
JP 2010-26521 A 2010.2.4

10

(57)【要約】
【課題】眼科エレメントを提供すること。
【解決手段】いくつかの非限定的実施形態は、眼科エレメントまたは基板の少なくとも一
つの外表面の少なくとも一部分の上に、透過電磁波を偏光させるようになされた少なくと
も部分的な被膜を含む眼科エレメントおよびデバイスを提供する。さらに、非限定的実施
形態によれば、透過電磁波を偏光させるようになされた少なくとも部分的な被膜は、少な
くとも一つの少なくとも部分的に整列させた二色性物質を含む。本開示の別の非限定的実
施形態は、眼科エレメントまたは基板の少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分の上
に、透過電磁波を偏光させるようになされた少なくとも部分的な被膜を形成させる工程を
包含する眼科エレメントおよびデバイスの製造法を提供する。光学エレメントおよびデバ
イスならびにそれらの製造法も開示されている。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
本明細書に記載の眼科エレメント。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願）
　該当なし。
【０００２】
　（連邦政府が資金提供した研究または開発）
　該当なし。
【０００３】
　（配列リストへの参照）
　該当なし。
【背景技術】
【０００４】
　（背景）
　偏光眼科デバイス、たとえば偏光サングラスは、ここに挙げる例に限定されるものでは
ないが、たとえば舗装道路、水、雪など、さまざまな表面からの光の反射によるまぶしさ
を緩和することができ、これによりまぶしい状況下での視力が高められる。それゆえ、偏
光眼科デバイスは、反射光によるまぶしさが障害となりうるスポーツやその他の屋外活動
に使用する観点から関心が高まってきている。
【０００５】
　従来の眼科デバイス用偏光フィルターは、延伸またはその他の方法で配向させ、ヨウ素
発色団または二色性染料を含浸させたポリマー材料のシートまたは層で作られている。た
とえば、通常の眼科デバイス用偏光フィルターを作製する一つの方法は、まず、ポリビニ
ルアルコール（「ＰＶＡ」）のシートまたは層を加熱してＰＶＡを軟らかくし、それから
そのシートを延伸してＰＶＡポリマー鎖を配向させることである。このあと、ヨウ素発色
団または二色性染料をシートに含浸させてヨウ素または染料分子を整列されたポリマー鎖
（ａｌｉｇｎｅｄ　ｐｏｌｙｍｅｒ　ｃｈａｉｎ）に結合させて、特定の秩序（ｏｒｄｅ
ｒ）または整列（ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）をとらせる。別の方法では、ヨウ素発色団または
二色性物質をまずＰＶＡシートに含浸させ、それから該シートを、上と同様に、加熱、延
伸してＰＶＡポリマー鎖および会合ヨウ素発色団または染料分子を配向させる。
【０００６】
　ヨウ素発色団および二色性染料は、二色性物質であって、透過電磁波の二つの直交する
面偏光成分の一方を、他方より強く吸収する。二色性物質は透過電磁波の二つの直交する
面偏光成分の一方を優先的に吸収するが、二色性物質分子の位置または配置が正しくない
と、正味の透過電磁波はほとんど偏光されないことになる。すなわち、二色性物質分子が
規則性のない配置（ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ）をとると、個々の分子による選択的吸収が
互いに打ち消されてしまい、正味の、すなわち全体としての偏光効果は現れないことにな
る。しかし、二色性物質分子をＰＶＡシートの配向ポリマー鎖内部の適切な位置に配置す
れば、正味の偏光を実現することができる。すなわち、透過電磁波を偏光させるＰＶＡシ
ートを作ることができる。言い換えれば、偏光フィルターを作ることが可能となる。本明
細書で使用する「偏光させる」という用語は、光波の電場ベクトルの振動を一方向に限定
することを意味する。
【０００７】
　このような偏光ポリマーシートのフィルターを使用して、偏光眼科デバイスを作製する
一つの方法は、レンズ基板の凸外表面にフィルターを積層させるか接着する方法である。
通常の偏光ポリマーシートフィルターを使用してレンズを作る別の方法は、レンズ成形型
の表面に偏光シートを内張りし、それからその成形型に基板材料を充填する方法である。
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その際、成形型から取り出したとき、偏光シートはレンズ表面にあるようにする。さらに
別の方法では、レンズ構造体自身にフィルターが組み込まれる。たとえば、二つの基板の
間にフィルターを積層させ、それから両基板を合体させるか、フィルターの周囲に基板材
料を流し込むことによって、フィルターをレンズ構造体の中に組み込む。流し込み法の場
合は、偏光フィルターを成形型の中に置き、それから、基板材料、典型的には熱硬化性プ
ラスチックモノマーを成形型に充填し、基板材料が偏光フィルターの周辺を囲むようにし
てカプセル化することができる。このあと基板材料を硬化させてレンズを作製する。
【０００８】
　さらに、転写ホイル（ｔｒａｎｓｆｅｒ　ｆｏｉｌ）の放出層コンポーネント上に選択
的配向性を示す線状光重合性材料フィルムを形成して偏光層を作製する方法も知られてい
る。このあと、作製した線状光重合性材料に、二色性染料を含む液晶ポリマー材料を付与
し、それから液晶ポリマー鎖を整列（ａｌｉｇｎ）させることができる。二色性染料は液
晶ポリマー内に包含されるため、液晶ポリマー鎖を整列させれば、二色性染料も整列（ａ
ｌｉｇｎ）し、その結果、正味の偏光効果を実現することができる。そこで、偏光層は、
たとえば高温スタンプ法（ｈｏｔ　ｓｔａｍｐｉｎｇ）によって、転写ホイルから適当な
基板に転写することができる。
【０００９】
　液晶物質を使用して偏光シートまたは偏光層を作製するその他の方法も知られている。
たとえば、二色性染料を含む配向サーモトロピック液晶フィルムから作製される偏光シー
トが開示されている。さらに、ポリマー主鎖の一部として共有結合させた二色性染料を含
む液晶ポリマーを押し出し成形して作製される偏光シートも開示されている。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、例えば以下の項目を提供する。
（項目１）
少なくとも透過電磁波を、眼科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分
で偏光させるようになされた少なくとも部分的な被膜を具備する眼科エレメント。
（項目２）
矯正レンズ、非矯正レンズおよびルーペの中から選択される、項目１に記載の眼科エレメ
ント。
（項目３）
色つきでない眼科エレメント、色つき眼科エレメント、フォトクロミック眼科エレメント
、および色つきフォトクロミック眼科エレメントの中から選択される、項目１に記載の眼
科エレメント。
（項目４）
前記少なくとも透過電磁波を偏光させるようになされた少なくとも部分的な被膜が、少な
くとも透過可視光を偏光させるようになされている、項目１に記載の眼科エレメント。
（項目５）
前記少なくとも透過電磁波を偏光させるようになされた少なくとも部分的な被膜が、透過
可視光と透過紫外線とを偏光させるようになされている項目１に記載の眼科エレメント。
（項目６）
前記少なくとも透過電磁波を偏光させるようになされた少なくとも部分的な被膜が、少な
くとも一つの二色性物質を含む、項目１に記載の眼科エレメント。
（項目７）
前記少なくとも一つの二色性物質の吸収比が、２～３０の範囲にある、項目６に記載の眼
科エレメント。
（項目８）
前記少なくとも一つの二色性物質の吸収比が、少なくとも３である、項目６に記載の眼科
エレメント。
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（項目９）
前記少なくとも一つの二色性物質の吸収比が、少なくとも５である、項目６に記載の眼科
エレメント。
（項目１０）
前記少なくとも一つの二色性物質の吸収比が、少なくとも７である、項目６に記載の眼科
エレメント。
（項目１１）
前記少なくとも一つの二色性物質の吸収比が、少なくとも１０である、項目６に記載の眼
科エレメント。
（項目１２）
前記少なくとも一つの二色性物質が、アゾメチン、インジゴイド、チオインジゴイド、メ
ロシアニン、インダン類、キノナフタロン系染料、ペリレン類、フタロペリン類、トリフ
ェノジオキサジン類、インドロキノキサリン類、イミダゾ－トリアジン類、テトラジン類
、アゾ染料、（ポリ）アゾ染料、ベンゾキノン類、ナフトキノン類、アントラキノンおよ
び（ポリ）アントラキノン、アントラピリミジノン類、ヨウ素およびヨウ素酸塩の中から
選択される、項目６に記載の眼科エレメント。
（項目１３）
前記少なくとも一つの二色性物質が、アゾ染料、（ポリ）アゾ染料、アントラキノンおよ
び（ポリ）アントラキノンの中から選択される、項目６に記載の眼科エレメント。
（項目１４）
前記少なくとも一つの二色性物質が、重合可能な二色性物質である、項目６に記載の眼科
エレメント。
（項目１５）
前記少なくとも透過電磁波を偏光させるようになされた少なくとも部分的な被膜が、第一
の吸収比を有する第一二色性物質と、該第一吸収比とは異なる第二の吸収比を有する第二
二色性物質とを含む、項目１に記載の眼科エレメント。
（項目１６）
前記少なくとも透過電磁波を偏光させるようになされた少なくとも部分的な被膜が、少な
くとも一つの二色性物質と、一つの異方性物質とを含む、項目１に記載の眼科エレメント
。
（項目１７）
前記異方性物質が、液晶ポリマー、液晶プレポリマーおよび液晶モノマーの中から選択さ
れる液晶物質である、項目１６に記載の眼科エレメント。
（項目１８）
前記液晶物質が、架橋性液晶物質である、項目１７に記載の眼科エレメント。
（項目１９）
前記液晶物質が、光架橋性液晶物質である、項目１８に記載の眼科エレメント。
（項目２０）
前記異方性物質が、アクリレート、メタクリレート、アリル、アリルエーテル、アルキン
、アミノ、酸無水物、エポキシド、ヒドロキシド、イソシアネート、ブロック化イソシア
ネート、シロキサン、チオシアネート、チオール、尿素、ビニルおよびビニルエーテルの
中から選択される少なくとも一つの官能基を有する液晶物質である、項目１６に記載の眼
科エレメント。
（項目２１）
前記異方性物質の少なくとも一部分が、全体的方向（ｇｅｎｅｒａｌ　ｄｉｒｅｃｔｉｏ
ｎ）に、少なくとも部分的に秩序付けられており（ｏｒｄｅｒｅｄ）（すなわち、少なく
とも部分的に秩序ある配列を有し）、そして前記少なくとも一つの二色性物質の少なくと
も一部分が、少なくとも部分的に秩序付けられた異方性物質（すなわち、該少なくとも部
分的に秩序ある配列を有する異方性物質）（ｏｒｄｅｒｅｄ　ａｎｉｓｏｔｏｒｏｐｉｃ
　ｍａｔｅｒｉａｌ）の少なくとも一部分と、少なくとも部分的に整列される（ａｌｉｇ
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ｎｅｄ）、項目１６に記載の眼科エレメント。
（項目２２）
前記少なくとも一つの二色性物質の少なくとも一部分の長軸が、前記少なくとも部分的に
秩序ある配列を有する異方性物質の全体的方向とほぼ平行となるように、少なくとも一つ
の二色性物質の少なくとも一部分を少なくとも部分的に整列させる（ａｌｉｇｎｅｄ）、
項目２１に記載の眼科エレメント。
（項目２３）
前記少なくとも部分的に整列した少なくとも一つの二色性物質の少なくとも一部分が、前
記異方性物質に結合している、項目２１に記載の眼科エレメント。
（項目２４）
前記電磁波を偏光させるようになされた少なくとも部分的な被膜が、さらに、少なくとも
一つのフォトクロミック物質を含む、項目１６に記載の眼科エレメント。
（項目２５）
前記少なくとも一つのフォトクロミック物質が、ピラン類、オキサジン類、フルギド、フ
ルギミド類、およびジチゾン酸金属塩の中から選択される、項目２４に記載の眼科エレメ
ント。
（項目２６）
前記少なくとも一つのフォトクロミック物質が、金属酸化物をカプセル化したフォトクロ
ミック物質である、項目２４に記載の眼科エレメント。
（項目２７）
前記電磁波を偏光させるようになされた少なくとも部分的な被膜が、さらに、フォトクロ
ミック物質の混合物を含む、項目１６に記載の眼科エレメント。
（項目２８）
前記少なくとも透過電磁波を偏光させるようになされた少なくとも部分的な被膜が、さら
に、染料、配列促進剤、速度促進剤、光開始剤、溶媒、光安定剤、熱安定剤、離型剤、粘
性調整剤、レベリング剤、フリーラジカル・スカベンジャーおよび接着促進剤の中から選
択される少なくとも一つの添加物を含む、項目１６に記載の眼科エレメント。
（項目２９）
前記少なくとも部分的な被膜が、少なくとも部分的に秩序ある配列を有する液晶物質（ｏ
ｒｄｅｒｅｄ　ｌｉｑｕｉｄ　ｃｒｙｓｔａｌ　ｍａｔｅｒｉａｌ）と、少なくとも一つ
の少なくとも部分的に整列させた二色性物質（ａｌｉｇｎｅｄ　ｄｉｃｈｒｏｉｃ　ｍａ
ｔｅｒｉａｌ）とを含む、項目１に記載の眼科エレメント。
（項目３０）
前記少なくとも透過電磁波を偏光させるようになされた少なくとも部分的な被膜の少なく
とも一部分と、前記眼科エレメントの前記少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分と
の間に、さらに、少なくとも一つの少なくとも部分的なプライマー膜を含む、項目１に記
載の眼科エレメント。
（項目３１）
さらに、フォトクロミック膜、反射防止膜、中間移行膜、プライマー膜、および保護膜の
中から選択される、少なくとも一つの追加的な、そして少なくとも部分的な被膜を、前記
眼科エレメントの少なくとも一部分の上に含む、項目１に記載の眼科エレメント。
（項目３２）
前記少なくとも一つの追加的な、そして少なくとも部分的な被膜が、前記電磁波を偏光さ
せるようになされた少なくとも部分的な被膜の少なくとも一部分の上にある、項目３１に
記載の眼科エレメント。
（項目３３）
前記電磁波を偏光させるようになされた少なくとも部分的な被膜が、前記眼科エレメント
の第一外表面の少なくとも一部分の上にあり、そして前記少なくとも一つの追加的な、そ
して少なくとも部分的な被膜が、該眼科エレメントの第二外表面の少なくとも一部分の上
にあり、かつ該眼科エレメントの該第一外表面が、該眼科エレメントの該第二外表面に対
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して反対側にある、項目３１に記載の眼科エレメント。
（項目３４）
少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分の上に、少なくとも一つの配向機構と、該少
なくとも一つの配向機構の少なくとも一部分の上に、少なくとも透過電磁波を偏光させる
ようになされた少なくとも部分的な被膜と、を含む眼科エレメント。
（項目３５）
前記少なくとも一つの配向機構が、第一の配置を持つ第一の配列領域と、該第一配列領域
に隣接する少なくとも一つの第二配列領域とを含み、該少なくとも一つの前記第二配列領
域が、該第一配置とは異なる第二配置を有する、項目３４に記載の眼科エレメント。
（項目３６）
前記少なくとも一つの配向機構が、少なくとも部分的な被膜の少なくとも一つを含み、か
つ前記被膜が、少なくとも部分的に秩序ある配列を有する配列媒体（ｏｒｄｅｒｅｄ　ａ
ｌｉｇｎｍｅｎｔ　ｍｅｄｉｕｍ）と、少なくとも部分的に延伸したポリマーシートと、
少なくとも部分的に処理した表面とを含む、項目３４に記載の眼科エレメント。
（項目３７）
前記配向機構が、少なくとも部分的な被膜を複数個含み、該被膜が、少なくとも部分的に
秩序ある配列を有する配列媒体を含む、項目３４に記載の眼科エレメント。
（項目３８）
少なくとも一つの配向機構が、少なくとも一つの少なくとも部分的な被膜を含み、かつ該
被膜が、光配向性物質、ラビング配向性物質および液晶物質の中から選択される少なくと
も部分的に秩序ある配列を有する配列媒体を含む、項目３４に記載の眼科エレメント。
（項目３９）
前記配列媒体が、液晶ポリマー、液晶プリポリマーおよび液晶モノマーから選択される液
晶物質である、項目３８に記載の眼科エレメント。
（項目４０）
前記液晶物質が、架橋性液晶物質である、項目３９に記載の眼科エレメント。
（項目４１）
前記液晶物質が、光架橋性液晶物質である項目４０に記載の眼科エレメント。
（項目４２）
前記配列媒体が、アクリレート、メタクリレート、アリル、アリルエーテル、アルキン、
アミノ、酸無水物、エポキシド、ヒドロキシド、イソシアネート、ブロック化イソシアネ
ート、シロキサン、チオシアネート、チオール、尿素、ビニルおよびビニルエーテルの中
から選択される少なくとも一つの官能基を有する液晶物質である、項目３８に記載の眼科
エレメント。
（項目４３）
前記配列媒体が、光配向性物質である、項目３８に記載の眼科エレメント。
（項目４４）
前記光配向性物質が、アゾベンゼン誘導体、ケイ皮酸誘導体、クマリン誘導体、フェルリ
ン酸誘導体、およびポリイミドの中から選択される光配向性ポリマー網目構造である、項
目４３に記載の眼科エレメント。
（項目４５）
前記配列媒体が、ラビング配向性物質である項目３８に記載の眼科エレメント。
（項目４６）
前記ラビング配向性物質が、（ポリ）イミド、（ポリ）シロキサン、（ポリ）アクリレー
ト、および（ポリ）クマリン類から選択される、項目４５に記載の眼科エレメント。
（項目４７）
前記少なくとも一つの配向機構が、ポリビニルアルコールの少なくとも部分的に延伸した
シートを含む、項目３４に記載の眼科エレメント。
（項目４８）
前記少なくとも部分的に処理した表面が、少なくとも部分的に摩擦した表面と、少なくと



