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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シリコーンハイドロゲル材料を含むソフトコンタクトレンズであって、ソフトコンタク
トレンズは、それぞれが加水分解性シリコーン含有基を含むポリマー単位を含むシリコー
ンハイドロゲル材料を含み、それぞれのポリマー単位が、式（１）
【化１】

（式中、1Ｒは、Ｈ又は－ＣＨ3であり、－Ｌ－は、

【化２】

であり、2Ｒは、トリメチルシリル基（－Ｓｉ（ＣＨ3）3）であり、3Ｒは、Ｈ又はＣ1～
Ｃ8アルキル基である）
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のビニルモノマーに由来するポリマー単位であり、
加水分解性シリコーン含有基が、加水分解によってシリコーンハイドロゲル材料から開裂
して、ソフトコンタクトレンズに９０°以下の水接触角を提供することができるソフトコ
ンタクトレンズ。
【請求項２】
　シリコーンハイドロゲル材料が、Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド（ＤＭＡ）、２－ヒ
ドロキシエチルメタクリレート（ＨＥＭＡ）、２－ヒドロキシエチルアクリレート（ＨＥ
Ａ）、ヒドロキシプロピルアクリレート、ヒドロキシプロピルメタクリレート（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レート塩酸塩、アミノプロ
ピルメタクリレート塩酸塩、ジメチルアミノエチルメタクリレート（ＤＭＡＥＭＡ）、グ
リセロールメタクリレート（ＧＭＡ）、Ｎ－ビニル－２－ピロリドン（ＮＶＰ）、ジメチ
ルアミノエチルメタクリルアミド、アクリルアミド、メタクリルアミド、アリルアルコー
ル、ビニルピリジン、Ｎ－（１，１－ジメチル－３－オキソブチル）アクリルアミド、ア
クリル酸、２００～１，５００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）アクリレート、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組み合わせからなる群より
選択される親水性ビニルモノマーに由来するポリマー単位を含む、請求項１記載のソフト
コンタクトレンズ。
【請求項３】
　シリコーンハイドロゲル材料が、一つ以上のエチレン性不飽和基を有するシロキサン含
有モノマー又はマクロマーに由来するポリマー単位を含み、一つ以上のエチレン性不飽和
基を有するシロキサン含有モノマー又はマクロマーが、モノメタクリル化ポリジメチルシ
ロキサン、モノアクリル化ポリジメチルシロキサン、ジメタクリル化ポリジメチルシロキ
サン、ジアクリル化ポリジメチルシロキサン、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
、アクリレート末端ポリジメチルシロキサン、メタクリレ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、グリシジルメタクリレートとアミノ官能性ポ
リジメチルシロキサンとの反応生成物、少なくとも一つのヒドロキシル基を有するシロキ
サン含有モノマー、少なくとも一つのヒドロキシル基を有するシロキサン含有マクロマー
及びそれらの組み合わせからなる群より選択される、請求項１記載のソフトコンタクトレ
ンズ。
【請求項４】
　シリコーンハイドロゲル材料が、メチルアクリレート、エチル－アクリレート、プロピ
ルアクリレート、イソプロピルアクリレート、シクロヘキシルアクリレート、２－エチル
ヘキシルアクリレート、メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、プロピルメタク
リレート、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－メタクリレート、イソボルニルメタクリレー
ト、トリフルオロエチルメタクリレート、ヘキサフルオロ－イソプロピルメタクリレート
、ヘキサフルオロブチルメタクリレート、トリス－トリメチルシリルオキシ－シリル－プ
ロピルメタクリレート、３－メタクリルオキシプロピル－ペンタメチル－ジシロキサン及
びビス（メタクリルオキシプロピル）－テトラメチル－ジシロキサン及びそれらの組み合
わせからなる群より選択される疎水性ビニルモノマーに由来するポリマー単位を含む、請
求項１記載のソフトコンタクトレンズ。
【請求項５】
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　シリコーンハイドロゲル材料が、それぞれが一つのエチレン性不飽和基しか有しない一
つ以上の親水性ポリマーに由来するダングリングポリマー鎖を含む、請求項１記載のソフ
トコンタクトレンズ。
【請求項６】
　それぞれが一つのエチレン性不飽和基しか有しない一つ以上の親水性ポリマーが、ポリ
エチレングリコール、ポリエチレングリコール／ポリプロピレングリコールブロックコポ
リマー、ポリアルキルアクリルアミド、ポリアルキルメタクリルアミド、ポリビニルピロ
リドン、Ｎ－ビニルピロリドンとジアルキルアミノアルキルアクリレートとのコポリマー
、Ｎ－ビニルピロリドンとジアルキルアミノアルキルメタクリレートとのコポリマー、Ｎ
－ビニルピロリドンとＮ，Ｎ－ジアルキルアクリルアミドとのコポリマー、Ｎ－ビニルピ
ロリドンとＮ，Ｎ－ジアルキルメタクリルアミドとのコポリマー、Ｎ－ビニルピロリドン
と酢酸ビニルとのコポリマー、ポリビニルアルコール、酢酸ビニルとジアルキルアミノア
ルキルアクリレートとのコポリマー、酢酸ビニルとジアルキルアミノアルキルメタクリレ
ートとのコポリマー、酢酸ビニルとＮ，Ｎ－ジアルキルアクリルアミドとのコポリマー、
酢酸ビニルとＮ，Ｎ－ジアルキルメタクリルアミドとのコポリマー及びそれらの組み合わ
せからなる群より選択される、請求項５記載のソフトコンタクトレンズ。
【請求項７】
　少なくとも４０barrerの酸素透過度、０．３MPa～１．５MPa、少なくとも１．５×１０
-6mm2/minのイオノフラックス拡散係数Ｄを特徴とするイオン透過度、１５％～６０％の
含水率、９０°以下の平均水接触角を有することを特徴とする表面親水性及びそれらの組
み合わせからなる群より選択される少なくとも一つの性質を有する、請求項１記載のソフ
トコンタクトレンズ。
【請求項８】
　（ａ）（１）式（１）
【化３】

（式中、1Ｒは、Ｈ又は－ＣＨ3であり、－Ｌ－は、－Ｏ－又は
【化４】

であり、2Ｒは、トリメチルシリル基（－Ｓｉ（ＣＨ3）3）であり、3Ｒは、Ｈ又はＣ1～
Ｃ8アルキル基である）で示される、加水分解性シリコーン含有基を含む少なくとも一つ
のビニルモノマー、
　　　　（２）少なくとも一つの親水性ビニルモノマー、
　　　　（３）一つのエチレン性不飽和基を有する少なくとも一つのシロキサン含有モノ
マー、一つのエチレン性不飽和基を有する少なくとも一つのシロキサン含有マクロマー、
二つ以上のエチレン性不飽和基を有する少なくとも一つのシロキサン含有モノマー、二つ
以上のエチレン性不飽和基を有する少なくとも一つのシロキサン含有マクロマー又はそれ
らの二つ以上の組み合わせ、及び
　　　　（４）連鎖移動剤
を含む、化学線重合性組成物（ただし、成分（２）～（４）の少なくとも一つが、少なく
とも一つの第一の官能基をさらに含むこととする）を共重合させて、第一の官能基を有す
る中間体コポリマーを得ること、及び
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　（ｂ）有機化合物を工程（ａ）で得られた中間体コポリマーと反応させて、化学線架橋
性基を有する架橋性プレポリマーを形成すること（ここで、有機化合物は、化学線架橋性
基及び第二の官能基を含み、その有機化合物の第二の官能基が中間体コポリマーの第一の
官能基の一つと反応する）
を含む、化学線架橋性プレポリマーの製造方法。
【請求項９】
　加水分解性シリコーン含有基を含む少なくとも一つのビニルモノマーが、－Ｌ－が、－
Ｏ－である、式（１）のビニルモノマーである、請求項８記載のプレポリマーの製造方法
。
【請求項１０】
　加水分解性シリコーン含有基を含む少なくとも一つのビニルモノマーが、－Ｌ－が、
【化５】

であり、3Ｒが、Ｈ又はＣ1～Ｃ8アルキル基である、式（１）のビニルモノマーである、
請求項８記載のプレポリマーの製造方法。
【請求項１１】
　親水性ビニルモノマーが、Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド（ＤＭＡ）、２－ヒドロキ
シエチルメタクリレート（ＨＥＭＡ）、２－ヒドロキシエチルアクリレート（ＨＥＡ）、
ヒドロキシプロピルアクリレート、ヒドロキシプロピルメタクリレート（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レート塩酸塩、アミノプロピルメ
タクリレート塩酸塩、ジメチルアミノエチルメタクリレート（ＤＭＡＥＭＡ）、グリセロ
ールメタクリレート（ＧＭＡ）、Ｎ－ビニル－２－ピロリドン（ＮＶＰ）、ジメチルアミ
ノエチルメタクリルアミド、アクリルアミド、メタクリルアミド、アリルアルコール、ビ
ニルピリジン、Ｎ－（１，１－ジメチル－３－オキソブチル）アクリルアミド、アクリル
酸、２００～１，５００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）アクリレート、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組み合わせからなる群より選択さ
れる、請求項８記載のプレポリマーの製造方法。
【請求項１２】
　化学線重合性組成物が、メチルアクリレート、エチルアクリレート、プロピルアクリレ
ート、イソプロピルアクリレート、シクロヘキシルアクリレート、２－エチルヘキシルア
クリレート、メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、プロピルメタクリレート、
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－メタクリレート、イソボルニルメタクリレート、トリフ
ルオロエチルメタクリレート、ヘキサフルオロ－イソプロピルメタクリレート、ヘキサフ
ルオロブチルメタクリレート、トリス－トリメチルシリルオキシ－シリル－プロピルメタ
クリレート、３－メタクリルオキシプロピル－ペンタメチル－ジシロキサン及びビス（メ
タクリルオキシプロピル）－テトラメチル－ジシロキサン及びそれらの組み合わせからな
る群より選択される疎水性ビニルモノマーを含む、請求項８記載のプレポリマーの製造方
法。
【請求項１３】
　それぞれが一つのエチレン性不飽和基しか有しない一つ以上の親水性ポリマーに由来す
るダングリングポリマー鎖を含み、それぞれが一つのエチレン性不飽和基しか有しない一
つ以上の親水性ポリマーが、ポリエチレングリコール、ポリエチレングリコール／ポリプ
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ロピレングリコールブロックコポリマー、ポリアルキルアクリルアミド、ポリアルキルメ
タクリルアミド、ポリビニルピロリドン、Ｎ－ビニルピロリドンとジアルキルアミノアル
キルアクリレートとのコポリマー、Ｎ－ビニルピロリドンとジアルキルアミノアルキルメ
タクリレートとのコポリマー、Ｎ－ビニルピロリドンとＮ，Ｎ－ジアルキルアクリルアミ
ドとのコポリマー、Ｎ－ビニルピロリドンとＮ，Ｎ－ジアルキルメタクリルアミドとのコ
ポリマー、Ｎ－ビニルピロリドンと酢酸ビニルとのコポリマー、ポリビニルアルコール、
酢酸ビニルとジアルキルアミノアルキルアクリレートとのコポリマー、酢酸ビニルとジア
ルキルアミノアルキルメタクリレートとのコポリマー、酢酸ビニルとＮ，Ｎ－ジアルキル
アクリルアミドとのコポリマー、酢酸ビニルとＮ，Ｎ－ジアルキルメタクリルアミドとの
コポリマー及びそれらの組み合わせからなる群より選択される、請求項８記載のプレポリ
マーの製造方法。
【請求項１４】
　ソフトコンタクトレンズを製造する方法であって、
　（１）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部及びコン
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部を有する、ソフトコン
タクトレンズを製造するための型を提供し（ここで、第一及び第二の型半部は、第一の成
形面と第二の成形面との間にキャビティが形成されるように互いを受け入れるように構成
されている）、一つの第一の加水分解性シリコーン含有基を有する少なくとも一つの化学
線架橋性モノマー及び／又は複数の第二の加水分解性シリコーン含有基を有する一つの化
学線架橋性プレポリマーを含むレンズ形成材料をキャビティに導入するステップ、
　（２）レンズ形成材料を硬化させて、シリコーンハイドロゲル材料で構成されたソフト
コンタクトレンズを形成するステップ、ここで、シリコーンハイドロゲル材料が、それぞ
れが加水分解性シリコーン含有基を含むポリマー単位を含み、それぞれのポリマー単位が
、式（１）
【化６】

