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(57)【要約】
　少なくとも一つのヒドリド官能性シリコーン、少なくとも一つの不飽和官能性シリコー
ンおよび少なくとも一つのエポキシもしくはオキセタン官能性シリコーンの反応産物を含
むシリコーン組成物が提供される。シリコーン組成物は、二つの異なる硬化様式によって
硬化できるか、またはそれらの異なる硬化様式を用いて同時に硬化できる。生じるシリコ
ーン組成物は、劇的に向上した親水性、物理特性および光学特性を持つ。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ａ）式（ｉ）
ＭａＭＨ

ｂＭｖｉ
ｃＭＥ

ｄＭＰ
ｅＤｆＤＨ

ｇＤｖｉ
ｈＤＥ

ｉＤＰ
ｊＴｋＴＨ

ｍＴｖｉ
ｎＴ

Ｅ
ｐＴＰ

ｑＱｒ　　　（ｉ）
を持つ少なくとも一つのヒドリド官能性シリコーン、
ｂ）式（ｉｉ）
Ｍａ’ＭＨ

ｂ’Ｍｖｉ
ｃ’ＭＥ

ｄ’ＭＰ
ｅ’Ｄｆ’ＤＨ

ｇ’Ｄｖｉ
ｈ’ＤＥ

ｉ’ＤＰ
ｊ’

Ｔｋ’ＴＨ
ｍ’Ｔｖｉ

ｎ’ＴＥ
ｐ’ＴＰ

ｑ’Ｑｒ’　　　（ｉｉ）
を持つ少なくとも一つの不飽和官能性シリコーン、および
ｃ）式（ｉｉｉ）
Ｍａ’’ＭＨ

ｂ’’Ｍｖｉ
ｃ’’ＭＥ

ｄ’’ＭＰ
ｅ’’Ｄｆ’’ＤＨ

ｇ’’Ｄｖｉ
ｈ’’

ＤＥ
ｉ’’ＤＰ

ｊ’’Ｔｋ’’ＴＨ
ｍ’’Ｔｖｉ

ｎ’’ＴＥ
ｐ’’ＴＰ

ｑ’’Ｑｒ’’　
　　（ｉｉｉ）
を持つ少なくとも一つのエポキシもしくはオキセタンの官能性シリコーン
の反応産物を含むシリコーン組成物であって、
式中、
Ｍ＝Ｒ１Ｒ２Ｒ３ＳｉＯ１／２；
ＭＨ＝Ｒ７Ｒ８ＨＳｉＯ１／２；
Ｍｖｉ＝Ｒ１０Ｒ１１ＲｖｉＳｉＯ１／２；
ＭＥ＝Ｒ１３Ｒ１４ＲＥＳｉＯ１／２；
ＭＰ＝Ｒ１６Ｒ１７ＲＰＳｉＯ１／２；
Ｄ＝Ｒ４Ｒ５ＳｉＯ２／２；
ＤＨ＝Ｒ９ＨＳｉＯ２／２；
Ｄｖｉ＝Ｒ１２ＲｖｉＳｉＯ２／２；
ＤＥ＝Ｒ１５ＲＥＳｉＯ２／２；
ＤＰ＝Ｒ１８ＲＰＳｉＯ２／２；
Ｔ＝Ｒ６ＳｉＯ３／２；
ＴＨ＝ＨＳｉＯ３／２；
Ｔｖｉ＝ＲｖｉＳｉＯ３／２；
ＴＥ＝ＲＥＳｉＯ３／２；
ＴＰ＝ＲＰＳｉＯ３／２；および
Ｑ＝ＳｉＯ４／２；
であり、
式中、
Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５およびＲ６は、それぞれ独立して、１から約６０個の炭素
原子を持つ一価の炭化水素ラジカルであり、
Ｒ７、Ｒ８およびＲ９は、それぞれ独立して水素もしくは１から約６０個の炭素原子を持
つ一価の炭化水素ラジカルであり、
Ｒ１０、Ｒ１１およびＲ１２は、それぞれ独立して１から約６０個の炭素原子を持つ一価
の炭化水素ラジカルまたはＲｖｉであり、
それぞれのＲｖｉは、独立して２から約１０個の炭素原子を持つ一価の不飽和炭化水素ラ
ジカルであり、
Ｒ１３、Ｒ１４およびＲ１５は、それぞれ独立して１から約６０個の炭素原子を持つ一価
の炭化水素ラジカルまたはＲＥであり、
それぞれのＲＥは、独立して２から約６０個の炭素原子を持つかまたは一つもしくはそれ
以上のヘテロ原子を持つ、エポキシもしくはオキセタンのラジカルであり、
Ｒ１６、Ｒ１７およびＲ１８は、それぞれ独立して１から約６０個の炭素原子を持つ一価
の炭化水素ラジカルまたはＲＰであり、
それぞれのＲＰは、独立して一価のポリエーテル部分（ＣＳＨ２ＳＯ）ｘ、または一価の
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ポリエーテル部分（ＣＳＨ２ＳＯ）ｘおよび（ＣＴＨ２ＴＯ）Ｙまたはより高次のポリマ
ーのコポリマーであって、ここで下付文字ＳおよびＴが２から約２０のいずれかであり、
かつ下付文字ＸおよびＹが１から約３０のいずれかであり、
下付文字、ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ、ｆ、ｇ、ｈ、ｉ、ｊ、ｋ、ｍ、ｎ、ｐ、ｑおよびｒはそ
れぞれ０もしくは１から約１０００の正の整数のいずれかであり、そして、ａ＋ｂ＋ｃ＋
ｄ＋ｅ≧２かつｂ＋ｇ＋ｍ≧２という制限に従い、
下付文字ａ’、ｂ’、ｃ’、ｄ’、ｅ’、ｆ’、ｇ’、ｈ’、ｉ’、ｊ’、ｋ’、ｍ’、
ｎ’、ｐ’、ｑ’およびｒ’はそれぞれ０もしくは１から約１０００の正の整数のいずれ
かであり、ａ’＋ｂ’＋ｃ’＋ｄ’＋ｅ’≧２かつｃ’＋ｈ’＋ｎ’≧２という制限に従
い、そして、
下付文字ａ’’、ｂ’’、ｃ’’、ｄ’’、ｅ’’、ｆ’’、ｇ’’、ｈ’’、ｉ’’、
ｊ’’、ｋ’’、ｍ’’、ｎ’’、ｐ’’、ｑ’’およびｒ’’はそれぞれ０もしくは１
から約１０００の正の整数のいずれかであり、ａ’’＋ｂ’’＋ｃ’’＋ｄ’’＋ｅ’’
≧２かつｄ’’＋ｉ’’＋ｐ’’≧１という制限に従う、
シリコーン組成物。
【請求項２】
　Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８およびＲ９がそれぞれ独立して、メ
チル、エチル、イソプロピル、ｓｅｃ－ブチルおよびｔｅｒｔ－ブチルからなる群より選
択される、請求項１に記載のシリコーン組成物。
【請求項３】
　それぞれのＲｖｉが独立して、エテニル、２－プロペニル、３－ブテニル、５－ヘキセ
ニル、７－オクテニルおよびエテニルフェニルからなる群より選択される、請求項１に記
載のシリコーン組成物。
【請求項４】
　それぞれのＲＥが独立して、２－（３，４－エポキシシクロヘキシル）エチル、２－（
３，４－エポキシシクロペンチル）エチル、２－（３，４－エポキシシクロヘキシル）プ
ロピルおよび２－（３，４－エポキシシクロペンチル）プロピルからなる群より選択され
る、請求項１に記載のシリコーン組成物。
【請求項５】
　それぞれのＲＰがアルキル－ポリ（エチレンオキシド－コ－プロピレンオキシド）であ
る、請求項１に記載のシリコーン組成物。
【請求項６】
　ヒドリド官能性シリコーン（ｉ）が、シリコーン組成物の全重量の約１重量％から約５
０重量％の量で使用される、請求項１に記載のシリコーン組成物。
【請求項７】
　ヒドリド官能性シリコーン（ｉ）が、グラム当たり約０．３マイクロモルからグラム当
たり約１５マイクロモルの範囲でヒドリド含量を持つ、請求項１に記載のシリコーン組成
物。
【請求項８】
　不飽和官能性シリコーン（ｉｉ）が、組成物の全重量の約０．１重量％から約９９重量
％の量で使用される、請求項１に記載のシリコーン組成物。
【請求項９】
　不飽和官能性シリコーン（ｉｉ）が、グラム当たり約０．０１マイクロモルからグラム
当たり約２マイクロモルの範囲で不飽和部分含量を持つ、請求項１に記載のシリコーン組
成物。
【請求項１０】
　エポキシもしくはオキセタン官能性シリコーン（ｉｉｉ）が、組成物の全重量の約０．
１重量％から約９８重量％の量で使用される、請求項１に記載のシリコーン組成物。
【請求項１１】
　エポキシもしくはオキセタン官能性シリコーン（ｉｉｉ）が、グラム当たり約０．１マ
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イクロモルからグラム当たり約１．５マイクロモルの範囲でエポキシもしくはオキセタン
含量を持つ、請求項１に記載のシリコーン組成物。
【請求項１２】
　触媒をさらに含む、請求項１に記載のシリコーン組成物。
【請求項１３】
　触媒が、η５－シクロペンタジエニル白金（ＩＶ）錯体、ビス（β－ジケトナート）白
金（ＩＩ）錯体、ビス（ホスフィン）白金（ＩＩ）錯体、シクロオクタジエン白金（ＩＩ
）錯体、およびそれらの混合物、好ましくはトリメチル（メチルシクロペンタジエニル）
白金（ＩＶ）（ＣｐＰｔ）もしくは白金（ＩＩ）アセチルアセトナート（Ｐｔ（ａｃａｃ
）２）からなる群より選択される光活性化白金触媒である、請求項１２に記載のシリコー
ン組成物。
【請求項１４】
　触媒が、塩化白金酸のような白金化合物、もしくは白金／ビニルシロキサン錯体のよう
な白金錯体、またはそれらの混合物からなる群より選択される熱活性化白金触媒である、
請求項１２に記載のシリコーン組成物。
【請求項１５】
　触媒が、１００万当たり約０．１部から１００万当たり約５００部の量で元素白金の含
量を持つ白金触媒である、請求項１２に記載のシリコーン組成物。
【請求項１６】
　光開始剤、充填剤、光増感剤、安定剤、阻害剤および接着促進剤の少なくとも一つをさ
らに含む請求項１に記載のシリコーン組成物。
【請求項１７】
　光開始剤が、ベンゼンシクロペンタジエニル鉄（ＩＩ）ヘキサフルオロホスファートの
鉄（ＩＩ）サンドイッチ錯体、シクロペンタジエニル鉄（ＩＩ）ジカルボニル二量体の鉄
（ＩＩ）錯体、ＰＦ６

－のビス（４－アルキルフェニル）イオドニウム塩、ＳｂＦ６
－の

ビス（４－アルキルフェニル）イオドニウム塩、ならびにそれらの混合物からなる群より
選択される、請求項１６に記載のシリコーン組成物。
【請求項１８】
　充填剤が、ヒュームドシリカ、沈降シリカおよびそれらの混合物からなる群より選択さ
れる、請求項１６に記載のシリコーン組成物。
【請求項１９】
　反応産物が架橋されたシリコーンポリマーネットワークである、請求項１に記載のシリ
コーン組成物。
【請求項２０】
　反応産物が膨潤性であり、かつ親水性である、請求項１に記載のシリコーン組成物。
【請求項２１】
ａ）式（ｉ）
ＭａＭＨ

ｂＭｖｉ
ｃＭＥ

ｄＭＰ
ｅＤｆＤＨ

ｇＤｖｉ
ｈＤＥ

ｉＤＰ
ｊＴｋＴＨ

ｍＴｖｉ
ｎＴ

Ｅ
ｐＴＰ

ｑＱｒ　　　（ｉ）
を持つ少なくとも一つのヒドリド官能性シリコーン、
ｂ）式（ｉｉ）
Ｍａ’ＭＨ

ｂ’Ｍｖｉ
ｃ’ＭＥ

ｄ’ＭＰ
ｅ’Ｄｆ’ＤＨ

ｇ’Ｄｖｉ
ｈ’ＤＥ

ｉ’ＤＰ
ｊ’

Ｔｋ’ＴＨ
ｍ’Ｔｖｉ

ｎ’ＴＥ
ｐ’ＴＰ

ｑ’Ｑｒ’　　　（ｉｉ）
を持つ少なくとも一つの不飽和官能性シリコーン、および
ｃ）式（ｉｉｉ）
Ｍａ’’ＭＨ

ｂ’’Ｍｖｉ
ｃ’’ＭＥ

ｄ’’ＭＰ
ｅ’’Ｄｆ’’ＤＨ

ｇ’’Ｄｖｉ
ｈ’’

ＤＥ
ｉ’’ＤＰ

ｊ’’Ｔｋ’’ＴＨ
ｍ’’Ｔｖｉ

ｎ’’ＴＥ
ｐ’’ＴＰ

ｑ’’Ｑｒ’’　
　　（ｉｉｉ）
を持つ少なくとも一つのエポキシもしくはオキセタンの官能性シリコーン
の反応産物を含むシリコーン組成物であって、
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式中、
Ｍ＝Ｒ１Ｒ２Ｒ３ＳｉＯ１／２；
ＭＨ＝Ｒ７Ｒ８ＨＳｉＯ１／２；
Ｍｖｉ＝Ｒ１０Ｒ１１ＲｖｉＳｉＯ１／２；
ＭＥ＝Ｒ１３Ｒ１４ＲＥＳｉＯ１／２；
ＭＰ＝Ｒ１６Ｒ１７ＲＰＳｉＯ１／２；
Ｄ＝Ｒ４Ｒ５ＳｉＯ２／２；
ＤＨ＝Ｒ９ＨＳｉＯ２／２；
Ｄｖｉ＝Ｒ１２ＲｖｉＳｉＯ２／２；
ＤＥ＝Ｒ１５ＲＥＳｉＯ２／２；
ＤＰ＝Ｒ１８ＲＰＳｉＯ２／２；
Ｔ＝Ｒ６ＳｉＯ３／２；
ＴＨ＝ＨＳｉＯ３／２；
Ｔｖｉ＝ＲｖｉＳｉＯ３／２；
ＴＥ＝ＲＥＳｉＯ３／２；
ＴＰ＝ＲＰＳｉＯ３／２；および
Ｑ＝ＳｉＯ４／２；
であり、
式中、
Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５およびＲ６は、それぞれ独立して、１から約６０個の炭素
原子を持つ一価の炭化水素ラジカルであり、
Ｒ７、Ｒ８およびＲ９は、それぞれ独立して水素もしくは１から約６０個の炭素原子を持
つ一価の炭化水素ラジカルであり、
Ｒ１０、Ｒ１１およびＲ１２は、それぞれ独立して１から約６０個の炭素原子を持つ一価
の炭化水素ラジカルまたはＲｖｉであり、
それぞれのＲｖｉは、独立して２から約１０個の炭素原子を持つ一価の不飽和炭化水素ラ
ジカルであり、
Ｒ１３、Ｒ１４およびＲ１５は、それぞれ独立して１から約６０個の炭素原子を持つ一価
の炭化水素ラジカルまたはＲＥであり、
それぞれのＲＥは、独立して２から約６０個の炭素原子を持つかまたは一つもしくはそれ
以上のヘテロ原子を持つ、エポキシもしくはオキセタンのラジカルであり、
Ｒ１６、Ｒ１７およびＲ１８は、それぞれ独立して１から約６０個の炭素原子を持つ一価
の炭化水素ラジカルまたはＲＰであり、
それぞれのＲＰは、独立して一価のポリエーテル部分（ＣＳＨ２ＳＯ）ｘ、または一価の
ポリエーテル部分（ＣＳＨ２ＳＯ）ｘおよび（ＣＴＨ２ＴＯ）Ｙまたはより高次のポリマ
ーのコポリマーであって、ここで下付文字ＳおよびＴが２から約２０のいずれかであり、
かつ下付文字ＸおよびＹが１から約３０のいずれかであり、
下付文字、ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ、ｆ、ｇ、ｈ、ｉ、ｊ、ｋ、ｍ、ｎ、ｐ、ｑおよびｒはそ
れぞれ０もしくは１から約１０００の正の整数のいずれかであり、そして、ａ＋ｂ＋ｃ＋
ｄ＋ｅ≧２かつｂ＋ｇ＋ｍ≧２という制限に従い、
下付文字ａ’、ｂ’、ｃ’、ｄ’、ｅ’、ｆ’、ｇ’、ｈ’、ｉ’、ｊ’、ｋ’、ｍ’、
ｎ’、ｐ’、ｑ’およびｒ’はそれぞれ０もしくは１から約１０００の正の整数のいずれ
かであり、ａ’＋ｂ’＋ｃ’＋ｄ’＋ｅ’≧２かつｃ’＋ｈ’＋ｎ’≧２という制限に従
い、そして、
下付文字ａ’’、ｂ’’、ｃ’’、ｄ’’、ｅ’’、ｆ’’、ｇ’’、ｈ’’、ｉ’’、
ｊ’’、ｋ’’、ｍ’’、ｎ’’、ｐ’’、ｑ’’およびｒ’’はそれぞれ０もしくは１
から約１０００の正の整数のいずれかであり、ａ’’＋ｂ’’＋ｃ’’＋ｄ’’＋ｅ’’
≧２かつｄ’’＋ｉ’’＋ｐ’’≧１という制限に従い、
そしてここで反応産物が、要求されるそれぞれの官能性を持たない反応産物と比較して向
上した親水性を持つ、
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シリコーン組成物。
【請求項２２】
１）
ａ）式（ｉ）
ＭａＭＨ

ｂＭｖｉ
ｃＭＥ

ｄＭＰ
ｅＤｆＤＨ

ｇＤｖｉ
ｈＤＥ

ｉＤＰ
ｊＴｋＴＨ

ｍＴｖｉ
ｎＴ

Ｅ
ｐＴＰ

ｑＱｒ　　　（ｉ）
を持つ少なくとも一つのヒドリド官能性シリコーン、
ｂ）式（ｉｉ）
Ｍａ’ＭＨ

ｂ’Ｍｖｉ
ｃ’ＭＥ

ｄ’ＭＰ
ｅ’Ｄｆ’ＤＨ

ｇ’Ｄｖｉ
ｈ’ＤＥ

ｉ’ＤＰ
ｊ’

Ｔｋ’ＴＨ
ｍ’Ｔｖｉ

ｎ’ＴＥ
ｐ’ＴＰ

ｑ’Ｑｒ’　　　（ｉｉ）
を持つ少なくとも一つの不飽和官能性シリコーン、および
ｃ）式（ｉｉｉ）
Ｍａ’’ＭＨ

ｂ’’Ｍｖｉ
ｃ’’ＭＥ

ｄ’’ＭＰ
ｅ’’Ｄｆ’’ＤＨ

ｇ’’Ｄｖｉ
ｈ’’

