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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　歯科用印象材料を製造するためキットであって、
　少なくとも１種のベース成分及び少なくとも１種の触媒成分を含み、
　前記ベース成分が、側鎖を有しない線状主鎖を有する重合性ポリエーテル材料、可塑剤
及び０．１重量％～１５重量％の流動性向上剤を含み、前記流動性向上剤は、エチレンオ
キシドとエチレンオキシドではない少なくとももう１つのアルキレンオキシドとのランダ
ムコポリエーテルであって、コポリマーが少なくとも約５０％のエチレンオキシドからの
構造成分を含み、前記流動性向上剤が、好ましくは、１００～１９００の範囲の分子量Ｍ

Ｗを有し、
　少なくとも１種の前記触媒成分が、少なくとも１つの重合性ポリエーテル材料の重合を
開始させ又は触媒するための、少なくとも１種の反応開始剤又は触媒又はその両方を含み
、
　前記ベース成分と前記触媒成分とが互いに独立して存在している、キット。
【請求項２】
　請求項１に記載のキットであって、
　前記ベース成分が、
　ａ）少なくとも１つのアジリジノ基を有するポリエーテルと、
　ｂ）少なくとも１つのオレフィン系不飽和基及び少なくとも１つのＳｉＨ基を有する化
合物を有するポリエーテルと、
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　ｃ）少なくとも１つのオレフィン系不飽和基及び少なくとも１つのＳｉＨ基を有するポ
リエーテルと、
　ｄ）少なくとも１つのアルコキシシリル基を有するポリエーテルと、
　ｅ）少なくとも１つのオレフィン系不飽和基を有するポリエーテルと、
からなる群から選択される、側鎖を有しない線状主鎖を有する少なくとも１つの重合性ポ
リエーテル材料を含む、キット。
【請求項３】
　前記流動性向上剤が、
　少なくとも２００の分子量及び少なくとも１つのＯＨ末端基を有する線状ランダムコポ
リマーと、
　１つ若しくは２つのＣ１～Ｃ４アルキルエーテル末端基、又は１つ若しくは２つのＣ１

～Ｃ４アルキルエステル末端基、又は１つのＣ１～Ｃ４アルキルエーテル末端基及び１つ
のＣ１～Ｃ４アルキルエステル末端基を有する、線状ランダムコポリマーと、からなる群
から選択される、請求項１または２に記載のキット。
【請求項４】
　前記流動性向上剤が、２３℃かつ１０１３２５Ｐａにて液体である、請求項１～３のい
ずれか一項に記載のキット。
【請求項５】
　前記印象材が、２つ以上のアジリジノ基を有する少なくとも１つのポリエーテルを含み
、かつポリエーテル主鎖がエチレンオキシドとプロピレンオキシドとのコポリマー又はエ
チレンオキシドとブチレンオキシドとのコポリマーである、請求項１～４のいずれか一項
に記載のキット。
【請求項６】
　２つ以上のアジリジノ基を有するポリエーテルが、３，０００超の分子量ＭＷを有する
、請求項５に記載のキット。
【請求項７】
　前記印象材が、少なくとも１つのオレフィン系不飽和基を有する少なくとも１つのポリ
エーテル及び少なくとも１つのＳｉＨ基を有する少なくとも１つの化合物又は少なくとも
１つのオレフィン系不飽和基及び少なくとも１つのＳｉＨ基を有するポリエーテルを含み
、少なくとも１つのポリエーテルのポリエーテル主鎖が、エチレンオキシドとプロピレン
オキシドとのコポリマー又はエチレンオキシドとテトラヒドロフランとのコポリマーであ
るポリマー主鎖を有する、請求項１～５のいずれか一項に記載のキット。
【請求項８】
　前記印象材が、ＲＯＭＰによって重合可能な少なくとも１つのオレフィン系不飽和基を
有する少なくとも１つのポリエーテルを含み、少なくとも１つのポリエーテルのポリエー
テル主鎖が、エチレンオキシドとプロピレンオキシドとのコポリマー又はエチレンオキシ
ドとテトラヒドロフランとのコポリマーであるポリマー主鎖を有する、請求項１～５のい
ずれか一項に記載のキット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（発明の分野）
　本発明は、硬化性ポリエーテル類をベースにした調製物及び歯科用材料、特に印象材の
製造におけるそれらの使用に関する。
【０００２】
　（関連出願の相互参照）
　本出願は、欧州特許出願第０６０１５８３０．０号（２００６年６月２８日出願）に対
する優先権を主張する。
【背景技術】
【０００３】
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　好適な印象材を使用して、患者の口の内部で特定の特徴を持つ印象材を作製することは
、ぴったりフィットする義歯、クラウン（crown）及びブリッジ（bridge）、インレイ（i
nlay）及びオンレイ（onlay）の製造のための必要条件である。既知の印象材のうちで、
アジリジノポリエーテル類をベースにした材料は、それらが本来的に親水性でありかつ硬
化状態で流動性であるがゆえに優れており、その結果、高精度の印象材が得られる。
【０００４】
　患者の口の中での歯の状況の印象材を取ることは通常、用いた印象材を、このような高
精度の印象材とする必要があり、このような印象材の特徴を向上させるために多くの努力
がなされてきた。しかし、これらの試みのほとんどは、例えば、印象材の硬化時間、流動
性又は親水性を変更することによって、取得した印象材の精度向上を目的とするものであ
った。
【０００５】
　欧州特許第０　４８０　２３８　Ａ１号は、重付加反応によって硬化される親水性歯科
用印象材に関する。
【０００６】
　ＰＣＴ国際公開特許ＷＯ　２００４／０５８１９６Ａ１は、ポリビニルシロキサン及び
界面活性剤を含む歯科用印象材に関し、該界面活性剤は湿潤性を組成物へ付与し、約１５
秒後に材料が水との表面接触角約１０度未満を有するようにする。
【０００７】
　欧州特許第０　２６８　３４７　Ａ１号（カナダ特許第１２９４９４６号に対応）は、
好ましくは親水性界面活性剤を含有する触媒ペーストを含む、ポリビニルシロキサンエラ
ストマーをベースにした２成分歯科用印象材に関する。
【０００８】
　米国特許第４，８７７，８４５号は、末端アルカニル基を有する不飽和ポリエーテル、
末端ポリオルガノシロキサン残基類を有する直鎖又は分枝鎖シロキサン置換ポリエーテル
及び少なくとも２つのＳｉＨ基を分子内に含む硬化性組成物に関する。
【０００９】
　米国特許第５，８５９，８１２号は、非分枝又は分枝シロキサン置換ポリエーテルを含
有することができる添加架橋ポリエーテル印象材に関する。
【００１０】
　米国特許第２００３／１０９５９６号において、環式ポリエーテル内容物を５．０重量
％未満で有するポリエーテル系調製物を使用して、歯科用印象材の除去性及び石こう模型
の離型性を向上することができること並びにそれらの使用について記載されている。
【００１１】
　ＰＣＴ国際公開特許ＷＯ　０２／４３６７０は、温度感度を低減させた歯科用化合物類
に関する。記載された成分は、１，０００個の炭素原子及び酸素原子当たり、１０～２５
０個のメチル側基を有するポリエーテル部分を含有する。
【００１２】
　先行技術で既知の印象材の欠点は、未硬化の塊の取扱いが満足できるものではなかった
ことであり、これは歯科医に対して個々のペーストの形態で、通常はベースペースト及び
触媒ペーストで提供される。特に、タイプ１、２又は３の材料を処理する場合（用語は、
ＩＳＯ４８２３：２０００に従う）、ベースペーストと触媒ペーストとを混合する場合、
手動ギアにてペーストを混合しようとする場合、複雑な電動混合ギア又は強い力の使用の
いずれかを多くの場合必要とする。時には、歯科作業を行う人間は、ペーストを手動で混
合するために必要な力を提供するのが困難である。
【００１３】
　手動混合ギアの使用が便利であると分かっているので、歯科用材料、特に２つ以上の成
分の形態で、特に２成分ダブルシリンジのためのディスペンサーなどの一般的手動ディス
ペンサーによって混合することができるベースペースト及び触媒ペーストの形態で提供さ
れる印象材を製造するためには、硬化性ポリエーテル類をベースにした調製物を有するの
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が好ましい。従って、手動式ディスペンサーによって分配することができる印象材の必要
性がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　しかし、手動式ディスペンサーでの使用に適合する材料は、患者の口の中の歯の状況か
らの高精度の印象材を可能にするという点に関して、欠点を示してはならない。従って、
更に、手動式ディスペンサーによって分配することができるにもかかわらず、許容可能な
機械的特性及び良好な長期安定性に加えて、未硬化状態での許容可能な性質を有する印象
材への必要性がある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　この問題は、本発明によって提供された、調製物及びそれから製造された歯科用材料に
よって解決される。
【００１６】
　本発明は、
　ａ）少なくとも１つのアジリジノ基を有するポリエーテルと、
　ｂ）少なくとも１つのオレフィン系不飽和基及び少なくとも１つのＳｉＨ基を有する化
合物を有するポリエーテルと、
　ｃ）少なくとも１つのオレフィン系不飽和基及び少なくとも１つのＳｉＨ基を有するポ
リエーテルと、
　ｄ）少なくとも１つのアルコキシシリル基を有するポリエーテルと、
　ｅ）少なくとも１つのオレフィン系不飽和基及び金属カルベンを有するポリエーテルと
からなる群から選択される重合性ポリエーテル材料、
　及び約０．１重量％～約１５重量％のエチレンオキシドのランダムコポリエーテル（ra
