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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　次の成分（Ａ）および（Ｂ）；
　（Ａ）下記一般式（１）
【化１】

　［式中、Ｒ１およびＲ２は、同一でも異なってもよく、炭素数が１～４のアルキル基、
　　炭素数が５～１２のシクロアルキル基およびアリール基よりなる群から選ばれる
　　１または２以上の基で置換されていてもよい、炭素数が１～１８のアルキル基を
　　示す］
　　で表されるベンゾトリアゾール型紫外線吸収剤
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　（Ｂ）グリセリンの平均重合度が５以上のポリグリセリンモノアルキルエステル
を含有することを特徴とする紫外線吸収剤水分散組成物。
【請求項２】
　成分（Ａ）の平均粒子径が１０ｎｍ～２０００ｎｍである請求項１記載の紫外線吸収剤
水分散組成物。
【請求項３】
　成分（Ａ）の前記一般式（１）中のＲ１およびＲ２が、ともに１，１，３，３－テトラ
メチルブチル基である請求項１または２に記載の紫外線吸収剤水分散組成物。
【請求項４】
　成分（Ａ）の含有量が１０～５０質量％である請求項１ないし３のいずれかの項記載の
紫外線吸収剤水分散組成物。
【請求項５】
　成分（Ｂ）のＨＬＢが１４．５以上である請求項１ないし４のいずれかの項記載の紫外
線吸収剤水分散組成物。
【請求項６】
　ＨＬＢが１４．５以上である成分（Ｂ）が、カプリン酸デカグリセリルまたはラウリン
酸デカグリセリルである請求項５記載の紫外線吸収剤水分散組成物。
【請求項７】
　成分（Ａ）の含有量に対する成分（Ｂ）の含有量の質量比率が０．０５～０．５である
請求項１ないし６のいずれかの項記載の紫外線吸収剤水分散組成物。
【請求項８】
　請求項１ないし７のいずれかの項記載の紫外線吸収剤水分散組成物を含有する化粧料。
【請求項９】
　さらに、メトキシケイヒ酸オクチルを含有するものである請求項８記載の化粧料。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、紫外線吸収剤水分散組成物に関し、さらに詳細には、耐塩性に優れ、塩の存
在下においても、ベンゾトリアゾール型紫外線吸収剤の凝集を抑制し、分散状態を安定的
に維持することが可能な紫外線吸収剤水分散組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　紫外線は、オゾン層にカットされる２００～２８０ｎｍのＵＶ－Ｃ領域、暴露により皮
膚が赤くなる所謂サンバーンを引き起こす２８０～３２０ｎｍのＵＶ－Ｂ領域、赤みが引
いた後の黒化現象を起こす３２０～４００ｎｍのＵＶ－Ａ領域に大きく分類することがで
きる。上述したＵＶ－Ａ、Ｂの肌への有害性だけではなく、最近の研究ではＵＶ－Ａが、
色素沈着、ドライスキン、肌荒れ、皮膚のたるみにも何らかの影響を及ぼしていると言わ
れ、紫外線の有害性が広く認知されてきている。さらに、オゾン層の破壊など環境的要因
も加味され、化粧料に対する紫外線防御機能の要求が高まっている。
【０００３】
　しかしながら、化粧料に配合される紫外線防御剤のうち、有機系紫外線吸収剤は一般に
、（１）化粧品に汎用される油剤、特にシリコーン類への溶解性に劣る、（２）べたつき
があり使用感が好ましくない、（３）光安定性に劣る、（４）経時的に変色や変臭を生じ
るなどの問題点がある。一方、無機系紫外線散乱剤である微粒子酸化チタンや微粒子酸化
亜鉛は、（１）使用性が悪くなる、（２）塗布時に白くなる、（３）光触媒作用を有して
いるなどの問題点があるため、化粧料への配合量が限定されていた。さらに、単一の紫外
線防御剤のみでＵＶ－ＡおよびＢの領域を広く防御する紫外線防御剤がほとんどないのが
実情であった。
【０００４】
　このような状況下、光安定性に優れ、広範囲な紫外線吸収スペクトルを有する、化粧料
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に汎用される水や油剤に対して不溶性のベンゾトリアゾール型紫外線吸収剤の製造方法が
報告された（特許文献１）。またこれをアルキルポリグルコシドまたはそのエステルの存
在下にて、水相成分中に好適な紫外線防御能を示す平均粒子径まで微細化し、処方設計に
おける簡便性を向上する技術が開示されており（特許文献２）、この技術による製品が既
に市販されている（ＴＩＮＯＳＯＲＢ（登録商標）Ｍ：Ｃｉｂａ（チバ社））。
【０００５】
　しかしながら、一般的に化粧料には、アミノ酸、キレート剤、緩衝剤などに代表される
塩が配合され、特に油中水型乳化化粧料では、乳化安定性を向上させるため、硫酸マグネ
シウムや塩化ナトリウムなどの塩を処方中に配合する場合が多いが、この技術では、塩の
配合によりベンゾトリアゾール型紫外線吸収剤が凝集し、紫外線防御効果が低下するとい
う欠点があった。
【０００６】
　また、親水性ブロックと疎水性ブロックからなる両親媒性コポリマーを使用した分散体
も開示されている（特許文献３）が、この両親媒性コポリマーも耐塩性に優れた分散剤で
はないため、塩の配合によりベンゾトリアゾール型紫外線吸収剤が凝集し、紫外線防御効
果が低下するという欠点が考えられた。
【０００７】
【特許文献１】特開平０４－２９０８７７号公報
【特許文献２】特表２０００－５０１０６４号公報
【特許文献３】特開２００３－１３７７１９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　したがって、塩を配合しても、光安定性が高く広範囲な紫外線吸収スペクトルを有する
ベンゾトリアゾール型紫外線吸収剤が凝集することなく、微細化した状態で安定に分散さ
せることができ、その紫外線防御効果を有効に発揮することが可能な技術の開発が求めら
れていた。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　出願人は、上記課題を解決すべく鋭意検討を行った結果、ベンゾトリアゾール型紫外線
吸収剤を、平均重合度が５以上のポリグリセリンモノアルキルエステルにより水中に分散
させることによって、塩の存在下でも、ベンゾトリアゾール型紫外線吸収剤が凝集するこ
と無く、微粒子化した状態で安定に存在することを見出し、本発明を完成するに至った。
【００１０】
　すなわち本発明は、
　次の成分（Ａ）および（Ｂ）；
　（Ａ）下記一般式（１）
【化２】

　［式中、Ｒ１およびＲ２は、同一でも異なってもよく、炭素数が１～４のアルキル基、
　　炭素数が５～１２のシクロアルキル基およびアリール基よりなる群から選ばれる
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　　１または２以上の基で置換されていてもよい、炭素数が１～１８のアルキル基を
　　示す］
　　で表されるベンゾトリアゾール型紫外線吸収剤
　（Ｂ）グリセリンの平均重合度が５以上のポリグリセリンモノアルキルエステル
を含有することを特徴とする紫外線吸収剤水分散組成物である。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の水分散組成物は、塩の存在下においてもベンゾトリアゾール型紫外線吸収剤が
凝集することなく微粒子化した状態で安定に分散できるため、処方設計上の自由度が高く
様々な処方の化粧料に配合することができ、優れた紫外線防御効果を付与することが可能
