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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　非架橋型ハイドロゲルの連続相と、該連続相に分散した分散相と、を備え、
　上記分散相のそれぞれは、油性成分として固体脂及び液体油を含有すると共に、内部に
酸化チタン粒子が分散しており、
　上記分散相中の固体脂の含有量が１～１２質量％であり、且つ上記油性成分中の固体脂
の含有量が２～１２質量％であり、
　上記油性成分の固体脂は、炭素数１４～３２の高級アルコール及び固形パラフィンを含
み、
　上記油性成分中の炭素数１４～３２の高級アルコールの含有量が１～６質量％であり、
且つ上記油性成分中の固形パラフィンの含有量が１～６質量％であり、
　上記分散相中の酸化チタン粒子の含有量が５～５０質量％であり、
　上記分散相中の液体油の含有量が４０～９０質量％であり、そして、
　体積基準平均粒子径が１０～３００μｍであるハイドロゲル粒子。
【請求項２】
　上記酸化チタン粒子は、その粒子表面に表面活性抑制処理が施されている請求項１に記
載されたハイドロゲル粒子。
【請求項３】
　上記表面活性抑制処理がシリコーン処理である請求項２に記載されたハイドロゲル粒子
。
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【請求項４】
　上記油性成分に含まれる液体油の融点が３５℃未満である請求項１乃至３のいずれかに
記載されたハイドロゲル粒子。
【請求項５】
　上記液体油はシリコーンを含む請求項１乃至４のいずれかに記載されたハイドロゲル粒
子。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれかに記載されたハイドロゲル粒子が配合された紫外線防御化粧
料。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、非架橋型ハイドロゲルの連続相に油性成分を含む分散相が分散したハイドロ
ゲル粒子及びそれを用いた紫外線防御化粧料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　化粧品、医薬品、医薬部外品、食品等の分野において、非架橋型ハイドロゲルの連続相
に油性成分を含む多数の分散相が分散したハイドロゲル粒子の適用が検討されている。
【０００３】
　特許文献１には、かかるハイドロゲル粒子として、油性成分が固体脂及び／又は液体油
からなるものが開示されている。
【０００４】
　特許文献２には、分散相が油性成分を含む液相であると共に、分散相内部に紫外線防御
能を有する酸化亜鉛粒子及び酸化チタン粒子が分散したハイドロゲル粒子が開示されてい
る。
【０００５】
　特許文献３には、分散相が油性成分を含む固相であると共に、分散相内部に紫外線防御
能を有する酸化亜鉛粒子が分散したハイドロゲル粒子が開示されている。そして、このハ
イドロゲル粒子によれば、酸化亜鉛粒子が分散した分散相が固相であるので、酸化亜鉛粒
子が分散相内に固定化されて安定して存在することとなり、例えば、化粧料等に適用した
場合、酸化亜鉛粒子がハイドロゲル粒子から漏出して他の配合成分と反応するといった不
都合を回避することができる、と記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００２－１５９８３８号公報
【特許文献２】特開２００２－２０２２８号公報
【特許文献３】特開２００７－１５３８３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、使用感の良好なハイドロゲル粒子を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明のハイドロゲル粒子は、非架橋型ハイドロゲルの連続相と、該連続相に分散した
分散相と、を備え、
　上記分散相のそれぞれは、油性成分として固体脂及び液体油を含有すると共に、内部に
酸化チタン粒子が分散しており、
　上記油性成分の固体脂は、高級アルコール及び固形パラフィンを含むと共に、上記油性
成分中の含有量が１～１２質量％であり、そして、
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　体積基準平均粒子径が１０～３００μｍである。
【０００９】
　本発明の紫外線防御化粧料は、本発明のハイドロゲル粒子が配合されたものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、油性成分の固体脂として高級アルコール及び固形パラフィンを含むと
共に、固体脂の油性成分中の含有量が１～１２質量％であり、しかも、ハイドロゲル粒子
の体積基準平均粒子径が１０～３００μｍであるので、化粧料等に適用した場合でも、塗
布時ののびが悪い、或いは、塗布後の感触がべたつく、といった不具合を低く抑えること
ができる。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、実施形態について詳細に説明する。
【００１２】
　（ハイドロゲル粒子）
　本実施形態のハイドロゲル粒子は、非架橋型ハイドロゲルの連続相とその連続相に分散
した分散相とを備えている。そして、分散相のそれぞれは、油性成分として固体脂及び液
体油を含有すると共に、内部に酸化チタン粒子が分散している。また、油性成分の固体脂
は、高級アルコール及び固形パラフィンを含むと共に、油性成分中の含有量が１～１２質
量％である。このハイドロゲル粒子は、化粧品、医薬品、医薬部外品、食品等の分野への
適用において有用である。
【００１３】
　ここで、本出願における「ハイドロゲル粒子」とは、ハイドロゲル中に油性成分を含有
する分散相を分散させた１個乃至複数個の粒子をいう。なお、ハイドロゲル粒子の概念に
は、外層である外皮と内層である芯成分とからなる、内層と外層とが同心状のカプセルは
含まれない。また、本出願における「ハイドロゲル」とは、水を溶媒としてゲル形成剤か
ら得られたゲルをいう。
【００１４】
　ハイドロゲル粒子の体積基準平均粒子径は１０～３００μｍであり、外観及び生産性の