(7) JP 2010-26521 A 2010.2.4

10

20

30

40

50

も部分的にエッチングした表面から選択される、項目３４に記載の眼科エレメント。
（項目４９）
前記少なくとも透過電磁波を偏光させるようになされた少なくとも部分的な被膜が、少な
くとも透過可視光を偏光させるようにされている項目３４に記載の眼科エレメント。
（項目５０）
前記少なくとも透過電磁波を偏光させるようになされた少なくとも部分的な被膜が、少な
くとも一つの二色性物質を含む、項目３４に記載の眼科エレメント。
（項目５１）
前記少なくとも一つの二色性物質の吸収比が、少なくとも３である、項目５０に記載の眼
科エレメント。
（項目５２）
前記少なくとも一つの二色性物質の吸収比が、少なくとも５である、項目５０に記載の眼
科エレメント。
（項目５３）
前記少なくとも一つの二色性物質の吸収比が、少なくとも７である、項目５０に記載の眼
科エレメント。
（項目５４）
前記少なくとも一つの二色性物質の吸収比が、少なくとも１０である、項目５０に記載の
眼科エレメント。
（項目５５）
前記少なくとも一つの二色性物質が、アゾメチン、インジゴイド、チオインジゴイド、メ
ロシアニン、インダン類、キノナフタロン系染料、ペリレン類、フタロペリン類、トリフ
ェノジオキサジン類、インドロキノキサリン類、イミダゾ－トリアジン類、テトラジン類
、アゾ染料、（ポリ）アゾ染料、ベンゾキノン類、ナフトキノン類、アントラキノンおよ
び（ポリ）アントラキノン、アントラピリミジノン類、ヨウ素およびヨウ素酸塩の中から
選択される、項目５０に記載の眼科エレメント。
（項目５６）
前記少なくとも一つの二色性物質が、重合可能な二色性物質である、項目５０に記載の眼
科エレメント。
（項目５７）
前記少なくとも一つの配向機構が、全体的方向を有する少なくとも一つの配列領域を有し
、前記少なくとも一つの二色性物質の少なくとも一部分の長軸と、該配向機構の該少なく
とも一つの配列領域の全体的方向とが平行であるように、該少なくとも一つの二色性物質
の少なくとも一部分が少なくとも部分的に整列されている、項目５０に記載の眼科エレメ
ント。
（項目５８）
前記少なくとも透過電磁波を偏光させるようになされた少なくとも部分的な被膜が、さら
に、少なくとも一つの異方性物質を含む、項目５０に記載の眼科エレメント。
（項目５９）
前記異方性物質が、液晶ポリマー、液晶プレポリマーおよび液晶モノマーの中から選択さ
れる液晶物質である、項目５８に記載の眼科エレメント。
（項目６０）
前記液晶物質が、架橋性液晶物質である、項目５９に記載の眼科エレメント。
（項目６１）
前記液晶物質が、光架橋性液晶物質である、項目６０に記載の眼科エレメント。
（項目６２）
前記異方性物質が、アクリレート、メタクリレート、アリル、アリルエーテル、アルキン
、アミノ、酸無水物、エポキシド、ヒドロキシド、イソシアネート、ブロック化イソシア
ネート、シロキサン、チオシアネート、チオール、尿素、ビニルおよびビニルエーテルの
中から選択される少なくとも一つの官能基を有する液晶物質である、項目５８に記載の眼
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科エレメント。
（項目６３）
さらに、少なくとも一つの少なくとも部分的な被膜を含み、そして該被膜が、前記配向機
構の少なくとも一部分と、前記少なくとも透過電磁波を偏光させるようになされた少なく
とも部分的な被膜との間に配列転写物質を含む、項目３４に記載の眼科エレメント。
（項目６４）
前記配向機構の少なくとも一部分と、前記少なくとも透過電磁波を偏光させるようになさ
れた少なくとも部分的な被膜との間に配列転写物質を含む、少なくとも部分的な被膜を複
数個含む、項目６３に記載の眼科エレメント。
（項目６５）
前記配列転写物質が、液晶ポリマー、液晶プレポリマー、および液晶モノマーの中から選
択される液晶物質である、項目６３に記載の眼科エレメント。
（項目６６）
前記液晶物質が、架橋性液晶物質である、項目６５に記載の眼科エレメント。
（項目６７）
前記液晶物質が、光架橋性液晶物質である、項目６６に記載の眼科エレメント。
（項目６８）
前記配列転写物質が、アクリレート、メタクリレート、アリル、アリルエーテル、アルキ
ン、アミノ、酸無水物、エポキシド、ヒドロキシド、イソシアネート、ブロック化イソシ
アネート、シロキサン、チオシアネート、チオール、尿素、ビニルおよびビニルエーテル
の中から選択される少なくとも一つの官能基を有する液晶物質である、項目６３に記載の
眼科エレメント。
（項目６９）
前記少なくとも透過電磁波を偏光させるようになされた少なくとも部分的な被膜が、さら
に少なくとも一つのフォトクロミック物質を含む、項目３４に記載の眼科エレメント。
（項目７０）
前記少なくとも一つのフォトクロミック物質が、ピラン類、オキサジン類、フルギド、フ
ルギミド類、およびジチゾン酸金属塩の中から選択される、項目６９に記載の眼科エレメ
ント。
（項目７１）
前記少なくとも透過電磁波を偏光させるようになされた少なくとも部分的な被膜が、さら
に染料、配列促進剤、速度促進剤、光開始剤、溶媒、光安定剤、熱安定剤、離型剤、粘性
調整剤、レベリング剤、フリーラジカル・スカベンジャーおよび接着促進剤の中から選択
される少なくとも一つの添加物を含む、項目３４に記載の眼科エレメント。
（項目７２）
前記少なくとも一つの配向機構と、前記眼科エレメントの前記少なくとも一つの外表面の
少なくとも一部分との間に配置された少なくとも一つの少なくとも部分的にプライマー膜
を含む、項目３４に記載の眼科エレメント。
（項目７３）
さらに、フォトクロミック膜、反射防止膜、中間移行膜、プライマー膜および保護膜の中
から選択される、少なくとも一つの追加的な、そして少なくとも部分的な被膜を、眼科エ
レメントの少なくとも一部分の上に含む、項目３４に記載の眼科エレメント。
（項目７４）
前記少なくとも一つの追加的な、そして少なくとも部分的な被膜が、前記少なくとも透過
電磁波を偏光させるようになされた少なくとも部分的な被膜の少なくとも一部分の上にあ
る、項目７３に記載の眼科エレメント。
（項目７５）
少なくとも透過電磁波を偏光させるようになされた少なくとも部分的な被膜が、前記眼科
エレメントの第一外表面の少なくとも一部分の上にあり、そして前記少なくとも一つの追
加的な、そして少なくとも部分的な被膜が、該眼科エレメントの第二外表面の少なくとも
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一部分の上にあり、かつ該眼科エレメントの該第一外表面が、該眼科エレメントの該第二
外表面と向き合う、項目７３に記載の眼科エレメント。
（項目７６）
眼科エレメントであって、
　眼科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分に配列媒体を含む、少な
くとも一つの少なくとも部分的な被膜と、
　該配列媒体を含む該少なくとも一つの少なくとも部分的な被膜の少なくとも一部分の上
に、配列転写物質を含む少なくとも一つの少なくとも部分的な被膜と、
　該配列転写物質を含む該少なくとも一つの少なくとも部分的な被膜の少なくとも一部分
の上に、一つの異方性物質と、少なくとも一つの二色性物質とを含む、少なくとも一つの
少なくとも部分的な被膜と
を含む眼科エレメント。
（項目７７）
前記配列媒体の少なくとも一部分が、第一の全体的方向（ｇｅｎｅｒａｌ　ｄｉｒｅｃｔ
ｉｏｎ）に少なくとも部分的に秩序ある配列を有し（ａｔ　ｌｅａｓｔ　ｐａｒｔｉａｌ
ｌｙ　ｏｒｄｅｒｅｄ）、前記配列転写物質の少なくとも一部分が、該第一の全体的方向
に対しておおむね平行な第二の全体的方向に、少なくとも部分的に整列し、前記異方性物
質の少なくとも一部分が、該第二の全体的方向に対しておおむね平行な第三の全体的方向
に、少なくとも部分的に整列し、そして、前記少なくとも一つの二色性物質の少なくとも
一部分の長軸が、該少なくとも部分的に整列した異方性物質の該第三の全体的方向に対し
ておおむね平行となるように、該少なくとも一つの二色性物質の少なくとも一部分が、該
異方性物質の少なくとも一部分と、少なくとも部分的に整列する、項目７６に記載の眼科
エレメント。
（項目７８）
前記配列媒体が、光配向性物質、ラビング配向性物質、および液晶物質の中から選択され
る、項目７６に記載の眼科エレメント。
（項目７９）
前記液晶物質が、液晶ポリマー、液晶プリポリマー、および液晶モノマーの中から選択さ
れる、項目７８に記載の眼科エレメント。
（項目８０）
前記光配向性物質が、アゾベンゼン誘導体、ケイ皮酸誘導体、クマリン誘導体、フェルリ
ン酸誘導体、およびポリイミドの中から選択される光配向性ポリマー網目構造である、項
目７８に記載の眼科エレメント。
（項目８１）
前記ラビング配向性物質が、（ポリ）イミド、（ポリ）シロキサン、（ポリ）アクリレー
ト、および（ポリ）クマリン類から選択される、項目７８に記載の眼科エレメント。
（項目８２）
前記配列媒体を含む少なくとも一つの少なくとも部分的な被膜が、少なくとも２ナノメー
トル～１０，０００ナノメートルの範囲の厚さを有する、項目７６に記載の眼科エレメン
ト。
（項目８３）
前記配列媒体を含む少なくとも一つの少なくとも部分的な被膜が、少なくとも５ナノメー
トル～１，０００ナノメートルの範囲の厚さを有する、項目７６に記載の眼科エレメント
。
（項目８４）
前記配列媒体を含む少なくとも一つの少なくとも部分的な被膜が、少なくとも１０ナノメ
ートル～１００ナノメートルの範囲の厚さを有する、項目７６に記載の眼科エレメント。
（項目８５）
前記配列媒体を含む少なくとも一つの少なくとも部分的な被膜が、少なくとも５０ナノメ
ートル～１００ナノメートルの範囲の厚さを有する、項目７６に記載の眼科エレメント。
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（項目８６）
前記眼科エレメントが、配列媒体を含む、複数個の少なくとも部分的な被膜を含む、項目
７６に記載の眼科エレメント。
（項目８７）
前記配列媒体を含む少なくとも一つの少なくとも部分的な被膜が、さらに、二色性物質、
フォトクロミック物質、ならびに染料、配列促進剤、速度促進剤、光開始剤、溶媒、光安
定剤、熱安定剤、離型剤、粘性調整剤、レベリング剤、フリーラジカル・スカベンジャー
および接着促進剤の中から選択される添加物のうちの少なくとも一つを含む、項目７６に
記載の眼科エレメント。
（項目８８）
前記配列転写物質が、液晶ポリマー、液晶プレポリマー、および液晶モノマーの中から選
択される液晶物質である、項目７６に記載の眼科エレメント。
（項目８９）
前記液晶物質が、架橋性液晶物質である項目８８に記載の眼科エレメント。
（項目９０）
前記液晶物質が、光架橋性液晶物質である項目８９に記載の眼科エレメント。
（項目９１）
前記配列転写物質が、アクリレート、メタクリレート、アリル、アリルエーテル、アルキ
ン、アミノ、酸無水物、エポキシド、ヒドロキシド、イソシアネート、ブロック化イソシ
アネート、シロキサン、チオシアネート、チオール、尿素、ビニルおよびビニルエーテル
の中から選択される少なくとも一つの官能基を有する液晶物質である、項目７６に記載の
眼科エレメント。
（項目９２）
前記配列転写物質を含む少なくとも一つの少なくとも部分的な被膜が、０．５ミクロン～
２５ミクロンの範囲の平均厚さを有する、項目７６に記載の眼科エレメント。
（項目９３）
前記配列転写物質を含む少なくとも一つの少なくとも部分的な被膜が、５ミクロン～１０
ミクロンの範囲の平均厚さを有する、項目７６に記載の眼科エレメント。
（項目９４）
前記眼科エレメントが、配列転写物質を含む複数個の少なくとも部分的な被膜を含む、項
目７６に記載の眼科エレメント。
（項目９５）
前記配列転写物質を含む少なくとも一つの少なくとも部分的な被膜が、さらに二色性物質
、フォトクロミック物質、ならびに染料、配列促進剤、速度促進剤、光開始剤、溶媒、光
安定剤、熱安定剤、離型剤、粘性調整剤、レベリング剤、フリーラジカル・スカベンジャ
ーおよび接着促進剤の中から選択される添加物、の中の少なくとも一つを含む、項目７６
に記載の眼科エレメント。
（項目９６）
前記異方性物質と、少なくとも一つの二色性物質とを含む少なくとも一つの少なくとも部
分的な被膜が、少なくとも５ミクロンの平均厚さを有する、項目７６に記載の眼科エレメ
ント。
（項目９７）
前記眼科エレメントが、異方性物質と、少なくとも一つの二色性物質とを含む複数個の少
なくとも部分的な被膜を含む、項目７６に記載の眼科エレメント。
（項目９８）
前記少なくとも一つの二色性物質の吸収比が少なくとも３である、項目７６に記載の眼科
エレメント。
（項目９９）
前記少なくとも一つの二色性物質の吸収比が少なくとも５である、項目７６に記載の眼科
エレメント。
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（項目１００）
前記少なくとも一つの二色性物質の吸収比が少なくとも７である、項目７６に記載の眼科
エレメント。
（項目１０１）
前記少なくとも一つの二色性物質の吸収比が少なくとも１０である、項目７６に記載の眼
科エレメント。
（項目１０２）
前記少なくとも一つの二色性物質が、アゾメチン、インジゴイド、チオインジゴイド、メ
ロシアニン、インダン類、キノナフタロン系染料、ペリレン類、フタロペリン類、トリフ
ェノジオキサジン類、インドロキノキサリン類、イミダゾ－トリアジン類、テトラジン類
、アゾ染料、（ポリ）アゾ染料、ベンゾキノン類、ナフトキノン類、アントラキノンおよ
び（ポリ）アントラキノン、アントラピリミジノン類、ヨウ素およびヨウ素酸塩の中から
選択される、項目７６に記載の眼科エレメント。
（項目１０３）
前記少なくとも一つの二色性物質が、重合性二色性物質である、項目７６に記載の眼科エ
レメント。
（項目１０４）
前記異方性物質が、液晶ポリマー、液晶プレポリマー、および液晶モノマーの中から選択
される液晶物質である、項目７６に記載の眼科エレメント。
（項目１０５）
前記異方性物質が、アクリレート、メタクリレート、アリル、アリルエーテル、アルキン
、アミノ、酸無水物、エポキシド、ヒドロキシド、イソシアネート、ブロック化イソシア
ネート、シロキサン、チオシアネート、チオール、尿素、ビニルおよびビニルエーテルの
中から選択される少なくとも一つの官能基を有する液晶物質である、項目７６に記載の眼
科エレメント。
（項目１０６）
前記異方性物質と、少なくとも一つの二色性物質とを含む、少なくとも一つの少なくとも
部分的な被膜が、さらに少なくとも一つのフォトクロミック物質を含む、項目７６に記載
の眼科エレメント。
（項目１０７）
前記少なくとも一つのフォトクロミック物質が、ピラン類、オキサジン類、フルギド類お
よびフルギミド類、ならびにジチゾン酸金属の中から選択される、項目１０６に記載の眼
科エレメント。
（項目１０８）
前記異方性物質と、少なくとも一つの二色性物質とを含む、少なくとも一つの少なくとも
部分的な被膜が、さらに染料、配列促進剤、速度促進剤、光開始剤、溶媒、光安定剤、熱
安定剤、離型剤、粘性調整剤、レベリング剤、フリーラジカル・スカベンジャーおよび接
着促進剤の中から選択される少なくとも一つの添加物を含む、項目７６に記載の眼科エレ
メント。
（項目１０９）
前記配列促進剤を含む少なくとも一つの少なくとも部分的な被膜の少なくとも一部分と、
前記眼科エレメントの前記少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分との間に、さらに
少なくとも一つの少なくとも部分的なプライマー膜を含む、項目７６に記載の眼科エレメ
ント。
（項目１１０）
さらに、フォトクロミック膜、反射防止膜、中間移行膜、プライマー膜および保護膜の中
から選択される、少なくとも一つの追加的な、そして少なくとも部分的な被膜を、前記眼
科エレメントの少なくとも一部分の上に含む、項目７６に記載の眼科エレメント。
（項目１１１）
眼科エレメントであって、
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　基板と、
　該基板の少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分の上に、光配向性ポリマー網目構
造を含む少なくとも部分的な被膜を含む、少なくとも一つの配向機構と、
　該光配向性ポリマー網目構造を含む少なくとも一つの部分的な被膜の少なくとも一部分
の上に、少なくとも透過電磁波を偏光させるようになされた少なくとも一つの部分的な被
膜とを含み、かつ、該少なくとも透過電磁波を偏光させるようになされた、少なくとも部
分的な被膜が、液晶物質と、少なくとも一つの二色染料とを含む、
眼科エレメント。
（項目１１２）
前記少なくとも透過電磁波を偏光させるようになされた、少なくとも部分的な被膜の少な
くとも一部分と、前記光配向性ポリマー網目構造を含む少なくとも部分的な被膜の少なく
とも一部分との間に、少なくとも一つの配列転写物質を含む、少なくとも一つの少なくと
も部分的な被膜をさらに含む、項目１１１に記載の眼科エレメント。
（項目１１３）
光学エレメントであって、該光学エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくとも一部
分の上に、少なくとも透過電磁波を偏光させるようになされた、少なくとも部分的な被膜
を含み、該少なくとも部分的な被膜が、少なくとも部分的に秩序ある配列を有する液晶物
質と、少なくとも一つの少なくとも部分的に整列させた二色性物質とを含む光学用エレメ
ント。
（項目１１４）
光学デバイスであって、
　少なくとも一つの光学エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分の上に
、配列媒体を含む少なくとも部分的な被膜と、
　該配列媒体を含む該少なくとも一つの少なくとも部分的な被膜の少なくとも一部分の上
に、異方性物質と、少なくとも一つの二色性物質とを含む少なくとも部分的な被膜とを
含む、少なくとも一つの光学エレメントを含む光学デバイス。
（項目１１５）
前記少なくとも一つの光学エレメントが、前記異方性物質と、前記少なくとも一つの二色
性物質とを含む少なくとも部分的な被膜の少なくとも一部分と、前記配列媒体を含む前記
少なくとも部分的な被膜の少なくとも一部分との間に、さらに少なくとも一つの配列転写
物質を含む、少なくとも一つの少なくとも部分的な被膜を含む、項目１１４に記載の光学
デバイス。
（項目１１６）
前記光学デバイスが、眼鏡、クリップオン式レンズ、およびコンタクトレンズからなる群
から選択される眼科デバイスである、項目１１４に記載の光学デバイス。
（項目１１７）
前記眼科エレメントの少なくとの一つの外表面の少なくとも一部分の上に、少なくとも透
過電磁波を偏光させるようになされた、少なくとも部分的な被膜を形成する工程を包含す
る、眼科エレメント製造法。
（項目１１８）
前記少なくとも透過電磁波を偏光させるようになされた、少なくとも部分的な被膜を形成
する工程が、少なくとも一つの二色性物質と少なくとも一つの異方性物質とを含む少なく
とも部分的な被膜を前記眼科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分に
付与する工程と、該少なくとも一つの二色性物質の少なくとも一部分を少なくとも部分的
に整列させる工程とを包含する、項目１１７に記載の製造法。
（項目１１９）
前記少なくとも一つの二色性物質と前記少なくとも一つの異方性物質とを含む前記少なく
とも部分的な被膜を付与する工程と、前記少なくとも一つの二色性物質の少なくとも一部
分を整列させる工程とが、ほぼ同時に行われる、項目１１８に記載の製造法。
（項目１２０）
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前記少なくとも一つの二色性物質と前記少なくとも一つの異方性物質とを含む前記少なく
とも部分的な被膜を付与する工程が、前記少なくとも一つの二色性物質の少なくとも一部
分を整列させる工程より前に行われる、項目１１８に記載の製造法。
（項目１２１）
前記少なくとも一つの二色性物質と前記少なくとも一つの異方性物質とを含む前記少なく
とも部分的な被膜を付与する工程が、前記少なくとも一つの二色性物質の少なくとも一部
分を整列させる工程のあとで行われる、項目１１８に記載の製造法。
（項目１２２）
前記少なくとも一つの二色性物質と少なくとも一つの異方性物質とを含む少なくとも部分
的な被膜を付与する工程が、スピンコーティング、スプレーコーティング、スピンコーテ
ィングとスプレーコーティングとの併用、カーテンコーティング、フローコーティング、
浸漬コーティング、射出成形、鋳込み、ロールコーティング、ワイヤーコーティング、お
よびオーバーレイの中の、少なくとも一つの工程を含む、項目１１８に記載の製造法。
（項目１２３）
前記少なくとも一つの二色性物質が、少なくとも３の吸収比を有する、項目１１８に記載
の製造法。
（項目１２４）
前記少なくとも一つの二色性物質が、少なくとも５の吸収比を有する、項目１１８に記載
の製造法。
（項目１２５）
前記少なくとも一つの二色性物質が、少なくとも７の吸収比を有する、項目１１８に記載
の製造法。
（項目１２６）
前記少なくとも一つの二色性物質が、少なくとも１０の吸収比を有する、項目１１８に記
載の製造法。
（項目１２７）
前記少なくとも一つの二色性物質が、アゾメチン、インジゴイド、チオインジゴイド、メ
ロシアニン、インダン類、キノナフタロン系染料、ペリレン類、フタロペリン類、トリフ
ェノジオキサジン類、インドロキノキサリン類、イミダゾ－トリアジン類、テトラジン類
、アゾ染料、（ポリ）アゾ染料、ベンゾキノン類、ナフトキノン類、アントラキノンおよ
び（ポリ）アントラキノン、アントラピリミジノン類、ヨウ素およびヨウ素酸塩の中から
選択される、項目１１８に記載の製造法。
（項目１２８）
前記少なくとも一つの二色性物質が、重合性二色性物質である、項目１１８に記載の製造
法。
（項目１２９）
前記少なくとも一つの異方性物質が、光配向性物質、ラビング配向性物質、および液晶物
質の中から選択される、項目１１８に記載の製造法。
（項目１３０）
前記少なくとも一つの異方性物質が、液晶ポリマー、液晶プレポリマー、および液晶モノ
マーの中から選択される液晶物質である、項目１１８に記載の製造法。
（項目１３１）
前記少なくとも一つの異方性物質が、アクリレート、メタクリレート、アリル、アリルエ
ーテル、アルキン、アミノ、酸無水物、エポキシド、ヒドロキシド、イソシアネート、ブ
ロック化イソシアネート、シロキサン、チオシアネート、チオール、尿素、ビニルおよび
ビニルエーテルの中から選択される少なくとも一つの官能基を有する液晶物質である、項
目１１８に記載の製造法。
（項目１３２）
前記少なくとも一つの二色性物質の少なくとも一部分を少なくとも部分的に整列させる工
程が、前記少なくとも一つの二色性物質と前記少なくとも一つの異方性物質とを含む前記
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少なくとも部分的な被膜の少なくとも一部分を、少なくとも一つの配向機構にさらす工程
を包含する、項目１１８に記載の製造法。
（項目１３３）
前記少なくとも一つの配向機構が、磁場、電場、および面偏光紫外線のうちの少なくとも
一つから選択される、項目１３２に記載の製造法。
（項目１３４）
前記少なくとも一つの二色性物質を少なくとも部分的に整列させたあとで、該少なくとも
一つの二色性物質と、前記少なくとも一つの異方性物質とを含む、前記少なくとも部分的
な被膜の少なくとも一部分を少なくとも部分的に固定する工程をさらに包含する、項目１
１８に記載の製造法。
（項目１３５）
前記少なくとも一つの二色性物質と、前記少なくとも一つの異方性物質とを含む少なくと
も部分的な被膜を少なくとも部分的に固定する工程が、前記少なくとも一つの異方性物質
の少なくとも一部分を少なくとも部分的に架橋する工程を包含する、項目１３４に記載の
製造法。
（項目１３６）
前記少なくとも透過電磁波を偏光させるようになされた少なくとも部分的な被膜を形成す
る工程が、
　前記眼科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分の上に、配列媒体を
含む第一の少なくとも部分的な被膜を形成させて、該配列媒体の少なくとも一部分に、少
なくとも部分的に秩序ある配列を形成させる（ｏｒｄｅｒｉｎｇ）（すなわち、少なくと
も部分的に秩序付ける）工程と、
　該第一の少なくとも部分的な被膜の少なくとも一部分の上に、配列転写物質を含む第二
の少なくとも部分的な被膜を形成させて、該配列転写物質の少なくとも一部分を少なくと
も部分的に整列させる工程と、
　該第二の少なくとも部分的な被膜の少なくとも一部分の上に、少なくとも一つの異方性
物質と、少なくとも一つの二色性物質とを含む第三の少なくとも部分的な被膜を形成させ
て、該少なくとも一つの二色性物質を少なくとも部分的に整列させる工程と、
を包含する、項目１１７に記載の製造法。
（項目１３７）
前記第二の少なくとも部分的な被膜を形成する前に、前記第一の少なくとも部分的な被膜
の少なくとも一部分を少なくとも部分的に固定する工程をさらに包含する、項目１３６に
記載の製造法。
（項目１３８）
前記配列転写物質の少なくとも一部分を整列させたあとで、前記第二の少なくとも部分的
な被膜の少なくとも一部分を少なくとも部分的に固定する工程をさらに包含する、項目１
３６に記載の製造法。
（項目１３９）
前記少なくとも一つの二色性物質の少なくとも一部分を整列させたあとで、前記第三の少
なくとも部分的な被膜の少なくとも一部分を少なくとも部分的に固定する工程をさらに包
含する、項目１３６に記載の製造法。
（項目１４０）
前記眼科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分の上に、前記少なくと
も透過電磁波を偏光させるようになされた、少なくとも部分的な被膜を形成させる前に、
該被膜の上に、少なくとも一つの配向機構を設ける工程を包含する、項目１１７に記載の
製造法。
（項目１４１）
前記眼科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分の上に、前記少なくと
も一つの配向機構を設ける工程が、
　配列媒体を含む少なくとも部分的な被膜を、該眼科エレメントの該少なくとも一つの外
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表面の少なくとも一部分に付与し、かつ該配列媒体の少なくとも一部分に、少なくとも部
分的に秩序ある配列を形成させる工程と、
　少なくとも部分的に延伸したポリマーシートを、該眼科エレメントの該少なくとも一つ
の外表面の少なくとも一部分に付与する工程と、
　該眼科エレメントの該少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分を少なくとも部分的
に処理する工程、
の中の少なくとも一つを含む、項目１４０に記載の製造法。
（項目１４２）
眼科エレメント製造法であって、
　該眼科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分の上に、配列媒体を含
む少なくとも部分的な被膜を含む少なくとも一つの配向機構を付与する工程と、
　少なくとも一つの二色性物質を、該少なくとも一つの配向機構の少なくとも一部分に付
与する工程と、
　該少なくとも一つの二色性物質の少なくとも一部分を少なくとも部分的に整列させる工
程と
を包含する、製造法。
（項目１４３）
前記眼科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分の上に、前記少なくと
も一つの配向機構を設ける工程が、
　配列媒体を含む少なくとも部分的な被膜を、該眼科エレメントの該少なくとも一つの外
表面の少なくとも一部分に付与する工程と、
　該配列媒体の少なくとも一部分に、少なくとも部分的に秩序ある配列を形成させる工程
と
を包含する、項目１４２に記載の製造法。
（項目１４４）
前記配列媒体が、光配向性物質、ラビング配向性物質、および液晶物質の中から選択され
る、項目１４３に記載の製造法。
（項目１４５）
前記光配向性物質が、アゾベンゼン誘導体、ケイ皮酸誘導体、クマリン誘導体、フェルリ
ン酸誘導体、およびポリイミドの中から選択される光配向性ポリマー網目構造である、項
目１４４に記載の製造法。
（項目１４６）
前記配列媒体が、アクリレート、メタクリレート、アリル、アリルエーテル、アルキン、
アミノ、酸無水物、エポキシド、ヒドロキシド、イソシアネート、ブロック化イソシアネ
ート、シロキサン、チオシアネート、チオール、尿素、ビニルおよびビニルエーテルの中
から選択される少なくとも一つの官能基を有する液晶物質である、項目１４４に記載の製
造法。
（項目１４７）
前記少なくとも一つの二色性物質を、前記配列媒体を含む少なくとも一つの配向機構の少
なくとも一部分に付与する工程が、スピンコーティング、スプレーコーティング、スピン
コーティングとスプレーコーティングとの併用、カーテンコーティング、フローコーティ
ング、浸漬コーティング、射出成形、鋳込み、ロールコーティング、ワイヤーコーティン
グ、オーバーレイ、およびインバイビング（吸収）の中の、少なくとも一つの工程を含む
、項目１４６に記載の製造法。
（項目１４８）
