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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　化学線架橋性プレポリマーであって、プレポリマーの分岐鎖状コポリマー鎖中に、（１
）少なくとも一種のポリシロキサン含有架橋剤に由来する架橋性ポリシロキサンポリマー
単位；（２）一種以上の親水性ビニルモノマーに由来する親水性ポリマー単位；及び（３
）ＵＶ吸収性ポリマー単位、潜在性ＵＶ吸収性ポリマー単位又は二重光機能性ポリマー単
位（ここで、ＵＶ吸収性ポリマー単位は、重合性ＵＶ吸収剤に由来し、潜在性ＵＶ吸収性
ポリマー単位は、重合性潜在性ＵＶ吸収剤に由来し、二重光機能性ポリマー単位は、光開
始部分及びＵＶ吸収性又は潜在性ＵＶ吸収性部分を有する重合性化合物に由来する）；を
含み、ここで、前記プレポリマーは、三つ以上のエチレン性不飽和基を含み、溶媒に可溶
性であり溶液を形成し、そして一種以上のビニルモノマー又は架橋剤の非存在下で化学線
的に架橋することができ、ＵＶ吸収性又は遮断性シリコーンヒドロゲルコンタクトレンズ
を形成し、前記プレポリマーは、重量で５％～６０％の一種以上の親水性ビニルモノマー
、重量で５％～７５％のポリシロキサン含有架橋剤、ならびに重量で０．２％～５．０％
の重合性ＵＶ吸収剤、重合性潜在性ＵＶ吸収剤ならびに／又は光開始部分及びＵＶ吸収性
もしくは潜在性ＵＶ吸収性部分を有する重合性化合物を含む反応性混合物から調製される
、化学線架橋性プレポリマー。
【請求項２】
　プレポリマーが、一つ以上の第一の官能基を有する中間コポリマーから、該中間コポリ
マーと第二の官能基を有するビニルモノマーとの反応で、エチレン性不飽和基を第一の官
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能基の一つを介して中間コポリマーと共有結合的に結合させることによって得られ、ここ
で、前記第一及び第二の官能基は、互いに異なっており、そしてヒドロキシ基、アミノ基
（－ＮＨ２）、カルボキシル基（－ＣＯＯＨ）、エポキシ基、アルデヒド基（－ＣＨＯ）
、アミド基（－ＣＯＮＨ２）、酸ハライド基（－ＣＯＸ、Ｘ＝Ｃｌ、Ｂｒ又はＩ）、イソ
チオシアナート基、イソシアナート基、ハライド基（－Ｘ、Ｘ＝Ｃｌ、Ｂｒ又はＩ）、酸
無水物基及びそれらの組み合わせからなる群より選択され、但し、各々の第二の官能基は
、第一の官能基の一つと共反応性であって共有結合を形成し、
　ここで、前記中間コポリマーは、反応性混合物Ａ又はＢの共重合により得られ、
　該反応性混合物Ａ又はＢは、重量で１５％～５５％の一種以上の親水性ビニルモノマー
；重量で１５％～６５％のポリシロキサン架橋剤；重量で０．５％～２．５％の重合性Ｕ
Ｖ吸収剤、重合性潜在性ＵＶ吸収剤ならびに／又は光開始部分及びＵＶ吸収性もしくは潜
在性ＵＶ吸収性部分を有する重合性化合物；重量で１０％～４０％のシロキサン含有ビニ
ルモノマー及び／又はモノエチレン性官能基化ポリシロキサンビニルモノマー又はマクロ
マーを含み、但し、挙げられた成分は重量で合計１００％となり、
　ここで、該反応性混合物Ａは、（１）少なくとも一種のポリシロキサン含有架橋剤；（
２）一種以上の親水性ビニルモノマー；（３）重合性ＵＶ吸収剤又は重合性潜在性ＵＶ吸
収剤；（４）フリーラジカル開始剤；並びに（５）一種以上のモノエチレン性官能基化ポ
リシロキサン含有ビニルモノマー又はマクロマー；及び／又は（６）少なくとも一種のシ
ロキサン含有ビニルモノマー（但し成分（１）～（３）及び（５）の少なくとも一つは、
さらに少なくとも一つの第一の官能基を含む）を含み、
　前記反応性混合物Ｂは、（１）少なくとも一種のポリシロキサン含有架橋剤；（２）一
種以上の親水性ビニルモノマー；（３）重合性ＵＶ吸収剤又は重合性潜在性ＵＶ吸収剤；
（４）フリーラジカル開始剤；（５）一種以上のモノエチレン性官能基化ポリシロキサン
含有ビニルモノマー又はマクロマー；及び／又は（６）少なくとも一種のシロキサン含有
ビニルモノマー；並びに（７）少なくとも一種の、第一の官能基を有する連鎖移動剤を含
む、請求項１に記載のプレポリマー。
【請求項３】
　中間コポリマーが、反応性混合物Ｂの共重合により得られる、請求項２に記載のプレポ
リマー。
【請求項４】
　ポリシロキサン架橋剤が、式（１）：
【化１９】

［式中、
　Ａ１及びＡ２は、各々独立して、１つ以上のヒドロキシルもしくはアミノ基を有しても
よい直鎖状もしくは分岐鎖状Ｃ１－Ｃ１０アルキルジラジカル、下記：

【化２０】

（式中、ｑは、１～５の整数であり、そしてａｌｋ及びａｌｋ’は、各々独立して、Ｃ１

-Ｃ６アルキレン二価ラジカルである）で示される二価ラジカル又は－Ｒ’１－Ｘ４－Ｅ
－Ｘ５－Ｒ’２－二価ラジカル（ここで、Ｒ’１及びＲ’２は、各々独立して、直接結合
、直鎖状もしくは分岐鎖状Ｃ１－Ｃ１０アルキレン二価ラジカルであるか、又は上記と同
義の下記：
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【化２１】

で示される二価ラジカルであり、Ｘ４及びＸ５は、各々独立して、下記：
【化２２】

（式中、Ｒ’は、Ｈ又はＣ１－Ｃ８アルキルである）からなる群より選択される結合であ
り、Ｅは、最大で４０個までの炭素原子を有するアルキルジラジカル、シクロアルキルジ
ラジカル、アルキルシクロアルキルジラジカル、アルキルアリールジラジカル又はアリー
ルジラジカルである）であり；
　Ｘ１及びＸ２は、各々独立して、直接結合及び下記：

【化２３】

（ここで、Ｒ’は、Ｈ又はＣ１－Ｃ８アルキルである）からなる群より選択される結合で
あり；
　ＰＤＭＳは、式（２）：
【化２４】

（式中、νは、０又は１であり、ωは、０～５の整数であり、Ｕ１及びＵ２は、各々独立
して、上記と同義の－Ｒ’１－Ｘ４－Ｅ－Ｘ５－Ｒ’２－二価ラジカル又は上記と同義の
下記：
【化２５】

で示される二価ラジカルを表し、Ｄ１、Ｄ２及びＤ３は、各々独立して、－（ＣＨ２ＣＨ

２Ｏ）ｔ－ＣＨ２ＣＨ２－（ここで、ｔは、３～４０の整数である）、－ＣＦ２－（ＯＣ
Ｆ２）ａ－（ＯＣＦ２ＣＦ２）ｂ－ＯＣＦ２－（ここで、ａ及びｂは、各々独立して、０
～１０の整数であり、但しａ＋ｂは、１０～３０の範囲の数である）、及び式（３）：

【化２６】
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（式中、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９及びＲ１０は、互いに独立して、Ｃ

１－Ｃ８－アルキル、Ｃ１－Ｃ４アルキル－もしくはＣ１－Ｃ４－アルコキシ－置換フェ
ニル、フルオロ（Ｃ１－Ｃ１８－アルキル）、シアノ（Ｃ１－Ｃ１２－アルキル）、－ａ
ｌｋ－（ＯＣＨ２ＣＨ２）ｎ－ＯＲ１１（ここで、ａｌｋは、Ｃ１－Ｃ６－アルキレン二
価ラジカルであり、Ｒ１１は、Ｃ１－Ｃ６アルキルであり、ｎは、１～１０の整数である
）であり、ｍ及びｐは、互いに独立して、２～６９８の整数であり、そして（ｍ＋ｐ）は
、５～７００である）で示される二価の基からなる群より選択される二価ラジカルであり
、但しＤ１、Ｄ２及びＤ３の少なくとも一つは、式（３）で表される）で示されるポリシ
ロキサンの二価ラジカルであり；そして
　Ｑは、式（４）：
【化２７】

（式中、Ｚ１及びＺ２は、互いに独立して、直鎖状もしくは分岐鎖状Ｃ１－Ｃ１２アルキ
レン二価ラジカル、一つ以上のヒドロキシル基を有する直鎖状もしくは分岐鎖状Ｃ１－Ｃ

１２アルキレン二価ラジカル、－（ＣＨ２ＣＨ２Ｏ）ｄ－ＣＨ２ＣＨ２－ラジカル（ここ
で、ｄは、１～１０の整数である）、非置換フェニレン二価ラジカル、Ｃ１－Ｃ４アルキ
ルもしくはＣ１－Ｃ４アルコキシ置換フェニレン二価ラジカル又はＣ７－Ｃ１２アラルキ
レン二価ラジカルであり；Ａ５は、下記：
【化２８】

（式中、Ｒ’は、Ｈ又はＣ１－Ｃ８アルキルである）であり；ｑ１及びｑ２は、互いに独
立して、０又は１の整数であり；Ｒ１４は、水素又はＣ１－Ｃ４アルキルであり；Ｒ１５

及びＲ１６は、互いに独立して、水素、Ｃ１－Ｃ４アルキル、フェニル又はカルボキシル
基である）で示されるエチレン性不飽和基である］により定義される、請求項１、２又は
３に記載のプレポリマー。
【請求項５】
　式（２）において、νが、０又は１であり、ωが、１～５の整数であり、Ｄ１、Ｄ２及
びＤ３が、互いに独立して、式（３）の二価ラジカル（ここで、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６

、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９及びＲ１０は、メチルであり、ｍ及びｐは、互いに独立して、２～６
９８の整数であり、（ｍ＋ｐ）は、５～７００である）であり、Ｕ１及びＵ２が、互いに
独立して、－Ｒ’１－Ｘ４－Ｅ－Ｘ５－Ｒ’２－二価ラジカル［ここで、Ｘ４及びＸ５は
、互いに独立して、下記：

【化２９】

であり、Ｒ１’及びＲ２’は、互いに独立して、下記：

【化３０】

（式中、ｑは、１～５の整数であり、ａｌｋ及びａｌｋ’は、互いに独立して、Ｃ１-Ｃ

６アルキレン二価ラジカルである）の二価ラジカルであり、そしてＥは、最大で４０個ま
での炭素原子を有するアルキルジラジカル、シクロアルキルジラジカル、アルキルシクロ
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アルキルジラジカル、アルキルアリールジラジカル又はアリールジラジカルである］を表
し；
　式（１）において、Ａ１及びＡ２が、互いに独立して、直鎖状もしくは分岐鎖状Ｃ１-
Ｃ１０アルキル二価ラジカル、下記：
【化３１】

（式中、ｑ、ａｌｋ及びａｌｋ’は、上記定義のとおりである）で示される二価ラジカル
又は－Ｒ’１－Ｘ４－Ｅ－Ｘ５－Ｒ’２－二価ラジカル［ここで、Ｒ’１及びＲ’２は、
互いに独立して、直接結合、直鎖状もしくは分岐鎖状Ｃ１－Ｃ１０アルキレン二価ラジカ
ル又は上記と同義の下記：
【化３２】

で示される二価ラジカルであり、Ｘ４及びＸ５は、互いに独立して、下記：
【化３３】

（ここで、Ｒ’は、Ｈ又はＣ１－Ｃ８アルキルである）からなる群より選択される結合で
あり、Ｅは、上記定義のとおりである］であり、
　Ｑが、式（４）のエチレン性不飽和基［ここで、Ｒ１４、Ｒ１５及びＲ１６は、互いに
独立して、水素又はメチルであり、Ｚ１及びＺ２は、互いに独立して、直鎖状もしくは分
岐鎖状Ｃ１－Ｃ１２アルキレン二価ラジカル、１個以上のヒドロキシル基を有する直鎖状
もしくは分岐鎖状Ｃ１－Ｃ１２アルキレン二価ラジカル、又は－（ＣＨ２ＣＨ２Ｏ）ｄ－
ＣＨ２ＣＨ２－ラジカル（ここで、ｄは、１～１０の整数である）であり、Ａ５は、下記
：
【化３４】

（ここで、Ｒ’は、Ｈ又はＣ１－Ｃ８アルキルである）であり、ｑ１及びｑ２は、互いに
独立して、０又は１の整数である］である、請求項４に記載のプレポリマー。
【請求項６】
　ポリシロキサン架橋剤が、（１）ジ－３－メタクリルオキシプロピル末端ポリジメチル
シロキサン；（２）ジ－ビニル末端ポリジメチルシロキサン；（３）第一のエチレン性官
能基化ビニルモノマーと、ジ－（ヒドロキシエトキシプロピル）－、ジ－ヒドロキシ（ポ
リエチレンオキシ）プロピル－、ジ－（アミノプロピル）－、ジ－エチルアミノプロピル
－又はジ－カルボキシプロピル末端ポリジメチルシロキサンとのカップリング生成物（こ
こで、前記第一のエチレン性官能基化ビニルモノマーは、イソシアナトエチル（メタ）ア
クリラート、グリシジル（メタ）アクリラート、ビニルグリシジルエーテル、アリルグリ
シジルエーテル、（メタ）アクリル酸クロリド、２－（１－アジリジニル）エチル（メタ
）アクリラート、３－（１－アジリジニル）プロピル（メタ）アクリラート、４－（１－
アジリジニル）ブチル（メタ）アクリラート、６－（１－アジリジニル）ヘキシル（メタ
）アクリラート、８－（１－アジリジニル）オクチル（メタ）アクリラート、２－ビニル
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－４，４－ジメチル－１，３－オキサゾリン－５－オン、２－イソプロペニル－４，４－
ジメチル－１，３－オキサゾリン－５－オン及びそれらの組み合わせからなる群より選択
される）；（４）第二のエチレン性官能基化ビニルモノマーと、ジ－カルボキシプロピル
末端ポリジメチルシロキサンとの、カップリング剤としてのカルボジイミド存在下でのカ
ップリング生成物（ここで、前記第二のエチレン性官能基化ビニルモノマーは、アリルア
ミン、アミノ－Ｃ２－Ｃ６アルキル（メタ）アクリラート、Ｃ１－Ｃ６アルキルアミノ－
Ｃ２－Ｃ６アルキル（メタ）アクリラート、ビニルアミン、アミノ－Ｃ２－Ｃ６アルキル
（メタ）アクリルアミド、Ｃ１－Ｃ６アルキルアミノ－Ｃ２－Ｃ６アルキル（メタ）アク
リルアミド及びそれらの組み合わせからなる群より選択される）；（５）第三のエチレン
性官能基化ビニルモノマーと、ジ－アミノプロピル－又はジ－エチルアミノプロピル末端
ポリジメチルシロキサンとの、カップリング剤としてのカルボジイミド存在下でのカップ
リング生成物（ここで、前記第三のエチレン性官能基化ビニルモノマーは、（メタ）アク
リル酸、エチルアクリル酸、プロピルアクリル酸、ブチルアクリル酸、２－アクリルアミ
ドグリコール酸及びそれらの組み合わせからなる群より選択される）；（６）第四のエチ
レン性官能基化ビニルモノマーと、ジ－（ヒドロキシエトキシプロピル）－、ジ－（アミ
ノプロピル）－又はジ－エチルアミノプロピル末端ポリジメチルシロキサンとの、ジ－エ
ポキシ化合物又はジ－イソシアナートを介してのカップリング生成物（ここで、前記第四
のエチレン性官能基化ビニルモノマーは、Ｃ２－Ｃ４ヒドロキシアルキル（メタ）アクリ
ラート、Ｃ２－Ｃ４ヒドロキシアルキル（メタ）アクリルアミド、アリルアルコール、ア
リルアミン、アミノ－Ｃ２－Ｃ６アルキル（メタ）アクリラート、Ｃ１－Ｃ６アルキルア
ミノ－Ｃ２－Ｃ６アルキル（メタ）アクリラート、ビニルアミン、アミノ－Ｃ２－Ｃ６ア
ルキル（メタ）アクリルアミド、Ｃ１－Ｃ６アルキルアミノ－Ｃ２－Ｃ６アルキル（メタ
）アクリルアミド、（メタ）アクリル酸及びそれらの組み合わせからなる群より選択され
、ここで前記ジ－エポキシ化合物は、１，４－ブタンジオールジグリシジルエーテル、１
，６－ヘキサンジオールジグリシジルエーテル、グリセリンジグリシジルエーテル、エチ
レングリコールジグリシジルエーテル、ジエチレングリコールジグリシジルエーテル、ポ
リエチレングリコールジグリシジルエーテル、プロピレングリコールジグリシジルエーテ
ル、ジプロピレングリコールジグリシジルエーテル又はそれらの組み合わせであり、前記
ジ－イソシアナートは、イソホロンジイソシアナート、ヘキサメチル－１，６－ジイソシ
アナート又は４，４’－ジシクロヘキシルメタンジイソシアナートである）である、請求
項４に記載のプレポリマー。
【請求項７】
　プレポリマーが、式（６）：
【化３５】

［式中：
　Ｒ１４は、Ｈ又はＣＨ３であり；Ｚ１及びＺ２は、互いに独立して、直鎖状もしくは分
岐鎖状Ｃ１－Ｃ１２アルキレン二価ラジカル、一つ以上のヒドロキシル基を有する直鎖状
もしくは分岐鎖状Ｃ１－Ｃ１２アルキレン二価ラジカル、－（ＣＨ２ＣＨ２Ｏ）ｄ－ＣＨ

２ＣＨ２ラジカル（ここで、ｄは、１～１０の整数である）、非置換フェニレン二価ラジ
カル、Ｃ１－Ｃ４アルキル又はＣ１－Ｃ４アルコキシ置換フェニレン二価ラジカル又はＣ

７－Ｃ１２アラルキレン二価ラジカルであり；Ａ５は、下記：
【化３６】
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（ここで、Ｒ’は、Ｈ又はＣ１－Ｃ８アルキルである）であり；ｑ１及びｑ２は、互いに
独立して、０又は１の整数であり；Ｙは、Ｃ１－Ｃ６アルキレン二価ラジカル又は一つ以
上のヒドロキシル基を含有するＣ１－Ｃ６アルキレン二価ラジカルであり；ｍは、０～５
の整数であり、ｐは、１～６の整数であり、そしてＧ１、Ｇ２及びＧ３は、互いに独立し
て、Ｃ１－Ｃ６アルキル、フェニル、ベンジル又は式（７）：
【化３７】

