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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
下記繰り返し単位（１）、（２）及び（３）を含む重合体（Ａ）であって、繰り返し単位
（１）を重合体（Ａ）の質量の０．１～７０質量％、繰り返し単位（２）を重合体（Ａ）
の質量の０．１～５０質量%、繰り返し単位（３）を重合体（Ａ）の質量の３０～９５質
量％で含み、かつ、デカメチルシクロペンタシロキサンに可溶である重合体（Ａ）を含有
することを特徴とする化粧料。
【化１】

［ただし、Ｒは互いに同一または異なっており、水素原子またはメチル基であり、
Ｘ1は－ＣＯＯＲ1基、フェニル基または下記式（４）で表される有機基である
【化２】

（ただし、Ｒ1は水素原子、または炭素数１～１０のアルキル基、Ｒ2は水素原子、または
炭素数１～３０の、酸素原子を有していてもよい１価炭化水素基であり、ａは２～５の整
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数、及びｂは１～１００の整数である。）］
【化３】

［ただし、Ｒは上記のとおりであり、Ｘ2は下記式（７）または式（８）で示される有機
基である］
【化４】

【化５】

【化６】

［ただし、Ｒは上記のとおりであり、Ｘ3は炭素数６～１０の２価の芳香族基、または－
Ｃ（＝Ｏ）ＯＲ4－（但しＲ4はＹに結合されている炭素数１～９のアルキレン基である）
であり、
Ｙは下記式（６）で示されるオルガノポリシロキサン残基である

【化７】

（但し、Ｒ5は同一または異なっており、炭素数１～３０の、アルキル基、アリール基ま
たはこれらがフッ素置換された基であり、ｅは１～３の整数、ｆは０～３００の整数であ
る）］
【請求項２】
Ｂ）紫外線防御成分を更に含有する請求項１に係る化粧料。
【請求項３】
Ｃ）油剤を更に含有する請求項１または２に係る化粧料。
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【請求項４】
Ｄ）水を更に含有する請求項１～３のいずれか１項に係る化粧料。
【請求項５】
Ｅ）アルコール性水酸基を有する化合物を更に含有する請求項１～４のいずれか１項に係
る化粧料。
【請求項６】
Ｆ）水溶性あるいは水膨潤性高分子を更に含有する請求項１～５のいずれか１項に係る化
粧料。
【請求項７】
Ｇ）粉体を更に含有する請求項１～６のいずれか１項に係る化粧料。
【請求項８】
前記Ｇ）粉体の少なくとも一部が、ジメチルポリシロキサンを架橋した構造を持つ架橋型
球状ジメチルポリシロキサン微粉末、架橋型球状ポリメチルシルセスキオキサン微粉末、
架橋型球状オルガノポリシロキサンゴム表面をポリメチルシルセスキオキサン粒子で被覆
してなる微粉末である請求項７に係る化粧料。
【請求項９】
Ｈ）界面活性剤を更に含有する請求項１～８のいずれか１項に係る化粧料。
【請求項１０】
前記Ｈ）界面活性剤が、分子中にポリオキシアルキレン鎖を有する直鎖又は分岐状オルガ
ノポリシロキサン、分子中にポリグリセリン鎖を有する直鎖又は分岐状オルガノポリシロ
キサン、或いはそれぞれのアルキル共変性オルガノポリシロキサンである請求項９に係る
化粧料。
【請求項１１】
前記Ｈ）界面活性剤のＨＬＢが２～１０である請求項９又は１０に係る化粧料。
【請求項１２】
Ｉ）親水性基を有しない架橋型オルガノポリシロキサン重合物と液状油剤からなる組成物
を含有する請求項１～１１のいずれか１項に係る化粧料。
【請求項１３】
Ｊ）親水性基を有する架橋型オルガノポリシロキサン重合物と液状油剤からなる組成物を
含有する請求項１～１２のいずれか１項に係る化粧料。
【請求項１４】
前記Ｊ）親水性基を有する架橋型オルガノポリシロキサン重合物が、分子中にポリオキシ
アルキレン鎖を有する架橋型オルガノポリシロキサン重合物、分子中にポリグリセリン鎖
を有する架橋型オルガノポリシロキサン重合物である請求項１３に係る化粧料。
【請求項１５】
Ｋ）シリコーン樹脂を更に含有する請求項１～１４のいずれか１項に係る化粧料。
【請求項１６】
前記Ｋ）シリコーン樹脂が、アクリルシリコーン樹脂である請求項１５に係る化粧料。
【請求項１７】
前記Ｋ）シリコーン樹脂が、ピロリドン基、長鎖アルキル基、ポリオキシアルキレン基、
フルオロアルキル基、及びカルボキシル基から選択された少なくとも一つの有機基を有す
るアクリルシリコーン樹脂である請求項１６に係る化粧料。
【請求項１８】
前記Ｋ）シリコーン樹脂が、Ｒ6

3ＳｉＯ0.5単位とＳｉＯ2単位から構成される樹脂、Ｒ6
3

ＳｉＯ0.5単位とＲ6
2ＳｉＯ単位及びＳｉＯ2単位から構成される樹脂、Ｒ6

3ＳｉＯ0.5単
位とＲ6ＳｉＯ1.5単位から構成される樹脂、Ｒ6

3ＳｉＯ0.5単位とＲ6
2ＳｉＯ単位及びＲ6

ＳｉＯ1.5単位から構成される樹脂、Ｒ6
3ＳｉＯ0.5単位、Ｒ6

2ＳｉＯ単位、Ｒ6ＳｉＯ1.5

単位及びＳｉＯ2単位から構成される樹脂（ここで、Ｒ6は水素原子、炭素数１～１０のア
ルキル基、フェニル基から選択される基）から成る群から選択される少なくとも１種のシ
リコーン樹脂である、請求項１５に係る化粧料。
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【請求項１９】
前記Ｋ）シリコーン樹脂が、ピロリドン基、長鎖アルキル基、ポリオキシアルキレン基、
フルオロアルキル基、アミノ基の中から選択された少なくとも一つの有機基を有するシリ
コーン樹脂である請求項１８に係る化粧料。
【請求項２０】
化粧料が、スキンケア化粧料、メークアップ化粧料、頭髪化粧料、制汗剤化粧料、紫外線
防御化粧料のいずれかである請求項１～１９のいずれか１項に係る化粧料。
【請求項２１】
化粧料の形態が、液状、乳液状、クリーム状、固形状、ペースト状、ゲル状、粉末状、プ
レス状、ムース状、スプレー状、又はスティック状である、請求項１～２０のいずれか１
項に係る化粧料。
【請求項２２】
化粧料の形態が、水性、油性、油中水型エマルション、水中油型エマルション、非水エマ
ルション、Ｗ／Ｏ／Ｗエマルション、又はＯ／Ｗ／Ｏエマルションである請求項１～２０
のいずれか１項に係る化粧料。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はシリコーン重合体を含有する化粧料に関し、より詳細にはシリコーン残基とベ
ンゾトリアゾール残基とを有する紫外線防御効果と皮膚への密着性の高い重合体を含む化
粧料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　紫外線防御効果を持つ化粧料を得るために、化粧料中にアミノ安息香酸誘導体、桂皮酸
誘導体、サリチル酸誘導体、カンファー誘導体、ウロカニン酸誘導体、ベンゾフェノン誘
導体、ベンゾトリアゾール誘導体、ジベンゾイルメタン誘導体、複素環誘導体などの紫外
線吸収剤や、微粒子酸化チタン、微粒子鉄含有酸化チタン、微粒子酸化亜鉛、微粒子酸化
セリウム及びそれらの複合体などの紫外線散乱剤が配合される。
【０００３】
　一方、紫外線吸収剤の化粧料用油剤への溶解性または分散性を高めるために、紫外線吸
収性の官能基を有する物質でシリコーンを変性する方法も知られている。該物質として、
桂皮酸（特許文献１）、スチリルケトン（特許文献２）、ベンゾフェノン（特許文献３）
、カルコン（特許文献４）、ベンゾトリアゾール系誘導体（特許文献５）、ジベンゾイル
メタン系誘導体（特許文献６）などがある。シリコーン誘導体とすることにより、化粧料
への相溶性は向上するが、感触の点で改良の余地がある。
【０００４】
　さらに、相溶性と皮膚への密着性の二つを高めるため、ベンゾトリアゾリル基を有する
シリコーンレジン誘導体とする方法も開示されている（特許文献７）。しかし、該シリコ
ーンレジン誘導体はべたつき感がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平３－２０４８８７号公報
【特許文献２】特開平５－４３５８５号公報
【特許文献３】特開平３－２１７４２０号公報
【特許文献４】特開平５－１７８８６５号公報
【特許文献５】特開平２－２８２３１９号公報
【特許文献６】特開平２－７５６３３号公報
【特許文献７】特開平４－１３２７３６号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　そこで、本発明は、紫外線吸収効果を持ち、化粧料用油剤への溶解性または分散性が高
く、皮膚や毛髪への密着性に優れ、且つ、べたつき感のないシリコーン重合体を含む化粧
料を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　即ち、本発明は下記のものである。
下記繰り返し単位（１）、（２）及び（３）を含む重合体（Ａ）であって、繰り返し単位
（３）を重合体（Ａ）の質量の３０～９５質量％で含み、かつ、デカメチルシクロペンタ
シロキサンに可溶である重合体（Ａ）を含有することを特徴とする化粧料。
【０００８】
【化１】

［ただし、Ｒは互いに同一または異なっており、水素原子またはメチル基であり、
Ｘ１は－ＣＯＯＲ1基、フェニル基または下記式（４）で表される有機基である
【０００９】

【化２】

（ただし、Ｒ１は水素原子、または炭素数１～１０のアルキル基、Ｒ2は水素原子、また
は炭素数１～３０の、酸素原子を有していてもよい１価炭化水素基であり、ａは２～５の
整数、及びｂは１～１００の整数である。）］
【００１０】

【化３】

［ただし、Ｒは上記のとおりであり、Ｘ２は下記式（５）で示される有機基である
【００１１】

【化４】

（ただし、Ｒ３は互いに同一または異なっており、水素原子、水酸基、炭素数１～１０の
アルキル基または炭素数１～１０のアルコキシ基であり、ｃは０～４の整数であり、ｄは
０～５の整数である）］
【００１２】
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【化５】

［ただし、Ｒは上記のとおりであり、Ｘ3は炭素数６～１０の２価の芳香族基、または－
Ｃ（＝Ｏ）ＯＲ4－（但しＲ4はＹに結合されている炭素数１～９のアルキレン基である）
であり、
Ｙは下記式（６）で示されるオルガノポリシロキサン残基である。
【００１３】
【化６】

（但し、Ｒ５は互いに同一または異なっており、炭素数１～３０の、アルキル基、アリー
ル基またはこれらがフッ素置換された基であり、ｅは１～３の整数、ｆは０～３００の整
数である）］
【００１４】
　繰り返し単位（２）において、Ｘ２が式（７）または式（８）で示される有機基である
ことが好ましい。
【００１５】
【化７】

【００１６】
【化８】

【発明の効果】
【００１７】
　上記、本発明におけるシリコーン重合体（Ａ）は、紫外線吸収効果を持ち、油剤への相
溶性が高い。皮膚等へ施与された場合、べたつき感がなく、密着性に優れる。シリコーン
重合体（Ａ）は、一般の紫外線吸収剤と比べて分子量が大きく、単位質量あたりの紫外線
吸光度が低く、単独では十分な紫外線防御効果を得ることが難しい。そのため、従来から
知られている紫外線吸収剤、または紫外線散乱剤などの紫外線防御成分と組み合わせて使
用することが好ましい。併用により、シリコーン重合体（Ａ）によって、紫外線防御成分
の皮膚、毛髪への密着性と耐水性が高まり、紫外線防御効果の持続性を高めることが見出
された。該重合体（Ａ）は構成成分の比率や重合度を調整することによって、低粘度から
高粘度、液状、固体状など、目的とする化粧料に合わせて所望の形態にすることができる
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。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明における重合体（Ａ）は、下記の繰り返し単位を含む。
【００１９】
【化９】

