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第 1 章 

 

序 論 

 

1.1 本研究の背景 

 

 ファンデーションなどに代表されるメイクアップ化粧品の最大の特徴は，そ

の構成成分として粉体が利用されていることである。化粧品用粉体の種類は

様々で，粒子径や粒子形状といった基礎物性によっても，その光学特性や感触

特性に違いを生じることが知られている。例えば，顔料級酸化チタンと称され

る一次粒子径 200〜300 nm の酸化チタンは，可視光領域での散乱特性が高いこ

とから隠蔽力に優れ，白色の着色顔料として使用される。これに対して，一次

粒子径 100 nm 以下に制御されたものは，微粒子酸化チタンと称され，紫外線

領域での高い散乱効果から，透明性の高いサンスクリーン用途に広く使用され

る 1)。一方で，酸化チタンを化粧品製剤に高配合すると，その凝集性に起因し

て，伸びの重さやきしみ感を生じやすく，使用性に悪影響を及ぼす。また，そ

の傾向は粒子径が細かいほど，顕著に表れることが知られている 2)。 

 近年では，化粧品の機能に対するユーザーの要求や期待が年々高まっている

こともあり，光学特性と感触特性との両立，あるいは新たな機能を付与すべ

く，表面処理技術 3)や複合化技術 4)を利用した化粧品用機能性粉体の開発がな

されている。こうした機能性粉体の開発においては，人の感性（ここでは，特

に視覚や触覚）と相関性の高い適切な評価手法が必須となる。光学特性に関し

ては，紫外可視分光光度計や光沢計といった物理的特性評価機器から得られる
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反射スペクトルデータと，人が認識する物体の色やツヤとの相関性は比較的高

く，信頼性の高い評価法として広く利用されている。一方で，感触特性と物性

指標との相関性研究は化粧品分野において古くから検討されているが，依然と

して発展途上であり，有効な評価手法が確立されているとは言い難い。特に粉

体の感触特性評価においては，粉体配列や厚みといった試料の規定が難しいこ

ともあり，その研究例は極めて限定的である。 

 従来，粉体工学分野においては，粉体の流動性評価に粉体層せん断力測定が

利用されてきた。1960 年代に A.W. Jenike によって考案された同測定法 5)は，

その後，医薬・食品業界をはじめとする産業分野へと展開されている 6)。こう

した産業分野での需要の高まりとともに統一規格が望まれることとなり，（国

研）産業技術総合研究所主導のもと，2013 年には日本粉体工業技術協会規格と

して Jenike セル法 5)，回転（リング）セル法 7, 8)，下部セル直動法 9, 10)，平行平

板法 11, 12)の各測定法を規定した「粉体の一面せん断試験方法」13)が制定され，

2016 年にはこれを基本骨格とした日本工業（JIS）規格（現，日本産業規格）14)

が制定された。粉体層せん断力測定法の特徴は，その測定プロセスにおいて粉

体試料を圧密して一様な粉体層を形成することにある。すなわち，上述のよう

な化粧品分野での感触特性評価において粉体試料の規定が可能になると考え，

本研究の着想を得た。 

 こうした背景のもと，化粧品用粉体の力学特性を正確に評価することが可能

となれば，従来，精度や再現性の面で課題のあった粉体感触の定量化を達成

し，ひいては機能性粉体開発における体系的な評価手法の確立に応用できると

考え，本研究に着手するに至った。本研究の粉体感触特性評価では，まず原料

単体レベルでの測定に始まり，粉体の混合系，さらには粉末状化粧品製剤へと

応用し，より実用的な利用への展開を検討した。この一連の研究の流れのなか
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で，粉体間の摩擦特性や付着特性といった粉体基礎物性が，感触を決定づける

重要な因子であることが分かってきた。そこで，これまで述べてきたせん断試

験に加えて，単粒子の圧縮特性を測定できる微小粒子圧壊力測定を化粧品用粉

体に適用することで，感触指標の適用範囲の拡大，さらには製剤特性評価への

応用を検討することとした。 

 

1.2 パウダーファンデーション用粉体 

 パウダーファンデーションに求められる機能は，美粧効果や紫外線防御効

果，また心理的効果に至るまで多岐にわたるが，これらの効果を最大限に発揮

するには粉体の存在が必要不可欠である。特に，パウダーファンデーション製

剤においては，組成の 8 割以上を粉体が占めることから，その粉体特性が製剤

特性に及ぼす影響は多大なものとなる。 

 Table 1-1 に，主にパウダーファンデーションに使用される代表的な粉体を示

す。セリサイトは，粒子径が約 10 μm の板状粉体（粒子径は，レーザー回折／

散乱法で測定した球相当径におけるメディアン径を表す）であり，肌表面の屈

折率（約 1.5）とほぼ同等の屈折率（約 1.6）を有することから色調に影響を与

えない体質顔料に分類される。また，非常になめらかな感触特性を有すること

から基材として汎用される。これに対して酸化チタンは，高い屈折率（約

2.8）を有するため肌に塗布すると白く着色されることから，着色顔料（白色顔

料）に分類される。また上述のように，一次粒子径によって顔料級酸化チタン

と微粒子酸化チタンに大別され，前者がカバー力の付与を目的として配合され

るのに対し，後者は紫外線散乱効果を目的としており，それぞれ製剤中での役

割が異なる。球状シリカと球状ナイロンは，いずれもその高い球形性のため転

がり性がよく，感触改良を目的として配合される。前者はある一定の圧縮応力
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下で割れ崩壊する脆性粒子であるため，非常に硬くシャリシャリとした感触を

有する。一方，後者は圧縮応力に対して，連続的な変形挙動を示す塑性粒子で

あり，有機ポリマー特有の柔らかい感触を付与することができる。 

 

 

Table 1-1 Characteristics of representative cosmetic powder 

 
 

 

1.3 化粧品の高機能化 

 前述のように，化粧品の機能に対するユーザーの要求や期待は年々高まって

いる。こうした市場ニーズを受け，製剤開発の現場においては，所望の製剤特

性に合わせて適宜原料を選択して混合調製し，最適化を図っている。しかしな

がら，素材単体の特性に頼った製剤開発には限界がある。そこで，①新規製剤

プロセスの開発や，②機能性粉体の開発といった様々な工夫によって製剤特性

を向上させる試みがなされてきた。 
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1.3.1 パウダーファンデーションの成型プロセス 

 1.3 節で述べた①の代表例として，パウダーファンデーションの新規成型プ

ロセス開発が挙げられる。パウダーファンデーションの成型プロセスには，従

来，乾式製法が利用されてきたが，これは，粉砕混合プロセスを経た粉体と油

剤の混合調製物（圧縮成型前のパウダーファンデーション組成物）を型に投入

し，圧縮成型する製法である。これに対し，粉体と油剤の混合調製物に水や有

機溶剤といった分散媒を添加してスラリーとした後，圧縮成型，および乾燥工

程を経て成型体を得る，湿式製法が新たに開発された 15, 16)。湿式製法は，乾式

製法と比較して多段階プロセスとなりコストパフォーマンスに劣るが，乾式製

法では得られない，しっとりとしてなめらかな感触を付与できることが知られ

ている。これは，スラリー工程を経ることで，組成物中の粉体に油剤が均一に

付着し，また基材として含有される板状粉体が一定方向に配列しやすくなるこ

とに起因するものと考えられている。 

 

1.3.2 パウダーファンデーション用粉体の高機能化 

 1.3 節で挙げた②機能性粉体の開発においては，特定の粉体が有する特性の

向上，あるいは新たな特性付与を目的として，様々な試みがなされてきた。そ

の手法としては，粉体の表面処理技術 3)や複合化技術 4)が利用されている。 

 表面処理技術によれば，例えば化粧品用粉体の感触改良を施すことができ

る。化粧品用粉体に用いられる表面処理剤の種類は，シリコーン系化合物やア

ミノ酸系化合物，フッ素化合物，脂肪酸など多岐に渡るが，それぞれ使用感が

異なる 17)。一般に，シリコーンやフッ素系化合物は，さらっとした滑り性の高

い使用感であることが知られている。これは，その撥水，撥油特性に起因する

ものと考えられている。これに対して，脂肪酸などのアルキル鎖を有する処理
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剤では，粉体にしっとりとした感触を付与できることが知られている。 

 複合化技術によれば，光学特性や感触特性に特徴を有する二種以上の粉体を

掛け合わせることにより，各粉体原料単独では得られない多機能性を付与する

ことができる。これまでに，酸化チタンと酸化鉄の焼結複合粉体 18)や，酸化チ

タンに水酸化アルミニウムを被覆した複合粉体 19)の開発が検討されている。ま

た我々の既往の研究において，体質粉体であるセリサイトと湿式粉砕工程を加

えた酸化チタンの水分散体を噴霧乾燥することで，UV-B 領域（280-320nm）の

防御特性に優れ，かつ感触特性に優れた複合粉体を提案している 20, 21)。 

 こうした既往の研究では，感触特性や紫外線防御特性に特化した機能性粉体

の開発検討がなされている。一方で，肌色補正効果，すなわち可視光領域の制

御に着目した機能性粉体の開発事例は少ない。また，近年では，UV-B 領域の

防御特性に加えて，一年中を通して一定の照射量のある UV-A 領域の防御特性

が求められている。 

 

1.4 パウダーファンデーション用粉体の客観的特性評価方法 

 パウダーファンデーション用粉体を対象とした主な特性評価としては，光学

特性や感触特性が挙げられる。光学特性評価は，紫外可視分光光度計を用いた

スペクトル解析により，主に紫外光領域（280〜400nm）や，可視光領域（400

〜800nm）の透過率を測定し，紫外線防御効果や，隠ぺい力，および透明感な

どの評価に利用されている。また，近年では，人が認識できる色域を高度に再

現したカメラタイプの二次元色彩計 22)などを用いた画像解析により，実際の視

覚情報を忠実に再現できるようになってきている。このように，物理的特性評

価機器による化粧品用粉体の光学特性評価法は，比較的体系化されている。 

 一方で，感触特性評価は，従来，官能試験に頼っている。官能試験は，実使
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用に即した評価手法であるため有用であるが，評価者の技量や嗜好，環境要因

によって結果が左右されやすいといった一面がある。こうした官能試験の曖昧

さは，ある側面では多様な表現が可能であることから非常に魅力的である。し

かし，上述のような個人差，環境因子といった不確定要素をできる限り排除

し，科学的に解析することも重要である。 

 このような背景のもと，感触特性の客観的評価手法を確立すべく様々な研究

がなされている。例えば，レオロジー的解析手法を用いて，水溶性高分子の水

分散体における「しっとり感」について，官能試験結果とレオロジーデータと

の相関性を検証した事例 23)や，油剤の感触特性についてトライボロジー的解析

手法を用いて，同様に評価した事例が報告されている 24)。 

 こうした従来の研究では，液体原料や乳化製剤といった粘弾性体の評価が大

多数を占めており 25-29)，粉体原料や粉末状製剤に関しては，主にトライボロジ

ー的手法による解析がいくつか見受けられるが，その研究例は極めて限定的で

ある 30)。粉体の感触特性を客観的評価手法により体系化できれば，機能性粉体

の開発効率化に寄与し，ひいてはメイクアップ化粧品製剤の感触特性を底上げ

し，業界全体のレベルアップにつながるものと考えられる。 

 

1.5 本論文の目的と構成 

 これまで述べてきたように，近年のメイクアップ化粧品開発においては，美

粧効果といった基本的特性に加えて，紫外線防御効果や，感触特性に代表され

る心理的効果といった様々な付加価値が要求されている。しかしながら，例え

ば，パウダーファンデーションにおいて，紫外線防御機能を付与すべく微粒子

酸化チタンを高配合すると，紫外線防御能の向上に反比例して，なめらかな感

触特性の低下が引き起こされる。このような，いわばトレードオフの関係性を
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打破するには，二種以上の機能を併せ持った機能性粉体の開発が重要となる

が，設計指針となる粉体の感触特性に関する評価技術は体系化されていない。 

 本研究では，上記課題を克服すべく，特に光学特性と感触特性の両立を志向

した化粧品用機能性粉体開発と，粉体感触の評価技術開発を目的としておこな

った。 

 

以下に各章の概要を述べる。 

 

「第 1 章 序論」 

 本研究の背景，および既往の研究をまとめ，本論文の目的と構成を示す。 

 

