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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エマルションの形態の日焼け止め剤組成物であって、
　ａ．２重量％～４０重量％のＵＶ複合体であって、
　　液体ＵＶ活性物質とシリコーンエラストマーとの比が１：１～８：１であるように液
体ＵＶ活性物質中で膨潤させた、前記ＵＶ複合体の７重量％～５０重量％のシリコーンエ
ラストマーを含む、ＵＶ複合体と、
　ｂ．３重量％～５０重量％の油相であって、前記液体ＵＶ活性物質が前記油相の少なく
とも６０重量％を占める、油相と、
　ｃ．４０重量～９０重量％の水相と、を含む、日焼け止め剤組成物。
【請求項２】
　前記シリコーンエラストマーが、有機的に修飾されたシリコーンエラストマーである、
請求項１に記載の日焼け止め剤組成物。
【請求項３】
　前記シリコーンエラストマーが、ポリオルガノシロキサンクロスポリマー、ポリオキシ
アルキレン修飾ポリオルガノシロキサンクロスポリマー、及びポリグリセリン修飾ポリオ
ルガノシロキサンクロスポリマーからなる群から選択される、請求項１に記載の日焼け止
め剤組成物。
【請求項４】
　前記シリコーンエラストマーが非球状である、請求項１に記載の日焼け止め剤組成物。
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【請求項５】
　前記日焼け止め剤組成物が０．０１重量％～１０重量％の乳化剤を更に含む、請求項１
に記載の日焼け止め剤組成物。
【請求項６】
　前記液体ＵＶ活性物質が、２－エチルヘキシル－ｐ－メトキシシンナメート、サリチル
酸ホモメンチル、オクチルジメチル－ｐ－アミノ安息香酸、２－エチルヘキシル－２－シ
アノ－３，３－ジフェニルアクリレート、２－エチルヘキシル－サリチレート、３，３，
５－トリ－メチルシクロヘキシルサリチレート、アントラニル酸メチル、及びこれらの組
み合わせからなる群から選択される、請求項１に記載の日焼け止め剤組成物。
【請求項７】
　前記液体ＵＶ活性物質が、２－エチルヘキシルサリチレート、２－エチルヘキシル－ｐ
－メトキシシンナメート、及びこれらの組み合わせからなる群から選択される、請求項１
に記載の日焼け止め剤組成物。
【請求項８】
　ジベンゾイルメタン化合物、ビス－エチルヘキシルオキシフェノールメトキシフェニル
トリアジン、２，４，６－トリアニリノ－（ｐ－カルボ－２’－エチルヘキシル－１’－
オキシ）－１，３，５－トリアジン、ジエチルヘキシルブタミドトリアゾン、ジエチルア
ミノヒドロキシベンゾイルヘキシルベンゾエート、ベンゾフェノン－３，４－メチルベン
ジリデンカンファー、エチルヘキシルビス－イソペンチルベンゾオキサゾリルフェニルメ
ラミン、及びこれらの組み合わせからなる群から選択される固体ＵＶ活性物質を含む、請
求項１に記載の日焼け止め剤組成物。
【請求項９】
　更に光安定剤を含む、請求項１に記載の日焼け止め剤組成物。
【請求項１０】
　更に、糖アミン、ビタミン、油調整剤、フォトステロール、ヘキサミジン化合物、引き
締め剤、抗しわ活性物質、抗萎縮活性物質、フラボノイド、Ｎ－アシルアミノ酸化合物、
レチノイド、ペプチド、粒子状物質、抗セルライト剤、剥離活性物質、抗にきび活性物質
、抗酸化剤、ラジカルスカベンジャー、コンディショニング剤、抗炎症剤、日焼け活性物
質、皮膚美白剤、植物抽出物、抗菌活性物質、抗真菌活性物質、抗菌性活性物質、制汗活
性物質、感覚剤、保存剤、抗ふけ剤、直接付着ポリマー、洗浄性界面活性剤、及びこれら
の組み合わせからなる群から選択される活性物質又は剤を含む、請求項１に記載の日焼け
止め剤組成物。
【請求項１１】
　日焼け止め剤組成物に添加するためのＳＰＦ増強ＵＶ複合体であって、液体ＵＶ活性物
質とシリコーンエラストマーとの比が３：１～８：１であるように、液体ＵＶ活性物質中
で膨潤させたシリコーンエラストマーを含む、ＵＶ複合体。
【請求項１２】
　前記シリコーンエラストマーが、ポリオルガノシロキサンクロスポリマー、ポリオキシ
アルキレン修飾ポリオルガノシロキサンクロスポリマー、及びポリグリセリン修飾ポリオ
ルガノシロキサンクロスポリマーからなる群から選択される、請求項１１に記載のＵＶ複
合体。
【請求項１３】
　前記シリコーンエラストマーが、アルキルジメチコン／ポリグリセリンクロスポリマー
、ジメチコン／ポリグリセリンクロスポリマー（crossplymer）、ジメチコン／ポリ（プ
ロピレングリコール）クロスポリマー、ジメチコン／ポリ（エチレングリコール）クロス
ポリマー、アルキルジメチコン／ポリ（プロピレングリコール）クロスポリマー、アルキ
ルジメチコン／ポリ（エチレングリコール）クロスポリマー、及びアルキルジメチコンク
ロスポリマーからなる群から選択される、請求項１１に記載のＵＶ複合体。
【請求項１４】
　前記液体ＵＶ活性物質が、２－エチルヘキシル－ｐ－メトキシシンナメート、サリチル
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酸ホモメンチル、オクチルジメチル－ｐ－アミノ安息香酸、２－エチルヘキシル－２－シ
アノ－３，３－ジフェニルアクリレート、２－エチルヘキシル－サリチレート、３，３，
５－トリ－メチルシクロヘキシルサリチレート、アントラニル酸メチル、及びこれらの組
み合わせからなる群から選択される、請求項１１に記載のＵＶ複合体。
【請求項１５】
　さらに可溶化された固体ＵＶ活性物質を含み、
　前記固体ＵＶ活性物質が、ジベンゾイルメタン化合物、ビス－エチルヘキシルオキシフ
ェノールメトキシフェニルトリアジン、２，４，６－トリアニリノ－（ｐ－カルボ－２’
－エチルヘキシル－１’－オキシ）－１，３，５－トリアジン、ジエチルヘキシルブタミ
ドトリアゾン、ジエチルアミノヒドロキシベンゾイルヘキシルベンゾエート、ベンゾフェ
ノン－３，４－メチルベンジリデンカンファー、エチルヘキシルビス－イソペンチルベン
ゾオキサゾリルフェニルメラミン、及びこれらの組み合わせからなる群から選択される、
請求項１４に記載のＵＶ複合体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　液体ＵＶ活性物質中で膨潤させたシリコーンエラストマーを含むＵＶ複合体を含むもの
として、日焼け止め剤組成物を本明細書に記載する。
【背景技術】
【０００２】
　日焼け止め剤組成物は、局所に塗布された場合、太陽の紫外線（ＵＶ）に対する暴露の
損傷作用から皮膚を保護するフィルムを与える。日焼け止め剤組成物は、ＵＶが皮膚と相
互作用して皮膚を損傷させ得る前に、ＵＶを吸収するＵＶ活性物質を含む。特定の組成物
がＵＶを遮断する能力は、通常、太陽光線保護指数（ＳＰＦ）評価で表される。組成物の
ＳＰＦ評価を高め、広域スペクトルの保護を提供するために、日焼け止め剤組成物中にＵ
Ｖ活性物質化合物の組み合わせが通常使用されている。皮膚及び他のケラチン性組織を紫
外線（ＵＶ）の有害効果から保護する多様な製品が市販されている。日焼け止め剤組成物
の作製は、一般に、因子の均衡を含む。配合者は、組成物の有効性を最大限にすると共に
、トレードオフを最小限にすることを所望している。日焼け止め剤組成物の有効性は、存
在するＵＶ活性物質の量を増大させることにより改善し得るが、非常に有効なＵＶ活性物
質は、消費者が好まない、重い油性の肌触りを有する。そのようなＵＶ活性物質の量の増
大により、消費者にとって望ましくない製品がもたらされ得る。
【０００３】
　シリコーンエラストマーが、貧弱な審美性を是正するために使用され得るが、シリコー
ンエラストマーは処方に更なる課題を追加し、そして概して極めて高価である。シリコー
ンエラストマーは、独特の、消費者所望の感触プロファイルを提供することで周知である
。シリコーンエラストマーは、ＵＶ活性物質の溶解度（万一日焼け止め剤が沈殿するなら
ば、これはＵＶ保護の有効性に直接影響する）及び製品全体の安定性に影響を与えること
がある。従来のシリコーンエラストマーの問題点は、シリコーンエラストマーが、ＵＶ活
性物質と適合し得ない溶媒中で合成及び／又は膨潤されることである。そのような場合、
組成物中にＵＶ活性物質を負荷する配合者の能力が制限される場合があり、又は、ＵＶ活
性物質をより適合性とするために追加の賦形剤が必要となり得る。溶媒及び日焼け止め剤
が適合性の問題を提示しない場合であっても、溶媒は、多くの場合、ケラチン性組織に対
する有効性が殆ど又は全くない材料である。更に、溶媒は、ＵＶ活性物質が既に関連して
いる重い、油状の感触を追加する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　エマルションの形態の日焼け止め剤組成物は、約２％～約４０％のＵＶ複合体を含んで
もよく、前記ＵＶ複合体は、液体ＵＶ活性物質とシリコーンエラストマーとの比が１：１
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～８：１であるように液体ＵＶ活性物質中で膨潤させた、ＵＶ複合体の約７％～約５０重
量％のシリコーンエラストマーを含む。日焼け止め剤組成物はまた、約３％～約５０％の
油相であって、液体ＵＶ活性物質が油相の少なくとも約６０重量％を占める、油層と、約
４０～約９０％の水相とを含む。
【０００５】
　日焼け止め剤組成物に添加するためのＳＰＦ増強ＵＶ複合体も、本明細書に記載する。
ＳＰＦ増強ＵＶ複合体は、液体ＵＶ活性物質とシリコーンエラストマーとの比が１：１～
８：１であるように液体ＵＶ活性物質中で膨潤させたシリコーンエラストマーを含む。
【０００６】
　日焼け止め剤組成物のＳＰＦを増大させるための方法を記載し、前記方法は、液体ＵＶ
活性物質とシリコーンエラストマーとの比が１：１～８：１であるように液体有機ＵＶ活
性物質中でシリコーンエラストマーを膨潤させることによってＵＶ複合体を調製する工程
と、少なくとも水相を含む担体系を調製する工程と、ＵＶ複合体を担体系中に分散する工
程と、を含む。
【０００７】
　約５％～約６０％の油相を含む、エマルションの形態の日焼け止め剤組成物であって、
前記油相が、油相の少なくとも６０重量％の液体ＵＶ活性物質と、組成物の約０．５～約
１０重量％のポリシロキサンエラストマーとを含み、液体有機ＵＶ活性物質とポリシロキ
サンエラストマーとの比が１：１～８：１である、日焼け止め剤組成物も記載する。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　特に指定がない限り、本明細書において使用する全ての百分率及び比率は、組成物全体
の重量によるものとする。特に指示がない限り、全ての測定は周囲条件で実施されるもの
と理解され、「周囲条件」とは、約２５℃、約１０１ｋＰａ（気圧）、及び相対湿度約５
０％における条件を意味する。全ての数範囲はより狭い範囲を包含し、表現された上方及
び下方範囲の限界値は、明示されていない範囲を更に作り出すように組み合わせることが
できる。
【０００９】
　本発明の組成物は、本明細書に記載の必須構成成分並びに任意成分を含み、それらから
本質的になり、又はそれらからなることができる。本明細書で使用するとき、「から本質
的になる」とは、組成物又は構成成分は追加成分を包含してもよいが、それら追加成分が
特許請求される組成物又は方法の基本的及び新規な特徴を実質的に変化させない場合に限
ることを意味する。
【００１０】
　組成物に関連して使用される「塗布する」又は「塗布」は、本発明の組成物を表皮など
のケラチン性組織上に塗布する又は拡げることを意味する。
【００１１】
　「ケラチン性組織」は、哺乳類（例えば、ヒト、イヌ、ネコなど）の最外保護外皮とし
て配置されるケラチン含有層を指し、皮膚、唇、毛髪、足の爪、指の爪、角皮、ひづめな
どが挙げられるが、これらに限定されない。
【００１２】
　「皮膚科学的に許容可能な」は、記載される組成物又は構成成分が、過度の毒性、不適
応性、不安定性、アレルギー反応などがなく、ヒトの皮膚組織と接触して使用するのに好
適であることを意味する。
【００１３】
　「安全かつ有効な量」は、有益な効果を有意に誘導するのに十分な化合物及び組成物の
量を意味する。
【００１４】
　「非ＵＶ」は、日焼け止め配合物の分野の当業者から、皮膚科学的に許容可能なＵＶ活
性吸収材料であると認識されない材料を意味する。
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【００１５】
　「ＵＶ活性物質」は、日焼け止め配合物の分野の当業者から、ＵＶ活性吸収材料として
皮膚科学的に許容可能であると認識される材料を意味する。それらのＵＶ活性物質は、Ｕ
Ｖ－Ａ及び／又はＵＶ－Ｂ活性剤として記載され得る。ヒト使用が意図される配合物中に
活性剤を含ませるためには、一般に規制機関による認可が必要である。店頭の日焼け止め
薬物製品中での使用に許容可能であるとして米国食品医薬品局により（２１　Ｃ．Ｆ．Ｒ
．ｐａｒｔ　３５２によって）認可された又はされつつあるそれらの活性薬剤としては、
パラアミノ安息香酸、アボベンゾン、シノキセート、ジオキシベンゾン、ホモサレート、
アントラニル酸メンチル、サリチル酸オクチル、オキシベンゾン、パジメートＯ、フェニ
ルベンゾイミダゾールスルホン酸、スルイソベンゾン、サリチル酸トロラミン、二酸化チ
タン、酸化亜鉛、ジエタノールアミンメトキシシンナメート、トリオレイン酸ジガロイル
、エチルジヒドロキシプロピルＰＡＢＡ、アミノ安息香酸グリセリル、ジヒドロキシアセ
トンを有するローソン、赤色ペトロラタムを含むが、これらに限定されない有機及び無機
物質が挙げられる。米国内では未だ認可されていないが、欧州（Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｃｏ
ｍｍｉｓｓｉｏｎ’ｓ　Ｃｏｓｍｅｔｉｃ　Ｄｉｒｅｃｔｉｖｅ　Ｒｅｇｕｌａｔｉｏｎ
によって）、日本、中国、オーストラリア、ニュージーランド又はカナダなどの他の領域
又は国内で店頭での使用に認可されている他のＵＶ活性物質の例としては、エチルヘキシ
ルトリアゾン、ジオクチルブタミドトリアゾン、ベンジリデンマロネートポリシロキサン
、テレフタリリデンジカンファースルホン酸、フェニルジベンゾイミダゾールテトラスル
ホン酸二ナトリウム、ジエチルアミノヒドロキシベンゾイルヘキシルベンゾエート、ビス
ジエチルアミノヒドロキシベンゾイルベンゾエート、ビスベンゾオキサゾイルフェニルエ
チルヘキシルイミノトリアジン、ドロメトリゾールトリシロキサン、メチレンビス－ベン
ゾトリアゾリルテトラメチルブチルフェノール、及びビス－エチルヘキシルオキシフェノ
ールメトキシフェニルトリアジン、４－メチルベンジリデンカンファー、及びイソペンチ
ル４－メトキシシンナメートが挙げられる。しかしながら、認可材料のリストは目下拡大
しているため、当業者は、本発明が、現在ヒト使用に認可されているＵＶ活性物質に限定
されず、将来許可され得るＵＶ活性物質も含むことを認識するであろう。
【００１６】
　組成物に関して、「リーブオン」は、塗布後ケラチン組織上に付着させたままにするこ
とが意図される組成物を意味する。これらのリーブオン組成物は、皮膚に塗布した後、続
いて（数分以内に）洗浄、すすぎ、又は拭き取りなどのいずれかにより除去される組成物
とは区別される。リーブオン組成物では、シャンプー、洗顔料、手洗浄剤、ボディウォッ
シュ又は身体用洗浄剤などのような洗い流し型の適用は除外される。リーブオン組成物は
、洗浄用界面活性剤又は合成界面活性剤を実質的に含まなくてよい。例えば、「リーブオ
ン組成物」は、少なくとも１５分間ケラチン組織上に付着させたままにしておくことがで
きる。例えば、リーブオン組成物は、１％未満の洗浄性界面活性剤、０．５％未満の洗浄
性界面活性剤、又は０％の洗浄性界面活性剤を含んでもよい。しかしながら、組成物には
、皮膚に局所的に塗布した際に何らかの有意な洗浄効果をもたらすことを意図するもので
はない、乳化又は他の加工用界面活性剤も含有させることができる。
【００１７】
　「誘導体」は、関連化合物のエステル、エーテル、アミド、ヒドロキシ、及び／又は塩
の構造類似体を意味する。
【００１８】
　「可溶性」は、２５℃及び１０１ｋＰａ（１気圧）において少なくとも約０．１ｇの溶
質が１００ｍＬの溶媒に溶解することを意味する。
【００１９】
　日焼け止め剤組成物は、非常に様々な形態を含むことができる。非限定的な例としては
、単純な溶液（例えば、水又は油系）、分散液及びエマルションが挙げられる。日焼け止
め剤組成物は、流体又は固体であってもよく、したがってローション、クリーム、ゲル、
漿液、スティック、流動性固体、非晶質材料を含む。所定の実施形態では、日焼け止め剤