【００２０】
【化１０】

【００２１】
【化１１】

繰り返し単位（１）、（２）、（３）において、Ｒは、互いに独立に、水素原子またはメ
チル基であり、好ましくはメチル基である。
【００２２】
繰り返し単位（１）において、Ｘ１は－ＣＯＯＲ1基、フェニル基または下記式（４）で
表される有機基であり、好ましくは－ＣＯＯＲ１基である。ただし、Ｒ１は水素原子、ま
たは炭素数１～１０のアルキル基であり、具体的にはメチル基、エチル基、ｎ-プロピル
基、イソブチル基等があげられ、これらのうち水素原子、メチル基が好ましい。
【００２３】
【化１２】

　Ｒ2は水素原子、または炭素数１～３０、好ましくは１～２２の、酸素原子を有してい
てもよい１価炭化水素基であり、ａは２～５の整数であり、好ましくは２または３である
。ｂは１～１００の整数であり、好ましくは３～３０の整数である。
【００２４】
上記１価炭化水素基としては、メチル基、エチル基、ｎ－プロピル基、ｎ－ブチル基、２
－エチルヘキシル基、ｎ－オクチル基、ｎ－ステアリル基等のアルキル基、シクロヘキシ
ル基、シクロペンテニル基などのシクロアルキル基、ブトキシエチル基、ベンジル基、テ
トラヒドロフルフリル基、ノニルフェノキシ基等が挙げられる。好ましくは、Ｒ2は水素
原子、又はメチル基である。
【００２５】
　繰り返し単位（１）を与えるモノマーの例としては、アルキル（メタ）アクリレート、
例えばメチル（メタ）アクリレート、エチル（メタ）アクリレート、ブチル（メタ）アク
リレート、シクロヘキシル（メタ）アクリレート、ｎ－オクチル（メタ）アクリレート、



(8) JP 5402063 B2 2014.1.29

10

20

30

40

50

２－エチルヘキシル（メタ）アクリレート、ラウリル（メタ）アクリレート、ｎ－ステア
リル（メタ）アクリレート、イソステアリル（メタ）アクリレート、ベヘニル（メタ）ア
クリレート、ブトキシエチル（メタ）アクリレート、ベンジル（メタ）アクリレート、テ
トラヒドロフルフリル（メタ）アクリレート、ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、
及びポリオキシアルキレンモノ（メタ）アクリレート；（ポリ）グリセリン（メタ）アク
リレート、スチレン、ポリオキシエチレンモノ（メタ）アクリレート、ポリオキシプロピ
レンモノ（メタ）アクリレート、ポリ（オキシエチレン・オキシプロピレン）モノ（メタ
）アクリレート等が包含される。
【００２６】
　繰り返し単位（２）において、Ｘ２は式（５）で示される有機基である。
【００２７】
【化１３】

　Ｒ３は互いに同一または異なっており、水素原子、水酸基、炭素数１～１０、好ましく
は炭素数１～６のアルキル基、または炭素数１～１０、好ましくは炭素数１～４のアルコ
キシ基である。アルキル基としては、メチル基、エチル基、ｎ－プロピル基、ｎ－ブチル
基、ｔ－ブチル基、シクロヘキシル基などが挙げられ、アルコキシ基としてはメトキシ基
、エトキシ基、ｎ－プロポキシ基、ｎ－ブトキシ基などが挙げられる。好ましくは、Ｒ３

は水素原子、水酸基、メチル基、ｔ-ブチル基、またはメトキシ基である。ｃは０～４の
整数、好ましくは０～２の整数である。ｄは０～５の整数であり、好ましくは０～２の整
数である。
【００２８】
　特に好ましくは、Ｘ２は下記式（７）または式（８）で示されるベンゾトリアゾリル構
造を含む基である。
【００２９】

【化１４】

【００３０】

【化１５】

【００３１】
　繰り返し単位（３）において、Ｘ３は炭素数６～１０、好ましくは６～８の２価の芳香
族基、もしくは－Ｃ（＝Ｏ）ＯＲ４－である。
【００３２】
　上記２価の芳香族基としては、フェニレン基、トリレン基、キシリレン基、メシチレン
基等が挙げられ、好ましくはフェニレン基である。
【００３３】
　また、－Ｃ（＝Ｏ）ＯＲ4－において、Ｒ4はＹに結合されているアルキレン基であって
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、例えば‐（ＣＨ2）g‐で表され、ここでｇは１～９の整数、好ましくは２～７である。
アルキレン基としては、メチレン基、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基等が挙げら
れ、中でもエチレン基、プロピレン基が好ましい。
【００３４】
　繰り返し単位（３）において、Ｙは式（６）で示されるオルガノポリシロキサン残基で
ある。
                                                                        
