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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】重合性成分、有機ゲル化剤および結晶性物質を含む硬化性歯科用組成物の提供。
【解決手段】エポキシ樹脂、ビニルエーテル樹脂、エチレン性不飽和化合物及びこれらの
組み合わせからなる、有機重合性成分と、尿素系の有機ゲル化剤、およびポリエステル、
ポリエーテル、ポリオレフィン、ポリチオエーテル、ポリアリールアルキレン、ポリシラ
ン、ポリアミド、ポリウレタン又はこれらの組み合わせからなる、結晶性物質と、を含む
、歯科用修復材の形成および歯列矯正用接着剤に好適な、硬化性歯科用組成物。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有機重合性成分と、
　有機ゲル化剤と、
　結晶性物質と、を含む硬化性歯科用組成物。
【請求項２】
　有機重合性成分と、
　有機ゲル化剤と、
　６０％以上のフィラー材料と、を含む硬化性歯科用組成物。
【請求項３】
　有機重合性成分と、
　有機ゲル化剤と、
　ナノスケール粒子を含むフィラー材料と、を含む硬化性歯科用組成物。
【請求項４】
　有機重合性成分と、
　重合性有機ゲル化剤と、を含む硬化性歯科用組成物。
【請求項５】
　前記結晶性物質が反応性基を含む、請求項１に記載の硬化性歯科用組成物。
【請求項６】
　前記結晶性物質が、ポリエステル、ポリエーテル、ポリオレフィン、ポリチオエーテル
、ポリアリールアルキレン、ポリシラン、ポリアミド、ポリウレタン又はこれらの組み合
わせを含む、請求項１に記載の組成物。
【請求項７】
　前記結晶性物質が、一級ヒドロキシル末端基を含有する飽和直鎖脂肪族ポリエステルポ
リオールを含む、請求項６に記載の組成物。
【請求項８】
　フィラー材料を更に含む、請求項１又は５～７のいずれか一項に記載の硬化性歯科用組
成物。
【請求項９】
　前記フィラー材料が６０％以上の量で存在する、請求項３又は８に記載の硬化性歯科用
組成物。
【請求項１０】
　前記フィラー材料がナノスケール粒子を含む、請求項８に記載の硬化性歯科用組成物。
【請求項１１】
　前記ナノスケール粒子が凝集網状構造を形成する、請求項３又は１０に記載の硬化性歯
科用組成物。
【請求項１２】
　前記ナノスケール粒子がヒュームドシリカを含む、請求項１１に記載の硬化性歯科用組
成物。
【請求項１３】
　前記有機ゲル化剤が重合性である、請求項１～３又は請求項５～１２のいずれか一項に
記載の硬化性歯科用組成物。
【請求項１４】
　前記組成物が光重合性である、請求項１～１３のいずれか一項に記載の硬化性歯科用組
成物。
【請求項１５】
　前記重合性成分が、エポキシ樹脂、ビニルエーテル樹脂、エチレン性不飽和化合物及び
これらの組み合わせからなる群から選択される、請求項１４に記載の硬化性歯科用組成物
。
【請求項１６】



(3) JP 2013-237686 A 2013.11.28

10

20

30

40

50

　前記組成物が化学重合性である、請求項１～１３のいずれか一項に記載の硬化性歯科用
組成物。
【請求項１７】
　前記化学重合性成分がエチレン性不飽和化合物を含む、請求項１６に記載の硬化性歯科
用組成物。
【請求項１８】
　前記有機ゲル化剤が尿素系有機ゲル化剤である、請求項１～１７のいずれか一項に記載
の硬化性歯科用組成物。
【請求項１９】
　前記有機ゲル化剤が、一般式：
【化５６】

（式中、各Ｍは、独立に、水素又は重合性基であり、各Ｘは、独立に、アルキレン基、シ
クロアルキレン基、アリーレン基、アレニレン基又はこれらの組み合わせであり、ｎは１
～３である）
で表されるものである、請求項１～１７のいずれか一項に記載の硬化性歯科用組成物。
【請求項２０】
　前記有機ゲル化剤が、下記式：

【化５７】

で表される化合物及びこれらの混合物からなる群から選択される、請求項１９に記載の硬
化性歯科用組成物。
【請求項２１】
　前記有機ゲル化剤がアミノ糖有機ゲル化剤である、請求項１～１７のいずれか一項に記
載の硬化性歯科用組成物。
【請求項２２】
　前記有機ゲル化剤が、一般式ＬＸＸＶ：
【化５８】

（式中、
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　Ｒ1及びＲ2は、独立に、水素原子、アルキル基、Ｃ（Ｏ）Ｒ3、及びＳＯ2Ｒ
4からなる

群から選択され；
　Ｒ3及びＲ4は、独立に、アルキル基、アリール基、及びアラルキル基からなる群から選
択され；
　ｎは約２～約５の整数である）
で表されるアミノ糖有機ゲル化剤又はその薬剤として許容される塩である、請求項２１に
記載の硬化性歯科用組成物。
【請求項２３】
　前記有機ゲル化剤が、下記式：
【化５９】

で表される化合物及びこれらの混合物からなる群から選択される、請求項２２に記載の硬
化性歯科用組成物。
【請求項２４】
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　前記有機ゲル化剤が、一般式ＬＸＸＸＩＩＩ：
【化６０】

（式中、
　Ｒ1、Ｒ2及びＲ3は、独立に、ＯＨ及びＮＲ5Ｒ6からなる群から選択され；
　Ｒ4は、ＯＨ、ＯＰ（Ｏ）（ＯＨ）2、ＯＳＯ3Ｈ、及びＮＲ5Ｒ6からなる群から選択さ
れ；
　Ｒ5及びＲ6は、独立に、水素原子、アルキル基、Ｃ（Ｏ）Ｒ7及びＳＯ2Ｒ

8からなる群
から選択され；
　Ｒ7及びＲ8は、独立に、アルキル基、アリール基、又はアラルキル基からなる群から選
択され；ただし、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3及びＲ4のうち少なくとも１つがＮＲ5Ｒ6である）
で表されるアミノ糖有機ゲル化剤、又はその薬剤として許容される塩である、請求項２１
に記載の硬化性歯科用組成物。
【請求項２５】
　前記有機ゲル化剤が、下記式：

【化６１】

で表される化合物及びこれらの混合物からなる群から選択される、請求項２４に記載の硬
化性歯科用組成物。
【請求項２６】
　歯科用修復材の形成に好適な、請求項１～２５のいずれか一項に記載の硬化性歯科用組
成物。
【請求項２７】
　第１形状及び１５℃～３８℃の温度で第２形状に形成されるのに十分な展性を有する硬
化性自立構造の形態である、請求項１～２５のいずれか一項に記載の硬化性歯科用組成物
。
【請求項２８】
　前記第２形状の構造の硬化時、硬化した構造が少なくとも２５ＭＰａの曲げ強度を有す
る、請求項２７に記載の硬化性歯科用組成物。
【請求項２９】
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　流動性である、請求項１～２５のいずれか一項に記載の硬化性歯科用組成物。
【請求項３０】
　歯列矯正用接着剤である、請求項１～２５のいずれか一項に記載の硬化性歯科用組成物
。
【請求項３１】
　充填性である、請求項１～２５のいずれか一項に記載の硬化性歯科用組成物。
【請求項３２】
　一般式：
【化６２】

（式中、各Ｍは、独立に、水素又は重合性基であり、各Ｘは、独立に、アルキレン基、シ
クロアルキレン基、アリーレン基、アレニレン基又はこれらの組み合わせであり、ｎは１
～３である）
で表される有機ゲル化剤。
【請求項３３】
　下記式：

【化６３】

で表される化合物及びこれらの混合物からなる群から選択される、請求項３２に記載の有
機ゲル化剤。
【請求項３４】
　請求項１～３１のいずれか一項に記載の組成物を含む歯科用製品。
【請求項３５】
　予備形成された歯冠である、請求項３４に記載の歯科用製品。
【請求項３６】
　歯列矯正器具であって、
　前記組成物がその上にコーティングされた歯列矯正用接着剤である、請求項３４に記載
の歯科用製品。
【請求項３７】
　有機重合性成分、有機ゲル化剤、及び結晶性物質を組み合わせて、硬化性歯科用組成物
を形成する工程を含む、硬化性歯科用組成物の調製方法。
【請求項３８】
　有機重合性成分、有機ゲル化剤、及び６０％以上のフィラー材料を組み合わせて、硬化
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性歯科用組成物を形成する工程を含む、硬化性歯科用組成物の調製方法。
【請求項３９】
　有機重合性成分、有機ゲル化剤、及びナノスケール粒子を含むフィラー材料を組み合わ
せて、硬化性歯科用組成物を形成する工程を含む、硬化性歯科用組成物の調製方法。
【請求項４０】
　有機重合性成分及び重合性有機ゲル化剤を組み合わせて、硬化性歯科用組成物を形成す
る工程を含む、硬化性歯科用組成物の調製方法。
【請求項４１】
　前記硬化性歯科用組成物が、第１形状及び１５℃～３８℃の温度で第２形状に形成され
るのに十分な展性を有する自立構造である、請求項３７～４０のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項４２】
　前記硬化性歯科用組成物が流動性である、請求項３７～４０のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項４３】
　前記硬化性歯科用組成物が歯列矯正用接着剤である、請求項３７～４０のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項４４】
　前記硬化性歯科用組成物が充填性である、請求項３７～４０のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項４５】
　有機重合性成分、有機ゲル化剤、及び結晶性物質を組み合わせて、硬化性歯科用組成物
を形成する工程と；
　前記硬化性歯科用組成物を歯科用製品に形成する工程と、を含む歯科用製品の調製方法
。
【請求項４６】
　有機重合性成分、有機ゲル化剤、及び６０％以上のフィラー材料を組み合わせて、硬化
性歯科用組成物を形成する工程と；
　前記硬化性歯科用組成物を歯科用製品に形成する工程と、を含む歯科用製品の調製方法
。
【請求項４７】
　有機重合性成分、有機ゲル化剤、及びナノスケール粒子を含むフィラー材料を組み合わ
せて、硬化性歯科用組成物を形成する工程と；
　前記硬化性歯科用組成物を歯科用製品に形成する工程と、を含む歯科用製品の調製方法
。
【請求項４８】
　有機重合性成分、及び重合性有機ゲル化剤を組み合わせて、硬化性歯科用組成物を形成
する工程と；
　前記硬化性歯科用組成物を歯科用製品に形成する工程と、を含む歯科用製品の調製方法
。
【請求項４９】
　前記歯科用製品が硬化性であり、前記硬化性歯科用製品の前記硬化性歯科用組成物が、
第１形状及び１５℃～３８℃の温度で第２形状に形成されるのに十分な展性を有する自立
構造である、請求項４５～４８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５０】
　有機重合性成分、有機ゲル化剤、及び結晶性物質を組み合わせて、硬化性歯科用組成物
を形成する工程と；
　前記硬化性歯科用組成物を歯科用製品に塗布する工程と、を含む歯科用製品の調製方法
。
【請求項５１】
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　有機重合性成分、有機ゲル化剤、及び６０％以上のフィラー材料を組み合わせて、硬化
性歯科用組成物を形成する工程と；
　前記硬化性歯科用組成物を歯科用製品に塗布する工程と、を含む歯科用製品の調製方法
。
【請求項５２】
　有機重合性成分、有機ゲル化剤、及びナノスケール粒子を含むフィラー材料を組み合わ
せて、硬化性歯科用組成物を形成する工程と；
　前記硬化性歯科用組成物を歯科用製品に塗布する工程と、を含む歯科用製品の調製方法
。
【請求項５３】
　有機重合性成分、及び重合性有機ゲル化剤を組み合わせて、硬化性歯科用組成物を形成
する工程と；
　前記硬化性歯科用組成物を歯科用製品に塗布する工程と、を含む歯科用製品の調製方法
。
【請求項５４】
　前記硬化性歯科用組成物が流動性である、請求項５０～５３のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項５５】
　前記硬化性歯科用組成物が歯列矯正用接着剤である、請求項５０～５３のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項５６】
　前記歯科用製品が歯列矯正器具である、請求項５０～５３のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項５７】
　第１形状及び１５℃～３８℃の温度で第２形状に形成されるのに十分な展性を有する自
立構造を有する請求項２６に記載の硬化性歯科用組成物を含む、歯科用製品を提供する工
程と；
　被験体の口腔内の歯表面上又は歯表面のモデル上に前記歯科用製品を設ける工程と；
　被験体の口腔内又は歯表面のモデル上で前記歯科用製品の形状をカスタマイズする工程
と；
　前記歯科用製品の前記硬化性歯科用組成物を硬化する工程と、を含む歯科用製品の使用
方法。
【請求項５８】
　流動性又は充填性である請求項２９又は３１に記載の硬化性歯科用組成物を提供する工
程と；
　被験体の口腔内の歯表面上に前記歯科用製品を設け、前記歯表面が所望により歯科用接
着剤でコーティングされる工程と；
　前記硬化性歯科用組成物を硬化する工程と、を含む硬化性歯科用組成物の使用方法。
【請求項５９】
　硬化性歯列矯正用接着剤である請求項３０に記載の硬化性歯科用組成物を提供する工程
と；
　所望により歯科用接着剤でコーティングされる歯表面にブラケットが接触する前に、歯
列矯正用ブラケット上に前記硬化性歯列矯正用接着剤を設ける工程と；
　前記硬化性歯列矯正用接着剤を硬化する工程と、を含む歯科用製品の使用方法。
【請求項６０】
　硬化性歯列矯正用接着剤である請求項３０に記載の硬化性歯科用組成物でコーティング
された歯列矯正用ブラケットを含む歯科用製品を提供する工程と；
　ブラケットを歯表面上に設け、前記歯表面が所望により歯科用接着剤でコーティングさ
れる工程と；
　前記硬化性歯列矯正用接着剤を硬化する工程と、を含む歯科用製品の使用方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（発明の分野）
　本発明は、材料、具体的には光重合性が挙げられる重合性樹脂を含む歯科用材料、並び
にその製造及び使用方法に関する。
【０００２】
　（関連出願の相互参照）
　本出願は、２００６年９月１３日に出願された米国特許仮出願第６０／８２５，４９１
号に対する優先権を主張し、本出願の全文は参照することにより本明細書に組み込まれる
ものとする。
【背景技術】
【０００３】
　現在入手可能な重合性樹脂は、典型的には、フリーラジカル重合性モノマー（例えば、
アクリレート、メタクリレート及びアクリルアミド）である。これらは、促進剤又は活性
剤として、三級アミンのような還元剤及びペルオキシドのような酸化剤を通常含む反応開
始剤系とともに使用される。この種の追加材料は、種々の用途、具体的には歯科用途で必
要である。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は、種々の歯科用途で用いることができる有機ゲル化剤と有機重合性成分とを含
有する組成物を目的とする。
【０００５】
　一実施形態では、本発明は、有機重合性成分と、有機ゲル化剤と、結晶性物質とを含む
歯科用組成物を提供する。
【０００６】
　別の実施形態では、本発明は、有機重合性成分と、有機ゲル化剤と、６０％以上のフィ
ラー材料とを含む硬化性歯科用組成物を提供する。
【０００７】
　別の実施形態では、本発明は、有機重合性成分と、有機ゲル化剤と、ナノスケール粒子
を含むフィラー材料とを含む硬化性歯科用組成物を提供する。
【０００８】
　別の実施形態では、本発明は、有機重合性成分と重合性有機ゲル化剤とを含む硬化性歯
科用組成物を提供する。
【０００９】
　ある実施形態では、硬化性組成物は、流動性であることができる。流動性材料は、手圧
下で、典型的には２０ゲージ又は同等の、先端の狭いシリンジから分配することができる
ように、低粘度のものである。流動性歯科用組成物は、しばしば、他の非流動性歯科用組
成物よりフィラーの負荷が低い。
【００１０】
　ある実施形態では、硬化性組成物は充填性（packable）であることができる。充填性材
料は、歯科用アマルガムに類似する取扱特性を有する。具体的にいうと、それは典型的に
は彫ることが可能であり、標準的な汎用コンポジットより粘度が高い。充填性歯科用組成
物は、しばしば、流動性歯科用組成物より粘度及びフィラー負荷が高い。
【００１１】
　ある実施形態では、硬化性組成物は、第１形状を有する硬化性自立（即ち、支えなしで
立つ）構造の形態であってよい。自立構造は、第２形状に再形成されるのに十分な展性を
有し、それにより、装置の簡易カスタマイズ、例えば、歯科用人工補装具の簡易カスタマ
イズされた取り付けを提供する。第２形状に再形成されると、例えば、改善された機械的



