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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、プレポリマーのコポリマー鎖に、
　（１）１種以上のシロキサン含有モノマーおよび／または１種以上のシロキサン含有マ
クロマーから誘導されるシロキサン単位；
　（２）１種以上の親水性モノマーおよび／または１種以上の親水性マクロマーから誘導
される親水性単位；
　（３）コポリマー鎖に共有結合しており、かつ、成分（２）以外の、１個の単独の架橋
性基をそれぞれ有する１種以上の予め形成された親水性ポリマーから誘導される、ダング
リング親水性ポリマー鎖であって、ダングリング親水性鎖が化学線架橋性基を含んでおら
ず、予め形成された親水性ポリマーが、プレポリマーにそれを効率的および共有結合的に
組み入れるために十分なほど低い分子量であるが、プレポリマーから得られるシリコーン
ヒドロゲルコンタクトレンズに９０度以下の水接触角を硬化後の表面処理なしに、かつ、
プレポリマー中に２重量％～３０重量％の量で存在する場合に与えるために十分なほど高
い分子量を有する、ダングリング親水性ポリマー鎖を含み、
化学線架橋性プレポリマーが、エチレン性不飽和基およびチオール基からなる群から選択
される複数の化学線架橋性基を含み、かつ１種以上のモノマーの非存在下で化学線架橋す
ることで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可能である、化学線架
橋性プレポリマー。
【請求項２】
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　化学線架橋性プレポリマーが、少なくとも３個のチオール基または少なくとも３個のエ
ン含有基を含み、エン含有基が式（Ｉ）～（ＩＩＩ）：
【化４】

［式中、Ｒ１は水素またはＣ１～Ｃ１０アルキルであり；Ｒ２およびＲ３は、互いに独立
して水素、Ｃ１～Ｃ１０二価アルケン基、Ｃ１～Ｃ１０アルキル、または－（Ｒ１８）ａ

－（Ｘ１）ｂ－Ｒ１９（式中、Ｒ１８はＣ１～Ｃ１０二価アルケン基であり、Ｘ１はエー
テル結合、ウレタン結合、尿素結合、エステル結合、アミド結合、またはカルボニルであ
り、Ｒ１９は水素、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、Ｃ１～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、またはＣ１～Ｃ１８ヒドロキシアルコキシ基であり、
ａおよびｂは互いに独立して０または１である）であり、但し、Ｒ２およびＲ３のうち１
個のみが二価の基であり；Ｒ４～Ｒ９は、互いに独立して水素、Ｃ１～Ｃ１０二価アルケ
ン基、Ｃ１～Ｃ１０アルキル、または－（Ｒ１８）ａ－（Ｘ１）ｂ－Ｒ１９であり、場合
によっては、Ｒ４とＲ９とは二価アルケン基を介して結合して環を形成し、但し、Ｒ４～
Ｒ９のうち少なくとも１個は二価の基であり；ｎおよびｍは互いに独立して０～９の整数
であり、但し、ｎとｍとの合計は２～９の整数であり；Ｒ１０～Ｒ１７は、互いに独立し
て水素、Ｃ１～Ｃ１０二価アルケン基、Ｃ１～Ｃ１０アルキル、または－（Ｒ１８）ａ－
（Ｘ１）ｂ－Ｒ１９であり、ｐは１～３の整数であり、但し、Ｒ１０～Ｒ１７のうち１個
または２個のみが二価の基である］のうちいずれか１つにより定義される、請求項１記載
のプレポリマー。
【請求項３】
　化学線架橋性プレポリマーが１５重量％～７０重量％の１種以上のシロキサン含有モノ
マーおよび／または１種以上のシロキサン含有マクロマーから誘導されるシロキサン単位
；１０％～８０％の１種以上の親水性モノマーおよび／または１種以上の親水性マクロマ
ーから誘導される親水性単位；ならびに２％～３０％の１個の単独の架橋性基をそれぞれ
有する１種以上の予め形成された親水性ポリマーから誘導されるダングリング親水性ポリ
マー鎖を含み、１種以上の予め形成された親水性ポリマーが５００ダルトン～２００００
ダルトンの分子量を有する、請求項２記載のプレポリマー。
【請求項４】
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　化学線架橋性プレポリマーが、ペンダント官能基または末端官能基およびダングリング
親水性ポリマー鎖を有する中間コポリマーから、ペンダント官能基または末端官能基を介
して中間コポリマーに化学線架橋性基を共有結合させることで得られるものであり、中間
コポリマーのペンダント官能基または末端官能基がヒドロキシ基、アミノ基、カルボキシ
ル基、エポキシ基、アルデヒド基、アミド基、酸ハライド基、イソチオシアナト基、イソ
シアナト基、ハロゲン化物基、酸無水物基、およびその組み合わせからなる群から選択さ
れる、請求項１または２記載のプレポリマー。
【請求項５】
　中間コポリマーが（ａ）２個の第１または第２の末端官能基を有する少なくとも１種の
線状シロキサン含有化合物、（ｂ）２個の第１または第２の末端官能基を有する少なくと
も１種の線状親水性モノマーまたはポリマー、（ｃ）１個のみの第１または第２の官能基
を有する少なくとも１種の親水性ポリマー、および（ｄ）互いに独立して、３個以上の第
１または第２の官能基を有する有機化合物である１種以上の分岐剤を含む混合物の共重合
により得られるものであり、第１および第２の官能基が互いに異なり、アミン基、ヒドロ
キシル、カルボキシ、イソシアナト、エポキシ、および酸ハライド基からなる群から選択
されるものであり、第１および第２の官能基が互いに異なるが、カップリング剤の存在下
または非存在下で互いに共反応することでウレタン、尿素、エーテル、およびアミドから
なる群から選択される共有結合を形成可能であり、混合物中の第１の官能基対第２の官能
基または第２の官能基対第１の官能基のモル当量比が１．１～２０である、請求項４記載
のプレポリマー。
【請求項６】
　少なくとも１種の線状シロキサン含有化合物がポリ（ジアルキルシロキサン）、ポリ（
ジアリールシロキサン）、ポリアリールアルキルシロキサン、異なるジアルキルシロキサ
ンのコポリマー、ジアルキルシロキサンとジアリールシロキサンまたはアリールアルキル
シロキサンとのコポリマー、およびその組み合わせからなる群から選択される二官能基末
端ポリシロキサンである、請求項５記載のプレポリマー。
【請求項７】
　２個の第１または第２の末端官能基を有する少なくとも１種の線状親水性モノマーまた
はポリマーが二官能基末端ポリ（エチレングリコール）（ＰＥＧ）、エチレンオキシドと
プロピレンオキシドとの二官能基末端ブロックコポリマー、二官能基末端ポリアルキルア
クリルアミド、二官能基末端ポリアルキルメタクリルアミド、二官能基末端ポリビニルピ
ロリドン、Ｎ－ビニルピロリドンと１種以上のビニルモノマーとの二官能基末端コポリマ
ー、ジアミン末端またはジカルボキシル末端ポリビニルアルコール、あるいは酢酸ビニル
と１種以上のビニルモノマーとの二官能基末端コポリマーである、請求項５記載のプレポ
リマー。
【請求項８】
　１個のみの第１または第２の官能基を有する少なくとも１種の親水性ポリマーが一官能
基末端ポリ（エチレングリコール）（ＰＥＧ）、一官能基末端ＰＥＧ／ＰＰＧブロックコ
ポリマー、一官能基末端ポリアルキルアクリルアミド、一官能基末端ポリアルキルメタク
リルアミド、一官能基末端ポリビニルピロリドン、Ｎ－ビニルピロリドンと１種以上のビ
ニルモノマーとの一官能基末端コポリマー、一官能基末端ポリビニルアルコール、および
酢酸ビニルと１種以上のビニルモノマーとの一官能基末端コポリマーである、請求項５記
載のプレポリマー。
【請求項９】
　中間コポリマーが化学線重合性組成物ＡまたはＢの共重合により得られるものであり、
組成物Ａが成分：（１）少なくとも１種のモノエチレン性官能化親水性ポリマー、（２）
少なくとも１種の親水性ビニルモノマー、（３）１個のエチレン性不飽和基を有する少な
くとも１種のシロキサン含有モノマー、１個のエチレン性不飽和基を有する少なくとも１
種のシロキサン含有マクロマー、２個以上のエチレン性不飽和基を有する少なくとも１種
のシロキサン含有モノマー、２個以上のエチレン性不飽和基を有する少なくとも１種のシ
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ロキサン含有マクロマー、またはその２種以上の組み合わせ、（４）場合によって、少な
くとも１種のジエチレン性もしくは多エチレン性官能化親水性ポリマー、および／または
７００ダルトン未満の分子量を有する少なくとも１種の親水性架橋剤；ならびに（５）場
合によって、少なくとも１種の疎水性ビニルモノマーを含み、但し、成分（２）～（４）
のうち少なくとも１つが、得られた中間コポリマーに化学線架橋性基がそれを通じて共有
結合可能な少なくとも１個の官能基をさらに含み；
組成物Ｂが成分：（１）少なくとも１種のモノエチレン性官能化親水性ポリマー、（２）
少なくとも１種の親水性ビニルモノマー、（３）１個のエチレン性不飽和基を有する少な
くとも１種のシロキサン含有モノマー、１個のエチレン性不飽和基を有する少なくとも１
種のシロキサン含有マクロマー、２個以上のエチレン性不飽和基を有する少なくとも１種
のシロキサン含有モノマー、２個以上のエチレン性不飽和基を有する少なくとも１種のシ
ロキサン含有マクロマー、またはその２種以上の組み合わせ、（４）場合によって、少な
くとも１種のジエチレン性もしくは多エチレン性官能化親水性ポリマー、および／または
７００ダルトン未満の分子量を有する少なくとも１種の親水性架橋剤；（５）場合によっ
て、少なくとも１種の疎水性ビニルモノマー、ならびに（６）得られた中間コポリマーに
化学線架橋性基がそれを通じて共有結合可能な官能基を有する少なくとも１種の連鎖移動
剤を含む、請求項４記載のプレポリマー。
【請求項１０】
　成分Ａ１および成分Ｂ１が少なくとも１種のジエチレン性官能化親水性ポリマーおよび
／または少なくとも１種の多エチレン性官能化親水性ポリマーを含む、請求項９記載のプ
レポリマー。
【請求項１１】
　少なくとも１種のモノエチレン性官能化親水性ポリマーが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；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、ジア
ルキルアミノアルキルメタクリレート、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、およびその混合物からなる群から選択される少
なくとも１つのメンバーとのコポリマー；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、ジアルキルアミノアルキルメタクリレート、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、およびそ
の混合物からなる群から選択される少なくとも１つのメンバーとのコポリマーからなる群
から選択される、請求項９記載のプレポリマー。
【請求項１２】
　少なくとも１種のモノエチレン性官能化親水性ポリマーが１０００～１０，０００ダル
トンの分子量を有する、請求項９記載のプレポリマー。
【請求項１３】
　成分Ａ１および成分Ｂ１が少なくとも１種のジエチレン性官能化親水性ポリマーおよび
／または少なくとも１種の多エチレン性官能化親水性ポリマーをさらに含む、請求項１２
記載のプレポリマー。
【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれか１項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ソフトコンタクトレンズであって、８０度以下の
平均水接触角と、ならびに２．０MPa以下の弾性率、少なくとも４０barrerの酸素透過率
、１．５×１０－６mm２／分のイオノフラックス拡散係数Ｄ、完全に水和した場合の１５
％～５５％の含水率、およびその組み合わせからなる群から選択される少なくとも１つの
特性とを有する、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、あるクラスのシリコーン含有プレポリマーおよびその使用に関するものであ
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る。特に本発明は、このクラスのシリコーン含有プレポリマーから調製されるシリコーン
ヒドロゲルコンタクトレンズに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ソフトシリコーンヒドロゲルコンタクトレンズは、その高い酸素透過率および快
適さが理由で人気になっている。「ソフト」コンタクトレンズは目の形状に緊密に一致し
得るため、酸素はレンズを容易に取り囲むことができない。ソフトコンタクトレンズは、
周囲空気からの酸素（すなわち酸素）が角膜に到達することを可能にしなければならない
。これは、角膜が、他の組織のようには血液供給を酸素から受け取らないためである。十
分な酸素が角膜に到達しない場合、角膜肥厚が生じる。長期間の酸素欠乏は、角膜中の血
管の望ましくない増大を引き起こす。高い酸素透過率を有することで、シリコーンヒドロ
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達し、かつ、角膜の健
康に対する有害作用を最小限に抑えることを可能にする。
【０００３】
　しかしながら、すべての市販のシリコーンヒドロゲルコンタクトレンズは、使い捨ての
プラスチック型ならびにモノマーおよび／またはマクロマーの混合物の使用を包含する通
常のキャスト成形技術に従って製造される。そのような通常のキャスト成形技術にはいく
つかの不利益が存在する。例えば、伝統的なキャスト成形製作プロセスは、有機溶媒を用
いて未重合モノマーをレンズから除去しなければならない、レンズ抽出を含む必要がある
。そのようなレンズ抽出により、製造コストは増加し、製造効率は減少する。さらに、使
い捨てプラスチック型は、本質的に寸法の変化を避けられない。これは、プラスチック型
の射出成形中に、製造プロセス中の変動（温度、圧力、材料特性）の結果として型の寸法
の変動が生じ得るためであり、また、得られた型が射出成形後に不均一な収縮を経ること
があるためである。型の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
の変動（ピーク屈折率、直径、基本曲線、中心厚さなど）、および複雑なレンズ設計の複
製における低い忠実性をもたらすことがある。
【０００４】
　通常のキャスト成形技術において遭遇する上記の不利益は、（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）高精度で製造される再利用可能な型、ならびに（３）米国特許第５，５
０８，３１７号、第５，５８３，４６３号、第５，７８９，４６４号、および第５，８４
９，８１０号に記載の、化学線（例えば紫外線）の空間的制限下の硬化を包含する、いわ
ゆるLightstream Technology（商標）（CIBA Vision）の使用により克服可能である。高
い一貫性、および本来のレンズ設計に対する高い忠実性を有するレンズを、Lightstream 
Technology（商標）に従って比較的低いコストで製造することができる。
【０００５】
　シリコーンヒドロゲルコンタクトレンズの作製にLightstream Technology（商標）を完
全に利用するには、所望のバルク特性および表面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Lightstream Technology（商標）に従って作製するために好適な新規な化
学線架橋性プレポリマーが依然として必要である。
【発明の概要】
【０００６】
　一局面では、本発明は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
、プレポリマーのコポリマー鎖に、（１）１種以上のシロキサン含有モノマーおよび／ま
たは１種以上のシロキサン含有マクロマーから誘導されるシロキサン単位；（２）１種以
上の親水性モノマーおよび／または１種以上の親水性マクロマーから誘導される親水性単
位；ならびに（３）コポリマー鎖に共有結合しており、かつ、１個の単独の架橋性基を有
する少なくとも１種の予め形成された親水性ポリマーから誘導される、ダングリング親水
性ポリマー鎖であって、ダングリング親水性鎖が化学線架橋性基を含んでおらず、予め形
成された親水性ポリマーが、プレポリマーにそれを効率的および共有結合的に組み入れる
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ために十分なほど低い分子量であるが、プレポリマーから得られるシリコーンヒドロゲル
コンタクトレンズに約９０度以下の水接触角を硬化後の表面処理なしに、プレポリマー中
に約２重量％～約３０重量％の量で存在する場合に与えるために十分なほど高い分子量を
有する、ダングリング親水性ポリマー鎖を含み、プレポリマーを１種以上のモノマーの非
存在下で化学線架橋することで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
可能である。
【０００７】
　別の局面では、本発明は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を硬化することで得られるシリコーンヒドロゲル材料
を含み、レンズ形成材料は化学線架橋性または化学線重合性プレポリマーを含み、プレポ
リマーは（１）１種以上のシロキサン含有モノマーおよび／または１種以上のシロキサン
含有マクロマーから誘導されるシロキサン単位；（２）１種以上の親水性モノマーおよび
／または１種以上の親水性マクロマーから誘導される親水性単位；および（３）コポリマ
ー鎖に共有結合しており、かつ、１個の単独の架橋性基をそれぞれ有する１種以上の予め
形成された親水性ポリマーから誘導される、ダングリング親水性ポリマー鎖であって、ダ
ングリング親水性鎖が化学線架橋性基を含んでおらず、予め形成された親水性ポリマーが
、プレポリマーにそれを効率的および共有結合的に組み入れるために十分なほど低い分子
量であるが、ソフトコンタクトレンズに約９０度以下の水接触角を硬化後の表面処理なし
に、プレポリマー中に約２重量％～約３０重量％の量で存在する場合に与えるために十分
なほど高い分子量を有する、ダングリング親水性ポリマー鎖を含む。
【０００８】
　さらなる局面では、本発明は、ソフトコンタクトレンズの製造方法を提供する。本方法
は、下記の工程：ソフトコンタクトレンズを作製するための型を設ける工程であって、型
が、コンタクトレンズの前面を規定する第１の成形面を有する第１の型半、およびコンタ
クトレンズの後面を規定する第２の成形面を有する第２の型半を有し、該第１の型半およ
び該第２の型半が、該第１の成形面と該第２の成形面との間に空洞が形成されるように互
いを受け止めるように構成されている工程；空洞にレンズ形成材料を導入する工程であっ
て、レンズ形成材料が、１種以上の化学線架橋性プレポリマーを含み、ビニルモノマーお
よび／または架橋剤を実質的に含まないものであり、該１種以上のプレポリマーがそれぞ
れ（１）１種以上のシロキサン含有モノマーおよび／または１種以上のシロキサン含有マ
クロマーから誘導されるシロキサン単位；（２）１種以上の親水性モノマーおよび／また
は１種以上の親水性マクロマーから誘導される親水性単位；ならびに（３）コポリマー鎖
に共有結合しており、かつ、１個の単独の架橋性基をそれぞれ有する１種以上の予め形成
された親水性ポリマーから誘導される、ダングリング親水性ポリマー鎖であって、ダング
リング親水性鎖が化学線架橋性基を含んでおらず、予め形成された親水性ポリマーが、プ
レポリマーにそれを効率的および共有結合的に組み入れるために十分なほど低い分子量で
あるが、ソフトコンタクトレンズに約９０度以下の水接触角を硬化後の表面処理なしに、
プレポリマー中に約２重量％～約３０重量％の量で存在する場合に与えるために十分なほ
ど高い分子量を有する、ダングリング親水性ポリマー鎖を含む工程；ならびに型中の組成
物に化学線照射することで該１種以上の架橋性プレポリマーを架橋し、それによりコンタ
クトレンズを形成する工程を含む。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　別途定義されない限り、本明細書で使用するすべての技術用語および科学用語は、本発
明が属する技術分野の当業者が一般に理解するものと同一の意味を有する。一般に、本明
細書で使用する命名法、および実験室手順は当技術分野で周知であり、一般的に使用され
ている。当技術分野および各種一般的参考文献において例えば与えられるこれらの手順に
は、慣用的方法が使用される。用語が単数形で与えられる場合、本発明者らはその用語の
複数形も想定している。本明細書で使用する命名法、および下記の実験室手順は、当技術
分野で周知であり、一般的に使用されているものである。
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【００１０】
　本明細書で使用する「眼科装置」とは、眼または眼球近傍の上または周辺で使用される
、コンタクトレンズ（ハードまたはソフト）、眼内レンズ、角膜アンレー、他の眼科装置
（例えばステント、緑内障シャントなど）を意味する。
【００１１】
　「コンタクトレンズ」とは、着用者の目の上または内側に配置可能な構造を意味する。
コンタクトレンズは、使用者の視力を矯正、向上、または改変させることができるが、そ
うである必要はない。コンタクトレンズは、当技術分野で公知であるか、または後に開発
される、任意の適切な材料に由来するものであり得るものであり、ソフトレンズ、ハード
レンズ、またはハイブリッドレンズであり得る。「シリコーンヒドロゲルコンタクトレン
ズ」とは、シリコーンヒドロゲル材料を含むコンタクトレンズを意味する。
【００１２】
　「ヒドロゲル」または「ヒドロゲル材料」とは、それが完全に水和した際に少なくとも
１０重量パーセントの水を吸収可能なポリマー材料を意味する。
【００１３】
　「シリコーンヒドロゲル」とは、少なくとも１種のシリコーン含有モノマー、または少
なくとも１種のシリコーン含有マクロマー、または少なくとも１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り得られるシリコーン含有ヒドロゲルを
意味する。
【００１４】
　本明細書で使用する「親水性」とは、脂質に対するよりも水に対してより容易に結合す
る材料またはその一部を表す。
【００１５】
　「モノマー」とは、重合可能な低分子量化合物を意味する。典型的には、低分子量とは
７００ダルトン未満の平均分子量を意味する。
【００１６】
　「化学線重合性モノマー」とは、化学線で重合可能なモノマーを意味する。本発明によ
れば、化学線重合性モノマーは、ビニルモノマー、または２個のチオール基を含む化合物
であり得る。２個のチオール基を有する化合物は、ポリマーを形成するための、ビニル基
を有するモノマーとのチオール－エン逐次ラジカル重合に関与し得る。全体として参照に
より本明細書に組み入れられる、「PRODUCTION OF OPHTHALMIC DEVICES BASED ON PHOTO-
INDUCED STEP GROWTH POLYMERIZATION」と題する、２００６年１２月１３日出願の、共同
所有される同時係属の米国特許出願第６０／８６９，８１２号に記載の通り、逐次ラジカ
ル重合をコンタクトレンズの作製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、式：
【００１８】
【化１】