ラビング配向性物質が、（ポリ）イミド、（ポリ）シロキサン、（ポリ）アクリレート、
および（ポリ）クマリン類の中から選択される、項目１４４に記載の製造法。
（項目１４９）
前記配列媒体の少なくとも一部分に、少なくとも部分的に秩序ある配列を形成させる工程
が、
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　前記配列媒体の少なくとも一部分に面偏光紫外線を照射する工程と、
　該配列媒体の少なくとも一部分に面偏光赤外線を照射する工程と、
　該配列媒体の少なくとも一部分に磁場を当てる工程と、
　該配列媒体の少なくとも一部分に電場を当てる工程と、
　該配列媒体の少なくとも一部分を乾燥させる工程と、
　該配列媒体の少なくとも一部分をエッチングする工程と、
　該配列媒体の少なくとも一部分に剪断力を加える工程と、
　該配列媒体の少なくとも一部分を摩擦する工程と
のうちの少なくとも一つを包含する、項目１４３に記載の製造法。
（項目１５０）
さらに、眼科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分の上に、少なくと
も一つの配向機構を付与する工程が、
　該配列媒体の少なくとも一部分を少なくとも部分的に乾燥させる工程と、
　該配列媒体の少なくとも一部分を少なくとも部分的に架橋する工程と、
　該配列媒体の少なくとも一部分を少なくとも部分的に硬化させる工程
のうちの少なくとも一つによって、該配列媒体の少なくとも一部分を少なくとも部分的に
固定する工程を包含する、項目１４３に記載の製造法。
（項目１５１）
前記少なくとも一つの二色性物質を、少なくとも一つの配向機構の少なくとも一部分に付
与する工程と、該少なくとも一つの二色性物質の少なくとも一部分を少なくとも部分的に
整列させる工程とが、ほぼ同時に行われる、項目１４２に記載の製造法。
（項目１５２）
前記少なくとも一つの二色性物質を、前記少なくとも一つの配向機構の少なくとも一部分
に付与する工程が、該少なくとも一つの二色性物質の少なくとも一部分を少なくとも部分
的に整列させる工程よりも前に行われる、項目１４２に記載の製造法。
（項目１５３）
前記少なくとも一つの二色性物質を、前記少なくとも一つの配向機構の少なくとも一部分
に付与することが、少なくとも一つの二色性物質の少なくとも一部分を少なくとも部分的
に整列させたあとで行われる、項目１４２に記載の製造法。
（項目１５４）
前記少なくとも一つの二色性物質を、配列媒体を含む少なくとも一つの配向機構の少なく
とも一部分に付与する工程が、スピンコーティング、スプレーコーティング、スピンコー
ティングとスプレーコーティングとの併用、カーテンコーティング、フローコーティング
、浸漬コーティング、射出成形、鋳込み、ロールコーティング、ワイヤーコーティング、
オーバーレイ、およびインバイビングの中の、少なくとも一つを含む、項目１４２に記載
の製造法。
（項目１５５）
前記眼科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分に、少なくとも一つの
配向機構を設ける工程よりも前に、少なくとも部分的なプライマー被膜を、該眼科エレメ
ントの少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分に付与する工程をさらに包含する、項
目１４２に記載の製造法。
（項目１５６）
フォトクロミック膜、反射防止膜、中間移行膜、プライマー膜、および保護膜の中から選
択される少なくとも一つの、追加的な、少なくとも部分的な被膜を、前記少なくとも一つ
の眼科エレメントの少なくとも一部分に付与する工程をさらに包含する、項目１４２に記
載の製造法。
（項目１５７）
眼科エレメント製造法であって、
　該眼科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分に、少なくとも部分的
な被膜を付与する工程と、
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　該少なくとも部分的な被膜の少なくとも一部分を、少なくとも透過電磁波を偏光させる
ように調製する工程とを包含する、製造法。
（項目１５８）
前記眼科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分に、少なくとも部分的
な被膜を付与する工程と、該少なくとも部分的な被膜の少なくとも一部分を、少なくとも
透過電磁波を偏光させるように調製する工程とが、ほぼ同時に行われる、項目１５７に記
載の製造法。
（項目１５９）
前記眼科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分に、少なくとも部分的
な被膜を付与する工程が、該少なくとも部分的な被膜の少なくとも一部分を、少なくとも
透過電磁波を偏光させるように調製する工程より前に行われる、項目１５７に記載の製造
法。
（項目１６０）
前記眼科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分に、少なくとも部分的
な被膜を付与する工程が、該少なくとも部分的な被膜の少なくとも一部分を、少なくとも
透過電磁波を偏光させるように調製する工程のあとで行われる、項目１５７に記載の製造
法。
（項目１６１）
前記眼科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分に、少なくとも部分的
な被膜を付与する工程が、少なくとも一つの異方性物質と、少なくとも一つの二色性物質
とを含む少なくとも部分的な被膜を、該少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分に付
与する工程を包含し、そして前記少なくとも部分的な被膜の少なくとも一部分を、少なく
とも透過電磁波を偏光させるようにする工程が、該少なくとも一つの二色性物質の少なく
とも一部分を少なくとも部分的に整列させる工程を包含する、項目１５７に記載の製造法
。
（項目１６２）
前記少なくとも一つの二色性物質の少なくとも一部分を少なくとも部分的に整列させる工
程が、前記異方性物質の少なくとも一部分に、少なくとも部分的に秩序ある配列を形成さ
せる工程と、該少なくとも一つの二色性物質を、該少なくとも部分的に秩序ある配列をし
た異方性物質と、少なくとも部分的に整列させる工程とを包含する、項目１６１に記載の
製造法。
（項目１６３）
さらに、前記少なくとも一つの異方性物質と、前記少なくとも一つの二色性物質とを含む
、少なくとも部分的な被膜の少なくとも一部分を少なくとも部分的に固定する工程を包含
する、項目１６１に記載の製造法。
（項目１６４）
前記眼科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分に、少なくとも部分的
な被膜を付与する工程が、配列媒体を含む少なくとも部分的な被膜を、該眼科エレメント
の少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分に付与する工程を包含し、そして該少なく
とも部分的な被膜の少なくとも一部分を、少なくとも透過電磁波を偏光させるようにする
工程が、該配列媒体の少なくとも一部分に、少なくとも部分的に秩序ある配列を形成させ
る工程と、少なくとも一つの二色性物質を、該配列媒体を含む少なくとも部分的な被膜の
少なくとも一部分に付与する工程と、該少なくとも一つの二色性物質の少なくとも一部分
を少なくとも部分的に整列させる工程とを包含する、項目１５７に記載の製造法。
（項目１６５）
前記配列媒体が、光配向性物質、ラビング配向性物質、および液晶物質の中から選択され
る、項目１６４に記載の製造法。
（項目１６６）
前記光配向性物質が、アゾベンゼン誘導体、ケイ皮酸誘導体、クマリン誘導体、フェルリ
ン酸誘導体、およびポリイミドの中から選択される光配向性ポリマー網目構造である、項
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目１６５に記載の製造法。
（項目１６７）
前記配列媒体の少なくとも一部分に、少なくとも部分的に秩序ある配列を形成させる工程
が、
　該配列媒体の少なくとも一部分に面偏光紫外線を照射する工程と、
　該配列媒体の少なくとも一部分に電場を当てる工程と、
　該配列媒体の少なくとも一部分に磁場を当てる工程と、
　該配列媒体の少なくとも一部分に面偏光赤外線を照射する工程と、
　該配列媒体の少なくとも一部分を乾燥させる工程と、
　該配列媒体の少なくとも一部分をエッチングする工程と、
　該配列媒体の少なくとも一部分に剪断力を加える工程と、
　該配列媒体の少なくとも一部分を摩擦する工程と
のうちの少なくとも一つを包含する、項目１６４に記載の製造法。
（項目１６８）
前記少なくとも一つの二色性物質を付与する工程の前に、前記配列媒体を含む少なくとも
部分的な被膜の少なくとも一部分を、少なくとも部分的に固定する工程をさらに包含する
、項目１６４に記載の製造法。
（項目１６９）
前記少なくとも一つの二色性物質を付与する工程と、該少なくとも一つの二色性物質の少
なくとも一部分を少なくとも部分的に整列させることが、ほぼ同時に行われる、項目１６
４に記載の製造法。
（項目１７０）
前記少なくとも一つの二色性物質を付与する工程が、該少なくとも一つの二色性物質の少
なくとも一部分を少なくとも部分的に整列させる工程よりも前に行われる、項目１６４に
記載の製造法。
（項目１７１）
前記少なくとも一つの二色性物質を付与する工程が、該少なくとも一つの二色性物質の少
なくとも一部分を少なくとも部分的に整列させる工程のあとで行われる、項目１６４に記
載の製造法。
（項目１７２）
前記少なくとも一つの二色性物質を、前記配列媒体を含む少なくとも部分的な被膜の少な
くとも一部分に付与する工程が、スピンコーティング、スプレーコーティング、スピンコ
ーティングとスプレーコーティングとの併用、カーテンコーティング、フローコーティン
グ、浸漬コーティング、射出成形、鋳込み、ロールコーティング、ワイヤーコーティング
、オーバーレイ、および吸収の中の、少なくとも一つの工程を包含する、項目１６４に記
載の製造法。
（項目１７３）
前記少なくとも一つの二色性物質を、前記配列媒体を含む少なくとも部分的な被膜の少な
くとも一部分に付与する工程が、少なくとも一つの異方性物質と該少なくとも一つの二色
性物質とを含む少なくとも部分的な被膜を付与する工程を包含する、項目１６４に記載の
製造法。
（項目１７４）
前記二色性物質の少なくとも一部分を、少なくとも部分的に整列させる工程が、該二色性
物質少なくとも一部分が、前記少なくとも部分的に整列した異方性物質と、少なくとも部
分的に整列するように、該少なくとも一つの異方性物質の少なくとも一部分を、少なくと
も部分的に整列させる工程を包含する、項目１７３に記載の製造法。
（項目１７５）
さらに、前記少なくとも一つの異方性物質の少なくとも一部分を、少なくとも部分的に固
定する工程を包含する、項目１７３に記載の製造法。
（項目１７６）
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前記少なくとも部分的な被膜を、眼科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくとも
一部分に付与する工程の前に、少なくとも部分的なプライマー被膜を、前記眼科エレメン
トの少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分に付与する工程を包含する、項目１５７
に記載の製造法。
（項目１７７）
さらに、前記眼科エレメントの少なくとも一部分に対して、フォトクロミック膜、反射防
止膜、中間移行膜、プライマー膜、および保護膜の中から選択される少なくとも一つの、
追加的な、少なくとも部分的な被膜を、眼科エレメントに付与する工程を包含する、項目
１５７に記載の製造法。
（項目１７８）
眼科エレメント製造法であって、
　配列媒体を含む少なくとも部分的な被膜を、眼科エレメントの少なくとも一つの外表面
の少なくとも一部分に付与する工程と、
　該配列媒体の少なくとも一部分に、少なくとも部分的に秩序ある配列を形成（ｏｒｄｅ
ｒ）させる工程と、
　一つの異方性物質と少なくとも一つの二色性物質とを含む少なくとも部分的な被膜を、
該少なくとも部分的に秩序ある配列を形成させた配列媒体を含む少なくとも部分的な被膜
の少なくとも一部に付与する工程と、
　該少なくとも一つの二色性物質の少なくとも一部分を少なくとも部分的に整列させる工
程を包含する、製造法。
（項目１７９）
前記配列媒体の少なくとも一部分に、少なくとも部分的に秩序ある配列を形成させる工程
は、
　該配列媒体の少なくとも一部分に面偏光紫外線を照射する工程と、
　該配列媒体の少なくとも一部分に赤外線を照射する工程と、
　該配列媒体の少なくとも一部分に磁場を当てる工程と、
　該配列媒体の少なくとも一部分に電場を当てる工程と、
　該配列媒体の少なくとも一部分を乾燥させる工程と、
　該配列媒体の少なくとも一部分をエッチングする工程と、
　該配列媒体の少なくとも一部分に剪断力を加える工程と、
　該配列媒体の少なくとも一部分を摩擦する工程と
のうちの少なくとも一つを包含する、項目１７８に記載の製造法。
（項目１８０）
前記配列媒体の少なくとも一部分に、少なくとも部分的に秩序ある配列を形成させる工程
より前に、該配列媒体を含む少なくとも部分的な被膜の少なくとも一部分を固定する工程
をさらに包含する、項目１７８に記載の製造法。
（項目１８１）
前記配列媒体の少なくとも一部分に、少なくとも部分的に秩序ある配列を形成させながら
、他方で該配列媒体を含む少なくとも部分的な被膜の少なくとも一部分を少なくとも部分
的に固定する工程をさらに包含する、項目１７８に記載の製造法。
（項目１８２）
前記配列媒体の少なくとも一部分に、部分的に秩序のある配列を形成させたあとで、該配
列媒体を含む少なくとも部分的な被膜の少なくとも一部分を少なくとも部分的に固定する
工程をさらに包含する、項目１７８に記載の製造法。
（項目１８３）
前記少なくとも一つの二色性物質の少なくとも一部分を少なくとも部分的に整列させる工
程が、
　前記少なくとも一つの二色性物質の少なくとも一部分が、前記少なくとも部分的に整列
した異方性物質と、少なくとも部分的に整列するように、該異方性物質の少なくとも一部
分を少なくとも部分的に整列させる工程を包含する、項目１７８に記載の製造法。
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（項目１８４）
前記異方性物質と、前記少なくとも一つの部分的に整列した二色性物質とを含む少なくと
も部分的な被膜の少なくとも一部分を、少なくとも部分的に固定する工程をさらに包含す
る、項目１７８に記載の製造法。
（項目１８５）
前記一つの異方性物質と、前記少なくとも一つの部分的に整列した二色性物質とを含む少
なくとも部分的な被膜の、少なくとも一部分を少なくとも部分的に固定する工程が、本質
的に不活性な雰囲気下で、該少なくとも部分的な被膜の少なくとも一部分に紫外線を照射
することによって、該少なくとも部分的な被膜の少なくとも一部分を、少なくとも部分的
に硬化させる工程を包含する、項目１８４に記載の製造法。
（項目１８６）
さらに、配列転写物質を含む少なくとも部分的な被膜を、前記少なくとも部分的に秩序あ
る配列を形成させた配列媒体を含む少なくとも部分的な被膜の少なくとも一部分に付与す
る工程、一つの異方性物質と少なくとも一つの二色性物質とを含む、少なくとも部分的な
被膜を付与する前に、配列転写物質の少なくとも一部分に、少なくとも部分的に整列させ
る工程とを包含する、項目１７８に記載の製造法。
（項目１８７）
眼科用レンズの製造法であって、
　光配向性ポリマー網目構造を含む少なくとも部分的被膜を、レンズの少なくとも一つの
外表面の少なくとも一部分に付与する工程と、
　面偏光紫外線を照射して該光配向性ポリマー網目構造の少なくとも一部分に、少なくと
も部分的に秩序ある配列を形成させる工程と、
　該液晶物質と少なくとも一つの二色性染料とを含む少なくとも部分的な被膜を、該光配
向性ポリマー網目構造を含む少なくとも部分的な被膜の少なくとも一部分に付与する工程
と、
　該液晶物質と少なくとも一つの二色性染料とを含む少なくとも部分的な被膜の少なくと
も一部分を少なくとも部分的に整列させる工程と、
　該液晶物質と少なくとも一つの二色性染料とを含む少なくとも部分的な被膜の少なくと
も一部分を少なくとも部分的に固定する工程と
を包含する、製造法。
（項目１８８）
前記光配向性ポリマー網目構造の少なくとも一部分に、少なくとも部分的に配列に秩序の
ある配列を形成させる前に、該光配向性ポリマー網目構造の少なくとも一部分を少なくと
も部分的に固定する工程をさらに包含する、項目１８７に記載の製造法。
（項目１８９）
前記光配向性ポリマー網目構造の少なくとも一部分に、少なくとも部分的に配列に秩序の
ある配列を形成させながら、他方で該光配向性ポリマー網目構造の少なくとも一部分に、
少なくとも部分的に固定する工程をさらに包含する、項目１８７に記載の製造法。
（項目１９０）
前記光配向性ポリマー網目構造の少なくとも一部分に、少なくとも部分的に配列に秩序の
ある配列を形成させたあとで、該光配向性ポリマー網目構造の少なくとも一部分を少なく
とも部分的に固定することを含む、項目１８７に記載の製造法。
（項目１９１）
前記液晶物質と、前記少なくとも一つの二色性染料とを含む被膜の少なくとも一部分を、
少なくとも部分的に固体したあとで、保護膜と、反射防止膜との中から選択される少なく
とも一つの少なくとも部分的な被膜を、該液晶物質と、該少なくとも一つの二色性染料と
を含む該少なくとも部分的な被膜の少なくとも一部分に付与する工程をさらに包含する、
項目１８７に記載の製造法。
（項目１９２）
前記光配向性ポリマー網目構造を含む少なくとも部分的な被膜が、前記レンズの第一表面
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の少なくとも一部分に付与され、そして前記少なくとも部分的な反射防止膜が、該レンズ
の第二表面の少なくとも一部分に付与される工程を包含し、該第二表面が、該第一表面に
対して反対側にある、項目１８７に記載の製造法。
（項目１９３）
光学エレメント製造法であって、
　少なくとも部分的な被膜を、該光学エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくとも
一部分に付与する工程と、
　該少なくとも部分的な被膜の少なくとも一部分を、少なくとも透過電磁波を偏光させる
ように調製する工程とを包含する、製造法。
（項目１９４）
前記光学エレメントが、矯正レンズ、非矯正レンズ、およびルーペの中から選択される、
項目１９３に記載の製造法。
　（要旨）
　　本明細書に開示する多様な非限定的実施形態は、光学エレメントおよびデバイスなら
びに眼科エレメントおよびデバイスを提供する。たとえば、一つの非限定的実施形態は、
眼科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分の上に、少なくとも透過電
磁波を偏光させるようになされた少なくとも部分的な被膜を含む眼科エレメントを提供す
る。
【００１１】
　別の非限定的実施形態は、眼科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくとも一部
分の上に、少なくとも一つの配向機構と、この少なくとも一つの配向機構の少なくとも一
部分の上の透過電磁波を偏光させるようになされた少なくとも部分的な被膜とを含む眼科
エレメントを提供する。
【００１２】
　別の非限定的実施形態は、眼科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくとも一部
分の上に、配列媒体を含む少なくとも一つの少なくとも部分的な被膜を、そして配列媒体
を含む少なくとも一つの少なくとも部分的な被膜の少なくとも一部分の上に、配列転写物
質を含む少なくとも一つの少なくとも部分的な被膜を、そして配列転写物質を含む少なく
とも一つの少なくとも部分的な被膜の少なくとも一部分の上に、一つの異方性物質と、少
なくとも一つの二色性物質とを含む少なくとも一つの少なくとも部分的な被膜を、含む眼
科エレメントを提供する。
【００１３】
　さらに別の非限定的実施形態は、基板と、前記基板の少なくとも一つの外表面の少なく
とも一部分の上に光配向性ポリマー網目構造を含む少なくとも部分的な被膜を含む少なく
とも一つの配向機構と、そして光配向性ポリマー網目構造を含む少なくとも一つの少なく
とも部分的な被膜の少なくとも一部分の上に、少なくとも透過電磁波を偏光させるように
なされた少なくとも部分的な被膜とを含み、少なくとも透過電磁波を偏光させるようにな
された少なくとも部分的なこの被膜は、液晶ポリマーと、少なくとも一つの二色性染料と
を含む、眼科エレメントを提供する。
【００１４】
　そしてさらに別の非限定的実施形態は、光学エレメントの少なくとも一つの外表面の少
なくとも一部分の上に、少なくとも透過電磁波を偏光させるようになされた少なくとも部
分的な被膜を含み、少なくとも部分的な前記被膜は、少なくとも部分的に秩序ある配列を
した液晶物質と、少なくとも一つの少なくとも部分的に整列させた二色性物質とを含む眼
科エレメントを提供する。
【００１５】
　別の非限定的実施形態は、少なくとも一つの光学エレメントの少なくとも一つの外表面
の少なくとも一部分の上に、配列媒体を含む少なくとも部分的な被膜を含み、そして前記
配列媒体を含む少なくとも部分的な被膜の少なくとも一部分の上に、異方性物質と、少な
くとも一つの二色性物質とを含む少なくとも一つの被膜を含む、光学エレメントを含む光
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学デバイスを提供する。
【００１６】
　本明細書に開示する別の非限定的実施形態は、光学エレメントおよび眼科エレメントの
製造法を提供する。たとえば、一つの非限定的実施形態は、眼科エレメントの少なくとも
一つの外表面の上に、少なくとも透過電磁波を偏光させるようになされた少なくとも部分
的な被膜を形成させる工程を包含する、眼科エレメント製造法を提供する。
【００１７】
　別の非限定的実施形態は、眼科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくとも一部
分の上に配列媒体を含む少なくとも部分的な被膜を含む少なくとも一つの配向機構を設け
る工程と、少なくとも一つの前記配向機構の少なくとも一部分に、少なくとも一つの二色
性物質を付与する工程と、少なくとも一つの前記二色性物質の少なくとも一部分を少なく
とも部分的に整列させる工程と、を包含する眼科エレメント製造法を提供する。
【００１８】
　別の非限定的実施形態は、少なくとも部分的な被膜を、眼科エレメントの少なくとも一
つの外表面の少なくとも一部分に付与する工程と、少なくとも部分的な被膜の少なくとも
一部分を、少なくとも透過電磁波を偏光させるようにする工程と、を包含する眼科エレメ
ント製造法を提供する。
【００１９】
　さらに別の非限定的実施形態は、配列媒体を含む少なくとも部分的な被膜を、眼科エレ
メントの少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分に付与する工程と、前記配列媒体の
少なくとも一部分に、少なくとも部分的に秩序ある配列を形成させる工程と、一つの異方
性物質と少なくとも一つの二色性物質とを含む少なくとも部分的な被膜を、少なくとも部
分的に秩序ある配列をした前記配列媒体を含む少なくとも部分的な被膜の少なくとも一部
分に付与する工程と、少なくとも一つの二色性物質の少なくとも一部分を少なくとも部分
的に整列させる工程と、を包含する眼科エレメント製造法を提供する。
【００２０】
　別の非限定的実施形態は、光配向性ポリマー網目構造を含む少なくとも部分的な被膜を
、レンズの少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分に付与する工程と、面偏光紫外線
を照射して光配向性ポリマー網目構造の少なくとも一部分に、少なくとも部分的に、秩序
ある配列を形成する工程と、一つの液晶物質と、少なくとも一つの二色性染料とを含む少
なくとも部分的な被膜を、光配向性ポリマー網目構造を含む少なくとも一つの少なくとも
部分的な被覆の少なくとも一部分に付与する工程と、前記液晶物質と、少なくとも一つの
前記二色性染料とを含む少なくとも部分的な被膜の少なくとも一部分を少なくとも部分的
に整列させる工程と、前記液晶ポリマーと、少なくとも一つの前記二色性染料とを含む前
記被膜の少なくとも一部分を少なくとも部分的に固定する工程とを包含する眼科用レンズ
製造法を提供する。
【００２１】
　さらに別の非限定的実施形態は、少なくとも部分的な被膜を、光学エレメントの少なく
とも一つの外表面の少なくとも一部分に付与する工程と、少なくとも部分的な被覆の少な
くとも一部分を改変して、少なくとも透過電磁波を偏光させるように調製する工程とを包
含する光学エレメント製造法を提供する。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　（詳細な説明）
　本明細書および添付の特許請求項の中で使用する冠詞「ａ」、「ａｎ」、および「ｔｈ
ｅ」は、指示対象が特に一つであると明示的かつ一義的に限定しない限り、複数個の指示
対象を含む。
【００２３】
　さらに、本明細書の目的からして、特に明記しない限り、本明細書中で使用される成分
、反応条件、およびその他の性質またはパラメーターの数量を表す数は、すべての例にお
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いて「約」という用語で修飾されているものと理解すべきである。したがって、特に明示
しない限り、以下の明細書および添付される特許請求項に記載する数値パラメーターは、
概数であると理解すべきである。最低でも、特許請求の範囲に対する均等論の適用を制限
しようとするものではなく、数値パラメーターは、報告された有効数字の桁の数と通常の
四捨五入法とに照らして読むべきである。
【００２４】
　さらに、上で述べたように、本発明の広い範囲を記述する数値範囲およびパラメーター
は近似的なものであるが、実施例の項に記載する数値は、可能な限り精密に報告されてい
る。しかし、このような数値は、元々測定機器および／または測定法に由来する一定の誤
差を含んでいる。
【００２５】
　以下では、本発明のさまざまな非限定的実施形態によるエレメントおよびデバイスにつ
いて説明する。一つの非限定的実施形態は、光学エレメントを提供し、より具体的には、
眼科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分の上に、少なくとも透過電
磁波を偏光させるように改変した少なくとも部分的な被膜を含む眼科エレメントを提供す
る。
【００２６】
　上で述べたように、「偏光させる」という用語は、光波の電場ベクトルの振動を一方向
に限定することを意味する。また、上で述べたように、従来の眼科エレメント、たとえば
眼科デバイス用レンズは、典型的には、二色性物質、たとえばヨウ素発色団を含む延伸Ｐ
ＶＡシート（または層）から作製した偏光フィルターをレンズの基板に積層するか、成形
して製造される。しかし、本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態によれば、眼
科エレメントは、眼科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分の上に、
少なくとも透過電磁波を偏光させるように改変した少なくとも部分的な被膜を含む。した
がって、本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態によれば、上で述べたような従
来の積層構造を必要としない。本明細書に使用されている前置詞「上に（ｏｎ）」は、主
体である被膜が、客体である表面と直接的に連結しているか、一つ以上の別の被膜または
構造体を介して客体表面に間接的に連結していることを意味する。また、本明細書で使用
される「被膜」という用語は、フィルムを意味し、その厚さは一様であっても一様でなく
てもよく、具体的には従来技術による延伸ポリマーシートは除外される。
【００２７】
　本明細書で使用される「眼科（ｏｐｈｔｈａｌｍｉｃ）」という用語は、眼および視覚
と関係するエレメントおよびデバイス、たとえば眼に着用する装具および眼科用レンズを
意味するが、もちろんこれらに限定されるものではない。したがって、たとえば本明細書
に開示するさまざまな非限定的実施形態によれば、眼科エレメントは、矯正レンズ、非矯
正レンズ、およびルーペ（拡大レンズ）の中から選択される。
【００２８】
　また、本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態によれば、眼科エレメントは、
任意の好適な材料から製造することができ、そのような材料としては、ガラスおよび有機
材料が挙げられるが、もちろんこれらに限定されるものではない。
【００２９】
　例えば、本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態によれば、眼科エレメントは