「第 2 章 光学特性と感触特性を両立した機能性粉体の開発」 

 光学特性と感触特性を両立した機能性粉体の開発を目的として，感触のなめ

らかな板状粉体を⺟体とし，紫外線防御粉体である微粒子酸化チタンと，着色

顔料である酸化鉄を複合化した化粧品用機能性粉体を提案する。本章では，主

に上記機能性粉体の光学特性に着目して，化粧品分野における有用性について

検証する。 

 

「第 3 章 粉体層せん断力測定による化粧品用粉体の特性評価 〜物理的特性

に基づく粉体感触の客観的評価〜」 

 物理的特性に基づく粉体感触の客観的評価手法の確立を目的として，粒子径

や粒子形状といった物理的特性の異なる各種化粧品用粉体に，粉体層せん断力

測定を適用し，同測定で得られる力学特性を利用した感触特性の客観的評価法

を提案する。また本章では，機能性粉体のひとつである微粒子酸化チタン被覆
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セリサイトに本評価法を適用し，粉体複合化が感触特性に及ぼす影響を検証す

る。 

 

「第 4 章 粉体層せん断力測定による化粧品用粉体の特性評価 〜化学的特性

に基づく粉体感触の客観的評価〜」 

 化学的特性に基づく粉体感触の客観的評価手法の確立を目的として，処理剤

によって表面状態の化学的特性を変化させた各種セリサイトに，第 3 章で提案

した粉体感触の客観的評価法を適用し，化学的特性に基づく粉体感触評価への

本評価法の適用可能性を検証する。また，本章では，表面処理によって特徴的

に付与される板状粉体の「柔らかさ」の評価指標についても提案する。 

 

「第 5 章 微小粒子圧壊力測定による化粧品用球状粒子の特性評価」 

 第 3 章，および第 4 章で扱った，粉体層せん断力測定による感触特性の客観

的評価法では，比較的，板状粉体における相関性が高い一方で，球状粒子の感

触特性評価においては不十分であった。本章では，球状粒子の感触特性評価手

法開発を目的として，化粧品用球状粒子に微小粒子圧壊力測定を適用し，単粒

子の圧縮変形挙動から得られる力学特性を利用した球状粒子の「柔らかさ」評

価法を提案する。 

 

「第 6 章 粉末状化粧品の感触評価と実用的な特性評価法の確立」 

 粉末状化粧品の感触評価と実用的な特性評価法の確立を目的として，第 3〜5

章で提案した，化粧品用粉体の力学特性による感触特性の客観的評価法を，粉

体混合系やパウダーファンデーションに適用し，製剤特性評価への応用を検討

する。本章では，粉体の圧縮成型体であるパウダーファンデーションの重要な
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製剤特性のひとつである落下強度を，製剤に配合される球状粒子の圧縮変形特

性によって評価する方法についても併せて提案する。 

 

「第 7 章 結論」 

 本論文の結論を各章ごとにまとめて述べる。
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第 2 章 

 

光学特性と感触特性を両立した機能性粉体の開発 

 

2.1 緒言 

 前章で述べたように，近年パウダーファンデーションにおいては，多様化す

る機能性への要求に応えるために，様々な機能性粉体の開発がおこなわれてい

る。我々の既往の研究では，板状粉体であるセリサイトに微粒子酸化チタンを

被覆することで，シミの発生原因として知られる UV-B 領域（280-320nm）の

紫外線防御効果に優れ，かつ感触特性に優れた複合粉体の開発に成功している
20, 21)。近年では，UV-B 防御だけでなく，加齢の象徴であるシワやタルミの発

生原因として知られる UV-A 領域（320-400nm）の防御が重視される傾向にあ

る。UV-A 防御素材としては，酸化亜鉛 31)や有機系紫外線吸収剤 32)が挙げられ

る。しかしながら，前者は，ナノ粒子であること，水中への溶解，空気中への

飛散などの問題から多くの制限を受ける。また，後者も同様に，刺激性や環境

に対するリスクから使用量の制限や規制が存在する。 

 また肌は，上述のような光老化だけでなく，加齢によって明度や色調に変化

をもたらす。Fig. 2-1 に示すように，加齢とともに⻩味が強くなり，明度が下

がってくすみを生じることで若々しい印象が失われていく。このような背景の

もと，紫外線による光老化を広範囲に防ぎ，加齢による肌色の変化に対応した

機能性粉体の開発が求められている。 
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Fig. 2-1 Changes with age in brightness and yellow tone. 

Measurement condition is as follows: 

Measuring device: Chroma meter CR-300 (Konica Minolta Japan, Inc.) 

Participants: women aged 22 to 55. n = 37 

Measurement position: Cheek center (after face washing) 

 

 

 本章では UV-A〜UV-B 領域にわたる広範囲な紫外線防御効果，および感触特

性に加えて，可視光領域の制御，すなわち明度，および色調を最適化し，健康

的で若々しい印象の肌色を演出する機能性粉体開発について述べる。我々の既

往の研究で，市販の微粒子酸化チタンの水分散体をビーズミル処理し高度に粉

砕分散した後，⺟粉体となる板状粉体とともに噴霧乾燥をおこなうことで，酸

化チタンを板状粉体表面に被覆できることを見出している。本研究における機

能性粉体の開発に当たっても，粉砕分散工程と噴霧乾燥工程を組み合わせ，酸

化鉄と酸化チタンをセリサイト表面へ固着，複合化することを検討した。ま

た，製造プロセスの違いによる光学特性への影響についても考察をおこなっ

た。 
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2.2 実験方法 

2.2.1 複合粉体の調製 

 機能性複合粉体の⺟粉体としては，セリサイト（セリサイト FSE，粒子径 7 

µm，板状粉体，三信鉱工社製）を用いた。ここで表記した粒子径は，レーザー

回折／散乱法で測定した球相当径におけるメディアン径を表す。以降記載の粒

子径に関しても，特に断りがなければ，上記メディアン径を示すものとする。

子粒子としては，微粒子酸化チタン（MT-500H，粒子径 35 nm，アルミナ被

覆，テイカ社製），⻩酸化鉄（LL-100P，針状結晶，0.07 μm×0.7 μm，チタン工

業社製），ベンガラ（R-516P，針状結晶，0.07 μm×0.7 μm，チタン工業社製）を

それぞれ用いた。尚，いずれの原材料も化粧品グレードであり，安全性に関し

ては十分に検討されている。Fig. 2-2 に微粒子酸化チタンと酸化鉄の走査型電

子顕微鏡（SEM）像を示した。尚，酸化鉄とベンガラは粒子径，粒子形状が類

似しているため，代表して酸化鉄 LL-100P の SEM 像を示している。 

 

 

Fig. 2-2 SEM images of TiO2 (a) and Iron oxides (b) 
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 ⻩酸化鉄とベンガラの 15 : 1 混合水分散体（固形分濃度 5〜15 wt%）を，ジ

ルコニアビーズ（粒子径 30 μm，大研化学社製）を充填したビーズミル

（UAM015，広島メタルマシナリ−社製）を用いて粉砕した。続いて，微粒子

酸化チタン水分散体（固形分濃度 5〜15 wt%）も，同様の実験操作により粉砕

処理をおこなった。セリサイトは，その板状構造を壊さないようにビーズミル

でマイルドに分散し，10〜15 wt%のセリサイトのスラリーを調製した。⻩酸化

鉄，ベンガラの混合水分散体，および微粒子酸化チタンの水分散体を，セリサ

イトスラリーに添加して均一に分散した。酸化鉄，および酸化チタンの固形分

濃度は，UV 防御能と色調を考慮しながら，セリサイトに対して 5〜60 wt%の

被覆となるように調整し，スラリー中での全固形分濃度は 5〜25 wt%とした。

得られた混合スラリーを噴霧乾燥器（MDL-050B，3 流体ノズル方式，藤崎電

機社製）に供し，噴霧液滴の急速固化により，セリサイト表面に微粒子酸化チ

タンと⻩酸化鉄，およびベンガラを固着した複合粉体(Sericite coated with Iron 

oxides and Titanium dioxide: SIT)を得た。尚，以上の調製工程は Fig. 2-3 にまと

めた。 
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Fig. 2-3 Schematic diagram of SIT preparation process 
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2.2.2 複合粉体の特性評価 

 複合粉体の各種特性は，SEM 観察，蛍光 X 線測定，透過率測定，および色

調評価によって調査した。 

 複合粉体の表面形態は，フィールドエミッションタイプの走査型電子顕微鏡

（JSM-6071F，日本電子社製）を用いて観察した。酸化チタンと酸化鉄の被覆

量は，走査型蛍光 X 線分析装置（RIGAKU ZSX，リガク社製）によって得られ

た定量分析値をもとに酸化物換算して算出した。複合粉体の透過率測定におけ

る測定試料は次のように作製した。熱硬化型シリコーンレジン（KE-1300T：

CAT-130 = 9：1 混合物, 信越化学社製）中に，複合粉体が 5 wt%となるように

添加して，フーバーマーラーを用いて均一に分散した。得られた複合粉体とシ

リコーンレジンの混合物を，フィルムアプリケーターを用いて平らなプレート

の上に 20 μm の厚さで展開し，60 ℃にて 4 時間静置して固化することで，フィ

ルム状のサンプルを得た。得られたフィルムサンプルを，紫外可視分光光度計

（V-660，日本分光社製）に供して紫外光領域（280-400 nm），および可視光領

域（400-800 nm）における透過率を測定した。 

 色調評価は，複合粉体単体と，複合粉体を配合したパウダーファンデーショ

ンを対象としてそれぞれ実施した。複合粉体単体の測定では，試料を半球状の

人工皮膚モデル（特注品（ポリウレタン，直径 10 cm，高さ 5 cm），ビューラ

ックス社製）と腕の内側に，それぞれパフを用いて 2 mg/cm2 となるように直接

塗布した後，目視，および分光色差計（SE7700，日本電色社製）を用いて評価

した。複合粉体を含有したパウダーファンデーションの評価においては，試料

を半球状の人工皮膚モデルにパフを用いて 2 mg/cm2 となるように塗布し，人の

目に近い色調範囲を検出可能なカメラ方式の 2 次元色彩計（PPLB-300，

PaPaLaB 社製）22)を用いて解析した。 
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2.3 結果と考察 

2.3.1 複合粉体の SEM 観察 

 着色顔料として利用される粉砕処理前の酸化鉄は Fig. 2-2(b)に示されるよう

に，一般に針状結晶であるが，ビーズミルによって粉砕微粒子化された酸化鉄

が，Fig. 2-4(a)のように複合粉体表面に固着被覆されている様子が観察された。

また，混合スラリー中ではセリサイト表面はマイナス電荷，酸化チタン，およ

び酸化鉄はプラス電荷を示す。すなわち，スラリー中では静電的引力を介して

セリサイト表面近傍に酸化チタン，および酸化鉄が局在凝集し，噴霧乾燥にお

ける急速固化により各粉体が固着され，複合粉体が生成したと考えられる。一

方で，複合粉体の調製プロセスにおいて，酸化チタンと酸化鉄を同時にセリサ

イトスラリーに添加して調製した複合粉体は，Fig. 2-4(b)に示すように，わずか

に不均一な被覆状態であることが明らかとなった。これは，セリサイトに被覆

される前に酸化チタンと酸化鉄の凝集が生じたためと考えられる。 

 

 

Fig. 2-4 SEM images of SIT (a), and SIT when TiO2 and Iron oxides were 

simultaneously added in the SIT preparation process (b). 
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2.3.2 複合粉体の紫外線防御特性 

 Fig. 2-5 に各複合粉体の紫外可視領域での透過率を示す。曲線（ａ）は SIT，

（ｂ）は酸化鉄被覆複合粉体，（ｃ）は SIT 調製時に酸化チタンと酸化鉄を同

時に加えて調製した SIT，（ｄ）は酸化チタン被覆複合粉体の各波⻑における透

過率を示している。また，Table 2-1 には各複合粉体における酸化チタン，およ

び酸化鉄の被覆量を示した。 

 既往の研究により，酸化チタンのみを被覆した複合粉体は，UV-B 領域

（280-320 nm）の紫外光を効果的に遮蔽することが明らかとなっている(Fig. 2-

5(d))20, 21)。本研究では，さらに UV-A 領域（320-400 nm）の遮蔽効果付与を目

的として検討をおこなった。まず，酸化鉄のみで被覆した複合粉体で，UV-A

領域において遮蔽効果を示すことが明らかとなった（Fig. 2-5(b)）。この知見を

もとに，酸化チタンと酸化鉄をそれぞれ被覆した複合粉体を調製することを検

討し，SIT を得た。SIT の透過率は，Fig. 2-5(a)に示されるように，UV-B から

UV-A の領域で幅広く遮蔽効果を示した。一方，SIT の調製時に酸化チタンと酸

化鉄を同時に添加した場合は，Fig. 2-5(c)に示すように，紫外線遮蔽能が低下し

た。この（ａ）と（ｃ）の SIT の違いは，セリサイト表面に固着した酸化チタ

ンと酸化鉄の分散状態の違いに起因すると考えられる。すなわち，添加操作の

違いにより混合スラリー中において，酸化チタンと酸化鉄を順次添加する場合

と比較して，同時添加の場合は両者が凝集しているものと推察される。 
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Fig. 2-5 The variations in transmittance of UV-visible light for each composite powder: 

(a) SIT, (b) Iron oxides only, (c) SIT where TiO2 and Iron oxides are  

simultaneously added in the SIT preparation process, and (d) TiO2 only. 