（式中、1Ｒは、Ｈ又は－ＣＨ3であり、－Ｌ－は、
【化７】

であり、2Ｒは、トリメチルシリル基（－Ｓｉ（ＣＨ3）3）であり、3Ｒは、Ｈ又はＣ1～
Ｃ8アルキル基である）のビニルモノマーに由来し、並びに
　（３）ソフトコンタクトレンズを加水分解に付し、それにより、加水分解中、第一及び
第二の加水分解性シリコーン含有基をシリコーンハイドロゲル材料から開裂させて、硬化
後の表面処理なしで、ソフトコンタクトレンズに９０°以下の水接触角を提供するステッ
プを含む方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シリコーン含有プレポリマーのクラス及びその使用並びに本発明のプレポリ
マー及び加水分解性シリコーン含有基を有するモノマーを含有するレンズ配合物から製造
されたシリコーンハイドロゲルコンタクトレンズに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　近年、ソフトシリコーンハイドロゲルコンタクトレンズが、その高い酸素透過性及び快
適さのため、人気を博している。「ソフト」コンタクトレンズは眼の形状にぴったり適合
するため、酸素がレンズを容易に取り囲むことはできない。角膜は、他の組織のように血
液供給から酸素を受けるのではないため、ソフトコンタクトレンズは、周囲の空気（すな
わち酸素）からの酸素を角膜に到達させなければならない。十分な酸素が角膜に到達しな
いならば、角膜膨潤が起こる。長期間の酸素欠乏は、角膜中の血管の望ましくない成長を
引き起こす。高い酸素透過性を有することにより、シリコーンハイドロゲルコンタクトレ
ンズは、十分な酸素がレンズを透過して角膜に到達することを許し、角膜の健康に最小限
の悪影響しか及ぼさない。
【０００３】
　しかし、すべての市販のシリコーンハイドロゲルコンタクトレンズは、使い捨てプラス
チック型並びにモノマー及び／又はマクロマーの混合物の使用を伴う従来の流し込み成形
技術にしたがって製造される。そのような従来の流し込み成形技術にはいくつかの欠点が
ある。たとえば、旧来の流し込み成形製造法は、有機溶媒を使用することによって非重合
モノマーをレンズから除去するレンズ抽出を含まざるを得ない。そのようなレンズ抽出は
、製造コストを増し、製造効率を低下させる。加えて、使い捨てプラスチック型は、プラ
スチック型の射出成形中、製造工程における変動（温度、圧力、材料性質）の結果として
型の寸法の変動が起こるおそれがあるため、また、得られる型が射出成形後に不均一な収
縮を受けるおそれがあるため、避けがたい寸法変差を本質的に有する。型におけるこれら
の寸法変化が、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、ベース
カーブ、中心厚さなど）の変動及び複雑なレンズ設計を複製する際の低い忠実度につなが
るおそれがある。
【０００４】
　従来の流し込み成形技術で遭遇される上記欠点は、米国特許第５，５０８，３１７号、
第５，５８３，４６３号、第５，７８９，４６４号及び第５，８４９，８１０号に記載さ
れているような、（１）モノマーを実質的に含まず、エチレン性不飽和基を有する実質的
に精製されたプレポリマーを含むレンズ形成組成物、（２）高精度で製造された再使用可
能な型、及び（３）化学線（たとえばＵＶ）の空間的限定下の硬化を含む、いわゆるLigh
tstream Technology（商標）（CIBA Vision）を使用することによって解消することがで
きる。Lightstream Technology（商標）にしたがって、レンズは、比較的低コストで、高
い一貫性及び元のレンズ設計に対する高い忠実度を有するように製造することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　シリコーンハイドロゲルコンタクトレンズを製造するためにLightstream Technology（
商標）を十分に利用するために、Lightstream Technology（商標）にしたがって、所望の
バルク及び表面性質を有するシリコーンハイドロゲルコンタクトレンズを製造するのに適
した新規な化学線架橋性プレポリマーの必要性がなおも存在する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、一つの態様において、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、（ａ）（１）加水分解性シリコーン含有基を含む少なくとも一つのビニルモ
ノマー、（２）少なくとも一つの親水性ビニルモノマー、（３）一つのエチレン性不飽和
基を有する少なくとも一つのシロキサン含有モノマー、一つのエチレン性不飽和基を有す
る少なくとも一つのシロキサン含有マクロマー、二つ以上のエチレン性不飽和基を有する
少なくとも一つのシロキサン含有モノマー、二つ以上のエチレン性不飽和基を有する少な
くとも一つのシロキサン含有マクロマー又はそれらの二つ以上の組み合わせ、及び（４）
場合によって、連鎖移動剤を含む、化学線重合性組成物（ただし、成分（２）～（４）の
少なくとも一つが少なくとも一つの第一の官能基をさらに含むこととする）を共重合させ
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て、第一の官能基を有する中間体コポリマーを得ること、及び（ｂ）化学線架橋性基及び
第二の官能基を含み、その第二の官能基が中間体コポリマーの第一の官能基の一つと反応
する有機化合物を共重合物と反応させて、化学線架橋性基を有する架橋性プレポリマーを
形成することによって得られる。
【０００７】
　本発明は、もう一つの態様において、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、レンズ形成材料を型の中で硬化させることによって得られ、第
一及び／又は第二の加水分解性シリコーン含有基を含むシリコーンハイドロゲル材料を含
み、レンズ形成材料は、一つの第一の加水分解性シリコーン含有基を有する少なくとも一
つの化学線架橋性モノマー及び／又は複数の第二の加水分解性シリコーン含有基を有する
少なくとも一つの化学線架橋性プレポリマーを含み、第一及び第二の加水分解性シリコー
ン含有基が、加水分解によってシリコーンハイドロゲル材料から開裂して、硬化後の表面
処理なしで、ソフトコンタクトレンズに約９０°以下の水接触角を提供することができる
。
【０００８】
　本発明は、さらなる態様において、ソフトコンタクトレンズを製造する方法を提供する
。方法は、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部及びコ
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部を有する、ソフトコ
ンタクトレンズを製造するための型を提供するステップ（ここで、第一及び第二の型半部
は、第一の成形面と第二の成形面との間にキャビティが形成されるように互いを受け入れ
るように構成されている）、一つの第一の加水分解性シリコーン含有基を有する少なくと
も一つの化学線架橋性モノマー及び／又は複数の第二の加水分解性シリコーン含有基を有
する一つの化学線架橋性プレポリマーを含むレンズ形成材料をキャビティに導入するステ
ップ、レンズ形成材料を硬化させて、第一及び／又は第二の加水分解性シリコーン含有基
を含むシリコーンハイドロゲル材料で構成されたソフトコンタクトレンズを形成するステ
ップ、及びソフトコンタクトレンズを加水分解に付し、それにより、加水分解中、第一及
び第二の加水分解性シリコーン含有基をシリコーンハイドロゲル材料から開裂させて、硬
化後の表面処理なしで、ソフトコンタクトレンズに約９０°以下の水接触角を提供するス
テップを含む方法を提供する。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
発明の実施態様の詳細な説明
　断りない限り、本明細書で使用されるすべての技術及び科学用語は、本発明が属する技
術分野の当業者によって一般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
使用される命名法及び実験手順は当技術分野で周知であり、一般に使用されている。これ
らの手順には、当技術分野及び様々な一般的参考文献で提供されているような従来法が使
用される。ある語が単数形で提供されている場合、本発明者らはその語の複数形をも考慮
している。本明細書で使用される命名法及び以下に記載する実験手順は、当技術分野で周
知であり、一般に使用されているものである。
【００１０】
　本明細書で使用される「眼科用装置」とは、コンタクトレンズ（ハード又はソフト）、
眼内レンズ、角膜アンレー、眼又は眼球近傍の上又は周辺で使用される他の眼科用装置（
たとえばステント、緑内障シャントなど）をいう。
【００１１】
　「コンタクトレンズ」とは、装用者の眼の上又は中に配置することができる構造物をい
う。コンタクトレンズは、使用者の視力を矯正、改善又は変化させることができるが、必
ずしもそうでなくてもよい。コンタクトレンズは、当技術分野で公知である、又はのちに
開発される適切な材料でできていることができ、ソフトレンズ、ハードレンズ又はハイブ
リッドレンズであることができる。「シリコーンハイドロゲルコンタクトレンズ」とは、
シリコーンハイドロゲル材料を含むコンタクトレンズをいう。
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【００１２】
　「ハイドロゲル」又は「ハイドロゲル材料」とは、完全に水和した状態で少なくとも１
０重量％の水を吸収することができるポリマー材料をいう。
【００１３】
　「シリコーンハイドロゲル」とは、少なくとも一つのシリコーン含有モノマー又は少な
くとも一つのシリコーン含有マクロマー又は少なくとも一つ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含有ハイドロゲルをい
う。
【００１４】
　本明細書で使用される「親水性」とは、脂質よりも水と容易に会合する物質又はその部
分をいう。
【００１５】
　「モノマー」とは、重合させることができる低分子量化合物をいう。低分子量とは一般
に７００ダルトン未満の平均分子量をいう。
【００１６】
　「化学線重合性モノマー」とは、化学線的に重合させることができるモノマーをいう。
本発明にしたがって、化学線重合性モノマーは、ビニルモノマー又は二つのチオール基を
含む化合物であることができる。二つのチオール基を有する化合物は、ビニル基を有する
モノマーとのチオール－エンステップ成長ラジカル重合に関与してポリマーを形成するこ
とができる。ステップ成長ラジカル重合は、参照により全体として本明細書に組み込まれ
る、所有者が同じである同時係属中の米国特許出願第６０／８６９，８１２号（"PRODUCT
ION OF OPHTHALMIC DEVICES BASED ON PHOTO-INDUCED STEP GROWTH POLYMERIZATION"と題
する）（２００６年１２月１３日出願）に記載されているように、コンタクトレンズの製
造に使用することができる。
【００１７】
　「シロキサン含有モノマー」とは、二価の基
【００１８】
【化１】

【００１９】
（式中、Ｒ1及びＲ2は、独立して、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むことができる一価のＣ1～Ｃ10アルキル、Ｃ1～Ｃ

