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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　酸化亜鉛、酸化チタン及び酸化セリウムから選ばれる少なくとも１種の金属酸化物の表
面に、ハロゲン化アルキル基及びハロゲン化スルホニル基から選ばれる重合開始基とアル
コキシシリル基及びクロロシリル基から選ばれる金属酸化物表面へと反応する官能基とを
有する重合開始性化合物を反応させ、次いで前記重合開始基を介して、重合性不飽和基を
有する単量体を遷移金属錯体存在下で重合してなる、金属酸化物複合粉体を含有する化粧
料。
【請求項２】
　酸化亜鉛、酸化チタン及び酸化セリウムから選ばれる少なくとも１種の金属酸化物の表
面に、ハロゲン化アルキル基及びハロゲン化スルホニル基から選ばれる重合開始基とアル
コキシシリル基及びクロロシリル基から選ばれる金属酸化物表面へと反応する官能基とを
有する重合開始性化合物を反応させ、次いで前記重合開始基を介して、重合性不飽和基を
有する単量体をハロゲン化銅、及び銅と配位可能な有機化合物存在下で重合してなる、金
属酸化物複合粉体を含有する化粧料。
【請求項３】
　重合開始性化合物が、６－（２－ブロモイソ酪酸）ヘキシルトリアルコキシシラン、６
－（２－ブロモイソ酪酸）ヘキシルアルキルジアルコキシシラン、６－（２－ブロモイソ
酪酸）ヘキシルジアルキルモノアルコキシシラン、６－（２－ブロモイソ酪酸）ヘキシル
トリクロロシラン、２－（４－クロロスルフォニルフェニル）エチルトリアルコキシシラ
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ン及び２－（４－クロロスルフォニルフェニル）エチルトリクロロシランから選ばれる、
請求項１又は２記載の化粧料。
【請求項４】
　金属酸化物が複合粉体の内部に存在する、請求項１～３何れか１項記載の化粧料。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は金属酸化物複合粉体及びそれを含有する化粧料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　金属酸化物は特定の着色力を持つために顔料として、また、特に酸化亜鉛、酸化チタン
などは、紫外線遮蔽性及び抗菌性などを目的として化粧料に配合されている。これらの金
属酸化物は表面が親水的であり、そのままでは油性の化粧料には配合できない。また、こ
のままでは感触が悪く、使用感に劣る。そこで化粧料に配合するために、多くの場合、メ
チルハイドロジェンシロキサン・オルガノシロキサンや、パーフルオロアルキル基を有す
る有機化合物などで表面を処理し、疎水化、感触の改善を行っている（例えば：特許文献
１）。また、これらの問題を解決するために、モノマー中にこれらの金属酸化物を分散し
た後、水中で懸濁重合、乳化重合を行い、金属酸化物複合粉体とすることが開示されてい
る（特許文献２）。
【特許文献１】特開平１１－８０５８８号公報
【特許文献２】特許第３２０５２４９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記技術のうち、金属酸化物の表面処理においては、金属酸化物が凝集した状態で表面
を処理されてしまうために、配合時の機械力により未処理部分が露出し、感触の低下、配
合安定性の低下などの問題がある。また、金属酸化物と樹脂粉体との複合化においては、
金属酸化物の粒子径を小さくしても、懸濁重合、乳化重合による高分子との複合化により
、複合粒子の粒子径が大きくなってしまい、使用時に白く残ってしまったり、配合品の安
定性が低下するなどの問題があった。また、ポリカルボン酸系の水系増粘剤中に金属酸化
物を配合すると、酸化亜鉛等の金属酸化物と増粘剤の相互作用により、粘度が経時的に低
下してしまう問題もあった。
【０００４】
　従って、本発明の課題は、粒子径を小さくでき、配合時の機械力による金属酸化物表面
の露出を抑制でき、またポリカルボン酸系の増粘剤と併用しても粘度が低下しない金属酸
