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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
下記一般式（１）で表わされるベンゾフェノン系重合性染料。
【化１】

（Ｒ1およびＲ2は、それぞれ独立して水素原子、ヒドロキシ基、カルボキシ基、炭素数１
～８のアルキル基、炭素数１～８のアルコキシ基、スルホン酸基またはベンジルオキシ基
であり、ｍおよびｎは、それぞれ独立して０～１８の整数である。Ｒ3は、
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【化２】

のいずれかの重合可能な官能基であり、ここでＲ4は、水素原子またはメチル基である）
【請求項２】
下記一般式（２）で表わされるベンゾフェノン系重合性染料。
【化３】

【請求項３】
下記一般式（３）で表わされる化合物と、下記一般式（４）で表わされる化合物を反応さ
せる工程を含むウレタン結合を有するベンゾフェノン系重合性染料の製造方法。

【化４】

（Ｒ1およびＲ2は、それぞれ独立して水素原子、ヒドロキシ基、カルボキシ基、炭素数１
～８のアルキル基、炭素数１～８のアルコキシ基、スルホン酸基またはベンジルオキシ基
であり、ｍは０～１８の整数である）
　　Ｏ＝Ｃ＝Ｎ－（ＣＨ2）n－Ｒ3　　　　（４）
（Ｒ3は、

【化５】

のいずれかの重合可能な官能基であり、ここでＲ4は、水素原子またはメチル基である。
ｎは０～１８の整数である）
【請求項４】
前記一般式（３）で表わされる化合物が、下記一般式（５）で表わされる化合物であり、
前記一般式（４）で表わされる化合物が、下記一般式（６）で表わされる化合物である請
求項３記載のベンゾフェノン系重合性染料の製造方法。
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【化６】

【化７】

【請求項５】
前記反応が有機金属化合物および／または金属錯塩の１種以上の触媒の存在下で行われる
請求項３または４記載のベンゾフェノン系重合性染料の製造方法。
【請求項６】
請求項１または２記載のベンゾフェノン系重合性染料を眼用レンズ材料であるほかの重合
性モノマーと共重合させて得られる眼用レンズ。
【請求項７】
前記ベンゾフェノン系重合性染料が、眼用レンズを構成する全重合性モノマー成分１００
重量部に対して、０．００１～１．０重量部である請求項６記載の眼用レンズ。
【請求項８】
さらに紫外線吸収剤および／または他の染料を含む請求項６または７記載の眼用レンズ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、新規重合性染料およびその製造方法、ならびに該新規重合性染料を含む眼用
レンズ材料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、白内障など眼の水晶体が原因とされる疾病に対しては、眼内レンズやコンタクト
レンズなどで矯正する方法がとられている。しかし、天然の水晶体は、紫外線および約３
８０～５００ｎｍ付近の青色領域の可視光線を透過させないという性質を有しているのに
対して、従来のレンズ素材として最も一般的に用いられているポリメチルメタクリレート
などは、可視光線も紫外線もともに透過させるために、これらの素材からなる眼用レンズ
を装着すると、裸眼に比べて眩しかったり、青みがかって見えるという問題があった。ま
た、紫外線が透過する従来のレンズ素材を用いることで、網膜を損傷する可能性も考えら
れた。
【０００３】
　これまでに、紫外線吸収性と特定波長領域（約３８０～５００ｎｍ付近）の可視光線吸
収性を有する眼用レンズを得るための材料として、ベンゾフェノン系重合性紫外線吸収性
色素が知られている（特許文献１参照）。具体的には、２，４－ジヒドロキシ－５－（４
－（２－ヒドロキシエチル）フェニルアゾ）ベンゾフェノン（ＵＶ－ＰＥＰ）などの化合
物と、メタクリル酸クロリドなどの重合性基を有する化合物を反応させることで得られて
いる。しかし、特許文献１に記載の色素は、ウレタン結合を有していないことから、軟質
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アクリル製の折り曲げ可能な眼内レンズ（以下、軟質フォーダブル眼内レンズという）な
どに多量に用いるとレンズが硬くなってしまい、当該眼内レンズの、折り曲げて眼球内に
挿入するという機能を妨げるまたは低下させるという問題があった。
【０００４】
　また、当該公報にしたがって、ＵＶ－ＰＥＰとメタクリル酸を反応させると、ＵＶ－Ｐ
ＥＰには１つの１級ヒドロキシ基と２つのフェノール性ヒドロキシ基が含まれるので、１
級ヒドロキシ基に反応した目的化合物以外に、フェノール性ヒドロキシ基と反応した副生
成物が多く生じることになり、目的化合物の収率が著しく低下し、また分離精製も困難と
なるため、工業的生産が非常に難しいという問題があった。
【０００５】
【特許文献１】特開平２－２３２０５６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、ウレタン結合を有する新規ベンゾフェノン系重合性染料およびその製
造方法、ならびに該重合性染料を含む眼用レンズ材料を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　すなわち、本発明は、下記一般式（１）で表わされるベンゾフェノン系重合性染料に関
し、下記一般式（２）で表わされるベンゾフェノン系重合性染料が好ましい。
【０００８】

【化１】

【０００９】
（Ｒ1およびＲ2は、それぞれ独立して水素原子、ヒドロキシ基、カルボキシ基、炭素数１
～８のアルキル基、炭素数１～８のアルコキシ基、スルホン酸基またはベンジルオキシ基
であり、ｍおよびｎは、それぞれ独立して０～１８の整数である。Ｒ3は、
【００１０】

【化２】

【００１１】
のいずれかの重合可能な官能基であり、ここでＲ4は、水素原子またはメチル基である）
【００１２】
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【化３】

【００１３】
　本発明はまた、下記一般式（３）で表わされる化合物と、下記一般式（４）で表わされ
る化合物を反応させる工程を含むウレタン結合を有するベンゾフェノン系重合性染料の製
造方法。
【００１４】

【化４】

【００１５】
（Ｒ1およびＲ2は、それぞれ独立して水素原子、ヒドロキシ基、カルボキシ基、炭素数１
～８のアルキル基、炭素数１～８のアルコキシ基、スルホン酸基またはベンジルオキシ基
であり、ｍは０～１８の整数である）
【００１６】
　　Ｏ＝Ｃ＝Ｎ－（ＣＨ2）n－Ｒ3　　　　（４）
（Ｒ3は、
【００１７】
【化５】

【００１８】
のいずれかの重合可能な官能基であり、ここでＲ4は、水素原子またはメチル基である。
ｎは０～１８の整数である）
【００１９】
　前記一般式（３）で表わされる化合物が、下記一般式（５）で表わされる化合物であり
、前記一般式（４）で表わされる化合物が、下記一般式（６）で表わされる化合物である
ことが好ましい。
【００２０】
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【化６】

