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(57)【要約】
【課題】脂質や蛋白質の付着といった光学的特性に影響を及ぼすような現象がなく、また
、イオン濃度等環境変化への対応性が高い、含水性、伸縮性、透明性、酸素透過性に優れ
た眼用レンズを提供する。
【解決手段】シリコーンハイドロゲル製眼用レンズにおいて、重合成分としてベタイン基
含有（メタ）アクリレートを全重合成分中０．１～８重量％用いることを特徴とする含水
性眼用レンズ、並びに、ベタイン基含有（メタ）アクリレート、ポリシロキサンマクロモ
ノマーおよびシリコン含有（メタ）アクリレートの一方または両方、親水性モノマーおよ
びウレタン（メタ）アクリレートを共重合して成り、該ベタイン基含有（メタ）アクリレ
ートを全重合成分中０．１～８重量％用いることを特徴とする含水性眼用レンズ。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シリコーンハイドロゲル製眼用レンズにおいて、重合成分としてベタイン基含有（メタ
）アクリレートを全重合成分中０．１～８重量％用いることを特徴とする含水性眼用レン
ズ。
【請求項２】
　ベタイン基含有（メタ）アクリレート、ポリシロキサンマクロモノマーおよびシリコン
含有（メタ）アクリレートの一方または両方、親水性モノマーおよびウレタン（メタ）ア
クリレートを共重合して成り、該ベタイン基含有（メタ）アクリレートを全重合成分中０
．１～８重量％用いることを特徴とする含水性眼用レンズ。
【請求項３】
　前記ベタイン基含有（メタ）アクリレートが下記一般式（１）で示される請求項１また
は２に記載の含水性眼用レンズ。
一般式（１）：

【化１】

（式中、Ｒ１は水素原子またはメチル基を示し、Ｒ２はメチル基またはエチル基を示し、
ＸはＯまたはＮＨを示し、Ｙは－ＳＯ３または－ＣＯＯを示す。また、ｍは１～３の整数
であり、ｎは１～６の整数である。）
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は耐汚染性に優れた含水性眼用レンズに関する。詳しくはレンズの耐汚染性、酸
素透過性、含水性、伸縮性、透明性、形状安定性に優れた特徴を有する高酸素透過性の含
水性眼用レンズに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の含水性ソフトコンタクトレンズとしては、２－ヒドロキシエチルメタクリレート
やビニルピロリドン等の親水性モノマーを主成分としたものがあり、その材料のしなやか
さにより装用感がよいことが知られている。一般的に含水性ソフトコンタクトレンズの酸
素透過性はレンズの含水率に依存するが、高含水性ソフトコンタクトレンズ材料であるビ
ニルピロリドンを主成分とした重合体の場合でも、含水率８０％に対して、酸素透過係数
は約５０×１０-11（ｃｍ２／ｓｅｃ）・（ｍＬＯ２／ｍＬ×ｍｍＨｇ）程度であり、角
膜への酸素供給量には限界があった。イオン性の（メタ）アクリレートを用いれば含水率
を高めて、酸素透過性を向上できるが、蛋白質や脂質等の汚れが付着しやすく、長時間の
装用では装用感や視野の低下が発生する。また、イオン性を示すが故にイオン濃度などの
環境変化に影響を受けやすいため、保存液中でのレンズ形状の安定性に課題がある。
【０００３】
　この課題に対して、耐汚染性と高い親水性を有するベタイン型モノマーを主成分とした
眼用レンズ材料が開示されている（特許文献１参照）。しかしながら、この材料で角膜へ
十分に酸素供給するには、さらに高い含水率が必要となり、機械的強度とのバランスの点
で課題を有する。このように、従来の含水性ソフトコンタクトレンズでは、十分な酸素透
過性付与に限界があり、長時間の装用の場合に課題を有していた。
【０００４】
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　最近はコンタクトレンズの連続的な装用が主流であり、高い酸素透過性は必要不可欠な
要素となっている。それ故、十分な酸素透過性と含水性を有する、シリコン含有含水性コ
ンタクトレンズ材料が種々提案されている。しかしレンズ素材にシリコン含有モノマーを
用いることによる、装用感の低下や脂質や蛋白質等の汚れの付着が指摘されている。
【０００５】
　一方、装用感向上のために高酸素透過性とレンズ表面の親水性とを付与する技術として
、双性イオン性基含有化合物を眼用レンズ材料の表面にグラフト重合させることを特徴と
する眼用レンズ材料が開示されている（特許文献２参照）。しかしながら、レンズ表面の