(6) JP 6092900 B2 2017.3.8

10

20

30

40

50

組成物はエマルションの形態にある。エマルションは、一般に、連続水相（例えば、水中
油型及び水中油中水型など）、又は連続油相（例えば、油中水型及び油中水中油型など）
を有するものとして分類され得る。
【００２０】
　ＵＶ複合体
　日焼け止め剤組成物は、ＵＶ複合体を含む。ＵＶ複合体は、液体ＵＶ活性物質中で完全
に又は部分的に膨潤させたシリコーンエラストマーを含む。ＵＶ複合体は、別個の粒子（
即ち、ＵＶ複合体粒子）の形態にあってもよい。ＵＶ複合体は、比較的均質な構造又はゲ
ルの形態にあってもよい。ＵＶ複合体は、液体ＵＶ活性物質をシリコーンエラストマー中
に捕捉させ又は分散し、ＵＶ複合体からデカントされ得る自由液体ＵＶ活性物質を排除し
たようなものである。いくつかの実施形態では、ＵＶ複合体は、液体ＵＶ活性物質で完全
に又は部分的に膨潤されているシリコーンエラストマーからなり得る又は本質的になり得
る。別の実施形態では、ＵＶ複合体は、液体ＵＶ活性物質及び非ＵＶ溶媒で完全に又は部
分的に膨潤されているシリコーンエラストマーを含み得る。
【００２１】
　ＵＶ複合体は、日焼け止め剤組成物中に他の材料を混合する前に、シリコーンエラスト
マーを液体ＵＶ活性物質中で膨潤させることによって予備形成されてもよい。存在する商
業用シリコーンエラストマーの多くは、非ＵＶ溶媒中で予備膨潤されて販売され得る。そ
のような場合、シリコーンエラストマーは、日焼け止め剤組成物に組み込まれる前に脱膨
潤されて、非ＵＶ溶媒を除去してもよい。これらの商業用材料を脱膨潤させるための好適
な方法は、予備膨潤シリコーンエラストマーを薄フィルムとして成型することである。フ
ィルムを乾燥させることによって、溶媒を蒸発させる。乾燥プロセスは、熱及び／又は減
圧により加速され得る。特定の乾燥条件は、予備膨潤シリコーンエラストマー中に存在す
る非ＵＶ溶媒に依存するであろう。乾燥した後、シリコーンエラストマーを回収し、液体
ＵＶ活性物質中で再膨潤させる。別の実施形態では、ＵＶ複合体は、反応溶媒の役割を果
たす１種以上の液体ＵＶ活性物質の存在下でのシリコーンエラストマーの重合中に形成さ
れ得る。別の実施形態では、ＵＶ複合体は、液体ＵＶ活性物質を含む油相中に存在する、
利用可能な溶媒でシリコーンエラストマーが膨潤された場合に、日焼け止め剤組成物中で
形成され得る。
【００２２】
　組成物は、任意の好適な量のＵＶ複合体を含んで、所望のＵＶ防護及び／又は肌触りの
効果を提供することができる。所定の実施形態では、日焼け止め剤組成物は、約１％、２
％、５％、１０％、１５％、２０％又は２５％から、約７５％、５０％、４０％、３０％
、２０％、１０％又は５％までのＵＶ複合体を含む。選択された一実施形態では、日焼け
止め剤組成物は、約２％～約４０％のＵＶ複合体を含む。
【００２３】
　日焼け止め剤組成物中で使用するのに好適なシリコーンエラストマーは、多様な慣習的
反応経路よって形成することができる。好適な反応経路は、１）Ｓｉ－Ｈ含有オルガノポ
リシロキサンと、ケイ素結合ビニル基又はビニル基を有する有機物を有するオルガノポリ
シロキサンとの間の付加反応により、白金金属触媒作用下で硬化する付加反応硬化オルガ
ノポリシロキサン組成物と、２）ヒドロキシル末端ジオルガノポリシロキサンとＳｉ－Ｈ
含有オルガノポリシロキサンとの間の脱水素化反応により、有機スズ化合物の存在下で硬
化する縮合硬化オルガノポリシロキサン組成物と、３）ヒドロキシル末端オルガノポリシ
ロキサンと加水分解性オルガノシランとの間の縮合反応により、有機スズ化合物又はチタ
ン酸エステルの存在下で硬化する縮合硬化オルガノポリシロキサン組成物（この縮合反応
は、脱水、アルコール－遊離、オキシム－遊離、アミン－遊離、アミド－遊離、カルボキ
シル－遊離、及びケトン－遊離反応により例示される）と、４）オルガノペルオキシド触
媒の存在下で熱硬化するペルオキシド硬化オルガノポリシロキサン組成物と、５）γ線、
紫外線、又は電子ビームなどの高エネルギー放射線により硬化されるオルガノポリシロキ
サン組成物とを含む。従来の反応は、典型的には溶媒中で行われる。シリコーンエラスト
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マーの合成で使用される従来の溶媒としては、エタノール、イソドデカン、及びジメチコ
ンなどの揮発性シリコーン流体が挙げられる。溶媒は、反応後、周知の単離法を用いて除
去されて、シリコーンエラストマーを回収する。ＵＶ複合体は、従来の溶媒の代わりに又
は該溶媒に加えて液体ＵＶ活性物質（例えば、オクチサレート、ホモサレートなど）を使
用することにより形成され得る。
【００２４】
　ＵＶ複合体は、様々な量のシリコーンエラストマーを含んでもよい。ＵＶ複合体中に存
在するシリコーンエラストマーの量は、多くの場合、特定のシリコーンエラストマー、液
体ＵＶ活性物質、及び、存在する場合、非ＵＶ溶媒に依存する。所定の実施形態において
、ＵＶ複合体は、ＵＶ複合体の重量の７％、９％、１０％、１１％、１４％、１５％、１
６％、２０％、２５％、３３％、又は５０％の重量百分率から選択される任意の範囲のシ
リコーンエラストマーを含む。好適な実施形態では、ＵＶ複合体は、ＵＶ複合体の約７重
量％～約５０重量％のシリコーンエラストマーを含む。日焼け止め剤組成物中に存在する
シリコーンエラストマーの重量百分率は、日焼け止め剤組成物中のＵＶ複合体の重量百分
率を、ＵＶ複合体中のシリコーンエラストマーの重量百分率で乗算することにより容易に
計算することができる。
【００２５】
　所定の実施形態において、シリコーンエラストマーは、非球状である。シリコーンエラ
ストマーの形状は、顕微鏡により決定されてもよい。あるいは、球形は、円形度により定
量化されてもよい。円形度は、定量的な二次元の像分析形状記述であり、ＩＳＯ　９２７
６－６：２００８（Ｅ）８．２項に従って測定され、ソフトウエアＣａｌｌｉｓｔｒｏバ
ージョン２５付きのＯｃｃｈｉｏ　Ｎａｎｏ　５００粒子キャラクタリゼーション装置（
Ｏｃｃｈｉｏ　ｓ．ａ．Ｌｉｅｇｅ，Ｂｅｌｇｉｕｍ）を用いて行われる。円形度の値は
０から１の範囲にあり、円形度１は二次元像で測定して完全に球状の粒子又は円板粒子を
記述する。円形度は次式によって計算される。
【００２６】
【数１】

　（式中、Ａは、２Ｄ記述子である投影面積であり、Ｐは、粒子の周囲の長さである）。
所定の実施形態では、シリコーンエラストマーは、０．９８、０．９５、又は０．９未満
の円形度を有する。
【００２７】
　選択された実施形態では、ＵＶ複合体は、有機修飾を有するシリコーンエラストマーを
含む。有機修飾を有する好適なシリコーンエラストマーとしては、アルコキシ修飾を有す
るシリコーンエラストマーが挙げられる。アルコキシ修飾は、ポリオキシエチレン、ポリ
オキシプロピレン又はポリグリセリン単位を含ませることにより行われ得る。好適なアル
コキシ修飾シリコーンエラストマーは、当技術分野にて周知の反応経路により形成され得
る。好適な経路は、米国特許第５，２３６，９８６号、同第５，３８７，４１７号、同第
５，４１２，００４号、同第５，８１１，４８７号、及び米国特許出願公開第２００６／
００１３７９１Ａ１号、同第２００６／００３４８７５Ａ１号、同第２０１０／０１８３
５２５Ａ１号、同第２０１０／０１７２８４９Ａ１号、及び同第２０１０／０１５８８２
４Ａ１に記載されている。
【００２８】
　好適なシリコーンエラストマーとしては、多数の市販の材料が挙げられる。例示的なポ
リオキシエチレンシリコーンエラストマーとしては、ジメチコン／ＰＥＧ－１０／１５ク
ロスポリマー（Ｓｈｉｎ－Ｅｔｓｕ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ，Ｌｔｄ．のＫＳＧ－２１
０）が挙げられる。ポリオキシプロピレンシリコーンエラストマーの例としては、ジメチ
コン／ビス－イソブチルＰＰＧ－２０クロスポリマー（Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ　Ｃｏｒ
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ｐ．のＤｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ　ＥＬ－８０５０、ＥＬ－８０５１、及びＥＬ－８０５２
）が挙げられる。例示的なポリオキシエチレン／ポリオキシプロピレンシリコーンエラス
トマーは、ＰＥＧ－１２ジメチコン／ＰＰＧ－２０クロスポリマー（Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉ
ｎｇから入手可能）である。
【００２９】
　アルキル含有ポリオキシエチレンシリコーンエラストマーの例には、ＰＥＧ－１５ラウ
リルジメチコンクロスポリマー（Ｓｈｉｎ－Ｅｔｓｕ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．，Ｌｔ
ｄ．のＫＳＧ－３１０、ＫＳＧ－３２０、ＫＳＧ－３３０、及びＫＳＧ－３４０）が挙げ
られる。
【００３０】
　ポリグリセリン修飾シリコーンエラストマーの例としては、ジメチコン／ポリグリセリ