【００１９】
［式中、Ｒ１およびＲ２は独立して、ヒドロキシ基、一級、二級、もしくは三級アミン基
、カルボキシ基、またはカルボン酸を含み得る、一価のＣ１～Ｃ１０アルキル基、Ｃ１～
Ｃ１０エーテル基、Ｃ１～Ｃ１０フルオロアルキル基、Ｃ１～Ｃ１０フルオロエーテル基
、またはＣ６～Ｃ１８アリール基であり；ｎは４以上の整数である］で示される二価の基
を含むモノマーを意味する。
【００２０】
　本明細書で使用する「ビニルモノマー」とは、エチレン性不飽和基を有しており、化学
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線または熱で重合可能な、モノマーを意味する。
【００２１】
　「オレフィン性不飽和基」または「エチレン性不飽和基」という用語は、本明細書では
広い意味で使用され、＞Ｃ＝Ｃ＜基を含有する任意の基を包含するよう意図されている。
例示的なオレフィン性不飽和基は、アクリロイル、メタクリロイル、アリル、ビニル、ス
チレニル、または他のＣ＝Ｃ含有基を含むが、それだけに限定されない。
【００２２】
　重合性組成物、プレポリマー、または材料の硬化、架橋、または重合に関して本明細書
で使用する「化学線で」とは、硬化（例えば架橋および／または重合）が、化学線照射、
例えば紫外線照射、電離放射線（例えばγ線またはＸ線照射）、マイクロ波照射などによ
り行われることを意味する。熱硬化または化学線硬化の方法は当業者に周知である。
【００２３】
　本明細書で使用する「流体」という用語は、材料が液体のように流れることが可能なこ
とを示す。
【００２４】
　「親水性モノマー」とは、重合することにより、水溶性であるか、または少なくとも１
０重量パーセントの水を吸収可能であるポリマーを形成できるモノマーを意味する。
【００２５】
　本明細書で使用する「疎水性モノマー」とは、重合することにより、水に不溶性であり
、１０重量パーセント未満の水を吸収可能であるポリマーを形成するビニルモノマーを意
味する。
【００２６】
　「マクロマー」とは、重合および／または架橋が可能な中分子量または高分子量化合物
を意味する。典型的には、中分子量および高分子量とは、７００ダルトンを超える平均分
子量を意味する。
【００２７】
　「化学線重合性マクロマー」とは、化学線で重合可能なマクロマーを意味する。本発明
によれば、化学線重合性マクロマーは、ラジカル連鎖重合またはチオール－エン逐次ラジ
カル重合のいずれかに関与可能な、１個もしくは複数のエチレン性不飽和基または２個以
上のチオール基を有するマクロマーであり得る。好ましくは、マクロマーは、エチレン性
不飽和基を含み、かつ化学線または熱で重合可能である。
【００２８】
　「プレポリマー」とは、複数の化学線架橋性基を含み、かつ、化学線での硬化（例えば
架橋）によっ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
可能な、出発ポリマーを意味する。
【００２９】
　「化学線架橋性基」とは、エチレン性不飽和基またはチオール基を意味する。
【００３０】
　「シリコーン含有プレポリマー」とは、シリコーンを含み、かつ、化学線架橋によって
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
リマーを意味する。
【００３１】
　本明細書で使用する、ポリマー材料（モノマー材料またはマクロマー材料を含む）の「
分子量」とは、具体的に別途記述されない限り、または試験条件が別途示さない限り、数
平均分子量を意味する。
【００３２】
　「ポリマー」とは、１種以上のモノマーの重合により形成される材料を意味する。
【００３３】
　コポリマーまたは化合物に関して本明細書で使用する「エチレン性官能化」という用語
は、１個以上の化学線架橋性基が、コポリマーまたは化合物に、コポリマーまたは化合物
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のペンダント官能基または末端官能基を介して、カップリングプロセスに従って共有結合
していることを表すことを意図している。
【００３４】
　本明細書で使用する「複数」という用語は、少なくとも２、好ましくは少なくとも３を
意味する。
【００３５】
　本明細書で使用する「予め形成された架橋性の親水性ポリマー」とは、１個以上の架橋
性基を含み、かつ、本発明のプレポリマーの作製用の反応混合物中に加えられる前に調製
または取得される、親水性ポリマーを意味する。
【００３６】
　本発明のプレポリマーに関する「ダングリング親水性ポリマー鎖」という用語は、プレ
ポリマーが、単一の共有結合（好ましくは親水性ポリマー鎖の末端のうち１つの位置にあ
る）を介してプレポリマーの主鎖にそれぞれ固定されている親水性ポリマー鎖を含むとい
うことを表すことを意図している。
【００３７】
　「光開始剤」とは、光の使用によりラジカル架橋／重合反応を開始する化学物質を意味
する。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、Darocure（
登録商標）型、およびIrgacure（登録商標）型、好ましくはDarocure（登録商標）1173お
よびIrgacure（登録商標）2959を含むが、それだけに限定されない。
【００３８】
　「熱開始剤」とは、熱エネルギーの使用によりラジカル架橋／重合反応を開始する化学
物質を意味する。適切な熱開始剤の例は、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）、過酸化ベンゾイルなどの過酸化物などを含むが、それ
だけに限定されない。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
）（ＡＩＢＮ）である。
【００３９】
　「化学線の空間的制限」とは、光線の形態のエネルギー線が、例えばマスクもしくはス
クリーンまたはその組み合わせによって、明確に規定された周辺境界を有する区域上に、
空間的に制限された様式で入射するように方向づけられる、作用またはプロセスを意味す
る。例えば、米国特許第６，６２７，１２４号（全体として参照により本明細書に組み入
れられる）の図１～９に模式的に示すように、紫外線不透過性領域（マスク領域）に取り
囲まれる透明領域または開放領域（非マスク領域）を有するマスクまたはスクリーンを用
いることで、紫外線の空間的制限を実現することができる。非マスク領域は、非マスク領
域との明確に規定された境界を有する。架橋に使用されるエネルギーは、放射線エネルギ
ー、特に紫外線、γ線、電子線、または熱放射線であり、一方で良好な制約を実現し、他
方でエネルギーの効率的使用を実現するには、放射線エネルギーは実質的に平行なビーム
の形態であることが好ましい。
【００４０】
　レンズに関する「可視ティント」とは、レンズ保管容器、レンズ消毒容器、またはレン
ズ洗浄容器内の透明溶液中にレンズを使用者が容易に位置づけることを可能にするための
レンズの染色（または発色）を意味する。レンズの可視ティントに染料および／または顔
料を使用できることは、当技術分野で周知である。
【００４１】
　「染料」とは、溶媒に可溶性であり、また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させない。任意の適切な生体
適合性染料を本発明で使用できる。
【００４２】
　「顔料」とは、それが不溶性である液体中に懸濁する粉末状物質を意味する。顔料は、
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蛍光顔料、燐光顔料、真珠光沢顔料、または通常の顔料であり得る。任意の適切な顔料を
使用できるが、顔料は耐熱性であり、無毒であり、水溶液に可溶性であることが本発明で
は好ましい。
【００４３】
　本明細書で使用する「表面変性」とは、物品の形成の前後に表面処理プロセス（または
表面変性プロセス）で処理されている物品であって、（１）コーティングが物品の表面上
に適用されているか、（２）化学種が物品の表面上に吸着されているか、（３）物品の表
面上の化学基の化学的性質（例えば帯電）が改変されているか、または（４）物品の表面
特性が別途変性されている、物品を意味する。例示的な表面処理プロセスは、イオン化ガ
スが物品の表面に適用されるプラズマプロセス（例えば、全体として本明細書に組み入れ
られる米国特許第４，３１２，５７５号および第４，６３２，８４４号を参照）；プラズ
マ以外のエネルギー（例えば静電荷、放射線、または他のエネルギー源）による表面処理
；化学処理；物品の表面上に対する親水性モノマーまたはマクロマーのグラフト化；米国
特許第６，７１９，９２９号（全体として参照により本明細書に組み入れられる）に開示
のモールドトランスファーコーティングプロセス；米国特許第４，０４５，５４７号、第
４，０４２，５５２号、第５，１９８，４７７号、第５，２１９，９６５号、第６，３６
７，９２９号、および第６，８２２，０１６号、第７，２７９，５０７号（全体として参
照により本明細書に組み入れられる）で提案されている、コンタクトレンズ作製用のレン
ズ調合物に対する湿潤剤の取り込み（すなわち、重合前の表面処理）；ＰＣＴ特許出願公
開第ＷＯ２００７／１４６１３７号（全体として参照により本明細書に組み入れられる）
に開示の強化モールドトランスファーコーティング；ならびに米国特許第６，４５１，８
７１号、第６，７１９，９２９号、第６，７９３，９７３号、第６，８１１，８０５号、
第６，８９６，９２６号（全体として参照により本明細書に組み入れられる）に記載の方
法に従って得られるレイヤーバイレイヤーコーティング（「ＬｂＬコーティング」）を含
むが、それだけに限定されない。
【００４４】
　例示的なプラズマガスおよびプラズマ処理条件は、米国特許第４，３１２，５７５号お
よび第４，６３２，８４４号に記載されている。プラズマガスは、低級アルカンと窒素、
酸素、または不活性ガスとの混合物であることが好ましい。
【００４５】
　本明細書で使用する「ＬｂＬコーティング」とは、コンタクトレンズまたは型半に共有
結合しておらず、該レンズまたは型半上のポリイオン性（荷電）材料および／または非荷
電材料のレイヤーバーレイヤー（「ＬｂＬ」）堆積を通じて得られる、コーティングを意
味する。ＬｂＬコーティングは１つ以上の層から成ることができる。
【００４６】
　本明細書で使用する「ポリイオン性材料」とは、複数の荷電基またはイオン性基、例え
ば高分子電解質、ｐ型およびｎ型ドープ導電性ポリマーを有する、ポリマー材料を意味す
る。ポリイオン性材料は、ポリカチオン性材料（正電荷を有する）とポリアニオン性材料
（負電荷を有する）との両方を含む。
【００４７】
　コンタクトレンズまたは型半上でのＬｂＬコーティングの形成は、例えば米国特許第６
，４５１，８７１号、第６，７１９，９２９号、第６，７９３，９７３号、第６，８１１
，８０５号、第６，８９６，９２６号（全体として参照により本明細書に組み入れられる
）に記載のいくつかの手段で行うことができる。
【００４８】
　シリコーンヒドロゲル材料またはソフトコンタクトレンズに関する「硬化後の表面処理
」とは、型中でのヒドロゲル材料またはソフトコンタクトレンズの形成（硬化）後に行わ
れる表面処理プロセスを意味する。
【００４９】
　シリコーンヒドロゲル材料またはコンタクトレンズに関する「親水性表面」とは、シリ
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コーンヒドロゲル材料またはコンタクトレンズが、約９０度以下、好ましくは約８０度以
下、より好ましくは約７０度以下、さらに好ましくは約６０度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意味する。
【００５０】
　「平均接触角」とは、少なくとも３つの個々のコンタクトレンズの測定値を平均するこ
とで得られる水接触角（ウィルヘルミープレート法で測定される前進角）を意味する。
【００５１】
　本明細書で使用する「抗菌剤」とは、その用語が当技術分野で公知である通り、微生物
の増殖の減少または除外または阻害が可能な化学物質を意味する。
【００５２】
　「抗菌性金属」とは、そのイオンが抗菌作用を有する金属であって、生体適合性である
金属のことである。好ましい抗菌性金属はＡｇ、Ａｕ、Ｐｔ、Ｐｄ、Ｉｒ、Ｓｎ、Ｃｕ、
Ｓｂ、Ｂｉ、およびＺｎを含み、Ａｇが最も好ましい。
【００５３】
　「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サイズを有し、その酸化
状態のうち１つ以上において存在する少なくとも１種の抗菌性金属を含む、粒子を意味す
る。
【００５４】
　「抗菌性金属ナノ粒子」とは、抗菌性金属から本質的に作製され、１マイクロメートル
未満のサイズを有する、粒子を意味する。抗菌性金属ナノ粒子中の抗菌性金属は、その酸
化状態のうち１つ以上において存在し得る。例えば、銀含有ナノ粒子は、その酸化状態の
うち１つ以上における銀、例えばＡｇ０、Ａｇ１＋、およびＡｇ２＋を含み得る。
【００５５】
　「安定化抗菌性金属ナノ粒子」とは、それらの調製中に安定剤により安定化される抗菌
性金属ナノ粒子を意味する。ナノ粒子の調製用の溶液中に存在し、かつ得られるナノ粒子
を安定化することができる材料（またはいわゆる安定剤）に大いに依存する形で、安定化
抗菌性金属ナノ粒子は、正に荷電もしくは負に荷電しているか、または中性であるかのい
ずれかであり得る。安定剤は任意の公知の適切な材料であり得る。例示的な安定剤は、正
に荷電したポリイオン性材料、負に荷電したポリイオン性材料、ポリマー、界面活性剤、
サリチル酸、アルコールなどを含むが、それだけに限定されない。
【００５６】
　本明細書で使用するレンズの「酸素伝達率」とは、酸素が特定の眼科レンズを通過する
割合のことである。通常、酸素伝達率Ｄｋ／ｔはbarrer／mm単位で表され、ｔは測定中の
面積に対する材料の平均厚さ［mm単位］であり、「barrer／mm」は下記定義の通りである
：
　　［（cm３酸素）／（cm２）（秒）（mmHg）］×１０－９