 

 

Table 2-1 Coating amounts of each composite powder in Fig. 2-5 
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2.3.3 SIT の塗布色評価 

 SIT の色調を決定するに当たっては，⾎色を考慮して⻩酸化鉄よりも⾚味寄

りの色調を選定し，⻩酸化鉄とベンガラ（⾚酸化鉄）の混合比を 94 : 6 とし

た。Fig. 2-6 に SIT，および SIT と同組成の混合粉体を，直接半球状の人工皮膚

モデルに塗布したときの外観を示す。マンセル表色系 33)における鮮やかさの指

標である Chroma（彩度）は，未塗布の人工皮膚モデル，混合粉体，および SIT

で，それぞれ 3.73，4.85，5.86 と算出され，SIT は同組成の混合粉体よりも鮮

やかに発色し，健康的な肌色を示すことが目視で観察された。さらに実際の肌

にこれら粉体を塗布したところ，マンセル表色系における色相の指標である

Hue は，混合粉体塗布により肌色が 9.27YR から 9.65YR へと⻩味が増し，一方

で SIT 塗布により肌色が 8.99YR へと⾚味が増加した。この傾向は，SIT を含有

するパウダーファンデーションにおいても健康的な仕上がりとして目視観察す

ることができた。 

 

 

Fig. 2-6 Appearances when SIT and the mixed powder of same composition were 

applied to the hemispherical model skin 
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 これらの目視観察の結果を定量化するために，人の目の色覚に近い色調範囲

を解析することができるカメラタイプの 2 次元色彩計 22)を用いて色調の違いを

評価した。この２次元色彩計は，対象物の色調を従来の色彩計のように点で捉

えるのではなく広い範囲の面で捉えることができるため，僅かな塗布色の違い

を識別できるものと考えられる。前記同様に半球状の人工皮膚モデルに SIT，

および SIT と同組成の混合粉体を配合したパウダーファンデーションをそれぞ

れ塗布し，各画像から色調を解析した。その結果，Fig. 2-7 に示すように Lab

表色系 34)において，各試料間で L 値と b 値には大きな差は観られなかった。こ

れに対して，SIT を含有したパウダーファンデーション試料では，混合粉体を

含有した試料と比較して a 値が高くなる傾向を示した。次に，Fig. 2-8 に示す

ように画像中の a 値成分を抽出して二次元マッピング解析をおこなった。この

画像からも，明らかに SIT を含むファンデーションは⾚味の高い⾎色の良い印

象を与えることが確認できた。これらの発色の違いは，Fig. 2-9 の模式図に示

すように，微粒子状の酸化チタンと酸化鉄が凝集することなくセリサイト表面

に均一に被覆されていること，形状が板状であることにより SIT が肌表面を効

率的に覆いやすいことに起因するものと考えられる。 
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Fig. 2-7 Comparison of Lab values for the powder foundations containing SIT or the 

mixed powder using a camera-type two-dimensional colorimeter. 

 

 

Fig. 2-8 Results of the image processing by exaggerating the component a values for the 

powder foundations containing SIT or the mixed powder. The red display 

indicates that the a value is higher. The color bar shown on the right side 

represents the intensity of redness. 
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Fig. 2-9 Schematic diagram of SIT application 

 

2.4 結言 

 粉砕分散工程と噴霧乾燥工程を組み合わせ，酸化鉄と酸化チタンをセリサイ

ト表面へ固着，複合化することで，UV-A〜UV-B 領域にわたる広範囲な紫外線

防御効果，および感触特性に加えて，可視光領域の制御，すなわち明度，およ

び色調を最適化し，健康的で若々しい印象の肌色を演出する機能性粉体の開発

を試みた。また，スラリー調製時における混合条件による製造プロセスの最適

化を検討した結果，以下の結論を得た。 

（１）UV-A〜UV-B 領域における高い紫外線防御効果を有し，および明度

変化を抑制し，⾚みを上昇することで健康的で若々しい印象の肌色を演出

する機能性粉体を得た。 

（２）セリサイト表面における酸化チタンと酸化鉄の分散性の違いが光学

特性に影響を及ぼすことが示唆された。 

 一方で，粒子複合化による感触特性の優位性を客観的に評価するには至って

おらず，最適条件の模索には課題が残っている。 
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2.5 使用記号 

L : L value in Lab color space [–] 

a : a value in Lab color space [–] 

b : b value in Lab color space [–] 
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第 3 章 

 

粉体層せん断力測定による化粧品用粉体の特性評価 

〜物理的特性に基づく粉体感触の客観的評価〜 

 

3.1 緒言 

 前章では，紫外〜可視光領域の制御と感触特性の両立を志向した機能性粉体

の開発検討をおこなったが，有効な粉体感触の評価手法が存在しないことか

ら，粒子複合化による感触特性の優位性評価，また感触特性の最適化を図るこ

とに課題が残っており，あらためて粉体感触の客観的評価手法の開発が必要で

あることを認識した。第１章で述べたように，化粧品分野における主な感触特

性の客観的評価研究は，液体原料や粘弾性体を対象としており，粉体原料や粉

末状製剤に関する研究例は，極めて限定的である。これは，液体や乳化物が連

続性の高い組成物であるのに対して，粉体は不連続体であることに起因するも

のと考えられる。すなわち，その不連続性ゆえに粉体配列や厚みといった試料

作製の条件規定が難しく，例えば，一定荷重下において試料表面を塗擦治具

（接触子）で摺動するトライボロジー測定では，塗擦治具の動作に伴う粉体再

配列が生じ，試料条件を一定に維持することができず，測定精度や再現性を低

下させるものと推察する。 

 本章では，特に粉体の形状や粒子径といった物理的特性に基づく粉体感触の

客観的評価の確立を目的として，粉体層せん断力測定試験から得られる粉体同

士の摩擦特性，付着特性に着目し，官能試験で得られる感触特性との相関性に
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ついて述べる。また第２章の課題であった粒子複合化による感触特性の優位性

を検証するため，同組成の混合粉体，および複合粉体にも本測定の適用を検討

した。また従来，化粧品分野で利用されている表面摩擦測定による評価を併せ

て実施し，本測定法との比較検討をおこなった。 

 

3.2 実験方法 

3.2.1 試料 

 評価に使用した 5 種類の化粧品用粉体の物性を Table 3-1 に示す。A はパウダ

ーファンデーションなどに代表される粉末状化粧品製剤の基材として用いられ

るセリサイト（SA-セリサイト FSE，シリコーン処理，三好化成社製），B は紫

外線防御剤として用いられる微粒子酸化チタン（SI-UFTR-Z，シリコーン処

理，三好化成社製），C および D はいずれも微粒子酸化チタンをセリサイトに

被覆した複合粉体で，それぞれ異なる表面処理が施されている。前者はシリコ

ーン処理品（SA-STA-20C，シリコーン処理，三好化成社製）で，第 2 章で開発

した機能性粉体のひとつに相当し，後者はステアリン酸処理品（プルセア

MTS-FT31，ステアリン酸処理，鈴木油脂工業社製）である。また，E は C と

同一組成比となるように A と B を混合し，ヘンシェルミキサー（日本コークス

社製 FM5RC/I 類似の自社作製機，全容量 5L），およびハンマーミル（ラボミル

LM-05，不二パウダル社製）により均一混合した試料である。セリサイト表面

に微粒子酸化チタンを固着させた複合粉体 C と，それぞれが単独で存在する混

合粉体 E を比較することで，複合化による感触特性への影響についても調査し

た。Fig. 3-1 に各粉体の表面状態参照のため，セリサイトおよび微粒子酸化チ

タンのそれぞれ単独の粉体と，複合粉体を代表し複合粉体 C の SEM 像を示し

た。 
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Table 3-1 Properties of sample powders 
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Fig. 3-1 SEM images of sample powders : (a) Sericite, (b) Titanium dioxide, 

(c) Composite powder coated with substantially spherical TiO2 on sericite 

 

 

 

 

 

 

a b 
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3.2.2 官能評価 

 社内の化粧品開発者 8 名を被験者とし，室温 293〜300 K，湿度 45-55 %の静

かな部屋で官能評価試験を実施した。官能評価は，手の甲あるいは前腕内側部

に粉体をとり，指先で擦ることで，感触の評価項目のうち，「すべり性」と

「しっとり感」について 5 段階（非常に低い 1 点⇔非常に高い 5 点）で相対的

に検討した。評点は，評価者各人が試料ごとに付け，合計点からその平均値を

算出して官能評価スコアとした。尚，官能評価の実施に際しては，被験者に評

価試料の安全性を十分に説明した上で，インフォームドコンセントを事前に取

得している。 

 

3.2.3 物性評価 

3.2.3.1 表面摩擦測定 

 Table 3-1 に示した 5 種類の化粧品用粉体について，Fig. 3-2 に示す静・動摩

擦測定機（TL201Ts，トリニティーラボ社製）を用いて，室温 293〜300 K，湿

度 45〜55 %で表面摩擦測定を実施した。本装置は，一定垂直荷重下において，

試料表面を塗擦治具（接触子）で水平方向に摺動させることで，塗擦における

摩擦プロファイル（Fig. 3-3）を検出するものである。本プロファイルから，表

面摺動測定における摩擦係数などを算出することができる。厚さ 100 μm のウ

レタン製人工皮革（バイオスキンプレート 100 μ 粘着シート付き，ビューラッ

クス社製）をスライドガラス（20 mm × 75 mm）に貼付して，その上に試料を

30 mg 量りとり，ニトリルグローブを着用した指先で均一に塗り広げてサンプ

ルを作製した。測定面を摺動する塗擦治具として，ウレタン製触覚接触子（接

触面積 1.5 cm2）を用いた。この接触子は，人の指紋形状を模した表面構造を有

し，指先の感触を再現することができる 35)。 
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 測定は以下に示す条件に従って実施した。摺動速度は 10 mm/s，摺動距離は

15 mm，測定回数は試料毎に 5 回，データ取込み間隔は 1 ms とした。垂直荷重

については，官能評価時の指先に作用する圧力を考慮して 0.49 N に設定した。

Fig. 3-3 に示す摩擦プロファイルにおいて，平均動摩擦係数 µk は，摺動距離 3

〜12 mm の範囲における動摩擦係数の平均値として求め，粉体試料表面粗さの

指標となる標準偏差も算出した。 
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Fig. 3-2 Friction meter (TL201Ts) 

 

 

Fig. 3-3 A typical friction profile in surface friction testing 
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3.2.3.2 粉体層せん断力測定 

 Table 3-1 に示した 5 種類の化粧品用粉体について，粉体層せん断力測定試験

（定容積せん断試験）は，Fig. 3-4 に示す MSN-V100（ナノシーズ社製）10)を用

いて，室温 293〜300 K， 湿度 45〜55 %で下部セル直動法により実施した。セ

ルは内径 43 mm の円筒型で可動部と固定部からなる上下 2 分割の構造である

(Fig. 3-4(b))。下部可動セルの深さは 5 mm，上下セルのクリアランスは 0.2 

mm，サーボシリンダの進行速度は 200 µm/s，リニアアクチュエータの進行速

度は 10 µm/s，粉体層面積は 14.5 cm2，測定回数は試料毎に 3 回，データ取込み

間隔は 100 ms でおこなった。 
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Fig. 3-4 Direct shear tester (MSN-V100) 

(a) Photograph (b) Schematic diagram 

 

