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(57)【要約】
【解決手段】（Ａ）平均重合度３００以上３０００未満のジオルガノポリシロキサン、
（Ｂ）平均重合度３００未満ジオルガノポリシロキサン、
（Ｃ）平均重合度３０００以上のジオルガノポリシロキサン、
（Ｄ）Ｒ3ＳｉＯ1/2単位（Ｍ単位）、ＳｉＯ4/2単位（Ｑ単位）、Ｒ2ＳｉＯ2/2単位（Ｄ
単位）、ＲＳｉＯ3/2単位（Ｔ単位）から選択されてなり、Ｍ及びＱ単位を必須構成とし
、全構成単位のうちＭとＱの合計量が８０ｍｏｌ％以上で、かつｍｏｌ数比が０．５～１
．５であるオルガノポリシロキサン、
（Ｅ）オルガノハイドロジェンポリシロキサン、
（Ｆ）ヒドロシリル化反応触媒、
（Ｇ）充填剤
を含み、２３℃での粘度が１００Ｐａ・ｓ以上３００Ｐａ・ｓ未満の範囲である歯科印象
材用シリコーンエラストマー組成物。
【効果】本発明によれば、透明性が高く、十分な強度を確保し、歯科印象施術に適した流
動性のシリコーンエラストマー組成物を提供できる。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　歯科印象材用シリコーンエラストマー組成物であって、
（Ａ）平均重合度が３００以上３，０００未満で、一分子中に少なくとも二個のケイ素原
子と結合したアルケニル基を含有するジオルガノポリシロキサン：１００質量部、
（Ｂ）平均重合度が３００未満で、一分子中に少なくとも二個のケイ素原子と結合したア
ルケニル基を含有するジオルガノポリシロキサン：１０～１００質量部、
（Ｃ）平均重合度が３，０００以上で、一分子中に少なくとも二個のケイ素原子と結合し
たアルケニル基を含有する、室温で生ゴム状のジオルガノポリシロキサン：１０～２００
質量部、
（Ｄ）Ｒ3ＳｉＯ1/2単位（Ｍ単位）、ＳｉＯ4/2単位（Ｑ単位）、Ｒ2ＳｉＯ2/2単位（Ｄ
単位）、及びＲＳｉＯ3/2単位（Ｔ単位）から選択される単位からなり、Ｍ単位及びＱ単
位を必須構成単位として含み、全構成単位のうちＭ単位とＱ単位の合計量が８０ｍｏｌ％
以上であり、かつ（Ｍ単位のｍｏｌ数）／（Ｑ単位のｍｏｌ数）の比が０．５～１．５の
範囲であるオルガノポリシロキサン（ここで、Ｒは炭素数１～６の一価炭化水素基であり
、かつ一分子中の少なくとも二個はアルケニル基である）：０～２０質量部、
（Ｅ）一分子中に少なくとも二個のケイ素原子と結合した水素原子を含有するオルガノハ
イドロジェンポリシロキサン：（Ａ）成分、（Ｂ）成分、（Ｃ）成分および（Ｄ）成分中
のケイ素原子と結合したアルケニル基一個当たり、ケイ素原子に結合した水素原子の数が
０．５～５．０となる量、
（Ｆ）ヒドロシリル化反応触媒：（Ａ）～（Ｅ）成分の合計重量に対して０．５～１，０
００ｐｐｍ、
（Ｇ）平均粒子径が１μｍ以下の充填剤：０～１質量部
を含み、
２３℃での粘度が１００Ｐａ・ｓ以上３００Ｐａ・ｓ未満の範囲であることを特徴とする
、歯科印象材用シリコーンエラストマー組成物。
【請求項２】
　上記（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）成分のジオルガノポリシロキサンが、下記平均組成式（Ｉ
）で示されるものである請求項１記載のシリコーンエラストマー組成物。
　Ｒ1

aＳｉＯ(4-a)/2　　　　　（Ｉ）
（式中、Ｒ1は炭素数１～６の置換又は非置換の一価炭化水素基であり、ａは１．９～２
．４の範囲の数である。）
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、歯科印象材用シリコーンエラストマー組成物に関し、歯科治療における義歯
、クラウン等の作製や、歯列矯正で使用される硬質マウスピース作製に必要な口腔内歯列
模型を作製する際に使用される型取り材（以下、歯科印象材と表記）としてのシリコーン
エラストマー組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　歯科印象材は、従来、寒天、アルギン酸塩、多硫化ゴム、ポリエーテルゴム、シリコー
ンエラストマー等を素材としており、特に、シリコーンエラストマーは、高精度の寸法安