10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
リール基であり、ｎは、４以上の整数である）
を含むモノマーをいう。
【００２０】
　本明細書で使用される「ビニルモノマー」とは、エチレン性不飽和基を有し、化学線的
又は熱的に重合させることができるモノマーをいう。
【００２１】
　「オレフィン性不飽和基」又は「エチレン性不飽和基」とは、本明細書中、広い意味で
使用され、＞Ｃ＝Ｃ＜基を含む任意の基を包含するものと解釈される。例示的なエチレン
性不飽和基としては、非限定的に、アクリロイル、メタクリロイル、アリル、ビニル、ス
チレニル又は他のＣ＝Ｃ含有基がある。
【００２２】
　重合性組成物、プレポリマー又は材料の硬化、架橋又は重合に関して本明細書で使用さ
れる「化学線的」とは、硬化（たとえば架橋及び／又は重合）が化学線照射、たとえばＵ
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Ｖ線照射、電離放射線（たとえばγ線又はＸ線照射）、マイクロ波照射などによって実施
されることをいう。熱硬化又は化学線硬化の方法は当業者に周知である。
【００２３】
　本明細書で使用される「流体」とは、液体のように流れることができる物質をいう。
【００２４】
　「親水性モノマー」とは、重合すると、水溶性である、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モノマーをいう。
【００２５】
　本明細書で使用される「疎水性モノマー」とは、重合すると、水不溶性であり、１０重
量％未満の水しか吸収することができないポリマーを形成するビニルモノマーをいう。
【００２６】
　「マクロマー」とは、重合及び／又は架橋させることができる中及び高分子量化合物を
いう。中及び高分子量とは一般に、７００ダルトンを超える平均分子量をいう。
【００２７】
　「化学線重合性マクロマー」とは、化学線的に重合させることができるマクロマーをい
う。本発明にしたがって、化学線重合性マクロマーは、フリーラジカル連鎖成長重合又は
チオール－エンステップ成長ラジカル重合に関与することができる、一つ以上のエチレン
性不飽和基又は二つ以上のチオール基を有するマクロマーであることができる。好ましく
は、マクロマーは、エチレン性不飽和基を含み、化学線的又は熱的に重合させることがで
きる。
【００２８】
　「プレポリマー」とは、複数の化学線架橋性基を含み、化学線的に硬化（たとえば架橋
）すると、それ自体よりもずっと高い分子量を有する架橋ポリマーを与えることができる
出発ポリマーをいう。
【００２９】
　「化学線架橋性基」とは、エチレン性不飽和基又はチオール基をいう。
【００３０】
　「シリコーン含有プレポリマー」とは、シリコーンを含み、化学線的に架橋すると、出
発ポリマーよりもずっと高い分子量を有する架橋ポリマーを与えることができるプレポリ
マーをいう。
【００３１】
　本明細書で使用されるポリマー材料（モノマー又はマクロマー材料を含む）の「分子量
」とは、断りない限り、又は試験条件がそうではないことを指示しない限り、数平均分子
量をいう。
【００３２】
　「ポリマー」とは、一つ以上のモノマーを重合させることによって形成される物質をい
う。
【００３３】
　コポリマー又は化合物に関して本明細書で使用される「エチレン性官能化」とは、一つ
以上の化学線架橋性基がカップリング工程にしたが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していることを記載すること
を意図する。
【００３４】
　本明細書で使用される「複数」とは、少なくとも二つ、好ましくは少なくとも三つをい
う。
【００３５】
　プレポリマーに関していう「ダングリング親水性ポリマー鎖」とは、プレポリマーが親
水性ポリマー鎖を含み、それらの親水性ポリマー鎖それぞれが一つの単共有結合を介して
プレポリマーの主鎖に固着されている（好ましくは親水性ポリマー鎖の一端で）ことをい
うものと解釈される。
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【００３６】
　「光開始剤」とは、光の使用によってラジカル架橋／重合反応を開始させる化学物質を
いう。適切な光開始剤としては、非限定的に、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、Darocur（登録商標）タイプ及びIrgacur（登録商標）タイプ、好ましくはDarocu
r（登録商標）1173及びIrgacur（登録商標）2959がある。
【００３７】
　「熱開始剤」とは、熱エネルギーの使用によってラジカル架橋／重合反応を開始させる
化学物質をいう。適切な熱開始剤の例は、非限定的に、２，２′－アゾビス（２，４－ジ
メチルペンタンニトリル）、２，２′－アゾビス（２－メチルプロパンニトリル）、２，
２′－アゾビス（２－メチルブタンニトリル）、過酸化物、たとえば過酸化ベンゾイルな
どを含む。好ましくは、熱開始剤は２，２′－アゾビス（イソブチロニトリル）（ＡＩＢ
Ｎ）である。
【００３８】
　「化学線の空間的限定」とは、光線の形態のエネルギー放射をたとえばマスク又はスク
リーン又はそれらの組み合わせによって指向させて、明確な周辺境界を有する区域に空間
限定的に衝突させる動作又は工程をいう。たとえば、ＵＶ線の空間的限定は、米国特許第
６，６２７，１２４号（参照により全体として本明細書に組み込まれる）の図１～９に示
すように、ＵＶ不透過性領域（隠蔽領域）によって包囲された透過性又は開放領域（非隠
蔽領域）を有するマスク又はスクリーンを使用することによって達成することができる。
非隠蔽領域は、非隠蔽領域との明確な周辺境界を有する。架橋に使用されるエネルギーは
、放射線エネルギー、特にＵＶ線、γ線、電子放射線又は熱放射線であり、放射線エネル
ギーは、一方で良好な限定を達成し、他方ではエネルギーの効率的使用を達成するために
、実質的に平行なビームの形態にあることが好ましい。
【００３９】
　レンズに関していう「視認用ティント」とは、ユーザがレンズ貯蔵、消毒又は洗浄容器
内の透明な溶液中のレンズを容易に見つけることを可能にするためのレンズの染色（又は
着色）をいう。染料及び／又は顔料をレンズの視認用ティントに使用することができるこ
とは当技術分野で周知である。
【００４０】
　「染料」とは、溶媒に可溶性であり、色を付与するために使用される物質をいう。染料
は、一般的には半透明であり、光を吸収はするが、散乱はさせない。適切な生体適合性染
料を本発明において使用することができる。
【００４１】
　「顔料」とは、それが不溶性である液体中に懸濁した粉末状物質をいう。顔料は、蛍光
顔料、発光顔料、真珠箔顔料又は従来の顔料であることができる。任意の適切な顔料を使
用することができるが、耐熱性であり、非毒性であり、水溶液に不溶性であることが好ま
しい。
【００４２】
　本明細書で使用される「表面修飾」とは、物品が、物品の形成の前又は後に、表面処理
工程（又は表面修飾工程）で処理されて、（１）コーティングが物品の表面に適用される
、（２）化学種が物品の表面に吸着される、（３）物品の表面上の化学基の化学的性質（
たとえば静電荷）が変えられる、又は（４）物品の表面性質が他のやり方で変更されるこ
とをいう。例示的な表面処理法としては、非限定的に、電離ガスが物品の表面に適用され
るプラズマ法（たとえば、参照により全体として本明細書に組み込まれる米国特許第４，
３１２，５７５号及び第４，６３２，８４４号を参照）、プラズマ以外のエネルギー（た
とえば静電荷、照射又は他のエネルギー源）による表面処理、化学的処理、物品表面への
親水性モノマー又はマクロマーのグラフト、米国特許第６，７１９，９２９号（参照によ
り全体として本明細書に組み込まれる）に開示されているモールドトランスファーコーテ
ィング法、米国特許第４，０４５，５４７号、第４，０４２，５５２号、第５，１９８，
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４７７号、第５，２１９，９６５号、第６，３６７，９２９号及び第６，８２２，０１６
号、第７，２７９，５０７号（参照により全体として本明細書に組み込まれる）で提案さ
れている、コンタクトレンズを製造するためのレンズ配合物への湿潤剤の配合（すなわち
、重合前の表面処理）、ＰＣＴ特許出願公開公報ＷＯ２００７／１４６１３７（参照によ
り全体として本明細書に組み込まれる）に開示されている強化モールドトランスファーコ
ーティング及び米国特許第６，４５１，８７１号、第６，７１９，９２９号、第６，７９
３，９７３号、第６，８１１，８０５号、第６，８９６，９２６号（参照により全体とし
て本明細書に組み込まれる）に記載された方法にしたがって得られるＬｂＬ（layer-by-l
ayer）コーティングを含む。
【００４３】
　例示的なプラズマガス及び処理条件は、米国特許第４，３１２，５７５号及び第４，６
３２，８４４号に記載されている。プラズマガスは、好ましくは、低級アルカンと窒素、
酸素又は不活性ガスとの混合物である。
【００４４】
　本明細書で使用される「ＬｂＬコーティング」とは、コンタクトレンズ又は型半部に共
有結合されるのではなく、レンズ又は型半部へのポリイオン（又は荷電）及び／又は非荷
電材料の一層ずつの（layer-by-layer）の被着によって得られるコーティングをいう。Ｌ
ｂＬコーティングは一つ以上の層で構成されることができる。
【００４５】
　本明細書で使用される「ポリイオン材料」とは、複数の荷電基又は電離性基を有するポ
リマー材料、たとえば高分子電解質、ｐ及びｎ形にドープされた導電性ポリマーをいう。
ポリイオン材料は、ポリカチオン材料（正電荷を有する）及びポリアニオン材料（負電荷
を有する）の両方を含む。
【００４６】
　コンタクトレンズ又は型半部上のＬｂＬコーティングの形成は、数多くの方法で、たと
えば、米国特許第６，４５１，８７１号、第６，７１９，９２９号、第６，７９３，９７
３号、第６，８１１，８０５号、第６，８９６，９２６号（参照により全体として本明細
書に組み込まれる）に記載されているようにして達成することができる。
【００４７】
　シリコーンハイドロゲル材料又はソフトコンタクトレンズに関していう「硬化後の表面
処理」とは、型の中でのハイドロゲル材料又はソフトコンタクトレンズの形成（硬化）後
に実施される、加水分解以外の表面処理工程をいう。
【００４８】
　シリコーンハイドロゲル材料又はコンタクトレンズに関していう「親水面」とは、シリ
コーンハイドロゲル材料又はコンタクトレンズが、約９０°以下、好ましくは約８０°以
下、より好ましくは約７０°以下、さらに好ましくは約６０°以下の平均水接触角を有す
ることを特徴とする表面親水性を有することをいう。
【００４９】
　「平均接触角」とは、少なくとも３個のコンタクトレンズの計測値を平均することによ
って得られる水接触角（Wilhelmyプレート法によって計測される前進角）をいう。
【００５０】
　本明細書で使用される「抗菌剤」とは、その用語が当技術分野で公知であるように、微
生物の増殖を減らす、なくす、又は阻害することができる化学物質をいう。
【００５１】
　「抗菌性金属」とは、そのイオンが抗菌効果を有し、生体適合性である金属である。好
ましい抗菌性金属としては、Ａｇ、Ａｕ、Ｐｔ、Ｐｄ、Ｉｒ、Ｓｎ、Ｃｕ、Ｓｂ、Ｂｉ及
びＺｎがあり、Ａｇがもっとも好ましい。
【００５２】
　「抗菌性金属含有ナノ粒子」とは、１マイクロメートル未満の粒度を有し、その一つ以
上の酸化状態で存在する少なくとも一つの抗菌性金属を含有する粒子をいう。
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【００５３】
　「抗菌性金属ナノ粒子」とは、本質的に抗菌性金属でできており、１マイクロメートル
未満の粒度を有する粒子をいう。抗菌性金属ナノ粒子中の抗菌性金属は、その一つ以上の
酸化状態で存在することができる。たとえば、銀含有ナノ粒子は、その一つ以上の酸化状
態の銀、たとえばＡｇ0、Ａｇ1+及びＡｇ2+を含有することができる。
【００５４】
　「安定化された抗菌性金属ナノ粒子」とは、調製中に安定剤によって安定化されている
抗菌性金属ナノ粒子をいう。安定化された抗菌性金属ナノ粒子は、ナノ粒子を調製するた
めの溶液中に存在し、得られるナノ粒子を安定化することができる物質（又はいわゆる安
定剤）に大きく依存して、正電荷を有する、又は負電荷を有する、又は中性であることが
できる。安定剤は公知の適切な物質であることができる。例示的な安定剤としては、非限
定的に、正電荷を有するポリイオン材料、負電荷を有するポリイオン材料、ポリマー、界
面活性剤、サリチル酸、アルコールなどを含む。
【００５５】
　本明細書で使用されるレンズの「酸素伝達率」とは、酸素が特定の眼科用レンズを透過
する率である。酸素伝達率Ｄｋ／ｔは従来、barrer/mmの単位で表されている。その場合
、ｔは、計測区域における材料の平均厚さ［mm単位］であり、「barrer/mm」は、
　［（cm3酸素）／（cm2）（sec）（mm Hg）］×１０-9

と定義される。
【００５６】
　レンズ材料の固有「酸素透過度」Ｄｋはレンズの厚さに依存しない。固有酸素透過度は
、酸素が材料を透過する率である。酸素透過度は従来、barrerの単位で表されている。「
barrer」は、
　［（cm3酸素）（mm）／（cm2）（sec）（mm Hg）］×１０-10