ＤＥ
ｉ’’ＤＰ

ｊ’’Ｔｋ’’ＴＨ
ｍ’’Ｔｖｉ

ｎ’’ＴＥ
ｐ’’ＴＰ

ｑ’’Ｑｒ’’　
　　（ｉｉｉ）
を持つ少なくとも一つのエポキシもしくはオキセタンの官能性シリコーン
の反応産物を含むシリコーン組成物であって、
式中、
Ｍ＝Ｒ１Ｒ２Ｒ３ＳｉＯ１／２；
ＭＨ＝Ｒ７Ｒ８ＨＳｉＯ１／２；
Ｍｖｉ＝Ｒ１０Ｒ１１ＲｖｉＳｉＯ１／２；
ＭＥ＝Ｒ１３Ｒ１４ＲＥＳｉＯ１／２；
ＭＰ＝Ｒ１６Ｒ１７ＲＰＳｉＯ１／２；
Ｄ＝Ｒ４Ｒ５ＳｉＯ２／２；
ＤＨ＝Ｒ９ＨＳｉＯ２／２；
Ｄｖｉ＝Ｒ１２ＲｖｉＳｉＯ２／２；
ＤＥ＝Ｒ１５ＲＥＳｉＯ２／２；
ＤＰ＝Ｒ１８ＲＰＳｉＯ２／２；
Ｔ＝Ｒ６ＳｉＯ３／２；
ＴＨ＝ＨＳｉＯ３／２；
Ｔｖｉ＝ＲｖｉＳｉＯ３／２；
ＴＥ＝ＲＥＳｉＯ３／２；
ＴＰ＝ＲＰＳｉＯ３／２；および
Ｑ＝ＳｉＯ４／２；
であり、
式中、
Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５およびＲ６は、それぞれ独立して、１から約６０個の炭素
原子を持つ一価の炭化水素ラジカルであり、
Ｒ７、Ｒ８およびＲ９は、それぞれ独立して水素もしくは１から約６０個の炭素原子を持
つ一価の炭化水素ラジカルであり、
Ｒ１０、Ｒ１１およびＲ１２は、それぞれ独立して１から約６０個の炭素原子を持つ一価
の炭化水素ラジカルまたはＲｖｉであり、
それぞれのＲｖｉは、独立して２から約１０個の炭素原子を持つ一価の不飽和炭化水素ラ
ジカルであり、
Ｒ１３、Ｒ１４およびＲ１５は、それぞれ独立して１から約６０個の炭素原子を持つ一価
の炭化水素ラジカルまたはＲＥであり、
それぞれのＲＥは、独立して２から約６０個の炭素原子を持つかまたは一つもしくはそれ
以上のヘテロ原子を持つ、エポキシもしくはオキセタンのラジカルであり、
Ｒ１６、Ｒ１７およびＲ１８は、それぞれ独立して１から約６０個の炭素原子を持つ一価
の炭化水素ラジカルまたはＲＰであり、
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それぞれのＲＰは、独立して一価のポリエーテル部分（ＣＳＨ２ＳＯ）ｘ、または一価の
ポリエーテル部分（ＣＳＨ２ＳＯ）ｘおよび（ＣＴＨ２ＴＯ）Ｙまたはより高次のポリマ
ーのコポリマーであって、ここで下付文字ＳおよびＴが２から約２０のいずれかであり、
かつ下付文字ＸおよびＹが１から約３０のいずれかであり、
下付文字、ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ、ｆ、ｇ、ｈ、ｉ、ｊ、ｋ、ｍ、ｎ、ｐ、ｑおよびｒはそ
れぞれ０もしくは１から約１０００の正の整数のいずれかであり、そして、ａ＋ｂ＋ｃ＋
ｄ＋ｅ≧２かつｂ＋ｇ＋ｍ≧２という制限に従い、
下付文字ａ’、ｂ’、ｃ’、ｄ’、ｅ’、ｆ’、ｇ’、ｈ’、ｉ’、ｊ’、ｋ’、ｍ’、
ｎ’、ｐ’、ｑ’およびｒ’はそれぞれ０もしくは１から約１０００の正の整数のいずれ
かであり、ａ’＋ｂ’＋ｃ’＋ｄ’＋ｅ’≧２かつｃ’＋ｈ’＋ｎ’≧２という制限に従
い、そして、
下付文字ａ’’、ｂ’’、ｃ’’、ｄ’’、ｅ’’、ｆ’’、ｇ’’、ｈ’’、ｉ’’、
ｊ’’、ｋ’’、ｍ’’、ｎ’’、ｐ’’、ｑ’’およびｒ’’はそれぞれ０もしくは１
から約１０００の正の整数のいずれかであり、ａ’’＋ｂ’’＋ｃ’’＋ｄ’’＋ｅ’’
≧２かつｄ’’＋ｉ’’＋ｐ’’≧１という制限に従う、
シリコーン組成物、ならびに
２）少なくとも一つの医薬品有効成分
を含む、ドラッグデリバリーデバイス。
【請求項２３】
ａ）式（ｉ）
ＭａＭＨ

ｂＭｖｉ
ｃＭＥ

ｄＭＰ
ｅＤｆＤＨ

ｇＤｖｉ
ｈＤＥ

ｉＤＰ
ｊＴｋＴＨ

ｍＴｖｉ
ｎＴ

Ｅ
ｐＴＰ

ｑＱｒ　　　（ｉ）
を持つ少なくとも一つのヒドリド官能性シリコーン、
ｂ）式（ｉｉ）
Ｍａ’ＭＨ

ｂ’Ｍｖｉ
ｃ’ＭＥ

ｄ’ＭＰ
ｅ’Ｄｆ’ＤＨ

ｇ’Ｄｖｉ
ｈ’ＤＥ

ｉ’ＤＰ
ｊ’

Ｔｋ’ＴＨ
ｍ’Ｔｖｉ

ｎ’ＴＥ
ｐ’ＴＰ

ｑ’Ｑｒ’　　　（ｉｉ）
を持つ少なくとも一つの不飽和官能性シリコーン、および
ｃ）式（ｉｉｉ）
Ｍａ’’ＭＨ

ｂ’’Ｍｖｉ
ｃ’’ＭＥ

ｄ’’ＭＰ
ｅ’’Ｄｆ’’ＤＨ

ｇ’’Ｄｖｉ
ｈ’’

ＤＥ
ｉ’’ＤＰ

ｊ’’Ｔｋ’’ＴＨ
ｍ’’Ｔｖｉ

ｎ’’ＴＥ
ｐ’’ＴＰ

ｑ’’Ｑｒ’’　
　　（ｉｉｉ）
を持つ少なくとも一つのエポキシもしくはオキセタンの官能性シリコーン
の反応産物を含むシリコーン組成物であって、
式中、
Ｍ＝Ｒ１Ｒ２Ｒ３ＳｉＯ１／２；
ＭＨ＝Ｒ７Ｒ８ＨＳｉＯ１／２；
Ｍｖｉ＝Ｒ１０Ｒ１１ＲｖｉＳｉＯ１／２；
ＭＥ＝Ｒ１３Ｒ１４ＲＥＳｉＯ１／２；
ＭＰ＝Ｒ１６Ｒ１７ＲＰＳｉＯ１／２；
Ｄ＝Ｒ４Ｒ５ＳｉＯ２／２；
ＤＨ＝Ｒ９ＨＳｉＯ２／２；
Ｄｖｉ＝Ｒ１２ＲｖｉＳｉＯ２／２；
ＤＥ＝Ｒ１５ＲＥＳｉＯ２／２；
ＤＰ＝Ｒ１８ＲＰＳｉＯ２／２；
Ｔ＝Ｒ６ＳｉＯ３／２；
ＴＨ＝ＨＳｉＯ３／２；
Ｔｖｉ＝ＲｖｉＳｉＯ３／２；
ＴＥ＝ＲＥＳｉＯ３／２；
ＴＰ＝ＲＰＳｉＯ３／２；および
Ｑ＝ＳｉＯ４／２；
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であり、
式中、
Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５およびＲ６は、それぞれ独立して、１から約６０個の炭素
原子を持つ一価の炭化水素ラジカルであり、
Ｒ７、Ｒ８およびＲ９は、それぞれ独立して水素もしくは１から約６０個の炭素原子を持
つ一価の炭化水素ラジカルであり、
Ｒ１０、Ｒ１１およびＲ１２は、それぞれ独立して１から約６０個の炭素原子を持つ一価
の炭化水素ラジカルまたはＲｖｉであり、
それぞれのＲｖｉは、独立して２から約１０個の炭素原子を持つ一価の不飽和炭化水素ラ
ジカルであり、
Ｒ１３、Ｒ１４およびＲ１５は、それぞれ独立して１から約６０個の炭素原子を持つ一価
の炭化水素ラジカルまたはＲＥであり、
それぞれのＲＥは、独立して２から約６０個の炭素原子を持つかまたは一つもしくはそれ
以上のヘテロ原子を持つ、エポキシもしくはオキセタンのラジカルであり、
Ｒ１６、Ｒ１７およびＲ１８は、それぞれ独立して１から約６０個の炭素原子を持つ一価
の炭化水素ラジカルまたはＲＰであり、
それぞれのＲＰは、独立して一価のポリエーテル部分（ＣＳＨ２ＳＯ）ｘ、または一価の
ポリエーテル部分（ＣＳＨ２ＳＯ）ｘおよび（ＣＴＨ２ＴＯ）Ｙまたはより高次のポリマ
ーのコポリマーであって、ここで下付文字ＳおよびＴが２から約２０のいずれかであり、
かつ下付文字ＸおよびＹが１から約３０のいずれかであり、
下付文字、ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ、ｆ、ｇ、ｈ、ｉ、ｊ、ｋ、ｍ、ｎ、ｐ、ｑおよびｒはそ
れぞれ０もしくは１から約１０００の正の整数のいずれかであり、そして、ａ＋ｂ＋ｃ＋
ｄ＋ｅ≧２かつｂ＋ｇ＋ｍ≧２という制限に従い、
下付文字ａ’、ｂ’、ｃ’、ｄ’、ｅ’、ｆ’、ｇ’、ｈ’、ｉ’、ｊ’、ｋ’、ｍ’、
ｎ’、ｐ’、ｑ’およびｒ’はそれぞれ０もしくは１から約１０００の正の整数のいずれ
かであり、ａ’＋ｂ’＋ｃ’＋ｄ’＋ｅ’≧２かつｃ’＋ｈ’＋ｎ’≧２という制限に従
い、そして、
下付文字ａ’’、ｂ’’、ｃ’’、ｄ’’、ｅ’’、ｆ’’、ｇ’’、ｈ’’、ｉ’’、
ｊ’’、ｋ’’、ｍ’’、ｎ’’、ｐ’’、ｑ’’およびｒ’’はそれぞれ０もしくは１
から約１０００の正の整数のいずれかであり、ａ’’＋ｂ’’＋ｃ’’＋ｄ’’＋ｅ’’
≧２かつｄ’’＋ｉ’’＋ｐ’’≧１という制限に従う、
シリコーン組成物を含む少なくとも一つのシリコーン層を含む、
透明パッチ組成物。
【請求項２４】
ａ）式（ｉ）
ＭａＭＨ

ｂＭｖｉ
ｃＭＥ

ｄＭＰ
ｅＤｆＤＨ

ｇＤｖｉ
ｈＤＥ

ｉＤＰ
ｊＴｋＴＨ

ｍＴｖｉ
ｎＴ

Ｅ
ｐＴＰ

ｑＱｒ　　　（ｉ）
を持つ少なくとも一つのヒドリド官能性シリコーン、
ｂ）式（ｉｉ）
Ｍａ’ＭＨ

ｂ’Ｍｖｉ
ｃ’ＭＥ

ｄ’ＭＰ
ｅ’Ｄｆ’ＤＨ

ｇ’Ｄｖｉ
ｈ’ＤＥ

ｉ’ＤＰ
ｊ’

Ｔｋ’ＴＨ
ｍ’Ｔｖｉ

ｎ’ＴＥ
ｐ’ＴＰ

ｑ’Ｑｒ’　　　（ｉｉ）
を持つ少なくとも一つの不飽和官能性シリコーン、および
ｃ）式（ｉｉｉ）
Ｍａ’’ＭＨ

ｂ’’Ｍｖｉ
ｃ’’ＭＥ

ｄ’’ＭＰ
ｅ’’Ｄｆ’’ＤＨ

ｇ’’Ｄｖｉ
ｈ’’

ＤＥ
ｉ’’ＤＰ

ｊ’’Ｔｋ’’ＴＨ
ｍ’’Ｔｖｉ

ｎ’’ＴＥ
ｐ’’ＴＰ

ｑ’’Ｑｒ’’　
　　（ｉｉｉ）
を持つ少なくとも一つのエポキシもしくはオキセタンの官能性シリコーン
の反応産物を含むシリコーン組成物であって、
式中、
Ｍ＝Ｒ１Ｒ２Ｒ３ＳｉＯ１／２；
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ＭＨ＝Ｒ７Ｒ８ＨＳｉＯ１／２；
Ｍｖｉ＝Ｒ１０Ｒ１１ＲｖｉＳｉＯ１／２；
ＭＥ＝Ｒ１３Ｒ１４ＲＥＳｉＯ１／２；
ＭＰ＝Ｒ１６Ｒ１７ＲＰＳｉＯ１／２；
Ｄ＝Ｒ４Ｒ５ＳｉＯ２／２；
ＤＨ＝Ｒ９ＨＳｉＯ２／２；
Ｄｖｉ＝Ｒ１２ＲｖｉＳｉＯ２／２；
ＤＥ＝Ｒ１５ＲＥＳｉＯ２／２；
ＤＰ＝Ｒ１８ＲＰＳｉＯ２／２；
Ｔ＝Ｒ６ＳｉＯ３／２；
ＴＨ＝ＨＳｉＯ３／２；
Ｔｖｉ＝ＲｖｉＳｉＯ３／２；
ＴＥ＝ＲＥＳｉＯ３／２；
ＴＰ＝ＲＰＳｉＯ３／２；および
Ｑ＝ＳｉＯ４／２；
であり、
式中、
Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５およびＲ６は、それぞれ独立して、１から約６０個の炭素
原子を持つ一価の炭化水素ラジカルであり、
Ｒ７、Ｒ８およびＲ９は、それぞれ独立して水素もしくは１から約６０個の炭素原子を持
つ一価の炭化水素ラジカルであり、
Ｒ１０、Ｒ１１およびＲ１２は、それぞれ独立して１から約６０個の炭素原子を持つ一価
の炭化水素ラジカルまたはＲｖｉであり、
それぞれのＲｖｉは、独立して２から約１０個の炭素原子を持つ一価の不飽和炭化水素ラ
ジカルであり、
Ｒ１３、Ｒ１４およびＲ１５は、それぞれ独立して１から約６０個の炭素原子を持つ一価
の炭化水素ラジカルまたはＲＥであり、
それぞれのＲＥは、独立して２から約６０個の炭素原子を持つかまたは一つもしくはそれ
以上のヘテロ原子を持つ、エポキシもしくはオキセタンのラジカルであり、
Ｒ１６、Ｒ１７およびＲ１８は、それぞれ独立して１から約６０個の炭素原子を持つ一価
の炭化水素ラジカルまたはＲＰであり、
それぞれのＲＰは、独立して一価のポリエーテル部分（ＣＳＨ２ＳＯ）ｘ、または一価の
ポリエーテル部分（ＣＳＨ２ＳＯ）ｘおよび（ＣＴＨ２ＴＯ）Ｙまたはより高次のポリマ
ーのコポリマーであって、ここで下付文字ＳおよびＴが２から約２０のいずれかであり、
かつ下付文字ＸおよびＹが１から約３０のいずれかであり、
下付文字、ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ、ｆ、ｇ、ｈ、ｉ、ｊ、ｋ、ｍ、ｎ、ｐ、ｑおよびｒはそ
れぞれ０もしくは１から約１０００の正の整数のいずれかであり、そして、ａ＋ｂ＋ｃ＋
ｄ＋ｅ≧２かつｂ＋ｇ＋ｍ≧２という制限に従い、
下付文字ａ’、ｂ’、ｃ’、ｄ’、ｅ’、ｆ’、ｇ’、ｈ’、ｉ’、ｊ’、ｋ’、ｍ’、
ｎ’、ｐ’、ｑ’およびｒ’はそれぞれ０もしくは１から約１０００の正の整数のいずれ
かであり、ａ’＋ｂ’＋ｃ’＋ｄ’＋ｅ’≧２かつｃ’＋ｈ’＋ｎ’≧２という制限に従
い、そして、
下付文字ａ’’、ｂ’’、ｃ’’、ｄ’’、ｅ’’、ｆ’’、ｇ’’、ｈ’’、ｉ’’、
ｊ’’、ｋ’’、ｍ’’、ｎ’’、ｐ’’、ｑ’’およびｒ’’はそれぞれ０もしくは１
から約１０００の正の整数のいずれかであり、ａ’’＋ｂ’’＋ｃ’’＋ｄ’’＋ｅ’’
≧２かつｄ’’＋ｉ’’＋ｐ’’≧１という制限に従う、
シリコーン組成物を含む、
コート剤組成物。
【請求項２５】
１）
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ａ）式（ｉ）
ＭａＭＨ

ｂＭｖｉ
ｃＭＥ

ｄＭＰ
ｅＤｆＤＨ

ｇＤｖｉ
ｈＤＥ

ｉＤＰ
ｊＴｋＴＨ

ｍＴｖｉ
ｎＴ

Ｅ
ｐＴＰ

ｑＱｒ　　　（ｉ）
を持つ少なくとも一つのヒドリド官能性シリコーン、
ｂ）式（ｉｉ）
Ｍａ’ＭＨ

ｂ’Ｍｖｉ
ｃ’ＭＥ

ｄ’ＭＰ
ｅ’Ｄｆ’ＤＨ

ｇ’Ｄｖｉ
ｈ’ＤＥ

ｉ’ＤＰ
ｊ’

Ｔｋ’ＴＨ
ｍ’Ｔｖｉ

ｎ’ＴＥ
ｐ’ＴＰ

ｑ’Ｑｒ’　　　（ｉｉ）
を持つ少なくとも一つの不飽和官能性シリコーン、および
ｃ）式（ｉｉｉ）
Ｍａ’’ＭＨ

ｂ’’Ｍｖｉ
ｃ’’ＭＥ

ｄ’’ＭＰ
ｅ’’Ｄｆ’’ＤＨ

ｇ’’Ｄｖｉ
ｈ’’