保水性、耐汚染性は向上するものの、レンズ材料内部に脂質、蛋白質等の汚れが蓄積され
る可能性があり、レンズの白化等による光学的特性への悪影響が予測される。
【特許文献１】特開平６－６７１２２号公報
【特許文献２】特開２００１－３３７２９８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明ではシリコン含有モノマーを主成分とした場合でも、脂質や蛋白質の付着といっ
た光学的特性に悪影響を及ぼすことがなく、また、酸素透過性、含水性、伸縮性、透明性
、イオン濃度等環境変化への適応性が高いため形状安定性に優れた、コンタクトレンズや
眼内レンズなどの眼用レンズを提供することにある。
【０００７】
　具体的には、含水率が３０～６０％程度にも関わらず、酸素透過性が８０～１００×１
０-11（ｃｍ２／ｓｅｃ）・（ｍＬＯ２／ｍＬ×ｍｍＨｇ）程度を示し、柔軟性と機械的
強度、耐汚染性に優れ、さらに、コンタクトレンズ用保存液などのケア溶液のイオン濃度
等の変化においてもレンズ形状が変化することのない眼用レンズの提供である。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　（１）本発明は、シリコーンハイドロゲル製眼用レンズにおいて、重合成分としてベタ
イン基含有（メタ）アクリレートを全重合成分中０．１～８重量％用いることを特徴とす
る含水性眼用レンズである。
【０００９】
　（２）また、ベタイン基含有（メタ）アクリレート、ポリシロキサンマクロモノマーお
よびシリコン含有（メタ）アクリレートの一方または両方、親水性モノマーおよびウレタ
ン（メタ）アクリレートを共重合して成り、該ベタイン基含有（メタ）アクリレートを全
重合成分中０．１～８重量％用いることを特徴とする含水性眼用レンズである。
【００１０】
　（３）さらに前記ベタイン基含有（メタ）アクリレートが下記一般式（１）で示される
（１）または（２）の含水性眼用レンズである。
一般式（１）：
【００１１】
【化２】

（式中、Ｒ１は水素原子またはメチル基を示し、Ｒ２はメチル基またはエチル基を示し、
ＸはＯまたはＮＨを示し、Ｙは－ＳＯ３または－ＣＯＯを示す。また、ｍは１～３の整数
であり、ｎは１～６の整数である。）
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【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、光学的特性に影響を及ぼす脂質や蛋白質等の汚れ付着がなく、酸素透
過性、含水性、伸縮性、透明性且つ、イオン濃度等環境変化への適応性に優れるので、含
水性コンタクトレンズや眼内レンズなどに好適な眼用レンズが提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明に使用するベタイン基含有（メタ）アクリレートとは、単量体中にアニオン性で
あるスルホン酸基あるいはカルボキシル基またはその塩とカチオン性基の両者を有するも
のであり、カチオン性基としてはアミノ基、２級アミノ基、３級アミノ基、４級アンモニ
ウム基等を例示することができ、好ましくは一般式（１）で示される化合物である。
一般式（１）：
【００１４】
【化３】

（式中、Ｒ１は水素原子またはメチル基を示し、Ｒ２はメチル基またはエチル基を示し、
ＸはＯまたはＮＨを示し、Ｙは－ＳＯ３または－ＣＯＯを示す。また、ｍは１～３の整数
であり、ｎは１～６の整数である。）
【００１５】
　具体的には、Ｎ，Ｎ－ジメチル－Ｎ－（メタ）アクリロイルオキシメチル－Ｎ－スルホ
メチル－アンモニウムベタイン、Ｎ，Ｎ－ジメチル－Ｎ－（メタ）アクリロイルオキシエ
チル－Ｎ－スルホメチル－アンモニウムベタイン、Ｎ，Ｎ－ジメチル－Ｎ－（メタ）アク
リロイルオキシプロピル－Ｎ－スルホメチル－アンモニウムベタイン、Ｎ，Ｎ－ジメチル
－Ｎ－（メタ）アクリロイルオキシメチル－Ｎ－スルホプロピル－アンモニウムベタイン
、Ｎ，Ｎ－ジメチル－Ｎ－（メタ）アクリロイルオキシエチル－Ｎ－スルホプロピル－ア
ンモニウムベタイン、Ｎ，Ｎ－ジメチル－Ｎ－（メタ）アクリロイルオキシプロピル－Ｎ
－スルホプロピル－アンモニウムベタイン、Ｎ，Ｎ－ジエチル－Ｎ－（メタ）アクリロイ
ルオキシメチル－Ｎ－スルホメチル－アンモニウムベタイン、Ｎ，Ｎ－ジエチル－Ｎ－（
メタ）アクリロイルオキシエチル－Ｎ－スルホメチル－アンモニウムベタイン、Ｎ，Ｎ－
ジエチル－Ｎ－（メタ）アクリロイルオキシプロピル－Ｎ－スルホメチル－アンモニウム
ベタイン、Ｎ，Ｎ－ジエチル－Ｎ－（メタ）アクリロイルオキシメチル－Ｎ－スルホプロ
ピル－アンモニウムベタイン、Ｎ，Ｎ－ジエチル－Ｎ－（メタ）アクリロイルオキシエチ