(10) JP 2013-237686 A 2013.11.28

10

20

30

特性を有する硬化組成物を形成するために、標準的な光重合条件下でフリーラジカル硬化
機構を使用して、組成物を硬化することができる。重大なことに、本発明の組成物では、
第２形状の構造を硬化すると、硬化した構造は追加のベニヤ材料（veneering material）
を必要としない。
【００１２】
　別の実施形態では、本発明は、歯列矯正用接着剤、即ち、歯列矯正器具（歯列矯正ブラ
ケット、バッカルチューブ、舌側チューブ及びクリートが挙げられるが、これらに限定さ
れない）に塗布して、器具を歯に接着することができる接着剤を提供する。
【００１３】
　ある実施形態では、硬化性組成物は、一般式（式Ｉ）の有機ゲル化剤を含む。
【化１】

　式中、各Ｍは、独立に、水素又は重合性基であり、各Ｘは、独立に、アルキレン基、シ
クロアルキレン基、アリーレン基、アレニレン基又はこれらの組み合わせであり、ｎは１
～３である。かかる有機ゲル化剤もまた、本発明により提供される。
【００１４】
　ある実施形態では、硬化性組成物は、アミノ糖有機ゲル化剤を含む。
【００１５】
　ある実施形態では、有機ゲル化剤は、一般式ＬＸＸＶのアミノ糖有機ゲル化剤である。
【化２】

　式中、Ｒ1及びＲ2は、独立に、水素原子、アルキル基、Ｃ（Ｏ）Ｒ3、及びＳＯ2Ｒ
4か

らなる群から選択され、Ｒ3及びＲ4は、独立に、アルキル基、アリール基及びアラルキル
基からなる群から選択され、ｎは約２～約５の整数である。ある実施形態では、有機ゲル
化剤は、下記式：
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【化３】

　で表される化合物及びこれらの混合物からなる群から選択される。
【００１６】
　ある実施形態では、有機ゲル化剤は、一般式ＬＸＸＸＩＩＩのアミノ糖有機ゲル化剤で
ある。
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【化４】

　式中、Ｒ1、Ｒ2及びＲ3は、独立に、ＯＨ及びＮＲ5Ｒ6からなる群から選択され；Ｒ4は
、ＯＨ、ＯＰ（Ｏ）（ＯＨ）2、ＯＳＯ3Ｈ及びＮＲ5Ｒ6からなる群から選択され；Ｒ5及
びＲ6は、独立に、水素原子、アルキル基、Ｃ（Ｏ）Ｒ7及びＳＯ2Ｒ

8からなる群から選択
され；Ｒ7及びＲ8は、独立に、アルキル基、アリール基又はアラルキル基からなる群から
選択され；ただし、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3及びＲ4の少なくとも１つはＮＲ5Ｒ6である。ある実施
形態では、有機ゲル化剤は、下記式：

【化５】

　で表される化合物及びこれらの混合物からなる群から選択される。
【００１７】
　本発明はまた、歯科用製品、及び歯科用製品、具体的には歯冠の製造方法を提供する。
本発明はまた、硬化性歯科用組成物及び歯科用製品の使用方法を提供する。
【００１８】
　本明細書では、「有機ゲル化剤」は、一般に、有機流体に溶解するとき、三次元網状構
造を形成し、それにより有機流体を固定化し、温度が混合物のゲル点を上回って又は下回
って変動するとき液体状態とゲル状態との間を熱可逆的に転移する非流動性ゲルを形成す
る、低分子量有機化合物（一般に３０００ｇ／モル以下）である。
【００１９】
　本明細書では、「重合性成分」は１種以上の樹脂を含んでよく、そのそれぞれが１種以
上のモノマー、オリゴマー及び／又は重合性ポリマーを含んでよい。
【００２０】
　用語「自立」は、組成物が寸法安定性であり、支えなしで立つ時に（即ち、包装又は容
器の支持なしで）、少なくとも約２週間、室温で著しく変形することなく、その形状（例
えば、歯冠の予備形成形状）を維持することを意味する。好ましくは、本発明のかかる自
立性組成物は、少なくとも約１ヵ月間、より好ましくは少なくとも約６ヵ月間、室温で寸
法安定性である。反応開始剤系を活性化する条件の非存在下及び重力以外の外部の力の非
存在下で、この定義は適用される。
【００２１】
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　用語「十分な展性（malleability）」とは、自立構造を、中程度の力（即ち、軽い指圧
から、歯科用コンポジット用具のような小型ハンドツールの手動操作により適用される力
までの範囲の力）の下でカスタム成形し、例えば、患者の口部に適合できることを意味す
る。
【００２２】
　用語「硬化性」とは、例えば、組成物中に含まれる１種以上の物質が関与する光重合反
応及び化学重合技術（例えば、レドックス反応）を含む、重合及び／又は架橋反応を受け
ることができる組成物を指す。
【００２３】
　本発明の組成物は、多くの潜在的用途を有する。これらの用途としては、一時的、中間
／暫定的及び永続的歯冠及びブリッジ、インレー、オンレー、ベニヤ、インプラント、義
歯及び人工歯、並びに歯科印象トレイが挙げられるが、これらに限定されない歯科修復材
及び歯科補綴物、歯列矯正器具（例えば、リテーナ、ナイトガード）、歯列矯正用接着剤
、歯の複製又はスプリント、顎顔面装具、並びに他のカスタマイズ構造が挙げられるが、
これらに限定されない。本発明の組成物はまた、例えば充填材（具体的には、充填性材料
及び流動性コンポジット）として使用することもできる。
【００２４】
　用語「含む」及びこの変形は、明細書及び特許請求の範囲に現れるこれらの用語を制限
する意味を有さない。
【００２５】
　語句「好ましい」及び「好ましくは」は、特定の環境下で特定の利益を供する可能性が
ある発明の実施形態を示す。しかしながら、同一又は他の環境下で、他の実施形態も好ま
しい可能性がある。更に、１つ以上の好ましい実施形態の詳細説明は、他の実施形態が有
用でないことを示すものではなく、本発明の範囲内から他の実施形態を排除することを意
図するものではない。
【００２６】
　本明細書で使用するとき、「ａ」、「ａｎ」、「ｔｈｅ」、「少なくとも１つ」及び「
１つ以上（１つ又はそれ以上）」は互換的に使用される。したがって、例えば、有機ゲル
化剤（"an" organogelator）を含む組成物は、組成物が「１種又はそれ以上の」有機ゲル
化剤を含むこと意味すると解釈することができる。
【００２７】
　用語「及び／又は」は、列挙した要素のうち１つ若しくは全て又は列挙した要素のうち
任意の２つ以上の組み合わせを意味する（例えば、流動性、充填性、及び／又は自立性で
ある組成物とは、組成物が流動性、充填性又は自立性であることを意味し、該組成物は例
えば充填性かつ自立性であることができる）。
【００２８】
　また本明細書において、端点による数の範囲の列挙には、その範囲内に包含される全て
の数（例えば１～５には、１、１．５、２、２．７５、３、３．８０、４、５等）が包含
される。
【００２９】
　ある基が本明細書で記載した式中に２回以上存在するとき、各基は特に記載しようとし
まいと、「独立に」選択される。例えば、式中に２つ以上のＭ基が存在するとき、各Ｍ基
は独立に選択される。
【００３０】
　本明細書で使用するとき、用語「室温」は、２０℃～２５℃又は２２℃～２５℃の温度
を指す。
【００３１】
　本発明の上述の「課題を解決するための手段」は、本発明の開示された各実施形態又は
全ての実施を記載することを意図していない。以下の説明は、説明に役立つ実施形態をよ
り詳細に例示する。明細書全体にわたって幾つかの箇所で、例の一覧を通して説明を提供
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するが、例は様々な組み合わせにて使用することが可能である。それぞれの事例において
、列挙される一覧は代表的な群としてのみ与えられるのであって、排他的な一覧として解
釈されるべきではない。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　本発明は、種々の特性を有する種々の歯科用途で用いることができる、有機ゲル化剤及
び重合性成分を含有する硬化性歯科用組成物を目的とする。例えば、本発明の硬化性組成
物は、流動性、充填性及び／又は自立性であることができる。
【００３３】
　好ましい本発明の硬化性歯科用組成物は、有機系である。つまり、本発明の硬化性有機
歯科用組成物は、組成物の総重量を基準として、５０重量％未満、好ましくは４５重量％
未満、より好ましくは２５重量％未満、更により好ましくは１０重量％未満、更により好
ましくは５重量％未満、更により好ましくは１重量％未満の水を含む。
【００３４】
　硬化した歯科用材料は、重合性材料から調製された任意の広範な材料であってよい。そ
れらは、インレー、オンレー、ベニヤ、歯冠（一時的、中間／暫定的又は永続的）、ブリ
ッジ、インプラント、義歯、人工歯、充填材（具体的には充填性材料及び流動性コンポジ
ット）、歯列矯正器具（例えば、リテーナ、ナイトガード）、歯列矯正用接着剤、歯の複
製又はスプリント、歯科印象トレイ、顎顔面装具並びに他のカスタマイズ構造のような口
腔用人工補装具が挙げられる、種々の用途で用いることができる。
【００３５】
　本発明の硬化性歯科用組成物は、例えば、流動性、充填性又は自立性であることができ
る。かかる用語は必ずしも相互排他的ではないことを当業者は理解するであろう。つまり
、例えば、充填性組成物はある程度自立性であることができ、逆もまた同様であるように
、多少の重複が存在し得る。一般に、充填性及び自立性組成物の硬化前レオロジー特性は
非常に類似している（同一ではないまでも）。一般に、充填性、流動性及び自立性能の水
準は、フィラーの割合及び種類に関連し得るが、レオロジーを制御するのは成分の全体的
な組み合わせである。一般に、流動性材料は、充填性又は自立性組成物より低い割合のフ
ィラー（例えば６０重量％以下）を有し、充填性又は自立性組成物より高い割合の、単一
粒子状（即ち、非粒塊）のフィラーを使用することができる。自立性組成物は、高い割合
の粒塊フィラーを用いることができる。しかしながら、これらは必要条件ではないことを
理解すべきである。
【００３６】
　ある実施形態では、硬化性歯科用組成物は、第１形状、好ましくは歯冠の形状を有する
硬化性自立（即ち、支えなしで立つ）構造の形態である。かかる実施形態の場合、成分は
：初期自立構造を形成するために組成物を比較的容易に成型することができる；自立構造
が、（反応開始剤系を活性化する条件の非存在下で、かつ、重力以外の外部の力の非存在
下で）少なくとも２週間、室温で第１形状を維持する；及び自立構造が、（好ましくは１
５℃～３８℃、より好ましくは２０℃～３８℃、最も好ましくは室温で）第２形状に再形
成されるのに十分な展性を有する；ように選択される。
【００３７】
　かかる本発明の自立性組成物は、予備形成された歯科用製品に特に適している。本明細
書で使用するとき、予備形成された歯科用製品は、所望の半完成形状（第１形状）で歯科
医に提供され、次いで患者に適合するように修正する（例えば、成型する、適応させる、
削る）ことができるものである。本明細書では、予備形成物品の半完成形状は、最終形状
の物品があるべき形状の複製であり、ロープ、小球又はシートの形状ではない。典型的に
は、これは、本発明の自立性組成物が、好ましくはポジティブ及びネガティブ印象材を備
える型を用いて、ある形状に形成されており、得られた成形材料が、著しく変形すること
なく、成形装置、好ましくは型から取り出されることを意味する。
【００３８】



(15) JP 2013-237686 A 2013.11.28

10

20

30

40

50

　本発明のある組成物は、予備形成された歯冠及び複雑な形状を有する他の予備形成され
た歯科用製品に特に有用であるが、同一又は他の組成物を、充填材等を調製するための材
料として用いることができる。成型、型からの取り出し、梱包、輸送等に関して言うと、
典型的には、充填材は、例えば、ロープ形態、又は個々の断片、例えば塊様、タブレット
等で歯科医に提供されるため、後者の要件は、予備形成された歯冠又は複雑な形状の他の
予備形成された歯科用物品に必要な要件より厳しくない。
【００３９】
　一般に、本発明の硬化性自立性組成物は、比較的容易に変形することができ（即ち、展
性である）、低弾性回復を示すという点で、ワックスの融点を下回る温度で、ワックスに
類似するレオロジー特性を有する。しかしながら、本発明の硬化性自立性組成物は、軟化
点より上で自由流動流体（即ち、液体）ではない。つまり、本発明の硬化性自立性組成物
は、中程度（例えば、手による）圧力下で感知できるほどの質量流を示すが、軟化点を超
えると液体流ではない。
【００４０】
　本発明のある硬化性組成物の所望の自立性（即ち、支えなしで立つ）構造は、三次元網
状（連続又は非連続）構造であってよい非共有構造を含む形態を作製することにより維持
することができる。
【００４１】
　好ましくは、硬化性自立性組成物から形成される、得られる硬化組成物（即ち、硬化構
造）は、少なくとも２５メガパスカル（ＭＰａ）、より好ましくは少なくとも４０ＭＰａ
、更により好ましくは少なくとも５０ＭＰａ、最も好ましくは少なくとも６０ＭＰａの曲
げ強度を有する。
【００４２】
　ある用途（例えば、歯冠又は充填材）の場合、硬化性自立性組成物から形成される、得
られる硬化組成物（即ち、硬化構造）は、エナメル質様固体であり、好ましくは少なくと
も１００ＭＰａの圧縮強度を有する。歯科用印象トレイのような他の用途の場合、低圧縮
強度を有する材料を用いることができる。
【００４３】
　ある用途（例えば、歯冠又は充填材）の場合、硬化性自立性組成物から形成される、得
られる硬化組成物（即ち、硬化構造）は、エナメル質様固体であり、好ましくは少なくと
も２０ＭＰａのダイヤメトラル引っ張り強度を有する。歯科用印象トレイのような他の用
途の場合、低ダイヤメトラル引っ張り強度を有する材料を用いることができる。
【００４４】
　ある用途（例えば、歯冠又は充填材）の場合、硬化性自立性組成物から形成される、得
られる硬化組成物（即ち、硬化構造）は、エナメル質様固体であり、好ましくは少なくと
も１０００ＭＰａの曲げ弾性率を有する。歯科用印象トレイのような他の用途の場合、低
曲げ弾性率を有する材料を用いることができる。
【００４５】
　有機ゲル化剤
　広範な有機ゲル化剤を、本発明の硬化性組成物で用いることができる。有機ゲル化剤は
、一般に、有機金属化合物を含む、低分子量有機化合物（即ち、有機含有部分を有する化
合物）である。「一般に低分子量」とは、化合物が一般に３０００グラム／モル（ｇ／ｍ
ｏｌ）以下、好ましくは２０００ｇ／ｍｏｌ以下、更により好ましくは１０００ｇ／ｍｏ
ｌ以下の分子量を有することを意味する。それらは、有機流体（例えば、１種以上の流体
重合性成分）に溶解するとき三次元網状構造を形成し、それにより有機流体を固定化し、
非流動性ゲルを形成する。
【００４６】
　材料は、それを含む系に対して有機ゲル化剤であると考えられる。つまり、例えば、あ
る材料は、三次元網状構造及び得られる非流動性ゲルが形成されるようにある特定の硬化
性組成物で有機ゲル化剤として機能することができるが、同じ材料が、別の硬化性組成物
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では有機ゲル化剤として機能しない場合がある。本明細書の教示に基づいて、当業者は、
過度に実験することなく、材料が有機ゲル化剤か否かを容易に決定することができる。例
えば、候補の有機ゲル化剤を、関心の硬化性組成物中でゲル化試験に供し、材料がこの系
で有機ゲル化剤であるかどうかを判断することができる。
【００４７】
　非流動性ゲルは、典型的には、共存する固体様相及び液体相を含み、該固体様相は液体
相全体にわたって三次元網状構造を形成し、液体相が巨視的水準で流動することを防ぐ。
有機ゲル化剤と重合性成分との混合物（フィラー材料及び任意添加剤なし）は、温度が混
合物のゲル点を上回って又は下回って変動するとき、液体状態とゲル状態との間で熱可逆
的転移を示す。
【００４８】
　理論に縛られるものではないが、有機ゲル化剤が、絡んで網状構造を形成する繊維様構
造に自己組織化するとき、ゲル形成が生じると考えられる。分子凝集の駆動力は、水素結
合、芳香族相互作用、イオン結合、配位結合、ロンドン分散相互作用、πスタッキング、
疎溶媒性効果（solvophobic effect）又は他の物理的相互作用のような、物理的、非共有
相互作用であってよい。
【００４９】
　有機ゲル化剤は、ヒュームドシリカのような増粘剤を含まないが、ヒュームドシリカは
本明細書で記載したようなフィラー材料として使用できることを理解すべきである。
【００５０】
　有機ゲル化剤は重合性であってもなくてもよい。歯科用組成物に好ましい有機ゲル化剤
は、硬化中に樹脂系に組み込むことができるように、重合性である。これは、口腔内の使
用条件下で、有機ゲル化剤の浸出量を低減することができる。
【００５１】
　代表的な有機ゲル化剤は、米国特許出願公開第２００４／００６５２２７号（ブリトン
（Breton）ら）及び同第２００３／０２０７１７９号（ウエタニ（Uetani）ら）、並びに
、テレチ（Terech）ら、Ｃｈｅｍ．Ｒｅｖ．、９７巻３１３３～３１５９頁（１９９７年
）、デュ・ローズ（de Loos）ら、Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．　Ｓｏｃ．、１１９巻１２６７
５～１２６７６頁（１９９７年）、マカレビック（Makarevic）ら、Ｃｈｅｍ．Ｅｕｒ．
Ｊ．、７巻、３３２８～３３４１頁（２００１年）、ワン（Wang）ら、Ｃｈｅｍ．Ｅｕｒ
．Ｊ．、８巻、１９５４～１９６１頁（２００２年）及び特開２００３－２７７７２３号
に記載されている。必要に応じて、有機ゲル化剤の種々の組み合わせを用いることができ
る。
【００５２】
　好適なかかる化合物としては、例えば：ジベンジリデンソルビトール及びα－マンノ（
メチル４，６－Ｏ－ベンジリデン－α－Ｄ－マンノピラノシド）のような糖系化合物；置
換脂肪酸及び１２－ヒドロキシオクタデカン酸のリチウム塩のような脂肪酸の一価、二価
又は三価金属塩；並びに、デオキシコール酸、アポコール酸及びリトコール酸及びこれら
の塩のようなステロイド系化合物、並びにコレステロールエステル及びその誘導体が挙げ
られる。
【００５３】
　他の好適な有機ゲル化剤としては、アンスリル系（即ち、アントラセン系）化合物、並
びに一般式（式ＩＩ及びＩＩＩ）を有するアンスリル及びアントラキノン付加ステロイド
系化合物が挙げられる。
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【化６】