ＤＥ
ｉ’’ＤＰ

ｊ’’Ｔｋ’’ＴＨ
ｍ’’Ｔｖｉ

ｎ’’ＴＥ
ｐ’’ＴＰ

ｑ’’Ｑｒ’’　
　　（ｉｉｉ）
を持つ少なくとも一つのエポキシもしくはオキセタンの官能性シリコーン
の反応産物を含むシリコーン組成物であって、
式中、
Ｍ＝Ｒ１Ｒ２Ｒ３ＳｉＯ１／２；
ＭＨ＝Ｒ７Ｒ８ＨＳｉＯ１／２；
Ｍｖｉ＝Ｒ１０Ｒ１１ＲｖｉＳｉＯ１／２；
ＭＥ＝Ｒ１３Ｒ１４ＲＥＳｉＯ１／２；
ＭＰ＝Ｒ１６Ｒ１７ＲＰＳｉＯ１／２；
Ｄ＝Ｒ４Ｒ５ＳｉＯ２／２；
ＤＨ＝Ｒ９ＨＳｉＯ２／２；
Ｄｖｉ＝Ｒ１２ＲｖｉＳｉＯ２／２；
ＤＥ＝Ｒ１５ＲＥＳｉＯ２／２；
ＤＰ＝Ｒ１８ＲＰＳｉＯ２／２；
Ｔ＝Ｒ６ＳｉＯ３／２；
ＴＨ＝ＨＳｉＯ３／２；
Ｔｖｉ＝ＲｖｉＳｉＯ３／２；
ＴＥ＝ＲＥＳｉＯ３／２；
ＴＰ＝ＲＰＳｉＯ３／２；および
Ｑ＝ＳｉＯ４／２；
であり、
式中、
Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５およびＲ６は、それぞれ独立して、１から約６０個の炭素
原子を持つ一価の炭化水素ラジカルであり、
Ｒ７、Ｒ８およびＲ９は、それぞれ独立して水素もしくは１から約６０個の炭素原子を持
つ一価の炭化水素ラジカルであり、
Ｒ１０、Ｒ１１およびＲ１２は、それぞれ独立して１から約６０個の炭素原子を持つ一価
の炭化水素ラジカルまたはＲｖｉであり、
それぞれのＲｖｉは、独立して２から約１０個の炭素原子を持つ一価の不飽和炭化水素ラ
ジカルであり、
Ｒ１３、Ｒ１４およびＲ１５は、それぞれ独立して１から約６０個の炭素原子を持つ一価
の炭化水素ラジカルまたはＲＥであり、
それぞれのＲＥは、独立して２から約６０個の炭素原子を持つかまたは一つもしくはそれ
以上のヘテロ原子を持つ、エポキシもしくはオキセタンのラジカルであり、
Ｒ１６、Ｒ１７およびＲ１８は、それぞれ独立して１から約６０個の炭素原子を持つ一価
の炭化水素ラジカルまたはＲＰであり、
それぞれのＲＰは、独立して一価のポリエーテル部分（ＣＳＨ２ＳＯ）ｘ、または一価の
ポリエーテル部分（ＣＳＨ２ＳＯ）ｘおよび（ＣＴＨ２ＴＯ）Ｙまたはより高次のポリマ
ーのコポリマーであって、ここで下付文字ＳおよびＴが２から約２０のいずれかであり、
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かつ下付文字ＸおよびＹが１から約３０のいずれかであり、
下付文字、ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ、ｆ、ｇ、ｈ、ｉ、ｊ、ｋ、ｍ、ｎ、ｐ、ｑおよびｒはそ
れぞれ０もしくは１から約１０００の正の整数のいずれかであり、そして、ａ＋ｂ＋ｃ＋
ｄ＋ｅ≧２かつｂ＋ｇ＋ｍ≧２という制限に従い、
下付文字ａ’、ｂ’、ｃ’、ｄ’、ｅ’、ｆ’、ｇ’、ｈ’、ｉ’、ｊ’、ｋ’、ｍ’、
ｎ’、ｐ’、ｑ’およびｒ’はそれぞれ０もしくは１から約１０００の正の整数のいずれ
かであり、ａ’＋ｂ’＋ｃ’＋ｄ’＋ｅ’≧２かつｃ’＋ｈ’＋ｎ’≧２という制限に従
い、そして、
下付文字ａ’’、ｂ’’、ｃ’’、ｄ’’、ｅ’’、ｆ’’、ｇ’’、ｈ’’、ｉ’’、
ｊ’’、ｋ’’、ｍ’’、ｎ’’、ｐ’’、ｑ’’およびｒ’’はそれぞれ０もしくは１
から約１０００の正の整数のいずれかであり、ａ’’＋ｂ’’＋ｃ’’＋ｄ’’＋ｅ’’
≧２かつｄ’’＋ｉ’’＋ｐ’’≧１という制限に従う、
シリコーン組成物、ならびに
２）化粧品成分
を含む、化粧品組成物。
【請求項２６】
　前記シリコーン組成物が溶媒によって膨潤されていてもよい、請求項２５に記載される
化粧品組成物。
【請求項２７】
　前記溶媒が水である、請求項２５に記載の化粧品組成物。
【請求項２８】
　前記溶媒がシリコーンもしくは油である、請求項２５に記載の化粧品組成物。
【請求項２９】
１）
ａ）式（ｉ）
ＭａＭＨ

ｂＭｖｉ
ｃＭＥ

ｄＭＰ
ｅＤｆＤＨ

ｇＤｖｉ
ｈＤＥ

ｉＤＰ
ｊＴｋＴＨ

ｍＴｖｉ
ｎＴ

Ｅ
ｐＴＰ

ｑＱｒ　　　（ｉ）
を持つ少なくとも一つのヒドリド官能性シリコーン、
ｂ）式（ｉｉ）
Ｍａ’ＭＨ

ｂ’Ｍｖｉ
ｃ’ＭＥ

ｄ’ＭＰ
ｅ’Ｄｆ’ＤＨ

ｇ’Ｄｖｉ
ｈ’ＤＥ

ｉ’ＤＰ
ｊ’

Ｔｋ’ＴＨ
ｍ’Ｔｖｉ

ｎ’ＴＥ
ｐ’ＴＰ

ｑ’Ｑｒ’　　　（ｉｉ）
を持つ少なくとも一つの不飽和官能性シリコーン、および
ｃ）式（ｉｉｉ）
Ｍａ’’ＭＨ

ｂ’’Ｍｖｉ
ｃ’’ＭＥ

ｄ’’ＭＰ
ｅ’’Ｄｆ’’ＤＨ

ｇ’’Ｄｖｉ
ｈ’’

ＤＥ
ｉ’’ＤＰ

ｊ’’Ｔｋ’’ＴＨ
ｍ’’Ｔｖｉ

ｎ’’ＴＥ
ｐ’’ＴＰ

ｑ’’Ｑｒ’’　
　　（ｉｉｉ）
を持つ少なくとも一つのエポキシもしくはオキセタンの官能性シリコーン
の反応産物を含むシリコーン組成物であって、
式中、
Ｍ＝Ｒ１Ｒ２Ｒ３ＳｉＯ１／２；
ＭＨ＝Ｒ７Ｒ８ＨＳｉＯ１／２；
Ｍｖｉ＝Ｒ１０Ｒ１１ＲｖｉＳｉＯ１／２；
ＭＥ＝Ｒ１３Ｒ１４ＲＥＳｉＯ１／２；
ＭＰ＝Ｒ１６Ｒ１７ＲＰＳｉＯ１／２；
Ｄ＝Ｒ４Ｒ５ＳｉＯ２／２；
ＤＨ＝Ｒ９ＨＳｉＯ２／２；
Ｄｖｉ＝Ｒ１２ＲｖｉＳｉＯ２／２；
ＤＥ＝Ｒ１５ＲＥＳｉＯ２／２；
ＤＰ＝Ｒ１８ＲＰＳｉＯ２／２；
Ｔ＝Ｒ６ＳｉＯ３／２；
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ＴＨ＝ＨＳｉＯ３／２；
Ｔｖｉ＝ＲｖｉＳｉＯ３／２；
ＴＥ＝ＲＥＳｉＯ３／２；
ＴＰ＝ＲＰＳｉＯ３／２；および
Ｑ＝ＳｉＯ４／２；
であり、
式中、
Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５およびＲ６は、それぞれ独立して、１から約６０個の炭素
原子を持つ一価の炭化水素ラジカルであり、
Ｒ７、Ｒ８およびＲ９は、それぞれ独立して水素もしくは１から約６０個の炭素原子を持
つ一価の炭化水素ラジカルであり、
Ｒ１０、Ｒ１１およびＲ１２は、それぞれ独立して１から約６０個の炭素原子を持つ一価
の炭化水素ラジカルまたはＲｖｉであり、
それぞれのＲｖｉは、独立して２から約１０個の炭素原子を持つ一価の不飽和炭化水素ラ
ジカルであり、
Ｒ１３、Ｒ１４およびＲ１５は、それぞれ独立して１から約６０個の炭素原子を持つ一価
の炭化水素ラジカルまたはＲＥであり、
それぞれのＲＥは、独立して２から約６０個の炭素原子を持つかまたは一つもしくはそれ
以上のヘテロ原子を持つ、エポキシもしくはオキセタンのラジカルであり、
Ｒ１６、Ｒ１７およびＲ１８は、それぞれ独立して１から約６０個の炭素原子を持つ一価
の炭化水素ラジカルまたはＲＰであり、
それぞれのＲＰは、独立して一価のポリエーテル部分（ＣＳＨ２ＳＯ）ｘ、または一価の
ポリエーテル部分（ＣＳＨ２ＳＯ）ｘおよび（ＣＴＨ２ＴＯ）Ｙまたはより高次のポリマ
ーのコポリマーであって、ここで下付文字ＳおよびＴが２から約２０のいずれかであり、
かつ下付文字ＸおよびＹが１から約３０のいずれかであり、
下付文字、ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ、ｆ、ｇ、ｈ、ｉ、ｊ、ｋ、ｍ、ｎ、ｐ、ｑおよびｒはそ
れぞれ０もしくは１から約１０００の正の整数のいずれかであり、そして、ａ＋ｂ＋ｃ＋
ｄ＋ｅ≧２かつｂ＋ｇ＋ｍ≧２という制限に従い、
下付文字ａ’、ｂ’、ｃ’、ｄ’、ｅ’、ｆ’、ｇ’、ｈ’、ｉ’、ｊ’、ｋ’、ｍ’、
ｎ’、ｐ’、ｑ’およびｒ’はそれぞれ０もしくは１から約１０００の正の整数のいずれ
かであり、ａ’＋ｂ’＋ｃ’＋ｄ’＋ｅ’≧２かつｃ’＋ｈ’＋ｎ’≧２という制限に従
い、そして、
下付文字ａ’’、ｂ’’、ｃ’’、ｄ’’、ｅ’’、ｆ’’、ｇ’’、ｈ’’、ｉ’’、
ｊ’’、ｋ’’、ｍ’’、ｎ’’、ｐ’’、ｑ’’およびｒ’’はそれぞれ０もしくは１
から約１０００の正の整数のいずれかであり、ａ’’＋ｂ’’＋ｃ’’＋ｄ’’＋ｅ’’
≧２かつｄ’’＋ｉ’’＋ｐ’’≧１という制限に従う、
シリコーン組成物、ならびに
２）充填剤
を含む、ガスケット組成物。
【請求項３０】
１）
ａ）式（ｉ）
ＭａＭＨ

ｂＭｖｉ
ｃＭＥ

ｄＭＰ
ｅＤｆＤＨ

ｇＤｖｉ
ｈＤＥ

ｉＤＰ
ｊＴｋＴＨ

ｍＴｖｉ
ｎＴ

Ｅ
ｐＴＰ

ｑＱｒ　　　（ｉ）
を持つ少なくとも一つのヒドリド官能性シリコーン、
ｂ）式（ｉｉ）
Ｍａ’ＭＨ

ｂ’Ｍｖｉ
ｃ’ＭＥ

ｄ’ＭＰ
ｅ’Ｄｆ’ＤＨ

ｇ’Ｄｖｉ
ｈ’ＤＥ

ｉ’ＤＰ
ｊ’

Ｔｋ’ＴＨ
ｍ’Ｔｖｉ

ｎ’ＴＥ
ｐ’ＴＰ

ｑ’Ｑｒ’　　　（ｉｉ）
を持つ少なくとも一つの不飽和官能性シリコーン、および
ｃ）式（ｉｉｉ）
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Ｍａ’’ＭＨ
ｂ’’Ｍｖｉ

ｃ’’ＭＥ
ｄ’’ＭＰ

ｅ’’Ｄｆ’’ＤＨ
ｇ’’Ｄｖｉ

ｈ’’

ＤＥ
ｉ’’ＤＰ

ｊ’’Ｔｋ’’ＴＨ
ｍ’’Ｔｖｉ

ｎ’’ＴＥ
ｐ’’ＴＰ

ｑ’’Ｑｒ’’　
　　（ｉｉｉ）
を持つ少なくとも一つのエポキシもしくはオキセタンの官能性シリコーン
の反応産物を含むシリコーン組成物であって、
式中、
Ｍ＝Ｒ１Ｒ２Ｒ３ＳｉＯ１／２；
ＭＨ＝Ｒ７Ｒ８ＨＳｉＯ１／２；
Ｍｖｉ＝Ｒ１０Ｒ１１ＲｖｉＳｉＯ１／２；
ＭＥ＝Ｒ１３Ｒ１４ＲＥＳｉＯ１／２；
ＭＰ＝Ｒ１６Ｒ１７ＲＰＳｉＯ１／２；
Ｄ＝Ｒ４Ｒ５ＳｉＯ２／２；
ＤＨ＝Ｒ９ＨＳｉＯ２／２；
Ｄｖｉ＝Ｒ１２ＲｖｉＳｉＯ２／２；
ＤＥ＝Ｒ１５ＲＥＳｉＯ２／２；
ＤＰ＝Ｒ１８ＲＰＳｉＯ２／２；
Ｔ＝Ｒ６ＳｉＯ３／２；
ＴＨ＝ＨＳｉＯ３／２；
Ｔｖｉ＝ＲｖｉＳｉＯ３／２；
ＴＥ＝ＲＥＳｉＯ３／２；
ＴＰ＝ＲＰＳｉＯ３／２；および
Ｑ＝ＳｉＯ４／２；
であり、
式中、
Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５およびＲ６は、それぞれ独立して、１から約６０個の炭素
原子を持つ一価の炭化水素ラジカルであり、
Ｒ７、Ｒ８およびＲ９は、それぞれ独立して水素もしくは１から約６０個の炭素原子を持
つ一価の炭化水素ラジカルであり、
Ｒ１０、Ｒ１１およびＲ１２は、それぞれ独立して１から約６０個の炭素原子を持つ一価
の炭化水素ラジカルまたはＲｖｉであり、
それぞれのＲｖｉは、独立して２から約１０個の炭素原子を持つ一価の不飽和炭化水素ラ
ジカルであり、
Ｒ１３、Ｒ１４およびＲ１５は、それぞれ独立して１から約６０個の炭素原子を持つ一価
の炭化水素ラジカルまたはＲＥであり、
それぞれのＲＥは、独立して２から約６０個の炭素原子を持つかまたは一つもしくはそれ
以上のヘテロ原子を持つ、エポキシもしくはオキセタンのラジカルであり、
Ｒ１６、Ｒ１７およびＲ１８は、それぞれ独立して１から約６０個の炭素原子を持つ一価
の炭化水素ラジカルまたはＲＰであり、
それぞれのＲＰは、独立して一価のポリエーテル部分（ＣＳＨ２ＳＯ）ｘ、または一価の
ポリエーテル部分（ＣＳＨ２ＳＯ）ｘおよび（ＣＴＨ２ＴＯ）Ｙまたはより高次のポリマ
ーのコポリマーであって、ここで下付文字ＳおよびＴが２から約２０のいずれかであり、
かつ下付文字ＸおよびＹが１から約３０のいずれかであり、
下付文字、ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ、ｆ、ｇ、ｈ、ｉ、ｊ、ｋ、ｍ、ｎ、ｐ、ｑおよびｒはそ
れぞれ０もしくは１から約１０００の正の整数のいずれかであり、そして、ａ＋ｂ＋ｃ＋
ｄ＋ｅ≧２かつｂ＋ｇ＋ｍ≧２という制限に従い、
下付文字ａ’、ｂ’、ｃ’、ｄ’、ｅ’、ｆ’、ｇ’、ｈ’、ｉ’、ｊ’、ｋ’、ｍ’、
ｎ’、ｐ’、ｑ’およびｒ’はそれぞれ０もしくは１から約１０００の正の整数のいずれ
かであり、ａ’＋ｂ’＋ｃ’＋ｄ’＋ｅ’≧２かつｃ’＋ｈ’＋ｎ’≧２という制限に従
い、そして、
下付文字ａ’’、ｂ’’、ｃ’’、ｄ’’、ｅ’’、ｆ’’、ｇ’’、ｈ’’、ｉ’’、
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ｊ’’、ｋ’’、ｍ’’、ｎ’’、ｐ’’、ｑ’’およびｒ’’はそれぞれ０もしくは１
から約１０００の正の整数のいずれかであり、ａ’’＋ｂ’’＋ｃ’’＋ｄ’’＋ｅ’’
≧２かつｄ’’＋ｉ’’＋ｐ’’≧１という制限に従う、
シリコーン組成物、ならびに
２）充填剤
を含む、ラバー組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
発明の背景
１．発明の技術分野
　本発明はシリコーン組成物、より詳細には、二つの異なる硬化様式によって硬化できる
か、またはそれらの異なる硬化様式を用いて同時に硬化することのできる、シリコーン組
成物に関する。シリコーン組成物は、ヘルスケアおよび医薬的用途、ドラッグデリバリー
デバイス、コート剤、化粧品の構造材料、ガスケット材料、農業用スプレー、ホームケア
製品、ラバーおよび、バイオマテリアルもしくはバイオマテリアルの付加物として、組織
工学のための細胞培養の足場として、もしくは活性剤成分の輸送用剤としてのインプラン
トのような親水性が必要とされるような他の用途、表面剤、乳化剤、共乳化剤、分散剤、
共分散剤、接着剤もしくは接着剤の成分、泡制御剤、消泡剤、抗ドリフト（ａｎｔｉｄｒ
ｉｆｔ）および抗ドリフト（ａｎｔｉ－ｄｒｉｆｔ）剤のような界面活性剤のような用途
に使用できるような向上した親水性、物理的性質および光学特性を持つ。
【背景技術】
【０００２】
２．関連発明の記載
　シリコーン組成物は、非常に疎水性であり、ドラッグデリバリーデバイスのような親水
性が必要とされる用途における使用に困難性をもたらす。例えば経皮パッチのようないく
つかの用途において、親水性かつ平滑なシリコーン表面を達成するために追加の親水性コ
ーティングが通常必要とされる。シリコーン組成物の親水性を向上することは、さまざま
な親水性官能基を用いることによって増加することが試みられてきた。しかしながら、そ
の結果生じるシリコーンの物理的特性は、概して、ヘルスケアおよび医薬用途のための経
皮パッチ、ドラッグデリバリーデバイス、コート剤、化粧品の構造材料、ガスケット材料
、および親水性が必要とされる他の用途のような用途には十分であるとは実証されてこな
かった。親水性はまた、他のシロキサンとの浸漬もしくは混合のような他の手段によって
シリコーン組成物に導入できる。しかしながら、そのようなプロセスは、さまざまな困難
性を未だにもたらす。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　発明の概要
　ここでの一つの非限定的な実施態様において、
ａ）式（ｉ）
ＭａＭＨ

