、その例には、ＩＮＣＩ命名法によりヒドロキシプロピルグアーヒドロキシプロピルト
リモニウムクロライドとして知られるポリマー、例えばローディア社（Rhodia）により名
称ジャガー（Jagaur）Ｃ－１６２として販売される製品が挙げられる。
【０１２８】
　（３）ポリアルキレンポリアミンとポリカルボン酸との縮合に続く二官能性剤によるア
ルキル化の結果として得られるポリアミノアミド誘導体。誘導体の中で、例えばアジピン
酸／ジメチルアミノヒドロキシプロピル／ジエチレントリアミンを挙げてもよい。
【０１２９】
　（４）２つの一級アミン基と少なくとも１つの二級アミン基を含むポリアルキレンポリ
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アミンと、ジグリコール酸及び３～８個の炭素原子を含む飽和脂肪族ジカルボン酸から選
択されるジカルボン酸（decarboxylic acid）との反応により得られるポリマー。こうし
た誘導体の非限定例には、アジピン酸／エポキシプロピル（epxoypropyl）／ジエチレン
トリアミンが挙げられる。
【０１３０】
　（５）ジアルキルジアリルアミン（dialkdiallylamine）又はジアルキルジアリルアン
モニウム（dialkyldiallyammonium）のシクロポリマー（Cyclopolymers）であって、この
ポリマーの中で次のものを挙げてもよい。
【０１３１】
　ジメチルジアリルアンモニウムクロライドポリマー（Dimethyldiallyammonium chlorid
e polymers）であって、その例には、ＩＮＣＩ命名法によりポリクオタニウム－６として
知られるポリマー、例えばナルコ社（Nalco）により名称メルクァット（Merquat）１００
、ローディア社（Rhodia）によりミラポール（Mirapol）１００、コスメティック・レオ
ロジーズ社（Cosmetic Rheologies）によりレオケア（Rheocare）ＣＣ６、Ａ＆Ｅコノッ
ク社（A&E Connock）によりＡＥＣポリクオタニウム－６（AEC Polyquaternium-6）、Ｃ
ＰＳ社によりアゲクァット（Agequat）４００、３Ｖ社（3V Inc.）によりコンディショナ
ー（Conditioner）Ｐ６、ＳＮＦ社によりフロケア（Flocare）Ｃ１０６、クラリアント社
（Clariant）によりゲナミン（Genamin）ＰＤＡＣ、マッキンタイア社（McIntyre）によ
りマッカーニウム（Mackernium）００６として販売される製品が挙げられる。
【０１３２】
　アクリルアミド及びジメチルジアリルアンモニウムクロライドモノマーのコポリマーで
あって、その例にはＩＮＣＩ命名法によりポリクオタニウム－７として知られるポリマー
、例えばＡ＆Ｅコノック社（A&E Connock）により名称ＡＥＣポリクオタニウム－７（AEC
 Polyquaternium-7）、ＣＰＳ社によりアゲクァット（Agequat）－５００８、アゲクァッ
ト（Agequat）Ｃ－５０５、３Ｖ社（3V Inc.）によりコンディショナー（Conditioner）
Ｐ７、ＳＮＦ社によりフロケア（Flocare）Ｃ１０７、マッキンタイア社（McIntyre）に
よりマッカーニウム（Mackernium）００７、マッカーニウム（Mackernium）００７Ｓ、ト
ーホー社（Toho）によりＭＥポリマー（ME Polymer）０９Ｗ、ナルコ（Nalco）社により
メルクァット（Merquat）５５０、メルクァット（Merquat）２２００、メルクァット（Me
rquat）Ｓ、ローディア社（Rhodia）によりミラポール（Mirapol）５５０、コスメティッ
ク・レオロジーズ社（Cosmetic Rheologies）によりレオケア（Rheocare）ＣＣ７、レオ
ケア（Rheocare）ＣＣＰ７、チバ社（Ciba）によりサルケア（Salcare）ＨＳＰ－７、サ
ルケア（Salcare）ＳＣ１０、サルケア・スーパー（Salcare Super）７として販売される
製品が挙げられる。
【０１３３】
　ジメチルジアリルアンモニウムクロライド及びアクリル酸のコポリマーであって、その
例にはＩＮＣＩ命名法によりポリクオタニウム－２２として知られるポリマー、例えばナ
ルコ社（Nalco）により名称メルクァット（Merquat）２８０及びメルクァット（Merquat
）２９５として販売される製品が挙げられる。
【０１３４】
　（６）［－Ｎ＋（Ｒ１）（Ｒ２）－Ａ１－Ｎ＋（Ｒ３）（Ｒ４）－Ｂ１－］［２Ｘ－］
に相当する繰返し単位を含む四級ジアンモニウムポリマーであって、式中、同一であって
も、又は異なっていてもよいＲ１、Ｒ２、Ｒ３及びＲ４は、１～２０個の炭素原子を含む
脂肪族、脂環式及びアリール脂肪族（arylaliphatic）ラジカル、並びに低級ヒドロキシ
アルキル脂肪族ラジカルから選択されるか、又はＲ１、Ｒ２、Ｒ３及びＲ４は共に若しく
は別個に、それらが結合する窒素原子と、窒素以外の第２のヘテロ原子を任意に含む複素
環を構成するか、又はＲ１、Ｒ２、Ｒ３及びＲ４は、ニトリル、エステル、アシル及びア
ミド基、及び－ＣＯ－Ｏ－Ｒ５－Ｄ及び－ＣＯ－ＮＨ－Ｒ５－Ｄ（式中Ｒ５はアルキレン
基から選択され、Ｄは四級アンモニウム基から選択される）の基から選択される少なくと
も１つの基により置換される直鎖若しくは分岐鎖Ｃ１～Ｃ６アルキルラジカルから選択さ
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れる。同一であっても、又は異なっていてもよいＡ１及びＢ１は、２～２０個の炭素原子
を含む直鎖及び分岐鎖の、飽和又は不飽和ポリメチレン基から選択される。主環に結合し
た又は挿入されたポリメチレン基は、芳香環、酸素及びイオウ原子、並びにスルホキシド
、スルホン、ジスルフィド、アミノ、アルキルアミノ、ヒドロキシル、四級アンモニウム
、ウレイド、アミド及びエステル基から選択される少なくとも１つの存在を含んでもよく
、Ｘ－は、無機及び有機酸から得られるアニオンである。Ｄは、グリコール残基、ビス－
二級ジアミン残基、ビス－一級ジアミン残基又はウレイレン基から選択される。その例に
はＩＮＣＩ命名法によりヘキサジメトリンクロライド（Hexadimethrine chloride）とし
て知られるポリマーが挙げられ、この場合、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３及びＲ４は、それぞれメチ
ルラジカルであり、Ａ１は（ＣＨ２）３であり、Ｂ１は（ＣＨ２）６であり、Ｘ＝Ｃｌで
ある。その更なる例には、ＩＮＣＩ命名法によりポリクオタニウム－３４として知られる
ポリマーが挙げられ、この場合、Ｒ１及びＲ２はエチルラジカルであり、Ｒ３及びＲ４は
メチルラジカルであり、Ａ１は（ＣＨ２）３であり、Ｂ１は（ＣＨ２）３であり、Ｘ＝Ｂ
ｒであり、例えばキメックス社（Chimax）により名称メクソメア（Mexomer）ＰＡＸの名
称にて販売されている製品がある。
【０１３５】
　（７）式［－Ｎ＋（Ｒ６）（Ｒ７）－（ＣＨ２）ｒ－ＮＨ－ＣＯ－（ＣＨ２）ｑ－（Ｃ
Ｏ）ｔ－ＮＨ－（ＣＨ２）ｓ－Ｎ＋（Ｒ８）（Ｒ９）－Ａ－］［２Ｘ－］の繰返し単位を
含むポリ四級アンモニウムポリマーであって、式中、同一であっても、又は異なっていて
もよいＲ６、Ｒ７、Ｒ８及びＲ９は、水素原子、及びメチル、エチル、プロピル、α－ヒ
ドロキシエチル、α－ヒドロキシプロピル、及び－ＣＨ２ＣＨ２（ＯＣＨ２ＣＨ２）ｐＯ
Ｈラジカル（式中、ｐは０又は１～６の範囲の整数である）から選択され、式中、Ｒ６、
Ｒ７、Ｒ８及びＲ９はすべてが同時に水素原子を表さない。同一であっても、又は異なっ
ていてもよいＲ及びｓは、それぞれ１～６の範囲の整数であり、ｑは０又は１～３４の範
囲の整数であり、Ｘ－はハロゲン化物のようなアニオンである。Ｔは、０又は１に等しく
なるように選択される整数である。Ａは、－ＣＨ２－ＣＨ２－Ｏ－ＣＨ２－ＣＨ２－のよ
うな二価のラジカルから選択される。例としては、次のものが挙げられる。
【０１３６】
　ＩＮＣＩ命名法によりポリクオタニウム－２として知られるポリマーであって、その場
合ｒ＝ｓ＝３、ｑ＝０、ｔ＝０であり、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８及びＲ９はメチル基であり、Ａ
は、－ＣＨ２－ＣＨ２－Ｏ－ＣＨ２－ＣＨ２であり、例えばエソックス（Ethox）から名
称エスポール（Ethpol）ＰＱ－２、及びローディア社（Rhodia）によりミラポール（Mira
pol）Ａ－１５として販売される製品が挙げられる。
【０１３７】
　ＩＮＣＩ命名法によりポリクオタニウム－１７として知られるポリマーであって、その
場合ｒ＝ｓ＝３、ｑ＝４、ｔ＝１であり、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８及びＲ９はメチル基であり、
Ａは、－ＣＨ２－ＣＨ２－Ｏ－ＣＨ２－ＣＨ２である。
【０１３８】
　ＩＮＣＩ命名法によりポリクオタニウム１８として知られるポリマーであって、その場
合ｒ＝ｓ＝３、ｑ＝７、ｔ＝１であり、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８及びＲ９はメチル基であり、Ａ
は、－ＣＨ２－ＣＨ２－Ｏ－ＣＨ２－ＣＨ２である。
【０１３９】
　ポリクオタニウム－２とポリクオタニウム－１７との反応により形成されるブロックコ
ポリマーとして、ＩＮＣＩ命名法によりポリクオタニウム２７として知られるポリマー、
例えばローディア社（Rhodia）により名称ミラポール（Mirapol）１７５として販売され
る製品。
【０１４０】
　（８）ビニルピロリドンとビニルイミダゾール及び任意にビニルカプロラクタムとのコ
ポリマーであって、その例にはメチルビニルイミダゾリウムクロライド及びビニルピロリ
ドンから形成されるポリクオタナリー（Polyquaternary）－１６としてＩＮＣＩ命名法に
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より知られるポリマー、例えばＢＡＳＦ社により名称ルビクァット（Luviquat）ＦＣ３７
０、ルビクァット（Luviquat）ＦＣ５５０、ルビクァット（Luviquat）ＦＣ９０５、ルビ
クァット（Luviquat）ＨＭ－５５２として販売される製品が挙げられる。又はビニルカプ
ロラクタム及びビニルピロリドンとメチルビニルイミダゾリウムメトサルフェートとのコ
ポリマーであって、その例にはＩＮＣＩ命名法によりポリクオタニウム－４６として知ら
れるポリマー、例えばＢＡＳＦ社により名称ルビクァット・ホールド（Luviquat Hold）
として販売される製品が挙げられる。又はビニルピロリドン及び四級化されたイミダゾリ
ンのコポリマーであって、その例にはＩＮＣＩ命名法によりポリクオタナリー（poylquat
erary）４４として知られるポリマー、例えばＢＡＳＦ社により名称ルビクァット・ケア
（Luviquat Care）として販売される製品が挙げられる。
【０１４１】
　（９）ポリアミン、例えばＣＴＦＡ事典において、参照名ポリエチレングリコール（１
５）タローポリアミンとして、コグニス（Cognis）により販売される製品ポリクアート（
Polyquart)Ｈ。
【０１４２】
　（１０）架橋メタクリロイルオキシ（Ｃ１～Ｃ４）アルキルトリ（Ｃ１～Ｃ４）アルキ
ルアンモニウム塩ポリマーであって、例えばメチルクロライドにより四級化されたジメチ
ルアミノエチルメタクリレートのホモポリマー化により、又はアクリルアミドと、メチル
クロライドにより四級化されたジメチルアミノエチルメタクリレートとの共重合により得
られるポリマーであって、ホモポリマー化若しくは共重合は、その後メチレンビスアクリ
ルアミドのようなオレフィンの不飽和を含む化合物により架橋され、その例にはＩＮＣＩ
命名法によりポリクオタニウム－３７として知られるポリマー、例えば３Ｖシグマ社（3V
 sigma）により名称シンザレン（Synthalen）ＣＮ、シンザレン（Synthalen）ＣＲ、シン
ザレン（Synthalen）ＣＵとして販売される製品、又は別の媒体中での分散液として、例
えばチバ社（Ciba）により名称サルケア（Salcare）ＳＣ９５及びサルケア（Salcare）Ｓ
Ｃ９６、又はコスメティック・レオロジーズ社（Cosmetic Rheologies）によりレオケア