【００５７】
　レンズ材料の固有の「酸素透過率」Ｄｋはレンズの厚さに依存しない。固有の酸素透過
率とは、酸素が材料を通過する割合のことである。通常、酸素透過率はbarrer単位で表さ
れ、「barrer」は下記定義の通りである：
　　［（cm３酸素）（mm）／（cm２）（秒）（mmHg）］×１０－１０

【００５８】
　これらは当技術分野で一般的に使用される単位である。したがって、当技術分野での使
用との整合性を有するために、単位「barrer」は上記定義の意味を有する。例えば、９０
barrerのＤｋ（「酸素透過率barrer」）および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）を有すると考えら
れる。本発明によれば、材料またはコンタクトレンズに関する高い酸素透過率は、実施例
に記載の電量分析法に従って厚さ１００ミクロンのサンプル（フィルムまたはレンズ）を
用いて測定される、少なくとも４０barrer以上の見掛けの酸素透過率を特徴とする。レン
ズの「イオン透過率」は、イオノフラックス拡散係数とイオノトンイオン透過係数との両
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方に相関している。
【００５９】
　イオノフラックス拡散係数を、フィックの法則を下記のように適用することで決定する
：
　Ｄ＝－ｎ’／（Ａ×ｄｃ／ｄｘ）
（式中、ｎ’＝イオン輸送速度［モル／分］
　Ａ＝レンズの露出面積［mm２］
　Ｄ＝イオノフラックス拡散係数［mm２／分］
　ｄｃ＝濃度差［モル／Ｌ］
　ｄｘ＝レンズの厚さ［mm］）
【００６０】
　次に、イオノトンイオン透過係数Ｐを下記の等式に従って決定する：
　ｌｎ（１－２Ｃ（ｔ）／Ｃ（０））＝－２ＡＰｔ／Ｖｄ
（式中、Ｃ（ｔ）＝受容セルの時間ｔでのナトリウムイオンの濃度
　Ｃ（０）＝供与セルのナトリウムイオンの初期濃度
　Ａ＝膜の面積、すなわちセルに露出するレンズ面積
　Ｖ＝セルコンパートメントの容積（３．０ml）
　ｄ＝露出区域での平均レンズ厚さ
　Ｐ＝透過係数）
【００６１】
　約１．５×１０－６mm２／分を超えるイオノフラックス拡散係数Ｄが好ましいが、約２
．６×１０－６mm２／分を超えることがより好ましく、約６．４×１０－６mm２／分を超
えることが最も好ましい。
【００６２】
　良好な涙交換を確実にし、最終的には良好な角膜の健康を確実にするためには、レンズ
の眼上運動が必要であるということが知られている。イオン透過率は眼上運動を予測する
ものである。これは、イオン透過率が水透過率に直接比例すると思われるためである。
【００６３】
　一般に、本発明は、ダングリング親水性ポリマー鎖を有する、あるクラスの化学線架橋
性シリコーン含有プレポリマーに関するものである。そのようなプレポリマーは、特にLi
ghtstream Technology（商標）（CIBA Vision）に従ったシリコーンヒドロゲルコンタク
トレンズの調製に使用できる。シリコーンヒドロゲル材料が、疎水性（非湿潤性）である
、表面またはその表面の少なくとも一部の区域を典型的に有するということが知られてい
る。疎水性の表面または表面各区域は、眼環境から脂質またはタンパク質を取り込み、ま
た眼に付着することがある。したがって、シリコーンヒドロゲルコンタクトレンズは、レ
ンズのキャスト成形後に典型的に行われる表面変性を一般に必要とする。
【００６４】
　しかしながら、本発明のプレポリマーを使用することで、硬化後の表面処理なしに、高
酸素透過率および親水性表面を有するシリコーンヒドロゲルコンタクトレンズを調製する
ことができる。本発明のプレポリマーの溶液をコンタクトレンズ製造用の型に導入する場
合、型とプレポリマー溶液との間の界面にプレポリマーのダングリング親水性ポリマー鎖
が吸着されることが好ましいものと思われる。ダングリング親水性ポリマー鎖がプレポリ
マー中に十分な量で存在する場合、ダングリング親水性ポリマー鎖から本質的に成り立ち
、十分な厚さを有する界面フィルムを、硬化（重合）前に型－溶液界面に形成し、続いて
硬化後に保存することができる。したがって、いかなる硬化後の表面処理も行わずに、そ
の上に親水性界面フィルムを有するシリコーンヒドロゲルコンタクトレンズを作製できる
。
【００６５】
　シリコーンヒドロゲルコンタクトレンズの作製における本発明のプレポリマーの使用に
関連するいくつかの潜在的な独特の特色が存在する。第一に、本発明のプレポリマーは秒
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単位の時間尺度で化学線硬化が可能である。第二に、レンズ形成調合物（重合性組成物）
は、実質的に精製された（すなわちプレポリマー作製用の出発材料が実質的に除去された
）プレポリマーの溶液であり得る。レンズの硬化後のレンズ抽出は必要ではない。第三に
、レンズの硬化前に表面修飾が生じる。硬化後の表面処理は必要ではない。第四に、本発
明のプレポリマーは、比較的低いコスト、ならびに高い一貫性および本来のレンズ設計に
対する高い忠実性をもって、シリコーンヒドロゲルコンタクトレンズの作製においてLigh
tstream Technology（商標）が与える利点を完全に利用することができる。
【００６６】
　一局面では、本発明は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
、プレポリマーのコポリマー鎖に、（１）１種以上のシロキサン含有モノマーおよび／ま
たは１種以上のシロキサン含有マクロマーから誘導されるシロキサン単位；（２）１種以
上の親水性モノマーおよび／または１種以上の親水性マクロマーから誘導される親水性単
位；ならびに（３）コポリマー鎖に共有結合しており、かつ、１個の単独の架橋性基を有
する少なくとも１種の予め形成された親水性ポリマーから誘導される、ダングリング親水
性ポリマー鎖であって、ダングリング親水性鎖が化学線架橋性基を含んでおらず、予め形
成された親水性ポリマーが、プレポリマーにそれを効率的および共有結合的に組み入れる
ために十分なほど低い分子量であるが、プレポリマーから得られるシリコーンヒドロゲル
コンタクトレンズに約９０度以下の水接触角を硬化後の表面処理なしに、かつ、プレポリ
マー中に約２重量％～約３０重量％の量で存在する場合に与えるために十分なほど高い分
子量を有する、ダングリング親水性ポリマー鎖を含み、プレポリマーを１種以上のモノマ
ーの非存在下で化学線架橋することでシリコーンヒドロゲルコンタクトレンズを形成する
ことが可能である。
【００６７】
　本発明のプレポリマーは、エチレン性不飽和基およびチオール基からなる群から選択さ
れる複数の化学線架橋性基を含む。
【００６８】
　本発明のプレポリマーの架橋がラジカル連鎖重合の機構に基づいている場合、プレポリ
マーは、少なくとも３個のエチレン性不飽和基を含むことが好ましい。
【００６９】
　本発明のプレポリマーの架橋がチオール－エン逐次ラジカル重合の機構に基づいている
場合、プレポリマーの化学線架橋性基は、少なくとも３個のチオール基または少なくとも
３個のエン含有基を含むことが好ましい。「エン含有基」は、カルボニル基（－ＣＯ－）
、窒素原子、または酸素原子に直接結合していない、炭素－炭素二重結合を含む一価また
は二価の基を表すことを意図しており、式（Ｉ）～（ＩＩＩ）：
【００７０】
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【化２】

【００７１】
［式中、Ｒ１は水素またはＣ１～Ｃ１０アルキルであり；Ｒ２およびＲ３は、互いに独立
して水素、Ｃ１～Ｃ１０二価アルケン基、Ｃ１～Ｃ１０アルキル、または－（Ｒ１８）ａ

－（Ｘ１）ｂ－Ｒ１９（式中、Ｒ１８はＣ１～Ｃ１０二価アルケン基であり、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、ま
た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、Ｃ１～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、またはＣ１～Ｃ１８ヒド
ロキシアルコキシ基であり、ａおよびｂは互いに独立して０または１である）であり、但
し、Ｒ２およびＲ３のうち１個のみが二価の基であり；Ｒ４～Ｒ９は、互いに独立して水
素、Ｃ１～Ｃ１０二価アルケン基、Ｃ１～Ｃ１０アルキル、または－（Ｒ１８）ａ－（Ｘ

１）ｂ－Ｒ１９であり、場合によっては、Ｒ４とＲ９とは二価アルケン基を通じて結合し
て環を形成し、但し、Ｒ４～Ｒ９のうち少なくとも１個は二価の基であり；ｎおよびｍは
互いに独立して０～９の整数であり、但し、ｎとｍとの合計は２～９の整数であり；Ｒ１