　式中、Ｘ1及びＸ2は、それぞれ、他とは独立に、窒素原子、－ＣＨ－基又は－Ｃ（Ｏ）
－基であり、Ｒ1及びＲ2は、それぞれ、他とは独立に、アルキル基（直鎖、分岐鎖、飽和
、不飽和、環状、非置換及び置換アルキル基を含み、酸素、窒素、硫黄、ケイ素、リンの
ようなヘテロ原子及び／又はカルボニル基のような官能基がアルキル基中に存在してもし
なくてもよい）、アリール基（置換又は非置換アリール基を含み、酸素、窒素、硫黄、ケ
イ素、リンのようなヘテロ原子及び／又はカルボニル基のような官能基がアリール基中に
存在してもしなくてもよい）又はこれらの組み合わせであってよい。好適なアントラセン
化合物、アントラキノン化合物及びフェナジン化合物の幾つかの具体例としては、（それ
ぞれ式ＩＶ～ＸＩＶ）
【化７】
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【化９】

　が挙げられるが、これらに限定されない。
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【００５４】
　他の好適な有機ゲル化剤としては、ステロイド性部分のＣ３で結合している高度極性ア
ゾベンゼン基を有する分子のようなアゾベンゼンステロイド系化合物が挙げられる。好適
なアゾベンゼンステロイド系化合物の幾つかの具体例としては、下記式（それぞれ、式Ｘ
Ｖ～ＸＶＩＩＩ）で表されるものが挙げられる（が、これらに限定されない）。
【化１０】
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【化１１】

　式中、Ｒ（式ＸＶＩ）は１～１８個の炭素原子を有する直鎖又は分岐鎖アルキル基であ
り、Ｒ’及びＲ”（式ＸＶＩＩ）はそれぞれ、互いと独立に、１～１８個の炭素原子を有
する直鎖又は分岐鎖アルキル基であり、ｎ（式ＸＶＩＩＩ）は１～４の整数である。
【００５５】
　好適な有機ゲル化剤の他の例としては、２－オクチルドデシル４－［［（１－ナフチル
アミノ）カルボニル］アミノ］ベンゾエートのようなアミノ酸系化合物；例えばＣｕ、Ｍ
ｎ、Ｃｏ及びＺｎのような金属の、メソ－テトラキス（ｐ－カルボキシフェニル）ポルフ
ィリンの長鎖エステルのような、２，３，６，７，１０，１１－ヘキサペントキシトリフ
ェニレン及びヘキサキス（ｎ－ヘキシルオキシ）トリフェニレン－置換金属ポルフィリン
のような有機金属化合物；並びに、フェノール環のパラ位に長アルカノイル鎖を有するカ
リックス［ｎ］アレーン（式中、ｎ＝４～８）のような大環状化合物が挙げられる。
【００５６】
　好適な有機ゲル化剤の他の例としては、部分的にフッ素化された高分子量アルカンが挙
げられる。この文脈では、「高分子量」は、少なくとも４００ｇ／モル、場合によっては
少なくとも８００ｇ／モル、場合によっては１，５００ｇ／モルの分子量を意味する。好
適な部分的にフッ素化された高分子量アルカンとしては、下記一般式（式ＸＩＸ）で表さ
れるものが挙げられる。
　Ｆ（ＣＦ2）n（ＣＨ2）mＨ
　式中、ｎは－ＣＦ2－単位の反復数を表す６～２４の整数であり、ｍは－ＣＦ2－単位の
反復数を表す６～２０の整数である。好適な部分的にフッ素化された高分子量アルカンの
幾つかの具体例としては、以下のもの（それぞれ、式ＸＸ～ＸＸＩＩＩ）が挙げられるが
、これらに限定されない：Ｆ（ＣＦ2）8（ＣＨ2）12Ｈ、Ｆ（ＣＦ2）10（ＣＨ2）12Ｈ、
Ｆ（ＣＦ2）15（ＣＨ2）12Ｈ、及びＦ（ＣＦ2）12（ＣＨ2）8Ｈ。
【００５７】
　好適な有機ゲル化剤の他の例としては、共有結合している１個のヘテロ原子（即ち、炭
素又は水素以外の原子）を有する高分子量アルカンが挙げられる。この文脈では、「高分
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子量」は、少なくとも１０個の炭素原子、場合によっては１４個以上の炭素原子を有する
化合物を意味する。対イオンは、この定義の目的のためにヘテロ原子であるとは見なされ
ず、例えば、化合物が１個の窒素原子を有する第四級アンモニウム化合物である場合、正
荷電窒素原子に付随するアニオンはヘテロ原子とは見なされない。１個のヘテロ原子を有
する好適な高分子量アルカンの幾つかの具体例としては、以下（それぞれ、式ＸＸＩＶ～
ＸＸＶＩＩＩ）が挙げられるが、これらに限定されない。
【化１２】

　式中、Ａ－（式ＸＸＶＩＩＩ）は、例えばハロゲン、シュードハロゲン、ＰＦ6、ＢＦ4

、ＣｌＯ4、カルボキシレート又はこれらの混合物であり得るアニオンである。
【００５８】
　好適な有機ゲル化剤の他の例としては、キラルタータラート化合物が挙げられる。好適
なキラルタータラート化合物としては、一般式ＸＸＩＸで表されるものが挙げられる。
【化１３】

　式中（式ＸＸＩＸ）、ｎは４～２０の整数であり、ｍは２～６の整数である。キラルタ
ータラート化合物の幾つかの具体例としては、Ｎ，Ｎ’－ジヘキサデシル－Ｎ，Ｎ，Ｎ’
，Ｎ’－テトラメチル－１，２－エタンジアンモニウム－Ｌ－タータラート、Ｎ，Ｎ’－
ジヘキサデシル－Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラメチル－１，２－エタンジアンモニウム－
Ｄ－タータラート、Ｎ，Ｎ’－ジオクタデシル－Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラメチル－１
，２－エタンジアンモニウム－Ｌ－タータラート、及びＮ，Ｎ’－ジオクタデシル－Ｎ，
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げられる。
【００５９】
　好適な有機ゲル化剤の他の例としては、キラルブテノリド系化合物が挙げられる。キラ
ルブテノリド系化合物の幾つかの具体例としては、以下の式（式ＸＸＸＩ）で表されるも
のが挙げられる。
【化１４】

　式中、式ＸＸＸＩのＲ5は、以下の基（それぞれ、式ＸＸＸＩＩ～ＸＸＸＶＩＩＩ）の
うちのいずれか１つである。

【化１５】

【００６０】
　これらのキラル物質は、種々の立体異性体形態で存在する。
【００６１】
　好適な有機ゲル化剤の他の例としては、尿素系化合物が挙げられる。好適な尿素系化合
物としては、一般式（それぞれ、式ＸＸＸＩＸ～ＸＬＩＩ）で表されるものが挙げられる
。
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【化１６】

　式中、Ｘ（式ＸＸＸＩＸ）は、水素原子、ハロゲン原子、ニトロ基、アルコキシ基、ア
ミノ基等であり；Ｒ６及びＲ７（それぞれの式の）は、それぞれ他とは独立に、水素原子
、アルキル基（直鎖、分岐鎖、飽和、不飽和、環状、非置換及び置換アルキル基が挙げら
れ、酸素、窒素、硫黄、ケイ素、リンのようなヘテロ原子及び／又はカルボニル基のよう
な官能基がアルキル基中に存在してもしなくてもよい）、アリール基（置換又は非置換ア
リール基が挙げられ、酸素、窒素、硫黄、ケイ素、リンのようなヘテロ原子及び／又はカ
ルボニル基のような官能基がアリール基中に存在してもしなくてもよい）又はアルキル及
びアリール基の組み合わせであってよく；Ｒ８（式ＸＬＩＩ）は、アルキレン基（直鎖、
分岐鎖、飽和、不飽和、環状、非置換及び置換アルキレン基が挙げられ、酸素、窒素、硫
黄、ケイ素、リンのようなヘテロ原子及び／又はカルボニル基のような官能基がアルキレ
ン基中に存在してもしなくてもよい）、アリーレン基（置換又は非置換アリーレン基が挙
げられ、酸素、窒素、硫黄、ケイ素、リンのようなヘテロ原子及び／又はカルボニル基の
ような官能基がアリーレン基中に存在してもしなくてもよい）又はこれらの組み合わせで
あってよい。尿素系化合物の幾つかの具体例としては、以下（それぞれ式ＸＬＩＩＩ～Ｘ
ＬＩＸ）が挙げられる。
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【化１７】

【化１８】
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【００６２】
　好適な有機ゲル化剤の他の例としては、バルビツレート（barbiturate）が挙げられる
。好適なバルビツレートとしては、一般式（式Ｌ）で表されるものが挙げられる。
【化１９】

　式中、Ｒ９、Ｒ１０及びＲ１１は、それぞれ、他とは独立に、水素原子、アルキル基（
直鎖、分岐鎖、飽和、不飽和、環状、非置換及び置換アルキル基が挙げられ、酸素、窒素
、硫黄、ケイ素、リンのようなヘテロ原子及び／又はカルボニル基のような官能基がアル
キル基中に存在してもしなくてもよい）、アリール基（置換又は非置換アリール基が挙げ
られ、酸素、窒素、硫黄、ケイ素、リンのようなヘテロ原子及び／又はカルボニル基のよ
うな官能基がアリール基中に存在してもしなくてもよい）又はアルキル基及びアリール基
の組み合わせであってよい。バルビツレートの幾つかの具体例としては、以下（式ＬＩ及
びＬＩＩ）が挙げられる。
【化２０】

【００６３】
　好適な有機ゲル化剤の他の例としては、キラルアミド系化合物が挙げられる。好適なキ
ラルアミド系化合物としては、一般式（式ＬＩＩＩ及びＬＩＶ）で表されるものが挙げら
れる。

【化２１】
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　式中、（各式の）Ｒ１２、Ｒ１３及びＲ１４は、他とは独立に、水素原子、アルキル基
（直鎖、分岐鎖、飽和、不飽和、環状、非置換及び置換アルキル基が挙げられ、酸素、窒
素、硫黄、ケイ素、リンのようなヘテロ原子及び／又はカルボニル基のような官能基がア
ルキル基中に存在してもしなくてもよい）、アリール基（置換又は非置換アリール基が挙
げられ、酸素、窒素、硫黄、ケイ素、リンのようなヘテロ原子及び／又はカルボニル基の
ような官能基がアリール基中に存在してもしなくてもよい）又はアルキル基及びアリール
基の組み合わせであってよく；（各式の）ｎは１、２又は３であり；（各式の）Ｑは結合
、Ｏ、Ｓ、ＮＨ又はアルキル置換窒素であり；Ｒ１５（式ＬＩＶ）は、アルキレン基（直
鎖、分岐鎖、飽和、不飽和、環状、非置換及び置換アルキレン基が挙げられ、酸素、窒素
、硫黄、ケイ素、リンのようなヘテロ原子及び／又はカルボニル基のような官能基がアル
キレン基中に存在してもしなくてもよい）、アリーレン基（置換又は非置換アリーレン基
が挙げられ、酸素、窒素、硫黄、ケイ素、リンのようなヘテロ原子及び／又はカルボニル
基のような官能基がアリーレン基中に存在してもしなくてもよい）又はこれらの組み合わ
せである。式ＬＩＩＩ及びＬＩＶでは、点線及びくさび形の結合は、アミノ酸が特定のキ
ラリティーのものであることを示さず、したがって、構造はＤ又はＬ型のいずれかの異性
体を含むことができる。
【００６４】
　キラルアミド系化合物の幾つかの具体例としては、以下（それぞれ式ＬＶ～ＬＶＩＩ）
が挙げられる。
【化２２】

【００６５】
　特定の有用な非重合性有機ゲル化剤の例は、ジベンジリデン（dibenzilidine）ソルビ
トール（ＤＢＳ）であり、これは、ミリケン・アンド・カンパニー（Milliken & Co.）（
サウスカロライナ州スパータンバーグ（Spartanburg））から商品名ミリシックス（MILLI
THIX）９２５Ｓとして市販されている。
【００６６】
　有機ゲル化剤のある好適なかつ好ましい部類は、オキサミド化合物である。この部類の
物質の例としては、一般式（式Ｉ）で表されるものが挙げられる。
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【化２３】

