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〈教育セミナー〉
シワのサイエンス〜成因から改善アプローチまで〜

サンスクリーン製品によるシワの予防
松江浩二

The Prevention of the Wrinkles by the Sunscreen Product
Kohji MATSUE
Abstract
The protection against both of UVA and UVB is necessary for the prevention of the wrinkles of the photoaging. And,
the always UV protection is also necessary for the prevention of photoaging. When we consider the UV protection on daily
life, the protection against UVA is very important. We should develop the sunscreen formulation which has higher protection
against UVA and which can be used habitually and easy. And then, we tell the information of ultraviolet radiation and the appropriate usage of the sunscreen product to consumers.
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Table 1.

The UVAPF value and the labeled PA grade.
UVAPF

Protection grade

2 or more but less than 4
4 or more but less than 8
8 or more but less than 16
16 or more

PA+
PA++
PA+++
PA++++
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