（Rheocare）ＣＴＨ（Ｅ）として販売される製品が挙げられる。又はその別の例では、Ｉ
ＮＣＩ命名法によりポリクオタニウム－３２として知られるポリマーが挙げられ、又は鉱
油中での分散体として販売される時には、例えばチバ社（Ciba）により、名称サルケア（
Salcare）ＳＣ９２として販売される製品が挙げられる。
【０１４３】
　（１１）カチオン性ポリマーの更なる例には、ＩＮＣＩ命名法によりポリクオタニウム
５１として知られるポリマー、例えばＮＯＦ社により名称リピデュア（Lipidure）－ＰＭ
Ｂとして販売される製品、ＩＮＣＩ命名法によりポリクオタニウム５４として、例えばミ
ツイ（Mitsui）により名称クォルティ（Qualty）－Ｈｙとして販売される製品、及びＩＮ
ＣＩ命名法によりポリクオタニウム５６として、例えば三洋化成（Sanyo chemicals）に
より名称ヘアロール（Hairrol）ＵＣ－４として販売される製品が挙げられる。
【０１４４】
　（１２）カチオン性基及び／又はカチオン性基にイオン化し得る基を含むシリコーンポ
リマー。例えば、一般式（Ｒ１０－Ｎ＋（ＣＨ３）２）－Ｒ１１－（Ｓｉ（ＣＨ３）２－
Ｏ）ｘ－Ｒ１１－（Ｎ＋（ＣＨ３）２）－Ｒ１０）のカチオン性シリコーンであって、式
中、Ｒ１０はココナッツ油から得られるアルキルであり、Ｒ１１は（ＣＨ２ＣＨＯＣＨ２
Ｏ（ＣＨ２）３であり、ｘは２０～２０００の数であり、その例にはＩＮＣＩ命名法によ
りクオタニウム８０として知られるポリマー、例えばゴールドシュミット社（Goldschmid
t）により市販される名称アビルクアット（Abil Quat）３２７２、及びアビルクアット（
Abil Quat）３４７４として販売される製品が挙げられる。
【０１４５】
　カチオン性基にイオン化する場合がある基を含むシリコーンであって、例えば少なくと
も１０個の繰返しシロキサン－（Ｓｉ（ＣＨ３）２－Ｏ）単位をポリマー鎖の中に含有し
、末端アミノ官能基、グラフトアミノ官能基、又は末端及びグラフトアミノ官能基の混合
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物のいずれかを有するアミノシリコーン。官能基の例は、アミノエチルアミノプロピル、
アミノエチルアミノイソブチル、アミノプロピルに限定されない。グラフトポリマーの場
合は、末端のシロキサン単位は（ＣＨ３）３Ｓｉ－Ｏ又はＲ１２（ＣＨ３）２Ｓｉ－Ｏの
いずれかであることができ、その場合Ｒ１２は、ＯＨ又はＯＲ１３であることができ、そ
の場合Ｒ１３は、Ｃ１～Ｃ８アルキル基、又は両方の官能末端基の混合物である。これら
のシリコーンはまた、予備形成されたエマルションとして入手可能である。（ＣＨ３）３
Ｓｉ－Ｏの末端シロキサン単位を有するポリマーであって、その例にはＩＮＣＩ命名法に
よりトリメチルシリルアモジメチコンとして知られるポリマー、例えばダウ・コーニング
社（Dow Corning）により名称ＤＣ－２－８５６６、ＤＣ７２２４及びＤＣ－２－８２２
０として販売される製品、ＧＥシリコーンズ社（GE Silicones）により市販されるＳＦ１
７０８及びＳＭ２１２５、ワッカー・シリコーンズ社（Wacker silicones）により市販さ
れるワッカー・ベルシル（Wacker Belsil）ＡＤＭ６５３が挙げられる。更なる例には、
（Ｒ１２Ｏ）（ＣＨ３）２Ｓｉ－Ｏの末端シロキサン単位を有するポリマーが挙げられ、
その場合Ｒ１２は、ＯＨ若しくはＯＲ１３であることができ、その場合Ｒ１３は、Ｃ１～
Ｃ８アルキル基、又は両方の官能末端基の混合物であり、ＩＮＣＩ命名法によりアモジメ
チコンとして知られ、例えばワッカー・シリコーンズ社（Wacker silicones）により市販
される名称ワッカー・ベルシル（Wacker Belsil）ＡＤＭ１１００、ワッカー・ベルシル
（Wacker Belsil）ＡＤＭ１６００、ワッカー・ベルシル（Wacker Belsil）ＡＤＭ６５２
、ワッカー・ベルシル（Wacker Belsil）ＡＤＭ６０５７Ｅ、ワッカー・ベルシル（Wacke
r Belsil）ＡＤＭ８０２０として販売される製品、ダウ・コーニング社（Dow Corning）
により市販されるＤＣ９２９、ＤＣ９３９、ＤＣ９４９及びＤＣ　ＡＰ６０８７、並びに
ＧＥシリコーンズ社（GE silicones）により市販されるSM２０５９が挙げられる。
【０１４６】
　カチオン性基にイオン化し得る基を含有するシリコーンであって、例えば少なくとも１
０個の繰返しシロキサン－（Ｓｉ（ＣＨ３）２－Ｏ）単位をポリマー鎖の中に含有し、末
端アミノ官能基、グラフトアミノ官能基、又は末端及びグラフトアミノ官能基の混合物の
いずれかを、追加の官能基と共に有するシリコーン。追加の官能基には、ポリオキシアル
キレン、アミンとカルビノールとの反応生成物、アルキル鎖を挙げることができる。例え
ば、ＩＮＣＩ命名法によりメトキシＰＥＧ／ＰＰＧ－７／３アミノプロピルジメチコンと
して知られる製品であって、例えばデグサ社（Degussa）により市販されるアビル・ソフ
ト（Abil Soft）ＡＦ１００の名称で販売される製品。例えば、ＩＮＣＩ命名法によりビ
ス（Ｃ１３～１５アルコキシ）ＰＧアモジメチコンとして知られる製品、例えばダウ・コ
ーニング社（Dow Corning）により市販されるＤＣ８５００の名称で販売される製品。
【０１４７】
　界面活性剤
　本発明の組成物は、１つ以上の界面活性剤を更に含んでよい。本明細書に用いるのに適
した界面活性剤は、一般に、約８～約３０個の炭素原子の親油性の鎖長を有し、且つアニ
オン性、非イオン性、両性及びカチオン性界面活性剤、並びにこれらの混合物から選択さ
れることができる。界面活性剤の総濃度は、約１重量％～約６０重量％、好ましくは、約
２重量％～約３０重量％、より好ましくは、約８重量％～約２５重量％、特に、約１０重
量％～約２０重量％である。
【０１４８】
　本発明の組成物は、好ましくは、１つ以上の非イオン性界面活性剤を有するアニオン性
及び両性界面活性剤の混合物を含む。アニオン性成分は、組成物に対して、約０．１重量
％～約２０重量％、好ましくは約０．１重量％～約１５重量％、より好ましくは約５重量
％～約１５重量％の範囲内で存在してよい。両性又は非イオン性成分は、独立して、約０
．１重量％～約１５重量％、好ましくは約０．５重量％～約１０重量％、より好ましくは
約１重量％～約８重量％の範囲内で存在してよい。
【０１４９】
　単独又は混合物として使用されるアニオン性界面活性剤の例としては、例えば、次の化
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合物の塩類（例えば、ナトリウム塩類、アンモニウム塩類、アミン塩類、アミノアルコー
ル塩類及びマグネシウム塩類などのアルカリ性塩類）が挙げられる.。アルキルサルフェ
ート類、アルキルエーテルサルフェート類、アルキルアミドエーテルサルフェート類、ア
ルキルアリールポリエーテルサルフェート類、モノグリセリドサルフェート類；アルキル
スルホネート類、アルキルホスフェート類、アルキルアミドスルホネート類、アルキルア
リールスルホネート類、ａ－オレフィンスルホネート類、パラフィンスルホネート類；ア
ルキルスルホコハク酸類、アルキルエーテルスルホコハク酸類、アルキルアミドスルホコ
ハク酸類、アルキルスルホコハク酸類；アルキルスルホアセテート類、アルキルエーテル
ホスフェート類；アシルサルコシネート類；アシルイセチオネート類及びＮ－アシルタウ
レート類。これら各種化合物全てのアルキル又はアシルラジカルは、例えば、８～２４個
の炭素原子を含み、且つ該アリールラジカルは、例えば、フェニル及びベンジル基から選
択される。該アニオン性界面活性剤として更に使用可能なものとして、オレイン、リシノ
ール、パルミチン及びステアリン酸、ココナッツ油酸又は水素添加ココナッツ油酸の塩類
などの脂肪酸塩類；及びアシルラクチレート類（アシルラジカルが、８～２０個の炭素原
子を含む）から調製されてもよい。弱アニオン性界面活性剤、例えば、アルキル－Ｄ－ガ
ラクトシドウロニック酸（galactosiduronic acids）及びそれらの塩類もまたポリオキシ
アルキレン化（polyoxyalkylenated）（Ｃ６～Ｃ２４）アルキルエーテルカルボン酸類、
ポリオキシアルキレン化（polyoxyalkylenated）（Ｃ６～Ｃ２４）アルキルアリールエー
テルカルボン酸類、ポリオキシアルキレン化（polyoxyalkylenated）（Ｃ６～Ｃ２４）ア
ルキルアミドエーテルカルボン酸及びそれらの塩、例えば、２～５０個のエチレンオキシ
ド基を含むようなもの、並びにこれらの組み合わせと同様に使用できる。ポリサッカライ
ドのアニオン性誘導体、例えば、アルキルポリグルコシド類のカルボキシアルキルエーテ
ルも使用できる。
【０１５０】
　非イオン性界面活性剤は、周知の化合物である（例えば、この関係においては、「界面
活性剤ハンドブック（Handbook of Surfactants）」（ポーターＭ．Ｒ．（M. R. Porter
）著、ブラッキー＆サン社（Blackie & Son）（グラスゴー及びロンドン）刊、１９９１
年、１１６～１７８頁を参照のこと）。それらは、例えば、ポリエトキシレート化、ポリ
プロポキシレート化及びポリグリセロレート化脂肪酸類、アルキルフェノール、 α－ジ
オール類、例えば、８～１８個の炭素原子を含む脂肪鎖を含む及びアルコール類から選択
できる。（エチレンオキシド又はプロピレンオキシド基の数は、例えば、２～２００、グ
リセロール基の数は、例えば、２～３０の範囲内で変化し得る）。更に、エチレンオキシ
ド及びプロピレンオキシドのコポリマー、脂肪族アルコール類とのエチレンオキシド及び
プロピレンオキシド縮合物；ポリエトキシレート化脂肪族アミド類は、好ましくは、２～
３０モルのエチレンオキシド及びそれらのモノエタノールアミン（momoethanolamine）並
びにジエタノールアミン誘導体、ポリグリセロレート化脂肪族アミド類、例えば、平均し
て１～５個、例えば、１．５～４個のグリセロール基を有するもの；ポリエトキシレート
化脂肪族アミン類、例えば、２～３０モルのエチレンオキシドを含むようなもの；２～３
０モルのエチレンオキシドを有するソルビタンのオキシエチレン化脂肪酸エステル類；ス
クロースの脂肪酸エステル類、ポリエチレングリコールの脂肪酸エステル類、アルキルポ
リグリコシド類、Ｎ－アルキルグルカミン誘導体、アミンオキシド類、例えば、（Ｃ10～
Ｃ14）アルキルアミンオキシド類又はＮ－アシルアミノプロピルモルホリンオキシド類か
ら調製してもよい。
【０１５１】
　両性界面活性剤は、例えば、脂肪族二級及び三級アミン誘導体で、該脂肪族ラジカルが
、８～２２個の炭素原子及び少なくとも１つの水溶性アニオン性基を含む直鎖及び分岐鎖
（例えば、カルボキシレート、スルホネート、サルフェート、ホスフェート又はホスホネ
ート）から選択されるものから選択できる。（Ｃ8～Ｃ20）アルキルベタイン類、スルホ
ベタイン類、（Ｃ8～Ｃ20）アルキルアミド（Ｃ1～Ｃ6）アルキルベタイン類又は（Ｃ8～
Ｃ20）アルキルアミド（Ｃ1～Ｃ6）アルキルスルホベタイン類を更に挙げてもよい。
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【０１５２】
　アミン誘導体のうち、例えば、米国特許第２，５２８，３７８号及び同２，７８１，３
５４号に記載され、次の構造を有する、ミラノール（Miranol）の名称で販売されている
製品を挙げてもよい。
　Ｒ2－ＣＯＮ　ＨＣＨ2ＣＨ2－Ｎ＋（Ｒ3）（Ｒ4）（ＣＨ2ＣＯＯ-）　（ＶＩ）
　式中、Ｒ2は、加水分解したココナッツ油並びにヘプチル、ノニル及びウンデシルラジ
カルで存在する酸Ｒ2－ＣＯＯＨから誘導されるアルキルラジカルから選択され、Ｒ3はβ
－ヒドロキシエチル基であり、そしてＲ4はカルボキシメチル基である；及び
　Ｒ5－ＣＯＮＨＣＨ2ＣＨ2－Ｎ（Ｂ）（Ｃ）　（ＶＩＩ）
　式中、Ｂは、－ＣＨ2ＣＨ2ＯＸ’を表し、Ｃは、－（ＣＨ2）Z－Ｙ’を表し、ｚは、１
又は２であり、Ｘは－ＣＨ2ＣＨ2－ＣＯＯＨ基及び水素原子から選択され、Ｙは－ＣＯＯ
Ｈ及び－ＣＨ2－ＣＨＯＨ－ＳＯ3Ｈラジカルから選択され、Ｒ5は、ココナッツ油又は加
水分解した亜麻仁油内に存在する酸Ｒ5－ＣＯＯＨのアルキルラジカル、Ｃ7、Ｃ9、Ｃ11