ndom copolyether）及びエチレンオキシドではない少なくとももう１つのアルキレンオキ
シド、流動性向上剤（fluidity improver）としてのエチレンオキシドからの構造成分を
少なくとも約５０％含むコポリマーを含む歯科用印象材に関する。
【００１７】
　流動性向上剤はテンサイド（tenside）でないことが好ましい場合があり、かつ流動性
向上剤が主として線状ポリマー主鎖を有する場合、場合によってはそれが好都合であるこ
とが判明しており、これが好ましい。流動性向上剤は、約１００～約３，８００未満の分
子量Ｍｗを有することができる。本発明の別の実施形態では、流動性向上剤は、少なくと
も約２００の分子量及び少なくとも１つのＯＨ末端基を有する線状ランダムコポリマーで
ある。
【００１８】
　流動性向上剤は、１以上の次の特徴を有する場合、更に好都合であり得る。
　－　流動性向上剤は、エチレンオキシド及びプロピレンオキシド若しくはブチレンオキ
シド又はそれらの混合物をベースにした反復基を含む。
　－　流動性向上剤は、１つ若しくは２つのＣ１～Ｃ４アルキルエーテル末端基、又は１
つ若しくは２つのＣ１～Ｃ４アルキルエステル末端基、又は１つのＣ１～Ｃ４アルキルエ
ーテル末端基及び１つのＣ１～Ｃ４アルキルエステル末端基を有する、線状ランダムコポ
リマーである。
　－　流動性向上剤は、エチレンオキシド及びプロピレンオキシド又はエチレンオキシド
及びブチレンオキシドからの線状ランダムコポリマーである。
　－　流動性向上剤は、２３℃かつ１０１３２５Ｐａにて、液体である。
【００１９】
　本発明による歯科用印象材は、好ましくは流動性向上剤を、全組成物を基準として、約
０．５重量％～約１２重量％の量で含むことができる。
【００２０】
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　流動性向上剤を含む歯科用材料の初期接触角は、流動性向上剤を用いない同一歯科用材
料の初期接触角より、好ましくは少なくとも約８％少ない。
【００２１】
　一実施形態では、本発明による歯科用印象材は、好ましくは２つ以上のアジリジノ基を
有する少なくとも１つのポリエーテルを含み、ポリエーテル主鎖は、エチレンオキシドと
プロピレンオキシドとのコポリマー又はエチレンオキシドとブチレンオキシドとのコポリ
マーである。本発明による歯科用印象材内の場合、２つ以上のアジリジノ基を有するポリ
エーテルは、約３，０００超の分子量Ｍｗを有するか、あるいは印象材が２つ以上のオレ
フィン系不飽和基を有する少なくとも１つのポリエーテルを含み、かつポリエーテル主鎖
がエチレンオキシドとプロピレンオキシドとのコポリマー又はエチレンオキシドとブチレ
ンオキシドとのコポリマーであることが、好ましいことがあり得る。
【００２２】
　別の実施形態では、本発明による歯科用印象材は、少なくとも１つのオレフィン系不飽
和基を有する少なくとも１つのポリエーテル及び少なくとも１つのＳｉＨ基を有する少な
くとも１つの化合物又は少なくとも１つのオレフィン系不飽和基を有するポリエーテル及
び少なくとも１つのＳｉＨ基を含み、そして、少なくとも１つのポリエーテルのポリエー
テル主鎖が、エチレンオキシドとプロピレンオキシドとのコポリマー又はエチレンオキシ
ドとブチレンオキシドとのコポリマーであるポリマー主鎖を有する。
【００２３】
　本発明による歯科用印象材は、触媒、可塑剤、充填剤、柔軟剤、染料、顔料、溶媒、消
毒剤、希釈剤（thinner）、香味剤、着臭剤、レオロジー添加剤（rheological additive
）、乳化剤、又は安定剤からなる群から選択される、１種以上の補助剤を含有することが
できる。
【００２４】
　本発明による歯科用印象材は、少なくとも２種の個々の成分として供給されることが好
ましい場合もあり得る。歯科用印象材が、２つの個々の成分で供給される場合、成分の１
つはベースペーストであり、１つの成分が触媒ペーストであることが好ましく、該ベース
ペーストは、
　ａ）少なくとも１つのアジリジノ基を有するポリエーテルと、
　ｂ）少なくとも１つのオレフィン系不飽和基及び少なくとも１つのＳｉＨ基を有する化
合物を有するポリエーテルと、
　ｃ）少なくとも１つのオレフィン系不飽和基及び少なくとも１つのＳｉＨ基を有するポ
リエーテルと、
　ｄ）少なくとも１つのアルコキシシリル基を有するポリエーテルと、
　ｅ）少なくとも１つのオレフィン系不飽和基を有するポリエーテルと、からなる群から
選択される少なくとも１つの重合性ポリエーテル材料を含有し、
　該触媒ペーストが、少なくとも１つの重合性ポリエーテル材料の反応を開始させ又は触
媒するための、少なくとも１種の反応開始剤又は触媒又はその両方を含有する。
【００２５】
　本発明による歯科用材料が、２成分にて存在する場合、１つはベースペーストであり、
もう１つは触媒ペーストであり、流動性向上剤がベースペースト又は触媒ペースト内にあ
るいはベースペースト及び触媒ペースト内に含有されている。ベースペーストは、好まし
くは約４０重量％～約７０重量％の少なくとも１種の重合性ポリエーテル材料、約０．１
１重量％～約６０重量％の流動性向上剤又は２種以上の流動性向上剤の混合物、及び０～
約５９．８９重量％の補助剤を含み、該ベースペーストは、触媒ペーストと共に、約１：
９～約９：１の比で混合される。触媒ペーストは、好ましくは約０．０１重量％～約３０
重量％の反応開始剤又は触媒あるいは両方、０～約６０重量％の充填剤又は２種以上の充
填剤の混合物、０～約９９．９９重量％の流動性向上剤又は２種以上の流動性向上剤の混
合物、及び０～約９９．９９重量％の補助剤を含み、該ベースペーストは、触媒ペースト
と共に、約１：９～約９：１の比で、好ましくは約１：１～約５：１の比で混合される。
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【００２６】
　本発明はまた、本発明による歯科用印象材を硬化させることにより得ることが可能な硬
化歯科用印象材にも関する。
【００２７】
　本発明の更なる態様は、歯科用印象材を得るための方法に関し、ここで、
　Ａ）重合性ポリエーテル材料であって、
　　ａ）少なくとも１つのアジリジノ基を有するポリエーテルと、
　　ｂ）少なくとも１つのオレフィン系不飽和基及び少なくとも１つのＳｉＨ基を有する
化合物を有するポリエーテルと、
　　ｃ）少なくとも１つのオレフィン系不飽和基及び少なくとも１つのＳｉＨ基を有する
ポリエーテルと、
　　ｄ）少なくとも１つのアルコキシシリル基を有するポリエーテルと、
　　ｅ）少なくとも１つのオレフィン系不飽和基及び金属カルベンを有するポリエーテル
とからなる群から選択される、重合性ポリエーテル材料と、
　Ｂ）約０．０１重量％～約１５重量％のエチレンオキシドのランダムコポリエーテル及
びエチレンオキシドではない少なくとももう１つのアルキレンオキシド、少なくとも約５
０％のエチレンオキシドからの構造成分を流動性向上剤として含むコポリマーと、
　所望により、触媒、可塑剤、充填剤、柔軟剤、染料、顔料、溶媒、消毒剤、希釈剤、香
味剤、着臭剤、レオロジー添加剤、乳化剤、又は安定剤からなる群から選択される、１種
以上の補助剤と、を混合する。
【００２８】
　本発明の別の実施形態では、成分は、ベースペースト及び触媒ペーストにて、混合前に
又は手動式ディスペンサーによって混合されてあるいはその両方で供給される。
【００２９】
　更なる態様では、本発明は、哺乳類又は人間（患者）の歯科用印象を得るための方法に
関し、本発明による歯科用印象材又は本発明により得られる歯科用印象材は、患者の口の
中の箇所へ投与され、歯科用印象材として機能させ、少なくとも部分的に硬化させ、該歯
科的印象材は患者の口から回収される。印象材は、好ましくは患者の口の中の箇所に接触
し残され、約１分間～約１０分間印象材として機能させ、患者の口から回収した後、洗浄
又は消毒又はその両方を行う。
【００３０】
　本発明はまた、哺乳類又は人間（患者）の口の中の歯の状況の石こう模型を調製する方
法にも関し、本発明に従って歯科用印象材を取り、該歯科用印象材を石こうで充填して、
硬化させ、該歯科用印象材から回収される。
【００３１】
　本発明の別の態様は、哺乳類又は人間の口から歯科用印象材を取るための歯科用印象材
の使用であって、
　ａ）少なくとも１つのアジリジノ基を有するポリエーテルと、
　ｂ）少なくとも１つのオレフィン系不飽和基及び少なくとも１つのＳｉＨ基を有する化
合物を有するポリエーテルと、
　ｃ）少なくとも１つのオレフィン系不飽和基及び少なくとも１つのＳｉＨ基を有するポ
リエーテルと、
　ｄ）少なくとも１つのアルコキシシリル基を有するポリエーテルと、
　ｅ）少なくとも１つのオレフィン系不飽和基及び金属カルベンを有するポリエーテルと
、からなる群から選択される重合性ポリエーテル材料、
　及び約０．１重量％～約１５重量％のエチレンオキシドのランダムコポリエーテル及び
エチレンオキシドではない少なくとももう１つのアルキレンオキシド、少なくとも約５０
％のエチレンオキシドからの構造成分を流動性向上剤として含むコポリマー、を含む歯科
用印象材の使用である。
【００３２】
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　本発明について、より詳細に説明する。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　本明細書において、「組成物」とは、２種以上の化合物の混合物であると理解される。
本明細書において、用語「重合性」及び「硬化性」とは、取り換え可能に使用され、両方
とも重合反応による高分子量の材料の形成に関連する。
【００３４】