(a) 

(b) 



 

 34  
    

 粉体層せん断力測定試験は，綱川らが提唱する一回のせん断操作で粉体層破

壊包絡線（Powder Yield Locus : PYL）を得る方法に従った 36, 37) 。Fig. 3-5 に，

本測定で得られる垂直応力とせん断応力の各波形を示し，一連の測定プロセス

を以下に詳述する。 

過程１：セルに一定量の試料を充填し，粉体表面に上杵を静かにのせた。サー

ボシリンダにより規定の初期垂直応力を負荷した後，圧密動作を停止し定容積

状態を保持した。 

過程２：定容積状態で，100 秒の応力緩和時間を設けた後，せん断操作を開始

した｡ 

過程３：せん断操作は，一定速度で，垂直応力，およびせん断応力が定常状態

（各応力が一定となる状態）に達するまで実施した。 

過程４：定常状態に達した後，下部セルを下方向に僅かに移動させていくこと

によって，徐々に垂直応力を減少させ，それに対応するせん断応力をほぼ連続

的に測定し，PYL を得た(Fig. 3-6)。 
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Fig. 3-5 A series of measurement process in direct shear testing of powder bed 

 

 

 

Fig. 3-6 Powder yield locus (PYL) and physical properties derived from PYL 
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 内部摩擦係数 μi は，PYL の傾きとして得られるが，本研究では，実際に粉体

を肌に塗擦する際の応力を考慮して低応力範囲（0 ＜ σ ≦ 10 kPa）における

PYL の回帰直線の傾きとして算出した。また，せん断付着力 τc は，PYL の τ 軸

切片の値（σ = 0 の τ 値）として得た。さらに，PYL の曲線性を物性指標として

用いるために，次式(Eq. 3-1)を定義することで PYL 曲線度を算出した。 

 

 
 （Eq. 3-1） 

 

 尚，上記物性指標値は，各試料に対してそれぞれ 3 回測定を実施し，その平

均値として算出した。 

 

3.3 結果と考察 

3.3.1 官能評価 

 Table 3-2 に，「すべり性」および「しっとり感」に関する官能評価の結果を

示す。表の下線で示す部分が，その粉体 A〜E における評価のボリュームゾー

ンであり，そこを中心として 2 段階以上離れているデータは評価から除外し

た。（a）の「すべり性」では，板状粉体であるセリサイト A で最もスコアが高

く，一般にきしみ感を感じる微粒子酸化チタン B が最も低いスコアを示した。

また，複合粉体 C と混合粉体 E を比較すると，複合化することによって僅かで

はあるが「すべり性」の向上が観察された。続いて（b）の「しっとり感」に

ついては，類似の形状と組成であり，表面処理が異なる複合粉体 C および D に

着目した。従来，化粧品に用いられる粉体は，類似の大きさや形状でも表面処
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理の違いによって使用感が全く異なり，製剤特徴に合わせて使い分けられてい

る。一般にシリコーンで処理した粉体は，なめらかでさらさらとした使用感で

あるのに対し，ステアリン酸で処理した粉体はしっとりとした使用感を得られ

ることが知られている。C と D はいずれも微粒子酸化チタンをセリサイトに被

覆した複合粉体で，ステアリン酸で表面処理した D が，シリコーンで表面処理

した C に比べてより「しっとり感」を感じる結果が得られ，一般的な傾向と一

致した。 

 

Table 3-2 Sensory evaluation score 

(a) Smoothness 

 

 

(b) Moist feeling 
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3.3.2 物性評価 

3.3.2.1 表面摩擦測定  

 5 種類の化粧品用粉体について表面摩擦測定から得られた平均動摩擦係数 µk

と，平均動摩擦係数の標準偏差の結果を Table 3-3 に示す。一般に化粧品分野に

おいては，特に乳化物や液体に対する，表面摩擦測定から得られる平均動摩擦

係数 µk と「すべり性」，平均動摩擦係数の標準偏差と「しっとり感」との間に

は，それぞれ相関があることが知られており，µk とその標準偏差が客観的指標

として用いられている 38)。そこでこれらの関係を，本実験で用いた粉体につい

ても適用検討した。 

 

Table 3-3 Friction properties of sample powders 

 

 

 はじめに，「すべり性」について調査した。横軸に平均動摩擦係数 µk，縦軸

に「すべり性」の官能評価スコアをそれぞれプロットした結果，Fig. 3-7 に示

すように官能評価と物性評価との間に高い相関性を表すことが分かった（決定

係数 R2 = 0.93）。続いて，「しっとり感」について物性評価との相関性を調査し

た。複合粉体 C，および D に着目すると官能評価スコアでは明らかに差のある
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2 試料だが，平均動摩擦係数の標準偏差の値では大きな差として表れず，粉体

における「しっとり感」の指標としては不十分であると考えられた。これは，

サンプル作製時に粉体厚みの調整が難しいこと，また測定時に相互位置の変化

により表面が不均一になることに起因して，粉体同士の摩擦特性や付着特性を

感度よく測定できなかったものと推察される。 

 

 
Fig. 3-7 Correlation between dynamic friction coefficient µk and the evaluation score of 

smoothness 

 

3.3.2.2 粉体層せん断力測定 

 5 種類の化粧品用粉体について，初期垂直応力を，30， 60， 120 kPa とした

ときの粉体層せん断力測定から得られた PYL を Fig. 3-8 に，内部摩擦係数 µi の

値を Table 3-4 にそれぞれ示した。これらの図より，初期垂直応力 120 kPa とし

た Fig. 3-8(c)における各粉体の PYL の傾向を以下に記す。まず，官能評価で

「すべり性」のスコアが高かったセリサイト A は，PYL の傾きが小さいという

特徴を示した。また，「しっとり感」の官能評価スコアで差のあった複合粉体 C
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と D を比較すると，より「しっとり感」のスコアが高い D では曲線性の高い

PYL 形状を示し，いわゆる非クーロン性粉体の特徴を示した。微粒子酸化チタ

ン B では，初期垂直応力 30 kPa，および 60 kPa では観られなかった特異的な屈

曲点を有する PYL が得られた。ここで，本測定で得られる PYL は，垂直応力

の高応力側から順にプロットを取得して描かれる包絡線である。すなわち，低

応力側の PYL 形状は，初期垂直応力が負荷された時点の粉体圧密状態に大きく

影響を受ける。凝集性の高い微粒子酸化チタンにおいては，120 kPa の初期垂

直応力の負荷によって固化することで，屈曲点を有する特異的な PYL 形状を示

したものと考えられる。さらに，複合粉体 C と混合粉体 E を比較すると，C で

はセリサイト A と同様の直線的な PYL 形状を示すのに対し，E では微粒子酸

化チタン B のように曲線性の高い PYL 形状を示すことが分かった。これは，

複合化することによって⺟粉体であるセリサイトの物性が優位になったと考え

られる。その結果，微粒子酸化チタン特有のきしみ感が軽減されることで，官

能評価において複合粉体 C が，混合粉体 E に比べて高い「すべり性」を示した

ものと考察している。 
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Fig. 3-8 PYL of sample powders. Initial normal stress (a) 30kPa, (b) 60kPa, (c) 120kPa 

 

(a) 

(b) 

(c) 
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Table 3-4 Internal friction coefficient of sample powders 

 
 

 続いて「すべり性」について内部摩擦係数 µi との相関性を検討した。横軸に

内部摩擦係数 µi，縦軸に「すべり性」の官能評価スコアをそれぞれプロット

し，Fig. 3-9 に示す関係を得た。両者の間には，いずれの初期垂直応力におい

ても比較的良好な相関性が得られており，初期垂直応力が高いほど相関性が高

かった。つまり高応力で圧密した方が内部摩擦係数 µi の値が広範囲に分布し，

すべり性の高い粉体ほど内部摩擦係数 µi が小さく，逆にすべり性の低い粉体ほ

ど内部摩擦係数 µi が大きくなり，その差が明確に表れたことを示唆している。

しかし，初期垂直応力 120 kPa (Fig. 3-9(c))においては，特異的な PYL 形状を示

した微粒子酸化チタン B を除いている。これは，上述のように微粒子酸化チタ

ンは凝集性が高いため，高圧密条件で固化し，化粧品分野においてケーキング

と呼ばれる現象を起こすことで，本来よりも内部摩擦係数が小さく算出された

ものと推察される。この結果から，粉体特性に応じて適切な圧密応力範囲が存

在することも示唆された。 
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Fig. 3-9 Correlation between internal friction coefficient µi and the evaluation score of  

smoothness. Initial normal stress (a) 30 kPa, (b) 60 kPa, (c) 120 kPa 

(a) 

(b) 

(c) 
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 通常，化粧品の官能評価においては 30 kPa 以下の比較的低応力での評価が中

心であると考えられるが，ある程度圧密して適切な粉体層を調製することによ

り粉体特性が明確に表れる高い精度の結果が得られることが分かった。 

 続いて「しっとり感」については，官能評価で表面処理の違いにより明確な

違いが生じた複合粉体 C と D について検討し，初期垂直応力 120 kPa における

PYL から導き出したせん断付着力 τc，および Eq. 3-1 から算出した PYL 曲線度

との相関性を調査した。PYL 曲線度は，C と D のいずれにおいても無理なく回

帰直線を引ける範囲である n = 20 に設定して算出した。Table 3-5 に示すよう

に，いずれの物性指標においても「しっとり感」と相関性があることが示唆さ

れた。ここで，せん断付着力は垂直応力 σ = 0 でのせん断応力を表し，粉体間

の付着力の指標として用いられる。また，付着性の高い非クーロン性粉体ほど

PYL の曲線性が高くなる傾向があるので，粉体同士の付着特性と「しっとり

感」との間には相関性があることを示唆している。官能評価時には粉体同士の

付着特性の影響を潜在的に感じ取っており，それが「しっとり感」の使用感指

標に結びついたものと考察している。 

 

 

Table 3-5 Adhesion properties of sample powders C and D 
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3.4 結言 

 主にファンデーション用途に使用される粉体の感触特性を，物理的特性評価

機器を用いて定量化するため，各種粉体に表面摩擦測定，および粉体層せん断

力測定の適用を検討した。 

 粉体の感触特性と，表面摩擦測定で得られる摩擦プロファイルから算出され

る物性値との相関性を検討した結果，以下の結論を得た。 

（１）摩擦プロファイルから算出した平均動摩擦係数 µK と，官能評価試

験で得られた「すべり性」との間に高い相関性があることを確認した。 

（２）µK の標準偏差と，「しっとり感」との間には明確な相関性は観られ

なかった。 

 また，粉体の感触特性と，粉体層せん断力測定で得られる PYL から算出され

る物性値との相関性を検討した結果，以下の結論を得た。 

（１）PYL の回帰直線から求めた内部摩擦係数 µi と，官能評価試験で得

られた「すべり性」との間に高い相関性があることを見出した。 

（２）PYL の τ 軸切片であるせん断付着力 τc と，「しっとり感」との間に

相関性があることが示唆された。 

（３）PYL 形状と，「しっとり感」との間に相関性があることが示唆され

た。 

 従来，粉体の「しっとり感」を客観的指標に基づき評価することは困難であ

ったが，粉体層を厳密に規格化し，連続体として取り扱うことのできる粉体層

せん断力測定を用いることで，従来の表面摩擦測定と比較して，「すべり性」

と「しっとり感」を精度良く評価できることを明らかにした。 
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3.5 使用記号 

R2 : coefficient of determination [–] 

µk : dynamic friction coefficient [–] 

µi : internal friction coefficient [–] 

σ : normal stress [–] 

τ : shear stress [–] 

τc : shearing cohesion [–] 
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第 4 章 

 

粉体層せん断力測定による化粧品用粉体の特性評価 

〜化学的特性に基づく粉体感触の客観的評価〜 

 

4.1 緒言 

 第３章では，粉体層せん断力測定により得られる物性指標を用いて，粉体原

料の粒子径や粒子形状など，主に物理的特性に起因する「すべり性」，および

「しっとり感」の客観的評価法の開発を試み一定の相関を得た。一方，第１章

で述べたように，粉体の感触特性は，こうした物理的特性に基づく粉体固有の

感触のほか，表面処理などの化学的処理によっても様々な感触特性を付与する

ことができる。こうした処理剤の種類と感触との関連性は，経験的にある程度

見出されているが，表面処理粉体の感触特性を物性評価によって定性的，定量

的に体系化した研究例はほとんど見受けられない。これは，表面処理といった

非常に微小な表面構造の変化を物理的特性評価機器で検出するのが難しいこと

に起因すると考えられる。 

 本章では，粉体の表面処理に基づく感触特性を，官能評価，および物性評価

の両面から理解することを目的として，表面処理剤の種類と処理濃度に着目

し，上記「すべり性」，および「しっとり感」に関する評価指標の適用につい

て述べる。また，粉体の肌あたりの良さを表す「柔らかさ」についても，粉体

層せん断力測定から得られる物性指標との相関性を検証した。 
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4.2 実験方法 