（式中、Ｂ１、Ｂ２及びＢ３は、互いに独立して、Ｃ１－Ｃ６アルキル、フェニル又はベ
ンジルである）で示されるラジカルであり；但し、Ｇ１、Ｇ２及びＧ３の少なくとも二つ
は、式（７）で示されるラジカルである］で示される、少なくとも一種のシロキサン含有
ビニルモノマーに由来するシロキサンポリマー単位を含み、
　ここで、前記プレポリマーが、Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド（ＤＭＡ）、Ｎ，Ｎ－
ジメチルメタクリルアミド（ＤＭＭＡ）、２－アクリルアミドグリコール酸一水和物、３
－アクリロイルアミノ－１－プロパノール、Ｎ－ヒドロキシエチルアクリルアミド、Ｎ－
［トリス（ヒドロキシメチル）メチル］－アクリルアミド、Ｎ－メチル－３－メチレン－
２－ピロリドン、２－ヒドロキシエチルメタクリラート（ＨＥＭＡ）、２－ヒドロキシエ
チルアクリラート（ＨＥＡ）、ヒドロキシプロピルアクリラート、ヒドロキシプロピルメ
タクリラート（ＨＰＭＡ）、トリメチルアンモニウム ２－ヒドロキシプロピルメタクリ
ラート塩酸塩、アミノプロピルメタクリラート塩酸塩、ジメチルアミノエチルメタクリラ
ート（ＤＭＡＥＭＡ）、グリセリンメタクリラート（ＧＭＡ）、Ｎ－ビニル－２－ピロリ
ドン（ＮＶＰ）、アリルアルコール、ビニルピリジン、アクリル酸、２００～１５００の
重量平均分子量を有するＣ１－Ｃ４－アルコキシポリエチレングリコール（メタ）アクリ
ラート、メタクリル酸、Ｎ－ビニルホルムアミド、Ｎ－ビニルアセトアミド、Ｎ－ビニル
イソプロピルアミド、Ｎ－ビニル－Ｎ－メチルアセトアミド、Ｎ－ビニルカプロラクタム
及びそれらの混合物からなる群より選択される少なくとも一種の親水性ビニルモノマーに
由来する親水性ポリマー単位を含む、請求項１～６のいずれか一項に記載のプレポリマー
。
【請求項８】
　プレポリマーが、ベンゾトリアゾール部分及び／又はベンゾフェノン部分を含む重合性
ＵＶ吸収剤に由来するＵＶ吸収性ポリマー単位を含む、請求項１～７のいずれか一項に記
載のプレポリマー。
【請求項９】
　重合性ＵＶ吸収剤が、２－（２－ヒドロキシ－５－ビニルフェニル）－２Ｈ－ベンゾト
リアゾール、２－（２－ヒドロキシ－５－アクリルオキシフェニル）－２Ｈ－ベンゾトリ
アゾール、２－（２－ヒドロキシ－３－メタクリルアミドメチル－５－tert－オクチルフ
ェニル）ベンゾトリアゾール、２－（２’－ヒドロキシ－５’－メタクリルアミドフェニ
ル）－５－クロロベンゾトリアゾール、２－（２’－ヒドロキシ－５’－メタクリルアミ
ドフェニル）－５－メトキシベンゾトリアゾール、２－（２’－ヒドロキシ－５’－メタ
クリルオキシプロピル－３’－ｔ－ブチル－フェニル）－５－クロロベンゾトリアゾール
、２－（２’－ヒドロキシ－５’－メタクリルオキシエチルフェニル）ベンゾトリアゾー
ル、２－（２’－ヒドロキシ－５’－メタクリルオキシプロピルフェニル）－ベンゾトリ
アゾール、２－ヒドロキシ－４－アクリルオキシアルコキシベンゾフェノン、２－ヒドロ
キシ－４－メタクリルオキシアルコキシベンゾフェノン、アリル－２－ヒドロキシベンゾ
フェノン、２－ヒドロキシ－４－メタクリルオキシベンゾフェノン及びそれらの混合物か
らなる群より選択される、請求項１～７のいずれか一項に記載のプレポリマー。
【請求項１０】
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　プレポリマーが、ベンゾトリアゾール部分及び／又はベンゾフェノン部分を含む重合性
潜在性ＵＶ吸収剤に由来する潜在性ＵＶ吸収性ポリマー単位を含み、ここで、ベンゾトリ
アゾール部分におけるフェノール部分のヒドロキシルラジカルが、保護用の不安定な基に
より置き換えられて潜在性ＵＶ吸収性の部分を形成しており、ベンゾフェノン部分におけ
るフェノール性ラジカルの少なくとも一つのヒドロキシルラジカルが、保護用の不安定な
基により置き換えられて潜在性ＵＶ吸収性部分を形成している、請求項１～７のいずれか
一項に記載のプレポリマー。
【請求項１１】
　プレポリマーが、光開始性部分及びＵＶ吸収性又は潜在性ＵＶ吸収性部分を有する重合
性化合物に由来する二重光機能性ポリマー単位を含む、請求項１～１０のいずれか一項に
記載のプレポリマー。
【請求項１２】
　メチルアクリラート、エチルアクリラート、プロピルアクリラート、イソプロピルアク
リラート、シクロヘキシルアクリラート、２－エチルヘキシルアクリラート、メチルメタ
クリラート、エチルメタクリラート、プロピルメタクリラート、酢酸ビニル、プロピオン
酸ビニル、酪酸ビニル、吉草酸ビニル、スチレン、クロロプレン、塩化ビニル、塩化ビニ
リデン、アクリロニトリル、１－ブテン、ブタジエン、メタクリロニトリル、ビニルトル
エン、ビニルエチルエーテル、ペルフルオロヘキシルエチル－チオ－カルボニル－アミノ
エチル－メタクリラート、イソボルニルメタクリラート、イソボルニルアクリラート、ノ
ルボルニルメタクリラート、ノルボルニルアクリラート、トリフルオロエチルメタクリラ
ート、ヘキサフルオロ－イソプロピルメタクリラート、ヘキサフルオロブチルメタクリラ
ートからなる群より選択される、少なくとも一種の疎水性ビニルモノマーに由来する疎水
性ポリマー単位を更に含む、請求項１～１１のいずれか一項に記載のプレポリマー。
【請求項１３】
　請求項１～１２のいずれか一項に記載の化学線架橋性プレポリマーを含むレンズ形成材
料を、型中で硬化することにより得られる、シリコーンヒドロゲル材料を含むソフトコン
タクトレンズであって、レンズに当たる２８０nmから３７０nmの範囲のＵＶ光の少なくと
も８０％を吸収できることを特徴とするＵＶ吸収特性を有する、ソフトコンタクトレンズ
。
【請求項１４】
　ソフトコンタクトレンズが、少なくとも４０barrerの酸素透過度、２．０MPa以下の弾
性率、少なくとも１．５×１０－６mm2/minのイオノフラックス拡散係数Ｄ及び１５％か
ら７０％の水含有量からなる群より選択される少なくとも一つの特性を有する、請求項１
３に記載のソフトコンタクトレンズ。
【請求項１５】
　可視性色付け剤、抗菌剤、生物活性剤、浸出性潤滑剤又はそれらの組み合わせを更に含
む、請求項１３又は１４に記載のソフトコンタクトレンズ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、紫外線（ＵＶ）吸収性の部分を含むシリコーン含有プレポリマーのクラス、
及びそれを製造する方法に関する。加えて、本発明は、このクラスのシリコーン含有プレ
ポリマーから製造される、ＵＶ吸収性シリコーンヒドロゲルコンタクトレンズに関する。
【０００２】
背景
　市販のシリコーンヒドロゲルコンタクトレンズの大部分は、使い捨てのプラスチックの
型及びマクロマーの存在下又は非存在下でのモノマーの混合物を使用することを含む、従
来のキャスト成形技術により製造されている。しかしながら、使い捨てのプラスチック型
は、製造工程の変動（温度、圧力、材料特性）の結果、プラスチック型の射出成形中に型
の寸法に変動が発生することがあり得、更に、その結果生じる型が射出成形の後に非一様
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な収縮を受けることがありうるため、本質的に不可避な寸法の変動を有する。型における
これらの寸法変化は、製造されるコンタクトレンズのパラメータ（ピーク屈折率、直径、
基本曲線、中心厚み等）の変動及び複雑なレンズ設計の複製における低い忠実性につなが
りうる。
【０００３】
　従来のキャスト成形技術において直面するこのような欠点は、それらの全体が参照とし
て本明細書に組み込まれる、米国特許第５，５０８，３１７号、第５，７８９，４６４号
、第５，８４９，８１０号及び第６，８００，２２５号において説明されているとおりの
、いわゆるLightstream Technology（登録商標）（CIBA Vision）を使用することにより
克服することができる。Lightstream Technology（登録商標）は、（１）典型的にはエチ
レン性不飽和基を有する一種以上の実質的に精製したプレポリマーの溶液であり、一般的
にモノマー及び低分子量の架橋剤を実質的に含まない、レンズ形成組成物、（２）高い精
度で製造された再利用可能な型及び（３）化学線（例えばＵＶ）照射の空間的限定の下で
硬化することを伴う。Lightstream Technology（登録商標）に従って製造されたレンズは
、再利用可能で高い精度の型を使用するので、元のレンズ設計に対して高い一貫性及び高
い忠実度を有しうる。加えて、高い品質を備えたコンタクトレンズを、短い硬化時間及び
高い製造収率ゆえに、相対的に低い費用で製造することができる。
【０００４】
　しかしながら、Lightstream Technology（登録商標）によってＵＶ吸収性シリコーンヒ
ドロゲルコンタクトレンズを製造することに適した、化学線架橋性のシロキサン含有プレ
ポリマーは存在しない。したがって、そのようなプレポリマーに対する需要が未だ存在す
る。
【０００５】
発明の概要
　一つの態様において、本発明は、架橋してＵＶ吸収性又は遮断性シリコーンヒドロゲル
コンタクトレンズを形成することができる、化学線架橋性プレポリマーを提供する。本発
明のプレポリマーは、プレポリマーの分岐鎖状コポリマー鎖中に、（１）少なくとも一種
のポリシロキサン含有架橋剤に由来する架橋性ポリシロキサンポリマー単位；（２）一種
以上の親水性ビニルモノマーに由来する親水性ポリマー単位；（３）ＵＶ吸収性ポリマー
単位、潜在性ＵＶ吸収性ポリマー単位又は二重光機能性ポリマー単位（ここで、ＵＶ吸収
性ポリマー単位は、重合性ＵＶ吸収剤に由来し、潜在性ＵＶ吸収性ポリマー単位は、重合
性潜在性ＵＶ吸収剤に由来し、二重光機能性ポリマー単位は、光開始部分及びＵＶ吸収又
は潜在性ＵＶ吸収性部分を有する重合性化合物に由来する）；（４）場合により、一種以
上のモノエチレン性官能基化ポリシロキサン含有ビニルモノマー又はマクロマーに由来す
るつり下がったポリシロキサンポリマー単位（ここで、つり下がったポリシロキサン単位
は、エチレン性不飽和基を有さない）；及び（５）場合により、少なくとも一種のシロキ
サン含有ビニルモノマーに由来するシロキサンポリマー単位を含み、ここで、前記プレポ
リマーは、三つ以上のエチレン性不飽和基を含み、溶媒に可溶性であり溶液を形成し、そ
して一種以上のモノマーの非存在下で化学線的に架橋することができ、シリコーンヒドロ
ゲル材料を形成する。
【０００６】
　他の態様において、本発明は、本発明の化学線架橋性プレポリマーを含むレンズ形成材
料から製造されるＵＶ吸収性シリコーンヒドロゲルコンタクトレンズを提供する。
【０００７】
　さらなる態様において、本発明は、本発明の化学線架橋性プレポリマーからＵＶ吸収性
シリコーンヒドロゲルコンタクトレンズを製造する方法を提供する。
【０００８】
　本発明はまた、本発明の化学線架橋性プレポリマーを調製する方法を提供する。
【０００９】
本発明の実施態様の詳細な説明
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　特に定義されない限り、本明細書で用いる全ての技術用語及び科学用語は、本発明が属
する技術分野における当業者によって一般的に理解されるものと同じ意味を有する。一般
に、本明細書で用いる命名法及び実験手順は、当技術分野において周知であり、一般的に
使用されている。当技術分野において及び種々の一般的な参考文献で提供されるような従
来の方法が、これらの手順で用いられる。用語が単数で与えられている場合、本発明者ら
はその用語の複数形も想定している。一般に、本明細書で用いる命名法及び後述する実験
手順は、当技術分野において周知であり、一般的に使用されているものである。
【００１０】
　「ヒドロゲル」又は「ヒドロゲル材料」は、完全に水和した（fully hydrated）場合、
少なくとも１０重量％の水を吸収することができるポリマー材料を指す。
【００１１】
　「シリコーンヒドロゲル」は、少なくとも一種のシリコーン含有ビニルモノマー又は少
なくとも一種のシリコーン含有ビニルマクロマー又は少なくとも一種の架橋性シリコーン
含有プレポリマーを含む重合性組成物の共重合によって得られる、シリコーンを含有する
ヒドロゲルを指す。
【００１２】
　本明細書で用いる「ビニルモノマー」は、一つのエチレン性不飽和基を有し、かつ化学
線的に又は熱的に重合することができるモノマーを指す。
【００１３】
　用語「オレフィン性不飽和基」又は「エチレン性不飽和基」は、本願明細書で広義に使
用され、＞Ｃ＝Ｃ＜基を含有するあらゆる基を包含することを意図する。エチレン性不飽
和基の例としては、非限定的に、下記：
【化１】

スチレニル又は他のＣ＝Ｃ含有基を含む。
【００１４】
　重合性組成物、プレポリマーもしくは材料を硬化、架橋又は重合させることに関して、
本願明細書において用いられる「化学線的に」は、硬化（例えば架橋及び／又は重合）を
、化学線照射、例えばＵＶ／可視光照射、電離放射線（例えばγ線又はＸ線照射）、マイ
クロ波照射などにより行うことを意味する。熱硬化又は化学線硬化法は当業者に周知であ
る。
【００１５】
　本明細書で用いる用語「流体」は、材料が液体のように流れることができることを示す
。
【００１６】
　「親水性ビニルモノマー」は、重合させて、水溶性であるか又は少なくとも１０重量％
の水を吸収することができるポリマーを形成することができるビニルモノマーを指す。
【００１７】
　本明細書で用いる「疎水性ビニルモノマー」とは、重合させて、水に溶解せず、かつ吸
収できる水が１０重量％未満のポリマーを形成するビニルモノマーを指す。
【００１８】
　「ビニルマクロマー」又は「マクロマー」は、化学線的に重合することができ、一つ以
上のエチレン性不飽和基を含むマクロマーを指す。中及び高分子量とは、典型的には７０
０ダルトンより大きい平均分子量を指す。
【００１９】
　「プレポリマー」は、一つ以上のエチレン性不飽和基を含有し、かつ化学線的に硬化（
例えば架橋）して、出発ポリマーよりはるかに高い分子量を有する架橋ポリマーを得るこ
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とができる出発ポリマーを指す。
【００２０】
　「シリコーン含有プレポリマー」は、シリコーンを含有し、かつ化学線的に重合して、
出発ポリマーよりはるかに高い分子量を有する架橋ポリマーを得ることができるプレポリ
マーを指す。
【００２１】
　本明細書で用いるポリマー材料（モノマー又はマクロマー材料を含む）の「分子量」は
、他に特記しない限り又は他に試験条件を示さない限り、重量平均分子量を指す。
【００２２】
　「ポリマー」は、一種以上のモノマーを重合させることによって形成される材料を意味
する。
【００２３】
　本明細書で用いる、コポリマー又は化合物に関しての用語「エチレン性官能基化」とは
、一つ以上の化学線的に架橋可能な基が、カップリング工程によって、コポリマー又は化
合物のペンダント又は末端官能基を介して、コポリマー又は化合物に共有結合されている
ことを表示することを意図する。
【００２４】
　本明細書において用いられる用語「多数の」は、３以上を指す。
【００２５】
　「化学線の空間的限定」とは、エネルギー放射を、光線の形態で、例えば、マスク又は
スクリーン又はこれらの組み合わせにより方向づけて、空間的に限定された方法で、明確
に画定された周囲の境界を有する領域上へ当てる、行為又は工程を指す。ＵＶ／可視放射
線の空間的限定は、米国特許第６，８００，２２５号（図１～１１）、第６，６２７，１
２４号（図１～９）、第７，３８４，５９０号（図１～６）及び第７，３８７，７５９号
（図１～６）（それらの全体は全て参照により本明細書に組み込まれる）の図面において
概略的に説明されているように、放射線（例えばＵＶ）透過性領域、放射線透過性領域を
囲んでいる放射線（例えばＵＶ）不透過性領域、及び放射線不透過性及び放射線透過性領
域間の境界線である投影輪郭を有するマスク又はスクリーンを用いることにより得られる
。マスク又はスクリーンは、マスク又はスクリーンの投影輪郭によって画定される横断面
（cross-sectional profile）を有する放射線（例えばＵＶ／可視放射線）のビームを空
間的に投影することを可能にする。放射線（例えばＵＶ／可視放射線）の投影ビームは、
レンズ成形型の第一の成形面から第二の成形面まで、投影ビームの経路に位置するレンズ
形成材料に当たる放射線（例えばＵＶ／可視放射線）を制限する。得られるコンタクトレ
ンズは、第一の成形面により画定される前面、第二の成形面により画定される反対側の後
面及び投影ＵＶ／可視ビームの横断面（sectional profile）によって画定されるレンズ
の端を含む（すなわち放射線の空間的限定）。架橋に使用する放射線は、放射エネルギー
、特にＵＶ／可視放射線、γ放射線、電子放射線又は熱放射であり、放射エネルギーは好
ましくは、一方では良好な制限を、そしてもう一方ではエネルギーの効率的利用を達成す
るために、実質的に平行なビームの形態である。
【００２６】
　従来のキャスト成形工程において、成形型の第一及び第二の成形面は、得られるコンタ
クトレンズの端を定める円周接触線を形成するために、互いに押圧される。成形面の密な
接触が成形面の光学的品質に損傷を与えることがありうるので、型は再利用することがで
きない。これに対して、Lightstream Technology（登録商標）において、得られるコンタ
クトレンズの端は、成形型の成形面の接触によって画定されないが、その代わりに放射線
の空間的限定によって画定される。成型型の成形面の間のいかなる接触もなく、該型は、
高い再現性をもって高品質のコンタクトレンズを繰り返し製造するために用いることがで
きる。
【００２７】
　レンズに関する「可視性色付け」は、使用者が、レンズ貯蔵、消毒又は容器洗浄の間、
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透明溶液の中でレンズを容易に見つけることができるようにするための、レンズの染色（
又は着色）を意味する。染料及び／又は顔料をレンズの可視性色付けに使用できることは
、当技術分野において周知である。
【００２８】
　「染料」は、溶媒又はレンズ形成用流体材料に可溶性であり、色を付与するために使用
される物質を意味する。染料は、典型的には半透明であり、光を吸収するが、散乱はさせ
ない。
【００２９】
　「顔料」は、それが不溶性である液体（例えばレンズ形成用流体材料）の中で懸濁する
粉末状の物質を意味する。
【００３０】
　本明細書で用いられる「抗菌剤」は、その用語が当技術分野において知られてように、
微生物の増殖を低減又は排除又は阻害することができる化学物質を指す。抗菌剤の好まし
い例は、非限定的に、銀塩、銀錯体、銀ナノ粒子、銀含有ゼオライト等を含む。
【００３１】
　「銀ナノ粒子」は、本質的に銀金属でできており、そして１マイクロメートル未満のサ
イズを有する粒子を指す。
【００３２】
　「重合性ＵＶ吸収剤」は、当業者によって理解されるように、エチレン性不飽和基及び
２００nmから４００nmまでの範囲のＵＶ／可視放射線を吸収するか又は排除することがで
きるＵＶ吸収部分を含む化合物を指す。
【００３３】
　「重合性潜在性ＵＶ吸収剤」は、エチレン性不飽和基を含み、かつ２００nmから４００
nmの波長領域のＵＶ／可視放射線の吸光度が、保護された不安定な官能基のないＵＶ吸収
部分のものの約５０％以下、好ましくは７０％以下、より好ましくは９０％以下となるよ
うに不安定な官能基によって保護されているＵＶ吸収部分を含む化合物を指す。
【００３４】
　用語「不安定な官能基」は、任意の化学的手段によって保護官能基によって保護されて
いる他の官能基から取り除く（開裂される）ことができる、保護官能基を意味する。
【００３５】
　材料固有の「酸素透過度」（Ｄｋ）は、酸素が材料を通過する速度である。本発明に従
って、コンタクトレンズに関する用語「酸素透過度（Ｄｋ）」は、公知の方法によって測
定される領域にわたってある平均厚さを有する試料（フィルム又はレンズ）について測定
される、見かけの酸素透過度を意味する。酸素透過度は、通常barrerの単位で表され、こ
こで「barrer」は、［（cm３酸素）（mm）／（cm２）（秒）（mmHg）］×１０－１０とし
て定義される。
【００３６】
　レンズ又は材料の「酸素透過率」（Ｄｋ／ｔ）は、酸素が測定される領域にわたって平
均厚さｔ（単位mm）を有する特定のレンズ又は材料を通過する速度である。酸素透過率は
、通常barrer/mmの単位で表され、ここで「barrer/mm」は、［（cm３酸素）／（cm２）（
秒）（mmHg）］×１０－９と定義される。
【００３７】
　レンズを通る「イオン透過性」は、イオノフラックス拡散係数と相関する。イオノフラ
ックス拡散係数Ｄ（単位［mm２／分］）は、以下の通りにフィックの法則を適用すること
によって決定される：
　　　　　Ｄ＝－ｎ’／（Ａ×ｄｃ／ｄｘ）
（式中、ｎ’＝イオン輸送の速度［mol/分］；Ａ＝露出したレンズの面積［mm２］；ｄｃ
＝濃度差［mol/L］；ｄｘ＝レンズの厚さ［mm］）。
【００３８】
　一般に、本発明は、ＵＶ吸収性ポリマー単位、潜在性ＵＶ吸収性ポリマー単位又は二重
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光開始性及び潜在性ＵＶ吸収性ポリマー単位を有する化学線架橋性シリコーン含有プレポ
リマーのクラスに関するものである。そのようなプレポリマーは、特にLightstream Tech
nology（登録商標）（CIBA Vision）に従う、ＵＶ吸収特性を有するシリコーンヒドロゲ
ルコンタクトレンズの製造に使用することができる。
【００３９】
　シリコーンヒドロゲルコンタクトレンズを製造する際の本発明のプレポリマーの使用に
関連する、いくつかの可能性のある独特の特徴がある。第一に、本発明のプレポリマーは
、秒の時間尺度で化学線により硬化して、より大きな放射線強度勾配によって生じる内部
応力が無いか又は最小であるコンタクトレンズを製造することができる。強度勾配は、ど
れくらいの量の硬化に使用する光がレンズ製剤によって吸収されるかである。このように
、本発明のプレポリマーは、相対的に低い費用かつ元のレンズ設計に対する高い一貫性及
び高い忠実性で、シリコーンヒドロゲルコンタクトレンズを製造する際にLightstream Te
chnology（登録商標）によって提供される利点を完全に活用することができる。第二に、
ＵＶ吸収性コンタクトレンズを製造する際の本発明のプレポリマーの使用は、レンズから
外へ浸出することができない高分子量プレポリマーの主鎖にＵＶ吸収性部分が共有結合的
に結合しているため、製造されたレンズの再現可能なＵＶ吸収特性を確実にすることがで
きる。
【００４０】
　一つの態様において、本発明は、架橋してＵＶ吸収性又は遮断性シリコーンヒドロゲル
コンタクトレンズを形成することができる、化学線架橋性プレポリマーを提供する。本発
明のプレポリマーは、プレポリマーの分岐鎖状コポリマー鎖中に、（１）少なくとも一種
のポリシロキサン含有架橋剤に由来する架橋性ポリシロキサンポリマー単位；（２）一種
以上の親水性ビニルモノマーに由来する親水性ポリマー単位；（３）ＵＶ吸収性ポリマー
単位、潜在性ＵＶ吸収性ポリマー単位又は二重光機能性ポリマー単位（ここで、ＵＶ吸収
性ポリマー単位は、重合性ＵＶ吸収剤に由来し、潜在性ＵＶ吸収性ポリマー単位は、重合
性潜在性ＵＶ吸収剤に由来し、二重光機能性ポリマー単位は、光開始部分及びＵＶ吸収性
又は潜在性ＵＶ吸収性部分を有する重合性化合物に由来する）；（４）場合により、一種
以上のモノエチレン性官能基化ポリシロキサン含有ビニルモノマー又はマクロマーに由来
するつり下がったポリシロキサンポリマー単位（ここで、つり下がったポリシロキサン単
位は、エチレン性不飽和基を含まない）；及び（５）場合により、少なくとも一種のシロ
キサン含有ビニルモノマーに由来するシロキサンポリマー単位を含み、ここで、前記プレ
ポリマーは、一つ以上のエチレン性不飽和基を含み、溶媒に可溶性であり溶液を形成し、
そして一つ以上のモノマーの非存在下で化学線的に架橋することができ、シリコーンヒド
ロゲル材料を形成する。
【００４１】
　ポリマー単位に関して用語「由来する」は、ポリマー単位が、ビニルモノマー又は架橋
剤（すなわち、二つ以上のエチレン性不飽和基を有する化合物又はマクロマー又はポリマ
ー）からエチレン性不飽和基を伴うフリーラジカル共重合反応において得られ、ポリマー
の構造部分となることを意味する。
【００４２】
　「ポリシロキサン架橋剤」は、少なくとも二つのエチレン性不飽和基及び下記：
【化２】