【００３５】
【化１６】

【００３６】
　式（６）において、ｅは１～３の整数、ｆは０～３００の整数である。ｅは好ましくは
１又は３であり、より好ましくはｅが３であってｆが０、もしくはｅが１であって、ｆが
１～２５０、好ましくは５～１００の整数である。Ｒ５は互いに同一または異なっており
、炭素数１～３０の、アルキル基、アリール基またはこれらがフッ素置換された基である
。Ｒ５の例としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基などのアルキル基、シ
クロヘキシル基などのシクロアルキル基、フェニル基などのアリール基、さらに、これら
の基の炭素原子に結合した水素原子の一部または全部をフッ素原子で置換した、３，３，
３－トリフロロプロピル基などが挙げられる。これらのうちメチル基、フェニル基、トリ
フロロプロピル基が好ましく、より好ましくは、Ｒ５のうち９０モル％以上がメチル基で
ある。
【００３７】
　繰り返し単位（３）は、重合体（Ａ）の質量に対して、３０～９５質量％で、好ましく
は４０～９０質量％で、含まれる。これにより、重合体（Ａ）はデカチルシクロペンタシ
ロキサンに可溶である。本発明において、「可溶」とは、重合体（Ａ）を少なくとも０．
１質量％以上の濃度でデカチルシクロペンタシロキサンと混合した場合、透明な溶液が得
られることをいう。繰り返し単位（３）の含有量が前記下限値未満の重合体はデカメチル
シクロペンタシロキサンへの溶解性が低い。一方、繰り返し単位（３）の含有量が前記上
限値超の重合体は皮膚または毛髪への密着性が低い。繰り返し単位（１）は、重合体（Ａ
）の質量に対して０．１～７０質量％で含まれ、好ましくは１～６０質量％で含まれる。
繰り返し単位（１）の含有量が前記下限値未満の重合体は、皮膚、毛髪への密着性が低く
、一方、前記上限値を超えて含む重合体は、デカメチルシクロペンタシロキサンへの溶解
性が低い傾向がある。繰り返し単位（２）は、重合体（Ａ）の質量に対して０．１～５０
質量%で含まれ、より好ましくは１～３０質量%で含まれる。繰り返し単位（２）の含有量
が前記下限値未満の重合体は、紫外線吸収効果が劣り、一方、繰り返し単位（２）の含有
量が前記上限値超の重合体は、べたつきがあり、デカメチルシクロペンタシロキサンへの
溶解性が低い傾向がある。
【００３８】
　重合体（Ａ）には、上記繰り返し単位に加え、アニオン性、カチオン性、両性のイオン
性モノマーから誘導される繰り返し単位を含んでいてもよい。該イオン性モノマーから得
られる繰り返し単位の含有量は、重合体（Ａ）の質量に対して、２０質量％以下であるこ
とが好ましく、より好ましくは１５質量％以下である。該繰り返し単位が２０質量％超で
含まれる重合体はデカメチルシクロペンタシロキサンへの溶解性が低く、べたつく感触に
なってしまう傾向がある。
【００３９】
　アニオン性モノマーの例には、（1）（メタ）アクリル酸、マレイン酸、無水マレイン
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酸、イタコン酸、フマル酸、クロトン酸等の不飽和カルボン酸、（2）不飽和多塩基酸無
水物（例えば無水コハク酸、無水フタル酸等）とヒドロキシエチル（メタ）アクリレート
、ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート等のヒドロキシル基含有（メタ）アクリレー
トとのハーフエステル、（3）スルホエチル（メタ）アクリレート等のスルホン酸基を有
する単量体、（4）２－メタクリロイロキシエチルアシッドフォスフェート、２－メタク
リロイロキシプロピルアシッドフォスフェート、３－クロロ－２－アシッドホスホオキシ
プロピル（メタ）アクリレート等のリン酸基を有する単量体等が包含される。
【００４０】
カチオン性モノマーの例には、（メタ）アクリル酸と炭素数１～４のトリアルキルアミン
のエピハロヒドリン４級化物から誘導される化合物、例えば（メタ）アクリロイルオキシ
ヒドロキシプロピルトリメチルアンモニウムクロライド、（メタ）アクリロイルオキシヒ
ドロキシプロピルトリエチルアンモニウムブロマイド等；（メタ）アクリル酸のアミン誘
導体または、（メタ）アクリルアミドのアミン誘導体、例えばジメチルアミノエチル（メ
タ）アクリレート、ジエチルアミノエチル（メタ）アクリレート、ジメチルアミノプロピ
ル（メタ）アクリレート、ジメチルアミノプロピル（メタ）アクリルアミドとアルキル基
が炭素数１～４であるジアルキルアルカノールアミンとからの誘導体；前述の（メタ）ア
クリル酸のアミン誘導体、及び（メタ）アクリルアミドのアミン誘導体の（1）塩酸、乳
酸等の酸による中和物、（2）塩化メチル、塩化エチル、臭化メチル、ヨウ化エチル等の
ハロゲン化アルキルによる変性物、（2）モノクロロ酢酸エチル、モノクロロプロピオン
酸メチル等のハロゲン化脂肪酸エステルによる変性物、（4）ジメチル硫酸、ジエチル硫
酸等のジアルキル硫酸による変性物が包含される。
【００４１】
両性モノマーの例には、前述の（メタ）アクリル酸のアミン誘導体及び（メタ）アクリル
アミドのアミン誘導体、例えば、ジメチルアミノエチル（メタ）アクリレート及びジメチ
ルアミノプロピル（メタ）アクリルアミド、モノクロロ酢酸のトリエタノールアミン塩、
モノクロロ酢酸カリウム、モノブロモプロピオン酸ナトリウムのハロゲン化脂肪酸塩によ
る変性物、及びプロパンサルトンによる変性物等がある。
　また、ノニオン性モノマーとして、Ｎ－ビニルピロリドンを用いてもよい。
【００４２】
　重合体（Ａ）は、ベンゾイルパーオキサイド、ラウロイルパーオキサイド、アゾビスイ
ソブチロニトリル等のラジカル重合開始剤の存在下、各繰り返し単位を与える各モノマー
を重合反応させて調製することができる。重合は、必要に応じて各種溶剤、例えばペンタ
ン、ヘキサン、デカン、ドデカン、ヘキサデカン、オクタデカン等の脂肪族系有機溶剤、
ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族系有機溶剤、メタノール、エタノール、プロパ
ノール、ブタノール、ヘキサノール、デカノール等のアルコール系有機溶剤、クロロホル
ム、四塩化炭素等のハロゲン化有機溶剤、アセトン、メチルエチルケトン等のケトン系有
機溶剤、中で行っても良い。得られる重合体（Ａ）は、ポリスチレンを標準として用いた
ＧＰＣにより測定される重量平均分子量が、５００～５００，０００、好ましくは３００
０～１００，０００である。
【００４３】
　重合体（Ａ）は、化粧料に好適であり、特に皮膚や毛髪に外用される化粧料に好適であ
る。該化粧料とは、たとえば、乳液、クリーム、クレンジング、パック、オイルリキッド
、マッサージ料、美容液、洗浄剤、脱臭剤、ハンドクリーム、リップクリーム等のスキン
ケア化粧料、メイクアップ下地、白粉、リキッドファンデーション、油性ファンデーショ
ン、頬紅、アイシャドウ、マスカラ、アイライナー、アイブロウ、口紅等のメイクアップ
化粧料、シャンプ－、リンス、トリートメント、セット剤等の毛髪化粧料、制汗剤、日焼
け止め乳液や日焼け止めクリームなどの紫外線防御化粧料等である。該重合体の配合量は
化粧料の剤形によって異なるが、化粧料質量の０．５～９９．０質量％の範囲で使用可能
であり、好ましくは化粧料質量の１．０～５０質量％で配合される。
【００４４】
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　該化粧料は、上記重合体（Ａ）に加えて、化粧料に使用される種々の成分、例えば紫外
線防御成分（Ｂ）、油剤成分（Ｃ）等、を含むことができる。特に、紫外線防御成分（Ｂ
）を配合することが好ましい。以下、各々の成分につき説明する。
【００４５】
　紫外線防御成分（Ｂ）としては、紫外線吸収剤及び紫外線散乱剤が包含される。紫外線
吸収剤としては、パラアミノ安息香酸等の安息香酸系紫外線吸収剤、アントラニル酸メチ
ル等のアントラニル酸系紫外線吸収剤、サリチル酸メチル等のサリチル酸系紫外線吸収剤
、パラメトキシケイ皮酸オクチル等のケイ皮酸系紫外線吸収剤、２，４－ジヒドロキシベ
ンゾフェノン等のベンゾフェノン系紫外線吸収剤、ウロカニン酸エチル等のウロカニン酸
系紫外線吸収剤、４－ｔ－ブチル－４’－メトキシ－ジベンゾイルメタン等のジベンゾイ
ルメタン系紫外線吸収剤等が挙げられる。また、先に述べた紫外線吸収性の官能基を備え
るシリコーン誘導体を用いてもよい。紫外線吸収散乱剤としては、微粒子酸化チタン、微
粒子鉄含有酸化チタン、微粒子酸化亜鉛、微粒子酸化セリウム及びそれらの複合体等、紫
外線を吸収散乱する粉体が挙げられる。これらのうち、ケイ皮酸系紫外線吸収剤、ジベン
ゾイルメタン系紫外線吸収剤、酸化チタン、及び酸化亜鉛が好ましい。
【００４６】
　油剤（Ｃ）としては、通常の化粧料に使用される、固体、半固体、液状の何れの油剤も
使用することができる。
【００４７】
　このような液状油剤としては、シリコーン油、炭化水素油、エステル油、天然動植物油
、半合成油等、フッ素系油を挙げることができる。
【００４８】
　シリコーン油としてはジメチルポリシロキサン、カプリリルメチコン、フェニルトリメ
チコン、メチルフェニルポリシロキサン、メチルヘキシルポリシロキサン、メチルハイド
ロジェンポリシロキサン、ジメチルシロキサン・メチルフェニルシロキサン共重合体等の
低粘度から高粘度の直鎖或いは分岐状のオルガノポリシロキサン、オクタメチルシクロテ
トラシロキサン、デカメチルシクロペンタシロキサン、ドデカメチルシクロヘキサシロキ
サン、テトラメチルテトラハイドロジェンシクロテトラシロキサン、テトラメチルテトラ
フェニルシクロテトラシロキサン等の環状オルガノポリシロキサン、トリストリメチルシ
ロキシメチルシラン、テトラキストリメチルシロキシシラン等の分岐状オルガノポリシロ
キサン、アミノ変性オルガノポリシロキサン、高重合度のガム状ジメチルポリシロキサン
、ガム状アミノ変性オルガノポリシロキサン、ガム状のジメチルシロキサン・メチルフェ
ニルシロキサン共重合体等のシリコーンゴム、及びシリコーンガムやゴムの環状シロキサ
ン溶液、トリメチルシロキシケイ酸、トリメチルシロキシケイ酸の環状オルガノポリシロ
キサン溶液、ステアロキシシリコーン等の高級アルコキシ変性オルガノポリシロキサン、
高級脂肪酸変性オルガノポリシロキサン、アルキル変性オルガノポリシロキサン、長鎖ア
ルキル変性オルガノポリシロキサン、フッ素変性オルガノポリシロキサン、シリコーン樹
脂及びシリコーンレジンの溶解物等が挙げられる。
【００４９】
　炭化水素油としては、直鎖状、分岐状、さらに揮発性の炭化水素油等が挙げられ、具体
的には、オゾケライト、α－オレフィンオリゴマー、軽質イソパラフィン、イソドデカン
、軽質流動イソパラフィン、スクワラン、合成スクワラン、植物性スクワラン、スクワレ
ン、セレシン、パラフィン、パラフィンワックス、ポリエチレンワックス、ポリエチレン
・ポリピロピレンワックス、（エチレン／プロピレン／スチレン）コポリマー、（ブチレ
ン／プロピレン／スチレン）コポリマー、流動パラフィン、流動イソパラフィン、プリス
タン、ポリイソブチレン、水添ポリイソブテン、マイクロクリスタリンワックス、ワセリ
ン、等が挙げられる。
【００５０】
　高級脂肪酸としては、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、ベヘ
ン酸、ウンデシレン酸、オレイン酸、リノール酸、リノレン酸、アラキドン酸、エイコサ
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ペンタエン酸（ＥＰＡ）、ドコサヘキサエン酸（ＤＨＡ）、イソステアリン酸、１２－ヒ
ドロキシステアリン酸等が挙げられ、高級アルコールとしては、ラウリルアルコール、ミ
リスチルアルコール、パルミチルアルコール、ステアリルアルコール、ベヘニルアルコー
ル、ヘキサデシルアルコール、オレイルアルコール、イソステアリルアルコール、ヘキシ
ルドデカノール、オクチルドデカノール、セトステアリルアルコール、２－デシルテトラ
デシノール、コレステロール、フィトステロール、ＰＯＥコレステロールエーテル、モノ
ステアリルグリセリンエーテル（バチルアルコール）、モノオレイルグリセリルエーテル
（セラキルアルコール）等が挙げられる。
【００５１】
　エステル油としては、アジピン酸ジイソブチル、アジピン酸２－ヘキシルデシル、アジ
ピン酸ジ－２－ヘプチルウンデシル、モノイソステアリン酸Ｎ－アルキルグリコール、イ
ソステアリン酸イソセチル、トリイソステアリン酸トリメチロールプロパン、ジ－２－エ
チルヘキサン酸エチレングリコール、２－エチルヘキサン酸セチル、トリ－２－エチルヘ
キサン酸トリメチロールプロパン、テトラ－２－エチルヘキサン酸ペンタエリスリトール
、オクタン酸セチル、オクチルドデシルガムエステル、オレイン酸オレイル、オレイン酸
オクチルドデシル、オレイン酸デシル、ジオクタン酸ネオペンチルグリコール、ジカプリ
ン酸ネオペンチルグリコール、クエン酸トリエチル、コハク酸２－エチルヘキシル、酢酸
アミル、酢酸エチル、酢酸ブチル、ステアリン酸イソセチル、ステアリン酸ブチル、セバ
シン酸ジイソプロピル、セバシン酸ジ－２－エチルヘキシル、乳酸セチル、乳酸ミリスチ
ル、イソノナン酸イソノニル、イソノナン酸イソトリデシル、パルミチン酸イソプロピル
、パルミチン酸２－エチルヘキシル、パルミチン酸２－ヘキシルデシル、パルミチン酸２
－ヘプチルウンデシル、１２－ヒドロキシステアリル酸コレステリル、ジペンタエリスリ
トール脂肪酸エステル、ミリスチン酸イソプロピル、ミリスチン酸オクチルドデシル、ミ
リスチン酸２－ヘキシルデシル、ミリスチン酸ミリスチル、ジメチルオクタン酸ヘキシル
デシル、ラウリン酸エチル、ラウリン酸ヘキシル、Ｎ－ラウロイル－Ｌ－グルタミン酸－
２－オクチルドデシルエステル、ラウロイルサルコシンイソプロピルエステル、リンゴ酸
ジイソステアリル等が挙げられる。グリセライド油としては、アセトグリセリル、トリイ
ソオクタン酸グリセリル、トリイソステアリン酸グリセリル、トリイソパルミチン酸グリ
セリル、モノステアリン酸グリセリル、ジ－２－ヘプチルウンデカン酸グリセリル、トリ
ミリスチン酸グリセリル、ミリスチン酸イソステアリン酸ジグリセリル等が挙げられる。
【００５２】
また、天然動植物油脂類及び半合成油脂として、アボガド油、アマニ油、アーモンド油、
イボタロウ、エノ油、オリーブ油、カカオ脂、カポックロウ、カヤ油、カルナウバロウ、
肝油、キャンデリラロウ、精製キャンデリラロウ、牛脂、牛脚脂、牛骨脂、硬化牛脂、キ
ョウニン油、鯨ロウ、硬化油、小麦胚芽油、ゴマ油、コメ胚芽油、コメヌカ油、サトウキ
ビロウ、サザンカ油、サフラワー油、シアバター、シナギリ油、シナモン油、ジョジョバ
ロウ、スクワラン、スクワレン、セラックロウ、タートル油、大豆油、茶実油、ツバキ油
、月見草油、トウモロコシ油、豚脂、ナタネ油、日本キリ油、ヌカロウ、胚芽油、馬脂、
パーシック油、パーム油、パーム核油、ヒマシ油、硬化ヒマシ油、ヒマシ油脂肪酸メチル
エステル、ヒマワリ油、ブドウ油、ベイベリーロウ、ホホバ油、水添ホホバ油、マカデミ
アナッツ油、ミツロウ、ミンク油、メドウフォーム油、綿実油、綿ロウ、モクロウ、モク
ロウ核油、モンタンロウ、ヤシ油、硬化ヤシ油、トリヤシ油脂肪酸グリセライド、羊脂、
落花生油、ラノリン、液状ラノリン、還元ラノリン、ラノリンアルコール、硬質ラノリン
、酢酸ラノリン、酢酸ラノリンアルコール、ラノリン脂肪酸イソプロピル、ＰＯＥラノリ
ンアルコールエーテル、ＰＯＥラノリンアルコールアセテート、ラノリン脂肪酸ポリエチ
レングリコール、ＰＯＥ水素添加ラノリンアルコールエーテル、卵黄油等が挙げられる。
但し、ＰＯＥはポリオキシエチレンを意味する。
【００５３】
　フッ素系油剤としては、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
オロオクタン等が挙げられる。
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【００５４】
　（Ｃ）成分の配合量は剤系によっても異なるが、化粧料全体の１～９８質量％、好まし
くは１～５０質量％の範囲が好適である。
【００５５】
　本発明の化粧料には、その目的に応じて（Ｄ）成分として水を配合するが、その配合量
は、化粧料全体の０～９５質量％の範囲が好適である。
【００５６】
　本発明の化粧料は、さらに分子構造中にアルコール性水酸基を有する化合物（Ｅ）、た
だし上記高級アルコールを除く、を含んでも良い。かかる化合物としては、エタノール、
イソプロパノール等の低級アルコール、ソルビトール、マルトース等の糖アルコール等が
あり、コレステロール、シトステロール、フィトステロール、ラノステロール等のステロ
ール、ブチレングリコール、プロピレングリコール、ジブチレングリコール、ペンチレン
グリコール等の多価アルコール等があるが、通常は水溶性一価のアルコール、水溶性多価
アルコールが多く用いられる。配合量は、化粧料全体の０～９８質量％の範囲が好適であ
る。
【００５７】
　本発明の化粧料に、水溶性或いは水膨潤性高分子（Ｆ）を１種または２種以上をさらに
含んでも良い。これら水溶性或いは水膨潤性高分子としては、例えば、アラビアゴム、ト
ラガカント、ガラクタン、キャロブガム、グアーガム、カラヤガム、カラギーナン、ペク
チン、寒天、クインスシード（マルメロ）、デンプン（コメ、トウモロコシ、バレイショ
、コムギ）、アルゲコロイド、トラントガム、ローカストビーンガム等の植物系高分子、
キサンタンガム、デキストラン、サクシノグルカン、プルラン等の微生物系高分子、コラ
ーゲン、カゼイン、アルブミン、ゼラチン等の動物系高分子、カルボキシメチルデンプン
、メチルヒドロキシプロピルデンプン等のデンプン系高分子、メチルセルロース、エチル
セルロース、メチルヒドロキシプロピルセルロース、カルボキシメチルセルロース、ヒド
ロキシメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ニトロセルロース、セルロー
ス硫酸ナトリウム、カルボキシメチルセルロースナトリウム、結晶セルロース、セルロー
ス末のセルロース高分子、アルギン酸ナトリウム、アルギン酸プロピレングリコールエス
テル等のアルギン酸系高分子、ポリビニルメチルエーテル、カルボキシビニルポリマー等
のビニル系高分子、ポリオキシエチレン系高分子、ポリオキシエチレンポリオキシプロピ
レン共重合体系高分子、ポリアクリル酸ナトリウム、ポリエチルアクリレート、ポリアク
リルアミド、アクリロイルジメチルタウリン塩コポリマー等のアクリル系高分子、ポリエ
チレンイミン、カチオンポリマーなど他の合成水溶性高分子、ベントナイト、ケイ酸アル
ミニウムマグネシウム、モンモリロナイト、バイデライト、ノントロナイト、サポナイト
、ヘクトライト、無水ケイ酸等の無機系水溶性高分子などがある。また、これらの水溶性
高分子には、ポリビニルアルコールやポリビニルピロリドン等の皮膜形成剤も含まれる。
（Ｆ）成分の配合量は、化粧料全体の０～２５質量％の範囲が好適である。
【００５８】
　本発明の化粧料に、粉体（Ｇ）をさらに含んでも良い。粉体としては、通常の化粧料に
使用されるものであれば、その形状（球状、針状、板状等）や粒子径（煙霧状、微粒子、
顔料級等）、粒子構造（多孔質、無孔質等）を問わず、いずれのものも使用することがで
きる。例えば無機粉体、有機粉体、界面活性剤金属塩粉体、有色顔料、パール顔料、金属
粉末顔料、天然色素、染料等の着色剤があげられる。
【００５９】
　無機粉体の具体例としては、酸化チタン、酸化ジルコニウム、酸化亜鉛、酸化セリウム
、酸化マグネシウム、硫酸バリウム、硫酸カルシウム、硫酸マグネシウム、炭酸カルシウ
ム、炭酸マグネシウム、タルク、マイカ、カオリン、セリサイト、白雲母、合成雲母、金
雲母、紅雲母、黒雲母、リチア雲母、ケイ酸、無水ケイ酸、ケイ酸アルミニウム、ケイ酸
マグネシウム、ケイ酸アルミニウムマグネシウム、ケイ酸カルシウム、ケイ酸バリウム、
ケイ酸ストロンチウム、タングステン酸金属塩、ヒドロキシアパタイト、バーミキュライ
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ト、ハイジライト、ベントナイト、モンモリロナイト、ヘクトライト、ゼオライト、セラ
ミックスパウダー、第二リン酸カルシウム、アルミナ、水酸化アルミニウム、窒化ホウ素
、窒化ボロン、シリカ、シリル化シリカ等が挙げられる。
【００６０】
　有機粉体の例としては、ポリアミドパウダー、ポリアクリル酸・アクリル酸エステルパ
ウダー、ポリエステルパウダー、ポリエチレンパウダー、ポリプロピレンパウダー、ポリ
スチレンパウダー、ポリウレタン、ベンゾグアナミンパウダー、ポリメチルベンゾグアナ
ミンパウダー、テトラフルオロエチレンパウダー、ポリメチルメタクリレートパウダー、
セルロース、シルクパウダー、ナイロンパウダー、１２ナイロン、６ナイロン、ジメチル
ポリシロキサンを架橋した構造を持つ架橋型球状ジメチルポリシロキサン微粉末、架橋型
球状ポリメチルシルセスキオキサン微粉末、架橋型球状オルガノポリシロキサンゴム表面
をポリメチルシルセスキオキサン粒子で被覆してなる微粉末、疎水化シリカ、スチレン・
アクリル酸共重合体、ジビニルベンゼン・スチレン共重合体、ビニル樹脂、尿素樹脂、フ
ェノール樹脂、フッ素樹脂、ケイ素樹脂、アクリル樹脂、メラミン樹脂、エポキシ樹脂、
ポリカーボネイト樹脂、微結晶繊維粉体、デンプン末、脂肪酸デンプン誘導体末、ラウロ
イルリジン等が挙げられる。
【００６１】
　界面活性剤金属塩粉体（金属石鹸）の例としては、ウンデシレン酸亜鉛、イソステアリ
ン酸アルミニウム、ステアリン酸亜鉛、ステアリン酸アルミニウム、ステアリン酸カルシ
ウム、ステアリン酸マグネシウム、ミリスチン酸亜鉛、ミリスチン酸マグネシウム、セチ
ルリン酸亜鉛、セチルリン酸カルシウム、セチルリン酸亜鉛ナトリウム、パルミチン酸亜