観点から、１０～２５０μｍがより好ましく、３０～１５０μｍが特に好ましい。なお、
ハイドロゲル粒子の体積基準平均粒子径は、レーザ回折／散乱式粒度分布測定装置（例え
ば、堀場製作所（株）製、型番：ＬＡ－９１０）を用いたレーザ回折散乱法によってそれ
ぞれ測定することができる。
【００１５】
　ハイドロゲル粒子の形状は、特に限定されるものではないが、曲面で構成された回転体
の形状を有することが好ましい。ここで、「曲面で構成された回転体」とは、仮想軸及び
連続的な曲線で構成された閉じた図を仮想軸で回転させたものをいい、三角錐や円柱等の
平面を有する形状は含まない。ハイドロゲル粒子の形状は、美観の観点から、球状体であ
ることがより好ましい。
【００１６】
　本実施形態のハイドロゲル粒子は非架橋型ハイドロゲルの連続相を備えている。
【００１７】
　連続相のハイドロゲル粒子における含有量は、ハイドロゲル粒子の洗浄時及び化粧料等
への配合時の崩壊を防止する観点から、３０～９９質量％であることが好ましく、３０～
８０質量％であることがより好ましい。
【００１８】
　本出願における「非架橋型ハイドロゲル」とは、ゾル－ゲルの熱可逆性によってゲル化
が生じるものをいう。非架橋型ハイドロゲルは、水への溶解温度が一般に７５℃以上のも
のが好ましく、７５～９０℃のものがより好ましく、また、水に溶解させた後に冷却した
ときのゲル化温度が３０～４５℃のものが好ましい。
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【００１９】
　連続相を構成する非架橋型ハイドロゲルは水性成分としてのゲル形成剤と水とを含んで
いる。
【００２０】
　ゲル形成剤としては、例えば、寒天、カラギーナン、ゼラチン等が挙げられる。ゲル形
成剤は、これらのうち単一種で構成されていてもよく、また、複数種で構成されていても
よい。ゲル形成剤としては、これらの中では寒天が好ましい。なお、非架橋型ハイドロゲ
ルのゼリー強度は、化粧料等に適用した場合の使用時の感触の観点から、１４７ｋＰａ（
１５００ｇ／ｃｍ２）以下であることが好ましく、１９．６ｋＰａ（２００ｇ／ｃｍ２）
～１２７ｋＰａ（１３００ｇ／ｃｍ２）であることがより好ましい。ゼリー強度は、日寒
水式法により求めることができる。具体的には、ゼリー強度は、ゲル形成剤の１．５質量
％水溶液を調製し、その水溶液を２０℃で１５時間放置して凝固させたゲルに、日寒水式
ゼリー強度測定器（（株）木屋製作所製）により荷重をかけ、２０℃においてゲルが２０
秒間その荷重に耐えるときの表面積１ｃｍ２あたりの最大質量（ｇ）として求めることが
できる。
【００２１】
　ゲル形成剤のハイドロゲル粒子における含有量は、化粧料等に適用した場合の使用時の
感触が良好であり、ハイドロゲル粒子の洗浄時及び化粧料等への配合時の崩壊を防止する
という観点から、０．１質量％以上が好ましく、０．３質量％以上がより好ましく、０．
４質量％以上がさらに好ましく、０．５質量％以上が特に好ましい。また、ゲル形成剤の
ハイドロゲル粒子における含有量は、化粧料等に適用した場合の使用時の感触が良好であ
り、ハイドロゲル粒子の洗浄時及び化粧料等への配合時の崩壊を防止するという観点から
、８．０質量％以下が好ましく、７．０質量％以下がより好ましく、６．０質量％以下が
さらに好ましく、５．０質量％以下が特に好ましい。
【００２２】
　本実施形態のハイドロゲル粒子は連続相に分散した分散相を備えている。この分散相は
、ハイドロゲル粒子中に複数個存在している。
【００２３】
　分散相のハイドロゲル粒子における含有量は、ハイドロゲル粒子の洗浄時及び化粧料等
への配合時の壊れの防止の観点から、１～７０質量％であることが好ましく、７．５～７
０質量％であることがより好ましく、１０～７０質量％であることがさらに好ましく、２
０～６０質量％であることが特に好ましい。
【００２４】
　分散相の体積基準平均粒子径は、ハイドロゲル粒子の体積基準平均粒子径の１／１０以
下であることが好ましい。具体的には、分散相の体積基準平均粒子径は、化粧料等に適用
した場合に皮膚上で滑らかに延ばすことができるという観点から、１００μｍ以下である
ことが好ましく、５０μｍ以下であることがより好ましく、２０μｍ以下であることが特
に好ましい。また、分散相の体積基準平均粒子径は、化粧料等に適用した場合の皮膚への
なじみ性が良好であるという観点から、０．０１μｍ以上であることが好ましく、１μｍ
以上であることがより好ましく、４μｍ以上であることがさらに好ましく、５μｍ以上で
あることが特に好ましく、１０μｍ以上であることが最も好ましい。以上より、分散相の
体積基準平均粒子径は、０．０１～１００μｍであることが好ましく、１～１００μｍで
あることがより好ましく、４～１００μｍであることがさらに好ましく、５～５０μｍで
あることが特に好ましく、５～２０μｍであることが最も好ましい。なお、分散相の体積
基準平均粒子径は、粒子化前の分散液の状態で、レーザ回折／散乱式粒度分布測定装置（
例えば、堀場製作所（株）製、型番：ＬＡ－９１０）を用いて測定することができる。
【００２５】
　本実施形態のハイドロゲル粒子は各分散相が油性成分を含有している。
【００２６】
　油性成分の全分散相における総含有量は、化粧料等に適用した場合の使用時における感
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触が良好であるという観点から、１～９９質量％であることが好ましく、５０～９９質量
％であることがより好ましい。
【００２７】
　油性成分のハイドロゲル粒子における総含有量は、化粧料等に適用した場合の使用時の
感触が良好であり、ハイドロゲル粒子の洗浄時及び化粧料等への配合時の崩壊を防止する
という観点から、０．０１～６０質量％であることが好ましく、７．５～５０質量％であ
ることがより好ましく、１０～４０質量％であることがさらに好ましい。
【００２８】
　油性成分の融点は、４０～９０℃であることが好ましく、５０～８０℃であることがよ
り好ましい。なお、油性成分の融点は、示差走査熱量測定法（ＤＳＣ：Differential Sca
nning Calorimetry）によって測定することができる。後述の固体脂や液体油の融点もこ