［式中、Ｒ１及びＲ２は、独立して、一価のＣ１－Ｃ１０アルキル、一価のＣ１－Ｃ１０

アミノアルキル、一価のＣ１－Ｃ１０ヒドロキシアルキル、Ｃ１－Ｃ１０エーテル、Ｃ１

－Ｃ１０フルオロアルキル、Ｃ１－Ｃ１０フルオロエーテル又はＣ６－Ｃ１８アリールラ
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ジカル、トリメチルシロキシル、－ａｌｋ－（ＯＣＨ２ＣＨ２）ｍ－ＯＲ３（ここで、ａ
ｌｋは、Ｃ１－Ｃ６アルキレン二価ラジカルであり、Ｒ３は、水素又はＣ１－Ｃ６アルキ
ルであり、そしてｍは、１～１０の整数である）であり；ｎは、２～８００の整数である
］で示される二価ラジカルを含む化合物又はポリマーを指す。
【００４３】
　任意の適切なポリシロキサン架橋剤を、本発明に使用することができる。そのようなポ
リシロキサン架橋剤の例は、様々な分子量のジメタクリル化又はジアクリル化ポリジメチ
ルシロキサン；炭酸ビニル末端ポリジメチルシロキサン；カルバミン酸ビニル末端ポリジ
メチルシロキサン；様々な分子量のビニル末端ポリジメチルシロキサン；メタクリルアミ
ド末端ポリジメチルシロキサン；アクリルアミド末端ポリジメチルシロキサン；アクリラ
ート末端ポリジメチルシロキサン；メタクリラート末端ポリジメチルシロキサン；ビス－
３－メタクリルオキシ－２－ヒドロキシプロピルオキシプロピルポリジメチルシロキサン
；Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラキス（３－メタクリルオキシ－２－ヒドロキシプロピル）
－α，ω－ビス－３－アミノプロピル－ポリジメチルシロキサン；ポリシロキサニルアル
キル（メタ）アクリルモノマー；米国特許第５，７６０，１００号（その全体が参照とし
て本明細書に組み込まれる）に記載されている、マクロマーＡ、マクロマーＢ、マクロマ
ーＣ及びマクロマーＤからなる群より選択されるシロキサン含有マクロマー；メタクリル
酸グリシジルとアミノ官能性ポリジメチルシロキサンとの反応生成物；ヒドロキシル官能
基化シロキサン含有ビニルモノマー又はマクロマー；米国特許第４，１３６，２５０号、
第４，１５３，６４１号、第４，１８２，８２２号、第４，１８９，５４６号、第４，３
４３，９２７号、第４，２５４，２４８号、第４，３５５，１４７号、第４，２７６，４
０２号、第４，３２７，２０３号、第４，３４１，８８９号、第４，４８６，５７７号、
第４，５４３，３９８号、第４，６０５，７１２号、第４，６６１，５７５号、第４，６
８４，５３８号、第４，７０３，０９７号、第４，８３３，２１８号、第４，８３７，２
８９号、第４，９５４，５８６号、第４，９５４，５８７号、第５，０１０，１４１号、
第５，０３４，４６１号、第５，０７０，１７０号、第５，０７９，３１９号、第５０３
９，７６１号、第５，３４６，９４６号、第５，３５８，９９５号、第５，３８７，６３
２号、第５，４１６，１３２号、第５，４５１，６１７号、第５，４８６，５７９号、第
５，９６２，５４８号、第５，９８１，６７５号、第６，０３９，９１３号及び第６，７
６２，２６４号（それらの全体が参照として本明細書に組み込まれる）に開示されている
、ポリシロキサン含有マクロマー；米国特許第４，２５９，４６７号、第４，２６０，７
２５号及び第４，２６１，８７５号（それらの全体が参照として本明細書に組み込まれる
）に開示されている、ポリシロキサン含有マクロマーである。ポリジメチルシロキサン及
びポリアルキレンオキシドからなるジ－及びトリブロックマクロマーがまた、有用であり
うる。例えばメタクリラートでエンドキャップしたポリエチレンオキシド－ブロック－ポ
リジメチルシロキサン－ブロック－ポリエチレンオキシドが、酸素透過度を高めるために
使用されうる。
【００４４】
　好ましい実施態様において、ポリシロキサン架橋剤は、式（１）：
【化３】

［式中、
　Ａ１及びＡ２は、各々独立して、直鎖状もしくは分岐鎖状Ｃ１－Ｃ１０アルキル二価ラ
ジカル、下記：
【化４】
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-Ｃ６アルキレン二価ラジカルである）で示される二価ラジカル又は－Ｒ’１－Ｘ４－Ｅ
－Ｘ５－Ｒ’２－二価ラジカル（ここで、Ｒ’１及びＲ’２は、各々独立して、直接結合
、直鎖状もしくは分岐鎖状Ｃ１－Ｃ１０アルキレン二価ラジカルであるか、又は上記と同
義の下記：
【化５】

で示される二価ラジカルであり、Ｘ４及びＸ５は、各々独立して、下記：
【化６】

（式中、Ｒ’は、Ｈ又はＣ１－Ｃ８アルキルである）からなる群より選択される結合であ
り、Ｅは、最大で４０個までの炭素原子を有するアルキルジラジカル、シクロアルキルジ
ラジカル、アルキルシクロアルキルジラジカル、アルキルアリールジラジカル又はアリー
ルジラジカルである）であり；
　Ｘ１及びＸ２は、各々独立して、直接結合及び下記：

【化７】

（ここで、Ｒ’は、Ｈ又はＣ１－Ｃ８アルキルである）からなる群より選択される結合で
あり；
　ＰＤＭＳは、式（２）：
【化８】

（式中、νは、０又は１であり、ωは、０～５の整数であり、Ｕ１及びＵ２は、各々独立
して、上記と同義の－Ｒ’１－Ｘ４－Ｅ－Ｘ５－Ｒ’２－二価ラジカル又は上記と同義の
下記：
【化９】

で示される二価ラジカルを表し、Ｄ１、Ｄ２及びＤ３は、各々独立して、－（ＣＨ２ＣＨ

２Ｏ）ｔ－ＣＨ２ＣＨ２－（ここで、ｔは、３～４０の整数である）、－ＣＦ２－（ＯＣ
Ｆ２）ａ－（ＯＣＦ２ＣＦ２）ｂ－ＯＣＦ２－（ここで、ａ及びｂは、各々独立して、０
～１０の整数であり、但しａ＋ｂは、１０～３０の範囲の数である）、及び式（３）：
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【化１０】

（式中、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９及びＲ１０は、互いに独立して、Ｃ

１－Ｃ８－アルキル、Ｃ１－Ｃ４アルキル－もしくはＣ１－Ｃ４－アルコキシ－置換フェ
ニル、フルオロ（Ｃ１－Ｃ１８－アルキル）、シアノ（Ｃ１－Ｃ１２－アルキル）、－ａ
ｌｋ－（ＯＣＨ２ＣＨ２）ｎ－ＯＲ１１（ここで、ａｌｋは、Ｃ１－Ｃ６－アルキレン二
価ラジカルであり、Ｒ１１は、Ｃ１－Ｃ６アルキルであり、ｎは、１～１０の整数である
）であり、ｍ及びｐは、互いに独立して、２～６９８の整数であり、そして（ｍ＋ｐ）は
、５～７００である）で示される二価の基からなる群より選択される二価ラジカルであり
、但しＤ１、Ｄ２及びＤ３の少なくとも一つは、式（３）で表される）で示されるポリシ
ロキサンの二価ラジカルであり；そして
　Ｑは、式（４）：

【化１１】

（式中、Ｚ１及びＺ２は、互いに独立して、直鎖状もしくは分岐鎖状Ｃ１－Ｃ１２アルキ
レン二価ラジカル、一つ以上のヒドロキシル基を有する直鎖状もしくは分岐鎖状Ｃ１－Ｃ

１２アルキレン二価ラジカル、－（ＣＨ２ＣＨ２Ｏ）ｄ－ＣＨ２ＣＨ２－ラジカル（ここ
で、ｄは、１～１０の整数である）、非置換フェニレン二価ラジカル、Ｃ１－Ｃ４アルキ
ルもしくはＣ１－Ｃ４アルコキシ置換フェニレン二価ラジカル又はＣ７－Ｃ１２アラルキ
レン二価ラジカルであり；Ａ５は、下記：
【化１２】

（式中、Ｒ’は、Ｈ又はＣ１－Ｃ８アルキルである）であり；ｑ１及びｑ２は、互いに独
立して、０又は１の整数であり；Ｒ１４は、水素又はＣ１－Ｃ４アルキルであり；Ｒ１５

及びＲ１６は、互いに独立して、水素、Ｃ１－Ｃ４アルキル、フェニル又はカルボキシル
基である）で示されるエチレン性不飽和基である］により定義される。
【００４５】
　ωが０である、式（１）のポリシロキサン含有ビニルマクロマーは、商業的供給源から
得ることができるか、又は市販のジ－官能性ポリシロキサン（すなわち二つの末端の、第
一級アミノ基、第二級アミノ基、ヒドロキシル基、カルボキシル基、エポキシ基、イソシ
アナート基、酸無水物基及びそれらの組み合わせからなる群より選択される第一の反応性
官能基を有する）の、エチレン性官能基化ビニルモノマー（すなわちヒドロキシル、アミ
ノ（第一級又は第二級）、カルボキシル、エポキシ、アジリジン、アズラクトン、イソシ
アナート又は酸クロリドを有するビニルモノマー）を用いての、当業者に周知のカップリ
ング反応におけるカップリング剤の存在下又は非存在下でのエチレン性官能基化（又は以
下に記載の手順）により、調製することができる。
【００４６】
　エチレン性官能基化ビニルモノマーの例は、非限定的に、Ｃ２～Ｃ６ヒドロキシルアル
キル（メタ）アクリラート、Ｃ２～Ｃ６ヒドロキシアルキル（メタ）アクリルアミド、ア
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リルアルコール、アリルアミン、アミノ－Ｃ２－Ｃ６アルキル（メタ）アクリラート、Ｃ

１－Ｃ６アルキルアミノ－Ｃ２－Ｃ６アルキル（メタ）アクリラート、ビニルアミン、ア
ミノ－Ｃ２－Ｃ６アルキル（メタ）アクリルアミド、Ｃ１－Ｃ６アルキルアミノ－Ｃ２－
Ｃ６アルキル（メタ）アクリルアミド、アクリル酸、Ｃ１－Ｃ４アルキルアクリル酸（例
えばメタクリル、エチルアクリル酸、プロピルアクリル酸、ブチルアクリル酸）、Ｎ－［
トリス（ヒドロキシメチル）－メチル］アクリルアミド、Ｎ，Ｎ－２－アクリルアミドグ
リコール酸、β－メチル－アクリル酸（クロトン酸）、α－フェニルアクリル酸、β－ア
クリルオキシプロピオン酸、ソルビン酸、アンゲリカ酸、ケイ皮酸、１－カルボキシ－４
－フェニルブタジエン－１，３、イタコン酸、シトラコン酸、メサコン酸、グルタコン酸
、アコニット酸、マレイン酸、フマル酸、アジリジニルＣ１－Ｃ１２アルキル（メタ）ア
クリラート（例えば２－（１－アジリジニル）エチル（メタ）アクリラート、３－（１－
アジリジニル）プロピル（メタ）アクリラート、４－（１－アジリジニル）ブチル（メタ
）アクリラート、６－（１－アジリジニル）ヘキシル（メタ）アクリラート又は８－（１
－アジリジニル）オクチル（メタ）アクリラート）、グリシジル（メタ）アクリラート、
ビニルグリシジルエーテル、アリルグリシジルエーテル、（メタ）アクリル酸ハライド基
（－ＣＯＸ、Ｘ＝Ｃｌ、Ｂｒ又はＩ）、Ｃ１～Ｃ６イソシアナトアルキル（メタ）アクリ
ラート、アズラクトン含有ビニルモノマー（例えば２－ビニル－４，４－ジメチル－１，
３－オキサゾリン－５－オン、２－イソプロペニル－４，４－ジメチル－１，３－オキサ
ゾリン－５－オン、２－ビニル－４－メチル－４－エチル－１，３－オキサゾリン－５－
オン、２－イソプロペニル－４－メチル－４－ブチル－１，３－オキサゾリン－５－オン
、２－ビニル－４，４－ジブチル－１，３－オキサゾリン－５－オン、２－イソプロペニ
ル－４－メチル－４－ドデシル－１，３－オキサゾリン－５－オン、２－イソプロペニル
－４，４－ジフェニル－１，３－オキサゾリン－５－オン、２－イソプロペニル－４，４
－ペンタメチレン－１，３－オキサゾリン－５－オン、２－イソプロペニル－４，４－テ
トラメチレン－１，３－オキサゾリン－５－オン、２－ビニル－４，４－ジエチル－１，
３－オキサゾリン－５－オン、２－ビニル－４－メチル－４－ノニル－１，３－オキサゾ
リン－５－オン、２－イソプロペニル－４－メチル－４－フェニル－１，３－オキサゾリ
ン－５－オン、２－イソプロペニル－４－メチル－４－ベンジル－１，３－オキサゾリン
－５－オン、２－ビニル－４，４－ペンタメチレン－１，３－オキサゾリン－５－オン及
び２－ビニル－４，４－ジメチル－１，３－オキサゾリン－６－オン、好ましいアズラク
トン含有ビニルモノマーとして２－ビニル－４，４－ジメチル－１，３－オキサゾリン－
５－オン（ＶＤＭＯ）及び２－イソプロペニル－４，４－ジメチル－１，３－オキサゾリ
ン－５－オン（ＩＰＤＭＯ）、及びそれらの組み合わせを含む。
【００４７】
　ωが０である、式（１）の好ましいポリシロキサン含有ビニルマクロマーは、非限定的
に、ジ－３－メタクリルオキシプロピル末端ポリジメチルシロキサン、ジ－ビニル－末端
ポリジメチルシロキサン、エチレン性官能基化ビニルモノマー（イソシアナトエチル（メ
タ）アクリラート、グリシジル（メタ）アクリラート、ビニルグリシジルエーテル、アリ
ルグリシジルエーテル、（メタ）アクリル酸クロリド、２－（１－アジリジニル）エチル
（メタ）アクリラート、３－（１－アジリジニル）プロピル（メタ）アクリラート、４－
（１－アジリジニル）ブチル（メタ）アクリラート、６－（１－アジリジニル）ヘキシル
（メタ）アクリラート、８－（１－アジリジニル）オクチル（メタ）アクリラート、２－
ビニル－４，４－ジメチル－１，３－オキサゾリン－５－オン、２－イソプロペニル－４
，４－ジメチル－１，３－オキサゾリン－５－オン及びそれらの組み合わせからなる群よ
り選択される）と、ジ－（ヒドロキシエトキシプロピル）－、ジ－ヒドロキシ（ポリエチ
レンオキシ）プロピル－、ジ－（アミノプロピル）－、ジ－エチルアミノプロピル－又は
ジ－カルボキシプロピル末端ポリジメチルシロキサンとのカップリング生成物、エチレン
性官能基化ビニルモノマー（アリルアミン、アミノ－Ｃ２－Ｃ６アルキル（メタ）アクリ
ラート、Ｃ１－Ｃ６アルキルアミノ－Ｃ２－Ｃ６アルキル（メタ）アクリラート、ビニル
アミン、アミノ－Ｃ２－Ｃ６アルキル（メタ）アクリルアミド、Ｃ１－Ｃ６アルキルアミ
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ノ－Ｃ２－Ｃ６アルキル（メタ）アクリルアミド、及びそれらの組み合わせからなる群よ
り選択される）と、ジ－カルボキシプロピル末端ポリジメチルシロキサンとの、カップリ
ング剤としてのカルボジイミド存在下でのカップリング生成物、エチレン性官能基化ビニ
ルモノマー（（メタ）アクリル酸、エチルアクリル酸、プロピルアクリル酸、ブチルアク
リル酸、２－アクリルアミドグリコール酸及びそれらの組み合わせからなる群より選択さ
れる）と、ジ－アミノプロピル－又はジ－エチルアミノプロピル末端ポリジメチルシロキ
サンとの、カップリング剤としてのカルボジイミド存在下でのカップリング生成物、エチ
レン性官能基化ビニルモノマー（Ｃ２－Ｃ４ヒドロキシアルキル（メタ）アクリラート、
Ｃ２－Ｃ４ヒドロキシアルキル（メタ）アクリルアミド、アリルアルコール、アリルアミ
ン、アミノ－Ｃ２－Ｃ６アルキル（メタ）アクリラート、Ｃ１－Ｃ６アルキルアミノ－Ｃ