4.2.1 試料 

 4 種類の化粧品用粉体（A〜D）について評価を実施した。A〜D は表面処理

状態の異なるセリサイトであり，いずれもパウダーファンデーションなどの粉

体化粧品製剤において基材として配合される。各表面処理セリサイトは，それ

ぞれ感触特性が異なり，目的に応じて使い分けられている。A は，未処理セリ

サイト（セリサイト FSE，粒子径 7 µm，板状粉体，三信鉱工社製）であり，

本検討において評価の基準となる試料である。B は，シリコーン処理セリサイ

ト（SA-セリサイト FSE，ジメチコン 3 wt%処理，三好化成社製）である。C

は，アミノ変性シリコーン 5 wt%処理セリサイトであるが，その詳しい調製方

法は後に記載する。D は，フッ素処理セリサイト（NIKKOL FONCOAT SE-1，

アミノ変性パーフルオロポリエーテル 5 wt%処理，日光ケミカルズ社製）であ

る。各表面処理粉体（B〜D）の⺟粉体は，いずれもセリサイト FSE（A）であ

り，その平均粒子径や粒子形状は，⺟粉体に準ずる。各試料のうち市販品に関

しては，特別な前処理を施すことなく，化粧品原料グレードのものをそのまま

試験に供した。本検討に用いた各試料は，いずれも乾燥減量が 1 wt%以下に設

定されている。尚，上記市販品試料は，社内で安全性評価を実施した上で採用

し，納入時にはロットごとに規格分析試験を実施している。 

 

4.2.1.1 アミノ変性シリコーン処理セリサイトの調製 

 C のアミノ変性シリコーン処理セリサイトは，下記手順に従って調製した。 

手順 1：精製水に未処理セリサイトを添加して 10 wt%水分散体を得た。 

手順 2：アモジメチコン 40 wt%分散体（SM8904 Cosmetic Emulsion，東レ Dow 

Corning 社製）を，⺟体のセリサイトに対して 5 wt%の処理濃度となるように添
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加した。 

手順 3：分散液に 1N 塩酸を滴下し，液性を弱酸性（pH5 付近）とすることで

処理剤を精製水に溶解させた。 

手順 4：分散液に 1N 水酸化ナトリウム水溶液を滴下し，液性を中性（pH7〜

8）とすることで，⺟体であるセリサイト表面に処理剤を析出させ，被覆し

た。 

手順 5：ろ過洗浄後，105 ℃で 6 時間乾燥させてアミノ変性シリコーン 5 wt%処

理セリサイトを得た。 

 また，処理濃度依存性試験に用いた，その他の各処理濃度（1，3，7.5，10 

wt%）のアミノ変性シリコーン処理セリサイトも同様に，上記調製手順に従っ

て処理剤量を適宜調整することで得た。 

 尚，本試料の調製に用いた原材料であるセリサイト，およびアモジメチコン

は，いずれも化粧品グレードのものを使用している。また，調製工程で酸，お

よび塩基を使用しているが，最終的には中性領域で処理を完了し，ろ過工程で

十分に水洗することから，酸塩基の残留はないものと考えられる。 

 表面処理状態参照のために，Fig. 4-1 に未処理セリサイト，およびアミノ変

性シリコーン 10 wt%処理セリサイトの SEM 像を示す。未処理セリサイトと，

アミノ変性シリコーン処理セリサイトの表面状態は明らかに異なり，後者で

は，処理剤由来と考えられる均一な薄膜が確認された。 
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Fig. 4-1 SEM images of sericites with different surface conditions 

(a) Non-treatment (b) Amino modified silicone treatment (10 wt%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a b 
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4.2.2 官能評価 

 表面処理剤の種類による使用感評価については，表面処理状態の異なる 4 種

類のセリサイト（A〜D）の，「すべり性」，「しっとり感」，「柔らかさ」につい

て，社内の化粧品開発者 6 名により官能評価試験を実施した。尚，官能評価の

実施に際しては，被験者に評価試料の安全性を十分に説明した上で，インフォ

ームドコンセントを事前に取得している。また，評価は室温 293〜300 K，湿度

45〜55 %の静かな部屋で実施した。未処理セリサイトを基準（3 点）として 5

段階（非常に低い 1 点 ⇔ 非常に高い 5 点）で相対評価し，評点合計からその

平均値を官能評価値として算出した。 

 また，異なる処理濃度による使用感評価は，アミノ変性シリコーンの処理濃

度を 1， 3， 5， 7.5， 10 wt%としたセリサイトについて，化粧品開発者 8 名

により低処理濃度から順に評価し，当該処理剤の特徴である「すべり性」，「し

っとり感」，「柔らかさ」の付与・向上効果を十分と感じる処理濃度について回

答を得た。尚，評価時には，処理濃度未知の状態で官能試験を実施した。 

 

4.2.3 物性評価 

4.2.3.1 実験装置 

 表面処理状態の異なる 4 種類のセリサイト（A〜D）について，粉体層せん

断力測定試験（定容積せん断試験）は，ロードセルの検出精度を人の指先の感

度まで対応できるようにした MSN-V100（ナノシーズ社製，Fig. 3-4）を用い

て，下部セル直動法により実施した。セルは円筒型で可動部と固定部からなる

上下 2 分割の構造を有し，せん断時には上下セルのクリアランスにせん断帯が

形成される。セル内径は 43 mm，下部可動セルの深さは 5 mm，上下セルのク

リアランスは 0.2 mm，サーボシリンダの進行速度は 200 µm/s，リニアアクチュ
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エータの進行速度は 10 µm/s，粉体層面積は 14.5 cm2，データ取込み間隔は 100 

ms でおこなった。また，試料充填量は 15 g とし，初期垂直応力を 60 kPa に設

定した。 

 

4.2.3.2 実験方法 

 内部摩擦係数 µi と，せん断付着力 τc は，粉体層せん断力測定を適用し測定し

た。第３章でも述べた方法と同様に，各試料の PYL を取得し，PYL の低応力

領域における近似直線の傾きを μi として，また切片を τc としてそれぞれ算出し

た。 

 また，応力緩和率 σsrr は，Fig. 3-5 における測定プロセスの過程２で，初期垂

直応力 σset と応力緩和後の垂直応力 σrel から，応力緩和前後の減少率として算出

した（Eq. 4-1）。 

 

σsrr = (1 - σrel／σset) × 100 [%]     (Eq. 4-1) 

 

 尚，上記物性指標値は，各試料に対してそれぞれ 3 回測定を実施し，その平

均値として算出した。 

 

4.3 結果と考察 

4.3.1 処理剤の種類による感触特性評価 

 表面処理状態の異なる 4 種類のセリサイト（A〜D）について，官能評価で

得られた各指標（「すべり性」，「しっとり感」，および「柔らかさ」）と，物性

評価で得られた各指標（内部摩擦係数 μi，せん断付着力 τc，および応力緩和率

σsrr）の評価結果を Table 4-1 に示し，それぞれの評価で得られた各指標間の相
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関性を Fig. 4-2 に示す。「すべり性」に関しては，Fig. 4-2(a)に示すように μi と

高い相関性を示した。次に，「しっとり感」に関しては，第３章で述べたよう

に τc との間には正の相関性が示唆されている。しかしながら，今回の結果では

Fig. 4-2(b)に示すように，明確な相関性を確認できなかった。この結果につい

て，以下に処理剤ごとに個別に考察をおこなった。まず，同系統のシリコーン

化合物であるジメチコン処理（△）とアミノ変性シリコーン処理（□）とを比

較すると，官能評価において後者で高スコアが得られており，シリコーン側鎖

をアミノ基修飾したことによるしっとり感を正確に認識している。同様に物性

評価においても後者で高い τc 値を示し，処理剤の感触特性を捉えられていると

考えられる。また，一般に，フッ素化合物系処理剤は付着性の少ないさらっと

した感触であるとされているが，本実験による官能評価では，フッ素処理

（◇）で意外にも高スコアを示すことが分かった。一方で物性評価において

は，τc が最も低い値を示し，官能評価と相反する結果となった。これは，本実

験で用いたフッ素処理粉体が，アミノ変性パーフルオロポリエーテル処理であ

ることから，従来用いられるフッ素処理粉体であるパーフルオロアルキル処理

と比較して肌との親和性が高まり，しっとり感を感じたものと考察している。

これに対して，粉体層せん断力測定試験では，粉体間の付着特性評価となるた

め，粉体と肌との親和性に基づく付着特性を正確に検出できなかったものと推

察する。この点に関しては今後の検討課題であり，例えば人工皮膚に対する壁

面摩擦測定と併せて，多変量解析的に評価する必要があることが示唆された。 
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Table 4-1 Sense of use properties and physical properties of sample powders obtained 

from sensory evaluation and MSN-V100 measurements, respectively. 
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Fig.4-2 Correlation between physical properties obtained from direct shear testing of 

powder bed and three kinds of sensory evaluation values for different surface 

treated sericite samples.  

(a) Smoothness vs μi, (b) Moist feeling vs τc, (c) Softness vs σsrr 

Surface treated sericite samples are as follows : 

(A) Non-treatment (standard), (B) Silicone treatment, (C) Amino modified  

silicone treatment, (D) Fluorine compound treatment 

(a) 

(b) 

(c) 
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 続いて「柔らかさ」に関しては，Fig. 4-2(c)に示すように σsrr と正の相関性が

示唆された。この結果に関して考察をおこなった。椿らは，圧密・緩和法によ

り，圧密後の顆粒の緩和挙動を塑性緩和と粘性緩和に分類して評価している 39)

（Fig. 4-3）。塑性緩和は，粒子の破壊に起因して起こる即時的な緩和現象であ

るが，本研究で用いた試料に対して負荷した垂直応力範囲では，粉体の破壊現

象が起こることはないと考えられる。粘性緩和は，粒子の変形や再配列に起因

するが，本検討の緩和過程においては再配列が支配的であると考えられる。応

力緩和は，圧密で生じる粒子接触点にかかる弾性エネルギーの解消に起因する

ものであるが，これは圧密後の粉体の再配列に基づく微小な位置変化とも換言

できる。セリサイトは板状構造のため，肌に塗布する際，微視的にまずカード

ハウス様の構造をとり，塗り広げる際にその構造がならされていくと考えられ

る。すなわち，この厚みの変化が大きいほど，「柔らかさ」，つまり肌あたりの

良さを感じるものと考察している。よって，Fig. 4-4 に示すように，粉体層の

応力緩和過程の解析により「柔らかさ」を評価できることが示唆された。 
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Fig. 4-3 Schematic illustration of the characteristic compression and stress relaxation 

curve. (J. Tsubaki et al., J. Ceram. Soc. Japan, 107, 1183-1187 (1999)) 

 

 
Fig. 4-4 Stress relaxation models of plate-like powder 

(a) Low σsrr value (b) High σsrr value 
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4.3.2 処理剤の処理濃度による感触特性評価 

 アミノ変性シリコーン処理濃度の異なる 6 種類のセリサイトについて，横軸

に処理濃度，縦軸に物性評価で得られた各指標（内部摩擦係数 μi，せん断付着

力 τc，および応力緩和率 σsrr）をプロットしたグラフを Fig. 4-5 に示す。 

 まず，すべり性の指標である μi の処理濃度依存性に着目してみると，3 wt%

までは大きな変化が観られないが，5 wt%で μi が低下し，それ以上の濃度では

ほぼ一定値を示した（Fig. 4-5(a)）。次に，しっとり感の指標である τc について

は，処理濃度の増加に伴い τc が上昇し，5 wt%の試料でほぼ一定値に達するこ

とが分かった（Fig. 4-5(b)）。続いて，柔らかさの指標である σsrr においても同

様に，5 wt%付近まで値が上昇し，その後ほぼ一定値に達した（Fig. 4-5(c)）。以

上の結果から，粉体層せん断力測定試験の適用によって，表面処理で付与され

た感触特性を，その僅かな濃度変化とともに正確に検出できることが明らかと

なった。これは，表面処理濃度の違いに起因する微小な粉体間相互作用（摩擦

特性や付着特性など）の差異を正確に捉えた結果であると推察される。 
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Fig. 4-5 Concentration dependencies on physical properties obtained from direct shear 

testing of powder bed in amino modified silicone treated sericite samples. 