定性を有しているため広く使用されている。
【０００３】
　いずれの材料も、液状、パテ状の組成物を歯科医師が口腔内の歯列に被覆し、それぞれ
の硬化機構により常温で硬化させた後、硬化物を脱型してゴム型を成型する。このゴム型
に石膏を流し込んで、硬化、脱型すると、石膏製の口腔内歯列模型が成型される。従来の
歯科印象材は、各種素材にゴム強度を付与するため、ベースポリマーにカーボンやシリカ
等の補強性充填剤が配合されており、一般に不透明であった。また、脱型性を改善する離
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型剤や、硬さや流動性を調整するための可塑剤、その他の特性を付与するための各種添加
剤等は、それぞれの素材のベースポリマーに相溶しないものも多く、組成物が不透明とな
る原因になっていた。
【０００４】
　また、未硬化の歯科印象材を歯列に被覆する際、ゴム型の完成度に大きく影響する位置
決めや気泡の排除を行うために施術上の微調整が必須となるが、上記の理由により歯科印
象材が不透明であることから目視確認が不可能で、歯科医師には専門技術や高度の熟練が
要求されていた。
【０００５】
　また、歯科印象材はカートリッジタイプの容器に充填されて流通され、歯科医師が手動
吐出機から印象材を取り出して施術することが一般的であるが、歯科印象材の粘性が低す
ぎると歯列への被覆が困難であるし、粘性が高すぎるとカートリッジからの手動吐出が困
難となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特公平８－１３７３２号公報
【特許文献２】特許第２７３１９８７号公報
【特許文献３】特許第２９６７２３６号公報
【特許文献４】特許第３９２８０７１号公報
【特許文献５】特許第４０９０５３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は上記事情に鑑みなされたもので、硬化前において歯科印象施術に適した流動性
を示し、硬化後における引裂き強度や伸びなどの機械的強度に優れ、かつ高透明な硬化物
を与える歯科印象材用シリコーンエラストマー組成物の提供を本発明の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは上記目的を達成するために鋭意検討を重ねた結果、シリカ等の補強性充填
剤を、透明性を損なう範囲において含まないシリコーンエラストマー組成物を使用するこ
とにより上記目的が達成されることを見出した。また、分子量の異なる複数のアルケニル
基含有オルガノポリシロキサンを併用することにより、歯科印象材として十分な強度を確
保し、歯科印象施術に適した流動性のシリコーンエラストマー組成物を提供する。
【０００９】
　すなわち、本発明は、
〔１〕　歯科印象材用シリコーンエラストマー組成物であって、
（Ａ）平均重合度が３００以上３，０００未満で、一分子中に少なくとも二個のケイ素原
子と結合したアルケニル基を含有するジオルガノポリシロキサン：１００質量部、
（Ｂ）平均重合度が３００未満で、一分子中に少なくとも二個のケイ素原子と結合したア
ルケニル基を含有するジオルガノポリシロキサン：１０～１００質量部、
（Ｃ）平均重合度が３，０００以上で、一分子中に少なくとも二個のケイ素原子と結合し
たアルケニル基を含有する、室温で生ゴム状のジオルガノポリシロキサン：１０～２００
質量部、
（Ｄ）Ｒ3ＳｉＯ1/2単位（Ｍ単位）、ＳｉＯ4/2単位（Ｑ単位）、Ｒ2ＳｉＯ2/2単位（Ｄ
単位）、及びＲＳｉＯ3/2単位（Ｔ単位）から選択される単位からなり、Ｍ単位及びＱ単
位を必須構成単位として含み、全構成単位のうちＭ単位とＱ単位の合計量が８０ｍｏｌ％
以上であり、かつ（Ｍ単位のｍｏｌ数）／（Ｑ単位のｍｏｌ数）の比が０．５～１．５の
範囲であるオルガノポリシロキサン（ここで、Ｒは炭素数１～６の一価炭化水素基であり
、かつ一分子中の少なくとも二個はアルケニル基である）：０～２０質量部、
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（Ｅ）一分子中に少なくとも二個のケイ素原子と結合した水素原子を含有するオルガノハ
