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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　硬化可能樹脂と、
　前記樹脂中に配置された酸反応性充填剤であって、前記充填剤がシラン処理表面を含み
、前記シランがポリ（アルキレンオキシド）基含有シランを含む充填剤と、
を含む歯科用ペーストであって、
　前記酸反応性充填剤が、金属酸化物、ガラス、およびその組み合わせからなる群から選
択され、
　前記シランが、イソオクチルトリメトキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、ｎ－
オクチルトリメトキシシラン、ドデシルトリメトキシシラン、オクタデシルトリメトキシ
シラン、プロピルトリメトキシシラン、ヘキシルトリメトキシシラン、３－メルカプトプ
ロピルトリメトキシシラン、３－アミノプロピルトリメトキシシラン、３－ジルシドキシ
プロピルトリメトキシシラン、およびその組み合わせからなる群から選択されるポリ（ア
ルキレンオキシド）基を含まないシランを更に含む、歯科用ペースト。

【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　酸反応性充填剤は、歯科用組成物に広く用いられている。酸反応性充填剤には、例えば
、金属酸化物、金属塩、及びガラスが含まれる。酸反応性ガラスの一例は、公知のフッ化
物放出材料であるフルオロアルムニオシリケート（ＦＡＳ）ガラスである。酸反応性充填
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剤を種々の物質でコーティングまたは表面処理し、所望の特性を向上させることは当技術
分野では公知である。
【０００２】
　例えば、金属酸化物粉末（例えば、酸化カルシウムおよび酸化アルミニウム）は、水溶
性高分子量（ＭＷ）物質でコーティングすると、圧潰強さ、親水性、および作用時間が増
大するとともに溶解性が減少すると報告されており；カルシウムアルミニウムフルオロシ
リケートガラスは、酸で処理すると、水感受性が減少するとともに硬化時間が延長すると
報告されており；セメントに用いられるアルミノボレートガラスは、リン酸アンモニウム
で洗うと、セメントの硬化時間が延長すると報告されており；そして、フルオロアルミノ
シリケートガラスは、シランおよび／またはシラノールで処理すると、直径方向引張強さ
および破壊靭性に優れたセメントが生成されると報告されている。
【０００３】
【特許文献１】米国特許第３，６５５，６０５号明細書
【特許文献２】米国特許第３，８１４，７１７号明細書
【特許文献３】米国特許第４，０４３，３２７号明細書
【特許文献４】米国特許第４，１４３，０１８号明細書
【特許文献５】米国特許第４，２０９，４３４号明細書
【特許文献６】米国特許第５，０６３，２５７号明細書
【特許文献７】米国特許第５，１５４，７６２号明細書
【特許文献８】米国特許第３，６５５，６０５号明細書
【特許文献９】米国特許第３，８１４，７１７号明細書
【特許文献１０】米国特許第４，０４３，３２７号明細書
【特許文献１１】米国特許第４，１４３，０１８号明細書
【特許文献１２】米国特許第４，２０９，４３４号明細書
【特許文献１３】米国特許第５，０６３，２５７号明細書
【特許文献１４】米国特許第５，３３２，４２９号明細書
【特許文献１５】米国特許第４，６５２，２７４号明細書
【特許文献１６】米国特許第４，６４２，１２６号明細書
【特許文献１７】米国特許第４，０７１，４２４号明細書
【特許文献１８】米国特許第５，５４５，６７６号明細書
【特許文献１９】欧州特許出願公開第１７３，５６７号明細書
【特許文献２０】米国特許第４，７３７，５９３号明細書
【特許文献２１】米国特許第６，０２０，５２８号明細書
【特許文献２２】米国特許第４，７７２，５３０号明細書
【特許文献２３】米国特許第４，９５４，４１４号明細書
【特許文献２４】米国特許第４，８７４，４５０号明細書
【特許文献２５】米国特許第５，０５５，３７２号明細書
【特許文献２６】米国特許第５，０５７，３９３号明細書
【特許文献２７】米国特許第３，０６６，１１２号明細書
【特許文献２８】米国特許第３，５３９，５３３号明細書
【特許文献２９】米国特許第３，６２９，１８７号明細書
【特許文献３０】米国特許第３，７０９，８６６号明細書
【特許文献３１】米国特許第３，７５１，３９９号明細書
【特許文献３２】米国特許第３，７６６，１３２号明細書
【特許文献３３】米国特許第３，８６０，５５６号明細書
【特許文献３４】米国特許第４，００２，６６９号明細書
【特許文献３５】米国特許第４，１１５，３４６号明細書
【特許文献３６】米国特許第４，２５９，１１７号明細書
【特許文献３７】米国特許第４，２９２，０２９号明細書
【特許文献３８】米国特許第４，３０８，１９０号明細書
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【特許文献３９】米国特許第４，３２７，０１４号明細書
【特許文献４０】米国特許第４，３７９，６９５号明細書
【特許文献４１】米国特許第４，３８７，２４０号明細書
【特許文献４２】米国特許第４，４０４，１５０号明細書
【特許文献４３】米国特許第６，０２５，４０６号明細書
【特許文献４４】米国特許第５，８５６，３７３号明細書
【特許文献４５】米国特許第４，２５０，３１１号明細書
【特許文献４６】米国特許第３，７０８，２９６号明細書
【特許文献４７】米国特許第４，０６９，０５５号明細書
【特許文献４８】米国特許第４，２１６，２８８号明細書
【特許文献４９】米国特許第５，０８４，５８６号明細書
【特許文献５０】米国特許第５，１２４，４１７号明細書
【特許文献５１】米国特許第４，９８５，３４０号明細書
【特許文献５２】米国特許第５，０８９，５３６号明細書
【特許文献５３】米国特許第４，８７２，９３６号明細書
【特許文献５４】欧州特許第３２３１２０Ｂ１号明細書
【特許文献５５】米国特許第５，１３０，３４７号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　用途によっては、硬化可能樹脂中に酸反応性充填剤を分散させてペーストを形成するこ
とが好ましい。ペースト内に酸反応性充填剤が高充填レベル（例えば、７０重量％または
それ以上）であると、硬化後のペーストに高強度および耐久性を生じさせ、放射線不透過
性を高度にするほか、フッ化物放出レベルを高度にするのに望ましいことが多い。しかし
、ペースト中の酸反応性充填剤の充填レベルを高くすると、所望の特性（例えば、流体力
学的特性）が少ないペーストになる可能性がある。例えば、酸反応性充填剤の充填度を高
くすると、取り扱いにくいおよび／または特性（例えば、硬質、乾燥、繊維質、高粘性、
混合しにくい、および／または広げにくい）が混ざったペーストになる可能性があり、こ
のいずれの場合でも、歯科医師がこのようなペーストを用いるのが望ましくなくなる可能
性がある。
【０００５】
　従って、当技術分野では、酸反応性充填剤の特性を改善することが依然として必要とさ
れている。例えば、低充填レベルの公知の酸反応性充填剤を含むペーストに典型的な流体
力学的特性（例えば、低粘性、分取および混合が容易）を維持しつつ、樹脂内に高充填レ
ベルで組み込んでペーストにすることができる酸反応性充填剤が求められている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一態様では、本発明は、硬化可能樹脂および樹脂内に配置された酸反応性充填剤を含む
歯科用ペーストであって、充填剤がシラン処理表面を含み、このシランがポリ（アルキレ
ンオキシド）基含有シランを含む歯科用ペーストを提供する。好ましくは、酸反応性充填
剤はフルオロアルミノシリケートガラスである。任意に、ペーストは脂肪酸を含む。
【０００７】
　別の態様では、本発明は、歯科用ペーストを調製する方法を提供する。本方法は、シラ
ン処理表面を含む酸反応性充填剤を硬化可能樹脂と混合する工程を含み、このシランはポ
リ（アルキレンオキシド）基含有シランを含む。
【０００８】
　別の態様では、本発明は、硬化可能樹脂および酸反応性充填剤を含む歯科用ペーストの
粘性を低下させる方法を提供する。本方法は、酸反応性充填剤に、媒体およびポリ（アル
キレンオキシド）基含有シランを含む成分を混合することにより調製可能な組成物を接触
させる工程を含む。媒体は水を含むことが好ましい。任意に、媒体は酸性または塩基性で
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ある。