なものである。さらに、化粧料中に含有する色素の光による退色を防止し、色調を維持す
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　本発明に用いられる成分（Ａ）は下記式（１）で表されるベンゾトリアゾール型紫外線
吸収剤である。
【化３】

【００１３】
　式中、Ｒ１およびＲ２は、同一でも異なってもよく、炭素数が１～４のアルキル基、炭
素数が５～１２のシクロアルキル基およびアリール基よりなる群から選ばれる１または２
以上の基で置換されていてもよい、炭素数が１～１８のアルキル基を示す。
【００１４】
　上記ベンゾトリアゾール型紫外線吸収剤は、公知のメチレンビス（ヒドロキシフェニル
－ベンゾトリアゾール）誘導体であり、例えば、米国特許第５２３７０７１号明細書、米
国特許第５１６６３５５号明細書、特開平０４－２９０８７７号公報等に記載の製造方法
により製造することができる。
【００１５】
　上記式（１）中のＲ１とＲ２は、炭素原子数が１～１８の直鎖状または分枝状のアルキ
ル基であり、例えば、メチル基、エチル基、ｎ－プロピル基、イソプロピル基、ｎ－ブチ
ル基、ｔｅｒｔ－ブチル基、ｔｅｒｔ－オクチル基、ｎ－アミル基、ｎ－ヘキシル基、ｎ
－ヘプチル基、ｎ－オクチル基、イソ－オクチル基、ｎ－ノニル基、ｎ－デシル基、ｎ－
ウンデシル基、ｎ－ドデシル基、テトラメチルブチル基、テトラデシル基、ヘキシルデシ
ル基、オクタデシル基等が挙げられる。また、これらの炭素原子数が１～１８のアルキル
基は、炭素数が１～４のアルキル基、炭素数が５～１２のシクロアルキル基およびアリー
ル基よりなる群から選ばれる１または２以上の置換基で置換されていてもよい。炭素原子
数が５～１２のシクロアルキル基としては、例えば、シクロペンチル基、シクロヘキシル
基、シクロオクチル基等が挙げられ、また、同アリール基としては、例えば、フェニル基
、ベンジル基等が挙げられる。
【００１６】
　これらの中でも、Ｒ１とＲ２が、同一であり、かつ、これらの基が、共に、メチル基、
１，１，３，３－テトラメチルブチル基、または、ｔｅｒｔ－ブチル基であることが好適
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であり、Ｒ１とＲ２が、共に、１，１，３，３－テトラメチルブチル基であることが、極
めて好適である。この極めて好適な、２，２’－メチレンビス〔６－（２Ｈ－ベンゾトリ
アゾール－２－イル）－４－（１，１，３，３－テトラメチルブチル）フェノール〕は、
上記米国特許第５２３７０７１号明細書のＥＸＡＭＰＬＥ１および特開平０４－２９０８
７７号公報の実施例１～３等に記載の方法に従って製造することができる。
【００１７】
　また本発明に用いる成分（Ｂ）は、グリセリンの平均重合度が５以上のポリグリセリン
モノアルキルエステルである。具体的には、カプリン酸デカグリセリル、ラウリン酸デカ
グリセリル、ミリスチン酸デカグリセリル、オレイン酸デカグリセリル、ステアリン酸デ
カグリセリル、イソステアリン酸デカグリセリル、カプリン酸ヘキサグリセリル、ラウリ
ン酸ヘキサグリセリル、ミリスチン酸ヘキサグリセリル、オレイン酸ヘキサグリセリル、
ステアリン酸ヘキサグリセリル、イソステアリン酸ヘキサグリセリル、カプリン酸ペンタ
グリセリル、ラウリン酸ペンタグリセリル、ミリスチン酸ペンタグリセリル、オレイン酸
ペンタグリセリル、ステアリン酸ペンタグリセリル、イソステアリン酸ペンタグリセリル
などが例示できる。
【００１８】
　カプリン酸デカグリセリルの市販品としては、サンソフトＱ－１０Ｙ、Ｑ－１０Ｓ（太
陽化学社製）が挙げられ、ラウリン酸デカグリセリルの市販品としては、サンソフトＱ－
１２Ｙ、Ｑ－１２Ｓ、Ｍ－１２Ｊ(太陽化学社製）、ＮＩＫＫＯＬ　Ｄｅｃａｇｌｙｎ　
１－Ｌ（日光ケミカルズ社製）、リョートーポリグリエステルＬ－１０Ｄ、Ｌ－７Ｄ（三
菱化学フーズ社製）等が例示できる。また、ミリスチン酸デカグリセリルの市販品として
は、サンソフトＱ－１４Ｙ、Ｑ－１４Ｓ（太陽化学社製）、ＮＩＫＫＯＬ　Ｄｅｃａｇｌ
ｙｎ　１－Ｍ（日光ケミカルズ社製）、リョートーポリグリエステルＭ－１０Ｄ、Ｍ－７
Ｄ（三菱化学フーズ社製）等が例示できる。
【００１９】
　ステアリン酸デカグリセリルの市販品としては、サンソフトＱ－１８Ｙ、Ｑ－１８Ｓ（
太陽化学社製）、ＮＩＫＫＯＬ　Ｄｅｃａｇｌｙｎ　１－ＳＶ（日光ケミカルズ社製）、
リョートーポリグリエステルＳ－１５Ｄ（三菱化学フーズ社製）が挙げられ、カプリン酸
ヘキサグリセリルの市販品としては、サンソフトＱ－８１Ｆ（太陽化学社製）が挙げられ
る。またラウリン酸ヘキサグリセリルの市販品としては、ＮＩＫＫＯＬ　Ｈｅｘａｇｌｙ
ｎ　１－Ｌ（日光ケミカルズ社製）、グリサーフ６ＭＬ（青木油脂工業社製）、ユニグリ
ＧＬ－１０６（日本油脂社製）等が挙げらる。
【００２０】
　ミリスチン酸ヘキサグリセリルの市販品としては、ＮＩＫＫＯＬ　Ｈｅｘａｇｌｙｎ　
１－Ｍ（日光ケミカルズ社製）が、ラウリン酸ヘキサグリセリルの市販品としては、ＮＩ
ＫＫＯＬ　Ｈｅｘａｇｌｙｎ　１－ＯＶ（日光ケミカルズ社製）が、ステアリン酸ヘキサ
グリセリルの市販品としては、ＮＩＫＫＯＬ　Ｈｅｘａｇｌｙｎ　１－ＳＶ（日光ケミカ
ルズ社製）、ＥＭＡＬＥＸＭＳＧ－６Ｋ（日本エマルジョン社製）が、イソステアリン酸
ヘキサグリセリルの市販品としては、マツネートＭＩ－６１０（マツモトファインケミカ
ル社製）が例示できる。さらに、カプリン酸ペンタグリセリルとしては、サンソフトＡ－
１０Ｅが、ラウリン酸ペンタグリセリルとしては、サンソフトＡ１２Ｅ，Ａ－１２１Ｅが
、ミリスチン酸ペンタグリセリルとしては、サンソフトＡ１４Ｅ，Ａ－１４１Ｅが、オレ
イン酸ペンタグリセリルとしては、サンソフトＡ－１７Ｅ，Ａ－１７１Ｅが、ステアリン
酸ペンタグリセリルとしては、サンソフトＡ－１８Ｅ，Ａ－１８１Ｅが、イソステアリン
酸ペンタグリセリルとしては、サンソフトＡ－１９Ｅ（いずれも太陽化学社製）がそれぞ
れ例示できる。
【００２１】
　これらの中でも、ＨＬＢが１４．５以上のものが好ましく、さらにＨＬＢが１５以上の
ものが好ましい。ＨＬＢが１４．５未満では水相成分へのベンゾトリアゾール型紫外線吸
収剤の分散時間に長時間を要する場合がある。ＨＬＢが１４．５以上の平均重合度が５以
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上のポリグリセリンモノアルキルエステルとしては、カプリン酸デカグリセリル、ラウリ
ン酸デカグリセリル、ミリスチン酸デカグリセリル、オレイン酸デカグリセリル、ステア
リン酸デカグリセリル、イソステアリン酸デカグリセリル、ラウリン酸ヘキサグリセリル
、ラウリン酸ペンタグリセリル、ミリスチン酸ペンタグリセリル、ステアリン酸ペンタグ
リセリル、オレイン酸ペンタグリセリルが挙げられ、ＨＬＢ１５以上のものとしては、カ
プリン酸デカグリセリル、ラウリン酸デカグリセリルが例示される。
【００２２】
　成分（Ａ）の紫外線吸収剤水分散組成物中の配合量は、１０～５０質量％（以下、単に
「％」で示す）が好ましく、より好ましくは、３０～５０％である。１０％未満では、マ
スターバッチ（中間原料）として化粧料に配合する際に、紫外線防止効果を発揮できる十
分な量を配合できない場合があり、５０％よりも多いと、微粒子化するのに多量の成分（
Ｂ）のポリグリセリンモノアルキルエステルを必要とするため、化粧料に配合した際、化
粧膜が汗や皮脂等に対し流れやすくなる場合がある。
【００２３】