ｂＭｖｉ
ｃＭＥ

ｄＭＰ
ｅＤｆＤＨ

ｇＤｖｉ
ｈＤＥ

ｉＤＰ
ｊＴｋＴＨ

ｍＴｖｉ
ｎＴ

Ｅ
ｐＴＰ

ｑＱｒ　　　（ｉ）
を持つ少なくとも一つのヒドリド官能性シリコーン、
ｂ）式（ｉｉ）
Ｍａ’ＭＨ

ｂ’Ｍｖｉ
ｃ’ＭＥ

ｄ’ＭＰ
ｅ’Ｄｆ’ＤＨ

ｇ’Ｄｖｉ
ｈ’ＤＥ

ｉ’ＤＰ
ｊ’

Ｔｋ’ＴＨ
ｍ’Ｔｖｉ

ｎ’ＴＥ
ｐ’ＴＰ

ｑ’Ｑｒ’　　　（ｉｉ）
を持つ少なくとも一つの不飽和官能性シリコーン、および
ｃ）式（ｉｉｉ）
Ｍａ’’ＭＨ

ｂ’’Ｍｖｉ
ｃ’’ＭＥ

ｄ’’ＭＰ
ｅ’’Ｄｆ’’ＤＨ

ｇ’’Ｄｖｉ
ｈ’’
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ＤＥ
ｉ’’ＤＰ

ｊ’’Ｔｋ’’ＴＨ
ｍ’’Ｔｖｉ

ｎ’’ＴＥ
ｐ’’ＴＰ

ｑ’’Ｑｒ’’　
　　（ｉｉｉ）
を持つ少なくとも一つのエポキシもしくはオキセタンの官能性シリコーン
の反応産物を含むシリコーン組成物が提供され、
式中、
Ｍ＝Ｒ１Ｒ２Ｒ３ＳｉＯ１／２；
ＭＨ＝Ｒ７Ｒ８ＨＳｉＯ１／２；
Ｍｖｉ＝Ｒ１０Ｒ１１ＲｖｉＳｉＯ１／２；
ＭＥ＝Ｒ１３Ｒ１４ＲＥＳｉＯ１／２；
ＭＰ＝Ｒ１６Ｒ１７ＲＰＳｉＯ１／２；
Ｄ＝Ｒ４Ｒ５ＳｉＯ２／２；
ＤＨ＝Ｒ９ＨＳｉＯ２／２；
Ｄｖｉ＝Ｒ１２ＲｖｉＳｉＯ２／２；
ＤＥ＝Ｒ１５ＲＥＳｉＯ２／２；
ＤＰ＝Ｒ１８ＲＰＳｉＯ２／２；
Ｔ＝Ｒ６ＳｉＯ３／２；
ＴＨ＝ＨＳｉＯ３／２；
Ｔｖｉ＝ＲｖｉＳｉＯ３／２；
ＴＥ＝ＲＥＳｉＯ３／２；
ＴＰ＝ＲＰＳｉＯ３／２；および
Ｑ＝ＳｉＯ４／２；
であり、
式中、
Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５およびＲ６は、それぞれ独立して、１から約６０個の炭素
原子を持つ一価の炭化水素ラジカルであり、
Ｒ７、Ｒ８およびＲ９は、それぞれ独立して水素もしくは１から約６０個の炭素原子を持
つ一価の炭化水素ラジカルであり、
Ｒ１０、Ｒ１１およびＲ１２は、それぞれ独立して１から約６０個の炭素原子を持つ一価
の炭化水素ラジカルまたはＲｖｉであり、
それぞれのＲｖｉは、独立して２から約１０個の炭素原子を持つ一価の不飽和炭化水素ラ
ジカルであり、
Ｒ１３、Ｒ１４およびＲ１５は、それぞれ独立して１から約６０個の炭素原子を持つ一価
の炭化水素ラジカルまたはＲＥであり、
それぞれのＲＥは、独立して２から約６０個の炭素原子を持つかまたは一つもしくはそれ
以上のヘテロ原子を持つ、エポキシもしくはオキセタンのラジカルであり、
Ｒ１６、Ｒ１７およびＲ１８は、それぞれ独立して１から約６０個の炭素原子を持つ一価
の炭化水素ラジカルまたはＲＰであり、
それぞれのＲＰは、独立して一価のポリエーテル部分（ＣＳＨ２ＳＯ）ｘ、または一価の
ポリエーテル部分（ＣＳＨ２ＳＯ）ｘおよび（ＣＴＨ２ＴＯ）Ｙまたはより高次のポリマ
ーのコポリマーであって、ここで下付文字ＳおよびＴが２から約２０のいずれかであり、
かつ下付文字ＸおよびＹが１から約３０のいずれかであり、
下付文字、ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ、ｆ、ｇ、ｈ、ｉ、ｊ、ｋ、ｍ、ｎ、ｐ、ｑおよびｒはそ
れぞれ０もしくは１から約１０００の正の整数のいずれかであり、そして、ａ＋ｂ＋ｃ＋
ｄ＋ｅ≧２かつｂ＋ｇ＋ｍ≧２という制限に従い、
下付文字ａ’、ｂ’、ｃ’、ｄ’、ｅ’、ｆ’、ｇ’、ｈ’、ｉ’、ｊ’、ｋ’、ｍ’、
ｎ’、ｐ’、ｑ’およびｒ’はそれぞれ０もしくは１から約１０００の正の整数のいずれ
かであり、ａ’＋ｂ’＋ｃ’＋ｄ’＋ｅ’≧２かつｃ’＋ｈ’＋ｎ’≧２という制限に従
い、そして、
下付文字ａ’’、ｂ’’、ｃ’’、ｄ’’、ｅ’’、ｆ’’、ｇ’’、ｈ’’、ｉ’’、
ｊ’’、ｋ’’、ｍ’’、ｎ’’、ｐ’’、ｑ’’およびｒ’’はそれぞれ０もしくは１
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から約１０００の正の整数のいずれかであり、ａ’’＋ｂ’’＋ｃ’’＋ｄ’’＋ｅ’’
≧２かつｄ’’＋ｉ’’＋ｐ’’≧１という制限に従う。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
【図１】図１は硬化した三元混合物の水吸収を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００５】
　好ましい実施態様の詳細な記載
　ここでの明細書および特許請求の範囲において、以下の用語および表現は以下に示され
るように理解されるべきである。
【０００６】
　添付の請求項を含む本明細書で使用されるとき、単数形である「ａ」、「ａｎ」および
「ｔｈｅ」は複数形をも含み、特定の数値範囲への言及は、文脈が明確に他を示さない限
り、少なくともその特定の値を含む。
【０００７】
　実施例以外において、もしくは他に示されない限り、ここに記載される数値および数値
の範囲は、「約」および「およそ」という用語によって修飾されていようがされていまい
が示された値およびそれに近似の値を含むと理解されるべきである。そのような範囲が表
されるとき、他の実施態様は一つの特定の値から、および／もしくは他の特定の値までを
含む。同様に、例えば、「約」という修飾を用いることによって値が近似として表される
とき、特定の値は他の実施態様を形成すると理解されるべきであろう。
【０００８】
　本明細書において述べられる任意の数値範囲は、範囲中のすべてのサブ範囲（ｓｕｂ－
ｒａｎｇｅｓ）および、そのような範囲もしくはサブ範囲のさまざまな端点の任意の組み
合わせを含むことは理解されよう。
【０００９】
　ここに使用されるすべての方法は、ここにおいて明確に指示されるか、または文脈から
明らかに否定されない限り、任意の好適な順番で実施できる。任意の例およびすべての例
、または例示的な言葉（たとえば「～のような」）によってここに与えられるものの使用
は、単純に発明をよりよく例示することのみを意図しており、他に請求されない限り、本
発明の範囲に限定を与えることはない。明細書中のどの言語も、本発明の実施のために重
要であるとして請求されない要素のいずれかを指していると解釈されるべきではない。
【００１０】
　「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」、「含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」、「含む（ｃｏ
ｎｔａｉｎｉｎｇ）」、「特徴付けられる(ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚｅｄ　ｂｙ)」および
、それらの文法的に等価なものは包括的もしくはオープンエンドであり、追加的な、言及
されていない要素、もしくは方法のステップを排除するものではなく、そして、より限定
的な用語「～からなる（ｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇ　ｏｆ）」および「本質的に～からなる（
ｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇ　ｅｓｓｅｎｔｉａｌｌｙ　ｏｆ）」をもまた含むと理解されるべ
きである。
【００１１】
　構造的、組成的および／もしくは機能的に関連する化合物、物質もしくは基質の群に属
すると、明細書中の明示的にもしくは暗示的に開示される、および／もしくは請求項にて
言及される、すべての化合物、物質もしくは基質は、その群の個々の代表物およびそれら
のすべての組み合わせを含むとさらに理解されよう。
【００１２】
　ここで使用されるとき、用語「ネットワーク」は、相互貫入しているシロキサンポリマ
ー鎖を含む三次元に伸長した構造体を意味する。
【００１３】
　ここで使用されるとき、用語「ポリマー」は、ホモポリマー、コポリマー、ターポリマ
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ー、およびより高次のポリマーを含む。
【００１４】
　ここで使用されるとき、炭化水素ラジカルに関連した用語「一価の」は、ラジカルがラ
ジカルを介して一つの共有結合を形成できることを意味する。
【００１５】
　ここで使用されるとき、用語「炭化水素ラジカル」は、直鎖炭化水素ラジカル、分岐炭
化水素ラジカル、非環式炭化水素ラジカル、脂環式炭化水素ラジカルおよび芳香族炭化水
素ラジカルを含む。
【００１６】
　ここで使用されるとき、用語「非環式炭化水素ラジカル」は、好ましくはラジカル当た
り１から６０個の炭素原子を含む任意の直鎖もしくは分岐の炭化水素ラジカルを意味し、
それは飽和でも不飽和でもよく、そして任意に、一つもしくはそれ以上の原子、または例
えばカルボキシル、シアノ、ヒドロキシ、ハロおよびオキシのような官能基によって置換
されるかまたは中断されていてもよい。それらの官能基がエポキシドもしくはオキシラン
部分のカチオン性硬化機序と干渉しない限り、好適な一価の非環式炭化水素ラジカルは、
例えばメチル、エチル、ｓｅｃ－ブチル、ｔｅｒｔ－ブチル、オクチル、デシル、ドデシ
ル、セチル、ステアリル、エテニル、プロペニル、ブチニル、ヒドロキシプロピル、シア
ノエチル、ブトキシ、２，５，８－トリオキサデカニル、カルボキシメチル、クロロメチ
ルおよび３，３，３－フルオロプロピルのような、例えば、アルキル、アルケニル、アル
キニル、ヒドロキシアルキル、シアノアルキル、カルボキシアルキル、アルキルオキシ、
オキサアルキル、アルキルカルボニルオキサアルキレン、カルボキサミドおよびハロアル
キルを含み得る。好適な二価の非環式炭化水素ラジカルは、例えばメチレン、ジメチレン
、トリメチレン、デカメチレン、エチルエチレン、２－メチルトリメチレン、２，２－ジ
メチルトリメチレンのような直鎖もしくは分岐のアルキレンラジカル、ならびに例えばメ
チレンオキシプロピレンのような直鎖もしくは分岐のオキシアルキレンラジカルを含む。
好適な三価の非環式炭化水素ラジカルは、例えば１，２，６－トリイル－４－オキサヘキ
サンのような例えば１，１，２－エタントリイル、１，２，４－ブタントリイル、１，２
，８－オクタントリイル、１，２，４－シクロヘキサントリイルおよびオキサアルカント
リイルのラジカルのようなアルカントリイルラジカルを含む。
【００１７】
　ここで使用されるとき、用語「アルキル」は、任意の飽和の、直鎖もしくは分岐の、一
価の炭化水素ラジカルを意味する。好ましい実施態様において、一価のアルキル基は、例
えばメチル、エチル、プロピル、イソ－プロピル、ｎ－ブチル、イソ－ブチル、ｓｅｃ－
ブチル、ｔｅｒｔ－ブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、デシル、ドデシルのような
基当たり１から６０個の炭素を含む直鎖もしくは分岐のアルキル基より選択される。
【００１８】
　ここで使用されるとき、「アルケニル」は、例えばエテニル、２－プロペニル、３－ブ
テニル、５－ヘキセニル、７－オクテニルおよびエテニルフェニルのような好ましくはラ
ジカル当たり２から１０個の炭素原子を含む任意の直鎖もしくは分岐の、一価の末端不飽
和の炭化水素ラジカルを意味する。
【００１９】
　ここで使用されるとき、「脂環式炭化水素ラジカル」は、アルキルラジカル当たり２か
ら６個の炭素原子を好ましくはそれぞれ含むアルキルラジカル、ハロラジカルもしくは他
の官能基の一つもしくはそれ以上によって環の一つもしくはそれ以上が任意選択で置換さ
れていてもよく、そして二つもしくはそれ以上の環を含む一価の脂環式炭化水素ラジカル
の場合、縮合環であってもよい、好ましくは環当たり４から１２個の炭素原子を含む一つ
もしくはそれ以上の飽和を持つ炭化水素環を含むラジカルを意味する。好適な一価の脂環
式炭化水素ラジカルは、例えば、シクロヘキシルおよびシクロオクチルを含む。好適な二
価の脂環式炭化水素ラジカルは、例えば１，４－シクロへキシレンのような飽和もしくは
不飽和の、二価の単環式炭化水素ラジカルを含む。好適な三価の脂環式炭化水素ラジカル
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は、例えば１－ジメチレン－２，４－シクロへキシレン、１－メチルエチレン－３－メチ
ル－３，４－シクロへキシレンのようなシクロアルカントリイルラジカルを含む。
【００２０】
　ここで使用されるとき、「芳香族炭化水素ラジカル」は、任意選択でアルキルラジカル
当たり２から６個の炭素原子を好ましくはそれぞれ含むアルキルラジカル、ハロラジカル
もしくは他の官能基の一つもしくはそれ以上によって環上で置換されていてもよく、そし
て、二つもしくはそれ以上の環を含む一価の芳香族炭化水素ラジカルの場合、縮合環であ
ってもよい、ラジカル当たり一つもしくはそれ以上の芳香族環を含む炭化水素ラジカルを
意味する。好適な一価の芳香族炭化水素ラジカルは、例えばフェニル、トリル、２，４，
６－トリメチルフェニル、１，２－イソプロピルメチルフェニル、１－ペンタエニル、ナ
フチル、アントリル、オイゲノール、およびアリルフェノール、ならびに例えば２－フェ
ニルエチルのようなアラルキルラジカルを含む。好適な二価の芳香族炭化水素ラジカルは
、例えば１，２－フェニレン、１，４－フェニレン、４－メチル－１，２－フェニレン、
フェニルメチレンのような、例えば二価の単環式アレーンを含む。好適な三価の芳香族炭
化水素ラジカルは、例えば１－トリメチレン－３，５－フェニレンのような、例えば三価
の単環式アレーンを含む。
【００２１】
　本願発明者らが、ここでの一つの具体的な実施態様において、それぞれ、ヒドリド、不
飽和結合、およびエポキシ（もしくはオキセタン）の反応性部分を、それぞれ少なくとも
一つもしくは二つ持つような少なくとも三つの官能性の異なるシリコーンの反応産物を含
む、二つの異なる硬化様式によって硬化することができるか、またはそれらの様式を用い
る同時に硬化することのできるシリコーン組成物を予期せず発見したことは特筆すべきで
ある。ここに記載されるシリコーン組成物は、ここに記載される反応生産物以外のこれま
で知られていたシリコーンと比べて向上した親水性、物理的特性、および光学的特性を持
つ。
【００２２】
　ここでの一実施態様において、上述のヒドリド官能性シリコーンの少なくとも一つ（ｉ
）、上述の不飽和官能性シリコーンの少なくとも一つ（ｉｉ）および上述のエポキシもし
くはオキセタン官能性シリコーンの少なくとも一つ（ｉｉｉ）の反応産物を含むシリコー
ン組成物が提供され、ここでシリコーン（ｉ）、（ｉｉ）および（ｉｉｉ）は、任意選択
で例えば白金触媒のような触媒の存在下で反応してシリコーン組成物を産生する。
【００２３】
　任意の公知のもしくは市販で使用される分子当たり少なくとも二つのヒドリド部分を持
つヒドリド官能性シリコーンがここでのシリコーン（ｉ）として使用できることはここで
は理解されるであろう。式（ｉ）に記載されるように、ヒドリド官能性シリコーンは、任
意の量の不飽和官能性部分、エポキシ（もしくはオキセタン）官能性部分、およびポリエ
ーテル部分を持ち得る。ヒドリド官能性シリコーンはまた、任意の量の上に特定される官
能性部分以外の他の官能性部分を持ち得る。
【００２４】
　一実施態様において、式（ｉ）におけるＲ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５およびＲ６は、
それぞれ独立して、１から約６０個の炭素原子、より具体的には１から約３０個の炭素原
子、そしてもっとも具体的には１から約２０個の炭素原子を持つ一価の炭化水素ラジカル
であり、Ｒ７、Ｒ８およびＲ９はそれぞれ独立して、水素、または１から約６０個の炭素
原子、より具体的には１から約３０個の炭素原子、そしてもっとも具体的には１から約２
０個の炭素原子を持つ一価の炭化水素ラジカルであり、Ｒ１０、Ｒ１１およびＲ１２はそ
れぞれ独立して、１から約６０個の炭素原子、より具体的には１から約３０個の炭素原子
、そしてもっとも具体的には１から約２０個の炭素原子を持つ一価の炭化水素ラジカル、
またはＲｖｉであり、それぞれのＲｖｉは独立して２から約１０個の炭素原子、より具体
的には２から約８個の炭素原子、そしてもっとも具体的には２から約５個の炭素原子を持
つ一価の不飽和の炭化水素ラジカルであり、Ｒ１３、Ｒ１４およびＲ１５はそれぞれ独立
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して１から約６０個の炭素原子、より具体的には１から約３０個の炭素原子、そしてもっ
とも具体的には１から約２０個の炭素原子を持つ一価の炭化水素ラジカル、またはＲＥで
あり、それぞれのＲＥは独立して２から約６０個の炭素原子、より具体的には１から約３
０個の炭素原子、そしてもっとも具体的には１から約２０個の炭素原子、または一つもし
くはそれ以上のへテロ原子を持つ、エポキシもしくはオキセタンラジカルであり、Ｒ１６