、有機基板材料から製造することができる。本明細書に開示するさまざまな非限定的実施
形態に関連した使用に好適な有機基板材料としては、従来技術で認められていて、眼科用
エレメントに有用なポリマー、たとえば光学用途、たとえば眼科用レンズとして光学的に
透明な注型物を製造するために使用される光学用有機樹脂を挙げることができるが、もち
ろんこれらに限定されるものではない。
【００３０】
　本明細書に開示する眼科エレメントを製造するために使用できる有機基板材料の具体的
な非限定的例を挙げれば、ポリマー材料、たとえば米国特許第５，９６２，６１７号およ
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び米国特許第５，６５８，５０１号の欄１５の２８行目から欄１６の１７行目までに開示
されているモノマーおよびモノマー混合物から製造される、ホモポリマーおよびコポリマ
ーなどがある。これらの米国特許の開示内容を参照することによりここに組み込む。たと
えば、このようなポリマー材料は、熱可塑性のポリマー材料でも、あるいは熱硬化性ポリ
マー材料でもよく、透明、または光学的に透明でもよく、要求される屈折率がいかなる値
のものでもよい。開示されたこのようなモノマーおよびポリマーの非限定的な例としては
、ポリオール（アリルカーボネート）モノマー、たとえばＰＰＧ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ
，Ｉｎｃ．からＣＲ－３９の登録商標名で販売されているジエチルグリコールビス（アリ
ルカーボネート）などのアリル　ジグリコール　カーボネート；ポリ（尿素－ウレタン）
ポリマー、たとえばポリウレタンプレポリマーとジアミン硬化剤との反応で作られ、その
ようなポリマー組成物の一例が、ＰＰＧ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ，Ｉｎｃ．からＴＲＩＶ
ＥＸの登録商標名で販売されている；ポリオール（メタ）アクリロイル末端カーボネート
モノマー；ジエチレングリコール　ジメタクリルレートモノマー；エトキシル化フェノー
ル　メタクリレートモノマー；ジイソプロペニルベンゼンモノマー；エトキシル化トリメ
チロールプロパン　トリアクリレートモノマー；エチレングリコール　ビスメタクリレー
トモノマー；ポリ（エチレングリコール）ビスメタクリレートモノマー；ウレタンアクリ
レートモノマー；ポリ（エトキシル化ビスフェノールＡ　ジメタクリレート）；ポリ（酢
酸ビニル）；ポリ（ビニルアルコール）；ポリ（塩化ビニル）；ポリ（塩化ビニリデン）
；ポリエチレン；ポリプロピレン；ポリウレタン；ポリチオウレタン；熱可塑性ポリカー
ボネート；たとえばビスフェノールＡとホスゲンとから誘導され、たとえばＬＥＸＡＮの
登録商標名で売られているカーボネート結合樹脂；たとえばＭＹＬＡＲの登録商標名で販
売されているポリエステル；ポリ（エチレン　テレフタレート）；ポリビニルブチラール
；たとえばＰＬＥＸＩＧＬＡＳの登録商標名で市販されているポリ（メチル　メタクリレ
ート）、および多官能性イソチアネートと、ポリチオールまたはポリエピスルフィドモノ
マーとの反応によって作られるポリマー、そしてポリチオール、ポリイソシアネート、ポ
リイソチオシアネート、および自由選択的にエチレン性不飽和モノマーまたはハロゲン化
芳香環を含むビニルモノマーの単独重合、またはこれらの共重合および／または三元重合
によるポリマーを挙げることができる。加えて、このようなモノマーの共重合体、ならび
に前記ポリマーのブレンド、およびその他のポリマーとのブロック共重合による共重合体
も構想される。有機基板材料の正確な特性は、本明細書に開示するさまざまな非限定的実
施形態にとって重要ではないが、一つの非限定的実施形態において、有機基板材料は、眼
科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分の上に、少なくとも透過電磁
波を偏光させるように改変した少なくとも部分的な被膜と化学的に相溶すべきである。
【００３１】
　さらに、本明細書に開示するいくつかの非限定的実施形態によれば、眼科エレメントを
構成する基板は、外表面に保護膜、たとえば耐摩耗性被膜、いわゆる「硬い被膜」を有す
ることができるが、こうした被膜に限定されるものではない。これらの表面にはひっかき
傷、擦り傷、あるいは引きずり傷が付きやすいため、市販されている熱可塑性ポリカーボ
ネートレンズ基板は、その多くが、外表面にたとえば耐摩耗性被膜を備えている。このよ
うなレンズ基板の一つの例は、ＧＥＮＴＥＸＴＭポリカーボネートレンズ（Ｇｅｎｔｅｘ
　Ｏｐｔｉｃｓ社から入手できる）である。したがって、本明細書で使用される「基板」
という用語は、限定されるものではないが、その表面に保護膜、たとえば耐摩耗性被膜を
有する基板を含む。
【００３２】
　さらに、本明細書に開示する非限定的実施形態に従って眼科エレメントを作製するため
に使用される基板は、色なし、色つき、フォトクロミック、色つき－フォトクロミック併
用のいずれの眼科エレメントが可能である。
【００３３】
　眼科エレメントおよび基板に関して、本明細書で使用される「色なし」という用語は、
実質的に着色剤（限定されるわけではないが、たとえば既存の染料）の添加を含まず、化
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学線に応答してほとんど変化しない、可視光線に対する吸収スペクトルを有することを意
味する。本明細書で使用される「化学線」という用語は、応答を引き起こす能力を持つ電
磁波を意味する。本明細書で使用されている化学線は、限定的ではなく、可視光線と紫外
線の両法を含むことができる。
【００３４】
　眼科エレメントおよび基板に関して、本明細書で使用される「色つき」という用語は、
着色剤（限定されるわけではないが、たとえば既存の染料）の添加を含み、化学光線に応
答してほとんど変化しない、可視光線に対する吸収スペクトルを有することを意味する。
【００３５】
　本明細書で使用される「フォトクロミック」という用語は、少なくとも化学線に応答し
て変化する、可視光線に対する吸収スペクトルを有し、かつ熱的に可逆的である、可視光
線に対する吸収スペクトルを有することを意味する。本明細書で限定はしないが、たとえ
ば本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態と関連して使用できる、フォトクロミ
ックなエレメント、基板、被膜、および物質は、電磁波に応答して透明な状態から着色し
た状態へ、あるいは電磁波に応答して一つの着色状態から別の着色状態へ変化してもよい
。たとえば、一つの非限定的実施形態において、フォトクロミックな眼科エレメントは、
化学線に応答して透明な状態から着色した状態へ変化し、熱線または加熱に応答して元の
透明状態に戻ることができる。さらに別の実施形態において、フォトクロミックな眼科エ
レメントは、化学線に応答して第一の着色状態から第二の着色状態へ変化し、熱線または
加熱に応答して再び第一着色状態に戻ることができる。
【００３６】
　眼科エレメントおよび基板に関して、本明細書で使用される「色つき－フォトクロミッ
ク」という用語は、着色剤の添加とフォトクロミック物質とを含み、少なくとも化学光線
に応答して変化する、可視光線に対する吸収スペクトルを有し、かつ熱的に可逆的である
ことを意味する。したがって、たとえば一つの非限定的実施形態において、着色フォトク
ロミック基板は、着色剤に基づく第一の色と、化学線をこれに当てたときの着色剤とフォ
トクロミック物質との併用に基づく第二の色とを持つことができる。
【００３７】
　上で述べたように、本明細書に開示するさまざまな非限定的実施例による眼科エレメン
トは、眼科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分の上に、少なくとも
透過電磁波を偏光させるように改変した少なくとも部分的な被膜を含む。本明細書で使用
される「透過電磁波」という用語は、エレメントまたは基板の少なくとも一部分を通過す
る電磁波を意味する。本明細書において限定的ではないが、透過電磁波は、可視光線であ
ってもよいし、可視光線と紫外線の組み合わせであってもよい。本明細書に開示するさま
ざまな非限定的実施形態によれば、少なくとも部分的な被膜は、透過可視光を偏光させる
ように作ることもできるし、あるいは透過可視光線と透過紫外線の組み合わせを偏光させ
るように作ることもできる。
【００３８】
　さらに、眼科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分の上の、少なく
とも透過電磁波を偏光させるようになされた少なくとも部分的な被膜は、少なくとも一つ
の二色性物質を含むことができる。本明細書で使用される「二色性物質」および「二色性
染料」という用語は、少なくとも透過電磁波の、直交する二つの面偏光成分のうちの一つ
を、もう一方より強く吸収する物質を意味する。二色性物質が、直交する二つの面偏光成
分のうちの一方をどの程度強く吸収するかを表す一つの尺度は、「吸収比」である。本明
細書で使用される「吸収比」という用語は、吸光度が最も大きな面を第一の面としたとき
の、第一の面における線形偏光電磁波の吸光度と第一の面に対して直交する面における同
じ波長の線形偏光電磁波の吸光度との比を意味する。吸収比決定法は、下記「実施例」の
中で詳しく説明する。
【００３９】
　本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態と関連して使用可能な二色性物質とし
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て吸収比が２～３０（必要に応じてこれより高い吸収比）の範囲にある二色性物質を挙げ
ることができるが、これに限定されるものではない。たとえば、いくつかの非限定的実施
形態によれば、二色性物質は、少なくとも３、少なくとも５、少なくとも７、少なくとも
１０、またはそれより高い吸収比を有する。さらに、本明細書に開示するさまざまな非限
定的実施形態によれば、吸収比が異なる二色性物質を組み合わせて使用することもできる
。たとえば、一つの非限定的実施形態では、少なくとも透過電磁波を偏光させるようにな
された少なくとも部分的な被膜は、第一の吸収比を有する第一二色性物質と、第一の吸収
比と異なる第二の吸収比を有する少なくとも一つの第二の二色性物質とを含むことができ
る。
【００４０】
　本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態と関連して使用するに適した二色性物
質の非限定的実施例には、アゾメチン、インジゴイド、チオインジゴイド、メロシアニン
、インダン類、キノナフタロン系染料、ペリレン類、フタロペリン類、トリフェノジオキ
サジン類、インドロキノキサリン類、イミダゾ－トリアジン類、テトラジン類、アゾ染料
、（ポリ）アゾ染料、ベンゾキノン類、ナフトキノン類、アントラキノンおよび（ポリ）
アントラキノン、アントラピリミジノン類、ヨウ素およびヨウ素酸塩が含まれる。
【００４１】
　本明細書においては限定するものではないが、一つの非限定的実施形態では、二色性物
質は、アゾ染料およびポリ（アゾ）染料の中から選択される。別の非限定的実施形態では
、二色性物質はアントラキノンおよび（ポリ）アントラキノンである。
【００４２】
　さらに、別の非限定的実施形態では、二色性物質として重合性二色性物質が可能である
。すなわち、この非限定的実施形態によれば、二色性物質は、重合可能な基（すなわち、
「重合性基」）を少なくとも一つ含むことができる。たとえば、本明細書においては限定
するものではないが、非限定的実施形態では、少なくとも一つの二色性物質は、末端に少
なくとも一つの重合性基を有する、少なくとも一つのアルコキシ、ポリアルコキシ、アル
キル、またはポリアルキル置換基を持つことができる。
【００４３】
　一つの非限定的実施形態によれば、眼科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なく
とも一部分の上の、少なくとも透過電磁波を偏光させるようになされた少なくとも部分的
な被膜は、少なくとも一つの二色性物質と、少なくとも一つの異方性物質とを含むことが
できる。本明細書で使用される「異方性」という用語は、少なくとも一つの異なる方向で
測定すると数値が異なる少なくとも一つの性質を持つことを意味する。したがって、「異
方性物質」とは、少なくとも一つの異なる方向で測定すると数値が異なる、少なくとも一
つの性質を持つ物質のことである。たとえば、本明細書においては限定するものではない
が、本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態と関連して使用できる異方性物質と
しては、光学的に異方性を示す物質が可能である。
【００４４】
　本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態と関連して使用するに適した異方性物
質の非限定的な例としては、液晶ポリマー、液晶プレポリマー、および液晶モノマーの中
から選択される液晶物質を挙げることができる。本明細書で使用される「プレポリマー」
という用語は、部分的に重合させた材料を意味する。たとえば、一つの非限定的実施形態
によれば、眼科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分の上に、少なく
とも透過電磁波を偏光させるようになされた少なくとも部分的な被膜は、少なくとも一つ
の二色性物質と、液晶ポリマー、液晶プレポリマー、および液晶モノマーの中から選択さ
れる少なくとも一つの異方性物質とを含むことができる。
【００４５】
　本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態と関連して異方性物質としての使用に
適する液晶モノマーとしては、一官能性液晶モノマーに加えて多官能性液晶モノマーも挙
げることができる。また、本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態によれば、液
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晶モノマーとしては、架橋性液晶モノマーが可能であり、さらに光架橋性液晶モノマーも
可能である。本明細書で使用される「光架橋性プレポリマー」という用語は、化学線を照
射して架橋可能な、たとえばモノマー、プレポリマーまたはポリマー材料を意味する。
【００４６】
　本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態によれば、異方性物質としての使用に
適する架橋性液晶モノマーの非限定的な例としては、アクリレート、メタクリレート、ア
リル、アリルエーテル、アルキン、アミノ、酸無水物、エポキシド、ヒドロキシド、イソ
シアネート、ブロック化イソシアネート、シロキサン、チオシアネート、チオール、尿素
、ビニルおよびビニルエーテルならびにこれらのブレンドの中から選択される官能基を有
する液晶モノマーを挙げることができる。本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形
態によれば、異方性物質としての使用に適する光架橋性液晶モノマーの非限定的な例とし
ては、アクリレート、メタクリレート、アルキン、エポキシド、チオールおよびそれらの
ブレンドの中から選択される官能基を有する液晶モノマーを挙げることができる。
【００４７】
　本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態と関連して使用するに適した液晶ポリ
マーおよびプレポリマーとしては、サーモトロピック液晶ポリマーおよびプレポリマーな
らびにリオトロピック液晶ポリマーおよびプレポリマーを挙げることができる。さらに、
液晶ポリマーおよびプレポリマーとしては、主鎖型ポリマーおよびプレポリマーまたは側
鎖型ポリマーおよびプレポリマーが可能である。加えて、本明細書に開示するさまざまな
非限定的実施形態によれば、液晶ポリマーおよびプレポリマーとして架橋性のものが可能
であり、さらに光架橋性のものも可能である。
【００４８】
　本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態によれば、異方性物質としての使用に
適する好適な液晶ポリマーおよびプレポリマーの非限定的な例としては、アクリレート、
メタクリレート、アリル、アリルエーテル、アルキン、アミノ、酸無水物、エポキシド、
ヒドロキシド、イソシアネート、ブロック化イソシアネート、シロキサン、チオシアネー
ト、チオール、尿素、ビニルおよびビニルエーテルならびにこれらのブレンドの中から選
択される官能基を有する主鎖型および側鎖型ポリマーおよびプレポリマーを挙げることが
できるが、もちろんこれらに限定されるものではない。本明細書に開示するさまざまな非
限定的実施形態によれば、異方性物質としての使用に適する光架橋性液晶ポリマーおよび
プレポリマーの非限定的な例として、アクリレート、メタクリレート、アルキン、エポキ
シド、チオールおよびそれらのブレンドの中から選択される官能基を有する液晶ポリマー
およびプレポリマーを挙げることができる。
【００４９】
　さらに加えて、本明細書においては限定するものではないが、さまざまな非限定的実施
形態によれば、異方性物質の少なくとも一部分は、少なくとも部分的に秩序ある配列を有
しており、そして、少なくとも一つの二色性物質の少なくとも一部分は、少なくとも部分
的に秩序ある配列を有する前記異方性物質の少なくとも一部分と、少なくとも部分的に整
列させることができる。本明細書で使用される「秩序のある配列をした（ｏｒｄｅｒｅｄ
）」という用語は、たとえば別の構造との整列によって、あるいは別の何らかの力または
効果によって、ふさわしい配置または位置をとることを意味する。また、本明細書で使用
される「整列した（ａｌｉｇｎｅｄ）」という用語は、別の構造との相互作用によってふ
さわしい配置または位置をとることを意味する。
【００５０】
　上で述べたように、二色性物質は、透過電磁波の、直交する二つの面偏光成分のうちの
一つをもう一方より強く吸収するが、二色性物質分子は透過電磁波の正味の偏光を実現す
るために、適切な位置または配置をとるようにしなければならない。したがって、本明細
書に開示するさまざまな非限定的実施形態によれば、偏光効果が全体として実現しうるよ
う、少なくとも一つの二色性物質の少なくとも一部分を、適当な位置または配置をとるよ
うに（すなわち秩序のある配列を有するように、または整列するように）することができ
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る。
【００５１】
　たとえば、一つの非限定的実施形態では、少なくとも部分的な被膜は、少なくとも部分
的に秩序ある配列を有する異方性物質（たとえば液晶物質、ただしこれに限定されるもの
ではない）と、少なくとも一つの少なくとも部分的に整列した二色性物質とを含むことが
でき、少なくとも部分的に整列した前記二色性物質は、少なくとも部分的に秩序ある配列
を有する前記異方性物質と、少なくとも部分的に整列する。本明細書においては限定する
ものではないが、この非限定的実施形態によれば、少なくとも一つの二色性物質の少なく
とも一部分の長軸と、前記異方性物質の配列方向とがおおむね平行になるように、前記二
色性物質の少なくとも一部分を、少なくとも部分的に整列させることができる。
【００５２】
　別の非限定的実施形態では、少なくとも一つの二色性物質は、異方性物質の少なくとも
一部分と結合させるか、反応させることができる。たとえば、この非限定的実施形態によ
れば、少なくとも一つの二色性物質は、重合によって異方性物質の少なくとも一部分の中
に組み込むか、異方性物質の少なくとも一部分と反応させることができる。また、本明細
書においては限定するものではないが、この非限定的実施形態によれば、少なくとも一つ
の二色性物質は、ヒドロキシル、カルボキシル、（メタ）アクリルオキシ、２－（メタク
リルオキシ）エチルカルバミル（－ＯＣ（Ｏ）ＮＨＣ２Ｈ４ＯＣ（Ｏ）Ｃ（ＣＨ３）＝Ｃ
Ｈ２）、エポキシ、またはそれらの混合物の中から選択される末端基およびまたはペンダ
ント基を含む少なくとも一つの置換基を含むことができる。
【００５３】
　少なくとも一つの二色性物質と、少なくとも一つの異方性物質に加えて、さまざまな非
限定的実施形態によれば、眼科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分
の上の、少なくとも透過電磁波を偏光させるようになされた少なくとも部分的な被膜は、
さらに、少なくとも一つのフォトクロミック物質を含むことができる。上で述べたように
、フォトクロミック物質は、少なくとも化学線に応答して変化する吸収スペクトルを有す
る。
【００５４】
　たとえば、本明細書においては限定するものではないが、少なくとも一つのフォトクロ
ミック物質は、ピラン類、オキサジン類、フルギド類およびフルギミド類、ならびにジチ
ゾン酸金属の中から選択することができる。しかし、さまざまな非限定的実施形態によれ
ば、選択される具体的なフォトクロミック物質は重要ではなく、その選択は最終的な用途
と、その用途に対して望まれる色または色合いによって左右される。一つの非限定的実施
形態では、少なくとも一つのフォトクロミック物質は、活性化（すなわち、化学線を照射
）されるとき、３００～１０００ナノメートルの範囲に少なくとも一つの吸収極大を有す
る。
【００５５】
　さらに、いくつかの非限定的実施形態では、少なくとも部分的な被膜は、フォトクロミ
ック物質の混合物を含むことができる。本明細書においては限定するものではないが、二
つ以上のフォトクロミック物質が組合わせて使用される場合、フォトクロミック物質は、
一般に、互いに補完して所望の色または色相を作り出すように選択されることが少なくな
い。たとえば、本明細書に開示するいくつかの非限定的実施形態では、フォトクロミック
物質の混合物を使用して、ある一定の、活性化された色、たとえば中間色に近い灰色や中
間色に近い褐色を実現することができる。たとえば、中間灰色および中間褐色の色を定義
するパラメーターについて記載する米国特許第５，６４５，７６７号、欄１２の６６行目
から欄１３の１９行目を参照のこと。その開示内容は、参照することによりここに組み込
む。
【００５６】
　本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態と関連して使用することができるフォ
トクロミックピラン類の非限定的例としては、米国特許第５，６４５，７６７号に開示さ
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れている、ベンゾピラン類、ナフトピラン類、たとえばナフト［１，２－ｂ］ピラン類、
ナフト［２，１－ｂ］ピラン類、スピロ－９－フルオレノ［１，２－ｂ］ピラン類、フェ
ナントロピラン類、キノンピラン類、およびインデノ縮合ナフトピラン類；米国特許第５
，７２３，０７２号、米国特許第５，６９８，１４１号、米国特許第６，１５３，１２６
号、および米国特許第６，０２２，４９７号に開示されている、スピロピラン類、たとえ
ばスピロ（ベンズインドリン）ナフトピラン類、スピロ（インドリン）ベンゾピラン類、
スピロ（インドリン）ナフトピラン類、スピロ（インドリン）キノピラン類、およびスピ
ロ（インドリン）ピラン類；ヘテロ環縮合ナフトピラン類を挙げることができる。これら
の文献は、参照することによりここに組み込まれる。ナフトピラン類および補完有機フォ
トクロミック化合物のより具体的な例は、米国特許第５，６５８，５０１号の欄１１の５
７行目から欄１３の３６行目に亘って記載されている。参照することによりこの文献をこ
こに組み込む。
【００５７】
　本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態と関連して使用することができるフォ
トクロミックオキサジン類の非限定的例としては、ベンゾオキサジン類、ナフトオキサジ
ン類、およびスピロオキサジン類、たとえば、スピロ（インドリン）ナフトオキサジン類
、スピロ（インドリン）ピリドベンゾオキサジン類、スピロ（ベンゾインドリン）ピリド
ベンゾオキサジン類、スピロ（ベンゾインドリン）ナフトオキサジン類、スピロ（インド
リン）ベンゾオキサジン類、およびスピロ（インドリン）フルオランテンオキサジン類を
挙げることができる。
【００５８】
　本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態と関連して使用することができるフォ
トクロミックフルギド類およびフォトクロミックフルギミド類の非限定的例としては、米
国特許第４，９３１，２２０号（参照することによってここに組み込む）の欄２０の５行
目から欄２１の３８行目に亘って記載されている３－フリルおよび３－チエニルフルギド
類およびフルギミド類および前記フォトクロミック物質／化合物のうちのいずれかの混合
物を挙げることができる。
【００５９】
　本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態と関連して使用することができるフォ
トクロミックジチゾン酸金属の非限定的例としては、たとえば米国特許第３，３６１，７
０６号に記載のジチゾン酸水銀を挙げることができ、参照することによってこの文献をこ
こに組み込む。
【００６０】
　加えて、本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態によれば、金属酸化物中にカ
プセル化したフォトクロミック物質、たとえばフォトクロミック染料およびフォトクロミ
ック化合物を使用することも可能であることが構想される。たとえば米国特許第４，１６
６，０４３号および第４，３６７，１７０号に記載の物質を参照のこと。これらの文献を
参照することにより、ここに組み込む。さらに、本明細書に開示するさまざまな非限定的
実施形態と関連して、たとえば米国特許第６，１１３，８１４号（参照することによって
ここに組み込む）に開示されている重合性フォトクロミック物質および、たとえば米国特
許第６，５５５，０２８号（参照することによってここに組み込む）に開示されている相
溶性を持たせたフォトクロミック物質も使用することができる。
【００６１】
　さらに加えて、本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態によれば、少なくとも
透過電磁波を偏光させるようになされた少なくとも部分的な被膜は、さらに、少なくとも
部分的な被膜の処理、性質または性能を高めうる少なくとも一つの添加物を含むことがで
きる。このような添加物の非限定的な例を挙げれば、染料、配列促進剤、速度促進剤、光
開始剤、溶媒、光安定剤（たとえば、紫外線吸収剤、紫外線安定剤、たとえばヒンダード
アミン光安定剤（ＨＡＬＳ）、しかしこれに限定されるものではない）、熱安定剤、離型
剤、粘性調整剤、レベリング剤（たとえば界面活性剤、しかしこれに限定されるものでは
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ない）、フリーラジカル・スカベンジャー、および接着促進剤（たとえばヘキサンジオー
ル　ジアクリレートおよびカップリング剤）などである。一つの非限定的実施形態では、
この添加物は染料である。
【００６２】
　本明細書で使用される「配列促進剤（ａｌｉｇｎｍｅｎｔ　ｐｒｏｍｏｔｏｒ）」とい
う用語は、添加される物質の配列速度および均質性の少なくとも一方を促進することがで
きる添加物を意味する。本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態によれば、少な
くとも部分的な被膜中に存在しうる配列促進剤の非限定的な例としては、米国特許第６，
３３８，８０８号および米国特許出願第２００２／００３９６２７号明細書（参照するこ
とによってここに組み込む）に記載の配列促進剤を挙げることができる。
【００６３】
　本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態によれば、少なくとも部分的な被膜中
に存在しうる染料の非限定的な例としては、所望の色または光学的な特性を、少なくとも
部分的な被膜に付与しうる有機染料を挙げることができる。
【００６４】
　本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態によれば、少なくとも部分的な被膜中
に存在しうる速度促進剤の非限定的な例としては、エポキシ含有化合物、有機ポリオール
、および／または可塑剤を挙げることができる。このような速度促進剤の具体的な例は、
米国特許第６，４３３，０４３号および米国特許出願第２００３／００４５６１２号明細
書（参照することによってここに組み込む）に開示されている。
【００６５】
　本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態によれば、少なくとも部分的な被膜中
に存在しうる光開始剤の非限定的な例としては、開裂タイプの光開始剤と引き抜きタイプ
の光開始剤を挙げることができる。開裂タイプの光開始剤の非限定的な例としては、アセ