及びＣ13アルキルラジカルのようなアルキルラジカル、Ｃ17アルキルラジカル及びそのイ
ソ型並びに不飽和Ｃ17ラジカルから選択される。これらの化合物は、ＣＴＦＡ事典（第５
版、１９９３年刊）内にて、二ナトリウムココアンホジアセテート、二ナトリウムラウロ
アンホジアセテート、二ナトリウムカプリルアンホジアセテート、二ナトリウムカプリロ
アンホジアセテート、二ナトリウムココアンホジプロピオネート、二ナトリウムラウロア
ンホジプロピオネート、二ナトリウムカプリルアンホジプロピオネート、二ナトリウムカ
プリロアンホジプロピオネート、ラウロアンホジプロピオン酸、及びココアンホジプロピ
オン酸の名称で分類されている。ジエチルアミノプロピルココアルパルトアミド（cocoas
partamid）の塩類も使用できる。
【０１５３】
　カチオン性界面活性剤は、次のもの選択されてよい。（Ａ）次の一般式（ＶＩＩＩ）の
第四級アンモニウム塩類：
【０１５４】
【化６】

　式中、Ｘはハロゲン化合物類（塩化物、臭化物及びヨウ化物）、（Ｃ2～Ｃ6）アルキル
サルフェート類例えば、メチルサルフェート、ホスフェート類、アルキル及びアルキルア
リールスルホネート類から選択されるアニオン並びに有機酸例えば、アセテート及びラク
テートから誘導されるアニオン類あり、
　（ｉ）Ｒ1～Ｒ3のラジカルは、同一でも異なっていてもよく、１～４個の炭素原子を含
む直鎖及び分岐脂肪族ラジカル並びに芳香族ラジカル例えば、アリール及びアルキルアリ
ールから選択される。脂肪族ラジカルは、少なくとも１つのヘテロ原子例えば、酸素、窒
素、硫黄及びハロゲン元素を含むことができる。脂肪族ラジカルは、例えば、アルキル、
アルコキシ及びアルキルアミドラジカルから選択され、
　Ｒ4は、１６～３０個の炭素原子を含む直鎖及び分岐アルキルラジカル類から選択され
る。
【０１５５】
　カチオン性界面活性剤は、例えば、ベヘニルトリメチルアンモニウム塩（例えば、クロ
ライド）である。
【０１５６】
　（ｉｉ）Ｒ1及びＲ2のラジカルは、同一でも異なっていてもよく、１～４個の炭素原子
を含む直鎖及び分岐脂肪族ラジカル、並びに芳香族ラジカル例えば、アリール及びアルキ
ルアリールから選択される。脂肪族ラジカルは、少なくとも１つのヘテロ原子例えば、酸
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素、窒素、硫黄及びハロゲン元素を含むことができる。脂肪族ラジカルは、例えば、約１
～４個の炭素原子を含む、アルキル、アルコキシ、アルキルアミド及びヒドロキシアルキ
ルラジカルから選択され、
　Ｒ3及びＲ4は、同一でも異なっていてもよく、１２～３０個の炭素原子を含む直鎖及び
分岐アルキルラジカル類から選択され、該アルキルラジカル類は、エステル及びアミド機
能から選択される少なくとも１つの機能を含む。
【０１５７】
　Ｒ3及びＲ4は、例えば、（Ｃ12～Ｃ22）アルキルアミド（Ｃ2～Ｃ6）アルキル及び（Ｃ