Arrows represents surface treatment concentration at which evaluator felt  

enough treatment effect in terms of sense of feel improving. 

(a) Index of Smoothness (b) Index of Moist feeling (c) Index of softness 

 

(a) 

(b) 

(c) 
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 一方，官能評価においても，8 人中 6 人が Fig. 4-5(a)〜(c)の矢印で示した処理

濃度 5 wt%の試料で本処理剤の特徴である「すべり性」，「しっとり感」，および

「柔らかさ」の付与・向上効果を十分感じると回答した。すなわち，粉体層せ

ん断力測定試験によって処理剤ごとの適正な処理濃度の知見を得ることが可能

となった。官能評価で得られる粉体の感触特性は，粉体−肌間，および粉体間

相互作用を総合して認識されるものと考えられるが，実際に粉体を肌に塗布す

る際には，肌上に粉体層が幾重にも積み重ねられている中で，粉体−肌間の接

触面が一層であるのに対して，粉体間では幾層にも渡ることから，感触特性に

与える影響は後者の方がはるかに大きいものと推察される。すなわち，本測定

法で得られる粉体間相互作用に基づく物性指標は，感触特性を決定する上で重

要な因子であると考えられる。 

 

4.4 結言 

 表面処理剤の種類，および処理濃度の異なる化粧品用表面処理粉体の感触特

性と，粉体層せん断力測定から得られる物性指標との相関性を検討した結果，

以下の結論を得た。 

（１）粉体圧密後の応力緩和過程で得られる応力緩和率 σsrr と，粉体の

「柔らかさ」との間に一定の相関性が示唆された。 

（２）処理剤の異なる試料における感触特性評価では，各物性指標（μi, 

τc, σsrr）と官能試験結果が良く相関し，特に同系統の処理粉体間では処理

剤の感触特性を明確に捉えることができた。 

（３）処理濃度の異なる同一処理粉体試料における感触特性評価では，各

物性指標（μi, τc, σsrr）において処理濃度依存性が観察され，また官能評価

結果とも一致する結果が得られた。 
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 本法は，表面処理粉体の感触特性を定性的に評価することができるのみなら

ず，適正な処理濃度を設定することができる実用的な評価手法であると考えら

れる。 

 

4.5 使用記号 

R2 : coefficient of determination [–] 

µi : internal friction coefficient [–] 

σ : normal stress [kPa] 

τ : shear stress [kPa] 

τc : shearing cohesion [kPa] 

σset : set normal stress [kPa] 

σrel : σ value after relaxation [kPa] 

σsrr : stress relaxation ratio [%] 
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第 5 章 

 

微小粒子圧壊力測定による化粧品用球状粒子の特性評価 

 

5.1 緒言 

 第４章では，粉体層せん断力測定の圧密・応力緩和過程で得られる応力緩和

率を新たに定義し，化粧品用粉体の感触特性評価に適用することで，板状粉体

の「柔らかさ」を定量的に解析できることが示唆された。一方で，第 1 章で述

べたように，パウダーファンデーションには柔らかさを付与するために，シリ

カやナイロンといった球状粒子が汎用されるが，本測定法をこうした球状粒子

に適用すると，球状粒子特有の高い流動性に起因して，圧密時にはせん断帯か

ら粉体が流出し，またせん断時にはスティックスリップ現象を生じ，精度，お

よび再現性良く測定することができなかった。このように粉体層せん断力測定

における化粧品用粉体の感触特性評価においては，球状粒子の「柔らかさ」評

価に課題が残った。 

 従来，化粧品に用いられる球状粒子の柔らかさは，高分子材料（プラスチッ

クやエラストマー）の硬さ指標であるデュロメータ硬度を用いて間接的に評価

されてきた 40, 41)。しかし，近年の機能性材料開発技術の高度化により，上記指

標では評価できない事例が増えてきた。すなわち，柔らかさの中には，素材特

有の柔らかさ（化学構造，弾性，塑性）もあれば，形態制御（中空，多孔な

ど）によって特徴付けられた柔らかさもある 20, 21)。特に，後者は単一粒子特性

であるため，測定対象面積の広いデュロメータ硬度を適用できない。一方，単

一粒子を測定対象とする圧壊力測定は，医薬，食品，セラミックス分野におい



 

 63  
    

て，粒子径が数十〜数百 μm の顆粒体に関する測定を目的として利用されてお

り，規格も整備されている 42)。また最近，さらに微小な単一粒子の圧壊力測定

についても，規格が整備されている 43)。ここで扱われる単一粒子は，Fig. 5-

1(a)に示すように，圧縮崩壊時に明確な圧壊点を有する脆性粒子に分類される

ものが多いが，化粧品分野において感触改良を目的に配合される，柔らかい感

触特性を有する球状粒子は，Fig. 5-1(b)に示すように圧縮過程において明確な圧

壊点を示さない弾性，あるいは塑性粒子に分類されるものが多い。 

 

 
Fig. 5-1 Typical stress - strain curves of single particle obtained from NS-A100 

measurement. These diagrams represent compression behavior of 

(a) brittle particle and (b) plastic particle 
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 本章では，球状粒子の「柔らかさ」に関する客観的評価手法開発を目的とし

て，5 種類の代表的な化粧品用球状粒子に微小粒子圧壊力測定を適用し，得ら

れた応力−歪み曲線の弾性領域から，見かけのヤング率を算出し，官能評価で

得られた「柔らかさ」との相関性を検証した結果について述べる。 

 

5.2 実験方法 

5.2.1 試料 

 5 種類の化粧品用球状粒子について評価を実施した。a〜e はいずれもパウダ

ーファンデーションなどの粉体化粧品製剤において感触改良を目的として配合

される粒子径 5〜15 μm の球状粒子である。各球状粒子は，それぞれ感触特性

が異なり，目的に応じて使い分けられている。a は，球状ナイロン（Toray 

Nylon SP-500，東レ社製）であり，非常に柔らかい感触特性を有する。b と c

は，それぞれ粒子形態の異なる球状セルロース粒子である。b は，多孔質セル

ロース（Celluflow C-25，JNC 社製），c は，中実セルロース（CELLULOBEADS 

D-10，大東化成工業社製）である。d と e は，それぞれ一部化学構造の異なる

球状ポリメタクリル酸メチル（PMMA）である。d は，ポリマー鎖間非架橋型

PMMA（TECHPOLYMER MB-8C，積水化成品工業社製）であり，e は，架橋型

PMMA（MICRO SPHERE M503B，松本油脂製薬社製）である（Table 5-1）。各

試料は特別な前処理などを施すことなく，化粧品原料グレードのものをそのま

ま試験に供した。Fig. 5-2 に，粒子形態の異なる 2 種類のセルロース（b，c）に

ついて，割断面の SEM 像を示した。 

 

 

 



 

 65  
    

 

 

Table 5-1 Properties of sample powders 

 

 

 

 
Fig. 5-2 Cross-section SEM images of two kinds of cellulose particles with different 

morphology. 
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5.2.2 官能評価 

 社内の化粧品開発者 7 名を被験者とし，室温 293〜300 K，湿度 45〜55 %の

静かな部屋で官能評価試験を実施した。官能評価は，手の甲あるいは前腕内側

部に粉体をとり，指先で擦ることで，感触特性のひとつである「柔らかさ」に

ついて 5 段階（非常に低い 1 点⇔非常に高い 5 点）で相対的に検討した。評点

は，評価者各人が試料ごとに付け，合計点からその平均値を算出して官能評価

スコアとした。 

 

5.2.3 微小粒子圧壊力測定 

5.2.3.1 装置概要 

 Fig. 5-3 に本実験で用いた微小粒子圧壊力測定装置 NS-A100（ナノシーズ社

製）の全体写真，および主要部模式図を示す。平面圧子は，板ばねに支持され

ており，測定試料の粒子径や強度に応じて，適宜，圧子先端径，およびばね定

数の異なるカートリッジを選択可能である。試料台は，モーターを介して任意

に速度制御して定速移動することができる。移動に伴う変位は，レーザー変位

計を用いて検出される。Fig. 5-4 に示すように，測定試料の有無で，それぞれ

異なる押し込み力−変位曲線が得られる。試料がない状態で測定を行うと，平

面圧子はフックの法則に従い，ばね定数に依存して実線で示すように移動す

る。一方，試料がある場合は，破線で示すように試料の変形量が平面圧子の移

動の遅れとなり，移動距離が大きくなる。すなわち，試料の実測定で得られる

変位は，ばねの変形量と試料の変形量の和として検出される。また本装置に

は，光学顕微鏡が搭載されており，リアルタイムで粒子の圧縮崩壊過程を視覚

的に追跡することができる 44)。本実験に使用した平面圧子は，先端径 φ 40 

μm，ばね定数 k = 6.18 kN/m である。 
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Fig. 5-3 Small particle compressive strength analyzer (NS-A100) 

   (a) Photograph (b) Schematic diagram of main parts 

 

 

 

 

(b) 

(a) 
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Fig. 5-4 Variation of compressive force around displacement of single particle. 

The difference between solid line and broken line in the same compressive  

force represents amount of particle deformation (dotted line). 

 

5.2.3.2 測定方法 

 微細な粉末状の球状粒子を試料台に散布し，光学顕微鏡で観察しながら，圧

子先端内に単一粒子が収まるように初期位置を調整した。ｐ試料台移動速度

0.2 μm/s で圧縮し，変位に対応した試験力を連続的に検出した。測定は，粒子

が完全につぶれた時点で終了した。得られた応力‐歪み曲線は，傾きの異なる 2

本の直線で表された。本研究では，この 2 直線の交点を降伏点（εy, σy）とし，

Eq. 5-1 に示すように原点との直線の傾きを見かけのヤング率 Ey として定義し

た（Fig. 5-5）。ここで，εy と σy は，それぞれ降伏点における粒子歪み，および

圧縮応力を表している。 

 

Ey = σy / εy        (Eq. 5-1) 
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Fig. 5-5 Stress - strain diagram of plastic single particle. This diagram has inflection 

point boundary between elastic and plastic region, defined as yield point in this 

study. 

 

 

尚，試料ごとに当該測定を 7 回実施し，上下 2 つの数値データを除いた 5 回

の平均値として算出した。 

 

5.3 結果と考察 

5.3.1 見かけのヤング率と柔らかさとの相関性 

 Table 5-1 に示した化粧品用球状粒子 5 種類について，NS-A100 による測定を

おこなった。Fig. 5-6 に，各球状粒子の代表的な応力−歪み曲線を示す。いず

れの粒子においても，矢印で示すように降伏点が観察された。また多孔質構造

であるセルロース粒子においては，他の中実粒子と比較して，降伏点を境に急

激に歪みが上昇する傾向が観られた。これは，多孔質粒子の比較的密な表面構

造と，疎な内部構造の形態的特徴を単一粒子の圧縮挙動により精確に捉えられ
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ていることを示すものである。官能評価で得られた「柔らかさ」と，見かけの

ヤング率を算出した結果を，Table 5-2 に示す。また，前者を横軸に，後者を縦

軸にそれぞれプロットし，両者の相関性を表したグラフを Fig. 5-7 に示す。こ

こで，各プロットに対して回帰直線を引くと，決定係数 R2 = 0.89 と，非常に高

い負の相関が認められた。特筆すべきは，粒子形態の異なるセルロース（b:多

孔，c:中実），あるいは，一部化学構造の異なる PMMA（d:非架橋，e:架橋）の

感触の差異を，物性値で精確に捉えられていることである。すなわち，素材特

有の，あるいは形態制御に基づく柔らかさのいずれについても，本測定法によ

り評価できることが示唆された。 
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Fig. 5-6 Stress - strain curves of each sample particles (a〜e). The arrows represent the 

yield point. 
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Table 5-2 Feels of softness scores and apparent Young’s moduli of sample powders 

obtained from sensory evaluation and NS-A100 measurements, respectively. 
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Fig. 5-7 Correlation between feels of softness score and apparent Young’s modulus Ey of 

each sample particles (a〜e) 
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 これまで，本研究でも測定対象としたような弾塑性体の圧縮特性評価では，