【０００９】
　別の態様では、本発明は、パートＡおよびパートＢを含むキットを提供する。パートＡ
には、（ｉ）シランがポリ（アルキレンオキシド）基含有シランを含むシラン処理表面を
含む酸反応性充填剤；および（ｉｉ）脂肪酸が含まれる。パートＢには、少なくとも１種
のポリ酸が含まれる。キットは、樹脂および開始剤を更に含み、各々独立してパートＡお
よび／またはパートＢに存在する。キットは、パートＡが第１バレルに存在してパートＢ
が第２のバレルに存在する第１のバレルおよび第２のバレルを有する二重バレルシリンジ
を更に含むことが好ましい。キットを用いる方法も提供する。
【００１０】
　別の態様では、本発明は、硬化樹脂および硬化樹脂内に配置された酸反応性充填剤を含
む歯科用物品を提供する。充填剤は、ポリ（アルキレンオキシド）基含有シランを含むシ
ラン処理表面を含む。歯科用物品を調製する方法も提供する。
【００１１】
　別の態様では、本発明は、ポリ（アルキレンオキシド）基含有シランを含むシラン処理
表面を含む酸反応性充填剤を提供する。任意に、シランは、ポリ（アルキレンオキシド）
基を含まないシランを更に含む。好ましくは、酸反応性充填剤は、フルオロアルミノシリ
ケートガラスである。表面処理した酸反応性充填剤を調製する方法も提供する。
【００１２】
定義
　本明細書で用いる場合、「ペースト」という用語は、液体内に配置または組み込まれた
固体の柔らかく粘性のある塊をいう。
【００１３】
　本明細書で用いる場合、「充填剤」とは、樹脂内に組み込むことができる粒子材料（例
えば、無機酸化物）を意味する。例えば、歯科用複合物は、樹脂内に配置された粉末を含
むことが好ましい。
【００１４】
　本明細書で用いる場合、「酸反応性充填剤」とは、酸に接触すると化学反応が起こる充
填剤をいう。酸反応性充填剤の例には、例えば、金属酸化物、金属塩、およびガラスが含
まれる。本明細書で用いる場合、「ガラス」とは、非晶質で硬質であり、一般に脆い材料
をいう。好ましいガラスには、酸と接触するとフッ化物を放出するガラスが含まれる。特
に好ましいフッ化物放出ガラスは、フルオロアルミノシリケート（ＦＡＳ）ガラスである
。
【００１５】
　本明細書で用いる場合、「フルオロアルミノシリケートガラス」とは、例えば、（特許
文献１）（スミス（Ｓｍｉｔｈ）ら）、（特許文献２）（ウィルソン（Ｗｉｌｓｏｎ）ら
）、（特許文献３）（ポッター（Ｐｏｔｔｅｒ）ら）、（特許文献４）（クリスプ（Ｃｒ
ｉｓｐ）ら）、（特許文献５）（ウィルソン（Ｗｉｌｓｏｎ）ら）、および（特許文献６
）（アカハネ（Ａｋａｈａｎｅ）ら）に記載されるようなフッ化物放出ガラスをいう。
【００１６】
　本明細書で用いる場合、「シラン処理した」という用語は、粒子の表面が、シランおよ
び／またはシラノールを含む成分を混合することで調製した組成物に接触することにより
修飾されたことを意味する。シランおよび／またはシラノールは任意に媒体に含まれ、シ
ランおよび／またはシラノールは、粒子の表面を処理する前またはその間に組成物と反応
またはその中に移行することができる。
【００１７】
　本明細書で用いる場合、「ポリ（アルキレンオキシド）基」とは、少なくとも２つ、好
ましくは２～３０のアルキレンオキシド単位を含む基を意味する。好ましいアルキレンオ
キシドには、例えば酸化エチレン、酸化プロピレン、酸化ブチレン、およびその組み合わ
せが含まれる。
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【００１８】
　本明細書で用いる場合、「硬化可能」とは、例えば、加熱して溶媒を除去すること、加
熱して重合、化学架橋、放射線重合または架橋を引き起こすこと等により硬化または凝固
することができる材料の説明である。
【００１９】
　本明細書で用いる場合、「脂肪酸」とは、好ましくは４～２２の炭素原子を含む脂肪族
基を含み、末端カルボン酸基を有することを特徴とする飽和または不飽和有機化合物をい
う。
【００２０】
　本明細書で用いる場合、「脂肪族基」という用語は、飽和または不飽和線状（即ち直鎖
）、環状、または分枝炭化水素基を意味する。この用語は、例えば、アルキル（例えば、
－ＣＨ3）（または鎖内であれば－ＣＨ2－のようなアルキレン）、アルケニル（または鎖
内であればアルケニレン）、およびアルキニル（または鎖中にあればアルキニレン）基を
含むように用いられる。「アルキル基」という用語は、例えば、メチル、エチル、イソプ
ロピル、ｔ－ブチル、ヘプチル、ドデシル、オクタデシル、アミル、２－エチルヘキシル
等を含む飽和線状または分枝炭化水素基を意味する。「アルケニル基」という用語は、ビ
ニル基のような１つまたはそれ以上の炭素－炭素二重結合を有する不飽和線状または分枝
炭化水素基を意味する。「アルキニル基」という用語は、１つまたはそれ以上の炭素－炭
素三重結合を有する不飽和線状または分枝炭化水素基を意味する。「芳香族基」または「
アリール基」という用語は、単核または多核芳香族炭化水素基を意味する。これらの炭化
水素基は、ヘテロ原子（このように述べる場合には官能基の形とすることができる）で置
換することができる。「ヘテロ原子」という用語は、炭素以外の要素（例えば、窒素、酸
素、イオウ、塩素等）を意味する。
【００２１】
　本明細書で用いる場合、「粘稠度値(consistency value)」とは、数字が大きくなると
高流出性または低粘性を示す材料の流れ特性の尺度をいう。手短にいうと、粘稠度値は、
本明細書に特定した条件下で２つのガラス板の間で平らにされた材料の試料の直径の尺度
である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　一実施形態では、本発明は、硬化可能樹脂および樹脂内に配置された酸反応性充填剤を
含む歯科用ペーストを提供する。酸反応性充填剤は、ポリ（アルキレンオキシド）基含有
シランを含むシラン処理表面を含む。硬化可能樹脂内に開始剤を含ませるか、それに加え
、樹脂を硬化する。ある実施形態では、ペーストは脂肪酸も含むことができる。
【００２３】
酸反応性充填剤
　適切な酸反応性充填剤には、例えば、金属酸化物、金属塩、およびガラスが含まれる。
当然、ガラスが好ましい。適切な金属酸化物および金属塩は、例えば、（特許文献７）（
ミトラ（Ｍｉｔｒａ）ら）の第３段、５５～６２行に開示されている。適切なガラスには
、例えば、ホウ酸塩ガラス、リン酸塩ガラス、およびフルオロアルミノシリケート（ＦＡ
Ｓ）ガラスが含まれるが、フルオロアルミノシリケート（ＦＡＳ）ガラスが特に好ましい
。ＦＡＳガラスは、例えば、（特許文献８）（スミス（Ｓｍｉｔｈ）ら）、（特許文献９
）（ウィルソン（Ｗｉｌｓｏｎ）ら）、（特許文献１０）（ポッター（Ｐｏｔｔｅｒ）ら
）、（特許文献１１）（クリスプ（Ｃｒｉｓｐ）ら）、（特許文献１２）（ウィルソン（
Ｗｉｌｓｏｎ）ら）、および（特許文献１３）（アカハネ（Ａｋａｈａｎｅ）ら）に記載
されている。ガラスは、浸出可能なフッ化物を含み、虫歯に対する有用な保護となること
が好ましい。好ましくは、ガラスは十分に細かく割ることにより、混合を容易にし、硬化
を速め、取り扱いを良好にする。好都合な微粉砕または粉砕方法の何れを用いてガラス細
かく割ることもできる。ボールミリングは代表的な方法の１つである。
【００２４】
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シランおよび／またはシラノール処理
　好ましくは、酸反応性充填剤は、例えば、（特許文献１４）（ミトラ（Ｍｉｔｒａ）ら
）に記載の方法と同様の方法によりシランおよび／またはシラノール処理する。手短に言
えば、上述の酸反応性充填剤は、任意に媒体に含ませたポリ（アルキレンオキシド）基含
有シランを含む組成物に接触させることにより処理することができる。媒体が含まれる場
合には、媒体が水を含むことが好ましく、水性媒体を用いる場合には、この媒体は酸性ま
たは塩基性とすることができる。処理が終わると、従来の技術の何れかを用いて酸反応性
充填剤を乾燥することができる。強制通気オーブンでのオーブン乾燥が推奨され、乾燥温
度は約３０℃～約１００℃が好ましい。乾燥は終夜行うことが好ましい。次に、処理して
乾燥した酸反応性充填剤を篩いにかけるか、軽く粉砕して塊をほぐすことができる。得ら
れる酸反応性充填剤は、例えば、歯科用ペースト内に組み込むことができる。
【００２５】
　好ましくは、シランのポリ（アルキレンオキシド）基のアルキレンには、エチレン、プ
ロピレン、ブチレン、およびその組み合わせを含む。好ましくは、ポリ（アルキレンオキ
シド）基含有シランは次式：
　　ＸnＳｉ－（－Ｙ－（ＯＣmＨ2m）w－Ｚ）4-n