、Ｒ１７およびＲ１８はそれぞれ独立して１から約６０個の炭素原子、より具体的には１
から約３０個の炭素原子、そしてもっとも具体的には１から約２０個の炭素原子を持つ一
価の炭化水素ラジカル、またはＲＰであり、それぞれのＲＰは独立して、一価のポリエー
テル部分（ＣＳＣ２ＳＯ）Ｘ、または一価のポリエーテル部分（ＣＳＨ２ＳＯ）Ｘおよび
（ＣＴＨ２ＴＯ）Ｙまたはより高次のポリマーのコポリマーであり、ここで下付文字Ｓお
よびＴは、それぞれ２から約２０、より具体的には２から約１５の炭素原子、そしてもっ
とも具体的には２から約１０の炭素原子のいずれかであり、そして下付文字ＸおよびＹは
、１から約３０、より具体的には約５から約３０個の炭素原子、そしてもっとも具体的に
は約５から約２０個の炭素原子のいずれかである。
【００２５】
　一実施態様において、式（ｉ）における下付文字ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ、ｆ、ｇ、ｈ、ｉ
、ｊ、ｋ、ｍ、ｎ、ｐ、ｑおよびｒはそれぞれ０もしくは１から約１０００の正の整数で
あり、ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ＋ｅ≧２およびｂ＋ｇ＋ｍ≧２という制限に従う。
【００２６】
　一実施態様において、ヒドリド官能性シリコーン（ｉ）は、グラム当たり約０．３マイ
クロモル（ｍｍｏｌ／ｇ）から約１５ｍｍｏｌ／ｇ、より具体的には２ｍｍｏｌ／ｇから
約１５ｍｍｏｌ／ｇ、そしてもっとも具体的には４ｍｍｏｌ／ｇから約１５ｍｍｏｌ／ｇ
の範囲のヒドリド含量を持つ。
【００２７】
　一実施態様において、ヒドリド官能性シリコーン（ｉ）は、式ＭａＭＨ

ｂＤｆＤＨ
ｇＴ

ｋＴＨ
ｍＱｒを持ち得、式中、Ｍ、ＭＨ、Ｄ、ＤＨ、Ｔ、ＴＨおよびＱは、上に定義され

る通りであり、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８およびＲ９はそれぞれ
独立して、メチル、エチル、イソプロピル、ｓｅｃ－ブチルおよびｔｅｒｔ－ブチルから
なる群より選択され、下付文字ａ、ｂ、ｆ、ｇ、ｋ、ｍおよびｒはそれぞれ、１から約１
００、より具体的には約５から約５０、そしてもっとも具体的には約１０から約３０の範
囲の正の整数である。
【００２８】
　分子当たり少なくとも二つの不飽和炭化水素部分を持つ任意の公知のもしくは市販で使
用される不飽和官能性シリコーンを、ここでのシリコーン（ｉｉ）として使用できること
は理解されよう。式（ｉｉ）において示されるように、不飽和官能性シリコーンは、ヒド
リド官能性部分、エポキシ（もしくはオキセタン）官能性部分およびポリエーテル部分の
任意の量を持ち得る。不飽和官能性シリコーンはまた、上に特定されるもの以外の他の官
能性部分を任意の量で持ち得る。
【００２９】
　一実施態様において、式（ｉｉ）におけるＲ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５およびＲ６は
それぞれ独立して、１から約６０個の炭素原子、より具体的には１から約３０個の炭素原
子、そしてもっとも具体的には１から約２０個の炭素原子を持つ一価の炭化水素ラジカル
であり、Ｒ７、Ｒ８およびＲ９はそれぞれ独立して水素、または１から約６０個の炭素原
子、より具体的には１から約３０個の炭素原子、そしてもっとも具体的には１から約２０
個の炭素原子を持つ一価の炭化水素ラジカルであり、Ｒ１０、Ｒ１１およびＲ１２はそれ
ぞれ独立して、１から約６０個の炭素原子、より具体的には１から約３０個の炭素原子、
そしてもっとも具体的には１から約２０個の炭素原子を持つ一価の炭化水素ラジカル、ま
たはＲｖｉであり、それぞれのＲｖｉは独立して、２から１０個の炭素原子、より具体的
には２から約８個の炭素原子、そしてもっとも具体的には２から約５の炭素原子を持つ一
価の不飽和炭化水素ラジカルであり、Ｒ１３、Ｒ１４およびＲ１５はそれぞれ独立して１
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から約６０個の炭素原子、より具体的には１から約３０個の炭素原子、そしてもっとも具
体的には１から約２０個の炭素原子を持つ一価の炭化水素ラジカル、またはＲＥであり、
それぞれのＲＥは独立して、２から約６０個の炭素原子、より具体的には１から約３０個
の炭素原子、そしてもっとも具体的には１から約２０個の炭素原子、または一つもしくは
それ以上のヘテロ原子を持つ、エポキシもしくはオキセタンラジカルであり、Ｒ１６、Ｒ
１７、Ｒ１８はそれぞれ独立して１から約６０個、より具体的には１から約３０個、そし
てもっとも具体的には１から約２０個の炭素原子を持つ一価の炭化水素ラジカル、または
ＲＰであり、それぞれのＲＰは独立して、一価のポリエーテル部分（ＣＳＣ２ＳＯ）Ｘ、
または一価のポリエーテル部分（ＣＳＨ２ＳＯ）Ｘおよび（ＣＴＨ２ＴＯ）Ｙまたはより
高次のポリマーのコポリマーであり、ここで下付文字ＳおよびＴは、それぞれ２から約２
０、より具体的には２から約１５の炭素原子、そしてもっとも具体的には２から約１０の
炭素原子のいずれかであり、そして下付文字ＸおよびＹは、１から約３０、より具体的に
は約５から約３０個の炭素原子、そしてもっとも具体的には約５から約２０個の炭素原子
のいずれかである。
【００３０】
　一実施態様において、式（ｉｉ）における下付文字ａ’、ｂ’、ｃ’、ｄ’、ｅ’、ｆ
’、ｇ’、ｈ’、ｉ’、ｊ’、ｋ’、ｍ’、ｎ’、ｐ’、ｑ’およびｒ’はそれぞれ０も
しくは１から約１０００の正の整数であり、ａ’＋ｂ’＋ｃ’＋ｄ’＋ｅ’≧２およびｃ
’＋ｈ’＋ｎ’≧２という制限に従う。
【００３１】
　一実施態様において、不飽和官能性シリコーンは、約０．０１ｍｍｏｌ／ｇから約２ｍ
ｍｏｌ／ｇ、より具体的には０．０１ｍｍｏｌ／ｇから約１ｍｍｏｌ／ｇ、そしてもっと
も具体的には０．０２ｍｍｏｌ／ｇから約０．４ｍｍｏｌ／ｇの範囲の不飽和部分含量を
持つ。
【００３２】
　一実施態様において、不飽和官能性シリコーン（ｉｉ）は、式Ｍａ’Ｍｖｉ

ｃ’Ｄｆ’

Ｑｒ’を持ち得、式中、Ｍ、Ｍｖｉ、ＤおよびＱは上に定義される通りであり、Ｒ１、Ｒ
２、Ｒ３、Ｒ４およびＲ５はそれぞれ独立してメチル、エチル、イソプロピル、ｓｅｃ－
ブチルおよびｔｅｒｔ－ブチルからなる群より選択され、Ｒ１０およびＲ１１はそれぞれ
独立して、メチル、エチル、イソプロピル、ｓｅｃ－ブチルおよびｔｅｒｔ－ブチルから
なる群より選択されるかまたはＲｖｉであり、それぞれのＲｖｉは独立して、エテニル、
２－プロペニル、３－ブテニル、５－ヘキセニル、７－オクテニルおよびエテニルフェニ
ルからなる群より選択され、下付文字ａ’、ｃ’、ｆ’およびｒ’はそれぞれ、約１から
約２０００、より具体的には約５０から約１５００、そしてもっとも具体的には約１００
から約１０００の範囲の正の整数である。
【００３３】
　ここでのシリコーン（ｉｉｉ）として任意の公知のもしくは市販で使用できるエポキシ
もしくはオキセタン官能性シロキサンが利用できることはここでは理解されるであろう。
式（ｉｉｉ）において示されるように、エポキシもしくはオキセタン官能性シリコーンは
、ヒドリド官能性部分、不飽和官能性部分およびポリエーテル部分の任意の量を持ち得る
。エポキシもしくはオキセタン官能性シリコーンはまた、上に特定されるものと異なる他
の官能性部分を任意の量で持ち得る。
【００３４】
　一実施態様において、式（ｉｉｉ）におけるＲ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５およびＲ６

はそれぞれ独立して、１から約６０個の炭素原子、より具体的には１から約３０個の炭素
原子、そしてもっとも具体的には１から約２０個の炭素原子を持つ一価の炭化水素ラジカ
ルであり、Ｒ７、Ｒ８およびＲ９はそれぞれ独立して水素、または１から約６０個の炭素
原子、より具体的には１から約３０個の炭素原子、そしてもっとも具体的には１から約２
０個の炭素原子を持つ一価の炭化水素ラジカルであり、Ｒ１０、Ｒ１１およびＲ１２はそ
れぞれ独立して、１から約６０個の炭素原子、より具体的には１から約３０個の炭素原子
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、そしてもっとも具体的には１から約２０個の炭素原子を持つ一価の炭化水素ラジカル、
またはＲｖｉであり、それぞれのＲｖｉは独立して、２から１０個の炭素原子、より具体
的には２から約８個の炭素原子、そしてもっとも具体的には２から約５の炭素原子を持つ
一価の不飽和炭化水素ラジカルであり、Ｒ１３、Ｒ１４およびＲ１５はそれぞれ独立して
１から約６０個の炭素原子、より具体的には１から約３０個の炭素原子、そしてもっとも
具体的には１から約２０個の炭素原子を持つ一価の炭化水素ラジカル、またはＲＥであり
、それぞれのＲＥは独立して、２から約６０個の炭素原子、より具体的には１から約３０
個の炭素原子、そしてもっとも具体的には１から約２０個の炭素原子、または１つもしく
はそれ以上のヘテロ原子を持つ、エポキシもしくはオキセタンラジカルであり、Ｒ１６、
Ｒ１７、Ｒ１８はそれぞれ独立して１から約６０個、より具体的には１から約３０個、そ
してもっとも具体的には１から約２０個の炭素原子を持つ一価の炭化水素ラジカル、また
はＲＰであり、それぞれのＲＰは独立して、一価のポリエーテル部分（ＣＳＣ２ＳＯ）Ｘ

、または一価のポリエーテル部分（ＣＳＨ２ＳＯ）Ｘおよび（ＣＴＨ２ＴＯ）Ｙまたはよ
り高次のポリマーのコポリマーであり、ここで下付文字ＳおよびＴは、それぞれ２から約
２０、より具体的には２から約１５の炭素原子、そしてもっとも具体的には２から約１０
の炭素原子のいずれかであり、そして下付文字ＸおよびＹは、１から約３０、より具体的
には約５から約３０個の炭素原子、そしてもっとも具体的には約５から約２０個の炭素原
子のいずれかである。
【００３５】
　一実施態様において、式（ｉｉｉ）における下付文字ａ’’、ｂ’’、ｃ’’、ｄ’’
、ｅ’’、ｆ’’、ｇ’’、ｈ’’、ｉ’’、ｊ’’、ｋ’’、ｍ’’、ｎ’’、ｐ’’
、ｑ’’およびｒ’’はそれぞれ０もしくは１から約１０００の正の整数であり、ａ’’
＋ｂ’’＋ｃ’’＋ｄ’’＋ｅ’’≧２およびｄ’＋ｉ’＋ｐ’≧１という制限に従う。
【００３６】
　一実施態様において、エポキシもしくはオキセタン官能性シリコーンは、約０．１ｍｍ
ｏｌ／ｇから約１．５ｍｍｏｌ／ｇ、より具体的には０．１ｍｍｏｌ／ｇから約１ｍｍｏ
ｌ／ｇ、そしてもっとも具体的には０．２ｍｍｏｌ／ｇから約０．７ｍｍｏｌ／ｇの範囲
のエポキシもしくはオキセタン含量を持つ。
【００３７】
　一実施態様において、エポキシもしくはオキセタン官能性シリコーン（ｉｉｉ）は式Ｍ

ａ’’ＭＥ
ｄ’’Ｄｆ’’ＤＥ

ｉ’’Ｔｋ’’Ｑｒ’’を持ち得、式中Ｍ、ＭＥ、Ｄ、Ｄ
Ｅ、ＴおよびＱは上に定義される通りであり、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５およびＲ６

はそれぞれ独立してメチル、エチル、イソプロピル、ｓｅｃ－ブチルおよびｔｅｒｔ－ブ
チルからなる群より選択され、Ｒ１３、Ｒ１４およびＲ１５はそれぞれ独立して、メチル
、エチル、イソプロピル、ｓｅｃ－ブチルおよびｔｅｒｔ－ブチルからなる群より選択さ
れるかまたはＲＥであり、それぞれのＲＥは独立して、２－（３，４－エポキシシクロヘ
キシル）エチル、２－（３，４－エポキシシクロペンチル）エチル、２－（３，４－エポ
キシシクロヘキシル）プロピルおよび２－（３，４－エポキシシクロペンチル）プロピル
からなる群より選択され、下付文字ａ’’、ｄ’’、ｆ’’、ｉ’’、ｋ’’およびｒ’
’はそれぞれ、約１から約２０００、より具体的には約５０から約１５００、そしてもっ
とも具体的には約１０から約６００の範囲の正の整数である。
【００３８】
　任意の公知もしくは市販で使用される触媒、より具体的には光活性化白金触媒はここで
利用できることは、ここでは理解されるであろう。一実施態様において、光活性化白金触
媒は、η５－シクロペンタジエニル白金（ＩＶ）錯体、ビス（β－ジケトナート）白金（
ＩＩ）錯体、ビス（ホスフィン）白金（ＩＩ）錯体、シクロオクタジエン白金（ＩＩ）錯
体、およびそれらの混合物からなる群より選択され、より具体的にはトリメチル（メチル
シクロペンタジエニル）白金（ＩＶ）（ＣｐＰｔ）もしくは白金（ＩＩ）アセチルアセト
ナート（Ｐｔ（ａｃａｃ）２）である。
【００３９】
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　一実施態様において、光活性化触媒はまた、熱によって活性化できる。任意の公知もし
くは市販で使用される熱活性化白金触媒がここで利用できることは、ここで理解されるで
あろう。熱活性化白金触媒は、塩化白金酸のような白金化合物、もしくは白金／ビニルシ
ロキサン錯体のような白金錯体、またはそれらの混合物からなる群より選択される。
【００４０】
　任意の公知のもしくは市販で使用される光開始剤がここでの組成物中に利用できること
は、ここで理解されるであろう。一実施態様において、光開始剤は、ベンゼンシクロペン
タジエニル鉄（ＩＩ）ヘキサフルオロホスファートおよびシクロペンタジエニル鉄（ＩＩ
）ジカルボニル二量体を含む鉄（ＩＩ）サンドイッチ錯体、またはＰＦ６