鉛、パルミチン酸アルミニウム、ラウリン酸亜鉛等が挙げられる。
【００６２】
　有色顔料の具体例としては、酸化鉄、水酸化鉄、チタン酸鉄の無機赤色顔料、γ－酸化
鉄等の無機褐色系顔料、黄酸化鉄、黄土等の無機黄色系顔料、黒酸化鉄、カーボンブラッ
ク等の無機黒色顔料、マンガンバイオレット、コバルトバイオレット等の無機紫色顔料、
水酸化クロム、酸化クロム、酸化コバルト、チタン酸コバルト等の無機緑色顔料、紺青、
群青等の無機青色系顔料、タール系色素をレーキ化したもの、天然色素をレーキ化したも
の、及びこれらの粉体を複合化した合成樹脂粉体等が挙げられる。
【００６３】
　パール顔料の具体例としては、酸化チタン被覆雲母、酸化チタン被覆マイカ、オキシ塩
化ビスマス、酸化チタン被覆オキシ塩化ビスマス、酸化チタン被覆タルク、魚鱗箔、酸化
チタン被覆着色雲母等；金属粉末顔料としては、アルミニウムパウダー、カッパーパウダ
ー、ステンレスパウダー等が挙げられる。
【００６４】
　タール色素としては、赤色３号、赤色１０４号、赤色１０６号、赤色２０１号、赤色２
０２号、赤色２０４号、赤色２０５号、赤色２２０号、赤色２２６号、赤色２２７号、赤
色２２８号、赤色２３０号、赤色４０１号、赤色５０５号、黄色４号、黄色５号、黄色２
０２号、黄色２０３号、黄色２０４号、黄色４０１号、青色１号、青色２号、青色２０１
号、青色４０４号、緑色３号、緑色２０１号、緑色２０４号、緑色２０５号、橙色２０１
号、橙色２０３号、橙色２０４号、橙色２０６号、橙色２０７号等；天然色素としては、
カルミン酸、ラッカイン酸、カルサミン、ブラジリン、クロシン等から選ばれる粉体が挙
げられる。
【００６５】
　これらの粉体のうち、本発明においては、少なくとも一部がジメチルポリシロキサンを
架橋した構造を持つ架橋型球状ジメチルポリシロキサン微粉末、架橋型球状ポリメチルシ
ルセスキオキサン微粉末、架橋型球状ポリシロキサンゴム表面をポリメチルシルセスキオ
キサン粒子で被覆してなる微粉末が好ましく、また、フッ素基を有する粉体、着色剤も用
いられる。
【００６６】
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　これらの粉体は本発明の効果を妨げない範囲で、粉体の複合化や一般油剤、シリコーン
油、フッ素化合物、界面活性剤等で処理したものも使用することができる。例えば、フッ
素化合物処理、シリコーン樹脂処理、ペンダント処理、シランカップリング剤処理、チタ
ンカップリング剤処理、油剤処理、Ｎ－アシル化リジン処理、ポリアクリル酸処理、金属
石鹸処理、アミノ酸処理、無機化合物処理、プラズマ処理、メカノケミカル処理などによ
って事前に表面処理されていてもいなくてもかまわない。必要に応じて一種、又は二種以
上用いることができる。また、これらの粉体の配合量は、化粧料全体の０～９９質量％の
範囲が好適である。特に、粉末化粧料の場合の配合量は、化粧料全体の８０～９９質量％
の範囲が好適である。
【００６７】
　本発明の化粧料は、界面活性剤（Ｈ）をさらに含んでも良い。界面活性剤としては、ア
ニオン性、カチオン性、非イオン性及び両性の活性剤があるが、本発明においては特に制
限されるものではなく、通常の化粧料に使用されるものであれば、いずれのものも使用す
ることができる。
【００６８】
　以下に具体的に例示すると、アニオン性界面活性剤としては、ステアリン酸ナトリウム
やパルミチン酸トリエタノールアミン等の脂肪酸セッケン、アルキルエーテルカルボン酸
及びその塩、アミノ酸と脂肪酸の縮合物塩、アルカンスルホン酸塩、アルケンスルホン酸
塩、脂肪酸エステルのスルホン酸塩、脂肪酸アミドのスルホン酸塩、ホルマリン縮合系ス
ルホン酸塩、アルキル硫酸エステル塩、第二級高級アルコール硫酸エステル塩、アルキル
及びアリルエーテル硫酸エステル塩、脂肪酸エステルの硫酸エステル塩、脂肪酸アルキロ
ールアミドの硫酸エステル塩、ロート油等の硫酸エステル塩類、アルキルリン酸塩、エー
テルリン酸塩、アルキルアリルエーテルリン酸塩、アミドリン酸塩、Ｎ－アシル乳酸塩、
Ｎ－アシルサルコシン塩、Ｎ－アシルアミノ酸系活性剤等；カチオン性界面活性剤として
は、アルキルアミン塩、ポリアミン及びアミノアルコール脂肪酸誘導体等のアミン塩、ア
ルキル四級アンモニウム塩、芳香族四級アンモニウム塩、ピリジウム塩、イミダゾリウム
塩等が挙げられる。
【００６９】
　非イオン性界面活性剤としては、ソルビタン脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステ
ル、ポリグリセリン脂肪酸エステル、プロピレングリコール脂肪酸エステル、ポリエチレ
ングリコール脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、メチルグルコシド脂肪酸エステル
、アルキルポリグルコシド、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシプロピレ
ンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル、ポリオキシエチレ
ン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン
ソルビトール脂肪酸エステル、ポリオキシエチレングリセリン脂肪酸エステル、ポリオキ
シエチレンプロピレングリコール脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンヒマシ油、ポリオ
キシエチレン硬化ヒマシ油、ポリオキシエチレンフィトスタノールエーテル、ポリオキシ
エチレンフィトステロールエーテル、ポリオキシエチレンコレスタノールエーテル、ポリ
オキシエチレンコレステロールエーテル、直鎖或いは分岐状ポリオキシアルキレン変性オ
ルガノポリシロキサン、直鎖或いは分岐状ポリオキシアルキレン・アルキル共変性オルガ
ノポリシロキサン、直鎖或いは分岐状ポリグリセリン変性オルガノポリシロキサン、直鎖
或いは分岐状ポリグリセリン・アルキル共変性オルガノポリシロキサン、アルカノールア
ミド、糖エーテル、糖アミド等が挙げられる。
【００７０】
　両性界面活性剤としては、ベタイン、アミノカルボン酸塩、イミダゾリン誘導体、アミ
ドアミン型等が挙げられる。
【００７１】
　これらの界面活性剤の中でも、分子中にポリオキシエチレン鎖を有する直鎖或いは分岐
状のオルガノポリシロキサン、分子中にポリグリセリン鎖を有する直鎖或いは分岐状のオ
ルガノポリシロキサン、或いはそれぞれのアルキル共変性オルガノポリシロキサンである
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界面活性剤、ＨＬＢが２～１０である界面活性剤が好ましい。また、配合量は、化粧料全
体の０．１～２０質量％であることが好ましく、特に０．２～１０質量％の範囲が好適で
ある。
【００７２】
　本発明の化粧料は、親水性基を有しない架橋型オルガノポリシロキサン重合物と液状油
剤からなる組成物（Ｉ）をさらに含んでも良い。該架橋型オルガノポリシロキサン重合物
は、アルキルハイドロジェンポリシロキサンを分子鎖末端に反応性ビニル性不飽和基を有
する架橋剤と反応することによって得られる。アルキルハイドロジェンポリシロキサンと
しては直鎖ないし一部分岐単位を有するメチルハイドロジェンポリシロキサン、炭素数が
６～２０のアルキル鎖がグラフトされたメチルハイドロジェンポリシロキサン等をあげる
ことができる。ケイ素原子に結合した水素原子は、分子中に平均で二つ以上必要である。
架橋剤は、メチルビニルポリシロキサンやα、ω－アルケニルジエン等のように、分子中
に二つ以上のビニル性反応部位を持つものがあげられる。これらの例として特許第１９２
５７８１号、特許１９３２７６９号、国際公開ＷＯ０３－２４４１３の各公報に記載され
ている組成物が挙げられる。該架橋型メチルポリシロキサンを、例えば自重以上の０．６
５ｍｍ2／秒（２５℃）～１００．０ｍｍ2／秒（２５℃）の低粘度シリコーン、流動パラ
フィン、スクワラン、イソドデカン等の炭化水素油やトリオクタノイン等のグリセライド
油、エステル油で膨潤させる。該架橋型オルガノポリシロキサンを用いる場合の配合量は
、化粧料の総量に対して０．１～５０質量％であることが好ましく、更に好ましくは１～
３０質量％である。
【００７３】
　本発明の化粧料は、親水性基を有する架橋型オルガノポリシロキサン重合物と液状油剤
からなる組成物（Ｊ）をさらに含んでも良い。該親水性基としては、ポリエーテル基、ポ
リグリセリン基が好ましい。該ポリエーテル基及び／又はポリグリセリン基を有する架橋
型オルガノポリシロキサン重合物は、アルキルハイドロジェンポリシロキサンを分子鎖末
端に反応性ビニル性不飽和基を有する架橋剤と反応することによって得られる。アルキル
ハイドロジェンポリシロキサンとしてポリオキシエチレン鎖がグラフトされたメチルハイ
ドロジェンポリシロキサン、ポリグリセリン鎖がグラフトされたメチルハイドロジェンポ
リシロキサン等をあげることができ、ケイ素原子に結合した水素原子は、分子中に平均で
二つ以上必要である。架橋型オルガノポリシロキサン重合物を、自重以上の０．６５ｍｍ
2／秒（２５℃）～１００．０ｍｍ2／秒（２５℃）の低粘度シリコーン、流動パラフィン
、スクワラン、イソドデカン等の炭化水素油やトリオクタノイン等のグリセライド油、エ
ステル油に膨潤させる。架橋剤は、メチルビニルポリシロキサンやα、ω－アルケニルジ
エン、グリセリントリアリルエーテル、ポリオキシアルキニル化グリセリントリアリルエ
ーテル、トリメチロールプロパントリアリルエーテル、ポリオキシアルキニル化トリメチ
ロールプロパントリアリルエーテル等のように、分子中に二つ以上のビニル性反応部位を
持つものがあげられるが、これらを反応させた架橋物は、少なくとも１つの親水基を有す
るものである。組成物（Ｊ）としては、特許２６３１７７２号、特開平９－１３６８１３
号、特開２００１－３４２２５５号、国際公開ＷＯ０３／２０８２８の各公報に記載され
ているものが好ましい。該架橋型オルガノポリシロキサンを用いる場合の配合量は、化粧
料の総量に対して０．１～５０質量％であることが好ましく、更に好ましくは１～３０質
量％である。
【００７４】
　本発明の化粧料は、シリコーン樹脂（Ｋ）をさらに含んでも良い。シリコーン樹脂は、
ＳｉＯ2単位及び／又はＲＳｉＯ1.5（Ｒはアルキル基）を含むシリコーン網状化合物及び
直鎖状のアクリル／シリコーングラフトもしくはブロック共重合体からなる群より選ばれ
るシリコーン樹脂から選ばれるものであることが好ましい。直鎖状のアクリル／シリコー
ングラフトもしくはブロック共重合体は、ピロリドン部分、長鎖アルキル部分、ポリオキ
シアルキレン部分及びフルオロアルキル部分、カルボン酸などのアニオン部分の中から選
択される少なくとも１種を有していてよい。
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【００７５】
シリコーン網状化合物は、ＭＱ、ＭＤＱ、ＭＴ、ＭＤＴ、ＭＤＴＱと表されるシリコーン
網状化合物、但しＭ、Ｄ、Ｔ、Ｑは、それぞれ、Ｒ3ＳｉＯ0.5単位、Ｒ2ＳｉＯ単位、Ｒ
ＳｉＯ1.5単位、ＳｉＯ2単位を表す、が好ましい。シリコーン網状化合物は、ピロリドン
部分、長鎖アルキル部分、ポリオキシアルキレン部分及びフルオロアルキル部分、アミノ
部分の中から選択される少なくとも１種を分子中に含有していてよい。
【００７６】
　アクリルシリコーン樹脂、シリコーン網状化合物等のシリコーン樹脂は、低粘度シリコ
ーン油や揮発性シリコーン油、及びその他の溶剤に溶解させたものもあるが、何れも、こ
のシリコーン樹脂を用いる場合の配合量は、化粧料の総量に対して樹脂量が０．１～２０
質量％であることが好ましく、更に好ましくは１～１０質量％である。
【００７７】
　更に本発明の化粧料には、本発明の効果を妨げない範囲で、通常の化粧料に使用される
成分、油溶性ゲル化剤、有機変性粘土鉱物、樹脂、制汗剤、保湿剤、防腐剤、抗菌剤、香
料、塩類、酸化防止剤、ｐＨ調整剤、キレート剤、清涼剤、抗炎症剤、美肌用成分（美白
剤、細胞賦活剤、肌荒れ改善剤、血行促進剤、皮膚収斂剤、抗脂漏剤等）、ビタミン類、
アミノ酸類、核酸、ホルモン、包接化合物、毛髪用固形化剤等を添加することができる。
【００７８】
　油溶性ゲル化剤としては、アルミニウムステアレート、マグネシウムステアレート、ジ
ンクミリステート等の金属セッケン、Ｎ－ラウロイル－Ｌ－グルタミン酸、α，γ－ジ－
ｎ－ブチルアミン等のアミノ酸誘導体、デキストリンパルミチン酸エステル、デキストリ
ンステアリン酸エステル、デキストリン２－エチルヘキサン酸パルミチン酸エステル等の
デキストリン脂肪酸エステル、ショ糖パルミチン酸エステル、ショ糖ステアリン酸エステ
ル等のショ糖脂肪酸エステル、フラクトオリゴ糖ステアリン酸エステル、フラクトオリゴ
糖２－エチルヘキサン酸エステル等のフラクトオリゴ糖脂肪酸エステル、モノベンジリデ
ンソルビトール、ジベンジリデンソルビトール等のソルビトールのベンジリデン誘導体、
ジメチルベンジルドデシルアンモニウムモンモリロナイトクレー、ジメチルジオクタデシ
ルアンモニウムモンモリナイトクレー等の有機変性粘土鉱物等から選ばれるゲル化剤が挙
げられる。
【００７９】
　制汗剤としては、アルミニウムクロロハイドレート、塩化アルミニウム、アルミニウム
セスキクロロハイドレート、ジルコニルヒドロキシクロライド、アルミニウムジルコニウ
ムヒドロキシクロライド、アルミニウムジルコニウムグリシン錯体等から選ばれる制汗剤
が挙げられる。
【００８０】
　保湿剤としては、グリセリン、ソルビトール、プロピレングリコール、ジプロピレング
リコール、１，３－ブチレングリコール、ペンチレングリコール、グルコース、キシリト
ール、マルチトール、ポリエチレングリコール、ヒアルロン酸、コンドロイチン硫酸、ピ
ロリドンカルボン酸塩、ポリオキシエチレンメチルグルコシド、ポリオキシプロピレンメ
チルグルコシド等がある。
【００８１】
　防菌防腐剤としては、パラオキシ安息香酸アルキルエステル、安息香酸、安息香酸ナト
リウム、ソルビン酸、ソルビン酸カリウム、フェノキシエタノール等、抗菌剤としては、
安息香酸、サリチル酸、石炭酸、ソルビン酸、パラオキシ安息香酸アルキルエステル、パ
ラクロルメタクレゾール、ヘキサクロロフェン、塩化ベンザルコニウム、塩化クロルヘキ
シジン、トリクロロカルバニリド、感光素、フェノキシエタノール等がある。
【００８２】
　塩類としては無機塩、有機酸塩、アミン塩及びアミノ酸塩が挙げられる。無機塩として
は、たとえば、塩酸、硫酸、炭酸、硝酸等の無機酸のナトリウム塩、カリウム塩、マグネ
シウム塩、カルシウム塩、アルミニウム塩、ジルコニウム塩、亜鉛塩等；有機酸塩として
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は、例えば酢酸、デヒドロ酢酸、クエン酸、りんご酸、コハク酸、アスコルビン酸、ステ
アリン酸等の有機酸類の塩；アミン塩及びアミノ酸塩としては、例えば、トリエタノール
アミン等のアミン類の塩、グルタミン酸等のアミノ酸類の塩等がある。また、その他、ヒ
アルロン酸、コンドロイチン硫酸等の塩、アルミニウムジルコニウムグリシン錯体等や、
更には、化粧品処方の中で使用される酸－アルカリの中和塩等も使用することができる。
【００８３】
　酸化防止剤としては、トコフェロール、ブチルヒドロキシアニソール、ジブチルヒドロ
キシトルエン、フィチン酸等、ｐＨ調整剤としては、乳酸、クエン酸、グリコール酸、コ
ハク酸、酒石酸、ｄｌ－リンゴ酸、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素アンモ
ニウム等、キレート剤としては、アラニン、エデト酸ナトリウム塩、ポリリン酸ナトリウ
ム、メタリン酸ナトリウム、リン酸等、清涼剤としては、Ｌ－メントール、カンフル等、
抗炎症剤としては、アラントイン、グリチルリチン酸及びその塩、グリチルレチン酸及び
グリチルレチン酸ステアリル、トラネキサム酸、アズレン等が挙げられる。
【００８４】
　美肌用成分としては、胎盤抽出液、アルブチン、グルタチオン、ユキノシタ抽出物等の
美白剤、ロイヤルゼリー、感光素、コレステロール誘導体、幼牛血液抽出液等の細胞賦活
剤、肌荒れ改善剤、ノニル酸ワレニルアミド、ニコチン酸ベンジルエステル、ニコチン酸
β－ブトキシエチルエステル、カプサイシン、ジンゲロン、カンタリスチンキ、イクタモ
ール、カフェイン、タンニン酸、α－ボルネオール、ニコチン酸トコフェロール、イノシ
トールヘキサニコチネート、シクランデレート、シンナリジン、トラゾリン、アセチルコ
リン、ベラパミル、セファランチン、γ－オリザノール等の血行促進剤、酸化亜鉛、タン
ニン酸等の皮膚収斂剤、イオウ、チアントロール等の抗脂漏剤等が挙げられる。
【００８５】
　ビタミン類としては、ビタミンＡ油、レチノール、酢酸レチノール、パルミチン酸レチ
ノール等のビタミンＡ類、リボフラビン、酪酸リボフラビン、フラビンアデニンヌクレオ
チド等のビタミンＢ２類、ピリドキシン塩酸塩、ピリドキシンジオクタノエート、ピリド
キシントリパルミテート等のビタミンＢ６類、ビタミンＢ１２及びその誘導体、ビタミン
Ｂ１５及びその誘導体等のビタミンＢ類、Ｌ－アスコルビン酸、Ｌ－アスコルビン酸ジパ
ルミチン酸エステル、Ｌ－アスコルビン酸－２－硫酸ナトリウム、Ｌ－アスコルビン酸リ
ン酸ジエステルジカリウム等のビタミンＣ類、エルゴカルシフェロール、コレカルシフェ
ロール等のビタミンＤ類、α－トコフェロール、β－トコフェロール、γ－トコフェロー
ル、酢酸ｄｌ－α－トコフェロール、ニコチン酸ｄｌ－α－トコフェロール、コハク酸ｄ
ｌ－α－トコフェロール等のビタミンＥ類、ビタミンＨ、ビタミンＰ、ニコチン酸、ニコ
チン酸ベンジル、ニコチン酸アミド等のニコチン酸類、パントテン酸カルシウム、Ｄ－パ
ントテニルアルコール、パントテニルエチルエーテル、アセチルパントテニルエチルエー
テル等のパントテン酸類、ビオチン等がある。
【００８６】
　アミノ酸類としては、グリシン、バリン、ロイシン、イソロイシン、セリン、トレオニ
ン、フェニルアラニン、アルギニン、リジン、アスパラギン酸、グルタミン酸、シスチン
、システイン、メチオニン、トリプトファン等、核酸としては、デオキシリボ核酸等、ホ
ルモンとしては、エストラジオール、エテニルエストラジオール等が挙げられる。
【００８７】
　毛髪固定用高分子化合物としては、両性、アニオン性、カチオン性、非イオン性の各高
分子化合物が挙げられ、ポリビニルピロリドン、ビニルピロリドン／酢酸ビニル共重合体
等の、ポリビニルピロリドン系高分子化合物、メチルビニルエーテル／無水マレイン酸ア
ルキルハーフエステル共重合体等の酸性ビニルエーテル系高分子化合物、酢酸ビニル／ク
ロトン酸共重合体等の酸性ポリ酢酸ビニル系高分子、（メタ）アクリル酸／アルキル（メ
タ）アクリレート共重合体、（メタ）アクリル酸／アルキル（メタ）アクリレート／アル
キルアクリルアミド共重合体等の酸性アクリル系高分子化合物、Ｎ－メタクリロイルエチ
ル－Ｎ、Ｎ－ジメチルアンモニウム・α－Ｎ－メチルカルボキシベタイン／アルキル（メ
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タ）アクリレート共重合体、ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート／ブチルアミノエ
チルメタクリレート／アクリル酸オクチルアミド共重合体等の両性アクリル系高分子化合
物が挙げられる。また、セルロースまたはその誘導体、ケラチンおよびコラーゲンまたは
その誘導体等の天然由来高分子化合物も好適に用いることができる。
【００８８】
　また、本発明における化粧料としては、上記化粧料成分を配合してなる、乳液、クリー
ム、クレンジング、パック、マッサージ料、美容液、美容オイル、洗浄剤、脱臭剤、ハン
ドクリーム、リップクリーム、しわ隠し等のスキンケア化粧料、メークアップ下地、コン
シーラー、白粉、リキッドファンデーション、油性ファンデーション、頬紅、アイシャド
ウ、マスカラ、アイライナー、アイブロウ、口紅等のメークアップ化粧料、シャンプ－、
リンス、トリートメント、セット剤等の毛髪化粧料、制汗剤、日焼け止めオイルや日焼け
止め乳液、日焼け止めクリームなどの紫外線防御化粧料等が挙げられる。
【００８９】
　またこれらの化粧料の形状としては、液状、乳液状、クリーム状、固形状、ペースト状
、ゲル状、粉末状、プレス状、多層状、ムース状、スプレー状、スティック状等、種々の
形状を選択することができる。
【００９０】
　またこれらの化粧料の形態としては、水性、油性、油中水型エマルション、水中油型エ
マルション、非水エマルション、Ｗ／Ｏ／ＷやＯ／Ｗ／Ｏなどのマルチエマルション等、
種々の形態を選択することができる。
【実施例】
【００９１】
　以下に、本発明を実施例によって更に詳述するが、本発明はこれによって限定されるも
のではない。尚、特に断らない限り、以下に記載する「％」は「質量％」を意味し、粘度
は２５℃での数値である。
【００９２】
合成例１
　攪拌機、温度計、還流冷却器を備えたガラス製フラスコに、下記式（１１）で示される
オルガノポリシロキサン５０．０ｇ、２－（２’－ヒドロキシ－５’－メタアクリロイル
オキシフェニル）－２Ｈ－ベンゾトリアゾール５．０ｇ、メチルメタクリレート３５．０
ｇ、ブチルメタクリレート５．０ｇ、２－エチルヘキシルアクリレート５．０ｇ、トルエ
ン１２０．０ｇ、ジメチル－２，２’－アゾビス（２－メチルプロピオネート）１．０ｇ
を入れ、窒素気流下に加熱し、８０℃で１０時間重合を行った。次いで、減圧下で揮発性
成分を蒸留留去して固体状のシリコーン重合体を得た。この重合体をデカメチルシクロペ
ンタシロキサンに溶解し、シリコーン重合体濃度３０％の溶液を得た（以下、「Ｄ５溶液
１」とする）。
【００９３】
【化１７】