12～Ｃ22）アルキルアセテートラジカルから選択される。
【０１５８】
　カチオン性界面活性剤は、例えば、ジセチルジメチルアンモニウム塩（例えば、クロラ
イド）である。
【０１５９】
　（Ｂ）－イミダゾリニウムの第四級アンモニウム塩類、例えば、次の式（ＩＸ）を有す
るもの：
【０１６０】
【化７】

　式中、Ｒ5は、８～３０個の炭素原子を含むアルケニル及びアルキルラジカル、例えば
、タローの脂肪酸誘導体から選択され、
　Ｒ6は、水素原子、Ｃ1～Ｃ4アルキルラジカル類及び８～３０個の炭素原子を含むアル
ケニル及びアルキルラジカル類から選択され、Ｒ7は、Ｃ1～Ｃ4アルキルラジカル類から
選択され、Ｒ8は、水素原子及びＣ1～Ｃ4アルキルラジカル類から選択され、そして、Ｘ
は、ハロゲン化合物類、ホスフェート類、アセテート類、ラクテート類、アルキルサルフ
ェート類、アルキルスルホネート類及びアルキルアリールスルホネート類から選択される
アニオンである。
【０１６１】
　一実施形態では、Ｒ5及びＲ6は、例えば、１２～２１個の炭素原子を含むアルケニル及
びアルキルラジカル類（例えば、タローの脂肪酸誘導体）から選択されるラジカル類の混
合物であり、Ｒ7は、メチルであり、Ｒ8は水素である。このような製品は、例えば、クオ
タニウム－２７（ＣＴＦＡ１９９７）又はクオタニウム－８３（ＣＦＴＡ１９９７）であ
り、ウィトコ（Witco）社より、「リウォクワット（Rewoquat）（登録商標）」Ｗ７５、
Ｗ９０、Ｗ７５ＰＧ及びＷ７５ＨＰＧの名称で販売されている。
【０１６２】
　（Ｃ）式（Ｘ）を有する第四アンモニウム塩類：
【０１６３】
【化８】

　式中、Ｒ9は、約１６～３０個の炭素原子を含む脂肪族ラジカル類から選択され、
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　Ｒ10、Ｒ11、Ｒ12、Ｒ13及びＲ14は、同一でも異なっていてもよく、水素及び１～４個
の炭素原子を含むアルキルラジカル類から選択され、さらに、
　Ｘは、ハロゲン化合物類、アセテート類、ホスフェート類、ニトレート類及びメチルサ
ルフェート類から選択されるアニオンである。このような第四アンモニウム塩類として、
例えば、プロパンタロージアンモニウムジクロリドが挙げられる、及び、
　（Ｄ）次の式（ＸＩ）を持つ、少なくとも１つのエステル機能を含む第四級アンモニウ
ム塩類：
【０１６４】
【化９】