ン－３クロスポリマー（Ｓｈｉｎ－Ｅｔｓｕ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ．のＫ
ＳＧ－７１０）が挙げられる。
【００３１】
　アルキル含有ポリグリセリン修飾シリコーンエラストマーの例には、ラウリルジメチコ
ン／ポリグリセリン－３クロスポリマー（Ｓｈｉｎ－Ｅｔｓｕ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ
．，Ｌｔｄ．のＫＳＧ－８１０、ＫＳＧ－８２０、ＫＳＧ－８３０、及びＫＳＧ－８４０
）が挙げられる。
【００３２】
　好適なシリコーンエラストマーとしては、アルコキシ修飾を有さない、有機修飾を有す
るシリコーンエラストマーが挙げられる。好適な有機修飾シリコーンエラストマーは、当
技術分野にて周知の反応経路により形成することができる。好適な経路は、米国特許第５
，６５４，３８９号及び同第６，２６２，１７０号に記載されている。好適なシリコーン
エラストマーとしては、多数の市販の材料が挙げられる。アルキル含有メチルポリシロキ
サンエラストマーの例としては、Ｃ３０～４５アルキルセテアリルジメチコンクロスポリ
マー（Ｍｏｍｅｎｔｉｖｅ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　Ｉｎｃ．の
Ｖｅｌｖｅｓｉｌ　１２５及び０３４）及びビニルジメチコン／ラウリルジメチコンクロ
スポリマー（Ｓｈｉｎ－Ｅｔｓｕ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ．のＫＳＧ－４１
、ＫＳＧ－４２、ＫＳＧ－４３、及びＫＳＧ－４４及びＳｉｌｔｅｃｈ　ＬＬＣのＳｉｌ
ｗａｘ　ＣＲ　５０１２－１）が挙げられる。
【００３３】
　選択された実施形態では、シリコーンエラストマーは、アルキルジメチコン／ポリグリ
セリンクロスポリマー、ジメチコン／ポリグリセリンクロスポリマー、ジメチコン／ポリ
（プロピレングリコール）クロスポリマー、ジメチコン／ポリ（エチレングリコール）ク
ロスポリマー、アルキルジメチコン／ポリ（プロピレングリコール）クロスポリマー、ア
ルキルジメチコン／ポリ（エチレングリコール）クロスポリマー、及びアルキルジメチコ
ンクロスポリマーから選択される。
【００３４】
　上記に提示した商業用の例の多くは、ＵＶ活性物質ではない溶媒中で膨潤されたシリコ
ーンエラストマーを有する。そのような場合、シリコーンエラストマーは、日焼け止め剤
組成物に組み込まれる前に脱膨潤されて、非ＵＶ溶媒を除去してもよい。揮発性溶媒中で
膨潤された商業用エラストマーを脱膨潤させるための好適な方法は、商業用エラストマー
を不活性基材上で薄フィルムに成型し、生成物フィルムを乾燥させた後、残留した無溶媒
エラストマーを回収することである。次いで、この無溶媒エラストマーを１種以上のＵＶ
活性物質中で膨潤させてもよい。
【００３５】
　あるいは、反応溶媒の役割を果たす１種以上の液体ＵＶ活性物質の存在下でシリコーン
エラストマーを合成することによって、エラストマーを脱膨潤させる必要性を回避しても
よい。
【００３６】
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　ＵＶ複合体は、液体ＵＶ活性物質を含む。液体ＵＶ活性物質は、１種以上のＵＶ活性物
質を含んでもよい。周囲条件で液体である好適なＵＶ活性物質としては、２－エチルヘキ
シル－ｐ－メトキシシンナメート、サリチル酸ホモメンチル、オクチルジメチル－ｐ－ア
ミノ安息香酸、２－エチルヘキシル－２－シアノ－３，３－ジフェニルアクリレート、２
－エチルヘキシル－サリチレート、３，３，５－トリ－メチルシクロヘキシルサリチレー
ト、アントラニル酸メチル、及びこれらの化合物の混合物が挙げられる。所定の実施形態
では、液体ＵＶ活性物質は、２－エチルヘキシル－ｐ－メトキシシンナメート、２－エチ
ルヘキシルサリチレート、及びこれらの組み合わせから選択される。
【００３７】
　ＵＶ複合体は、様々な量の液体ＵＶ活性物質を含むことができる。ＵＶ複合体中に存在
する液体ＵＶ活性物質の量は、多くの場合、特定のシリコーンエラストマー、液体ＵＶ活
性物質、及び、存在する場合、非ＵＶ溶媒に依存する。所定の実施形態では、ＵＶ複合体
は、液体ＵＶ活性物質を、液体ＵＶ活性物質とシリコーンエラストマーとの重量比１：１
～１０：１で含む。別の実施形態では、液体ＵＶ活性物質とシリコーンエラストマーとの
重量比は、１：１、２：１、３：１、４：１、５：１、６：１、７：１、８：１、９：１
、又は１０：１の端点から選択される任意の範囲内にある。好適な範囲は、約１：１～約
８：１である。前述の重量比は、液体ＵＶ活性物質がシリコーンエラストマー中に捕捉さ
れ又は分散したＵＶ複合体を指す。これらの比は、ＵＶ複合体からデカントされ得る自由
液体ＵＶ活性物質を含まない。ＵＶ複合体中の液体ＵＶ活性物質に加えて、追加の自由液
体ＵＶ活性物質を日焼け止め配合物に加えてもよいことを認識するべきである。全体とし
ての日焼け止め剤組成物は、ＵＶ複合体の一部として又は自由液体として、組成物の約０
．１重量％、０．５重量％、１重量％、２重量％、３重量％、５重量％から、約４０重量
％、３０重量％、２０重量％、１０重量％、７重量％、又は５重量％までのＵＶ活性物質
を含んでもよい。
【００３８】
　液体ＵＶ活性物質は、周囲条件にて固体であるが溶媒に溶解するＵＶ活性物質も含むこ
とができる。溶媒は、液体ＵＶ活性物質（例えば、オクチサレート）又は非ＵＶ液体（例
えば、イソプロピルラウロイルサルコシネート、Ｃ１２～１５アルキルベンゾエート、ア
ジピン酸ジイソプロピルなど）であってもよい。非ＵＶ液体が固体ＵＶ活性物質の可溶化
に使用される場合、ＵＶ活性物質の重量は、液体ＵＶ活性物質とシリコーンエラストマー
との重量比の計算に使用されるが、非ＵＶ液体の重量は使用されない。周囲条件にて固体
のＵＶ活性物質としては、４－ｔｅｒｔ－ブチル－４’－メトキシジベンゾイルメタン（
即ち、ブチルメトキシジベンゾイルメタン又はアボベンゾン）（ＤＳＭからＰＡＲＳＯＬ
（登録商標）１７８９として市販）などのジベンゾイルメタン誘導体が挙げられる。他の
好適な固形ＵＶ活性物質としては、ビス－エチルヘキシルオキシフェノールメトキシフェ
ニルトリアジン（即ち、ＢＡＳＦからＴｉｎｏｓｏｒｂ（登録商標）Ｓとして市販のベモ
トリジノール）、２，４，６－トリアニリノ－（ｐ－カルボ－２’－エチルヘキシル－１
’－オキシ）－１，３，５－トリアジン（即ち、ＢＡＳＦからＵｖｉｎｕｌ（登録商標）
Ｔ　１５０として市販のエチルヘキシルトリアゾン）、ジエチルヘキシルブタミドトリア
ゾン（即ち、３Ｖ　ＳｉｇｍａからＵｖａｓｏｒｂ（登録商標）ＨＥＢとして市販のイス
コトリジノール（iscotrizinol））、ジエチルアミノヒドロキシベンゾイルヘキシルベン
ゾエート（ＢＡＳＦからＵｖｉｎｕｌ（登録商標）Ａ　Ｐｌｕｓとして市販）、ベンゾフ
ェノン－３（即ち、ＥＭＤ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ，Ｉｎｃ．からＥｕｓｏｌｅｘ　４３６０
として入手可能な（２－ヒドロキシ－４－メトキシフェニル）－フェニルメタノン又はオ
キシベンゼン）、４－メチルベンジリデンカンファー（ＤＳＭからＰＡＲＳＯＬ（登録商
標）５０００として市販）、エチルヘキシルビス－イソペンチルベンゾオキサゾリルフェ
ニルメラミン（３Ｖ　ＳｉｇｍａからＵｖａｓｏｒｂ（登録商標）ｋ２Ａとして市販）、
及びこれらの組み合わせが挙げられる。
【００３９】
　ＵＶ複合体は、他の非ＵＶ溶媒を含んでもよい。好適な非ＵＶ溶媒としては、本明細書
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に列挙した油が挙げられる。所定の実施形態では、ＵＶ複合体は、シリコーンエラストマ
ー及び液体ＵＶ活性物質からなる又は本質的になるが、当業者は、ＵＶ複合体が日焼け止
め剤組成物中に存在する場合、ある程度の液体移動が生じ得ることを認識するであろう。
液体ＵＶ活性物質はＵＶ複合体及び／又は非ＵＶ溶媒から移動する場合があり、又はＵＶ
複合体中に油が移動する場合がある。同様に、脱膨潤後でも、非ＵＶ溶媒の残留量がシリ
コーンエラストマー中に存在し得るが、そのような量は、ＵＶ複合体中に存在するＵＶ液
体と比較して有意でないと考慮される。
【００４０】
　日焼け止め剤組成物
　日焼け止め剤組成物は、ＵＶ複合体に加えて材料を含む油相を含んでもよい。油相は、
油、皮膚軟化剤、及び油溶性ビタミンなどの他の油溶性材料を含んでもよい。いくつかの
実施形態では、油相は、油相の少なくとも約６０重量％のＵＶ活性物質を含む。別の実施
形態では、油相は、油相の少なくとも約６０重量％の液体ＵＶ活性物質を含む。
【００４１】
　油相は、水又は水溶性溶媒に好適ではない材料を可溶化、分散、又は支持するのに使用
し得る油を含んでもよい。好適な油としては、シリコーン、炭化水素、エステル、アミド
、エーテル、及びこれらの混合物が挙げられる。
【００４２】
　好適なシリコーン油としては、ポリシロキサンが挙げられる。ポリシロキサンは、２５
℃で約５Ｅ－７～約１ｍ2／ｓ（約０．５～約１，０００，０００センチストーク）の粘
度を有してもよい。このようなポリシロキサンは、一般化学式：
　Ｒ3ＳｉＯ［Ｒ2ＳｉＯ］xＳｉＲ3