トフェノン類、α－アミノアルキルフェノン類、ベンゾインエーテル類、ベンゾイルオキ
シム類、アシルホスフィンオキシドおよびビスアシルホスフィンオキシドならびにこのよ
うな開始剤の混合物を挙げることができる。このような光開始剤の市販品としては、Ｃｉ
ｂａ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，Ｉｎｃ．から入手可能なＤＡＲＯＣＵＲＥ（登録商標）４２
６５などがある。引き抜きタイプの光開始剤の非限定的な例としては、ベンゾフェノン、
ミヒラーケトン、チオキサントン、アントラキノン、カンファーキノン、フルオロン、ケ
トクマリンまたはこのような開始剤の混合物を挙げることができる。
【００６６】
　本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態によれば、少なくとも部分的な被膜中
に存在しうる光開始剤の別の非限定的な例としては、可視光による開始剤を挙げることが
できる。好適な可視光による開始剤の非限定的な例は、米国特許第６，６０２，６０３号
（参照することによってここに組み込む）の欄１２の１１行目から欄１３の２１行目に亘
って記載されている。
【００６７】
　本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態によれば、少なくとも部分的な被膜中
に存在しうる溶媒の非限定的な例として、被膜の固体成分を溶解し、かつ被膜、眼科エレ
メントおよび基板と相溶性であり、かつ／あるいは被膜を付与する外表面を一様に覆うこ
とができる溶媒を挙げることができる。可能性のある溶媒としては、アセトン、プロピオ
ン酸アミル、アニソール、ベンゼン、酢酸ブチル、シクロヘキサン、エチレングリコール
　ジエルキルエーテル、たとえばジエチレングリコールジメチルエーテルおよびその誘導
体（工業用溶媒としてセロソルブ（登録商標）の商品名で市販されている）、ジエチレン
グリコール　ジベンゾエート、ジメチルスルホキシド、ジメチルホルムアミド、ジメトキ
シベンゼン、酢酸エチル、イソプロピルアルコール、メチルシクロヘキサノン、シクロペ
ンタノン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、プロピオン酸メチル、プロピ
レンカーボネート、テトラヒドロフラン、トルエン、キシレン、２－メトキシエチルエー
テル、３－プロピレングリコールメチルエーテルおよびそれらの混合物を挙げることがで
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きるが、これらに限定されない。
【００６８】
　本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態によれば、眼科エレメントは、さらに
、眼科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分の上に対する、少なくと
も透過電磁波を偏光させるようになされた少なくとも部分的な被膜の結合、接着、または
濡れを容易にすることができる一つ以上の別の被膜を含むことができる。たとえば、一つ
の非限定的実施形態によれば、眼科エレメントは、少なくとも透過電磁波を偏光させるよ
うになされた少なくとも部分的な被膜の少なくとも一部分と、眼科エレメントの少なくと
も一つの外表面の少なくとも一部分との間に、少なくとも部分的なプライマー膜を含むこ
とができる。さらに、要求事項ではないが、この非限定的実施形態によれば、プライマー
膜は、被膜成分が眼科エレメントまたは基板表面と相互作用するのを防止し、逆に、眼科
エレメントまたは基板表面が被膜成分と相互作用するのを防止するバリアー膜としての役
割を果たすことができる。
【００６９】
　本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態と関連して使用することができるプラ
イマー膜の非限定的な例としては、カップリング剤、カップリング剤の少なくとも部分的
な加水分解物、およびそれらの混合物を含む被膜を挙げることができる。本明細書で使用
される「カップリング剤」という用語は、少なくとも一つの表面上で、一つの基と反応、
結合、および／または会合する能力を持つ少なくとも一つの基を有する物質を意味する。
一つの非限定的実施形態では、カップリング剤は、類似していてもよいし、似ていなくて
もよい、少なくとも二つの表面の界面で分子の橋として働くことができる。別の非限定的
実施形態では、カップリング剤はモノマー、オリゴマー、および／またはポリマーである
ことが可能である。このような物質としては、有機金属化合物、たとえばシラン、チタネ
ート、ジルコネート、アルミネート、ジルコニウムアルミネート、それらの加水分解物お
よびそれらの混合物を挙げることができるが、もちろんこれらに限定されるものではない
。本明細書で使用される「カップリング剤の少なくとも部分的な加水分解物」という語句
は、カップリング剤上の加水分解性基の少なくとも一部ないしすべてが加水分解されるこ
とを意味する。カップリング剤および／またはカップリング剤の加水分解物に加えて、プ
ライマー膜は、接着力を高める別の配合成分を含むことができる。たとえば、本明細書に
おいては限定するものではないが、プライマー膜は、さらに、接着力を高める量のエポキ
シ含有物質を含むことができる。被膜組成物を含むカップリング剤に加える場合、接着力
を高める量のエポキシ含有物質は、カップリング剤は含むが、エポキシ含有物質は実質的
に含まない被膜組成物と比べて、そのあとに付与する被膜の接着性を高めることができる
。本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態と関連して使用するに適したプライマ
ー膜の別の非限定的な例としては、米国特許第６，６０２，６０３号および米国特許第６
，１５０，４３０号（参照することによりここに組み込む）に記載されているものを挙げ
ることができる。
【００７０】
　また、本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態によれば、眼科エレメントは、
さらに、フォトクロミック膜、反射防止膜、中間移行膜、プライマー膜、および保護膜の
中から選択される少なくとも一つの追加的な、少なくとも部分的に被膜を、眼科エレメン
トの少なくとも一部分の上に含むことができる。たとえば、本明細書においては限定する
ものではないが、少なくとも一つの追加的な、少なくとも部分的な被膜は、少なくとも透
過電磁波を偏光させるようになされた少なくとも部分的な被膜の少なくとも一部分の上に
あること、すなわちオーバーコートとすることが可能である。さらに加えて、あるいは別
の形態として、電磁波を偏光させるようになされた少なくとも部分的な被膜は、眼科エレ
メントの第一外表面の少なくとも一部分の上にあることが可能であり、少なくとも一つの
追加的な、少なくとも部分的な被膜は、眼科エレメントの第二外表面の少なくとも一部分
の上にあることが可能であって、眼科エレメントの第一外表面は、眼科エレメントの第二
外表面に対して反対側にある。
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【００７１】
　フォトクロミック膜の非限定的な例としては、上記フォトクロミック物質のいずれかを
含む被膜を挙げることができる。たとえば、本明細書においては限定するものではないが
、フォトクロミック膜は、たとえば米国特許第６，１８７，４４４号に記載のフォトクロ
ミックポリウレタン膜；たとえば米国特許第４，７５６，９７３号、第６，４３２，５４
４Ｂ１号および第６，５０６，４８８号に記載のフォトクロミックなアミンプラスト樹脂
膜；たとえば、米国特許第４，５５６，６０５号に記載のフォトクロミックなポリシラン
膜；たとえば米国特許第６，６０２，６０３号、第６，１５０，４３０号および第６，０
２５，０２６号ならびにＷＩＰＯ公報　ＷＯ０１／０２４４９　Ａ２に記載のフォトクロ
ミックなポリ（メタ）アクリレート膜；たとえば米国特許第６，４３６，５２５号に記載
のフォトクロミックなポリ酸無水物膜；たとえば米国特許第６，０６０，００１号に記載
のフォトクロミックなポリアクリルアミド膜；たとえば米国特許第４，７５６，９７３号
および第６，２６８，０５５Ｂ１号に記載のフォトクロミックなエポキシ樹脂膜；および
、たとえば米国特許第６，５３１，０７６号に記載のフォトクロミックなポリ（尿素－ウ
レタン）膜が可能である。上記米国特許明細書および国際特許出願公報を参照することに
より、ここに組み込む。
【００７２】
　本明細書で使用される「中間移行膜」という用語は、二つの被膜の間にあって特性の傾
斜を作り出すのに役立つ膜を意味する。たとえば、本明細書においては限定するものでは
ないが、中間移行膜は、相対的に硬い膜と、相対的に軟らかい膜との間にあって硬さの傾
斜を作り出す役割を果たすことができる。中間移行膜の非限定的な例としては、電磁波照
射によって硬化させたアクリレート系薄膜を挙げることができる。
【００７３】
　保護膜の非限定的な例としては、有機シランを含む耐摩耗性膜、電磁波照射によって硬
化させたアクリレート系薄膜を含む耐摩耗性膜、無機物質、たとえばシリカ、チタニア、
および／またはジルコニアをベースとした耐摩耗性膜、紫外線で硬化可能な酸素バリアー
膜、紫外線遮蔽膜およびこれらの組み合わせタイプの有機系耐摩耗性を挙げることができ
る。たとえば、一つの非限定的実施形態によれば、保護膜は、電磁波の照射で硬化するア
クリレート系薄膜の第一被膜と、有機シランを含む第二被膜とを含むことができる。市販
保護被膜製品の非限定的な例としては、ＳＩＬＶＵＥ（登録商標）　１２４被膜およびＨ
Ｉ－ＧＡＲＤ（登録商標）被膜を挙げることができるが、両者はＳＤＣ　Ｃｏａｔｉｎｇ
ｓ，Ｉｎｃ．およびＰＰＧ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ，Ｉｎｃ．からそれぞれ購入すること
ができる。
【００７４】
　本発明の別の非限定的実施形態は、眼科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なく
とも一部分の上の、少なくとも一つの配向機構と、その配向機構の少なくとも一部分の上
に、少なくとも透過電磁波を偏光させるようになされた少なくとも部分的な被膜とを含む
眼科エレメントを提供する。本明細書で使用される「配向機構」という用語は、直接的に
であれ、間接的にであれ、またはこれらの組合わせであれ、一つ以上の別の構造を、組み
合わせ配向機構の少なくとも一部分にさらすことにより、その構造の位置決め（ｐｏｓｉ
ｔｉｏｎｉｎｇ）を容易にすることができる機構を意味する。本明細書に開示するこれら
の非限定的実施形態と関連して使用することができる配向機構の非限定的な例としては、
少なくとも部分的に秩序ある配列を有する配列媒体、少なくとも部分的に延伸したポリマ
ーシート、少なくとも部分的に処理した表面、およびそれらの組み合わせを含む少なくと
も部分的な被膜を挙げることができる。
【００７５】
　たとえば、本明細書においては限定するものではないが、一つの非限定的実施形態によ
れば、少なくとも一つの配向機構は、少なくとも部分的に秩序ある配列を有する配列媒体
を含む少なくとも一つの少なくとも部分的な被膜を含むことができる。本明細書で使用さ
れる「配列媒体（ａｌｉｇｎｍｅｎｔ　ｍｅｄｉｕｍ）」という用語は、一つ以上の別の
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物質の位置決めを助けることができる物質を意味する。配列媒体の少なくとも一部分を配
列させる非限定的方法についてはあとで詳しく述べる。
【００７６】
　本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態と関連して使用することができる好適
な配列媒体の非限定的な例としては、光配向性物質、ラビング（摩擦）配向性物質、およ
び液晶物質を挙げることができる。たとえば、非限定的実施形態によれば、少なくとも一
つの配向機構は、光配向性物質、ラビング配向性物質、および液晶物質の中から選択され
る少なくとも部分的に秩序ある配列を有する配列媒体を含む少なくとも一つの少なくとも
部分的な被膜を含むことができる。
【００７７】
　本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態によれば、配列媒体としての使用に適
する液晶物質の非限定的な例としては、液晶ポリマー、液晶プレポリマー、および液晶モ
ノマーを挙げることができる。たとえば、一つの非限定的実施形態によれば、少なくとも
一つの配向機構は、液晶ポリマー、液晶プレポリマー、および液晶モノマーの中から選択
される少なくとも部分的に秩序ある配列を有する液晶物質を含む少なくとも一つの少なく
とも部分的な被膜を含むことができる。
【００７８】
　本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態と関連して配列媒体として使用するの
に適する液晶モノマーとしては、一官能性液晶モノマーばかりでなく、多官能性液晶モノ
マーも含まれる。さらに、本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態によれば、液
晶モノマーは、架橋性液晶モノマーであってもよく、さらに光架橋性液晶モノマーであっ
てもよい。
【００７９】
　さらに、本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態によれば、配列媒体としての
使用に適する架橋性液晶モノマーの非限定的な例としては、アクリレート、メタクリレー
ト、アリル、アリルエーテル、アルキン、アミノ、酸無水物、エポキシド、ヒドロキシド
、イソシアネート、ブロック化イソシアネート、シロキサン、チオシアネート、チオール
、尿素、ビニル、ビニルエーテル、およびそれらのブレンドの中から選択される官能基を
有する液晶モノマーを挙げることができる。本明細書に開示するさまざまな非限定的実施
形態によれば、異方性物質としての使用に適する光架橋性液晶モノマーの非限定的な例と
しては、アクリレート、メタクリレート、アルキン、エポキシド、チオール、およびそれ
らのブレンドの中から選択される官能基を有する液晶モノマーを挙げることができる。
【００８０】
　本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態と関連して配列媒体として使用するの
に適する液晶ポリマーおよびプレポリマーとしては、サーモトロピック液晶ポリマーおよ
びプレポリマー、ならびにリオトロピック液晶ポリマーおよびプレポリマーを挙げること
ができる。さらに、液晶ポリマーおよびプレポリマーは、主鎖型液晶ポリマーおよびプレ
ポリマーであってもよいし、あるいは側鎖型液晶ポリマーおよびプレポリマーであっても
よい。さらに加えて、本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態によれば、液晶ポ
リマーまたはプレポリマーは、架橋性であってもよいし、さらに光架橋性であってもよい
。
【００８１】
　本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態によれば、配列媒体としての使用に適
する液晶ポリマーおよびプレポリマーの非限定的な例としては、アクリレート、メタクリ
レート、アリル、アリルエーテル、アルキン、アミノ、酸無水物、エポキシド、ヒドロキ
シド、イソシアネート、ブロック化イソシアネート、シロキサン、チオシアネート、チオ
ール、尿素、ビニル、ビニルエーテル、およびそれらのブレンドの中から選択される官能
基を有する主鎖型および側鎖型液晶ポリマーおよびプレポリマーを挙げることができるが
、もちろんこれらの官能基に限定されるものではない。本明細書に開示するさまざまな非
限定的実施形態によれば、配列媒体としての使用に適する光架橋性液晶ポリマーおよびプ
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レポリマーの非限定的な例としては、アクリレート、メタクリレート、アルキン、エポキ
シド、チオール、およびそれらのブレンドの中から選択される官能基を有する光架橋性液
晶ポリマーおよびプレポリマーを挙げることができる。
【００８２】
　本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態と関連して配列媒体として使用するの
に適する光配向性物質の非限定的な例としては、光配向性ポリマー網目構造を挙げること
ができる。好適な光配向性ポリマー網目構造の具体的、かつ非限定的な例としては、アゾ
ベンゼン誘導体、ケイ皮酸誘導体、クマリン誘導体、フェルリン酸誘導体、およびポリイ
ミドを挙げることができる。たとえば、非限定的な実施形態によれば、配向機構は、アゾ
ベンゼン誘導体、ケイ皮酸誘導体、クマリン誘導体、フェルリン酸誘導体、およびポリイ
ミドの中から選択される少なくとも部分的に秩序ある配列を有する光配向性ポリマー網目
構造を含む少なくとも一つの少なくとも部分的な被膜を含むことができる。本明細書に開
示するさまざまな非限定的実施形態と関連して配列媒体として使用できるケイ皮酸誘導体
の具体的、かつ非限定的な例としては、ケイ皮酸ポリビニルおよびパラメトキシケイ皮酸
のポリビニルエステルを挙げることができる。
【００８３】
　本明細書で使用される「ラビング配向性物質」という用語は、その物質の表面の少なく
とも一部分を、好適な組織を有する別の物質で摩擦することにより、少なくとも部分的に
整列させることができる物質を意味する。たとえば、本明細書においては限定するもので
はないが、一つの非限定的実施形態によれば、ラビング配向性物質は、好適な組織を持つ
布またはベルベットで摩擦することができる。本明細書に開示するさまざまな非限定的実
施形態と関連して配列媒体として使用するのに適するラビング配向性物質の非限定的な例
としては、（ポリ）イミド類、（ポリ）シロキサン類、（ポリ）アクリレート類、および
（ポリ）クマリン類を挙げることができる。したがって、たとえば、本明細書においては
限定するものではないが、一つの非限定的実施形態において、配列媒体を含む少なくとも
部分的な被膜には、ベルベットまたは布で摩擦してポリイミド表面の少なくとも一部分に
秩序のある配列を形成させた、ポリイミドを含む少なくとも部分的な被膜が可能である。
【００８４】
　上で述べたように、本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態によれば、少なく
とも一つの配向機構は、少なくとも部分的に延伸したポリマーシートを含むことができる
。たとえば、本明細書においては限定するものではないが、ポリビニルアルコール（「Ｐ
ＶＡ」）ポリマー鎖を少なくとも部分的に整列させるため、ＰＶＡのシートを、少なくと
も部分的に延伸し、それからそのシートを眼科エレメントの少なくとも一つの外表面の少
なくとも一部分に結合させて、配向機構を作製することができる。
【００８５】
　さらにまた、上で述べたように、本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態によ
れば、少なくとも一つの配向機構は、少なくとも部分的に処理した表面を含むことができ
る。本明細書で使用される「処理した表面」という用語は、その表面に秩序ある配列を形
成せるために物理的に改変した表面を意味する。少なくとも部分的に処理した表面の非限
定的な例としては、少なくとも部分的に摩擦した表面および少なくとも部分的にエッチン
グした表面を挙げることができる。たとえば、一つの実施形態によれば、少なくとも一つ
の配向機構には、少なくとも部分的に摩擦した表面および少なくとも部分的にエッチング
した表面の中から選択される少なくとも部分的に処理された表面が含まれる。
【００８６】
　さまざまな非限定的実施形態によれば、配向機構の形成に有用なエッチング表面の非限
定的な例としては、化学的にエッチングした表面、プラズマエッチング表面、ナノエッチ
ング表面（たとえば、走査型トンネル顕微鏡または原子力顕微鏡を使用してエッチングし
た表面など）、レーザーエッチング表面、および電子ビームエッチング表面を挙げること
ができる。
【００８７】
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　さらに、さまざまな非限定的実施形態によれば、少なくとも一つの配向機構には、第一
の全体的方向を有する第一配列領域と、その第一配列領域に隣接し、第一の全体的方向と
は異なる第二の全体的方向を有する少なくとも一つの第二配列領域とを設けることができ
る。したがって、配向機構は、所望のパターンまたはデザインを形成するために必要なさ
まざまな配置を有する複数個の領域を持つことができる。さらに加えて、上で述べたよう
に、本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態によれば、一つ以上の異なる配向機
構を組み合わせて配向機構を作製することもできる。
【００８８】
　前に述べたように、さまざまな非限定的実施形態によれば、少なくとも透過する電磁波
を偏光させるようになされた少なくとも部分的な被膜には、少なくとも一つの二色性物質
を含めることができる。二色性物質の非限定的な好適例の詳細はすでに上に記載した。ま
た、前に述べたように、正味の偏光効果を得ようとすれば、少なくとも一つの二色性物質
の少なくとも一部分を少なくとも部分的に整列させることが一般に必要である。したがっ
て、さまざまな非限定的実施形態によれば、少なくとも一つの二色性物質の少なくとも一
部分は、例えば一つ以上の別の構造または物質を通して配向機構の少なくとも一部分と、
直接あるいは間接的に接触することによって、少なくとも部分的に整列させることが可能
である。
【００８９】
　たとえば、一つの非限定的実施形態において、二色性物質の少なくとも一部分は、少な
くとも一つの配向機構の少なくとも一部分と直接接触することによって、少なくとも部分
的に整列させることができる。本明細書においては限定するものではないが、この非限定
的実施形態によれば、少なくとも一つの二色性物質の少なくとも一部分は、少なくとも一
つの二色性物質の少なくとも一部分の長軸が、配向機構の少なくとも一つの配列領域の全
体的方向に対しておおむね平行となるように、少なくとも部分的に整列させることができ
る。さらに、本明細書においては限定するものではないが、この非限定的実施形態によれ
ば、配向機構に液晶物質を含めることができる。
【００９０】
　別の非限定的実施形態では、少なくとも透過する電磁波を偏光させるようになされた少
なくとも部分的な被膜に、異方性物質と、少なくとも一つの二色性物質とを含めることが
できる。本明細書においては限定するものではないが、この非限定的実施形態によれば、
異方性物質の少なくとも一部分は、すでに上で述べたように、少なくとも一つの配向機構
と、少なくとも部分的に整列（ａｌｉｇｎ）させることができ、そして少なくとも一つの
少なくとも部分的に整列させた二色性物質は、少なくとも一つの少なくとも部分的に整列
させた異方性物質の少なくとも部分的に整列することができる。異方性物質の非限定的な
好適例の詳細はすでに上に記載した。
【００９１】
　さらに、本明細書に開示される種々の非限定的実施形態によれば、眼科エレメントは、
少なくとも一つの配向機構および少なくとも透過電磁波を偏光させるようになされた少な
くとも部分的な被膜以外に、配列転写物質を含む少なくとも一つの部分的な被膜を含むこ
ともできるし、さらに、配列転写物質を含む複数個の少なくとも部分的な被膜を含むこと
もできる。本明細書で使用される「配列転写物質」という用語は、好適な配置または位置
を、一つの構造または物質から別の一つの構造または物質へ転写するのを容易にすること
ができる物質を意味する。
【００９２】
　たとえば、一つの非限定的実施形態では、配列転写物質を含む少なくとも一つの少なく
とも部分的な被膜を、少なくとも一つの配向機構と、少なくとも透過電磁波を偏光させる
ようになされた少なくとも部分的な被膜の少なくとも一部分との間に置くことができる。
この非限定的実施形態によれば、配列転写物質の少なくとも一部分を、配向機構の少なく
とも一部分と整列させることができ、少なくとも部分的な被覆の少なくとも一つの二色性
物質の少なくとも一部分を、配列転写物質の少なくとも一部分と整列させることができる
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。すなわち、配列転写物質は、好適な配置または位置が、少なくとも一つの配向機構から
、少なくとも一つの二色性物質へ転写しやすくすることができる。さらに、電磁波を偏光
させるようになされた少なくとも部分的な被膜が、異方性物質を含む場合は、すでに上で
述べたように、異方性物質の少なくとも一部分を、配列転写物質と、少なくとも部分的に
整列させることができ、そして少なくとも一つの二色性物質を、少なくとも一つの異方性
物質と、少なくとも部分的に整列させることができる。
【００９３】
　本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態と関連して使用するのに適する配列転
写物質の非限定的な例としては、液晶ポリマー、液晶プレポリマー、および液晶モノマー
の中から選択される液晶物質を挙げることができる。
【００９４】
　本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態と関連して配列転写物質として使用す
るのに適する液晶モノマーとしては、一官能性液晶モノマーのほかに、多官能性液晶モノ
マーを挙げることができる。さらに、本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態に
よれば、液晶モノマーとして架橋性液晶モノマーが可能であり、さらに光架橋性液晶モノ
マーが可能である。
【００９５】
　本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態によれば、配列転写物質としての使用
に適する架橋性液晶モノマーの非限定的な例として、アクリレート、メタクリレート、ア
リル、アリルエーテル、アルキン、アミノ、酸無水物、エポキシド、ヒドロキシド、イソ
シアネート、ブロック化イソシアネート、シロキサン、チオシアネート、チオール、尿素
、ビニル、ビニルエーテル、およびそれらのブレンドの中から選択される官能基を有する
液晶モノマーを挙げることができる。本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態に
よれば、配列転写物質としての使用に適する光架橋性液晶モノマーの非限定的な例として
、アクリレート、メタクリレート、アルキン、エポキシド、チオール、およびそれらのブ
レンドの中から選択される官能基を有する液晶モノマーを挙げることができる。
【００９６】
　本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態と関連して配列転写物質として使用す
るのに適する液晶ポリマーおよびプレポリマーとしては、サーモトロピック液晶ポリマー
およびプレポリマー、ならびにリオトロピック液晶ポリマーおよびプレポリマーを挙げる
ことができるが、もちろんこれらの液晶ポリマーに限定されるものではない。さらに、液
晶ポリマーおよびプレポリマーは、主鎖型液晶ポリマーおよびプレポリマーであってもよ
いし、あるいは側鎖型液晶ポリマーおよびプレポリマーであってもよい。さらに加えて、
本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態によれば、液晶ポリマーまたはプレポリ
マーは、架橋性であってもよいし、さらに光架橋性であってもよい。
【００９７】
　本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態によれば、配列転写物質としての使用
に適する液晶ポリマーおよびプレポリマーの非限定的な例としては、アクリレート、メタ
クリレート、アリル、アリルエーテル、アルキン、アミノ、酸無水物、エポキシド、ヒド
ロキシド、イソシアネート、ブロック化イソシアネート、シロキサン、チオシアネート、
チオール、尿素、ビニル、ビニルエーテル、およびそれらのブレンドの中から選択される
官能基を有する主鎖型および側鎖型液晶ポリマーおよびプレポリマーを挙げることができ
るが、もちろんこれらの官能基に限定されるものではない。本明細書に開示するさまざま
な非限定的実施形態によれば、配列転写物質としての使用に適する光架橋性液晶ポリマー
およびプレポリマーの非限定的な例としては、アクリレート、メタクリレート、アルキン
、エポキシド、チオール、およびそれらのブレンドの中から選択される官能基を有する光
架橋性液晶ポリマーおよびプレポリマーを挙げることができる。
【００９８】
　さらに、本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態による眼科エレメントは、少
なくとも一つの配向機構による、眼科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくとも



(37) JP 2010-26521 A 2010.2.4

10

20

30

40

50

一部分の結合、接着、または濡れを容易にすることのできる一つ以上の被膜を含むことが
できる。たとえば、眼科エレメントは、さらに、少なくとも一つの配向機構と、眼科エレ
メントの少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分との間に位置する少なくとも部分的
なプライマー膜を含むことができる。この非限定的実施形態と関連して使用に適するプラ
イマー被膜の非限定的な例は、すでに上で詳しく述べた。
【００９９】
　さらに別の非限定的実施形態は、眼科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくと
も一部分の上の、配列媒体を含む少なくとも一つの少なくとも部分的な被膜と、配列媒体
を含む少なくとも一つの少なくとも部分的な被膜の少なくとも一部分の上の、配列転写物
質を含む少なくとも一つの少なくとも部分的な被膜と、配列転写物質を含む少なくとも一
つの少なくとも部分的な被膜の少なくとも一部分の上の、一つの異方性物質と、少なくと
も一つの二色性物質とを含む、少なくとも一つの少なくとも部分的な被膜とを含む、眼科
エレメントを提供する。
【０１００】
　本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態によれば、配列媒体を含む少なくとも
部分的な被膜は、最終的な用途および／または使用される加工設備によって、広範囲に亘
る膜厚を持つことが可能である。たとえば、一つの非限定的実施形態では、配列媒体を含
む少なくとも部分的な被膜の厚さは、少なくとも２ナノメートル～１０，０００ナノメー
トルの範囲が可能である。別の非限定的実施形態では、配列媒体を含む少なくとも部分的
な被膜は、少なくとも５ナノメートル～１０００ナノメートルの範囲の厚さを持つことが
できる。さらに別の非限定的実施形態では、配列媒体を含む少なくとも部分的な被膜は、
少なくとも１０ナノメートル～１００ナノメートルの範囲の厚さを持つことができる。さ
らに別の非限定的実施形態では、配列媒体を含む少なくとも部分的な被膜は、少なくとも
５０ナノメートル～１００ナノメートルの範囲の厚さを持つことができる。さらに、さま
ざまな非限定的実施形態によれば、眼科エレメントは、配列媒体を含む複数個の少なくと
も部分的な被膜を含むことができる。さらに、複数個の少なくとも部分的な被膜のそれぞ
れは、別の複数個の少なくとも部分的な被膜と同じ膜厚か、または異なる膜厚を持つこと
ができる。
【０１０１】
　さらに、本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態によれば、配列転写物質を含
む少なくとも部分的な被膜は、最終的な用途および／または使用される加工設備によって
、広範囲に亘る膜厚を持つことが可能である。たとえば、一つの非限定的実施形態では、
配列転写物質を含む少なくとも部分的な被膜の厚さは、０．５ミクロン～２５ミクロンの
範囲が可能である。別の非限定的実施形態では、配列転写物質を含む少なくとも部分的な
被膜は、５～１０ミクロンの範囲に亘る膜厚を持つことが可能である。さらに、さまざま
な非限定的実施形態によれば、眼科エレメントは、配列転写物質を含む複数個の少なくと
も部分的な被膜を含むことができる。さらに、複数個の少なくとも部分的な被膜のそれぞ
れは、別の複数個の少なくとも部分的な被膜と同じ膜厚か、または異なる膜厚を持つこと
ができる。
【０１０２】
　そしてさらに、本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態によれば、異方性物質
と、少なくとも一つの二色性物質を含む少なくとも部分的な被膜は、最終的な用途および
／または使用される加工設備によって、広範囲に亘る膜厚を持つことが可能である。一つ
の非限定的実施形態では、異方性物質と、少なくとも一つの二色性物質を含む少なくとも
部分的な被膜は、少なくとも５ミクロンの膜厚を持つことができる。さらに、さまざまな
非限定的実施形態によれば、眼科エレメントは、異方性物質と、少なくとも一つの二色性
物質を含む複数個の少なくとも部分的な被膜を含むことができる。さらに、複数個の少な
くとも部分的な被膜のそれぞれは、別の複数個の少なくとも部分的な被膜と同じ膜厚か、
または異なる膜厚を持つことができる。
【０１０３】
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　前に述べたように、正味の偏光効果を実現するためには、一般に、少なくとも一つの二
色性物質の少なくとも一部分に、適切な配置または位置を取らせなければならない（すな
わち秩序ある配列を形成するか、整列を形成する）。したがって、本明細書においては限
定するものではないが、さまざまな非限定的実施形態によれば、配列媒体の少なくとも一
部分に、第一の全体的方向に、少なくとも部分的に秩序ある配列を形成させることが可能
であり、配列媒体の少なくとも一部分を、配列媒体の少なくとも一部分と、第一の全体的
方向とおおむね平行な第二の全体的方向に、少なくとも部分的に整列させることが可能で
あり、異方性物質の少なくとも一部分を、配列転写物質の少なくとも一部分と、第二の全
体的方向とおおむね平行な第三の全体的方向に、少なくとも部分的に整列させることが可
能であり、少なくとも一つの二色性物質の少なくとも一部分を、前記異方性物質の少なく
とも一部分と、少なくとも部分的に整列させることが可能である。すなわちこの非限定的
実施形態によれば、二色性物質の少なくとも一部分の長軸と、少なくとも部分的に整列し
た異方性物質の第三の全体的方向とが、おおむね平行となるように、二色性物質の少なく
とも一部分を少なくとも部分的に整列させることができる。
【０１０４】
　さらに、本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態によれば、配列媒体を含む少
なくとも部分的な被膜および／または配列転写物質を含む少なくとも部分的な被膜は、少
なくとも一つの二色性物質を含むことができるが、その二色性物質は、異方性物質と、少
なくとも一つの二色性物質とを含む、少なくとも部分的な被膜の少なくとも一つの二色性
物質と同じであってもよいし、異なっていてもよい。また、上で述べた少なくとも部分的
な被膜は、そのいずれもが、さらに、少なくとも一つのフォトクロミック物質および／ま
たは、少なくとも部分的な被膜の加工、特性、または性能のうちの少なくとも一つを高め
ることができる少なくとも一つの添加物を含むことができる。好適なフォトクロミック物
質および添加物の非限定的な例は、すでに上で述べた。
【０１０５】
　前に述べたように、本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態によれば、眼科エ
レメントは、さらに、眼科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分に対
して、または上に、および／または二つの異なる少なくとも部分的な被膜の間に、配列媒
体を含む少なくとも部分的な被膜の結合、接着、または濡れを容易にすることのできる一
つ以上の被膜を含むことができる。たとえば、一つの非限定的実施形態によれば、配列媒
体を含む少なくとも部分的な被膜と、眼科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なく
とも一部分との間に、少なくとも部分的なプライマー膜を置くことができる。別の非限定
的実施形態では、少なくとも部分的なプライマー膜を、配列媒体を含む少なくとも部分的
な被膜と、配列転写物質を含む少なくとも部分的な被膜との間に、および／または配列転
写物質を含む少なくとも部分的な被膜と、少なくとも一つの異方性物質および少なくとも
一つの二色性物質を含む少なくとも部分的な被膜との間に置くことができる。プライマー
被膜の非限定的な好適例はすでに上で詳しく述べた。
【０１０６】
　さらに別の非限定的実施形態によれば、基板と、その基板の少なくとも一つの外表面の
少なくとも一部分の上に形成させた、光配向性ポリマー網目構造を含む少なくとも部分的
な被膜を有する少なくとも一つの配向機構と、光配向性ポリマー網目構造を含む少なくと
も一つの被膜の少なくとも一部分の上に形成させた、少なくとも透過する電磁波を偏光さ
せるようになされた少なくとも部分的な被膜とを含む眼科エレメントが提供される。さら
に、この非限定的実施形態によれば、電磁波を偏光させるようになされた少なくとも部分
的な被膜は、一つの液晶物質と、少なくとも一つの二色性染料とを含む。
【０１０７】
　さらに、上記の非限定的実施形態によれば、光配向性ポリマー網目構造を含む少なくと
も一つの被膜は、少なくとも一つの二色性染料を含んでいてもよく、その染料は、液晶物
質と少なくとも一つの二色性染料を含む少なくとも部分的な被膜の少なくとも一つの二色
性染料と同じであってもよいし、違っていてもよい。さらに、少なくとも部分的な被膜の
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いずれかは、さらに少なくとも一つのフォトクロミック物質および／または、少なくとも
部分的な被膜の加工、特性、または性能のうちの少なくとも一つを高めることができる少
なくとも一つの添加物とを含むことができる。好適なフォトクロミック物質および添加物
の非限定的な例はすでに上で詳しく述べた。
【０１０８】
　さらに、本明細書に開示するこの非制限的実施形態およびその他の非限定的実施形態に
よる眼科エレメントは、光配向性ポリマー網目構造を含む少なくとも一つの被膜と、少な
くとも透過する電磁波を偏光させるようになされた少なくとも部分的な被膜との間に、配
列転写物質を含む少なくとも部分的な被膜を含むことができる。好適な配列転写物質の非
限定的な例はすでに上で述べた。
【０１０９】
　さらに、この非限定的実施形態による眼科エレメントは、さらに、基板の少なくとも一
つの外表面の少なくとも一部分の結合、接着、または濡れを容易にすることのできる一つ
以上の層を含むことができる。たとえば、この非限定的実施形態によれば、少なくとも部
分的なプライマー膜を、光配向性ポリマー網目構造を含む少なくとも部分的な被膜と、基
板の少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分との間に置くことができる。この非限定
的実施形態と関連して使用に適するプライマーの非限定的な例は、すでに上で述べた。
【０１１０】
　さらに、上で述べたように、本明細書に開示するこの非制限的実施形態およびその他の
非制限的実施形態による眼科エレメントは、フォトクロミック膜、反射防止膜、中間移行
膜、プライマー膜、および保護膜の中から選択される少なくとも一つの追加的な少なくと
も部分的な被膜を含むこともできる。好適なフォトクロミック膜、反射防止膜、中間移行
膜、プライマー膜、および保護膜の非限定的な例はすでに上で述べた。
【０１１１】
　前に述べたように、本発明の実施形態は、光学エレメントおよびデバイスを構想してい
る。たとえば、一つの非制限的実施形態は、光学エレメントの少なくとも一つの外表面の
少なくとも一部分の上に、少なくとも透過する電磁波を偏光するようにされた少なくとも
部分的な被膜を含み、その少なくとも部分的な被膜は、少なくとも部分的に秩序ある配列
を有する一つの液晶物質と、少なくとも一つの部分的に整列した二色性物質とを含む、光
学エレメントを提供する。
【０１１２】
　さらに別の非限定的実施形態は、少なくとも一つの光学エレメントの少なくとも一つの
外表面の少なくとも一部分の上に、配列媒体を含む少なくとも部分的な被膜を含み、そし
て配列媒体を含む少なくとも一つの少なくとも部分的な被膜の少なくとも一部分の上に、
一つの異方性物質と、少なくとも一つの二色性物質とを含む少なくとも部分的な被膜を含
む、少なくとも一つの光学エレメントを含む光学デバイスを提供する。さらに、不可欠と
いうわけではないが、配列転写物質を含む少なくとも部分的な被膜を、配列媒体を含む少
なくとも部分的な被膜の少なくとも一部分と、異方性物質と、少なくとも一つの二色性物
質とを含む少なくとも部分的な被膜との間に置くことができる。この非限定的実施形態と
関連して使用できる光学エレメント、配列媒体、配列転写物質、異方性物質、および二色
性物質は、すでに上で詳しく説明した。
【０１１３】
　さらに、前に述べたように、さまざまな非限定的実施形態によれば、配列媒体を含む少
なくとも部分的な被膜および／または配列転写物質を含む少なくとも部分的な被膜は、さ
らに、少なくとも一つの二色性物質を含むことができ、その二色性物質は、異方性物質と
少なくとも一つの二色性物質とを含む少なくとも部分的な被膜の少なくとも一つの二色性
物質と同じであってもよいし、違っていてもよい。さらに、少なくとも部分的な上記被膜
のいずれもが、さらに、少なくとも一つのフォトクロミック物質および／または少なくと
も部分的な被膜の加工、特性、または性能のうちの少なくとも一つを高めることができる
少なくとも一つの添加物を含むことができる。好適なフォトクロミック物質および添加物
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の非限定的な例はすでに上で述べた。
【０１１４】
　さらに、本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態による光学エレメントは、さ
らに、光学エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分に対する、または少
なくとも一部分の面上における被膜の結合、接着、または濡れを容易にすることのできる
一つ以上の層を含むことができる。たとえば、少なくとも部分的なプライマー膜を、配列
媒体を含む少なくとも部分的な被膜と、光学エレメントの少なくとも一つの外表面の少な
くとも一部分との間に置くこともできるし、少なくとも透過する電磁波を偏光させる少な
くとも部分的な被膜と、光学エレメントの少なくとも一つの外表面の一部分または別の被
膜との間に置くこともできる。この非限定的実施形態と関連して使用するのに適するプラ
イマー被膜の非限定的な例は、すでに上で述べた。
【０１１５】
　さらに、上記非限定的実施形態に関して述べたように、この非限定的実施形態による光
学エレメントは、さらに、エレメントの少なくとも一部分の上に、フォトクロミック膜、
反射防止膜、中間移行膜、プライマー膜、および保護膜の中から選択される少なくとも一
つの追加的な少なくとも部分的な被膜を含むことができる。好適なフォトクロミック膜、
反射防止膜、中間移行膜、プライマー膜、および保護膜の非制限的な例は、すでに上で述
べた。
【０１１６】
　さらに、本明細書においては限定するものではないが、本明細書に開示するさまざまな
非限定的実施形態によれば、光学デバイスは、矯正および非矯正眼鏡、拡大眼鏡、クリッ
プオン着脱式眼鏡用レンズ、およびコンタクトレンズの中から選択可能である。
【０１１７】
　次に、本発明による偏光デバイスおよびエレメント製造法のさまざまな非制限的実施形
態について説明する。一つの非制限的実施形態は、眼科エレメントの少なくとも一つの外
表面の少なくとも一部分の上に、少なくとも透過する電磁波を偏光させるようになされた
少なくとも部分的な被膜を形成させることを含む眼科エレメント製造法を提供する。
【０１１８】
　本明細書においては限定するものではないが、この非限定的実施形態によれば、少なく
とも透過する電磁波を偏光させるようになされた少なくとも部分的な被膜を形成させる工
程は、少なくとも一つの二色性物質と、少なくとも一つの異方性とを含む少なくとも部分
的な被膜を、眼科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分の上に付与す
る工程と、少なくとも一つの二色性物質の少なくとも一部分を少なくとも部分的に整列さ
せる工程とを包含することができる。前に述べたように、少なくとも一つの二色性物質の
少なくとも一部分を適切な位置に置くか、配列させることによって正味の偏光効果を実現
することができる。本明細書に開示する眼科エレメントを製造する方法のこの非制限的実
施形態およびその他の非限定的実施形態と関連して使用するのに適する二色性物質および
異方性物質の非限定的実施形態についてはすでに上で述べた。
【０１１９】
　本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態によって眼科エレメントおよび光学エ
レメントを製造する方法と関連して使用できる少なくとも部分的な被膜を付与する方法の
非限定的な例としては、たとえば、米国特許第４，８７３，０２９号に記載されているよ
うな方法、たとえばスピンコーティング、スプレーコーティング、スピンコーティングと
スプレーコーティングとの併用、カーテンコーティング、フローコーティング、浸漬コー
ティング、射出成形、鋳込み、ロールコーティング、ワイヤーコーティング、およびオー
バーレイの形成に使用される方法を挙げることができるが、もちろんこれらの方法に限定
されるものではない。一般に、選択される付与方法は、主として、所望被膜の厚さ、被膜
を付与する表面の形状、および被膜の粘度に依存する。
【０１２０】
　さらに、本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態によれば、少なくとも一つの
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二色性物質と少なくとも一つの異方性物質とを含む少なくとも部分的な被膜を付与する工
程は、少なくとも一つの二色性物質の少なくとも一部分を少なくとも部分的に整列させる
工程の前に、または整列させる工程のあとで、または整列させる工程とほとんど同時に行
うことができる。
【０１２１】
　たとえば、一つの非限定的実施形態では、少なくとも一つの二色性物質と少なくとも一
つの異方性物質とを含む、少なくとも部分的な被膜を付与する工程が、少なくとも一つの
二色性物質の少なくとも一部分を、少なくとも部分的に整列させる工程の前に行われ、眼
科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分の上に、少なくとも部分的な
被膜を付与する方法として、スピンコーティング法を使用することができる。被膜を付与
したら、少なくとも一つの異方性物質の少なくとも一部分に、少なくとも部分的に秩序あ
る配列を形成させ、それから、少なくとも一つの被膜を付与したあとで、少なくとも部分
的な被膜の少なくとも一部分を、たとえば、少なくとも一つの配向機構にさらして、少な
くとも一つの二色性物質の少なくとも一部分を、少なくとも部分的に秩序ある配列を形成
させた前記異方性物質と、少なくとも部分的に整列させることができる。
【０１２２】
　少なくとも一つの二色性物質と、少なくとも一つの異方性物質とを含む、少なくとも部
分的な被膜を付与する工程が、少なくとも一つの二色性物質の少なくとも一部分を、少な
くとも部分的に整列させる工程と、ほとんど同時に行われる一つの非限定的実施形態では
、少なくとも部分的な被膜を付与する工程は、少なくとも一つの異方性物質の少なくとも
一部分が、少なくとも部分的に秩序ある配列を形成し、そして少なくとも一つの二色性物
質の少なくとも一部分が、少なくとも部分的に秩序ある配列を形成させた異方性物質と少
なくとも部分的に整列するように、眼科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくと
も一部分の上に部分的な被膜を被覆する工程を包含することができる。たとえば、本明細
書においては限定するものではないが、異方性物質の少なくとも一部分が、被覆する間、
付与する被膜に対して被膜の外表面を相対的に動かすことで生じる剪断力によって、少な
くとも部分的に秩序ある配列を形成させることができる。この非限定的実施形態による非
限定的被覆法としてカーテンコーティングを挙げることができるが、もちろんこれに限定
されるものではない。
【０１２３】
　さらに、さまざまな非限定的実施形態によれば、少なくとも透過する電磁波を偏光させ
るようになされた少なくとも部分的な被膜の形成する工程は、少なくともそのうちの一つ
は少なくとも透過する電磁波を偏光させるようになされた複数個の少なくとも部分的な被
膜を、眼科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分の上に形成させる工
程を包含することができる。たとえば、本明細書においては限定するものではないが、一
つの非限定的実施形態によれば、少なくとも透過する電磁波を偏光させるようになされた
少なくとも部分的な被膜を形成する工程は、配列媒体を含む少なくとも部分的な第一被膜
を形成して、その配列媒体の少なくとも一部分に、少なくとも部分的に秩序ある配列を形
成させる工程と、配列転写物質を含む少なくとも部分的な第二被膜を形成して、その配列
転写物質の少なくとも一部分を、少なくとも部分的に整列させる工程と、少なくとも一つ
の異方性物質と少なくとも一つの二色性物質とを含む少なくとも部分的な第三被膜を形成
して、その少なくとも一つの二色性物質の少なくとも一部分を、少なくとも部分的に整列
させる工程と、を包含することができる。さらに、この非限定的実施形態によれば、第一
および第二の少なくとも部分的な被膜のいずれか一方は、さらに、少なくとも一つの二色
性物質を含むことができる。さらに、第一、第二または第三の少なくとも部分的な被膜の
うちのいずれか一つは、フォトクロミック物質および／または少なくとも部分的な被膜の
加工、特性、または性能を高める添加物の少なくとも一つを含むことができる。好適な二
色性物質、フォトクロミック物質および添加物の非限定的な例は、エレメントおよびデバ
イスのさまざまな非限定的実施例を説明した上記記述のなかで述べた。
【０１２４】
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　本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態による眼科エレメント製造法は、さら
に、眼科エレメントの少なくとも一部分の上に、少なくとも部分的な被膜を形成させたあ
とで、一つ以上の少なくとも部分的な被膜の少なくとも一部分を固定する工程を包含する
ことができる。本明細書において、「固定する」という用語は、所望の位置に固定するこ
とを意味する。たとえば、一つの非限定的実施形態では、少なくとも部分的な被膜を、眼
科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分の上に形成させたあとで、少
なくとも透過する電磁波を偏光させるようになされた少なくとも部分的な被膜の少なくと
も一部分を、少なくとも部分的に固定することができる。本明細書においては限定するも
のではないが、本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態によれば、少なくとも部
分的な被膜の少なくとも一部分を少なくとも部分的に固定する工程は、少なくとも部分的
な被膜の少なくとも一部分を、少なくとも部分的に硬化させる工程、少なくとも部分的に
架橋する工程、あるいは少なくとも部分的に乾燥させる工程の、少なくともいずれか一つ
を包含することができる。
【０１２５】
　さらに、本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態によれば、少なくとも部分的
な被膜の少なくとも一部分を少なくとも部分的に固定する工程は、触媒または開始剤を使
用して、あるいは使わないで、重合成分の重合反応または架橋反応を開始させるため、少
なくとも部分的な被膜の少なくとも一部分に、赤外線、紫外線、ガンマ線、または電子線
を照射して、少なくとも一部分を少なくとも部分的に硬化する工程を包含することを含む
ことができる。適切な場合、引き続いて加熱工程を行うことができる。
【０１２６】
　少なくとも部分的な被膜が、少なくとも一つの光架橋性物質、たとえば光架橋性液晶物
質を含む一つの非限定的実施形態では、その光架橋性物質を少なくとも部分的に固定する
工程は、適当な化学線を光架橋性物質に当てることによって、その光架橋性物質を少なく
とも部分的に架橋する工程を包含する。たとえば、本明細書においては限定するものでは
ないが、光架橋性物質を含む少なくとも部分的な被膜を少なくとも部分的に固定する工程
は、実質的に不活性な雰囲気中で、架橋性物質の少なくとも一部分に紫外線を当てる工程
を包含することができる。本明細書で使用される「実質的に不活性な雰囲気」という用語
は、硬化させようとする物質に対する反応性が限定された雰囲気を意味する。たとえば、
非限定的実施例では、本質的に不活性な雰囲気に含まれる酸素ガスが１００ｐｐｍ以下で
ある。好適な本質的に不活性な雰囲気の例としては、たとえば窒素、アルゴン、および二
酸化炭素を含む雰囲気を挙げることができるが、もちろんこれらに限定されるものではな
い。
【０１２７】
　本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態による眼科エレメント製造法は、少な
くとも透過する電磁波を偏光させるようになされた少なくとも部分的な被膜を付与する工
程の前に、少なくとも部分的なプライマー膜を、眼科エレメントの少なくとも一つの外表
面の少なくとも一部分に付与する工程を包含することができる。そのうえ、本明細書にお
いては限定するものではないが、少なくとも透過する電磁波を偏光させるようになされた
少なくとも部分的な被膜を付与する工程の前か、付与する工程のあとに、フォトクロミッ
ク膜、反射防止膜、中間移行膜、プライマー膜、および保護膜の中から選択される少なく
とも一つの追加的な少なくとも部分的な被膜を、眼科エレメントの少なくとも一つの外表
面の少なくとも一部分に付与することができる。好適なプライマー膜、フォトクロミック
膜、反射防止膜、中間移行膜、および保護膜の非限定的な例は、すでに上で詳しく述べた
。
【０１２８】
　さらに、該当する場合、本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態による方法は
、さらに、いずれの被膜であれ、被膜を付与する場合、その前に眼科エレメントまたは基
板の少なくとも一部分を清浄にする工程を包含することができる。これは、洗浄および／
またはコーティングにおける接着を促進する目的で行われるものとする。プラスチックお
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よびガラスに対する効果的な処理は、当業者にはよく知られている。
【０１２９】
　上で述べたように、一つの非限定的実施形態によれば、眼科エレメントの少なくとも一
つの表面の少なくとも一部分の上に、少なくとも透過する電磁波を偏光させるようになさ
れた少なくとも部分的な被膜を形成させる工程を包含する眼科エレメント製造法が提供さ
れる。さらに、この非限定的実施形態によれば、少なくとも透過する電磁波を偏光させる
ようになされた少なくとも部分的な被膜を形成させる工程の前に、少なくとも一つの配向
機構を、眼科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分に付与する工程包
含することもできる。この非限定的実施形態によれば、眼科エレメントの少なくとも一つ
の外表面の少なくとも一部分に、少なくとも一つの配向機構を付与する工程には、配列媒
体を含む少なくとも部分的な被膜を、眼科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なく
とも一部分に付与し、その配列媒体の少なくとも一部分に、少なくとも部分的に秩序ある
配列を形成させる工程と、少なくとも部分的に延伸させたポリマーシートを、眼科エレメ
ントの少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分に付与する工程と、眼科エレメントの
少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分を、たとえばエッチングや摩擦などの方法で
（これらに限定されない）少なくとも部分的に処理する工程のうちの、少なくともいずれ
か一つを包含することができる。
【０１３０】
　眼科エレメント製造法のさらに別の非限定的実施形態は、眼科エレメントの少なくとも
一つの外表面の少なくとも一部分に、配列媒体を含む少なくとも部分的な被膜を含む少な
くとも一つの配向機構を付与する工程と、少なくとも一つの前記配向機構の少なくとも一
部分に、少なくとも一つの二色性物質を付与する工程と、少なくとも一つの二色性物質の
少なくとも一部分を少なくとも部分的に整列させる工程とを包含する。
【０１３１】
　この非限定的実施形態によれば、眼科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくと
も一部分に、少なくとも一つの配向機構を付与する工程は、配列媒体を含む少なくとも部
分的な被膜を、眼科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分に付与する
工程と、前記配列媒体の少なくとも一部分に、少なくとも部分的に秩序ある配列を形成さ
せる工程とを包含することができる。たとえば、本明細書においては限定するものではな
いが、少なくとも一つの配向機構を付与する工程は、配列媒体を含む少なくとも部分的な
被膜を、眼科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分に付与する工程と
、前記配列媒体の少なくとも一部分に、少なくとも部分的に秩序ある配列を形成させる工
程を包含することができる。本明細書に開示する方法のさまざまな非限定的実施形態と関
連して使用するのに適する配列媒体の非限定的な例は上で述べた。
【０１３２】
　本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態による眼科エレメント製造法と関連し
て、使用できる配列媒体の少なくとも一部分に、少なくとも部分的に秩序ある配列を形成
させる方法の非限定的な例は、配列媒体の少なくとも一部分に面偏光紫外線を照射するこ
とと、配列媒体の少なくとも一部分に赤外線を照射することと、配列媒体の少なくとも一
部分に磁場を当てることと、配列媒体の少なくとも一部分に電場を当てることと、配列媒
体の少なくとも一部分を乾燥させることと、配列媒体の少なくとも一部分をエッチングす
ることと、配列媒体の少なくとも一部分に剪断力を加えることと、配列媒体の少なくとも
一部分を摩擦することのうちの、少なくともずれか一つを含む。
【０１３３】
　たとえば、本明細書においては限定するものではないが、配列媒体が、光配向性物質（
たとえば、光配向性ポリマー網目構造などがあげられるが、これに限定されない）である
一つの非限定的実施形態によれば、眼科エレメント製造法は、光配向性物質を含む少なく
とも部分的な被膜を、眼科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分に付
与する工程と、前記配列媒体の少なくとも一部分に面偏光紫外線を照射して、前記配列媒
体の少なくとも一部分に、少なくとも部分的に秩序ある配列を形成させる工程を包含する
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ことができる。そのあと引き続いて、少なくとも一つの二色性物質を、少なくとも部分的
に秩序ある配列を形成させた光配向性物質の少なくとも一部分に付与し、少なくとも部分
的に整列させることができる。
【０１３４】
　また、もし必要ならば、少なくとも一つの配向機能を付与する工程は、少なくとも一つ
の配向機構の少なくとも一部分を、少なくとも部分的に固定する工程を包含することもで
きる。すでに上で述べたように、少なくとも部分的に固定する工程は、少なくとも一つの
配向機構の少なくとも一部分を少なくとも部分的に硬化させる工程、少なくとも部分的に
架橋する工程、あるいは少なくとも部分的に乾燥させる工程を包含することができる。た
とえば、本明細書においては限定するものではないが、本明細書に開示する一つの非限定
的実施形態による方法は、少なくとも一つの二色性物質を付与する工程の前に、配列媒体
を含む少なくとも部分的な被膜を、眼科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくと
も一部分に付与し、それから配列媒体の少なくとも一部分を部分的に固定し、それから配
列媒体の少なくとも一部分に、少なくとも部分的に秩序ある配列を形成させることによっ
て、少なくとも一つの配向機構を眼科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくとも
一部分に付与する工程を包含することができる。
【０１３５】
　本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態による、少なくとも一つの二色性物質
を、配列媒体を含む少なくとも部分的な被膜を含む少なくとも一つの配向機構の少なくと
も一部分に付与する方法の非限定的な例としては、たとえば上に述べた、少なくとも部分
的な被膜を付与する方法を挙げることができる。たとえば、本明細書においては限定する
ものではないが、少なくとも一つの二色性物質を付与する方法としては、スピンコーティ
ング、スプレーコーティング、スピンコーティングとスプレーコーティングとの併用、カ
ーテンコーティング、フローコーティング、浸漬コーティング、射出成形、鋳込み、ロー
ルコーティング、ワイヤーコーティング、および米国特許第４，８７３，０２９号に記載
されている、オーバーレイの調製に使用される方法などがある。
【０１３６】
　さらに、少なくとも一つの二色性物質は、吸収（ｉｍｂｉｂｉｎｇ）法によって、配列
媒体を含む少なくとも部分的な被膜を含む少なくとも一つの配向機構の少なくとも一部分
に付与することができる。好適な吸収法は、たとえば米国特許第５，１３０，３５３号お
よび第５，１８５，３９０号に記載されている。参照することにより両特許明細書をここ
に組み込み。たとえば、本明細書においては限定するものではないが、二色性物質は、少
なくとも一つの二色性物質を、無希釈のまま、またはポリマー性その他の有機溶媒に溶か
して、配向機構の少なくとも一部分に付与し、それから前記二色性物質および配向機構を
加熱して、少なくとも一つの二色性物質を配向機構の少なくとも一部分の中へ拡散させる
ことによって、少なくとも一つの配向機構の少なくとも一部分に付与することができる。
【０１３７】
　さらに、本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態によれば、少なくとも一つの
配向機構の少なくとも一部分に、少なくとも一つの二色性物質を付与する工程は、少なく
とも一つの二色性物質を整列させる工程の前に行うこともできるし、少なくとも一つの二
色性物質を整列させる工程のあとに行うこともできるし、少なくとも一つの二色性物質を
整列させる工程とほとんど同時に行うこともできる。たとえば、本明細書においては限定
するものではないが、一つの非限定的実施形態によれば、少なくとも一つの二色性物質は
、整列させる前に、少なくとも一つの二色性物質と液晶ポリマーとを担体に加えた溶液ま
たは混合物を、配向機構の少なくとも一部分の上にスピンコーティングしたのち、溶媒ま
たは担体の少なくとも一部分を蒸発させることによって付与し、液晶ポリマーの少なくと
も一部分および少なくとも一つの二色性物質の少なくとも一部分を整列させることができ
る。さらに別の非限定的実施形態では、少なくとも一つの二色性物質と一緒に配向機構の
少なくとも一部分を吸収させることによって、少なくとも一つの二色性物質の付与と配列
をほとんど同時に行うことができる。吸収方法は、すでに上で詳しく述べた。