圧縮初期に現れる弾性領域特性について，十分に検討した研究は非常に少ない
45)。これは，従来，圧壊試験が用いられてきた分野において，低応力範囲の微

小な変形特性は，特に注視されることがなかったためと考えられる。一方で，

化粧品の感触評価においては，人間の繊細な感覚を再現することが求められ

る。官能評価において，粉体を塗擦する際にかかる圧力は，およそ数十〜数百

kPa と概算される。本実験で得られた各種球状粒子の見かけのヤング率と比較

すると，10-2〜10-3 のオーダーである。これは，低応力下における，ごく僅かな

粒子変形を，人間は知覚していることを裏付けるものであると考えられる。本

検討では，物性評価においても，比較的低応力範囲の弾性領域に着目すること

で，官能評価との高い相関が得られたものと考察している。 

 

5.4 結言 

 5 種類の代表的な化粧品用球状粒子に微小粒子圧壊力測定を適用し，同測定

から得られる粒子の圧縮変形特性を解析し，官能評価で得られる「柔らかさ」

との相関性を検討した結果，以下の結論を得た。 

（１）応力−歪み曲線における，弾性領域の傾きとして算出した見かけの

ヤング率 Ey と，官能評価で得られた「柔らかさ」との間に高い相関性

（R2 = 0.89）が示唆された。 

（２）化学構造の違いに基づく素材特有の，あるいは中実，多孔といった

形態制御に基づく柔らかさのいずれについても，本測定法により精度よく

評価できることが示唆された。 
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5.5 使用記号 

d50 : median diameter [μm] 

k : spring constant [kN/m] 

F : compressive force [mN] 

σ : stress [MPa] 

σy : σ value on the yield point [MPa] 

ε : strain [–] 

εy : ε value on the yield point [–] 

Ey : apparent Young’s modulus [MPa] 

R2 : coefficient of determination [–] 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6 章 

粉末状化粧品の感触評価と 

実用的な特性評価法の確立 

 

 



 

 76  
    

第 6 章 

 

粉末状化粧品の感触評価と実用的な特性評価法の確立 

 

6.1 緒言 

 第３章〜第５章では，化粧品用粉体に粉体層せん断力測定，および微小粒子

圧壊力測定を適用することで，原料粉体レベルでの感触特性を定量的に評価で

きることが示唆された。一方で，実際のパウダーファンデーションは，様々な

粒子形状や粒子径を有する粉体の混合系であり，上記単一粉体特性の評価装置

を適用するに当っては，慎重に検証をする必要があると考えられる。 

 本章では，粉末状化粧品の感触特性や実用的な特性評価法の確立を目的とし

て，粉体混合系やパウダーファンデーション成型体の特性評価に，粉体層せん

断力測定，および微小粒子圧壊力測定を適用した結果について述べる。第１章

でも述べたように，成型プロセスはパウダーファンデーションの感触特性に影

響を及ぼすことが知られている。そこで，成型プロセスの異なる同組成のパウ

ダーファンデーション成型体に，粉体層せん断力測定を適用することで，両者

の感触特性の差異を定量化し，成型体内部構造との関連性を検証した。 

 また，実用的側面においては，誤落下などによる破損を防ぐために，十分な

耐衝撃性が求められる。例えば，球状粒子を含有するパウダーファンデーショ

ン製剤では，含有しない系と比較して，粒子接触面積が小さくなり，空間率も

大きくなることから，一般に耐衝撃性を低下させると考えられている。そこ

で，モデルパウダーファンデーションの耐衝撃性指標として広く利用される落

下強度を，単一球状粒子の圧縮変形履歴解析から得られる歪み特性を用いて評
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価することを試みた。 

 

6.2 実験方法 

6.2.1 粉体混合系の感触特性評価への粉体層せん断力測定の適用 

6.2.1.1 試料 

 セリサイト（SA-セリサイト FSE，シリコーン処理，三好化成製）と微粒子

酸化チタン（SI-UFTR-Z，シリコーン処理，三好化成社製）の混合比が異なる

試料を，その比率を 20/80，40/60，60/40，80/20 として，それぞれヘンシェル

ミキサー（日本コークス社製 FM5RC/I 類似の自社作製機，全容量 5L）とハン

マーミル（ラボミル LM-05，不二パウダル社製）を用いて均一混合して調製し

た。 

 

6.2.1.2 官能評価 

 社内の化粧品開発者 8 名を被験者とし，室温 293〜300 K，湿度 45-55 %の静

かな部屋で官能評価試験を実施した。官能評価は，手の甲あるいは前腕内側部

に各混合粉体試料をとり，指先で擦ることで，感触の評価項目のうち，「すべ

り性」について評価した。微粒子酸化チタン（TiO2）とセリサイト（SE）の混

合比（TiO2/SE）を 0/100→20/80→・・・80/20→100/0 の順に「すべり性」の変

化を使用感カーブとして記述した。尚，評価時には，混合比率未知の状態で官

能試験を実施した。 

 

6.2.1.3 物性評価 

 内部摩擦係数 µi と，せん断付着力 τc は，粉体層せん断力測定を適用し測定し

た。第３章，および第４章でも述べた方法と同様に，各混合粉体試料の PYL を
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取得し，PYL の低応力領域における近似直線の傾きを μi として，また切片を τc

としてそれぞれ算出した。 

 

6.2.2 粉末状化粧品の感触特性評価への粉体層せん断力測定の適用 

6.2.2.1 試料 

 湿式成型あるいは乾式成型前の共通の混合物は，Table 6-1 に示す組成により

混合，粉砕工程を経て調製した。得られたパウダーファンデーション（PF）と

エタノール水溶液から成るスラリーを用いた湿式成型法によって，湿式成型 PF

（WET-PF）を調製した。また，従来の乾式成型法によって乾式成型 PF（DRY-

PF）を調製した。 

 

Table 6-1 The formulation of powdery foundation. All ingredient powders are treated 

with dimethicone. 
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6.2.2.2 官能評価 

 社内の化粧品開発者 8 名を被験者とし，室温 293〜300 K，湿度 45-55 %の静

かな部屋で官能評価試験を実施した。官能評価は，パフを用いて左右半顔ずつ

に WET-PF と DRY-PF をそれぞれ塗布し，感触の評価項目のうち，「すべり

性」，および「しっとり感」について 5 段階（非常に低い 1 点⇔非常に高い 5

点）で相対的に検討した。評点は，評価者各人が試料ごとに付け，合計点から

その平均値を算出して官能評価スコアとした。 

 

6.2.2.3 物性評価 

 粉体層せん断力測定の PF への適用には，直径 15 mm の円柱状にくり抜いた

試料を用いた。PF の測定では，これまでに測定してきた原料粉体試料と比較し

て，PYL を取得する際の応力減衰過程（Fig. 3-5 の過程４）において垂直応力

が一気に低下した。これはセル内径の違いに起因するものと考えられる。すな

わち，15 mm 内径セルではこれまで用いてきた 43 mm 内径セルと比較して粉体

層面積が小さいため，同様の操作でも垂直応力の減衰速度が速かったものと考

えられる。その結果，垂直応力範囲が 0〜10 kPa では，PYL の近似直線をひく

ための十分なプロット数を得ることができなかった。そこで，PYL の直線領域

を考慮しつつ，近似直線を得るために十分なプロット数を 50 点に設定した。

内部摩擦係数 µi は，これまでと同様に算出した。せん断付着力 τc は，垂直応力

が 0 に達したときのせん断応力の実測値として得た。 

 

6.2.3 粉末状化粧品の耐衝撃性評価における微小粒子圧壊力測定の適用 

6.2.3.1 試料 

 Table 5-1 に示した 5 種類の化粧品用球状粒子 a〜e を 10 wt%含有するモデル
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PF（各々A〜E）を作製した。その他の構成成分としては，基材としてタルク

（TALC DS-63D，ハイドロゲンジメチコン 4 wt％処理，東色ピグメント社製）

を 80 wt%，バインダー成分としてシリコーンオイル（DOW CORNING TORAY 

SH200C FLUID 30CS，東レ・ダウコーニング社製）を 10 wt%添加した。ここ

で，タルクは色調に影響を与えない体質顔料に分類され，感触も良いことから

PF 基材として汎用される。化粧品分野で用いられるタルクは，粒子径 10 μm 程

度に粒子径制御された板状粉体で，アスペクト比（粒子の⻑径／粒子の厚み）

が比較的小さく圧縮成型性に優れる。球状粒子含有モデル PF の比較対照とし

て，球状粒子未配合のコントロール試料（球状粒子 10 wt%分はタルクに置き換

え）を作製した。以下に，各モデル PF 試料の作製方法を示す。まず，ヘンシ

ェルミキサー（日本コークス社製 FM5RC/I 類似の自社作製機，全容量 5 L）に

より，回転数 3300 rpm の条件で 2 分間混合処理した後，ミキサー壁面に付着し

た粉体を掻き落とした。この操作を 3 回繰り返した後，ハンマーミル（ラボミ

ル LM-05，不二パウダル社製）による解砕工程を経てバルク粉体（プレス充填

する前の PF 調製物）を得た。得られたバルク粉体を中皿（成型体面積 20 

cm2）に充填し，乾式プレス成型機（サーボショット半自動粉末成型機，南陽

社製）を用いてプレス荷重 4 kN→7 kN→3 kN の 3 段階圧縮条件により上記モデ

ル PF を得た。ここで，圧縮成型時に成型体にかかる最大圧力は 3.5 MPa と算

出される。本検討に用いた化粧品用球状粒子において，本圧力下での歪みは無

視できるほど小さく，圧縮成型による各粒子の破砕は起こらないものと考えら

れる。 
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6.2.3.2 耐衝撃性評価 

 上記モデル PF（A〜E），およびコントロール試料について，一般に化粧品業

界で耐衝撃性評価に用いられる落下試験を実施した。高さ 50 cm からポリアセ

タール製の落下面に対して，バルク粉体をプレス充填した中皿ごと水平に繰り

返し落下させ，ヒビや割れが生じなかった最大回数を落下強度とした。尚，試

料ごとに当該試験を 10 回試行し，その平均値を耐衝撃性スコアとした。 

 

6.2.3.3 物性評価 

 微小粒子圧壊力測定による粒子変形履歴解析では，一定の試験力を負荷した

後，試料台を元に戻す方向へ移動して除荷し，試料台あるいは圧子と，粒子とが

完全に離れるまで測定を続けた。各試料について，試験力を 0.5 mN, 1 mN, 2 

mN に規定して順次測定し，Eq. 6-1 に示すように最大歪み εmax に対する残留歪

み εres の割合を擬似永久歪み率 εppsr と定義した（Fig. 6-1）。 

 

εppsr = εres／εmax         (Eq.6-1) 

 

 

 ここで，最大歪みとは，規定試験力に達した際の最大の歪み値であり，残留歪

みとは，試料台あるいは圧子と，粒子とが完全に離れた直後の歪み値である。 
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Fig. 6-1 Schematic diagram of particle deformation historical analysis under the elastic 

region. Broken and solid lines represent the loading and unloading process, 

respectively. Maximum strain εmax is obtained as the strain value when constant 

compressive force is loaded. Residual strain εres is obtained on unloading state 

in the same operation. 

 

 

Fig. 6-2 Variation of μi values around the TiO2/SE ratio. 