　式中、各Ｍは独立に水素又は重合性基（具体的には、メタクリレート、アクリレート、
ビニル、スチリル等のような、フリーラジカル機構を介して重合可能な基）であり、各Ｘ
は独立にアルキレン基、シクロアルキレン基、アリーレン基、アレニレン基又はこれらの
組み合わせであり、ｎは１～３である。アルキレン、シクロアルキレン、アリーレン又は
アレニレン基は、置換（例えば、ハロゲンで）されていても、置換されていなくてもよく
、酸素、窒素、硫黄、ケイ素、リンのようなヘテロ原子及び／又はカルボニル基等のよう
な官能基を含んでも、含まなくてもよい。好ましくは、式Ｉでは、Ｍが水素以外である場
合、それは８個以下の炭素原子、より好ましくは４個以下の炭素原子を含む（例えば、メ
タクリレート）。好ましくは、式Ｉでは、Ｘは２０個以下の炭素原子を含む。Ｘ及びＭは
両方とも、好ましくは、独立に、少なくとも３個の炭素原子、場合によっては少なくとも
４個の炭素原子を含む。
【００６７】
　好適なオキサミド有機ゲル化剤の幾つかの具体例としては、式（それぞれ式ＬＶＩＩＩ
～ＬＸＶ）ものが挙げられるが、これらに限定されない。

【化２４】

【００６８】
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　この部類の化合物は、ジアルキルオキサレートと２当量のアミンとを反応させることに
より調製することができる。テトラアミド（ｎ＝２）は、２段階法により調製することが
できる。第１工程では、過剰なジアルキルオキサレートをジアミンと反応させて、中間誘
導体を調製する。この中間体を、次いでアミンと反応させて、図示したような最終オキサ
ミド有機ゲル化剤（式ＬＸＶＩ）を得る。
【化２５】

　式中、Ｘは独立に、アルキレン基、シクロアルキレン基、アリーレン基、アレニレン基
又はこれらの組み合わせであり（アルキレン、シクロアルキレン、アリーレン、又はアレ
ニレン基は置換（例えば、ハロゲンで）されていても、置換されていなくてもよく、酸素
、窒素、硫黄、ケイ素、リンのようなヘテロ原子及び／又はカルボニル基のような官能基
等を含んでも、含まなくてもよい）；Ｘ’は独立に、アルキル基、シクロアルキル基、ア
リール基、アレニル基又はこれらの組み合わせである（アルキル、シクロアルキル、アリ
ール又はアレニル基は置換（例えば、ハロゲンで）されていても、置換されていなくても
よく、酸素、窒素、硫黄、ケイ素、リンのようなヘテロ原子及び／又はカルボニル基等の
ような官能基を含んでも、含まなくてもよい）。オキサミドの調製に関する更なる詳細は
、Ｌ．Ｍ．ライス（Rice）ら、Ｊ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．、７５巻２４２～２４３頁（１９
５３年）に見い出すことができる。
【００６９】
　好ましい重合性有機ゲル化剤としては、アルキルジウレアモノ－及びマルチ－メタクリ
レート、アクリレート化アミノ酸誘導体、及びメタクリレート化又はスチリル糖誘導体が
挙げられる。かかる物質の例を以下に示す（式ＬＸＶＩＩ～ＬＸＸＩＩＩ）。
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【化２６】

　式中、ｎ（式ＬＸＶＩＩ～ＬＸＩＸ）は１～２０の整数であり；Ｒ（式ＬＸＶＩＩＩ及
びＬＸＩＸ）は、アルキル基（直鎖、分岐鎖、飽和、不飽和、環状、非置換及び置換アル
キル基が挙げられ、酸素、窒素、硫黄、ケイ素、リンのようなヘテロ原子及び／又はカル
ボニル基のような官能基がアルキル基中に存在してもしなくてもよい）、アリール基（置
換又は非置換アリール基が挙げられ、酸素、窒素、硫黄、ケイ素、リンのようなヘテロ原
子及び／又はカルボニル基のような官能基がアリール基中に存在してもしなくてもよい）
又はこれらの組み合わせであってよく；Ｒ’（式ＬＸＸＩ、ＬＸＸＩＩ及びＬＸＸＩＩＩ
）は、アルキレン基（直鎖、分岐鎖、飽和、不飽和、環状、非置換及び置換アルキレン基
が挙げられ、酸素、窒素、硫黄、ケイ素、リンのようなヘテロ原子及び／又はカルボニル
基のような官能基がアルキレン基中に存在してもしなくてもよい）、アリーレン基（置換
又は非置換アリーレン基が挙げられ、酸素、窒素、硫黄、ケイ素、リンのようなヘテロ原
子及び／又はカルボニル基のような官能基がアリーレン基中に存在してもしなくてもよい
）又はこれらの組み合わせであってよく；Ｐ（式ＬＸＸＩ、ＬＸＸＩＩ及びＬＸＸＩＩＩ
）は重合性基（具体的には、メタクリレート、アクリレート、ビニル、スチリルのような
、フリーラジカル機構を介して重合可能な基）である。
【００７０】
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　別の好適なかつ好ましい有機ゲル化剤の部類は、直鎖アミノ糖及び環状アミノ糖を含む
アミノ糖である。
【００７１】
　一態様では、有機ゲル化剤は式ＬＸＸＶの直鎖アミノ糖又はその薬剤として許容される
塩である。
【化２７】

　式中、Ｒ1及びＲ2は、独立に、水素原子、アルキル基、Ｃ（Ｏ）Ｒ3及びＳＯ2Ｒ
4から

なる群から選択され；Ｒ3及びＲ4は、独立に、アルキル基、アリール基及びアラルキル基
からなる群から選択され；ｎは約２～約５の整数である。
【００７２】
　式ＬＸＸＶでは、基Ｒ1及びＲ2は、独立に、水素原子、アルキル基、Ｃ（Ｏ）Ｒ3及び
ＳＯ2Ｒ

4からなる群から選択される。Ｒ1及びＲ2のそれぞれは、水素原子であってよく、
Ｒ1及びＲ2のそれぞれは、アルキル基であってよく、Ｒ1及びＲ2のそれぞれは、Ｃ（Ｏ）
Ｒ3であってよく、又はＲ1及びＲ2のそれぞれは、ＳＯ2Ｒ

4であってよい。幾つかの実施
形態では、Ｒ1は水素原子であってよく、Ｒ2はアルキル基、Ｃ（Ｏ）Ｒ3又はＳＯ2Ｒ

4で
あってよい。他の実施形態では、Ｒ1は、アルキル基であってよく、Ｒ2は、Ｃ（Ｏ）Ｒ3

又はＳＯ2Ｒ
4であってよい。更に他の実施形態では、Ｒ1は、Ｃ（Ｏ）Ｒ3であってよく、

Ｒ2は、ＳＯ2Ｒ
4であってよい。Ｒ1及びＲ2のいずれか又は両方がアルキル基であるとき

、アルキル基は、約１個の炭素原子、約１個を超える炭素原子、約２個を超える炭素原子
、約４個を超える炭素原子、約６個を超える炭素原子、約８個を超える炭素原子、約１０
個を超える炭素原子、約１２個を超える炭素原子、約１４個を超える炭素原子、約１６個
を超える炭素原子、又は約１８個を超える炭素原子を含むことができる。幾つかの実施形
態では、アルキル基は、約３０個未満の炭素原子、約２６個未満の炭素原子、又は約２０
個未満の炭素原子を含む。幾つかの実施形態では、アルキル基は直鎖アルキル基を含む。
他の実施形態では、アルキル基は分岐鎖アルキル基を含む。更に他の実施形態では、アル
キル基は環状アルキル基を含む。Ｒ1及びＲ2のそれぞれが、アルキル基を含むとき、Ｒ1

及びＲ2は同じアルキル基を含んでよく、又はＲ1及びＲ2は異なるアルキル基を含んでも
よい。アルキル基の非限定的な例としては、メチル、エチル、１－プロピル、イソプロピ
ル、ブチル、イソブチル、ｓ－ブチル、ペンチル、イソペンチル、ネオペンチル、ヘキシ
ル、２－エチルヘキシル、オクチル、デシル、ウンデシル、ドデシル、テトラデシル、ペ
ンタデシル、オクタデシル、シクロヘキシル、４－メチルシクロヘキシル、シクロヘキシ
ルメチル、シクロペニル、及びシクロオクチルが挙げられる。
【００７３】
　式ＬＸＸＶでは、基Ｒ3及びＲ4は、独立に、アルキル基、アリール基及びアラルキル基
からなる群から選択される。Ｒ3又はＲ4のいずれか又は両方がアルキル基であるとき、ア
ルキル基は、約１個の炭素原子、約１個を超える炭素原子、約２個を超える炭素原子、約
４個を超える炭素原子、約６個を超える炭素原子、約８個を超える炭素原子、約１０個を
超える炭素原子、約１２個を超える炭素原子、約１４個を超える炭素原子、約１６個を超
える炭素原子、又は約１８個を超える炭素原子を含むことができる。幾つかの実施形態で
は、アルキル基は、約３０個未満の炭素原子、約２６個未満の炭素原子、又は約２０個未
満の炭素原子を含む。幾つかの実施形態では、アルキル基は直鎖アルキル基を含む。他の
実施形態では、アルキル基は分岐鎖アルキル基を含む。更に他の実施形態では、アルキル
基は環状アルキル基を含む。式ＬＸＸＶで表される化合物又はその薬剤として許容される
塩では、Ｒ3及びＲ4基の両方が存在するとき、かつＲ3及びＲ4のそれぞれがアルキル基を
含むとき、Ｒ3及びＲ4は同じアルキル基を含んでよく、又はＲ3及びＲ4は異なるアルキル
基を含んでもよい。アルキル基の非限定的な例としては、メチル、エチル、１－プロピル
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、イソプロピル、ブチル、イソブチル、ｓ－ブチル、ペンチル、イソペンチル、ネオペン
チル、ヘキシル、２－エチルヘキシル、オクチル、デシル、ウンデシル、ドデシル、テト
ラデシル、ペンタデシル、オクタデシル、シクロヘキシル、４－メチルシクロヘキシル、
シクロヘキシルメチル、シクロペニル、及びシクロオクチルが挙げられる。
【００７４】
　式ＬＸＸＶでは、Ｒ3又はＲ4のいずれか又は両方がアリール基であるとき、アリール基
は１個のアレーン環又は１個を超えるアレーン環を含んでよい。アレーン環は、６個以下
の炭素原子、８個以下の炭素原子、１０個以下の炭素原子、１２個以下の炭素原子、１４
個以下の炭素原子、１６個以下の炭素原子、又は１８個以下の炭素原子を含んでよい。ア
レーン環は、ヘテロ原子、例えば、窒素、酸素又は硫黄を含んでよい。１個を超えるアレ
ーン環が存在するとき、アレーン環はともに融合することができ、又は化学結合により結
合することができる。式ＬＸＸＶで表される化合物又はその薬剤として許容される塩では
、Ｒ3及びＲ4基の両方が存在するとき、かつＲ3及びＲ4のそれぞれがアリール基を含むと
き、Ｒ3及びＲ4は同じアリール基を含んでよく、又はＲ3及びＲ4は異なるアリール基を含
んでもよい。アリール基の非限定的な例としては、置換及び非置換フェニル、１－ナフチ
ル、２－ナフチル、９－アントラセニルが挙げられる。
【００７５】
　式ＬＸＸＶでは、Ｒ3又はＲ4のいずれか又は両方がアラルキル基であるとき、アラルキ
ル基は１個のアレーン環又は１個を超えるアレーン環を含んでよい。アラルキル基は、６
個以下の炭素原子、８個以下の炭素原子、１０個以下の炭素原子、１２個以下の炭素原子
、１４個以下の炭素原子、１６個以下の炭素原子、１８個以下の炭素原子、又は２０個以
下の炭素原子を含んでよい。１個を超えるアレーン環がアラルキル基中に存在するとき、
アレーン環はともに融合することができ、又は化学結合により結合することができる。ア
レーン環は、ヘテロ原子、例えば、窒素、酸素又は硫黄を含んでよい。式ＬＸＸＶで表さ
れる化合物又はその薬剤として許容される塩では、Ｒ3及びＲ4基の両方が存在するとき、
かつＲ3及びＲ4のそれぞれがアラルキル基を含むとき、Ｒ3及びＲ4は同じアラルキル基を
含んでよく、又はＲ3及びＲ4は異なるアラルキル基を含んでもよい。アラルキル基の非限
定的な例としては、ベンジル、１－フェニルエチル、２－フェニルエチル、３－フェニル
プロピル、２－ナフチルエチル及び９－アントラセニルメチルが挙げられる。
【００７６】
　式ＬＸＸＶでは、ｎは約２～約５の整数である。幾つかの実施形態では、歯科用組成物
は、式ＬＸＸＶで表される化合物又はその薬剤として許容される塩を含み、式中ｎは約５
、約４、約３又は約２の値を有する整数である。幾つかの実施形態では、ｎは５又は４又
は３又は２の値を有する整数である。本発明の歯科用組成物は、１種を超える式ＬＸＸＶ
で表される化合物又はその薬剤として許容される塩を含んでよく、該化合物は異なる整数
値のｎを有する式ＬＸＸＶにより表すことができることが理解される。これらの実施形態
では、組成物のｎの平均値は、整数でなくともよい。
【００７７】
　幾つかの実施形態では、Ｒ1及びＲ2はそれぞれ水素原子である。幾つかの実施形態では
、薬剤として許容される塩はハロゲン化アンモニウムを含む。ある実施形態では、歯科用
組成物は、式ＬＸＸＶＩで表される化合物又はその薬剤として許容される塩を含む。幾つ
かの実施形態では、塩はハロゲン化アンモニウムを含む。具体的な実施形態では、ハロゲ
ン化アンモニウムは塩化アンモニウムを含む。
【化２８】

【００７８】
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　式ＬＸＸＶの幾つかの実施形態では、Ｒ1はアルキル基を含み、Ｒ2はＣ（Ｏ）Ｒ3であ
り、この場合Ｒ3はアルキル基を含む。ある実施形態では、Ｒ1は、約１～約４個の炭素原
子を有するアルキル基を含み、Ｒ3は約４～約１６個の炭素原子を有するアルキル基を含
む。幾つかの実施形態では、Ｒ1はメチル基を含み、Ｒ3は７、８又は９個の炭素原子を有
するアルキル基を含む。幾つかの実施形態では、歯科用組成物は、式ＬＸＸＶＩＩ、式Ｌ
ＸＸＶＩＩＩ又は式ＬＸＸＩＸで表される化合物を含む。
【化２９】

【００７９】
　式ＬＸＸＶの幾つかの実施形態では、Ｒ1は水素原子であり、Ｒ2はアルキル基を含む。
幾つかの実施形態では、薬剤として許容される塩はハロゲン化アンモニウムを含む。幾つ
かの実施形態では、アルキル基は約１～約８個の炭素原子を含む。ある実施形態では、歯
科用組成物は、式ＬＸＸＸで表される化合物又はその薬剤として許容される塩を含む。塩
はハロゲン化アンモニウムを含んでよい。幾つかの実施形態では、ハロゲン化アンモニウ
ムは塩化アンモニウムを含む。ある実施形態では、歯科用組成物は、式ＬＸＸＸＩで表さ
れる化合物又はその薬剤として許容される塩を含む。塩はハロゲン化アンモニウムを含ん
でよい。幾つかの実施形態では、ハロゲン化アンモニウムは塩化アンモニウムを含む。幾
つかの実施形態では、Ｒ1及びＲ2は、独立に、約１～約８個の炭素原子を有するアルキル
基を含む。ある実施形態では、歯科用組成物は、式ＬＸＸＸＩＩで表される化合物又はそ
の薬剤として許容される塩を含む。塩はハロゲン化アンモニウムを含んでよい。幾つかの
実施形態では、ハロゲン化アンモニウムは塩化アンモニウムを含む。
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【化３０】

【００８０】
　式ＬＸＸＶ～ＬＸＸＸＩＩで表される化合物は、キラル炭素原子を含むことが認識され
ている。簡略化のために、これらの式では、キラル炭素原子それぞれについての立体化学
的形状を特定しない。しかしながら、かかる式は、本明細書及び特許請求の範囲で用いら
れるとき、任意の可能な立体化学的形状を有する化合物のそれぞれを表すことを意図する
。幾つかの実施形態では、式ＬＸＸＶＩ～ＬＸＸＸＩＩで表される化合物は、アミノ糖ア
ルコール及びそれぞれ慣用名Ｄ－グルカミン、Ｎ－メチル－Ｎ－オクタノイル－Ｄ－グル
カミン、Ｎ－メチル－Ｎ－ノナノイル－Ｄ－グルカミン、Ｎ－メチル－Ｎ－デカノイル－
Ｄ－グルカミン、Ｎ－メチル－Ｄ－グルカミン、Ｎ－オクチル－Ｄ－グルカミン及びＮ－
メチル－Ｎ－オクチル－Ｄ－グルカミンを有する誘導体である。
【００８１】
　別の態様では、有機ゲル化剤は式ＬＸＸＸＩＩＩの環状アミノ糖又はその薬剤として許
容される塩である。