　また成分（Ａ）の含有量に対する成分（Ｂ）の含有量の質量比率は、０．０５～０．５
（成分（Ｂ）／成分（Ａ））が好ましく、より好ましくは０．１～０．３である。０．０
５未満では、紫外線吸収剤を最適な粒子径まで分散できない場合があり、０．５よりも大
きいと、化粧料に配合した際、化粧膜が汗や皮脂等に対し流れやすくなる場合がある。
【００２４】
　本発明の紫外線吸収剤水分散組成物は、上記成分（Ａ）が、分散剤として作用する成分
（Ｂ）により分散媒である水に分散して存在するものであり、この水としては、精製水、
温泉水、深層水、リンゴ水、梅果実水等の植物から抽出した植物抽出水等が含まれる。ま
た、水には本発明の効果を損なわない範囲において、エタノール、イソプロパノールなど
のアルコール類、グリセリン、ジグリセリン、１，５－ペンタンジオール、１，３－プロ
パンジオール、１，３－ブチレングリコール、１，２－ペンタンジオール、１，６－ヘキ
サンジオール、エチレングリコール、ジエチレングリコール、ジプロピレングリコール、
プロピレングリコールなどの多価アルコール、グルコース、トレハロース、マルトース等
の糖、マンニトール、ソルビトール等の糖アルコール、メチルパラベン、フェノキシエタ
ノールなどの防腐剤等の水性成分が含まれていてもよい。
【００２５】
　本発明の紫外線吸収剤水分散組成物の製造は、上記成分（Ａ）、（Ｂ）および水を混合
し、これを常法に従って均一に分散・破砕処理することにより得ることができ、使用でき
る分散装置としては、例えば、２本ロールミル、３本ロールミル、ボールミル、サンドミ
ル、バケットミル、ホモミキサー、縦型ビーズミル、横型ビーズミル、ピン付きビーズミ
ル、コロイドミル、アトライター、超高圧型ホモジナイザー、超音波分散機等が挙げられ
る。
【００２６】
　分散処理後の成分（Ａ）の平均粒子径は、１０～２０００ｎｍが好ましく、より好まし
くは、２０～１５００ｎｍであり、特に好ましくは５０～１０００ｎｍの範囲である。１
０ｎｍ未満では、ＵＶ－Ａ領域の吸収が低下する場合があり、２０００ｎｍよりも大きい
と、紫外線防止効果が低下したり、経時的に凝集、沈降が生じる場合がある。なお、本明
細書において平均粒子径とは、粒度分布測定機（コールターＮ４　ＰＬＵＳ；ベックマン
コールター社製）により測定した平均粒子径を意味する。
【００２７】
　かくして得られた紫外線吸収剤水分散組成物は、耐塩性に優れ、ベンゾトリアゾール型
紫外線吸収剤が安定して分散されたものであるため、種々の化粧料に配合し、その紫外線
防御効果を付与することができる。本発明の紫外線吸収剤水分散組成物の化粧料に対する
配合量は、化粧料中の成分（Ａ）のベンゾトリアゾール型紫外線吸収剤の含有量が固形分
換算で０．１～１０％となる量であることが、化粧料としての使用性が良好で、紫外線防
御効果に優れるという点で好ましい。
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【００２８】
　本発明の化粧料には、必要に応じて通常化粧料に配合される成分を適宜配合することが
できる。例えば、ワセリン、ラノリン、セレシン、マイクロクリスタリンワックス、カル
ナウバロウ、キャンデリラロウ、高級脂肪酸、高級アルコールなどの固形・半固形油分，
スクワラン、流動パラフィン、エステル油、ジグリセライド、トリグリセライド、シリコ
ーン油、オリーブ油、アボガド油、ミンク油などの流動油分，パーフルオロポリエーテル
、パーフルオロデカリン、パーフルオロオクタンなどのフッ素系油剤，水溶性および油溶
性ポリマー、界面活性剤、多価アルコール、糖類、金属石けん、レシチン、アミノ酸、コ
ラーゲン、無機及び有機顔料、各種表面処理粉体、タール色素・天然色素など色剤、エタ
ノール、防腐剤、酸化防止剤、増粘剤、ＰＨ調整剤、香料、紫外線吸収剤、保湿剤、血行
促進剤、冷感剤、殺菌剤、皮膚賦活剤、水などを本発明の効果を損なわない範囲内で配合
可能である。
【００２９】
　その中でも、特に、紫外線吸収剤としてメトキシケイヒ酸オクチルを成分（Ａ）と併用
することにより相乗的な紫外線防止効果を得ることができる。このメトキシケイヒ酸オク
チルは、淡黄色の透明な液体でわずかに特異臭があり化粧品に使用される汎用的なＵＶ－
Ｂの吸収剤であり、パルソールＭＣＸ（ＤＳＭニュートリション社製）、ユビナールＭＣ
－８０（ＢＡＳＦ社製）、ノムコートＴＡＢ（日清オイリオ社製）等の市販品を使用する
ことができる。さらに、化粧料中に色剤を含有する場合、光による色剤の退色を防止し、
良好な外観を維持することができる。
【００３０】
　また本発明の化粧料は、その剤形や製品形態が特に限定されるものではなく、油中水型
、水中油型、水分散型、粉体型等の剤形とすることができ、また製品形態としては、洗顔
フォーム・クリーム、クレンジング、マッサージクリーム、パック、化粧水、乳液、クリ
ーム、美容液、化粧下地、日焼け止めなどの皮膚用化粧料、ファンデーション、白粉、ア
イシャドウ、アイライナー、マスカラ、アイブロウ、コンシーラー、口紅、リップクリー
ム等の仕上げ用化粧料、ヘアミスト、シャンプー、リンス、トリートメント、ヘアトニッ
ク、ヘアクリーム、ポマード、チック、液体整髪料、セットローション、ヘアスプレー、
染毛料等の頭髪用化粧料などを例示することができる。この中でも、日焼け止め、ファン
デーション、化粧下地等が本発明の効果が発揮されやすい化粧料である。
【実施例】
【００３１】
　以下、本発明を実施例等により詳細に説明する。ただし、これらはあくまで例示であり
、本発明の技術的範囲がこれらにより、限定的に解釈されるものではない。
【００３２】
製　造　例　１
　　ベンゾトリアゾール型紫外線吸収剤（２，２’－メチレンビス〔６－（２Ｈ－ベ
　　ンゾトリアゾール－２－イル）－４－（１，１，３，３－テトラメチルブチル）
　　フェノール〕の製造：
　１．５ｂａｒ過圧で試験され、気体吸入チューブ、受け用フラスコをもつ降下冷却器及
び真空ポンプへの冷却トラップをもつ真空接続チューブを備え付けた０．７５ｌの二重ジ
ャケットフラスコ（double-jacket flask)に、３２３．２ｇ（１．０モル）の４－（１，
１，３，３－テトラメチル）ブチル－６－ベンゾトリアゾール－２－イルフェノールおよ
び１６．５ｇ（０．５５モル）のパラホルムアルデヒドを入れた。　
【００３３】
　２０ｍｂａｒにフラスコを排気し、封じた後、混合物を１２０℃のジャケット温度で溶
融し、その結果、圧力は約２７０ｍｂａｒに上がった。その後、２４．８ｇ（０．５５モ
ル）の気体状ジメチルアミンを容易に攪拌できる溶融物に１００～１０５℃、３０分かけ
て混入した。最終圧力は９００～１０００ｍｂａｒに上がる。反応混合物を１３５℃に加
熱し、この温度で２ないし４時間、１８００ｍｂａｒに高められた圧力で攪拌する。９０
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℃に冷却後、未反応アミンと一緒に反応水を、減圧し及び、１３０℃に加熱することによ
り除去した。圧力は窒素でゆるめ、次いで２．２ｇ（０．０４モル）のナトリウムメチレ
ートを触媒として反応塊に添加し、２００ｍｂａｒの減圧にした後、素早く２００℃に加
熱した。
【００３４】
　約１４５～１５５℃からジメチルアミンの分離が観察された。２００℃及び約２００ｍ
ｂａｒで２ないし４時間攪拌した後、脱アミン反応は終り、反応が完了した。２００ｇの
キシレン混合物に溶融物を溶解した後、アルカリ触媒を３．２ｍｌのギ酸（８５％）で中