０～Ｒ１７は、互いに独立して水素、Ｃ１～Ｃ１０二価アルケン基、Ｃ１～Ｃ１０アルキ
ル、または－（Ｒ１８）ａ－（Ｘ１）ｂ－Ｒ１９であり、ｐは１～３の整数であり、但し
、Ｒ１０～Ｒ１７のうち１個または２個のみが二価の基である］のうちいずれか１つによ
り定義されることが好ましい。
【００７２】
　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、２個以上のチオール基を
有する逐次架橋剤により提供され得るチオール基の存在下でのチオール－エン逐次ラジカ
ル重合を経る。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、２
個以上のエン含有基を有する逐次架橋剤により提供できるエン含有基の存在下でのチオー
ル－エン逐次ラジカル重合を経る。
【００７３】
　本発明によれば、プレポリマーのダングリング親水性ポリマー鎖は、いずれも任意の化
学線架橋性基を含まない。ダングリング親水性ポリマー鎖は、プレポリマーの硬化により
得られるシリコーンヒドロゲル材料に、硬化後の表面処理なしに親水性表面を付与するた
めに十分な量で、プレポリマー中に存在する。
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【００７４】
　プレポリマーのダングリング親水性ポリマー鎖は、１個の単独の架橋性基を有する少な
くとも１種の予め形成された親水性ポリマーから誘導される。単独の架橋性基は、下記の
共有結合的カップリング反応に関与可能な任意の官能基、または中間コポリマーを調製す
るための下記の重合に関与可能な任意の化学線架橋性基であり得る。１個の単独の架橋性
基を有する予め形成された親水性ポリマーは、プレポリマーにそれを効率的および共有結
合的に組み入れるために十分なほど低い分子量を有する。予め形成された親水性ポリマー
の分子量が高すぎる場合、予め形成された親水性ポリマーをプレポリマーに共有結合的に
組み入れることは、特にラジカル重合におけるカップリングにおいて効率的でないであろ
うと思われる。非架橋の予め形成された親水性ポリマーは、プレポリマーの限外濾過中に
除去される。さらに、１個の単独の架橋性基を有する予め形成された親水性ポリマーは、
プレポリマーから得られるシリコーンヒドロゲルコンタクトレンズに約９０度以下、好ま
しくは約８０度以下、より好ましくは約７０度以下、さらに好ましくは約６０度以下の水
接触角を硬化後の表面処理なしに、かつ、プレポリマー中に約２重量％～約３０重量％の
量で存在する場合に与えるために十分なほど高い分子量を有する。本発明によれば、予め
形成された親水性ポリマーの分子量は約５００ダルトン～約２０，０００ダルトン、好ま
しくは約１０００ダルトン～約１０，０００ダルトン、より好ましくは約２０００ダルト
ン～約６０００ダルトンである。
【００７５】
　本発明のプレポリマーは、約１５重量％～約７０重量％、好ましくは約２５％～約８０
％の１種以上のシロキサン含有モノマーおよび／または１種以上のシロキサン含有マクロ
マーから誘導されるシロキサン単位；約１０重量％～約８０重量％、好ましくは約１５重
量％～４５重量％の１種以上の親水性モノマーおよび／または１種以上の親水性マクロマ
ーから誘導される親水性単位；ならびに約２重量％～約３０重量％、好ましくは約４重量
％～約２０重量％の１種以上の予め形成された架橋性の親水性ポリマーから誘導されるダ
ングリング親水性ポリマー鎖を含む。
【００７６】
　本発明によれば、本発明のプレポリマーは、ペンダント官能基または末端官能基および
ダングリング親水性ポリマー鎖を有する中間コポリマーから、任意の共有結合的カップリ
ング方法に従って、ペンダント官能基または末端官能基を通じて中間コポリマーに化学線
架橋性基を共有結合させることで得ることができる。
【００７７】
　公知のカップリング反応条件、例えば酸化還元条件、脱水縮合条件、付加条件、置換（
substitution）（または置換（displacement））条件、ディールス－アルダー反応条件、
カチオン性架橋条件、およびエポキシ硬化条件で一対の釣り合った反応性基が共有結合（
covalent bond or linkage）を形成できることは、当技術分野で周知である。例えば、ア
ミノ基はアルデヒド基と反応することで、さらに還元可能なシッフ塩基を形成し；アミノ
基は酸クロリドと反応することでアミド結合（－ＣＯ－Ｎ－）を形成し；アミノ基はイソ
シアネートと反応することで尿素結合を形成し；ヒドロキシルはイソシアネートと反応す
ることでウレタン結合を形成し；ヒドロキシルはエポキシと反応することでエーテル結合
（－Ｏ－）を形成し；ヒドロキシルは酸クロリドと反応することでエステル結合を形成す
る。
【００７８】
　一対の架橋性基の間で形成される例示的な共有結合（covalent bonds or linkage）は
、エステル、エーテル、アセタール、ケタール、ビニルエーテル、カルバメート、尿素、
ウレタン、アミン、アミド、エナミン、イミン、オキシム、アミジン、イミノエステル、
カーボネート、オルトエステル、ホスホネート、ホスフィネート、スルホネート、スルフ
ィネート、スルフィド、スルフェート、ジスルフィド、スルフィンアミド、スルホンアミ
ド、チオエーテル、アリール、シラン、シロキサン、複素環、チオカーボネート、チオカ
ルバメート、およびホスホンアミドを含むが、それだけに限定されない。
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【００７９】
　例示的な反応性基はヒドロキシル基、アミン基、アミド基、無水物基、スルフヒドリル
基、－ＣＯＯＲ（ＲおよびＲ’は水素またはＣ１～Ｃ８アルキル基である）、ハロゲン化
物（塩化物、臭化物、ヨウ化物）、塩化アシル、イソチオシアネート、イソシアネート、
モノクロロトリアジン、ジクロロトリアジン、モノハロゲンもしくはジハロゲン置換ピリ
ジン、モノハロゲンもしくはジハロゲン置換ジアジン、ホスホルアミダイト、マレイミド
、アジリジン、ハロゲン化スルホニル、ヒドロキシスクシンイミドエステル、ヒドロキシ
スルホスクシンイミドエステル、イミドエステル、ヒドラジン、アキシドニトロフェニル
基、アジド、３－（２－ピリジルジチオ）プロピオンアミド、グリオキサール、アルデヒ
ド、エポキシを含む。
【００８０】
　カップリング剤が使用可能であることが理解される。例えば、カルボキシルとアミンと
のカップリングにカルボジイミドを使用することで、カップリング対象の分子間のアミド
結合を形成することができる。カルボジイミドの例は、１－エチル－３－（３－ジメチル
アミノプロピル）カルボジイミド（ＥＤＣ）、Ｎ，Ｎ’－ジシクロヘキシルカルボジイミ
ド（ＤＣＣ）、１－シクロヘキシル－３－（２－モルホリノエチル）カルボジイミド、ジ
イソプロピルカルボジイミド、またはその混合物である。望ましくは、カルボジイミド（
例えばＥＤＣ）が仲介するカップリング反応にＮ－ヒドロキシスクシンイミド（ＮＨＳ）
またはＮ－ヒドロキシスルホスクシンイミドを包含させることで、カップリング（共役）
効率を向上させることができる。ＥＤＣはＮＨＳをカルボキシルにカップリングすること
で、分子上にＮＨＳで活性化された部位が得られる。形成されたＮＨＳエステルは、アミ
ンと反応することでアミドを形成できる。
【００８１】
　中間コポリマーの官能基は、ヒドロキシル基（－ＯＨ）、一級アミノ基（－ＮＨ２）、
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、
または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、またはＩ）、酸無水物基、およびその組み合わせからなる群から選択されることが
好ましい。
【００８２】
　本発明における中間コポリマーとしては、シロキサン含有モノマーまたはマクロマーか
ら誘導されるシロキサン単位、コポリマー鎖中の親水性モノマーまたはポリマーから誘導
される親水性単位、ダングリング親水性ポリマー鎖、およびペンダント官能基または末端
官能基を含む任意のコポリマーを使用できる。そのようなコポリマーは、水、有機溶媒、
水と少なくとも１種の有機溶媒との混合物、または有機溶媒の混合物に可溶性であるべき
である。
【００８３】
　中間コポリマーは（ａ）２個の第１または第２の末端官能基を有する（すなわち、２つ
の反対する末端のそれぞれに１個ずつ２つの官能基を有する）少なくとも１種の線状シロ
キサン含有化合物、（ｂ）２個の第１または第２の末端官能基を有する少なくとも１種の
線状親水性モノマーまたはポリマー、（ｃ）１個のみの第１または第２の官能基を有する
少なくとも１種の親水性ポリマー、および（ｄ）互いに独立して、３個以上の第１または
第２の官能基を有する有機化合物である１種以上の分岐剤を含む混合物の共重合により得
ることができ、第１および第２の官能基は互いに異なり、アミン基、ヒドロキシル、カル
ボキシ、イソシアナト、エポキシ、および酸ハライド基からなる群から選択されるもので
あり、第１および第２の官能基は互いに異なるが、カップリング剤の存在下または非存在
下で互いに共反応することでウレタン、尿素、エーテル、およびアミドからなる群から選
択される共有結合を形成可能であり、混合物中の第１の官能基対第２の官能基または第２
の官能基対第１の官能基のモル当量比は約１．１～約２０、好ましくは約１．１～約５、
より好ましくは１．１～約３である。