化物複合粉体、及びそれを含有する感触及び配合安定性に優れた化粧料を提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、酸化亜鉛、酸化チタン及び酸化セリウムから選ばれる少なくとも１種の金属
酸化物の表面に導入された重合開始基を介して、重合性不飽和基を有する単量体を重合し
てなる、金属酸化物複合粉体、及びこの金属酸化物複合粉体を含有する化粧料を提供する
。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明により、金属酸化物をほとんど凝集させることなくポリマーで被覆した金属酸化
物複合粉体を得ることができ、また、配合時の機械力による金属酸化物表面の露出も抑制
可能となり、感触・配合安定性が良好な化粧料を提供できる。また、ポリカルボン酸系の
水系増粘剤を含有する化粧料中に配合しても、粘度が経時的に低下することを抑制するこ
とができ、粘度安定性の良好な化粧料を提供できる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　［金属酸化物複合粉体及びその製造法］
　本発明の金属酸化物複合粉体は、金属酸化物の表面に導入された重合開始基を開始剤と
して、重合性不飽和基を有する単量体を重合することにより得られる（以下、この操作を
表面グラフト、この操作により金属酸化物表面より生成した高分子鎖をグラフト鎖と表記
する場合もある）。このような本発明の金属酸化物複合粉体は、金属酸化物が複合粉体の
内部に存在する。
【０００８】
　本発明に用いられる金属酸化物としては、紫外線防御能が高い、酸化亜鉛、酸化チタン
及び酸化セリウムから選ばれる１種以上のものが挙げられ、酸化亜鉛が好ましい。金属酸
化物は形状に関わりなく用いることが出来、球状、板状、不定形などを用いることが出来
る。また、用途に応じて、異なる形状の金属酸化物を組み合わせて使用しても良い。
【０００９】
　金属酸化物の平均粒子径は、紫外線防御能及び複合粉体、化粧被膜の透明性を高める観
点から、一次粒子径は１μｍ以下が好ましく、０．００５～１μｍが更に好ましく、０．
０１～０．８μｍが特に好ましい。
【００１０】
　尚、金属酸化物の一次粒子径は透過型電子顕微鏡写真より得られた金属酸化物粒子像よ
り任意の１０個を抽出し長径の平均を算出した値である。
【００１１】
　金属酸化物表面へ重合開始基を導入する方法としては、重合開始基となる官能基を有し
、更に金属酸化物表面と反応する官能基を有する化合物（以下重合開始性化合物という）
を、金属酸化物と反応させる方法が挙げられる。
【００１２】
　重合開始性化合物としては、一般的には、式Ｒ1－Ａ－Ｂ－Ｒ2

（式中、Ｒ1は加水分解してＨＯ－（水酸基）などとなる基を示し、Ｒ2は重合開始基を示
す。Ａ及びＢはそれぞれ有機基を示す）
で表される化合物が挙げられる。
【００１３】
　Ｒ1基の代表的なものとしては、アルコキシシリル基やアルコキシチタン基などが挙げ
られる。また、Ｒ2基は、アゾ基、パーオキサイド基、パースルフェート基、ハロゲン化
アルキル基、ハロゲン化スルホニル基などが挙げられる。原子移動ラジカル重合（ＡＴＲ
Ｐ）を行うに当たっては好ましくは、Ｒ2基として、ハロゲン化アルキル基もしくはハロ
ゲン化スルホニル基を有しているものが好ましい。
【００１４】
　重合開始性化合物の具体的な例としては、６－（２－ブロモイソ酪酸）ヘキシルトリア
ルコキシシラン、６－（２－ブロモイソ酪酸）ヘキシルアルキルジアルコキシシラン、６
－（２－ブロモイソ酪酸）ヘキシルジアルキルモノアルコキシシラン、６－（２－ブロモ
イソ酪酸）ヘキシルトリクロロシラン、２－（４－クロロスルフォニルフェニル）エチル
トリアルコキシシラン、２－（４－クロロスルフォニルフェニル）エチルトリクロロシラ
ンなどが挙げられる。
【００１５】
　酸化亜鉛を例に取ると、酸化亜鉛表面へ重合開始基を導入するには、６－（２－ブロモ
イソ酪酸）ヘキシルトリエトキシシランや６－（２－ブロモイソ酪酸）ヘキシルトリクロ
ロシシラン等を酸化亜鉛表面の酸化層と反応させることにより、重合開始基であるハロゲ
ン化アルキル基を酸化亜鉛表面に固定化させることが可能である。
【００１６】
　金属酸化物表面に導入した重合開始基を介して、単量体を重合する方法は、ラジカル重