れによって測定することができる。
【００２９】
　油性成分は固体脂及び液体油を含有する。
【００３０】
　本出願おける「固体脂」とは、融点が３５℃以上の油性成分をいう。また、「液体油」
とは、融点が３５℃未満の油性成分をいう。
【００３１】
　固体脂の油性成分における含有量は１～１２質量％であり、２～１０質量％であること
が好ましく、４～１０質量％であることがより好ましい。
【００３２】
　油性成分に含まれる固体脂全体の融点は、３５℃以上であることが好ましく、４０～１
２０ ℃であることがより好ましい。
【００３３】
　固体脂は固体の高級アルコール及び固形パラフィンを含む。その結果、本実施形態のハ
イドロゲル粒子は、分散相の表面に上記固体脂の封鎖膜が形成され、少量の固体脂でも酸
化チタン粒子が分散相中に安定して存在し得ると考えられる。このように、固体の高級ア
ルコール及び固形パラフィンを含む固体脂を用いることで、それを配合したハイドロゲル
粒子を化粧料等に適用した場合、酸化チタン粒子がハイドロゲル粒子から漏出して他の配
合成分と反応するといった不都合、および、塗布時ののびが悪く、また、塗布後の感触が
べたつくといった不具合を回避することができる。
【００３４】
　固体の高級アルコールとしては、分子中の炭素数が１４～３２であるものが好ましく、
例えば、ミリスチルアルコール、セチルアルコール、セトステアリルアルコール、ステア
リルアルコール、２－オクチルドデカノール、アラキディルアルコール、ベヘニルアルコ
ール等が挙げられる。固体の高級アルコールは、単一種で構成されていてもよく、また、
複数種で構成されていてもよい。固体の高級アルコールは、これらの中では分子中の炭素
数が１４～２２であるセチルアルコール、ステアリルアルコール、アラキディルアルコー
ル、ベヘニルアルコールを含むことがより好ましく、これらの高級アルコールを２種類以
上を含んでいることがさらに好ましい。高級アルコールの油性成分における含有量は１～
１０質量％であることが好ましく、２～６質量％であることがより好ましい。
【００３５】
　固形パラフィンとしては、例えば、ＪＩＳ Ｋ ２２３５に記載されているパラフィンワ
ックスやマイクロクリスタリンワックス、セレシン、軟ロウ、日本薬局方のパラフィン等
が挙げられる。固形パラフィンは、単一種で構成されていてもよく、また、複数種で構成
されていてもよい。固形パラフィンの油性成分における含有量は１～１０質量％であるこ
とが好ましく、２～６質量％であることがより好ましい。
【００３６】
　油性成分が含むことができるその他の固体脂としては、例えば、固体のセラミド、固体
のスフィンゴ脂質、ワセリン、固体のシリコーン、固体の油剤、及び固体の香料等が挙げ
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られる。
【００３７】
　液体油の分散相における含有量は４０～９０質量％であることが好ましく、５０～８０
質量％であることがより好ましい。
【００３８】
　油性成分に含まれる液体油全体の融点は、３５℃未満であることが好ましい。
【００３９】
　液体油としては、例えば、液体の皮膚保護剤、液体の油剤、及び液体の香料等が挙げら
れる。液体油は、単一種で構成されていてもよく、また、複数種で構成されていてもよい
。
【００４０】
　液体の皮膚保護剤は、皮膚を柔軟にしたり、或いは、平滑にすることにより、肌荒れを
防止する成分である。液体の皮膚保護剤としては、例えば、液体のパラフィン、液体のエ
ステル油、液体の高級アルコール、液体のスクワラン、液体のグリセライドなどの液体油
脂類；セチロキシプロピルグリセリルメトキシプロピルミリスタミドなどの液体のセラミ
ド；１－（２－ヒドロキシエチルアミノ）－３－イソステアリルオキシ－２－プロパノー
ルなどの液体のスフィンゴ脂質が挙げられる。液体の皮膚保護剤は、単一種で構成されて
いてもよく、また、複数種で構成されていてもよい。液体の皮膚保護剤の油性成分におけ
る含有量は１０～９９質量％であることが好ましく、２０～９５質量％であることがより
好ましい。
【００４１】
　液体の油剤としては、例えば、液体の炭化水素油、液体の植物油、液体の脂肪酸等；液
体のエチレングリコールジ脂肪酸エステル（脂肪酸の炭素数は１２～３６）、液体のジア
ルキルエーテル（炭素数は１２～３６）などの液体の油脂類；液体のシリコーン類等が挙
げられる。液体の植物油としては、例えば、大豆油、ヤシ油、パーム核油、アマニ油、綿
実油、ナタネ油、キリ油、ヒマシ油等が挙げられる。液体の脂肪酸としては、例えば、オ
レイン酸、カプリル酸等が挙げられる。液体のシリコーン類としては、シラノール骨格を
有するものであればよく、例えば、メチルポリシロキサン、メチルフェニルシロキサン、
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、メチルハイ
ドロジェンポリシロキサン、高重合メチルポリシロキサン、シリコーン樹脂、アミノ変性
シリコーン、アルキル変性シリコーン等が挙げられる。また、液体の油剤としては、パラ
メトキシケイ皮酸２－エチルヘキシル、４－ｔｅｒｔ－ブチル－４’－メトキシジベンゾ
イルメタン、ジメトキシベンジリデンジオキソイミダゾリジンプロピオン酸２－エチルヘ
キシルなどの有機紫外線吸収剤も挙げられる。液体の油剤は、単一種で構成されていても
よく、また、複数種で構成されていてもよい。液体の油剤の油性成分における含有量は１
０～９９質量％であることが好ましく、２０～９５質量％であることがより好ましい。
【００４２】
　液体の香料としては、従来から使用されている一般的なものが挙げられる。液体の油剤
は、単一種で構成されていてもよく、また、複数種で構成されていてもよい。液体の香料
の油性成分における含有量は１０～９９質量％であることが好ましく、２０～９５質量％
であることがより好ましい。
【００４３】
　液体油は、これらの中では液体の油剤である液体のシリコーン類を含むことがより好ま
しい。
【００４４】
　本実施形態のハイドロゲル粒子は各分散相内部に紫外線防御能を有する酸化チタン粒子
が分散している。
【００４５】
　酸化チタン粒子の分散相における含有量は、紫外線防御能の観点から、５～６０質量％