Arrows represent the TiO2/SE ratio at which the evaluators felt the variation of  

smoothness. 
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6.3 結果と考察 

6.3.1 粉体混合系の感触特性評価への粉体層せん断力測定の適用 

 粉体層せん断力測定による感触特性評価法を，より実用的な利用へと拡大す

るために，まず混合粉体系における µi 値の混合比依存性を調査した。SE と

TiO2 の混合粉体において，TiO2/SE 混合比の増加に伴って µi 値の増加が観察さ

れた。また，µi 値のカーブは Fig. 6-2 に示すように直線的ではなく，矢印で示

した近辺 2 か所で僅かに弧を描いた。この µi 値の変化は，すべり性の官能評価

スコアの変化と一致した。すなわち，官能評価の評価者は，粉体層せん断力測

定結果と同じ混合比率においてすべり性の変化を感じたことを意味している。

この結果は，混合粉体においても，官能評価による感触特性を粉体層せん断力

測定で得られる物性値を用いて適切に評価できることを示唆するものである。 

 

6.3.2 粉末状化粧品の感触特性評価への粉体層せん断力測定の適用 

 WET-PF と DRY-PF の官能評価では，WET-PF は，すべり性としっとり感のい

ずれにおいても DRY-PF に比べて高い評価を得た。特に，次に示すようにしっ

とり感において顕著であった。WET-PF の官能評価スコアが 4.6 であったのに

対して，DRY-PF では 2.6 であった。 

 シンプルなセリサイトベースのファンデーションにおける SEM 観察の結

果，Fig. 6-3 に示すように，乾式成型法とは対照的に，湿式成型法で得られた

粉体粒子は一方向に配列して充填されていることが明らかとなった。つまり，

WET-PF と DRY-PF 間の感触特性の違いはこれらの特徴に起因しており，こう

した内部構造の差異を，粉体層せん断力測定で得られる µi 値と τc 値によって識

別することができることが明らかとなった（Table 6-2）。 
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Fig. 6-3 SEM images of a cross section of the SE-based foundations 

(a) Wet molding process, (b) Dry molding process 

 

 

Table 6-2 Physical properties of the powdery foundations 

 

 

6.3.3 粉末状化粧品の耐衝撃性評価における微小粒子圧壊力測定の適用 

6.3.3.1 擬似永久歪み率と耐衝撃性との相関性 

 Table 5-1 に示した化粧品用球状粒子 a〜e を含有するモデル PF（A〜E），お

よびコントロール試料について，PF の耐衝撃性スコアを算出した結果を Fig. 6-

4 に示す。 

 

a b 
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Fig. 6-4 Anti-shock score of model PF (A〜E) 

 

 

 結果を参照すると，コントロール試料と比較して，C，および E では，耐衝

撃性に大きな差異は認められなかったが，A，B，および D では，耐衝撃性が

低下する傾向が観察された。次に，各規定試験力下で測定した，上記球状粒子

a〜e の疑似永久歪み率 εppsr を Table 6-3 に示す。耐衝撃性スコアを横軸に，疑

似永久歪み率 εppsr を縦軸に，それぞれプロットし，両者の相関性を表したグラ

フを Fig. 6-5 に示す。ここで，各プロットに対して回帰直線を引くと，試験力

を 0.5 mN，および 1 mN に制御した系では，R2 ＞ 0.9 と非常に高い負の相関が

得られた。一方で，試験力を 2 mN に制御した系では，相関性が低下した。こ

れは，2 mN では全ての試料で降伏点を越えて塑性領域に移行し，弾性特性が

失われた結果と考えられる。 
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Table 6-3 Measured values of εppsr under the set compressive forces 

 
 

 

 

Fig. 6-5 Correlation between Anti-shock score of PF and εppsr of each sample particle 
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 以上，単一粒子特性である疑似永久歪み率と，粉体層（製剤）特性である耐

衝撃性との間に一定の相関性が認められたが，この現象について次のように考

察をおこなった。本実験の反復落下試験においては衝撃の負荷，除荷が繰り返

される。その際に負荷された圧力は，PF 下部に存在する粉体から順次上部へと

伝播する。一方で，本検討に使用した各種球状粒子はいずれも塑性粒子に分類

されるが，圧縮初期の低応力範囲内において，εppsr の小さい粒子は比較的，弾

性的な性質を示す。このため，落下時に一時的に負荷が加わっても，歪みを解

消しながら PF を構成する他粒子へ圧力を分散することができ，粉体層内部構

造の欠陥が生じにくいものと推察した。これに対し，εppsr の大きい粒子は，落

下時の負荷による歪みを解消できず，PF 構造体中で局所的な欠陥が蓄積した結

果，内部構造が不均一となり落下強度の低下につながったものと考えられる。 

 

6.4 結言 

 粉末状化粧品の感触特性や実用的な特性評価法の確立を目的として，粉体混

合系やパウダーファンデーション成型体の特性評価に，粉体層せん断力測定，

および微小粒子圧壊力測定を適用した結果，以下の結論を得た。 

（１）混合比率の異なるセリサイトと微粒子酸化チタンの混合粉体系にお

いて，官能評価で得られた「すべり性」と，内部摩擦係数 μi との間に一

定の相関性が示唆された。 

（２）成型プロセスの異なるパウダーファンデーション成型体における粉

体層せん断力測定の適用においては，乾式成型体と比較して湿式成型体で

内部摩擦係数 μi が小さく，せん断付着力 τc が大きく算出され，官能評価

結果とも一致する結果が得られた。 

（３）単一球状粒子の圧縮変形履歴解析で得られる疑似永久歪み率 εppsr に
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より，当該球状粒子を含有するモデルパウダーファンデーション成型体の

耐衝撃性を評価できることが示唆された。 

 

6.5 使用記号 

R2 : coefficient of determination [–] 

µi : internal friction coefficient [–] 

σ : normal stress [kPa] 

τ : shear stress [kPa] 

τc : shearing cohesion [kPa] 

εmax : maximum strain [–] 

εres : residual strain [–] 

εppsr : pseudo-permanent strain ratio [–] 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 7 章 結 論 
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第 7 章 

 

結 論 

 

 メイクアップ化粧品の各種機能に対するユーザーの要求や期待が高まり，高

機能，かつ多機能な化粧品が求められるなかで，粉体原料自体が有する特性に依

存した製剤開発は限界を迎えつつある。このような背景のもと，例えばパウダー

ファンデーション製剤においては，感触特性の向上を目的として，新規成型プロ

セス開発が検討され，実用化されている。また，粉体原料自体の機能性向上を目

的として，様々な表面処理方法が提案されてきた。さらには，二種以上の機能性

を併せ持つ多機能な粉体原料開発を目的として，複合化技術が発展してきた。こ

のような高機能，多機能性の粉体原料開発にあたっては，各特性の適切な評価方

法が必要不可欠である。こうした粉体原料に求められる代表的な機能として，光

学特性や感触特性が挙げられる。前述のように，前者の物理的特性評価機器を用

いた特性評価法は比較的体系化されている一方で，後者の感触特性評価に関し

ては，従来官能試験に頼っており，特に粉体に関する客観的評価手法は確立され

ていなかった。 

 本研究では，粉体原料の感触特性における客観的評価手法を確立し，新規機能

性粉体の開発における設計指針として利用することを目的として，官能評価で

得られる感触特性と，粉体層せん断力測定装置，および微小粒子圧壊力測定装置

で得られる物性指標との相関性を調査検討した。また，粉体原料だけでなく，よ

り実用的な利用に展開することを目的として，パウダーファンデーション製剤

に本評価法を適用することを試みた。 
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 第 2 章では，粉砕分散工程と噴霧乾燥工程を組み合わせ，酸化鉄と酸化チタ

ンをセリサイト表面へ固着，複合化することで，紫外光領域から可視光領域にわ

たり特徴的な反射スペクトルを有する機能性粉体の開発を試みた。その結果，

UV-A〜UV-B 領域にわたる広範囲な紫外線防御効果，および感触特性に加えて，

明度変化の抑制，⾚みの上昇により，健康的で若々しい印象の肌色を演出する機

能性粉体が得られた。また，セリサイトスラリーに対して，酸化チタンスラリー，

および酸化鉄スラリーを順次添加した実験系では，複合粉体における酸化チタ

ンと酸化鉄の分散状態が非常によく，紫外光領域での防御効果，および可視光領

域での透明性を最大限に引き出せることが分かった。一方で，粒子複合化による

感触特性の優位性を客観的に評価するには至っておらず，最適条件の模索には

課題が残った。 

 第 3 章では，5 種類の代表的な化粧品用粉体に粉体層せん断力測定を適用し，

各粉体における粉体層破壊包絡線 PYL の詳細な解析をおこない，内部摩擦係数

μi，およびせん断付着力 τc を算出した。これらの物性指標と，官能試験で得られ

た「すべり性」，および「しっとり感」との相関性を調査した。その結果，μi と

「すべり性」，τc と「しっとり感」にそれぞれ相関性が示唆された。また，従来

の表面摩擦測定と比較して，精度よく感触特性を評価できることが明らかとな

った。さらに，組成同一の複合粉体と混合粉体の上記物性指標を比較すると，前

者の方が感触特性に優れることが明らかとなり，粒子複合化の優位性を客観的

に評価することが可能となった。 

 第 4 章では，処理剤や処理濃度の異なる化粧品用表面処理粉体に，第３章で

検討した粉体層せん断力測定による客観的評価法を適用し，表面処理といった

化学的処理によって付与された粉体感触の特性評価を試みた。その結果，シリコ

ーン系やフッ素系，およびアミノ酸系といった代表的な各処理剤の感触特徴を，
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本測定法で得られる物性指標を用いて定性的に評価できることが明らかとなっ

た。また，処理濃度の異なるアミノ変性シリコーン処理セリサイトに本測定法を

適用した結果，官能試験による感触評価結果と高い相関性を示し，本測定法を定

量的な解析にも利用できることが明らかとなった。さらに，本測定法において，

粉体圧密後の応力緩和工程で得られる応力緩和率 σsrr と，粉体の「柔らかさ」と

の間に一定の相関性が示唆され，評価できる感触特性の適用範囲が拡大された。 

 第 5 章では，5 種類の代表的な化粧品用球状粉体に微小粒子圧壊力測定を適用

し，各粒子における圧縮変形特性の詳細な解析をおこない，応力―歪み曲線上の

変曲点を降伏点として，見かけのヤング率 Ey を定義した。各粉体について Ey を

算出し，官能試験で得られた「柔らかさ」との相関性を調査した。その結果，両

者に非常に高い相関性が示唆された。また，非架橋型，および架橋型 PMMA 粒

子においては，前者で Ey が低く算出され，官能試験結果とも一致した。すなわ

ち本評価法によれば，一部化学構造の異なる原料における微妙な感触の差異を

区別できることが示唆された。さらに，多孔性，および中実セルロース粒子の評

価においては，その形態的特徴が応力―歪み曲線上で精度よく検出され，形態制

御に基づく「柔らかさ」の評価にも本測定法を適用できることが明らかとなった。 

 第 6 章では，第３章から第５章にかけて検討をおこなってきた，粉体層せん

断力測定，および微小粒子圧壊力測定による粉体原料特性の客観的評価手法を，

粉体混合系やパウダーファンデーション製剤の特性評価に適用し，より実用的

な利用へと適用範囲を拡大することを試みた。その結果，粉体層せん断力測定で

得られる各物性指標による感触特性の評価は，上記粉体混合系や製剤系にも適

用可能であることが明らかとなった。また，成型プロセスの異なる同一組成のパ

ウダーファンデーション製剤の評価においては，乾式成型体と比較して湿式成

型体で内部摩擦係数 μi が小さく，せん断付着力 τc が大きく算出され，官能評価
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結果とも一致する結果が得られた。さらに，微小粒子圧壊力測定による単一球状

粒子の評価では，圧縮変形履歴解析で得られる疑似永久歪み率 εppsr により，当該

球状粒子を含有するモデルパウダーファンデーション成型体の耐衝撃性を評価

できることが明らかとなった。 

 このように本研究では，粉体工学的アプローチにより，粉体の各種感触特性を

客観的に評価することを試みた。すなわち，粉体層せん断力測定や微小粒子圧壊

力測定といった，粉体の基礎物性評価に特化した測定法を化粧品用粉体に適用

することで，官能試験における感触特性との相関性を検証した。人が知覚する粉

体の感触は，粉体と皮膚，粉体間といった層間における摩擦特性や付着特性の総

合として得られるものと考えられるが，本研究では，粉体の基礎物性が感触特性

と直接的に相関することを示した。これは，実際に粉体を肌に塗布する際には，

肌上に粉体層が幾重にも積み重ねられている中で，粉体−肌間の接触面が一層

であるのに対して，粉体間では幾層にも渡ることから，感触特性に与える影響は

後者の方がはるかに大きいことに起因すると考えられる。 

 本研究で開発を試みた感触特性の客観的評価手法は，摩擦特性や付着特性，圧

縮特性といった粉体特有の基礎物性に着目して，人が知覚する感触特性との相

関性を検証したものであり，学術的に価値があるものと考えられる。また本法は，

粉体原料のみならず製剤の各種特性評価にも応用できることが示唆されており，

工業的，実用的側面からも非常に有意義な測定手法であると考えられる。 

 今後，より高機能，かつ多機能な機能性粉体の開発における設計指針として，

本評価手法で得られる各種特性指標が活用され，開発促進につながることを期

待したい。 
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