を有する。式中、Ｘは加水分解可能基（例えば、アルコキシ、アシロキシ、ハロ、または
その組み合わせ）であり；Ｙは、任意にヘテロ原子（例えば、Ｏ、Ｎ、Ｓ、Ｐ、および例
えば、エーテル類、硫化物類、エステル類、カルバメート類、およびアミド類を含む官能
基として存在することができるその組み合わせ）を含むことができる飽和または不飽和、
置換または非置換の脂肪族および／または芳香族基であり；Ｚは、任意にヘテロ原子（例
えば、Ｏ、Ｎ、Ｓ、Ｐ、および例えば、エーテル類、硫化物類、エステル類、カルバメー
ト類、およびアミド類を含む官能基として存在することができるその組み合わせ）を含む
ことができる飽和または不飽和の脂肪族および／または芳香族基であり；ｍ＝２～４；ｎ
＝１～３（好ましくは３）；ｗ＝２～３０である。好ましいＺ基には、例えば、メトキシ
、エトキシ、アクリロキシ、メタクリロキシ、およびビニルエーテル類が含まれる。
【００２６】
　適切なポリ（アルキレンオキシド）基含有シランは当技術分野では公知であり、例えば
、コネチカット州ダンベリーのＯＳＩスペシャリティーズ（Ｓｐｅｃｉａｌｔｉｅｓ）か
ら商品名Ａ１２３０で入手可能なγ－（ポリアルキレンオキシド）プロピルトリメトキシ
シランが含まれる。他の適切なポリ（アルキレンオキシド）基含有シランには、例えば、
ウレタン基を含むものが含まれ、これは、例えば、イソシアネート官能シラン（例えば、
コネチカット州ダンベリーのＯＳＩスペシャリティーズ（Ｓｐｅｃｉａｌｔｉｅｓ）から
Ａ１３１０という商品名で入手可能な２－イソシアノトリエチルトリエトキシシラン；お
よびウィスコンシン州ミルウォーキーのアルドリッチ・ケミカル・コーポレーション（Ａ
ｌｄｒｉｃｈ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．）から入手可能な３－（トリエトキシシリル）
プロピルイソシアネート）をエンドキャップされたポリアルキレングリコールと反応させ
ることにより得ることができる。このようなポリ（アルキレンオキシド）基含有シランの
例は、本明細書の実施例に開示されている。
【００２７】
　いくつかの実施形態では、本発明は、硬化可能樹脂および樹脂内に配置された酸反応性
充填剤を含む歯科用ペーストであって、充填剤がシラン処理表面を含み、このシランがポ
リ（アルキレンオキシド）基含有シランおよびポリ（アルキレンオキシド）基を含まない
シランを含む歯科用ペーストを提供する。ポリ（アルキレンオキシド）基を含まないシラ
ンは、重合可能または非重合可能の何れかとすることができる。重合可能および非重合可
能シランの組み合わせを用いることもできる。
【００２８】
　ポリ（アルキレンオキシド）基を含まず重合可能でもないシランの例には、イソオクチ
ルトリメトキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、ｎ－オクチルトリメトキシシラン
、ドデシルトリメトキシシラン、オクタデシルトリメトキシシラン、プロピルトリメトキ
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シシラン、ヘキシルトリメトキシシラン、３－メルカプトプロピルトリメトキシシラン、
３－アミノプロピルトリメトキシシラン、３－ジルシドキシ（ｇｙｌｃｉｄｏｘｙ）プロ
ピルトリメトキシシランおよびその組み合わせが含まれる。
【００２９】
　ポリ（アルキレンオキシド）基を含まない重合可能シランの例には、３－（メタクリロ
キシ）プロピルトリメトキシシラン、３－アクリロキシプロピルトリメトキシシラン、３
－（メタクリロキシ）プロピルトリエトキシシラン、３－（メタクリロキシ）プロピルメ
チルジメトキシシラン、３－（アクリロキシプロピル）メチルジメトキシシラン、３－（
メタクリロキシ）プロピルジメチルエトキシシラン、３－（メタクリロキシ）メチルトリ
エトキシシラン、３－（メタクリロキシ）メチルトリメトキシシラン、３－（メタクリロ
キシ）プロピルジメチルエトキシシラン、３－メタクリロキシプロペニルトリメトキシシ
ラン、ビニルジメチルエトキシシラン、ビニルメチルジアセトキシシラン、ビニルメチル
ジエトキシシラン、ビニルトリアセトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルト
リイソプロポキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリフェノキシシラン、ビ
ニルトリ－ｔ－ブトキシシラン、ビニル－トリス－イソブトキシシラン、ビニルトリイソ
プロペノキシシラン、ビニル－トリス（２－メトキシエトキシ）シランおよびその組み合
わせが含まれる。当然、３－（メタクリロキシ）プロピルトリメトキシシラン、３－アク
リロキシプロピルトリメトキシシラン、３－（メタクリロキシ）プロピルメチルジメトキ
シシラン、および３－（メタクリロキシ）プロピルジメチルエトキシシランが好ましい。
【００３０】
　（特許文献１４）（ミトラ（Ｍｉｔｒａ）に記載のＦＡＳガラス充填剤の表面処理方法
によれば、シラノール処理溶液は、酸または塩基で調整して非中性溶液にすることができ
る。任意に、酸性または塩基性である少なくとも１種のシランを用いることができる。表
面処理は水の存在下で行う。従って、シラン（類）は、シラノール（類）に変換すること
ができる。酸または塩基およびシラノールがＦＡＳガラスと反応する。第２段５～１３行
を参照されたい。得られる表面処理ＦＡＳガラスは、イオン含有シロキシ含有コーティン
グを有する酸反応性フルオロアルミノシリケート粒子状ガラスである。
【００３１】
脂肪酸
　本発明のペーストには、添加剤として脂肪酸を含むことができる。すなわち、脂肪酸で
酸反応性充填剤を予めコーティングしない。「脂肪酸」という語句は、本明細書で用いる
場合、脂肪族基、好ましくは４～２２の炭素原子を含むものを含み、末端カルボン酸基を
有することを特徴とする有機化合物を意味する。本発明には、カルボキシル基１個当たり
、好ましくは４～２２の炭素原子を含む脂肪酸の二量体および三量体を用いることもでき
る。脂肪酸は飽和とすることも不飽和とすることもできる。脂肪酸が存在する場合、本発
明のペーストは、ペーストの全重量に対し、好ましくは少なくとも約０．０１重量％、更
に好ましくは少なくとも約０．１重量％の脂肪酸を含む。脂肪酸が存在する場合、本発明
のペーストは、ペーストの全重量に対し、好ましくは多くとも約５重量％、更に好ましく
は多くとも約１重量％の脂肪酸を含む。
【００３２】
　有用な脂肪酸には、例えば、カプリル酸（ＣＨ3（ＣＨ2）6ＣＯ2Ｈ）、カプリン酸（Ｃ
Ｈ3（ＣＨ2）8ＣＯ2Ｈ）、オクタデカン酸（ＣＨ3（ＣＨ2）16ＣＯＯＨ）（一般にステア
リン酸と呼ばれる）、および９－オクタデセン酸（ＣＨ3（ＣＨ2）7ＣＨ：ＣＨ（ＣＨ2）