　により表すことができ、式中、Ｒは、独立して、水素又はＣ1～30直鎖又は分岐鎖、飽
和又は不飽和アルキル、フェニル又はアリール、トリアルキルシロキシから選択され、ｘ
は、所望の分子を得るために選択された０～約１０，０００の整数である。所定の実施形
態では、Ｒは水素、メチル、又はエチルである。市販のポリシロキサンとしては、ジメチ
コンとしても既知である、ポリジメチルシロキサンが挙げられ、その例としては、Ｓｈｉ
ｎ－ＥｔｓｕのＤＭ－Ｆｌｕｉｄシリーズ、Ｍｏｍｅｎｔｉｖｅ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃ
ｅ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　Ｉｎｃ．から販売されているＶｉｃａｓｉｌ（登録商標）シリ
ーズ、及びＤｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから販売されているＤｏｗ
　Ｃｏｒｎｉｎｇ（登録商標）２００シリーズが挙げられる。好適なポリジメチルシロキ
サンの具体例としては、６．５Ｅ－７、１．５Ｅ－６、５Ｅ－５、０．０００１、０．０
００３５、０．０１、０．０１２５、０．１、及び０．３ｍ2／ｓ（０．６５、１．５、
５０、１００、３５０、１０，０００、１２，５００、１００，０００、及び３００，０
００センチストーク）の粘度を有する、Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ（登録商標）２００フル
イド（Ｘｉａｍｅｔｅｒ（登録商標）ＰＭＸ－２００　Ｓｉｌｉｃｏｎｅ　Ｆｌｕｉｄｓ
としても販売）が挙げられる。
【００４３】
　好適なジメチコンとしては、化学式：
　Ｒ3ＳｉＯ［Ｒ2ＳｉＯ］x［ＲＲ’ＳｉＯ］yＳｉＲ3

　により表されるものが挙げられ、式中、Ｒ及びＲ’は、それぞれ独立して、水素又はＣ

1～30直鎖又は分岐鎖、飽和又は不飽和アルキル、アリール又はトリアルキルシロキシで
あり、ｘ及びｙは、それぞれ、所望の分子を得るために選択された１～１，０００，００
０の整数である。好適なシリコーンとしては、フェニルジメチコン（Ｂｏｔａｎｉｇｅｎ
ｉｃｓ，Ｉｎｃ．のＢｏｔａｎｓｉｌ（商標）ＰＤ－１５１）、ジフェニルジメチコン（
Ｓｈｉｎ－ＥｔｓｕのＫＦ－５３及びＫＦ－５４）、フェニルトリメチコン（Ｄｏｗ　Ｃ
ｏｒｎｉｎｇの５５６コスメチック・グレード液）、又はトリメチルシロキシフェニルジ
メチコン（Ｗａｃｋｅｒ－ＢｅｌｓｉｌのＰＤＭ－２０、ＰＤＭ－２００、又はＰＤＭ－
１０００）が挙げられる。他の例は、少なくともＲ’が脂肪族アルキル（例えば、Ｃ12～

22）であるアルキルジメチコンである。好適なアルキルジメチコンはセチルジメチコンで
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あり、式中、Ｒ’は直鎖Ｃ１６鎖であり、Ｒはメチルである。セチルジメチコンは、２５
０２コスメチック・フルイドとしてＤｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇから、あるいはＡｂｉｌ　Ｗ
ａｘ　９８０１又は９８１４としてＥｖｏｎｉｋ　Ｇｏｌｄｓｃｈｍｉｄｔ　ＧｍｂＨか
ら入手可能である。
【００４４】
　環状シリコーンは組成物に使用され得るシリコーンオイルの一種である。このようなシ
リコーンは、一般式：
【００４５】
【化１】