ル－Ｎ－スルホプロピル－アンモニウムベタイン、Ｎ，Ｎ－ジエチル－Ｎ－（メタ）アク
リロイルオキシプロピル－Ｎ－スルホプロピル－アンモニウムベタイン、Ｎ，Ｎ－ジメチ
ル－Ｎ－（メタ）アクリルアミドプロピル－Ｎ－スルホメチル－アンモニウムベタイン、
Ｎ，Ｎ－ジメチル－Ｎ－（メタ）アクリルアミドプロピル－Ｎ－スルホプロピル－アンモ
ニウムベタイン、Ｎ，Ｎ－ジエチル－Ｎ－（メタ）アクリルアミドプロピル－Ｎ－スルホ
メチル－アンモニウムベタイン、Ｎ，Ｎ－ジエチル－Ｎ－（メタ）アクリルアミドプロピ
ル－Ｎ－スルホプロピル－アンモニウムベタイン、Ｎ，Ｎ－ジメチル－Ｎ－（メタ）アク
リルアミドプロピル－Ｎ－カルボキシメチル－アンモニウムベタイン、Ｎ，Ｎ－ジメチル
－Ｎ－（メタ）アクリルアミドプロピル－Ｎ－カルボキシエチル－アンモニウムベタイン
、Ｎ，Ｎ－ジエチル－Ｎ－（メタ）アクリルアミドプロピル－Ｎ－カルボキシメチル－ア
ンモニウムベタイン、Ｎ，Ｎ－ジエチル－Ｎ－（メタ）アクリルアミドプロピル－Ｎ－カ
ルボキシエチル－アンモニウムベタインが挙げられるが、本発明において特に好ましく用
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いられるのは、カルボキシベタイン（メタ）アクリレートである。具体的には、Ｎ，Ｎ－
ジメチル－Ｎ－（メタ）アクリロイルオキシメチル－Ｎ－カルボキシメチル－アンモニウ
ムベタイン、Ｎ，Ｎ－ジメチル－Ｎ－（メタ）アクリロイルオキシエチル－Ｎ－カルボキ
シメチル－アンモニウムベタイン、Ｎ，Ｎ－ジメチル－Ｎ－（メタ）アクリロイルオキシ
プロピル－Ｎ－カルボキシメチル－アンモニウムベタイン、Ｎ，Ｎ－ジメチル－Ｎ－（メ
タ）アクリロイルオキシメチル－Ｎ－カルボキシエチル－アンモニウムベタイン、Ｎ，Ｎ
－ジメチル－Ｎ－（メタ）アクリロイルオキシエチル－Ｎ－カルボキシエチル－アンモニ
ウムベタイン、Ｎ，Ｎ－ジメチル－Ｎ－（メタ）アクリロイルオキシプロピル－Ｎ－カル
ボキシエチル－アンモニウムベタイン、Ｎ，Ｎ－ジエチル－Ｎ－（メタ）アクリロイルオ
キシメチル－Ｎ－カルボキシメチル－アンモニウムベタイン、Ｎ，Ｎ－ジエチル－Ｎ－（
メタ）アクリロイルオキシエチル－Ｎ－カルボキシメチル－アンモニウムベタイン、Ｎ，
Ｎ－ジエチル－Ｎ－（メタ）アクリロイルオキシプロピル－Ｎ－カルボキシメチル－アン
モニウムベタイン、Ｎ，Ｎ－ジエチル－Ｎ－（メタ）アクリロイルオキシメチル－Ｎ－カ
ルボキシエチル－アンモニウムベタイン、Ｎ，Ｎ－ジエチル－Ｎ－（メタ）アクリロイル
オキシエチル－Ｎ－カルボキシエチル－アンモニウムベタイン、Ｎ，Ｎ－ジエチル－Ｎ－
（メタ）アクリロイルオキシプロピル－Ｎ－カルボキシエチル－アンモニウムベタインが
挙げられる。
【００１６】
　ベタイン基含有（メタ）アクリレートは優れた耐汚染性を付与でき、かつイオン濃度な
どの環境変化に対しても優れた適応性を発揮するが、極めて高い親水性を示す構成成分で
あるため疎水性構成成分との相溶性が低く、両成分を均一に混合して用いることが難しい
。そのため、他の諸物性への影響を考慮した配合量にて用いることに本発明の特徴がある
。ベタイン基含有（メタ）アクリレートは配合量が多すぎる場合、他の構成成分である疎
水性モノマーとの相溶性が低下し均一溶液を得ることができない。また、添加量が不足す
ると、得られる重合体の耐汚染性、イオン濃度等環境変化への適応性が低くその特徴を有
意に発現することができない。配合量は、全重合成分中０．１～８重量％であり、好まし
くは０．１～３重量％である。
【００１７】
　また、ポリシロキサンマクロモノマーは、一般式（２）で示される化合物であることが
好ましい。具体的には、α－モノ（メタクリロキシメチル）ポリジメチルシロキサン、α
，ω－ジ（メタクリロキシメチル）ポリジメチルシロキサン、α－モノ（３－メタクリロ
キシプロピル）ポリジメチルシロキサン、α，ω－ジ（３－メタクリロキシプロピル）ポ
リジメチルシロキサン、α－モノ（３－メタクリロキシブチル）ポリジメチルシロキサン
、α，ω－ジ（３－メタクリロキシブチル）ポリジメチルシロキサン、α－モノビニルポ
リジメチルシロキサン、α，ω－ジビニルポリジメチルシロキサンが挙げられるが、特に
好ましくは、α，ω－ジ（３－メタクリロキシプロピル）ポリジメチルシロキサンである
。
一般式（２）：
【００１８】
【化４】

（式中、Ｘは独立して、水素原子、水酸基、メチル基、ＣＨ２＝ＣＨ－、または下記一般
式（３）のエチレン性不飽和の重合性基を示す。ただし、両方のＸが水素原子、水酸基ま