7ＣＯＯＨ）（一般にオレイン酸と呼ばれる）の脂肪酸が含まれる。特に有用な脂肪酸は
オレイン酸およびその二量体および三量体である。
【００３３】
硬化可能樹脂
　本発明の歯科用ペーストには硬化可能樹脂が含まれる。これらの樹脂は、一般に、例え
ば、アクリレート官能材料、メタクリレート官能材料、エポキシ官能材料、ビニル官能材
料、およびその混合物を含む硬化してポリマー網状組織を形成することができる熱硬化性
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材料であることが好ましい。好ましくは、硬化可能樹脂は、１種またはそれ以上のマトリ
クス形成オリゴマー、モノマー、ポリマー、またはそのブレンドで作られる。
【００３４】
　本出願に開示される歯科用ペーストが歯科用複合体である好ましい実施形態では、用い
るのに適する重合可能材料には、口内環境で用いるのに適するようにするために十分な強
度、加水分解安定度、および無毒性を有する硬化可能な有機材料が含まれる。このような
材料の例には、アクリレート類、メタクリレート類、ウレタン類、カルバモイルイソシア
ヌレート類、エポキシ類、およびその混合物および誘導体が含まれる。
【００３５】
　好ましい硬化可能材料の一には、遊離基的活性官能基を有する材料が含まれる。このよ
うな材料の例には、１つまたはそれ以上のエチレン性不飽和基を有する単量体、１つまた
はそれ以上のエチレン性不飽和基を有するオリゴマー、１つまたはそれ以上のエチレン性
不飽和基を有するポリマー、およびその組み合わせが含まれる。或いは、硬化可能樹脂は
、陽イオン的活性官能基を含む材料から選択することができる。或いは、本発明の歯科用
材料には、陽イオン的に硬化性および遊離基的に硬化性材料の両方を含む硬化可能樹脂の
混合物を用いることもできる。或いは、硬化可能樹脂は、同一分子内に陽イオン的活性官
能基および遊離基的活性官能基の両方を含む材料の一クラス由来の材料とすることもでき
る。
【００３６】
遊離基的活性材料
　遊離基的活性官能基を有する硬化可能樹脂のクラスでは、本発明に用いるのに適切な材
料には、少なくとも１つのエチレン性不飽和結合を含み、付加的な重合を受けることがで
きる。このような遊離基的に重合可能な材料には、アクリル酸メチル、メチルメタクリレ
ート、エチルアクリレート、イソプロピルメタクリレート、ｎ－ヘキシルアクリレート、
ステアリルアクリレート、アリルアクリレート、グリセロールジアクリレート、グリセロ
ールトリアクリレート、エチレングリコールジアクリレート、ジエチレングリコールジア
クリレート、トリエチレングリコールジメタクリレート、１，３－プロパンジオールジア
クリレート、１，３－プロパンジオールジメタクリレート、トリメチロールプロパントリ
アクリレート、１，２，４－ブタントリオールトリメタクリレート、１，４－シクロヘキ
サンジオールジアクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレート、ペンタエリスリ
トールテトラアクリレート、ペンタエリスリトールテトラメタクリレート、ソルビトール
ヘキサクリレート、ビスフェノールＡのジグリシジルメタクリレート（「ビス－ＧＭＡ」
）、ビス［１－（２－アクリロキシ）］－ｐ－エトキシフェニルジメチルメタン、ビス［
１－（３－アクリロキシ－２－ヒドロキシ）］－ｐ－プロポキシフェニルジメチルメタン
、およびトリスヒドロキシエチル－イソシアヌレートトリメタクリレートのようなモノ－
、ジ－またはポリ－アクリレート類およびメタクリレート類；（特許文献１５）（ボエッ
チャー（Ｂｏｅｔｔｃｈｅｒ）ら）に記載されているようなアクリレート化単量体、およ
び（特許文献１６）（ザドル（Ｚａｄｏｒ））に記載されているようなアクリレート化オ
リゴマーの共重合可能混合物である分子量２００－５００のポリエチレングリコール類の
ビス－アクリレート類およびビス－メタクリレート類；およびスチレン、ジアリルフタレ
ート、ジビニルスクシネート、ジビニルアジペートおよびジビニルフタレートのようなビ
ニル化合物が含まれる。必要に応じて、これらの遊離基的に重合可能な材料の２つまたは
それ以上の混合物を用いることができる。
【００３７】
遊離基開始系
　遊離基重合（例えば、硬化）に対しては、開始系は、放射、熱、または酸化還元／自動
硬化化学反応を介して重合を開始する系から選択することができる。遊離基的に活性の官
能基の重合を開始することができる開始剤のクラスには、任意に光増感剤または促進剤と
組み合わせた遊離基発生光開始剤が含まれる。このような開始剤は、典型的には、２００
と８００ｎｍとの間の波長を有する光エネルギーに暴露されると付加重合するための遊離
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基を発生することができる。
【００３８】
　遊離基的重合可能材料を光重合させるために種々の可視または近赤外線光開始剤系を用
いることができる。例えば、光開始系は、（特許文献１７）（ダート（Ｄａｒｔ）ら）に
記載されるようなアミンおよびα－ジケトンの２つの成分系を介して重合を開始する系か
ら選択することができる。或いは、材料は、（特許文献１８）（パラゾット（Ｐａｌａｚ
ｚｏｔｔｏ）ら）に記載されるような３成分光開始剤系と混合することができる。３成分
系には、ヨードニウム塩（例えば、ジアリールヨードニウム塩）、増感剤、および供与体
が含まれる。各光開始剤成分は、（特許文献１８）（パラゾット（Ｐａｌａｚｚｏｔｔｏ
）ら）第２段２７行～第４段４５行までに記載されている。
【００３９】
　他の有用な遊離基開始剤には、（特許文献１９）（イング（Ｙｉｎｇ））および（特許
文献２０）（エルリッヒ（Ｅｌｌｒｉｃｈ）ら）および（特許文献２１）（レパード（Ｌ
ｅｐｐａｒｄ）ら）に記載されるようなアシルホスフィンオキシドのクラスが含まれる。
アシルホスフィンオキシドと組み合わせて三級アミン還元剤を用いることができる。
【００４０】
　本発明の歯科用材料に代替的に用いることができる別の遊離基開始剤系には、ホウ酸陰
イオンおよび相補的な陽イオン性染料を含むイオン性染料－対イオン錯体開始剤のクラス
が含まれる。ホウ酸塩光開始剤は、例えば、（特許文献２２）（ゴットシャルク（Ｇｏｔ
ｔｓｃｈａｌｋ）ら）、（特許文献２３）（アデア（Ａｄａｉｒ）ら）、（特許文献２４
）（ゴットシャルク（Ｇｏｔｔｓｃｈａｌｋ））、（特許文献２５）（シャンクリン（Ｓ
ｈａｎｋｌｉｎ）ら）、（特許文献２６）（シャンクリン（Ｓｈａｎｋｌｉｎ）ら）に記
載されている。
【００４１】
　硬化可能樹脂中の遊離基的活性官能基の重合を開始することができる開始剤の更に別の
クラスには、過酸化物およびアミンの組み合わせのような従来の化学開始剤系が含まれる
。これらの開始剤は、熱酸化還元反応に依存し、「自動硬化触媒」と呼ばれることが多い
。これらは、典型的には、反応物を互いに分離して保存し、その後使用直前に混合する２
液系（ｔｗｏ－ｐａｒｔ　ｓｙｓｔｅｍｓ）として供給される。
【００４２】
　或いは、熱を用いて遊離基的活性基の硬化、または重合を開始することができる。本発
明の歯科用材料に適する熱源の例には、誘導、対流、および放射が含まれる。熱源は、通
常の条件または高圧条件下で少なくとも約４０℃および高くても１５０℃の温度を発生す
ることができる必要がある。この手順は、口内環境の外部で起こる材料の重合を開始する
のに好ましい。
【００４３】
　硬化可能樹脂中の遊離基的活性官能基の重合を開始することができる開始剤の更に別の
クラスは、遊離基発生熱開始剤を含むものである。例として、過酸化物類（例えば、ベン
ゾイル過酸化物およびラウリル過酸化物）およびアゾ化合物類（例えば、２，２－アゾビ
ス－イソブチロニトリル（ＡＩＢＮ））が挙げられる。
【００４４】
陽イオン的活性材料
　本出願に開示された歯科用ペーストに有用な硬化可能樹脂の別のクラスには、陽イオン
的活性官能基を有する材料が含まれる。陽イオン的活性官能基を有する材料には、陽イオ
ン的重合可能エポキシ類（例えば、（特許文献２７）（ボーエン（Ｂｏｗｅｎ））、（特
許文献２８）（リー（Ｌｅｅ）ＩＩら）、（特許文献２９）（ウォーラー（Ｗａｌｌｅｒ
））、（特許文献３０）（ウォーラー（Ｗａｌｌｅｒ））、（特許文献３１）（リー（Ｌ
ｅｅ）ら）、（特許文献３２）（リー（Ｌｅｅ）ら）、（特許文献３３）（テイラー（Ｔ
ａｙｌｏｒ））、（特許文献３４）（グロス（Ｇｒｏｓｓ）ら）、（特許文献３５）（グ
ロス（Ｇｒｏｓｓ）ら）、（特許文献３６）（ヤマウチ（Ｙａｍａｕｃｈｉ）ら）、（特
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許文献３７）（クレイグ（Ｃｒａｉｇ）ら）、（特許文献３８）（ウォルコウィアク（Ｗ
ａｌｋｏｗｉａｋ）ら）、（特許文献３９）（カワハラ（Ｋａｗａｈａｒａ）ら）、（特
許文献４０）（オルロフスキー（Ｏｒｌｏｗｓｋｉ）ら）、（特許文献４１）（ベルグ（
Ｂｅｒｇ））、（特許文献４２）（ツネカワ（Ｔｓｕｎｅｋａｗａ）ら）に示されるもの
）、ビニルエーテル類、オキセタン類、スピロ－オルトカーボネート類、スピロ－オルト
エステル類等が含まれる。陽イオン的活性官能基を有する好ましい材料は、例えば、（特
許文献４３）（オクスマン（Ｏｘｍａｎ）ら）（例えば、第２段３６行～第４段５２行）
およびその中に引用された文書に開示されたものを含むエポキシ官能材料である。
【００４５】
　任意に、好ましくはエポキシ官能材料である陽イオン的活性官能基を有する硬化可能樹
脂のための連鎖延長剤としてモノヒドロキシ－およびポリヒドロキシ－アルコール類を硬
化可能樹脂に加えることができる。本発明に用いるヒドロキシル含有材料は、ヒドロキシ
ル官能価が少なくとも約１、好ましくは少なくとも約２である有機材料の何れとすること
もできる。有用なヒドロキシル含有材料は、例えば、（特許文献４４）（カイサキ（Ｋａ
ｉｓａｋｉ）ら）に記載されている。
【００４６】
　陽イオン的活性官能基を含む硬化樹脂に対しては、開始系は、放射、熱、または酸化還
元／自動硬化化学反応を介して重合を開始する系から選択することができる。例えば、エ
ポキシ重合は、例えば、無水物およびアミン類を含む熱硬化剤を用いることにより達成す
ることができる。無水物硬化剤の特に有用な例はシス－１，２－シクロヘキサンジカルボ
ン酸無水物である。
【００４７】
　或いは、陽イオン的活性官能基を含む樹脂のための開始系は、光活性化されるものであ
る。本発明を実施するのに、触媒および光開始剤業界で認められる陽イオン性光活性基の
広い意味でのクラスを用いることができる。光活性陽イオン性核、光活性陽イオン性成分
、および光活性陽イオン性有機化合物は、例えば、（特許文献４５）（クリベロ（Ｃｒｉ
ｖｅｌｌｏ））、（特許文献４６）（シュレシンガー（Ｓｃｈｌｅｓｉｎｇｅｒ））、（
特許文献４７）（クリベロ（Ｃｒｉｖｅｌｌｏ））、（特許文献４８）（クリベロ（Ｃｒ
ｉｖｅｌｌｏ））、（特許文献４９）（ファルーク（Ｆａｒｏｏｑ））、（特許文献５０
）（ファルーク（Ｆａｒｏｏｑ））、（特許文献５１）（パラゾット（Ｐａｌａｚｚｏｔ
ｔｏ）ら）、（特許文献５２）（パラゾット（Ｐａｌａｚｚｏｔｔｏ））、および（特許
文献４４）（カイサキ（Ｋａｉｓａｋｉ）ら）により代表的に示されるような材料技術分
野で認められたクラスである。
【００４８】
　陽イオン的硬化性材料は、例えば、ヨードニウム塩、増感剤、および電子供与体を用い
る上に記載するような３成分または三元光開始剤系と混合することができる。陽イオン的
硬化性材料を硬化するための有用な芳香族ヨードニウム錯体塩の例は、（特許文献４３）
（オクスマン（Ｏｘｍａｎ）ら）（例えば、第５段４６行～第６段９行）に開示されてい
る。有用な増感剤および電子供与体の例は、（特許文献４３）（オクスマン（Ｏｘｍａｎ
）ら）（例えば、第６段４３行～第９段４３行）にも見出すことができる。
【００４９】
　陽イオン性重合のための別の光開始剤系には、（特許文献５１）（パラゾット（Ｐａｌ
ａｚｚｏｔｔｏ）ら）に記載のものから選択される本質的に金属水素化物または金属アル
キル官能性のない有機金属錯体陽イオンを用いることが含まれる。
【００５０】
陽イオン的活性／遊離基的活性材料
　或いは、硬化可能樹脂は、単一分子内に陽イオン的活性および遊離基的活性官能基の両