イドロジェンポリシロキサン：（Ａ）成分、（Ｂ）成分、（Ｃ）成分および（Ｄ）成分中
のケイ素原子と結合したアルケニル基一個当たり、ケイ素原子に結合した水素原子の数が
０．５～５．０となる量、
（Ｆ）ヒドロシリル化反応触媒：（Ａ）～（Ｅ）成分の合計重量に対して０．５～１，０
００ｐｐｍ、
（Ｇ）平均粒子径が１μｍ以下の充填剤：０～１質量部
を含み、
２３℃での粘度が１００Ｐａ・ｓ以上３００Ｐａ・ｓ未満の範囲であることを特徴とする
、歯科印象材用シリコーンエラストマー組成物、
〔２〕　上記（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）成分のジオルガノポリシロキサンが、下記平均組成
式（Ｉ）で示されるものである〔１〕記載のシリコーンエラストマー組成物
　Ｒ1

aＳｉＯ(4-a)/2　　　　　（Ｉ）
（式中、Ｒ1は炭素数１～６の置換又は非置換の一価炭化水素基であり、ａは１．９～２
．４の範囲の数である。）
を提供する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明のシリコーンエラストマー組成物からなる歯科印象材は、透明性が高く、歯列と
歯科印象材の位置関係や施術中に巻き込んだ気泡の除去等について、歯科医師は歯科印象
材を歯列に被覆した状態で直接目視確認しながらの作業が可能となる。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に、本発明を更に詳細に説明する。
（Ａ）成分
　本発明の歯科印象材用シリコーンエラストマー組成物に用いられる（Ａ）成分のジオル
ガノポリシロキサンは、平均重合度が３００以上３，０００未満であり、一分子中に少な
くとも二個のケイ素原子と結合したアルケニル基を含有するものである。
　（Ａ）成分としては、通常、ヒドロシリル化硬化型液状シリコーンゴム組成物のベース
ポリマーとして用いられる公知のものを使用することができる。
　（Ａ）成分の粘度としては、好ましくは２３℃において２～２００Ｐａ・ｓ、更に好ま
しくは５～１００Ｐａ・ｓである。なお、粘度は回転粘度計により測定することができる
。
【００１２】
（Ｂ）成分
　（Ｂ）成分のジオルガノポリシロキサンは、平均重合度が３００未満であり、一分子中
に少なくとも二個のケイ素原子と結合したアルケニル基を含有するものである。
　（Ｂ）成分としては、通常、ヒドロシリル化硬化型液状シリコーンゴム組成物のベース
ポリマーとして用いられる公知のものを使用することができる。
　（Ｂ）成分の粘度としては、好ましくは２３℃での粘度が２０～２，０００ｍＰａ・ｓ
、更に好ましくは１００～１，０００ｍＰａ・ｓである。
【００１３】
（Ｃ）成分
　（Ｃ）成分の室温で生ゴム状のジオルガノポリシロキサンは、平均重合度が３，０００
以上であり、一分子中に少なくとも二個のケイ素原子と結合したアルケニル基を含有する
ものである。
　（Ｃ）成分としては、通常、ミラブルタイプのシリコーンゴムコンパウンドのベースポ
リマーとして用いられる公知のものを使用することができる。
　（Ｃ）成分の平均重合度は、好ましくは３，０００～３０，０００、より好ましくは５
，０００～１０，０００を示す。
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　なお、平均重合度は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィーによるポリスチレン換
算の重量平均分子量より求めることができる。
【００１４】
　上記の（Ａ）成分、（Ｂ）成分、（Ｃ）成分はいずれもアルケニル基含有ジオルガノポ
リシロキサンであるが、互いに分子量（重合度）が異なる。これらは通常、下記平均組成
式：（Ｉ）で表されるものが好ましい。
　Ｒ1

aＳｉＯ(4-a)/2　　　　　（Ｉ）
【００１５】
　ここで、Ｒ1は炭素数１～６の置換又は非置換の一価炭化水素基で、具体例としてはメ
チル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基等のアルキル基、ビ