　式中、
　Ｒ１５は、Ｃ１～Ｃ６アルキルラジカル類及びＣ１～Ｃ６ヒドロキシアルキル及びジヒ
ドロキシアルキルラジカル類から選択され、Ｒ１６は、ラジカルＲ１９Ｃ（Ｏ）－、直鎖
及び分岐、飽和及び不飽和Ｃ１～Ｃ２２炭化水素系ラジカルＲ２０、及び水素原子から選
択され、Ｒ１８は、ラジカルＲ２１Ｃ（Ｏ）－、直鎖及び分岐、飽和及び不飽和Ｃ１～Ｃ
６炭化水素系ラジカルＲ２２、及び水素原子から選択され、Ｒ１７、Ｒ１９及びＲ２１は
、同一でも異なっていてもよく、直鎖及び分岐、飽和及び不飽和Ｃ７～Ｃ２１炭化水素系
ラジカルから選択され、ｎ、ｐ及びｒは、同一でも異なっていてもよく、２～６の範囲の
整数から選択され、ｙは、１～１０の範囲の整数から選択され、ｘ及びｚは、同一でも異
なっていてもよく、０～１０の範囲の整数から選択され、Ｘは、単純及び複雑な、有機及
び無機アニオン類から選択されるアニオンであり、但し、ｘ＋ｙ＋ｚの総計が、１～１５
で、ｘが０の場合に、Ｒ１６がＲ２０であり、そしてｚが０の場合に、Ｒ１８がＲ２２と
いう条件付きである。
【０１６５】
　一実施形態では、式（ＸＶ）のアンモニウム塩をを使用することが可能であり、式中、
Ｒ１５は、メチル及びエチルラジカルから選択され、ｘ及びｙは、１であり、ｚは、０又
は１であり、ｎ、ｐ及びｒは、２であり、Ｒ１６は、ラジカルＲ１９Ｃ（Ｏ）－、メチル
、エチル及びＣ１４～Ｃ２２炭化水素系ラジカル、及び水素原子から選択され、Ｒ１７、
Ｒ１９及びＲ２１は、同一でも異なっていてもよく、直鎖及び分岐、飽和及び不飽和Ｃ７
～Ｃ２１炭化水素系ラジカルから選択され、Ｒ１８は、ラジカルＲ２１Ｃ（Ｏ－及び水素
原子から選択される。このような化合物は、例えば、コグニス社（Cognis）によりデヒコ
ート（Dehyquart）、ステファン社（Stepan）によりステパンコート（Stepanquat）、セ
カ社（Ceca）によりノキサミウム（Noxamium）、及びレボ－ウィトコ社（Rewo-Witco）に
よりレボコート（Rewoquat）ＷＥ１８の各名称で販売されている。
【０１６６】
　キレート剤
　本発明によると、組成物はキレート剤を含んでよい。キレート剤は、当該技術分野にお
いて周知であり、各々が金属イオンとキレートを形成できる分子又は異なった分子の混合
物を指す。キレート剤は、当該技術分野において周知であり、その非包括的なリストは、
ＡＥ・マーテル（AE Martell）及びＲＭ・スミス（RM Smith）著、「臨界安定度定数（Cr
itical Stability Constants）」（第１巻、プレナム出版（Plenum Press）（ニューヨー
ク＆ロンドン（１９７４年））、並びにＡＥマーテル（AE Martell）及びＲＤ・ハンコッ
ク（RD Hancock）著、「水溶液中の金属錯体（Metal Complexes in Aqueous Solution）
」（プレナム出版（Plenum Press）（ニューヨーク＆ロンドン）、１９９６年刊）に見出
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すことができ、両方共本明細書に参考として組み込まれる。
【０１６７】
　本明細書に用いるのに適したキレート剤の例には、ＥＤＤＳ（エチレンジアミン二コハ
ク酸）、カルボン酸（特に、アミノカルボン酸）、ホスホン酸（特に、アミノホスホン酸
）及びポリリン酸（特に、直鎖ポリリン酸）、それらの塩及び誘導体が挙げられる。
【０１６８】
　キレート剤は、本発明の組成物中に安定剤及び／又は防腐剤として組み込まれてもよい
。加えて、キレート剤は、毛髪繊維の損傷について効果を提供し、従ってそれらは本発明
の毛髪損傷の様相を更に改善するために使用されてもよいことが判明している。本発明の
キレート剤の濃度は、ジアミン－Ｎ，Ｎ’－ジポリ酸及びモノアミンモノアミド－Ｎ，Ｎ
’－ジポリ酸キレート剤（例えばＥＤＤＳ）のような最も有効なキレート剤について、約
０．１％、好ましくは少なくとも約０．２５％超、より好ましくは約０．５％の低さであ
ってもよい。より有効でないキレート剤は、キレート剤の有効性によって、より好ましく
は、組成物の少なくとも約１重量％、更により好ましくは約２重量％を超える濃度で用い
られる。約１０重量％の高さの濃度を用いることもできるが、この濃度を超えると、著し
い処方の問題が生じる場合がある。
【０１６９】
　溶媒
　本発明の組成物にて使用するのに適した適した溶剤としては、水、ブトキシジグリコー
ル、プロピレングリコール、アルコール（変性）、エトキシジグリコール、イソプロピル
アルコール、ヘキシレングリコール、ベンジルアルコール及びジプロピレングリコールが
挙げられるが、これらに限定するものではない。
【０１７０】
　最終的に、本発明の組成物は、水性組成物、粉末、ジェル又は水中油型エマルションな
どの任意の通常形態にて提供される。本発明の組成物の好ましい形態は、耐塩性増粘剤又
は水中油型エマルションを含む濃縮溶液である。
【０１７１】
　前処理用組成物
　本発明の方法の一態様によれば、毛髪染色剤又は漂白組成物の適用に先だって、毛髪を
前処理用組成物で処理する。本発明の前処理用組成物は、少なくとも１つのコンディショ
ニング剤を含む。本明細書で使用する時、「コンディショニング剤」という用語は、その
機能が毛髪等のケラチン物質の少なくとも１つの化粧品特性、例えば柔軟性、滑らかさ、
もつれないこと、感触及び静電気を改善するようなあらゆる剤を指す。少なくとも１つの
コンディショニング剤は、水溶性又は非水溶性でよい。
【０１７２】
　本明細書中にてコンディショニング剤及び界面活性剤として上述した任意のコンディシ
ョニング剤は、前処理用組成物に用いるのに適していてもよい。特に好ましいものは、カ
チオン性ポリマー、シリコーン物質、アニオン性ポリマー、非イオン性ポリマー、油及び
ワックス、ラメラ液晶から調製されるエマルション並びにこれらの組み合わせである。
【０１７３】
　いくつかの活性物質の組み合わせにより形成されるラメラ液晶から調製されるエマルシ
ョンは、組成物の化粧品特性例えば、コンディショニング特性を向上させる。これは、エ
マルションを形成するための脂肪質と乳化剤の組み合わせの存在によって生じる。エマル
ションの水性連続相において使用する乳化剤としては、アニオン性界面活性剤、カチオン
性界面活性剤、両性界面活性剤、水溶性高分子界面活性剤、水溶性シリコーン含有界面活
性剤、約１０より大きいＨＬＢを有する非イオン性界面活性剤、又は安定化液晶を形成す
ることができる界面活性剤系を挙げてよい。非イオン性界面活性剤は、好ましくは少なく
とも１２のＨＬＢを有し、より好ましくは少なくとも約１５のＨＬＢ値を有する。これら
の分類に属する界面活性剤は、マカッチャンの乳化剤及び洗剤（McCutcheon's Emulsifie
rs and Detergents）（北米及び国際版、ＭＣパブリッシング（MC Publishing Co.）、ニ
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ュージャージー州グレンロック（Glen Rock）、２３５～２４６ページ（１９９３年））
に例示されている。
【０１７４】
　水相のための乳化剤は、水相をゲル化させない。しかし、乳化剤は、ラメラ液晶の安定
化層を形成することができる。簡潔には、用語「液晶構造」は、本明細書で使用される時
、凝固した液晶であるゲル網状組織をも包含するとみなされるべきである。界面活性剤系
は、単一界面活性剤、又は界面活性剤の混和物にすることができる。場合によっては、特
定の界面活性剤は、単独では液晶構造を形成できないが、第２界面活性剤が存在すると液
晶の形成に関与することができる場合がある。
【０１７５】
　液晶の形成に関与することのできる界面活性剤の代表的な分類には、特定のカチオン性
界面活性剤、アニオン性界面活性剤、非イオン性界面活性剤、四級アンモニウム界面活性
剤、及び脂質界面活性剤が挙げられるが、これらに限定されない。
【０１７６】
　水性連続相中で液晶を形成するのに好ましい非イオン性界面活性剤は、非イオン性の種
類のものであり、Ｃ１６～２０の脂肪族アルコール、及び１～３０個のエチレンオキシド
基を有するＣ１６～２０の脂肪族アルコールエトキシレートが挙げられる。具体的な例と
しては、セテアリルアルコール、セチルアルコール、ステアリルアルコール、アラキジル
アルコール、オレイルアルコール、１０～３０個のエチレンオキシド基を有するセテアレ
スエトキシレート類、１０～３０個のエチレンオキシド基を有するセテスエトキシレート
類、１０～３０個のエトキシレートを有するステアレスエトキシレート類、及びこれらの
組み合わせが挙げられる。好ましくはＣ１６～２２の脂肪族アルコール類を、Ｃ１６～２
２の脂肪族アルコールエトキシレート類と、１０：１～０．５：１、より好ましくは６：
１～１：１、最も好ましくは５：１～１．５：１の比で組み合わせて使用する。
【０１７７】
　好ましいカチオン性界面活性剤は次式の第四級アンモニウム化合物を含有する。［Ｒ１
８Ｒ１９Ｒ２０Ｒ２１Ｎ］＋Ｘ－、（式中、Ｒ１８は約８～２２個の炭素原子を有するア
ルキル若しくはアルケニル基であり、Ｒ１９及びＲ２０は両方とも独立して約８～２２個
の炭素原子を有するアルキル若しくはアルケニル基、又は約１～４個の炭素原子を有する
アルキル若しくはヒドロキシアルキル基のいずれかであり、Ｒ２１は約１～４個の炭素原
子を有するアルキル若しくはヒドロキシアルキル基であり、Ｘ－は塩生成アニオン（例え
ば、クロライド、ブロマイド、アセテート、アルキルサルフェート）である。）
　有利には、液晶の形成を促進するため、界面活性剤系はまた次の一般式のアミドアミン
を含んでいてもよい。Ｒ２２ＣＯＮＨ（ＣＨ２）ｍＮ（Ｒ２３）２、（式中、Ｒ２２はＣ
８～Ｃ２４の脂肪酸の残基であり、Ｒ２３はＣ１～Ｃ４のアルキルであり、ｍは１～４の
整数である。）本発明で有用な好ましいアミドアミンとしては、ステアラミドプロピルジ
メチルアミン、ステアラミドプロピルジエチルアミン、ステアラミドエチル－ジエチルア
ミン、ステアラミドエチルジメチルアミン、パルミタミドプロピルジメチルアミン、パル
タミドアミドプロピルジエチルアミン、パルミタミドエチルジエチルアミン、パルミタミ
ド－エチルジメチルアミン、ベヘナミドプロピルジメチルアミン、ベヘナミドプロピルジ
エチルアミン、ベヘナミドエチルジエチルアミン、ベヘナミドエチルジメチルアミン、ア
ラキドアミド－プロピルジメチルアミン、アラキドアミド－プロピルジエチルアミン（ar
achidamido-propyidiethylamine）、アラキドアミドエチル－ジエチルアミン、アラキド
アミドエチル－ジメチルアミン、及びこれらの混合物；より好ましくはステアラミド－プ
ロピルジメチルアミン（stearamido-propyidimethylamine）、ステアラミドエチルジエチ
ルアミン（stearamidoethyidiethylamine）、及びこれらの混合物が挙げられる。
【０１７８】
　より有利には、アミドアミンは、Ｌ－グルタミン酸、乳酸、塩酸、リンゴ酸、コハク酸
、酢酸、フマル酸、Ｌ－グルタミン酸塩酸塩（L-glutamicio acid hydrochloride）、酒
石酸、及びこれらの混合物、好ましくはＬ－グルタミン酸、乳酸、塩酸、及びこれらの混