【化３１】

　式中、Ｒ1、Ｒ2及びＲ3は、独立に、ＯＨ及びＮＲ5Ｒ6からなる群から選択され；Ｒ4は
ＯＨ、ＯＰ（Ｏ）（ＯＨ）2、ＯＳＯ3Ｈ及びＮＲ5Ｒ6からなる群から選択され；Ｒ5及び
Ｒ6は、独立に、水素原子、アルキル基、Ｃ（Ｏ）Ｒ7及びＳＯ2Ｒ

8からなる群から選択さ
れ；Ｒ7及びＲ8は、独立に、アルキル基、アリール基、又はアラルキル基からなる群から
選択され；ただし、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3及びＲ4のうち少なくとも１つはＮＲ5Ｒ6である。
【００８２】
　式ＬＸＸＸＩＩＩで表される化合物はキラル炭素原子を含むことが認識されている。簡
略化のために、式ＬＸＸＸＩＩＩでは、キラル炭素原子のそれぞれについての立体化学的
形状を特定しない。式ＬＸＸＸＩＩＩは、本明細書及び特許請求の範囲で用いられるとき
、任意の可能な立体化学的形状を有する化合物のそれぞれを表すことを意図する。
【００８３】
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　式ＬＸＸＸＩＩＩでは、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3及びＲ4のうち少なくとも１つはＮＲ5Ｒ6である
。Ｒ1、Ｒ2及びＲ3は、独立に、ＯＨ及びＮＲ5Ｒ6からなる群から選択される。Ｒ1、Ｒ2

及びＲ3のそれぞれはＯＨであってよく、Ｒ1、Ｒ2及びＲ3のうち任意の２つがＯＨであっ
てよく、又はＲ1、Ｒ2及びＲ3のうち任意の１つがＯＨであってもよい。Ｒ1、Ｒ2及びＲ3

のそれぞれはＮＲ5Ｒ6であってよく、Ｒ1、Ｒ2及びＲ3のうち任意の２つがＮＲ5Ｒ6であ
ってよく、又はＲ1、Ｒ2及びＲ3のうち任意の１つがＮＲ5Ｒ6であってもよい。Ｒ4は、Ｏ
Ｈ、ＯＰ（Ｏ）（ＯＨ）2、ＯＳＯ3Ｈ及びＮＲ5Ｒ6からなる群から選択される。幾つかの
実施形態では、Ｒ4はＯＨである。他の実施形態では、Ｒ4はＯＰ（Ｏ）（ＯＨ）2である
。他の実施形態では、Ｒ4はＯＳＯ3Ｈである。他の実施形態では、Ｒ4はＮＲ5Ｒ6である
。
【００８４】
　式ＬＸＸＸＩＩＩでは、Ｒ5及びＲ6は、独立に、水素原子、アルキル基、Ｃ（Ｏ）Ｒ7

及びＳＯ2Ｒ
8からなる群から選択される。Ｒ5及びＲ6のそれぞれは、水素原子であってよ

く、Ｒ5及びＲ6のそれぞれは、アルキル基であってよく、Ｒ5及びＲ6のそれぞれは、Ｃ（
Ｏ）Ｒ7であってよく、又はＲ5及びＲ6のそれぞれは、ＳＯ2Ｒ

8であってもよい。幾つか
の実施形態では、Ｒ5は、水素原子であってよく、Ｒ6はアルキル基、Ｃ（Ｏ）Ｒ7又はＳ
Ｏ2Ｒ

8であってよい。他の実施形態では、Ｒ5はアルキル基であってよく、Ｒ6はＣ（Ｏ）
Ｒ7又はＳＯ2Ｒ

8であってよい。更に別の実施形態では、Ｒ5はＣ（Ｏ）Ｒ7であってよく
、Ｒ6はＳＯ2Ｒ

8であってよい。Ｒ5及びＲ6のいずれか又は両方がアルキル基であるとき
、アルキル基は約１個の炭素原子、約１個を超える炭素原子、約２個を超える炭素原子、
約４個を超える炭素原子、約６個を超える炭素原子、約８個を超える炭素原子、約１０個
を超える炭素原子、約１２個を超える炭素原子、約１４個を超える炭素原子、約１６個を
超える炭素原子、又は約１８個を超える炭素原子を含んでよい。幾つかの実施形態では、
アルキル基は、約３０個未満の炭素原子、約２６個未満の炭素原子、又は約２０個未満の
炭素原子を含む。幾つかの実施形態では、アルキル基は直鎖アルキル基を含む。他の実施
形態では、アルキル基は分岐鎖アルキル基を含む。更に他の実施形態では、アルキル基は
環状アルキル基を含む。Ｒ5及びＲ6のそれぞれがアルキル基を含むとき、Ｒ5及びＲ6は同
じアルキル基を含んでよく、又はＲ5及びＲ6は異なるアルキル基を含んでもよい。アルキ
ル基の非限定的な例としては、メチル、エチル、１－プロピル、イソプロピル、ブチル、
イソブチル、ｓ－ブチル、ペンチル、イソペンチル、ネオペンチル、ヘキシル、２－エチ
ルヘキシル、オクチル、デシル、ウンデシル、ドデシル、テトラデシル、ペンタデシル、
オクタデシル、シクロヘキシル、４－メチルシクロヘキシル、シクロヘキシルメチル、シ
クロペニル、及びシクロオクチルが挙げられる。
【００８５】
　式ＬＸＸＸＩＩＩでは、Ｒ7及びＲ8は、独立に、アルキル基、アリール基又はアラルキ
ル基からなる群から選択される。各Ｒ7又はＲ8のいずれか又は両方がアルキル基であると
き、アルキル基は、約１個の炭素原子、約１個を超える炭素原子、約２個を超える炭素原
子、約４個を超える炭素原子、約６個を超える炭素原子、約８個を超える炭素原子、約１
０個を超える炭素原子、約１２個を超える炭素原子、約１４個を超える炭素原子、約１６
個を超える炭素原子、又は約１８個を超える炭素原子を含んでよい。幾つかの実施形態で
は、アルキル基は、約３０個未満の炭素原子、約２６個未満の炭素原子、約２２個未満の
炭素原子、又は約２０個未満の炭素原子を含む。幾つかの実施形態では、アルキル基は直
鎖アルキル基を含む。他の実施形態では、アルキル基は分岐鎖アルキル基を含む。更に他
の実施形態では、アルキル基は環状アルキル基を含む。式Ｉで表される化合物又はその薬
剤として許容される塩では、Ｒ7及びＲ8基の両方が存在するとき、かつＲ7及びＲ8のそれ
ぞれがアルキル基を含むとき、Ｒ7及びＲ8は同じアルキル基を含んでよく、又はＲ7及び
Ｒ8は異なるアルキル基を含んでもよい。アルキル基の非限定的な例としては、メチル、
エチル、１－プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、ｓ－ブチル、ペンチル、イ
ソペンチル、ネオペンチル、ヘキシル、２－エチルヘキシル、オクチル、デシル、ウンデ
シル、ドデシル、テトラデシル、ペンタデシル、オクタデシル、シクロヘキシル、４－メ
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チルシクロヘキシル、シクロヘキシルメチル、シクロペニル、及びシクロオクチルが挙げ
られる。
【００８６】
　式ＬＸＸＸＩＩＩでは、Ｒ7又はＲ8のいずれか又は両方がアリール基であるとき、アリ
ール基は、１個のアレーン環又は１個を超えるアレーン環を含んでよい。アレーン環は、
６個以下の炭素原子、８個以下の炭素原子、１０個以下の炭素原子、１２個以下の炭素原
子、１４個以下の炭素原子、１６個以下の炭素原子、又は１８個以下の炭素原子を含んで
よい。アレーン環は、ヘテロ原子、例えば窒素、酸素又は硫黄を含んでよい。１個を超え
るアレーン環がアリール基中に存在する場合、アレーン環はともに融合することができ、
又は化学結合により結合することができる。式ＬＸＸＸＩＩＩで表される化合物又はその
薬剤として許容される塩では、Ｒ7及びＲ8基の両方が存在するとき、かつＲ7及びＲ8のそ
れぞれがアリール基を含むとき、Ｒ7及びＲ8は同じアリール基を含んでよく、又はＲ7及
びＲ8は異なるアリール基を含んでもよい。アリール基の非限定的な例としては、置換及
び非置換フェニル、１－ナフチル、２－ナフチル、９－アントラセニル及びビフェニルが
挙げられる。
【００８７】
　式ＬＸＸＸＩＩＩでは、Ｒ7又はＲ8のいずれか又は両方がアラルキル基であるとき、ア
ラルキル基は１個のアレーン環又は１個を超えるアレーン環を含んでよい。アラルキル基
は、６個以下の炭素原子、８個以下の炭素原子、１０個以下の炭素原子、１２個以下の炭
素原子、１４個以下の炭素原子、１６個以下の炭素原子、１８個以下の炭素原子又は２０
個以下の炭素原子を含んでよい。１個を超えるアレーン環がアラルキル基中に存在する場
合、アレーン環はともに融合することができ、又は化学結合により結合することができる
。アレーン環は、ヘテロ原子、例えば窒素、酸素又は硫黄を含んでよい。式ＬＸＸＸＩＩ
Ｉで表される化合物又はその薬剤として許容される塩では、Ｒ7及びＲ8基の両方が存在す
るとき、かつＲ7及びＲ8のそれぞれがアラルキル基を含むとき、Ｒ7及びＲ8は同じアラル
キル基を含んでよく、又はＲ7及びＲ8は異なるアラルキル基を含んでもよい。アラルキル
基の非限定的な例としては、ベンジル、１－フェニルエチル、２－フェニルエチル、３－
フェニルプロピル、２－ナフチルエチル及び９－アントラセニルメチルが挙げられる。
【００８８】
　式ＬＸＸＸＩＩＩの幾つかの実施形態では、Ｒ1はＮＲ5Ｒ6であり、この場合Ｒ5及びＲ
6はそれぞれ水素原子であり、Ｒ2、Ｒ3及びＲ4はそれぞれＯＨである。式ＬＸＸＸＩＩＩ
の幾つかの実施形態では、薬剤として許容される塩は、塩化アンモニウム及び硫酸アンモ
ニウムから選択される。幾つかの実施形態では、歯科用組成物は、式ＬＸＸＸＩＶ、式Ｌ
ＸＸＸＶ若しくは式ＬＸＸＸＶＩで表される化合物又はその薬剤として許容される塩を含
む。幾つかの実施形態では、塩は塩化アンモニウム又は硫酸アンモニウムを含む。
【化３２】

【００８９】
　式ＬＸＸＸＩＩＩの幾つかの実施形態では、Ｒ1はＮＲ5Ｒ6であり、この場合Ｒ5及びＲ
6はそれぞれ水素原子であり、Ｒ2及びＲ3はそれぞれＯＨであり、Ｒ4はＯＰ（Ｏ）（ＯＨ
）2である。具体的な実施形態では、歯科用組成物は、式ＬＸＸＸＶＩＩで表される化合
物又はその薬剤として許容される塩を含む。薬剤として許容される塩は、双性イオンを含
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【化３３】

【００９０】
　式ＬＸＸＸＩＩＩの幾つかの実施形態では、Ｒ1はＮＲ5Ｒ6であり、この場合Ｒ5はＣ（
Ｏ）Ｒ7であり、Ｒ7は１２個の炭素原子を有するアルキル基、１４個の炭素原子を有する
アルキル基、又は１６個の炭素原子を有するアルキル基であり、Ｒ6は水素原子である。
具体的な実施形態では、歯科用組成物は、式ＬＸＸＸＶＩＩＩ、式ＬＸＸＸＩＸ又は式Ｌ
ＸＬで表される化合物を含む。

【化３４】

【００９１】
　式ＬＸＸＩＶ～ＬＸＬでは、各環の５個のキラル炭素原子のうち４個についての立体化
学的形状が、結合のための従来の表記法を用いて特定される。各環の１個のキラル炭素原
子についての立体化学的形状は特定されない。これらの式は、本明細書及び特許請求の範
囲で用いられるとき、任意の可能な立体化学的形状を有する化合物のそれぞれを表すこと
を意図する。有用な化合物は、慣用名Ｄ－グルコサミン、Ｄ－ガラクトサミン、Ｄ－マン
ノサミン、Ｄ－グルコサミン－６－ホスフェート、Ｎ－ドデカノイル－Ｄ－グルコサミン
、Ｎ－テトラデカノイル－Ｄ－グルコサミン及びＮ－ヘキサデカノイル－Ｄ－グルコサミ
ンを有する化合物である。
【００９２】
　アミノ糖のうち、好ましい化合物としては、以下が挙げられる。
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【化３５】