和し、溶液を１３０℃でろ過することにより不純物を除去し、ろ液を７５ｇのキシレン混
合物で洗浄した。約０℃に冷却することにより結晶化した。
【００３５】
　粘性懸濁液を吸引ろ過し、１００ｇのキシレン混合物で洗浄し、生成物を１２０℃の真
空乾燥オーブン中で乾燥して、２，２’－メチレンビス〔６－（２Ｈ－ベンゾトリアゾー
ル－２－イル）－４－（１，１，３，３－テトラメチルブチル）フェノール〕を得た。収
量：黄色粉末の形態で２９４ｇの生成物（消費されたベンゾトリアゾリルフェノールに基
づいて理論値の８９．３％）、融点１９７．６℃、４５０ｎｍで透過（クロロホルム中５
％）：９６．４％５００ｎｍで透過：９７．７％。
【００３６】
実　施　例　１
　２００ｍＬ容ビーカーに精製水５２ｇ、ラウリン酸デカグリセリル８ｇ（ＨＬＢ：１５
．５）を加え混合した。これをディスパーミキサー（ＬＲ－１型；みづほ工業社製）に投
入し撹拌しながら、製造例１で得られた２，２’－メチレンビス〔６－（２Ｈ－ベンゾト
リアゾール－２－イル）－４－（１，１，３，３－テトラメチルブチル）フェノール〕を
４０ｇ加え、５分間撹拌した。次いで、φ１．０ｍｍジルコニアビーズ２００ｇを加え、
サンドミル（ペイントコンディショナー；レッドデビル社製）により１２０分間分散・破
砕処理し、２，２’－メチレンビス〔６－（２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２－イル）－４
－（１，１，３，３－テトラメチルブチル）フェノール〕の水分散組成物を得た。
【００３７】
実　施　例　２
　２００ｍＬ容ビーカーに精製水７８ｇ、ラウリン酸デカグリセリル２ｇ（ＨＬＢ：１５
．５）を加え混合した。これをディスパーミキサーに投入し撹拌しながら、製造例１で得
られた製造例１で得られた２，２’－メチレンビス〔６－（２Ｈ－ベンゾトリアゾール－
２－イル）－４－（１，１，３，３－テトラメチルブチル）フェノール〕を２０ｇ加えデ
ィスパーミキサーにて５分間撹拌した。次いで、φ１．０ｍｍジルコニアビーズ２００ｇ
を加え、サンドミルにより１２０分間分散・破砕処理し、水分散組成物を得た。
【００３８】
実　施　例　３
　２００ｍＬ容ビーカーに精製水８９．５ｇ、ラウリン酸デカグリセリル０．５ｇ（ＨＬ
Ｂ：１５．５）を加え混合した。これをディスパーミキサーに投入し、撹拌しながら、製
造例１で得られた２，２’－メチレンビス〔６－（２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２－イル
）－４－（１，１，３，３－テトラメチルブチル）フェノール〕を１０ｇ加え５分間撹拌
した。次いで、φ１．０ｍｍジルコニアビーズ２００ｇを加え、サンドミルにて１２０分
間分散・破砕処理し水分散組成物を得た。
【００３９】
実　施　例　４
　２００ｍＬ容ビーカーに精製水４５ｇ、カプリン酸デカグリセリル１０ｇ（ＨＬＢ：１
６．５）を加え混合した。これをディスパーミキサーに投入した。撹拌しながら、製造例
１で得られた２，２’－メチレンビス〔６－（２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２－イル）－
４－（１，１，３，３－テトラメチルブチル）フェノール〕を４５ｇ加え５分間撹拌した
。次いで、φ１．０ｍｍジルコニアビーズ２００ｇを加え、サンドミルにて１２０分間分
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散・破砕処理し水分散組成物を得た。
【００４０】
実　施　例　５
　２００ｍＬ容ビーカーに精製水６２ｇ、ラウリン酸ペンタグリセリル８ｇ（ＨＬＢ：１
４．５）を加え混合した。これをディスパーミキサーに投入し、撹拌しながら、製造例１
で得られた２，２’－メチレンビス〔６－（２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２－イル）－４
－（１，１，３，３－テトラメチルブチル）フェノール〕を３０ｇ加え５分間撹拌した。
次いで、φ１．０ｍｍジルコニアビーズ２００ｇを加え、サンドミルにて１２０分間分散
・破砕処理し水分散組成物を得た。
【００４１】
比　較　例　１
　２００ｍＬ容ビーカーに精製水５２ｇ、デシルグルコシド８ｇ加え混合した。これをデ
ィスパーミキサーに投入し、撹拌しながら、製造例１で得られた２，２’－メチレンビス
〔６－（２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２－イル）－４－（１，１，３，３－テトラメチル
ブチル）フェノール〕４０ｇ加え５分間撹拌した。次いで、φ１．０ｍｍジルコニアビー
ズ２００ｇを加え、サンドミルにて１２０分間分散・破砕処理し水分散組成物を得た。
【００４２】
比　較　例　２
　２００ｍＬ容ビーカーに精製水５２ｇ、ポリソルベート２０　８ｇ（ＨＬＢ：１６．７
）加え混合した。これをディスパーミキサーに投入し、撹拌しながら製造例１で得られた
２，２’－メチレンビス〔６－（２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２－イル）－４－（１，１
，３，３－テトラメチルブチル）フェノール〕を４０ｇ加え５分間撹拌した。次いで、φ
１．０ｍｍジルコニアビーズ２００ｇを加え、サンドミルにて１２０分間分散・破砕処理
し水分散組成物を得た。
【００４３】
比　較　例　３
　２００ｍＬ容ビーカーに精製水５２ｇ、ポリソルベート８０　８ｇ（ＨＬＢ：１５．０
）加え混合した。これをディスパーミキサーに投入し、撹拌しながら製造例１で得られた
２，２’－メチレンビス〔６－（２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２－イル）－４－（１，１
，３，３－テトラメチルブチル）フェノール〕を４０ｇ加え５分間撹拌した。次いで、φ
１．０ｍｍジルコニアビーズ２００ｇを加え、サンドミルにて１２０分間分散・破砕処理
し水分散組成物を得た。
【００４４】
比　較　例　４
　２００ｍＬ容ビーカーに精製水５２ｇ、ジイソステアリン酸デカグリセリル８ｇ（ＨＬ
Ｂ：１１．１）加え混合した。これをディスパーミキサーに投入し撹拌しながら、製造例
１で得られた２，２’－メチレンビス〔６－（２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２－イル）－
４－（１，１，３，３－テトラメチルブチル）フェノール〕を４０ｇ加え５分間撹拌した
。次いで、φ１．０ｍｍジルコニアビーズ２００ｇを加えサンドミルにて１２０分間分散
・破砕処理し、水分散組成物を得た。
【００４５】
比　較　例　５
　２００ｍＬ容ビーカーに精製水５２ｇ、ジラウリン酸デカグリセリル８ｇ（ＨＬＢ：１
２．０）を加え混合した。これをディスパーミキサーに投入し撹拌しながら、製造例１で
得られた２，２’－メチレンビス〔６－（２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２－イル）－４－
（１，１，３，３－テトラメチルブチル）フェノール〕を４０ｇ加えディスパーミキサー
にて５分間撹拌した。次いで、φ１．０ｍｍジルコニアビーズ２００ｇを加えサンドミル
にて１２０分間分散・破砕処理し、水分散組成物を得た。
【００４６】
試　験　例　１
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　　平均粒子径の測定：