　本明細書による「重合反応」とは、一般に、重付加反応（polyaddition reaction）又
は重縮合反応又はメタセシス反応（metathesis reaction）であることが可能である。
【００３５】
　本明細書では、用語「分子量」とは、確定分子量の標準に対してゲル透過クロマトグラ
フィー（ＧＰＣ）によって、個々の部類のポリマーについて通常決定されるような、分子
量の重量平均を指す。好適な測定法は、当業者にとって既知である。
【００３６】
　更に、重合ポリオールの、分子量及び分子量分布の決定は、例えば、末端基の同定を例
えば核磁気共鳴（ＮＭＲ）法によって実施可能である。また、分子量の測定及び重合ポリ
オールの分子量の分配に適しているのは、例えばホーベン－ヴェイル（Houben-Weyl）の
「有機化学の方法（Methoden der organischen Chemie）」（１４／２、１７ページ、ゲ
オルグ・チーメ出版社（Georg Thieme Verlag）、シュツットガルト、１９６３年）に記
載されていているように、ヒドロキシル値の測定である。ＡＳＴＭ　Ｄ２８４９－方法Ｃ
に記載されている処置もまた適している。
【００３７】
　有機ジオールの、分子量（Ｍｗ及びＭｎ）及び分子量分布を同定するための特に好適な
方法は、例えば、８×３００ｍｍのカラム寸法及び粒径５μｍを有するカラムの組み合わ
せＰＳＳ　ＳＤＶ１０，０００オングストローム＋ＰＳＳ　ＳＤＶ５００オングストロー
ム＋ＰＳＳ　ＳＤＶ１００オングストロームを使用したＧＰＣによって実施することがで
きる。プレカラム（pre-column）として、８×５０ｍｍのカラム寸法及び粒径１０μｍを
有するＰＳＳ　ＳＤＶ１００オングストロームが使用される。１．０ｍＬ／分の流速で、
２００ｐｐｍのイオノールによって安定化されるＴＨＦは、特に移動相として好適である
。検出器として、屈折率（ＲＩ）検出器が使用され；試料（移動相中で１％ｗ／ｗの重さ
）のための注入容量は１００μＬである。標準溶液として、ポリスチレン標準シリーズ（
移動相中で０．１％ｗ／ｗの重さ）が使用される。評価は、溶出されたポリスチレン標準
シリーズの容量によって溶出される試料の容量の比較によって、自動の評価用モジュール
（ターボＳＥＣソフトウェア（TurboSEC Software））を使用する相対的なＧＰＣの原理
により実行される。Ｍｎ、Ｍｗ及び多分散性が評価される。
【００３８】
　本発明による「重合性ポリエーテル」材料は、少なくとも２つのエステル結合を分子内
に含む任意の材料であることができる。一般に、任意の、必要量のエーテル基を有するオ
リゴマー又はポリマー材料を、本発明による重合性ポリエーテル材料のオリゴマー主鎖又
はポリマー主鎖のために使用することができる。
【００３９】
　一実施形態では、重合性ポリエーテルは、主鎖からぶら下がる側鎖、特にメチル基、エ
チル基又はプロピル基を含む非反応性側鎖を有しない線状主鎖を有する。即ち、重合性ポ
リエーテルの主鎖は、主として－ＣＨ２－などの基及びＮ、Ｏ及びＳを包含するヘテロ原
子を含む。主鎖は、重合性基を有する重合性ポリエーテルの一部として定義される。
【００４０】
　本発明による重合性ポリエーテル材料のポリマー主鎖は、重縮合により得られる主鎖で
あることができ、以下で重縮合生成物と呼ばれる。原則として、重付加法又は重縮合法に
よって調製可能な全てのポリマーは、それらが歯科用材料としての好ましい使用に関する
組成物の必要条件を満たすのであれば、本発明との関係において重縮合生成物として好適
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である。例えば、好適な重縮合生成物は、ポリエステル、ポリアセタール又はポリシロキ
サンである。
【００４１】
　既知のさまざまに構成されたポリエステルのうち、ジカルボン酸のジオールとの重縮合
により又はオキシカルボン酸の重縮合により得ることが可能なもの及びほぼ線状の構造体
を有するようなものが、出発材料の調製のために特に好ましい。少量の三官能性若しくは
四官能性アルコール類又はカルボン酸を重縮合中に併用することが可能であり、多くの場
合、歯科用材料としてのそれらの使用に関して、ポリエステルから得ることが可能な組成
物の機械的特性の点で更に有利である。
【００４２】
　多数のポリオールは、上記のポリエステルの調製のためのポリオールとして使用するこ
とができる。例えば、それらは１分子当たり２～４個のＯＨ基を有する脂肪族アルコール
である。ＯＨ基は、一級又は二級のどちらであってもよい。好適な脂肪族アルコールとし
ては、例えば、エチレングリコール、プロピレングリコール、１，４－ブタンジオール、
１，５－ペンタンジオール、１，６－ヘキサンジオール、１，７－ヘプタンジオール、１
，８－オクタンジオール、及び同業者が炭化水素鎖を１つのＣＨ２基のステップにおいて
段階的に延長することによって、又は炭素鎖に分枝を導入することによって得るような、
その高同族体又は異性体が挙げられる。例えば、グリセロール、トリメチロールプロパン
、ペンタエリスリトールなどの高機能性アルコール類も適しており、上述の物質のオリゴ
マーエーテル類単独又は２種以上のエーテル類との混合物もまた適している。
【００４３】
　アルキレンオキシドと低分子量多官能アルコールとの反応生成物、いわゆるポリエーテ
ルもまた、ポリオールとして使用することができる。アルキレンオキシドは、好ましくは
２～４個の炭素原子を有する。例えばエチレングリコール、プロピレングリコール、エチ
レンオキシドを有するブタンジオール又はヘキサンジオール、プロピレンオキシド又はブ
チレンオキシド、又はこれらのうちで２つ以上のものの混合物が、好適である。更に、多
官能性アルコールの反応生成物、例えばグリセロール、トリメチロールエタン若しくはト
リメチロールプロパン、ペンタエリスリトール若しくは糖アルコール、又はこれらのうち
で２つ以上のものと、前述のアルキレンオキシド、発泡ポリエーテルポリオールとの混合
物もまた好適である。
【００４４】
　適切なポリエーテルは、反応性水素原子を有する出発化合物と、アルキレンオキシド、
例えばエチレンオキシド、プロピレンオキシド、ブチレンオキシド、スチレンオキシド、
テトラヒドロフラン若しくはエピクロロヒドリン、又はそれらの２つ以上の混合物との反
応によって、当業者にとって既知の方法でもたらされる。
【００４５】
　好適な出発化合物は、例えば、水、エチレングリコール、１，２－プロピレングリコー
ル若しくは１，３－プロピレングリコール、１，４－ブチレングリコール若しくは１，３
－ブチレングリコール、１，６－ヘキサンジオール、１，８－オクタンジオール、ネオペ
ンチルグリコール、１，４－ヒドロキシメチルシクロヘキサン、２－メチル－１，３－プ
ロパンジオール、グリセロール、トリメチロールプロパン、１，２，６－ヘキサントリオ
ール、１，２，４－ブタントリオール、トリメチロールエタン、ペンタエリスリトール、
マンニトール、ソルビトール、又はこれらのうちで２つ以上のものの混合物である。
【００４６】
　適切なポリエステルの調製のためには、例えば、コハク酸、アジピン酸、スベリン酸、
アゼライン酸、セバシン酸、フタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸、トリメリット酸、
無水フタル酸、テトラヒドロフタル酸無水物、ヘキサヒドロフタル酸無水物、無水テトラ
クロロフタル酸、エンドメチレンテトラヒドロフタル酸無水物、グルタル酸無水物、マレ
イン酸、無水マレイン酸、フマル酸、脂肪酸二量体又は脂肪酸三量体又はこれらのうちで
２つ以上のものの混合物が好適である。必要に応じて、少量の単官能脂肪酸が、反応混合
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物内に存在してよい。不飽和ジカルボン酸、例えば、マレイン酸又はフマル酸及び芳香族
ジカルボン酸、例えばフタル酸異性体、例えばフタル酸、イソフタル酸又はテレフタル酸
も、同様に好適である。トリカルボン酸としては、例えば、クエン酸又はトリメリット酸
が好適である。前述の酸類は、単独で使用しても、あるいはこれらのうちで２つ以上のも
のの混合物の形態で使用されてもよい。
【００４７】
　ポリエステルは、必要に応じて、少ない割合のカルボキシル末端基を有してよい。また
、ラクトン、例えば、ε－カプロラクトン又はヒドロキシカルボン酸、例えば、ω－ヒド
ロキシカプロン酸から得ることが可能なポリエステルが使用されてもよい。
【００４８】
　ポリアセタールもまた、ポリオール縮合生成物として好適である。ポリアセタールは、
ホルムアルデヒドと共にグリコール、例えば、ジエチレングリコール若しくはヘキサンジ
オール又はこれらの混合物から得ることが可能な化合物であると考えられている。本発明
との関係において使用可能なポリアセタールはまた、環式アセタールの重合により得ても
よい。
【００４９】
　原則として、歯科用材料としての使用に好ましい材料特性の点からの必要条件を満たす
全てのポリシロキサンが、ポリシロキサンとして好適である。しかし、本発明との関係に
おいては、例えば、独国特許出願公開第１００　２６　８５２　Ａ１号（米国特許第６，
８６７，２４６号に対応）の２ページ５５行目～８ページ２０行目に記載の、アジリジノ
基を担持しているポリシロキサンのポリシロキサン基本構造が特に好ましい。前述の記載
の開示は、本明細書の開示の一部として考えられる。
【００５０】
　歯科用材料としての使用に好ましい組成物の必要条件を満たすのであれば、重付加法に
より調製することができる全てのポリマーが、基本的には本発明との関係において重付加
生成物として好適である。好適な重付加生成物は、例えば、ポリウレタン又はポリエーテ
ルである。
【００５１】