(17) JP 5653624 B2 2015.1.14

10

20

30

40

50

【００８４】
　第１の官能基がアミン基であり、第２の官能基がイソシアナト基である場合、得られる
中間コポリマーはアミンでキャップされたポリ尿素である。
【００８５】
　第１の官能基がイソシアナト基であり、第２の官能基がアミン基である場合、得られる
中間コポリマーはイソシアナトでキャップされたポリ尿素である。
【００８６】
　第１の官能基がヒドロキシ基であり、第２の官能基がイソシアナト基である場合、得ら
れる中間コポリマーはヒドロキシでキャップされたポリウレタンである。
【００８７】
　第１の官能基がイソシアナト基であり、第２の官能基がヒドロキシ基である場合、得ら
れる中間コポリマーはイソシアナトでキャップされたポリウレタンである。
【００８８】
　第１の官能基がアミン基であり、第２の官能基が酸ハライド基である場合、得られる中
間コポリマーはアミンでキャップされたポリアミドである。
【００８９】
　第１の官能基がアミン基であり、第２の官能基がカルボキシル基である場合、ＥＤＣの
存在下で得られる中間コポリマーはアミンでキャップされたポリアミドである。
【００９０】
　第１の官能基がカルボキシル基であり、第２の官能基がアミン基である場合、ＥＤＣの
存在下で得られる中間コポリマーはカルボキシルでキャップされたポリアミドである。
【００９１】
　第１の官能基がヒドロキシ基であり、第２の官能基がエポキシ基である場合、得られる
中間コポリマーはヒドロキシでキャップされたポリエーテルである。
【００９２】
　アミノ基、ヒドロキシル基、酸クロリド基、およびエポキシ基からなる群から選択され
る２個の末端官能基を有する例示的な線状シロキサン含有化合物は、二官能基末端ポリシ
ロキサン、例えばポリ（ジアルキルシロキサン）、ポリ（ジアリールシロキサン）、ポリ
アリールアルキルシロキサン、異なるジアルキルシロキサンのコポリマー、ジアルキルシ
ロキサンとジアリールシロキサンまたはアリールアルキルシロキサンとのコポリマーなど
である。シロキサン含有化合物は二官能基末端ポリジメチルシロキサンであることが好ま
しい。各種の二官能基末端官能性ポリシロキサンは、商業的供給業者（例えばGelest, In
cまたはFluorochem）から得ることができる。そうでなければ、当技術分野で公知であり
、Journal of Polymer Science - Chemistry, 33, 1773 (1995)（全体として参照により
本明細書に組み入れられる）に記載されている手順に従って、そのような二官能基末端ポ
リシロキサンをどのようにして調製するかを当業者は承知しているであろう。
【００９３】
　アミノ基、ヒドロキシル基、酸クロリド基、およびエポキシ基からなる群から選択され
る２個の末端官能基を有する例示的な親水性モノマーまたは親水性マクロマーは、二官能
基末端ポリ（エチレングリコール）（ＰＥＧ）、エチレンオキシドとプロピレンオキシド
との二官能基末端ブロックコポリマー（ＰＥＧ／ＰＰＧブロックコポリマー、例えばポロ
キサマーまたはポロキサミン）、二官能基末端ポリマーポリアルキルアクリルアミド、二
官能基末端ポリアルキルメタクリルアミド、二官能基末端ポリビニルピロリドン、Ｎ－ビ
ニルピロリドンと１種以上のビニルモノマー（例えばジアルキルアミノアルキルアクリレ
ート、ジアルキルアミノアルキルメタクリレート、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、またはその混合物）との二官能基末
端コポリマー、ジアミン末端またはジカルボキシル末端ポリビニルアルコール（官能基末
端ポリ酢酸ビニルのメタノリシスまたは加水分解により誘導される）、ならびに酢酸ビニ
ルと１種以上のビニルモノマー（例えばジアルキルアミノアルキルアクリレート、ジアル
キルアミノアルキルメタクリレート、Ｎ，Ｎ－ジアルキルアクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジア
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ルキルメタクリルアミド、またはその混合物）との二官能基末端コポリマー（メタノリシ
スまたは加水分解に供することが好ましい）である。
【００９４】
　各種のアミン末端ＰＥＧ、ヒドロキシル末端ＰＥＧ、およびエポキシ末端ＰＥＧは、Po
lyscienceおよびShearwater Polymers, inc.などの商業的供給業者から得ることができる
。
【００９５】
　本発明によれば、一級アミノ基、ヒドロキシル基、イソシアナト基、またはエポキシ基
を有さない任意の親水性ビニルモノマーを、二官能基末端前駆体ポリマーまたはコポリマ
ーの調製に使用可能である。そのような親水性ビニルモノマーの例は、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、Ｎ－ビニルピロリドン（ＮＶ
Ｐ）、ジアルキルアミノアルキルアクリレート、ジアルキルアミノアルキルメタクリレー
トを含む。好ましい二官能基末端親水性ポリマーまたはコポリマーの例は、二官能基末端
ポリ（Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド）（ポリ（ＤＭＡ））、二官能基末端ポリ（Ｎ－
ビニルピロリドン）（ＰＶＰ）、二官能基末端ＤＭＡ／ＮＶＰコポリマー、ＮＶＰ／ジメ
チルアミノエチル－メタクリレートの二官能基末端コポリマー、二官能基末端ＤＭＡ／Ｎ
－オクチルアクリルアミドコポリマー、二官能基末端ＮＶＰ／Ｎ－オクチルアクリルアミ
ドコポリマー、ジアミン末端ポリビニルアルコール、ジカルボキシル末端ポリビニルアル
コール、ジアミン末端酢酸ビニル／ＮＶＰコポリマー（メタノリシスまたは加水分解に供
することが好ましい）、ジカルボキシル末端酢酸ビニル／ＮＶＰコポリマー（メタノリシ
スまたは加水分解に供することが好ましい）、ジアミン末端酢酸ビニル／ＤＭＡコポリマ
ー（メタノリシスまたは加水分解に供することが好ましい）、ジカルボキシル末端酢酸ビ
ニル／ＤＭＡコポリマー（メタノリシスまたは加水分解に供することが好ましい）などを
含む。
【００９６】
　ジヒドロキシ末端またはジアミン末端前駆体ポリマーまたはコポリマーは、全体として
参照により本明細書に組み入れられる米国特許第６，２１８，５０８号に記載の手順に従
って調製できる。例えば、一級アミノ基、ヒドロキシル基、イソシアナト基、カルボキシ
ル、またはエポキシ基を有さない１種以上の親水性ビニルモノマー、および連鎖移動剤（
例えば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、または他のヒドロキシメルカプタン、アミノメルカ
プタン、もしくはカルボキシル含有メルカプタン）と、ヒドロキシル基、カルボキシル基
、またはアミン基を有するビニルモノマーとを、開始剤の存在下で（熱または化学線で）
共重合する。そのような前駆体ポリマーまたはコポリマーを調製するための重合性混合物
は、架橋剤（すなわち２個以上のエチレン性不飽和基を有する化合物）を実質的に含まな
いことが好ましい。
【００９７】
　アミン基、ヒドロキシル基、またはカルボキシル基を有する連鎖移動剤を使用すること
で、得られるポリマーまたはコポリマーの分子量を制御し、得られるポリマーまたはコポ
リマーを続いて官能化するための官能基（アミン基、ヒドロキシル基、またはカルボキシ
ル基）を与えることができる。連鎖移動剤は、得られる親水性ポリマーまたはコポリマー
の末端を形成し、ヒドロキシル基、アミン基、またはカルボキシル基は、得られるポリマ
ーまたはコポリマーに末端ヒドロキシル基、アミン基、またはカルボキシル基を与える。
ヒドロキシル含有、カルボキシル含有、またはアミン含有ビニルモノマーは、得られるポ
リマーまたはコポリマーに別の末端ヒドロキシル、カルボキシル、またはアミノ官能基を
与える。
【００９８】
　一般に、連鎖移動剤対１種以上の親水性ビニルモノマーのモル比は約１：５～約１：１
００であり、一方、連鎖移動剤対ヒドロキシル基またはアミノ基を有するビニルモノマー
のモル比は１：１である。連鎖移動剤対一級アミノ基、ヒドロキシル基、イソシアナト基
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、またはエポキシ基を有さない親水性ビニルモノマー（例えばＤＭＡ、ＮＶＰ）のモル比
は、好ましくは約２００～約４，０００ダルトン、より好ましくは約５００～約２，５０
０ダルトンの分子量を有するポリマーまたはコポリマーが得られるように選択される。得
られるポリマーまたはコポリマーをジイソシアネートの存在下で重合することで、より大
きい分子量および２個の末端ヒドロキシル基またはアミン基を有する新規のポリマーまた
はコポリマーを得ることができるということが理解される。任意のアルキルまたはアリー
ルジイソシアネートをそのような目的に使用できる。好ましいジイソシアネートは、イソ
ホロンジイソシアネート、ヘキサメチル－１，６－ジイソシアネート、４，４’－ジシク
ロヘキシルメタンジイソシアネート、トルエンジイソシアネート、４，４’－ジフェニル
ジイソシアネート、４，４’－ジフェニルメタンジイソシアネート、ｐ－フェニレンジイ
ソシアネート、１，４－フェニレン４，４’－ジフェニルジイソシアネート、１，３－ビ
ス－（４，４’－イソシアネートメチル）シクロヘキサン、およびシクロヘキサンジイソ
シアネートを含む。
【００９９】
　１種以上の親水性ビニルモノマーの上記で得られたジヒドロキシ末端またはジアミン末
端ポリマーまたはコポリマーに、エポキシ基、イソシアナト基、または酸クロリド基を任
意の公知の手順に従って共有結合させることで、１種以上の親水性ビニルモノマーのジエ
ポキシ末端、ジイソシアナト末端、またはジ酸クロリド末端前駆体ポリマーまたはコポリ
マーを調製することができる。
【０１００】
　アミノ基、ヒドロキシル基、酸クロリド基、カルボキシル基、およびエポキシ基からな
る群から選択される１個の末端官能基を有する例示的な親水性前駆体ポリマーまたはコポ
リマーは、一官能基末端ポリ（エチレングリコール）（ＰＥＧ）、一官能基末端ＰＥＧ／
ＰＰＧブロックコポリマー、一官能基末端ポリアルキルアクリルアミド、一官能基末端ポ
リアルキルメタクリルアミド、一官能基末端ポリビニルピロリドン、Ｎ－ビニルピロリド
ンと１種以上のビニルモノマー（例えばジアルキルアミノアルキルアクリレート、ジアル
キルアミノアルキルメタクリレート、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、またはその混合物）との一官能基末端コポリマー
、一官能基末端ポリビニルアルコール（官能基末端ポリ酢酸ビニルのメタノリシスまたは
加水分解により誘導される）、ならびに酢酸ビニルと１種以上のビニルモノマー（例えば
ジアルキルアミノアルキルアクリレート、ジアルキルアミノアルキルメタクリレート、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、またはその混
合物）との一官能基末端コポリマー（メタノリシスまたは加水分解に供することが好まし
い）を含む、一官能基末端親水性ポリマーである。
【０１０１】
　各種の一官能基末端ＰＥＧをShearwater Polymers, Inc.から得ることができる。好ま
しい一官能基末端ＰＥＧは、１個のアミノ基、ヒドロキシル基、酸クロリド基、またはエ
ポキシ基を一端に有し、メトキシ基またはエトキシ基を他端に有するそのようなＰＥＧで
ある。
【０１０２】
　一官能基末端前駆体ポリマーまたはコポリマーは、全体として参照により本明細書に組
み入れられる米国特許第６，２１８，５０８号に記載の手順に従って調製できる。例えば
、官能基（例えば一級アミノ基、ヒドロキシル基、イソシアナト基、カルボキシル基、ま
たはエポキシ基）を有さない１種以上の親水性ビニルモノマー、および連鎖移動剤（例え
ば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、または他のヒドロキシメルカプタン、アミノメルカプタ
ン、もしくはカルボキシル含有メルカプタン）を、開始剤の存在下で（熱または化学線で
）共重合することで、モノヒドロキシ末端、モノカルボキシル末端、またはモノアミン末
端親水性ポリマーまたはコポリマーを得る。一般に、連鎖移動剤対１種以上の親水性ビニ
ルモノマーのモル比は約１：５～約１：１００である。連鎖移動剤対官能基を有さない親
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水性ビニルモノマー（例えばＤＭＡ、ＮＶＰ）のモル比は、約５００～約２０，０００ダ
ルトン、好ましくは約１０００～約１０，０００ダルトン、より好ましくは約２０００～
約６０００ダルトンの分子量を有するポリマーまたはコポリマーが得られるように選択さ
れる。１種以上の親水性ビニルモノマーの上記で得られたモノヒドロキシ末端またはモノ
アミン末端ポリマーまたはコポリマーに、エポキシ基、イソシアナト基、または酸クロリ
ド基を任意の公知の手順に従って共有結合させることで、１種以上の親水性ビニルモノマ
ーのモノエポキシ末端、モノイソシアナト末端、またはモノ酸クロリド末端ポリマーまた
はコポリマーを調製することができる。高分子量を有する一官能基末端ポリマーまたはコ
ポリマーの使用により、本発明のプレポリマーから作製されるシリコーンヒドロゲル材料
またはレンズ上の界面フィルムが十分な厚さおよび被覆面積を有することを確実にするこ
とができる。
【０１０３】
　あるいは、１種以上の親水性モノマーを、ヒドロキシル含有、アミン含有、またはカル
ボキシル含有ラジカル開始剤の存在下、約１：３０～約１：７００の開始剤対親水性モノ
マーのモル比で重合することで、一官能基末端前駆体ポリマーまたはコポリマーを調製す
ることができる。アミン基、ヒドロキシル基、またはカルボキシ基を有する開始剤の例は
、アゾ開始剤、例えば２，２’－アゾビス｛２－［１－（２－ヒドロキシエチル）－２－
イミダゾリン－２－イル］プロパン｝二塩酸塩、２，２’－アゾビス｛２－メチル－Ｎ－
［１，１－ビス（ヒドロキシメチル）－２－ヒドロキシエチル］プロピオンアミド、２，
２’－アゾビス［２－メチル－Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）プロピオンアミド］、また
は２，２’－アゾビス｛２－メチル－Ｎ－［２－（１－ヒドロキシブチル）］プロピオン
アミド｝、２，２’－アゾビス（２－メチルプロピオンアミド）二塩酸塩、２，２’－ア
ゾビス［Ｎ－（２－カルボキシエチル）－２－メチルプロピオンアミジン］四水和物など
である。
【０１０４】
　好ましいモノエチレン性官能化親水性ポリマーの他の例は、モノ（メタ）アクリレート
末端ポリオキサゾリン；モノ（メタ）アクリレート末端ポリ（メタクリレート－コ－モノ
（メタ）アクリレートＰＥＧ）；モノ（メタ）アクリレート末端ポリ（グリセリンメタク
リレート）；モノ（メタ）アクリレート末端ポリ（ジエチルアミノエチル（メタ）アクリ
レート）；モノ（メタ）アクリレート末端ポリ（ジメチルアクリルアミド）；モノ（メタ
）アクリルアミド末端ポリ（ジメチルアクリルアミド）；および短いダングリングＰＥＧ
鎖（すなわち約４００ダルトン未満の分子量を有するＰＥＧ）を有するモノエチレン性官
能化親水性ポリマーを含むが、それだけに限定されない。
【０１０５】
　一官能基または二官能基末端親水性前駆体ポリマーまたはコポリマーがポリビニルアル
コールまたはポリビニルアルコールコポリマーである場合、末端官能基はアミン基または
カルボキシル基であることが好ましい。一般に、イソシアナト基は、ヒドロキシル基の存
在下であってもアミン基と最初に反応すると考えられる。また、アミン基またはカルボキ
シ基はＥＤＣが仲介するカップリング反応に関与するが、ヒドロキシル基はそうではない
。
【０１０６】
　好ましいトリアミンまたはポリアミンの例は、ジエチレントリアミン、Ｎ－２’－アミ
ノエチル－１，３－プロピレンジアミン、Ｎ，Ｎ－ビス（３－アミノプロピル）－アミン
、Ｎ，Ｎ－ビス（６－アミノヘキシル）アミン、およびトリエチレンテトラミンを含むが
、それだけに限定されない。
【０１０７】
　好ましいトリイソシアネートの例は、ヘキサメチレンジイソシアネートのイソシアヌレ
ートトリマー、２，４，６－トルエントリイソシアネート、ｐ，ｐ’，ｐ’’－トリフェ
ニルメタントリイソシアネート、およびイソホロンジイソシアネートの三官能性トリマー
（イソシアヌレート）を含むが、それだけに限定されない。好ましくは、ポリイソシアネ
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ートは、４～６個のイソシアナト基、ならびに酸素および窒素からなる群から選択される
少なくとも１個のヘテロ原子を含む、Ｃ６～Ｃ４５脂環式または脂肪族－脂環式化合物で
ある。
【０１０８】
　有機トリオールまたはポリオールの例は、グリセリン、ジグリセリン、トリグリセリン
、１，１，１－トリスヒドロキシメチルエタン、１，１，１－トリスヒドロキシメチルプ
ロパン、１，２，４－ブタントリオール、１，２，６－ヘキサントリオール、エリスリト
ール、ペンタエリスリトール、ジペンタエリスリトールもしくはトリペンタエリスリトー
ル、アラビトール、ソルビトール、ジソルビトール、またはマンニトール、およびその組
み合わせである。
【０１０９】
　好ましい三酸またはポリ酸ハライド（すなわち塩化ジカルボニルまたはポリカルボニル
）は、三酸クロリド、三酸ブロミド、二酸クロリド、および二酸ブロミドである。三酸ク
ロリドの例は、塩化トリメソイル、シクロヘキサン－１，３，５－トリカルボニルクロリ
ド、トリマー酸クロリドなどである。
【０１１０】
　トリエポキシ化合物およびポリエポキシ化合物の例は、Nagaseが供給するDENACOLシリ
ーズ化合物、およびトリグリシジルイソシアヌレート（ＴＧＩＣ）である。
【０１１１】
　好ましい一態様では、分岐剤は３個の官能基を含む有機化合物であり、官能基はアミノ
基、ヒドロキシル基、酸クロリド基、およびエポキシ基からなる群から選択される。
【０１１２】
　本発明によれば、本発明のプレポリマーは、ペンダント官能基または末端官能基を有す
るがダングリング親水性ポリマー鎖を有さない中間コポリマーから、任意の共有結合的カ
ップリング方法に従って、ペンダント官能基または末端官能基を通じて中間コポリマーに
化学線架橋性基および少なくとも１種の一官能基末端親水性ポリマーを共有結合させるこ
とで得ることもできる。
【０１１３】
　本発明によれば、本発明のプレポリマーは、複数の化学線架橋性基およびペンダント官
能基または末端官能基を有するがダングリング親水性ポリマー鎖を有さないプレポリマー
から、任意の共有結合的カップリング方法に従って、ペンダント官能基または末端官能基
を通じて中間コポリマーに少なくとも１種の一官能基末端親水性ポリマーを共有結合させ
ることでさらに得ることができる。
【０１１４】
　当業者に公知のように、中間コポリマーを調製するための混合物は、溶融物（無溶媒）
、またはすべての必要成分が不活性溶媒（すなわち混合物中の反応物間の反応に干渉すべ
きではない）、例えば水、有機溶媒、もしくはその混合物に溶解している溶液であり得る
。
【０１１５】
　有機溶媒の例は、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、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、塩化メチレン、２－ブタ
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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、お
よび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、ｔｅｒ
ｔ－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－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、および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、ならびにその混合物を含むが、それだけに限定されない。
【０１１６】
　反応温度は反応の種類に応じて異なり得る。例えば、アミン－イソシアナトまたはアミ
ン－酸クロリド反応では、温度は－２０～８５℃、好ましくは－１０～５０℃、最も好ま
しくは－５～３０℃の範囲であり得る。反応時間は広い範囲内で異なり得るものであり、
約１～１０時間、好ましくは２～８時間、最も好ましくは２～３時間という時間が実行可
能であることがわかっている。
【０１１７】
　反応時間は広い範囲内で異なり得る。反応に関与する１個以上の官能基の消費を監視す
ることで反応を監視することができる。
【０１１８】
　いくつかの反応を触媒の存在下で行うことが好ましいということが理解される。例えば
、ヒドロキシ－イソシアナト反応は触媒の存在下で行うことが有利である。これは、反応
時間を著しく短縮できるためである。例えば、適切な触媒は、金属塩、例えば有機カルボ
ン酸のアルカリ金属塩もしくはスズ塩、または三級アミン、例えば（Ｃ１～Ｃ６－アルキ
ル）３Ｎ（トリエチルアミン、トリ－ｎ－ブチルアミン）、Ｎ－メチルピロリジン、Ｎ－
メチルモルホリン、Ｎ，Ｎ－ジメチルピペリジン、ピリジン、または１，４－ジアザ－ビ
シクロオクタンである。スズ塩、特にカルボン酸のアルキル－スズ塩、例えばジブチルス
ズジラウレート（ＤＢＴＤＬ）およびスズジオクトエートが特に有効であることがわかっ
ている。
【０１１９】
　あるいは、１個以上のエチレン性不飽和基またはチオール基を有する成分を含む成分の
重合性混合物を化学線または熱で重合することで、ペンダント官能基または末端官能基を
有する中間コポリマーを調製することもできる。
【０１２０】
　好ましい一態様では、ペンダント官能基または末端官能基を有する中間コポリマーは、
（１）少なくとも１種のモノエチレン性官能化親水性ポリマー（すなわち１個の単独のエ
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チレン性不飽和基を有する）、（２）少なくとも１種の親水性ビニルモノマー（すなわち
１個のエチレン性不飽和基を有する）、（３）１個のエチレン性不飽和基を有する少なく
とも１種のシロキサン含有モノマー、１個のエチレン性不飽和基を有する少なくとも１種
のシロキサン含有マクロマー、２個以上のエチレン性不飽和基を有する少なくとも１種の
シロキサン含有モノマー、２個以上のエチレン性不飽和基を有する少なくとも１種のシロ
キサン含有マクロマー、またはその２種以上の組み合わせ、（４）場合によって、少なく
とも１種のジエチレン性もしくは多エチレン性官能化親水性ポリマー、および／または７
００ダルトン未満の分子量を有する少なくとも１種の親水性架橋剤（すなわち２個以上の
エチレン性不飽和基を有する）；ならびに（５）場合によって、少なくとも１種の疎水性
ビニルモノマーを含み、但し、成分（２）～（４）のうち少なくとも１つが、得られたコ
ポリマーに化学線架橋性基（エチレン性不飽和基またはチオール基）がそれを通じて共有
結合可能な少なくとも１個の官能基をさらに含む、化学線重合性組成物の共重合により得
られる。
【０１２１】
　別の好ましい態様では、ペンダント官能基または末端官能基を有する中間コポリマーは
、（１）少なくとも１種のモノエチレン性官能化親水性ポリマー（すなわち１個の単独の
エチレン性不飽和基を有する）、（２）少なくとも１種の親水性ビニルモノマー（すなわ
ち１個のエチレン性不飽和基を有する）、（３）１個のエチレン性不飽和基を有する少な
くとも１種のシロキサン含有モノマー、１個のエチレン性不飽和基を有する少なくとも１
種のシロキサン含有マクロマー、２個以上のエチレン性不飽和基を有する少なくとも１種
のシロキサン含有モノマー、２個以上のエチレン性不飽和基を有する少なくとも１種のシ
ロキサン含有マクロマー、またはその２種以上の組み合わせ、（４）場合によって、少な
くとも１種のジエチレン性もしくは多エチレン性官能化親水性ポリマー、および／または
７００ダルトン未満の分子量を有する少なくとも１種の親水性架橋剤（すなわち２個以上
のエチレン性不飽和基を有する）；（５）場合によって、少なくとも１種の疎水性ビニル
モノマー、ならびに（６）得られたコポリマーに化学線架橋性基（エチレン性不飽和基ま
たはチオール基）がそれを通じて共有結合可能な官能基を有する少なくとも１種の連鎖移
動剤を含む、組成物の共重合により得られる。
【０１２２】
　本発明によれば、一官能化、二官能化、または多官能化された親水性前駆体ポリマーま
たはコポリマー（すなわち１個以上の官能基を有する）の官能基（例えばアミン基、ヒド
ロキシル基、カルボキシル基、イソシアナト基、エポキシ基）に１個以上のエチレン性不
飽和基を共有結合させることで、モノエチレン性、ジエチレン性、または多エチレン性官
能化親水性ポリマーを調製することができる。カップリング剤（例えばＥＤＣ、ジイソシ
アネート、または二酸クロリド）の存在下または非存在下でポリマーまたはコポリマーの
イソシアナト基、アミン基、ヒドロキシル基、カルボキシ基、またはエポキシ基と共反応
可能な、ヒドロキシ基、アミノ基、カルボキシル基、エポキシ基、酸クロリド基、イソシ
アナト基を有する任意のビニルモノマーを、前駆体ポリマーまたはコポリマーのエチレン
性官能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、末端ヒドロキシ基
との反応に関して、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、または
塩化メタクリロイル、グリシジルメタクリレート；末端アミン基との反応に関して、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、ま
たは塩化メタクリロイル；ＥＤＣの存在下での末端カルボキシ基との反応に関して、ビニ
ルアミン、２－アミノエチルメタクリレート、または３－アミノプロピルメタクリルアミ
ドを含むが、それだけに限定されない。上記リストは包括的なものではなく、例示的なも
のである。エチレン性親水性前駆体ポリマーまたはコポリマーを官能化するためにどのよ
うにして官能基を有するビニルモノマーを選択するかを、当業者は承知しているであろう
。
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【０１２３】
　モノエチレン性、ジエチレン性、または多エチレン性官能化親水性ポリマーの例は、１
個の末端アクリロイル基：
【０１２４】
【化３】