【００９４】
合成例２
合成例１で用いたベンゾトリアゾール誘導体化合物を２－（２’－ヒドロキシ－５’－（
２’’－メタクリロイルオキシエトキシ）－３’－ターシャリブチルフェニル）－５－メ
チル－２Ｈ－ベンゾトリアゾール５．０ｇに変えた以外は、合成例１と同様にして固体状
のシリコーン重合体を得た。この重合体をデカメチルシクロペンタシロキサンに溶解し、
シリコーン重合体濃度３０％の溶液を得た（以下「Ｄ５溶液２」とする）。
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合成例３
攪拌機、温度計、還流冷却器を備えたガラス製フラスコに、下記式（１２）で示されるオ
ルガノポリシロキサン５０．０ｇ、トルエン３０．０ｇを入れ、窒素気流下で８０℃に加
熱した。そこに、２－（２’－ヒドロキシ－５’－メタアクリロキシフェニル）－２Ｈ－
ベンゾトリアゾール２０．０ｇ、メチルメタクリレート３０．０ｇ、トルエン１２０．０
ｇ、ジメチル－２，２’－アゾビス（２－メチルプロピオネート）１．０ｇの混合溶液を
２時間かけて滴下した。さらに８０℃で１０時間重合を行った後、減圧下で揮発性成分を
留去してガム状のシリコーン重合物を得た。この重合体をトリストリメチルシロキシメチ
ルシランに溶解し、シリコーン重合体濃度５０％の透明ペースト状溶液を得た（以下、「
Ｍ３Ｔ溶液１」とする）。
【００９６】
【化１８】