【００９３】
　本明細書に記載した有機ゲル化剤の多くの部類のうち、好ましいものは、尿素系又はオ
キサミドであり、より好ましくは重合性尿素系又はオキサミド有機ゲル化剤である。最も
好ましい誘導体は、ジベンジリデンソルビトール、尿素メタクリレート及びオキサミドメ
タクリレートである。好ましい有機ゲル化剤としては、実施例の章に記載するものが挙げ
られる。
【００９４】
　１種以上の有機ゲル化剤は、本発明の硬化性組成物中に、有機ゲル化剤と重合性成分と
の合計の総重量（例えば、フィラー材料、結晶性物質及び／又は任意の添加剤を含まない
、硬化性組成物）を基準として、好ましくは少なくとも０．０１重量％、より好ましくは
少なくとも０．１重量％、更により好ましくは少なくとも０．２重量％、更により好まし
くは少なくとも０．４重量％の量で含まれることができる。１種以上の有機ゲル化剤は、
本発明の硬化性組成物中に、有機ゲル化剤と重合性成分との合計の総重量（例えば、フィ
ラー材料、結晶性物質及び／又は任意の添加剤を含まない、硬化性組成物）を基準として
、好ましくは１０重量％以下、より好ましくは５重量％以下の量で含まれることができる
。
【００９５】
　有機重合性成分
　本発明の硬化性歯科用組成物はまた、有機重合性成分を含み、それにより重合性組成物
を形成することができる。かかる重合性成分は、有機ゲル化剤と適合性があるように選択
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される。
【００９６】
　ある実施形態では、組成物は光重合可能である、即ち、組成物は、化学線を放射する際
組成物の重合（又は硬化）を開始する、光開始剤（即ち、光開始剤系）を含有する。かか
る光重合性組成物は、フリーラジカル重合可能であるか、又はカチオン重合可能であるこ
とができる。
【００９７】
　ある実施形態では、組成物は化学的に重合可能である。化学的に重合可能な系（例えば
、レドックス系）は、本発明の流動性及び充填性組成物で実行可能であるが、自立性／展
性組成物にはそれほど望ましくない。これは、化学的に重合可能な系が、典型的には、自
立性／展性予備形成物品にとっては必ずしも望ましくない２部であるためである。化学的
に重合可能な系は、典型的には、例えばフリーラジカル又はカチオン重合を受け得る、エ
チレン性不飽和化合物を含む。
【００９８】
　光重合性物質
　好適な光重合性組成物としては、エポキシ樹脂（カチオン性活性エポキシ基を含有する
）、ビニルエーテル樹脂（カチオン性活性ビニルエーテル基を含有する）、エチレン性不
飽和化合物（フリーラジカル活性不飽和基を含有する）及びこれらの組み合わせを挙げる
ことができる。有用なエチレン系不飽和化合物の例としては、アクリル酸エステル、メタ
クリル酸エステル、ヒドロキシ官能性アクリル酸エステル、ヒドロキシ官能性メタクリル
酸エステル、及びこれらの組み合わせが挙げられる。同様に、単一化合物中にカチオン性
活性官能基とフリーラジカル活性官能基との両方を含有する重合性物質も好適である。例
としては、エポキシ官能性アクリレート、エポキシ官能性メタクリレート、及びこれらの
組み合わせが挙げられる。
【００９９】
　光重合性組成物は、１個以上のエチレン性不飽和基を有するモノマー、オリゴマー、及
びポリマーを含み得るフリーラジカル活性官能基を有する化合物を含んでよい。好適な化
合物は、少なくとも１個のエチレン性不飽和結合を含有し、付加重合を受けることが可能
である。かかるフリーラジカル重合性化合物としては、例えば（メタ）アクリレート（即
ち、アクリレート及びメタクリレート）及び（メタ）アクリルアミド（即ち、アクリルア
ミド及びメタクリルアミド）が挙げられる。具体例としては、メチルアクリレート、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［ｌ－（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［ｌ－（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、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、及び米国特許第４，６４８，８４３号に記載されている類似の化合物のようなモノ
－、ジ－又はポリアクリレート及びメタクリレート；分子量２００～５００のポリエチレ
ングリコールのビスアクリレート及びビス－メタクリレート；米国特許第４，６５２，２
７４号（ボエッチャー（Boettcher）ら）中のもののようなアクリレート化モノマーの共
重合性混合物；米国特許第４，６４２，１２６号（ザドー（Zador）ら）のもののような
アクリレート化オリゴマー；並びに、スチレン、ジアリルフタレート、ジビニルスクシナ
ート、ジビニルアジペート及びジビニルフタレートのようなビニル化合物が挙げられる。
好適なエチレン性不飽和化合物はまた、シグマ－アルドリッチ社（Sigma-Aldrich）（ミ
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ズーリ州セントルイス（St. Louis））及びローム＆テック社（Rhom and Tech, Inc.）（
ドイツ、ダルムシュタット（Darmstadt））のような広範な市販供給元から入手可能であ
る。他の好適なフリーラジカル重合性化合物としては、例えば、国際特許公開第００／３
８６１９号（グーゲンベルガー（Guggenberger）ら）、国際特許公開第０１／９２２７１
号（ウェインマン（Weinmann）ら）、国際特許公開第０１／０７４４４号（グーゲンベル
ガーら）、国際特許公開第００／４２０９２号（グーゲンベルガーら）に開示されている
ようなシロキサン官能性（メタ）アクリレート；並びに、例えば、米国特許第５，０７６
，８４４号（フォック（Fock）ら）、米国特許第４，３５６，２９６号（グリフィス（Gr
iffith）ら）、欧州特許第０３７３　３８４号（ヴァーゲンクネヒト（Wagenknecht）ら
）、欧州特許第０２０１　０３１号（ライナーズ（reiners）ら）、及び欧州特許第０２
０１　７７８号（ライナーズら）に開示されているようなフルオロポリマー官能性（メタ
）アクリレートが挙げられる。必要に応じて、２個以上のフリーラジカル重合性化合物の
混合物を使用することができる。
【０１００】
　光重合性組成物は、カチオン性重合性エポキシ樹脂のようなカチオン性活性官能基を有
する化合物を含んでよい。かかる物質としては、開環により重合可能であるオキシラン環
を有する有機化合物が挙げられる。これらの物質としては、モノマー性エポキシ化合物及
びポリマー系エポキシドが挙げられ、脂肪族、脂環式、芳香族、又は複素環式であること
ができる。これらの化合物は、一般的に、平均で、１分子あたり少なくとも１つ、好まし
くは少なくとも１．５、より好ましくは少なくとも２つの重合性エポキシ基を有する。ポ
リマー性エポキシドとしては、末端エポキシ基を有する直鎖ポリマー（例えば、ポリオキ
シアルキレングリコールのジグリシジルエーテル）、骨格オキシラン単位を有するポリマ
ー（例えば、ポリブタジエンポリエポキシド）、及びペンダントエポキシ基を有するポリ
マー（例えば、グリシジルメタクリレートポリマー又はコポリマー）などが挙げられる。
エポキシドは純粋化合物であるか、又は１分子あたり１つ、２つ、若しくはそれ以上のエ
ポキシ基を含有する化合物の混合物であってよい。１分子あたりのエポキシ基の「平均」
数は、エポキシ含有物質中のエポキシ基の総数を、存在するエポキシ含有分子の総数で除
することにより決定される。
【０１０１】
　これらのエポキシ含有物質は、低分子量のモノマー性物質から高分子量のポリマーまで
様々であり、それらの骨格鎖及び置換基の性質において非常に多様であり得る。許容し得
る置換基の実例としては、ハロゲン、エステル基、エーテル、スルホネート基、シロキサ
ン基、ニトロ基、リン酸基等が挙げられる。エポキシ含有物質の分子量は、５８～１００
，０００以上で異なり得る。
【０１０２】
　本発明で有用な好適なエポキシ含有物質は、米国特許第６，１８７，８３６号（オック
スマン（Oxman）ら）及び同第６，０８４，００４号（ウェインマン（Weinmann）ら）に
列挙されている。
【０１０３】
　様々なエポキシ含有物質のブレンドも考えられる。かかるブレンドの例としては、低分
子量（２００未満）、中分子量（２００～１０，０００）及び高分子量（１０，０００超
）のような、２つ以上の重量平均分子量分布のエポキシ含有化合物が挙げられる。あるい
は又は更に、エポキシ樹脂は、脂肪族及び芳香族ような異なる化学的性質、又は極性及び
非極性のような異なる官能基を有する、エポキシ含有物質のブレンドを含有し得る。
【０１０４】
　カチオン性活性官能基を有する他の種類の有用な物質としては、ビニルエーテル、オキ
セタン、スピロオルトカーボネート、スピロオルトエステル等が挙げられる。
【０１０５】
　必要に応じて、カチオン性活性官能基及びフリーラジカル活性官能基の両方を単一分子
内に含有することができる。かかる分子は、例えば、ジ－又はポリエポキシドと１当量以
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上のエチレン性不飽和カルボン酸とを反応させることにより得ることができる。かかる物
質の例は、ＵＶＲ－６１０５（ユニオンカーバイド社（Union Carbide）より入手可能）
と１当量のメタクリル酸との反応生成物である。エポキシ及びフリーラジカル活性官能基
を有する市販物質としては、日本のダイセル化学（Daicel Chemical）から入手可能なサ
イクロマー（CYCLOMER）Ｍ－１００、Ｍ－１０１又はＡ－２００のようなサイクロマーシ
リーズ、及びジョージア州アトランタのラッドキュアー・スペシャルティーズ（Radcure 
Specialties）、ＵＣＢケミカルズ（UCB Chemicals）から入手可能なエベクリル（EBECRY
L）－３６０５が挙げられる。
【０１０６】
　カチオン性硬化性組成物は、ヒドロキシル含有有機物質を更に含んでもよい。好適なヒ
ドロキシル含有物質は、少なくとも１個、好ましくは少なくとも２個のヒドロキシル官能
基を有する任意の有機物質であってよい。好ましくは、ヒドロキシル含有物質は、２個以
上の一級又は二級脂肪族ヒドロキシル基（即ち、ヒドロキシル基が非芳香族炭素原子に直
接結合している）を含有する。ヒドロキシル基は末端に位置するか、ポリマー又はコポリ
マーの側鎖であることができる。ヒドロキシル含有有機物質の分子量（ＭＷ）は、超低分
子量（例えば、３２ｇ／モル）から超高分子量（例えば、１，０００，０００ｇ／モル以
上）まで異なり得る。好適なヒドロキシル含有物質は、低分子量、即ち３２～２００ｇ／
モル、中分子量、即ち２００～１０，０００ｇ／モル、又は高分子量、即ち１０，０００
ｇ／モル超を有することができる。本明細書で使用するとき、分子量は全て重量平均分子
量である。
【０１０７】
　好適な分子量は、１，０００，０００ｇ／モル未満、５００，０００ｇ／モル未満、２
００，０００ｇ／モル未満、１００，０００ｇ／モル未満、５０，０００ｇ／モル未満、
２５，０００ｇ／モル未満、１５，０００ｇ／モル未満、１２，５００ｇ／モル未満、又
は１０，０００ｇ／モル未満であってよい。
【０１０８】
　ヒドロキシル含有物質は天然で非芳香族であるか、又は芳香族官能基を含有してよい。
ヒドロキシル含有物質は、所望により、窒素、酸素、硫黄等のような分子の骨格鎖内にヘ
テロ原子を含有する。ヒドロキシル含有物質は、例えば、天然由来又は合成調製されたセ
ルロース性物質から選択することができる。ヒドロキシル含有物質は、熱不安定性又は光
分解不安定性であり得る基を実質的に含むべきではない。つまり、物質は、１００℃未満
の温度において、又は重合性組成物の所望の光重合状態において直面し得る化学光の存在
下で揮発性成分を分解又は遊離すべきではない。
【０１０９】
　本発明において有用な好適なヒドロキシル含有物質は、米国特許第６，１８７，８３６
号（オックスマン（Oxman）ら）に列挙される。
【０１１０】
　重合性組成物で用いられるヒドロキシル含有有機物質の量は、ヒドロキシル含有物質と
カチオン及び／又はフリーラジカル重合性成分との適合性、ヒドロキシル含有物質の当量
及び官能基、最終組成物における所望の物理的特性、所望の重合速度等のような要因に応
じて、広範囲で異なり得る。
【０１１１】
　種々のヒドロキシル含有物質のブレンドを用いることもできる。かかるブレンドの例と
しては、低分子量（２００未満）、中分子量（２００～１０，０００）及び高分子量（１
０，０００超）のような２つ以上の分子量分布のヒドロキシル含有化合物が挙げられる。
あるいは又は更に、ヒドロキシル含有物質は、脂肪族及び芳香族のような異なる化学的性
質、又は極性及び非極性のような異なる官能基を有する、ヒドロキシル含有物質のブレン
ドを含有し得る。更なる例として、２種以上の多官能性ヒドロキシ物質の混合物、又は多
官能性ヒドロキシ物質との１種以上の１官能性ヒドロキシ物質の混合物を用いることがで
きる。
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【０１１２】
　重合性物質は、単一分子内に、ヒドロキシル基及びフリーラジカル活性官能基を含有し
てもよい。かかる物質の例としては、ヒドロキシエチルアクリレート及びヒドロキシエチ
ルメタクリレートのようなヒドロキシルアルキルアクリレート及びヒドロキシアルキルメ
タクリレート；グリセロールモノ－又はジ－（メタ）クリレート；トリメチロールプロパ
ンモノ－又はジ－（メタ）アクリレート；ペンタエリスリトールモノ－、ジ－又はトリ－
（メタ）アクリレート；ソルビトールモノ－、ジ－、トリ－、テトラ－、又はペンタ－（
メタ）アクリレート；及び２，２－ビス［４－（２－ヒドロキシ－３－メタクリルオキシ
プロポキシ）フェニル］プロパンが挙げられる。
【０１１３】
　重合性物質は、単一分子内に、ヒドロキシル基及びカチオン活性官能基を含有してもよ
い。一例は、ヒドロキシル基及びエポキシ基の両方を含む単一分子である。
【０１１４】
　フリーラジカル光重合性組成物を重合させるための好適な光開始剤（即ち、１個以上の
化合物を含む光開始剤系）としては、２元系及び３元系が挙げられる。典型的な３元光開
始剤としては、米国特許第５，５４５，６７６号（パラゾット（Palazzotto）ら）に記載
されているような、ヨードニウム塩、光増感剤、及び電子供与体化合物が挙げられる。好
ましいヨードニウム塩は、ジアリールヨードニウム塩、例えば、ジフェニルヨードニウム
クロリド、ジフェニルヨードニウムヘキサフルオロホスフェート及びジフェニルヨードニ
ウムテトラフルオロボレート（tetrafluoroboarate）である。好ましい光増感剤は、４５
０ｎｍ～５２０ｎｍ（好ましくは、４５０ｎｍ～５００ｎｍ）の範囲内のいくらかの光を
吸収するモノケトン及びジケトンである。より好ましい化合物は、４５０ｎｍ～５２０ｎ
ｍ（更により好ましくは、４５０ｎｍ～５００ｎｍ）の範囲内のいくらかの光を吸収する
αジケトンである。好ましい化合物は、カンファーキノン、ベンジル、フリル、３，３，
６，６－テトラメチルシクロヘキサンジオン、フェナントラキノン及び他の環状αジケト
ンである。最も好ましいのは、カンファーキノンである。好ましい電子供与体化合物とし
ては、置換アミン、例えば、エチルジメチルアミノベンゾエートが挙げられる。
【０１１５】
　カチオン性光重合性組成物の重合に好適な光開始剤は、２元系及び３元系が挙げられる
。典型的な３元光開始剤としては、ヨードニウム塩、光増感剤及び米国特許第５，８５６
，３７３号（カイサキ（Kaisaki）ら）、同第６，０８４，００４号（ウェインマン（Wei
nmann）ら）、同第６，１８７，８３３号（オックスマン（Oxman）ら）、同第６，１８７
，８３６号（オックスマンら）及び同第６，７６５，０３６号（デデ（Dede）ら）に記載
されているような電子供与体化合物が挙げられる。好ましいヨードニウム塩、光増感剤及
び電子供与体化合物は、フリーラジカル光重合性組成物を重合させるための光開始剤系用
である。
【０１１６】
　フリーラジカル光重合性組成物を重合させるための他の好適な光開始剤としては、典型
的に３８０ｎｍ～１２００ｎｍの機能的波長範囲を有するホスフィンオキシドの部類が挙
げられる。３８０ｎｍ～４５０ｎｍの機能的波長範囲を有する好ましいホスフィンオキシ
ドフリーラジカル反応開始剤は、米国特許第４，２９８，７３８号（レッケン（Lechtken
）ら）、同第４，３２４，７４４号（レッケンら）、同第４，３８５，１０９号（レッケ
ンら）、同第４，７１０，５２３号（レッケンら）、同第４，７３７，５９３号（エルリ
ッチ（Ellrich）ら）、同第６，２５１，９６３号（コーラ－（Kohler）ら）、及び欧州
特許出願公開第０　１７３　５６７　Ａ２号（イング（Ying））に記載されているものの
ようなアシル及びビスアシルホスフィンオキシドである。
【０１１７】
　３８０ｎｍ超～４５０ｎｍの波長範囲で照射されたときにフリーラジカル反応を開始す
ることができる、市販のホスフィンオキシド光開始剤としては、ビス（２，４，６－トリ
メチルベンゾイル）フェニルホスフィンオキシド（イルガキュア（IRGACURE）８１９、チ
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バ・スペシャリティ・ケミカルズ（Ciba Specialty Chemicals）、ニューヨーク州タリー
タウン（Tarrytown））、ビス（２，６－ジメトキシベンゾイル）－（２，４，４－トリ
メチルペンチル）ホスフィンオキシド（ＣＧＩ　４０３、チバ・スペシャリティ・ケミカ
ルズ）、ビス（２，６－ジメトキシベンゾイル）－２，４，４－トリメチルペンチルホス
フィンオキシドと２－ヒドロキシ－２－メチル－１－フェニルプロパン－１－オンとの重
量比２５：７５の混合物（イルガキュア１７００、チバ・スペシャリティ・ケミカルズ）
、ビス（２，４，６－トリメチルベンゾイル）フェニルホスフィンオキシドと２－ヒドロ
キシ－２－メチル－１－フェニルプロパン－１－オンとの重量比１：１の混合物（ダロキ
ュア（DAROCUR）４２６５、チバ・スペシャリティ・ケミカルズ）、及びエチル２，４，
６－トリメチルベンジルフェニルホスフィナート（ルシリン（LUCIRIN）ＬＲ８８９４Ｘ
、ＢＡＳＦ社、ノースカロライナ州シャーロット（Charlotte））が挙げられる。
【０１１８】
　典型的には、ホスフィンオキシド反応開始剤は、光重合性組成物中に、組成物の総重量
を基準として０．１重量％～５．０重量％のような、触媒として有効な量で存在する。
【０１１９】
　三級アミン還元剤を、アシルホスフィンオキシドと組み合わせて使用してもよい。本発
明で有用な三級アミンの一例としては、エチル－４－（Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ）ベンゾ
エート及びＮ，Ｎ－ジメチルアミノエチルメタクリレートが挙げられる。存在する場合、
アミン還元剤は、光重合性組成物中に、組成物の全重量を基準として０．１重量％～５重
量％の量で存在する。
【０１２０】
　化学重合性物質
　化学重合性組成物、典型的には、フリーラジカル重合性組成物の場合、反応開始剤系は
、放射線、熱又はレドックス／自動硬化化学反応を介して重合を開始させる系から選択す
ることができる。
【０１２１】
　本発明の硬化性樹脂は、重合性成分（例えば、エチレン性不飽和重合性成分）と、酸化
剤及び還元剤を含むレドックス系とを含むレドックス硬化系を含むことができる。本発明
で有用である好適な重合性成分及びレドックス系は、米国特許第６，６２４，２１１号（
カリム（Karim）ら）及び同第６，９６４，９８５号（カリムら）に記載されている。
【０１２２】
　樹脂系（例えば、エチレン性不飽和構成要素）の重合を開始することが可能なフリーラ
ジカルを製造するために、還元剤及び酸化剤は、互いに反応するか、ないしは別の方法で
協働すべきである。この種類の硬化は、暗反応である。即ち、光の存在に依存せずかつ光
が存在しない状態で進行可能である。還元剤及び酸化剤は、好ましくは十分に貯蔵安定性
があり、望ましくない着色がなく、典型的な歯科条件においての保存及び使用を可能にす
る。これらは、重合性組成物の他の構成要素に容易に溶解する（及び、硬化性組成物の他
の構成要素からの分離を阻止する）ことを可能にするために、樹脂系と十分に混和性があ
るべきである。
【０１２３】
　有用な還元剤としては、例えば、米国特許第５，５０１，７２７号（ワング（Wang）ら
）に記載されているようなアスコルビン酸、アスコルビン酸誘導体、及び金属錯体アスコ
ルビン酸化合物；アミン、特に４－ｔ－ブチルジメチルアニリンのような三級アミン；ｐ
－トルエンスルフィン酸塩及びベンゼンスルフィン酸塩のような芳香族スルフィン酸塩；
１－エチル－２－チオ尿素、テトラエチルチオ尿素、テトラメチルチオ尿素、１，１－ジ
ブチルチオ尿素、及び１，３－ジブチルチオ尿素のようなチオ尿素；並びにこれらの混合
物が挙げられる。他の二級還元剤としては、塩化コバルト（ＩＩ）、塩化第一鉄、硫酸第
一鉄、ヒドラジン、ヒドロキシルアミン（酸化剤の選択に依存する）、ジチオン酸又は亜
硫酸アニオンの塩、及びこれらの組み合わせを挙げることができる。好ましくは、前記還
元剤はアミンである。
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【０１２４】
　また好適な酸化剤は、当業者に馴染みがあり、例えば、過硫酸、並びにナトリウム、カ
リウム、アンモニウム、セシウム、及びアルキルアンモニウム塩のようなその塩が挙げら
れる。更なる酸化剤としては、例えば、過酸化ベンゾイルのような過酸化物、クミルヒド
ロペルオキシド、ｔ－ブチルヒドロペルオキシド、及びアミルヒドロペルオキシドのよう
なヒドロペルオキシド、並びに塩化コバルト（ＩＩＩ）及び塩化第二鉄、硫酸セリウム（
ＩＶ）のような遷移金属の塩、過ホウ酸及びその塩、過マンガン酸及びその塩、過リン酸
及びその塩、並びにこれらの組み合わせが挙げられる。
【０１２５】
　１種を超える酸化剤又は１種を超える還元剤を使用することが望ましい場合がある。少
量の遷移金属化合物を添加して、レドックス硬化速度を速めることもできる。
【０１２６】
　還元剤及び酸化剤は、適切なフリーラジカル反応速度を得るのに十分な量で存在する。
これは、フィラー以外の、硬化性組成物の全成分を組み合わせ、硬化した塊が得られるか
どうかを観察することにより評価できる。
【０１２７】
　還元剤は、硬化性組成物の成分の総重量を基準として、好ましくは少なくとも０．０１
重量％、より好ましくは少なくとも０．１重量％の量で存在する。還元剤は、硬化性組成
物の成分の総重量を基準として、好ましくは１０重量％以下、より好ましくは５重量％以
下の量で存在する。
【０１２８】
　酸化剤は、硬化性組成物の成分の総重量を基準として、好ましくは少なくとも０．０１
重量％、より好ましくは少なくとも０．１０重量％の量で存在する。酸化剤は、硬化性組
成物の成分の総重量を基準として、好ましくは１０重量％以下、より好ましくは５重量％
以下の量で存在する。
【０１２９】
　還元剤又は酸化剤は、マイクロカプセル化することができる。これは、一般に、硬化性
組成物の貯蔵安定性を増強し、必要に応じて、還元剤又は酸化剤をともに包装することを
可能にする。例えば、カプセル化用材料を適切に選択することにより、酸化剤及び還元剤
を酸官能性成分及び任意のフィラーとともに組み合わせ、保管安定性状態に維持すること
ができる。
【０１３０】
　更なる代替案において、フリーラジカル活性基の硬化又は重合を開始するために、熱を
使用してよい。本発明の歯科用材料に好適な熱供給源の例としては、誘導、対流、及び放
射が挙げられる。熱供給源は、標準条件又は高圧下において、少なくとも４０℃、最大１
５０℃の温度を生じさせることができるべきである。この方法は、口腔環境外で生じる物
質の重合を開始させるのに好ましい。
【０１３１】
　硬化性樹脂におけるフリーラジカル活性官能基の重合を開始できる反応開始剤の更に別
の代替部類は、フリーラジカルを生成する熱反応開始剤を含むものである。例としては、
過酸化物（例えば、過酸化ベンゾイル及び過酸化ラウリル）及びアゾ化合物（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。
【０１３２】
　結晶性物質
　ある実施形態では、硬化性組成物は、最初に予備形成された形状を維持するための非共
有三次元構造を付与するための結晶性物質を含む。この結晶性物質は、重合（架橋も含む
）することができる反応性基を有してもよく、有さなくてもよい。好ましくは、結晶性物
質は重合性である。好ましくは、結晶性物質は、ポリマー（オリゴマーを含む）である。
より好ましくは、結晶性物質は、重合性ポリマー物質である。
【０１３３】
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　「結晶性」とは、物質が、示差走査熱量計（ＤＳＣ）により組成物中で測定するとき、
２０℃以上の結晶融点を示すことを意味する。観察された吸熱のピーク温度は、結晶融点
と考えられる。
【０１３４】
　結晶融点は、好ましくは、１００℃未満、より好ましくは９０℃未満、更により好まし
くは８０℃未満である。
【０１３５】
　結晶性相は、物質が構成される隣接する化学部分に規則構造が存在する立体配座をとる
複数の格子を含んでよい。格子内の充填配列は、化学的及び構造的観点の両方で非常に規
則的であることができる。
【０１３６】
　結晶性物質は、２０℃以上で、ポリマー鎖の長いセグメントが非晶質及び結晶性の状態
又は相の両方に現れる「半結晶状態」であることができる。非晶質相は、ランダムにもつ
れた配列のポリマー鎖であると考えることができる。非晶質ポリマーのＸ線回折パターン
は、拡散ハロ（diffuse halo）であり、これはポリマー構造の秩序化が非常に低い又は秩
序化されていないことを示す。非晶質ポリマーは、ガラス転移温度で軟化挙動を示すが、
融解挙動は示さない。半結晶状態の物質は、特徴的な融点を示し、それを超えると結晶格
子は無秩序な状態になる。かかる「半結晶」物質のＸ線回折パターンは、一般に、結晶秩
序の性質を示す同心円又はスポットの対照配列のいずれかにより区別することができる。
したがって、本明細書では、「結晶性」成分は半結晶物質を包含する。
【０１３７】
　結晶性物質は、好ましくは室温を超える温度で結晶化する少なくとも１種の物質を含む
。（例えば、成分が、成分の骨格鎖（即ち、主鎖）又はペンダント置換基（即ち、側鎖）
中のポリマーであるとき）成分中に存在する結晶性部分の凝集により提供され得るかかる
結晶化度は、周知の結晶学的、熱量分析的、又は動力学的／機械的方法により測定するこ
とができる。本発明の目的のために、この成分は、実験的に（例えば、ＤＳＣにより）測
定するとき、２０℃を超える少なくとも１つの融解温度（Ｔm）を硬化性組成物に付与す
る。好ましくは、この成分は硬化性組成物に３０℃～１００℃のＴmを付与する。１種を
超える結晶性物質を硬化性組成物で用いる場合、１つを超える区別できる融点が見られる
。
【０１３８】
　結晶性物質の数平均分子量は、広い範囲にわたって多様であり得る。好ましくは、分子
量は、１０，０００ｇ／モル未満、好ましくは５０００ｇ／モル以下である。好ましくは
、分子量は少なくとも１５０ｇ／モル、より好ましくは少なくとも４００ｇ／モルである
。樹脂系で用いるのに好適な結晶性モノマーとしては、ウレタン、エーテル、エステル、
アミド若しくはイミド基を含有するモノマー、又はこれらの組み合わせが挙げられる。好
ましい結晶性モノマーは、重合及び／又は架橋することができる反応性基を含有する。特
に好ましいのは、１を超える反応性官能基を有するモノマーである。
【０１３９】
　樹脂系で用いるのに好適な結晶性ポリマー（オリゴマーを含む）は、結晶性主鎖（即ち
、直鎖）又はペンダント（即ち側鎖）セグメントを有することができる。好ましい物質は
、重合及び／又は架橋することができる反応性基も含有する。特に好ましいのは、少なく
とも２つの反応性官能基を有する結晶性オリゴマー又はプレポリマーである。
【０１４０】
　結晶性主鎖又は骨格鎖セグメントを有する好適な結晶性物質の例としては、ポリエステ
ル（ポリカプロラクトンを含む）、ポリエーテル、ポリチオエーテル、ポリアリールアル
キレン、ポリシラン、ポリアミド、ポリオレフィン（好ましくは、低級、例えばＣ2～Ｃ3