方を含むことができる。このような分子は、例えば、ジ－またはポリ－エポキシドをエチ
レン性不飽和カルボン酸の１種またはそれ以上の同等物と反応させることにより得ること
ができる。このような材料の例は、ユニオン・カーバイド（Ｕｎｉｏｎ　Ｃａｒｂｉｄｅ
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）から商品名ＵＶＲ－６１０５で入手可能な材料とメタクリル酸の同等物の一種との反応
生成物である。エポキシおよび遊離基的活性官能性を有する市販の材料には、日本のダイ
セル化学（Ｄａｉｃｅｌ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ，Ｊａｐａｎ）から商品名ＣＹＣＬＯＭＥＲ
（例えば、ＣＹＣＬＯＭＥＲ　Ｍ－１００、Ｍ－１０１、またはＡ－２００）で入手可能
な材料およびラドキュア・スペシャリティーズ（Ｒａｄｃｕｒｅ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｉｅ
ｓ）から商品名ＥＢＥＣＲＹＬ－３６０５で入手可能な材料が含まれる。
【００５１】
　光開始剤化合物は、樹脂系の硬化処理または硬化を開始またはその速度を増大させるの
に効果的な量で、本出願に開示された歯科用ペーストに加えることが好ましい。有用な光
重合可能組成物は、安全な光条件で、上に記載した成分を単に混合することにより調製さ
れる。この混合物を調製するときには、必要に応じて適切な不活性溶媒を用いることがで
きる。本発明の組成物の成分と感知できるほどには反応しない溶媒を用いることができる
。適切な溶媒の例には、例えば、アセトン、ジクロロメタン、およびアセトニトリルが含
まれる。重合化される液体材料は、重合化される別の液体または固体材料に対する溶媒と
して用いることができる。例えば、溶解を促進するために穏やかに加熱するか加熱せずに
、芳香族ヨードニウム錯体塩および増感剤をエポキシ官能材料／ポリオール混合物に単に
溶解することにより溶媒を含まない組成物を調製することができる。
【００５２】
他の添加剤
　本発明の歯科用ペーストは、任意に、例えば着色剤、着香料、抗菌剤、香料、安定剤、
粘性調節剤、およびフッ化物放出材料を含む口内環境に用いるのに適する補助剤を含むこ
とができる。例えば、適切な補助剤には、蛍光および／または乳白光を付与する薬剤が含
まれる。
【００５３】
　本発明のペーストは、数平均分子量が約１０，０００より大きい水素結合可能ポリマー
のような粘性調節剤を更に含むことができる。好ましくは、ポリマーの数平均分子量は約
２０，０００より大きく、更に好ましくは約５０，０００より大きい。一般に、このポリ
マーは、全組成物中に少量で存在する。好ましくは、ポリマーは、ペースト中に、ペース
ト中の樹脂成分に対し約０．０５重量％～約８重量％、更に好ましくは約０．１重量％～
５重量％存在する。好ましくは、水素結合可能ポリマーには水素結合受容体部位が含まれ
る。
【００５４】
　特に好ましい水素結合可能ポリマーには、例えば、ポリ（Ｎ－ビニルピロリドン）ポリ
マー類（ｐ－ＮＶＰ）が含まれる。コモノマーまたはグラフト基が水素結合のために有害
な量の活性水素を含まなければ、ビニルピロリドンと、他の単量体または他の基とのグラ
フトポリ（Ｎ－ビニルピロリドン）とのコポリマーも好ましい。例えば、ポリ（１－ビニ
ルピロリドン－コ－スチレン）、ポリエチルオキサゾリン、ポリ（１－ビニルピロリドン
－コ－ビニルアセテート）およびその組み合わせが好ましい。
【００５５】
　任意に、本発明の組成物はヒュームドシリカを含むこともできる。適切なヒュームドシ
リカには、例えば、デグサ（ＤｅＧｕｓｓａ）ＡＧ（ドイツ国ハーナウ）から商品名ＡＥ
ＲＯＳＩＬ　ＯＸ－５０、ＡＥＲＯＳＩＬ－１３０、ＡＥＲＯＳＩＬ－１５０、およびＡ
ＥＲＯＳＩＬ－２００で入手可能な製品およびキャボット・コーポレーション（Ｃａｂｏ
ｔ　Ｃｏｒｐ）（イリノイ州タスコラ）から入手可能なＣＡＢ－Ｏ－ＳＩＬ　Ｍ５が含ま
れる。
【００５６】
充填剤の樹脂中への組み込み
　本出願に開示された充填剤は、適切な手段の何れかにより硬化可能樹脂中に組み込み、
歯科用ペーストを形成することができる。表面処理酸反応性充填剤は、粉末として樹脂に
加えることができる。或いは、表面処理酸反応性充填剤は、別の充填剤および／または任
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意の添加剤と混合し、粉末として硬化可能樹脂に加える材料を調製することができる。或
いは、表面処理酸反応性充填剤は、液体添加剤と混合し、分散剤として硬化可能樹脂に加
えることができる。
【００５７】
　本出願に開示した充填剤は、当技術分野で公知の簡便な方法の何れかにより硬化可能樹
脂に組み込むこともできる。
【００５８】
歯科用ペースト
　本出願に開示した表面処理酸反応性充填剤は、硬化可能樹脂に組み込まれ、上に記載の
有用な歯科用ペーストを調製することができる。本発明の歯科用ペーストは、化学的に硬
化性、熱硬化性、または光硬化性組成物とすることができる。光硬化性材料は、適切な開
始剤系を有する必要がある。化学的硬化性材料は、自動硬化（例えば酸化還元開始剤によ
る）することができる。或いは、本発明の材料は、自動および光硬化の組み合わせで硬化
することができる。
【００５９】
　本出願に開示された歯科用ペーストは、充填剤がシラン処理表面を含み、シランがポリ
（アルキレンオキシド）基含有シランを含む樹脂内に配置された酸反応性充填剤を含む。
好ましくは、歯科用ペーストは、ペーストの全重量に対し、少なくとも約５重量％の表面
処理酸反応性充填剤、更に好ましくは少なくとも約１０重量％の表面処理酸反応性充填剤
を含む。好ましくは、歯科用ペーストは、ペーストの全重量に対し、多くとも約８５重量
％の表面処理酸反応性充填剤、更に好ましくは多くとも約８０重量％の表面処理酸反応性
充填剤を含む。
【００６０】
　本出願に開示した歯科用ペーストは、例えば、歯科用接着剤、人口歯冠、前部または後
部充填剤、鋳造材料、裏層（ｃａｖｉｔｙ　ｌｉｎｅｒｓ）、セメント、コーティング組
成物、ミルブランク、矯正装置、修復材、義歯、およびシーラントとして用いることがで
きる。好ましい態様では、歯科用ペーストは歯科用修復材である。本発明の修復材は、口
内に直接配置して原位置で硬化処理（硬化）することもでき、口外で義歯に作成し、その
後口内の適所に接着することもできる。
【００６１】
　本発明の歯科用ペーストは、比較的高度の充填剤レベルで充填しても依然として有用な
流体力学的特性（例えば、柔らかい、べとつかない）を有することが見出されている。こ
れらの特性は強度と同様に、表面改質剤を用いて粒子の表面を処理することにより向上す
ると考えられている。表面処理（表面改質）により、粒子の分散性および粒子がマトリク
ス内に結合する能力が向上する。
【００６２】
　好ましくは、本発明は、優れた取り扱いおよび流体力学的特性（例えば、約２５℃で５
日保存後に実質的に沈殿しない、粘稠度値が少なくとも約３０ｍｍである）を維持しつつ
、硬化して以下に詳細に記載する所望の特性（例えば、高い直径方向引張強さ、高い圧縮
強度、および高い接着値）をバランスよく付与することができる歯科用ペーストを提供す
る。この歯科用ペーストは、当業者により公知の手順で取り扱うときにべとつかないこと
が好ましい。
【００６３】
パートＡおよびパートＢを含むキット
　一実施形態では、本発明は、２つのパート（例えば、パートＡおよびパートＢ）のガラ
スアイオノマーセメントを含むキットを提供する。パートＡの粘性は、ブルックフィール
ド（Ｂｒｏｏｋｆｉｅｌｄ）粘度計で３２，０００に等しい変換係数のＴ－Ｄスピンドル
を用いて室温（約２５℃）または室温付近で測定すると、典型的には約５０，０００セン
チポアズ（ｃｐｓ）より大きく、好ましくは１５０，０００～３００，０００ｃｐｓの間
である。典型的には、歯科医師は、使用直前に２つのパートを混合する。２つのパートが
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混合されると、酸塩基硬化反応が開始する。好ましくは、混合物の作用時間は、本明細書
の試験手順に規定するとおり、少なくとも約３０秒、更に好ましくは少なくとも約６０秒
である。次のエチレン性不飽和基または硬化性樹脂の硬化は、硬化剤および／または光に
より行う。パートＡおよびパートＢを処方するのに用いる各成分は本明細書で詳細に論じ
る。硬化可能樹脂および開始剤のような特定の成分は、以下に更に説明するように、パー
トＡ、パートＢの何れか、またはパートＡおよびパートＢの両方内に存在することができ
る。
【００６４】
　一実施形態では、本発明に開示する歯科用ペーストは、ガラスアイオノマーセメント中
のパートＡとして用いることができる。このようなペーストには、樹脂内に配置された酸
反応性充填剤であって、充填剤がシラン処理表面を含み、このシランがポリ（アルキレン
オキシド）基含有シランを含む充填剤が含まれる。ガラスアイオノマーセメント中のパー
トＡとして用いる場合には、ペーストは、ペーストの全重量に対し、好ましくは少なくと
も約５０重量％の表面処理酸反応性充填剤、更に好ましくは少なくとも約６０重量％の表
面処理酸反応性充填剤、最も好ましくは少なくとも約７０重量％の酸反応性充填剤を含む
。ガラスアイオノマーセメント中のパートＡとして用いる場合、ペーストは、ペーストの
全重量に対し、好ましくは多くとも約８５重量％の表面処理酸反応性充填剤、更に好まし
くは多くとも約８０重量％の表面処理酸反応性充填剤を含む。
【００６５】
　パートＢは、硬化可能（例えば硬化性）樹脂または非硬化可能（例えば非硬化性）樹脂
を含むことができる少なくとも１種のポリ酸を含む。ポリ酸は、完全に水溶性である必要
はないが、パートＢの他の成分と混合しても実質的に沈降しないように少なくとも十分に
水混和性である必要がある。適切なポリ酸は、（特許文献１２）（ウィルソン（Ｗｉｌｓ
ｏｎ）ら）第２段６２行～第３段６行に列記されている。ポリ酸の分子量は、保存、取り
扱い、および混合特性を良好にするのに十分な大きさである必要がある。好ましい重量平
均分子量は、ゲル透過クロマトグラフィーを用いてポリスチレン標準に対して評価すると
約５，０００～１００，０００である。
【００６６】
　一実施形態では、ポリ酸は硬化可能樹脂である。即ち、少なくとも１種のエチレン性不
飽和基を含む。適切なエチレン性不飽和ポリ酸は、（特許文献５３）（エンゲルブレヒト
（Ｅｎｇｅｌｂｒｅｃｈｔ））の例えば第３および４段、および（特許文献５４）（ミト
ラ（Ｍｉｔｒａ））の例えば約３ページ５５行～５ページ８行に記載されている。好まし
くは、酸性基およびエチレン性不飽和基の数は、歯科用組成物中の特性のバランスが適切
になるように調節する。酸性基の約１０％～３０％がエチレン性不飽和基で置換されてい
るポリ酸が好ましい。
【００６７】
　他の実施形態では、ポリ酸は非硬化可能樹脂である。即ち、不飽和酸のオリゴマーまた
はポリマーである。好ましくは、不飽和酸は、炭素、イオウ、リン、またはホウ素の酸素
酸（即ち、酸を含む酸素）である。更に好ましくは、炭素の酸素酸である。有用な非硬化
可能ポリ酸には、例えば、不飽和モノ－、ジ－、またはトリカルボン酸のホモポリマーお
よびコポリマーのようなポリアルケノン酸が含まれる。好ましいポリアルケノン酸は、不
飽和脂肪族カルボン酸、例えば、アクリル酸、２－コロルアクリル酸(2-choloracrylic a
cid)、３－コロルアクリル酸(3-choloracrylic acid)、２－ブロモアクリル酸、３－ブロ
モアクリル酸、メタクリル酸、イタコン酸、マレイン酸、グルタコン酸、アコニット酸、
シトラコン酸、メサコン酸、フマル酸、およびチグリン酸をホモ重合および共重合するこ
とにより調製することができる。不飽和脂肪族カルボン酸と共重合することができる適切
な単量体には、例えば、アクリルアミド、アクリロニトリル、塩化ビニル、塩化アリル、
ビニルアセテート、および２－ヒドロキシエチルメタクリレートのような不飽和脂肪族化
合物が含まれる。必要に応じて、ターポリマーおよびそれ以上のポリマーを用いることが
できる。アクリル酸のホモポリマーおよびコポリマーが特に好ましい。ポリアルケノン酸