ニル基、アリル基、ブテニル基、ペンテニル基、ヘキセニル基等のアルケニル基、シクロ
ヘキシル基、シクロヘキセニル基、フェニル基などの非置換一価炭化水素基、３，３，３
－トリフルオロプロピル基、シアノメチル基等の上記一価炭化水素基の水素原子の少なく
とも一部がハロゲン原子やシアノ基で置換された置換アルキル基等の置換一価炭化水素基
である。複数の置換基は異なっていても同一であってもよいが、分子中にアルケニル基を
二個以上含んでいることが必要である。また、ａは１．９～２．４、好ましくは１．９５
～２．０５の範囲の数である。上記ジオルガノポリシロキサンは、いずれも直鎖状であっ
ても分岐していても良い。好ましくは主鎖がジオルガノポリシロキサン単位（Ｄ単位）の
繰り返しからなり、分子鎖両末端がトリオルガノシロキシ基（Ｍ単位）で封鎖された直鎖
状オルガノポリシロキサンであるものが例示され、ケイ素原子に結合した置換基はメチル
基、又はフェニル基が好ましい。また、一分子中に二個以上含有することが必須であるケ
イ素原子と結合したアルケニル基はビニル基が好ましく、これは分子鎖末端に存在してい
ても側鎖に存在していても良いが、両末端に二個含有するものが好ましい。
【００１６】
（Ｄ）成分
　（Ｄ）成分のシリコーン樹脂は、Ｒ3ＳｉＯ1/2単位（Ｍ単位）、ＳｉＯ4/2単位（Ｑ単
位）、Ｒ2ＳｉＯ2/2単位（Ｄ単位）、及びＲＳｉＯ3/2単位（Ｔ単位）から選択される単
位からなり、これらの全構成単位のうちＭ単位及びＱ単位の合計量が８０ｍｏｌ％以上で
あり、かつ（Ｍ単位のｍｏｌ数）／（Ｑ単位のｍｏｌ数）の比が０．５～１．５の範囲で
ある。ここで、Ｒは炭素数１～６の一価炭化水素基であり、かつ一分子中の少なくとも二
個はアルケニル基である。
【００１７】
　上記Ｒの具体例としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、
ヘキシル基等のアルキル基、ビニル基、アリル基、ブテニル基、ペンテニル基、ヘキセニ
ル基等のアルケニル基、シクロヘキシル基、シクロヘキセニル基、並びにフェニル基等の
非置換一価炭化水素基、３，３，３－トリフルオロプロピル基、シアノメチル基等の上記
一価炭化水素基の水素原子の少なくとも一部がハロゲン原子やシアノ基で置換された置換
アルキル基等の置換一価炭化水素基が挙げられ、（Ｄ）成分のシリコーン樹脂に含まれる
複数のＲは同じでも異なっても良いが、シリコーンエラストマー組成物の他の成分との相
溶性の観点から、Ｒの８０ｍｏｌ％以上がメチル基であることが好ましい。各成分の相溶
性が悪化すると、ヒドロシリル化硬化型液状シリコーンゴム組成物の硬化物の透明性が低
下するためである。また、アルケニル基としてはビニル基が好ましいが、これも他の成分
との相溶性を保つことが理由である。
【００１８】
　上記の（Ｄ）成分のシリコーン樹脂において、上記四種の構成単位のうちＲ3ＳｉＯ1/2

単位（Ｍ単位）とＳｉＯ4/2単位（Ｑ単位）は必須であり、ヒドロシリル化硬化型液状シ
リコーンゴム組成物の硬化物の硬さを向上させるためには、全構成単位に占めるこの二種
の構成単位の割合が８０ｍｏｌ％以上であることが必要であり、好ましくは９０ｍｏｌ％
以上、より好ましくは１００ｍｏｌ％である。Ｒ2ＳｉＯ2/2単位（Ｄ単位）及びＲＳｉＯ

3/2単位（Ｔ単位）は含まれていてもいなくても良い。
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【００１９】
　また、（Ｍ単位のｍｏｌ数）／（Ｑ単位のｍｏｌ数）の比が０．５より小さいとヒドロ
シリル化硬化型液状シリコーンゴム組成物の他の成分との相溶性が悪化し、１．５よりも
大きいとヒドロシリル化硬化型液状シリコーンゴム組成物の硬化物の硬さが低下してしま
う。従ってＭ単位とＱ単位のｍｏｌ比は０．５～１．５の範囲にあることが必要とされ、
好ましくは０．７～１．２の範囲である。
【００２０】
　上記の（Ｄ）成分のシリコーン樹脂として具体的には、ビニルジメチルシロキシ基とＱ
単位の共重合体、ビニルジメチルシロキシ基・トリメチルシロキシ基とＱ単位の共重合体
、ビニルジメチルシロキシ基・ジメチルシロキサンとＱ単位の共重合体、ビニルジメチル