と定義される。
【００５７】
　これらは、当技術分野で一般に使用されている単位である。したがって、当技術分野に
おける使用とで統一するため、単位「barrer」は、先に定義した意味を有する。たとえば
、９０barrer（「酸素透過度barrer」）のＤｋ及び９０ミクロン（０．０９０mm）の厚さ
を有するレンズは、１００barrer/mmのＤｋ／ｔ（酸素伝達率barrer/mm）を有することに
なる。本発明にしたがって、材料又はコンタクトレンズに関していう高い酸素透過度は、
実施例に記載されるクーロメトリ法にしたがって厚さ１００ミクロンの試料（フィルム又
はレンズ）で計測した場合で少なくとも４０barrer以上の見掛け酸素透過度を特徴とする
。
【００５８】
　レンズの「イオン透過度」は、イオノフラックス拡散係数及びイオノトンイオン透過係
数と相関する。
【００５９】
　イオノフラックス拡散係数Ｄは、以下のように、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′＝イオン輸送速度［mol/min］であり、
　　　　Ａ＝レンズ暴露面積［mm2］であり、
　　　　Ｄ＝イオノフラックス拡散係数［mm2/min］であり、
　　　　ｄｃ＝濃度差［mol/L］であり、
　　　　ｄｘ＝レンズ厚さ[mm]である。
【００６０】
　そして、以下の式にしたがってイオノトンイオン透過係数Ｐが決定される。
　ｌｎ（１－２Ｃ（ｔ）／Ｃ（０））＝－２ＡＰｔ／Ｖｄ
　式中、Ｃ（ｔ）＝受容セル中の時間ｔにおけるナトリウムイオンの濃度であり、
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　　　　Ｃ（０）＝ドナーセル中のナトリウムイオンの初期濃度であり、
　　　　Ａ＝膜面積、すなわちセルに暴露されるレンズ面積であり、
　　　　Ｖ＝セルコンパートメントの容積（３．０ml）であり、
　　　　ｄ＝暴露区域の平均レンズ厚さであり、
　　　　Ｐ＝透過係数である。
【００６１】
　約１．５×１０-6mm2/minよりも大きいイオノフラックス拡散係数Ｄが好ましいが、約
２．６×１０-6mm2/minよりも大きいことがさらに好ましく、約６．４×１０-6mm2/minよ
りも大きいことがもっとも好ましい。
【００６２】
　良好な涙液交換を保証し、最終的には、良好な角膜健康状態を保証するためには、眼の
上のレンズの動きが必要であることが知られている。イオン透過度は、水の透過度と正比
例すると考えられているため、眼の上の動きの予測子の一つである。
【００６３】
　本発明は、シリコーン含有プレポリマー又はシリコーンハイドロゲル材料を調製するた
めの、加水分解性シリコーン含有基を有するモノマーの使用に関する。本発明は、一部に
は、シリコーン含有プレポリマーを調製するための重合性組成物へのＴＲＩＳアクリレー
ト（ＴＲＩＳはトリス（メチルシロキシ）基を表す）の付加が、はるかに水処理しやすい
プレポリマーを生じさせることができるという発見に基づく。しかし、ＴＲＩＳの付加は
また、得られるプレポリマーに由来するシリコーンハイドロゲル材料の酸素透過度及びイ
オン透過度を低下させる。開裂性（加水分解性）ＴＲＩＳ様モノマーをプレポリマーの合
成に配合することにより、得られるプレポリマーをより加工性にする、たとえば水中で限
外ろ過しやすくすることができ、水又は水／有機溶媒混合物を使用して、得られるプレポ
リマーからレンズ配合物を調製することができると考えられる。コンタクトレンズを製造
するための型の中でレンズ配合物を硬化させたのち、得られたレンズを何らかの刺激に暴
露して、ＴＲＩＳ基を開裂させ、親水性基を後に残すことができる。ＴＲＩＳ基を開裂さ
せるための刺激は、熱（オートクレーブステップの前又は期間中）、光（硬化光そのもの
又はＴＲＩＳ基を溶解脱離させる別の波長でのさらなる露光）及び／又は何らかの化学物
質であることができる。
【００６４】
　本発明はまた、一部には、加水分解性トリメチルシリル基を有する一つ以上のモノマー
を含有するレンズ配合物から得られるシリコーンハイドロゲルコンタクトレンズを、加水
分解により、親水面（すなわち、９０°以下の平均水接触角）を有するように転換するこ
とができるという発見に基づく。トリメチルシリル基は、その低いエネルギーのために、
レンズ表面に移動する強い傾向を有すると考えられる。ポリマー系が二つ以上の成分を含
むならば、界面に局在した場合に最小限の界面エネルギーを生じさせる成分が、可能なら
ば、表面に移動する。トリメチルシリル基がそのような成分である。レンズ上又はレンズ
近くの疎水性トリメチルシリル基を水和工程で開裂させて、加水分解後に親水性基を後に
残して、それにより、レンズの表面性質を疎水性から親水性に変化させることができる。
これは、親水面を有するシリコーンハイドロゲルコンタクトレンズを製造するための費用
効果的な方法になることができる。
【００６５】
　本発明は、一つの態様において、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、（ａ）（１）加水分解性シリコーン含有基を含む少なくとも一つのビニルモ
ノマー、（２）少なくとも一つの親水性ビニルモノマー、（３）一つのエチレン性不飽和
基を有する少なくとも一つのシロキサン含有モノマー、一つのエチレン性不飽和基を有す
る少なくとも一つのシロキサン含有マクロマー、二つ以上のエチレン性不飽和基を有する
少なくとも一つのシロキサン含有モノマー、二つ以上のエチレン性不飽和基を有する少な
くとも一つのシロキサン含有マクロマー又はそれらの二つ以上の組み合わせ、及び（４）
場合によって、連鎖移動剤を含む、化学線重合性組成物（ただし、成分（２）～（４）の
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少なくとも一つが少なくとも一つの第一の官能基をさらに含むこととする）を共重合させ
て、第一の官能基を有する中間体コポリマーを得ること、及び（ｂ）化学線架橋性基及び
第二の官能基を含み、その第二の官能基が中間体コポリマーの第一の官能基の一つと反応
して共有結合を形成する有機化合物を共重合物と反応させて、化学線架橋性基を有する架
橋性プレポリマーを形成することによって得られる。
【００６６】
　本発明のプレポリマーは、エチレン性不飽和基及びチオール基からなる群より選択され
る複数の化学線架橋性基を含む。
【００６７】
　本発明のプレポリマーの架橋がフリーラジカル連鎖成長重合の機構に基づく場合、プレ
ポリマーは、好ましくは、少なくとも三つのエチレン性不飽和基を含む。
【００６８】
　本発明のプレポリマーの架橋がチオール－エンステップ成長ラジカル重合の機構に基づ
く場合、プレポリマーの化学線架橋性基は、好ましくは、少なくとも三つのチオール基又
は少なくとも三つのエン含有基を含む。「エン含有基」とは、カルボニル基（－ＣＯ－）
、窒素原子又は酸素原子に直接的には結合していない炭素－炭素二重結合を含む一価又は
二価の基を記載することが意図され、好ましくは、式（Ｉ）～（III）のいずれか一つに
よって定義される。
【００６９】
【化２】

【００７０】
　式中、Ｒ1は水素又はＣ1～Ｃ10アルキルであり、Ｒ2及びＲ3は、互いに独立して、水素
、Ｃ1～Ｃ10アルケン二価基、Ｃ1～Ｃ10アルキル又は－（Ｒ18）a－（Ｘ1）b－Ｒ19（式
中、Ｒ18はＣ1～Ｃ10アルケン二価基であり、Ｘ1はエーテル結合（－Ｏ－）、ウレタン結
合（－Ｎ）、尿素結合、エステル結合、アミド結合又はカルボニルであり、Ｒ19は水素、
単結合、アミノ基、カルボキシル基、ヒドロキシル基、カルボニル基、Ｃ1～Ｃ12アミノ
アルキル基、Ｃ1～Ｃ18アルキルアミノアルキル基、Ｃ1～Ｃ18カルボキシアルキル基、Ｃ

1～Ｃ18ヒドロキシアルキル基、Ｃ1～Ｃ18アルキルアルコキシ基、Ｃ1～Ｃ12アミノアル
コキシ基、Ｃ1～Ｃ18アルキルアミノアルコキシ基、Ｃ1～Ｃ18カルボキシアルコキシ基又
はＣ1～Ｃ18ヒドロキシアルコキシ基であり、ａ及びｂは、互いに独立して、０又は１で
ある）であるが、ただし、Ｒ2及びＲ3の一方だけが二価基であり；Ｒ4～Ｒ9は、互いに独
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立して、水素、Ｃ1～Ｃ10アルケン二価基、Ｃ1～Ｃ10アルキル又は－（Ｒ18）a－（Ｘ1）

b－Ｒ19であり、場合によっては、Ｒ4及びＲ9は、アルケン二価基を介して結合して環を
形成するが、ただし、Ｒ4～Ｒ9の少なくとも一つが二価基であり；ｎ及びｍは、互いに独
立して、０～９の整数であるが、ただし、ｎ及びｍの和が２～９の整数であり；Ｒ10～Ｒ

17は、互いに独立して、水素、Ｃ1～Ｃ10アルケン二価基、Ｃ1～Ｃ10アルキル又は－（Ｒ

18）a－（Ｘ1）b－Ｒ19であり、ｐは、１～３の整数であるが、ただし、Ｒ10～Ｒ17の一
つ又は二つが二価基である。
【００７１】
　プレポリマーが複数のエン含有基を含む場合、これらの基は、二つ以上のチオール基を
有するステップ成長架橋剤によって提供されることができるチオール基の存在下、チオー
ル－エンステップ成長ラジカル重合を受ける。同様に、プレポリマーが複数のチオール基
を含む場合、これらの基は、二つ以上のエン含有基を有するステップ成長架橋剤によって
提供されることができるエン含有基の存在下、チオール－エンステップ成長ラジカル重合
を受ける。
【００７２】
　本発明にしたがって、加水分解性シリコーン含有基を含むビニルモノマーは、尿素結合
を介してモノマーの残り部分に結合したトリス（トリメチルシロキシ）基を有する、又は
ビニルモノマーの酸素又は窒素原子に共有結合したトリメチルシリル基を有するビニルモ
ノマーであることができる。トリス（トリメチルシロキシ）基及びトリメチルシリル基は
いずれも疎水性である。尿素結合の加水分解がトリス（トリメチルシロキシ）基を開裂さ
せ、親水性基を後に残すことができる。同様に、トリメチルシリル基と酸素又は窒素原子
との結合の加水分解がトリメチルシリル基を開裂脱離させ、親水性基を後に残すことがで
きる。
【００７３】
　加水分解性トリメチルシリル基が酸素又は窒素原子に共有結合しているビニルモノマー
は、式（１）
【００７４】
【化３】

【００７５】
（式中、1Ｒは、Ｈ又は－ＣＨ3であり、－Ｌ－は、－Ｏ－又は
【００７６】

【化４】

【００７７】
であり、2Ｒは、トリメチルシリル基（－Ｓｉ（ＣＨ3）3）又は少なくとも一つのトリメ
チルシリルオキシ、トリメチルシリルアミノ基もしくはトリメチルシリル－Ｃ1～Ｃ7アル
キルアミノ基によって置換されているＣ4～Ｃ25アルキルであり、3Ｒは、Ｈ又はＣ1～Ｃ8

アルキル基である）
によって定義される。
【００７８】
　式（１）の好ましいモノマーの例は、非限定的に、Ｎ－トリメチルシリルメタクリルア
ミド、Ｎ－トリメチルシリルアクリルアミド、トリメチルシリルアクリレート、トリメチ
ルシリルメタクリレート、２，３－ジ－トリメチルシリルオキシアクリレート、２，３－
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ジ－トリメチルシリルオキシメタクリレート、５，６－ジ－トリメチルシリルオキシヘキ
シルアクリレート及び５，６－ジ－トリメチルシリルオキシヘキシルメタクリレートを含
む。
【００７９】
　尿素結合を介して残り部分に共有結合している加水分解性トリス（メチルシロキシ）ア
ルキル基を有するビニルモノマーは、式（２）
【００８０】
【化５】

【００８１】
（式中、1ＲはＨ又は－ＣＨ3であり、－Ｌ－は－Ｏ－又は
【００８２】

【化６】

【００８３】
であり、3ＲはＨ又はＣ1～Ｃ8アルキル基であり、4Ｒは、Ｃ1～Ｃ12非置換アルキレン（
二価基）又は一つ以上の水素がＣ1～Ｃ3アルコキシ基、ヒドロキシ基、アミノ基、チオー
ル基及び／又はカルボキシル基によって置換されている置換アルキレンであり、5ＲはＣ1