【００２１】
【化７】

【００２２】
　前記反応が触媒の存在下で行われることがより好ましい。
【００２３】
　本発明はまた、前記重合性染料からなる眼用レンズに関し、前記重合性染料が、眼用レ
ンズを構成する全重合性モノマー成分１００重量部に対して、０．００１～１．０重量部
であることが好ましく、さらに紫外線吸収剤および／または他の染料を含むことがより好
ましい。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明のウレタン結合を有するベンゾフェノン系重合性染料は、１分子中に紫外線吸収
部分と可視光線（約３８０～５００ｎｍ）吸収部分とが存在するため、天然の水晶体に近
い光透過性を有し、眼用レンズ材料として有用である。また、ウレタン結合を有すること
から、本発明の重合性染料は従来の重合性染料に比べて軟質であり、とくに軟質フォーダ
ブル眼内レンズなどに使用した場合でも、その柔軟な物性を損なうことがなく、また、発
色団と重合性基が立体的に離れているので、重合阻害を受けることがない点でも有用であ
る。さらに、当該重合性染料は、その他の眼用レンズ材料と共重合できるので、得られる
眼用レンズ材料の光や化学薬剤に極めて優れた耐性を示し、堅牢性も高く、そして、眼用
レンズからの溶出を抑えることができる。そのため、本発明の重合性染料を用いることで
、安全性が高く、染料の溶出に起因する脱色や変色しない、優れた眼用レンズを得ること
ができる。また、この他にも塗料や建材などに使用することができる。
【００２５】
　また、本発明のベンゾフェノン系重合性染料の製造方法によれば、ＵＶ－ＰＥＰなどの
化合物のように、１つの１級ヒドロキシ基と２つのフェノール性ヒドロキシ基が存在して
いる材料を用いる場合であっても、重合性の二重結合を有するイソシアネート化合物を選
択的に１級ヒドロキシ基と反応させることができるので、高収率で目的化合物を得ること
ができる。そのため、精製は簡単でよく、作業の煩雑さを軽減することが可能となり、コ
ストの点からも有利である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　本発明は、下記一般式（１）で表わされるベンゾフェノン系重合性染料に関する。
【００２７】
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【化８】

【００２８】
（Ｒ1およびＲ2は、それぞれ独立して水素原子、ヒドロキシ基、カルボキシ基、炭素数１
～８のアルキル基、炭素数１～８のアルコキシ基、スルホン酸基またはベンジルオキシ基
であり、重合基を導入する前の前駆物質の収率の点から好ましくは、水素原子である。ま
た、ｍおよびｎは、それぞれ独立して０～１８の整数であり、ｍは化合物自体の安定性、
ｎは重合性という点から、好ましくはｍおよびｎはそれぞれ独立して２～４であり、より
好ましくはｍおよびｎはともに２である。
Ｒ3は、
【００２９】
【化９】

【００３０】
のいずれかの重合可能な官能基であり、ここでＲ4は、水素原子またはメチル基である）
【００３１】
　一般式（１）で表わされる重合性染料としては、たとえば、２，４－ジヒドロキシ－５
－（４－（２－（Ｎ－（２－メタクリロイルオキシエチル）カルバモイルオキシ）エチル
）フェニルアゾ）ベンゾフェノン、２，４－ジヒドロキシ－３－（４－（２－（Ｎ－（２
－メタクリロイルオキシエチル）カルバモイルオキシ）エチル）フェニルアゾ）ベンゾフ
ェノン、２，４－ジヒドロキシ－５－（４－（４－（Ｎ－（２－メタクリロイルオキシエ
チル）カルバモイルオキシ）ブチル）フェニルアゾ）ベンゾフェノン、２，４－ジヒドロ
キシ－２’－メチル－５－（４－（２－（Ｎ－（２－メタクリロイルオキシエチル）カル
バモイルオキシ）エチル）フェニルアゾ）ベンゾフェノン、２，２’，４－トリヒドロキ
シ－５－（４－（２－（Ｎ－（２－メタクリロイルオキシエチル）カルバモイルオキシ）
エチル）フェニルアゾ）ベンゾフェノン、２，４－ジヒドロキシ－４’－メトキシ－５－
（４－（２－（Ｎ－（２－メタクリロイルオキシエチル）カルバモイルオキシ）エチル）
フェニルアゾ）ベンゾフェノン、２，４－ジヒドロキシ－５－（４－（２－（Ｎ－（４－
メタクリロイルオキシブチル）カルバモイルオキシ）エチル）フェニルアゾ）ベンゾフェ
ノンなどがあげられる。なかでも、得られる眼用レンズの光に対する堅牢性が高くなると
いう点から、２，４－ジヒドロキシ－５－（４－（２－（Ｎ－（２－メタクリロイルオキ
シエチル）カルバモイルオキシ）エチル）フェニルアゾ）ベンゾフェノンが好ましい。こ
こで、「（メタ）アクリロイル」は、「アクリロイル」および「メタクリロイル」の２つ
の化合物を意味する。
【００３２】
　なお、２，４－ジヒドロキシ－５－（４－（２－（Ｎ－（２－メタクリロイルオキシエ



(8) JP 4291296 B2 2009.7.8

10

20

30

40

50

チル）カルバモイルオキシ）エチル）フェニルアゾ）ベンゾフェノン（以下、ＢＭＡＣと
いう）は、以下の一般式（２）で表わされる。
【００３３】
【化１０】

【００３４】
　本発明の一般式（１）で表わされる重合性染料は、１分子中に紫外線吸収部分と可視光
線（約３８０～５００ｎｍ）吸収部分とが存在する。また、ウレタン結合を有することか
ら、本発明の重合性染料は従来の重合性染料に比べて軟質であり、とくに軟質フォーダブ
ル眼内レンズなどに使用した場合でも、その柔軟な物性を損なうことがなく、また、発色
団と重合性基が立体的に離れているので、重合阻害を受けることがないという性質を有す
る。
【００３５】
　本発明の重合性染料は、３５０～４５０ｎｍ、好ましくは３６０～４００ｎｍにおいて
吸光最大波長を有し、このときのモル吸光係数が１０，０００～６０，０００であること
が好ましい。
【００３６】
　また、本発明の重合性染料からなる眼用レンズからの当該重合性染料の溶出率は、４０
℃のエタノールに２４時間浸漬した後で０．０１重量％以下であることが好ましく、０．
００１重量％以下であることがより好ましい。
【００３７】
　本発明はまた、下記一般式（３）で表わされる化合物と、下記一般式（４）で表わされ
る化合物を反応させる工程を含むウレタン結合を有するベンゾフェノン系重合性染料の製
造方法に関する。
【００３８】