合法が好ましい。更に、金属酸化物複合粉体の感触や分散性などを考えると、生成する高
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分子鎖の一次構造を制御しつつ高密度に表面グラフト化することが望ましいと考えられる
。このような高分子鎖の導入方法として、すべてのグラフト鎖の成長がほぼ均等に進行し
て、隣接グラフト鎖間の立体障害が軽減できるリビングラジカル重合法が特に有効である
。リビングラジカル重合法としては、Chemical Review、2001、101巻、2921-2990項に記
載されている、遷移金属錯体存在下の原子移動ラジカル重合法（ＡＴＲＰ）を用いること
が好ましい。この際に用いられる遷移金属錯体としては、Chemical Review、2001、101巻
、2935-2940に例示されているような、モリブデン錯体、クロム錯体、レニウム錯体、ル
テニウム錯体、鉄錯体、ロジウム錯体、ニッケル錯体、パラジウム錯体、銅錯体などが挙
げられる。また、反応系中にハロゲン化銅、及び銅と配位可能な有機化合物をそれぞれ加
え、反応系中で銅錯体とすることも出来る。この際に用いられる銅と配位可能な有機化合
物としては、スパルテインや、Chemical Review、2001、101巻、2941項に例示されている
、窒素酸化物などが挙げられる。また、表面グラフト重合を行う際には、例えば２－ブロ
モ酪酸エチルなどのリビングラジカル重合開始剤を重合媒体中に有利の状態で存在させる
こともグラフト鎖の構造制御の点で有効な方法であり、好ましく用いられる。
【００１７】
　本発明の金属酸化物複合粉体の製造に用いられる単量体は、ラジカル重合するものであ
れば特に限定されるものではないが、リビングラジカル重合可能なものであればより好ま
しく、原子移動ラジカル重合が可能であれば特に好ましい。これらの単量体としては、（
メタ）アクリル酸メチル、（メタ）アクリル酸エチル、（メタ）アクリル酸ブチル、（メ
タ）アクリル酸イソブチル、（メタ）アクリル酸ｔ－ブチル、（メタ）アクリル酸２－エ
チルヘキシル、（メタ）アクリル酸ドデシル、（メタ）アクリル酸ステアリル、（メタ）
アクリル酸イソステアリルなどの直鎖または分岐鎖アルキル（メタ）アクリレート、２－
（オクタフルオロアルキル）エチル（メタ）アクリレートなどのフッ素化アルキル（メタ
）アクリレート、２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、ポリエチレングリコール
（メタ）アクリレート、１－ｎ－プロポキシエチル（メタ）アクリレートなどの（メタ）
アクリレート類、Ｎ，Ｎ－ジメチル（メタ）アクリルアミドなどの（メタ）アクリルアミ
ド類、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチル（メタ）アクリレート塩酸塩などのカチオン性（メ
タ）アクリレート、スチレン、ｐ－クロロスチレンなどのスチレン系単量体、その他、（
メタ）アクリロニトリルなどが挙げられる。
【００１８】
　ここで、（メタ）アクリルとはアクリル又はメタクリルを、（メタ）アクリレートとは
アクリレート又はメタクリレートを、（メタ）アクリロニトリルとはアクリロニトリル又
はメタクリロニトリルを意味する。
【００１９】
　本発明の金属酸化物複合粉体の粒子径は特に限定されるものではないが、使用感などの
面から、一次粒子径が１μｍ以下であることが好ましい。尚、粉体の粒子径は酢酸ウラニ
ルやリンタングステン酸などの重金属化合物水溶液によるネガティブ染色を行った透過型
電子顕微鏡（ＴＥＭ）写真を用い、任意抽出した１０点の長径を計測し、平均したときの
値である。
【００２０】
　本発明の金属酸化物複合粉体中の金属酸化物の含有量は、１～９５重量％が好ましく、
５～９０重量％が更に好ましい。
【００２１】
　また、本発明の金属酸化物複合粉体のＵＶ遮蔽能はΔＴが３５％以上であることが好ま
しく、４０％以上であることがより好ましい。ここで、ΔＴは以下の方法で測定した値で
ある。
【００２２】
　金属酸化物複合粉体を、金属酸化物０．０１重量％になるように、シリコーンオイル　