　を有し、（式中、Ｒは、独立して、水素又はＣ1～30直鎖又は分岐鎖、飽和又は不飽和
アルキル、フェニル又はアリール、トリアルキルシロキシから選択され、ｎ＝３～８であ
る）、及びこれらの混合物である。一般的に、ｎが４、５及び／又は６であるシクロメチ
コンの混合物が使用される。市販のシクロメチコンとしては、Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ　
ＵＰ－１００１　Ｕｌｔｒａ　Ｐｕｒｅ　Ｆｌｕｉｄ（即ち、ｎ＝４）、Ｄｏｗ　Ｃｏｒ
ｎｉｎｇ　ＸＩＡＭＥＴＥＲ（登録商標）ＰＭＸ－０２４５（即ち、ｎ＝５）、Ｄｏｗ　
Ｃｏｒｎｉｎｇ　ＸＩＡＭＥＴＥＲ（登録商標）ＰＭＸ－０２４５（即ち、ｎ＝６）、Ｄ
ｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ　２４５フルイド（即ち、ｎ＝４及び５）及びＤｏｗ　Ｃｏｒｎｉ
ｎｇ　３４５フルイド（即ち、ｎ＝４、５及び６）が挙げられる。
【００４６】
　好適な炭化水素油としては、直鎖、分枝鎖、又は環状アルカン及びアルケンが挙げられ
る。鎖長は、揮発性などの所望の機能特徴に基づき選択されてもよい。好適な揮発性炭化
水素は、５～２０の炭素原子、あるいは、８～１６の炭素原子を有してもよい。
【００４７】
　他の好適な油としては、エステルが挙げられる。好適なエステルは、典型的には、少な
くとも１０個の炭素原子を含有した。これらのエステルとしては、脂肪酸又はアルコール
に由来するヒドロカルビル鎖とのエステル（例えば、モノエステル、多価アルコールエス
テル、並びにジ－及びトリ－カルボン酸エステル）が挙げられる。このエステルのヒドロ
カルビルラジカルは、アミド及びアルコキシ部分（例えば、エトキシ又はエーテル結合な
ど）のような他の適合性のある官能基を含むか、又はこのヒドロカルビルラジカルをこう
した官能基へ共有結合させてよい。例示的なエステルとしては、イソステアリン酸イソプ
ロピル、ラウリン酸ヘキシル、ラウリン酸イソヘキシル、パルミチン酸イソヘキシル、パ
ルミチン酸イソプロピル、オレイン酸デシル、オレイン酸イソデシル、ステアリン酸ヘキ
サデシル、ステアリン酸デシル、イソステアリン酸イソプロピル、アジピン酸ジヘキシル
デシル、乳酸ラウリル、乳酸ミリスチル、乳酸セチル、ステアリン酸オレイル、オレイン
酸オレイル、ミリスチン酸オレイル、酢酸ラウリル、プロピオン酸セチル、Ｃ１２～１５
安息香酸アルキル、アジピン酸ジイソプロピル、アジピン酸ジブチル及びアジピン酸オレ
イルが挙げられるが、これらに限定されない。他の好適なエステルは、更にＰｅｒｓｏｎ
ａｌ　Ｃａｒｅ　Ｐｒｏｄｕｃｔ　Ｃｏｕｎｃｉｌ’ｓ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　
Ｃｏｓｍｅｔｉｃ　Ｉｎｇｒｅｄｉｅｎｔ　Ｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ　ａｎｄ　Ｈａｎｄｂ
ｏｏｋ，Ｔｈｉｒｔｅｅｎｔｈ　Ｅｄｉｔｉｏｎ，２０１０の「エステル」の機能カテゴ
リーに記載されている。日焼け止め剤組成物中での使用に好適な他のエステルとしては、
多価アルコールエステル及びグリセリドとして既知のものが挙げられる。
【００４８】
　他の好適な油としては、アミドが挙げられる。アミドとしては、２５℃で液体であり、
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水に不溶性である、アミド官能基を有する化合物が挙げられる。好適なアミドとしては、
Ｎ－アセチル－Ｎ－ブチルアミノプロピオネート、イソプロピルＮ－ラウロイルサルコシ
ナート、及びＮ，Ｎ，－ジエチルトルアミドが挙げられる。他の好適なアミドは、米国特
許第６，８７２，４０１号に開示されている。
【００４９】
　他の好適な油としては、エーテルが挙げられる。好適なエーテルとしては、多価アルコ
ールの飽和及び不飽和脂肪エーテル、並びにそれらのアルコキシル化誘導体が挙げられる
。例示的なエーテルとしては、ポリプロピレングリコールのＣ4～20アルキルエーテル、
及びジ－Ｃ8～30アルキルエーテルが挙げられる。これらの物質の好適な例としては、Ｐ
ＰＧ－１４ブチルエーテル、ＰＰＧ－１５ステアリルエーテル、ジオクチルエーテル、ド
デシルオクチルエーテル、及びこれらの混合物が挙げられる。
【００５０】
　日焼け止め剤組成物は、水相を含んでもよい。日焼け止め剤組成物は、組成物の約１重
量％～約９５重量％の水相を含んでもよい。一実施形態では、本組成物は、組成物の約１
重量％、３重量％、５重量％、１０重量％、１５重量％、２０重量％、２５重量％、３０
重量％、３５重量％、４０重量％、４５重量％、５０重量％、５５重量％、６０重量％、
６５重量％、７０重量％、７５重量％、８０重量％、又は９０重量％～約９５重量％、９
０重量％、８５重量％、８０重量％、７５重量％、７０重量％、６５重量％、６０重量％
、５５重量％、５０重量％、４５重量％、４０重量％、３５重量％、３０重量％、２５重
量％、２０重量％、１５重量％、１０重％、又は５重量％の水相を含んでもよい。水相は
、水、水混和性溶媒、及び他の水溶性材料などの水性担体を含む。好適な水混和性溶媒と
しては、一価アルコール、二価アルコール、多価アルコール、グリセロール、グリコール
、ポリエチレングリコールなどのポリアルキレングリコール、及びこれらの混合物が挙げ
られる。特に好適な溶媒としては、エタノール、プロパノール、ブタノール、イソプロパ
ノールなどの低級脂肪族アルコール；１，２－プロパンジオール、１，３－プロパンジオ
ール、ブタンジオール、ペンタンジオール、ヘキサンジオール、ヘプタンジオール、デカ
ンジオールなどのジオール；グリセリン；水、及び、これらの混合物が挙げられる。所定
の実施形態では、日焼け止め剤組成物は、水、ジオール、グリセリン、及びこれらの混合
物を含む。
【００５１】
　日焼け止め剤組成物は、乳化剤を含んでもよい。乳化剤は、組成物がエマルションの形
態にある時、又は不混和性物質が混合されている場合、特に好適である。日焼け止め剤組
成物は、約０．０５％、０．１％、０．２％、０．３％、０．５％、又は１％～約２０％
、１０％、５％、３％、２％、又は１％の乳化剤を含んでもよい。乳化剤は、非イオン性
、アニオン性、又はカチオン性であり得る。乳化剤の非限定的な例は、米国特許第３，７
５５，５６０号、同第４，４２１，７６９号、及びＭ．Ｃ．Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ　Ｃｏ
．から発行されたＭｃＣｕｔｃｈｅｏｎのＥｍｕｌｓｉｆｉｅｒｓ　ａｎｄ　Ｄｅｔｅｒ
ｇｅｎｔｓ，２０１０　Ａｎｎｕａｌ　Ｅｄ．に開示されている。他の好適な乳化剤は、
更にＰｅｒｓｏｎａｌ　Ｃａｒｅ　Ｐｒｏｄｕｃｔ　Ｃｏｕｎｃｉｌ’ｓ　Ｉｎｔｅｒｎ
ａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｓｍｅｔｉｃ　Ｉｎｇｒｅｄｉｅｎｔ　Ｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ　ａ
ｎｄ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ，Ｔｈｉｒｔｅｅｎｔｈ　Ｅｄｉｔｉｏｎ，２００６の「Ｓｕｒ
ｆａｃｔａｎｔｓ－Ｅｍｕｌｓｉｆｙｉｎｇ　Ａｇｅｎｔｓ」の機能カテゴリーに記載さ
れている。
【００５２】
　好適な乳化剤は、以下のエーテル及びエステルのクラスを含む。ポリグリコールと脂肪
族アルコールのエーテル、ポリグリコールと脂肪酸のエステル、ポリグリコールと脂肪族
アルコールのグリコシル化エーテル、ポリグリコールと脂肪酸のグリコシル化エステル、
Ｃ12～30アルコールとグリセロール又はポリグリセロールのエーテル、Ｃ12～30脂肪酸と
グリセロール又はポリグリセロールのエステル、オキシアルキレン修飾Ｃ12～30アルコー
ルとグリセロール又はポリグリセロールのエーテル、ショ糖又はブドウ糖を含むＣ12～30
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脂肪族アルコールエーテル、ショ糖とＣ12～30脂肪酸のエステル、ペンタエリスリトール
とＣ12～30脂肪酸のエステル、ソルビトール及び／又はソルビタンとＣ12～30脂肪酸のエ
ステル、ソルビトール及び／又はソルビタンとアルコキシ化ソルビタンのエーテル、ポリ
グリコールとコレステロールのエーテル、Ｃ12～30脂肪酸とソルビトール及び／又はソル
ビタンのアルコキシ化エーテルのエステル、並びにこれらの組み合わせ。
【００５３】
　直鎖又は分枝鎖タイプのシリコーン乳化剤もまた、使用され得る。特に有用なポリエー
テル修飾シリコーンとしては、Ｓｈｉｎ　ＥｔｓｕのＫＦ－６０１１、ＫＦ－６０１２、
ＫＦ－６０１３、ＫＦ－６０１５、ＫＦ－６０１５、ＫＦ－６０１７、ＫＦ－６０４３、
ＫＦ－６０２８、及びＫＦ－６０３８が挙げられる。また、特に有用なのは、Ｓｈｉｎ　
ＥｔｓｕのＫＦ－６１００、ＫＦ－６１０４、及びＫＦ－６１０５を含むポリグリセロー
ル化直鎖又は分岐鎖シロキサン乳化剤である。
【００５４】
　日焼け止め剤組成物は、追加のＵＶ活性物質を含んでもよい。追加のＵＶ活性物質とし
ては、２－フェニルベンゾイミダゾール－５－スルホン酸などの水溶性である材料、並び
に、酸化亜鉛及び二酸化チタンを含む無機微粒子、並びにメチレンビス－ベンゾトリアゾ
リルテトラメチルブチルフェノール（ＢＡＳＦからＴｉｎｏｓｏｒｂ（登録商標）Ｍとし
て市販）を含む有機微粒子などの微粒子ＵＶ遮断剤が挙げられる。追加のＵＶ活性物質と
しては、更に、ＵＶ複合体と関連していない液体ＵＶ活性物質及び可溶化固体ＵＶ活性物
質（例えば、自由液体ＵＶ活性物質）が挙げられる。
【００５５】
　日焼け止め剤組成物は、光安定剤を含んでもよい。組成物は、組成物の約０．０００１
重量％、０．００１重量％、０．０１重量％、０．０５重量％、０．１重量％、０．５重
量％、又は１重量％～約２０重量％、１０重量％、７重量％、又は５重量％の１種以上の
好適な光安定剤を含んでもよい。
【００５６】
　好適な光安定剤は、米国特許第７，７１３，５１９号に開示されているα－シアノジフ
ェニルアクリレートである。α－シアノジフェニルアクリレートは、一般式：
【００５７】
【化２】