シロキシ基・フェニルシルセスキオキサンとＱ単位の共重合体、ビニルジメチルシロキシ
基・ジメチルシロキサン・フェニルシルセスキオキサンとＱ単位の共重合体、トリメチル
シロキシ基・ビニルメチルシロキサンとＱ単位の共重合体などが挙げられる。
【００２１】
　本発明の歯科印象材用シリコーンエラストマー組成物は、未硬化時の流動性と硬化後の
ゴム特性を考慮し、（Ａ）成分１００質量部に対し、（Ｂ）成分は１０～１００質量部、
（Ｃ）成分は１０～２００質量部、（Ｄ）成分は０～２０質量部の範囲で配合される。（
Ｂ）成分がこの範囲を超える組成では、未硬化時の流動性が高すぎて歯列上に留まらない
ためゴム型を成型できないし、硬化物は硬くて脆いものとなる。（Ｂ）成分が少なすぎる
と、未硬化時の粘性が高すぎて歯科印象の施術が困難となる。（Ｃ）成分がこの範囲を超
える組成では、未硬化時の粘性が高すぎて歯科印象の施術が困難となるし、硬化物は柔ら
かく表面粘着性のあるものとなり扱いにくい。（Ｃ）成分が少なすぎると、未硬化時の流
動性が高すぎて歯列上に留まらないためゴム型を成型できない。（Ｄ）成分がこの範囲を
超える組成では、未硬化時の粘性は高く、硬化物は硬くて脆いものになるため、歯科印象
材として適さない。より好ましくは、（Ａ）成分１００質量部に対し、（Ｂ）成分は５０
～１００質量部、（Ｃ）成分は５０～１００質量部、（Ｄ）成分は０～１０質量部である
。
【００２２】
　（Ｂ）成分と（Ｃ）成分の併用は、本発明の歯科印象材用シリコーンエラストマー組成
物の未硬化時粘度と硬化後の硬さ、引裂き強度、伸びのバランスを取るために重要である
。一般的には、歯科印象材用シリコーンエラストマー組成物のゴム特性としては、未硬化
時における２３℃での粘度が１００Ｐａ・ｓ以上３００Ｐａ・ｓ未満の範囲、硬化物のデ
ュロメータタイプＡでの硬さが１０以上３０以下の範囲、ＪＩＳ－Ｋ６２４９による引裂
き強さ、切断時伸びがそれぞれ０．８ｋＮ／ｍ以上２．０ｋＮ／ｍ以下、１５０％以上３
００％以下の特性を全て満たすことが好ましい。
【００２３】
（Ｅ）成分
　（Ｅ）成分のオルガノハイドロジェンポリシロキサンは、（Ａ）～（Ｄ）成分のアルケ
ニル基含有オルガノポリシロキサンとのヒドロシリル化付加反応により架橋を形成し、組
成物を硬化させる成分である。上記（Ｅ）成分は一分子中に少なくとも二個のケイ素原子
と結合した水素原子を含有するもので、下記平均組成式：（ＩＩ）で示されるものが好ま
しい。
　Ｒ2

bＨcＳｉＯ(4-b-c)/2　　　　　（ＩＩ）
　ここで、Ｒ2は炭素数１～６の置換又は非置換の一価炭化水素基で、具体例としてはメ
チル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基等のアルキル基、シ
クロヘキシル基、シクロヘキセニル基、フェニル基などの非置換一価炭化水素基、３，３
，３－トリフルオロプロピル基、シアノメチル基等の上記一価炭化水素基の水素原子の少
なくとも一部がハロゲン原子やシアノ基で置換された置換アルキル基等の置換一価炭化水
素基である。ｂは０．７～２．１、ｃは０．１８～１．０、かつｂ＋ｃは０．８～３．０
、好ましくはｂは０．８～２．０、ｃは０．２～１．０、かつｂ＋ｃは１．０～２．５を
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満足する正数で示される。
【００２４】
　（Ｅ）成分のオルガノハイドロジェンポリシロキサンの分子構造は、直鎖状、環状、分
岐状、三次元網目状のいずれの構造であってもよい。この場合、一分子中のケイ素原子の
数（又は重合度）は２～３００個、特に４～２００個程度の室温で液状のものが好適に用
いられる。なお、ケイ素原子に結合する水素原子は分子鎖末端に存在していても側鎖に存
在していても、その両方に存在していても良い。
【００２５】
　（Ｅ）成分のオルガノハイドロジェンポリシロキサンとして、具体的には、両末端トリ
メチルシロキシ基封鎖メチルハイドロジェンポリシロキサン、両末端トリメチルシロキシ
基封鎖ジメチルシロキサン・メチルハイドロジェンシロキサン共重合体、両末端ジメチル
ハイドロジェンシロキシ基封鎖ジメチルポリシロキサン、両末端ジメチルハイドロジェン