　原則として、ポリオール又はポリカルボン酸とイソシアネートとの反応により調製する
ことができる全てのポリマーは、ポリウレタンとして好適である。適切な調製法は、当業
者にとって既知であり、好適なポリオールは、本明細書との関係において上記ポリエステ
ル調製のための出発物質として記載済みである。
【００５２】
　本発明の好ましい実施形態との関係では、本発明による組成物の成分としては、重付加
生成物が使用され、これらは、好ましくはポリエーテルである。
【００５３】
　原則として、歯科用材料としての使用に好ましい材料特性の点からの必要条件を満たす
全てのポリエーテル化合物が、ポリエーテルとして好適である。例えば、本明細書中にて
上述した、それらの調製のための好適なポリエーテル及びプロセスが記載されている。特
に好適なものは、エチレンオキシド、１，２－プロピレンオキシド、１，２－ブチレンオ
キシド若しくはテトラヒドロフランの重付加により得ることが可能なポリエーテル化合物
、又は好適な出発化合物及び好適な触媒を用いた前述の化合物のうちの２つ以上の混合物
である。
【００５４】
　しかしながら、本発明との関係においては、１，２－プロピレングリコールから誘導さ
れる少なくとも１つの繰り返し単位の成分をポリエーテル鎖内に有するポリエーテル化合
物が特に好ましい。それゆえに、本発明による組成物中に含有される、アジリジノ基担持
ポリマーのための基本ポリエーテル・フレームワーク（basic polyether framework）と
しては、例えば、ポリプロピレングリコール若しくはエチレングリコール／プロピレング
リコールコポリマー若しくはテトラヒドロフラン／プロピレングリコールコポリマー若し
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くはテトラヒドロフラン／エチレングリコールコポリマー又はこれらのうちで２つ以上の
ものの混合物、特にポリプロピレングリコール若しくはエチレングリコール／プロピレン
グリコールコポリマー若しくはテトラヒドロフラン／エチレングリコールコポリマーが好
適である。
【００５５】
　例えば、テトラヒドロフランとエチレンオキシドとを、約１０：１～約１：１、好まし
くは約３：１のモル比で、強酸、例えば、三フッ化ホウ素エーテラートの存在下で共重合
することにより調製されるポリエーテルポリオールが、好適である。
【００５６】
　重合性ポリエーテル材料の調製のために使用可能なポリエーテルポリオールは、平均し
て少なくとも２個のヒドロキシル基を有することができるが、１分子当たり約２０個以下
のヒドロキシル基、例えば、平均して約３個、約４個、約５個、約８個、約１０個又は約
１５個のヒドロキシル基を有してもよい。
【００５７】
　ポリエーテルポリオールの分子量（Ｍｎ）は通常、約６００グラム／モル～約２０，０
００グラム／モルの範囲内、好ましくは約１，０００グラム／モル～約１０，０００グラ
ム／モルの範囲内である。
【００５８】
　異なるモノマーをベースにしたポリマー内の構造単位の分布は、ランダムに又はブロッ
クにて組織化されることができる。
【００５９】
　更に、好適なポリエーテルが、独国特許出願公開（DE PS）第１　７４５　８１０号（
米国特許第３，４５３，２４２号に対応）に記載されており、その点に関する開示は、本
明細書の開示の一部として考えられる。
【００６０】
　本発明に従って使用される重合性ポリエーテル材料は一般に、上記のように重合反応に
よって重合することができる任意の官能基を含むことができる。本発明による印象材が、
例えば、
　－　反応開始剤としてのスルホニウム塩を有するカチオン開環重合によって、
　－　酸類及び／又は反応開始剤としての酸類の塩類との縮合反応によって、
　－　反応開始剤としての白金化合物とのヒドロシリル化反応によって、あるいは
　－　反応開始剤としての金属カルベンとの開環メタセシス反応によって、硬化性である
ポリエーテル化合物を含むことが好ましい可能性がある。
【００６１】
　アジリジノポリエーテル類
　本発明の更に別の態様では、重合性ポリエーテルは、平均して少なくとも２個のアジリ
ジノ基（以下、アジリジノポリエーテル類と称する）を担持する。
【００６２】
　用語「平均して」とは、本明細書との関係では、多数の、アジリジノポリエーテル化合
物の混合物は、２個未満のアジリジノ基を有する化合物とまた２個超のアジリジノ基を有
する化合物の両方を含んでよいが、成分Ｚ１の化合物の完全性について見た場合、全分子
の平均官能性は、アジリジノ基に関して２以上であると解釈される。
【００６３】
　重付加生成物又は重縮合生成物の上記全てのタイプは、当業者に既知の任意の所望の後
続反応によってアジリジノ基と共に提供されることができる。例えば、適切なポリマー内
へ、好適なアジリジン誘導体と順次反応可能な置換基をまず導入することが可能である。
【００６４】
　アジリジノ基を有するポリマーを提供するための好適で可能な方法は、例証として、独
国特許出願公開（DE PS）第１　７４５　８１０号又は同第１００　２６　８５２　Ａ１
号に記載されており、これらは参照として本明細書に明確に組み込まれ、その開示は、ア
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ジリジノ基を有する機能化ポリマーとの関係で、本明細書の開示の一部であると理解され
る。
【００６５】
　好適なアジリジノポリエーテルは、アジリジノ基を末端にて又は側面にて、あるいは末
端にてかつ側面にて担持することができるが、好ましくは末端にて担持することができる
。
【００６６】
　アジリジノポリエーテルは、好ましくは、約１０Ｐａ・ｓ～約５００Ｐａ・ｓの動的粘
度η、特に約１５Ｐａ・ｓ～約３００Ｐａ・ｓ（２３℃、フォルツハイムのボーリン・イ
ンストゥルメンツ社（Bohlin Instruments GmbH Pforzheim）からのＣＶＯ　１２０　Ｈ
Ｒタイプの回転粘度計によって、２３℃、板の直径が２０ｍｍの板－板形状、又は板－円
すい形状、せん断速度２０ｓ－１で測定された）を有するべきである。好ましい粘度範囲
は、２３℃にて、約２０Ｐａ・ｓ～約１８０Ｐａ・ｓである。
【００６７】
　アジリジノ当量は、約２５０グラム／等量～約２５，０００グラム／等量、特に約４０
０グラム／等量～約１０，０００グラム／等量であるべきである。
【００６８】
　本発明にて使用可能な重合性ポリエーテルは、１つのタイプのみのアジリジノポリマー
を含んでよい。しかし、２つ以上の異なるタイプのアジリジノポリマー、例えば３つ、４
つ、又は５つの異なるタイプを含むことが可能である。
【００６９】
　本発明との関係においては、「ポリマーのタイプ」とは、選択された反応条件下での選
択されたモノマーの重付加反応又は重縮合反応又はメタセシス反応によって得られるポリ
マーであると理解される。従って、ポリマーのタイプは、選択された反応条件に応じて、
異なる化学構造及び異なる分子量のポリマー分子を含むことができる。しかし、同一モノ
マー組成物を使用して、同一反応条件下にて、実施された２種の反応によって、本発明で
は、同一タイプのモノマーが常に得られる。同一のモノマーを使用するが異なる反応状態
の下で実行される２種の反応により、同一のタイプのポリマーが得られるが、これは必須
でなくてよい。その中の重要な要因は、化学構造、分子量及び測定可能な更なるパラメー
タ（材料特性に関連する）に関して、特定可能な差があるかどうかである。異なるモノマ
ー組成物を使用して実施される２つの反応によって、本発明では、異なるタイプのポリマ
ーが常に得られる。
【００７０】
　上述したアジリジノポリマーは通常、調製過程にてそれらが得られる形態にて使用する
ことが可能であるが、それらはまた特に明るい色でかつ高品質の生成物を得るために精製
されてもよい。その目的のために、慣習的方法、例えば、濾過（所望により溶液にして、
珪藻土、酸化アルミニウム上にて）、イオン交換装置による処理、水、水性アルコール、
食塩水などを使用した、有機溶剤中での溶液の洗浄、かつまた、所望により、例えば、芳
香族溶媒又はアルコールから繰り返し再沈殿させることを考慮する。更に、通常の方法で
分留することによって、精製効果を得ることができる。加えて、結果として、より均一な
分子量を有する生成物を得ることが可能である。
【００７１】
　本発明による歯科用材料は、基本フレームワークとして、調製方法に関係なく、ポリエ
ーテル、好ましくはポリテトラヒドロフラン（ポリ－ＴＨＦ）をベースにしたポリエーテ
ル、又はプロピレングリコール／エチレングリコールコポリマー、又はエチレングリコー
ル／テトラヒドロフランコポリマーを有する少なくとも１つのアジリジノポリマーを含む
。
【００７２】
　更なる好適なポリアジリジノ化合物は、例えば、独国特許出願公開第１５４４８３７号
の３～１４ページ（米国特許第３，４５３，２４２号に対応）に記載されている。
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【００７３】
　トリアルキルスルホニウム塩は、例えば、米国特許第４，１６７，６１８号（例えば、
カラム２、ライン３６～カラム４、ライン３２及び実施例）に記載されているように、反
応開始剤物質として特に適している。前述のトリアルキルスルホニウム塩は、本明細書の
開示の一部として理解されている。
【００７４】
　独国特許出願公開第９１４，３２５号の特許明細書において、反応開始剤物質としての
、オキソニウム、アンモニウム及びスルホニウム塩の使用が提案されており（例えば：２
ページ７７行目～３ページ１００行目及び実施例）、そこに記載されている反応開始剤物
質は、同様に本明細書の開示の一部であると考えられる。
【００７５】