【化１１】

【００３９】
（Ｒ1、Ｒ2およびｍは、前記一般式（１）と同一である。具体的には、Ｒ1およびＲ2は、
それぞれ独立して水素原子、ヒドロキシ基、カルボキシ基、炭素数１～８のアルキル基、
炭素数１～８のアルコキシ基、スルホン酸基またはベンジルオキシ基などであり、重合基
を導入する前の前駆物質の収率の点から好ましくは、水素原子である。また、ｍは０～１
８の整数であり、化合物自体の安定性の点から、好ましくはｍは２～４であり、より好ま
しくはｍは２である）
【００４０】
　　Ｏ＝Ｃ＝Ｎ－（ＣＨ2）n－Ｒ3　　　　（４）
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（Ｒ3およびｎは、前記一般式（１）と同一である。具体的には、Ｒ3は、
【００４１】
【化１２】

【００４２】
のいずれかの重合可能な官能基であり、ここでＲ4は、水素原子またはメチル基である。
また、ｎは０～１８の整数であり、重合性の点から、好ましくはｎは２～４であり、より
好ましくはｎは２である）
【００４３】
　一般式（３）で表わされる化合物としては、たとえば、２，４－ジヒドロキシ－５－（
４－（２－ヒドロキシエチル）フェニルアゾ）ベンゾフェノン、２，４－ジヒドロキシ－
３－（４－（２－ヒドロキシエチル）フェニルアゾ）ベンゾフェノン、２，４－ジヒドロ
キシ－５－（４－（４－ヒドロキシブチル）フェニルアゾ）ベンゾフェノン、２，４－ジ
ヒドロキシ－２’－メチル－５－（４－（２－ヒドロキシエチル）フェニルアゾ）ベンゾ
フェノン、２，２’，４－トリヒドロキシ－５－（４－（２－ヒドロキシエチル）フェニ
ルアゾ）ベンゾフェノン、２，４－ジヒドロキシ－４’－メトキシ－５－（４－（２－ヒ
ドロキシエチル）フェニルアゾ）ベンゾフェノンなどがあげられる。なかでも、２，４－
ジヒドロキシ－５－（４－（２－ヒドロキシエチル）フェニルアゾ）ベンゾフェノンが好
ましい。
【００４４】
　一般式（４）で表わされる化合物としては、たとえば、２－イソシアネートエチルメタ
クリレート、４－イソシアネートブチルメタクリレート、２－イソシアネートエチルアク
リレートなどがあげられる。なかでも、本発明の染料を他の重合性紫外線吸収剤と併用す
る場合、２－イソシアネートエチルメタクリレートが好ましい。
【００４５】
　一般式（３）で表わされる化合物には、１つの１級ヒドロキシ基と２つのフェノール性
ヒドロキシ基が存在するため、アクリル酸クロリド、メタクリル酸クロリドなどを用いて
、一般式（３）で表わされる化合物に重合性の二重結合を導入する場合、フェノール性ヒ
ドロキシ基と反応した副生成物が多く生じる。しかし、一般式（４）で表わされる化合物
と特定の触媒を用いると、一般式（３）で表わされる化合物の１級ヒドロキシ基に選択的
に重合性の二重結合を導入することができる。
【００４６】
　このように一般式（３）で表わされる化合物と、一般式（４）で表わされる化合物を反
応させる際には、選択的に反応速度を加速させるためには、さらに触媒を用いることが好
ましい。本発明において用いられる触媒としては、トリエチルアミン、ピリジン、酢酸ナ
トリウムなどの塩基、塩化アルミニウムなどの無機塩、Ｒ2ＳｎＣｌ2、Ｒ2Ｓｎ（ＯＣＯ
Ｒ’）2（ここで、ＲおよびＲ’は、それぞれ独立して、アルキル基）などの有機金属化
合物、Ｆｅ、Ｎｉ、Ｍｎ、Ｚｎ、Ｃｕ、Ａｌなどのアセチルアセトナート錯塩などの金属
錯塩が用いられるが、副生成物の発生を抑えられるという点から、有機金属化合物および
金属錯塩が好ましく、前記触媒のなかでも、とくに選択性が高く、反応速度を加速させる
のに効果的であるという点から、ジラウリル酸ジブチルスズ（ＩＶ）およびトリス（２，
４－ペンタンジオナト）鉄（ＩＩＩ）がより好ましい。
【００４７】
　一般式（３）で表わされる化合物と一般式（４）で表わされる化合物の反応は、通常、
ジクロロメタン、クロロホルム、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、テトラ
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ヒドロフラン、ベンゼン、トルエン、四塩化炭素、１，４－ジオキサン、ジエチルエーテ
ルなどの溶媒中で行われる。
【００４８】
　反応における一般式（３）で表わされる化合物と一般式（４）で表わされる化合物の溶
媒１Ｌあたりの配合割合は、一般式（３）で表わされる化合物１モルに対して、一般式（
４）で表わされる化合物が１～１０モルであることが好ましく、１～２モルであることが
より好ましい。一般式（４）で表わされる化合物が１モル未満であると、一般式（３）で
表わされる化合物が反応せず、残留してしまい、精製が困難となる傾向があり、１０モル
をこえると、副生成物が生成してしまう傾向がある。
【００４９】
　触媒の配合量は、溶媒１Ｌあたり０．０３～０．１モルであることが好ましく、０．０
３～０．０５モルであることがより好ましい。触媒の配合量が０．０３モル未満であると
、反応速度が顕著に遅くなる傾向があり、０．１モルをこえると、触媒を除くための精製
が困難となる傾向がある。
【００５０】
　当該反応終了後の目的化合物の精製はカラムなどにより通常の方法で行うこともできる
が、目的化合物の純度が高いことなどから、アルコールによる再結晶化などの簡便な方法
で行うことができる。アルコールとしては、メタノール、エタノールなど通常用いられる
ものが使用されるが、溶媒量を少なくすることができる点からエタノールが好ましい。
【００５１】
　本発明の重合性染料は、紫外線吸収性と特定波長（約３８０～５００ｎｍ）の可視光線
吸収性有し、光や化学薬剤に対して優れた耐性を示し、堅牢性も高く、さらには他のモノ
マーと重合させた場合にも溶出することがないので、眼用レンズ材料としてだけではなく
、塗料や建材などの用途にも用いることができる。
【００５２】
　本発明の眼用レンズは、前記ベンゾフェノン系重合性染料を、他の重合性モノマーなど
と共重合することで得られる。
【００５３】
　本発明において用いられる重合性モノマーとしては、通常、眼用レンズ材料として用い
られるものであれば、とくに制限されないが、たとえば、以下のものがあげられる：
　メチル（メタ）アクリレート、エチル（メタ）アクリレート、プロピル（メタ）アクリ
レート、イソプロピル（メタ）アクリレート、ブチル（メタ）アクリレート、ｔｅｒｔ－
ブチル（メタ）アクリレート、イソブチル（メタ）アクリレート、ペンチル（メタ）アク
リレート、ｔｅｒｔ－ペンチル（メタ）アクリレート、ヘキシル（メタ）アクリレート、
ヘプチル（メタ）アクリレート、オクチル（メタ）アクリレート、２－エチルヘキシル（
メタ）アクリレート、ノニル（メタ）アクリレート、デシル（メタ）アクリレート、ドデ
シル（メタ）アクリレート、ステアリル（メタ）アクリレート、シクロペンチル（メタ）
アクリレート、シクロヘキシル（メタ）アクリレートなどの直鎖状、分岐鎖状および環状
のアルキル（メタ）アクリレート類；
　ペンタメチルジシロキサニルメチル（メタ）アクリレート、ペンタメチルジシロキサニ
ルプロピル（メタ）アクリレート、メチルビス（トリメチルシロキシ）シリルプロピル（
メタ）アクリレート、トリス（トリメチルシロキシ）シリルプロピル（メタ）アクリレー
ト、モノ（メチルビス（トリメチルシロキシ）シロキシ）ビス（トリメチルシロキシ）シ
リルプロピル（メタ）アクリレート、トリス（メチルビス（トリメチルシロキシ）シロキ
シ）シリルプロピル（メタ）アクリレート、メチルビス（トリメチルシロキシ）シリルプ
ロピルグリセリル（メタ）アクリレート、トリス（トリメチルシロキシ）シリルプロピル
グリセリル（メタ）アクリレート、モノ（メチルビス（トリメチルシロキシ）シロキシ）
ビス（トリメチルシロキシ）シリルプロピルグリセリル（メタ）アクリレート、トリメチ
ルシリルエチルテトラメチルジシロキサニルプロピルグリセリル（メタ）アクリレート、
トリメチルシリルメチル（メタ）アクリレート、トリメチルシリルプロピル（メタ）アク
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リレート、トリメチルシリルプロピルグリセリル（メタ）アクリレート、ペンタメチルジ
シロキサニルプロピルグリセリル（メタ）アクリレート、メチルビス（トリメチルシロキ
シ）シリルエチルテトラメチルジシロキサニルメチル（メタ）アクリレート、テトラメチ