２－Ｃ６アルキル（メタ）アクリラート、ビニルアミン、アミノ－Ｃ２－Ｃ６アルキル（
メタ）アクリルアミド、Ｃ１－Ｃ６アルキルアミノ－Ｃ２－Ｃ６アルキル（メタ）アクリ
ルアミド、（メタ）アクリル酸及びそれらの組み合わせからなる群より選択される）と、
ジ－（ヒドロキシエトキシプロピル）－、ジ－（アミノプロピル）－又はジ－エチルアミ
ノプロピル末端ポリジメチルシロキサンとの、ジ－エポキシ化合物（例えば１，４－ブタ
ンジオールジグリシジルエーテル、１，６－ヘキサンジオールジグリシジルエーテル、グ
リセロールジグリシジルエーテル、エチレングリコールジグリシジルエーテル、ジエチレ
ングリコールジグリシジルエーテル、ポリエチレングリコールジグリシジルエーテル、プ
ロピレングリコールジグリシジルエーテル、ジプロピレングリコールジグリシジルエーテ
ル又はそれらの組み合わせ）又はジ－イソシアナート（例えばイソホロンジイソシアナー
ト、ヘキサメチル－１，６－ジイソシアナート又は４，４’－ジシクロヘキシルメタンジ
イソシアナート）を介してのカップリング生成物を含む。
【００４８】
　ωが１～５の整数（好ましくはω及びνが、整数１である）である、式（１）のポリシ
ロキサン含有ビニルマクロマーは、任意の公知手順、例えば、それらの全体が参照として
本明細書に組み込まれる米国特許第４，１３６，２５０号、第４，４８６，５７７号、第
４，６０５，７１２号、第５，０３４，４６１号、第５，４１６，１３２号及び第５，７
６０，１００号に記載されている手順に従って調製することができる。好ましくは、式（
１）において、ω及びνは、整数１であり；Ｄ１、Ｄ２及びＤ３は、互いに独立して、式
（３）の二価ラジカル（ここで、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９及びＲ１０

は、メチルであり、ｍ及びｐは、互いに独立して、２から６９８の整数であり、そして（
ｍ＋ｐ）は、５～７００である）であり；Ｕ１及びＵ２は、互いに独立して、－Ｒ’１－
Ｘ４－Ｅ－Ｘ５－Ｒ’２－［ここで、Ｘ４及びＸ５は、互いに独立して、下記：
【化１３】

であり、Ｒ１’及びＲ２’は、互いに独立して、下記：
【化１４】

（ここで、ｑは、１～５の整数であり、ａｌｋ及びａｌｋ’は、互いに独立して、Ｃ１-
Ｃ６アルキレン二価ラジカルである）の二価ラジカルであり、そしてＥは、最大で４０個
の炭素原子を有する、アルキルジラジカル、シクロアルキルジラジカル、アルキルシクロ
アルキルジラジカル、アルキルアリールジラジカル又はアリールジラジカルである］の二
価ラジカルを表し；Ａ１及びＡ２は、互いに独立して、上記で、一般的には式（１）に対
して定義したのと同じ意味を有し；Ｑは、式（４）のエチレン性不飽和基（ここで、Ｚ１

、Ｚ２、Ａ５、ｑ１、ｑ２、Ｒ１４、Ｒ１５及びＲ１６は、上記で定義（一般的には式（
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４）に対して）したとおりである）である。
【００４９】
　ほとんどの親水性ビニルモノマーを、本発明に用いることができる。適切な親水性ビニ
ルモノマーは、これは完全に網羅するものではないが、（メタ）アクリルアミド、ジ－ア
ルキル（Ｃ１～Ｃ６）（メタ）アクリルアミド、（Ｃ１～Ｃ６）アルキル（メタ）アクリ
ルアミド、ヒドロキシル置換低級アルキル（Ｃ１～Ｃ６）（メタ）アクリルアミド、ヒド
ロキシル置換低級アルキル（Ｃ１～Ｃ６）（メタ）アクリラート、ヒドロキシル置換低級
アルキルビニルエーテル、Ｎ－ビニルピロール、Ｎ－ビニル－２－ピロリドン、２－ビニ
ルオキサゾリン、２－ビニル－４，４’－ジアルキルオキサゾリン－５－オン、２－及び
４－ビニルピリジン、合計で３～６個の炭素原子を有するオレフィン性不飽和カルボン酸
、アミノ（低級アルキル）－（ここで、用語「アミノ」は、第四級アンモニウムも含む）
、モノ（低級アルキルアミノ）（低級アルキル）及びジ（低級アルキルアミノ）（低級ア
ルキル）アクリラート及びメタクリラート、アリルアルコール、Ｎ－ビニルアルキルアミ
ド、Ｎ－ビニル－Ｎ－アルキルアミド等である。
【００５０】
　好ましい親水性ビニルモノマーは、Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド（ＤＭＡ）、Ｎ，
Ｎ－ジメチルメタクリルアミド（ＤＭＭＡ）、２－アクリルアミドグリコール酸一水和物
、３－アクリロイルアミノ－１－プロパノール、Ｎ－ヒドロキシエチルアクリルアミド、
Ｎ－［トリス（ヒドロキシメチル）メチル］－アクリルアミド、Ｎ－メチル－３－メチレ
ン－２－ピロリドン、２－ヒドロキシエチルメタクリラート（ＨＥＭＡ）、２－ヒドロキ
シエチルアクリラート（ＨＥＡ）、ヒドロキシプロピルアクリラート、ヒドロキシプロピ
ルメタクリラート（ＨＰＭＡ）、トリメチルアンモニウム ２－ヒドロキシプロピルメタ
クリラート塩酸塩、アミノプロピルメタクリラート塩酸塩、ジメチルアミノエチルメタク
リラート（ＤＭＡＥＭＡ）、グリセロールメタクリラート（ＧＭＡ）、Ｎ－ビニル－２－
ピロリドン（ＮＶＰ）、アリルアルコール、ビニルピリジン、アクリル酸、２００から１
５００の重量平均分子量を有するＣ１－Ｃ４－アルコキシポリエチレングリコール（メタ
）アクリラート、メタクリル酸、Ｎ－ビニルホルムアミド、Ｎ－ビニルアセトアミド、Ｎ
－ビニルイソプロピルアミド、Ｎ－ビニル－Ｎ－メチルアセトアミド、アリルアルコール
、Ｎ－ビニルカプロラクタム及びそれらの混合物である。
【００５１】
　任意の適切な重合性ＵＶ吸収剤を、本発明に用いることができる。好ましくは、重合性
ＵＶ吸収剤は、ベンゾトリアゾール部分及び／又はベンゾフェノン部分を含む。好ましい
重合性ＵＶ吸収剤の例は、非限定的に、２－（２’－ヒドロキシ－５’－（２－メタクリ
ロイルオキシエチル）フェニル）－ベンゾトリアゾール、２－（２－ヒドロキシ－５－ビ
ニルフェニル）－２Ｈ－ベンゾトリアゾール、２－（２－ヒドロキシ－５－アクリリルオ
キシフェニル）－２Ｈ－ベンゾトリアゾール、２－（２－ヒドロキシ－３－メタクリルア
ミドメチル－５－tert－オクチルフェニル）ベンゾトリアゾール、２－（２’－ヒドロキ
シ－５’－メタクリルアミドフェニル）－５－クロロベンゾトリアゾール、２－（２’－
ヒドロキシ－５’－メタクリルアミドフェニル）－５－メトキシベンゾトリアゾール、２
－（２’－ヒドロキシ－５’－メタクリルオキシプロピル－３’－ｔ－ブチル－フェニル
）－５－クロロベンゾトリアゾール、２－（２’－ヒドロキシ－５’－メタクリルオキシ
エチルフェニル）ベンゾトリアゾール、２－（２’－ヒドロキシ－５’－メタクリルオキ
シプロピルフェニル）ベンゾトリアゾール、２－ヒドロキシ－４－アクリルオキシアルコ
キシベンゾフェノン、２－ヒドロキシ－４－メタクリルオキシアルコキシベンゾフェノン
、アリル－２－ヒドロキシベンゾフェノン、２－ヒドロキシ－４－メタクリルオキシベン
ゾフェノンを含む。
【００５２】
　重合性潜在性ＵＶ吸収剤は、当業者に公知である任意の方法に従って、上記の重合性Ｕ
Ｖ吸収剤から調製することができる。例えば、ベンゾトリアゾール部分又はベンゾフェノ
ン部分は、保護用の不安定な基と反応して、ＵＶ吸収性部分を潜在性ＵＶ吸収性部分に変
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換することができる。
【００５３】
　ベンゾトリアゾール型ＵＶ吸収剤について、ベンゾトリアゾール部分のフェノール基の
ヒドロキシルラジカルは、保護用の不安定な基と置き換えることができ、当該剤を本質的
に非ＵＶ吸収性にする（すなわち、保護基は本質的に、化合物の吸収特性を、当該剤が３
２０～４００nmの範囲において強く吸収しないように変える）。保護用の不安定な基の例
は、非限定的に、アセチルラジカル、アセチルアルキルシラン、アルキルエーテル及びア
ルキルエステルを含む。これらの保護基は、レンズが硬化された後で任意の公知の方法に
従って変換してヒドロキシルラジカルへ戻すことができ、よってレンズをＵＶ吸収性にす
る。例えば、保護用の不安定な基の除去は、硬化したレンズの飽和重炭酸塩溶液への浸漬
及び加熱によって実施することができる。
【００５４】
　同様に、少なくとも一つのベンゾフェノン部分のフェノール基のヒドロキシルラジカル
は、上述した保護用の不安定な基の一つで置き換えられることができ、潜在性ＵＶ吸収部
分を形成する。該潜在性ＵＶ吸収部分は、保護用の不安定な基を除去することによって、
ＵＶ吸収部分に変換することができる。
【００５５】
　光開始部分及びＵＶ吸収又は潜在性ＵＶ吸収部分を有する重合性化合物は、好ましくは
、出願人が共通の（commonly-owned）、２００８年１２月３０日に出願され「Tri-Functi
onal Compounds Useful in the Production of Ophthalmic Lenses,」と題され、その全
体が参照として本明細書に組み込まれる、同時係属中の米国特許出願番号第６１／１４１
，２６５号に記載されている、三官能化合物の一種である。当業者は、そのような化合物
を調製する方法を知っているであろう。
【００５６】
　説明的な例として、三官能化合物は、以下の通りに調製することができる。Irgacure 2
959（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル－（２－ヒドロキシ－２－プロピル）ケ
トン）は、無水コハク酸と反応することができ（トリエチルアミン／トルエン中の還流）
、Irgacure 2959－モノスクシナートを与える。Norbloc（２－｛３－（２Ｈ－ベンゾトリ
アゾール－２－イル）－４－ヒドロキシフェニル｝エチルメタクリラート）は、得られた
Irgacure 2959－モノスクシナートと、Ｎ，Ｎ－ジシクロヘキシルカルボジイミド（ＤＣ
Ｃ）及び４－（ジメチルアミノ）ピリジン（Ｄ－ＭＡＰ）の存在下で反応して、複合化Ir
gacure 2959-Norblocを与える。
【００５７】
　好ましい実施態様において、本発明の化学線架橋性プレポリマーは、二重光開始及び潜
在性ＵＶ吸収性重合単位を含む。潜在性ＵＶ吸収部分は、保護用の不安定な基を除去する
ことによって、ＵＶ吸収部分に変換することができる。
【００５８】
　本発明に従って、モノエチレン性官能基化ポリシロキサンビニルモノマー又はマクロマ
ーは、式（５）：
【化１５】

［式中、
　Ｘ１及びＡ１は、式（１）中において上記定義されたとおりであり；
　Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、ｍ及びｐは、式（３）中におい
て上記定義されたとおりであり；
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　Ｒ１７は、一価のＣ１－Ｃ２５アルキル又はＣ６－Ｃ３０アリールラジカルであり、こ
れらは－Ｏ－、－ＣＯＯ－、－ＣＯＮＲ１９－、－ＯＣＯＯ－又は－ＯＣＯＮＲ１９－に
より中断されていてもよく、そしてヒドロキシ基、第一級、第二級もしくは第三級アミン
基、カルボキシ基又はカルボン酸を含んでいてもよく；そして
　Ｑは、上記で定義した式（４）のエチレン性不飽和基である］により定義される。
【００５９】
　モノエチレン性官能基化ポリシロキサンは、商業的供給源から得られるか、又はモノ官
能基化ポリシロキサン（すなわち、例えば第一級又は第二級アミノ基、－ＯＨ、－ＣＯＯ
Ｈ、エポキシ基、イソシアナート基、酸無水物等のような末端官能基を一つのみ有する）
の、当業者に公知のカップリング反応においてモノ官能基化ポリシロキサンの末端官能基
と共反応性（coreactive）の官能基を有するエチレン性官能基化ビニルモノマー（先に記
載されたものの任意の一種）とのエチレン性官能基化により調製することができる。適切
なモノ官能基化ポリシロキサンは、例えばAldrich、ABCR GmbH & Co., Fluorochem又はGe
lest, Inc, Morrisville, PAから市販されている。モノエチレン性官能基化ポリシロキサ
ンビニルモノマー又はマクロマーの好ましい例は、非限定的に、モノ－３－メタクリルオ
キシプロピル末端、モノ－ブチル末端ポリジメチルシロキサン、モノ－ビニル末端、モノ
－アルキル末端ポリジメチルシロキサン、エチレン性官能基化ビニルモノマー（イソシア
ナトエチル（メタ）アクリラート、グリシジル（メタ）アクリラート、ビニルグリシジル
エーテル、アリルグリシジルエーテル、（メタ）アクリル酸クロリド、２－（１－アジリ
ジニル）エチル（メタ）アクリラート、３－（１－アジリジニル）プロピル（メタ）アク
リラート、４－（１－アジリジニル）ブチル（メタ）アクリラート、６－（１－アジリジ
ニル）ヘキシル（メタ）アクリラート、８－（１－アジリジニル）オクチル（メタ）アク
リラート、２－ビニル－４，４－ジメチル－１，３－オキサゾリン－５－オン、２－イソ
プロペニル－４，４－ジメチル－１，３－オキサゾリン－５－オン及びそれらの組み合わ
せからなる群より選択される）と、モノ－（ヒドロキシエトキシプロピル）－モノ－アル
キル－、モノ－（ヒドロキシ（ポリエチレンオキシ）プロピル）－モノ－アルキル－、モ
ノ－（アミノプロピル）－モノ－アルキル－、モノ－（テニルアミノプロピル）－モノ－
アルキル－又はモノカルボキシプロピル－末端ポリジメチルシロキサンとのカップリング
生成物、エチレン性官能基化ビニルモノマー（アリルアミン、アミノ-Ｃ２－Ｃ６アルキ
ル（メタ）アクリラート、Ｃ１－Ｃ６アルキルアミノ－Ｃ２－Ｃ６アルキル（メタ）アク
リラート、ビニルアミン、アミノ－Ｃ２－Ｃ６アルキル（メタ）アクリルアミド、Ｃ１－
Ｃ６アルキルアミノ－Ｃ２－Ｃ６アルキル（メタ）アクリルアミド及びそれらの組み合わ
せからなる群より選択される）と、モノ－カルボキシプロピル－モノ－アルキル－末端ポ
リジメチルシロキサンとの、カップリング剤としてのカルボジイミド存在下でのカップリ
ング生成物、エチレン性官能基化ビニルモノマー（（メタ）アクリル酸、エチルアクリル
酸、プロピルアクリル酸、ブチルアクリル酸、２－アクリルアミドグリコール酸及びそれ
らの組み合わせからなる群より選択される）と、モノ－アミノプロピル－モノ－アルキル
－又はモノ－エチルアミノプロピル－モノ－アルキル－末端ポリジメチルシロキサンとの
、カップリング剤としてのカルボジイミド存在下でのカップリング生成物、エチレン性官
能基化ビニルモノマー（Ｃ２－Ｃ４ヒドロキシアルキル（メタ）アクリラート、Ｃ２－Ｃ

４ヒドロキシアルキル（メタ）アクリルアミド、アリルアルコール、アリルアミン、アミ
ノ－Ｃ２－Ｃ６アルキル（メタ）アクリラート、Ｃ１－Ｃ６アルキルアミノ－Ｃ２－Ｃ６

アルキル（メタ）アクリラート、ビニルアミン、アミノ－Ｃ２－Ｃ６アルキル（メタ）ア
クリルアミド、Ｃ１－Ｃ６アルキルアミノ－Ｃ２－Ｃ６アルキル（メタ）アクリルアミド
、（メタ）アクリル酸及びそれらの組み合わせからなる群より選択される）と、モノ－（
ヒドロキシエトキシプロピル）－モノ－アルキル－、モノ－（ヒドロキシ（ポリエチレン
オキシ）プロピル－モノ－アルキル－、モノ－（アミノプロピル）－モノ－アルキル－又
はモノ－（エチルアミノプロピル）－モノ－アルキル－末端ポリジメチルシロキサンとの
、ジ－エポキシ化合物（例えば、１，４－ブタンジオールジグリシジルエーテル、１，６
－ヘキサンジオールジグリシジルエーテル、グリセロールジグリシジルエーテル、エチレ
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ングリコールジグリシジルエーテル、ジエチレングリコールジグリシジルエーテル、ポリ
エチレングリコールジグリシジルエーテル、プロピレングリコールジグリシジルエーテル
、ジプロピレングリコールジグリシジルエーテル又はそれらの組み合わせ）又はジ－イソ
シアナート（例えば、イソホロンジイソシアナート、ヘキサメチル－１，６－ジイソシア
ナート又は４，４’－ジシクロヘキシルメタンジイソシアナート）を介してのカップリン
グ生成物を含む。
【００６０】
　本発明に従って、シロキサン含有ビニルモノマーは、好ましくは、式（６）：
【化１６】