シロキシ基封鎖ジメチルシロキサン・メチルハイドロジェンシロキサン共重合体、両末端
トリメチルシロキシ基封鎖メチルハイドロジェンシロキサン・ジフェニルシロキサン共重
合体、両末端トリメチルシロキシ基封鎖メチルハイドロジェンシロキサン・ジフェニルシ
ロキサン・ジメチルシロキサン共重合体、環状メチルハイドロジェンポリシロキサン、環
状メチルハイドロジェンシロキサン・ジメチルシロキサン共重合体、環状メチルハイドロ
ジェンシロキサン・ジフェニルシロキサン・ジメチルシロキサン共重合体、（ＣＨ3）2Ｈ
ＳｉＯ1/2単位とＳｉＯ4/2単位とから成る共重合体、（ＣＨ3）2ＨＳｉＯ1/2単位とＳｉ
Ｏ4/2単位と（Ｃ6Ｈ5）ＳｉＯ3/2単位とからなる共重合体などが挙げられる。
【００２６】
　本発明の歯科印象材用シリコーンエラストマー組成物の硬化後のゴム型において、適度
な強度と伸び、硬さを実現するため、（Ａ）成分、（Ｂ）成分、（Ｃ）成分及び（Ｄ）成
分中のケイ素原子と結合したアルケニル基一個当たり、ケイ素原子に結合した水素原子の
数が０．５～５．０の範囲となるように（Ｅ）成分の量を調整する必要があり、好ましく
は１．０～２．０である。０．５未満では柔らかく表面粘着性のある硬化物となり、５．
０を超えると硬く脆い硬化物となる。
【００２７】
（Ｆ）成分
　（Ｆ）成分のヒドロシリル化反応触媒としては、公知のものが適用可能で、例えば、白
金黒、塩化第二白金、塩化白金酸、塩化白金酸と一価アルコールとの反応物、塩化白金酸
とオレフィン類との錯体、白金ビスアセトアセテート等の白金系触媒、パラジウム系触媒
、ロジウム系触媒などが挙げられる。なお、このヒドロシリル化反応触媒の配合量は触媒
量とすることができ、通常、白金族金属として（Ａ）成分、（Ｂ）成分、（Ｃ）成分及び
（Ｄ）成分の合計量に対し、０．５～１，０００ｐｐｍ、好ましくは１～２００ｐｐｍで
ある。
【００２８】
（Ｇ）成分
　本発明の（Ｇ）成分は、硬化前の粘度や流動性並びに硬化後の強度を調整するための成
分であり、歯科印象材用シリコーンエラストマー組成物及びその硬化物の透明性を損なわ
ない範囲で添加してもよい。具体的には０～１質量部の範囲で使用されるが、０．５質量
部以下が好ましく、（Ｇ）成分を含まないことがより好ましい。上記範囲を超えると歯科
印象材用シリコーンエラストマー組成物及びその硬化物の透明性が損なわれ、また、未硬
化時の粘性が高くなり歯科印象の施術が困難となる。
【００２９】
　（Ｇ）成分としては、例えば、煙霧質シリカ、湿式系の微粉末シリカ、結晶性シリカ、
カーボンブラック、ベンガラ、酸化セリウム、酸化チタン、炭酸カルシウム、水酸化アル
ミニウム、チタン酸エステル等の補強性充填剤、更にこれらの充填剤の表面を有機ケイ素
化合物により疎水化処理した充填剤が挙げられ、中でも、シリコーンエラストマー組成物
に添加した際の透明性への影響が小さいシリカが好適に用いられる。
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【００３０】
　なお、充填剤としては、レーザー回折法で粒度分布を測定した際の５０％重量平均径が
１μｍ以下であり、０．１μｍ以下であることが好ましい。１μｍを超えると歯科印象材
用シリコーンエラストマー組成物及びその硬化物の透明性が損なわれる。
【００３１】
　本発明の歯科印象材用シリコーンエラストマー組成物の硬化後のゴム型において、厚さ
２ｍｍの全光線透過率が９０％以上であることが好ましい。９０％以上であれば、歯科医
師が歯科印象材を歯列に被覆する際に目視確認を行うのに適している。
【００３２】
その他の成分
　更に、本発明の歯科印象材用シリコーンエラストマー組成物は、例えば、１，３，５，
７－テトラメチル－１，３，５，７－テトラビニルシクロテトラシロキサンや１，３，５
－トリアリル－１，３，５－トリアジン－２，４，６－（１Ｈ，３Ｈ，５Ｈ）－トリオン
（トリアリルイソシアヌレート）等の多官能アルケニル化合物、１－エチニルシクロヘキ
サノール、３，５－ジメチル－１－ヘキシン－３－オール等のアセチレンアルコール誘導
体などのヒドロシリル化反応遅延剤を、ポットライフの確保のために添加しても良い。