ルトリイソプロピルシクロテトラシロキサニルプロピル（メタ）アクリレート、テトラメ
チルトリイソプロピルシクロテトラシロキシビス（トリメチルシロキシ）シリルプロピル
（メタ）アクリレートなどのシリコン含有（メタ）アクリレート類；
　トリフルオロエチル（メタ）アクリレート、テトラフルオロプロピル（メタ）アクリレ
ート、ペンタフルオロプロピル（メタ）アクリレート、ヘキサフルオロイソプロピル（メ
タ）アクリレート、テトラフルオロ－ｔｅｒｔ－ペンチル（メタ）アクリレート、ヘキサ
フルオロブチル（メタ）アクリレート、ヘキサフルオロ－ｔｅｒｔ－ヘキシル（メタ）ア
クリレート、オクタフルオロペンチル（メタ）アクリレート、２，３，４，５，５，５－
ヘキサフルオロ－２，４－ビス（トリフルオロメチル）ペンチル（メタ）アクリレート、
ドデカフルオロヘプチル（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシオクタフルオロ－６－ト
リフルオロメチルヘプチル（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシドデカフルオロ－８－
トリフルオロメチルノニル（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシヘキサデカフルオロ－
１０－トリフルオロメチルウンデシル（メタ）アクリレートなどのフッ素含有（メタ）ア
クリレート類；
　スチレン、ペンタフルオロスチレン、メチルスチレン、トリメチルスチレン、トリフル
オロメチルスチレン、（ペンタメチル－３，３－ビス（トリメチルシロキシ）トリシロキ
サニル）スチレン、（ヘキサメチル－３－トリメチルシロキシトリシロキサニル）スチレ
ン、ジメチルアミノスチレンなどのスチレン誘導体類；
　ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、
ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート、ジヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、
ジヒドロキシブチル（メタ）アクリレート、ジエチレングリコールモノ（メタ）アクリレ
ート、トリエチレングリコールモノ（メタ）アクリレート、ジプロピレングリコールモノ
（メタ）アクリレートなどのヒドロキシ基含有（メタ）アクリレート類；
　（メタ）アクリル酸；
　Ｎ－ビニルピロリドン、α－メチレン－Ｎ－メチルピロリドン、Ｎ－ビニルカプロラク
タム、Ｎ－（メタ）アクリロイルピロリドンなどのビニルラクタム類；
　（メタ）アクリルアミド、Ｎ－メチル（メタ）アクリルアミド、Ｎ－エチル（メタ）ア
クリルアミド、Ｎ－ヒドロキシエチル（メタ）アクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチル（メタ
）アクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジエチル（メタ）アクリルアミド、Ｎ－エチル－Ｎ－アミノ
エチル（メタ）アクリルアミドなどの（メタ）アクリルアミド類；
　アミノエチル（メタ）アクリレート、Ｎ－メチルアミノエチル（メタ）アクリレート、
Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチル（メタ）アクリレートなどのアミノアルキル（メタ）アク
リレート類；
　メトキシエチル（メタ）アクリレート、エトキシエチル（メタ）アクリレート、メトキ
シジエチレングリコール（メタ）アクリレートなどのアルコキシ基含有（メタ）アクリレ
ート類；
　ベンジル（メタ）アクリレートなどの芳香環含有（メタ）アクリレート類；
　イタコン酸、クロトン酸、マレイン酸、フマル酸などのアルキル基、フッ素含有アルキ
ル基、シロキサニルアルキル基で置換されていても良いアルキルエステル類；
　グリシジル（メタ）アクリレート；
　テトラヒドロフルフリル（メタ）アクリレート；
　４－ビニルピリジン；
　ビニルイミダゾール、Ｎ－ビニルピペリドン、Ｎ－ビニルピペリジン、Ｎ－ビニルサク
シンイミドなどのヘテロ環式Ｎ－ビニルモノマー；
　Ｎ－（メタ）アクリロイルピペリジン；
　Ｎ－（メタ）アクリロイルモルホリン
【００５４】
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　また、これらのモノマーを１種または２種以上選択して重合してマクロモノマーとし、
これをレンズ成分（レンズ形成モノマー）の１つとして用いることも可能である。
【００５５】
　さらに本発明の重合性染料を、眼用レンズに用いることもできる。たとえば、特開平１
１－５６９９８号公報および特開２００３－１４４５３８号公報に記載の眼内レンズなら
びに国際公開第２００４／０６３７９５号パンフレット、特開平６－１２１８２６号公報
、特開昭６０－１４２３２４号公報および特開平２－１９６８０９号公報に記載のコンタ
クトレンズなどのように使用することもできる。
【００５６】
　なお、「（メタ）アクリレート」は、「アクリレート」または「メタクリレート」を意
味し、これは（メタ）アクリル誘導体についても同様である。
【００５７】
　また、たとえば、酸素透過性に優れる眼用レンズを得ようとする場合、シリコン含有（
メタ）アクリレート類、シリコン含有スチレン誘導体類などのシリコン含有モノマーやフ
ッ素含有アルキル（メタ）アクリレート類などを選択することができ、また、強度に優れ
る眼用レンズを所望の場合や、眼用レンズの硬度を調節する場合には、アルキル（メタ）
アクリレート類やスチレンを含めたスチレン誘導体類または（メタ）アクリル酸などを選
択することができる。
【００５８】
　眼用レンズに抗脂質汚染性を付与したい場合には、フッ素含有アルキル（メタ）アクリ
レート類やフッ素含有スチレン誘導体類などのフッ素含有モノマーを選択することができ
る。さらに、レンズに親水性を付与したり、含水性の柔軟な眼用レンズを得ようとする場
合には、水酸基含有（メタ）アクリレート類、（メタ）アクリルアミド類、アミノアルキ
ル（メタ）アクリレート類、（メタ）アクリル酸、Ｎ－ビニルラクタム類などの親水性基
を有するモノマーを選択することができる。
【００５９】
　その他、高屈折率のレンズ材料を得ようとするには、芳香族環を含有するモノマー、た
とえば、スチレン系モノマーや芳香族環含有（メタ）アクリレート類などを選択すること
ができる。
【００６０】
　眼用レンズ材料として、架橋剤または分子内に２個以上の重合性基を有するマクロモノ
マーを用いることができる。このようなモノマーとしては、たとえば、エチレングリコー
ルジ（メタ）アクリレート、ジエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、トリエチレ
ングリコールジ（メタ）アクリレート、プロピレングリコールジ（メタ）アクリレート、
ジプロピレングリコールジ（メタ）アクリレート、アリル（メタ）アクリレート、ビニル
（メタ）アクリレート、トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレート、メタクリロ
イルオキシエチルアクリレート、ジビニルベンゼン、ジアリルフタレート、アジピ酸ジア
リル、トリアリルイソシアヌレート、α－メチレン－Ｎ－ビニルピロリドンなどがあげら
れる。これらのモノマーを使用することで、得られる重合体内に三次元架橋構造を形成す
ることができ、材料の物性が強靭となり、機械的強度や硬度を向上させることができると
ともに、均一で透明であり、歪みのない光学性に優れた眼用レンズを得ることができ、さ
らに、眼用レンズに耐久性（耐薬品性、耐熱性、耐溶媒性）を付与したり、重合後のモノ
マーの溶出を抑制することができる。
【００６１】
　また、本発明の重合性染料は、眼用レンズの色調の微調整または充分な紫外線吸収能の
付与の点から、さらに紫外線吸収剤および／または他の染料と併用することが好ましい。
【００６２】
　紫外線吸収剤としては、とくに制限されないが、たとえば、特許第２６８５９８０号明
細書に記載の以下の一般式（７）で表わされるベンゾトリアゾール系紫外線吸収性モノマ
ーがあげられる。
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【００６３】
【化１３】