であることが好ましく、１０～６０質量％であることがより好ましく、１０～５０質量％
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であることがさらに好ましい。酸化チタン粒子のハイドロゲル粒子における総含有量は、
紫外線防御能の観点から、０．１～４０質量％であることが好ましく、１～４０質量％で
あることがより好ましく、１～３０質量％であることがさらに好ましい。
【００４６】
　酸化チタン粒子は紫外線防御能を有するが、「紫外線防御能を有する」とは、領域が２
８０～４００ｎｍの範囲の紫外線、特に２８０～３４０ｎｍのＵＶＢ、ＵＶＡIIを吸収又
は散乱する効果を有することを意味する。
【００４７】
　酸化チタン粒子の一次粒子の平均粒子径は、塗布時の使用感の観点から０.００１μｍ
以上であることが好ましく、０.００５μｍ以上であることがより好ましく、０.０１μｍ
以上であることがさらに好ましい。また、平均粒子径は、化粧料を塗布したときの透明性
の観点から０.１μｍ以下であることが好ましく、０.０８μｍ以下であることがより好ま
しく、０.０６μｍ以下であることがさらに好ましい。なお、特に指定のない限り、平均
粒子径は、電子顕微鏡写真で測定した粒子径の数平均値である。
【００４８】
　酸化チタン粒子は、その粒子表面に表面活性抑制処理が施されていないものであっても
よく、また、その粒子表面に表面活性抑制処理が施されて、粒子表面に表面活性を抑制す
る表面活性抑制剤が付着したものであってもよい。表面活性抑制剤としては、例えば、水
酸化アルミニウム（或いはアルミナ）、含水ケイ酸、シリコーン（メチルハイドロジェン
ポリシロキサン、ジメチルポリシロキサン、メチルフェニルポリシロキサンなどのシリコ
ーンオイル；メチルトリメトキシシラン、エチルトリメトキシシラン、ヘキシルトリメト
キシシラン、オクチルトリメトキシシランなどのアルキルシラン； トリフルオロメチル
エチルトリメトキシシラン、ヘプタデカフルオロデシルトリメトキシシランなどのフルオ
ロアルキルシラン）、脂肪酸（パルミチン酸、イソステアリン酸、ステアリン酸、ラウリ
ン酸、ミリスチン酸、ベヘニン酸、オレイン酸、ロジン酸、１，２－ヒドロキシステアリ
ン酸など）、脂肪酸石鹸（ステアリン酸アルミニウム、ステアリン酸カルシウム、１，２
－ヒドロキシステアリン酸など）、脂肪酸エステル（デキストリン脂肪酸エステル、コレ
ステロール脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、デンプン脂肪酸エステルなど）等が
挙げられる。酸化チタン粒子は、その粒子表面に表面活性抑制処理としてシリコーン処理
が施されていることが好ましい。
【００４９】
　ところで、カルボキシビニルポリマーやアルキル変性カルボキシビニルポリマー等のイ
オン性水溶性高分子化合物を増粘剤として用いた化粧料等では、他の配合成分のイオン性
基やイオン性物質との接触による相互作用により粘度を適切にコントロールすることが困
難になる場合がある。例えば、紫外線防御化粧料において酸化亜鉛粒子や酸化チタン粒子
を配合した場合、局所的な粘度の低下や上昇を起こしてしまい、その安定性の確保が困難
である。これは、酸化チタン粒子等が水酸化アルミニウムや含水ケイ酸といった表面活性
抑制剤によって表面処理されており、それがイオン性水溶性高分子化合物で増粘した水相
に添加されると、表面活性抑制剤由来のイオンとイオン性水溶性高分子化合物との相互作
用によって化粧料等の粘度の増加や低減を誘起するものであると考えられる。これに対し
ては、特許文献３に記載されているように、分散相を固相として酸化亜鉛粒子を分散相内
に固定化することにより問題の解決が図られるものの、分散相を固相にするためには多量
の固体脂の配合が必要であり、これを化粧料等に適用した場合に、塗布時ののびが悪い、
或いは、塗布後の感触がべたつく、といった不具合が生じることとなる。しかしながら、
本実施形態のハイドロゲル粒子によれば、油性成分の固体脂として高級アルコール及び固
形パラフィンを含むと共に、固体脂の油性成分中の含有量が１～１２質量％であり、しか
も、ハイドロゲル粒子の体積基準平均粒子径が１０～３００μｍであるので、化粧料等に
適用した場合でも、塗布時ののびが良く、或いは、塗布後のべたつき感を抑える、といっ
た効果を得ることができる。しかも、表面活性抑制剤がシリコーンであれば、酸化チタン
粒子が、それで表面処理されて、粒子表面にその表面活性抑制剤が付着したものであって
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も、表面活性抑制剤に起因した化粧料等の粘度の増加や低減を遅延させることができ、従
って、長期間の化粧料等の安定性を得ることができる。
【００５０】
　また、本実施形態のハイドロゲル粒子は、上記と同様の理由により、固体脂の分散相に
おける含有量が１～１２質量％であることが好ましく、１～１０質量％であることがより
好ましい。
【００５１】
　連続相は、非架橋型ハイドロゲルのゲル形成剤及び水以外に、特開２０００－１２６５
８６号公報に記載の糖類、多価アルコール、水溶性高分子化合物、水溶性香料等の水溶性
有機化合物の成分を含有していてもよい。
【００５２】
　連続相及び分散相のそれぞれは、着色剤、防腐剤等の成分を含有していてもよい。着色
剤としては、例えば、顔料及び染料が挙げられる。顔料としては、例えば、カーボンブラ
ック、ベンガラ、酸化チタン等の無機顔料、タール色素等の有機顔料が挙げられる。染料
としては、例えば、油溶性染料、建染染料、レーキ染料等が挙げられる。防腐剤としては
、パラオキシ安息香酸メチル、イソプロピルメチルフェノール、エタノール、フェノキシ
エタノール、デヒドロ酢酸及びその塩類等が挙げられる。
【００５３】
　連続相及び分散相のそれぞれは、化粧品、医薬品、医薬部外品、食品等に用いられる保
湿剤、制汗剤、抗菌剤、殺菌剤、粉体等の成分を含有していてもよい。
【００５４】
　連続相及び分散相のそれぞれは、紫外線防御能を有する酸化亜鉛粒子を含有していても
よい。酸化亜鉛粒子の一次粒子の平均粒子径は、塗布時の使用感の観点から０.００１μ
ｍ以上であることが好ましく、０.００５μｍ以上であることがより好ましく、０.０１μ