－もしくはＳｂ
Ｆ６

－のビス（４－アルキルフェニル）イオドニウム塩、またはそれらの混合物からなる
群より選択される。光開始剤は、ＵＶ照射への曝露に際してエポキシド開環反応を引き起
こし得る。
【００４１】
　ここでの組成物は、充填剤、光増感剤、安定剤、阻害剤もしくは接着促進剤、可塑剤、
難燃剤、煙抑制剤、酸化防止剤、潤滑剤、顔料、開始剤、潤滑剤および流動制御剤、帯電
防止剤、発泡剤／起泡剤、防汚剤、および生じる組成物の物理的特性を向上するための当
技術分野において公知である任意の他の添加剤、ならびにそれらと他の追加の添加剤との
任意の組み合わせのような追加の成分をさらに含み得る。
【００４２】
　任意の公知もしくは市販で使用される充填剤をここで利用できることは、ここでは理解
されるであろう。充填剤は、シリカエーロゲル、ヒュームドシリカ、フラックス焼成珪藻
土シリカ、焼成珪藻土シリカ、焼成カオリン、沈降炭酸カルシウム、粉砕シリカ、アセチ
レンブラック、アルミナ、カーボンブラック、カーボンモレキュラーシーブ、二酸化銀、
二酸化チタン、酸化ジルコニウム、酸化鉄からなる群より選択される。一実施態様におい
て、シリカ充填剤は、ヒュームドシリカ、沈降シリカおよびそれらの混合物からなる群よ
り選択される。一実施態様において、シリカ充填剤は、表面処理されていてもいいいし、
未処理のままでもよい。シリカ充填剤の処理をするために使用される処理のいくつかの非
限定的例はオルガノアルコキシシランであり、そのようにさらに処理されたシリカ充填剤
もまたさらに、ヘキサメチルジシラザン、ジビニルテトラメチルジシラザン、オクタメチ
ルシクロテトラシロキサンおよびそれらの組み合わせのような不動態化剤によって処理さ
れ得る。
【００４３】
　任意の公知もしくは市販で使用される光増感剤がここで利用できることは、ここで理解
されるであろう。一実施態様において、光増感剤は、アントラセンおよびその誘導体のよ
うな多環式芳香族化合物、またはチオキサントンおよびその誘導体のようなケトンクロモ
フォア、またはそれらの混合物からなる群より選択される。
【００４４】
　任意の公知もしくは市販で使用される阻害剤がここで利用できることは、ここでは理解
されるであろう。一実施態様において、阻害剤は、β－アルキノール、もしくはマレアー
ト、もしくはフマラート、もしくはビニル含有オルガノシロキサン、もしくはホスファイ
ト、もしくはシアヌラート、またはそれらの混合物からなる群より選択される。
【００４５】
　接着促進剤は、シリコーン組成物と共有結合するために使用できる。任意の公知もしく
は市販で使用される接着促進剤がここで利用できることは、ここで理解されるであろう。
一実施態様において、接着促進剤は、ケイ素ヒドリドもしくはビニル、もしくはエポキシ
（もしくはオキセタン）官能基を含むマルチアルコキシシランからなる群より選択される
。
【００４６】
　本発明の実施態様のための用途
Ａ．　農業用途
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　農薬　農業、園芸、芝地、観賞植物および林業
　多くの農薬用途は、葉面表面に湿潤性および拡散性を提供するためのスプレー混合物へ
のアジュバント（ａｄｊｕｖａｎｔ）の添加を必要とする。しばしばそのようなアジュバ
ントは、葉表面を湿潤させるのが困難なものへのスプレー滴残留を増大させること、スプ
レーの被覆を向上するために拡散性を増大すること、または、植物のクチクラへの除草剤
の浸透を提供することのようなさまざまな機能をなし得る界面活性剤である。これらのア
ジュバントは、タンク横での添加物として提供されるか、または農薬配合物における成分
として使用されるかのいずれかである。
【００４７】
　農薬の典型的な用途は、農業、園芸、芝生、観賞植物、家庭および庭、畜産、そして林
業への用途を含む。
【００４８】
　本発明の農薬組成物はまた、少なくとも一つの農薬を含み、ここで、本発明の組成物は
、濃縮物として、またはタンク混合物に希釈されて、最終の使用濃度が０．００５％と２
％との間に達するのに充分な量で存在する。農薬組成物は、任意選択で、賦形剤、共界面
活性剤、溶媒、泡制御剤、付着助剤、漂流飛散抑制剤、生物製剤、微量栄養素、肥料など
を含んでもよい。農薬という用語は、有害生物を駆除するのに使用される任意の化合物を
意味し、例えば殺鼠剤、殺虫剤、殺ダニ剤、防かび剤、および除草剤である。利用するこ
とのできる農薬の説明的な例は、成長調整剤、光合成阻害剤、色素阻害剤、有糸分裂かく
乱物質、脂質生合成阻害剤、細胞壁阻害剤、および細胞膜かく乱物質を含むが、これらに
限定されない。本発明の組成物に採用される農薬の量は、採用される農薬の種類によって
変化する。本発明の組成物と共に使用されてよい農薬成分のより具体的な例は、フェノキ
シ酢酸、フェノキシプロピオン酸、フェノキシ酪酸、安息香酸、トリアジンおよびｓ－ト
リアジン、置換尿素、ウラシル、ベンタゾン、デスメジファム、メタゾール、フェンメジ
ファム、ピリダート、アミトロール、クロマゾン、フルリドン、ノルフルラゾン、ジニト
ロアニリン、イソプロパリン、オリザリン、ペンジメタリン、プロジアミン、トリフルラ
リン、グリホサート、スルホニル尿素、イミダゾリノン、クレトジム、ジクロホップ－メ
チル、フェノキサプロップ－エチル、フルアジホップ－ｐ－ブチル、ハロキシホップ－メ
チル、キザロホップ、セトキシジム、ジクロベニル、イソキサベン、およびビピリジリウ
ムの化合物のような除草剤および成長調整剤であるが、これらに限定されない。
【００４９】
　本発明と共に使用され得る防カビ剤組成物は、アリジモルフ、トリデモルフ、ドデモル
フ、ジメトモルフ；フルシラゾール、アザコナゾール、シプロコナゾール、エポキシコナ
ゾール、フルコナゾール、プロピコナゾール、テブコナゾールなど；イマザリル、チオフ
ァネート、ベノミルカルベンダジム、クロロチアロニル、ジクロラン、トリフロキシスト
ロビン、フロキシストロビン、ジモキシストロビン、アゾキシストロビン、フルカラニル
、プロクロラズ、フルスルファミド、ファモキサドン、カプタン、マンネブ、マンコゼブ
、ドジシン、ドジンおよびメタラキシルを含むが、それらに限定されない。
【００５０】
　本発明の組成物と共に使用されてよい殺虫剤、殺幼虫剤、殺ダニ剤、および殺卵剤の化
合物は、バチルスチューリンゲンシス、スピノサド、アバメクチン、ドラメクチン、レピ
メクチン、ピレスリン、カルバリル、プリミカルブ、アルジカルブ、メトミル、アミトラ
ズ、ホウ酸、クロルジメホルム、ノバルロン、ビストリフルロン、トリフルムロン、ジフ
ルベンズロン、イミダクロプリド、ダイアジノン、アセフェート、エンドスルファン、ケ
レバン、ジメトエート、アジンホスエチル、アジンホスメチル、イゾキサチオン、クロル
ピリホス、クロフェンテジン、ラムダシハロトリン、ペルメトリン、ビフェントリン、シ
ペルメトリンなどであるが、これらに限定されない。
【００５１】
肥料および微量栄養素
　肥料および微量栄養素は硫酸亜鉛、硫酸鉄、硫酸アンモニウム、尿素、尿素アンモニア
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性窒素、チオ硫酸アンモニウム、硫酸カリウム、第一リン酸アンモニウム、リン酸尿素、
硝酸カルシウム、ホウ酸、ホウ酸のカリウムおよびナトリウム塩、リン酸、水酸化マグネ
シウム、炭酸マンガン、多硫化カルシウム、硫酸銅、硫酸マンガン、硫酸鉄、硫酸カルシ
ウム、モリブデン酸ナトリウム、塩化カルシウムを含むがそれらには限定されない。
【００５２】
　農薬もしくは肥料は液体もしくは固体であって良い。固体であるなら、適用前に、溶媒
、もしくは本発明の有機修飾ジシロキサンに可溶性である事が好ましく、そしてシリコー
ンが溶媒として作用しても良いし、またはそのような可溶性のための界面活性剤、または
追加の界面活性剤がこの作用を実施しても良い。
【００５３】
　農業用賦形剤
　当技術分野で公知である緩衝剤、防腐剤、および他の標準的な賦形剤はまた、組成物に
含まれてよい。
【００５４】
　溶媒はまた、本発明の組成物に含まれてよい。これらの溶媒は、室温で液体状態である
。例は、水、アルコール、芳香族溶媒、油（すなわち、鉱油、植物油、シリコーン油、な
ど）、植物油の低級アルキルエステル、脂肪酸、ケトン、グリコール、ポリエチレングリ
コール、ジオール、パラフィンなどを含む。特定の溶媒は、参照によりここに組み込まれ
る米国特許第５，６７４，８３２号に例示されるように、２，２，４－トリメチル、１，
３－ペンタンジオールおよびそれらのアルコキシ化された誘導体（特にエトキシ化された
誘導体）であるか、またはｎ－メチルピロリドンである。
【００５５】
　共界面活性剤
　ここで有用な共界面活性剤は、非イオン性、カチオン性、アニオン性、両性、両性イオ
ン性、重合体の界面活性剤もしくはそれらの任意の混合物を含む。界面活性剤は典型的に
は、炭化水素系、シリコーン系もしくはフッ化炭素系である。
【００５６】
　さらに、参照によりここに組み入れる米国特許第５，５５８，８０６号に記載されるよ
うな超拡散と緩衝しないような短鎖疎水性を持つような他の共界面活性剤もまた有用であ
る。また、上述の組成物は、塩化アルキル、ヨウ化アルキルおよび臭化アルキル類似体、
ならびにＨＣｌ、酢酸、プロピオン酸、グリコール酸、ジベレリン酸などとの酸対として
も有用である。当業者なら、溶解性を向上させ、そして非イオン性およびアニオン性共界
面活性剤との潜在的な相互作用の可能性をもたらす四級化の利点を理解する。
【００５７】
　有用な界面活性剤は、アルコキシラート、特にエトキシラートであって、エチレンオキ
シド、プロピレンオキシド、ブチレンオキシドおよびそれらの混合物のコポリマーを含む
ブロックコポリマーを含むもの；アルキルアリールアルコキシラート、特にエトキシラー
トもしくはプロポキシラートならびにそれらの誘導体であって、アルキルフェノールエト
キシラートを含むもの；アリールアリールアルコキシラート、特にエトキシラートもしく
はプロポキシラートならびにそれらの誘導体；アミンアルコキシラート、特にアミンエト
キシラート；脂肪酸アルコキシラート；脂肪アルコールアルコキシラート；アルキルスル
ホナート；アルキルベンゼンおよびアルキルナフタレンスルホナート；硫酸化脂肪アルコ
ール、アミンもしくは酸アミド；イセチオン酸ナトリウムの酸エステル；スルホコハク酸
ナトリウムのエステル；硫酸化もしくはスルホン酸化脂肪酸エステル；石油スルホナート
；Ｎ－アシルサルコシン；アルキルポリグリコシド；アルキルエトキシ化アミンなどを含
む。
【００５８】
　具体例は、アルキルアセチレンジオール（ＳＵＲＦＯＮＹＬ－Ａｉｒ　Ｐｒｏｄｕｃｔ
ｓ）、ピリロドン系界面活性剤（例えばＳＵＲＦＡＤＯＮＥ－ＬＰ１００－ＩＳＰ）、２
－エチルヘキシルサルファート、イソデシルアルコールエトキシラート（例えばＲＨＯＤ
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ＡＳＵＲＦ　ＤＡ　５３０－Ｒｈｏｄｉａ）、エチレンジアミンアルコキシラート（ＴＥ
ＴＲＯＮＩＣＳ－ＢＡＳＦ）、エチレンオキシド／プロピレンオキシドコポリマー（ＰＬ
ＵＲＯＮＩＣＳ－ＢＡＳＦ）、ジェミニ型界面活性剤（Ｒｈｏｄｉａ）およびジフェニル
エーテルジェミニ型界面活性剤（例えばＤＯＷＦＡＸ－Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ）を含
む。
【００５９】
　好ましい界面活性剤は、エチレンオキシド／プロピレンオキシドコポリマー（ＥＯ／Ｐ
Ｏ）；アミンエトキシラート；アルキルポリグリコシド；オキソトリデシルアルコールエ
トキシラートなどを含む。
【００６０】
　好ましい実施態様において、本発明の農薬組成物はさらに一つもしくはそれ以上の農薬
成分を含む。好適な農薬成分は、除草剤、殺虫剤、成長調整剤、防カビ剤、殺ダニ剤、ダ
ニ駆除剤、肥料、生物製剤、植物栄養剤、微量栄養素、殺生物剤、パラフィンミネラルオ
イル、メチル化種油（すなわち、大豆メチルもしくはキャノーラメチル）、（大豆油およ
びキャノーラ油のような）植物油、Ｃｈｏｉｃｅ（登録商標）（Ｌｏｖｅｌａｎｄ　Ｉｎ
ｄｕｓｔｒｉｅｓ、Ｇｒｅｅｌｅｙ、ＣＯ）およびＱｕｅｓｔ（Ｈｅｌｅｎａ　Ｃｈｅｍ
ｉｃａｌ、Ｃｏｌｌｉｅｒｖｉｌｌｅ、ＴＮ）のような水質調製剤、Ｓｕｒｒｏｕｎｄ（
登録商標）（Ｅｎｇｌｅｈａｒｄ　Ｃｏｒｐ）のような改質粘度、泡制御剤、界面活性剤
、湿潤剤、分散剤、乳化剤、付着助剤、漂流飛散抑制剤および水を含むがそれらには限定
されない。
【００６１】
　好適な農薬組成物は、一つもしくはそれ以上の上述の成分を本発明の有機修飾ジシロキ
サンと、タンク混合もしくは缶中配合のいずれかによる混合のような当分野に公知の方法
による混合によって作製される。用語「タンク混合」は、少なくとも一つの農薬を水もし
くは油のようなスプレー媒体へと使用時に添加することを意味する。「缶中」配合は、少
なくとも一つの農薬成分を含む配合物もしくは濃縮物を指す。「缶中」配合は使用時に典
型的にはタンク混合で使用濃度へと希釈されても良いし、または希釈せずに用いられても
良い。
【００６２】
　Ｂ．コート剤
　典型的なコート配合物は、乳化、成分の相溶化、平滑化、流動および表面欠陥の減少の
目的のために湿潤剤もしくは界面活性剤を必要とする。さらに、それらの添加剤は、硬化
したもしくは乾燥したフィルムに、耐摩耗性、ブロッキング防止、親水性および疎水性の
性質のような改善をもたらす。コート剤配合物は溶剤型コート剤、水溶型コート剤および
粉状コート剤として存在し得る。
【００６３】
　コート剤成分は、建築コート、自動車コートおよびコイルコートのようなＯＥＭ産物コ
ート；工場整備コートおよび船舶コートのような特別な目的のコートとして利用され得る
。
【００６４】
　典型的な樹脂の型は、ポリエステル、アルキド、アクリルおよびエポキシを含む。
【００６５】
Ｃ．パーソナルケア
　好ましい実施態様において、本発明のシリコーン組成物は、パーソナルケア組成物の１
００重量部（「ｐｂｗ」）あたり、０．１から９９ｐｂｗまで、より好ましくは０．５ｐ
ｂｗから３０ｐｂｗまで、そしてさらに好ましくは１から１５ｐｂｗまでの本発明の組成
物と、１ｐｂｗから９９．９ｐｂｗまで、より好ましくは７０ｐｂｗから９９．５ｐｂｗ
まで、そしてさらにより好ましくは８５ｐｂｗから９９ｐｂｗまでのパーソナルケア組成
物とを含む。
【００６６】
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　本発明の組成物は、ローションおよびクリームのようなパーソナルケアエマルジョン中
で使用してよい。一般的に知られているように、エマルジョンは、少なくとも二つの混ざ
らない相を含み、一方は連続で、他方は不連続である。さらにエマルジョンは、さまざま
な粘度の流体または固体であってよい。そのうえ、エマルジョンの粒径は、マイクロエマ
ルジョン状態であってもよく、十分に小さなマイクロエマルジョンであるときは、透明で
あってよい。さらに、エマルジョンのエマルジョンを調製することもまた可能であり、そ
してこれらは多重エマルジョンとして一般的に知られている。
【００６７】
これらのエマルジョンは：
１）不連続相が水を含み、連続相が本発明のシリコーン組成物を含む、水性エマルジョン
；
２）不連続相が本発明のシリコーン組成物を含み、連続相が水を含む、水性エマルジョン
；
３）不連続相が非水性の水酸基含有溶媒を含み、連続相が本発明のシリコーン組成物を含
む、非水性のエマルジョン；そして、
４）連続相が非水性の水酸基含有有機溶媒を含み、不連続相が本発明のシリコーン組成物
を含む、非水性のエマルジョン
であってよい。
【００６８】
　シリコーン相を含む非水性エマルションは、米国特許第６，０６０，５４６号および第
６，２７１，２９５号に記載されており、これらの開示は参照によりこれに添えて明確に
ここに組み入れられる。
【００６９】
　ここで用いられるとき、用語「非水性ヒドロキシル有機化合物」という用語は、室温、
例えば約２５℃で約１気圧において液体である、アルコール、グリコール、多価アルコー
ル、および高分子グリコール、ならびにそれらの混合物で例示されるヒドロキシル含有有
機化合物を意味する。この非水性有機ヒドロキシル溶媒は、室温、例えば約２５℃で約１
気圧において液体であるアルコール、グリコール、多価アルコール、および高分子グリコ
ール、そしてそれらの混合物を含むヒドロキシル含有有機化合物からなる群より選択され
る。非水性ヒドロキシル有機溶媒は、好ましくはエチレングリコール、エタノール、プロ
ピルアルコール、イソプロピルアルコール、プロピレングリコール、ジプロピレングリコ
ール、トリプロピレングリコール、ブチレングリコール、イソブチレングリコール、メチ
ルプロパンジオール、グリセリン、ソルビトール、ポリエチレングリコール、ポリプロピ
レングリコールモノアルキルエーテル、ポリオキシアルキレンコポリマー、およびそれら
の混合物からなる群より選択される。
【００７０】
　シリコーンのみの相、シリコーン相を含む無水混合物、シリコーン相を含む含水混合物
、油中水型エマルション、水中油型エマルション、または二つの非水性エマルションのど
ちらかとしてか、またはそれらについての変形であっても、いったん望ましい形態が達成
されると、生じる物質は、通常、改良された付着性と良好な触感特性とを有するクリーム
かローションである。それを、ヘアケア、スキンケア、制汗剤、日焼け止め剤、化粧品、
カラー化粧品、防虫剤、ビタミン担体、ホルモン担体、芳香剤担体などのための配合物に
混合できる。
【００７１】
　本発明のシリコーン組成物が使用され得るパーソナルケアの用途は、脱臭剤、制汗剤、
制汗／脱臭剤、髭剃り製品、スキンローション、保湿剤、トナー、入浴製品、クレンジン
グ製品、シャンプー、コンディショナー、ムース、整髪用ジェル、ヘアースプレー、毛髪
染料、ヘアカラー製品、毛髪脱色剤、ウェーブ製品、毛髪ストレイトナーなどのヘアケア
製品、マニキュア液、マニキュア除光液、爪用クリーム、爪用ローション、あま皮軟化剤
などのマニキュア製品、日焼け止め剤、防虫剤、および老化防止製品などの保護クリーム
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、口紅、ファンデーション、おしろい、アイライナー、アイシャドウ、ほお紅、メーキャ
ップ、マスカラなどのカラー化粧品、そしてシリコーン成分が汎用的に添加された別のパ
ーソナルケア配合物、ならびに皮膚に塗布される医薬組成物の局所投与のためのドラッグ
デリバリーシステムを含むが、これらに限定されない。
【００７２】
　好ましい実施態様において、本発明のパーソナルケア組成物は、一つもしくはそれ以上
のパーソナルケア成分をさらに含む。適切なパーソナルケア成分は、例えば、皮膚軟化剤
、保湿剤、湿潤剤、例えばオキシ塩化ビスマスおよび二酸化チタンでコーティングされた
雲母などの真珠光沢のある顔料を含む顔料、着色剤、芳香剤、殺生物剤、防腐剤、酸化防
止剤、抗菌剤、抗真菌剤、制汗剤、皮膚の老廃細胞削剥用化粧品、ホルモン、酵素、医薬
化合物、ビタミン、塩、電解質、アルコール、ポリオール、紫外線吸収剤、植物抽出物、
界面活性剤、シリコーン油、有機油、ワックス、塗膜形成要素、例えばヒュームドシリカ
または含水ケイ酸などの増粘剤、例えばタルク、カオリン、デンプン、加工デンプン、雲
母、ナイロンなどの微粒子充填剤、例えばベントナイトおよび有機修飾された粘土などの
粘土を含む。
【００７３】
　好適なパーソナルケア組成物は、例えば一つもしくはそれ以上の上述の成分を本発明の
組成物と混合するような当分野に公知の方法で混合するすることによって作製される。好
適なパーソナルケア組成物は、単一の相の形態であるか、またはエマルションの形態であ
ってよく、シリコーン相が不連続相または連続相である、水中油型エマルション、油中水
型エマルション、および無水エマルション、ならびに、例えば水中油滴の油中型エマルシ
ョンおよび油中水滴の水中型エマルションのような多重エマルションの形態をも含む。
【００７４】
　一つの有用な実施態様において、制汗剤組成物は、本発明のシリコーン組成物ならびに
一つもしくはそれ以上の活性制汗剤を含む。好適な制汗剤は、例えば米国食品医薬品局に
よる１９９３年１０月１０日付の市販のヒト用制汗薬製品に関する一般薬基準に列挙され
ているカテゴリーＩの活性制汗成分を含み、これは、例えばハロゲン化アルミニウム、ヒ
ドロキシハロゲン化アルミニウムであり、例えば塩化アルミニウム水和物、およびそれら
のオキシハロゲン化ジルコニルおよびヒドロキシハロゲン化ジルコニルとの錯体または混
合物であり、これらは、例えば塩化アルミニウムジルコニウム水和物や、例えばアルミニ
ウムジルコニウムテトラクロロヒドレックスグリシンのようなアルミニウムジルコニウム
グリシン錯体などである。
【００７５】
　他の有用な実施態様において、スキンケア組成物は、本発明の組成物と、例えばシリコ
ーン油または有機油のようなビヒクルとを含む。スキンケア組成物は、任意選択で、例え
ばトリグリセリドエステル、ワックスエステル、脂肪酸のアルキルエステル、脂肪酸のア
ルケニルエステル、または多価アルコールエステルのような皮膚軟化剤と、顔料、例えば
ビタミンＡ、ビタミンＣ、およびビタミンＥのようなビタミン、例えば二酸化チタン、酸
化亜鉛、オキシベンゾン、オクチルメトキシシンナマート、ブチルメトキシジベンゾイル
ムエタン、パラアミノ安息香酸、およびオクチルジメチルパラアミノ安息香酸のような日
焼け止め（ｓｕｎｓｃｒｅｅｎ）または日焼け防止（ｓｕｎｂｌｏｃｋ）の化合物などの
スキンケア組成物において汎用的に使用される一つもしくはそれ以上の公知の成分とをさ
らに含んでよい。
【００７６】
　他の有用な実施態様において、例えば口紅、メーキャップ、またはマスカラ組成物のよ
うなカラー化粧品組成物は、本発明の組成物、ならびに顔料、水溶性染料または脂溶性染
料のような着色剤を含む。
【００７７】
　他の有用な実施態様において、本発明の組成物は、芳香性物質と併せて利用される。こ
れらの芳香性物質は、芳香性化合物、カプセル化された芳香性化合物、またはニート化合
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物か、カプセル化された芳香放散化合物であってよい。特に、本発明の組成物と適合する
ものは、米国特許第６，０４６，１５６号；第６，０５４，５４７号；第６，０７５，１
１１号；第６，０７７，９２３号；第６，０８３，９０１号；および第６，１５３，５７
８号に開示されるような芳香放散ケイ素含有化合物であり；これらのすべてを参照により
これに添えてここに具体的に組み入れる。
【００７８】
　本発明の組成物の使用は、パーソナルケア組成物に限定されず、本発明の組成物で処理
されたワックス、光沢剤、および繊維のような他の産物もまた意図される。
【００７９】
Ｄ．ホームケア
　ホームケアの用途は、洗濯洗剤および繊維柔軟剤、食器用洗剤、木材用および家具用光
沢剤、床磨き剤、浴槽およびタイルの洗浄剤、便器洗浄剤、硬表面洗浄剤、窓用洗浄剤、
曇り止め剤、配水管洗浄剤、自動食器洗浄機用洗剤および水切り剤、カーペット用洗浄剤
、予洗染み抜き剤、さび洗浄剤および湯あか除去剤を含む。
【００８０】
Ｅ．オイルおよびガス
　本発明の組成物は、解乳化を含むオイルおよびガスの用途に有用である。
【００８１】
Ｆ．水処理
　本発明を含む組成物は、商業用および工業用の開放再循環冷却水塔、閉鎖冷却水装置、
冷却水導管、熱交換器、凝縮器、非循環型冷却装置、殺菌機、空気清浄機、熱交換装置、
空調設備／加湿機／除湿機、静水調理器具、安全水および／または防火水の貯蔵装置、水
を使った有害ガスの浄化装置、廃水圧入井、ろ過および清澄器を含む流入水浄化装置、排
水処理、排水処理タンク、導管、ろ過池、蒸解がま、清澄器、溜池、沈砂池、用水路、悪
臭防止、イオン交換樹脂床、膜ろ過、逆浸透、精密ろ過および限外ろ過、冷却塔用途にお
ける生物膜の除去促進、熱交換器およびプロセス水装置などを含む用途に有用である。
【００８２】
Ｇ．パルプおよび紙
　本発明の組成物は、板紙用消泡剤、インク除去剤、およびパルプ化工程用の湿潤剤のよ
うなパルプおよび紙の用途において有用である。
【００８３】
Ｈ．ラバー
　本発明の組成物は、タイヤ、ホース、転送ベルト、コンベヤベルト、コンベヤベルトカ
バー、ワイパーブレード、靴、靴底、ゴム引布、パッキング、裏地、保護コート、一般用
シート、電気ケーブル絶縁、屋根材、床材、航空宇宙、コンピュータ、高度な採掘作業、
および自動車部品のようなラバーの用途に有用である。
【００８４】
Ｉ．ドラッグデリバリーシステム
　経皮ドラッグデリバリーシステムは、適用の地点において局所的に作用させるようにか
、または生体の血液循環へと入ることによって全身で作用させるように設計され得る。こ
れらのシステムにおいて、デリバリーは、軟膏などの形態の物質もしくは薬剤の直接的な
局所適用によって、または、薬剤を保持し、それを時間制御された様式において皮膚へと
放出するような貯蔵器を持つパッチの接着によって、達成され得る。
【００８５】
　デリバリーされるべき薬剤は、抗増殖剤、抗炎症剤、抗悪性腫瘍剤、抗有糸分裂剤、抗
血小板物質、抗凝固剤、抗フィブリン剤、抗トロンビン剤、細胞増殖抑制剤、抗生剤、抗
アレルギー剤、抗酵素剤、抗血管新生剤、細胞保護剤、心臓保護剤、増殖剤、ＡＢＣ　Ａ
１アゴニスト、抗酸化剤、もしくはそれらの組み合わせを含み得るがそれらに限定されな
い。
【００８６】
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　抗増殖剤の例は、例えばアクチノマイシンＩ１、アクチノマイシンＸ１、およびアクチ
ノマイシンＣ１のようなアクチノマイシンＤまたはそれらの誘導体もしくは類似体を含む
がそれらに限定されない。抗増殖剤は、サイトトキシンのような天然のタンパク質性薬剤
であってもよく、また、それらは、タキソール、ドセタキセル、パクリタキセルおよびパ
クリタキセル誘導体のようなタキソイド、エベロリムス、バイオリムスおよびタクロリム
スのようなラパマイシンおよびそれらの誘導体および類似体を含むがそれらに限定されな
いマクロリド化合物、ならびに、それらの前述のピルフェニドンの任意のものの誘導体、
およびそれらの前述の任意のもののプロドラッグおよびコドラッグ、ならびにそれらの任
意のものの組み合わせのようであるが、それらに限定しない天然もしくは合成の小分子で
あってよい。さらなるラパマイシンの誘導体は、４０－Ｏ－（３－ヒドロキシ）プロピル
－ラパマイシン、４０－Ｏ－［２－（２－ヒドロキシ）エトキシ］エチル－ラパマイシン
、もしくは４０－Ｏ－テトラゾール－ラパマイシン、４０－エピ－（Ｎ１－テトラゾリル
）－ラパマイシン、それらのプロドラッグ、それらのコドラッグ、およびそれらの組み合
わせを含む。
【００８７】
　抗炎症剤の例は、クロベタゾール、アルクロフェナク、ジプロピオン酸アルクロメタゾ
ン、アルゲストンアセトニド、アルファアミラーゼ、アムシナファル、アムシナフィド、
アンフェナクナトリウム、アミプリローズ塩酸塩、アナキンラ、アニノラック、アニトラ
ザフェン、アパゾン、バルサラジド二ナトリウム、ベンダザック、ベノキサプロフェン、
ベンジダミン塩酸塩、ブロメライン、ブロペラモル、ブデソニド、カルプロフェン、シク
ロプロフェン、シンタゾン、クリプロフェン、プロピオン酸クロベタゾール、酪酸クロベ
タゾン、クロピラック、プロピオン酸クロチカゾン、酢酸コルメサゾン、コルトドキソン
、デフラザコルト、デソニド、デスオキシメタゾン、二プロピオン酸デキサメタゾン、ジ
クロフェナクカリウム、ジクロフェナクナトリウム、二酢酸ジフロラゾン、ジフラミドン
ナトリウム、ジフルニサル、ジフルプレドネート、ジフタロン、ジメチルスルホキシド、
ドロシノニド、エンドライゾン、エンリモマブ、エノリカムナトリウム、エピリゾル、エ
トドラック、エトフェナメート、フェルビナック、フェナモル、フェンブフェン、フェン
クロフェナク、フェンクロラック、フェンドザル、フェンピパロン、フェンチアザック、
フラザロン、フルアザコート、フルフェナミン酸、フルミゾール、酢酸フルニソリド、フ
ルニキシン、フルニキシンメグルミン、フルオコルチンブチル、酢酸フルオロメトロン、
フルクアゾン、フルルビプロフェン、フルルエトフェン、プロピオン酸フルチカゾン、フ
ラプロフェン、フロブフェン、ハルシノニド、プロピオン酸ハロベタゾル、酢酸ハロプレ
ドン、イブフェナック、イブプロフェン、イブプロフェンアルミニウム、イブプロフェン
ピコノル、アイロニダップ、インドメタシン、インドメタシンナトリウム、インドプロフ
ェン、インドキソール、イントラゾル、酢酸イソフルプレドン、イソキセパック、イソキ
シカム、ケトプロフェン、塩酸ロフェミゾール、ロルノキシカム、ロタプレドノルエタボ
ネート、メクロフェナム酸ナトリウム、メクロフェナム酸、二酪酸メクロリゾーネ、メフ
ェナム酸、メサラミン、メサクラゾン、メチルプレドニゾロンスレプタネイト、モルニフ
ラメート、ナブメトン、ナプロキセン、ナプロキセンナトリウム、ナプロキソル、ニマゾ
ン、オルサラジンナトリウム、オルゴテイン、オーパノキシン、オクサプロジン、オキシ
フェンブタゾン、塩酸パラニリン、ポリ硫酸ペントサンナトリウム、グリセリン酸フェン
ブタゾンナトリウム、ピルフェニドン、ピロキシカム、桂皮酸ピロキシカム、ピロキシカ
ムオラミン、ピルプロフェン、プレドナゼート、プリフェロン、プロドリン酸、プロクア
ゾン、プロキサゾル、クエン酸プロキサゾル、リメクソロン、ロマザリト、サルコレック
ス、サルナセジン、サルサラート、サンギナリウム塩化物、セクラゾン、セルメタシン、
スドキシカム、スリンダク、スプロフェン、タルメタシン、タルニフルメート、タロサレ
ート、テブフェロン、テニダップ、テニダップナトリウム、テノキシカム、テシカム、テ
シマイド、テトラドマイン、チオピナック、ティクソコルトルピバレート、トルメチン、
トルメチンナトリウム、トリクロニド、トリフルミデート、ジドメタシン、ゾメピラック
ナトリウム、アスピリン、サリチル酸、コルチコステロイド、グルココルチコイド、タク
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ロリムス、ピメクロリムス、ならびにそれらのプロドラッグ、コドラッグおよび組み合わ
せのようであるがそれらに限定されないステロイドおよび非ステロイドの化合物を含むが
それらに限定されない。抗炎症剤はまた、シグナル伝達分子に結合するような抗体のよう
な、炎症誘発性シグナル伝達分子の生物学的阻害剤であってよい。
【００８８】
　抗悪性腫瘍剤および抗有糸分裂剤の例は、パクリタキセル、ドセタキセル、メトトレキ
サート、アザチオプリン、ビンクリスチン、ビンブラスチン、フルオロウラシル、塩酸ド
キソルビシン、およびマイトマイシンを含むがそれらに限定されない。
【００８９】
　抗血小板物質剤、抗凝固剤、抗フィブリン剤、および抗トロンビン剤の薬剤の例は、ナ
トリウムヘパリン、低分子量ヘパリン、ヘパリノイド、ヒルジン、アルガトロバン、フォ
ルスコリン、バギプロスト、プロスタサイクリン、プロスタサイクリンデキストラン、Ｄ
－ｐｈｅ－ｐｒｏ－ａｒｇ－クロロメチルケトン、ジピリダモール、組換えヒルジンおよ
びトロンビン、トロンビン阻害剤、（ニフェジピンのような）カルシウムチャネル遮断薬
、コルヒチン、魚油（オメガ３脂肪酸）、ヒスタミンアンタゴニスト、ロバスタチン、モ
ノクローナル抗体、ニトロプルシド、ホスホジエステラーゼ阻害剤、プロスタグランジン
阻害剤、スラミン、セロトニン遮断薬、ステロイド、チオプロテアーゼ阻害剤、トリアゾ
ロピリミジン、一酸化窒素もしくは一酸化窒素供与体、スーパーオキシドジスムターゼ、
スーパーオキシドジスムターゼ模倣体、４－アミノ－２，２，６，６－テトラメチルピペ
リジン－１－オキシル（４－アミノ－ＴＥＭＰＯ）、エストラジオール、抗がん剤、ビタ
ミンのような栄養補助食品、ならびにそれらの組み合わせを含むがそれらには限定されな
い。
【００９０】
　抗アレルギー剤の例はペミロラストカリウムである。
【００９１】
　細胞増殖抑制剤もしくは抗増殖剤の例は、アンジオペプチン、カプトプリル、シラザプ
リルもしくはリシノプリルのようなアンギオテンシン転換酵素阻害剤、ニフェジピンのよ
うなカルシウムチャネル遮断薬、コルチシン、魚油（オメガ３脂肪酸）、ヒスタミンアン
タゴニスト、ロバスタチン、モノクローナル抗体、ニトロプルシド、ホスホジエステラー
ゼ阻害剤、プロスタグランジン阻害剤、スラミン、セレトニン遮断薬、ステロイドおよび
チオプロテアーゼ阻害剤を含むがそれらに限定されない。
【００９２】
　いくらかの追加の潜在的に有用な薬剤は、任意の生物活性の合成の、無機および有機の
化合物、タンパク質およびペプチド、多糖類および他の糖類、脂質、ならびに治療、予防
および診断の活性を持つＤＮＡおよびＲＮＡ核酸配列、遺伝子を含む核酸配列、転写を阻
害するために相補的ＤＮＡへと結合するアンチセンス分子、リボザイム、抗体、受容体リ
ガンド、酵素、接着ペプチド、血液凝固因子、阻害剤もしくは血餅溶解剤、免疫化のため
の抗原、遺伝子治療における使用のためのアンチセンスオリゴヌクレオチドおよびリボザ
イムおよびレトロウイルスベクターのようなオリゴヌクレオチド、抗ウイルス剤、鎮痛剤
および鎮痛剤の組み合わせ、食欲抑制剤、駆虫薬、抗関節炎薬、抗喘息薬、抗痙攣薬、抗
うつ薬、抗利尿剤、止瀉薬、抗ヒスタミン薬、抗片頭痛製剤、抗嘔吐薬、鎮痒剤、抗精神
病薬、解熱剤、鎮痙薬、抗コリン薬、交感神経作用薬、キサンチン誘導体、カルシウムチ
ャネル遮断薬、ピンドロールのようなβ遮断薬および抗不整脈剤を含む循環器用薬、抗高
血圧薬、利尿薬、一般的な冠状動脈を含む血管拡張薬、末梢および脳、中枢神経系刺激薬
、うっ血除去薬を含む、咳や風邪の製剤、催眠薬、免疫抑制剤、筋弛緩剤、副交感神経遮
断薬、精神刺激薬、鎮静剤、精神安定剤、天然由来もしくは遺伝子操作されたリポタンパ
ク質、再狭窄低減剤を含むがそれらに限定されない。
【００９３】
　一実施態様において、ここに記載されるシリコーン組成物の作製方法は、少なくとも一
つのヒドリド官能性シリコーン（ｉ）、少なくとも一つの不飽和官能性シリコーン（ｉｉ
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）および少なくとも一つのエポキシもしくはオキセタン官能性シリコーン（ｉｉｉ）を接
触させてシリコーン組成物を作製することを含む。
【００９４】
　一実施態様において、ここに記載されるシリコーン組成物の作製方法は、（ａ）少なく
とも一つのヒドリド官能性シリコーン（ｉ）と少なくとも一つの不飽和官能性シリコーン
（ｉｉ）を接触させること、および（ｂ）少なくとも一つのエポキシもしくはオキセタン
官能性シリコーン（ｉｉｉ）を添加してシリコーン組成物を作製することを含む。
【００９５】
　一実施態様において、ここに記載されるシリコーン組成物の作製方法は、（ａ）少なく
とも一つのヒドリド官能性シリコーン（ｉ）と少なくとも一つのエポキシもしくはオキセ
タン官能性シリコーン（ｉｉｉ）を接触させること、および（ｂ）少なくとも一つの不飽
和官能性シリコーン（ｉｉ）を添加してシリコーン組成物を作製することを含む。
【００９６】
　一実施態様において、ここに記載されるシリコーン組成物の作製方法は、（ａ）少なく
とも一つの不飽和官能性シリコーン（ｉｉ）と少なくとも一つのエポキシもしくはオキセ
タン官能性シリコーン（ｉｉｉ）を接触させること、および（ｂ）少なくとも一つのヒド
リド官能性シリコーン（ｉ）を添加してシリコーン組成物を作製することを含む。
【００９７】
　一実施態様において、ここに記載されるシリコーン組成物の作製方法は、（ａ）少なく
とも一つのヒドリド官能性シリコーン（ｉ）と少なくとも一つの不飽和官能性シリコーン
（ｉｉ）を接触させてシリコーン（ｉ）／（ｉｉ）のストックを作製すること、（ｂ）少
なくとも一つのヒドリド官能性シリコーン（ｉ）と少なくとも一つのエポキシもしくはオ
キセタン官能性シリコーン（ｉｉｉ）を接触させてシリコーン（ｉ）／（ｉｉｉ）のスト
ックを作製すること、（ｃ）シリコーン（ｉ）／（ｉｉ）のストックとシリコーン（ｉ）
／（ｉｉｉ）のストックを接触させてシリコーン組成物を作製することを含む。
【００９８】
　一実施態様において、ここに記載されるシリコーン組成物の作製方法は、（ａ）少なく
とも一つのヒドリド官能性シリコーン（ｉ）と少なくとも一つの不飽和官能性シリコーン
（ｉｉ）を接触させてシリコーン（ｉ）／（ｉｉ）のストックを作製すること、（ｂ）少
なくとも一つの不飽和官能性シリコーン（ｉｉ）と少なくとも一つのエポキシもしくはオ
キセタン官能性シリコーン（ｉｉｉ）を接触させてシリコーン（ｉｉ）／（ｉｉｉ）のス
トックを作製すること、（ｃ）シリコーン（ｉ）／（ｉｉ）のストックとシリコーン（ｉ
ｉ）／（ｉｉｉ）のストックを接触させてシリコーン組成物を作製することを含む。
【００９９】
　一実施態様において、ここに記載されるシリコーン組成物の作製方法は、（ａ）少なく
とも一つのヒドリド官能性シリコーン（ｉ）と少なくとも一つのエポキシもしくはオキセ
タン官能性シリコーン（ｉｉｉ）を接触させてシリコーン（ｉ）／（ｉｉｉ）のストック
を作製すること、（ｂ）少なくとも一つの不飽和官能性シリコーン（ｉｉ）と少なくとも
一つのエポキシもしくはオキセタン官能性シリコーン（ｉｉｉ）を接触させてシリコーン
（ｉｉ）／（ｉｉｉ）のストックを作製すること、（ｃ）シリコーン（ｉ）／（ｉｉｉ）
のストックとシリコーン（ｉｉ）／（ｉｉｉ）のストックを接触させてシリコーン組成物
を作製することを含む。
【０１００】
　一実施態様において、シリコーン（ｉ）のようなヒドリド官能性ポリシロキサンは、シ
リコーン（ｉｉ）のような不飽和官能性ポリシロキサンとシリコーン（ｉｉｉ）のような
エポキシもしくはオキセタン官能性ポリシロキサンの両方を架橋して同時に反応産物とす
ることに利用される。不飽和官能性ポリシロキサン（ｉｉ）はヒドロシリル化反応、すな
わち、不飽和結合にわたってＳｉ－Ｈ結合を付加することを実行し、これは、例えば、例
えば修飾Ｃｈａｌｋ－Ｈａｒｒｏｄサイクルによると信じられている。
【０１０１】
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　そのようなＣｈａｌｋ－Ｈａｒｒｏｄサイクルにおいて、ビニルシリコーンの金属錯体
への酸化的付加に続いて、ヒドリドシリコーンの転移挿入が起こり、そして生じる錯体は
、金属錯体の還元的脱離と再生とを実行する。
【０１０２】
　エポキシもしくはオキセタン官能性ポリシロキサンは、エポキシ（もしくはオキセタン
）基のカチオン性開環重合化が起こるような、エポキシド開環反応を起こす。エポキシも
しくはオキセタン官能性ポリシロキサンはまた、開環反応を通じて任意選択でそれ自身と
架橋できる。同時に起こるこれら二つの硬化反応は硬化システムの二つの様式を提供し、
二様式硬化システムは、すなわち示されるヒドリド不飽和反応と示されるヒドリド－エポ
キシ（もしくはオキセタン）反応の両方の硬化であり、一実施態様において、紫外線もし
くは熱のいずれか、またはその両方によって、白金触媒のような触媒の存在下で活性化さ
れる。
【０１０３】
　任意の特定の理論に縛られることなく、シリコーン（ｉ）のような不飽和官能性ポリシ
ロキサン、シリコーン（ｉｉ）のようなヒドリド官能性ポリシロキサン、およびシリコー
ン（ｉｉｉ）のようなエポキシもしくはオキセタン官能性ポリシロキサンが一緒に混合さ
れ、白金触媒の存在下で硫化されるとき、ヒドロシリル化反応およびエポキシ（もしくは
オキセタン）開環反応の両方が同時に起こると信じられている。白金触媒の一部は、エポ
キシドと反応することでＣｈａｌｋ－Ｈａｒｒｏｄサイクルから放出され、これはエーテ
ルもしくはポリエーテル鎖の伸長のための新しい活性部位を形成し、一方で白金触媒の残
余の部分はＣｈａｌｋ－Ｈａｒｒｏｄサイクル中に残留してヒドロシリル化反応を続ける
。この二重硬化システムの単純なメカニズムは以下の図に図示される。一実施態様におい
て、生じる反応産物は、開環エポキシ（もしくはオキセタン）基の挿入により向上した親
水性を持つ。
【化１】