(41) JP 5627170 B2 2014.11.19

10

20

30

40

50

合物からなる群から選択される酸で、部分的に四級化されている。好ましくは、アミドア
ミン対酸のモル比は、約１：０．３～約１：１、より好ましくは約１：０．５～約１：０
である。
【０１７９】
　コンディショニング剤として適したポリマーとしては、水溶性又は非水溶性のアニオン
性及び非イオン性ポリマーが挙げられる。適したアニオン性ポリマーとしては、カルボン
酸、スルホン酸又はリン酸で且つ例えば、ゲル透過クロマトグラフィーによる同定で５０
０～５，０００，０００の重量平均分子量を有するようなものから誘導される基を少なく
とも１つ含むポリマーが挙げられる。
【０１８０】
　適した非イオン性ポリマーとしては、例えば、次のポリマーが挙げられる。ビニルピロ
リドンホモポリマー；ビニルピロリドン及びビニルアセテートのコポリマー；ダウケミカ
ル社（Dow Chemical）から、「ペオックス（Peox）５００００」、「ペオックス（Peox）
２０００００」及び「ペオックス（Peox）５０００００」の各名称で販売されているポリ
エチルオキサゾリン等のポリアルキルオキサゾリン；ヘキスト（Hoechst）社から「アプ
レタン（Appretan）ＥＭ」の名称で販売されている製品、及びローディアシミ社（Rhodia
 Chimie）から「ロードパス（Rhodopas）Ａ０１２」の名称で販売されている製品のよう
な、ビニルアセテートホモポリマー；ローディアシミ社（Rhodia Chimie）から「ロード
パス（Rhodopas）ＡＤ３１０」の名称で販売されている製品のような、ビニルアセテート
及びアクリル酸エステルのコポリマー；ヘキスト（Hoechst）社から「アプレタン（Appre
tan）ＴＶ」の名称で販売されている製品のような、ビニルアセテート及びエチレンのコ
ポリマー；ヘキスト（Hoechst）社から「アプレタン（Appretan）ＭＢエキストラ」の名
称で販売されている製品のような、ビニルアセテート及びマレイン酸エステル（例えば、
ジブチルマレエート）のコポリマー；ポリエチレン及び無水マレイン酸のコポリマー；松
本油脂製薬株式会社から「マイクロパール（Micropearl）ＲＱ７５０」の名称で販売され
ている製品又はＢＡＳＦ社から「ルーヒドラン（Luhydran）Ａ８４８Ｓ」の名称で販売さ
れている製品のようなアルキルアクリレートホモポリマー及びアルキルメタクリレートホ
モポリマー；アルキルアクリレート及びアルキルメタクリレートのコポリマーのようなア
クリル酸エステルコポリマー（例えば、ローム＆ハース社（Rohm & Haas）から「プライ
マル（Primal）ＡＣ－２６１Ｋ」及び「ユードラジット（Eudragit）ＮＥ３０Ｄ」の名称
で販売されている製品、ＢＡＳＦ社から「アクロナル（Acronal）６０１」、「ルーヒド
ラン（Luhydran）ＬＲ８８３３」及び同８８４５の名称で販売されている製品、及びヘキ
スト社から「アプレタン（Appretan）Ｎ９２１３」又は同Ｎ９２１２の名称で販売されて
いる製品）；アクリロニトリル及び非イオン性モノマー（例えば、ブタジエン及びアルキ
ル（メタ）アクリレートから選択される）のコポリマー；日本ゼオン株式会社から「ニポ
ール（Nipol）ＬＸ５３１Ｂ」の名称で販売されている製品及びローム＆ハース社（Rohm 
& Haas）より「ＣＪ０６０１Ｂ」の名称で販売されているようなものから調製されるもの
；ローム＆ハース社（Rohm & Haas）から「アクリソル（Acrysol）ＲＭ１０２０」及び「
アクリソル（Acrysol）ＲＭ２０２０」の名称で販売されている製品、及びＤＳＭレジン
社からの製品「ウラフレックス（Uraflex）ＸＰ４０１ＵＺ」及び「ウラフレックス（Ura
flex）ＸＰ４０２ＵＺ」のような、ポリウレタン；アルキルアクリレート及びウレタンの
コポリマー、例えば、ナショナルスターチ社の製品「８５３８－３３」；ポリアミド、例
えば、ローディアシミ社（Rhodia Chimie）が販売する製品「エスタポール（Estapor）Ｌ
Ｏ１１」；及び非変性及び化学変性非イオン性グアーガム。
【０１８１】
　本発明の前処理方法で、コンディショニング剤として用いるのに適している油の例とし
ては、動物油及び植物油の両方が挙げられ、例えば、ヒマワリ油、トウモロコシ油、大豆
油、アボカド油、ホホバ油、マロー油、ブドウの種油、ゴマ油、ヘーゼルナッツ油、魚油
、グリセリルトリカプロカプリレート、及び式Ｒ9ＣＯＯＲ10の植物油及び動物油で、式
中、Ｒ９が７～２９個の炭素原子を含む高級脂肪酸残基から選択され、且つ、Ｒ10が３～
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３０個の炭素原子を含む直鎖及び分岐の、炭化水素ベースの鎖、例えば、アルキル及びア
ルケニル等のもの、例えば、ピュアセリンオイル（purcellin oil）及び液体ホホバワッ
クスから選択される。
【０１８２】
　該ワックスは、室温（２０℃～２５℃）で固体である、天然（動物性又は植物性）物質
又は合成物質である。これらは、水に対して不溶性、油に対して可溶性であり、撥水膜を
形成することができる。ワックスは、例えば、カルナウバワックス、キャンデリラワック
ス、アルファルファワックス、パラフィンワックス、オゾケライト、植物ワックス例えば
、オリーブツリーワックス、ライスワックス、水素添加されたホホバワックス及び花の純
粋ワックス例えば、バーティン社（Bertin）（フランス）より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、動物性ワックス例えば、蜜ロウ、及び変性蜜ロウ（
セラベリーナ（cerabellina））から選択される。使用可能な、他のワックス又はワック
ス出発物質としては、例えば、ソフィム社（Sophim）からＭ８２の名称で販売されている
製品のようなマリーンワックス、及びポリエチレンワックス及びポリオレフィン全般が挙
げられる。
【０１８３】
　前処理用組成物は、好ましくは、ラメラ液晶から調製されるエマルションを含むコンデ
ィショニング剤を含み、より好ましくは、脂肪アルコール及び界面活性剤エマルションを
含む。該前処理用組成物は、１００Ｐａ～３００Ｐａ、好ましくは１１５Ｐａ～２８５Ｐ
ａ、より好ましくは１３０Ｐａ～２５０Ｐａ、最も好ましくは１６０Ｐａ～２４０Ｐａの
粘度を有する。該前処理用組成物は、典型的には、０．２～２０％、好ましくは１．０～
１５％、最も好ましくは５～１５％の該コンディショニング剤を含み、且つ好ましくは３
～７、より好ましくは４～６のｐＨを有する。
【０１８４】
　前処理用組成物は、追加の補助剤（該組成物の貯蔵安定性を喪失させたり、実質的に低
下させないように選択される）を更に含んでよい。追加成分には、例えば、染料及び染色
剤、芳香剤；アニオン性、カチオン性、非イオン性、両性又は双極性界面活性剤；緩衝液
、マスキング芳香剤、分散剤、安定剤、カチオン性ポリマー、香料、非イオン性ポリマー
、アニオン性ポリマー、複合コアセルベート、複合コアセルベートカプセル、金属塩、ル
イス酸、緩衝剤、粒子状増粘剤、高分子増粘剤、ワックス増粘剤、油、皮膚軟化剤、湿潤
剤、保湿剤、真珠光沢物質、不透明化剤、酵素、懸濁剤、抗菌剤、防腐剤、タンパク質、
ハーブ及び植物抽出物、漂白剤、過酸化物、ポリオール、シリコーン、溶媒、抗体、ｐＨ
緩衝剤を包含するｐＨ調整剤、粘度変性剤、防腐剤、粘度向上剤、ゲル化剤、キレート剤
、酸化剤、還元剤、ＵＶフィルタ、乳化剤、酸化防止剤、潤いを与えコンディショニング
する剤、並びに当業者に周知の他の一般的な補助剤が挙げられる。
【０１８５】
　本発明によると、驚くことに、毛髪染色又は漂白組成物の適用に先立って（好ましくは
、予めすすぐことなく）、該前処理用組成物を毛髪に適用することで、予想していなかっ
た多くの利点が得られるということが分かった。第一に、該前処理用組成物が毛髪上に存
在することで、該組成物を毛髪に適用する際、特に毛髪の長さ方向に沿って適用する際に
、毛髪が余りに早く分離したり、逆にもつれたりすることがないために、染色又は漂白組
成物を容易に適用できる。従って、該組成物をより素早く且つそしてより効率的に適用す
ることができる。第二に、該前処理用組成物は、更に、毛髪染色剤組成物によって皮膚に
染みがつけられるのを防止する。第三に、該前処理用組成物は、染色剤又は漂白組成物を
除去するタイミングを消費者に明らかにするというコンディショニング上の利点を有する
。従って、該前処理方法は、最終コンディショニング工程の必要性を低減させ、これによ
り消費者が処理を完成させるために必要な時間を短縮させる。
【０１８６】
　酸化毛髪染料組成物は、別個の容器として個別包装された構成成分において、酸化染料
、前駆体、及び典型的には適したキャリア中のアンモニアであるアルカリ化剤を含む染料
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構成成分（エマルションは「染料クリーム」又は溶液は「染料液」とも呼ばれる）、並び
に酸化剤（通常は、過酸化水素）を含む過酸化水素構成成分（同様にエマルションは「過
酸化水素クリーム」又は溶液は「過酸化水素液」とも呼ばれる）を含むキットにおいて通
常販売される。消費者は、染料成分及び過酸化水素成分を、使用直前且つ毛髪上への適用
直前に一緒に混合する。本明細書において後述する表に示す処方例を使って、これらの得
られた混合物を説明する。
【０１８７】
　同様に、漂白組成物もまた、典型的には２個又は３個の別個の容器の中に個別包装され
た２つ又は３つの構成成分を含むキットとして通常販売される。第１の構成成分はアンモ
ニウムイオン供給源（例えば、アンモニア）を含み、第２の構成成分は酸化剤を含み、及
び第３（任意）の構成成分は第２の酸化剤を含む。漂白組成物は、上記の組成物を使用直
前に混合することにより得られる。
【０１８８】
　本発明は、各種のパッケージ用及び小出し用器具にて実施してもよい。これらの小出し
用器具は、独立して又は互いに組み合わせて使用できる個別の器具の形態で実現できる。
典型的には、該毛髪染色又は漂白組成物は、使用前に組成物をお互い分離して保存できる
ように、分離した単独又は複数の区画容器に収納される。該組成物は、次に、混合手段に
よって一緒に混合され、次に適用手段によって消費者の毛髪に適用される。
【０１８９】
　本発明で使用することが可能である最も一般的なパッケージング用器具は、顕色剤を、
ボトル、チューブ、エアゾール、又は袋のような容器内に保存すること、及び染料ローシ
ョンを顕色剤容器内の追加の区画内に、又は同一であることができる別個の容器（例えば