ｍ以上であることがさらに好ましい。また、平均粒子径は、化粧料を塗布したときの透明
性の観点から０.１μｍ以下であることが好ましく、０.０８μｍ以下であることがより好
ましく、０.０６μｍ以下であることがさらに好ましい。
【００５５】
　本実施形態のハイドロゲル粒子は、上記連続相及び分散相の他、有機紫外線吸収剤、感
触調整剤などの油剤を含有し且つ酸化チタン粒子を含有しない油性分散相を備えていても
よい。
【００５６】
　（ハイドロゲル粒子の製造方法）
　次に、本実施形態のハイドロゲル粒子の製造方法について説明する。
【００５７】
　＜水中油型分散液の調製＞
　まず、連続相の構成成分である水性成分としてゲル形成剤をイオン交換水と混合し、そ
の溶解温度以上の温度に加熱して十分に溶解させることにより連続相成分液を調整する。
一方、分散相の構成成分を混合して加熱溶解させることにより分散相成分液を調整する。
【００５８】
　そして、ゲル化温度以上の温度で、連続相成分液と分散相成分液とを混合して水中油型
分散液を調製する。水中油型分散液を調製する方法は特に限定されない。また、水中油型
分散液を調製する際には、各種攪拌機、分散機等による公知の技術を用いることができる
。
【００５９】
　このとき、水中油型分散液の安定性の観点から、連続相成分液及び／又は分散相成分液
に乳化分散剤を添加することが好ましく、連続相成分液に乳化分散剤を添加することが特
に好ましい。
【００６０】
　乳化分散剤としては、例えば、高分子乳化分散剤、非イオン性界面活性剤、アニオン性
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界面活性剤、カチオン性界面活性剤、両性界面活性剤が挙げられる。乳化分散剤は、単一
種を添加してもよく、また、複数種を添加してもよい。乳化分散剤は、化粧料等に適用し
た場合の皮膚上での延ばしやすさの観点と、洗浄時及び化粧料等への配合時のハンドリン
グ性が良好であることの観点とから、非イオン性界面活性剤、アニオン性界面活性剤、カ
チオン性界面活性剤、又は両性界面活性剤と高分子乳化分散剤との併用が好ましく、非イ
オン性界面活性剤と高分子乳化分散剤との併用がより好ましく、高分子乳化分散剤単独使
用がさらに好ましい。乳化分散剤として高分子乳化分散剤を用いる場合、界面活性剤の添
加を低減又は無くすことができるので、化粧料等に適用した場合に皮膚に塗布した際の界
面活性剤によるべとつきを低減させることができる。
【００６１】
　高分子乳化分散剤としては、例えば、アクリル酸－メタクリル酸アルキル共重合体、特
開平７－１００３５６号公報に記載された両性高分子化合物と高級脂肪酸とから合成され
る複合体、特開平８－２５２４４７号公報及び特開平９－１４１０７９号公報にそれぞれ
記載された水溶性両親媒性高分子電解質、特開平９－１４１０８０号公報及び特開平９－
１４１０８１号公報にそれぞれ記載された水溶性架橋型両親媒性高分子電解質、特開平１
０－５３６２５号公報に記載されたアクリル酸系共重合体、特許第３３２９６８９号、特
開平１０－３３０４０１号公報及び特開平１１－１０６４０１号公報にそれぞれ記載され
た多糖誘導体、ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール或いはその誘導体、ポリア
クリルアミド、アルキルフェノールホルムアルデヒド縮合物の酸化エチレン付加物などの
合成高分子化合物、グアヤガム、カラヤガム、トラガントガム、アラビアガム、アラビノ
ガラクタン、カゼインなどの天然高分子化合物等が挙げられる。
【００６２】
　これらの高分子乳化分散剤の中では、化粧料等に適用した場合に皮膚に塗布した際のべ
とつきを低減させる観点から、アクリル酸－メタクリル酸アルキル共重合体（例えば、日
光ケミカルズ（株）製、商品名：ＰＥＭＵＬＥＮ等）、ポリビニルアルコール（例えば、
日本合成化学工業（株）製、商品名：ゴーセノール等）、特許第３３２９６８９号公報に
記載された多糖誘導体を用いることが好ましく、ポリビニルアルコールと特許第３３２９
６８９号公報に記載された多糖誘導体とを併用することがより好ましい。
【００６３】
　乳化性及び分散性を向上させる観点から、中和された高分子乳化分散剤を添加してもよ
く、また、分散前又は分散後の連続相成分液及び／又は分散相成分液に、水酸化カリウム
、水酸化ナトリウム等を添加して高分子乳化分散剤を中和してもよい。中和後のｐＨは４
～８であることが好ましく、６～７であることがより好ましい。
【００６４】
　アニオン性界面活性剤としては、例えば、ラウリル硫酸ナトリウム、ステアリン酸ナト
リウム、ポリオキシエチレンラウリルエーテルリン酸ナトリウム等が挙げられる。
【００６５】
　カチオン性界面活性剤としては、例えば、ラウリルトリメチルアンモニウムクロリド、
ステアリルアミンアセテート、ステアリルアミン酸等が挙げられる。
【００６６】
　非イオン性界面活性剤としては、製造されるハイドロゲル粒子からの油性成分の漏出を
防止する観点から、非イオン性界面活性剤のＨＬＢが１０以下のものを用いることが好ま
しく、８以下のものを用いることがより好ましく、５以下のものを用いることがさらに好
ましく、３以下のものを用いることが特に好ましい。ＨＬＢは、「乳化・可溶化の技術」
工学図書（株）（昭５９－５－２０）p.８－１２に記載の計算式に基づいて求めることが
できる。
【００６７】
　これらの非イオン性界面活性剤の中では、製造されるハイドロゲル粒子を化粧料等に適
用した場合に皮膚刺激性が小さいという観点から、ソルビタン脂肪酸エステル、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
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を用いることが好ましく、ソルビタンモノステアレートを用いることがより好ましい。ま
た、非イオン性界面活性剤の中では、製造されるハイドロゲル粒子から油性成分が漏出す
るのを抑制する観点から、融点が３５℃以上であるものを用いることが好ましく、４０～
９０℃のものを用いることがより好ましく、５０～９０℃のものを用いることがさらに好