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たはメチル基であることはない。Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３およびＲ４は同一または異なってメチ
ル基またはトリメチルシロキシ基を示し、ｍは１０～１５０の整数である。下記一般式（
３）のＲ５は水素原子またはメチル基を示し、ｎは２～５の整数である。）
一般式（３）：
【００１９】
【化５】

【００２０】
　また、シリコン含有（メタ）アクリレートとしては、例えば、トリメチルシロキシジメ
チルシリルメチル(メタ)アクリレート、トリメチルシロキシジメチルシリルプロピル(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(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シ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、ト
リメチルシロキシジメチルシリ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シメチル（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、（メタ）アクリロイルオキシプロピルトリメトキ
シシラン、（メタ）アクリロイルオキシプロピルトリエトキシシラン、（メタ）アクリロ
イルオキシプロピルメチルジメトキシシラン、（メタ）アクリロイルオキシプロピルメチ
ルジエトキシシラン、（メタ）アクリロイルオキシプロピルジメチルメトキシシラン、（
メタ）アクリロイルオキシプロピルジメチルエトキシシラン、（メタ）アクリロイルオキ
シエチルトリメトキシシラン、（メタ）アクリロイルオキシエチルトリエトキシシラン、
（メタ）アクリロイルオキシエチルメチルジメトキシシラン、（メタ）アクリロイルオキ
シエチルメチルジエトキシシラン、（メタ）アクリロイルオキシエチルジメチルメトキシ
シラン、（メタ）アクリロイルオキシエチルジメチルエトキシシラン、（メタ）アクリロ
イルオキシメチルトリメトキシシラン、（メタ）アクリロイルオキシメチルトリエトキシ
シラン、（メタ）アクリロイルオキシメチルメチルジメトキシシラン、（メタ）アクリロ
イルオキシメチルメチルジエトキシシラン、（メタ）アクリロイルオキシメチルジメチル
メトキシシラン、（メタ）アクリロイルオキシメチルジメチルエトキシシラン、（メタ）
アクリロイルオキシプロピルトリス（メトキシエトキシ）シラン等の直鎖状、分岐状また
は環状のアルキル(メタ)アクリレート等が挙げられる。
【００２１】
　本発明ではポリシロキサンマクロモノマー、シリコン含有（メタ）アクリレートのいず
れか一方、または両方を混合して全重合成分中２０～７０重量％の範囲内で用いることが
好ましい。より好ましくは３０～６０重量％の範囲である。ポリシロキサンマクロモノマ
ーおよび／あるいはシリコン含有（メタ）アクリレート含有量が２０重量％未満であると
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、得られた重合体を眼用レンズとして用いた場合、十分な酸素透過性が発揮できず、また
７０重量％を超えると親水性構成成分との相溶性が低下し好ましくない。
【００２２】
　本発明に用いる親水性構成成分（親水性モノマー）としては、親水性を有する（メタ）
アクリル含有モノマー、ビニル含有モノマーが挙げられる。具体的に親水性（メタ）アク
リルモノマーとして、Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド（ＤＭＡＡ）、２－ヒドロキシエ
チルメタクリレート（ＨＥＭＡ）、（メタ）アクリル酸、ポリエチレングリコールモノメ
タクリレート、グリセロールメタクリレートが挙げられる。親水性ビニル含有モノマーと
しては、Ｎ－ビニルピロリドン（ＮＶＰ）、Ｎ－ビニル－Ｎ－メチルアセトアミド、Ｎ－
ビニル－Ｎ－エチルアセトアミド、Ｎ－ビニル－Ｎ－エチルホルムアミド、Ｎ－ビニルホ
ルムアミドが挙げられる。
【００２３】
　親水性モノマーの好ましい配合量は全重合成分中２０～７０重量％であり、より好まし
くは３０～５０重量％である。親水性モノマー含有量が２０重量％未満であると柔軟性や
含水率が不十分であり、また、７０重量％を超えると疎水性構成成分との相溶性、酸素透
過性が低下し好ましくない。
【００２４】
　本発明で用いるウレタン（メタ）アクリレートとしては、以下の一般式（４）で示され
るウレタン基含有ジ（メタ）アクリレートであることが好ましい。具体的には、新中村化