【０１２５】
またはビニル基を有する親水性ポリマーまたはコポリマー；２個の末端アクリロイル基、
メタクリロイル基、またはビニル基を有する親水性ポリマーまたはコポリマー；および複
数（例えば３個以上）のアクリロイル基、メタクリロイル基、またはビニル基を有する親
水性ポリマーまたはコポリマーを含むが、それだけに限定されない。親水性ポリマーまた
はコポリマーは、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；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（例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（例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、またはその混合物とのコポリマー；ポリビニルアルコール（ポリ酢酸ビニルから誘
導される）；酢酸ビニルとジアルキルアミノアルキルアクリレート（例えばジメチルアミ
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（例えばジメチルア
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、またはその混合物とのコポリマーからなる群から選択さ
れることが好ましい。
【０１２６】
　モノエチレン性官能化ＰＥＧまたはブロックＰＥＧ／ＰＰＧコポリマー、およびジエチ
レン性官能化ＰＥＧまたはブロックＰＥＧ／ＰＰＧコポリマーは、市販されているか、あ
るいは、一官能基末端ＰＥＧ、またはエチレンオキシドとプロピレンオキシドとの一官能
基末端ブロックコポリマー、および二官能基末端ＰＥＧ、またはエチレンオキシドとプロ
ピレンオキシドとの二官能基末端ブロックコポリマーにアクリロイル基、メタクリロイル
基、またはビニル基を共有結合させることで調製することができる。
【０１２７】
　「モノエチレン性官能化」ポリマーまたはコポリマーとは、ポリマーまたはコポリマー
が単一のエチレン性不飽和基を有することを意味する。「ジエチレン性官能化」ポリマー
またはコポリマーとは、ポリマーまたはコポリマーが２個のみのエチレン性不飽和基を有
することを意味する。
【０１２８】
　モノエチレン性またはジエチレン性官能化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１種以上のビニルモ
ノマーとのモノエチレン性またはジエチレン性官能化コポリマー、モノエチレン性または
ジエチレン性官能化ポリビニルアルコール（ポリ酢酸ビニルから誘導される）、あるいは
酢酸ビニルと１種以上のビニルモノマーとのモノエチレン性またはジエチレン性官能化コ
ポリマーは、それらの対応する上記の一官能基末端前駆体ポリマーまたはコポリマーから
調製することができる。
【０１２９】
　一官能基または二官能基末端親水性前駆体ポリマーまたはコポリマーがポリビニルアル
コールまたはポリビニルアルコールコポリマーである場合、末端官能基はアミン基または
カルボキシル基であることが好ましい。一般に、イソシアナト基は、ヒドロキシル基の存
在下であってもアミン基と最初に反応すると考えられる。また、アミン基またはカルボキ
シ基はＥＤＣが仲介するカップリング反応に関与するが、ヒドロキシル基はそうではない
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。
【０１３０】
　本発明によれば、多エチレン性官能化親水性ポリマーは、複数のペンダント官能基およ
び／または末端官能基（例えば－ＮＨ２、－ＣＯＯＨ、－ＯＨ）を含む親水性前駆体ポリ
マーまたはコポリマーから誘導される。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、また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、およびアミノアルキル
メタクリレートからなる群から選択される少なくとも１種の官能基含有ビニルモノマーと
のコポリマーである。官能基含有ビニルモノマーから誘導される単位の割合は、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。
【０１３１】
　本発明によれば、モノエチレン性官能化親水性ポリマーは約５００～約２０，０００ダ
ルトン、好ましくは約１０００～約１０，０００ダルトン、より好ましくは約２０００～
約６０００ダルトンの分子量を有する。
【０１３２】
　１種以上のモノエチレン性官能化親水性ポリマーと１種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、本発明のプレポリマーの前駆体である中間コポリマーの調製に
おいて有利に使用できるということが理解される。
【０１３３】
　ペンダント官能基また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、ほぼあらゆる親水性ビニルモノマーを使用することができる。適切
な親水性ビニルモノマーは、ヒドロキシル置換Ｃ１～Ｃ８アルキルアクリレートおよびメ
タクリレート、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
、Ｃ１～Ｃ８アルキルメタクリルアミド、エトキシル化アクリレート、エトキシル化メタ
クリレート、ヒドロキシル置換Ｃ１～Ｃ８アルキルアクリルアミド、ヒドロキシル置換Ｃ

１～Ｃ８アルキルメタクリルアミド、ヒドロキシル置換低級アルキルビニルエーテル、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－お
よび４－ビニルピリジン、合計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」という用語は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）、およびジ（低級アルキルアミノ）（低級アルキル
）アクリレートおよびメタクリレート、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であるが、これは包括的リストではない。
【０１３４】
　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）、グリセリンメタクリレート（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、２００～１５００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、およびＮ－ビニルカプロラクタムがある。
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【０１３５】
　ペンダント官能基また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、ほぼあらゆる疎水性ビニルモノマーを使用することができる。適切
な疎水性ビニルモノマーは、Ｃ１～Ｃ１８－アルキルアクリレートおよび－メタクリレー
ト、Ｃ３～Ｃ１８－アルキルアクリルアミドおよび－メタクリルアミド、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、Ｃ２～Ｃ１８－アル
ケン、Ｃ２～Ｃ１８－ハロ－アルケン、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、Ｃ２～Ｃ１０－ペルフ
ルオロアルキル－アクリレートおよび－メタクリレート、または対応する部分フッ化アク
リレートおよびメタクリレート、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－アクリレートおよび－メタクリレート、アクリルオキシおよびメ
タクリルオキシ－アルキルシロキサン、Ｎ－ビニルカルバゾール、マレイン酸、フマル酸
、イタコン酸、メサコン酸のＣ１～Ｃ１２－アルキルエステルなどを含むが、それだけに
限定されない。例えば、３～５個の炭素原子を有するビニル性不飽和カルボン酸のＣ１～
Ｃ４－アルキルエステル、または最大５個の炭素原子を有するカルボン酸のビニルエステ
ルが好ましい。
【０１３６】
　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
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、およびビス（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。
【０１３７】
　ペンダント官能基また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、１個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
サン含有モノマーまたはマクロマーを使用することができる。そのようなモノマーまたは
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またはモノアクリル化ポリ
ジメチルシロキサン（例えばモノ－３－メタクリルオキシプロピル末端、モノ－ブチル末
端ポリジメチルシロキサン、またはモノ－（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
のジメタクリル化または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；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；米国特許第５，７６０，１００号（全体として参照により本明
細書に組み入れられる）に記載のマクロマーＡ、マクロマーＢ、マクロマーＣ、およびマ
クロマーＤからなる群から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
サン含有モノマーまたはマクロマー；米国特許第６，７６２，２６４号（全体として参照
により本明細書に組み入れられる）に開示のシロキサン含有マクロマーである。ポリジメ
チルシロキサンおよびポリアルキレンオキシドからなるジブロックおよびトリブロックマ