(14) JP 4694199 B2 2011.6.8

10

20

30

40

50

には、実質的に非重合化単量体が含まれない。
【００６８】
　歯科用組成物内のポリ酸の量は、硬化可能樹脂であるか非硬化可能樹脂であるかに関係
なく、所望の特性のバランスにするのに十分である必要がある。パートＢは、パートＢの
全重量に対し、好ましくは少なくとも約１０重量％のポリ酸、更に好ましくは少なくとも
約３０重量％のポリ酸を含む。パートＢは、パートＢの全重量に対し、好ましくは多くと
も約７０重量％のポリ酸、更に好ましくは多くとも約６０重量％のポリ酸を含む。
【００６９】
　また、パートＢは水も含み、これは、販売時に製品中に存在することもでき、使用直前
に歯科医師が加えることもできる。水は、蒸留水、脱イオン水（ＤＩ）、または水道水と
することができるが、脱イオン水が好ましい。使用直前には、全歯科用組成物は、好まし
くは少なくとも約１重量％の水、更に好ましくは少なくとも約３重量％の水、最も好まし
くは少なくとも約５重量％の水を含む。使用直前には、全歯科用組成物は、好ましくは多
くとも約３５重量％の水、更に好ましくは多くとも約２５重量％の水を含む。一般に、用
いる水の量は、歯科用組成物に対する適切な取り扱いおよび混合特性をもたらすとともに
、酸反応性充填剤－ポリ酸反応時、特に処理ＦＡＳガラス－ポリ酸反応時にイオンを運搬
するのに十分とする必要がある。
【００７０】
硬化歯科用組成物
　樹脂中に配置された酸反応性充填剤を含む本出願に開示された歯科用ペーストであって
、充填剤がシラン処理表面を含み、このシランがポリ（アルキレンオキシド）基含有シラ
ンを含むペーストは、非硬化状態では特に望ましい取り扱い（例えば流体力学的）特性を
有し、硬化状態では高強度を有する。
【００７１】
　強度は、圧縮強度（ＣＳ）および直径方向引張強さ（ＤＴＳ）のような機械的測定によ
り特徴を示すことができる。歯修復物、置換物および再建物に咀嚼により力が及ぼされる
ため、歯科用材料に高圧縮強度があると有利である。直径方向引張強さは、材料に引張応
力を生じさせる圧縮力に耐える歯科用材料の能力を示す。各強度測定のための試験は、以
下の実施例に述べる。
【００７２】
　本出願に開示される歯科用ペーストの圧縮強度は、硬化すると、好ましくは少なくとも
約６０ＭＰａ、更に好ましくは少なくとも約８０ＭＰａ、最も好ましくは少なくとも約９
０ＭＰａである。本発明の硬化歯科用ペーストの直径方向引張強さは、好ましくは少なく
とも約１０ＭＰａ、更に好ましくは少なくとも約１５ＭＰａ、最も好ましくは少なくとも
約２０ＭＰａである。
【００７３】
歯科用物品
　本発明のペーストは、硬化して、例えば歯科用物品を形成することができる。本出願に
開示したように硬化可能樹脂および充填剤を含む歯科用ペーストを用いる好ましい方法で
は、ペーストを歯表面の近傍または歯表面に配置し、その後歯科医師または検査技師が操
作してペーストの形態を変えることができ、次に、樹脂を硬化することができる。これら
の工程は、順次行うこともでき、異なる順番で行うこともできる。例えば、歯科用材料が
ミルブランクまたは義歯である好ましい実施形態では、硬化させる工程は、一般に、ペー
ストの形態を変化させる前に完了する。ペーストの形態を変化させる工程は、例えば、手
持の器具を用いる彫刻または手動操作、または義歯およびミルブランクの場合には機械ま
たはコンピュータ補助装置（例えば、ＣＡＤ／ＣＡＭミリング機）を含む種々の方法で達
成することができる。任意に、歯科用材料を研磨、仕上げ加工、またはコーティングを塗
布する仕上げ工程を行うことができる。
【実施例】
【００７４】
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　以下の実施例は、本発明の異なる実施形態および詳細を説明するためのものである。実
施例はこの目的のためのものであるが、用いる特定の成分および量のほか他の条件および
詳細は、本発明の範囲を不当に限定するように解釈するものではない。他に特に規定がな
ければ、全てのパーセントは重量パーセントである。下の表１は、便宜上用いるものであ
り、以下の実施例に用いられる成分を列挙する。
【００７５】
【表１】