　本発明の歯科印象材用シリコーンエラストマー組成物には本発明の効果を損なわない範
囲で、（Ａ）成分、（Ｂ）成分及び（Ｃ）成分のアルケニル基含有オルガノポリシロキサ
ンや（Ｄ）成分のシリコーン樹脂以外のケイ素原子に結合したアルケニル基を含有するオ
ルガノポリシロキサンや、アルコキシシリル基を含有するアルコキシシラン系化合物、シ
ランカップリング剤、チタン系やジルコニウム系等の縮合触媒などを架橋補助剤として配
合しても良い。更に染料、顔料、離型剤、親水性付与剤等の配合も、本発明の効果を損な
わない範囲ならば可能である。これらの各任意成分は、一種単独で用いても二種以上を併
用しても良い。
【００３３】
　本発明の歯科印象材用シリコーンエラストマー組成物は、通常の混合攪拌器、混練器等
を用いて上記の各成分を溶解混合、均一分散することにより調製することができる。
【００３４】
　本発明の歯科印象材用シリコーンエラストマー組成物の硬化方法は特に限定されず、公
知の方法を適用することができる。例えば、本組成物を成形後、室温で放置する方法、患
者の口腔内で成形し、そのまま放置する方法、又は本組成物を成形後、５０～２００℃に
加熱する方法などが挙げられる。
【実施例】
【００３５】
　以下、実施例と比較例によりこの発明を具体的に説明するが、本発明は以下の実施例に
限定されるものではない。なお、配合量の単位は質量部である。重量平均分子量は、ゲル
パーミエーションクロマトグラフィーによるポリスチレン換算の値を示す。
【００３６】
　　［実施例１～７及び比較例１～６］
　歯科印象材用シリコーンエラストマー組成物の各例について、（Ａ）高粘度アルケニル
基含有オルガノポリシロキサン、（Ｂ）低粘度アルケニル基含有オルガノポリシロキサン
、（Ｃ）生ゴム状アルケニル基含有オルガノポリシロキサン、（Ｄ）シリコーン樹脂、（
Ｅ）オルガノハイドロジェンポリシロキサン、（Ｆ）ヒドロシリル化反応触媒、（Ｇ）充
填剤、（Ｈ）ヒドロシリル化反応遅延剤、それぞれの配合量を表１，２に示した。各組成
物は均一に混合撹拌、減圧脱泡して粘度を回転粘度計により測定した。
　プレス板上に、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）ライナー、厚さ２ｍｍの枠を重
ね、この枠内に上記の歯科印象材用シリコーンエラストマー組成物を流し込み、この上に
更にＰＥＴライナー、プレス板を積層して室温（２３℃）で５分間プレス成型した。二枚
のプレス板間からＰＥＴライナーごと硬化物を取り出し、ＰＥＴライナーを剥離して厚さ
２ｍｍのシリコーンエラストマー製透明シートを得た。これらについて、ＪＩＳ－Ｋ６２
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４９によるゴム硬度、引裂き強さ、切断時伸びと、全光線透過率を測定した。
【００３７】
実施例、比較例で使用した材料
（Ａ）高粘度アルケニル基含有オルガノポリシロキサン
Ａ－１　両末端ジメチルビニルシロキシ基封鎖ジメチルポリシロキサン
　　　　平均重合度：約１，１００（重量平均分子量＝約８０，０００）
　　　　粘度：約１００Ｐａ・ｓ
Ａ－２　両末端ジメチルビニルシロキシ基封鎖ジメチルポリシロキサン
　　　　平均重合度：約４５０（重量平均分子量＝約３３，０００）
　　　　粘度：約５Ｐａ・ｓ
Ａ－３　両末端トリメチルシロキシ基封鎖ビニルメチルシロキサン・ジメチルシロキサン
共重合体
　　　　平均重合度：約７５０（重量平均分子量＝約５６，０００）
　　　　粘度：約３０Ｐａ・ｓ
　　　　一分子当たりのアルケニル基数：５．３個
【００３８】
（Ｂ）低粘度アルケニル基含有オルガノポリシロキサン
Ｂ－１　両末端ジメチルビニルシロキシ基封鎖ジメチルポリシロキサン
　　　　平均重合度：約１８０（重量平均分子量＝約１３，０００）
　　　　粘度：約６００ｍＰａ・ｓ
Ｂ－２　両末端ジメチルビニルシロキシ基封鎖ジメチルポリシロキサン
　　　　平均重合度：約７０（重量平均分子量＝約５，０００）
　　　　粘度：約１００ｍＰａ・ｓ
Ｂ－３　両末端トリメチルシロキシ基封鎖ビニルメチルシロキサン・ジメチルシロキサン
共重合体