【００６４】
（式中、Ｒ5はＨまたはＣＨ3を示し、ｎは２または３を示す）
【００６５】
　一般式（７）で表わされるベンゾトリアゾール系紫外線吸収性モノマーの具体例として
は、たとえば、ｎ＝２では、２－［２’－ヒドロキシ－５’－（β－メタクリロイルオキ
シエトキシ）－３’－ｔ－ブチルフェニル］－５－メチル－２Ｈ－ベンゾトリアゾール（
ＵＶ１）が、またｎ＝３では、２－［２’－ヒドロキシ－５’－（γ－メタクリロイルオ
キシプロポキシ－３’－ｔ－ブチルフェニル］－５－メチル－２Ｈ－ベンゾトリアゾール
（ＵＶ２）があげられる。
【００６６】
　また、本発明の重合性染料以外の、他の染料としては、アクリロイル基、メタクリロイ
ル基、ビニル基、アリル基、イソプロペニル基などの重合性基を有する、アゾ系、アント
ラキノン系、ニトロ系またはフタロシアニン系などの重合性染料があげられる。これらの
重合性色素としては、たとえば、以下に示す特開平１０－２５１５３７号公報、特公平７
－２８９１１号公報、特許第２６０４７９９号明細書などに記載の染料があげられる：
【００６７】
　一般式（８）で表わされる重合性染料
Ａ1－Ｎ＝Ｎ－Ａ2－Ｏ－（ＣＨ2）ｎ－Ｘ　　　（８）
［式中、Ａ1は置換基を有していてもよいアリール基、Ａ2は置換基を有していてもよいア
リーレン基、Ｘはアクリロイルオキシ基、メタクリロイルオキシ基、ビニルフェニル基、
ビニルフェニルオキシ基、またはビニルフェニルアルキルオキシ基（アルキル部分の炭素
数は１～５である）であり、ｎは１～５の整数である］；
【００６８】
　一般式（９）で表わされる重合性染料
【００６９】

【化１４】

【００７０】
［式中、Ｒ6～Ｒ12は、それぞれ独立して、その何れか１つが、アクリロイルオキシ基、
メタクリロイルオキシ基、ビニル基およびアリル基からなる群より選ばれる重合性基であ
り、その他が、水素原子、メチル基、エチル基、メトキシ基、エトキシ基、水酸基、塩素
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１０）～（１３）の群より選ばれる置換基である。
【００７１】
【化１５】

【００７２】
（式中、Ｒ14～Ｒ18は、それぞれ独立して、水素原子、炭素数１～１８のアルキル基、メ
トキシ基、エトキシ基、水酸基、ニトロ基、塩素原子および臭素原子からなる群より選ば
れる置換基である）
【００７３】

【化１６】

【００７４】
（式中、Ｒ19～Ｒ32は、それぞれ独立して、水素原子、炭素数１～１２のアルキル基、メ
トキシ基、エトキシ基、水酸基、塩素原子および臭素原子からなる群より選ばれる置換基
である）
【００７５】

【化１７】

【００７６】
（式中、Ｒ33～Ｒ41は、それぞれ独立して、水素原子、炭素数１～１８のアルキル基、メ
トキシ基、エトキシ基、水酸基、ニトロ基、塩素原子および臭素原子からなる群より選ば
れる置換基である）
【００７７】
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【化１８】

【００７８】
］；
【００７９】
　一般式（１４）で表わされる重合性染料
【００８０】

【化１９】

【００８１】
［式中、Ｘ1は、
【００８２】
【化２０】

【００８３】
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である。また、Ｒ42は、水素原子、水酸基、メチル基、エチル基、メトキシ基、エトキシ
基またはハロゲン原子である。Ｒ43は、ベンゼン誘導体、ナフタレン誘導体またはアント
ラセン誘導体であって、それらの芳香族の水素原子の一部が炭素数１～８のアルキル基、
水酸基、メトキシ基、エトキシ基、ニトロ基、ハロゲン原子、
【００８４】
【化２１】