学工業社製　ＵＡ-１６０ＴＭ（ポリテトラメチレングリコール骨格　分子量１６００）
、ＵＡ－６１００（ポリエステル骨格　分子量２３００）、ＵＡ－６２００（ポリエーテ
ル骨格　分子量３３００）、Ｕ－４１２Ａ（ポリプロリレングリコール骨格　分子量４７
００）、ＵＡ－３４０Ｐ（ポリプロピレングリコール骨格　分子量　１３０００）が挙げ
られる。
一般式（４）：
　　　R１－R２－R３－R２－R１
（式中Ｒ１は（メタ）アクリル基を示し、Ｒ２はイソシアネート基を示し、Ｒ３はポリオ
ールを示す。）
【００２５】
　ウレタン（メタ）アクリレートの好ましい配合量は全重合成分中１～２０重量％であり
、より好ましくは３～１０重量％である。ウレタン（メタ）アクリレート含有量が１重量
％未満であると得られた重合体の伸縮性、形状保持性が低下し、２０重量％を超えると眼
用レンズとしての柔軟性、含水性が低下し好ましくない。
【００２６】
　本発明ではその他共重合可能な単量体として、レンズ自体の強度、形状安定性、柔軟性
などの向上の目的で、アルキル（メタ）アクリレート を共重合することができる。アル
キル（メタ）アクリレートとしては、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、ｉ－プロピル（メタ）アクリレート、ｎ－ブ
チル（メタ）アクリレート、ｉ－ブチル（メタ）アクリレート、ｔ－ブチル（メタ）アク
リレート、ペンチル（メタ）アクリレート、トリメチルシクロヘキシル（メタ）アクリレ
ート、ｔ－ブチルシクロヘキシル（メタ）アクリレート、ヘキシル（メタ）アクリレート
、２－エチルヘキシル（メタ）アクリレート、シクロヘキシル（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、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、ラウリル（メタ）
アクリレート、トリデシル（メタ）アクリレート、テトラデシル（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、エトキシジエチレングリコール（
メタ）アクリレート、３－メチルトリデシル(メタ)アクリレート、６－メチルトリデシル
(メタ)アクリレート、７－メチルトリデシル(メタ)アクリレート、２，１１－ジメチルド
デシル(メタ)アクリレート、２，７－ジメチル－４，５－ジエチルオクチル(メタ)アクリ
レート、ペンタデシル(メタ)アクリレート、ステアリル(メタ)アクリレート、ｉ－ステア
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リル(メタ)アクリレート、アリル(メタ)アクリレート、フェニル(メタ)アクリレート、フ
ェノキシエチル(メタ)アクリレート、ベンジル(メタ)アクリレート、イソボニル(メタ)ア
クリレート等の直鎖状、分岐鎖状または環状のアルキル(メタ)アクリレートが挙げられる
。
【００２７】
　フッ素原子含有アルキル(メタ)アクリレートも所望に応じて用いることができる。フッ
素原子含有アルキル(メタ)アクリレートとしては、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、テトラフルオロペンチル(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、ヘキサフルオロヘキシル(メタ)アク
リレート、ヘキサフルオロビス（トリフルオロメチル）ペンチル(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、ヘプタフルオロブチル(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、ノナフルオロペンチル(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、ドデカフルオロオクチル(メタ)アク
リレート、トリデカフルオロオクチル(メタ)アクリレート、トリデカフルオロヘプチル(
メタ)アクリレート、ヘキサデカフルオロデシル(メタ)アクリレート、ヘプタデカフルオ
ロデシル(メタ)アクリレート、オクタデカフルオロウンデシル(メタ)アクリレート、ノナ
デカフルオロウンデシル(メタ)アクリレート、エイコサフルオロドデシル(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)アクリレートなどが挙げられる。
【００２８】
　その他共重合可能な単量体の配合量は、本発明の効果を阻害しない範囲で用いることが