　を有してもよく、式中、Ｒ１及びＲ２のいずれか又は両方は、独立して、直鎖又は分岐
鎖Ｃ１～３０アルコキシラジカルであり、任意の非アルコキシＲ１又はＲ２ラジカルは水
素であり、Ｒ３は直鎖又は分岐鎖Ｃ１～３０アルキルである。あるいは、Ｒ１及びＲ２の
いずれか又は両方は、独立して、Ｃ１～８アルコキシラジカルであり、任意の非アルコキ
シＲ１又はＲ２ラジカルは水素であり、Ｒ３は直鎖又は分岐鎖Ｃ２～Ｃ２０アルキルであ
る。あるいは、Ｒ１及びＲ２のいずれか又は両方は、独立して、メトキシであり、任意の
非メトキシＲ１又はＲ２は水素であり、Ｒ３は直鎖又は分岐鎖Ｃ２～Ｃ２０アルキルであ
る。
【００５８】
　好適なα－シアノジフェニルアクリレートとしては、エチルヘキシルメトキシクリレン
、又は２－エチルヘキシル２－シアノ－３－（４－メトキシフェニル）－３－フェニルプ
ロペノエートが挙げられ、式中、Ｒ１はメトキシであり、Ｒ２は水素であり、Ｒ３は２－
エチルヘキシルである。この材料は、Ｈａｌｌｓｔａｒ　Ｃｏｍｐａｎｙから商品名Ｓｏ
ｌａｓｔａｙ（登録商標）Ｓ１で入手可能である。
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【００５９】
　他の好適な光安定剤としては、米国特許第５，９９３，７８９号、同第６，１１３，９
３１号、同第６，１２６，９２５号及び同第６，２８４，９１６号に開示されているナフ
タレンジカルボン酸のジエステル又はポリエステルが挙げられる。ナフタレンジカルボン
酸の好適なジエステル又はポリエステルは、次式：
【００６０】
【化３】

　を有してもよく、式中、各Ｒ1は、独立して、炭素原子を１～２２個有するアルキル基
、又は式ＨＯ－Ｒ2－ＯＨを有するジオール、又は式ＨＯ－Ｒ3－（－Ｏ－Ｒ2－）m－ＯＨ
を有するポリグリコールであり、Ｒ2及びＲ3は同一であっても異なってもよく、それぞれ
炭素原子を１～６個有する直鎖又は分岐鎖アルキレン基であり、ｍ及びｎはそれぞれ、１
～約１００、１～約１０又は２～約７である。ナフタレンジカルボン酸の好適なジエステ
ルとしては、ＳｙｍｒｉｓｅからＣｏｒａｐａｎ（登録商標）ＴＱとして入手可能なジエ
チルヘキシル２，６－ナフタレートが挙げられる。
【００６１】
　他の好適な光安定剤は、４－ヒドロキシベンジリデンマロネート誘導体又は４－ヒドロ
キシシンナメート誘導体である。好適な材料は、次式：
【００６２】
【化４】

　を有してもよく、式中、Ａは、ＵＶ放射を吸収する発色団基であり、１つの２価の基又
は２つの１価の基を含み、少なくとも１つの基がカルボニル（Ｃ＝Ｏ）官能基を有し、Ｒ
’は水素、直鎖若しくは分枝鎖Ｃ1～Ｃ8アルキルラジカル、又は直鎖若しくは分枝鎖Ｃ1

～Ｃ8アルコキシラジカルであり、Ｒ”は直鎖又は分枝鎖Ｃ1～Ｃ8アルキルラジカルであ
る。例示的な化合物としては、エチル－α－シアノ－３，５－ジメトキシ－４－ヒドロキ
シシンナメート、エチル－α－アセチル－３，５－ジメトキシ－４－ヒドロキシシンナメ
ート、イソ－プロピル－α－アセチル－３，５－ジメトキシ－４－ヒドロキシシンナメー
ト、イソ－アミル－α－アセチル－３，５－ジメトキシ－４－ヒドロキシシンナメート、
２－エチルヘキシル－α－アセチル－３，５－ジメトキシ－４－ヒドロキシシンナメート
、ジエチル－３，５－ジメトキシ－４－ヒドロキシベンジリデンマロネート、ジ－（２－
エチルヘキシル）－３，５－ジメトキシ－４－ヒドロキシベンジリデンマロネート、ジイ
イソアミル－３，５－ジメトキシ－４－ヒドロキシベンジリデンマロネート、ジドデシル
－３，５－ジメトキシ－４－ヒドロキシベンジリデンマロネート、ジパルミトイル－３，
５－ジメトキシ－４－ヒドロキシベンジリデンマロネート、及びジ－イソプロピル－３，
５－ジメトキシ－４－ヒドロキシベンジリデンマロネートが挙げられる。特に好適な化合
物は、ＥＭＤ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，Ｉｎｃ．から商品名Ｏｘｙｎｅｘ（登録商標）ＳＴ
で入手可能なジエチルヘキシルシリンジリデンマロネート（ＩＮＣＩ名）である。更なる
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好適な４－ヒドロキシベンジリデンマロネート誘導体又は４－ヒドロキシシンナメート誘
導体は、米国特許第７，３５７，９１９号及び米国特許出願公開第２００３／０１０８４
９２　Ａ１号及び同第２００３／０１５７０３５　Ａ号に開示されている。
【００６３】
　他の好適な光安定剤としては、米国特許出願公開第２０１０／０１８３５２９号に記載
の２－ピロリジノン－４－カルボキシエステル化合物；米国特許出願公開第２００８／０
１４５３２４号に記載の、２つのアミノベンゾエート又はアミノベンズアミド基で置換さ
れたケイ素含有ｓ－トリアジン；米国特許出願公開第２００４／００５７９９１２号、同
第２００４／００５７９９１４号、同第２００／００５７９９１６号及び同第２００４／
０６２７２６号に記載のフルオレン誘導体；米国特許出願公開第２００５／０２２０７２
７号に記載の、Ｃｉｂａにより商品名Ｔｉｎｏｇａｒｄ（登録商標）Ｑとして販売されて
いるトリス（テトラメチルヒドロキシピペリジノール）シトレートなどのピペリジノール
塩；並びに米国特許出願公開第２００８／００１９９３０号に記載のアリールアルキルア
ミド及びエステルが挙げられる。
【００６４】
　他の好適な光安定剤は、Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃａｒｅ　Ｐｒｏｄｕｃｔ　Ｃｏｕｎｃｉ
ｌ’ｓ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｓｍｅｔｉｃ　Ｉｎｇｒｅｄｉｅｎｔ　Ｄｉ
ｃｔｉｏｎａｒｙ　ａｎｄ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ，Ｔｈｉｒｔｅｅｎｔｈ　Ｅｄｉｔｉｏｎ
，２０１０の「光安定剤」の機能カテゴリーに列挙されている。
【００６５】
　日焼け止め剤組成物は、有効な及び／又は消費者が望む製品を提供するために、１つ以
上の任意構成成分を含んでもよい。例えば、組成物は他の活性物質又は剤を含むことがで
きる。例えば、好適な任意選択的なスキンケア活性物質及び剤としては、糖アミン、ビタ
ミン、油調整剤、フォトステロール（photosterols）、ヘキサミジン化合物、引き締め剤
、抗しわ活性物質、抗萎縮活性物質、レチノイド、ペプチド、粒子状物質、抗セルライト
剤、剥離活性物質、抗にきび活性物質、抗酸化剤、ラジカルスカベンジャー、コンディシ
ョニング剤、抗炎症剤、日焼け活性物質、皮膚美白剤、植物抽出物、抗菌活性物質、抗真
菌活性物質、抗菌性活性物質、制汗活性物質、感覚剤、保存剤、抗ふけ剤、洗浄性界面活
性剤、及びこれらの組み合わせからなる群から選択される活性物質又は剤を挙げることが
できる。これらの材料の例は、米国特許出願公開第２００７／０１８５０３８　Ａ１号、
同第２００６／０２７５２３７　Ａ１号、同第２００４／０１７５３４７　Ａ１号及び同
第２００６／０２６３３０９　Ａ１号に提供されている。日焼け止め剤組成物は、組成物
の約０．０００１重量％、０．００１重量％、０．０１重量％、０．０５重量％、０．１
重量％、０．５重量％、１重量％、２重量％、又は３重量％～約３０重量％、２５重量％
、２０重量％、１５重量％、１０重量％、７重量％、５重量％、３重量％、２重量％、又
は１重量％の１つ以上のスキンケア活性物質含むことができる。
【００６６】
　所定の実施形態では、スキンケア活性物質は、糖アミン、ビタミン、ヘキサミジン化合
物、ペプチド、及びこれらの組み合わせから選択することができる。
【００６７】
　本明細書で有用な糖アミンの例としては、グルコサミン、Ｎ－アセチルグルコサミン、
マンノサミン、Ｎ－アセチルマンノサミン、ガラクトサミン、Ｎ－アセチルガラクトサミ
ン、これらの異性体（例えば立体異性体）、及びこれらの塩（例えばＨＣｌ塩）が挙げら
れる。グルコサミン、特にＤ－グルコサミン及びＮ－アセチルグルコサミン、特にＮ－ア
セチル－Ｄ－グルコサミンは、本明細書で使用するのに好ましい。
【００６８】
　「ビタミン」とは、ビタミン、プロビタミン、並びにそれらの塩、異性体及び誘導体を
意味する。好適なビタミンの非限定的な例としては、ビタミンＢ化合物（Ｂ１化合物、Ｂ
２化合物、Ｂ３化合物、Ｂ５化合物、例えばパンテノール又は「プロＢ５」、パントテン
酸、パントテニル；Ｂ６化合物、例えばピロキシジン、ピリドキサル、ピリドキサミン；
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カルニチン、チアミン、リボフラビン）；ビタミンＡ化合物並びにビタミンＡの天然及び
／又は合成類似物、例えばレチノイド、レチノール、酢酸レチニル、パルミチン酸レチニ
ル、レチノイン酸、レチンアルデヒド、プロピオン酸レチニル、カロチノイド（プロビタ
ミンＡ）、及びビタミンＡの生物活性を有するその他の化合物；ビタミンＤ化合物、ビタ
ミンＫ化合物、ビタミンＥ化合物、又はソルビン酸トコフェロール、酢酸トコフェロール
、その他のトコフェロール及びトコフェロール化合物のエステルを含むトコフェロール；
ビタミンＣ化合物、例えばアスコルビン酸塩、脂肪酸のアスコルビルエステル、並びにア
スコルビン酸誘導体、例えば、リン酸アスコルビルマグネシウム及びリン酸アスコルビル
ナトリウムなどのリン酸アスコルビル、アスコルビルグルコシド、並びにソルビン酸アス
コルビル；並びに飽和及び／又は不飽和脂肪酸などのビタミンＦ化合物が挙げられる。
【００６９】
　所定の実施形態では、日焼け止め剤組成物はビタミンＢ３化合物を含む。本明細書で使
用するとき、「ビタミンＢ３化合物」とは、次式：
【００７０】