【００９７】
実施例１、比較例１～３
　下表１に示す処方で、Ｗ／Ｏ型シェイキングタイプ乳液を調製し、後述する方法により
評価した。
【００９８】
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【表１】

（注１）信越化学工業（株）製：ＫＦ－６０２８
（注２）信越化学工業（株）製：ＫＰ－５４５
（注３）ベンゾトリアゾリル基を備えるシリコーン：特許文献５（特開平２－２８２３１
９号公報）の実施例１に従い、下記構造の化合物を合成した。
【００９９】
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【化１９】

（製造方法）
　Ａ：成分１～８を均一になるよう混合した。
　Ｂ：成分９～１２を混合した後、Ａに加えて乳化し、シェイキングタイプ乳液を作成し
た。
【０１００】
（評価方法）
  女性３０名の専門パネルにより評価した。乳液を右手甲に塗布し、塗布時のさらさら感
、肌へののび広がり、べたつきのなさ、なめらかさ、おさまりの良さ、後肌のべたつきの
なさ、しっとり感、日焼け防止について以下の基準で評価し、その平均点で判定した。な
お、日焼け防止は、２週間連続使用後に、左手甲と比べて評価した。
【０１０１】
   ［評価基準］
        ５点：非常に良好
        ４点：良好
        ３点：普通
        ２点：やや不良
        １点：不良
    ［判定］
        ◎：平均点４．５以上
        ○：平均点３．５以上４．５未満
        △：平均点２．５以上３．５未満
        ×：平均点２．５未満
【０１０２】
  表１に示すように、比較例１は、塗布時も塗布後もべたつきがあり、紫外線防御効果が
低く、比較例２は紫外線吸収剤である２－（２－ヒドロキシ－５－メチルフェニル）ベン
ゾトリアゾールが、デカメチルシクロペンタシロキサンに対しても水に対しても溶解性が
低く、固形物として沈降し、塗布時、塗布後も使用感が悪かった。比較例３は、実施例１
とほぼ同量のベンゾトリアゾリル基を備えるシリコーンを含むが、べたつきが強く、また
皮膚への密着性が弱く、日焼け防止効果の持続性が悪かった。これに対して、実施例１の
シェイキングタイプ乳液は、紫外線防御効果だけでなく感触上も優れた乳液であった。
【０１０３】
実施例２
Ｗ／Ｏ型乳液
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（注１）信越化学工業（株）製：ＫＳＧ－２１０（商品名）
（注２）信越化学工業（株）製：ＫＳＧ－１５（商品名）
（注３）信越化学工業（株）製：ＫＦ－６０１７（商品名）
（製造方法）
Ａ：成分１～８を均一に混合した。
Ｂ：成分９～１２を混合した後、Ａに加えて乳化した。
　以上のようにして得られた乳液は、べたつきがなく、のび広がりも軽く、しかも、密着
感に優れ、おさまりも良く、日常生活の紫外線カット効果も併せ持った、安定性に優れた
Ｗ／Ｏ型乳液であることが確認された。
【０１０４】
実施例３
Ｗ／Ｏ型クリ－ム
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（注１）信越化学工業（株）製：ＫＳＧ－３１０（商品名）
（注２）信越化学工業（株）製：ＫＳＧ－１５（商品名）
（注３）信越化学工業（株）製：ＫＦ－６０３８（商品名）
（製造方法）
Ａ：成分１～７を混合した。
Ｂ：成分８～１３を混合溶解し、Ａに加えて攪拌乳化した。
　以上のようにして得られたクリームは、油っぽさ、べたつきがなく、のび広がりも軽く
さっぱりとした、しかも、密着感に優れ、おさまりも良く、つやのある仕上がりが得られ
、紫外線カット効果も併せ持った、Ｗ／Ｏ型クリームであることが確認された。
【０１０５】
実施例４
Ｗ／Ｏ型クリ－ム