［式中：Ｒ１４は、Ｈ又はＣＨ３であり；Ｚ１及びＺ２は、互いに独立して、直鎖状もし
くは分岐鎖状Ｃ１－Ｃ１２アルキレン二価ラジカル、一つ以上のヒドロキシル基を有する
直鎖状もしくは分岐鎖状Ｃ１－Ｃ１２アルキレン二価ラジカル、－（ＣＨ２ＣＨ２Ｏ）ｄ

－ＣＨ２ＣＨ２ラジカル（ここで、ｄは、１～１０の整数である）、非置換のフェニレン
二価ラジカル、Ｃ１－Ｃ４アルキルもしくはＣ１－Ｃ４アルコキシ置換フェニレン二価ラ
ジカル又はＣ７－Ｃ１２アラルキレン二価ラジカルであり；Ａ５は、下記：
【化１７】

（式中、Ｒ’は、Ｈ又はＣ１－Ｃ８アルキルである）であり；ｑ１及びｑ２は、互いに独
立して、０又は１の整数であり；Ｙは、Ｃ１－Ｃ６アルキレン二価ラジカル又は一つ以上
のヒドロキシル基を含むＣ１－Ｃ６アルキレン二価ラジカルであり、ｍは、０～５の整数
であり、ｐは、１～６の整数であり、そしてＧ１、Ｇ２及びＧ３は、互いに独立して、Ｃ

１－Ｃ６アルキル、フェニル、ベンジル又は式（７）：

【化１８】

（式中、Ｂ１、Ｂ２及びＢ３は、互いに独立して、Ｃ１－Ｃ６アルキル、フェニル又はベ
ンジルである）で示されるラジカルであり；但しＧ１、Ｇ２及びＧ３の少なくとも二つは
、式（７）のラジカルである］で示されるビニルモノマーである。
【００６１】
　式（６）のシロキサン含有ビニルモノマーの例は、非限定的に、Ｎ－［トリス（トリメ
チルシロキシ）シリルプロピル］メタクリルアミド、Ｎ－［トリス（トリメチルシロキシ
）－シリルプロピル］アクリルアミド、Ｎ－［トリス（ジメチルプロピルシロキシ）シリ
ルプロピル］アクリルアミド、Ｎ－［トリス（ジメチルプロピルシロキシ）シリルプロピ
ル］メタクリルアミド、Ｎ－［トリス（ジメチルフェニルシロキシ）シリルプロピル］ア
クリルアミド、Ｎ－［トリス（ジメチルフェニルシロキシ）シリルプロピル］メタクリル
アミド、Ｎ－［トリス（ジメチルエチルシロキシ）シリルプロピル］アクリルアミド、Ｎ
－［トリス（ジメチルエチルシロキシ）シリルプロピル］メタクリルアミド、Ｎ－（２－
ヒドロキシ－３－（３－（ビス（トリメチルシリルオキシ）メチルシリル）プロピルオキ
シ）プロピル）－２－メチルアクリルアミド；Ｎ－（２－ヒドロキシ－３－（３－（ビス
（トリメチルシリルオキシ）メチルシリル）プロピルオキシ）プロピル）アクリルアミド