【化５】

　を有する化合物及びこれらの誘導体並びにこれらの任意の塩を意味し、式中、Ｒは、－
ＣＯＮＨ2（即ち、ナイアシンアミド）、－ＣＯＯＨ（即ち、ニコチン酸）又は－ＣＨ２
ＯＨ（即ち、ニコチニルアルコール）である。
【００７１】
　日焼け止め剤組成物は、ヘキサミジン化合物、その塩、及び誘導体を含んでもよい。本
明細書で使用するとき、「ヘキサミジン化合物」は、次式：
【００７２】
【化６】

　を有する化合物を意味し、式中、Ｒ1及びＲ2は、任意であり、又は有機酸（例えば、ス
ルホン酸など）である。好適なヘキサミジン化合物としては、Ｌａｂｏｒａｔｏｉｒｅｓ
　ＳｅｒｏｂｉｏｌｏｇｉｑｕｅｓからＥｌｅａｓｔａｂ（登録商標）ＨＰ１００として
市販のヘキサミジンジイセチオネートが挙げられる。
【００７３】
　本明細書で使用するとき、「ペプチド」とは、１０個以下のアミノ酸を含むペプチド、
及びこれらの誘導体、異性体、金属イオン（例えば、銅、亜鉛、マンガン、マグネシウム
など）など他の種との錯体を意味する。「ペプチド」とは、天然起源ペプチド及び合成ペ
プチドの両方を指す。また、本明細書で有用なのは、ペプチドが含まれている天然起源の
組成物及び市販されている組成物である。ペプチドは、少なくとも１つの塩基性アミノ酸
（例えば、ヒスチジン、リシン、アルギニン）を含み得る。例えば、好適なペプチドは、
ジペプチドカルノシン（β－ａｌａ－ｈｉｓ）、トリペプチドｇｌｙ－ｈｉｓ－ｌｙｓ、
トリペプチドｈｉｓ－ｇｌｙ－ｇｌｙ、トリペプチドｇｌｙ－ｇｌｙ－ｈｉｓ、トリペプ
チドｇｌｙ－ｈｉｓ－ｇｌｙ、テトラペプチドｇｌｙ－ｇｌｎ－ｐｒｏ－ａｒｇ、ペンタ
ペプチドｌｙｓ－ｔｈｒ－ｔｈｒ－ｌｙｓ－ｓｅｒ、ペプチドの親油性誘導体、及び前出
のものの金属錯体（例えば、トリペプチドｈｉｓ－ｇｌｙ－ｇｌｙの銅錯体（ラミンとし
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ても既知））である。他の好適なペプチドとしては、ペプチドＣＫ（ａｒｇ－ｌｙｓ－ａ
ｒｇ）；ペプチドＣＫ＋（ａｃ－ａｒｇ－ｌｙｓ－ａｒｇ－ＮＨ２）；及びペプチドＥ、
ａｒｇ－ｓｅｒ－ａｒｇ－ｌｙｓが挙げられる。市販のトリペプチド誘導体含有組成物は
、１００ｐｐｍのパルミトイル－ｇｌｙ－ｈｉｓ－ｌｙｓを含有しているＢｉｏｐｅｐｔ
ｉｄｅ　ＣＬ（登録商標）（Ｓｅｄｅｒｍａ，Ｆｒａｎｃｅ）であり、市販されている。
市販のペンタペプチド誘導体含有組成物は、１００ｐｐｍのパルミトイル－ｌｙｓ－ｔｈ
ｒ－ｔｈｒ－ｌｙｓ－ｓｅｒを含有するＭａｔｒｉｘｙｌ（登録商標）（Ｓｅｄｅｒｍａ
，Ｆｒａｎｃｅ）である。好適なペプチドは、Ｃ端末のアミノ酸にスレオニンを有するジ
ペプチド系分子であり、例えば、米国特許第２００７／００２０２２０　Ａ１号に記載の
パルミトイル－ｌｙｓ－ｔｈｒなどである。
【００７４】
　本明細書で有用なペプチド誘導体としては、パルミトイル誘導体などの親油性の誘導体
が挙げられる。一実施形態では、ペプチドは、パルミトイル－ｌｙｓ－ｔｈｒ－ｔｈｒ－
ｌｙｓ－ｓｅｒ、パルミトイル－ｇｌｙ－ｈｉｓ－ｌｙｓ、これらの誘導体、及びこれら
の組み合わせから選択される。
【００７５】
　また、所与の製品型に従来使用される成分のような、あらゆる他の好適な任意構成成分
も、本発明の日焼け止め剤組成物に含まれることができる。Ｔｈｅ　Ｐｅｒｓｏｎａｌ　
Ｃａｒｅ　Ｐｒｏｄｕｃｔ　Ｃｏｕｎｃｉｌ’ｓ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｓ
ｍｅｔｉｃ　Ｉｎｇｒｅｄｉｅｎｔ　Ｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ　ａｎｄ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ
，Ｔｈｉｒｔｅｅｎｔｈ　Ｅｄｉｔｉｏｎ，２０１０は、本明細書の組成物に添加するこ
とができる幅広い種類の非限定的な機能材料について記述している。このような機能材料
の種類の例としては、研磨剤、吸収剤、香水、抗にきび剤、抗固化剤、消泡剤、抗微生物
剤（例えば、ヨードプロピルブチルカーバメート）、抗真菌剤、抗酸化剤、結合剤、緩衝
剤、充填剤、キレート剤、着色剤、化粧用収斂剤、化粧用殺生物剤、変性剤、収斂剤、外
用鎮痛薬、フィルム形成剤、乳白剤、ｐＨ調整剤、植物誘導体、植物抽出物、植物組織抽
出物、植物種子抽出物、植物油、植物、植物抽出物、保存剤、推進剤、還元剤、皮脂コン
トロール剤、金属イオン封鎖剤、美白剤、皮膚－コンディショニング剤（例えば、湿潤剤
及び閉鎖剤）、並びに皮膚保護剤が挙げられるが、これらに限定されない。任意の他の好
適なパーソナルケア成分としては、米国特許出願第２０１０／０１１２１００号の第５１
３～８３９段落に列挙される材料が挙げられる。
【００７６】
　日焼け止め剤組成物の作製方法
　上記の通り、日焼け止め剤組成物は多様な形態を取り得る。以降の手法は例示的なもの
であり、限定するものとして読まれるものではない。シリコーンエラストマーと液体ＵＶ
活性物質とを好適な容器内で混合することによりＵＶ複合体を予備形成してもよい。この
ＵＶ複合体を数分間（例えば、１５、３０、又は６０分間）～数時間（例えば、１２、２
４、３６、又は４８時間）放置して、シリコーンを完全に吸着及び膨潤させてもよく、こ
の時間中、撹拌、粉砕、振とう、又はいくつかの他の機械的手段により混合を行ってもよ
い。ＵＶ複合体及び他の油相材料を混合し（例えば、撹拌棒を入れた電磁攪拌器）、場合
により８０℃に加熱してもよい。油相を均質となるまで混合する。
【００７７】
　日焼け止め剤ケア組成物がエマルションの形態にある場合、油相は上記の方法に従って
調製することができる。別の容器では、水及び／又は水混和性溶媒などの水性担体と、存
在する場合には任意の水溶性材料とを組み合わせることにより、水相を調製してもよい。
組み合わせたものを混合し（例えば、撹拌棒を入れた電磁攪拌器）、場合により８０℃に
加熱してもよい。エマルションの具体的な形態（Ｏ／Ｗ又はＷ／Ｏ）に応じ、適切な相に
乳化剤を添加することができる。典型的には、乳化剤は、連続相に添加することができる
。更に、所望されるエマルション形態に応じ、油相には水相を加えることができ、逆もま
た同様に行うことができる。エマルションを混合してもよい（例えば、撹拌棒を入れた電
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。組成物を均質となるまで混合する。場合によりエマルションを適切な容器に移す。この
エマルションを冷却させてもよい。
【００７８】
　ＵＶ複合体の実施例
　以下は、例示的なシリコーンエラストマーと液体ＵＶ活性物質との組み合わせである。
実施例のいくつかにおいて、ＵＶ複合体が形成される。実施例では、以下のシリコーンエ
ラストマーを使用した。
　１．Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ（登録商標）９０４５－シクロメチコン（Ｄ５）中で供給
されるジメチコンクロスポリマー。
　２．Ｖｅｌｖｅｓｉｌ　１２５－シクロメチコン（Ｄ５）中で供給されるＣ３０～４５
アルキルセテアリルジメチコンクロスポリマー。
　３．ＫＳＧ－４２－イソドデカン中で供給されるビニルジメチコン／ラウリルジメチコ
ンクロスポリマー。
　４．Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ（登録商標）ＥＬ－８０５０　ＩＤ　ＳＯＥＢ－イソドデ
カン中で供給されるジメチコン／ビス－イソブチルＰＰＧ　２０クロスポリマー。
　５．ＫＳＧ－２４０－シクロメチコン（Ｄ５）中で供給されるジメチコン／ＰＥＧ－１
０クロスポリマー。
　６．ＫＳＧ－３２０－イソドデカン中で供給されるＰＥＧ－１５／ラウリルジメチコン
クロスポリマー。
　７．ＫＳＧ－８２０－イソドデカン中で供給されるラウリルジメチコン／ポリ－グリセ
リン－３クロスポリマー。
【００７９】
　シリコーンエラストマーは、非ＵＶ溶媒中で供給される。溶媒を抽出し、シリコーンエ
ラストマーを上述した溶媒抽出法により脱膨潤させた。液体ＵＶ活性物質で再膨潤させる
前に、脱膨潤エラストマーの観察を行った。様々な比の液体ＵＶ活性物質及びシリコーン
エラストマーを調製した。サンプルを機械的攪拌（およそ１１００振動／分）を用いて周
囲条件にておよそ２～３時間、膨潤させた後、目視検査を行った。
【００８０】
　表１は、様々なシリコーンエラストマー中でのオクチサレート（２－エチルヘキシル－
サリチレート）の負荷容量を示す（実施例番号は、上記に列挙したエラストマーに一致す
る）。いくつかの実施例では、ＵＶ複合体は、デカント可能な液体ＵＶ活性物質を有さず
に、１：１以上の比で形成された。例えば、実施例Ａ５のジメチコン／ＰＥＧ－１０クロ
スポリマー（ＫＳＧ－２４０）は、１：１～４：１の比でＵＶ複合体を形成することが可
能であった。シリコーンエラストマーは、５：１の比で容量を超えた。したがって、最大
液体ＵＶ負荷（より詳細には、オクチサレート負荷）は、４：１～５：１である。「*」
を有する実施例は、特定された比にて自由液体が観察されたことを示す。
【００８１】
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【表１】