、二重袋又はエアゾールシステム）又はボトル及びチューブシステムのような異なる別個
の容器内に個別に保存することを含む。
【０１９０】
　消費者は、顕色剤ローション及び染料ローションを任意の手段にて混合してよい。これ
には、単純に混合用ボウルを使用して、その中へローションを分配し、好ましくは器具な
どの混合手段を用いて混合することが含まれる。あるいは、他のローションの容器内へロ
ーションの１つを追加して（典型的には、染料ローションは顕色剤ローションへ追加され
る）、次に手で振ってかき混ぜるか、又は器具を使って混合してもよい。別のシステムは
、単独の容器又は袋内の染料及び顕色剤ローションの分離隔室間にあるシールの穿孔又は
変位と、続いて容器内又は別個及び／又は追加の容器内にて手動で混合することも含む。
【０１９１】
　このような器具の一例は、いわゆる「ツイスト＆ゴー」器具である。これらの器具によ
って、消費者は、染料を含む容器の底をひねって、連結部分を開き、染料を含むボトルの
底と顕色剤を含むボトルの最上部を接触させることができる。２つの成分は混合され、消
費者は分配用のボトルの可撓性最上部を絞って、製品を分配する。
【０１９２】
　あるいは、より複雑な器具を利用してもよく、それによりローションは分配の動きによ
って混合される。このような複雑なシステムの例は、デュアルエアゾールシステム例えば
、バッグ－イン－カン（bag-in-can）又はピストンである。染料及び顕色剤は、１個の器
具の中にある２個のエアゾール缶に別々に保管され、噴射剤を使って缶又は缶の中のバッ
グ又はピストン内の内容物に圧力を加え、そしてバルブが分配をコントロールする。消費
者がバルブを動かすと、染料及び顕色剤が同時に缶から分配され、製品を毛髪上に分配す
る直前に静的ミキサーによって一緒に混合される。染料対顕色剤の比は、製品の粘度、缶
圧力、又はバルブを通る流路寸法の変更によって操作できる。更に、製品は泡にしたり、
ムース状で送り出すことができる。
【０１９３】
　このような複雑なシステムの別の実施例は、デュアルピストンスクリューシステムを利
用する。染料及び顕色剤は、システム内の別個のピストンシリンダーシステムに保持され
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、消費者がボタンを作動させると、２個のスクリューが回転し、内部のデュアルピストン
がシリンダー内の液体に圧力を加え、従って製品が混合ステーションに移動させられて、
分配用ノズルから出る。染料対顕色剤の比は、包装容器の円筒直径によって操作できる。
更に、混合を手助けするため、直列型静的ミキサーを使用することが可能であり、このよ
うなシステムは完全に使い捨て又は完全に詰め替え可能であることができる。
【０１９４】
　更に別のシステムは、１つ以上の手動ポンプを利用する。製品は、折り畳める袋の中で
予め混合してもよい。消費者がポンプを作動させると、ポンプ内の液体が分配される。手
動で作動させたポンプが直立位置に戻ると、それは製品を折り畳める袋から押し出す。あ
るいは、染料及び顕色剤ローションを毛髪に送達するために２個の袋及び２個のポンプを
使用するデュアルシステムを取り付けることができる。あるいは、２個の袋に接続された
単一ポンプが、ポンプ内に混合箇所を組み込むことによって、製品を送達することができ
る。他の実施例は、製品をポンプシステムと接続するために、剛性ボトル及びディップチ
ューブを使用する。最終的に、ボトル内層がボトル外層から分離してボトル内容物を空に
することができる、層状に剥離するボトルを手動ポンプと組み合わせてを使用することが
可能である。
【０１９５】
　典型的には、これらの複雑なシステムは、製品の向きとは独立して、製品を適用できる
という利点がある。
【０１９６】
　本明細書中にて上述した器具は、毛髪上への製品適用を手助けするための、製品送出及
び／又は適用用具と組み合わせて使用することもできる。又、これらの器具は、容器の１
つ又は櫛やブラシのような別個のアプリケーター器具にノズルが取り付けられているとい
う非常に単純な性質のものであってもよい。このような櫛及びブラシは、素早い且つむら
のないカバレッジ又は根元／ヘアラインのタッチアップ又はハイライト又はストリークに
するかどうかという特定の効果を得るために、用いることができる。あるいは、容器又は
容器の１つには、櫛を取り付けてもよく、又は分配用ノズルに代えて櫛を取り付けてもよ
く、製品は中空の櫛の歯及び櫛の歯に設けられた分配用開口部を通って分配される。櫛の
歯は、製品適用及び特に根元から先端への均一性を向上させるため、櫛の歯に沿った単一
又は複数の開口部と共に提供されてもよい。製品の分配は、例えば、ボトルの層状剥離又
は上述した任意のメカニズムによって容器に加えられた機械的圧力によって行うことがで
きる。該櫛は、例えば、適用を更に容易にするために容器上に取り付けられてもよく、そ
して垂直に（いわゆるバーティコーム（verticomb））又は消費者があらゆる領域にアク
セスできるような角度で取り付けられてもよい。全ての器具は、消費者に毛髪への適用の
ための一連の異なった用具を提供できるように、互いに交換可能になるように設計されて
もよい。
【０１９７】
　適用するための器具は、特定の効果例えば、ハイライト化、例えば、ハイライト化用の
櫛、ブラシ、及び用具並びにハイライト化用キャップの手助けを実現するための器具も含
んでよい。
【０１９８】
　追加の器具の技術を、製品が毛髪内に浸透するのを手助けするために使用することがで
きる。このような技術の例としては、加熱器具、紫外線器具及び超音波器具が挙げられる
。
【０１９９】
　使用方法
　本発明によると、毛髪の染色又は漂白方法は、組成物を毛髪に適用し、好ましくは数分
間混合物を処理した後（毛髪全てへの均一な適用を確実にするため）、色を発現させるた
めに、約２０分未満、好ましくは約１５分未満、より好ましくは約５分から約１０分、最
も好ましくは約１０分の間、該組成物を毛髪上に残留させることから構成される。次に、
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消費者は、彼／彼女の毛髪を水道水で完全にすすいで、乾燥させ、そして毛髪を通常通り
整髪する。これによって、毛髪が元の色から所望する色に変化したことを確認できる。
【０２００】
　本発明の代替的実施形態によれば、毛髪の染色及び／又は漂白方法は、順次の酸化性毛
髪染色又は毛髪漂白の方法であり、少なくとも２つの酸化性毛髪染色又は毛髪漂白処理を
順次行い、各処理間の時間が１～６０日、好ましくは１～４０日、より好ましくは１～２
８日、更により好ましくは１～１４日、最も好ましくは１～７日である工程から構成され
る。このような実施形態においては、頭部に組成物を保持する時間は約２０分未満でもよ
く、好ましくは約１０分未満、最も好ましくは約２分～約５分である。
【０２０１】
　本発明の別の実施形態によれば、染色又は漂白の方法は、少なくとも１つのコンディシ
ョニング剤を含む前処理用組成物を毛髪に適用し、引き続いてすすぐことなく、次に毛髪
染色剤又は漂白組成物を適用する前処理工程から構成される。このような前処理用組成物
は、典型的には、別個の容器に包装されることもある。
【０２０２】
　酸化染料組成物及び漂白組成物中に存在する時、任意のコンディショニング剤が第３の
容器において提供され得る。後者の場合、すべての３つの組成物は使用直前に混合され共
に適用されることができるか、又は第３の容器中の内容物は、他の容器の混合の結果とし
て得られる酸化染料組成物又は漂白組成物の直後の後処置として、（任意のすすぎ工程の
後に）適用され得る。
【０２０３】
　ラジカルスカベンジャーを含む組成物の場合、ラジカルスカベンジャーは染料成分、過
酸化水素成分、前処理用組成物（存在する場合）内に含まれてもよく、又は別個のラジカ
ルスカベンジャー成分（別個に包装される）として含まれてもよい。同様に、漂白組成物
については、ラジカルスカベンジャーは、アンモニウムイオン供給源成分、酸化剤成分、
又は第２の酸化剤成分、前処理用組成物（存在する場合）又は別個のラジカルスカベンジ
ャー成分、又は２種類以上の成分内に含まれてよい。しかし、好ましくは、該ラジカルス
カベンジャーは、染料成分内に含まれる。典型的には、前処理用組成物を適用中又は適用
後で、毛髪染色剤又は漂白組成物の適用前に、該ラジカルスカベンジャーが、毛髪に適用
される。あるいは、該ラジカルスカベンジャーは、染料又は酸化剤成分と共に混合される
。
【０２０４】
　本発明の別の実施形態では、該キットは、ある種の染料（例えば、主たる染料成分内で
安定していないカチオン性アゾ染料）のような他の感応材料を含む別個の構成要素を含ん
でもよい。
【０２０５】
　以上に記載されたキットは、当該技術分野において周知であり、各容器内の組成物は、
標準的手法のいずれか１つを使用して製造でき、これらには、ａ）「水中油型」プロセス
、ｂ）「転相」プロセス、及びｃ）「１ポット」プロセスが挙げられる。
【０２０６】
　例えば、「１ポット」プロセスにおいては、ポリマー及びキレート剤が水に事前に溶か
され、脂肪質が追加され、次に組成物全体が約７０～８０度まで加熱される。次にエマル
ションにする場合には、冷却をコントロールし、所望によりせん断工程を施すことで、最
終構造化生成物を形成する。ペルオキシモノカーボネートイオン類、ラジカルスカベンジ
ャー類の供給源を提供する物質及びアンモニア、そして所望により溶媒、染料を追加し、
且つｐＨ調製することで、染料クリームの調製プロセスが完成する。
【０２０７】
　アクリレートポリマー類を含む溶液の場合、これらは過酸化水素成分内へ配合される。
グリコール溶媒及び脂肪成分は、染料成分内に配合される。組成物の使用前に染料及び過
酸化水素成分が一緒に混合され、ポリマーのアクリル酸基がｐＨ上昇と共に脱プロトン化
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を形成する、これら毛髪染色用２元水性組成物の製造についての更なる詳細は、米国特許
第５，３７６，１４６号（キャスパーソン（Casperson）ら）及び同第５，３９３，３０
５号（コーエン（Cohen）ら）に見ることができる。
【０２０８】
　本発明の組成物は、米国特許第６，１５６，０７６号及び同６，１０６，５７８号に記
載されているように、ポリエーテルポリウレタンを増粘剤（例えば、アキュリン（Aculyn
）（登録商標）４６）として含む２元水性組成物として調合することもできる。
【実施例】
【０２０９】
　次の例は、本発明の酸化性染料組成物及びその製造方法を示す。
【０２１０】
【表２】