～Ｃ7アルキレン基である）
によって定義される。
【００８４】
　式（２）のビニルモノマーは、尿素結合を形成するためのイソシアナト基とアミノ基と
の間の公知の反応に基づいて調製することができる。たとえば、イソシアナト含有アクリ
レート（又はメタクリレート）がアミノアルキル－トリス（トリメチルシロキシ）シラン
と反応して、式（２）のビニルモノマーを形成することができる。あるいはまた、イソシ
アナトアルキル－トリス（トリメチルシロキシ）シランがアミノ含有アクリレート、メタ
クリレート、アクリルアミド又はメタクリルアミドと反応して、式（２）のビニルモノマ
ーを形成することもできる。イソシアナトアルキルアクリレート及びイソシアナトアルキ
ルアクリレートの例は、非限定的に、イソシアナトメチルアクリレート、イソシアナトエ
チルアクリレート、イソシアナトプロピルアクリレート、イソシアナトイソプロピルアク
リレート、イソシアナトブチルアクリレート、イソシアナトペンチルアクリレート、イソ
シアナトヘキシルアクリレート、イソシアナトヘプチルアクリレート、イソシアナトメチ
ルメタクリレート、イソシアナトエチルメタクリレート、イソシアナトプロピルメタクリ
レート、イソシアナトイソプロピルメタクリレート、イソシアナトブチルメタクリレート
、イソシアナトペンチルメタクリレート、イソシアナトヘキシルメタクリレート及びイソ
シアナトヘプチルメタクリレートを含む。アミノアルキル－トリス（トリメチルシロキシ
）シランの例は、非限定的に、アミノエチル－トリス（トリメチルシロキシ）シラン、ア
ミノプロピル－トリス（トリメチルシロキシ）シラン、アミノブチル－トリス（トリメチ
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ルシロキシ）シラン、アミノペンチル－トリス（トリメチルシロキシ）シラン、アミノヘ
キシル－トリス（トリメチルシロキシ）シラン及びアミノヘプチル－トリス（トリメチル
シロキシ）シランを含む。
【００８５】
　ほぼあらゆる親水性ビニルモノマーを、ペンダント又は末端官能基を有する中間体コポ
リマーを調製するための化学線重合性組成物において使用することができる。適切な親水
性ビニルモノマーとしては、ヒドロキシル置換ヒドロキシル置換Ｃ1～Ｃ8アルキルアクリ
レート類及びメタクリレート類、アクリルアミド、メタクリルアミド、Ｃ1～Ｃ8アルキル
アクリルアミド類、Ｃ1～Ｃ8アルキルメタクリルアミド類、エトキシル化アクリレート類
、エトキシル化メタクリレート類、ヒドロキシル置換Ｃ1～Ｃ8アルキルアクリルアミド類
、ヒドロキシル置換Ｃ1～Ｃ8アルキルメタクリルアミド類、ヒドロキシル置換低級アルキ
ルビニルエーテル類、ビニルスルホン酸ナトリウム、スチレンスルホン酸ナトリウム、２
－アクリルアミド－２－メチルプロパンスルホン酸、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、全部で３～５個の炭素原子を有するビニ
ル性不飽和カルボン酸、アミノ（低級アルキル）－（「アミノ」は第四級アンモニウムを
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）アクリレート及びメタクリレート、アリルアルコール、Ｎ－ビニルアル
キルアミド、Ｎ－ビニル－Ｎ－アルキルアミドなどがあるが、網羅的なものではない。
【００８６】
　好ましい親水性ビニルモノマーとしては、Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド（ＤＭＡ）
、２－ヒドロキシエチルメタクリレート（ＨＥＭＡ）、２－ヒドロキシエチルアクリレー
ト（ＨＥＡ）、ヒドロキシプロピルアクリレート、ヒドロキシプロピルメタクリレート（
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レート塩酸塩、ア
ミノプロピルメタクリレート塩酸塩、ジメチルアミノエチルメタクリレート（ＤＭＡＥＭ
Ａ）、グリセロールメタクリレート（ＧＭＡ）、Ｎ－ビニル－２－ピロリドン（ＮＶＰ）
、ジメチルアミノエチルメタクリルアミド、アクリルアミド、メタクリルアミド、アリル
アルコール、ビニルピリジン、Ｎ－（１，１－ジメチル－３－オキソブチル）アクリルア
ミド、アクリル酸、２００～１，５００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）アクリレート、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、アリルアルコール及びＮ－ビニルカプロラクタムがある。
【００８７】
　一つ以上のエチレン性不飽和基を有する任意の公知の適切なシロキサン含有モノマー又
はマクロマーを、ペンダント又は末端官能基を有する中間体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使用することができる。そのようなモノマー又はマクロマー
の好ましい例は、様々な分子量のモノメタクリル化又はモノアクリル化ポリジメチルシロ
キサン類（たとえば、モノ－３－メタクリルオキシプロピル末端、モノブチル末端ポジメ
チルシロキサン又はモノ－（３－メタクリルオキシ－２－ヒドロキシプロピルオキシ）プ
ロピル末端、モノブチル末端ポリジメチルシロキサン）、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類、ビニル末端ポリジメチルシロキサン類、様
々な分子量のビニル末端ポリジメチルシロキサン類、メタクリルアミド末端ポリジメチル
シロキサン類、アクリルアミド末端ポリジメチルシロキサン類、アクリレート末端ポリジ
メチルシロキサン類、メタクリレート末端ポリジメチルシロキサン類、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（参照により全体として本明細書
に組み込まれる）に記載されたマクロマー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、グリシジルメタクリレートと
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アミノ官能性ポリジメチルシロキサンとの反応生成物、ヒドロキシル官能化シロキサン含
有モノマー又はマクロマー、米国特許第６，７６２，２６４号（参照により全体として本
明細書に組み込まれる）に開示されている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もまた
有用である。たとえば、メタクリレートでエンドキャップされ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を使用して酸素透
過度を高めてもよい。適切な一官能性ヒドロキシル官能化シロキサン含有モノマー及び適
切な多官能性ヒドロキシル官能化シロキサン含有モノマーはGelest, Inc.（Morrisville,
 PA.）から市販されている。
【００８８】
　好ましくは、本発明の中間体コポリマーは、一つ以上のシロキサン含有モノマー及び／
又は一つ以上のシロキサン含有マクロマーに由来するシロキサン単位約１５重量％～約８
０重量％、好ましくは約２５重量％～約７０重量％、一つ以上の親水性モノマー及び／又
は一つ以上の親水性マクロマーに由来する親水性単位約１０重量％～約８０重量％、好ま
しくは約１５重量％～約６０重量％、一つ以上のシリコーン含有ビニルモノマーに由来す
るシリコーン含有単位約１重量％～約３０重量％、好ましくは約５重量％～約２５重量％
及び加水分解性シリコーン含有基を含む少なくとも一つのビニルモノマーに由来する加水
分解性単位約２重量％～約３０重量％、好ましくは約４重量％～約２０重量％を含む。
【００８９】
　官能性連鎖移動剤は、得られるコポリマーの分子量を制御し、チオール基、エン含有基
、ケイ皮酸部分、ジアルキルマレイミド基のその後の付加のための官能価を提供するため
に使用される。連鎖移動剤は、一つ以上のチオール基、たとえば二つのチオール基、もっ
と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、さらなる官
能基、たとえばヒドロキシ、アミノ、カルボキシ又はそれらの適切な誘導体を有する有機
第一級チオール類又はメルカプタン類を含む。連鎖移動剤は、中間体コポリマーを製造す
るための重合性組成物中、重合性成分すべてを合わせた重量に対して、たとえば約０．５
～約５重量％、好ましくは約１重量～約４重量％、特に約１．５重量％～約３．５重量％
の量で存在することができる。
【００９０】
　本発明にしたがって、化学線重合性組成物は一つ以上の疎水性ビニルモノマーを含むこ
とができる。ほぼあらゆる疎水性ビニルモノマーを、ペンダント又は末端官能基を有する
中間体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使用することができる。
適切な疎水性ビニルモノマーとしては、非限定的に、Ｃ1～Ｃ18アルキルアクリレート類
及びメタクリレート類、Ｃ3～Ｃ18アルキルアクリルアミド類及びメタクリルアミド類、
アクリロニトリル、メタクリロニトリル、ビニル－Ｃ1～Ｃ18アルカノエート類、Ｃ2～Ｃ

18アルケン類、Ｃ2～Ｃ18ハロ－アルケン類、スチレン、Ｃ1～Ｃ6アルキルスチレン、ア
ルキル部分が１～６個の炭素原子を有するビニルアルキルエーテル類、Ｃ2～Ｃ10ペルフ
ルオロアルキルアクリレート類及びメタクリレート類又は対応する部分的にフッ素化され
たアクリレート類及びメタクリレート類、Ｃ3～Ｃ12ペルフルオロアルキル－エチル－チ
オカルボニルアミノエチル－アクリレート類及びメタクリレート類、アクリルオキシ及び
メタクリルオキシ－アルキルシロキサン類、Ｎ－ビニルカルバゾール、マレイン酸、フマ
ル酸、イタコン酸、メサコン酸などのＣ1～Ｃ12アルキルエステル類がある。好ましいも
のは、たとえば、炭素原子３～５個のビニル性不飽和カルボン酸のＣ1～Ｃ4アルキルエス
テル類又は炭素原子５個までのカルボン酸のビニルエステル類である。
【００９１】
　好ましい疎水性ビニルモノマーの例は、メチルアクリレート、エチルアクリレート、プ
ロピルアクリレート、イソプロピルアクリレート、シクロヘキシルアクリレート、２－エ
チルヘキシルアクリレート、メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、プロピルメ
タクリレート、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
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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－メタクリレート、イソボルニルメタクリ
レート、トリフルオロエチルメタクリレート、ヘキサフルオロ－イソプロピルメタクリレ
ート、ヘキサフルオロブチルメタクリレート、トリス－トリメチルシリルオキシ－シリル
－プロピルメタクリレート、３－メタクリルオキシプロピル－ペンタメチル－ジシロキサ
ン及びビス（メタクリルオキシプロピル）－テトラメチル－ジシロキサンを含む。
【００９２】
　少なくとも一つの官能基を含む任意の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体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レート、グリシジルアクリレート、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
エチルメタクリレート及び塩化ビニルベンジルを含む。
【００９３】
　ビニルモノマーは、ペンダント又は末端官能基を有するシリコーン含有ポリマーを調製
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及び官能化性ビニルモノ
マーのいずれとしても使用することができることが理解されよう。好ましくは、親水性ビ
ニルモノマーは官能基を含まない（たとえばＤＭＡ、ＮＶＰ）。
【００９４】
　中間体コポリマーを調製するための化学線重合性組成物はまた、一つのエチレン性不飽
和基しか有しない親水性ポリマーを含むこともできる。
【００９５】
　好ましい態様において、中間体コポリマーは、（１）加水分解性シリコーン含有基を含
む少なくとも一つのビニルモノマー、（２）少なくとも一つの親水性ビニルモノマー、（
３）一つのエチレン性不飽和基を有する少なくとも一つのシロキサン含有モノマー、一つ
のエチレン性不飽和基を有する少なくとも一つのシロキサン含有マクロマー、二つ以上の
エチレン性不飽和基を有する少なくとも一つのシロキサン含有モノマー、二つ以上のエチ
レン性不飽和基を有する少なくとも一つのシロキサン含有マクロマー又はそれらの二つ以
上の組み合わせ、（４）場合によって、連鎖移動剤、及び（５）少なくとも一つのモノエ
チレン性官能化親水性ポリマー（すなわち、一つのエチレン性不飽和基しか有しない）を
含む化学線重合性組成物（ただし、成分（２）～（４）の少なくとも一つが少なくとも一
つの第一の官能基をさらに含むこととする）の共重合によって得られる。
【００９６】
　もう一つの好ましい態様において、ペンダント又は末端官能基を有する中間体コポリマ
ーは、（１）加水分解性シリコーン含有基を含む少なくとも一つのビニルモノマー、（２
）少なくとも一つの親水性ビニルモノマー、（３）一つのエチレン性不飽和基を有する少
なくとも一つのシロキサン含有モノマー、一つのエチレン性不飽和基を有する少なくとも
一つのシロキサン含有マクロマー、二つ以上のエチレン性不飽和基を有する少なくとも一
つのシロキサン含有モノマー、二つ以上のエチレン性不飽和基を有する少なくとも一つの
シロキサン含有マクロマー又はそれらの二つ以上の組み合わせ、（４）場合によって、連
鎖移動剤、（５）少なくとも一つのモノエチレン性官能化親水性ポリマー（すなわち、一
つのエチレン性不飽和基しか有しない）、及び（６）少なくとも一つのジ又はマルチ－エ
チレン性官能化親水性ポリマーを含む組成物（ただし、成分（２）～（４）の少なくとも
一つが少なくとも一つの第一の官能基をさらに含むこととする）の共重合によって得られ
る。
【００９７】
　本発明にしたがって、モノ、ジ又はマルチ－エチレン性官能化親水性ポリマーは、一つ
以上のエチレン性不飽和基をモノ、ジ又はマルチ官能化親水性前駆体ポリマー又はコポリ
マー（すなわち、一つ以上の官能基を有する）の官能基（たとえばアミン、ヒドロキシル
、カルボキシル、イソシアナト、エポキシ基）に共有結合させることによって調製するこ
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とができる。前駆体ポリマー又はコポリマーをエチレン性官能化する際には、カップリン
グ剤（たとえばＥＤＣ、ジイソシアネート又は二酸塩化物）の非存在又は存在下、ポリマ
ー又はコポリマーのイソシアナト、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、酸塩化物、イソシアナト
基を有する任意のビニルモノマーを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
タクリレート、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
ソシアネート、塩化アクリロイル又は塩化メタクリロイル、グリシジルメタクリレートを
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レート、３
－イソプロペニル－α，α－ジメチルベンジルイソシアネート、メタクリル酸無水物、ア
クリル酸、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の存
在下、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
リレート又は３－アミノプロピルメタクリルアミドを含む。上記リストはすべてを網羅し
たものではなく、例示的である。当業者は、エチレン性親水性前駆体ポリマー又はコポリ
マーを官能化するための、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。
【００９８】
　モノ、ジ又はマルチ－エチレン性官能化親水性ポリマーの例は、非限定的に、一つの末
端のアクリロイル：
【００９９】
【化７】