　米国特許出願第２００３／０１５３７２６号において、ほんの低い酸価を触媒成分に付
与し、かつ直ちに調整されることが可能な反応開始剤が記載されており、基本成分及び触
媒成分の混合後に、比較的長い処理時間が実行された。その中で言及される化合物は明確
に参照され、その中で言及される開始剤物質は、同様に本明細書の開示の一部と考えられ
る。
【００７６】
　米国特許第４，１７６，６１８号に記載の反応開始化合物もまた好適である。反応開始
剤物質に関するその刊行物の開示は、本明細書の開示の一部と考えられる。
【００７７】
　このタイプの反応開始剤系が、本発明による基本成分を必要な速度で硬化させるのに適
している。それらを使用することによって、弾力的固体の所望の性質を達成することがで
きる。
【００７８】
　米国特許第６，８９４，１４４　Ａ１号は、増大した伸張性によって区別される改良さ
れた触媒成分を有するエラストマー材料について記載する。その発明によれば、ホウ酸錯
体は、反応開始剤として使用される。これらの反応開始剤は、同様に、Ｎ－アルキルアジ
リジノポリマーを硬化させるのに好適であることが判明しており、かつ本発明との関係に
おいて使用することが可能である。
【００７９】
　本発明との関係において、好ましくは、次の反応開始化合物が使用される：ｐ－トルエ
ンスルホン酸の亜鉛塩、β－（Ｓ－ラウリル－Ｓ－エチルスルホニウム）ブチロニトリル
テトラフルオロボレート、ドデシルベンゼンスルホン酸亜鉛塩、β－（Ｓ－ラウリル－Ｓ
－エチルスルホニウム）－β－フェニルアクリル酸ブチルエステルテトラフルオロボレー
ト。
【００８０】
　ＲＯＭＰによって重合可能なポリエーテル
　本発明による歯科用材料はまた、重合性ポリエーテルとして、開環メタセシス重合（Ｒ
ＯＭＰ）によって重合可能な材料を含むこともできる。このような材料は、好ましくは、
開環メタセシス重合（ＲＯＭＰ）によって重合可能な、少なくとも１つのポリエーテル化
合物及びＲＯＭＰの反応を開始させるための少なくとも１種の反応開始剤を含む。
【００８１】
　好ましい実施形態では、本発明による組成物は、ＲＯＭＰによって重合可能なモノマー
を含有し、かつ少なくとも１つのＣ－Ｃ二重結合を環式構造内に含む。
【００８２】
　一般に、全てのタイプのポリエーテル化合物は、ＲＯＭＰによって重合可能な部分を少
なくとも１つ又は好ましくは２つ以上有する、本発明による歯科用材料の一部であること
ができる。
【００８３】
　一般に、好適なモノマー類は、一般式Ｂ－Ａｎに従うことができ、ＡはＲＯＭＰによっ
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て重合可能な部分、好ましくはシクロブテニル、シクロペンテニル、シクロオクテニル又
は多くの場合好ましいノルボルネニル及び７－オキサ－ノルボルネニル基のような二環式
構造（bicyclic ring systems）であり、ＢはＲＯＭＰによって重合可能な１個～約１０
０個、例えば１個～約１０個又は１個～約５個又は１個～約４個の部分、例えばＲＯＭＰ
によって重合可能な２個又は３個の部分を有するポリエーテル系有機又はケイ素－有機主
鎖が結合しており、ｎは約１～約１００である。本発明による組成物は、一般式Ｂ－Ａｎ

に従う、１つのタイプのみのモノマー類を含有することができる。本発明による組成物が
、一般式Ｂ－Ａｎに従う、２つ以上の異なるタイプのモノマーを含有することも可能であ
る。本発明による組成物は、好ましくは、一般式Ｂ－Ａｎに従う、少なくとも１つのモノ
マーを含有し、これはＲＯＭＰによって硬化可能な、１つ又は好ましくは２つのオレフィ
ン系不飽和二重結合を有する。
【００８４】
　本発明に従って使用可能な二環式環系は、好ましくは（メタ）アクリレート基のような
環外Ｃ－Ｃ二重結合を有しておらず、それにより組成物の硬化が、少なくとも主として開
環メタセシス重合（ＲＯＭＰ）によって生じる。更に、場合によっては、ビニル基又はア
リル基はＲＯＭＰ中に連鎖停止剤として機能することがあるため、二環式環系（bicyclic
 ring system）がこれらの基も含有しなければ、場合によっては有利となる可能性がある
。しかし、それにもかかわらず、重合を調節するための連鎖停止剤の添加が好ましい場合
がある。
【００８５】
　本発明による組成物は、１個又は２個の環内二重結合を有する二環式系を含有すること
ができる。酸素置換環系と同様に、炭素環式環系が特に好ましい。
【００８６】
　顕著な環ひずみを有する炭素環式及び複素環式ビシクロ［ｘ．ｙ．ｚ．］炭化水素は多
くの場合、ｘ、ｙ及びｚが１～６の値を有する場合に特に好適である。ｘは、約２に等し
く、ｙは、約２に等しく、そしてＺは１に等しい。
【００８７】
　本組成物の部類の好ましい代表例は、ビシクロ［２．２．１］ヘプテン又は７－オキサ
－ビシクロ［２．２．１］ヘプテンの誘導体、特に、環の５位が不飽和であるもの及び環
の２－又は２，３－位が置換されているようなものである。環の２－又は２，３－位にお
ける置換基は、好ましくは炭素官能性、ケイ素官能性、又は酸素官能性であり、かつ２つ
、３つ、４つあるいはそれ以上のＲＯＭ－重合性基の間を架橋する、非反応性残基又は有
機若しくは有機金属スペーサーに結合する。
【００８８】
　ヒドロシリル化による架橋ポリエーテル
　本発明による歯科用材料はまた、
　（ａ）少なくとも２つの任意に置換されたビニル及び／又はアリル末端基を有する少な
くとも１つのポリエーテルと、
　（ｂ）ＳｉＨ成分と、
　（ｃ）少なくとも１つの白金触媒と、所望により、
　（ｄ）通常の添加剤と、所望により、
　（ｅ）少なくとも２つのアルケニル基を有するオルガノポリシロキサンとをベースにし
た重合性ポリエーテル材料としての付加架橋材料を含有することもできる。
【００８９】
　本材料は、２成分形態にて提供されることができ、そこでは、所望により、ペーストベ
ースとしての成分（ｅ）をいわゆる触媒ペースト内に含む白金触媒（ｃ）は、許容可能な
長期保存安定性を有し、そしてそこでは、ポリエーテル（ａ）の分離及び白金触媒（ｃ）
の分離が生じ得る。
【００９０】
　本発明による歯科用印象材の好ましい２成分バージョン（version）の場合、成分（ａ
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）及び（ｂ）は、いわゆるベースペースト内に存在し、これに対して、成分（ｃ）及び所
望により成分（ｅ）は、触媒ペースト内に存在する。しかし、任意成分（ｅ）の少なくと
も一部が、ベースペースト内に存在し、又は成分（ａ）の少なくとも一部が触媒ペースト
内に存在することもまた考えられる。しかし、本発明による印象材は、全ての成分（ａ）
、（ｂ）、（ｃ）及び所望により（ｅ）が、空間的に離れて存在するように構成されるこ
ともできる。更に、成分（ｂ）及び成分（ｃ）が空間的に分離して存在している、全ての
３成分バージョンもまた考えられる。成分（ｄ）に従って所望により存在する通常の添加
剤は、任意のその他の成分に加えたり、又はその上に分散させたりすることができる。
【００９１】
　ポリエーテルジ－又はポリオールのジ－又はポリアリルエーテルを、例えば不飽和ポリ
エーテル（ａ）として使用することができる。エチレン及びプロピレンオキシドのポリマ
ー、エチレン及びプロピレンオキシドのコポリマー並びにエチレンオキシド及びテトラヒ
ドロフランのコポリマーは、例えばポリエーテル中間部分として使用することができる。
次に、これから得られたポリエーテルジオールを、例えばアリル又はまた塩化ビニルと、
それ自身既知である方法によって反応させて、不飽和ポリエーテル（ａ）を得ることがで
きる。不飽和ポリエーテルは、好ましくは約１，０００～約２０，０００、特に好ましく
は約１，５００～約１０，０００、極めて好ましくは約２，０００～約７，０００の平均
分子量を有する。好適な不飽和ポリエーテルは、上記の独国公開特許第３７４１５７５号
（その開示は、この関係においては、本明細書に包含される）に記載されている。
【００９２】
　前述したように、歯科用印象材の成分（Ｂ）は、炭化水素又はポリエーテル化合物であ
り、少なくとも２つのＳｉＨ基を分子内に有するシロキサンラジカルによって置換されて
いる。これら化合物の構造及び製造方法は、とりわけ独国公開特許第３８３８５８７号（
米国特許第５，０８６，１４８号に対応）及び、独国公開特許第３７４１５７５号（米国
特許第４，８７７，８５４号に対応）に記載されている。この関係でのこれらの出版物の
開示は、本明細書に包含される。好ましい成分（ｂ）は、独国公開特許第３８３８５８７
号（米国特許第５，０８６，１４８号に対応）に記載されているＳｉＨ成分であり、それ
は、それらは少なくとも二官能性のアリル又はビニル炭化水素化合物を反応させることに
よって得ることが可能であり、その内の炭化水素ラジカルについて、アリル基又はビニル
基及び所望により存在するアルキレンエーテル基が、炭素原子約６個～約３０個を有し、
かつ少なくとも１つの芳香族不飽和、複素環式又は脂環式環を、少なくとも式I又は式II
の二官能性ＳｉＨ化合物のビニル基又はアリル基当たり少なくとも１モルで含有すること
が考慮されないことを特徴とする。
【００９３】
　流動性向上剤
　本発明による歯科用印象材は、約０．１重量％～約１５重量％のエチレンオキシドのラ
ンダムコポリエーテル及びエチレンオキシドではない少なくとももう１つのアルキレンオ
キシドを流動性向上剤として含む。コポリマーは、エチレンオキシドからの構造成分を少
なくとも約５０％含む。
【００９４】
　本発明との関係において、用語「ランダム」とは、ポリマー主鎖にわたってランダムに
分布するか、又は少なくともポリマー主鎖の一部が２つ以上のこのような構造成分を含む