(27) JP 5653624 B2 2015.1.14

10

20

30

40

50

クロマーも有用であり得る。例えば、酸素透過率を増大させるために、メタクリレートエ
ンドキャップ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できることがある。適切な一官能性ヒドロキシル官能化シロキ
サン含有モノマーおよ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、
ペンシルベニア州MorrisvilleのGelest, Incから市販されている。
【０１３８】
　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するために、またチオール基
、エン含有基、ケイ皮酸部分、ジアルキルマレイミド部分を続いて加えるための官能基を
与えるために使用される。連鎖移動剤は、１個以上のチオール基、例えば２個、最も好ま
しくは１個のチオール基を含み得る。適切な連鎖移動剤は、さらなる官能基、例えばヒド
ロキシ、アミノ、カルボキシを有する有機一級チオールもしくはメルカプタン、またはそ
の適切な誘導体を含む。連鎖移動剤は、中間コポリマーを作製するための重合性組成物中
に、例えば全重合性成分の合計重量に対して約０．５～約５重量％、好ましくは約１～約
４重量％、特に約１．５～約３．５重量％の量で存在し得る。
【０１３９】
　ペンダント官能基また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、少なくとも１個の官能基を含む任意の公知の適切なビニルモノマー
を使用することができる。そのようなビニルモノマーの好ましい例は、メタクリル酸（Ｍ
ＡＡ）、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、およびビニルベンジルクロリドを含む。
【０１４０】
　ペンダント官能基また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ける親水性ビニルモノマーと官能化用ビニルモノマーの両方とし
て、ビニルモノマーを使用できることを理解すべきである。好ましくは、親水性ビニルモ
ノマーは官能基を含まない（例えばＤＭＡ、ＮＶＰ）。
【０１４１】
　当業者に公知のように、中間コポリマーを調製するための化学線重合性組成物は、溶融
物、すべての必要成分が好ましくは１種以上のブレンド用のビニルモノマーの存在下で共
にブレンドされる無溶媒液体、またはすべての必要成分が不活性溶媒（すなわち混合物中
の反応物間の反応に干渉すべきではない）、例えば水、有機溶媒、もしくはその混合物に
溶解している溶液であり得る。溶媒の例は上記の通りである。
【０１４２】
　１種以上のブレンド用ビニルモノマーは、化学線重合性組成物の親水性成分と疎水性成
分との両方を溶解させるために十分な量で存在する。「ブレンド用ビニルモノマー」とは
、化学線重合性組成物の親水性成分と疎水性成分との両方を溶解させるための溶媒と、重
合してシリコーンヒドロゲル材料を形成する重合性成分の一つとの両方として機能し得る
ビニルモノマーを意味する。ブレンド用ビニルモノマーは、化学線重合性組成物中に約５
重量％～約３０重量％の量で存在することが好ましい。
【０１４３】
　本発明の重合性組成物の親水性成分と疎水性成分との両方を溶解させることで溶液を形
成することが可能な、任意の適切なビニルモノマーを、本発明で使用することができる。
ブレンド用ビニルモノマーの好ましい例は、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が、それだけに限定されない。それらの好ましいブレンド用モノマ
ーは、それらの好ましいブレンド用モノマーを含む重合性組成物の硬化により調製される
シリコーンヒドロゲル材料の主なガラス転移温度を増加させることができる。
【０１４４】
　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）、ｔ－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、および２－ビニルナフタレンを含む。
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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。本明細書では、スチレン含
有モノマーは、フェニル基に直接結合するビニル基を含むモノマーであって、フェニル基
が縮合環以外で、例えば上記のように１～３個のＣ１～Ｃ６アルキル基で置換可能である
モノマーであると定義される。スチレンそれ自体［Ｈ２Ｃ＝ＣＨ－Ｃ６Ｈ５］が特に好ま
しいスチレン含有モノマーである。
【０１４５】
　本明細書では、シクロアルキル含有ビニルモノマーは、最大３個のＣ１～Ｃ６アルキル
基で置換可能な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は、最大３個のＣ１～Ｃ６アルキル基で置換可能なシクロ
ペンチルまたはシクロヘキシルまたはシクロヘプチルをそれぞれ含むアクリレートおよび
メタクリレートを含むが、それだけに限定されない。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。
【０１４６】
　中間コポリマーを調製するための重合性組成物の共重合は、光化学的に、または好まし
くは熱により誘発可能である。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（アルキルまたはシクロアルキルニトリル）、ペル
スルファート、ペルカルボナート、またはその混合物を含む。例は、過酸化ベンゾイル、
過酸化ｔｅｒｔ－ブチル、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、上
記溶媒中にて、高温、例えば２５～１００℃、好ましくは４０～８０℃の温度で好都合に
行われる。反応時間は広い範囲内で異なり得るが、好都合には例えば１～２４時間、好ま
しくは２～１２時間である。重合反応で使用する成分および溶媒を予め脱気し、不活性雰
囲気下、例えば窒素またはアルゴン雰囲気下で該共重合反応を行うことが有利である。共
重合により、光学的に透明である明確なコポリマーを得ることができ、これを例えば抽出
、沈殿、限界濾過、および同様の技術を用いて通常の様式で精製することができる。
【０１４７】
　中間コポリマーを調製するための重合性組成物は、少なくとも１種のシリコーン含有ビ
ニルモノマーを含むことが好ましい。好ましいシリコーン含有ビニルモノマー（すなわち
１個の単独のエチレン性不飽和基を有する）の例は、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、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
、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
（トリメチルシロキシ）シリルプロピル］メタクリルアミド、および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（ＴＲＩＳ）、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（「ＴＳＭＡＡ」）、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（「ＴＳＡＡ」）、（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）シリルカルバメー
ト、シリコーン含有炭酸ビニルまたはカルバミン酸ビニルモノマー（例えば１，３－ビス
［４－ビニルオキシカルボニルオキシ）ブト－１－イル］テトラメチル－ジシロキサン；
３－（トリメチルシリル）プロピルビニルカーボネート、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メート、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メート、３－［トリス（トリメチルシロキシ）シリル］
プロピルビニルカーボネート、ｔ－ブチルジメチル－シロキシエチルビニルカーボネート
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；トリメチルシリルエチルビニルカーボネート、およびトリメチルシリルメチルビニルカ
ーボネート）を含む。好ましいシリコーン含有モノマーは、３－メタクリルオキシプロピ
ルトリス（トリメチルシロキシ）シランと呼ばれ、ＣＡＳ　Ｎｏ．１７０９６－０７－０
で表されるＴＲＩＳである。「ＴＲＩＳ」という用語は、３－メタクリルオキシプロピル
トリス（トリメチルシロキシ）シランのダイマーも含む。
【０１４８】
　より好ましくは、本発明の中間コポリマーは、約１５重量％～約８０重量％、好ましく
は約２５％～約７０％の１種以上のシロキサン含有モノマーおよび／または１種以上のシ
ロキサン含有マクロマーから誘導されるシロキサン単位；約１０重量％～約８０重量％、
好ましくは約１５重量％～６０重量％の１種以上の親水性モノマーおよび／または１種以
上の親水性マクロマーから誘導される親水性単位；約１％～約３０％、好ましくは約５％
～約２５％の１種以上のシリコーン含有ビニルモノマーから誘導されるシリコーン含有単
位；ならびに約２重量％～約３０重量％、好ましくは約４重量％～約２０重量％の１個の
単独のエチレン性不飽和基をそれぞれ有する１種以上の予め形成された親水性ポリマーか
ら誘導されるダングリング親水性ポリマー鎖を含む。
【０１４９】
　本発明によれば、中間コポリマーの官能基（例えばアミン基、ヒドロキシル基、カルボ
キシル基、イソシアナト基、エポキシ基）にエチレン性不飽和基を共有結合させることで
、中間コポリマーのエチレン性官能化を行うことができる。カップリング剤（例えばＥＤ
Ｃ、ジイソシアネート、または二酸クロリド）の存在下または非存在下で中間コポリマー
のイソシアネート基、アミン基、ヒドロキシル基、カルボキシ基、またはエポキシ基と共
反応可能な、ヒドロキシ基、アミノ基、カルボキシル基、エポキシ基、酸クロリド基、イ
ソシアネ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、末端ヒドロキシ基との反応に
関して、２－イソシアネー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、または塩化メタ
クリロイル、グリシジルメタクリレート；末端アミン基との反応に関して、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、または塩化
メタクリロイル；ＥＤＣの存在下での末端カルボキシ基との反応に関して、ビニルアミン
、２－アミノエチルメタクリレート、または３－アミノプロピルメタクリルアミドを含む
が、それだけに限定されない。上記リストは包括的なものではなく、例示的なものである
。エチレン性中間コポリマーを官能化するためにどのようにして官能基を有するビニルモ
ノマーを選択するかを、当業者は承知しているであろう。
【０１５０】
　本発明のプレポリマーは、高い酸素透過率（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の見掛けの酸素透過率を特徴
とする）および親水性表面（約９０度以下未満、好ましくは約８０度以下、より好ましく
は約７０度以下、さらに好ましくは約６０度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、シリコーンヒドロゲルまたはコンタクトレンズを、好ましくは任意の親水
性ビニルモノマーの非存在下で形成可能である。シリコーンヒドロゲル材料またはコンタ
クトレンズは、高いイオン透過率（約１．５×１０－６mm２／分を超え、好ましくは約２
．６×１０－６mm２／分を超え、より好ましくは約６．４×１０－６mm２／分を超えるイ
オノフラックス拡散係数Ｄを特徴とする）を有することが好ましい。シリコーンヒドロゲ
ル材料または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
することが好ましい。シリコーンヒドロゲル材料またはコンタクトレンズは、完全に水和
した場合に好ましくは約１８重量％～約５５重量％、より好ましくは約２０重量％～約３
８重量％の含水率を有することが好ましい。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号で開示のバルク技術に従って測定できる。
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【０１５１】
　本発明で使用するプレポリマーは、それ自体公知の様式、例えば、アセトンなどの有機
溶媒による沈殿、濾過および洗浄、適切な溶媒での抽出、透析、または限外濾過で予め精
製されていることが好ましく、限外濾過が特に好ましい。その精製プロセスにより、非常
に純粋な形態、例えば、塩などの反応生成物、および例えば非ポリマー構成要素などの出
発原料を含まないか、または少なくとも実質的に含まない、濃厚溶液の形態でプレポリマ
ーを得ることができる。本発明に係るプロセスで使用するプレポリマー用の好ましい精製
プロセスである限外濾過は、それ自体公知の様式で行うことができる。限外濾過を繰り返
し、例えば２回～１０回行うことが可能である。あるいは、選択される純度に達するまで
限外濾過を連続的に行ってもよい。選択される純度は原則としてできるだけ高いことが望
ましい。例えば、純度の適切な尺度は、公知の様式だけで決定可能な、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、重合後には、装置は、未重合マトリックス形成
材料の引き続く精製、例えば高価でかつ複雑な抽出を必要としない。さらに、プレポリマ
ーの架橋は溶媒の非存在下または水溶液中で行われ得るものであり、これにより引き続く
溶媒交換工程または水和工程は必要でなくなる。
【０１５２】
　別の局面では、本発明は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を硬化することで得られるシリコーンヒドロゲル材料
を含み、レンズ形成材料は化学線架橋性または化学線重合性プレポリマーを含み、プレポ
リマーは（１）１種以上のシロキサン含有モノマーおよび／または１種以上のシロキサン
含有マクロマーから誘導されるシロキサン単位；（２）１種以上の親水性モノマーおよび
／または１種以上の親水性マクロマーから誘導される親水性単位；および（３）コポリマ
ー鎖に共有結合しており、かつ、１個の単独の架橋性基をそれぞれ有する１種以上の予め
形成された親水性ポリマーから誘導される、ダングリング親水性ポリマー鎖であって、ダ
ングリング親水性鎖が化学線架橋性基を含んでおらず、予め形成された親水性ポリマーが
、プレポリマーにそれを効率的および共有結合的に組み入れるために十分なほど低い分子
量であるが、ソフトコンタクトレンズに約９０度以下の水接触角を硬化後の表面処理なし
に、かつ、プレポリマー中に約２重量％～約３０重量％の量で存在する場合に与えるため
に十分なほど高い分子量を有する、ダングリング親水性ポリマー鎖を含む。
【０１５３】
　本発明によれば、レンズ形成材料は、約２０℃～約８５℃の温度で溶液または溶融物で
あり得る組成物である。レンズ形成材料は、本発明の少なくとも１種のプレポリマーおよ
び他の望ましい成分の、水もしくは有機溶媒、または水と１種以上の有機溶媒との混合物
中の溶液であることが好ましい。
【０１５４】
　少なくとも１種のプレポリマーの溶液は、当業者に公知である任意の適切な溶媒にプレ
ポリマーおよび他の成分を溶解させることで調製できる。好適な溶媒の例は上記の通りで
ある。
【０１５５】
　本発明のプレポリマーの上記の各種態様はいずれも本発明のこの局面で使用できる。
【０１５６】
　レンズ形成材料は、１種以上のビニルモノマーおよび／または１種以上の架橋剤（すな
わち、２個以上のエチレン性不飽和基および７００ダルトン未満の分子量を有する化合物
）を場合によって含むことができるが、それを含まないことが好ましい。しかしながら、
最終的な眼科装置が許容できないレベルの未重合モノマーおよび／または架橋剤を含まな
いようにするには、これらの成分の量を少なくすべきである。許容できないレベルの未重
合モノマーおよび／または架橋剤の存在のために、それらを除去するための抽出が必要に
なり、これにより高価かつ非効率な追加の工程が必要になる。しかし、レンズ形成材料は
、ビニルモノマーおよび架橋剤を実質的に含まない（すなわち、好ましくは約２重量％以
下、より好ましくは約１重量％以下、さらに好ましくは約０．５重量％以下のビニルモノ
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マーと架橋剤との組み合わせ）ことが好ましい。
【０１５７】
　レンズ形成材料が、当業者に公知の各種成分、例えば重合開始剤（例えば光開始剤また
は熱開始剤）、視界着色剤（例えば染料、顔料、またはその混合物）、紫外線遮断（吸収
）剤、光増感剤、阻害剤、抗菌剤（例えば好ましくは銀ナノ粒子または安定化銀ナノ粒子
）、生理活性物質、浸出性潤滑剤、充填剤なども含み得ることを理解すべきである。
【０１５８】
　重合の技術分野での使用に関して周知である材料から例えば選択される開始剤を、重合
反応の促進および／または速度増加のためにレンズ形成材料に包含させることができる。
開始剤は、重合反応を開始可能な化学薬剤である。開始剤は光開始剤または熱開始剤であ
り得る。
【０１５９】
　光開始剤は、光の使用によりラジカル重合および／または架橋を開始できる。好適な光
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Darocur型およびI
rgacur型、好ましくはDarocur 1173（登録商標）および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；およびビス－（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組み入れ可能であるか、または特
殊なモノマーとして使用できる、反応性光開始剤も適切である。反応性光開始剤の例は、
全体として参照により本明細書に組み入れられる欧州特許出願第６３２３２９号に開示の
ものである。次に、化学線、例えば光、特に、好適な波長の紫外線により重合を開始させ
ることができる。適切な場合、好適な光増感剤を加えることでスペクトル要件を相応に制
御できる。
【０１６０】
　好適な熱開始剤の例は、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）、過酸化ベンゾイルなどの過酸化物などを含むが、それだけに限定され
ない。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。
【０１６１】
　好ましい顔料の例は、医療用装置において許容され、ＦＤＡにより承認された任意の着
色剤、例えば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、ある種の銅錯体、ある種の酸化クロム、各種の酸化鉄
、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
使用可能な着色剤のリストについてはMarmiom DM Handbook of U.S. Colorantsを参照。
顔料のより好ましい態様は（Ｃ．Ｉ．はカラーインデックスＮｏ．である）、青色ではフ
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）、Toner cyan BG（Clariant）、Perma
jet blue B2G（Clariant）；緑色ではフタロシアニングリーン（ピグメントグリーン７、
Ｃ．Ｉ．７４２６０）および三二酸化クロム；黄色、赤色、褐色、および黒色では各種の
酸化鉄；ＰＲ１２２、ＰＹ１５４、紫色ではカルバゾールバイオレット；黒色ではMonoli
th black C-K（CIBA Specialty Chemicals）を含むが、それだけに限定されない。
【０１６２】
　ポリマーマトリックスに組み入れられる生理活性物質は、眼の疾患を予防するかまたは
眼の疾患の症状を減少させることができる任意の化合物である。生理活性物質は、薬物、
アミノ酸（例えばタウリン、グリシンなど）、ポリペプチド、タンパク質、核酸、または
その任意の組み合わせであり得る。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（olaptidine）、クロモグリコレート（cromoglycolate）、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、またはそ
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の薬学的に許容できる塩もしくはエステルを含むが、それだけに限定されない。生理活性
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（例
えばグリコール酸、乳酸、リンゴ酸、酒石酸、マンデル酸、およびクエン酸、ならびにそ
の塩など）、リノール酸およびγ－リノール酸、ならびにビタミン（例えばＢ５、Ａ、Ｂ
６など）を含む。
【０１６３】
　浸出性潤滑剤の例は、ムチン様材料、および非架橋性親水性ポリマー（すなわちエチレ
ン性不飽和基を有さない）を含むが、それだけに限定されない。例示的なムチン様材料は
、ポリグリコール酸、ポリ乳酸、コラーゲン、ヒアルロン酸、およびゼラチンを含むが、
それだけに限定されない。
【０１６４】
　いかなるエチレン性不飽和基も有さない任意の親水性ポリマーまたはコポリマーを浸出
性潤滑剤として使用できる。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、１種以上のビニルモノマーの存在下または非存在下での少なくとも１種のビニルラク
タムのコポリマー、アクリルアミドまたはメタクリルアミドのホモポリマー、アクリルア
ミドまたはメタクリルアミドと１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、およびその混合物を含むが、それだけに限定されない。
【０１６５】
　非架橋性親水性ポリマーの分子量は、好ましくは約２０，０００～約１，５００，００
０ダルトン、より好ましくは約５０，０００～１，２００，０００ダルトン、さらに好ま
しくは１００，０００～１，０００，０００ダルトンである。
【０１６６】
　本発明によれば、型が形成する空洞にレンズ形成材料を任意の公知の方法に従って導入
（分配）することができる。
【０１６７】
　コンタクトレンズを作製するためのレンズ型は当業者に周知であり、例えばキャスト成
形またはスピンキャスティングにおいて使用される。例えば、型（キャスト成形用）は少
なくとも２つの型区分（もしくは部分）または型半、すなわち第１および第２の型半を一
般に含む。第１の型半は第１の成形（または光学）面を規定し、第２の型半は第２の成形
（または光学）面を規定する。第１および第２の型半は、第１の成形面と第２の成形面と
の間にレンズ形成空洞が形成されるようにお互いを受け止めるよう構成されている。型半
の成形面は型の空洞形成面となり、レンズ形成材料と直接接触する。
【０１６８】
　一般に、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当業者に
周知である。本発明のプロセスは、型を形成する任意の特定の方法に限定されない。事実
、型を形成する任意の方法を本発明で使用することができる。第１および第２の型半は、
射出成形または旋盤加工などの各種技術を通じて形成できる。型半を形成するための適切
なプロセスの例は、やはり参照により本明細書に組み入れられる、Schadに対する米国特
許第４，４４４，７１１号；Boehmらに対する米国特許第４，４６０，５３４号；Morrill
に対する米国特許第５，８４３，３４６号；およびBonebergerらに対する米国特許第５，
８９４，００２号に開示されている。
【０１６９】
　型の作製用として当技術分野で公知の実質的にすべての材料を使用することで、眼用レ
ンズの調製用の型を作製することができる。例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポ
リスチレン、ＰＭＭＡ、環状オレフィンコポリマー（例えばドイツ・フランクフルトおよ
びニュージャージー州SummitのTicona GmbHによるTopas（登録商標）COC；ケンタッキー
州LouisvilleのZeon Chemicals LPによるZeonex（登録商標）およびZeonor（登録商標）
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）などのポリマー材料を使用することができる。紫外線透過を可能にする他の材料、例え
ば石英、ガラス、ＣａＦ２、およびサファイアが使用可能なことがある。
【０１７０】
　好ましい一態様では、レンズ形成材料の重合性成分がプレポリマーから本質的に成る場
合、再利用可能な型を使用できる。石英またはガラスから作製される再利用可能な型の例
は、全体として参照により組み入れられる米国特許第６，６２７，１２４号に開示のもの
である。この局面では、２つの型半からなる型にレンズ形成材料を注入する。２つの型半
は互いに接触していないが、環状設計の薄い間隙がそれらの間に配置されている。間隙は
型空洞に接続され、それにより過剰量のレンズ形成材料が間隙に流入可能になっている。
１回しか使用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
イア型を使用可能である。これは、レンズの製造後に、これらの型を水または適切な溶媒
で迅速かつ有効に洗浄することで未反応材料および他の残渣を除去することができ、その
型を風乾させることができるためである。再利用可能な型は、環状オレフィンコポリマー
、例えばドイツ・フランクフルトおよびニュージャージー州SummitのTicona GmbHによるT
opas（登録商標）COCグレード8007-S10（エチレンとノルボルネンとの透明非晶質コポリ
マー）、ケンタッキー州LouisvilleのZeon Chemicals LPによるZeonex（登録商標）およ
びZeonor（登録商標）で作製することもできる。型半の再利用可能性を理由として、非常
に高い精度および再現性を有する型を得るためにそれらを製造する時は比較的高い出費が
なされることがある。製造されるレンズの領域、すなわち空洞または実際の型面では型半
は互いに接触しないため、接触の結果としての損傷は排除される。これにより型の長い耐
用寿命が確保され、それによって、製造されるコンタクトレンズの高い再現性、およびレ
ンズ設計に対する高い忠実性も特に確保される。
【０１７１】
　レンズ形成材料を型に分配後、それを重合することでコンタクトレンズを製造する。例
えば紫外線照射などの化学線、電離放射線（例えばγ線またはＸ線照射）を用いて、架橋
を型中で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の重合性成分で
ある場合、レンズ形成材料を含む型を空間的に制限された化学線に露出することでプレポ
リマーを架橋することができる。
【０１７２】
　本発明に係る架橋は、非常に短い時間、例えば６０分以内、有利には２０分以内、好ま
しくは１０分以内、最も好ましくは５分以内、特に好ましくは１～６０秒、最も特殊には
１～３０秒で行うことができる。
【０１７３】
　本発明に係るコンタクトレンズは、本発明の１種以上の放射線硬化性プレポリマーから
、先行技術に比べて非常に単純かつ効率的な手段で製造可能である。これは多くの要因に
基づいている。他方で、出発原料を安価に取得または製造することができる。第二に、プ
レポリマーが驚くべきことに安定しているという利点が存在し、そのため、プレポリマー
は高度の精製を経ることが可能である。引き続く精製、例えば特に、レンズ硬化後の未重
合構成要素の複雑な抽出の実際的な必要性は存在しない。さらに、この新規重合方法を使
用することで、望ましい機械特性および物理特性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、光重合を短時間で行い、それにより、この観点からでも非常に経済
的な手段で、本発明に係るコンタクトレンズの製造方法を設定することができる。
【０１７４】
　型から成形品を取り外しできるような型の開口は、それ自体公知の様式で行われ得る。
【０１７５】
　成形コンタクトレンズを本発明に係る既に精製されたプレポリマーから無溶媒で製造す
る場合、成型レンズを取り外した後には、抽出などの精製工程を後で行うことは通常は必
要ではない。これは、使用されるプレポリマーが低分子量のいかなる望ましくない構成要
素も含まず、結果として、架橋生成物もそのような構成要素を実質的に含まず、引き続く
抽出を省略できるためである。したがって、コンタクトレンズを、水和により通常の手段
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で、直ちに使用できるコンタクトレンズに直接変形させることができる。水和の適切な態
様は当業者に公知であり、それにより、含水率が非常に異なる直ちに使用できるコンタク
トレンズを得ることができる。コンタクトレンズは、例えば水中、塩水溶液、特に１００
０ml中約２００～４５０ミリオスモル（単位：mOsm/ml）、好ましくは約２５０～３５０m
Osm/l、特に３００mOsm/lのオスモル濃度を有する塩水溶液中、または水もしくは塩水溶
液と生理学的に相溶性の極性有機溶媒、例えばグリセリンとの混合物中で膨張させる。水
中または塩水溶液中で物品を膨張させることが好ましい。
【０１７６】
　本発明に係る既に精製されたプレポリマーの水溶液から成形コンタクトレンズを製造す
る場合、架橋生成物はまた、いかなる厄介な不純物も含まない。したがって引き続く抽出
を行う必要はない。架橋を本質的に水性の溶液中で行うため、引き続く水和を行うことも
また必要ではない。したがって、有利な態様によれば、この方法で得られるコンタクトレ
ンズは、抽出なしのその意図される用途に適切であるという事実において注目に値する。
意図される用途とは、この文脈ではコンタクトレンズがヒトの眼に使用できることである
と理解される。
【０１７７】
　同様に、本発明に係る既に精製されたプレポリマーの溶媒溶液から成形コンタクトレン
ズを製造する場合、引き続く抽出を行う必要はないが、溶媒を交換するための水和プロセ
スを行う必要がある。
【０１７８】
　成形コンタクトレンズをさらなるプロセス、例えば表面処理、滅菌などにさらに供する
ことができる。
【０１７９】
　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の酸素透過率を有する
。本発明によれば、酸素透過率は、実施例に記載の手順に従った見掛けの（約１００ミク
ロンの厚さを有するサンプルを試験する際に直接測定される）酸素透過率である。
【０１８０】
　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
る。
【０１８１】
　本発明のコンタクトレンズは、好ましくは少なくとも約１．５×１０－６mm２／分、よ
り好ましくは少なくとも約２．６×１０－６mm２／分、さらに好ましくは少なくとも約６
．４×１０－６mm２／分のイオノフラックス拡散係数Ｄをさらに有する。
【０１８２】
　本発明のコンタクトレンズは、完全に水和した場合に好ましくは約１５重量％～約５５
重量％、より好ましくは約２０重量％～約３８重量％の含水率をさらに有する。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号で開示のバル
ク技術に従って測定できる。
【０１８３】
　本発明のコンタクトレンズは、約９０度以下、好ましくは約８０度以下、より好ましく
は約７０度以下、さらに好ましくは約６０度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。
【０１８４】
　さらなる局面では、本発明は、ソフトコンタクトレンズを製造するための方法を提供す
る。本方法は、下記の工程：ソフトコンタクトレンズを作製するための型を設ける工程で
あって、型が、コンタクトレンズの前面を規定する第１の成形面を有する第１の型半、お
よびコンタクトレンズの後面を規定する第２の成形面を有する第２の型半を有し、該第１
の型半および該第２の型半が、該第１の成形面と該第２の成形面との間に空洞が形成され
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るように互いを受け止めるように構成されている工程；空洞にレンズ形成材料を導入する
工程であって、レンズ形成材料が、１種以上の化学線架橋性プレポリマーを含み、ビニル
モノマーおよび／または架橋剤を実質的に含まないものであり、該１種以上のプレポリマ
ーがそれぞれ（１）１種以上のシロキサン含有モノマーおよび／または１種以上のシロキ
サン含有マクロマーから誘導されるシロキサン単位；（２）１種以上の親水性モノマーお
よび／または１種以上の親水性マクロマーから誘導される親水性単位；ならびに（３）コ
ポリマー鎖に共有結合しており、かつ、１個の単独の架橋性基をそれぞれ有する１種以上
の予め形成された親水性ポリマーから誘導される、ダングリング親水性ポリマー鎖であっ
て、ダングリング親水性鎖が化学線架橋性基を含んでおらず、予め形成された親水性ポリ
マーが、プレポリマーにそれを効率的および共有結合的に組み入れるために十分なほど低
い分子量であるが、ソフトコンタクトレンズに約９０度以下の水接触角を硬化後の表面処
理なしに、プレポリマー中に約２重量％～約３０重量％の量で存在する場合に与えるため
に十分なほど高い分子量を有する、ダングリング親水性ポリマー鎖を含む工程；ならびに
型中の組成物に化学線照射することで該１種以上の架橋性プレポリマーを架橋し、それに
よりコンタクトレンズを形成する工程を含む。
【０１８５】
　本発明のプレポリマーおよびコンタクトレンズの上記の各種態様はいずれも本発明のこ
の局面で使用できる。
【０１８６】
　これまでの開示により、当業者が本発明を実行することが可能になると考えられる。具
体的な態様およびその利点に対する読者のよりよい理解を可能にするために、下記の非限
定的な実施例に対する参照を提案する。しかしながら、下記の実施例を本発明の範囲を限
定するものと判断すべきではない。
【０１８７】
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（湿潤性）の一般的
尺度である。特に、小さい水接触角はより親水性の高い表面に対応している。コンタクト
レンズの平均接触角（前進角）はウィルヘルミープレート法を用いて測定する。
【０１８８】
コーティング無傷性試験
　コンタクトレンズの表面上のコーティングの無傷性は、下記のようにスダンブラック染
色試験に従って試験可能である。コーティング（例えばＬｂＬコーティング、プラズマコ
ーティング、または任意の他のコーティング）を有するコンタクトレンズをスダンブラッ
ク染料溶液（ビタミンＥオイル中スダンブラック）に浸す。スダンブラック染料は、疎水
性であり、疎水性材料によって吸着されるか、または疎水性レンズ（例えばシリコーンヒ
ドロゲルコンタクトレンズ）の疎水性レンズ表面、もしくは部分コーティングされた表面
上の疎水性箇所の上に吸着される傾向が大きい。疎水性レンズ上のコーティングが無傷で
ある場合、レンズ上またはレンズ中に染色箇所は観察されないはずである。試験下のすべ
てのレンズは完全に水和している。
【０１８９】
コーティング耐久性試験
　レンズを、Aquify（登録商標）多目的レンズケア溶液で３０回デジタル摩擦し、次にSo
ftwear（登録商標）生理食塩水でリンスする。次にデジタル摩擦したレンズをSoftwear（
登録商標）生理食塩水中に３０分間浸漬させる。上記手順を所与の回数、例えば１～３０
回（すなわち、洗浄および浸漬サイクルを模倣する連続したデジタル摩擦試験の数）繰り
返す。次にレンズをスダンブラック試験（すなわち上記のコーティング無傷性試験）に供
することで、コーティングが依然として無傷であるか否かを測定する。デジタル摩擦試験
に合格する場合、染色箇所は著しく増加していない（例えば全レンズ表面の約５％を超え
て被覆しない染色箇所）。
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【０１９０】
　酸素透過率測定
　レンズの酸素透過率およびレンズ材料の酸素伝達率を、いずれも全体として参照により
本明細書に組み入れられる、米国特許第５，７６０，１００号およびWintertonらの論文
（The Cornea: Transactions of the World Congress on the Cornea 111, H.D. Cavanag
h Ed., Raven Press: New York 1988, pp273-280）に記載の技術と同様の技術に従って決
定する。酸素フラックス（Ｊ）の測定を、Dk1000機器（ジョージア州NorcrossのApplied 
Design and Development Co.から入手可能）または同様の分析機器を用いて、ウェットセ
ル中３４℃（すなわちガス流を約１００％相対湿度に維持する）で行う。公知の酸素割合
（例えば２１％）を有する気流が約１０～２０cm３／分の速度でレンズの一方の側を通過
するようにし、一方、窒素流が約１０～２０cm３／分の速度でレンズの反対側を通過する
ようにする。サンプルを試験媒体（すなわち生理食塩水または蒸留水）中、所定の試験温
度で、測定前の少なくとも３０分間、ただし４５分以下の間平衡化する。上層として使用
する任意の試験媒体を、所定の試験温度で、測定前の少なくとも３０分間、ただし４５分
以下の間平衡化する。撹拌モータの速度を、ステッパモータコントローラ上での指示設定
４００±１５に対応して１２００±５０rpmに設定する。系を取り囲む気圧Ｐｍｅａｓｕ