（注１）ＰＯＥ変性三次架橋物（３０質量部）をラウロイルサルコシンイソプロピル油（
７０質量部）と混錬したもの
（注２）信越化学工業（株）製：ＫＳＧ－４２（商品名）
（注３）信越化学工業（株）製：ＫＦ－６０３８（商品名）
（注４）信越化学工業（株）製：ＫＳＰ－１００（商品名）
（製造方法）
Ａ：成分１～７を混合した。
Ｂ：成分８～１３を混合溶解し、Ａに加えて攪拌乳化した。
　以上のようにして得られたクリームは、油っぽさ、べたつきがなく、のび広がりも軽く
さっぱりとした、しかも、密着感に優れ、おさまりも良く、マットな仕上がりが得られる
Ｗ／Ｏ型ＵＶカットクリームであることが確認された。
【０１０６】
実施例５
Ｏ／Ｗ型クリーム
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（注１）信越化学工業（株）製：ＫＳＧ－１５
（注２）信越化学工業（株）製：ＫＦ－６０１１
（注３）信越化学工業（株）製：メトローズＳＭ－４０００
（注４）ＳＥＰＩＣ製：セピゲル３０５
（製造方法）
Ａ：成分６～１２を混合した。
Ｂ：成分１～５を混合溶解し、Ａに加えて攪拌乳化した。
　以上のようにして得られたクリームは、のび広がりが軽くてべたつきや油っぽさがない
上しっとりとしてみずみずしく、さっぱりとした使用感を与え、温度変化や経時による変
化がなく安定性に優れ、紫外線カット効果のあるＯ／Ｗ型クリームであることが確認され
た。
【０１０７】
実施例６
Ｏ／Ｗ型クリーム
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（注１）信越化学工業（株）製：ＫＳＧ－１５
（注２）信越化学工業（株）製：ＫＳＧ－１６
（注３）信越化学工業（株）製：ＫＦ－６１００
（注４）信越化学工業（株）製：ＫＦ－６１０４
（注５）ＳＥＰＩＣ製：シムルゲル６００
（製造方法）
Ａ：成分６～１３を混合した。
Ｂ：成分１～５を混合溶解し、Ａに加えて攪拌乳化した。
　以上のようにして得られたクリームは、キメが細かく、のび広がりが軽くてなめらかで
、べたつきや油っぽさがない上しっとりとしてみずみずしく、さっぱりとした使用感を与
えると共に、温度変化や経時による変化がなく安定性に優れ、紫外線カット効果のあるＯ
／Ｗ型クリームであることが確認された。
【０１０８】
実施例７
Ｗ／Ｏ型クリーム
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（注１）信越化学工業（株）製：ＫＦ－６０２８（商品名）
（注２）信越化学工業（株）製：ＳＰＤ－Ｔ５（商品名）
（注３）信越化学工業（株）製：ＳＰＤ－Ｚ５（商品名）
（製造方法）
Ａ：成分１～５を混合解した。
Ｂ：成分６～１１を混合溶解し、Ａに加えて攪拌乳化した。
　以上のようにして得られたクリームは、油っぽさ、べたつきがなく、のび広がりも軽く
、みずみずしいさっぱりとした使用性を持ち、しかも、密着感に優れ、おさまりも良く、
ＵＶカット効果のある仕上がりが得られるＷ／Ｏ型クリームであることが確認された。
【０１０９】
実施例８
Ｗ／Ｏ型メークアップ下地
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（注１）信越化学工業（株）製：ＫＳＧ－７１０（商品名）
（注２）信越化学工業（株）製：ＫＳＧ－１５（商品名）
（注３）信越化学工業（株）製：ＫＦ－６１０４（商品名）
（注４）信越化学工業（株）製：ＳＰＤ－Ｔ５（商品名）
（注５）信越化学工業（株）製：メトローズ６５－ＳＨ４０００（商品名）
（製造方法）
Ａ：成分１～７を加熱混合した。
Ｂ：成分８～１５を混合溶解し、Ａに加えて攪拌乳化した。
　以上のようにして得られたメークアップ下地は、油っぽさ、べたつきがなく、のび広が
りも軽く、みずみずしいさっぱりとした使用性を持ち、しかも、密着感に優れ、おさまり
も良く、マット感のある仕上がりが得られ、さらに紫外線カット効果のある化粧持ちの良
い優れたＷ／Ｏ型メークアップ下地であることが確認された。
【０１１０】
実施例９
Ｏ／Ｗクリーム
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（注１）信越化学工業（株）製：ＫＳＧ－４３（商品名）
（注２）信越化学工業（株）製：ＫＳＧ－１６（商品名）
（注３）信越化学工業（株）製：ＫＦ－６０１１（商品名）
（注４）ＳＥＰＩＣ製：セピゲル３０５（商品名）
（製造方法）
Ａ：成分１～６を加熱混合した。
Ｂ：成分７～１３を混合溶解した。
Ｃ：ＡをＢに加えて攪拌乳化した。
　以上のようにして得られたクリームは、キメが細かく、のび広がりが軽くてべたつきや
油っぽさがない上しっとりとしてみずみずしく、さっぱりとした使用感を与えると共に化
粧持ちも非常に良く、温度変化や経時による変化がなく安定性に優れており、紫外線カッ
ト効果のあるＯ／Ｗ型クリームであることが確認された。
【０１１１】
実施例１０
口紅
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（注１）信越化学工業（株）製：ＫＰ－５６１Ｐ
（製造方法）
Ａ：成分１～８及び９の一部を加熱混合、溶解した。
Ｂ：成分１０～１２及び９の残部を均一混合し、Ａに加えて均一にし、容器に流し込んで
口紅を得た。
　以上のようにして得られた口紅は、のびが軽くて油っぽさや粉っぽさがない上、さっぱ
りとした使用感を与えると共に、耐水性や撥水性が良好で持ちも良く、紫外線カット効果
のある安定性にも優れているものであった。
【０１１２】
実施例１１
パウダーファンデーション
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（注１）信越化学工業（株）製：ＫＳＧ－１６（商品名）
（注２）信越化学工業（株）製：ＫＳＰ－３００（商品名）
（注３）信越化学工業（株）製：ＫＭＰ－５９０（商品名）
（製造方法）
Ａ：成分５～１３を混合、均一にした。
Ｂ：成分１～４を均一に混合し、Ａに加えて均一にした。
Ｃ：Ｂに成分１４を添加し、金型にプレス成型してパウダーファンデーションを得た。
　以上のようにして得られたパウダーファンデーションは、べたつきがなく、のび広がり
も軽く、しかも、密着感に優れ、おさまりも良く、つやのある仕上がりが得られ、ＵＶカ
ット効果のある持ちの良いパウダーファンデーションであることが確認された。
【０１１３】
実施例１２
クリームファンデーション

（注１）信越化学工業（株）製：ＫＳＰ－３００（商品名）
（注２）信越化学工業（株）製：ＫＰ－５７５（商品名）
（製造方法）
Ａ：成分１～６を加熱混合した。
Ｂ：成分９～１３を混合溶解し、Ａに加えて攪拌乳化した。
Ｃ：成分７～８を混合し、Ｂに加えて均一にした。
　以上のようにして得られたクリームファンデーションは、べたつきがなく、のび広がり
も軽く、しかも、密着感に優れ、おさまりも良く、マット感のある仕上がりが得られ、Ｕ
Ｖカット効果のある持ちの良いクリームファンデーションであることが確認された。
【０１１４】
実施例１３
Ｗ／Ｏ型コンパクトファンデーション
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（注１）信越化学工業（株）製：ＫＦ－６０３８（商品名）
（製造方法）
Ａ：成分１～７を加熱混合した。
Ｂ：成分８～１２を混合均一にした。
Ｃ：成分１３～１４を混合し、Ｂを加えて均一にし、加温した。
Ｄ：ＣをＡに加えて乳化した。
　以上のようにして得られたコンパクトファンデーションは、油剤が多いにもかかわらず
油っぽさ、べたつきがなく、のび広がりも軽く、さっぱりとした使用性を持ち、しかも、
密着感に優れ、おさまりも良く、ＵＶカット効果のある化粧もちに優れたＷ／Ｏ型コンパ
クトファンデーションであることが確認された。
【０１１５】
実施例１４
パウダーファンデーション
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（注１）信越化学工業（株）製：ＫＳＧ－２１０（商品名）
（注２）合成例２で得たＤ５溶液２（１０ｇ）をマイカに添加し均一にして、加温、乾燥
させ、実施例処理マイカ粉体を得た。
（注３）信越化学工業（株）製：ＫＦ－９９０９（商品名）処理粉体
（注４）信越化学工業（株）製：ＫＳＰ－１００（商品名）
（注５）信越化学工業（株）製：ＫＭＰ－５９０（商品名）
（製造方法）
Ａ：成分５～１３を混合、均一にした。
Ｂ：成分１～４を均一に混合し、Ａに加えて均一にした。
Ｃ：Ｂに成分１４を添加し、金型にプレス成型してパウダーファンデーションを得た。
　以上のようにして得られたパウダーファンデーションは、べたつきがなく、のび広がり
も軽く、しかも、密着感に優れ、おさまりも良く、つやのある仕上がりが得られ、ＵＶカ
ット効果のある持ちの良いパウダーファンデーションであることが確認された。
【０１１６】
実施例１５
アイシャドウ
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（注１）信越化学工業（株）製：ＫＰ－５７４（商品名）処理粉体
（注２）信越化学工業（株）製：ＫＳＧ－４３（商品名）
（製造方法）
Ａ：成分７～１０を加熱混合した。
Ｂ：成分１～６を混合した後、Ａを加えて均一に混合した。
Ｃ：Ｂに成分１１を添加した。
　以上のようにして得られたアイシャドウは、べたつきがなく、のび広がりも軽く、しか
も、密着感に優れ、おさまりも良く、つやのある仕上がりが得られる化粧持ちが良く、紫
外線カット効果のあるしっとりしたアイシャドウであることが確認された。
【０１１７】
実施例１６
パウダーアイブロウ
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（注１）信越化学工業（株）製：ＫＳＧ－４３（商品名）
（注２）合成例２で得たＤ５溶液２（１０ｇ）をマイカに添加し均一にして、加温、乾燥
させ、実施例処理マイカ粉体を得た。
（注３）合成例２で得たＤ５溶液２（１０ｇ）をタルクに添加し均一にして、加温、乾燥
させ、実施例処理タルク粉体を得た。
（注４）信越化学工業（株）製：ＫＦ－９９０８（商品名）処理粉体
（注５）信越化学工業（株）製：ＫＳＰ－３００（商品名）
（製造方法）
Ａ：成分５～１２を混合、均一にした。
Ｂ：成分１～４を均一に混合し、Ａに加えて均一にした。
Ｃ：Ｂに成分１３を添加し、金型にプレス成型してパウダーアイブロウを得た。
　以上のようにして得られたアイブロウは、べたつきがなく、のび広がりも軽く、しかも
、密着感に優れ、おさまりも良く、つやのある仕上がりが得られる化粧持ちの良いパウダ
ーアイブロウであることが確認された。
【０１１８】
実施例１７
ヘアクリーム