でき、好ましくは全重合成分中１～２０重量％であり、より好ましくは５～１５重量％で
ある。
【００２９】
　更に本発明では、多官能性の架橋成分も用いることができる。架橋成分としては、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
、トリエリ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、トリメチロールプロパ
ントリ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールトリ（メタ）アクリレート、ペンタ
エリスリトールテトラ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサ（メタ）ア
クリレートなどの（メタ）アクリレート系架橋剤、アリルメタクリレート、ジアリルマレ
エート、ジアリルフマレート、ジアリルサクシネート、ジアリルフタレート、トリアリル
シアヌレート、トリアリルイソシアヌレート、ジエチレングリコールビスアリルカーボネ
ート、トリアリルホスフェート、トリアリルトリメリテート、ジアリルエーテル、Ｎ，Ｎ
－ジアリルメラミン、ジビニルベンゼン等のビニル系架橋剤が挙げられる。
【００３０】
　好ましい配合量は全重合成分中０．１～５重量％で、より好ましくは０．１～３重量％
である。
【００３１】
　本発明では、熱重合や光重合を行う場合に用いる一般的なラジカル重合開始剤や光増感
剤などを添加して重合を行う。ラジカル重合開始剤としては、２，２'－アゾビスイソブ
チロニトリル、１，１'－アゾビス（シクロヘキサン－１－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）、２,２'－アゾビス（２－メチルブチロニ
トリル）、２，２'－アゾビス（４－メトキシ－２，４－ジメチルバレロニトリル）、２
，２'－アゾビス酪酸ジメチル、２，２'－アゾビス（２，４，４－トリメチルペンタン）
などのアゾ系重合開始剤、ジイソブチリールパーオキサイド、ジ（３，５，５－トリメチ
ルヘキサノイル）パーオキサイド、ジラウロイルパーオキサイド、ジステアロイルパーオ
キサイド、ジ－ｎ－プロピルパーオキシジカーボネート、ジイソプロピルパーオキシジカ
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ーボネート、ジ（４－ターシャリーブチルシクロヘキシル）パーオキシジカーボネート、
ジ（２－エトキシエチル）パーオキシジカーボネート、ジ（２－エチルヘキシル）パーオ
キシジカーボネート、ジ（３－メトキシブチル）パーオキシジカーボネート、クミルパー
オキシネオデカノエート、１，１，３，３－テトラメチルブチルパーオキシネオデカノエ
ート、１－シクロヘキシル－１－メチルエチルパーオキシネオデカノエート、ターシャリ
ーヘキシルパーオキシネオデカノエート、ターシャリーブチルパーオキシネオデカノエー
ト、ターシャリーヘキシルパーオキシピバレート、ターシャリーブチルパーオキシピバレ
ート、１，１，３，３－テトラメチルブチルパーオキシ－２－エチルヘキサノエート、２
，５－ジメチル－２，５－ジ（２－ヘキサノイル）パーオキシヘキサン、ターシャリーヘ
キシルパーオキシ－２－エチルヘキサノエート、ターシャリーブチルパーオキシ－２－エ
チルヘキサノエート、ターシャリーブチルパーオキシイソブチレート、ターシャリーヘキ
シルパーオキシイソプロピルカーボネート、ターシャリーブチルパーオキシマレイン酸、
ターシャリーブチルパーオキシ－３，５，５－トリメチルヘキサノエート、ターシャリー
ブチルパーオキシラウレート、２，５－ジメチル－２，５－ジ（３－メチルベンゾイルパ
ーオキシ）ヘキサン、ターシャリーブチルパーオキシイソプロピルカーボネート、ターシ
ャリーブチルパーオキシ－２－エチルヘキシルカーボネート、ターシャリーヘキシルパー
オキシベンゾエート、２，５－ジメチル２，５－ジ（ベンゾイルパーオキシ）ヘキサン、
ターシャリーブチルパーオキシ酢酸、ターシャリーブチルパーオキシベンゾエート等の有
機過酸化物系重合開始剤が挙げられる。
【００３２】
　本発明の組成の場合、比較的低温、具体的には３０～６０℃程度で重合反応を開始させ
ることができるパーオキシエステル系が好ましく用いられる。比較的低温で開始すること
で、各成分間の反応が均一に進行し、本発明の優れた特徴が発揮できる。その中で、ター
シャリーヘキシルパーオキシネオデカノエート、ターシャリーブチルパーオキシネオデカ
ノエート、ターシャリーヘキシルパーオキシピバレート、ターシャリーブチルパーオキシ