　実施例１～５および比較例１～５で得られた水分散組成物を５０℃にて１ヶ月間保管し
２，２’－メチレンビス〔６－（２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２－イル）－４－（１，１
，３，３－テトラメチルブチル）フェノール〕濃度が０．０１％になるよう精製水にて希
釈し、粒度分布測定機（コールターＮ４ＰＬＵＳ；ベックマンコールター社製）にて平均
粒子径（Ｄ５０）を測定した。結果を表１に示す。
【００４７】
試　験　例　２
　　安定性試験：
　実施例１～５および比較例１～５で得られた水分散組成物を５０℃にて１ヶ月間保管し
２，２’－メチレンビス〔６－（２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２－イル）－４－（１，１
，３，３－テトラメチルブチル）フェノール〕の挙動を下記基準により評価した。結果を
表１に示す。
【００４８】
　＜沈降評価＞
　　◎：変化なし
　　○：上層が若干分離
　　△：紫外線吸収剤が沈降
　　×：下部に紫外線吸収剤がケーキング
【００４９】
試　験　例　３
　　耐塩性試験：
　実施例１～５および比較例１～５で得られた水分散組成物を２，２’－メチレンビス〔
６－（２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２－イル）－４－（１，１，３，３－テトラメチルブ
チル）フェノール〕濃度が０．５％となるよう精製水で希釈し、これに塩化ナトリウム０
．５％を加え、５０℃に７日間静置し２，２’－メチレンビス〔６－（２Ｈ－ベンゾトリ
アゾール－２－イル）－４－（１，１，３，３－テトラメチルブチル）フェノール〕の挙
動を上記沈降評価基準により評価した。
【００５０】
【表１】

【００５１】
　試験例１より、実施例１～５、および比較例１～３は、２，２’－メチレンビス〔６－
（２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２－イル）－４－（１，１，３，３－テトラメチルブチル
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）フェノール〕の微粒状態での安定性が優れているのに対し、比較例４，５は、非常に大
きな粒径となり、ポリグリセリンジアルキルエステルは、この紫外線吸収剤の分散剤とし
ては適しないことがわかった。更に、試験例２、３より、実施例１～５は、優れた安定性
、耐塩性を示したのに対し、比較例４、５は、水分散組成物としての経時安定性に劣り、
比較例１～３は耐塩性に劣るという結果を示した。
【００５２】
実　施　例　６～７および比　較　例　６～９
　　Ｗ／Ｏ型サンスクリーンクリーム
　実施例１および比較例１、２で調製した水分散組成物を用い、下記表２に示す組成のＷ
／Ｏ型サンスクリーンクリームを下記製法により調製し、トランスポアテープ（３Ｍ社製
）に試料を２ｍＬ／ｃｍ２均一に塗布した後１５分間自然乾燥させ、ＳＰＦアナライザー
（ＵＶ－１０００Ｓ；Ｌａｂｓｐｈｅｒｅ社製）にてｉｎ－ｖｉｔｒｏ　ＳＰＦ測定を行
った。結果を表２に併せて示す。
【００５３】
（　製　法　）
　加熱溶解した油相部（１）～（８）に（９）を加え、撹拌機にて均一に分散する。これ
に、別の容器に加熱溶解した水相部（１０）～（１５）を加え乳化後、室温まで冷却し、
目的のサンスクリーンクリームを得た。
【００５４】
【表２】

【００５５】
　表２から明らかなように、本発明の実施例６は、水分散組成物を配合していない比較例
６と比較し高い紫外線防御能を示した。また、メトキシケイヒ酸オクチルとを併用した実
施例７に関しても、水分散組成物を配合していない比較例７と比較し、高い相乗効果が確
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認できた。一方、比較例１の水分散組成物を用いた比較例８およびメトキシケイヒ酸オク
チルと併用した比較例９は、若干、紫外線防御能は向上しているものの本発明品には劣る
結果を示した。以上より、実施例６、７は紫外線防御能に優れたＷ／Ｏ型サンスクリーン
クリームであった。
【００５６】
実　施　例８および比　較　例１０
　　シャンプー
　実施例１で調製した水分散組成物を用い、下記表４に示す組成のシャンプーを下記製法
により調製し、太陽暴露下での退色性試験を行った。即ち、シャンプーを室外に置き経日
での光によるシャンプーの色調変化を下記評価基準に基づき目視評価した。その結果を表
３に併せて示す。
【００５７】
（　製　法　）
　（１）～（１３）を加熱し、撹拌溶解する。室温まで冷却し、（１４），（１５）を加
え撹拌後、目的のシャンプーを得た。
【００５８】
＜色調の目視評価基準＞
　暗所にて２５℃で保管したサンプルと比較して評価した。
　　○：変化なし
　　△：やや退色
　　×：著しく退色
【００５９】
【表３】

【００６０】
　表３に示したように、実施例８の本発明のシャンプーは、調製時の色を保持していた。
しかし、比較例１０のシャンプーは退色が認められ、調製時の色を保持していなかった。
これらの結果から、本発明の水分散組成物を化粧料に添加することにより、紫外線に対し
て耐光性が高く、経時的な退色が防止されたシャンプーが得られることが分かった。
【００６１】
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実　施　例　９
　　Ｗ／Ｏ乳化型ファンデーション
　下記処方のＷ／Ｏ乳化型ファンデーションを下記製法により調製した。
（組　成）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）
　（１）スクワラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．０
　（２）メトキシケイヒ酸オクチル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．０
　（３）ジメチルポリシロキサン（６cs）　　　　　　　　　　　　　　　　２．０
　（４）デカメチルシクロペンタシロキサン　　　　　　　　　　　　　　１２．８
　（５）ポリオキシエチレン・メチルポリシロキサン共重合体(HLB=4.5)　　４．０
　（６）防腐剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適　量
　（７）抗酸化剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適　量
　（８）精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残　余
　（９）１，３－ブチレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
（１０）実施例１の水分散組成物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．０
（１１）酸化チタン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
（１２）セリサイト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
（１３）色材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適　量
【００６２】
（　製　法　）