ましく、６０～８０℃のものを用いることが特に好ましい。
【００６８】
　両性界面活性剤としては、例えば、アルキルジメチルアミノ酢酸ベタイン、レシチン等
が挙げられる。
【００６９】
　＜水中油型分散液の粒子化＞
　続いて、水中油型分散液を調製した後、その水中油型分散液から一般的な滴下法、噴霧
法、或いは、攪拌法によりハイドロゲル粒子を製造する。但し、ハイドロゲル粒子からの
油性成分の漏出を抑制する観点から、攪拌法よりも滴下法、或いは、噴霧法で製造するこ
とが好ましい。
【００７０】
　滴下法は、孔から水中油型分散液を吐出させ、吐出された水中油型分散液がその表面張
力又は界面張力によって液滴になる性質を利用し、その液滴を空気等の気相中又は液相中
で冷却固化させてハイドロゲル粒子を製造する方法である。なお、粒径の均一なハイドロ
ゲル粒子を製造する観点から、孔から吐出される水中油型分散液に振動を与えることが好
ましい。
【００７１】
　噴霧法は、噴霧ノズルを用い、噴霧ノズルから分散液を気相に噴霧させると共に、その
表面張力によって液滴を形成させ、その液滴を気相で冷却させて固化させてハイドロゲル
粒子を製造する方法である。
【００７２】
　攪拌法は、水中油型分散液と実質的に混じり合わない性状を有し且つゲル化温度以上の
温度に調整した液に水中油型分散液を投入し、攪拌による剪断力により水中油型分散液を
微粒化し、界面張力によって液滴になる性質を利用し、その液滴を水中油型分散液と実質
的に混じり合わない液中で冷却固化させてハイドロゲル粒子を製造する方法である。
【００７３】
　滴下法、噴霧法、及び攪拌法のいずれの場合も、吐出時、噴霧時、又は投入時の水中油
型分散液の温度を、ゲル化温度以上で且つ１００℃以下の温度とすることが好ましい。ま
た、美観に優れた球状の粒子を容易に製造することができるという観点から、その水中油
型分散液の温度を、ゲル化温度＋１０℃以上とすることが好ましく、ゲル化温度＋２０℃
以上とすることがより好ましい。なお、この温度の上限は、水の沸点である１００℃であ
る。
【００７４】
　以上のようにして製造されたハイドロゲル粒子を必要に応じてさらに粉砕等により、微
細なハイドロゲル粒子にしてもよい。
【００７５】
　＜紫外線防御化粧料＞
　また、上記のハイドロゲル粒子を配合することにより、紫外線防御効果を有する紫外線
防御化粧料を得ることができる。その場合、ｗ／ｏ型、ｏ／ｗ型のいずれの化粧料にも適
用することが可能であるが、ｏ／ｗ型の化粧料に用いることが好ましい。
【００７６】
　紫外線防御化粧料中のハイドロゲル粒子の含有量は５～８０質量％が好ましく、１０～
７５質量％がより好ましい。紫外線防御化粧料中の酸化チタン粒子の含有量は０．１～２
０質量％が好ましく、１～１０質量％がより好ましい。
【００７７】
　紫外線防御化粧料に、さらに有機紫外線吸収剤を配合することにより、紫外線吸収効果
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をより高めることができる。このとき用いる有機紫外線吸収剤としては特に限定されず、
油溶性、水溶性のいずれのものも好適に使用することができ、例えば、特開２００６－２
２５３１１公報に記載されたものを使用することができる。油溶性の有機紫外線吸収剤と
しては、例えば、安息香酸系、サリチル酸系、桂皮酸系、ベンゾフェノン系のものが挙げ
られる。
【００７８】
　紫外線防御化粧料中の有機紫外線吸収剤の含有量は、肌のべたつきのなさ及び紫外線吸
収効果の点から、１～２０質量％が好ましく、２～１０質量％がより好ましい。
【００７９】
　紫外線防御化粧料は、感触調整の点で油剤を含有することができる。かかる油剤として
は、特開２００６－２２５３１１公報に記載された油剤などが挙げられ、特にエステル油
及びシリコーン油が感触向上の点で好ましい。紫外線防御化粧料中の油剤の含有量は、０
．１～１０質量％が好ましく、０．１～５質量％がより好ましい。
【００８０】
　紫外線防御化粧料には、上記成分以外に、本発明の効果を損なわない範囲内で、界面活
性剤、美白剤、殺菌剤、制汗剤、保湿剤、清涼剤、香料、着色剤等を配合することができ
る。
【００８１】
　上記紫外線防御化粧料は、肌に塗布することにより、肌のべたつきやかさつきを抑え、
さらにはこれらの感触を持続させて、紫外線吸収剤等の有効成分を肌に長時間残留させる
ことができる。
【実施例】
【００８２】
　（ハイドロゲル粒子）
　実施例１～４及び比較例１～３のハイドロゲル粒子を調製した。それぞれの構成は表１
にも示す。
【００８３】
　＜実施例１＞
　固体脂として、高級アルコール（花王社製、商品名：ＫＡＬＣＯＬ２２０－８０、融点
７２℃、炭素数１８～２２の混合物、ベヘニルアルコール含有量８０質量％以上）、及び
固形パラフィン（ＳＯＮＮＥＢＯＲＮ社製　商品名：Ｍｕｌｔｉｗａｘ８３５）、液体油
として、ポリグリセリン変性シリコーン（信越化学工業社製　商品名：ＫＦ－６１０４）
、及びシクロペンタシロキサン（信越化学工業社製　商品名：ＫＦ－９９５、融点－４０
℃）（以上、油性成分）、並びに疎水化処理酸化チタン微粒子（表面活性抑制剤としてシ
リコーンにより表面処理されたもの）を含む分散相成分液を調整した。このとき、得られ
るハイドロゲル粒子における含有量が、高級アルコール１．０質量％、固形パラフィン１
．０質量％、ポリグリセリン変性シリコーン２．４５質量％、シクロペンタシロキサン２
０．３質量％、及び疎水化処理酸化チタン微粒子１２．２５質量％となるように配合を行
った。各成分の分散相成分液における含有量は、高級アルコール２．７０質量％、固形パ
ラフィン２．７０質量％、ポリグリセリン変性シリコーン６．６２質量％、シクロペンタ
シロキサン５４．９質量％、及び疎水化処理酸化チタン微粒子３３．１質量％である。従
って、固体脂の分散相成分液における含有量は５．４質量％である。また、固体脂の油性
成分における含有量は８．０８質量％である。
【００８４】
　寒天（伊那食品工業社製　商品名：ＵＰ－１６、ゼリー強度５８．８ｋＰａ）、ポリビ
ニルアルコール（日本合成化学工業社製　商品名：ゴーセノールＥＧ－０５）、多糖誘導
体（花王社製　商品名：ＳＰＳ－Ｓ、ヒドロキシエチルセルロースヒドロキシプロピルス