６ｃｓ（信越化学（株）製　ＫＦ９６　６ｃｓ）に分散させ、光路長５０μｍの石英セル
に入れて、分光光度計（島津製作所（株）製　ＵＶ－２５５０）を使用し、５５０ｎｍと
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３５０ｎｍの波長における透過率を測定し、これらの差をΔＴ（％）として、ＵＶ遮蔽能
の尺度とした。
【００２３】
　［化粧料］
　本発明の金属酸化物複合粉体を含有する化粧料は、効果／製品形態など特に制限をされ
るものではないが、ＵＶ遮蔽効果、皮膚隠蔽効果を発揮させ得るものが好ましい。具体的
には、ファンデーション、頬紅、アイシャドウ、マスカラ、アイライナー、口紅、ネイル
エナメルなどのメイクアップ化粧料、サンスクリーン化粧料、下地化粧料、ヘアスプレー
、ヘアムースなどの毛髪化粧料などが好ましい。本発明の化粧料中の金属酸化物複合粉体
の含有量は０．１～６０重量％が好ましく、１～４０重量％が更に好ましい。
【００２４】
　また、更に本発明の化粧料には、通常の化粧料用原料として用いられる他の成分、例え
ば、白色顔料（酸化チタンなど）、体質顔料（マイカ、タルク、セリサイト、硫酸バリウ
ムなど）、着色顔料（ベンガラ、黄酸化鉄、黒酸化鉄などの無機着色顔料、黄色４０１号
、赤色２２６号などの有機着色顔料）、パール顔料、天然鉱物、有機粉末、油剤（ワセリ
ン、ラノリン、セレシン、オリーブ油、ホホバ油、ヒマシ油、スクワラン、流動パラフィ
ン、エステル油、ジグリセリド、シリコーン油、パーフルオロポリエーテル、フッ素変性
シリコーン油など）、紫外線防御剤、ゲル化剤、皮膜形成剤、ワックス（マイクロクリス
タリンワックス、高級脂肪酸や高級アルコールなどの固形・半固形油分など）、金属石鹸
、界面活性剤、保湿剤、防腐剤、香料、増粘剤、酸化防止剤、殺菌剤、制汗剤、その他各
種添加剤を適宜選択して配合することが出来る。
【００２５】
　本発明の化粧料は、固体化粧料、ワックス化粧料、乳液（油中水型、水中油型）化粧料
、液体化粧料、ゲル化粧料、スプレー、フォームなどの製品形態で用いられる。
【実施例】
【００２６】
　合成例１
　（１）酸化亜鉛表面への重合開始基の導入
　１００ｍＬ蓋付きガラス容器に微粒子酸化亜鉛（住友大阪セメント　ＺｎＯ－３５０、
ＴＥＭ写真より算出した平均粒子径２６ｎｍ）５ｇ、エタノール５０ｇを入れ、攪拌下、
アンモニア水を加えた。そのまま、１時間攪拌後、６－（２－ブロモイソ酪酸）ヘキシル
トリエトキシシラン５．７ｇを加えた。室温で２４時間攪拌後、遠心分離（１００００ｒ
／ｍｉｎ、２０分）により、重合開始基導入酸化亜鉛を分離した。洗浄のためにエタノー
ルを分散媒として同様の操作を３回繰り返したあと、アニソールを２５ｇ加え、重合開始
基導入酸化亜鉛スラリーを調製した。
【００２７】
　（２）酸化亜鉛複合粉体の合成
　２００ｍＬナスフラスコに、スターラーチップ、臭化銅（Ｉ）０．４３ｇを仕込み窒素
置換後、ドライアイス／メタノールを冷媒として冷却した。十分に冷却後、メタクリル酸
メチル１００ｇ、２－ブロモイソ酪酸エチル０．２ｇ、スパルテイン１．４ｇ、（１）で
調製した重合開始基導入酸化亜鉛スラリー１３．５ｇ、アニソール８２ｇを加え、冷却下
、窒素バブリングを３０分行った。窒素置換終了後に、三方コックにて密閉し、７２℃シ
リコーンバスで攪拌下、４時間、加熱、重合を行った。重合後、冷却した後に、遠心分離
（１００００ｒ／ｍｉｎ×２０分）を行い、固相を回収し、テトラヒドロフラン／メタノ
ールにより洗浄後、乾燥し、酸化亜鉛複合粉体を得た。この酸化亜鉛複合粉体の表面グラ
フト鎖の分子量を直接測定することは困難であるが、重合のメカニズムから、溶液中に生
成するフリーポリマー（２－ブロモイソ酪酸エチルより生成したポリマー）の分子量とほ
ぼ同じと見なすことが出来る。
【００２８】
　酸化亜鉛複合粉体のグラフトポリマーの分子量は、Ｍｎ＝３９０００（ＧＰＣ：東ソー
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　ＨＬＣ－８２２０ＧＰＣ、カラム：Ｇ４０００ＨＸＬ＋Ｇ２０００ＨＸＬ、溶離液：テ
トラヒドロフラン、ポリスチレン換算）と想定され、分子量分布はＭｗ／Ｍｎ＝１．２で