ピバレートなどのターシャリーパーオキシエステル系が特に好ましく用いられる。
【００３３】
　重合開始剤の量は、共重合体成分１００重量部に対して０．００１～１．０重量部が好
ましく、より好ましくは０．０５～１．０重量部である。
【００３４】
　本発明の眼用レンズに紫外線吸収効果を付与する場合には、一般的に用いられる紫外線
吸収剤を材料中に添加することもできる。紫外線吸収剤の具体例としては、２－ヒドロキ
シ－４－（メタ）アクリロイルオキシベンゾフェノン、２－ヒドロキシ－４－（メタ）ア
クリロイルオキシ－５－ｔ－ブチルベンゾフェノン、２－（２‘－ヒドロキシ－５’－（
メタ）アクリロイルオキシエチルフェニル）－２Ｈ－ベンゾトリアゾール、２－（２‘－
ヒドロキシ－５’－（メタ）アクリロイルオキシエチルフェニル）－５－クロロ－２Ｈ－
ベンゾトリアゾール、２－ヒドロキシ－４－メタクリロイルオキシメチル安息香酸フェニ
ル等が挙げられる。
【００３５】
　本発明の眼用レンズの製造方法としては、レンズ形状の成形型を用いて重合する方法や
、チューブ状の容器中で重合した後にレンズ形状に切削、研磨する方法など公知の方法が
採用できる。また、本発明の材料を眼内レンズとして利用する場合には、レンズ形成後に
レンズ部にレンズ支持部を取り付けることも可能であるし、レンズ部と支持部を一体的に
形成することも可能である。
【実施例】
【００３６】
　以下、本発明を実施例により説明するが、本発明はかかる実施例のみに限定されるもの
ではない。
【００３７】
　≪評価方法≫
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　実施例および比較例における膨潤状態のコンタクトレンズでの評価方法として、以下の
試験、評価基準を採用した。
【００３８】
　≪蛋白質吸着量≫
　得られたコンタクトレンズ成形体の蛋白質吸着量を以下に示す方法により測定した。
【００３９】
　[人工蛋白質溶液の調製]
　卵白由来リゾチーム０．５ｇをＢＢＳ（ＮａＣｌ０．８５％、ホウ酸０．４６％、ホウ
砂０．０４％水溶液）に混合し調製した。
【００４０】
　[蛋白質吸着試験]
　上記人工蛋白質溶液中３７℃±２℃にて２４時間インキュベートしたコンタクトレンズ
成形体を生理食塩水にて濯いだ後、ラウリル硫酸ナトリウム１％－炭酸水素ナトリウム１
％水溶液にて抽出を行った。コンタクトレンズ成形体を除去後、その抽出液中の蛋白質を
ＭｉｃｒｏＢＣＡ法（ＰＩＥＲＩＣＥ社製）にて測定した。
【００４１】
　≪脂質吸着量≫
　得られたコンタクトレンズ成形体の脂質吸着量を以下に示す方法により測定した。
【００４２】
　[人工脂質溶液の調製]
　オレイン酸０．０６ｇ、リノール酸０．０６ｇ、トリパルミチン０．８１ｇ、セチルア
ルコール０．２０ｇ、パルミチン酸０．０６ｇ、スパームアセチ０．８１ｇ、コレステロ
ール０．０８ｇ、パルミチン酸コレステロール０．０８ｇ、卵黄レシチン２．８３ｇを純
水１００（ｍＬ）に混合し、５０℃にて６０分攪拌後、ガラスフィルターにて加圧濾過し
、人工脂質溶液を調製した。
【００４３】
　[脂質吸着試験]
　上記人工脂質溶液中３７℃±２℃にて２４時間インキュベートしたコンタクトレンズ成
形体を生理食塩水にて濯ぎ、４０℃真空にて乾燥を行った後、エタノール：ジエチルエー
テル＝３：１溶液にて抽出した。コンタクトレンズ成形体を除去後８０℃にて溶媒を気化
、乾固して得られた脂質を硫酸・リン酸・バニリン法にて測定した。
【００４４】
　≪酸素透過係数≫
　コンタクトレンズ成形体の酸素透過量の評価として、コンタクトレンズ製造・輸入承認
申請マニュアル（日本コンタクトレンズ協会）に記載の「改良電極法によるＤｋ値測定作
業手順書」に基づき酸素透過係数（Ｄｋ値）を測定した。
【００４５】
　≪含水率≫
　コンタクトレンズ成形体の含水率の評価として、「ハイドロゲルレンズの含水率測定（
ＩＳＯ１０３３９：１９９７）」に基づき含水率を測定した。
【００４６】
　≪レンズ伸縮性および強度≫
　「プラスチックの引っ張り試験法（ＪＩＳ　Ｋ　７１１３）」に基づき試験片を作製し
、膨潤したものをサンプルとして伸縮性および強度を測定した。
【００４７】
　≪レンズ透明性および形状保持性≫
　コンタクトレンズ成形体の形状保持性と透明性を、目視にて評価した。
【００４８】
　[レンズ透明性評価基準]
　　○：完全透明。△：一部白濁（乳白色）あり。×：５０％以上白濁
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　[レンズ形状評価基準]
　コンタクトレンズ成形体のレンズ前面側を下に向けて、手指に載せて横から確認した時
に、
