
海にも優しい日焼け止め 

~ KEEP THE SEA CLEAN ~ 

福岡県立鞍手高等学校理数科 生物班 

石矢琉奈 岩濱叶佳 菊武璃子 仲村柊二 前田玲雄 

 

要旨 

日焼け止めが海水にとけることで、海洋汚染が起こることを知り、海をきれいに保つた

め、水に溶けない海にも優しい手作りの日焼け止めの調製を試みた。結果、水で落ちにく

く、海洋汚染の原因の１つとなる物質を含まない日焼け止めを作ることができた。また、

水で落ちにくいため海洋汚染を防ぐことができる。 

 

１．研究の動機 

現在、日焼け止めが海水に溶けることに

よる海洋汚染が世界規模で問題視されてい

る。日焼け止めに含まれている「オキシベ

ンソン」と「オクチノキサート」などいう

成分が、海洋汚染を引き起こしていること

を知り、それらを含まず身近なもので日焼

け止めを作りたいと考え、実験を行った。 

 

２．材料と方法 

《 材料 》 

オリーブオイル、ミツロウ、ココナッツ

オイル、酸化亜鉛、精製水、グリセリン 

《 実験器具 》 

UV ライト、透明の下敷き、紫外線測定

器 

《 方法 》 

透明の下敷きに日焼け止めを塗り、その

下に紫外線測定器を置き、下敷きの上から

UV ライトで照らし、測定器の数値(UV 値)

を記録した(図１)。 

 

 

 図１ UV 値の計測の様子 

 

３．実験 

実験 0 UV ライトの UV 値と市販の日焼

け止めの UV 値の計測 

《 実験方法 》 

下敷きにはなにも塗らず、UV ライトを

当て UV 値(μW・sec/cm2)を計測した。 

また、下敷きに市販の日焼け止めを塗り、

UV ライトを当て UV 値を計測した。 

《 結果 》 

UV 値は以下のとおりである。 

日焼け止めなし、560μW・sec/cm2、 

市販の日焼け止め、50μW・sec/cm2 

 

 



 

実験 1－1 手作りの日焼け止めを作り UV

値の計測 

基準となる手作り日焼け止め A を作っ

た。まずビーカーに酸化亜鉛以外の材料を

すべて入れた。物質同士が化合するまで湯

煎し、その後均一になるまでよく混ぜた。

その後、酸化亜鉛を加えさらに混ぜた。よ

く混ぜたら湯煎からおろして、数分放置し

た後、別の容器にいれ、一週間置き実験を

行った。 

《 実験方法 》 

実験 0と同様に、A を下敷きに塗り、UV

ライトを当て UV 値を計測した。 

《 結果 》 

UV 値は 50μW・sec/cm2であった。 

このことから、紫外線を防ぐ効果が見られ

た。 

 

実験 1－2 分量を変えて UV 値の計測 

実験 1ー1より、どの材料が紫外線を防げ

るのかを調べるため、ミツロウの分量を A

の 2倍にした日焼け止め B と、酸化亜鉛の

分量を A の 2倍にした日焼け止め C を作

った。 

《 実験方法 》 

実験 0と同様に、手作り日焼け止めを下敷

きに塗り、UV ライトを当て UV 値を計測

した。 

《 結果 》 

UV 値は、B が 50μW・sec/cm2、 

C が 40μW・sec/cm2であった。 

このことから、酸化亜鉛が紫外線を防ぐこ

とが分かった。また、酸化亜鉛は日焼け止

めの成分として使用する際には、健康に悪

影響を及ぼす危険性はほぼない。 

 

実験 2－1 酸化亜鉛の分量を変えて UV 値

の計測① 

実験 1－2より、完全に紫外線を防ぐ分量

を見つけるため、酸化亜鉛の分量を 10倍

K、20倍 L にして実験を行った。 

《 実験方法 》 

実験 0と同様に、手作り日焼け止めを下敷

きに塗り、UV ライトを当て UV 値を計測

する。 

《 結果 》 

UV 値は K、L ともに 0μW・sec/cm2であ

った。 

《 考察 》 

完全に紫外線を防ぐことはできたが、酸化

亜鉛の影響で、日焼け止めの塗り心地はあ

まり良くなかったので、塗り心地を良くす

るため、酸化亜鉛の分量をなるべく少なく

して紫外線を防げる日焼け止めを作りたい

と考え、次の実験を行った。 

 

実験 2－2 酸化亜鉛の分量を変えて UV 値

の計測② 

酸化亜鉛の分量が 3~9 倍のもの D~J を作

る。 

《 実験方法 》 

実験 0と同様に、手作り日焼け止めを下敷

きに塗り、UV ライトを当て UV 値を計測

する。 

《 結果 》 

UV 値は、D が 35μW・sec/cm2、 

E が 30μW・sec/cm2、 

F が 25μW・sec/cm2、 

G が 20μW・sec/cm2、 

H が 15μW・sec/cm2、 

I が 10μW・sec/cm2、 

J が 5μW・sec/cm2であった。 



 

《 考察 》 

紫外線を防ぐのに最適な酸化亜鉛の分量

は、A の 10倍だとわかった。酸化亜鉛を

含む日焼け止めは水に流れにくいため、水

質汚濁を防ぐことに繋がるのではないかと

考えた。しかし、酸化亜鉛の分量を増やす

につれ肌なじみが悪く、白浮きするという

ことがわかった。 

 

実験 3  肌なじみの改善 

化粧水の成分でもあるグリセリンを使っ

て日焼け止めの塗り心地を高める。 

《 実験方法 》 

実験 2で作った日焼け止め C～J に精製

水とグリセリンを 10対 1の割合で混ぜた

混合液を 10滴入れる。 

《 結果 》 

混合液を入れる前に比べると肌なじみの

悪さと白浮きは改善された。また、水で洗

い流しても落ちにくいという点は変わらな

かった。 

４．結果と考察 

これらの実験から、「オキシベンソン」

と「オクチノキサート」などを使わずに身

近なもので日焼け止めをつくることができ

た。日焼け止めの効果を高める成分は、酸

化亜鉛であった。酸化亜鉛の分量を増やす

ことで、水に流れにくくなり海で使用して

も水を汚さないため、水質汚濁を防ぐこと

に繋がるのではないかと考えた。 

試験項目 
UV 値 

(μW・sec/cm2) 

何も塗らない  560 

スキンアクア 

(市販の日焼け止め) 
50 

手作り日焼け止め(A) 50 

みつろう 2倍(B) 50 

酸化亜鉛 2倍(C) 40 

酸化亜鉛 3 倍(D) 35 

酸化亜鉛４倍(E) 30 

酸化亜鉛 5倍(F) 25 

酸化亜鉛 6倍(G) 20 

酸化亜鉛 7倍(H) 15 

酸化亜鉛 8倍(I) 10 

酸化亜鉛 9倍(J) 5 

酸化亜鉛 10倍(K) 0 

酸化亜鉛 20倍(L) 0 

 

５．今後の展望 

水に溶けにくいことで、海の水質汚濁防

止に繋がる。また、酸化亜鉛の分量を増や

すことで紫外線を防ぐ効果は高まるが、同

時に肌なじみが悪くなる。そこで、グリセ

リンを入れることで少しは肌なじみの悪さ

は改善されたため、添加量や比率を変え、

肌なじみがよく紫外線を防ぐ効果もあり、

洗顔料で洗い落とせる手作り日焼け止めの

開発を重ねていきたい。 
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