テアリルエーテルヒドロキシプロピルスルホン酸ナトリウム）、及び精製水を含む連続相
成分（水性成分）液を調整した。このとき、得られるハイドロゲル粒子における含有量が
、寒天１．０質量％、ポリビニルアルコール０．５質量％、多糖誘導体０．１質量％、及
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び精製水その他残部となるように配合を行った。
【００８５】
　分散相成分液と連続相成分液とを質量比３７：６３の割合となるように合計３０００ｇ
準備し、分散相成分液を８０℃及び連続相成分液を９０℃でそれぞれ加熱溶解させた後、
８０℃の分散相成分液と８０℃に冷却した連続相成分液とをアンカー式攪拌機を用いて攪
拌混合し、それらの混合液を得た。
【００８６】
　次いで、この混合液を乳化機〔特殊機化社製　商品名：Ｔ．Ｋ．ホモミクサーＭＡＲＫ
II２．５型〕を用いて回転数１００００ｒｐｍで３分間攪拌して水中油型分散液を調製し
た。
【００８７】
　そして、その水中油型分散液を８０℃にし、１０ｋｇ／ｈｒの流量で噴霧ノズル（スプ
レーイングシステム社製　商品名：ＳＵＥ－２８Ｂ）を用い、気液比（気体／液体）を１
０６３として１０℃に冷却された５００Ｌ槽内に噴霧し、槽下部において、噴霧により形
成された分散液の液滴が冷却固化されたハイドロゲル粒子を回収した。このハイドロゲル
粒子を実施例１とした。実施例１のハイドロゲル粒子の体積基準平均粒子径は６１μｍで
あった。なお、体積基準平均粒子径をレーザ回折／散乱式粒度分布測定装置（例えば、堀
場製作所（株）製、型番：ＬＡ－９１０）を用いたレーザ回折散乱法によって測定した。
【００８８】
　＜実施例２＞
　固形パラフィンとしてＳＯＮＮＥＢＯＲＮ社製の商品名：Ｍｕｌｔｉｗａｘ４４５を用
いたことを除いて実施例１と同一構成のハイドロゲル粒子を調製し、これを実施例２とし
た。実施例２のハイドロゲル粒子の体積基準平均粒子径は８７μｍであった。
【００８９】
　＜実施例３＞
　固形パラフィンとして日本精蝋社製の商品名：ＨｉＭｉｃ１０４５を用いたことを除い
て実施例１と同一構成のハイドロゲル粒子を調製し、これを実施例３とした。実施例３の
ハイドロゲル粒子の体積基準平均粒子径は６１μｍであった。
【００９０】
　＜実施例４＞
　得られるハイドロゲル粒子における含有量が、高級アルコール１．５質量％、及び固形
パラフィン１．５質量％となるように配合を行い、分散相成分液と連続相成分液とを質量
比３８：６２の割合となるように攪拌混合し、この混合液を８０℃に調温したまま、１２
ｋｇ／ｈの流量でスプレーノズル（株式会社いけうち社製　空円錐ノズルＫ－０１０）か
ら３．４ｍの高さにおいて、２５℃の気相中に噴霧し、気相中を沈降した粒子を回収する
ことで、ハイドロゲル粒子を得たこと以外は、実施例３の場合と同様にして実施例４のハ
イドロゲル粒子を作製した。この実施例４のハイドロゲル粒子では、各成分の分散相成分
液における含有量は、高級アルコール３．９５質量％、固形パラフィン３．９５質量％、
ポリグリセリン変性シリコーン６．４５質量％、シクロペンタシロキサン５３．４質量％
、及び疎水化処理酸化チタン微粒子３２．２質量％である。従って、固体脂の分散相成分
液における含有量は７．９質量％である。また、固体脂の油性成分における含有量は１１
．７質量％である。実施例４のハイドロゲル粒子の体積基準平均粒子径は２２０μｍであ
った。
【００９１】
　＜比較例１＞
　得られるハイドロゲル粒子における含有量が、高級アルコール２．５質量％、及び固形
パラフィン２．５質量％となるように配合を行い、分散相成分液と連続相成分液とを質量
比４０：６０の割合となるように攪拌混合したことを除いて実施例３と同一構成のハイド
ロゲル粒子を調製し、これを比較例１とした。この比較例１のハイドロゲル粒子では、各
成分の分散相成分における含有量は、高級アルコール６．２５質量％、固形パラフィン６
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５０．８質量％、及び疎水化処理酸化チタン微粒子３０．６質量％である。従って、固体
脂の分散相成分液における含有量は１２．５質量％である。また、固体脂の油性成分にお
ける含有量は１８．０質量％である。比較例１のハイドロゲル粒子の体積基準平均粒子径
は５６μｍであった。
【００９２】
　＜比較例２＞
　固体脂に固形パラフィンを含めず、得られるハイドロゲル粒子における含有量が、高級
アルコール３．０質量％となるように配合を行い、分散相成分液と連続相成分液とを質量
比３８：６２の割合となるように攪拌混合したことを除いて実施例１と同一構成のハイド
ロゲル粒子を調製し、これを比較例２とした。この比較例２のハイドロゲル粒子では、各
成分の分散相成分液における含有量は、高級アルコール７．８９質量％、ポリグリセリン
変性シリコーン６．４５質量％、シクロペンタシロキサン５３．４質量％、及び疎水化処
理酸化チタン微粒子３２．２質量％である。従って、固体脂の分散相成分液における含有
量は７．９質量％である。また、固体脂の油性成分における含有量は１１．７質量％であ
る。比較例２のハイドロゲル粒子の体積基準平均粒子径は５８μｍであった。
【００９３】
　＜比較例３＞
　固体脂に高級アルコールを含めず、得られるハイドロゲル粒子における含有量が、固形
パラフィン２．０質量％となるように配合を行ったことを除いて実施例１と同一構成のハ
イドロゲル粒子を調製し、これを比較例３とした。この比較例３のハイドロゲル粒子では
、各成分の分散相成分液における含有量は、固形パラフィンが５．４１質量％、ポリグリ
セリン変性シリコーン６．６２質量％、シクロペンタシロキサン５４．９質量％、及び疎
水化処理酸化チタン微粒子３３．１質量％である。従って、固体脂の分散相成分液におけ
る含有量は５．４質量％である。また、固体脂の油性成分における含有量は８．０８質量
％である。比較例３のハイドロゲル粒子の体積基準平均粒子径は１００μｍであった。
【００９４】
　＜比較例４＞
　実施例１と同様の組成で調整した分散相成分液と連続相成分液とを質量比３７：６３の
割合となるように合計３００ｇ準備し、分散相成分液を８０℃及び連続相成分液を９０℃