異なるモノマーからの、少なくとも２つの異なるタイプの構造成分を含むコポリマーに関
する。ランダムコポリマーは多くの場合、コポリマーとして説明され、そこでは、異なる
モノマーからの構造成分の連続が、交互コポリマーの間の分配スキームを示し、このよう
な構造成分が、お互いに交互に続いており、そしてブロックコポリマーでは、ある種のモ
ノマーからの構造成分が、２つ以上のこのような構造成分から成るブロックを構築し、こ
の構築されたブロックが順次、ポリマー主鎖内で交互に続いていることを示す。
【００９５】
　本発明による流動性向上剤は、２つ以上のモノマーからの構造成分を含み、一方で、ポ
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リマー主鎖内の構造成分のベースとなるモノマーの少なくとも１つがエチレンオキシドで
あり、流動性向上剤に対する、このような構造成分の重量パーセントは、少なくとも約４
０重量％でなければならない。
【００９６】
　流動性向上剤のポリマー主鎖が、ランダムコポリマーであることの結果として、該ポリ
マー主鎖は、ブロック様の構造成分の連続を示すランダム構造成分を含むことができる。
しかし、本発明による流動性向上剤が、テンサイドのような振る舞い（tensidic behavio
ur）を流動性向上剤に与える（即ち、流動性向上剤はテンサイドではない）、構造成分の
ブロック様配列を有しない場合、それは有利であることができる。
【００９７】
　流動性向上剤が、「レンプ化学辞典（Rompp Chemielexikon）」（１９９５年）に与え
られている定義に従うテンサイドのような構造体を形成するために、互いに明確に分離さ
れた分子の疎水性部分及び親水性部分を有しないことが、更に好ましくあり得る。流動性
向上剤が、境界面への配向吸着を示さず、又は凝集してミセルを形成したり、離液性の相
を形成したりせず、又はこれらの特徴の２種以上の組み合わせを示さない場合は、更に好
ましくあり得る。別の実施形態では、本発明による流動性向上剤は、主として線状ポリマ
ー主鎖を有する。流動性向上剤の分子量ＭＷが、約１００～約３，８００未満の範囲、約
１５０～約３，４００の範囲、約２００～約３，０００の範囲、約５００～約２，０００
の範囲、又は約５００～約１，９００の範囲である場合は、更に好ましくあり得る。
【００９８】
　本発明による流動性向上剤は、０個、１個、２個以上のＯＨ末端基を有することができ
、それは、オリゴマー主鎖又はポリマー主鎖のタイプ及び主鎖の直鎖性又は分枝性に依存
する。０個、１個又は２個のＯＨ末端基、好ましくは０個又は１個のＯＨ末端基を有する
流動性向上剤が使用される場合は、有利であり得る。
【００９９】
　本発明による流動性向上剤は、異なるタイプの重合から得られる構造成分を有するオリ
ゴマー主鎖又はポリマー主鎖を有することができる。流動性向上剤は、ポリマー主鎖内に
重縮合反応により得られる構造成分、即ちポリエステル構造及びポリ付加反応により得ら
れる構造成分、例えば、ポリエーテル構造を有することができる。流動性向上剤が、ポリ
エーテル主鎖を有する歯科用印象材の一部として使用される場合は、好ましいことがあり
得る。
【０１００】
　本発明の別の態様では、エチレンオキシド及びプロピレンオキシド若しくはブチレンオ
キシド又はそれらの混合物をベースにしたポリマー主鎖中に構造成分を含む流動性向上剤
を使用し得る。エチレンオキシドの量は、約３０重量％超でなければならず、かつ約３５
重量％～約８０重量％、又は４０重量％～約６０重量％の範囲であることができる。
【０１０１】
　本発明の更なる実施形態では、エチレンオキシド及びプロピレンオキシドをベースにし
た構造成分を含むポリマー主鎖を有する流動性向上剤を使用する。
【０１０２】
　本発明による歯科用材料中の流動性向上剤は、好ましくは、１個又は２個のＣ１～Ｃ４

－アルキルエーテル末端基又は１個又は２個のＣ１～Ｃ４－アルキルエステル末端基又は
１個のＣ１～Ｃ４アルキルエーテル末端基及び１個のＣ１～Ｃ４アルキルエステル末端基
を有することができる。
【０１０３】
　従って、好ましい実施形態によれば、本発明の流動性向上剤は、重合性ポリエーテル材
料と反応性の基を含まない。しかし、本発明の別の実施形態によれば、流動性向上剤は、
重合性ポリエーテル材料、例えば、ビニル基又はアリル基類様の不飽和基と反応性の基を
含むことができる。
【０１０４】
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　一般に、固体中の又は流体状態にある流動性向上剤を使用することができるが、場合に
よっては、２３℃及び圧力１０１．３２５Ｐａにて液体である流動性向上剤を使用する場
合が有利であることが分かっている。
【０１０５】
　流動性向上剤は、本発明による歯科用印象材中、約０．１重量％～約１５重量％の量で
有用であるが、流動性向上剤を、約０．５重量％～約１２重量％又は約１重量％～約８重
量％の量で使用するのが有利であり得る。材料が、ベースペースト及び触媒ペーストから
成る２成分形態にて提供される場合、流動性向上剤は、触媒ペーストの一部であることが
でき、又はベースペーストの一部であることができ、あるいはその両方であることができ
る。しかし、流動性向上剤がベースペーストのみの一部として使用する場合、好ましくあ
り得る。この場合、ベースペースト中の流動性向上剤の量は、約０．５重量％～約３０重
量％の範囲、好ましくは約１重量％～約２０重量％の範囲又は約５重量％～約１５重量％
の範囲であり得る。
【０１０６】
　本発明の別の実施形態によれば、歯科用印象材のベースペーストは、後述のトリアシル
グリセリドを包含する可塑剤と共に流動性向上剤を含む。ある種の理論に束縛されるもの
ではないが、ベースペースト中のこの成分の組み合わせが、押出成形力を更に低減する手
助けをする場合がある。本発明の更なる実施形態では、ベースペーストは、５００未満の
分子量を有する柔軟剤又は可塑剤を実質的に含まない。
【０１０７】
　本発明による流動性向上剤の必要条件の１つは、好ましくはその材料特性、例えば成分
混合後に歯科用材料の初期接触角が劣化しないことである。
【０１０８】
　市販されている有用な流動性向上剤の例は、アッカイム（Acclaime）３２０１（リオン
デル（Lyondell））又はブレオックス（Breox）５０　Ａ　２０、ブレオックス５０　Ａ
　５０、ブレオックス５０　Ａ　７５、ブレオックス５０　Ａ　１４０、ブレオックス５
０　Ａ　２２５、ブレオックス５０　Ａ　３８０、ブレオックス５０　Ａ　４８０、ブレ
オックス５０　Ａ　６８０、ブレオックス５０　Ａ　１０００、ブレオックス７５　Ｗ　
２７０、ブレオックス７５　Ｗ　２０５０、ブレオックス７５　Ｗ　１８０００、ブレオ
ックス７５　Ｗ　３００００、ブレオックス７５　Ｗ　５５０００（ラポルテ（Laporte
））などのエチレンオキシド及びプロピレンオキシドからのランダムコポリマーである。
【０１０９】
　有用な流動性向上剤の更なる例は、ポリエチレングリコールモノアルキルエーテル、特
に、ＰＥＧ－３５０モノメチルエーテル（フルカ（Fluka））、プルリオール（Pluriol）
Ａ　３５０　Ｅ（ＢＡＳＦ社）、プルリオールＡ　５００　Ｅ（ＢＡＳＦ社）、プルリオ
ールＡ　７５０　Ｅ（ＢＡＳＦ社）、プルリオールＡ　１０００　Ｅ（ＢＡＳＦ社）、プ
ルリオールＡ　２０００　Ｅ（ＢＡＳＦ社）、ＰＥＧ－５５０モノメチルエーテル（フル
カ）などのポリエチレングリコールモノメチルエーテルである。
【０１１０】
　補助剤
　本発明による歯科用印象材組成物は、触媒、可塑剤、充填剤、柔軟剤、染料、顔料、溶
媒、消毒剤、希釈剤、香味剤、着臭剤、レオロジー添加剤、乳化剤、又は安定剤からなる
群から選択される、１種以上の補助剤（以下添加剤とも呼ばれる）を含むことができる。
　　　
【０１１１】
　好適な添加剤は、例えば、硬化された歯科用材料組成物の可塑化を生じさせる化合物で
ある。このような化合物は典型的可塑剤であり得、また、他のポリマー系及びポリカルボ
ン酸、多環芳香族化合物及びスルホン酸エステル又は化合物のエステルに対しても提供さ
れ、可塑化の他に、他の影響、例えば界面活性作用、構造強度向上及び流動性の改善をも
たらす。
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【０１１２】
　典型的な可塑剤は、例えば、Ｃ１２～Ｃ１５－アルキルラクタート、クエン酸又はアセ
チルクエン酸のエチル又はブチルエステル、比較的長いフタル酸エステル、分枝アルコー
ル、例えばビス（２－エチルヘキシル）フタレート又はフタル酸ポリエステル、Ｃ２～Ｃ

６－ジカルボン酸、例えばビス（２－エチルヘキシル）アジパートのＣ２～Ｃ２２－ジア
ルキルエステル、ジオクチルマレアート、ジイソプロピルアジパート、芳香族及び脂肪族
スルホン酸エステル、例えばフェノール又はＣ１～Ｃ２２－アルカノールのＣ２～Ｃ２０

アルキルスルホン酸エステル、又は、典型的な芳香族可塑剤、例えば、エステルタイプ及
び芳香族タイプの可塑剤の混合物の使用を優先する、例えばモンサント・カンパニーから
得ることが可能なＣ２０～Ｃ４０芳香族化合物のジベンジルトルエン異性体混合物のよう
な蝋状のポリフェニルを含む広い粘性範囲のポリフェニル、等のエステル型の化合物であ
る。
【０１１３】
　好適な可塑剤混合物の例は、アセチルクエン酸トリブチル及びジベンジルトルエンの混
合物である。
【０１１４】
　非動物起源のグリセロールのトリアシルエステルは、添加剤として同様に適切である。
例えば、好適な添加剤は、水素添加パーム油又は大豆油又は合成脂肪などの植物性加工油
脂を含むことができる。
【０１１５】
　好適な脂肪は、独国特許出願公開第１９７　１１　５１４　Ａ１号（例えば、２ページ