　油相部（１）～（７）に、予めヘンシェルミキサーにて撹拌混合した粉体部（１１）～
（１３）を加え、撹拌機にて均一に分散する。これに別の容器に混合した（８）～（１０
）を加え乳化後、室温まで冷却し、Ｗ／Ｏ乳化型ファンデーションを得た。
【００６３】
　得られたＷ／Ｏ乳化型ファンデーションは、ｉｎ－ｖｉｔｒｏＳＰＦ値が３０．５であ
り、紫外線のダメージから皮膚を守る効果に優れ、皮膚に塗布した場合、べたつかず、の
びが軽く、化粧持続性に優れたものであった。
【００６４】
実　施　例　１０
　　乳液
　下記組成の乳液を下記製法により調製した。
（組　成）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）
　（１）スクワラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．０
　（２）ジメチルポリシロキサン（１００cs）　　　　　　０．２
　（３）ジカプリン酸ネオペンチルグリコール　　　　　　１．０
　（４）ＰＯＥ（６０）水添ヒマシ油　　　　　　　　　　１．０
　（５）カルボキシビニルポリマー　　　　　　　　　　　０．２
　（６）ヒアルロン酸ナトリウム　１％水溶液　　　　　　３．０
　（７）クインスシードエキス　２％水溶液　　　　　　　５．０
　（８）水酸化カリウム　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　（９）１，３－ブチレングリコール　　　　　　　　　　６．０
（１０）実施例２の水分散組成物　　　　　　　　　　　　３．０
（１１）精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残　余
（１２）防腐剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適　量
（１３）キレート剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　適　量
【００６５】
（　製　法　）
　（１）～（４）を混合し加熱する。別の容器に（５）～（１３）を混合し加熱する。（
５）～（１３）に（１）～（４）を加え乳化を行い、室温まで冷却し乳液を得た。
【００６６】
　得られた乳液は、ｉｎ－ｖｉｔｒｏＳＰＦ値が３．２であり、紫外線のダメージから皮
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膚を守る効果に優れ、また皮膚に塗布した場合、べたつかず、のびが軽く、若干厚みがあ
るためしっとりした感触の紫外線に対して変色などを生じない安定性に優れた乳液であっ
た。
【００６７】
実　施　例　１１
　　Ｏ／Ｗサンスクリーンクリーム
　下記組成のＯ／Ｗサンスクリーンクリームを下記製法により調製した。
（組　成）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）
　（１）アルキル変性カルボキシビニルポリマー　　　　　０．４
　（２）１，３－ブチレングリコール　　　　　　　　　　４．０
　（３）グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．０
　（４）実施例１の水分散組成物　　　　　　　　　　　　５．０
　（５）防腐剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適　量
　（６）キレート剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　適　量
　（７）ヒアルロン酸ナトリウム１％水溶液　　　　　　　５．０
　（８）精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８３．１
　（９）水酸化カリウム　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
（１０）イソステアリン酸PEG-40水添ヒマシ油　　　　　 ０．３
（１１）ジカプリン酸ネオペンチルグリコール　　　　　　３．０
（１２）メトキシケイヒ酸オクチル　　　　　　　　　　　３．０
【００６８】
（　製　法　）
　（１０）～（１２）を混合し加熱する。別の容器に（１）～（９）を混合し加熱する。
（１）～（９）に（１０）～（１２）を加え乳化を行い、室温まで冷却しクリームを得た
。
【００６９】
　得られたＯ／Ｗサンスクリーンクリームは、ｉｎ－ｖｉｔｒｏＳＰＦ値が１６であり、
紫外線のダメージから皮膚を守る効果に優れ、皮膚に塗布した場合、べたつかず、のびが
軽く、若干厚みがあるためしっとりした感触のＯ／Ｗサンスクリーンクリームであった。
【００７０】
実　施　例　１２
　　アミノ酸系洗顔フォーム
　下記組成の洗顔フォームを下記製法により調製した。
（組　成）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）
　（１）ラウロイルグルタミン酸Ｎａ　　　　　　　　　　３５．０
　（２）ラウリン酸カリウム　　　　　　　　　　　　　　　３．５
　（３）コカミドメチルＭＥＡ　　　　　　　　　　　　　　１．０
　（４）セテアレス－６０ミリスチルグリコール　　　　　　１．０
　（５）１，３－ブチレングリコール　　　　　　　　　　２０．０
　（６）精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残　余
　（７）ＰＣＡ－Ｎａ　５０％水溶液　　　　　　　　　　　５．０
　（８）実施例３の水分散組成物　　　　　　　　　　　　　５．０
　（９）防腐剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適　量
（１０）青色１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適　量
（１１）抗酸化剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適　量
【００７１】
（　製　法　）
　（１）～（１１）を加熱混合し均一に溶解させる。撹拌しながら３０℃まで冷却し、ア
ミノ酸系洗顔フォームを得た。
【００７２】
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　得られた洗顔フォームは、紫外線による変色などを生じず製剤の安定性に優れたもので
あった。
【００７３】
実　施　例　１３
　　アイライナー
　下記組成のアイライナーを下記製法により調製した。
（組　成）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）
　（１）セスキオレイン酸ソルビタン　　　　　　　　　　０．３
　（２）モノオレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン　　０．１
　　　　（２０Ｅ．Ｏ．）
　（３）ポリオキシエチレン変性シリコーン（HLB=4.5）　０．５
　（４）デカメチルシクロペンタシロキサン　　　　　　２９．４
　（５）軽質流動イソパラフィン　　　　　　　　　　　１７．５
　（６）パルミチン酸デキストリン　　　　　　　　　　　２．０
　（７）有機変性ベントナイト　　　　　　　　　　　　　１．０
　（８）黒酸化鉄　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４．０