（製造方法）
Ａ：成分１～４を混合した。
Ｂ：成分５～９及び１１を均一に混合溶解した。
Ｃ：ＢをＡに加えて乳化後、冷却して成分１０を加えた。
　以上のようにして得られたヘアクリ－ムは、塗布時の伸び、使用後の髪の柔軟性、なめ
らかさ、まとまり具合、しっとり感、ツヤにおいて、きわめて優れた効果を示すもので、
総合的に非常に優れたヘアクリ－ムであり、通常の日常生活におけるＵＶカット効果が得
られることが確認された。
【０１１９】
実施例１８
コンディショニングムース
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（注１）信越化学工業（株）製：ＫＳＧ－１６（商品名）
（製造方法）
Ａ：成分１～５を混合した。
Ｂ：成分６～１０及び１２を均一に混合溶解した。
Ｃ：ＢをＡに加えて乳化後、冷却して成分１１を加えた。
Ｄ：Ｃ及び成分１３をエアゾール缶に充填し、コンディショニングムースを得た。
　以上のようにして得られたコンディショニングムースは、しっとり感、柔軟性、なめら
かさに優れ、油性感のない良好な感触のもので、しかも、密着感に優れ、おさまりも良く
、マット感のある仕上がりが得られるコンディショニングムースであり、通常の日常生活
におけるＵＶカット効果が得られることが確認された。
【０１２０】
実施例１９
ロールオンタイプ制汗剤

（注１）信越化学工業（株）製：ＫＳＧ－１５（商品名）
（注２）信越化学工業（株）製：ＫＳＰ－１００（商品名）
（製造方法）
Ａ：成分１～６を混合した。
Ｂ：Ａに成分７、８を加え、均一に分散した。
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　以上のようにして得られたロールオンタイプの制汗剤は、のびが軽く、さっぱりとして
、べたつきや油感がなく、温度や経時による変化もなく、ＵＶカット効果もあった。
【０１２１】
実施例２０
Ｗ／Ｏ型タイプ制汗剤

（注１）信越化学工業（株）製：ＫＳＧ－２１０（商品名）
（製造方法）
Ａ：成分１～５を混合した。
Ｂ：成分６～７及び１０を混合し、成分８、９を加え溶解した。
Ｃ：ＡにＢを加え攪拌して乳化した。
　以上のようにして得られた制汗剤は、のびが軽く、清涼感があってさっぱりとして、べ
たつきや油感がなく、温度や経時による変化もなく、使用性も安定性も非常に優れ、ＵＶ
カット効果を付加したＷ／Ｏ型タイプの制汗剤であった。
【０１２２】
実施例２１
Ｗ／Ｏ型ＵＶカットクリーム
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（注１）信越化学工業（株）製：ＫＦ－９９０１（商品名）処理酸化亜鉛
（注２）信越化学工業（株）製：ＫＰ－５４５（商品名）
（注３）信越化学工業（株）製：ＫＦ－６０１７（商品名）
（注４）信越化学工業（株）製：ＫＦ－６１０５（商品名）
（製造方法）
Ａ：成分３の一部、及び４～８を混合した。
Ｂ：成分９～１１、１３を混合し、Ａに加えて攪拌乳化した。
Ｃ：成分１、２及び３の残部を混合分散し、Ｂと成分１２を加えて均一にした。
　以上のようにして得られたＵＶカットクリームは、のびが軽くさっぱりとして、べたつ
きや油感がなく、化粧持ちが良く、温度や経時による変化もない、Ｗ／Ｏ型ＵＶカットク
リームであった。
【０１２３】
実施例２２
Ｗ／Ｏ型ＵＶカット乳液
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（注１）信越化学工業（株）製：ＫＳＧ－２１０（商品名）
（注２）信越化学工業（株）製：ＫＳＧ－１５（商品名）
（注３）信越化学工業（株）製：ＫＦ－６０２８（商品名）
（注４）信越化学工業（株）製：ＳＰＤ－Ｔ６（商品名）
（注５）信越化学工業（株）製：ＳＰＤ－Ｚ６（商品名）
（製造方法）
Ａ：成分１～７を加熱混合した。
Ｂ：成分１０～１３、１５を混合溶解し、Ａに加えて攪拌乳化した。
Ｃ：成分８、９、１４をＢに加えて均一にした。
　以上のようにして得られたＵＶカット乳液は、のびが軽くさっぱりとして、べたつきや
油感がなく、化粧持ちが良く、温度や経時による変化もない、Ｗ／Ｏ型ＵＶカット乳液で
あった。
【０１２４】
実施例２３
シェイキング型ＵＶカットローション
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（注１）信越化学工業（株）製：ＫＦ－６０２８（商品名）処理酸化亜鉛
（注２）信越化学工業（株）製：ＫＳＰ－１０５（商品名）
（注３）信越化学工業（株）製：ＳＰＤ－Ｔ５（商品名）
（注４）信越化学工業（株）製：ＳＰＤ－Ｚ６（商品名）
（製造方法）
Ａ：成分３の一部、及び１～７を混合した。
Ｂ：成分１０～１３、１５を混合し、Ａに加えて攪拌乳化した。
Ｃ：成分８、９及び３の残部を混合分散し、Ｂと成分１４を加えて均一にした。
　以上のようにして得られたシェイキング型ＵＶカットローションは、のびが軽くさっぱ
りとして、べたつきや油感がなく、透明感があり化粧持ちが良く、温度や経時による変化
もなく、使用性も安定性も非常に優れているシェイキング型ＵＶカットローションであっ
た。
【０１２５】
実施例２４
Ｗ／Ｏ型ＵＶカットクリーム
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（注１）信越化学工業（株）製：ＫＳＧ－７１０（商品名）
（注２）信越化学工業（株）製：ＫＳＧ－１５（商品名）
（注３）信越化学工業（株）製：ＫＦ－６１０５（商品名）
（注４）信越化学工業（株）製：ＳＰＤ－Ｔ５（商品名）
（注５）信越化学工業（株）製：ＳＰＤ－Ｚ５（商品名）
（製造方法）
Ａ：成分１～８を混合し均一にした。
Ｂ：成分９～１２、１４を混合溶解し、Ａに加えて攪拌乳化した。
Ｃ：成分１３をＢに加えて均一にした。
　以上のようにして得られたＵＶカットクリームは、のびが軽くさっぱりとして、べたつ
きや油感がなく、化粧持ちが良く、温度や経時による変化もない、Ｗ／Ｏ型ＵＶカットク
リームであった。
【０１２６】
実施例２５
Ｏ／Ｗ型ＵＶカットクリーム
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（注１）信越化学工業（株）製：ＫＳＧ－１５（商品名）
（注２）信越化学工業（株）製：ＳＰＤ－Ｔ５（商品名）
（注３）信越化学工業（株）製：ＫＦ－６０１３（商品名）
（注４）信越化学工業（株）製：ＫＦ－６０１１（商品名）
（注５）セピック製：セピゲル　３０５（商品名）
（注６）信越化学工業（株）製：メトローズＳＭ－４０００（商品名）
（製造方法）
Ａ：成分５～８及び１０、１２を混合した。
Ｂ：成分１～３を加熱混合し、Ａに加えて攪拌乳化した。
Ｃ：成分４をＢに加え、さらに成分９、１０を加えて均一にした。
　以上のようにして得られたＵＶカットクリームは、のびが軽くさっぱりとして、べたつ
きや油感がなく、透明感があり化粧持ちが良く、温度や経時による変化もなく、使用性も
安定性も非常に優れているＯ／Ｗ型ＵＶカットクリームであった。
【０１２７】
実施例２６
非水エマルション

（注１）信越化学工業（株）製：ＫＳＧ－１５（商品名）
（製造方法）
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Ａ：成分１～６を均一に混合した。
Ｂ：成分７をＡに加え均一に乳化した。
　以上のようにして得られた非水エマルションは、のび広がりが軽くてべたつきや油っぽ
さがなく、後肌のしっとりした、安定性の良い非水エマルションであり、ＵＶカット効果
も確認された。
【０１２８】
実施例２７
非水エマルション

（注１）信越化学工業（株）製：ＫＳＧ－７１０（商品名）
（注２）信越化学工業（株）製：ＫＳＧ－１５（商品名）
（注３）信越化学工業（株）製：ＫＳＧ－１６（商品名）
（注４）信越化学工業（株）製：ＫＦ－６１０４（商品名）
（注５）信越化学工業（株）製：ＫＳＰ－３００（商品名）
（製造方法）
Ａ：成分１～８を混合し均一にした。
Ｂ：成分９、１０を混合し、Ａに加えて攪拌乳化した。
　以上のようにして得られた非水エマルションは、のび広がりが軽くてべたつきや油っぽ
さがなく、後肌のしっとりした、安定性の良い非水エマルションであり、ＵＶカット効果
も確認された。
【０１２９】
実施例２８
Ｗ／Ｏ／Ｗ型クリーム
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（製造方法）
Ａ：成分７～９を混合した。
Ｂ：成分１～６を混合し、Ａに加えて攪拌乳化した。
Ｃ：成分１０～１２及び１４を混合し、Ｂを攪拌下、添加して乳化した。
Ｄ：Ｃに成分１３を加えて均一にした。
　以上のようにして得られたクリームは、のびが軽くさっぱりとして、べたつきや油感が
なく、化粧持ちが良く、温度や経時による変化もなく、ＵＶカット効果を併せ持つＷ／Ｏ
／Ｗ型クリームであった。
【０１３０】
実施例２９
Ｏ／Ｗ／Ｏ型乳液
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（注１）信越化学工業（株）製：ＫＳＧ－２１０（商品名）
（製造方法）
Ａ：成分１～４を均一に混合した。
Ｂ：成分５～９を加熱混合し、均一にした。
Ｃ：成分１０～１２を加熱混合した。
Ｄ：Ｂを攪拌しながらＣを加えて乳化し、冷却した。
Ｅ：Ａを攪拌しながらＤを加えて乳化した。
　以上のようにして得られた乳液は、のびが軽くさっぱりとして、べたつきや油感がなく
、化粧持ちが良く、温度や経時による変化もない、Ｏ／Ｗ／Ｏ型乳液でＵＶカット効果も
あるものであった。
【０１３１】
実施例３０
Ｏ／Ｗ／Ｏ型リキッドファンデーション

（注１）信越化学工業（株）製：ＫＳＧ－２１０（商品名）
（注２）信越化学工業（株）製：ＫＳＧ－１５（商品名）
（注２）信越化学工業（株）製：ＫＦ－６０３８（商品名）
（製造方法）
Ａ：成分１～７を均一に混合した。
Ｂ：成分８～１３を混合し、均一にした。
Ｃ：成分１４～１６を加熱混合した。
Ｄ：Ｂを攪拌しながらＣを加えて乳化し、冷却した。
Ｅ：Ａを攪拌しながらＤを加えて乳化した。
　以上のようにして得られたリキッドファンデーションは、のびが軽くさっぱりとして、
べたつきや油感がなく、化粧持ちが良く、温度や経時による変化もなく、ＵＶカット効果
を有するＯ／Ｗ／Ｏ型リキッドファンデーションであった。
【産業上の利用可能性】
【０１３２】
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　本発明における重合体（Ａ）は、紫外線吸収性の置換基と、オルガノポリシロキサン部
分を側鎖に有する。該重合体を含む化粧料は、紫外線防御効果に優れるだけでなく、感触
にも優れる。
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