【０１００】
メタクリロイル：
【０１０１】
【化８】

【０１０２】
又はビニル基を有する親水性ポリマー又はコポリマー、二つの末端のアクリロイル、メタ
クリロイル又はビニル基を有する親水性ポリマー又はコポリマー及び複数の（すなわち三
つ以上の）アクリロイル、メタクリロイル又はビニル基を有する親水性ポリマー又はコポ
リマーを含む。親水性ポリマー又はコポリマーは、好ましくは、ＰＥＧ、ＰＥＧ／ＰＰＧ
ブロックコポリマー、ポリアルキルアクリルアミド類、ポリアルキルメタクリルアミド類
、ポリビニルピロリドン類、Ｎ－ビニルピロリドンとジアルキルアミノアルキルアクリレ
ート（たとえばジメチルアミノエチルアクリレート）、ジアルキルアミノアルキルメタク
リレート（たとえばジメチルアミノエチルメタクリレート）、Ｎ，Ｎ－ジアルキルアクリ
ルアミド、Ｎ，Ｎ－ジアルキルメタクリルアミド、酢酸ビニル又はそれらの混合物とのコ
ポリマー、ポリビニルアルコール類（ポリ酢酸ビニルに由来）、酢酸ビニルとジアルキル
アミノアルキルアクリレート（たとえばジメチルアミノエチルアクリレート）、ジアルキ
ルアミノアルキルメタクリレート（たとえばジメチルアミノエチルメタクリレート）、Ｎ
，Ｎ－ジアルキルアクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジアルキルメタクリルアミド、酢酸ビニル又
はそれらの混合物とのコポリマーからなる群より選択される。
【０１０３】
　モノエチレン性官能化ＰＥＧ又はブロックＰＥＧ／ＰＰＧコポリマー及びジエチレン性
官能化ＰＥＧ又はブロックＰＥＧ／ＰＰＧコポリマーはいずれも市販されているか、アク
リロイル、メタクリロイル又はビニル基を一官能基末端ＰＥＧ又はエチレンオキシドとプ
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ロピレンオキシドとのブロックコポリマー及び二官能基末端ＰＥＧ又はエチレンオキシド
とプロピレンオキシドとのブロックコポリマーに共有結合させることによって調製するこ
とができる。
【０１０４】
　「モノエチレン性官能化」ポリマー又はコポリマーとは、ポリマー又はコポリマーが一
つの単独のエチレン性不飽和基を有することをいう。「ジエチレン性官能化」ポリマー又
はコポリマーとは、ポリマー又はコポリマーが二つのみのエチレン性不飽和基を有するこ
とをいう。
【０１０５】
　モノ又はジエチレン性官能化ポリアルキルアクリルアミド類、ポリアルキルメタクリル
アミド類、ポリビニルピロリドン類、Ｎ－ビニルピロリドンと一つ以上のビニルモノマー
とのコポリマー、ポリビニルアルコール類（ポリ酢酸ビニルに由来）又は酢酸ビニルと一
つ以上のビニルモノマーとのコポリマーは、上記の対応する一官能基末端前駆体ポリマー
又はコポリマーから調製することができる。
【０１０６】
　一又は二官能基末端親水性前駆体ポリマー又はコポリマーがポリビニルアルコール類又
はポリビニルアルコールコポリマーである場合、末端官能基は、好ましくはアミン又はカ
ルボキシル基である。一般に、ヒドロキシル基の存在下でさえ、イソシアナト基が最初に
アミン基と反応する。また、アミン基又はカルボキシル基は、ＥＤＣ媒介カップリング反
応に関与するが、ヒドロキシル基は関与しない。
【０１０７】
　本発明にしたがって、マルチ－エチレン性官能化親水性ポリマーは、複数のペンダント
及び／又は末端官能基（たとえば－ＮＨ2、－ＣＯＯＨ、－ＯＨ）を含む親水性前駆体ポ
リマー又はコポリマーに由来する。そのような親水性前駆体コポリマーの例は、Ｎ－ビニ
ルピロリドン、Ｎ，Ｎ－ジアルキルアクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジアルキルメタクリルアミ
ド、ジアルキルアミノアルキルメタクリレート又はジアルキルアミノアルキルアクリレー
トと、酢酸ビニル、アクリル酸、メタクリル酸、ヒドロキシルアルキルアクリレート、ヒ
ドロキシメタクリレート、アミノアルキルアクリレート及びアミノアルキルメタクリレー
トからなる群より選択される、少なくとも一つの官能基を含有するビニルモノマーとのコ
ポリマーである。官能基含有ビニルモノマーに由来する単位の割合は、好ましくは約１５
重量％未満、より好ましくは約１０重量％未満、さらに好ましくは約５重量％未満である
。
【０１０８】
　本発明にしたがって、モノエチレン性官能化親水性ポリマーは、約５００～約２０，０
００、好ましくは約１，０００～約１０，０００、より好ましくは約２，０００～約６，
０００ダルトンの分子量を有する。
【０１０９】
　本発明のプレポリマーの前駆体である中間体コポリマーを調製する際には、一つ以上の
モノエチレン性官能化親水性ポリマーと一つ以上のジエチレン性官能化親水性ポリマーと
の混合物を有利に使用することができることが理解されよう。
【０１１０】
　中間体コポリマーを調製するための化学線重合性組成物は、当業者に公知であるような
、溶融体、好ましくは一つ以上のブレンド性ビニルモノマーの存在下で必要な成分すべて
がブレンドされた無溶剤液又は必要な成分すべてが有機溶媒又は二つ以上の有機溶媒の混
合物中に溶解された溶液であることができる。
【０１１１】
　有機溶媒の例は、非限定的に、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、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
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レングリコールメチルエーテルアセテート、ジプロピレングリコールメチルエーテルアセ
テート、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類、ポリプロピレングリコール類、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、塩化メ
チレン、２－ブタノール、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、tert－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
ロリドン並びにそれらの混合物を含む。
【０１１２】
　一つ以上のブレンド性ビニルモノマーは、化学線重合性組成物の親水性成分及び疎水性
成分の両方を溶解させるのに十分な量である。「ブレンド性ビニルモノマー」とは、化学
線重合性組成物の親水性成分及び疎水性成分の両方を溶解させるための溶媒として機能す
ることができ、また、シリコーンハイドロゲル材料を形成するために重合される重合性成
分の一つとしても機能することができるビニルモノマーをいう。好ましくは、ブレンド性
ビニルモノマーは、化学線重合性組成物中、約５重量％～約３０重量％の量で存在する。
【０１１３】
　本発明の重合性組成物の親水性成分及び疎水性成分の両方を溶解させて溶液を形成する
ことができる任意の適切なビニルモノマーを本発明において使用することができる。ブレ
ンド性ビニルモノマーの好ましい例は、非限定的に、芳香族ビニルモノマー、シクロアル
キル含有ビニルモノマーを含む。これらの好ましいブレンド性モノマーは、これらの好ま
しいブレンド性モノマーを含有する重合性組成物を硬化させることによって調製されるシ
リコーンハイドロゲル材料の主なガラス転移温度を高めることができる。
【０１１４】
　好ましい芳香族ビニルモノマーの例は、スチレン、２，４，６－トリメチルスチレン（
ＴＭＳ）、tert－ブチルスチレン（ＴＢＳ）、２，３，４，５，６－ペンタフルオロスチ
レン、ベンジルメタクリレート、ジビニルベンゼン及び２－ビニルナフタレンを含む。こ
れらのモノマーのうち、スチレン含有モノマーが好ましい。本明細書において、スチレン
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含有モノマーとは、縮合環以外によって、たとえば上記のように一つないし三つのＣ1～
Ｃ6アルキル基によって置換されていることができるフェニル基に直接的に結合したビニ
ル基を含むモノマーであると定義される。スチレンそのもの［Ｈ2Ｃ＝ＣＨ－Ｃ6Ｈ5］が
特に好ましいスチレン含有モノマーである。
【０１１５】
　本明細書において、シクロアルキル含有ビニルモノマーとは、三つまでのＣ1～Ｃ6アル
キル基によって置換されていることができるシクロアルキルを含むビニルモノマーである
と定義される。好ましいシクロアルキル含有ビニルモノマーとしては、非限定的に、三つ
までのＣ1～Ｃ6アルキル基によって置換されていることができるシクロペンチル又はシク
ロヘキシル又はシクロヘプチルをそれぞれ含むアクリレート類及びメタクリレート類があ
る。好ましいシクロアルキル含有ビニルモノマーの例は、イソボルニルメタクリレート、
イソボルニルアクリレート、シクロヘキシルメタクリレート、シクロヘキシルアクリレー
トなどを含む。
【０１１６】
　中間体コポリマーを調製するための重合性組成物の共重合は、光化学的又は好ましくは
熱的に誘発することができる。適切な熱重合開始剤は当業者に公知であり、たとえば、過
酸化物、ヒドロペルオキシド類、アゾ－ビス（アルキル又はシクロアルキルニトリル）、
過硫酸塩類、過炭酸塩類又はそれらの混合物を含む。例は、過酸化ベンゾイル、tert－ブ
チルペルオキシド、ジtert－ブチル－ジペルオキシフタレート、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）などである。重合は、好都合には、上述の
溶媒中、高温、たとえば２５～１００℃、好ましくは４０～８０℃の温度で実施される。
反応時間は広い範囲内で異なることができるが、好都合には、たとえば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事前にガス抜きし
、重合反応を不活性雰囲気下、たと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、光学的に明澄な、明確に定義されたコポリマーを生じさせることがで
き、それを、従来のやり方で、たとえば抽出、沈殿、限外ろ過などの技術を使用して仕上
げることができる。
【０１１７】
　本発明にしたがって、中間体コポリマーのエチレン性官能化は、エチレン性不飽和基を
中間体コポリマーの官能基（たとえばアミン、ヒドロキシル、カルボキシル、イソシアナ
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。中間体コポリマ
ーをエチレン性官能化する際には、カップリング剤（たとえばＥＤＣ、ジイソシアネート
又は二酸塩化物）の非存在又は存在下、中間体コポリマーのイソシアナト、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、酸塩化物、イソシアナト基を有する任意のビニルモノマーを使用すること
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レート、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ネート、塩化アクリロイル又は塩化メタク
リロイル、グリシジルメタクリレートを含み、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レート、３－イソプロペニル－α，α－ジメチルベンジルイ
ソシアネート、メタクリル酸無水物、アクリル酸、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の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レート又は３－アミノプロピルメタクリルアミ
ドを含む。上記リストはすべてを網羅したものではなく、例示的である。当業者は、尿素
結合を形成するために第一及び第二の官能基が選択されないという条件で、中間体コポリ
マーをエチレン性官能化するための、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。
【０１１８】
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　好ましくは、中間体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）、酸ハロゲン化物基（－Ｃ
ＯＸ、Ｘ＝Ｃｌ、Ｂｒ又はＩ）、イソチオシアナト基、イソシアナト基、ハロゲン化物基
（－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。
【０１１９】
　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の非存在下、高い酸
素透過度（少なくとも４０barrer、好ましくは少なくとも約６０barrer、さらに好ましく
は少なくとも８０barrerの見掛け酸素透過度を特徴とする）及び親水面（約９０°以下、
好ましくは約８０°以下、より好ましくは約７０°以下、さらに好ましくは約６０°以下
の平均水接触角を有することを特徴とする）を有するシリコーンハイ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。シリコーンハイドロゲル材料又はコンタクトレンズ
は、好ましくは、高いイオン透過度（約１．５×１０-6mm2/minを超える、好ましくは約
２．６×１０-6mm2/minを超える、より好ましくは約６．４×１０-6mm2/minを超えるイオ
ノフラックス拡散係数Ｄを特徴とする）を有する。シリコーンハイドロゲル材料又はコン
タクトレンズは、好ましくは、約２．０MPa以下、好ましくは約１．５MPa以下、より好ま
しくは約１．２MPa以下、さらに好ましくは約０．４MPa～約１．０MPaの弾性率を有する
。シリコーンハイドロゲル材料又はコンタクトレンズは、好ましくは、完全に水和した状
態で、好ましくは約１８重量％～約５５重量％、より好ましくは約２０重量％～約３８重
量％の含水率を有する。シリコーンハイ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したがって計測することができる
。
【０１２０】
　好ましくは、本発明で使用されるプレポリマーは、それ自体は公知のやり方で、たとえ