(23) JP 5544017 B2 2014.7.9

10

20

30

40

50

；Ｎ，Ｎ－ビス［２－ヒドロキシ－３－（３－（ビス（トリメチルシリルオキシ）メチル
シリル）プロピルオキシ）プロピル］－２－メチルアクリルアミド；Ｎ，Ｎ－ビス［２－
ヒドロキシ－３－（３－（ビス（トリメチルシリルオキシ）メチルシリル）プロピルオキ
シ）プロピル］アクリルアミド；Ｎ－（２－ヒドロキシ－３－（３－（トリス（トリメチ
ルシリルオキシ）シリル）プロピルオキシ）プロピル）－２－メチルアクリルアミド；Ｎ
－（２－ヒドロキシ－３－（３－（トリス（トリメチルシリルオキシ）シリル）プロピル
オキシ）プロピル）アクリルアミド；Ｎ，Ｎ－ビス［２－ヒドロキシ－３－（３－（トリ
ス（トリメチルシリルオキシ）シリル）プロピルオキシ）プロピル］－２－メチルアクリ
ルアミド；Ｎ，Ｎ－ビス［２－ヒドロキシ－３－（３－（トリス（トリメチルシリルオキ
シ）シリル）プロピルオキシ）プロピル］アクリルアミド；Ｎ－［２－ヒドロキシ－３－
（３－（ｔ－ブチルジメチルシリル）プロピルオキシ）プロピル］－２－メチルアクリル
アミド；Ｎ－［２－ヒドロキシ－３－（３－（ｔ－ブチルジメチルシリル）プロピルオキ
シ）プロピル］アクリルアミド；Ｎ，Ｎ－ビス［２－ヒドロキシ－３－（３－（ｔ－ブチ
ルジメチルシリル）プロピルオキシ）プロピル］－２－メチルアクリルアミド；Ｎ，Ｎ－
ビス［２－ヒドロキシ－３－（３－（ｔ－ブチルジメチルシリル）プロピルオキシ）プロ
ピル］アクリルアミド；３－メタクリルオキシプロピルペンタメチルジシロキサン、トリ
ス（トリメチルシリルオキシ）シリルプロピルメタクリラート（ＴＲＩＳ）、（３－メタ
クリルオキシ－２－ヒドロキシプロピルオキシ）プロピルビス（トリメチルシロキシ）メ
チルシラン）、（３－メタクリルオキシ－２－ヒドロキシプロピルオキシ）プロピルトリ
ス（トリメチルシロキシ）シラン、３－メタクリルオキシ－２－（２－ヒドロキシエトキ
シ）－プロピルオキシ）プロピルビス（トリメチルシロキシ）メチルシラン、Ｎ－２－メ
タクリルオキシエチル－Ｏ－（メチル－ビス－トリメチルシロキシ－３－プロピル）シリ
ルカルバマート、３－（トリメチルシリル）プロピルビニルカルボナート、３－（ビニル
オキシカルボニルチオ）プロピル－トリス（トリメチル－シロキシ）シラン、３－［トリ
ス（トリメチルシロキシ）シリル］プロピルビニルカルバマート、３－［トリス（トリメ
チルシロキシ）シリル］プロピルアリルカルバマート、３－［トリス（トリメチルシロキ
シ）シリル］プロピルビニルカルボナート、ｔ－ブチルジメチル－シロキシエチルビニル
カルボナート；トリメチルシリルエチルビニルカルボナート及びトリメチルシリルメチル
ビニルカルボナート）を含む。最も好ましい式（１）のシロキサン含有（メタ）アクリル
アミドモノマーは、Ｎ－［トリス（トリメチルシロキシ）シリルプロピル］アクリルアミ
ド、ＴＲＩＳ、Ｎ－［２－ヒドロキシ－３－（３－（ｔ－ブチルジメチルシリル）プロピ
ルオキシ）プロピル］アクリルアミドである。
【００６２】
　本発明のプレポリマーは、二段階工程で得ることができる。第一の工程では、ペンダン
ト又は末端官能基を有する中間コポリマーは、反応性混合物を共重合することによって得
られる。第二の工程では、中間コポリマーは、当業者に公知であるカップリング反応に従
ってエチレン性官能基化ビニルモノマーと反応させることによって、エチレン性官能基化
される。
【００６３】
　好ましくは、中間コポリマーの官能基は、ヒドロキシル基（－ＯＨ）、第一級アミノ基
（－ＮＨ２）、第二級アミノ基（－ＮＨＲ）、カルボキシル基（－ＣＯＯＨ）、エポキシ
基、アルデヒド基（－ＣＨＯ）、アミド基（－ＣＯＮＨ２）、酸ハライド基（－ＣＯＸ、
Ｘ＝Ｃｌ、Ｂｒ又はＩ）、イソチオシアナート基、イソシアナート基、ハライド基（－Ｘ
、Ｘ＝Ｃｌ、Ｂｒ又はＩ）、酸無水物基及びそれらの組み合わせからなる群より選択され
る。
【００６４】
　本発明に従って、中間コポリマーの調製のための反応性混合物は、（１）少なくとも一
種のポリシロキサン含有架橋剤；（２）一種以上の親水性ビニルモノマー；（３）重合性
ＵＶ吸収剤又は重合性潜在性ＵＶ吸収剤；（４）フリーラジカル開始剤；（５）場合によ
り、一種以上のモノエチレン性官能基化ポリシロキサン含有ビニルモノマー又はマクロマ
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ー；及び（６）場合により、少なくとも一種のシロキサン含有ビニルモノマーに由来する
シロキサン単位を含む。
【００６５】
　好ましい実施態様において、ペンダント又は末端官能基を有する中間コポリマーは、（
１）少なくとも一種のポリシロキサン含有架橋剤；（２）一種以上の親水性ビニルモノマ
ー；（３）重合性ＵＶ吸収剤、重合性潜在性ＵＶ吸収剤ならびに／又は光開始部分及びＵ
Ｖ吸収性もしくは潜在性ＵＶ吸収性部分を有する重合性化合物；（４）フリーラジカル開
始剤；（５）場合により、一種以上のモノエチレン性官能基化ポリシロキサン含有ビニル
モノマー又はマクロマー；及び（６）場合により、少なくとも一種のシロキサン含有ビニ
ルモノマーに由来するシロキサン単位を含み、但し成分（１）～（３）及び（５）の少な
くとも一つは、さらに少なくとも一つの、エチレン性不飽和基がそれを介して、得られる
中間コポリマーに共有結合的に結合することができる官能基を含む、反応性組成物の共重
合によって得られる。
【００６６】
　少なくとも一つの官能基を含む、あらゆる公知の適切なビニルモノマーを、ペンダント
又は末端官能基を有する中間コポリマーの調製のための、化学線重合性組成物に使用する
ことができる。そのようなビニルモノマーの好ましい例は、メタクリル酸（ＭＡＡ）、ア
クリル酸、グリシジルメタクリラート、グリシジルアクリラート、ＨＥＭＡ、ＨＥＡ、メ
タクリル酸無水物、Ｎ－ヒドロキシメチルアクリルアミド（ＮＨＭＡ）、２－ブロモエチ
ルメタクリラート及びビニルベンジルクロリドを含む。
【００６７】
　ビニルモノマーは、ペンダント又は末端官能基を有する中間コポリマーを調製するため
の化学線重合性組成物において、親水性ビニルモノマーとして及び官能基化ビニルモノマ
ーとしての両方に使用することができることが理解されるべきである。
【００６８】
　より好ましい実施態様において、ペンダント又は末端官能基を有する中間コポリマーは
、以下：（１）少なくとも一種のポリシロキサン含有架橋剤；（２）一種以上の親水性ビ
ニルモノマー；（３）重合性ＵＶ吸収剤、重合性潜在性ＵＶ吸収剤ならびに／又は光開始
部分及びＵＶ吸収性もしくは潜在性ＵＶ吸収性部分を有する重合性化合物；（４）フリー
ラジカル開始剤；（５）場合により、一種以上のモノエチレン性官能基化ポリシロキサン
含有ビニルモノマー又はマクロマー；（６）場合により、少なくとも一種のシロキサン含
有ビニルモノマーに由来するシロキサン単位；及び（７）少なくとも一種の、エチレン性
不飽和基がそれを介して、得られる中間コポリマーに共有結合的に結合することができる
官能基を有する連鎖移動剤を含む組成物の共重合によって得られる。
【００６９】
　官能性連鎖移動剤は、得られるコポリマーの分子量を調節し、引き続くエチレン性不飽
和基の付加のための官能基を提供するために使用される。連鎖移動剤は、一つ以上のチオ
ール基、例えば二つ、又は最も好ましくは一つのチオール基を含むことができる。適切な
連鎖移動剤は、非限定的に、２－メルカプトエタノール、２－アミノエタンチオール、２
－メルカプトプロピオン酸、チオグリコール酸、チオ乳酸又は他のヒドロキシメルカプタ
ン、アミノメルカプタン、カルボキシル含有メルカプタン及びそれらの混合物を含む。
【００７０】
　反応性混合物は、架橋剤（すなわち、二つ以上のエチレン性不飽和基を含み、かつ７０
０ダルトン以下の分子量を有する化合物）、シロキサン含有ビニルモノマー以外の疎水性
ビニルモノマー及び二つ以上のエチレン性不飽和基を有する親水性プレポリマーからなる
群より選択される一種以上の構成要素をさらに含むことができる。
【００７１】
　好ましい架橋剤の例は、非限定的に、テトラ（エチレングリコール）ジアクリラート、
トリ（エチレングリコール）ジアクリラート、エチレングリコールジアクリラート、ジ（
エチレングリコール）ジアクリラート、テトラエチレングリコールジメタクリラート、ト
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リエチレングリコールジメタクリラート、エチレングリコールジメタクリラート、ジ（エ
チレングリコール）ジメタクリラート、トリメチロールプロパントリメタクリラート、ペ
ンタエリスリトールテトラメタクリラート、ビスフェノールＡジメタクリラート、ビニル
メタクリラート、エチレンジアミンジメチルアクリルアミド、グリセロールジメタクリラ
ート、トリアリルイソシアヌラート、トリアリルシアヌラート、アリルメタクリラート、
米国特許第４，７１１，９４３号（その全体が参照として本明細書に組み込まれる）に開
示されているダイマー（例えば、１，３－ビス（メタクリルアミドプロピル）－１，１，
３，３－テトラキス（トリメチルシロキシ）ジシロキサン、１，３－ビス（Ｎ－メタクリ
ルアミドプロピル）－１，１，３，３－テトラキス－（トリメチルシロキシ）ジシロキサ
ン、１，３－ビス（メタクリルアミドブチル）－１，１，３，３－テトラキス（トリメチ
ルシロキシ）－ジシロキサン、１，３－ビス（アクリルアミドプロピル）－１，１，３，
３－テトラキス（トリメチルシロキシ）ジシロキサン、１，３－ビス（メタクリルオキシ
エチルウレイドプロピル）－１，１，３，３－テトラキス（トリメチルシロキシ）ジシロ
キサン）及びそれらの組み合わせを含む。好ましい架橋剤は、テトラ（エチレングリコー
ル）ジアクリラート、トリ（エチレングリコール）ジアクリラート、エチレングリコール
ジアクリラート、ジ（エチレングリコール）ジアクリラート、トリアリルイソシアヌラー
ト又はトリアリルシアヌラートである。
【００７２】
　疎水性ビニルモノマーの好ましい例は、メチルアクリラート、エチルアクリラート、プ
ロピルアクリラート、イソプロピルアクリラート、シクロヘキシルアクリラート、２－エ
チルヘキシルアクリラート、メチルメタクリラート、エチルメタクリラート、プロピルメ
タクリラート、酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、酪酸ビニル、吉草酸ビニル、スチレン
、クロロプレン、塩化ビニル、塩化ビニリデン、アクリロニトリル、１－ブテン、ブタジ
エン、メタクリロニトリル、ビニルトルエン、ビニルエチルエーテル、ペルフルオロヘキ
シルエチル－チオ－カルボニル－アミノエチル－メタクリラート、イソボルニルメタクリ
ラート、イソボルニルアクリラート、ノルボルニルメタクリラート、ノルボルニルアクリ
ラート、トリフルオロエチルメタクリラート、ヘキサフルオロ－イソプロピルメタクリラ
ート、ヘキサフルオロブチルメタクリラートを含む。
【００７３】
　好ましい、多数のアクリロイル又はメタクリロイル基を有する親水性プレポリマーの例
は、ポリ（エチレングリコール）ジアクリラート、ポリ（エチレングリコール）ジメタク
リラート、ポリ（エチレングリコール）ジアクリルアミド、ポリ（エチレングリコール）
ジメタクリルアミド、米国特許第５，５８３，１６３号、第６，３０３，６８７号、第５
，８４９，８４１号、第６，４７９，５８７号、第５，７１２，３５６号、第５，６６５
，８４０号、第６，４９２，４７８号、第６，１６５，４０８号、第６，２２１，３０３
号及び第６，４７２，４８号（それらの全体が参照として本明細書に組み込まれる）、な
らびに米国特許出願公開第２００４／００８２６８０号；第２００５／０１１３５４９号
（それらの全体が参照として本明細書に組み込まれる）に記載されている水溶性の架橋性
プレポリマーを含むが、これらに限定されない。
【００７４】
　中間コポリマーの調製のための反応性混合物は、当業者に公知のとおり、溶融体、全て
の必要な成分が一緒に混合された無溶媒液体、又は全ての必要な成分が不活性溶媒（すな
わち、混合物中の反応物間の反応を阻害しない）、例えば水、有機溶媒又はそれらの混合
物中に溶解した溶液であることができる。反応性混合物は、好ましくは全ての望ましい成
分を溶解する溶媒を含む。
【００７５】
　適切な溶媒の例は、非限定的に、水、テトラヒドロフラン、トリプロピレングリコール
メチルエーテル、ジプロピレングリコールメチルエーテル、エチレングリコール ｎ－ブ
チルエーテル、ケトン（例えばアセトン、メチルエチルケトン等）、ジエチレングリコー
ル ｎ－ブチルエーテル、ジエチレングリコールメチルエーテル、エチレングリコールフ
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ェニルエーテル、プロピレングリコールメチルエーテル、プロピレングリコールメチルエ
ーテルアセタート、ジプロピレングリコールメチルエーテルアセタート、プロピレングリ
コール ｎ－プロピルエーテル、ジプロピレングリコール ｎ－プロピルエーテル、トリプ
ロピレングリコール ｎ－ブチルエーテル、プロピレングリコール ｎ－ブチルエーテル、
ジプロピレングリコール ｎ－ブチルエーテル、トリプロピレングリコール ｎ－ブチルエ
ーテル、プロピレングリコールフェニルエーテル　ジプロピレングリコールジメチルエー
テル、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、酢酸エチル、酢酸ブチル、
酢酸アミル、乳酸メチル、乳酸エチル、乳酸 ｉ－プロピル、メチレンクロリド、２－ブ
タノール、１－プロパノール、２－プロパノール、メントール、シクロヘキサノール、シ
クロペンタノール及びexoノルボルネオール、２－ペンタノール、３－ペンタノール、２
－ヘキサノール、３－ヘキサノール、３－メチル－２－ブタノール、２－ヘプタノール、
２－オクタノール、２－ノナノール、２－デカノール、３－オクタノール、ノルボルネオ
ール、tert－ブタノール、tert－アミルアルコール、２－メチル－２－ペンタノール、２
，３－ジメチル－２－ブタノール、３－メチル－３－ペンタノール、１－メチルシクロヘ
キサノール、２－メチル－２－ヘキサノール、３，７－ジメチル－３－オクタノール、１
－クロロ－２－メチル－２－プロパノール、２－メチル－２－ヘプタノール、２－メチル
－２－オクタノール、２－２－メチル－２－ノナノール、２－メチル－２－デカノール、
３－メチル－３－ヘキサノール、３－メチル－３－ヘプタノール、４－メチル－４－ヘプ
タノール、３－メチル－３－オクタノール、４－メチル－４－オクタノール、３－メチル
－３－ノナノール、４－メチル－４－ノナノール、３－メチル－３－オクタノール、３－
エチル－３－ヘキサノール、３－メチル－３－ヘプタノール、４－エチル－４－ヘプタノ
ール、４－プロピル－４－ヘプタノール、４－イソプロピル－４－ヘプタノール、２，４
－ジメチル－２－ペンタノール、１－メチルシクロペンタノール、１－エチルシクロペン
タノール、１－エチルシクロペンタノール、３－ヒドロキシ－３－メチル－１－ブテン、
４－ヒドロキシ－４－メチル－１－シクロペンタノール、２－フェニル－２－プロパノー
ル、２－メトキシ－２－メチル－２－プロパノール　２，３，４－トリメチル－３－ペン
タノール、３，７－ジメチル－３－オクタノール、２－フェニル－２－ブタノール、２－
メチル－１－フェニル－２－プロパノール及び３－エチル－３－ペンタノール、１－エト
キシ－２－プロパノール、１－メチル－２－プロパノール、ｔ－アミルアルコール、イソ
プロパノール、１－メチル－２－ピロリドン、Ｎ，Ｎ－ジメチルプロピオンアミド、ジメ
チルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、ジメチルプロピオンアミド、Ｎ－メチルピロ
リジノンならびにそれらの組み合わせを含む。
【００７６】
　中間コポリマーを調製するための反応性混合物中の親水性ビニルモノマー、架橋剤及び
連鎖移動剤の化学量論は、広い制限内で選択することができ、使用目的に強く依存してい
る。例えば、０．５～５当量の連鎖移動剤：１当量の架橋剤（ポリシロキサン含有架橋剤
及び親水性架橋剤を含む）：５～６０当量の親水性モノマーのモル比が、生物医学的な目
的に実用的であると確認されている。好適な範囲は、１～３モル当量の連鎖移動剤：１当
量の架橋剤（ポリシロキサン含有架橋剤及び親水性架橋剤を含む）：１０～５０モル当量
の親水性モノマーである。
【００７７】
　得られるコポリマーの重量平均分子量は、例えば、使用した連鎖移動剤の量に強く依存
し、好ましくは３０００～１００００００、好ましくは５０００～５０００００、より好
ましくは７０００～２５００００ダルトンである。
【００７８】
　重合性ＵＶ吸収剤、重合性潜在性ＵＶ吸収剤ならびに／又は光開始部分及びＵＶ吸収性
もしくは潜在性ＵＶ吸収性部分を有する重合性化合物は、一般的に反応性混合物中におい
て、コンタクトレンズ（これは反応性混合物の硬化により得られ、そして適用できる場合
、潜在性ＵＶ吸収部分を変換する処置に付される）を、レンズに当たる約２８０nm～約４
００nmの範囲の紫外線の少なくとも約８０パーセントを吸収するようにするのに十分な量
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存在する。当業者は、反応性混合物に使用されるＵＶ吸収剤の具体的な量が、ＵＶ吸収剤
の分子量及び約２８０～約４００nmの範囲におけるその吸光係数に依存することを理解す
るであろう。本発明に従って、反応性混合物は、重量で約０．２％～約５．０％、好まし
くは約０．５％～約４．０％の、重合性ＵＶ吸収剤、重合性潜在性ＵＶ吸収剤ならびに／
又は光開始部分及びＵＶ吸収性もしくは潜在性ＵＶ吸収性部分を有する重合性化合物を含
む。
【００７９】
　好ましい実施態様において、本発明のプレポリマーを調製するための反応性混合物は、
以下：（１）重量で約５％～約６０％、好ましくは重量で約１０％～約５０％、さらによ
り好ましくは重量で約１５％～約５５％、さらにより好ましくは重量で約２０％～約４５
％の、一種以上の親水性ビニルモノマー；（２）重量で約５％～約７５％、好ましくは重
量で約１０％～約７０％、より好ましくは重量で約１５％～約６５％の、ポリシロキサン
架橋剤；（３）重量で約０．２％～約５．０％、好ましくは約０．５％～約２．５％の、
重合性ＵＶ吸収剤、重合性潜在性ＵＶ吸収剤ならびに／又は光開始部分及びＵＶ吸収性も
しくは潜在性ＵＶ吸収性部分を有する重合性化合物；（４）重量で０～約５０％、より好
ましくは約５％～約４５％、さらにより好ましくは約１０％～約４０％の、式（６）のシ
ロキサン含有ビニルモノマー（先に記載されたとおりである）又は式（５）のモノエチレ
ン性官能基化ポリシロキサンビニルモノマー又はマクロマー（先に記載されたとおりであ
る）を含む。前述の範囲の組み合わせが存在するが、但し、挙げられた成分及び任意の追
加成分は重量で合計１００％となる。
【００８０】
　中間コポリマーの調製のための重合性組成物の共重合は、光化学的に、又は好ましくは
熱的に誘導される。適切な熱重合開始剤は、当業者に公知であり、例えば、過酸化物、ヒ
ドロペルオキシド、アゾ－ビス（アルキル－又はシクロアルキルニトリル）、過硫酸塩、
過炭酸塩又はそれらの混合物を含む。例は、ベンゾイルペルオキシド、tert.－ブチルペ
ルオキシド、ジ－tert.－ブチル－ジペルオキシフタラート、tert.－ブチルヒドロペルオ
キシド、アゾ－ビス（イソブチロニトリル）（ＡＩＢＮ）、１，１－アゾジイソブチルア
ミジン、１，１’－アゾ－ビス（１－シクロヘキサンカルボニトリル）、２，２’－アゾ
－ビス（２，４－ジメチルバレロニトリル）等である。重合は、好都合には、先に述べた
溶媒中、昇温、例えば２５～１００℃、そして好ましくは４０～８０℃の温度で実施され
る。反応時間は、広い制限内で変えることができるが、好都合には、例えば１～２４時間
又は好ましくは２～１２時間である。重合反応に使用される成分及び溶媒を予め脱気する
こと、及び前記共重合反応を不活性雰囲気下、例えば窒素又はアルゴン雰囲気下で実施す
ることが有利である。共重合は、光学的に清澄で明確に画定されたコポリマーを与えるこ
とができ、それを従来の方法、例えば抽出、沈殿、限外濾過等の手法を使用して仕上げる
ことができる。
【００８１】
　本発明に従って、中間コポリマーのエチレン性官能基化は、エチレン性不飽和基を中間
コポリマーの官能基（例えば、アミン、ヒドロキシル、カルボキシル、イソシアナート、
エポキシ基）に共有結合させることによって実施することができる。カップリング試薬（
例えば、ＥＤＣ、ジイソシアナート又は二酸クロリド）の非存在下又は存在下で、中間コ
ポリマーのイソシアナート、アミン、ヒドロキシル、カルボキシ又はエポキシ基と共反応
性である、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシル、エポキシ、酸クロリド、イソシアナート
基を有する任意のビニルモノマーを、中間コポリマーのエチレン性官能基化に使用するこ
とができる。そのようなビニルモノマーの例は、非限定的に、末端ヒドロキシ基と反応さ
せる場合には、２－イソシアナトエチルメタクリラート、２－イソシアナトエチルアクリ
ラート、メタクリル酸無水物、３－イソプロペニル－α，α－ジメチルベンジルイソシア
ナート、塩化アクリロイル又は塩化メタクリロイル、メタクリル酸グリシジルを含み；末
端アミン基と反応させる場合には、２－イソシアナトエチルメタクリラート、３－イソプ
ロペニル－α，α－ジメチルベンジルイソシアナート、メタクリル酸無水物、アクリル酸
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、メタクリル酸、塩化アクリロイル又は塩化メタクリロイルを含み；ＥＤＣ存在下で末端
カルボキシ基と反応させる場合には、ビニルアミン、２－アミノエチルメタクリラート又
は３－アミノプロピルメタクリルアミドを含む。上記のリストは全てを網羅したものでは
なく、例示的なものである。当業者は、中間コポリマーをエチレン性官能基化するための
、官能基を有するビニルモノマーを選択する方法を理解するであろう。
【００８２】
　本発明に従って、本発明のプレポリマーは、ＵＶ吸収特性を有するシリコーンヒドロゲ
ルコンタクトレンズを製造するためのレンズ形成流体材料を調製するために溶媒に可溶性
である。本発明のプレポリマーは、好ましくは任意の親水性ビニルモノマー及び任意の架
橋剤の非存在下で、シリコーンヒドロゲル又はコンタクトレンズを形成することができる
。
【００８３】
　他の態様において、本発明は、レンズに当たる約２８０nm～約４００nmの範囲のＵＶ光
の少なくとも約８０％を吸収することができるソフトコンタクトレンズを提供する。本発
明のソフトコンタクトレンズは、型中のレンズ形成材料の硬化により得られるシリコーン
ヒドロゲル材料を含み、ここで、レンズ形成材料は、化学線架橋性プレポリマーを含み、
これは、プレポリマーの分岐鎖状コポリマー鎖中に、（１）少なくとも一種のポリシロキ
サン含有架橋剤に由来する架橋性ポリシロキサン単位；（２）一種以上の親水性ビニルモ
ノマーに由来する親水性単位；（３）ＵＶ吸収性ポリマー単位、潜在性ＵＶ吸収性ポリマ
ー単位又は二重光機能性ポリマー単位（ここで、ＵＶ吸収性ポリマー単位は、重合性ＵＶ
吸収剤に由来し、潜在性ＵＶ吸収性ポリマー単位は、重合性潜在性ＵＶ吸収剤に由来し、
二重光機能性ポリマー単位は、光開始部分及びＵＶ吸収性又は潜在性ＵＶ吸収性部分を有
する重合性化合物に由来する）；（４）場合により、一種以上のモノエチレン性官能基化
ポリシロキサン含有ビニルモノマー又はマクロマーに由来するつり下がったポリシロキサ
ン単位（ここで、該つり下がったポリシロキサン単位は、エチレン性不飽和基を含まない
）；及び（５）場合により、少なくとも一種のシロキサン含有ビニルモノマーに由来する
シロキサン単位を含む。
【００８４】
　本発明に従って、レンズ形成材料は、流体組成物であり、約２０℃～約８５℃の温度で
溶液又は溶融物であることができる。好ましくは、レンズ形成材料は、水又は有機溶媒又
は水と一種以上の有機溶媒の混合物中の、少なくとも一種の本発明のプレポリマー及び他
の望ましい成分の溶液である。
【００８５】
　少なくとも一種のプレポリマーの溶液は、プレポリマー及び他の成分を、当業者に公知
である任意の適切な溶媒に溶解させることにより調製することができる。適切な溶媒の例
は、先に記載している。
【００８６】
　本発明のプレポリマーの先に記載された全ての種々の実施態様及び溶媒は、本発明のこ
の態様に使用することができる。
【００８７】
　レンズ形成材料は、親水性ビニルモノマー、疎水性ビニルモノマー、架橋剤（すなわち
、先に記載されたとおりの、二つ以上のエチレン性不飽和基を有し、かつ７００ダルトン
未満の分子量を有する化合物）からなる群より選択される一種以上の重合性成分を含むこ
とができる。先に記載された任意の親水性及び疎水性ビニルモノマーならびに任意の架橋
剤を、本発明のこの態様に使用することができる。
【００８８】
　レンズ形成材料はまた、当業者に周知であるような種々の他の成分、例えば、重合開始
剤（例えば、光開始剤又は熱開始剤）、可視性色付け剤（例えば、染料、顔料又はそれら
の混合物）、光増感剤、阻害剤、抗菌剤（例えば、好ましくは銀ナノ粒子）、生物活性剤
、浸出性潤滑剤、充填剤などを含むこともできることが理解されるべきである。
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【００８９】
　光開始剤は、光の使用によってフリーラジカル重合及び／又は架橋を開始させることが
できる。適切な光開始剤は、ベンゾインメチルエーテル、ジエトキシアセトフェノン、ベ
ンゾイルホスフィンオキシド、１－ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトンならびにDa
rocur及びIrgacurタイプ、好ましくはDarocur 1173（登録商標）及びDarocur 2959（登録
商標）である。ベンゾイルホスフィンオキシド開始剤の例は、２，４，６－トリメチルベ
ンゾイルジフェニルホスフィンオキシド；ビス－（２，６－ジクロロベンゾイル）－４－
Ｎ－プロピルフェニルホスフィンオキシド；フェニル－ビス（２，４，６－トリメチルベ
ンゾイル）－ホスフィンオキシド；ジフェニル－ビス（２，４，６－トリメチルベンゾイ
ル）－ホスフィンオキシド；及びビス－（２，６－ジクロロベンゾイル）－４－Ｎ－ブチ
ルフェニルホスフィンオキシドを含む。例えばマクロマーに導入することができるか、又
は特殊なモノマーとして使用することができる、反応性光開始剤もまた適切である。反応
性光開始剤の例は、その全体が参照として本明細書に組み込まれるＥＰ６３２３２９に開
示されているものである。そして、重合は、化学線、例えば光、特に適切な波長のＵＶ／
可視光によって開始することができる。適切な場合、適切な増感剤の添加によってスペク
トル要件を相応に制御することができる。
【００９０】
　プレポリマーがＵＶ吸収性単位を含み、レンズの硬化がＵＶ／可視光の照射によって実
施される場合、ベンゾイルホスフィンオキシド開始剤がレンズ形成材料に使用され、型中
のレンズ形成材料の硬化を開始することが（必ずしもそうではないが）好ましい。
【００９１】
　ポリマーマトリックスに配合される生物活性剤は、眼の疾病を予防する、又は眼の疾病
の症状を軽減することができる任意の化合物である。生物活性剤は、薬物、アミノ酸（例
えばタウリン、グリシン等）、ポリペプチド、タンパク質、核酸又はそれらの任意の組み
合わせであることができる。本明細書において有用な薬物の例は、レバミピド、ケトチフ
ェン、オラプチジン、クロモグリコレート、シクロスポリン、ネドクロミル、レボカバス
チン、ロドキサミド、ケトチフェン又はそれらの薬学的に許容される塩もしくはエステル
を含むが、それらに限定されない。他の生物活性剤の例は、２－ピロリドン－５－カルボ
ン酸（ＰＣＡ）、α－ヒドロキシル酸（例えば、グリコール酸、乳酸、リンゴ酸、酒石酸
、マンデル酸及びクエン酸ならびにそれらの塩等）、リノール酸及びγリノール酸ならび
にビタミン（例えば、Ｂ５、Ａ、Ｂ６等）を含む。
【００９２】
　浸出性潤滑剤の例は、非限定的に、ムチン様物質（例えば、ポリグリコール酸）及び非
架橋性親水性ポリマー（すなわちエチレン性不飽和基を含まない）を含む。
【００９３】
　いかなるエチレン性不飽和基をも有さない、任意の親水性ポリマー又はコポリマーを、
浸出性潤滑剤として使用することができる。非架橋性親水性ポリマーの好ましい例は、ポ
リビニルアルコール（ＰＶＡ）、ポリアミド、ポリイミド、ポリラクトン、ビニルラクタ
ムのホモポリマー、一種以上の親水性ビニルコモノマーの存在又は非存在下での、少なく
とも一種のビニルラクタムのコポリマー、アクリルアミド又はメタクリルアミドのホモポ
リマー、アクリルアミド又はメタクリルアミドと一種以上の親水性ビニルモノマーとのコ
ポリマー、ポリエチレンオキシド（すなわちポリエチレングリコール（ＰＥＧ））、ポリ
オキシエチレン誘導体、ポリ－Ｎ－Ｎ－ジメチルアクリルアミド、ポリアクリル酸、ポリ
２エチルオキサゾリン、ヘパリン多糖、多糖及びそれらの混合物を含むが、これらに限定
されない。
【００９４】
　非架橋性親水性ポリマーの重量平均分子量Ｍｎは、好ましくは５，０００～５００，０
００、より好ましくは１０，０００～３００，０００、さらにより好ましくは２０，００
０～１００，０００である。
【００９５】
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　コンタクトレンズを製造するためのレンズ成形型は、当業者に周知であり、例えば、キ
ャスト成形又はスピンキャスティングで使用される。例えば、型（キャスト成形用）は一
般に、少なくとも二つの型区分（又は部分）又は型半分（mold halves）、すなわち第一
及び第二の型半分を含む。第一の型半分は第一の成形（又は光学）面を画定し、そして第
二の型半分は第二の成形（又は光学）面を画定する。第一及び第二の型半分は、第一の成
形面と第二の成形面との間にレンズ形成キャビティが形成されるように互いを受け入れる
よう構成されている。型半分の成形面は、型のキャビティ形成面であり、レンズ形成材料
と直接接触する。
【００９６】
　コンタクトレンズをキャスト成形するための型区分を製造する方法は、一般に当業者に
周知である。本発明の方法は、特定の型形成方法に限定されない。事実、いかなる型形成
方法をも、本発明において使用することができる。第一及び第二の型半分は、射出成形又
は旋盤加工のような様々な技術によって形成することができる。型半分を形成するのに適
した方法の例は、同じく参照により本明細書に組み込まれる、Schadへの米国特許第４，
４４４，７１１号；Boehmらへの第４，４６０，５３４号；Morrillへの第５，８４３，３
４６号；及びBonebergerらへの第５，８９４，００２号に開示されている。
【００９７】
　型を製造するための技術分野で公知の実質的に全ての材料を、眼用レンズを調製するた
めの型を製造するために使用することができる。例えば、ポリマー材料、例えばポリエチ
レン、ポリプロピレン、ポリスチレン、ＰＭＭＡ、環式オレフィンコポリマー（例えば、
Ticona GmbH（Frankfurt, Germany及びSummit, New Jersey）のTopas（登録商標）COC gr
ade 8007-S10（清澄で無定形の、エチレン及びノルボルネンのコポリマー）、Zeon Chemi
cals LP（Louisville, KY）のZeonex（登録商標）及びZeonor（登録商標））、ポリメチ
ルメタクリラート（ＰＭＭＡ）、DuPont（Delrin）のポリオキシメチレン、G.E. Plastic
sのUltem（登録商標）（ポリエーテルイミド）、PrimoSpire（登録商標）などを使用する
ことができる。ＵＶ光透過を許す他の材料、例えば石英、ガラス、サファイア、ＣａＦ２