【０１０４】
　ここでの一実施態様において、不飽和官能性シリコーンは、組成物の全重量の約０．１
重量（ｗｔ％）から約９９ｗｔ％、より具体的には、約５０ｗｔ％から約９５ｗｔ％、そ
してもっとも具体的には約６０ｗｔ％から約８５ｗｔ％の量で使用される。ヒドリド官能
性シリコーンは、組成物の全重量の約１ｗｔ％から約５０ｗｔ％、より具体的には約３ｗ
ｔ％から約１５ｗｔ％、そしてもっとも具体的には約５ｗｔ％から約１０ｗｔ％の量で使
用される。エポキシもしくはオキセタン官能性シリコーンは、組成物の全重量の約０．１
ｗｔ％から約９８ｗｔ％、より具体的には約３ｗｔ％から約４０ｗｔ％、そしてもっとも
具体的には約１０ｗｔ％から約３０ｗｔ％の量で使用される。
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【０１０５】
　他の実施態様において、光開始剤は、組成物の全重量の約０から約２ｗｔ％の量で使用
される。シリカ充填剤は、組成物の全重量の約０から約５０ｗｔ％、より具体的には約０
ｗｔ％から約４０ｗｔ％、そしてもっとも具体的には約０から約３０ｗｔ％の量で使用さ
れる。
【０１０６】
　さらなる実施態様において、白金触媒は、元素白金の１００万当たり約０．１部（ｐｐ
ｍ）から約５００ｐｐｍ、より具体的には約１ｐｐｍから約６０ｐｐｍ、そしてもっとも
具体的には約２ｐｐｍから約３０ｐｐｍの量で使用できる。
【０１０７】
　一実施態様において、混合物は、ＵＶＡ範囲内、すなわち３２０～４００ｎｍに割り当
てられる２００～４００ｎｍの範囲で＞２５％のＵＶパワーで、より具体的にはＵＶＡ範
囲内に割り当てられる＞６５％のＵＶパワーで、そしてもっとも具体的にはＵＶＡ範囲内
に割り当てられる＞９９％のＵＶパワーで、ＵＶランプの下で硬化された。一つの具体的
な実施態様において、混合物は、０．５Ｊ／ｃｍ２＞のＵＶＡ放射線量、より具体的には
＞２Ｊ／ｃｍ２のＵＶＡ放射線量で、そしてもっとも具体的には＞５Ｊ／ｃｍ２のＵＶＡ
放射線量で硬化された。
【０１０８】
　最終的な架橋されたコポリマーネットワーク組成物におけるＤ、ＤＰおよびＤＥ基の相
対量に応じて、架橋組成物は、１）水、アルコールもしくはカルボン酸のようなヒドロキ
シル溶媒もしくは水性ヒドロキシル溶媒と非水性ヒドロキシル溶媒が成分である溶媒混合
物か、２）ここで下に定義されるようなシリコーンもしくは有機溶媒、またはそのような
溶媒を含む混合物であり得る非水性非親水性溶媒のいずれかによって膨潤性となるであろ
う。この説明の目的は、この２つの型の架橋された膨潤性ネットワークコポリマーが「水
膨潤性」もしくは「油膨潤性」として呼ばれるということである（用語油膨潤性は、用語
「水膨潤性」に包含されないすべての膨潤性溶媒を包含する）。一般的に、水膨潤性は、
以下の関係：（１）Ｄ基の存在する数：約５＜Ｄ基の数≦約９０、（２）ＤＰ基の存在す
る数：ＤＰ＞約５、（３）アクリラート架橋が、非膨潤性架橋ポリマーネットワークの少
なくとも５重量パーセントもしくはそれ以上を構成する、を得るような架橋されたネット
ワークコポリマーによって起こる傾向にある。
【０１０９】
　対照的に、油膨潤性は、以下の関係：（１）Ｄ基の存在する数：約９０≦Ｄ基の数、（
２）ＤＰ基の存在する数：約１＜ＤＰ基の数≦約７、（３）アクリラート架橋が、非膨潤
性架橋ポリマーネットワークの少なくとも１０重量パーセントもしくはそれ未満以下を構
成する、を得るような架橋されたネットワークコポリマーによって起こる傾向にある。
【０１１０】
　上述の水もしくは油の膨潤性について例示された構造パラメータおよび化学量論の下付
文字の上述の範囲は変化し得、かつ相互依存であり得、そしてパラメーターの変化は、示
された数字よりも大きく、または示された数字よりも小さくなり得、特定のポリマーと関
連した他の構造的もしくは化学量論的パラーメーターにおける恒常性の変化の理由によっ
てさらに特定の型の膨潤性を観察することは強調されるべきである。
【０１１１】
　ポリマーもしくはコポリマーのポリエーテル置換基は、水および他のヒドロキシル溶媒
と水素結合できるので、そのようなポリエーテル置換基の含量を増加させ、すべての多の
組成物の変数を一定に保つことは、生じる架橋されたネットワークポリマーの水膨潤性を
増加させる傾向にある。ほとんど制限なく本発明の架橋されたネットワークコポリマーの
組成パラメーターを変化させることができるため、いくつかの組成物は水膨潤性と油膨潤
性の両方となる一方で、他は水膨潤性もしくは油膨潤性のいずれかのみであり、そしてい
くつかの組成物は、ここで説明される溶媒のいずれによっても膨潤性とならない。架橋さ
れたネットワークに存在する架橋の数は、流体中のネットワークに示される膨潤の程度に
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関連して特徴付けされ得る。他の実施態様において、ネットワークの架橋構造は、ネット
ワークをその元の容積から膨潤した容積へと、その元の容積の１．０１から５０００、よ
り好ましくは２から１０００、そしてさらにより好ましくは５から５００倍の倍率で膨潤
させるのに有効である。ネットワークの元の容積は、例えば、本発明のシリコーン組成物
から内部流体成分のすべてを抽出もしくは蒸発させ、元の溶液、すなわち流体の存在しな
いコポリマーネットワークの容積を残すことによって測定できる。
【実施例】
【０１１２】
実施例
中間体サンプル１～４は、式ＭＤＥ