(45) JP 2010-26521 A 2010.2.4

10

20

30

40

50

【０１３８】
　本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態によれば、少なくとも一つの二色性物
質は、担体との溶液または混合物として、あるいは一つ以上の物質、たとえば異方性物質
、フォトクロミック物質、および付与する物質の加工、特性または性能を向上させる添加
物と一緒に、少なくとも一つの配向機構に付与することができる。好適な異方性物質、フ
ォトクロミック物質、および添加物の非限定的な例は、上記エレメントおよびデバイスの
さまざまな非限定的実施形態に関連してすでに述べた。
【０１３９】
　また、本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態による眼科エレメント製造法は
、少なくとも一つの配向機構を、眼科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくとも
一部分に付与する工程のまえに、少なくとも部分的なプライマー膜を、眼科エレメントの
少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分に付与する工程を包含することができる。さ
らに、フォトクロミック膜、反射防止膜、中間移行膜、プライマー膜、および保護膜から
選択される少なくとも一つの追加的な、少なくとも部分的な被膜を、眼科エレメントの少
なくとも一つの外表面の少なくとも一部分および／または少なくとも一つの二色性物質の
少なくとも一部分を覆うように付与することができる。好適なプライマー膜、フォトクロ
ミック膜、反射防止膜、中間移行膜、および保護膜の非限定的な例はすべて、すでに上で
述べた。
【０１４０】
　さらに別の非限定的実施形態は、少なくとも部分的な被膜を、眼科エレメントの少なく
とも一つの外表面の少なくとも一部分に付与する工程と、少なくとも透過する電磁波を偏
光させるように調製する工程とを包含する、眼科エレメント製造法を提供する。この非限
定的な実施形態によれば、少なくとも部分的な被膜を、眼科エレメントの少なくとも一つ
の外表面の少なくとも一部分に付与する工程は、少なくとも部分的な被膜の少なくとも一
部分を、少なくとも透過する電磁波を偏光させるように調製する工程のまえに、または調
製する工程のあと、または調製する工程とほとんど同時に行うことができる。
【０１４１】
　たとえば、本明細書においては限定するものではないが、一つの非限定的実施形態によ
れば、少なくとも部分的な被膜を、眼科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくと
も一部分に付与する工程は、一つの異方性物質と、少なくとも一つの二色性物質とを含む
一つの少なくとも部分的な被膜を、眼科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくと
も一部分に付与する工程を包含することができ、少なくとも部分的な被膜の少なくとも一
部分を、少なくとも透過する電磁波を偏光させるように調製する工程は、少なくとも一つ
の二色性物質の少なくとも一部分を少なくとも部分的に整列させる工程を包含することが
できる。また、少なくとも一つの二色性物質の少なくとも一部分を少なくとも部分的に整
列させる工程は、異方性物質の少なくとも一部分に、少なくとも部分的に秩序ある配列を
形成させ、少なくとも一つの二色性物質を、少なくとも部分的に秩序ある配列を形成させ
た異方性物質の少なくとも一部分と少なくとも部分的に整列させる工程を包含することが
できる。
【０１４２】
　異方性物質の少なくとも一部分に、少なくとも部分的に秩序ある配列を形成させる好適
な方法としては、異方性物質に面偏光紫外線を照射すること、異方性物質の少なくとも一
部分に赤外線を照射すること、異方性物質の少なくとも一部分に磁場を当てること、異方
性物質の少なくとも一部分に電場を当てること、異方性物質の少なくとも一部分を乾燥す
ることと、配列媒体の少なくとも一部分をエッチングすることと、異方性物質の少なくと
も一部分に剪断力を加えること、異方性物質の少なくとも一部分を摩擦すること、異方性
物質の少なくとも一部分を、別の構造体または材料と、たとえば、少なくとも部分的に秩
序ある配列を形成させた配列媒体と整列させること、などを挙げることができるが、もち
ろんこれらに限定されるものではない。
【０１４３】
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　さらに別の非限定的実施形態では、少なくとも部分的な被膜を、眼科エレメントの少な
くとも一つの外表面の少なくとも一部分に付与する工程は、配列媒体を含む一つの少なく
とも部分的な被膜を、眼科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分に付
与する工程を包含することができ、少なくとも部分的な被膜の少なくとも一部分を、少な
くとも透過する電磁波を偏光させるように調製する工程は、配列媒体の少なくとも一部分
に、少なくとも部分的に秩序ある配列を形成させる工程と、少なくとも一つの二色性物質
の少なくとも一部分を、配列媒体を含む少なくとも部分的な被膜の少なくとも一部分に付
与する工程と、少なくとも一つの二色性物質の少なくとも一部分を少なくとも部分的に整
列させる工程を包含することができる。
【０１４４】
　本明細書に開示する方法のさまざまな非限定的実施形態と関連して使用するのに適する
配列媒体の非限定的な例としては、さまざまな非限定的実施形態に関して前に述べた配列
媒体を挙げることができる。たとえば、少なくとも部分的な被膜を、眼科エレメントの少
なくとも一つの外表面の少なくとも一部分に付与する工程が、配列媒体を含む少なくとも
部分的な被膜を、眼科エレメントの少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分に付与す
る工程を包含する一つの限定的実施形態によれば、配列媒体は、光配向性物質、ラビング
配向性物質、および液晶物質の中から選択することができる。
【０１４５】
　さらに、さまざまな非限定的実施形態によれば、配列媒体の少なくとも一部分に、少な
くとも部分的に秩序ある配列を形成させる工程は、配列媒体の少なくとも一部分に面偏光
紫外線を照射する工程と、配列媒体の少なくとも一部分に赤外線を照射する工程と、配列
媒体の少なくとも一部分に磁場を当てる工程と、配列媒体の少なくとも一部分に電場を当
てる工程と、配列媒体の少なくとも一部分を乾燥させる工程と、配列媒体の少なくとも一
部分をエッチングする工程と、配列媒体の少なくとも一部分に剪断力を加える工程と、配
列媒体の少なくとも一部分を摩擦する工程のうちの少なくとも一つを包含することができ
る。
【０１４６】
　たとえば、本明細書においては限定するものではないが、配列媒体が、光配向性物質（
たとえば、光配向性ポリマー網目構造などがあげられるが、これらに限定されない）であ
る一つの非限定的実施形態によれば、光配向性物質の少なくとも一部分を少なくとも部分
的に整列させる工程は、光配向性物質の少なくとも一部分に面偏光紫外線を照射する工程
を含む。
【０１４７】
　さらに、少なくとも部分的な被膜の少なくとも一部分を、少なくとも透過する電磁波を
偏光させるようになす工程が、少なくとも部分的に秩序ある配列を形成させた配列媒体を
含む少なくとも部分的な被膜の少なくとも一部分に、少なくとも一つの二色性物質を付与
する工程と、少なくとも一つの前記二色性物質の少なくとも一部分を少なくとも部分的に
整列させる工程とを包含するいくつかの非限定的実施形態によれば、少なくとも一つの二
色性物質を付与する工程は、少なくとも一つの二色性物質の少なくとも一部分を少なくと
も部分的に整列させる前に行うこともできるし、整列させる工程のあとで行うこともでき
るし、整列させる工程とほとんど同時に行うこともできる。少なくとも一つの二色性物質
を、配列媒体を含む少なくとも部分的な被膜の少なくとも一部分に付与する非限定的方法
としては、スピンコーティング、スプレーコーティング、スピンコーティングとスプレー
コーティングとの併用、カーテンコーティング、フローコーティング、浸漬コーティング
、射出成形、鋳込み、ロールコーティング、ワイヤーコーティング、オーバーレイの調製
に使用される米国特許第４，８７３，０２９号に記載の方法、吸収法（ｉｍｂｉｂｉｎｇ
）などがある。
【０１４８】
　本明細書に開示するさまざまな非限定的実施形態による眼科エレメント製造法は、少な
くとも部分的な被膜を形成し、少なくとも透過する電磁波を偏光させるようにそれを調製
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する工程の前に、少なくとも部分的なプライマー膜を、眼科エレメントの少なくとも一つ
の外表面の少なくとも一部分に付与する工程を包含することもできる。さらに、眼科エレ
メント製造法は、フォトクロミック膜、反射防止膜、中間移行膜、プライマー膜、および
保護膜の中から選択される少なくとも一つの追加的な少なくとも部分的な被膜を、眼科エ
レメントの少なくとも一部分に付与する工程を包含することもできる。たとえば、本明細
書においては限定するものではないが、少なくとも一つの追加的な少なくとも部分的な被
膜を、少なくとも透過電磁波を偏光させるようになされた少なくとも部分的な被膜の少な
くとも一部分の上に付与することができる。別の実施形態として、あるいは追加的実施形
態として、眼科エレメントの第一の外表面の少なくとも一部分の上に、少なくとも透過電
磁波を偏光させるようになされた少なくとも部分的な被膜を形成させることができ、そし
て少なくとも一つの追加的な少なくとも部分的な被膜を、眼科エレメントの第二の外表面
の少なくとも一部分に付与することができる。この場合、眼科エレメントの第一外表面は
、眼科エレメントの第二外表面に対して反対側に位置する。このような被膜の非限定的な
例は、上で詳しく述べた。
【０１４９】
　眼科エレメント製造法のさらに別の実施形態は、眼科エレメントの少なくとも一つの外
表面の少なくとも一部分に、配列媒体を含む少なくとも部分的な被膜を付与する工程と、
前記配列媒体の少なくとも一部分に、少なくとも部分的に秩序ある配列を形成させる工程
を包含する。このあと、この非限定的実施形態によれば、少なくとも一つの異方性物質と
、少なくとも一つの二色性物質とを含む、少なくとも部分的な被膜を、配列媒体を含む少
なくとも部分的な被膜の少なくとも一部分に付与し、少なくとも一つの二色性物質の少な
くとも一部分を少なくとも部分的に整列させる。必須というわけではないが、配列転写物
質を含む少なくとも一つの少なくとも部分的な被膜を、配列媒体を含む少なくとも部分的
な被膜の少なくとも一部分に付与し、少なくとも部分的に整列させ、それから異方性物質
と少なくとも一つの二色性物質とを含む少なくとも部分的な被膜を付与することができる
。
【０１５０】
　この非限定的な実施形態によれば、配列媒体の少なくとも一部分に、少なくとも部分的
に秩序ある配列を形成させる工程は、配列媒体の少なくとも一部分に面偏光紫外線を照射
する工程と、配列媒体の少なくとも一部分に赤外線を照射する工程と、配列媒体の少なく
とも一部分に磁場を当てる工程と、配列媒体の少なくとも一部分に電場を当てる工程と、
配列媒体の少なくとも一部分を乾燥させる工程と、配列媒体の少なくとも一部分をエッチ
ングする工程と、配列媒体の少なくとも一部分に剪断力を加える工程と、配列媒体の少な
くとも一部分を摩擦する工程のうちの少なくとも一つを包含することができる。
【０１５１】
　また、本明細書においては限定するものではないが、すでに述べたように、上記の少な
くとも部分的な被膜は、いずれも、付与したあとで少なくとも部分的に固定することがで
きる。たとえば、一つの非限定的実施形態によれば、配列媒体を含む少なくとも部分的な
被膜の少なくとも一部分は、配列媒体の少なくとも一部分に、少なくとも部分的に秩序あ
る配列を形成させる前に、形成しながら、または形成させたあとで、少なくとも部分的に
固定することができる。また、この非限定的実施形態によれば、配列転写物質を含む少な
くとも部分的な被膜の少なくとも一部分および／または異方性物質および少なくとも一つ
の二色性物質を含む少なくとも部分的な被膜は、少なくとも部分的な被膜の少なくとも一
部分を硬化させることによって、少なくとも部分的に固定することができる。たとえば、
不活性雰囲気下で、配列転写物質の少なくとも一部分に紫外線を照射することにより、配
列転写物質の少なくとも一部分を硬化させることができる。同様に、異方性物質と少なく
とも一つの二色性物質とを含む少なくとも部分的な被膜の少なくとも一部分は、少なくと
も一つの二色性物質の少なくとも一部分を少なくとも部分的に整列させたのち、不活性雰
囲気下で、異方性物質の少なくとも一部分に紫外線を照射することにより、硬化させるこ
とができる。
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【０１５２】
　本発明の別の非限定的実施形態は、光配向性ポリマー網目構造を含む少なくとも部分的
被膜を、レンズの少なくとも一つの外表面の少なくとも一部分に付与する工程と、面偏光
紫外線を照射して、光配向性ポリマー網目構造の少なくとも一部分に、少なくとも部分的
に秩序ある配列を形成させる工程とを包含する眼科用レンズの製造法を提供する。つづい
て、液晶物質と、少なくとも一つの二色性染料とを含む少なくとも部分的な被膜を、光配
向性ポリマー網目構造を含む少なくとも部分的な被膜の少なくとも一部分に付与し、少な
くとも一つの二色性物質を少なくとも部分的に整列させる。液晶物質と、少なくとも一つ
の二色性染料とを含む被膜の少なくとも一部分を整列させたのち、液晶物質と、少なくと
も一つの二色性染料とを含む被膜の少なくとも一部分を、たとえば、本発明においては限
定的ではないが、硬化させることによって少なくとも部分的に固定することができる。必
須ではないが、液晶物質と、少なくとも一つの二色性物質とを含む少なくとも部分的な被
膜を、光配向性ポリマー網目構造を含む少なくとも部分的な被膜の少なくとも一部分に付
与する前に、光配向性ポリマー網目構造を含む前記被膜に、配列転写物質を含む少なくと
も部分的な被膜を付与することができる。
【０１５３】
　本発明のその他の実施形態は、少なくとも部分的な被膜を、光学エレメントの少なくと
も一つの外表面の少なくとも一部分に付与する工程と、電磁波を偏光させるように少なく
とも部分的な被膜の少なくとも一部分を調製する工程とを包含する光学エレメント製造法
を提供する。少なくとも部分的な被膜を付与し、電磁波を偏光させるように少なくとも部
分的な被膜の少なくとも一部分を調製する好適な方法は、すでに上で詳しく述べた。
【０１５４】
　以下では非限定的実施例によって本発明のさまざまな非限定的実施形態を説明する。
【実施例】
【０１５５】
　（ステップ１）
　（異方性物質溶液の調製）
　磁気攪拌子を入れ、磁気攪拌装置上に設置したフラスコに、下記液晶モノマー（「ＬＣ
Ｍ」）（ＥＭＤ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，Ｉｎｃ．，から入手可能）を、それぞれ３グラム
ずつ、攪拌しながら記載順に加えた：
　　　ＲＭ　２３－Ｃ２３Ｈ２３ＮＯ５の分子式を持つと記載されている
　　　ＲＭ　２５７－Ｃ３３Ｈ３２Ｏ１０の分子式を持つと記載されている
　　　ＲＭ　８２－Ｃ３９Ｈ４４Ｏ１０の分子式を持つと記載されている
　　　ＲＭ　１０５－Ｃ２３Ｈ２６Ｏ６の分子式を持つと記載されている
　アニソール（８．０グラム）をビーカーの内容物に加え、混合物を６０℃に加熱し、固
体が目で見て溶解するまで攪拌をつづけた。得られた液晶モノマー溶液（または「ＬＣＭ
Ｓ」）を「Ａ－ＬＣＭＳ」と「Ｂ－ＬＣＭＳ」とに二分した。Ａ－ＬＣＭＳを入れたビー
カーを、蓋をしないで、ドラフト中に設置した秤りの上に置き、固体百分率が最初の６０
％から６２％に増加するのを待つ。Ｂ－ＬＣＭＳの固体百分率は６０％であった。
【０１５６】
　（ステップ２）
　（異方性物質および二色性物質の貯蔵原液の調製）
　三菱化学から入手できる下記３種類の二色性染料を使用し、二色性染料で着色した各液
晶モノマー溶液（具体的には、赤色、青色、黄色または灰色のＬＣＭＳ）を調製した：
　　　ＬＳＲ－６５２　ロット番号０１Ｊ０３１５の赤色染料と記載されている
　　　ＬＳＲ－３３５　ロット番号０１Ｃ１３１の青色染料と記載されている
　　　ＬＳＲ－１２０　ロット番号２Ｄ２３１の黄色染料と記載されている
　赤色ＬＣＭＳ、青色ＬＣＭＳおよび黄色ＬＣＭＳは、それぞれ、二色性染料で着色した
ＬＣＭＳの調製に必要な量の二色性染料をＡ－ＬＣＭＳ（ステップ１で調製した）に添加
して調製した。固体Ａ－ＬＣＭＳを基準にした、添加二色性染料百分率を下表に示す。灰