【０２１１】
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【０２１２】
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【表４】

【０２１３】
　前処理用組成物例
　次の前処理用組成物１～６は、水を８０℃まで加熱後、グルタミン酸及びステアルアミ
ドプロピルジメチルアミン及び脂肪族アルコール類、ＥＤＴＡ及びベンジルアルコールを
加えて、混合することにより調製した。次に、該混合物を相転移未満まで冷却し、追加成
分を加え、そして次に３０℃まで冷却した。次に該混合物をシルバーソン（Silverson）
ＳＬ２にて３分間挽いた。
【０２１４】
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【表５】

【０２１５】
　ＡＲ５００回転レオメーター（ＴＡインスツルメンツ社（TA Instruments Ltd.））（
イギリス、サレイ（Surrey）レザーヘッド（Leatherhead）ＫＴ２２　７ＵＱ）を用いて
、前処理用組成物の粘度を測定する。本測定は、２６．７℃にて、５０μｍ（ミクロン）
のギャップを設けた４ｃｍ２°スチールコーン測定システムを用い、０．５～１０００１
／ｓの剪断速度にて１分間以上、プログラムによって実施し、各測定ごとに１０個のデー
タを記録する。これらのデータを使用して、物質の剪断速度対剪断応力曲線を創出する。
プロットしたグラフ上の８５０ｓ-1において得られた値を記録する。
【０２１６】
　上記に例示された前処理用組成物は、濡れた又は乾いた（好ましくは乾いた）毛髪に適
用されてよい。使用直前に、染料成分及び酸化剤成分は一緒に混合される。得られる混合
物は、次に毛髪に適用される。消費者が以前にその毛髪を染色したことがなかったり、彼
らがその毛髪色を以前の色から変えようとする場合、製品を根元から始まって先端で終わ
るまで毛髪中に揉み込み（いわゆる「頭部全体への適用（full head application）」、
混合物は毛髪全体に適用される。一旦該適用が完了したら、更に６～１５分（好ましくは
、１０分）の時間放置して、色を顕色させる。次に、染料がそれ以上落ちないようになる
まで、製品を暖かい水で毛髪からすすぎ洗いする。次に、所望によりコンディショナー製
品を適用することができる。
【０２１７】
　消費者が同一色で染色する場合（いわゆる「根元タッチアップ適用（root touch up ap
plication）」、染料成分及び酸化剤成分を混合した後、混合物の一部を最初に毛髪の根
元に適用する。一旦、根元への適用が完了したら、５～９分間放置して、色を顕色させる
。残った混合物は、次に、毛髪の残りの部分に適用し、更に（適用完了後）１～１０分間
放置して、色を顕色させる。好ましくは、顕色のための許容総時間は１０分以下である。
顕色のための時間が経過したら、「頭部全体への適用（full head application）」で上
述したように、製品を毛髪からすすぎ洗いする。
【０２１８】
　前処理組成物が使用されている場合、この組成物を最初に乾燥した毛髪に適用する。上
述の「頭部全体への適用（full head application）」又は「根元タッチアップ適用（roo
t touch up application）」が使用される場合でも、前処理組成物は、すすぎ洗いされる
ことなく、毛髪上に残される。前処理が効果的なコンディショナーの場合、消費者は指示
内容から最終の別個のコンディショニング処理を無視することができる。これにより、手
順を簡素化でき、処理全体をより手短に行える。
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