あった。また、反応率は４２％（1Ｈ－ＮＭＲ：バリアン　ＭＥＲＣＵＲＹ４００により
メタクリル酸メチルのビニルＣＨ2とポリメタクリル酸メチルのα－ＣＨ3より算出）であ
った。この粉体の酸化亜鉛含有量は、２６％であった（ＩＣＰ発光分析：島津製作所　Ｉ
ＣＰＳ－１０００により亜鉛量を測定）。ＴＥＭ観察した結果（日本電子　ＪＥＭー２０
００ＦＸ）、酸化亜鉛がポリマーに内包されていることが確認された。また、この観察よ
り、この粒子の粒子径は０．３１μｍであった。
【００２９】
　合成例２
　合成例１の（２）で、臭化銅（Ｉ）を０．２ｇ、メタクリル酸メチルを１５ｇ、２－ブ
ロモイソ酪酸エチルを０．１４ｇ、スパルテインを０．７ｇ、重合開始基導入酸化亜鉛ス
ラリーを１４ｇに、反応時間を２４時間に代え、合成例１と同様に反応を行い、酸化亜鉛
複合粉体を得た。グラフトポリマーの分子量はＭｎ＝１４２００、分子量分布はＭｗ／Ｍ
ｎ＝１．４１、反応率は９７％であった。この粉体の酸化亜鉛含有量は３９％であり、酸
化亜鉛がポリマーに内包されていることが確認された。また、粒子径は０．１２μｍであ
った。
【００３０】
　合成例３
　合成例１の（１）において、酸化亜鉛と６－（２－ブロモイソ酪酸）ヘキシルトリエト
キシシランを反応させ、遠心分離及び洗浄後、メチルエチルケトン（ＭＥＫ）／ｎ－プロ
ピルアルコール（ｎ－ＰｒＯＨ）＝７／３（体積比）混合溶媒を２５ｇ加え、重合開始基
導入酸化亜鉛スラリーを調製した。このスラリーを用いて、合成例１の（２）で臭化銅（
Ｉ）を０．０４ｇ、メタクリル酸メチルをメタクリル酸２－ヒドロキシエチル１５ｇに、
スパルテインをビピリジン０．０８ｇに、重合開始基導入酸化亜鉛スラリーを１０ｇ、ア
ニソールをＭＥＫ／ｎ－ＰｒＯＨ＝７／３混合液１７．５ｇに代え、同様の操作により反
応を行い、酸化亜鉛複合粉体を得た。グラフトポリマーの分子量はＭｎ＝１７０００、Ｍ
ｗ／Ｍｎ＝１．７２、ＧＰＣ反応率は２５％であった。この粉体の酸化亜鉛含有量は４２
％であり、酸化亜鉛がポリマーに内包されていることが確認された。また、粒子径は０．
１５μｍであった。
【００３１】
　合成例４
　合成例１の（１）において、酸化亜鉛５ｇを板状酸化チタン（ルクセレンシルクＨ　住
友化学）５ｇに代え、合成例１と同様の操作を行い、板状酸化チタン複合粉体を得た。グ
ラフトポリマーの分子量はＭｎ＝６２０００、Ｍｗ／Ｍｎ＝１．１、反応率は４０％、こ
の粉体の酸化チタン含有量は９３％であった。走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）観察より板状
酸化チタン表面の形状がポリマーにより変化していることが分かった。
【００３２】
　比較合成例１
　ビーズミルを用いて、テイカ製シリコーン処理酸化亜鉛（ＭＺ－５０７Ｓ）３０ｇをメ
チルメタクリレート（ＳＰ値８．９）７０ｇ中で３時間撹拌した（大塚電子製ＥＬＳ－８
０００で測定した酸化亜鉛の平均粒子径０．３μｍ）。その後、ラウロイルパーオキサイ
ド２．１ｇを加えた。イオン交換水５００ｇにラウリル硫酸ナトリウム５ｇを溶解し、前
述の酸化亜鉛スラリーに加え、マイルダーを用いて分散した（堀場製作所製ＬＡ－９１０
で測定したエマルジョンの平均粒子径２．２μｍ）。次いで、該分散液を２０００ｍＬの
セパラブルフラスコに仕込み、窒素置換後、２００ｒ／ｍｉｎで攪拌しながら、７０℃ま
で昇温し、７０℃で１０時間、さらに８０℃まで昇温し、８０℃、１０時間窒素雰囲気下
で重合を行った。重合終了後、遠心分離にて固体を集め、水で洗浄し、凍結乾燥後、ジェ
ットミルで解砕して、複合ポリマー粒子７０ｇを得た。この粉体の酸化亜鉛の内包率は４
０％であった。また、ＳＥＭ観察より平均粒子径３μｍであった。
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【００３３】
　合成例１～３、比較合成例１で得られた酸化亜鉛複合粉体について、下記方法でＵＶ遮
蔽能の評価を行った。結果を表１に示す。また、それぞれの酸化亜鉛複合粉体の粒子径及
び酸化亜鉛含有量も併せて表１に示す。
【００３４】
　＜ＵＶ遮蔽能＞
　酸化亜鉛複合粉体を、酸化亜鉛０．０１重量％になるように、シリコーンオイル６ｃｓ