　　　　平均重合度：約１８０（重量平均分子量＝約１３，０００）
　　　　粘度：約７００ｍＰａ・ｓ
　　　　一分子当たりのアルケニル基数：２．７個
【００３９】
（Ｃ）生ゴム状アルケニル基含有オルガノポリシロキサン
Ｃ－１　両末端ジメチルビニルシロキシ基封鎖ビニルメチルシロキサン・ジメチルシロキ
サン共重合体
　　　　平均重合度：約８，０００（重量平均分子量＝約６００，０００）
　　　　一分子当たりのアルケニル基数：１０個
Ｃ－２　両末端ジメチルビニルシロキシ基封鎖ジメチルポリシロキサン
　　　　平均重合度：約８，０００（重量平均分子量＝約６００，０００）
【００４０】
（Ｄ）シリコーン樹脂
Ｄ－１　（ＣＨ3）3ＳｉＯ1/2単位、（ＣＨ2＝ＣＨ）（ＣＨ3）2ＳｉＯ1/2単位、ＳｉＯ4

/2単位の共重合体
　　　　ｍｏｌ比：（ＣＨ3）3ＳｉＯ1/2／（ＣＨ2＝ＣＨ）（ＣＨ3）2ＳｉＯ1/2／Ｓｉ
Ｏ4/2＝４０／１０／５０
　　　　一分子当たりのアルケニル基数：４．２個（重量平均分子量＝３，０００）
【００４１】
（Ｅ）オルガノハイドロジェンポリシロキサン
Ｅ－１　両末端ジメチルハイドロジェンシロキシ基封鎖ジメチルシロキサン・メチルハイ
ドロジェンシロキサン共重合体
　　　　粘度：１２ｍＰａ・ｓ
　　　　一分子当たりのＳｉＨ基数：８個（ＳｉＨ基含有量０．００６ｍｏｌ／ｇ）
Ｅ－２　両末端トリメチルシロキシ基封鎖ジメチルシロキサン・メチルハイドロジェンシ
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　　　　粘度：４５ｍＰａ・ｓ
　　　　一分子当たりのＳｉＨ基数：４５個（ＳｉＨ基含有量０．０１１ｍｏｌ／ｇ）
【００４２】
（Ｆ）ヒドロシリル化反応触媒
Ｆ－１　Ｐｔ－ジビニルテトラメチルジシロキサン錯体のＢ－１溶液
　　　　Ｐｔ濃度：１ｗｔ％
（Ｇ）充填剤
Ｇ－１　表面処理乾式シリカ　アエロジルＲ８２００（日本アエロジル製）
　　　　比表面積１６０±２５ｍ2／ｇ、平均１次粒子径１２ｎｍ
Ｇ－２　結晶性シリカ　クリスタライト５Ｘ（龍森製）
　　　　平均１次粒子径１．５μｍ
（Ｈ）ヒドロシリル化反応遅延剤
Ｈ－１　１，３，５，７－テトラメチル－１，３，５，７－テトラビニルシクロテトラシ
ロキサン
【００４３】
【表１】

【００４４】
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【表２】

※　（Ａ）成分、（Ｂ）成分、（Ｃ）成分及び（Ｄ）成分中のケイ素原子に結合したアル
ケニル基の数／（Ｅ）成分のケイ素原子に結合した水素原子の数
【００４５】
　本発明の範囲を満たす実施例１～７は、硬化前において歯科印象施術に適した粘度を有
し、硬化後における引裂き強度及び切断時伸びに優れ、かつ高透明な歯科印象材を与える
。
　（Ｇ）成分の配合量が本発明の範囲を満たさない比較例１では透明性が低くなるほか、
組成物の粘度が高くなりすぎて歯科印象施術の作業性に劣り、（Ｇ）成分の平均粒径が本
発明の範囲を満たさない比較例２では透明性が悪化する。
　（Ｂ）成分の配合量が本発明の上限を超える比較例３及び（Ｃ）成分の配合量が本発明
の下限を下回る比較例６では、組成物の粘度が低くなりすぎて歯科印象施術の作業性に劣
る。
　（Ｂ）成分の配合量が本発明の下限を下回る比較例５及び（Ｃ）成分の配合量が本発明
の上限を超える比較例４では、組成物の粘度が高くなりすぎて歯科印象施術の作業性に劣
り、硬化物の引裂き強度が低いものとなる。
【産業上の利用可能性】
【００４６】
　本発明の歯科印象材用シリコーンエラストマー組成物によれば、高透明性を達成した歯
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科印象材の提供が可能となり、これを使用した歯科印象施術に際し、歯科医師は歯列と歯
科印象材の位置関係の微調整や巻き込んだ気泡の除去等について、直接目視確認しながら
作業することができる。これは、歯科医師にとって非常に有用であるとともに、歯科印象
施術時間の短縮につながるため、患者にも利益を供与するものである。
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