ば、アセトンのような有機溶媒による沈殿、ろ過及び洗浄、適切な溶媒中での抽出、透析
又は限外ろ過、特に好ましくは限外ろ過により、事前に精製される。このような精製法に
より、プレポリマーを、きわめて高純度の形態、たとえば、塩のような反応生成物及び非
ポリマー成分のような出発原料を含まない又は少なくとも実質的に含まない濃縮溶液の形
態で得ることができる。本発明の方法で使用されるプレポリマーに好ましい精製法である
限外ろ過は、それ自体は公知のやり方で実施することができる。限外ろ過は、繰返し、た
とえば２回～１０回、実施することが可能である。あるいはまた、限外ろ過は、選択され
た純度が達成されるまで連続的に実施することもできる。選択された純度は、原則的に、
所望の高さであることができる。純度の適切な尺度は、たとえば、公知のやり方で簡単に
測定することができる、副生成物として得られる溶解塩の濃度である。したがって、重合
後、装置は、後続の精製、たとえば高価で複雑な非重合マトリックス形成材料の抽出を要
しない。さらには、プレポリマーの架橋は、後続の溶媒交換又は水和ステップが不要であ
るよう、溶媒又は水溶液中で起こさせることもできる。
【０１２１】
　本発明は、もう一つの態様において、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、レンズ形成材料を型の中で硬化させることによって得られ、第
一及び／又は第二の加水分解性シリコーン含有基を含むシリコーンハイドロゲル材料を含
み、レンズ形成材料は、一つの第一の加水分解性シリコーン含有基を有する少なくとも一
つの化学線架橋性モノマー及び／又は複数の第二の加水分解性シリコーン含有基を有する
少なくとも一つの化学線架橋性プレポリマーを含み、第一及び第二の加水分解性シリコー
ン含有基が、加水分解によってシリコーンハイドロゲル材料から開裂して、硬化後の表面
処理なしで、ソフトコンタクトレンズに約９０°以下の水接触角を提供することができる
。
【０１２２】
　シリコーンハイドロゲル材料は、上記式（１）又は（２）のビニルモノマーに由来する
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ポリマー単位を含むことができる。
【０１２３】
　上記の複数の加水分解性シリコーン含有基を有する化学線架橋性プレポリマーの様々な
実施態様を本発明の態様において使用することができる。
【０１２４】
　レンズ形成材料は、コンタクトレンズを得るために型の中で熱的又は化学線的に硬化（
すなわち重合及び／又は架橋）させることができる任意の重合性組成物であることができ
る。レンズ形成材料は当業者に周知である。本発明にしたがって、レンズ形成材料は、一
つの第一の加水分解性シリコーン含有基を有する少なくとも一つの化学線架橋性モノマー
及び／又は複数の第二の加水分解性シリコーン含有基を有する少なくとも一つの化学線架
橋性プレポリマーを加えることにより、ソフトコンタクトレンズを製造するための任意の
レンズ配合物から調製することができる。例示的なレンズ配合物としては、非限定的に、
lotrafilcon A、lotrafilcon B、etafilcon A、genfilcon A、lenefilcon A、polymacon
、acquafilcon A、balafilcon、senofilcon Aなどの配合物がある。好ましくは、本発明
で使用されるシリコーンハイドロゲルレンズ形成材料はシリコーン含有マクロマー又はプ
レポリマーを含む。
【０１２５】
　本発明にしたがって、シリコーンハイドロゲルレンズ形成材料はまた、親水性モノマー
、一つのエチレン性不飽和基を有するシロキサン含有モノマー、一つのエチレン性不飽和
基を有するシロキサン含有マクロマー、二つ以上のエチレン性不飽和基を有するシロキサ
ン含有モノマー、二つ以上のエチレン性不飽和基を有するシロキサン含有マクロマー、シ
リコーン含有プレポリマー、疎水性モノマー、一つのエチレン性不飽和基しか有しない親
水性ポリマー、ジ又はマルチ－エチレン性官能化親水性ポリマー、ジエチレン性官能化親
水性ポリマー、マルチ－エチレン性官能化親水性ポリマー及びそれらの二つ以上の組み合
わせからなる群より選択される少なくとも一つを含むことができる。これらの成分の上記
様々な実施態様を本発明のこの態様において使用することができる。
【０１２６】
　シリコーン含有プレポリマーの例は、非限定的に、参照により全体として本明細書に組
み込まれる米国特許出願公開公報第２００１／００３７００１Ａ１号、第２００５／０２
３７４８３Ａ１号及び第２００８／００１５３１５Ａ１号、米国特許第６，０３９，９１
３号、同時係属中の米国特許出願第１２／００１５６２号、第１２／００１５２１号、第
６０／８９６，３２６号及び第６０／８９６，３２５号に開示されているものを含む。好
ましくは、本発明で使用されるプレポリマーは、それ自体は公知のやり方で、たとえば、
アセトンのような有機溶媒による沈殿、ろ過及び洗浄、適切な溶媒中での抽出、透析又は
限外ろ過、特に好ましくは限外ろ過により、事前に精製される。このような精製法により
、プレポリマーを、きわめて高純度の形態、たとえば、塩のような反応生成物及び非ポリ
マー成分のような出発原料を含まない、又は少なくとも実質的に含まない濃縮水溶液の形
態で得ることができる。本発明の方法で使用されるプレポリマーに好ましい精製法である
限外ろ過は、それ自体は公知のやり方で実施することができる。限外ろ過は、繰返し、た
とえば２回～１０回、実施することが可能である。あるいはまた、限外ろ過は、選択され
る純度が達成されるまで連続的に実施することもできる。選択される純度は、原則的に、
所望の高さであることができる。純度の適切な尺度は、たとえば、公知のやり方で簡単に
測定することができる、副生成物として得られる溶解塩の濃度である。
【０１２７】
　レンズ形成材料はまた、当業者に公知であるような様々な成分、たとえば重合開始剤（
たとえば光開始剤又は熱開始剤）、視認用ティント剤（たとえば染料、顔料又はそれらの
混合物）、ＵＶ遮断（吸収）剤、光増感剤、インヒビター、抗菌剤（たとえば、好ましく
は銀ナノ粒子又は安定化銀ナノ粒子）、生物活性物質、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よう。
【０１２８】
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　構造的完全性及び機械的強度を改善するために架橋剤を使用することもできる。架橋剤
の例は、非限定的に、アリル（メタ）アクリレート、低級アルキレングリコールジ（メタ
）アクリレート、ポリ低級アルキレングリコールジ（メタ）アクリレート、低級アルキレ
ンジ（メタ）アクリレート、ジビニルエーテル、ジビニルスルホン、ジ又はトリビニルベ
ンゼン、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テト
ラ（メタ）アクリレート、ビスフェノールＡジ（メタ）アクリレート、メチレンビス（メ
タ）アクリルアミド、トリアリルフタレート又はジアリルフタレートを含む。好ましい架
橋剤はエチレングリコールジメタクリレート（ＥＧＤＭＡ）である。
【０１２９】
　使用される架橋剤の量は、全ポリマーに対する重量含有率で表され、好ましくは、０．
０５～５％の範囲、より好ましくは０．１～２％の範囲である。
【０１３０】
　重合反応を促進する、及び／又は重合反応の速度を増大させるために、たとえば重合技
術におけるそのような使用に関して周知の物質から選択される開始剤をレンズ形成材料に
含めることもできる。開始剤とは、重合反応を開始させることができる化学薬剤である。
開始剤は光開始剤又は熱開始剤であることができる。
【０１３１】
　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並びにDaro
cur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。たとえばマクロマーに配合することもできるし
、特殊なモノマーとして使用することも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、参照により全体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、たとえば光、特に適切な波長のＵＶ光
によって誘発することができる。適切ならば、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。
【０１３２】
　適切な熱開始剤の例は、非限定的に、２，２′－アゾビス（２，４－ジメチルペンタン
ニトリル）、２，２′－アゾビス（２－メチルプロパンニトリル）、２，２′－アゾビス
（２－メチルブタンニトリル）、過酸化物、たとえば過酸化ベンゾイルなどを含む。好ま
しくは、熱開始剤はアゾビスイソブチロニトリル（ＡＩＢＮ）である。
【０１３３】
　好ましい顔料の例は、医療装置に許可され、ＦＤＡによって認可されている着色剤、た
とえばD&CブルーNo. 6、D&CグリーンNo. 6、D&CバイオレットNo. 2、カルバゾールバイオ
レット、特定の銅錯体、特定の酸化クロム、様々な酸化鉄、フタロシアニングリーン、フ
タロシアニンブルー、二酸化チタンなどを含む。本発明で使用することができる着色剤の
リストに関しては、Marmiom DM Handbook of U.S. Colorantsを参照すること。顔料のよ
り好ましい実施態様は、非限定的に、青色の場合、フタロシアニンブルー（ピグメントブ
ルー15:3、C.I. 74160）、コバルトブルー（ピグメントブルー36、C.I. 77343）、トナー
シアンBG（Clariant）、パーマジェットブルーB2G（Clariant）を含み、緑色の場合、フ
タロシアニングリーン（ピグメントグリーン7、C.I. 74260）及び三酸化二クロムを含み
、黄色、赤色、茶色及び黒色の場合、様々な酸化鉄、PR122、PY154を含み、紫色の場合、
カルバゾールバイオレットを含み、黒色の場合、モノリスブラックC-K（CIBA Specialty 
Chemicals）を含む（C.I. はカラーインデックス番号である）。
【０１３４】
　ポリマーマトリックスに配合される生物活性物質は、眼の疾病を予防する、又は眼の疾
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病の症状を軽減することができる任意の化合物である。生物活性物質は、薬物、アミノ酸
（たとえばタウリン、グリシンなど）、ポリペプチド、タンパク質、核酸又はそれらの組
み合わせであることができる。ここで有用な薬物の例は、非限定的に、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、ケトチフェン又は薬学的に許容されるそれらの塩もしくはエス
テルを含む。生物活性物質の他の例は、２－ピロリドン－５－カルボン酸（ＰＣＡ）、α
－ヒドロキシル酸（たとえばグリコール酸、乳酸、リンゴ酸、酒石酸、マンデル酸及びク
エン酸並びにそれらの塩など）、リノール酸及びγ－リノール酸並びにビタミン（たとえ
ばＢ５、Ａ、Ｂ６など）を含む。
【０１３５】
　エチレン性不飽和基を有しない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、非限定的に、ポリビニル
アルコール類（ＰＶＡ）、ポリアミド類、ポリイミド類、ポリラクトン、ビニルラクタム
のホモポリマー、一つ以上のビニルコモノマーの存在又は非存在下の少なくとも一つのビ
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つ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、ヘパリン多糖類、多糖類及びそれらの混合物を含む。
【０１３６】
　非架橋性加水分解性ポリマーの分子量は、好ましくは約２０，０００～約１，５００，
０００ダルトン、より好ましくは約５０，０００～約１，２００，０００ダルトン、さら
に好ましくは約１００，０００～約１，０００，０００ダルトンである。
【０１３７】
　本発明にしたがって、レンズ形成材料は、約２０℃～約８５℃の温度で溶液又は溶融体
であることができる組成物である。好ましくは、レンズ形成材料は、水又は有機溶媒又は
水と一つ以上の有機溶媒との混合物中すべての所望の成分の溶液である。
【０１３８】
　すべての所望の成分の溶液は、それらを当業者に公知の適切な溶媒に溶解させることに
よって調製することができる。有機溶媒の上記様々な実施態様を本発明のこの態様におい
て使用することができる。
【０１３９】
　本発明にしたがって、レンズ形成材料は、任意の公知の方法にしたがって、型によって
形成されるキャビティ中に導入（分配）することができる。
【０１４０】
　コンタクトレンズを製造するためのレンズ型は当業者に周知であり、たとえば流し込み
成形又はスピンキャスティングで使用される。たとえば、型（流し込み成形用）は一般に
、少なくとも二つの型区分（又は部分）又は型半部、すなわち第一及び第二の型半部を含
む。第一の型半部は第一の成形（又は光学）面を画定し、第二の型半部は第二の成形（又
は光学）面を画定する。第一及び第二の型半部は、第一の成形面と第二の成形面との間に
レンズ成形キャビティが形成されるように互いを受け入れるように構成されている。型半
部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。
【０１４１】
　コンタクトレンズを流し込み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部は、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。型半部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５，８４３，３４６号
及びBonebergerらへの第５，８９４，００２号に開示されている。
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【０１４２】
　型を製造するための技術分野で公知の実質すべての材料を、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。たとえば、ポリマー材料、たとえばポリエ