（信越化学（株）製　ＫＦ９６　６ｃｓ）に分散させ、光路長５０μｍの石英セルに入れ
て、分光光度計（島津製作所（株）製　ＵＶ－２５５０）を使用し、５５０ｎｍと３５０
ｎｍの波長における透過率の差をΔＴとして算出した。
【００３５】
【表１】

【００３６】
　実施例１～３、比較例１～２
　合成例１～３及び比較合成例１で得られた酸化亜鉛複合粉体及びシリコーン処理酸化亜
鉛（テイカ製　ＭＺ－５０７Ｓ）を用いて、以下の配合により化粧料を調製した。得られ
た化粧料について、下記方法で配合安定性及び感触を評価した。結果を表２に示す。
【００３７】
　＜化粧料配合組成＞
　　酸化亜鉛複合粉体またはＭＺ－５０７Ｓ　　　　　　５重量％
　　エタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５重量％
　　カーボポールＥＤＴ２０２０　　　　　　　　　　　０．３重量％
　　（Ｎｏｖｅｏｎ製　ポリカルボン酸系増粘剤）
　　ＰＥＭＵＬＥＮ　ＴＲ－２　　　　　　　　　　　　０．２重量％
　　（Ｎｏｖｅｏｎ製　ポリカルボン酸系増粘剤）
　　トリエタノールアミン（８９％）　　　　　　　　　０．２重量％
　　メチルパラベン　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２重量％
　　水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７９．１重量％
　＜配合安定性評価法＞
　化粧料を２５℃、７日間保存し、粘度変化を測定した。粘度はＢ型粘度計を用い測定範
囲になる各種ローターを用い、６ｒ／ｍｉｎで１分測定し（サンプル温度２０℃）、粘度
変化率を求めた。粘度変化率は以下の式で表される値である。
【００３８】
　粘度変化率（％）＝［（η２－η１）／η１］×１００
　　ここで、η１は化粧料配合直後の粘度（ｍＰａ・ｓ）、η２は保存後の粘度（ｍＰａ
・ｓ）を示す。
【００３９】
　＜感触評価法＞
　配合直後の化粧料の感触を、専門パネラー１名により、次の基準で３段階評価を行った
。
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○：違和感なく使用できる
△：ややきしみ感がある
×：きしみ感がある
【００４０】
【表２】

【００４１】
　実施例４
　合成例４で得られた酸化チタン複合粉体を用いて、下記組成の化粧下地剤を、下記製法
により調製する。
【００４２】
　＜化粧下地剤の組成＞
　（１）ポリエーテル変性シリコーン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．５ｇ
　　　（東レ・ダウコーニングシリコーン社製　ＳＨ３７７５Ｍ）
　（２）シリコーンオイル　１０ｃｓ（信越化学　ＫＦ９６Ａ １０ｃｓ）　 １５ｇ
　（３）オクタメチルシクロテトラシロキサン　　　　　　　　　　　　　　２０ｇ
　　　（東レ・ダウコーニングシリコーン社製　ＳＨ２４４）
　（４）ジメチルシロキサン塊状重合体　　　　　　　　　　　　　　　　　１６ｇ
　　　（東芝シリコーン製　トスパール１４５Ａ）
　（５）合成例４の酸化チタン複合粉体　　　　　　　　　　　　　　　　　　２ｇ
　（６）グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２ｇ
　（７）エタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４ｇ
　（８）硫酸マグネシウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ｇ
　（９）精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３７．５ｇ
　＜製法＞
　成分（１）～（３）を均一に混合した後に、（４）、（５）を添加し、ディスパーで分
散させ、次に（６）～（９）の水相成分を均一に混合し、添加して乳化させ、ホモミキサ
ーで粘度調製してクリーム状の化粧下地を得る。
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