【００８５】
（式中、Ｒ’’は、水素、メチル基またはスルホニル基）で置換されていてもよい。Ｒ44

は、水素、水酸基、ハロゲン原子または
【００８６】

【化２２】

【００８７】
である。ここで、Ｒ’は、水素またはメチル基であり、ｎ、ｍおよびｌは、それぞれ０ま
たは１であり、Ｙ11～Ｙ14は、それぞれ－ＮＨ－または－Ｏ－である。そして、当該一般
式（１４）に示される芳香環の水素原子の一部が、前記Ｒ42と同様の置換基で置換されて
いてもよい］；
【００８８】
　一般式（１５）で表わされる重合性染料
【００８９】
【化２３】

【００９０】
（式中、Ｘ2は、前記一般式（１４）におけるＸ1と同一の基または
【００９１】
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【化２４】

【００９２】
である。Ｒ45は、前記一般式（１４）におけるＲ42と同様（水素を除く）の基である。Ｒ
46は、一般式（１４）におけるＲ43と同一の基または
【００９３】
【化２５】

【００９４】
である。Ｒ47およびＲ48は、それぞれ水素、炭素数１～３のアルキル基である。Ｒ49は水
素または－ＮＨ2または
【００９５】
【化２６】

【００９６】
である。ここで、Ｒ’は、前記一般式（１４）と同一の基であり、ｋは０または１である
）；
【００９７】
　一般式（１６）で表わされる重合性染料
【００９８】

【化２７】
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【００９９】
（式中、Ｘ3は、前記一般式（１４）におけるＸ1と同一の基であり、Ｒ50およびＲ51は、
それぞれ一般式（１４）におけるＲ42と同一の基または－ＳＯ3Ｎａであり、またＲ52は
、前記一般式（１４）におけるＲ43と同一の基である。ｉおよびｊは、それぞれ０～３で
ある）；
【０１００】
　一般式（１７）で表わされる重合性染料
【０１０１】
【化２８】

【０１０２】
（式中、Ｘ4およびＸ5は、それぞれ独立して、
【０１０３】
【化２９】

【０１０４】
である。Ｘ6は
【０１０５】
【化３０】

【０１０６】
である。Ｒ53およびＲ54は、それぞれ独立して、－ＮＨ2、－ＯＨ、－ＳＯ3Ｈ、ニトロ基
、ハロゲン原子、炭素数１～３のアルキルアミノ基、炭素数１～３のアルコキシ基、炭素
数１～３のアルキルアミド基、



(19) JP 4291296 B2 2009.7.8

10

20

30

【０１０７】
【化３１】

【０１０８】
であり、Ｒ55は、－Ｈまたは炭素数１～３のアルキル基である。Ｒ56は、－Ｈ、－ＣＨ3

または－ＮＨＮＨ2である。Ｒ57またＲ58は、それぞれ独立して、－Ｈ、炭素数１～３の
アルキル基または炭素数１～３のアルコキシ基である。ここで、Ｒ’は、前記一般式（１
４）と同一の基であり、ｈ、ｄ、ｇは、それぞれ０～３、０もしくは１、または０～４（
ただし、ｄ＋ｇ≦４）であり、ｆは０または１、ｅは０～６である）；
【０１０９】
　一般式（１８）で表わされる重合性染料
【０１１０】
【化３２】

【０１１１】
（式中、Ｒ59およびＲ60は、それぞれ独立して、－Ｈまたは炭素数１～３のアルキル基で
ある。Ｒ’は、前記一般式（１４）と同一の基であり、ｐは０～３である。）；
【０１１２】
　一般式（１９）で表わされる重合性染料
【０１１３】
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【化３３】