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（たとえ
ばTicona GmbH（Frankfurt, Germany及びSummit, New Jersey）のTopas（登録商標）COC
、Zeon Chemicals LP（Louisville, KY）のZeonex（登録商標）及びZeonor（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、たとえば石英、ガラス、Ｃ
ａＦ2及びサファイアを使用することもできる。
【０１４３】
　好ましい実施態様において、レンズ形成材料中の重合性成分が本質的にプレポリマーで
構成されている場合、再使用可能な型を使用することができる。石英又はガラスでできた
再使用可能な型の例は、参照により全体として本明細書に組み込まれる米国特許第６，６
２７，１２４号に開示されているものである。この態様において、レンズ形成材料は、二
つの型半部からなる型に注入され、二つの型半部は、互いに接触せず、それらの間に配設
された環状設計の狭い隙間を有する。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、再使用可能な石英、ガラス、サファイア型を使
用することが可能である。これらの型は、レンズ製造ののち、未反応材料及び他の残渣を
除去するために水又は適切な溶媒を使用して速やかかつ効果的に清浄し、空気乾燥させる
ことができるからである。再使用可能な型はまた、環式オレフィンコポリマー、たとえば
Ticona GmbH（Frankfurt, Germany及びSummit, New Jersey）のTopas（登録商標）COCグ
レード8007-S10（エチレンとノルボルネンとの明澄な非晶質コポリマー）、Zeon Chemica
ls LP（Louisville, KY）のZeonex（登録商標）及びZeonor（登録商標）でできているこ
ともできる。型半部の再使用性のおかげで、きわめて高い精度及び再現精度の型を得るた
めに、製造時に比較的多額の費用を費やすことができる。型は、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、それがまた、特に、製造されるコン
タクトレンズの高い再現精度及びレンズ設計への高い忠実度を保証する。
【０１４４】
　レンズ形成材料を型の中に分配したのち、それを重合させてコンタクトレンズを製造す
る。架橋は、たとえば化学線照射、たとえばＵＶ線照射、電離放射線（たとえばγ又はＸ
線照射）によって型の中で開始させることができる。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、レンズ形成材料を収容する型を化学線の空間的限定に暴
露すると、プレポリマーを架橋させることができる。
【０１４５】
　本発明の架橋は、非常に短い期間、たとえば≦６０分、有利には≦２０分、好ましくは
≦１０分、もっとも好ましくは≦５分、特に好ましくは１～６０秒、もっとも具体的には
１～３０秒で起こさせることができる。
【０１４６】
　本発明のコンタクトレンズは、本発明の一つ以上の放射線硬化性プレポリマーから、従
来技術と比較して非常に簡単かつ効率的な方法で製造することができる。これは多くの要
因に基づく。一つには、出発原料を廉価に取得又は製造することができる。第二に、プレ
ポリマーは驚くほど安定であるため、高度の精製に付すことができるという利点がある。
レンズを硬化させたのち、特に非重合成分の複雑な抽出のような後続の精製を実際に要し
ない。さらには、新規な重合法を使用して、所望の機械的及び物理的性質を有するコンタ
クトレンズを製造することができる。最後に、光重合が短い期間内に起こり、この観点か
らも、本発明のコンタクトレンズ製造方法は、きわめて経済的な方法で構成することがで
きる。
【０１４７】
　成形品を型から取り出すための型の開放は、それ自体は公知のやり方で実施することが
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できる。
【０１４８】
　本発明にしたがって、成形されるコンタクトレンズが、すでに精製されたプレポリマー
から無溶媒で製造されるならば、成形されたレンズを取り出したのち、抽出のような精製
ステップを続けて実施することは通常、必要ない。理由は、使用されるプレポリマーが望
ましくない低分子量成分を含有しないからである。その結果、架橋生成物もまた、そのよ
うな成分を含まず、又は実質的に含まず、後続の抽出をなしで済ますことができる。した
がって、コンタクトレンズは、通常の方法で、水和によって、すぐに使えるコンタクトレ
ンズに直接転換することができる。非常に異なる水分含量を有するすぐに使えるコンタク
トレンズを得ることができるような適切な水和の実施態様は当業者に公知である。コンタ
クトレンズは、たとえば、水中、塩水溶液、特に１０００ml中で約２００～４５０ミリオ
スモル（単位：mOsm/ml）、好ましくは約２５０～３５０mOsm/ml、特に約３００mOsm/ml
のオスモル濃度を有する塩水溶液中、又は水もしくは塩水溶液と生理学的に適合性の極性
有機溶媒、たとえばグリセロールとの混合物中で膨張させる。好ましくは、水又は塩水溶
液中で物品を膨張させる。
【０１４９】
　本発明にしたがって、成形されるコンタクトレンズが、すでに精製されたプレポリマー
の溶媒溶液から製造されるならば、後続の抽出を実施することは不要であり、水和工程に
よって溶媒を置換する。
【０１５０】
　シリコーンハイドロゲルコンタクトレンズ中の加水分解性基の加水分解は、当業者に公
知の任意の方法にしたがって実施することができる。好ましくは、加水分解は、その場で
、すなわち、レンズを収容する密封パッケージの中で直接実施される。一般に、コンタク
トレンズは、一次パッケージ中、眼に適合性の貯蔵溶液に入れて包装されたのち、密封さ
れた一次パッケージ中で滅菌処理される（たとえば、オートクレーブ中、約１２０℃で所
望の期間）。加水分解性ポリマーは、好ましくは、オートクレーブ期間中、一次パッケー
ジの中で親水性ポリマーに転換される。
【０１５１】
　「眼に適合性の溶液」は、少なくとも、６．０～８．０の範囲のｐＨ及び２５０～４０
０mOsmol/kgのオスモル濃度を有することを特徴とする。
【０１５２】
　本明細書で使用される「一次パッケージ」とは、眼科用レンズユーザによって使用され
る眼科用レンズを直接含むパッケージをいう。一般的な一次パッケージは、ラミネート箔
又はカバーで密封されたシェル又はベース部分を含むブリスタパッケージ（たとえば、参
照により全体として本明細書に組み込まれるＥＰ－Ａ－０６８０８９５又はＥＰ－Ａ－０
２３３５８１に開示されている）であることができる。一次パッケージは通常、少量の眼
に適合性の溶液（たとえば、他の快適添加物、たとえば界面活性剤、ＰＶＰ、ＰＶＡ、セ
ルロース、ポリエチレングリコールなどを含む、又は含まない食塩水）中に一つのコンタ
クトレンズを収容する。
【０１５３】
　成形されたコンタクトレンズはさらに、さらなる工程、たとえば表面処理、滅菌処理な
どに付されることができる。
【０１５４】
　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
。本発明にしたがって、酸素透過度は、実施例に記載される手順に準ずる見掛け酸素透過
度（厚さ約１００ミクロンの試料を試験する場合に直接計測される）である。
【０１５５】
　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１．２MPa以下、さらに好ましくは約０．４MPa～約１．０MPaの弾性率を有す
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る。
【０１５６】
　本発明のコンタクトレンズはさらに、少なくとも約１．５×１０-6mm2/min、より好ま
しくは少なくとも約２．６×１０-6mm2/min、さらに好ましくは少なくとも約６．４×１
０-6mm2/minのイオノフラックス拡散係数Ｄを有する。
【０１５７】
　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、好ましくは約１５重量％
～約５５重量％、より好ましくは約２０重量％～約３８重量％の含水率を有する。シリコ
ーンハイ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したがって計測することができる。
【０１５８】
　本発明のコンタクトレンズは、約９０°以下、好ましくは約８０°以下、より好ましく
は約７０°以下、さらに好ましくは約６０°以下の平均水接触角を有することを特徴とす
る表面親水性を有する。
【０１５９】
　本発明は、さらなる態様において、ソフトコンタクトレンズを製造する方法を提供する
。方法は、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部及びコ
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部を有する、ソフトコ
ンタクトレンズを製造するための型を提供するステップ（ここで、第一及び第二の型半部
は、第一の成形面と第二の成形面との間にキャビティが形成されるように互いを受け入れ
るように構成されている）、一つの第一の加水分解性シリコーン含有基を有する少なくと
も一つの化学線架橋性モノマー及び／又は複数の第二の加水分解性シリコーン含有基を有
する一つの化学線架橋性プレポリマーを含むレンズ形成材料をキャビティに導入するステ
ップ、レンズ形成材料を硬化させて、第一及び／又は第二の加水分解性シリコーン含有基
を含むシリコーンハイドロゲル材料で構成されたソフトコンタクトレンズを形成するステ
ップ、及びソフトコンタクトレンズを加水分解に付し、それにより、加水分解中、第一及
び第二の加水分解性シリコーン含有基をシリコーンハイドロゲル材料から開裂させて、硬
化後の表面処理なしで、ソフトコンタクトレンズに約９０°以下の水接触角を提供するス
テップを含む。
【０１６０】
　上記のプレポリマー、レンズ形成材料、型及びコンタクトレンズの様々な実施態様すべ
てを本発明のこの態様において使用することができる。
【０１６１】
　前記開示は、当業者が本発明を実施することを可能にする。読者が具体的な実施態様及
びその利点をより良く理解することができるよう、以下の非限定的実施例を参照されたい
。ただし、以下の実施例は、本発明の範囲を限定するものとして読まれるべきではない。
【０１６２】
実施例１
表面親水性（湿潤性）試験
　コンタクトレンズ上の水接触角はコンタクトレンズの表面親水性（又は湿潤性）の一般
的尺度である。特に、低い水接触角はより親水性の表面に対応する。Wilhelmyプレート法
を使用してコンタクトレンズの平均接触角（前進）を計測した。
【０１６３】
酸素透過度計測
　いずれも参照により全体として本明細書に組み込まれる米国特許第５，７６０，１００
号及びWintertonらによる文献（The Cornea: Transactions of the World Congress on t
he Cornea 111, H. D. Cavanagh Ed., Raven Press: New York 1988, pp 273-280）に記
載されているものに類似した技術にしたがってレンズの酸素透過度及びレンズ材料の酸素
伝導率を測定した。Dk1000計器（Applied Design and Development Co.（Norcross, GA）
から市販）又は類似した分析計器を使用して、ウェットセル中（すなわち、気流を相対湿
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度約１００％に維持した）３４℃で酸素流束（J）を計測した。既知の酸素の割合（たと
えば２１％）を有する気流をレンズの一方側から約１０～２０cm3/minの速度で通し、窒
素流をレンズの反対側から約１０～２０cm3/minの速度で通した。試料を、試験媒体（す
なわち、食塩水又は蒸留水）中、規定試験温度で、計測前の少なくとも３０分かつ４５分
以下の間、平衡させた。上層として使用される試験媒体を、規定試験温度で、計測前の少
なくとも３０分かつ４５分以下の間、平衡させた。かく拌モータの速度は、ステッパモー
タ制御装置上の４００±１５の指示設定に対応する１，２００±５０rpmにセットした。
系を包囲する大気圧Ｐmeasuredを計測した。MitotoyaマイクロメータVL-50又は類似の計
器を用いて約１０の場所を計測し、計測値を平均化することにより、試験に暴露される区
域のレンズの厚さ（ｔ）を測定した。DK1000計器を使用して、窒素流中の酸素濃度（すな
わち、レンズを透過して拡散する酸素）を計測した。以下の式からレンズ材料の見掛け酸
素透過度Dkappを決定した。
【０１６４】
　Ｄｋapp＝Ｊｔ／（Ｐoxygen）
　式中、Ｊ＝酸素流束［マイクロリットルＯ2/cm

2-min］であり、
　Ｐoxygen＝（Ｐmeasured－Ｐwater vapor）＝（気流中％Ｏ2）［mm Hg］＝気流中の酸
素の分圧であり、
　Ｐmeasured＝大気圧（mm Hg）であり、
　Ｐwater vapor＝３４℃（ドライセル中）で０mm Hgであり、
　Ｐwater vapor＝３４℃（ウェットセル中）で４０mm Hgであり、
　ｔ＝露出試験区域のレンズの平均厚さ（mm）である。
【０１６５】
　式中、Ｄｋappはbarrerの単位で表される。材料の酸素伝達率（Ｄｋ／ｔ）は、酸素透
過度（Ｄｋapp）をレンズの平均厚さ（ｔ）で割ることによって計算することができる。
【０１６６】
イオン透過度計測
　米国特許第５，７６０，１００号（参照により全体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したがってレンズのイオン透過度を計測した。以下の実施例で報告
されるイオン透過度の値は、標準物質としてのレンズ材料Alsaconに対する相対イオノフ
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。
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