　（９）防腐剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適　量
（１０）精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残　余
（１１）１，３－ブチレングリコール　　　　　　　　　　７．０
（１２）実施例５の水分散組成物　　　　　　　　　　　　５．０
【００７４】
（　製　法　）
　（１）～（７）を加熱し均一に溶解する。その後（８）を加え、均一に分散させる。別
の容器に（９）～（１２）を加熱溶解する。（１）～（８）に（９）～（１２）を加え乳
化後、室温まで冷却し、アイライナーを得た。
【００７５】
　得られたアイライナーは、紫外線による変色などを生じず安定性に優れたアイライナー
であった。
【００７６】
実 施 例 １４
　　マスカラ
　下記組成のマスカラを下記製法により調製した。
（組　成）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）
　（１）精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２６．０
　（２）ポリビニルピロリドン　　　　　　　　　　　　　２．０
　（３）１，３－ブチレングリコール　　　　　　　　　　２．０
　（４）カチオン化セルロース１％水溶液　　　　　　　１０．０
　（５）ベントナイト　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５
　（６）トリエタノールアミン　　　　　　　　　　　　　１．７
　（７）タルク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．７
　（８）黄酸化鉄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．９
　（９）ベンガラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．９
（１０）黒酸化鉄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．８
（１１）カルナウバロウ　　　　　　　　　　　　　　　　５．５
（１２）ミツロウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９．０
（１３）ステアリン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　２．０
（１４）自己乳化型ステアリン酸グリセリル　　　　　　　２．０
（１５）ステアリン酸プロピレングリコール　　　　　　　２．０
（１６）水添ポリイソブテン　　　　　　　　　　　　　　２．０
（１７）デカメチルシクロペンタシロキサン　　　　　　　４．０
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（１８）実施例３の水分散組成物　　　　　　　　　　　　１．０
（１９）防腐剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適　量
（２０）抗酸化剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適　量
（２１）アクリル酸アルキル共重合体エマルション　　　２０．０
【００７７】
（　製　法　）
　水相部（１）～（６）に予めヘンシェルミキサーにて撹拌混合した粉体部（７）～（１
０）を加え、撹拌機にて均一に分散する。別の容器に（１１）～（２０）を加熱溶解する
。（１）～（１０）に（１１）～（２０）を加え乳化後、４０℃まで冷却し、（２１）を
加え、室温まで冷却し、マスカラを得た。
【００７８】
　得られたマスカラは、紫外線のダメージから睫毛を守る効果に優れ、適度なツヤ感を有
し、睫毛への付き、製剤の安定性に優れたものであった。
【００７９】
実　施　例　１５
　　トリートメント
　下記組成のトリートメントを下記製法により調製した。
（組　成）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）
　（１）セタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．０
　（２）スクワラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．０
　（３）２－エチルヘキサン酸グリセリル　　　　　　　　２．０
　（４）塩化セチルトリメチルアンモニウム　　　　　　　５．５
　（５）ヒドロキシプロピルメチルセルロース　　　　　　０．２
　（６）クエン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　（７）実施例３の水分散組成物　　　　　　　　　　　　１．０
　（８）精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残　余
　（９）防腐剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適　量
（１０）キレート剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　適　量
【００８０】
（　製　法　）
　（１）～（４）を混合し加熱する。別の容器に（５）～（１０）を混合し加熱する。（
５）～（１０）に（１）～（４）を加え乳化を行い、室温まで冷却しトリートメントを得
た。
【００８１】
　得られたトリートメントは、紫外線のダメージから髪を守る効果に優れ、毛髪にツヤ感
を保持させ、痛んだ毛髪のパサツキを抑制ししっとりと柔軟感を付与することができるも
のであった。
【００８２】
実　施　例　１６
　　ヘアスタイリングクリーム
　下記組成のヘアスタイリングクリームを下記製法により調製した。
（組　成）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）
　（１）イソパラフィン　　　　　　　　　　　　　　　　　　７．９
　（２）ジメチルポリシロキサン（５００cs）　　　　　　　　７．０
　（３）ポリオキシエチレン・メチルポリシロキサン共重合体　１．５
　　　　（ＨＬＢ＝４．５）
　（４）イソノナン酸イソトリデシル　　　　　　　　　　　　１．０
　（５）アクリル樹脂アルカノールアミン液　　　　　　　　　３．０
　（６）イソステアリン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　（７）精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残　余
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　（８）グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．０
　（９）実施例４の水分散組成物　　　　　　　　　　　　　　５．０
（１０）エタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６．０
（１１）硫酸マグネシウム　　　　　　　　　　　　　　　　　１．０
（１２）ポリエチレングリコール（分子量１００００）　　　　２．０
（１３）防腐剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適　量