【０１１４】
（式中、Ｒ61～Ｒ68は－Ｈまたは－ＣＯ－Ａであり、Ａは炭素数１～１７のアルキル基ま
たは
【０１１５】
【化３４】

【０１１６】
であり、少なくとも１つは（メタ）アクリロイル基である。Ｍは金属原子（たとえば銅）
である。ここで、Ｒ’は、前記一般式（１４）と同一の基である）
【０１１７】
　目的の眼用レンズ（コンタクトレンズ、眼内レンズなど）は、本発明のベンゾフェノン
系重合性染料とともに前記モノマー成分を任意の割合で配合して、均一に混合した後、共
重合させることで得られる。
【０１１８】
　本発明のベンゾフェノン系重合性染料の配合割合は、レンズの厚みにも影響されるが、
眼用レンズを構成する全ての重合性モノマー１００重量部に対して、０．００１～１重量
部であることが好ましく、０．００５～０．５重量部であることがより好ましく、０．０
１～０．０６重量部がさらに好ましい。当該重合性染料の配合割合が０．００１重量部未
満であると、首尾よく発色させることができない傾向があり、また、１重量部をこえると
、着色が濃くなりすぎて、透明性が低下し、また、レンズの物性（たとえば、強度など）
が低下するだけではなく、当該重合性染料が重合後に溶出しやすくなる傾向がある。
【０１１９】
　また、架橋剤の配合割合は、眼用レンズを構成する全てのモノマー混合物１００重量部
あたり、０．０１～１０重量部の割合の範囲内で使用することが好ましい。配合割合が０
．０１重量部未満であると、その効果は得られ難く、また１０重量部をこえると、得られ
るレンズが脆くなる傾向がある。
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【０１２０】
　そして、眼用レンズの製造は、本発明の重合性染料、およびその他のレンズ成分、およ
び必要に応じて重合開始剤などを均一に配合し、当該技術分野において通常行なわれてい
る方法によって、容易に行なうことができる。たとえば、レンズ形成モノマー、重合性染
料などの混合物に、必要に応じてラジカル重合開始剤を添加して、室温～約１３０℃の温
度範囲で徐々に加熱したり、あるいはマイクロ波、紫外線、放射線（ガンマ線）などの電
磁波を照射することにより重合することにより、レンズ材料を形成することができる。な
お、重合は、塊状重合法であっても、溶媒などを用いた溶媒重合法であっても良く、また
加熱重合させる場合は、温度を段階的に昇温させてもよく、その他、種々の方法を採用す
ることができる。
【０１２１】
　ここで、ラジカル重合開始剤の具体例としては、たとえば、アゾビスイソブチロニトリ
ル、アゾビスジメチルバレロニトリル、ベンゾイルパーオキサイド、ｔｅｒｔ－ブチルハ
イドロパーオキサイド、クメンハイドロパーオキサイド、過酸化ベンゾイルなどが挙げら
れ、これらのうちから１種または２種以上が選択されて使用される。そして、その使用量
は、重合に供せられる全モノマー混合物１００重量部に対して、約０．０１～１重量部の
範囲で使用することが好ましい。また、光線などを利用して重合する場合には、光重合開
始剤や増感剤をさらに添加することが好ましい。
【０１２２】
　ところで、コンタクトレンズや眼内レンズなどの眼用レンズとして成形する場合は、当
業者が通常行なっている成形方法が採用され得、たとえば、重合を適当な型または容器中
で行ない、棒状、ブロック状、板状の素材（重合体）を得た後、切削加工、研磨加工など
の機械的加工により所望の形状を加工したり、また所望の形状に対応した型を用意し、こ
の型の中でモノマー混合物の重合を行なって成形物を得、必要に応じて機械的に仕上げ加
工を施したりする手法が採用される。
【０１２３】
　また、眼内レンズを形成する場合には、レンズの支持部を、レンズとは別に作製してレ
ンズに取り付けても、レンズと同時に（一体的に）成形しても差支えない。
【０１２４】
　またさらに、レンズの表面を親水性化するために、プラズマ処理を、必要に応じてレン
ズに施してもよく、その際の処理装置および処理方法は、従来から知られている通常の装
置および方法が採用される。なお、処理条件としては、ヘリウム、ネオン、アルゴンなど
の不活性ガスまたは空気、酸素、窒素、一酸化炭素、二酸化炭素などのガスの雰囲気下で
、圧力：約０．０００１～数Ｔｏｒｒ、出力：約数～１００Ｗの条件にて、数秒～数十分
間処理することが好ましく、より好ましくは、ガスとして、空気、酸素、アルゴン、圧力
は約０．０５～３Ｔｏｒｒ、出力は約１０～６０Ｗ、時間は数分間の条件において処理さ
れる。
【０１２５】
　以下、実施例により本発明をより具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定
されるものではない。
【実施例】
【０１２６】
合成例１
２，４－ジヒドロキシ－５－（４－（２－（Ｎ－（２－メタクリロイルオキシエチル）カ
ルバモイルオキシ）エチル）フェニルアゾ）ベンゾフェノン（ＢＭＡＣ）の合成（触媒：
ジラウリル酸ジブチルスズ（ＩＶ）、重合性基導入化合物：２－イソシアネートエチルメ
タクリレート）
　５００ｍｌの三口フラスコに２，４－ジヒドロキシ－５－（４－（２－ヒドロキシエチ
ル）フェニルアゾ）ベンゾフェノン（ＵＶ－ＰＥＰ）６．００ｇ（０．０１６６ｍｏｌ）
を秤取し、ジクロロメタン２５０ｍｌを加え溶解させた。そこに２－イソシアネートエチ
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ルメタクリレート３．８５ｇ（３．５１ｍＬ、０．０２４８ｍｏｌ）、ジラウリル酸ジブ
チルスズ（ＩＶ）をスポイトで２滴加えた。約２３時間後、反応溶液を１Ｌナスフラスコ
に移し、ジクロロメタンを減圧留去した。残渣にメタノール３００ｍＬを加えて懸濁して
、約２時間撹拌洗浄し、これを吸引ろ過した。ろ紙上の残渣を２Ｌ三角フラスコへ移し、
これにエタノール１．５Ｌを加え、ジムロート冷却管を付けて加熱還流しながら溶解させ
て熱時ろ過した。室温にて、一晩放置後、析出物を吸引ろ過によりろ取し、これを５０℃
の真空乾燥機で約２４時間乾燥させて橙色粉末を得た。収量は７．８１ｇ（９１．１％）
であった。
【０１２７】
　得られた化合物を、ＨＰＬＣに供して純度を求めた。カラムは、Ｆｉｎｅｐａｋ　ＳＩ
Ｌ　Ｃ１８Ｔ－５　２５０×４．６ｍｍ（Ｉ．Ｄ．）（日本分光工業（株）製）、移動相
には、メタノール／蒸留水＝８０／２０（ｖ／ｖ）を用いた。２１０ｎｍにおけるピーク
面積比から純度は９６．８％であることを確認した。
【０１２８】
　また、得られた化合物の1Ｈ　ＮＭＲスペクトルを測定した。スペクトルデータは、以
下のとおりであった：
δ１．９３（ｔ，３Ｈ，ＣＨ３）、２．９７－３．０１（２Ｈ，ＣＨ２）、３．４８－３
．４９（２Ｈ，ＣＨ２）、４．２０－４．２３（２Ｈ，ＣＨ２）、４．３０－４．３３（
２Ｈ，ＣＨ２）、４．９２（１Ｈ，ＮＨ）、５．５８（１Ｈ，ＣＨ＝）、６．１１（１Ｈ
，ＣＨ＝）、６．５７（ｔ，１Ｈ，Ａｒ－Ｈ）、７．２６－７．７５（ｍ，Ａｒ－Ｈ）、
８．２１（ｔ，１Ｈ，Ａｒ－Ｈ）、１２．８９（ｔ、１Ｈ，Ａｒ－ＯＨ）、１３．９６（
ｔ，１Ｈ，Ａｒ－ＯＨ）
【０１２９】
　測定の結果、δ１２．８９および１３．９６にフェノール性のヒドロキシ基と考えられ
るシグナルが２つ観察されたことから、この化合物は、ＵＶ－ＰＥＰの１級ヒドロキシ基
に重合性基が導入されたＢＭＡＣであることが確認できた。
【０１３０】
　また、得られた化合物の赤外吸収スペクトルを、赤外分光光度計（Ｓｐｅｃｔｒｕｍ　
Ｏｎｅ　株式会社パーキンエルマー製）を用いて測定したところ、ＵＶ－ＰＥＰ由来のカ
ルボニルの吸収（１６２４ｃｍ-1）以外に、２種類のカルボニルと思われる吸収（１６８
８、１７２０ｃｍ-1）が観察された。このことから得られた化合物には重合性基が導入さ
れていることが確認できた。
【０１３１】
　さらに、紫外可視吸収スペクトル（２８０～８００ｎｍ）を、紫外可視分光光度計（Ｕ
Ｖ－３１５０　株式会社　島津製作所製）を用いて測定した（図１）。その結果、得られ
た化合物は、３８０ｎｍ以下の紫外線吸収特性と約３８０～５００ｎｍの可視光線吸収特
性を有していた。
【０１３２】
合成例２
ＢＭＡＣの合成（触媒：トリス（２，４－ペンタンジオナト）鉄（ＩＩＩ）、重合性基導
入化合物：２－イソシアネートエチルメタクリレート）
　１Ｌナスフラスコに２，４－ジヒドロキシ－５－（４－（２－ヒドロキシエチル）フェ
ニルアゾ）ベンゾフェノン（ＵＶ－ＰＥＰ）１５．００ｇ（４１．４ｍｍｏｌ）およびト
リス（２，４－ペンタンジオナト）鉄（ＩＩＩ）０．４２０ｇ（１．１９ｍｍｏｌ）を秤
取し、ジクロロメタン７００ｍｌを加え溶解させた。そこに２－イソシアネートエチルメ
タクリレート８．８０ｍＬ（６２．２ｍｍｏｌ）を加え、ジムロート冷却管を付けて撹拌
した。約１２７時間後、反応溶液を減圧留去した。残渣にメタノール１Ｌを加えて懸濁し
て、約１時間撹拌洗浄し、これを吸引ろ過した。ろ紙上の残渣をクロロホルム２００ｍＬ
に溶解した。シリカゲル約５０ｇを適量のクロロホルムに懸濁して、ろ紙を敷いた桐山ロ
ート（φ６０ｍｍ）に注いで充填した。充填したシリカゲルの上にろ紙を敷き、そこに先
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に調製した残渣を溶解させたクロロホルム溶液を注いだ。この溶液をろ過した後、さらに
クロロホルム約６００ｍＬを徐々に注いでろ液をすべて回収し、減圧留去した。得られた
残渣をエタノール３Ｌに懸濁して、加熱還流しながら溶解させて熱時ろ過した。室温にて
、一晩放置後、析出物を吸引ろ過によりろ取し、これを５０℃の真空乾燥機で約２３時間
乾燥させて結晶性橙色粉末を得た。収量は１９．０２ｇ（８８．８％）であった。
【０１３３】
　合成例１と同様に、得られた化合物をＨＰＬＣに供して純度を求めた。純度は９８．７
％であった。
【０１３４】
　また、得られた化合物の1Ｈ　ＮＭＲスペクトルを測定した結果、合成例１と同様のス
ペクトルを示し、δ１２．８９および１３．９６にフェノール性のヒドロキシ基と考えら
れるシグナルが２つ観察されたことから、この化合物は、合成例１と同じ、ＵＶ－ＰＥＰ
の１級ヒドロキシ基に重合性基が導入されたＢＭＡＣであることが確認できた。
【０１３５】
　なお、得られた化合物の赤外吸収スペクトルおよび紫外可視吸収スペクトルについても
、合成例１で得られた化合物と同一の結果であった。
【０１３６】
比較合成例１
２，４－ジヒドロキシ－５－（ｐ－メタクリロイルオキシエチルフェニルアゾ）ベンゾフ
ェノンの合成（触媒：トリエチルアミン、重合性基導入化合物：メタクリル酸クロリド）
　ＵＶ－ＰＥＰ７．２４ｇおよびトリエチルアミン５．０ｇをベンゼン１００ｍｌに溶解
し、この溶液を撹拌しながら、メタクリルクロリド溶液（２．４ｌｇ／５０ｍｌベンゼン
）を徐々に加えた。約３時間の放置後、かかる溶液を蒸留水で洗浄し、濾過した後、減圧
下で乾固した。得られた乾固物をクロロホルム－ヘキサン（２：５）５００ｍｌで再結晶
化したが、目的の化合物は極微量しか得られなかった。
【０１３７】
比較合成例２
ジシクロヘキシルカルバジイミド／４－ジメチルアミノピリジンを用いたＵＶ－ＰＥＰと
メタクリル酸の縮合（２，４－ジヒドロキシ－５－（ｐ－メタクリロイルオキシエチルフ
ェニルアゾ）ベンゾフェノンの合成）
　４－ジメチルアミノピリジン０．３５ｇ（２．８４ｍｍｏｌ）、２，４－ジヒドロキシ
－５－（４－（２－ヒドロキシエチル）フェニルアゾ）ベンゾフェノン（ＵＶ－ＰＥＰ）
０．５ｇ（１．３８ｍｍｏｌ）およびメタクリル酸０．２３ｍＬ（２．７１ｍｍｏｌ）を
ジクロロメタン１５ｍＬに溶解して、磁気撹拌しながら水浴で約２０℃にした。ジシクロ
ヘキシルカルバジイミド０．６０ｇ（２．９１ｍｍｏｌ）をジクロロメタン約１０ｍＬに
溶解して、これを先の反応系に滴下ロートを用いて滴下した。しばらく撹拌すると白い粉
末が析出した。約２２時間反応後、反応溶液を吸引ろ過して析出した白い粉末を除去して
ろ液を減圧留去した後、残渣をＨＰＬＣに供した。
【０１３８】
ＨＰＬＣ分析
　合成例１および２ならびに比較合成例２における反応溶液を下記分析条件にてＨＰＬＣ
分析して、合成例１および２においてはＢＭＡＣ、比較合成例２においては２，４－ジヒ
ドロキシ－５－（ｐ－メタクリロイルオキシエチルフェニルアゾ）ベンゾフェノンのピー
ク面積の百分率を算出することにより目的物の生成率を求めた。結果を表１に示す。
【０１３９】
（分析条件）
カラム：Ｆｉｎｅｐａｋ　ＳＩＬ　Ｃ１８Ｔ－５　２５０×４．６ｍｍ（Ｉ．Ｄ．）　日
本分光工業（株）製
移動相：メタノール／蒸留水＝８０／２０（ｖ／ｖ）　アイソクラチック溶出
流量：１ｍＬ／分
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打ち込み量：２０μＬ
カラム温度：４０℃
検出：３５０ｎｍ
【０１４０】
【表１】