を使用することができる。
【００９８】
　好ましい実施態様において、再利用可能な型が使用される。放射線の空間的限定に適切
な再利用可能な型の例は、非限定的に、米国特許第６，８００，２２５号、第６，６２７
，１２４号、第７，３８４，５９０号及び第７，３８７，７５９号（それらの全体が参照
として本明細書に組み込まれる）に開示されているものを含む。この態様において、レン
ズ形成材料は、互いに接触せず、それらの間に配置された環状設計の狭い隙間を有する、
二つの型半分からなる型に注入される。その隙間は型キャビティに接続されており、過剰
なレンズ形成材料が隙間に流れ込むことができるようになっている。一度しか使用するこ
とができないポリプロピレン型の代わりに、再利用可能な石英、ガラス、サファイア又は
ＣａＦ２型を使用することが可能である。これらの型は、レンズ製造の後、水又は適切な
溶媒を使用して速やかかつ効率的に洗浄して未反応材料及び他の残渣を除去することがで
き、そして空気乾燥させることができるためである。再利用可能な型はまた、環式オレフ
ィンコポリマー（例えば、Ticona GmbH（Frankfurt, Germany及びSummit, New Jersey）
のTopas（登録商標）COC grade 8007-S10（清澄で無定形の、エチレン及びノルボルネン
のコポリマー）、Zeon Chemicals LP（Louisville, KY）のZeonex（登録商標）及びZeono
r（登録商標））、ポリメチルメタクリラート（ＰＭＭＡ）、DuPont（Delrin）のポリオ
キシメチレン、G.E. PlasticsのUltem（登録商標）（ポリエーテルイミド）、PrimoSpire
（登録商標）でできていてもよい。型半分の再利用性のおかげで、極めて高い精度及び再
現性の型を得るために、製造時に比較的多額の費用をかけることができる。型半分は、レ
ンズが製造される領域、すなわちキャビティ又は実際の型面では互いに接触しないため、
接触の結果としての損傷が排除される。これが型の長い耐用寿命を保証し、これがまた、
特に製造されるコンタクトレンズの高い再現性及びレンズ設計への高い忠実度を保障する
。
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【００９９】
　本発明に従って、レンズ形成材料は、任意の公知の方法に従って、型により形成される
キャビティに導入（注入）することができる。
【０１００】
　レンズ形成材料を型に注いだ後、それを重合してコンタクトレンズを製造する。架橋は
、型の中で例えば化学線、例えばＵＶ／可視光照射、電離放射線（例えばγ又はＸ線照射
）により開始することができる。本発明のプレポリマーがレンズ形成材料中の重合性成分
である場合、レンズ形成材料を含む型は、化学線の空間的限定に曝し、プレポリマーを架
橋することができる。
【０１０１】
　本発明による架橋は、非常に短い時間、例えば≦５分、有利には≦３分、好ましくは≦
２分、より好ましくは≦１分、最も好ましくは５～５０秒で起こさせることができる。
【０１０２】
　成形品を型から取り出すための型の開放は、それ自体公知の方法で実施することができ
る。
【０１０３】
　成形されたコンタクトレンズは、さらなる工程、例えば表面処理（例えば、プラズマ処
理、化学処理、親水性モノマー又はマクロマーのレンズ表面へのグラフト、一層ずつの（
layer-by-layer）コーティング等）；重量で約０．００５％～約５％の湿潤剤（例えば、
先に記載された親水性ポリマー）及び／又は粘度増強剤（例えば、メチルセルロース（Ｍ
Ｃ）、エチルセルロース、ヒドロキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース（
ＨＥＣ）、ヒドロキシプロピルセルロース（ＨＰＣ）、ヒドロキシプロピルメチルセルロ
ース（ＨＰＭＣ）又はそれらの混合物）を含むことができるパッケージング溶液を用いた
レンズパッケージへのパッケージング；滅菌等に付すことができる。
【０１０４】
　好ましい表面処理は、米国特許第６，４５１，８７１号、第６，７１９，９２９号、第
６，７９３，９７３号、第６，８１１，８０５号及び第６，８９６，９２６号（それらの
全体が参照として本明細書に組み込まれる）に記載されているようなＬｂＬコーティング
及びプラズマ処理である。好ましいプラズマ処理は、米国特許第４，３１２，５７５号及
び第４，６３２，８４４号（それらの全体が参照として本明細書に組み込まれる）に記載
されているとおりの、製品の表面にイオン化ガスを適用するものである。
【０１０５】
　本発明のコンタクトレンズは、好ましくは少なくとも約４０barrer、より好ましくは少
なくとも約６０barrer、さらにより好ましくは少なくとも約８０barrerの、酸素透過度を
有する。本発明に従って、酸素透過度は、実施例に記載される手順による見掛けの酸素透
過度（厚さ約１００ミクロンの試料を試験する際に直接計測される）である。
【０１０６】
　本発明のコンタクトレンズは、約２．０MPa以下、好ましくは約１．５MPa以下、より好
ましくは約１．２以下、さらにより好ましくは約０．４MPa～約１．０MPaの、弾性率を有
する。
【０１０７】
　本発明のコンタクトレンズはさらに、好ましくは少なくとも約１．５×１０－６mm2/mi
n、より好ましくは少なくとも約２．６×１０－６mm2/min、さらにより好ましくは少なく
とも約６．４×１０－６mm2/minの、イオノフラックス拡散係数Ｄを有する。
【０１０８】
　本発明のコンタクトレンズはさらに、完全に水和した状態で、好ましくは重量で約１５
％～約５５％、より好ましくは約２０％～約３８％の、含水率を有する。シリコーンヒド
ロゲルコンタクトレンズの含水率は、米国特許第５，８４９，８１１号に開示されている
バルク技術に従って計測することができる。
【０１０９】