【００８２】
　表２は、様々なシリコーンエラストマー中でのオクチノキセート（オクチルメトキシシ
ンナメート）の負荷容量を示す（実施例番号は、上記に列挙したエラストマーに一致する
）。いくつかの実施例では、ＵＶ複合体は、デカント可能な液体ＵＶ活性物質を有さずに
、１：１以上の比で形成された。例えば、実施例Ｂ５のジメチコン／ＰＥＧ－１０クロス
ポリマー（ＫＳＧ－２４０）は、１：１～２：１の比でＵＶ複合体を形成することが可能
であった。シリコーンエラストマーは、３：１の比で容量を超えた。したがって、最大液
体ＵＶ負荷（より詳細には、オクチノキセート負荷）は、２：１～３：１である。「*」
を有する実施例は、特定された比にて自由液体が観察されたことを示す。
【００８３】
【表２】

【００８４】
　表３は、様々なシリコーンエラストマー中での混合液体ＵＶ系の負荷容量を示す（実施
例番号は、上記に列挙したエラストマーに一致する）。混合液体ＵＶ系は、液体及び可溶
化固体ＵＶ活性物質の両方を含む。混合液体ＵＶ系は、３部のアボベンゾン、６部のオキ
シベンゾン、１５部のホモサレート、２．６部のオクトクリレン（octocrylane）、及び
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５部のオクチサレートを含み、これらは全て重量による。いくつかの実施例では、ＵＶ複
合体は、デカント可能な液体ＵＶ活性物質を有さずに、１：１以上の比で形成された。例
えば、実施例Ｃ６のＰＥＧ－１５／ラウリルジメチコンクロスポリマー（ＫＳＧ－３２０
）は、１：１～５：１の比でＵＶ複合体を形成することが可能であった。シリコーンエラ
ストマーは、６：１の比で容量を超えた。したがって、最大混合液体ＵＶ系負荷は、５：
１～６：１である。「*」を有する実施例は、特定された比にて自由液体が観察されたこ
とを示す。
【００８５】
【表３】

【００８６】
　ＳＰＦ有効性
　表２に記載した選択されたＵＶ複合体と、液体ＵＶ活性物質、オクチノキセート単独を
有する対照脚（leg）とに関する、インビトロでのＵＶ有効性データを収集した。粗面化
したＰＭＭＡ板（Ｈｅｌｉｏｓｃｉｅｎｃｅ，Ｍａｒｓｅｉｌｌｅ，ＦｒａｎｃｅのＨＤ
６板）に各組成物を塗布し、塗布した製品を１５分間硬化させた後、Ｌａｂｓｐｈｅｒｅ
　ＵＶ２０００（Ｌａｂｓｐｈｅｒｅ，Ｉｎｃ．，Ｎｏｒｔｈ　Ｓｕｔｔｏｎ，ＮＨ）を
使用して、得られた製品フィルムのインビトロでのＳＰＦを測定することによって、各実
施例のインビボでのＳＰＦを測定した。実施例は、シリコーンエラストマー及びオクチノ
キセートを含むＵＶ複合体を含み、これらは対照に関して一貫した量（０．０１００ｇ）
のオクチノキセートが各実施例中に存在することを確実にするよう塗布される。表４に示
した結果は、ＵＶ複合体が、対照のニートのオクチノキセートよりも高い、インビトロで
のＳＰＦ値を提供することを示す。ＵＶ複合体は、ＵＶ液体単独と比較して高いＵＶ吸収
効力（ＳＰＦの増大を介して）を提供している。実施例は、僅かな量の過剰の液体ＵＶ活
性物質を含むが、対照を超えるＳＰＦ増大は明かにＵＶ複合体の結果である。当業者は、
本ＵＶ複合体中に使用されるシリコーンエラストマーが、単独では有意なＵＶ有効性を有
さないことを認識するであろうことに留意される。
【００８７】

【表４】

【００８８】
　日焼け止め剤組成物実施例
　以下は、表１、２、及び３に示した例示的なＵＶ複合体を含む日焼け止め剤組成物の実
施例である。
【００８９】
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【表５】

　1　記入した液体ＵＶ活性物質とシリコーンエラストマーとの比におけるＵＶ複合体の
重量パーセント。
　2　ＣｏｇｎｉｓのＥｍｕｌｇａｄｅ（商標）ＰＬ６８／５０
　3　ＢＡＳＦのビス－エチルヘキシルオキシフェノールメトキシフェニルトリアジン
　4　Ｓｅｐｐｉｃのポリアクリルアミド、Ｃ１３～１４イソパラフィン、及びラウレス
－７
　5　Ｅｑｕｉｓｔａｒのポリエチレンホモポリマースフェア
　6　Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇのジメチコン及びジメチコノール
【００９０】
　適切な容器中で、水相材料を組み合わせ、７５℃に加熱する。別の適切な容器で、油相
材料を組み合わせ、７５℃に加熱する。次に油相を水相に加え、得られたエマルションを
すり混ぜる（例えば、ローターステーターミルにより）。次に、増粘剤をエマルションに
加え、撹拌しながらエマルションを４５℃に冷却する。４５℃にて、残りのその他の成分
を加える。次に、撹拌しながら生成物を３０℃になるまで冷却し、再度すり混ぜ、次に適
切な容器に注ぎ入れる。
【００９１】
　ＵＶ複合体の感触効果を示す日焼け止め剤組成物
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　ＵＶ複合体の使用により達成される優れた調製結果を示すために、２つの日焼け止め剤
組成物を調製し、１つはＵＶ複合体を使用し、１つは同一の濃度のＵＶ活性物質及びシリ
コーンエラストマーを使用するが、非ＵＶ溶媒が付随する市販のシリコーンエラストマー
を使用して調製した。
【００９２】
【表６】

　1　ＬｏｎｚａのＤＭＤＭヒダントイン、ヨードプロピニルブチルカルバメート
　2　オクチサレートとジメチコン／ビス－イソブチルＰＰＧ　２０クロスポリマーの３
：１ブレンド、僅かに過剰量のオクチサレートを有する、オクチサレート及びシリコーン
エラストマーのＵＶ複合体からなる。したがって、組成物αは、約５％のオクチサレート
及び約１．６６％のジメチコン／ビス－イソブチルＰＰＧ　２０クロスポリマーを含む。
　3　ＥＬ－８０５１　ＩＮ（Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ，Ｍｉｄｌａｎｄ，ＭＩ）は、ネ
オペンタン酸イソデシル溶媒中で膨潤された１２％エラストマーとして供給される市販の
ジメチコン／ビス－イソブチルＰＰＧ　２０クロスポリマーである。組成物βが組成物α
と同一の量のオクチサレート（５％）及びジメチコン／ビス－イソブチルＰＰＧ　２０ク
ロスポリマー（１．６６％）の両方を含むために、５％のオクチサレートを加える必要が
あり、またＥＬ－８０５１　ＩＮを１３．８４％の濃度で加える必要がある。その結果、
組成物βは、追加の１２．１８％のネオペンタン酸イソデシル溶媒も含む。
　4　Ｓｅｐｐｉｃ（商標）のポリアクリルアミド、Ｃ１３～１４イソパラフィン及びラ
ウレス－７
【００９３】
　ＵＶ複合体を有する組成物αと等価な組成物（即ち、同一の重量百分率のオクチサレー
ト及びシリコーンエラストマー）を提供するために、従来の材料を有する組成物βは、約
１２．１８％のネオペンタン酸イソデシルを必ず含む必要があるであろう。１２．１８％
ネオペンタン酸イソデシルを含ませることにより、組成物中に利用可能な、例えばスキン
ケア活性物質、皮膚軟化剤、又は更なるＵＶ活性物質などの他のより有効な材料のための
場所が低減する。加えて、ネオペンタン酸イソデシルは油性材料のため、配合物の皮膚感
触に対して負の影響を有する。このことは、本発明者らが５人の人々に、両方の製品に触
って、皮膚上で比較的低い脂性及び油性を有すると思われる製品を選択するよう要求する
試験を行うことにより示された。パネリストは、管理された用量（０．１ｇ）の各製品を
手掌前腕上に塗布し、該製品を皮膚上に擦り込み、脂性及び油性が比較的低い組成物を特
定するよう要求された。全パネリスト（５人中５人）が皮膚上で比較的低い脂性及び油性
を有するとして組成物αを選択した。
【００９４】
　本明細書に開示した寸法及び値は、記載された正確な数値に厳密に限定されるものと理
解されるべきではない。むしろ、特に断らないかぎり、そのような寸法のそれぞれは、記
載された値及びその値の周辺の機能的に同等の範囲の両方を意味するものとする。例えば
、「４０ミリメートル」として開示される寸法は、「約４０ミリメートル」を意味するも
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【００９５】
　任意の相互参照又は関連特許若しくは関連出願を包含する本明細書に引用される全ての
文献は、明確に除外ないしは別の方法で限定されない限り、その全てが本明細書中に参照
により組み込まれる。いずれの文献の引用も、こうした文献が本願で開示又は特許請求さ
れる全ての発明に対する先行技術であることを容認するものではなく、また、こうした文
献が、単独で、あるいは他の全ての参照文献とのあらゆる組み合わせにおいて、こうした
発明のいずれかを参照、教示、示唆又は開示していることを容認するものでもない。更に
、本文書において、用語の任意の意味又は定義の範囲が、参考として組み込まれた文書中
の同様の用語の任意の意味又は定義と矛盾する場合には、本文書中で用語に割り当てられ
る意味又は定義に準拠するものとする。
【００９６】
　本発明の特定の実施形態が例示され記載されてきたが、本発明の趣旨及び範囲から逸脱
することなく他の様々な変更及び修正を実施できることが、当業者には自明であろう。し
たがって、本発明の範囲内にあるそのようなすべての変更及び修正を添付の特許請求の範
囲で扱うものとする。
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