、オレフィンから形成される）、ポリウレタン及びこれらの組み合わせが挙げられるが、
これらに限定されない。
【０１４１】
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　好ましい結晶性物質は、一級ヒドロキシル末端基を含有する飽和、直鎖、脂肪族ポリエ
ステルポリオール（特にジオール）である。本発明の樹脂系で結晶性物質として有用であ
る市販物質の例としては、イノレックス・ケミカル社（Inolex Chemical Co.）（ペンシ
ルバニア州フィラデルフィア（Philadelphia））から商品名レクソレス（LEXOREZ）とし
て入手可能な幾つかの樹脂が挙げられる。本発明の組成物中で有用な他のポリエステルポ
リオールの例は、ルコ・ポリマー社（Ruco Polymer Corp.）（ニューヨーク州ヒックスビ
ル（Hicksville））から商品名ルコフレックス（RUCOFLEX）として入手可能なものである
。本発明で有用なポリカプロラクトンの例としては、ダウケミカル社（Dow Chemical Co.
）（ミシガン州ミッドランド（Midland））から商品名トーン（TONE）０２３０、トーン
０２４０及びトーン０２６０、並びに、ソルベイ社（Solvay Co.）（英国、チェシャー州
（Cheshire）ウォリントン（Warrington））から商品名キャパ（CAPA）として入手可能な
ものが挙げられる。特に好ましい物質は、化学的に修飾され又は反応して（例えば、一級
ヒドロキシル末端基を介して）、重合性、不飽和官能基、例えば、２－イソシアナトエチ
ルメタクリレート、メタクリレートクロリド、又はメタクリル酸無水物と反応したポリカ
プロラクトンジオールを導入する、飽和、直鎖、脂肪族ポリエステルポリオールである。
【０１４２】
　結晶性物質はまた、例えば、分岐の程度が様々な樹状、超分岐又は星型構造を有するこ
とができる。樹状ポリマーは、多官能性化合物であり、デンドリマー、規則的デンドロン
、デンドリグラフト及び超分岐ポリマーを含む任意の既知の樹状構造が挙げられる。樹状
ポリマーは、多数の末端反応性基を有する高密度分岐構造を有するポリマーである。樹状
ポリマーは、全て１つ以上の分岐点を有する、反復単位の数層又は数世代を含む。デンド
リマー及び超分岐ポリマーを含む樹状ポリマーは、少なくとも２種の異なる種類の反応性
基を有するモノマー単位の縮合、付加又はイオン反応により調製することができる。
【０１４３】
　樹状ポリマーは、通常原子群を含む共通コアから広がる複数のデンドロンからなる。樹
状ポリマーは、一般に、末梢表面基、２個以上の分岐官能基を有する内部分岐接合点、及
び隣接する分岐接合点を共有結合する二価連結基からなる。
【０１４４】
　デンドロン及びデンドリマーは、理想的であっても非理想的であってもよく、即ち不完
全又は欠陥があってもよい。不完全性は、通常、不完全な化学反応又は不可避な競合副反
応のいずれかの結果である。
【０１４５】
　超分岐ポリマーは、よりほぼ完全な規則構造デンドリマーと比較して、高レベルの非理
想的な不規則分岐配列を含む樹状ポリマーである。具体的には、超分岐ポリマーは、全て
の反復単位が分岐接合点を含むというわけではない比較的多い数の不規則分岐配列を含む
。したがって、超分岐ポリマーは、直鎖ポリマーとデンドリマーとの間の中間体として見
なされることができる。それでもなお、個々の巨大分子につき、分岐接合点含有量が比較
的高いため、それらは樹枝状である。
【０１４６】
　星型ポリマーは、典型的には、中心コアから広がるポリマー鎖からなる。
【０１４７】
　デンドリマー、デンドロン、デンドリグラフト、超分岐ポリマー及び星型の調製及び特
徴付けは周知である。デンドリマー及びデンドロンの例、及びその合成方法は、米国特許
第４，５０７，４６６号（トマリア（Tomalia）ら）、同第４，５５８，１２０号（トマ
リアら）、同第４，５６８，７３７号（トマリアら）、同第４，５８７，３２９号（トマ
リアら）、同第４，６３１，３３７号（トマリアら）、同第４，６９４，０６４号（トマ
リアら）、同第４，７１３，９７５号（トマリアら）、同第４，７３７，５５０号（トマ
リア）、同第４，８７１，７７９号（キラト（Killat）ら）及び同第４，８５７，５９９
号（トマリアら）に記載されている。超分岐ポリマーの例及びその調製方法は、例えば、
米国特許第５，４１８，３０１号（ハルト（Hult）ら）に記載されている。幾つかの樹状
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ポリマーもまた、市販されている。例えば、３－及び５－世代超分岐ポリエステルポリオ
ールは、ペルストープ・ポリオールズ社（Perstorp Polyols, Inc.）（オハイオ州トレド
（Toledo））から入手することができる。星型ポリマーの例及びその調製方法は、例えば
、米国特許第５，８３０，９８６号（メリル（Merrill）ら）、同第５，８５９，１４８
号（ボルグレブ（Borggreve）ら）、同第５，９１９，８７０号（レッチフォード（Letch
ford）ら）及び同第６，２５２，０１４号（ノース（Knauss））に記載されている。
【０１４８】
　本発明において有用な樹状ポリマーは、任意の数の世代、好ましくは３～５世代を含む
ことができる。
【０１４９】
　一般的に、結晶性末梢基を有する、又は結晶性末梢基へと、別の化合物と反応すること
ができる末梢基を有する、任意の既知の樹状ポリマーは、本発明の組成物の樹脂系で使用
するのに好適である。好適な樹状ポリマーの例としては、ポリエーテル、ポリエステル、
ポリチオエーテル、ポリアリールアルキレン、ポリシラン、ポリアミド、ポリウレタン及
び任意の他の縮合ポリマーが挙げられる。
【０１５０】
　結晶性ペンダント部分（即ち、側鎖）を有する好適な結晶性ポリマー物質の例としては
、ペンダント（側鎖）結晶性部分を含有するモノマーの重合、又は、ポリアクリレート、
ポリメタクリレート、ポリアクリルアミド、ポリメタクリルアミド、ポリビニルエステル
若しくはポリ－α－オレフィンポリマー若しくはコポリマーの化学的修飾によるペンダン
ト結晶性部分の導入により調製されるポリマー物質が挙げられるが、これらに限定されな
い。結晶性オリゴマー又はポリマーが結晶融点を有する限り、それは非結晶性モノマーを
含んでよい。かかる側鎖結晶性又は「くし様」ポリマーの結晶特性を決定する調製及び形
態／立体配座特性は、プレート（Plate）及びシバブ（Shibaev）、「くし様ポリマーの構
造及び特性（Comb-Like Polymers.Structure and Properties）」、ジャーナル・オブ・
ポリマー・サイエンス、マクロモレキュラー・レビューズ（Journal of Polymer Science
, Macromolecular Reviews）、第８巻１１７～２５３頁（１９７４年）により論評される
。
【０１５１】
　別の結晶性物質としては、下記式（式ＬＸＸＩＶ）で表される化合物が挙げられる。
【化３６】