【００８３】
（　製　法　）
　（１）～（６）を加熱し均一に分散する。別の容器に（７）～（１３）を加熱溶解する
。（１）～（６）に（７）～（１３）を加え乳化後、室温まで冷却し、ヘアスタイリング
クリームを得た。
【００８４】
　得られたヘアスタイリングクリームは、紫外線のダメージから髪を守る効果に優れ、毛
髪に塗布した場合、しっとりとした感触を有し、べたつかず、のびが軽い、スタイリング
保持性に優れたヘアスタイリングクリームであった。
【００８５】
実 施 例 １７
　　ヘアミスト
　下記組成のヘアミストを下記製法により調製した。
（組　成）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）
　（１）精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残　余
　（２）グリコシルトレハロース　　　　　　　　　　　　０．１
　（３）グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．５
　（４）１，３－ブチレングリコール　　　　　　　　　　１．０
　（５）防腐剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適　量
　（６）加水分解シルク　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　（７）加水分解ヒアルロン酸　　　　　　　　　　　　　０．３
　（８）実施例１の水分散組成物　　　　　　　　　　　　０．５
　（９）エタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．０
【００８６】
（　製　法　）
　（１）～（９）を加熱し均一に分散する。室温まで冷却し、ヘアミストを得た。
【００８７】
　得られたヘアミストは、紫外線のダメージから髪を守る効果に優れ、べとつかないヘア
ミストあった。
【００８８】
実　施　例　１８
　　乳化アイシャドウ
　下記処方のアイシャドウを下記製法により調製した。
（組　成）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）
　（１）タルク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．０
　（２）ラウロイルリシン　　　　　　　　　　　　　　　２．０
　（３）色材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
　（４）雲母チタン　　　　　　　　　　　　　　　　　１５．０
　（５）ステアリン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　３．０
　（６）イソステアリン酸オクチルドデシル　　　　　　　８．０
　（７）スクワラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．０
　（８）メトキシケイヒ酸オクチル　　　　　　　　　　　２．０
　（９）モノラウリン酸プロピレングリコール　　　　　　３．０
（１０）精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残　余
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（１１）実施例１の水分散組成物　　　　　　　　　　　　５．０
（１２）１，３－ブチレングリコール　　　　　　　　　　６．０
（１３）トリエタノールアミン　　　　　　　　　　　　　１．２
（１４）防腐剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適　量
（１５）キレート剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　適　量
【００８９】
（　製　法　）
　水相部（１）～（４）に、予めヘンシェルミキサーにて撹拌混合した粉体部を（５）～
（９）を加え、撹拌機にて均一に分散する。別の容器に（１０）～（１５）を加熱溶解す
る。（１０）～（１５）に（１）～（４）及び（５）～（９）を加え乳化後、室温まで冷
却し、乳化アイシャドウを得た。
【００９０】
　得られた乳化アイシャドウは、紫外線防止効果に優れ、製剤の安定性に優れたものであ
った。
【００９１】
実　施　例　１９
　　水性ジェル
　下記処方の水性ジェルを下記製法により調製した。
（組　成）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）
　（１）カルボキシビニルポリマー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
　（２）キサンタンガム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　（３）精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残　余
　（４）トリエタノールアミン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　（５）イソステアリン酸ＰＯＥ（５０）水添ヒマシ油　　　　　　　　　　０．３
　（６）香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適　量
　（７）エタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．０
　（８）グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
　（９）ジプロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
（１０）ポリオキシエチレンメチルグルコシド　　　　　　　　　　　　　　５．０
（１１）酸化亜鉛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．０
（１２）酸化チタン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．０
（１３）ポリオキシエチレンラウリルエーテルリン酸　　　　　　　　　　　２．０
（１４）実施例１記載の水分散組成物　　　　　　　　　　　　　　　　　　８．０
【００９２】
（　製　法　）
　（１）～（４）を均一に混合膨潤する。別の容器に（５）～（７）を均一に混合する。
（８）～（１３）をホモジナイザーにて均一に分散する。（１）～（４）に（５）～（７
）、（８）～（１３）、（１４）を加え均一に分散し、水性ジェル得た。
【００９３】
　得られた水性ジェルは、皮膚に塗布した場合、べたつかず、のびが軽く、さっぱりとし
た感触の水性ジェルであった。
【産業上の利用可能性】
【００９４】
　本発明の水分散組成物は、塩の存在下においても、ベンゾトリアゾール型紫外線吸収剤
の凝集を抑制し安定した分散状態を維持することが可能なものであるため、化粧料に配合
することにより、その紫外線吸収作用を発揮させるとともに、含有する色素の光による退
色を防止し、良好な色調を維持することができる。したがって、このものは、化粧料用の
組成物として極めて有用なものである。
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