(16) JP 4694199 B2 2011.6.8

10

20

30

40

50

【００７６】
直径方向引張強さおよび圧縮強度試験
　ＩＳＯ－試験手順４０４９（１９８８）のＡＤＡ（アメリカ歯学会）規格第９号および
ＡＤＡ規格第２７号に準じて、全ての直径方向引張強さ（ＤＴＳ）および圧縮強度（ＣＳ
）試験を行った。特にＣＳおよびＤＴＳのために、組成物を内径４ｍｍのガラス管に入れ
た。この管にシリコ－ンゴム栓で栓をし、約０．２８ＭＰａで軸線方向に圧縮し、その後
、ミネソタ州セントポールの３Ｍから商品名ビジラックス（Ｖｉｓｉｌｕｘ）２で入手可
能な歯科用硬化光ユニットを２つ対向させて配置したものに暴露することにより６０秒光
硬化した。次に、各試料には、ドイツのクルツァー・インコーポレーテッド（Ｋｕｌｚｅ
ｒ、Ｉｎｃ．）から商品名デンタカラー（Ｄｅｎｔａｃｏｌｏｒ）ＸＳで入手可能なユニ
ットを用いて９０秒照射した。硬化試料は、ダイヤモンドソーで切断し、直径４ｍｍで、
ＣＳ試験には長さ８ｍｍ、ＤＴＳ試験には長さ２ｍｍの円筒形プラグを形成した。試料は
、３７℃で２４時間±２時間蒸留水中に保存した。各組成物に対するＣＳおよびＤＴＳ値
は、マサチューセッツ州カントンのインストロン・コーポレーション（Ｉｎｓｔｒｏｎ　
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Ｃｏｒｐ．）から商品名インストロン（Ｉｎｓｔｒｏｎ）４５０５で入手可能なユニット
を用いて測定した。ＣＳ試験では１０ｋＮロードセルを用い、合計３～５のシリンダーを
試験した。また、１０ｋＮロードセルを用いてＤＴＳ試験も行い、合計６～８のシリンダ
ーを試験した。
【００７７】
接着剤試験
　以下の実施例で象牙質に対する接着剤強度を以下の手順により評価した。各実施例に対
して、類似した年齢および外観の７つのウシの歯を円形アクリル円板に部分的に埋め込ん
だ。各歯の暴露部分は、宝石研磨ホイール上に装着したグレード１２０シリコンカーバイ
ド紙裏打ち研磨材を用いて、アクリル円板の平坦な表面に平行に平坦に研削した。この研
磨工程では象牙質を露出した。研削および研磨工程の間中、歯は継続的に水ですすいだ。
宝石研磨ホイール上にグレード６００シリコンカーバイド紙裏打ち研磨材を装着し、歯を
更に研削および研磨した。
【００７８】
　磨いた歯は脱イオン水中に保存し、磨いた後２時間以内に試験に用いた。磨いた歯を水
から取り出し、吸取り乾燥した。試験用に均等な厚さの実施例を実現するために、「テー
プ穴」を作る直径４．７６ｍｍの穴を有する小さな正方形片の３Ｍ接着剤テープ（ミネソ
タ州セントポールの３Ｍ製コア・シリーズ（Ｃｏｒｅ　Ｓｅｒｉｅｓ）２－１３００）を
わずかに湿った象牙質の上部に置いた。テープ穴の最終的な寸法は、厚さ０．０３ｍｍ×
直径４．７６ｍｍであった。テープ穴の接着剤側をわずかに湿った象牙質を覆うように置
いた。各実施例および比較例に対するペーストおよび液体成分（即ち各々パートＡおよび
パートＢ）は、ミネソタ州セントポールの３Ｍから商品名３Ｍクリッカー（ＣＬＩＣＫＥ
Ｒ）で入手可能なディスペンサから混合パッド上に分取し、１０～１５秒混合した。ブラ
シまたはボールアプリケータを用いて製剤をテープ穴内に移した。商品名ビジラックス（
Ｖｉｓｉｌｕｘ）２で入手可能な硬化光を用いて組成物を３０秒間硬化し、テープ穴を取
り除いて硬化製剤を露出した。デラウェア州ウィルミントンのＥ．Ｉ．デュポン・ド・ヌ
ムール（ＤｕＰｏｎｔ　ｄｅ　Ｎｅｍｏｕｒｓ）から商品名テフロン（ＴＥＦＬＯＮ）で
入手可能な２ｍｍ厚さのシートで接着試験鋳型を作った。鋳型の最終的な寸法は、直径４
．７６ｍｍ、厚さ２ｍｍであった。鋳型は、ゼラチンで裏打ちし、硬化製剤をテープ穴に
整列させて硬化製剤の上部に確実に固定した。ＡＺ－１００、Ａ３日除け複合体（ミネソ
タ州セントポールの３Ｍ）を鋳型内に押し入れ、商品名ビジラックス（Ｖｉｓｉｌｕｘ）
２で入手可能な硬化光で４０秒間光硬化した。試験試料を直ぐに脱イオン水に入れ、３７
℃で２４時間おいた。次に、鋳型を歯から注意深く取り除くと、各歯に取り付けられた硬
化した本発明の製剤の成形ボタンが残った。
【００７９】
　硬化した本発明の製剤の強度は、商品名インストロン（Ｉｎｓｔｒｏｎ）４５０５で入
手可能なユニットの顎に固定したホルダに、磨いた歯の表面を引っ張る方向に平行な方向
にしてアクリル円板を装着することにより評価した。磨いた歯の表面に隣接する硬化試料
の周りに歯列矯正ワイヤ（直径０．４４ｍｍ）のループを配置した。歯列矯正ワイヤの端
部は、インストロン（Ｉｎｓｔｒｏｎ）装置の引張り顎に固定し、それによって、結合部
を剪断応力内に配置した。結合部には、クロスヘッド速度２ｍｍ／分を用いて、結合部（
または象牙質または製剤）が破断するまで応力をかけた。
【００８０】
沈降試験
　各実施例および比較例の以下の表３のパートＡに対する試料２０ｇは、直径が３．８ｃ
ｍの７５ｍｌプラスチックびんに入れて室温（約２５℃）で保存した。試料の上部に透明
な液体層が形成されることで示される相分離は、目視検査で毎日調べた。５日後、全ての
例について目視検査を行い、透明層の形成を評価した。歯科用混合棒を用いて、透明な液
体を收集し、その後、ガラス顕微鏡スライドの上部に広げた。ガラススライド上の液体は
、透明度およびＦＡＳ粒子の存在を目視検査した。



(18) JP 4694199 B2 2011.6.8

10

20

30

【００８１】
作用時間試験
　商品名３Ｍクリッカー（ＣＬＩＣＫＥＲ）で入手可能なディスペンサを各例のペースト
パート（表３のパートＡ）および液体パート（表４のパートＢ）で満たした。例の材料の
２押しを混合パッド上に分取した。ステンレス鋼のスパチュラまたは歯科用混合棒を用い
て、２液製剤を共に混合した。混合を開始した時から時間測定を始め、混合製剤が、スパ
チュラと混合パッドとの間に糸を引いてべとつくようになった時点で時間測定を終了した
。時間間隔を秒単位で記録した。
【００８２】
粘稠度値測定
　既知の量のペーストを２つのガラス板の間に配置し、上部に更に重りを置いた。重りで
１２０秒間試料を平らにした。次に、重りを取り除き、ガラス板間のペーストの直径で流
延性を測定した。得られる直径が大きい（即ち、流延性が大きい）ことは、ペーストの粘
性が低いことを示した。ペーストは１０．１６ｃｍ×１０．１６ｃｍ（４インチ×４イン
チ）のガラス板の中央で（０．１５ｇ＋／－０．００５ｇ）を秤量した。板をジグに入れ
ることにより、板の中心に重りが印加された。上部１０．１６ｃｍ×１０．１６ｃｍ（４
×４インチ）板および重りが印加された（合計重さ１０２７ｇ）。重りは１２０秒間印加
した。直径を測定し、ミリメートル（ｍｍ）で記録した。
【００８３】
ＦＡＳガラスのシラノール処理
　反応容器として３００ｍｌの平底ビーカーを用い、フルオロアルミノシリケート（ＦＡ
Ｓ）ガラスのシラノール処理剤を調製した。ビーカーには、磁気撹拌機のような従来の混
合装置を装備した。ビーカーに脱イオン水１００ｇを量り入れ、約０．９ｇの氷酢酸を水
に加えた。小さな渦が生じるのに十分な速度で５～１０分間溶液を撹拌した。溶液のｐＨ
をｐＨ紙で測定すると、２．５～３．０であった。
【００８４】
　シランであるＡ－１７４および／またはＡ－１２３０を実施例１～６および比較例Ａお
よびＢに対して表２に示すような量で溶液に加えた。表示した量のシランを溶液に加える
間は、溶液は油性で僅かに混濁して見えた。シラン－水－酸溶液を小さな渦で１時間撹拌
し、加水分解した。１時間後、透明な溶液が得られた。
【００８５】
　この溶液にＦＡＳガラスの１００ｇを加えてスラリーを調製した。ガラスは、撹拌しつ
つ５分間かけてゆっくり加えた。ガラスを全て加え終わった後、スラリーを更に３０分間
撹拌した。シラノール処理ＦＡＳガラススラリーを清潔なプラスチックトレーに移して乾
燥した。シラノール処理ガラスは、８０℃の乾燥オーブンに入れて１４時間乾燥した。７
４ｍｍスクリーンを通して乾燥ケーキを篩いにかけ、試験用のシラノール処理ＦＡＳガラ
ス（Ｓ／Ｔ　ＦＡＳ）を得た。
【００８６】
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【表２】

【００８７】
実施例１～６および比較例Ａ～Ｄ
　これらの例は、２液製剤として調製した。パートＡは、表３に列記した成分を混合する
ことにより調製した。従来の混合方法の何れをも用いることもできるが、通常の方法で、
ＨＥＭＡ、ビスＧＭＡおよびｐ－ＮＶＰの樹脂成分を完全に混合し、その後ＦＡＳガラス
およびオレイン酸成分を樹脂混合物に加えた。比較例ＣおよびＤに用いたＦＡＳガラスは
、前もってシラノール処理したものではない。その後、パートＡの成分の全てを完全に混
合した。パートＢは、表４に列記した成分を混合することにより調製した。２液製剤をミ
ネソタ州セントポールの３Ｍから商品名３Ｍクリッカー（ＣＬＩＣＫＥＲ）で入手可能な
ディスペンサに入れた。各パートを等量混合パッド上に分取し、１０～１５秒間完全に混
合して歯科用組成物を調製した。表５に列記した種々の特性に関して各組成物を試験した
。
【００８８】