６５行目～３ページ２２行目；米国特許第６，３９５，８０１号に対応）に記載され、そ
の全ての内容が本明細書に参考として参照される。問題の脂肪が使用の前に水素化された
と仮定するならば、アボガド油、綿実油、落花生油、カカオバター、カボチャシード油、
亜麻仁油、トウモロコシ胚芽油、オリーブ油、パーム油、米油、菜種油、紅花油、胡麻油
、大豆油、ヒマワリ油、グレープシード油、小麦麦芽油、ボルネオ脂、フルワ（fulwa）
バター、大麻油、イリペバター、ルピナス油、キャンドルナッツ油、カポック油、カチュ
（katiau）脂肪、ケナフシード油、ケクナ（kekuna）油、ポピーシード油、モーラーバタ
ー、オクラ油、荏油、サルバター、シアバター及び桐油が特に適切である。適切な水素化
された脂肪は、よう素価が２０未満であると考えられる（ＤＧＦ（脂肪化学ドイツ協会；
German Society for Fat Science）の標準規格Ｃ－Ｖ　１１　Ｚ２で測定した）。脂肪水
素添加処置は例えば、「ウルマンズの工業化学百科事典（Ullmanns Enzyklopadie der in
dustriellen Chemie）」第４版、１１巻、４６９ページ以降に記載されている。
【０１１６】
　それらの自然に生じている脂肪、及び合成的に調製された脂肪、例えばソフティサン（
Softisan）１５４又はダイナサン（Dynasan）１１８（ハルス（Huls）製）の混合物は、
同様に使用されることができる。このような合成的トリアシルグリセリドの調製は、当業
者には比較的容易であり、グリセロール及び適当な脂肪酸メチルエステルからの開始によ
り実行可能である。特にこのようなエステル化反応は「ホーベン－ヴァイル、有機化学の
方法（Houben-Weyl, Methoden der Organischen Chemie）」Ｅ５巻／パート１、に記載さ
れているＶｏｌ．Ｅ５／パート１、６５９ページ以降に記載されている。
【０１１７】
　好適なトリアシルグリセリドは、以下の式に相当する：
　Ｒ２－Ｏ－ＣＨ２－ＣＨ（ＯＲ１）－ＣＨ２－Ｏ－Ｒ３

　式中、各々独立して他の中で、Ｒ１、Ｒ２及びＲ３は、各々独立したＣ１１Ｈ２３ＣＯ
、Ｃ１３Ｈ２７ＣＯ、Ｃ１５Ｈ３１ＣＯ又はＣ１７Ｈ３５ＣＯを意味する。このようなト
リアシルグリセリドの混合物も考慮に入れる。
【０１１８】
　同様に添加剤として好適なものは、約２，０００グラム／モル超の分子量を有する液体
重合化合物であり、例えば、末端基として好適なヒドロキシル基、エーテル基、アルキル
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基及びアシル基を有する、ポリエーテル、ポリエステル、ポリウレタン、ポリカーボネー
ト又はポリオレフィンなどのタイプの化合物である。
【０１１９】
　液体ポリマーの特別な化合物の部類は、ポリエーテルタイプのもので表される。
【０１２０】
　歯科用印象材中で使用される重合性ポリエーテルと同じか類似した分子量を有するポリ
エーテルは、添加剤としても使用することができる。例えば、４：１～３：１の比でオキ
シテトラメチレン単位及びオキシジメチレン単位を含み、分子量が約３，０００～約８，
０００グラム／モルの範囲のジヒドロキシポリエーテル又はジアセチルポリエーテルが添
加剤として適している。
【０１２１】
　ヒドロキシル末端基又はアセチル末端基を有するエチレンオキシド及びプロピレンオキ
シドのポリプロピレンオキシドポリオール及び／又は共重合生成物及び／又はブロック共
重合生成物を、前述のポリエーテルとの混合物で、又はそれら自体を、添加剤として使用
することもできる。
【０１２２】
　約２，０００グラム／モルより大きい分子量を有するブロック共重合生成物の場合、そ
れら界面活性剤様化合物の溶解度促進作用を更に利用することができる。
【０１２３】
　更に、上記のポリエーテル誘導体を選択及び混合した結果として、混合調製物の流動性
並びに親水性及び疎水性の必要な調整が、決定的に影響され得る。
【０１２４】
　本発明による組成物はまた、添加剤として、約５重量％～約４０重量％又は約１０重量
％～約３０重量％又は約１５重量％～約２５重量％の好ましくは補強作用を有する充填剤
を含んでもよい。
【０１２５】
　その目的のために、本発明による組成物中にて、保管中に望ましくない反応を生じず、
その後、別個に保管した成分の混合後に、設定中に悪影響を与えない、有機固体及び無機
固体を使用してもよい。例えば、ケイ酸、酸化亜鉛、炭酸カルシウム、バリウムサルフェ
ート、石英粉末、重スパー（heavy spar）、蛍石、リン酸カルシウム又はカオリンが、そ
の目的に適している。
【０１２６】
　その意味で、約５０重量％超、例えば、少なくとも約９０重量％のＳｉＯ２含有量を有
する充填剤、例えば、合成又は天然起源の石英粉末及び微粒子ケイ酸が、有利であること
が判明している。
【０１２７】
　例えば、表面改質形態にて使用される発熱性ケイ酸及び沈殿ケイ酸、並びにまた各種供
給源からの珪藻土も好ましい。
【０１２８】
　５％水性懸濁液中にて、約８～約１０のｐＨを有する処理された珪藻土の混合物及び約
１００～約６００ｍ２／グラムのＢＥＴ表面積を有する発熱性表面改質ケイ酸が特に好ま
しい。
【０１２９】
　本発明による調製物はまた、染料及び着色顔料、消毒剤、芳香剤又は香味剤などの添加
剤を更に含んでもよい。
【０１３０】
　出発物質中に存在する、酸、酸性基又は酸開裂（acid-cleaving）物質を完全に中和す
る酸捕捉剤もまた添加剤として使用してよい。例えば、アミン、特に三級アミンが、この
目的に適している。
【０１３１】
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　添加剤としては、独国特許第３２　４５　０５２（４～６ページ、米国特許第４，５３
２，２６８号に対応）（そこに記載されている改質剤が、参照として本明細書に明確に組
み込まれ、本明細書の開示の一部と理解される）に記載されているように、改質剤がまた
使用されてもよい。
【０１３２】
　上記添加剤は、通常０～約６０重量％、例えば、約１０～約４０重量％の量で、本発明
による組成物中に含有される。
【０１３３】
　本発明による組成物は、原則として、当業者に既知の任意の方法で入手可能である。本
発明による歯科用印象材を得るための好ましい方法は、
　（Ａ）重合性ポリエーテル材料であって、
　　（ａ）少なくとも１つのアジリジノ基を有するポリエーテルと、
　　（ｂ）少なくとも１つのオレフィン系不飽和基及び少なくとも１つのＳｉＨ基を有す
る化合物を有するポリエーテルと、
　　（ｃ）少なくとも１つのオレフィン系不飽和基及び少なくとも１つのＳｉＨ基を有す
るポリエーテルと、
　　（ｄ）少なくとも１つのアルコキシシリル基を有するポリエーテルと、
　　（ｅ）少なくとも１つのオレフィン系不飽和基及び金属カルベンを有するポリエーテ
ルとからなる群から選択される重合性ポリエーテル材料と、
　（Ｂ）約０．０１重量％～約１５重量％のエチレンオキシドとエチレンオキシドではな
い少なくとももう１つのアルキレンオキシドとのランダムコポリエーテルであり、コポリ
マーが、少なくとも約５０％のエチレンオキシドからの構造要素を流動性向上剤として含
み、
　所望により、触媒、可塑剤、充填剤、柔軟剤、染料、顔料、溶媒、消毒剤、希釈剤、香
味剤、着臭剤、レオロジー添加剤、乳化剤、又は安定剤からなる群から選択される、１種
以上の補助剤と、
が混合されるということを特徴とする。
【０１３４】
　成分を一般に、任意の成分数にて供給することできるが、混合前に、ベースペースト及
び触媒ペーストを含む２成分材料として成分が供給される場合が好ましくあり得る。ベー
スペースト及び触媒ペーストを、ヘラによる単純な手動混合、手動式ディスペンサーによ
る混合又は電動ディスペンサーによる混合を包含する、当業者に既知の任意の手段によっ
て混合することができる。成分を手動式ディスペンサーで混合する場合が有利であり得る
。好ましいシステムは、いわゆるダブルシリンジ・ディスペンサー、例えば、ＭＩＸＰＡ
ＣシステムズＡＧ（スイス、ロートクロイツ（Rotkreuz）６３４３、グルントシュトラー
セ（Grundstrasse）１２）入手可能なものをベースにしている。典型的な分配装置として
は、約５０ｍＬの総容量を有する２コンパートメント・カートリッジ（compartment cart
ridge）（２：１）、分配ガン（dispensing gun）及び静的混合チップ（static mixing t
ip）が挙げられる。従って、このようなシステムは、約５０ｍＬの混合組成物の押出しを
可能にする。
【０１３５】
　本発明による組成物は、約３０～約４０ｍｍ、特に約３２～約３８ｍｍの稠度（ＩＳＯ
４８２３：２０００に従う）、タイプ１の材料として分類される約３２～約３５ｍｍの稠
度を有する材料及びタイプ２の材料として分類される約３５～約３８ｍｍの稠度を有する
材料を有していなければならない。
【０１３６】
　流動性向上剤が、本発明による組成物中に存在する場合、通常の手動式ディスペンサー
が、例えば前述のディスペンサーを、約４０～約５０回の手動の加圧サイクルによって、
約６０秒未満、例えば約３０～４０秒にて、空にすることができることが好ましくあり得
る。
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【０１３７】
　使用したポリエーテル材料が、米国特許第２００３／０１０９５９６号に記載されてい
るような、少量の環式ポリエーテルを有さない場合、本発明の成分を本発明に係る流動性
向上剤と共に、手動式ディスペンサーを使用することにより混合することもできることが
見出された。
【０１３８】