(49) JP 2010-26521 A 2010.2.4

10

20

30

40

色ＬＣＭＳは、ステップ１で調製したＢ－ＬＣＭＳに、固体Ｂ－ＬＣＭＳを基準にした染
料百分率が下表の値となるように、各二色性染料を添加して調製した。
【０１５７】
【表１】

　赤色ＬＣＭＳ、青色ＬＣＭＳおよび黄色ＬＣＭＳには、Ｃｉｂａ－Ｇｅｉｇｙ社から入
手できる光開始剤Ｉｒｇａｃｕｒｅ　８１９をＡ－ＬＣＭに対してそれぞれ１．０％、そ
して５０：５０重量比で組み合わせた安定剤を固体Ａ－ＬＣＭＳに対して０．５％添加し
た。安定剤としては、Ｃｉｂａ－Ｇｅｉｇｙ社製コーティング用光安定剤ＴＩＮＵＶＩＮ
－２９２とＣｌａｒｉａｎｔ社製オキサルアニリド系光安定化剤ＳＡＮＤＵＶＯＲ　ＶＳ
Ｕを使用した。灰色ＬＣＭＳには、固体Ｂ－ＬＣＭＳに対してＩｒｇａｃｕｒｅ　８１９
および上記組み合わせ安定剤をそれぞれ１．０％添加した。
【０１５８】
　（ステップ３）
　（異方性物質および二色性物質を含むコーティング溶液の調製）
　分析天秤にのせたビーカーに、実施例１～５（下表）に指示する量の、ステップ２で調
製した二色性染料着色ＬＣＭＳ貯蔵原液を秤取り、液晶モノマーが析出するのを防止し、
染料を溶解するため、必要に応じて５０～６０℃に加熱しながら混合し、異方性物質およ
び二色性物質を含むコーティング溶液を調製した。上記ステップ２で調製した灰色ＬＣＭ
Ｓを使用する追加コィーテング溶液（実施例６）も必要に応じて混合しながら加熱した。
混合し終わったら、粒状物質を除くため孔径１．２ミクロンのシリンジフィルターでそれ
ぞれ溶液を濾過した。
【０１５９】
　（実施例１）
【０１６０】
【表２】

　（実施例２）
【０１６１】
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【表３】

　（実施例３）
【０１６２】
【表４】

　（実施例４）
【０１６３】
【表５】

　（実施例５）
【０１６４】
【表６】

　基板表面に少なくとも透過する電磁波を偏光するように調製された少なくとも部分的な
被膜を形成させるため、下記Ａ～Ｄ部に記載の手順に従い、それぞれ上記コーティング溶
液を使用した。被膜の作製が終わったら、被覆した各基板の吸収比をＥの部に記載する「
吸収比測定試験」に従って測定した。
【０１６５】
　（パートＡ）
　（基板の清浄化）
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　下記記載の材料から２インチ×２インチ×０．２５インチ（５．０８ｃｍ×５．０８ｃ
ｍ×０．６３５ｃｍ）の正方形の基板を作製した：　ＣＲ－３９（登録商標）モノマーま
たはＴＲＩＶＥＸ（登録商標）　１５１レンズ材料（両者ともＰＰＧ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉ
ｅｓ，Ｉｎｃ．，から入手できる）；　度のない直径７０ｍｍのＣＲ－６０７（登録商標
）モノマーレンズ；　Ｔｒａｎｓｉｔｉｏｎｓ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔ
ｅｄから入手できる屈折率１．５０のフォトクロミックレンズ。次に、各基板を液体洗剤
と水の溶液で洗い、つづいて、脱イオン水とイソプロピルアルコールとで、それぞれすす
いできれいにした。洗浄とすすぎが終わったら、基板を乾燥し、酸素流量が一分当たり１
００ミリリットル、一分間あたりの電力が１００ｗａｔｔの酸素プラズマで処理した。
【０１６６】
　Ｄの部と下の表１とに示すように、一部の基板は、さらに米国特許第６，１５０，４３
０号に記載のプライマー膜で処理した。具体的には、１５００ｒｐｍの回転速度で基板を
回転させながら、プライマー膜組成物を１０秒間これらの基板に供給し、基板を処理した
。次に、被覆した基板から４インチの距離に置かれたＤｙｍａｘ　Ｃｏｒｐ．製Ｌｉｇｈ
ｔ－Ｗｅｌｄｅｒ（登録商標）　５０００－ＥＣ　ＵＶ光源から１０秒間紫外線照射して
硬化させた。
【０１６７】
　（パートＢ）
　（光配向性ポリマー網目構造を使用した配向機構の調製）
　清浄にした基板（上記Ａの部に記載）の一部分に対する配向機構の付与は次のようにし
て行った。Ｈｕｎｔｓｍａｎ　Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓから、それぞれ２
重量％シクロペンタン溶液および４重量％シクロペンタン溶液と表示されている、Ｓｔａ
ｒａｌｉｇｎ（登録商標）　２２００　ＣＰ２およびＣＰ４溶液として入手可能な光配向
性ポリマー網目構造溶液を、２～３秒間基板上に供給することにより、Ａの部で調製した
基板表面の一部分に付与した。基板は、Ｓｔａｒａｌｉｇｎ溶液を供給しながら、毎分６
００～８００回転の回転速度で約２～３分間回転させた。付与が終わったら、基板を加熱
器に入れ、１３０℃に２０～３０分間維持した。下記表１にあるように、試料６Ａ１およ
び６Ａ２に対してはＳｔａｒａｌｉｇｎ　２２００　ＣＰ２を使用した。残りの試料は、
６Ａ（磁気）以外、すべてＳｔａｒａｌｉｇｎ　２２００　ＣＰ４を被覆した。
【０１６８】
　光配向性ポリマー網目構造の少なくとも一部分に、Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｉｎｓｔｒ
ｕｍｅｎｔａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｉｎｃ．のＵＶ　Ｐｏｗｅｒ　
Ｐｕｃｋ（登録商標）　エレクトロオプチックラジオメーターを使用して測定した　ＵＶ
Ａ（３２０～３９０ｎｍ）ピーク強度が１８ミリワット／ｃｍ２の面偏光紫外線を照射し
て、少なくとも部分的に秩序ある配列を形成させた。紫外線の線源には、ＢＬＡＫ－ＲＡ
Ｙ　Ｂ－１００Ａ型　Ｌｏｎｇｗａｖｅ　ＵＶランプを使用した。表１の試料１Ａ～６Ｄ
には、面偏光紫外線を２分間照射し、試料６Ａ１および６Ａ２には、面偏光紫外線を３分
間照射した。
【０１６９】
　（パートＣ）
　（少なくとも透過した電磁波を偏光させるようになされた少なくとも部分的な被膜の作
製）
　次に、上記ステップ３の実施例１～６に記載した二色性染料で着色したＬＣＭＳを使用
してＢの部で作製した各基板に、少なくとも透過した電磁波を偏光させるようになされた
少なくとも部分的な被膜を形成させた。
【０１７０】
　基板表面上の配向機構の少なくとも一部分に、二色性染料で着色したＬＣＭＳのうちの
一つをスピンコーティングによって付与した。具体的には、二色性染料で着色したＬＣＭ
Ｓ約１ｍＬを基板の上に供給し、もし過剰なときは、余分の二色性染料で着色したＬＣＭ
Ｓを取り去る。次に、基板を毎分３００～４００回転で４～６分間回転させた。スピンコ
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ーティングが終わったら、基板を加熱器に入れ、４５～５５℃の温度に２０～４０分間維
持して、ＬＣＭの少なくとも一部分と、二色性染料の少なくとも一部分を整列させた。
【０１７１】
　次に、Ｅｄｍｕｎｄ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｏｐｔｉｃｓの交差偏光させた偏光フィ
ルム（＃４５６６９）を２個使用して、形成させた被膜の整列を検査した。各基板を交差
偏光させた偏光フィルムの間に、被覆した基板と偏光フィルムの少なくとも一つとが平行
となるように置いて、偏光フィルムと被覆した基板の組み合わせを透過する可視光線が減
少するようにした。この構成物を通過する可視光線を見ながら、偏光フィルムの一方を時
計方向か反時計方向に４５゜回転させたとき、透過可視光線の増加が見られたことで、少
なくとも部分的な整列が確認された。二色性染料で着色したＬＣＭＳの少なくとも部分的
な被膜を二回付与した場合、このＣの部の上記ステップは、少なくとも部分的な被膜の２
回目の付与を行う前に完了した。
【０１７２】
　被膜の少なくとも部分的な整列を確認したら、さらに、被覆した基板表面の１～２ｍｍ
上にあるようにして、被覆した各基板を、度のない直径７０ｍｍ、厚さ２．０ｍｍの６ベ
ースポリカーボネートレンズで覆うことにより、少なくとも部分的な被膜を硬化させた。
得られたポリカーボネートレンズ／被覆した基板からなる組立て体をＥｙｅ　Ｕｌｔｒａ
ｖｉｏｌｅｔ，Ｉｎｃ．製コンベヤー式紫外線硬化ラインに載せた。このＵＶ硬化ライン
は、窒素雰囲気を備えており、酸素レベルを１００ｐｐｍ未満に抑えた。このコンベヤー
は、長さ１０インチの、ヨウ化鉄でドープした４００ワット／インチの紫外線「Ｄタイプ
」水銀ランプ２個の下を、毎分３フィートの速度で走行させた。２個のランプのうちの１
個は、コンベヤーの２．５インチ上方に設置し、残り１個はコンベヤーの６．５インチ上
方に設置した。コンベヤー式紫外線硬化ラインが供給する異なる紫外線波長のピーク強度
は、すでに上で述べたようにＵＶ　Ｐｏｗｅｒ　ＰｕｃｋＴＭ　エレクトロオプチックラ
ジオメーターを使用して測定した。ＵＶＡ（３２０～３９０ｎｍ）のピーク強度測定値は
０．２３９ワット／ｃｍ２、そしてＵＶＶ（３９５～４４５ｎｍ）のピーク強度測定値は
０．４１６ワット／ｃｍ２であった。
【０１７３】
　（パートＤ）
　（磁場を使用した少なくとも透過した電磁波を偏光させるようになされた少なくとも部
分的な被膜の作製）
　Ｄの部の被覆試料の作製には、Ａの部に記載のプライマー膜で被覆したＣＲ３９（登録
商標）　モノマーレンズ材料重合体の正方形基板を使用した。しかし、あとで述べるよう
に、灰色ＬＣＭＳで被覆するまでの基板作製過程は、Ｂの部の記載によらなかった。
【０１７４】
　このＤの部によって調製される試料については、おおむねＣの部に記載した方法により
、（Ａの部に記載した）プライマー被覆基板に実施例６の灰色ＬＣＭＳ（上記ステップ３
）を被覆した。被覆した基板を硬化させるまでの操作以外は、以下のようにして、被膜の
少なくとも一部分に、少なくとも部分的に秩序ある配列を形成させた。すなわち、温度制
御した赤外線ランプの８インチ下に設置した温度制御ホットプレート上の、磁石（Ｎ極－
Ｓ極間距離が１１ｃｍ、磁気の強さ０．３５テスラ）のＮ極とＳ極の間に、被覆した基板
を置いた。赤外線ランプとホットプレートの温度コントローラーは、温度を約５５～６０
℃の範囲に維持するよう設定した。被覆基板は、ＬＣＭおよび二色性染料に少なくとも部
分的に秩序ある配列を形成させるため、これらの条件に４０～４５分間維持した。次に、
配列させた被膜を硬化させ、それから被膜の配列度を（整列被膜に対して）Ｃの部に記載
した方法によって確認した。作製試料は表１の６Ａ（磁気）に対応する。
【０１７５】
　（パートＥ）
　（吸収比測定試験）
　各被覆基板の吸収比は、次のようにして決定した。ＣＡＲＹ　４０００　ＵＶ可視分光
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光度計に偏光子アナライザー（Ｍｏｘｔｅｋ　ＰｒｏＦｌｕｘＴＭ　偏光子）を備えた自
動センタリング試料ホルダーを装着した。測定器のパラメーターは次のように設定した：
　掃引速度＝６００ｎｍ／分；　データ取り込み間隔＝１．０ｎｍ；　積分時間＝１００
ｍｓ；　吸光度範囲＝０～６．５；　Ｙモード＝吸光度；　Ｘモード＝ナノメートル；　
掃引波長範囲＝４００～８００ｎｍ。　スリット幅（ＳＢＷ）は３．５に、そして光束モ
ードは複光束（ダブルビーム）に設定した。ゼロ／ベースライン補正はベースライン選択
に設定した。ゼロ／ベースライン補正の設定には、配向機構および／または少なくとも透
過する電磁波を偏光させるようになされた被膜を持たない各基板材料の試料を使用した。
基板をプライマー膜で被覆した試料のゼロ／ベースライン補正の設定にはプライマー膜で
被覆した基板を使用した。全測定に対して、参照光路には２．５ニュートラルデンシティ
・フィルターを挿入した。被覆した基板試料の試験は、空調した試験室で空気中、室温（
７３゜Ｆ±５゜Ｆ）で行った。
【０１７６】
　試料側偏光子を偏光計の偏光子に対して平行方向に向け、そして垂直方向に向けるには
次のようにした。Ｃａｒｙ　４０００型偏光計の波長を５００ｎｍ（または試料の最大吸
光度）に合わせ、吸光度が増すように試料を少し（１～５度）ずつ回転させながら、吸光
度をモニターした。吸光度が最も大きくなるまで試料を回転しつづけた。この位置を垂直
位置、すなわち９０度の位置とした。試料ステージを時計方向または反時計方向に９０度
回転させて平行位置とした。
【０１７７】
　各試料の吸収スペクトルを９０゜と０゜の両方で測定した。データ分析にはＷａｖｅＭ
ｅｔｒｉｃｓ社のソフトウェアＩｇｏｒ　Ｐｒｏを使用した。スペクトルをＩｇｏｒ　Ｐ
ｒｏにロードし、吸光度から５６６ｎｍにおける吸収比を計算した。得られた吸収比の計
算値を表１に示す。
【０１７８】
　表１の試料番号は、試験基板に付与した被膜組成に対応する（たとえば、実施例１～６
）。試料番号に付けられたアルファベットの違いは、次のように基板の違いを表す：「Ａ
」はＣＲ３９（登録商標）モノマーの重合体を表す；「Ｂ」はＴＲＩＶＥＸ（登録商標）
　１５１レンズ材料の重合体を表す；「Ｃ」は屈折率が１．５０のＴｒａｎｓｉｔｉｏｎ
　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄ製フォトクロッミクレンズを表す；「Ｄ」
はＣＲ－６０７（登録商標）モノマーの重合体を表す。アルファベット二文字は、Ｃの部
で基板を二回被覆したことを示す。試料６Ａ１および６Ａ２の結果は、２つの結果の算術
平均値である。それ以外の試料の結果は、１回被覆試験基板に対して得られたものである
。
【０１７９】
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【表７】

　表１に示すように、上に記載した非限定的な例によれば、少なくとも透過した電磁波を
偏光させるようになされた少なくとも部分的な被膜の吸収比は２．４～７．０であった。
【０１８０】
　本明細書の記述内容は、本発明を明確に理解できるよう、発明の態様を例示したもので
あることを理解しなければならない。本発明の一部の態様は、当業者には明白なことと思
われるため、本発明の理解を助けるものにはならず、それゆえ本明細書の記述内容を単純
化するために記載していない。本発明は、いくつかの実施形態との関連によって記述した
が、本発明は開示した特定に実施形態に限定されるものではなく、添付する請求項によっ
て規定する本発明の精神および範囲内に入る多様な変形を包含しようとするものである。
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