ｒｅｄを測定する。試験用に露出されている区域におけるレンズの厚さ（ｔ）を、Mitoto
yaマイクロメータVL-50または同様の機器で約１０地点を測定し、測定値を平均すること
で決定する。窒素流中の酸素濃度（すなわちレンズを通じて拡散する酸素）をDK1000機器
で測定する。レンズ材料の見掛けの酸素透過率Ｄｋａｐｐを下記式から決定する：
　Ｄｋａｐｐ＝Ｊｔ／（Ｐｏｘｙｇｅｎ）
（式中、Ｊ＝酸素フラックス［マイクロリットルＯ２／cm２－分］
　Ｐｏｘｙｇｅｎ＝（Ｐｍｅａｓｕｒｅｄ－Ｐｗａｔｅｒ　蒸気）＝（気流中Ｏ２％）［
mmHg］＝気流中の酸素の分圧
　Ｐｍｅａｓｕｒｅｄ＝気圧（mmHg）
　Ｐｗａｔｅｒ　蒸気＝３４℃で０mmHg（ドライセル中）（mmHg）
　Ｐｗａｔｅｒ　蒸気＝３４℃で４０mmHg（ウェットセル中）（mmHg）
　ｔ＝露出した試験区域におけるレンズの平均厚さ（mm））
（式中、Ｄｋａｐｐはbarrer単位で表される）。材料の酸素伝達率（Ｄｋ／ｔ）は、酸素
透過率（Ｄｋａｐｐ）をレンズの平均厚さ（ｔ）で割ることで計算可能である。
【０１９１】
　イオン透過率測定
　レンズのイオン透過率は、米国特許第５，７６０，１００号（全体として参照により本
明細書に組み入れられる）に記載の手順に従って測定する。下記の例で報告されるイオン
透過率の値は、参照材料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／分のイオノフラッ
クス拡散係数を有する。
【０１９２】
実施例２Ａ
中間コポリマー（ＹＳ－３２０３－０２８－１）の合成
　メカニカルスターラー、冷却器、真空／Ｎ２接続、サーモスタットを備えた２Ｌ加熱／
冷却ジャケット反応器に、ビスアクリルアミド－ポリジメチルシロキサン（Ｍｗ約１１，
５００）６０．０ｇと１－プロパノール２４１．６グラムとの混合物を加える。溶液を８
℃に冷却し、３サイクルの真空排気で１５分間、１５mbarまで脱気し、Ｎ２で洗う。反応
の終わりまで系を窒素環境下に制御する。Ｎ，Ｎ，－ジメチルアクリルアミド２５．８３
ｇ、ＰＥＧ－アクリレート（MM＝４５４）１１．０７ｇ、システアミン塩酸塩１．０５ｇ
、および１－プロパノール１４０ｇを含むモノマー溶液を、脱気装置に接続したＬＣポン
プにより反応器にゆっくりと加える。モノマー溶液の添加速度を約３．０mL／分に制御す
る。すべてのモノマー溶液を加えた後、混合物を１時間にわたって８℃から６８℃までゆ
っくりと加熱する。反応温度が６８℃に到達した時点で、ＡＩＢＮ　０．１ｇおよび１－
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プロパノール４０．０ｇから成る開始剤溶液（３サイクルの真空排気で５分間、８０mbar
まで脱気し、Ｎ２で洗う）を反応混合物に注入する。システアミン塩酸塩１．９５ｇおよ
び１－プロパノール１９８．４ｇを含む供給溶液を、脱気装置に接続したＬＣポンプを通
じて２時間にわたって反応混合物中に加える。この供給溶液の添加速度を約２．２５mL／
分に制御する。すべての供給溶液を加えた後、さらに６時間、６８℃で重合を行う。
【０１９３】
　反応混合物を室温に冷却後、混合物が水性乳濁液になるまで、ロータバップ上で、反応
溶媒である１－プロパノールを、脱イオン水で徐々に置き換える。膜を用いる限外濾過で
乳濁液を精製し、１０KD分子量が減少する。中間コポリマーの収率は７０％である。
【０１９４】
実施例２Ｂ
プレポリマーの合成
　実施例２Ａからの精製乳濁溶液を約２Ｌに希釈し、メカニカルスターラーおよび温度計
を備えた２Ｌ加熱／冷却ジャケット反応器に加える。緩衝塩のＮａＨＣＯ３　４．０ｇを
加え、次に混合物を０℃に冷却する。溶液ｐＨを２０％ＮａＯＨ（水性）で９．５に調製
し、次に塩化アクリロイル５．８mLの２時間にわたる添加を開始し、その後撹拌をさらに
１時間行う。アクリル化中、溶液ｐＨを、静的ｐＨ制御装置により、２０％ＮａＯＨ（水
性）で９．５に制御する。反応完了後、溶液ｐＨを２Ｎ　ＨＣｌ（水性）で７．０に調整
し、次に膜を用いる限外濾過で精製し、１０KD分子量が減少する。精製乳濁液を凍結乾燥
して、白色固体を得る。
【０１９５】
実施例２Ｃ
調合およびレンズ加工
　実施例２Ｂから得られるプレポリマーを溶媒である１－プロパノールに溶解させる。溶
液を０．４５μｍフィルターを通じて加圧濾過し、続いて第１段階の濃縮を行い固形分を
約３０％にする。正確な固形分を確認後、０．２５重量パーセントのDarocur（登録商標
）2959（マクロモノマー含有量に対する）を加え、続いて固形分の最終割合が６０％にな
るまでさらに濃縮する。調合物の粘度および硬化時間をフォトレオロジーで測定する。
【０１９６】
　調合物を５０００rpmで１０分間遠心分離して気泡を除去する。
【０１９７】
　調合物をポリプロピレン型に注型し、強度２．０５mW/cm２、３１０nmの紫外線により
、フォトレオロジーの測定により得られる全等価エネルギーを与える硬化時間で硬化させ
る。
【０１９８】
実施例３Ａ
中間コポリマー（ＹＳ－３２０３－０２８－２）の合成
　１）モノマー溶液がＮ，Ｎ，－ジメチルアクリルアミド２６．２１５ｇ、ＰＥＧ－アク
リレート（MM＝４５４）１１．２４ｇ、システアミン塩酸塩０．８４ｇから成り、２）開
始剤溶液がＡＩＢＮ　０．１５ｇおよび１－プロパノール４０．０ｇから成り、３）供給
溶液がシステアミン塩酸塩１．５６ｇおよび１－プロパノール１９８．４ｇから成ること
を除けば実施例２Ａと同様にして、中間コポリマーを調製する。コポリマーの収率は６０
％である。
【０１９９】
実施例３Ｂ
プレポリマーの合成
　塩化アクリロイル４．７mLを使用することを除けば実施例２Ｂに記載の手順に従って、
実施例３Ａで調製した中間コポリマーのアクリル化を行う。乳濁溶液を精製および凍結乾
燥した後、最終生成物は白色固体となる。
【０２００】
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実施例３Ｃ
調合およびレンズ加工
　実施例３Ｂにより得られるプレポリマーを調合し、次に実施例２Ｃに記載の手順に従っ
てレンズを製造する。
【０２０１】
実施例４
　実施例２Ｃおよび３Ｃで調製したレンズをＰＡＡ（ポリアクリル酸）溶液に浸す。ＰＡ
Ａ溶液で処理した後のすべてのレンズは、透明であり、所望の機械特性、イオン透過率、
および酸素透過率を示す（表１のレンズ特性を参照。イオン透過率および酸素透過率の決
定に好適な方法は実施例１に記載されている）。
【０２０２】
【表１】
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