　本発明による組成物は、歯科用材料を製造するのに適している。
【０１３９】
　本発明で使用される触媒成分はまた、上記の化合物の１つ又はその２つ以上の混合物に
加えて、１つ以上の添加剤を含んでもよい。本明細書中において既に上述した添加剤は、
添加剤として適している。
【０１４０】
　触媒成分の反応開始化合物は、例えば低粘性液体又は固体の形態であってよく、より粘
稠な又はより粘稠でないベース成分の塊の中へ均一に組み込むこと困難な場合がある。こ
の欠点を避けるために、例えばコロイダルシリカなどの広い表面積を持つ充填剤を組み込
むことによって、反応開始化合物を特定の意図した用途領域に対応した粘稠形態にしても
よい。
【０１４１】
　また、触媒成分として好適な可塑剤中で反応開始化合物の溶液を使用することが多くの
場合有利であり、それにより、極端な混合比の防止を可能にするだけでなく、室温で固体
である橋架剤、例えばアセチルトリブチルシトレートが、触媒成分中に都合良く組み込ま
れることも可能となる。
【０１４２】
　例えば、本発明による好適な触媒成分は、硬化された歯科用材料の可塑化を生じさせる
、以下の部類の化合物、すなわち、
　Ａ　約５００グラム／モル未満の分子量を有する典型的な可塑剤と、
　Ｂ　室温で固体の、約５００～約２，０００グラム／モルの範囲の分子量を有するトリ
アシルグリセリド、又は
　Ｃ　室温で液体の、約２，０００グラム／モル超の分子量を有するポリマー、
　又はこれらの２つ以上のものの混合物、の少なくとも１つを含むことができる。
【０１４３】
　重合性ポリエーテル化合物の重合反応を開始させるための反応開始化合物は、一般に、
約０．５重量％～約９０重量％、例えば、約２重量％～約８０重量％、又は約５重量％～
約５０重量％の量で触媒成分中に含有される。
【０１４４】
　本発明による歯科用印象材を製造するために、好適な定量的比率にて、ベース成分と触
媒成分とを共に混合する。
【０１４５】
　混合は、前述したように、有利に実施される。
【０１４６】
　通常、ポリエーテル系歯科用材料について言えば、触媒成分とベース成分との間の容積
混合比又は重量比は、約３：１～約１：１０、特に好ましくは約１：２～約１：５の調整
、特に約１：２又は約１：５の値に調整される。
【０１４７】
　重合性ポリエーテル材料を形成するアジリジノ化合物の場合は、反応開始化合物のアジ
リジノ基対アニオンのモル比は、本発明による歯科用材料との関係においては、約３：１
～約０．９：１、例えば約２：１～約１：１、特に約１．８：１～約１．２：１である。
【０１４８】
　記載した値から、触媒成分及びベース成分の組成物は、反応開始剤化合物の又は２つ以
上の反応開始化合物の混合物の、反応性アジリジノ基対アニオンの所望のモル比に応じて
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、広範囲で変化できると考えることができる。
【０１４９】
　流動性の向上した本発明によるポリエーテル系歯科用印象材が、例えば、全体として約
　－　３０重量％～約８０重量％、好ましくは、約４５重量％～約７１重量％のアジリジ
ノ基担持化合物と、
　－　約０．１重量％～約１５重量％の流動性向上剤と、
　－　約８重量％～約４０重量％、好ましくは約１０重量％～約２５重量％の硬化された
歯科用材料の可塑化を生じさせる化合物と、
　－　約４重量％～約２５重量％、好ましくは約９重量％～約１６重量％の充填剤と、
　－　約４重量％～約２０重量％、好ましくは約４重量％～約１６重量％の更なる活性成
分、例えば、染色剤、芳香剤、反応開始剤、遅延剤、促進剤、レオロジー添加剤、稠度付
与剤及び界面活性剤と、を含有する調製物から得られる。
【０１５０】
　本発明による調製物を、歯科医学又は歯科技術にて用いられる非常に異なる歯科用材料
にて使用することができる。このような歯科用材料の好ましい使用領域は、歯科医学にお
ける単一相及び二相の印象取得並びに咬合調整（bite registration）である。
【０１５１】
　本発明はまた、本発明による調製物から製造される材料、特に、歯科用材料、例えば、
カートリッジ、袋、印象材用トレイ、静的及び動的なミキサー及び混合装置を含有する容
器及び混合装置にも関する。
【０１５２】
　本発明はまた、重合性ポリエーテル材料を含む少なくとも１つのベース成分及び重合性
ポリエーテル材料の少なくとも一部を架橋させるための触媒を含む少なくとも１つの触媒
成分を含む歯科用材料を製造するためのキットにも関し、ここで、ベース成分又は触媒成
分又はその両方が、約０．１重量％～約１５重量％のエチレンオキシドとエチレンオキシ
ドではない少なくとももう１つのアルキレンオキシドとのランダムコポリエーテル、少な
くとも約４０％のエチレンオキシドからの構造成分を流動性向上剤として含むコポリマー
を含み、ここでベース成分及び触媒成分が、互いに独立して存在している。
【０１５３】
　更に、本発明は、コーティング材、印象材、シール又は歯科用成型材料のためのベース
成分Ｂとしての、本発明による組成物の使用に関する。
【０１５４】
　本発明は、実施例を用いて、本明細書中以下において更に詳細に説明する。
【実施例】
【０１５５】
　試験方法
　稠度
　稠度を、ドイツ工業品標準規格（ＤＩＮ）法又は欧州規格（ＥＮ）法４８２３：２００
０に従って測定した。
【０１５６】
　変形からの回復性
　変形からの回復性を、ドイツ工業品標準規格（ＤＩＮ）法又は欧州規格（ＥＮ）法４８
２３：２０００に従って測定した。検査用サンプルを水浴中に３分間置いてから、測定を
行った。
【０１５７】
　引張り強度（Ｍｐａ）及び破断点伸び（％）
　引張り強度及び破断点伸びは、ドイツ工業品標準規格（ＤＩＮ）法５３５０４（形状Ｓ
２、２００ｍｍ／分）に従い、ユニバーサル・プルフマシン（Universalprufmaschine）
ズウィック（Zwick）Ｚ０２０（ズウィック社（Zwick GmbH &Co）（ドイツ、ウルム（Ulm
）））を使用して測定した。
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【０１５８】
　ショアＡ硬度
　時間依存性ショアＡ硬度を、ドイツ工業品標準規格（ＤＩＮ）法５３５０５に従って測
定した。硬化性組成物は、所与の時間、２３℃にて、約５０％の相対湿度で硬化させてか
ら、ショアＡ硬度を測定した。
【０１５９】
　接触角
　ドイツ工業品標準規格（ＤＩＮ）法又は欧州規格（ＥＮ）法４８２３：２０００に記載
されているような検査用サンプルを使用して、線形寸法変化を決定した。硬化性組成物を
、２４時間、２３℃にて、約５０％の相対湿度にて、硬化させた。硬化した組成物は、市
販の水滴形状分析システム（Drop Shape Analysis System）ＤＳＡ　１０（クルス社（Kr
uss GmbH）（ドイツ、ハンブルグ））を使用して、それらの水接触角について分析した。
ビデオ分析によって、毎秒２５個のデータポイントを収集した。測定及びデータ収集の開
始から、遅れはなかった。データを、約１２秒間収集してよい。液滴直径を、カニューレ
の厚さによって決定し、５μＬを選択した。接触角を、サークルフィット法を使用して計
算した。試験を、２３℃に設定した部屋で実施した。脱イオン水を流体として使用した。
装置の較正は、測定前に、製造業者の指示に従って、ヤング－ラピラス（Young-Laplace
）式フィッティングについて行った。初期接触角（水の液滴が置かれた直後に得られる接
触角）及び１０秒間接触角（液滴が置かれた１０秒後に得られる接触角）を記録した。
【０１６０】
　環式押出し（Cyclic Extrusion）試験
　５０ｍＬの容量を有し、下記に述べるように触媒ペーストとベースペーストとを含有す
る２：１カートリッジを、手動式ディスペンサー内に入れた。混合用チップを取り付けた
。詳細については、「混合（Mixing）」のところで説明する。５ｋＮロードセルを装着し
たユニバーサル・プルフマシン（Universalprufmaschine）（ツヴィック社（Fa. Zwick）
、型式：Ｚ０２０）のホルダー内に、混合用チップを取り付けたカートリッジを入れた。
印象材を押し出すために、手動式ディスペンサーの駆動プレートに力を及ぼすように、押
出器を置いた。押出器の速度は、１００ｍｍ／分であった。力が、＞２Ｎ（ソフトウェア
、テストエックスペット（testXpet）Ｖ８．１）で記録された場合、押出器の速度は、１
５０ｍｍ／分まで向上し、データ開始を記録した。力が７００Ｎであると記録された場合
、３００ｍｍ／分の速度で押出器を後ろに動かすことによって、圧力は、５００Ｎまで減
少した。駆動プレート／押出器が、全体で３０ｍｍ、カートリッジ内にて前進した時に、
測定が終了した。時間と同様に、必要サイクル数を測定した。
【０１６１】
　処方：
【表１】
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【表２】

【表３】

 
【０１６２】
　混合
　ベースペースト１を、ベースペースト２と同様に、以下の方法で触媒ペーストと反応さ
せた。
【０１６３】
　２部のベースペーストと１部の触媒ペーストを、２：１カートリッジ（カートリッジシ
ステムＳ－５０、型式ＣＳ　０５０－０２－０９、ミックスパック（Mixpac））の別個の
チャンバ内に入れ、ストッパー（２容量：ＰＳＡ　５３－０２－ＥＰ、１容量：ＰＳＢ　
５３－０２－ＥＰ、ミックスパック）で密封した。手動式ディスペンサー（ＤＳ　５３－
０１－００、ミックスパック）及び混合用チップ（ＭＢＴ－７，５　１２Ｄ、ミックスパ
ック）を使用してペーストを混合した。
 

【表４】

【表５】
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