(32) JP 5544017 B2 2014.7.9

10

20

30

40

50

　さらなる態様において、本発明は、レンズに当たる約２８０nm～約３７０nmの範囲のＵ
Ｖ光の少なくとも約８０％を吸収することができる、ソフトコンタクトレンズを製造する
方法を提供する。該方法は、以下の工程：ソフトコンタクトレンズを製造する型を提供す
ること（ここで、該型は、コンタクトレンズの前面を画定する第一の成形面を有する第一
の型半分、及びコンタクトレンズの後面を画定する第二の成形面を有する第二の型半分を
有し、ここで、前記第一及び第二の型半分は、該第一及び第二の成形面の間にキャビティ
が生じるように互いを受けるよう構成される）；レンズ形成材料をキャビティに導入する
こと（ここで、該レンズ形成材料は、化学線架橋性プレポリマーを含み、これはプレポリ
マーの分岐鎖状コポリマー中に、（１）少なくとも一種のポリシロキサン含有架橋剤に由
来する架橋性ポリシロキサン単位；（２）一種以上の親水性ビニルモノマーに由来する親
水性単位；（３）ＵＶ吸収性ポリマー単位、潜在性ＵＶ吸収性ポリマー単位又は二重光機
能性ポリマー単位（ここで、ＵＶ吸収性ポリマー単位は、重合性ＵＶ吸収剤に由来し、潜
在性ＵＶ吸収性ポリマー単位は、重合性潜在性ＵＶ吸収剤に由来し、二重光機能性ポリマ
ー単位は、光開始部分及びＵＶ吸収性もしくは潜在性ＵＶ吸収性部分を有する重合性化合
物に由来する）；（４）場合により、一種以上のモノエチレン性官能基化ポリシロキサン
含有ビニルモノマー又はマクロマーに由来するつり下がったポリシロキサン単位（ここで
、そのつり下がったポリシロキサン単位は、エチレン性不飽和基を有さない）；及び（５
）場合により、少なくとも一種のシロキサン含有ビニルモノマーに由来するシロキサン単
位を含む）；ならびに、キャビティ中のレンズ形成材料に化学線を照射してコンタクトレ
ンズを形成することを含む。
【０１１０】
　先に記載された、本発明の型、反応性混合物、及び放射線の空間的限定、及びコンタク
トレンズの全ての様々な実施態様は、本発明のこの態様において用いることができる。
【０１１１】
　上記の開示は、当業者が本発明を実施することを可能にする。種々の改良、変法及び組
み合わせを、本明細書において記載されている種々の実施態様に行うことができる。読者
が具体的な実施態様及びその利点をよりよく理解することを可能とするために、以下の実
施例を参照されたい。該明細書及び実施例は、典型例としてみなされることが意図される
。
【０１１２】
　本発明の種々の態様及び実施態様を、具体的な用語、装置及び方法を用いて記載してき
たが、このような記載は例示的な目的のためだけのものである。使用される単語は、限定
よりむしろ説明の単語である。変更及び変法が、当業者によって、以下の特許請求の範囲
に記載された本発明の精神又は範囲を逸脱することなく行うことができることが理解され
る。加えて、種々の実施態様の態様は、全体もしくは部分を入れ替えるか、又は任意の方
法で組み合わせる及び／もしくは一緒に使用することができることが理解されるべきであ
る。したがって、添付の特許請求の範囲の精神及び範囲は、それに含まれる好ましい形態
の記載に限定されるべきではない。
【０１１３】
実施例１
酸素透過度測定
　レンズの酸素透過度及びレンズ材料の酸素透過率は、米国特許第５，７６０，１００号
及びWintertonらによる文献（The Cornea: Transactions of the World Congress on the
 Cornea 111, H.D. Cavanagh Ed., Raven Press: New York 1988, pp273-280）（いずれ
もそれらの全体が参照として本明細書に組み込まれる）に記載されているものと類似した
技術に従って決定した。酸素流束（Ｊ）は、３４℃、ウェットセル中（すなわち、気流を
相対湿度約１００％に維持した）で、Dk1000計器（Applied Design and Development Co.
, Norcross, GAから入手可能）又は類似の分析計器を使用して測定した。既知の酸素の割
合（例えば２１％）を有する気流を、レンズの一方の側を約１０～２０cm3/分の速度で通
し、一方では窒素流をレンズの反対の側を約１０～２０cm3/分の速度で通した。試料を、
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試験媒体（すなわち食塩水又は蒸留水）中、規定の試験温度で、計測前の少なくとも３０
分間かつ４５分以下の間、平衡させた。上層として使用した任意の試験媒体は、規定の試
験温度で、計測前の少なくとも３０分間かつ４５分以下の間、平衡させた。撹拌モーター
の速度は、ステッパモーター制御装置上で４００±１５と示された設定に対応する１２０
０±５０rpmに設定した。系を包囲する気圧Ｐmeasuredを測定した。試験に曝露される区
域内のレンズの厚さ（ｔ）を、Mitotoya micrometer VL-50又は類似の計器を用いて約１
０箇所の測定を行い、測定値を平均することにより決定した。窒素気流中の酸素濃度（す
なわちレンズを透過して拡散する酸素）を、DK1000計器を用いて測定した。レンズ材料の
見掛けの酸素透過度Ｄｋappを、以下の式に従って決定した：
　Ｄｋapp＝Ｊｔ／（Ｐoxygen）
式中、Ｊ＝酸素流束［マイクロリットルＯ２/cm2-min］であり、
　Ｐoxygen＝（Ｐmeasured－Ｐwater vapor）＝（気流中％Ｏ２）［mmHg］＝気流中の酸
素分圧であり、
　Ｐmeasured＝気圧（mmHg）であり、
　Ｐwater vapor＝３４℃で０mmHg（ドライセル中）（mmHg）であり、
　Ｐwater vapor＝３４℃で４０mmHg（ウェットセル中）（mmHg）であり、
　ｔ＝曝露試験区域のレンズの平均厚さ（mm）であり、
ここで、Ｄｋappは、barrerの単位で表される。
　材料の酸素透過率（Ｄｋ／ｔ）は、酸素透過度（Ｄｋapp）をレンズの平均厚さ（ｔ）
で割って算出することができる。
【０１１４】
イオン透過性測定
　レンズのイオン透過性は、米国特許第５，７６０，１００号（その全体が参照として本
明細書に組み込まれる）に記載されている手順に従って測定した。以下の実施例で報告さ
れるイオン透過性の値は、標準物質としてのレンズ材料Alsaconに対する相対的イオノフ
ラックス拡散係数（Ｄ／Ｄref）である。Alsaconは、０．３１４×１０－３mm2/minのイ
オノフラックス拡散係数を有する。
【０１１５】
実施例２
ポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）架橋剤Ａの調製
　４Ｌビーカー中で、ＰＤＭＳジアミンKF-8008 ７００グラムをヘキサン１０００グラム
に溶かした。２Ｌビーカー中で、炭酸ナトリウム一水和物２５グラムを５％ＮａＣｌ溶液
１．６Ｌに溶かした。両方の溶液を４Ｌ反応器中に加えて、６００rpmで３０分間撹拌し
た。塩化アクリロイル１５グラム及びヘキサン７２グラムを含む溶液を調製した。この塩
化アクリロイル溶液を、４Ｌ反応器中の撹拌されている混合物に１時間かけて滴下した。
滴下の完了後、混合物の撹拌をさらに１時間続けた。次にＮａＣｌ飽和水溶液２００mLを
加えた。撹拌をさらに１０分間続けた。撹拌を止め、そのまま一晩、相を分離した。水層
を除去し、有機層に追加のＤＩ水２００mLを加えた。混合物を２５０rpmで１０分間撹拌
した。撹拌を止め、相を分離した。水層を除去した。ＤＩ水を加え、撹拌し、そして沈降
させる工程を合計３回繰り返した。ヘキサン溶液を次に、磁気撹拌子を含むビーカーに流
し出した。溶液を、氷浴を使用して冷却した。無水硫酸マグネシウム１８３グラムを撹拌
しながら加えた。硫酸マグネシウムを吸引濾過により除去した。濾液からのヘキサンを、
ロータリーエバポレーター（rotovap）を使用して減圧下で除去した。大部分のヘキサン
をロータリーエバポレーターを使用して除去した後、試料重量が一定値を保つまで、試料
を高真空（０．１７mBarまで下げた）下に置いた。
【０１１６】
ポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）架橋剤Ｂの調製
　手順は、ＰＤＭＳジアミンKF-8012 ７００グラム、炭酸ナトリウム一水和物６２グラム
、塩化アクリロイル３７．１０グラムを使用したこと以外は、架橋剤Ａに使用したものと
同じである。
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【０１１７】
ポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）架橋剤Ｃの調製
　ＰＤＭＳ架橋剤Ｃを、以下に記載した二つの工程のいずれかに従って調製した。
　第一の工程では、α，ω－ビス（２－ヒドロキシエトキシプロピル）－ポリジメチルシ
ロキサン４９．８５ｇと、イソホロンジイソシアナート（ＩＰＤＩ）１１．１ｇとの、乾
燥メチルエチルケトン（ＭＥＫ）１５０ｇ中、ジブチルスズジラウレート（ＤＢＴＤＬ）
０．０６３ｇの存在下での反応により、α，ω－ビス（２－ヒドロキシエトキシプロピル
）－ポリジメチルシロキサン（Ｍｎ＝２０００、Shin-Etsu、KF-6001a）を、イソホロン
ジイソシアナートでキャップした。反応は４０℃で４．５時間保ち、ＩＰＤＩ－ＰＤＭＳ
－ＩＰＤＩを形成した。第二の工程では、α，ω－ビス（２－ヒドロキシエトキシプロピ
ル）－ポリジメチルシロキサン（Ｍｎ＝３０００、Shin-Etsu、KF-6002）１６４．８ｇ及
び乾燥ＭＥＫ ５０ｇの混合物を、追加のＤＢＴＤＬ ０．０６３ｇを加えたＩＰＤＩ－Ｐ
ＤＭＳ－ＩＰＤＩ溶液に滴下した。反応器を４０℃で４．５時間保持し、ＨＯ－ＰＤＭＳ
－ＩＰＤＩ－ＰＤＭＳ－ＩＰＤＩ－ＰＤＭＳ－ＯＨを形成した。ＭＥＫを次に減圧下で除
去した。第三の工程では、イソシアナトエチルメタクリラート（ＩＥＭ）７．７７ｇ及び
追加のＤＢＴＤＬ ０．０６３ｇの添加により、末端ヒドロキシル基を第三の工程におけ
るメタクリロイルオキシエチル基でキャップして、ＩＥＭ－ＰＤＭＳ－ＩＰＤＩ－ＰＤＭ
Ｓ－ＩＰＤＩ－ＰＤＭＳ－ＩＥＭ（すなわちＰＤＭＳ架橋剤Ｃ）を形成した。
【０１１８】
　KF-6001 ２４０．４３ｇを、撹拌器、温度計、低温保持器、滴下漏斗及び窒素／真空入
口アダプターを備えた１Ｌ反応器に加え、そして次に高真空（２×１０－２mBar）の適用
により乾燥させた。次に、乾燥窒素雰囲気下で、蒸留したＭＥＫ ３２０ｇを次に反応器
に加え、そして混合物を十分に撹拌した。ＤＢＴＤＬ ０．２３５ｇを反応器に加えた。
反応器を４５℃に温めた後、ＩＰＤＩ ４５．８６ｇを、滴下漏斗を通して１０分間かけ
て、穏やかな撹拌下で反応器に加えた。反応を６０℃で２時間保った。蒸留したＭＥＫ 
４５２ｇに溶解したKF-6002 ６３０ｇを次に加え、そして均質な溶液を形成するまで撹拌
した。ＤＢＴＤＬ ０．２３５ｇを加え、そして反応器を乾燥窒素で覆って５５℃で一晩
保持した。次の日、ＭＥＫをフラッシュ蒸発により除去した。反応器を冷却し、そして次
にＩＥＭ ２２．７ｇ、続いてＤＢＴＤＬ ０．２３５ｇを反応器に入れた。３時間後、追
加のＩＥＭ ３．３ｇを加え、そして反応を一晩行った。次の日、反応混合物を１８℃に
冷却して、ＩＥＭ－ＰＤＭＳ－ＩＰＤＩ－ＰＤＭＳ－ＩＰＤＩ－ＰＤＭＳ－ＩＥＭ（すな
わちＰＤＭＳ架橋剤Ｃ）を得た。
【０１１９】
ポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）架橋剤Ｄの調製
工程１
　架橋剤Ｄは、触媒としてジブチルスズジラウレートを使用しての、２当量のイソホロン
ジイソシアナート（ＩＰＤＩ）と、ＰＤＭＳ KF6001Aとの反応により調製した。KF6001A
を容器に入れ、そして反応器を密閉して６０℃に加熱した。減圧を＜１０mBarまで適用し
、そして水を取り除いた。ジオールを穏やかな撹拌を行うことによりかき混ぜ、そして乾
燥を約１２時間続けた。
　KF6001Aに加えるＩＰＤＩの量は、反応器中のKF6001Aのヒドロキシル当量の合計から計
算した。ＩＤＰＩを、反応器中のKF6001Aに入れた。穏やかないし激しい撹拌で、ＩＰＤ
ＩをKF6001Aに溶解させた。反応物を２０℃で３０分間撹拌し、ＩＰＤＩを完全に溶解さ
せた。ガスの正の流れの下、反応器を開け、そしてＤＢＴＤＬを反応混合物に注入した。
ＤＢＴＤＬの重量は、KF-6001Aの重量の０．０８７５％であった。発熱が起こり、温度は
４５℃にも上昇した。反応を２時間行った。
【０１２０】
工程２
　KF-6002Aの容器をバキュームに接続して昇温で撹拌することによって、KF-6002Aから湿
気を除去した。KF-6002Aを続いて不活性ガス下で保存した。工程１の反応に使用したＩＰ
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ＤＩ－ＮＣＯのミリ当量と同じミリ当量のKF-6002A-OHを工程２の反応に使用し、１：１
のジオール：イソシアナートのモル比を得た。工程１で使用したのと同じ重量のＤＢＴＤ
Ｌを、反応器に加えた。そのバッチを、残りの保持時間の間反応混合物を５０～５５℃に
維持する、制御したジャケット温度で、KF-6002Aの添加に続いて４時間撹拌した。反応物
を２０～２５℃に冷却した。工程２の生成物をサンプリングして、ＩＲ解析によりＮＣＯ
を確認した。
【０１２１】
工程３
　ＩＥＭは、ＮＣＯ終端基の解析のためのＮＭＲにより解析した。工程３の反応に必要な
ＩＥＭの量は、工程２に加えられるKF-6002A-OHミリ当量数としてのＩＥＭ－ＮＣＯミリ
当量数に等しい。乾燥空気の散布を、工程２の生成物において高い撹拌速度で開始した。
これらの材料を、最低で３０分間、２０～２５℃で撹拌し、溶液を十分に通気した。ＩＥ
Ｍを次に反応器に加え、続いて工程１で用いたのと同じ重量のＤＢＴＤＬを加えた。乾燥
空気を散布する速度は、反応を通して減少させ、維持した。発熱は４０℃を超えるべきで
はない。冷却して発熱温度を制御することができる。バッチを、外部から冷却せずに少な
くとも５時間撹拌した。この時間の後、バッチをサンプリングして、ＮＭＲ解析を用いて
イソシアナート官能基の消失を確認した。反応が完了していないようであれば、バッチを
遊離のＮＣＯピークが消失又は変化しなくなるまで撹拌及びサンプリングを続けた。
【０１２２】
ポリジメチルシロキサン架橋剤Ｅの調製
　この調製は、求められるＩＥＭのわずか８０％を加えたこと以外、架橋剤Ｄの調製に従
った。
【０１２３】
実施例３
Ａ１．Norblocを含有するＵＶ吸収性マクロマーの調製
　２Ｌのジャケット付き反応器に、加熱／冷却ループ、Ｎ２入口アダプター付き還流冷却
器、止め栓及び側腕付き隔壁－入口アダプター２つ、熱電対アダプターならびに上部撹拌
装置を備えたものを用いた。溶液は、実施例２で調製したＰＤＭＳ架橋剤Ａ ５４．８６
ｇ及び実施例２で調製したＰＤＭＳ架橋剤Ｂ ６．２２ｇを、１－プロパノール１３７ｇ
に溶解させることにより生成した。この溶液を反応器に入れ、４℃に冷却した。溶液を、
５mBar未満に排気し、真空で１５分間保持し、そして次に窒素で再加圧することにより脱
気した。この脱気手順を合計５回繰り返した。
　磁気撹拌子及びバルブ付きバキューム－入口アダプターを備えた、別の５００mLフラス
コ中で、システアミン塩酸塩２．８４ｇを１－プロパノール８７グラムに溶解した。撹拌
子を混合物に加え、そして撹拌して溶解させた。
　磁気撹拌子及びバルブ付きバキューム－入口アダプターを備えた、もう一つの５００mL
フラスコ中で、Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド（ＤＭＡ）２８．８４ｇ、ヒドロキシエ
チルアクリラート（ＨＥＡ）７．２０ｇ及び２－｛３－（２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２
－イル）－４－ヒドロキシフェニル｝エチルメタクリラート（Norbloc）２．４７４ｇを
含有するモノマー溶液を、１－プロパノール２０２ｇに溶解した。磁気撹拌子を用いて混
合物を撹拌した。
　同様に備えた第三のフラスコ中で、アゾ－ビス（イソブチロニトリル）（ＡＩＢＮ）０
．１４ｇを１－プロパノール１４ｇに溶解した。三つ全ての溶液を、５０mBarまで排気し
、真空を５分間保持し、そして次に窒素で再加圧することにより２回脱気した。
　投与溶液を、ＨＥＡ ０．７２ｇ、ＤＭＡ ２．８８ｇを１－プロパノール２１グラムに
溶解することにより調製した。該投与溶液を、ＨＰＬＣポンプを用いて、そして溶液をAl
ltech製Select（登録商標）脱気システムを通して少なくとも３０分間循環させて脱気し
た。
　窒素の正の流れの下、反応器を開け、そしてシステアミン塩酸塩及びモノマー溶液を反
応器に入れた。合計で１２４ｇの１－プロパノールを使用して、これらの溶液からガラス
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製品をすすぎ、そして反応器に加えた。４℃に保ったまま、反応器を５mBar未満まで排気
し、そして５分間保持し、次に窒素で再加圧することにより脱気した。合計４回の脱気サ
イクルを実施した。反応器を次に４５分間かけて、約８０℃に加熱した。一度溶液の温度
が少なくとも７８℃に到達したら、ＡＩＢＮ溶液を窒素下で反応器に注入した。同時に、
投与溶液の添加を０．１４６mL/分の速度で開始した。反応混合物の温度を８０℃で３時
間保った。３時間後、反応混合物を次に室温に冷ました。
　その溶液を次に丸底フラスコに移し、そして撹拌しながら水約４００mLをゆっくりと加
えた。１－プロパノールを、約４０℃/１００mBarの減圧下、ロータリーエバポレーター
で除去した。最初の５００mLの１－プロパノールを除去した後、水５００mLを撹拌しなが
らゆっくりと加えた。混合物を次に、さらに約４００mLの蒸留液が回収されるまで１－プ
ロパノールを除去させた。水４００mLを再度混合物に加え、そしてさらに４００mLの１－
プロパノールを回収した。追加の水４００mLを加え、次に溶媒交換を続け、最後の３００
mLの蒸留液を集めた。次に混合物を２kgに希釈した。
　この混合物を次に、上部撹拌装置、冷却ループ、温度計ならびにMetrohm Model 718 ST
AT TitrinoのｐＨ計及び分注チップを備えた２Ｌ反応器に入れた。該反応混合物を１℃未
満に冷却した。ＮａＨＣＯ３１．５ｇを該混合物に加え、そして撹拌して溶解させた。Ti
trinoを、１５％水酸化ナトリウム溶液の断続的な添加によりｐＨを９．５に維持するよ
うに設定した。塩化アクリロイル６．７mLを次に１時間かけて、シリンジポンプを使用し
て加えた。混合物を次に反応器から流し出し、コースフリット（course fritted）ガラス
漏斗を通して濾過した。混合物を、脱イオン化水を用いる透析濾過（公称カットオフ分子
量、１０，０００Ｄ）により、透過伝導度が２．５μS/cmより下になるまで精製し、そし
てポリマーを凍結乾燥により単離した。
【０１２４】
Ａ２．Norblocを含有するＵＶ吸収性マクロマーの調製
コポリマーの合成
　１Ｌジャケット付き反応器に、５００mL滴下漏斗、上部撹拌装置、窒素／バキューム入
口アダプター付き還流冷却器、温度計及びサンプリングアダプターを備えていた。実施例
２の架橋剤Ｅ ４５．９８ｇを反応器に入れ、そして反応器を密閉した。酢酸エチル２６
３ｇ中のヒドロキシエチルメタクリラート０．５１２ｇ、ジメチルアクリルアミド２５．
３５４ｇ、Norblocメタクリラート１．３８ｇ、（トリス（トリメチルシリル））シロキ
シプロピル）メタクリラート２６．０３４ｇの溶液を、滴下漏斗に入れた。反応器を、高
真空ポンプを用いて、＜１mbarで３０分間、室温で脱気した。モノマー溶液を、１００mb
ar、室温で１０分間、脱気サイクルの間に窒素で真空を中断して、３回脱気した。モノマ
ー溶液を次に反応器中のＰＤＭＳに入れ、そして次に該反応混合物を撹拌し、６７℃に加
熱した。加熱の間、酢酸エチル３８ｇ中に溶解したメルカプトエタノール１．４８０ｇ及
びアゾイソブチロニトリル０．２６０ｇの溶液を滴下漏斗に入れ、そして１００mbar、室
温で１０分間の脱酸素を３回行った。反応器が該温度になったとき、開始剤溶液をＰＤＭ
Ｓ／モノマー溶液に加えた。反応を８時間行い、そして次に加熱を中止し、反応器の温度
を１５分以内に室温にした。
【０１２５】
ＵＶマクロマー合成
　上記反応混合物を、気密性の蓋を備えた、乾燥した一口フラスコへ静かに移し、そして
イソシアナトエチルアクリラート３．８４１ｇを、ジブチルスズジラウレート０．１５ｇ
と一緒に加えた。該混合物を、２４時間室温で撹拌した。ヒドロキシ－テトラメチレンピ
ペロニルオキシ１０．０mgを、マクロマー溶液に加えた。溶液を２００ｇ（～５０％）ま
で濃縮し、そして１um孔サイズのろ紙を通して濾過した。固体含有量を、溶媒を真空オー
ブン中８０℃で除去することを用いて測定した。
注記：イソシアナトエチルアクリラートは、イソシアナトエチルメタクリラートで置き換
え、メタクリラート基を含むＵＶマクロマーを調製することができる。
【０１２６】
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Ｂ．ＵＶ－４１６を含有するＵＶ吸収性マクロマーの調製
　Norblocを加えることに代えて、２－ヒドロキシ－４－アクリリルオキシエトキシベン
ゾフェノン（ＵＶ－４１６）３．５０グラムを加えること以外は手順Ａ１に従って、この
マクロマーを合成した。
【０１２７】
Ｃ．ＢＺＴを含有するＵＶ吸収性マクロマーの調製
　Norblocを加えることに代えて、２－（１，１－ジメチルエチル）－４－［３－［（４
－エテニルフェニル）メトキシ］プロポキシ］－６－（５－メトキシ－２Ｈ－ベンゾトリ
アゾール－２－イル）－フェノール（ＢＺＴ）１．２６５グラムを加えること以外は手順
Ａ１に従って、このマクロマーを合成した。
【０１２８】
Ｄ．Norblocを含有するＵＶ吸収性調合物の調製
　上記工程Ａ１に従って得られたマクロマー３４．０ｇを、１－プロパノール約１４０mL
に溶解した。該溶液を、１．０μm除外まで濾過した。該溶液を、ロータリーエバポレー
ターを用いて減圧下で固形分６５％まで濃縮した。溶液５１．５２ｇを固形分６４．８３
％で回収した。調合物を、ジフェニル（２，４，６－トリメチルベンゾイル）－ホスフィ
ンオキシド（ＴＰＯ）０．０６８ｇを、マクロマー溶液１５ｇに溶解させることにより調
製した。
【０１２９】
Ｅ．ＵＶ－４１６及びＢＺＴを含有するＵＶ吸収性調合物の調製
　調合物は、実施例Ｄに従って製造したが、実施例Ｂからのマクロマー４６％、実施例Ｃ
からのマクロマー２４％、ＵＶ吸収剤を含まないマクロマー２９％及びＴＰＯ ０．７％
を含んでいる。
【０１３０】
Ｆ．Norbloc（吸収剤１）を含有するコンタクトレンズの調製
　ポリ（プロピレン）コンタクトレンズ型（ＤＳＭ）を、実施例Ｄからの調合物で充填し
、そして型を閉じた。３３０及び３９５カットオフフィルターを用いて、短い波長の放射
線を除去した。型を次に、約２１mW/cm2の強度を有するＵＶ／可視光源を用いて６８秒間
照射した。型を次に開き、そして付着したレンズを有している型半分を、エタノールに最
低で６０秒間浸した。レンズを型から除去し、そしてエタノール中に置き、撹拌しながら
約６０秒間抽出した。レンズを次にＤＩ水を含む容器中に置き、そして最低で３０秒間撹
拌した。このすすぎ工程を２回追加して繰り返した。３回目のすすぎ工程の後、レンズを
ＤＩ水中で貯蔵した。レンズのコーティングが不要である場合、該レンズは約２mLのＰＢ
Ｓ（リン酸緩衝生理食塩水）中で加圧滅菌に付された。
【０１３１】
Ｇ．ＵＶ－４１６及びＢＺＴ（吸収剤２）を含有するコンタクトレンズの調製
　ポリ（プロピレン）コンタクトレンズ型（ＤＳＭ）を、実施例Ｅからの調合物で充填し
、そして型を閉じた。３３０及び３９５カットオフフィルターを用いて、短い波長の放射
線を除外した。型を次に約２１mW/cm2の強度を有するＵＶ／可視光源で５３秒間照射した
。レンズを、約２mLのＰＢＳ中で加圧滅菌に付した。
【０１３２】
Ｈ．Norbloc及びＴＲＩＳを含有するＵＶ吸収性マクロマーの調製
　２Ｌジャケット付き反応器に、加熱／冷却ループ、Ｎ２入口アダプター付き還流冷却器
、止め栓及び側腕付き隔壁－入口アダプター２つ、熱電対アダプター及び上部撹拌装置を
備えたものを用いた。Norbloc ３．３ｇ、架橋剤Ｃ ４０グラム、ＤＭＡ ３１．４７グラ
ム、ＨＥＡ ５．２４５グラム、ＴＲＩＳ－メタクリラート１５．７３８５グラム及びｔ
－アミルアルコール５６０グラムを加えた。混合物を、撹拌しながら溶液の温度が０～－
５℃の間になるまで冷却した。溶液を、１mBar未満まで排気し、真空を５分間保持し、そ
して次に窒素で再加圧することにより脱気した。該脱気手順を、合計で１２回繰り返した
。
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　磁気撹拌子及びバルブ付き真空入口アダプターを備えた別の２５０mLナシフラスコ中で
、アゾ－ビス（イソブチロニトリル）（ＡＩＢＮ）０．１５ｇを、ｔ－アミルアルコール
４０ｇ中に溶解した。２０mLシンチレーションバイアル中で、システアミン塩酸塩０．８
０グラムを、メタノール１．２グラムに溶解した。一旦溶解させ、該システアミン溶液を
ＡＩＢＮ溶液に撹拌しながら滴下した。この新しい溶液を、５０mBarまで排気し、真空を
１０分間保持し、そして次に窒素で再加圧することにより、３回脱気した。
　別のシンチレーションバイアル中で、システアミン塩酸塩１．６０グラムをメタノール
２．４グラムに溶解した。一旦溶解し、この溶液をｔ－アミルアルコール１００ｇに撹拌
しながら滴下した。この投与溶液を、ＨＰＬＣポンプを使用して、そして溶液をAlltech
製Select（登録商標）脱気システムを通して少なくとも３０分間循環させることにより脱
気した。
　反応器中で、ヒーターを７０℃に設定して溶液を加熱した。反応器中の溶液温度が６４
℃に達したとき、ＡＩＢＮ／システアミン溶液を、脱気したシリンジを用いて反応器に加
えた。同時に、システアミン溶液を１mL/分の速度で反応器中へ投与し始めた。共重合の
速度論は、ＧＣ解析により追跡した。５時間後、反応混合物を室温に冷ました。
　その溶液を次に、丸底フラスコに移し、そしてコポリマーを、ｔ－アミルアルコールか
ら２－プロパノール、次に水へと溶媒交換した。該コポリマーを、１０kDa膜と共に水を
使用して透析濾過により精製した。
　この混合物を次に、上部撹拌装置、冷却ループ、温度計、ならびにMetrohm Model 718 
STAT TitrinoのｐＨ計及び分注チップを備えた２Ｌ反応器に入れた。反応混合物を１℃未
満に冷却した。ＮａＨＣＯ３６．２８ｇを該混合物に加え、そして撹拌して溶解した。Ti
trinoを、１５％水酸化ナトリウム溶液の断続的な添加によりｐＨを９．５に維持するよ
うに設定した。塩化アクリロイル１２．１５mLを次に、シリンジポンプを用いて２時間か
けて添加した。添加の完了後、溶液をさらに１時間撹拌した。該溶液を室温に温めながら
、２N ＨＣｌ水溶液を用いて溶液をｐＨ７に中性化した。溶液を次に反応器から流し出し
、そしてコースフリットガラス漏斗を通して濾過した。混合物を、脱イオン水及び１－プ
ロパノールの５０／５０混合物を用いての透析濾過（公称分子量カットオフ、１０，００
０Ｄ）により、透過伝導度が４μS/cm以下になるまで精製した。このとき、マクロマー溶
液を１００％ １－プロパノールへと溶媒交換する。マクロマー混合物の水含有量が１０
００ppm未満の場合、マクロマーは配合する（formulate）準備ができている。
【０１３３】
Ｉ１．Norbloc及びトリスを含有するＵＶ吸収性調合物の調製
　該調合物を、ジフェニル（２，４，６－トリメチルベンゾイル）－ホスフィンオキシド
（ＴＰＯ）０．１１２５ｇを、マクロマー９．７５グラムを含有する、十分な工程Ｈから
のマクロマー溶液に溶解させることで調製した。過剰の１－プロパノールを、ロータリー
エバポレーターを使用して減圧下で除去して、６５％濃度のマクロマーを得た。
【０１３４】
Ｉ２．マクロマーＡ１を含有するＵＶ吸収調合物の調製
　ＴＰＯ ０．０５グラム及びＤＭＰＣ ０．０３７５グラムを、小さなコハク色のバイア
ルに秤りとった。十分なマクロマー溶液Ａ２を加えて、マクロマー３．５５グラム（調合
物合計の７１％がマクロマーである）を得た。１－プロパノール約９グラムを、バイアル
に加えた。ロータリーエバポレーターを使用して、溶媒約１４mLを除去した。さらに１－
プロパノール９グラムを加え、そして溶媒約１１mLを除去した。この手順をさらに２回繰
り返した。最後に十分な溶媒を除去して、４．８グラムの重量の調合物を得た。次にＤＭ
Ａ ０．２グラムを加えた。該調合物を、少なくとも２時間ゆっくりと回転させて混合し
た。
【０１３５】
Ｊ．Norbloc及びＴＲＩＳを含有するＵＶ吸収性レンズの調製
　ポリ（プロピレン）コンタクトレンズ型（ＤＳＭ）を、実施例Ｉ２からの調合物で充填
し、そして型を閉じた。３８０nmカットオフフィルターを用いて、短い波長の放射線を除
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去した。型を次に、約１３mW/cm2の強度を有するＵＶ／可視光源を用いて５０秒間照射し
た。該レンズを、ＩＰＡを用いて２段階で抽出した。第一の工程では２分間、そして第二
の工程では別のＩＰＡ浴中で２０分間である。レンズを次にポリ（アクリル酸）で被覆し
、次に約２mLのＰＢＳ中で加圧滅菌に付した。
【０１３６】
Ｋ．調合物Ｉ２からのレンズの調製
　Ｉ２からの調合物を、投入シリンジ中で、４５分間、４５００rpmで遠心分離した。該
調合物を、前部の、曲がったlight stream（ＬＳ）型中へと投入した。型を閉じた後、３
８８nmロングパスAsahiカットオフフィルターを透過するHamamatsu LC5ランプからの光に
より、調合物を硬化した。使用した光の強度は４．６mW/cm2である。硬化の継続時間は、
２２秒である。レンズを型から取り出し、次に抽出し、そして以下の手順を使用して被覆
した：（１）ＭＥＫ中２２秒；（２）ＭＥＫ中７８秒；（３）ＭＥＫ中２２４秒；（４）
ＤＩ水中５６秒；（５）ＰＡＡ／１－プロパノール溶液中４４秒；（６）ＰＡＡ／１－プ
ロパノール溶液中５６秒；（７）ＤＩ水中５６秒；（８）ＤＩ水中５６秒；及び（９）Ｄ
Ｉ水中５６秒。レンズは、不具合を検査し、ＰＢＳ中に封入し、加圧滅菌に付した。
【０１３７】
　レンズの特性を、下記の表に示す。
【０１３８】
【表１】

【０１３９】
Ｌ．ＵＶ吸収性モノマー調合物の調製
　以下の化合物を一緒に加えて、調合物を製造した：鎖延長ＰＤＭＳ架橋剤Ｄ ３１．５
％、ＴＲＩＳアクリルアミド２０．５％、ＤＭＡ ２３％、ＴＰＯ １％、ＬＰＥＧ２００
０ ０．２５％、Norbloc １％、１－プロパノール２３．６５％及び色付け分散液０．１
％。
【０１４０】
Ｍ．ＵＶ吸収性モノマー調合物の調製
　以下の化合物を一緒に加えて、調合物を製造した：鎖延長ＰＤＭＳ架橋剤Ｄ ３１．５
％、ＴＲＩＳアクリルアミド ２０．５％、ＤＭＡ ２３％、ＴＰＯ ０．７５％、ＬＰＥ
Ｇ２０００ ０．２５％、Norbloc １％、１－プロパノール２３．９％及び色付け分散液
０．１％。
【０１４１】
Ｎ．レンズ製造及び断面を用いた内部応力の解析
　レンズは、実施例Ｉ２、Ｌ及びＭにおける調合物から、実施例Ｋに見られる手順を使用
して調製した。用いたカットオフフィルターと光の強度のみが例外である。以下の表は、
マクロマーベースの調合物を使用することの、モノマーベースの調合物に対する利点を実
証している。マクロマーベースの調合物（Ｉ２）を、強度勾配を含めてモノマーベースの
調合物と同じ条件下で硬化した場合、出来上がりのレンズの断面は、マクロマーベースの
調合物から非常に優れていた。強度勾配は、該調合物が長さ１００umの経路を超えて吸収
する、硬化に使用した光の量に基づく計算値である。強度勾配が高すぎると、調合物の表
面と比較して底部においてＴＰＯにより見られる、異なる光量が生じうる。この効果は、
断面の形状を見ることによりそれ自身が明らかになりうる、レンズの内部応力をもたらし
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うる。モノマーベースのレンズの場合、３８８nmカットオフフィルターを使用して硬化さ
れた断面は、レンズそれ自体よりもはるかに平坦である。モノマーベースの調合物は、良
好な断面を得るために、より低い強度勾配を必要とする。これは、ＴＰＯ濃度の減少及び
波長カットオフフィルターの増加により成し遂げられる。
【０１４２】
【表２】
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