でそれぞれ加熱溶解させた後、８０℃の分散相成分液と８０℃に冷却した連続相成分液と
をアンカー式攪拌機を用いて攪拌混合し、それらの混合液を得た。
【００９５】
　次いで、この混合液を乳化機〔特殊機化社製　商品名：Ｔ．Ｋ．ホモミクサーＭＡＲＫ
II２．５型〕を用いて回転数１００００ｒｐｍで１分間攪拌して水中油型分散液を調製し
た。
【００９６】
　その後、０．１質量％のポリエーテルシリコーン（信越化学工業社製　商品名：ＫＦ－
６０１３）を溶解させたシリコーンオイル（信越化学工業社製　商品名：ＫＦ－９６Ａ２
０ＣＳ）を７０℃に加温した。そして、７０℃に保持されたシリコーンオイル中に、先に
調製した混合液を１００ｇ／ｍｉｎの速度で滴下した。なお、滴下は、シリコーンオイル
をアンカー翼で攪拌した状態で行った。
【００９７】
　混合液を全量滴下後、シリコーンオイルを１０℃に冷却し、シリコーンオイル中に分散
していた混合液を冷却固化させることによってハイドロゲル粒子を得た。なお、冷却は、
シリコーンオイルをアンカー翼で攪拌した状態で行った。このハイドロゲル粒子を比較例
４とした。比較例４のハイドロゲル粒子の体積基準平均粒子径は４００μｍであった。
【００９８】



(14) JP 5632604 B2 2014.11.26

10

20

30

40

50

【表１】

【００９９】
　（試験評価方法）
　アクリル酸－メタクリル酸アルキル共重合体（日光ケミカルズ社製　商品名：ＰＥＭＵ
ＬＥＮ　ＴＲ－２）、パラメトキシケイ皮酸２－エチルヘキシル（ＢＡＳＦ社製　商品名
ユビナールＭＣ－８０）、エチレングリコールモノフェニルエーテル（東邦化学工業社製
　商品名：ハイソルブＥＰＨ）、４８％水酸化カリウム液（東亞合成社製　商品名：液体
苛性カリ（４８％））、エタノール（日本合成アルコール社製　商品名：９５％合成アル
コール）、及び精製水を混合して化粧料基剤を調製した。このとき、得られる化粧料にお
ける含有量が、アクリル酸－メタクリル酸アルキル共重合体０．２０質量％、パラメトキ
シケイ皮酸２－エチルヘキシル８．５０質量％、エチレングリコールモノフェニルエーテ
ル０．４０質量％、水酸化カリウム液（４８％）０．２０質量％、エタノール７．０質量
％、及び精製水その他残部となるように配合を行った。
【０１００】
　実施例１～４及び比較例１～３のそれぞれのハイドロゲル粒子について、サンスクリー
ンゲルへの使用適正を調べるべく、上記化粧料基剤と１：１の割合で混合して紫外線防御
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化粧料を調製した。それぞれの構成は表２にも示す。
【０１０１】
【表２】

【０１０２】
　＜実使用試験＞
　実施例１～４及び比較例１～４から調製した上記紫外線防御化粧料について、専門パネ
ラー５名が前腕部に塗布し、肌のみずみずしさ、肌のなめらかさ、及び肌のみずみずしさ
の持続性の３つの評価項目に関する実使用試験を行った。そして、これら３つの評価項目
のそれぞれについて下記評価基準で５人の平均スコアを求め、また、３つの評価項目の平
均スコアをさらに平均した総合平均スコアを求め、下記判定基準に基づいて評価判定を行
った。
【０１０３】
　－評価項目及び評価基準－
○肌のみずみずしさ
　スコア４…みずみずしい
　スコア３…ややみずみずしい
　スコア２…ややみずみずしくない
　スコア１…みずみずしくない
○肌のなめらかさ
　スコア４…なめらか
　スコア３…ややなめらか
　スコア２…ややなめらかでない
　スコア１…なめらかでない
○肌のみずみずしさの持続性（塗布１時間後）
　スコア４…みずみずしさが持続する
　スコア３…みずみずしさがやや持続する
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　スコア２…みずみずしさが余り持続しない
　スコア１…みずみずしさが持続しない
　－判定基準－
　総合平均スコア３．５～４．０…Ａ
　総合平均スコア２．５～３．４…Ｂ
　総合平均スコア１．５～２．４…Ｃ
　総合平均スコア１．０～１．４…Ｄ
　＜安定性試験＞
　実施例１～４及び比較例１～４から調製した上記紫外線防御化粧料について、調製直後
及び５０℃の温度雰囲気下で１ヶ月静置保管後のそれぞれの分離の有無について確認し、
以下の基準で評価を行った。
【０１０４】
　Ａ：よい（分離なし）
　Ｂ：劣る（分離あり）
　（試験評価結果）
　表２に試験評価結果を示す。
【０１０５】
　これによれば、肌のみずみずしさは、実施例１が４、実施例２が４、実施例３が４、及
び実施例４が３、並びに比較例１が１、比較例２が２、比較例３が１、及び比較例４が１
であった。
【０１０６】
　肌のなめらかさは、実施例１が４、実施例２が４、実施例３が４、及び実施例４が３、
並びに比較例１が１、比較例２が２、比較例３が１、及び比較例４が１であった。
【０１０７】
　肌のみずみずしさの持続性は、実施例１が４、実施例２が４、実施例３が４、及び実施
例４が３、並びに比較例１が２、比較例２が１、比較例３が２、及び比較例４が２であっ
た。
【０１０８】
　そして、実使用試験の総合平均スコアは、実施例１がＡ、実施例２がＡ、実施例３がＡ
、及び実施例４がＢ、並びに比較例１がＤ、比較例２がＣ、比較例３がＤ、及び比較例４
がＤであった。
【０１０９】
　安定性試験は、実施例１がＡ、実施例２がＡ、実施例３がＡ、及び実施例４がＡ、並び
に比較例１がＡ、比較例２がＢ、比較例３がＢ、及び比較例４がＡであった。
【０１１０】
　以上の結果より、実施例１～４では、実使用試験及び安定性試験の結果が共に良好であ
った。一方、高級アルコール及び固形パラフィンが多量に配合された比較例１、固形パラ
フィンが配合されていない比較例２、高級アルコールが配合されていない比較例３、体積
基準平均粒子径が３００μｍを超える比較例４は、実使用試験及び安定性試験の結果のい
ずれか一方又は双方ともに好ましくない結果であった。
【産業上の利用可能性】
【０１１１】
　本発明は、非架橋型ハイドロゲルの連続相に油性成分を含む分散相が分散したハイドロ
ゲル粒子及びそれを用いた紫外線防御化粧料について有用である。
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