１０Ｄ４９０Ｍを持つエポキシ官能性ポリシロキサン
と、表１に示されるさまざまなヒドリド官能性ポリシロキサンとの中間体の二元混合物と
して調製された。トリメチル（メチルシクロペンタジエニル）白金（ＩＶ）（ＣｐＰｔ）
は、式ＭＥＤＥ

４Ｄ９５ＭＥを持つエポキシ官能性ポリシロキサンと混合された。ＣｐＰ
ｔは、ＵＶ照射への曝露における、エポキシシリコーンとヒドリドシリコーンの間のエポ
キシド開環反応を光触媒するのに使用された。ヒドリド／エポキシモル比が２：１に維持
される一方で、白金レベルは６ｐｐｍに維持された。
【０１１３】
　中間体サンプル１～４は、ベンチトップＳｐｅｅｄＭｉｘｅｒを用いて完全に混合され
た。およそ１１～１２グラムのそれぞれのサンプルは、アルミニウムの秤量皿へと注がれ
、Ｆｕｓｉｏｎ　ＵＶ　Ｃｕｒｉｎｇ　Ｃｏｎｖｅｙｏｒ　Ｓｙｓｔｅｍ（Ｍｏｄｅｌ　
ＤＲＲ－１２０）中で硬化された。サンプルが受けたＵＶＡ（３２０～４００ｎｍ）線量
は、ＵＶ　Ｐｏｗｅｒ　Ｐｕｃｋ　ＩＩを用いて測定された。表１の例えばサンプル１お
よび２対サンプル３に見られるように、有意に少ないＵＶＡ線量がより高いヒドリド官能
性を持つサンプルの硬化に必要とされた。ポリシロキサン鎖当たり二つのみのヒドリド官
能基があったとき（すなわちサンプル４）、サンプルは硬化出来なかった。
【表１】

【０１１４】
　例５～１１は、ビニル、エポキシおよびヒドリドシリコーンの三元混合物として調製さ
れた。ビニルシリコーン／ヒドリドシリコーン（Ｖ／Ｈ）ストックは、ＭＶｉＤ５４０Ｍ
Ｖｉ、ＭＶｉＤ９００ＭＶｉおよびＭＤ２０ＤＨ

２０Ｍを５４：４４：２の重量比で混合
することによって調製され、ここでＭＶｉは（ＣＨ３）２（ＣＨ＝ＣＨ２）ＳｉＯ１／２

であり、Ｄは（ＣＨ３）２ＳｉＯ２／２であり、そしてＤＨはＣＨ３ＨＳｉＯ２／２であ
った。エポキシシリコーン／ヒドリドシリコーン（Ｅ／Ｈ）ストックは、ＭＥＤＥ

４Ｄ９

５ＭＥおよびＭＤ２０ＤＨ
２０Ｍを７５：２５の重量比で混合することによって調製され

、ここでＭＥは（ＣＨ３）２ＲＥＳｉＯ１／２であり、ＤＥはＣＨ３ＲＥＳｉＯ２／２で
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あり、Ｄは（ＣＨ３）２ＳｉＯ２／２であり、そしてＲＥは２－（３，４－エポキシシク
ロヘキシル）エチルであった。白金／ビニルシリコーン（Ｐｔ／ＳｉＶｉ）ストックＩは
、２５ミリグラム（ｍｇ）のＣｐＰｔを５０グラム（ｇ）のＭＶｉＤ５４０ＭＶｉ中に溶
解することによって調製され、一方で白金／エポキシシリコーン（Ｐｔ／ＳｉＥ）ストッ
クは４９ｍｇのＣｐＰｔを５０ｇのＭＥＤＥ

４Ｄ９５ＭＥで溶解することによって調製さ
れた。
【０１１５】
　例５～１０は、ベンチトップのＳｐｅｅｄＭｉｘｅｒを用いて完全に混合された。サン
プルは、Ｐｌｅｘｉｇｌａｓｓアクリルシートの頂部に配置された３ミリメートル（ｍｍ
）の厚さの６インチ×６インチのスチールフレーム中に注がれ、その後、裸鋼のロッドを
用いて平坦化され、そしてＦｕｓｉｏｎ　ＵＶ　Ｃｕｒｉｎｇ　Ｃｏｎｖｅｙｏｒ　Ｓｙ
ｓｔｅｍ中で硬化された。完全に硬化したサンプルスラブは、別の物理的、機械的および
光学的測定へと供され、結果が表２に示される。
【表２】

【０１１６】
　表２に示されるように、引張強度および伸びは、エポキシシリコーン含量が３０ｗｔ％
未満であるときに維持されるかまたは向上し、一方で水の吸収は有意に増加し（図１も参
照）、組成物中の親水性エーテル部分の導入による親水性の向上を示す。水の吸収は、エ
ポキシシリコーン含量の増加と共に増加し続けたが、硬化した組成物サンプルは、よりも
ろくなる傾向にあり、そして引張強度は低下し始める。
【０１１７】
　向上した親水性に加えて、硬化したシリコーン組成物の光学的特性もまた、エーテル部
分の導入によって向上する。表２に示されるように、サンプルが脱イオン水により浸され
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たとき、エポキシシリコーン含量の増加に伴ってヘイズおよび透過率の変化が下降し続け
た。充填剤を含まない付加硬化型シリコーン組成物の典型的な％ヘイズは、３ｍｍにおい
て約２である。例５は、サンプルが曇り始める時点である５００時間の間、水に浸された
とき、２．１から劇的に増加した３２の％ヘイズを持つ。一方で、例１０のような７６ｗ
ｔ％のエポキシポリシロキサンを含む組成物において、％ヘイズは０．８から２．４まで
わずかに増加したのみであった。サンプルは水の浸漬の間透明のままであった。
【０１１８】
　中間体サンプル１１～１８は、表３に示されるように、エポキシ官能性ポリシロキサン
もしくはビニル官能性ポリシロキサンのいずれかとヒドリド官能性ポリシロキサンとの二
元混合物として調製された。
【表３】

【０１１９】
　Ｐｔ／ＳｉＶストックＩＩは、４９ｍｇのＣｐＰｔを５０ｇのＭＶｉＤ５４０ＭＶｉに
よって溶解することによって調製された。ＣｐＰｔは、ＵＶ照射において、エポキシおよ
びヒドリドシリコーンの間のエポキシ開環反応と、ビニルおよびヒドリドシリコーンの間
のヒドロシリル化反応の両方を光触媒するのに使用された。ヒドリド／エポキシモル比も
しくはヒドリド／ビニルモル比は、３．６：１に維持され、一方で、白金レベルは１８ｐ
ｐｍに維持された。
【０１２０】
　中間体サンプル１１～１８は、ベンチトップＳｐｅｅｄＭｉｘｉｅｒで完全に混合され
た。およそ１２ｇのそれぞれのサンプルはアルミニウム秤量皿へと注がれ、金属ハライド
ランプがＵＶ源として使用されるＤｙｍａｘ５０００Ｆｌｏｏｄ　ＵＶ　Ｃｕｒｉｎｇ　
Ｕｎｉｔ中で硬化された。サンプルが受けるＵＶＡ（３２０～４００ｎｍ）放射線量はＵ
Ｖ　Ｐｏｗｅｒ　Ｐｕｃｋ　ＩＩを用いて測定された。
【０１２１】



(37) JP 2016-532740 A 2016.10.20

10

20

30

40

50

　表３に見られるように、ＴもしくはＱ単位の存在しないシリコーンポリマーは、エポキ
シ、ビニルもしくはヒドリドシリコーンが使用されたにも関わらず、エポキシド開環およ
びヒドロシリル化反応において速い動態を示した。結果として、エポキシド開環における
サンプル１１対サンプル１３、サンプル１４対サンプル１３、ヒドロシリル化におけるサ
ンプル１５対サンプル１７、サンプル１８対サンプル１７、サンプル１６対サンプル１８
およびサンプル１６対サンプル１５に見られるように、比較的高いＵＶＡ放射線量がＴも
しくはＱ単位を持つシリコーンポリマーを硬化するのに必要とされた。
【０１２２】
　例１９～２４は、表４に見られるようにエポキシ、ビニルおよびヒドリドシリコーンの
三元混合物として調製された。それらは、二つの異なる二元混合物の５０：５０の重量比
の混合物として調製された。
【表４】

【０１２３】
　例１９～２４は、ベンチトップのＳｐｅｅｄＭｉｘｅｒ上で完全に混合された。サンプ
ルはアルミニウム秤量皿へと注がれ、Ｄｙｍａｘ５０００Ｆｌｏｏｄ　ＵＶ　Ｃｕｒｉｎ
ｇ　Ｕｎｉｔ中で硬化された。例１９～２４はＵＶ照射で硫化された。硬化に必要なＵＶ
Ａ放射線量は、それぞれの二元混合物を硫化するのに必要なものの範囲内であることが見
出された。
【０１２４】
　例１９および２３において、硬化したエラストマースラブよりもむしろ粘着性ゲルが形
成され、これは不完全なネットワークの形成を示す。例１９および２３の両方が、１１２
Ｊ／ｃｍ２の高さのＵＶ照射において完全な硫化に到達できなかったような二元混合物（
それぞれサンプル１２および１４）を含むことからこの結果は予想された。
【産業上の利用可能性】
【０１２５】
　ここでの一実施態様において、対象のシリコーン組成物は上述のヒドリド官能性シリコ
ーン（ｉ）の少なくとも一つ、上述の不飽和官能性シリコーン（ｉｉ）の少なくも一つ、
および上述のエポキシもしくはオキセタン官能性シリコーン（ｉｉｉ）の少なくとも一つ
を含み、ここでシリコーン（ｉ）、（ｉｉ）および（ｉｉｉ）が任意選択で触媒の存在下
で反応しシリコーン組成物を産生し、そしてシリコーン組成物は、ヘルスケアおよび医薬
用途のための透明パッチ、ドラッグデリバリーデバイス、コート剤、化粧品構造材料、ガ



(38) JP 2016-532740 A 2016.10.20

スケット材料および親水性が必要な他の用途における使用のための劇的に向上した親水性
、物理的特性および光学的特性を持つ。
【０１２６】
　これらの例は本質的に例示としてのみ解釈されるべきであり、添付の請求項を限定する
ことは決して意図されない。当業者なら、当業者の能力によって添付の請求項の逐語的な
範囲もしくは均等の範囲内に入るであろうここに含まれる課題および開示の明らかな変更
をすることができることが意図されている。

【図１】
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