【０１４１】
実施例１
　合成例１で合成されたＢＭＡＣ０．０３重量部、フェノキシエチルアクリレート１００
重量部、エチルアクリレート１５重量部、２，２’－アゾビス（２，４－ジメチルバレロ
ニトリル）０．５重量部を均一に配合し、これをレンズモールド型に注入した。次いで、
この配合液を８０℃で４０分間重合させ、レンズを作製した。得られたレンズをサンプル
として、波長２２０～８００ｎｍの光線透過率を測定した（図２）。さらに、このレンズ
を４０℃のエタノールに２４時間浸漬して溶出処理を行った後、再度、光線透過率を測定
したところ、溶出処理前後でスペクトルは変化しなかった。このことは、重合性染料が材
料中に化学的に結合していることを示している。
【０１４２】
実施例２
　紫外線吸収剤として、２－［２’－ヒドロキシ－５’－（２’’－メタクリロイルオキ
シエトキシ）－３’－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル］－５－メチル－２Ｈ－ベンゾトリアゾ
ールをさらに０．１５重量部配合した以外は、実施例１と同様にレンズを作製した。
【０１４３】
　得られたレンズをサンプルとして、実施例１と同様に、波長２２０～８００ｎｍの光線
透過率を測定した（図３）。その結果、溶出処理前後での光線透過率のスペクトルは変化
せず、本発明の重合性染料を他の紫外線吸収剤と併用しても、重合後に溶出することはな
いことが確認できた。
【０１４４】
比較例１
　合成例１で合成されたＢＭＡＣに代えて、比較合成例１で合成された２，４－ジヒドロ
キシ－５－（ｐ－メタクリロイルオキシエチルフェニルアゾ）ベンゾフェノンを用いた以
外は、実施例１と同様に共重合体を作製し、溶出性を測定した。その結果、染料の溶出は
見られなかった。
【図面の簡単な説明】
【０１４５】
【図１】合成例１で合成されたベンゾフェノン系重合性染料の紫外可視吸収スペクトルを
表わすチャートである。
【図２】実施例１で得られたレンズの紫外可視光線透過スペクトルを表わすチャートであ
る。
【図３】実施例２で得られたレンズの紫外可視光線透過スペクトルを表わすチャートであ
る。
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