　　○：お椀形状を保持している。△：お椀形状がやや開いた状態である。×：お椀形状
が保持できない。
【００４９】
　≪イオン濃度変化安定性≫
　得られたコンタクトレンズ成形体のイオン濃度変化に対する安定性を以下に示す方法に
より確認した。
【００５０】
　[イオン濃度変化安定性試験]
　３７℃生理食塩水中にてレンズ径を測定した後、同一のレンズを使用し、３７℃ｐＨ３
．０に調整した塩酸水溶液中、３７℃ｐＨ９．０に調製した水酸化ナトリウム水溶液中で
それぞれレンズ径を測定し、その変動量を確認した。
【００５１】
　[レンズ形状安定性評価基準]
　　○：レンズ径の変動が±０．１ｍｍ未満である。×：レンズ径の変動が±０．１ｍｍ
以上である。
【００５２】
　（実施例１～１２）
　３－[トリス（トリメチルシロキシ）シリル]プロピルアクリレート（ＳｉＡ）、α，ω
－ジ（３－メタクリロキシプロピル）ポリジメチルシロキサン（ＦＭ－７７２１、ｎ＝６
５、ｍおよびｐ＝３）、Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド（ＤＭＡＡ）、２－ヒドロキシ
エチルメタクリレート（ＨＥＭＡ）、Ｎ－ビニルピロリドン（ＮＶＰ）、ウレタンジ（メ
タ）アクリレート（Ｕ－４１２Ａ、ＵＡ－６２００　新中村化学工業社製）、Ｎ，Ｎ－ジ
メチル－Ｎ－メタクリロイルオキシエチル－Ｎ－カルボキシメチル－アンモニウムベタイ
ン（ＧＬＢＴ　大阪有機化学工業社製）、トリデシルメタクリレート（ＴＤＭＡ）および
エチレングリコールジメタクリレート（ＥＤ）を表１に示す配合量（単位：重量％）で混
合した後に、重合開始剤として、ターシャリーブチルパーオキシデカノエート（ｔ－Ｂｕ
ＮＤ）もしくは２，２'－アゾビスイソブチロニトリル（ＡＩＢＮ）を全重合成分１００
重量部に対して各０．５重量部添加した。
【００５３】
　各成分を均一になるように十分攪拌した後、レンズ形状のポリプロピレン製の成形型内
に注入し、窒素雰囲気下、７０℃で１０時間加温し、レンズ形状の重合体とした。得られ
た重合体をＰＢＳにて６０分間浸漬し膨潤させた後成形体の評価を行った。
【００５４】
　得られたレンズ成形体の評価結果を表１に示すが、蛋白質、脂質への耐汚染性、適度な
酸素透過性、含水率と伸縮性、透明性、形状保持性を有し且つ、イオン濃度等環境変化へ
の適応性にも優れた特徴を示した。
【００５５】
　（比較例１）
　本発明の必須成分であるベタイン基含有（メタ）アクリレートを使用せず、その他成分
については実施例１と同様の手順でレンズを作製し評価した。
【００５６】
　酸素透過性、含水率、破断強度、伸度は優れているものの、耐汚染性、イオン濃度変化
への適応性が低く、眼用レンズとしては不向きであった。
【００５７】
　（比較例２）
　本発明の必須成分であるベタイン基含有（メタ）アクリレートを８重量％より多く用い
た場合として、表１に示す組成で複数成分を混合した。
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　成分混合時にベタイン基含有（メタ）アクリレートが他成分に溶解せず、眼用レンズを
作製するに至らなかった。
【００５９】
　なお、表１中の略語は、以下の化合物を示す。
【００６０】
　　　ＳｉＡ：３－[トリス（トリメチルシロキシ）シリル]プロピルアクリレート
　　　ＦＭ－７７２１：式：
【００６１】
【化６】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｎ＝６５、ｍおよびｐ＝３、分子量　５０００
　　　ＤＭＡＡ　　　：Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド
　　　ＨＥＭＡ　　　：２－ヒドロキシエチルメタクリレート
　　　ＮＶＰ　　　　：Ｎ－ビニルピロリドン
　　　Ｕ－４１２Ａ　：ウレタンジメタクリレート
　　　　　　　　　　　（ポリプロピレングリコール骨格　分子量４７００）
　　　ＵＡ－６２００：ウレタンジアクリレート
　　　　　　　　　　　（ポリエーテル骨格　分子量３３００）
　　　ＧＬＢＴ　　　：Ｎ，Ｎ－ジメチル－Ｎ－メタクリロイルオキシエチル－Ｎ－カル
　　　　　　　　　　　ボキシメチル－アンモニウムベタイン
　　　ＴＤＭＡ　　　：トリデシルメタクリレート
　　　ＥＤ　　　　　：エチレングリコールジメタクリレート
　　　ｐ－ＢｕＮＤ　：ターシャリーブチルパーオキシデカノエート（パーブチルＮＤ）
　　　ＡＩＢＮ　　　：２，２'－アゾビスイソブチロニトリル
【００６２】
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