(20) JP 4694199 B2 2011.6.8

10

20

30

【表３】

【００８９】
【表４】

【００９０】
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【表５】

【００９１】
　５日間保存した後、比較例Ｃは、分離して透明な液体層の相を形成した。
【００９２】
　表５のデータが示すように、実施例１～６は全て本発明を具体化したものであり、これ
らは沈降が起こらず、適切な作用時間を有した。また、これらは、許容可能なＤＴＳ、Ｃ
Ｓ、および象牙質への接着性を示した。
【００９３】
　しかし、比較例Ｃでは、充填剤が沈降し、作用時間が短すぎた。また、比較例Ｃでは、
象牙質への接着性も、実施例１～６より低かった。比較例Ｄでは、沈降は見られなかった
が、実施例１～６に比較して作用時間が短く、象牙質への接着性も低かった。フジボンド
（Ｆｕｊｉｂｏｎｄ）ＬＣ試料は、粉末－液体系であり、この不利な点については上に開
示されている。これは、適切なＤＴＳおよびＣＳを有するが、実施例１～６に比較して象
牙質への接着性が僅かに低い。
【００９４】
実施例７
　フルオロアルミノシリケート（ＦＡＳ）ガラスは、オクチルシランを含む試料に対して
ＤＩ水およびエタノールの組み合わせを用いることを除いては、本明細書に記載の手順に
従って表面処理した。表面処理の前に、ＤＩ水／エタノールは、氷酢酸でｐＨが約２．５
～３．０になるまで酸性にした。表面処理手順に用いる材料および量は表６に列記する。
【００９５】
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【表６】

【００９６】
　成分ＨＥＭＡ（１９．８６）、ビスＧＭＡ（６．６２）、およびｐ－ＮＶＰ（０．２７
）を実施例１～６のパートＡの調製に記載したような表示重量比で混合して７３％固体（
重量で）の充填剤を含むペーストを生成することにより調製した樹脂混合物に充填剤を混
合することにより、Ｓ／Ｔ　ＦＡＳガラス充填剤の各試料からペーストを調製した。
【００９７】
　ペーストの流体力学的および／または取り扱い特性は、ペーストを手動で操作し、ペー
ストをスコア１（最低）～スコア５（最高）に分類することにより評価した。スコア１は
、それ自体では流れない高粘性の濃いペーストに対応し（例えば、生地と同じ粘性）、ス
コア５は、それ自体で流れる柔らかい低粘性ペーストまたは注入可能な液体（例えば、シ
ロップまたはグレービーと同じ粘性）に対応する。結果は表７に列記する。
【００９８】
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【表７】

【００９９】
　上の結果は、ＦＡＳ充填剤に表面処理すると、それを用いて調製したペーストの流体力
学に有意な影響を及ぼすことを示す。
【０１００】
　オレイン酸（０．２５重量％）も加えて７３％固体（重量で）の充填剤を有するペース
トを調製したことを除けば、上に記載したように充填剤を樹脂混合物に混合することによ
り、Ｓ／Ｔ　ＦＡＳガラス充填剤の試料２０～試料２４から付加的なペーストを調製した
。これらのペーストの流体力学的および／または取り扱い特性は、ペーストを手動で操作
し、その後、ペーストをスコア１（最低）～スコア５（最高）に分類することにより評価
した。スコア１は、高粘性の濃いペーストに対応し（例えば、生地と同じ粘性）、スコア
５は、柔らかく滑らかな低～中粘性ペースト（例えば、シェービングクリームまたはフロ
スティングと同じ粘性）に対応する。結果は表８に列記する。
【０１０１】
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【表８】

【０１０２】
　上の結果は、ＦＡＳ充填剤に表面処理すると、それを用いて調製したペーストの流体力
学に有意な影響を及ぼすことを示す。
【０１０３】
　以下の樹脂、即ちＨＥＭＡ（７９．２１）、ビスＧＭＡ（１７．８２）、ＴＥＧＤＭＡ
（１．９８）、およびｐ－ＮＶＰ（０．９９）（重量部）の混合物に充填剤を混合するこ
とにより、Ｓ／Ｔ　ＦＡＳガラス充填剤の試料２０および試料２３から付加的なペースト
を調製した。各表面処理充填剤のペーストは、充填剤をペーストの７０重量％、７４重量
％、７６重量％、および８０重量％にして調製した。これらのペーストの流れ特性は、ペ
ーストの粘稠度値を測定することにより求め、その結果を表９に列記する。
【０１０４】
【表９】

【０１０５】
　上の結果は、ＦＡＳ充填剤を表面処理すると、それを用いて調製したペーストの流れ特
性に有意な影響を及ぼすことを示す。
【０１０６】
実施例８：ジ（エチレングリコール）メチルエーテルを３－（トリエトキシシリル）プロ
ピルイソシアネートと反応させることによるポリ（アルキレンオキシド）基含有シランの
調製
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　磁気撹拌棒を装備した２５０ｍｌ丸底フラスコに、ジ（エチレングリコール）メチルエ
ーテル（３５ｇ）およびメチルエチルケトン（７７ｇ）を入れた。水を除去するために、
溶媒の大部分をロータリーエバポレータで蒸発させて除去した。３－（トリエトキシシリ
ル）プロピルイソシアネート（６８．６０ｇ）をフラスコに入れた。ジブチル錫ジラウレ
ート（～３ｍｇ）を加え、この混合物を混合した。穏やかに発熱しつつ反応が進行した。
約１６時間反応を行った時点では、赤外線（ＩＲ）スペクトル法でイソシアネートは検出
されなかった。ロータリーエバポレータ（９０℃）で蒸発させて溶媒およびアルコールの
残留物を除去し、幾分粘性のある液体（１０４．４６ｇ）を得た。
【０１０７】
実施例９：トリ（エチレングリコール）メチルエーテルを３－（トリエトキシシリル）プ
ロピルイソシアネートと反応させることによるポリ（アルキレンオキシド）基含有シラン
の調製
　この化合物は、ジ（エチレングリコール）メチルエーテルの代わりにトリ（エチレング
リコール）メチルエーテルを用いたことを除き、ＰＥＧ２ＴＥＳと同様の手順により調製
した。
【０１０８】
実施例１０：ジ（エチレングリコール）ビニルエーテルを３－（トリエトキシシリル）プ
ロピルイソシアネートと反応させることによるポリ（アルキレンオキシド）基含有シラン
の調製
　磁気撹拌棒を装備した５０ｍｌ丸底フラスコにジ（エチレングリコール）ビニルエーテ
ル（１２．０６ｇ）およびメチルエチルケトン（１５ｇ）を入れた。水を除去するために
、ロータリーエバポレータで蒸発させることにより溶媒の大部分を除去した。３－（トリ
エトキシシリル）プロピルイソシアネート（２０．１７ｇ）をフラスコに入れた。ジブチ
ル錫ジラウレート（～３ｍｇ）を加え、この混合物を撹拌した。反応は、穏やかに発熱し
つつ進行した。約１６時間反応を行った時点では、ＩＲスペクトル法でイソシアネートは
検出されなかった。ロータリーエバポレータ（９０℃）で蒸発させることにより溶媒およ
びアルコールの残留物を除去し、幾分粘性のある液体を得た。
【０１０９】
実施例１１：ポリ（エチレングリコール）メチルエーテルを３－（トリエトキシシリル）
プロピルイソシアネートと反応させることによるポリ（アルキレンオキシド）基含有シラ
ンの調製
　磁気撹拌棒を装備した２５０ｍｌ丸底フラスコにポリ（エチレングリコール）メチルエ
ーテル（分子量＝３５０）（１８．３４ｇ）およびメチルエチルケトン（４８．８ｇ）を
入れた。蒸留により溶媒（２５ｇ）を除去した。３－（トリエトキシシリル）プロピルイ
ソシアネート（１２．５ｇ）をフラスコに入れた。ジブチル錫ジラウレート（～３ｍｇ）
を加え、この混合物を撹拌した。反応は、穏やかに発熱しつつ進行した。穏やかに加熱し
つつ約４時間反応を行った時点では、ＩＲスペクトル法でイソシアネートは検出されなか
った。ロータリーエバポレータで蒸発することにより溶媒の残留物を除去した。
【０１１０】
実施例１２：ポリ（プロピレングリコール）メタクリレートを３－（トリエトキシシリル
）プロピルイソシアネートと反応させることによるポリ（アルキレンオキシド）基含有シ
ランの調製
　磁気撹拌棒を装備した２００ｍｌ丸底フラスコにポリ（プロピレングリコール）メタク
リレート（分子量＝３５０～３８９）（２５．１１ｇ）、ＭＥＨＱ（０．１１ｇ）および
メチルエチルケトン（６２ｇ）を入れた。ロータリーエバポレータで蒸発させることによ
り溶媒（４０ｇ）を除去した。３－（トリエトキシシリル）プロピルイソシアネート（１
５．９５ｇ）をフラスコに入れた。ジブチル錫ジラウレート（～３ｍｇ）を加え、この混
合物を撹拌した。反応混合物を４５℃（６時間）まで加熱し、更に室温で約１２時間反応
させた時点で、ＩＲスペクトル法でイソシアネートは検出されなかった。ロータリーエバ
ポレータで蒸発させることにより溶媒の残留物を除去した。
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【０１１１】
　本明細書で引用した全ての特許、特許出願、および公報の完全な開示物、および電子的
に入手可能な素材は、本明細書において、参照により組み入れる。上記の詳細な説明およ
び実施例は、理解を明確にするためにのみ挙げたものであり、これにより不当に制限され
るものでないことは当然に理解される。本発明は、本明細書に示して記載した詳細そのも
のに限定されるものではなく、当業者に明らかな変更形態は請求の範囲により定義される
本発明に含まれるものとする。
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