　式中、各Ｑは、独立に、ポリエステルセグメント、ポリアミドセグメント、ポリウレタ
ンセグメント、ポリエーテルセグメント又はこれらの組み合わせを含む。好ましくは、各
Ｑは、独立に、ポリ（カプロラクトン）セグメントを含む。より好ましくは、かかる結晶
性化合物は、エポキシ、酸、アルコール及びエチレン性不飽和反応性部位のような重合性
基を含む。特に好ましいかかる物質としては、メタクリル、アクリル、ビニル及びスチリ
ル基のような不飽和重合性基が挙げられる。
【０１５２】
　フィラー材料
　本発明の硬化性組成物は、フィラーを含有してもよい。フィラーは、例えば、歯科修復
組成物等において現在使用されるフィラーのような、歯科用途に使用される組成物への組
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み込みに好適な広範な物質のうち１種以上から選択することができる。
【０１５３】
　フィラーは、本質的に、粒子状又は繊維状のいずれかであり得る。粒子状フィラーは、
一般に、２０：１以下、より一般的には１０：１以下である長さ対幅の比率、即ち縦横比
を有するものとして定義され得る。繊維は、２０：１より大きい、より一般的には１００
：１より大きい縦横比を有するものとして定義され得る。球形から楕円形、又はフレーク
若しくはディスクのようなより平面的なものの範囲で、粒子の形状は多様であり得る。巨
視的特性は、フィラー粒子の形状、具体的には形状の均一性に大きく依存し得る。
【０１５４】
　フィラーは、好ましくは超微粒子状である。フィラーは、単峰性又は複峰性（例えば、
二峰性）の粒径分布を有することができる。好ましい粒子状フィラーは、１０μｍ（即ち
ミクロン）未満の平均粒径（好ましくは、直径）を有し、これはミクロンサイズ及びナノ
スケールの粒子を含む。
【０１５５】
　ミクロンサイズ粒子は、硬化後の磨耗性を改善するために非常に有効である。好ましい
ミクロンサイズ粒子状フィラーは、少なくとも０．２ミクロンから１ミクロン以下の平均
粒径を有する。
【０１５６】
　ナノスケールフィラーは、一般的に、粘度及びチキソトロピー変性剤として使用される
。それらのサイズの小ささ、高い表面積及び関連する水素結合のために、これらの物質は
、凝集網状構造に構築することができる。この種類の物質（「ナノスケール」物質）は、
２００ナノメートル（ｎｍ）未満の平均粒径（即ち、最大寸法、例えば直径）を有する。
好ましくは、ナノスケール粒子状物質は、少なくとも２ナノメートル（ｎｍ）、より好ま
しくは少なくとも７ｎｍの平均粒径を有する。好ましくは、ナノスケール粒子状物質は、
５０ｎｍ以下、より好ましくは２０ｎｍ以下の大きさの平均粒径を有する。かかるフィラ
ーの平均表面積は、好ましくは、少なくとも１ｇあたり２０平方メートル（ｍ2／ｇ）、
より好ましくは、少なくとも５０ｍ2／ｇ、最も好ましくは少なくとも１００ｍ2／ｇであ
る。ナノスケールフィラーが凝集する（即ち、ヒュームドシリカ中で生じるような凝集網
状構造を形成する）場合、上記粒径は一次粒径（即ち、凝集していない物質の粒径）であ
る。
【０１５７】
　フィラーは、無機物質であり得る。また、フィラーは、樹脂系に不溶性である架橋有機
物質であってよく、所望により無機フィラーとともに充填される。フィラーは、いかなる
場合も非毒性であるべきであり、口内に使用するのに好適であるべきである。フィラーは
、放射線不透過性又は放射線透過性であり得る。フィラーはまた、実質的に水に不溶性で
ある。
【０１５８】
　好適な無機フィラーの例は、石英；窒化物（例えば、窒化ケイ素）；例えば、Ｃｅ、Ｓ
ｂ、Ｓｎ、Ｂａ、Ｚｎ、及びＡｌ由来のガラス；長石；ホウケイ酸ガラス；カオリン；タ
ルク；チタニア；米国特許第４，６９５，２５１号（ランドクルブ（Randklev)に記載さ
れたもののような低モース硬度フィラー；及びサブミクロンシリカ粒子（例えば、「ＯＸ
５０」、「１３０」、「１５０」、及び「２００」シリカを含むデグサ（Degussa）社（
オハイオ州アクロン（Akron））製の商品名エアロジル（AEROSIL）として入手可能なもの
、並びにキャボット（Cabot）社（イリノイ州タスコラ（Tuscola））製のＣＡＢ－Ｏ－Ｓ
ＩＬ　Ｍ５シリカのような焼成シリカ）が挙げられるがそれらに限定されない天然又は合
成物質である。ヒュームドシリカは、その低価格、市販品としての入手可能性及び広範囲
の利用可能な表面特性のために、自立特性を付与するために好ましい化合物である。
【０１５９】
　好適な有機フィラー粒子の例としては、充填（filled）又は非充填粉砕ポリカーボネー
ト、ポリエポキシド等が挙げられる。
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【０１６０】
　好ましい酸非反応性フィラー粒子は、石英、サブミクロンシリカ、及び米国特許第４，
５０３，１６９号（ランドクルブ（Randklev））に記載された種類の非ガラス質微小粒子
である。これら酸非反応性フィラーの混合物、並びに、有機及び無機物質から作製される
混合物フィラーも考えられる。
【０１６１】
　フィラーと樹脂との間の結合を強化するために、フィラー粒子の表面を、カップリング
剤で処理してもよい。好適なカップリング剤の使用は、γ－メタクリルオキシプロピルト
リメトキシシラン、γ－メルカプトプロピルトリエトキシシラン、γ－アミノプロピルト
リメトキシシラン等を含む。
【０１６２】
　他の好適なフィラーは、米国特許第６，３８７，９８１号（チャン（Zhang）ら）及び
米国特許第６，７３０，１５６号（ウィンディッシュ（Windisch）ら）並びに国際特許公
開第０１／３０３０４号（ウー（Wu）ら）、国際特許公開第０１／３０３０５号（チャン
ら）、国際特許公開第０１／３０３０６号（ウィンディッシュら）、及び国際特許公開第
０１／３０３０７号（チャンら）に開示されている。他の好適なフィラーは、これらの刊
行物に引用されている参考文献に記載されている。
【０１６３】
　米国特許第６，３０６，９２６号（ブレッチャー（Bretscher）ら）には、フリーラジ
カル重合性組成物、カチオン重合性組成物の両方、並びにフリーラジカル重合性成分及び
カチオン重合性成分の両方を特徴とするハイブリッド組成物で用いることができる、多数
の放射線不透過性フィラーが開示されている。それらは、カチオン重合性組成物で用いる
のに特に有利である。
【０１６４】
　１つのそのようなフィラーは、５～２５重量％の酸化アルミニウム、１０～３５重量％
の酸化ホウ素、１５～５０重量％の酸化ランタン及び２０～５０重量％の酸化ケイ素を含
むメルト由来のフィラーである。別のフィラーは、１０～３０重量％の酸化アルミニウム
、１０～４０重量％の酸化ホウ素、２０～５０重量％の酸化ケイ素及び１５～４０重量％
の酸化タンタルを含むメルト由来のフィラーである。第３のフィラーは、５～３０重量％
の酸化アルミニウム、５～４０重量％の酸化ホウ素、０～１５重量％の酸化ランタン、２
５～５５重量％の酸化ケイ素及び１０～４０重量％の酸化亜鉛を含むメルト由来のフィラ
ーである。第４のフィラーは、１５～３０重量％の酸化アルミニウム、１５～３０重量％
の酸化ホウ素、２０～５０重量％の酸化ケイ素及び１５～４０重量％の酸化イッテリビウ
ムを含むメルト由来のフィラーである。第５のフィラーは、水性若しくは有機の分散物又
は非晶質酸化ケイ素のゾルを、水性若しくは有機の分散物、ゾル、又は放射線不透過性酸
化金属の溶液、又は前駆体有機物若しくは化合物と混合するゾル－ゲル法により調製され
る非ガラス質微小粒子の形態である。第６のフィラーは、水性若しくは有機の分散物又は
非晶質酸化ケイ素のゾルを、水性若しくは有機の分散物、ゾル、又は放射線不透過性酸化
金属の溶液、又は前駆体有機若しくは無機化合物と混合するゾル－ゲル法により調製され
る非ガラス質微小粒子の形態である。
【０１６５】
　好ましくは、フィラーの総量は、組成物の総重量を基準として、５０重量％以上、より
好ましくは６０重量％以上、最も好ましくは７０重量％以上である。好ましくは、フィラ
ー系の総量は、組成物の総重量を基準として、約９５重量％以下、より好ましくは約８０
重量％以下である。本発明の樹脂系によるかかる高フィラー負荷が、特に展性組成物を提
供する際に予期されないことが、有意である。
【０１６６】
　任意の添加剤
　必要に応じて、本発明の硬化性組成物は、色素、阻害剤、促進剤、粘度調整剤、界面活
性剤及び当業者に明らかである他の成分のような添加剤を含有してよい。更に、薬剤を所
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望により歯科用組成物に添加してよい。例としては、歯科用組成物でしばしば用いられる
種類の抗炎症剤、抗菌剤、増白剤等が挙げられる。当業者は、所望の結果を達成するため
に、過度な実験をすることなく、かかる添加剤の任意の１種の選択及び量を選ぶことがで
きる。
【０１６７】
　組成物の調製及び使用
　本発明の硬化性歯科用組成物は、従来の混合技術を用いて有機ゲル化剤と重合性成分と
を組み合わせることにより調製することができる。得られる組成物は、所望により、結晶
性物質、フィラー及び本発明で記載したような他の添加剤を含有してよい。使用中、組成
物は、光開始剤を含有し、光開始により硬化することができ、又は組成物がフリーラジカ
ル開始剤を含有するレドックス系のような化学重合により硬化することができる。かかる
硬化系の組み合わせも可能である。
【０１６８】
　本発明の硬化性組成物は、一部系及び多部系、例えば、２部である粉末／液体、ペース
ト／液体、及びペースト／ペースト系を含む、様々な形態で提供されることができる。そ
れぞれ粉末、液体、ゲル又はペーストの形態である多部組み合わせ（即ち、２種以上の部
の組み合わせ）を採用する他の形態も可能である。レドックス多部系において、一部は典
型的には酸化剤を含有し、別の部分は典型的には還元剤を含有する。
【０１６９】
　硬化性組成物の成分は、キットに含まれることができ、そこで、組成物の内容物は、下
記のように、それらが必要とされるまで、成分を保管できるように梱包される。
【０１７０】
　歯科組成物として使用されるとき、硬化性組成物の成分は混合され、従来の技術を使用
して臨床的に適用され得る。光重合性組成物の反応を開始するためには、一般に硬化光が
必要である。組成物は、例えば、象牙質及び／又はエナメル質に非常に良好に接着するコ
ンポジット又は修復剤の形態であることができる。所望により、硬化性組成物が使用され
る歯組織上に、プライマー層を使用することができる。
【０１７１】
　本発明の組成物は、充填材のように歯に隣接して配置された後重合するコンポジットを
含む、広範な歯科用修復材の形態で用いるのに特に適している。それらはまた、装具並び
に歯科用印象トレイ、歯列矯正器具（例えば、リテーナ、ナイトガード）、歯列矯正用接
着剤等で用いることができる。それらは、歯冠、ブリッジ、ベニヤ、インレー、オンレー
、インプラント、義歯、人工歯、歯の複製、スプリント、顎顔面装具及び他のカスタマイ
ズ構造で用いることができ、典型的には、歯の上又は歯に隣接して配置される前に成形さ
れている。こうした予備形成物品は、歯科医又は他のユーザーによって、研がれ（ground
）てもよく、又は別の方法で特別に適合した形状に形成され得る。本発明の組成物は、歯
科用修復材、特に歯冠（一時的、中間／暫定的又は永続的）で特に有用である。
【０１７２】
　本発明の組成物の特定の実施形態は、三次元形状、予備形成シート、アーチ形トレイ、
ロープ、ボタン、織布ウェブ又は不織布ウェブ等のような様々な形態に成形（例えば、成
型）することができる。組成物を、例えば押出、射出成型、圧縮成型、熱成形、真空成形
、プレス、カレンダリング及びローラーを使用するウェブ加工を含む様々な方法で（第１
形状を形成するために）成形することができる。典型的には、半完成形状は、ポジティブ
印象材とネガティブ印象材とを有する型を使用して形成される。
【０１７３】
　成形物品を、個々に、又は複数の単位で販売することができ、好ましくはそれらを、組
成物に含有される反応開始剤系を活性化し得る熱及び／又は光から保護する方法で梱包す
る。
【０１７４】
　一般に、適切な大きさ及び形状（第１形状）の予備形成物品を選択し、約１５℃～３８
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℃の温度（好ましくは、典型的な室温及び体温を含む約２０℃～３８℃、より好ましくは
室温）で（第２形状に）カスタム成形する。この成形は、指又は選択された器具（例えば
、歯科用複合器具の手動操作）による圧力の適用、切り取り、切断、彫刻、研磨等を含む
様々な方法により行われる。所望のカスタム（第２）形状が得られると、反応開始剤系の
活性化を引き起こすためにそれを熱／放射線に曝露することによって物品は硬化（harden
ed）（例えば、硬化（cured））される。単一工程、又は中間で行われるカスタム成形の
連続工程を含む複数の工程のいずれかで、これを実行することができる。これらの工程の
うち１つ以上は、酸素を含まない不活性雰囲気又は真空において実行され得る。仕上げ成
形及び硬化工程の後、必要に応じて、硬化物品は研磨、切り取り等により形状を更に修正
されることができる。物品の最終的なカスタム（第２）形状が得られたら、意図された用
途のために必要である場合、それにつや出し、塗装又は他の表面処理を行うことができる
。好ましくは、本発明の組成物から調製される最終的なカスタム成形物品は、追加のベニ
ヤ材料（例えば、所望の外観又は特性を提供する第２材料）を必要としない。意図された
用途は、接着的に、機械的に、又は両方の組み合わせにより、第２物品へのカスタム成形
硬化物品の実装、接着、又は別の方法での付着を必要とする場合がある。
【０１７５】
　仮の歯冠の調製のために、適切な形状及び大きさの予備形成歯冠を選択し、予備形成歯
冠を、必要な切り取り及び成形の程度を決定するために、所望により歯冠上に印を付けて
、調製された歯の上に位置付けられる。予備形成歯冠を口部から取り出し、切断、切り取
り、成形等によって必要な形状及び大きさの調整を行い、次いで歯の調製物上に再び位置
付け、そこで追加の形状調整を行って、歯肉、側面及び咬合の適合を含む最適なカスタム
調整を提供する。次いで、例えば、必要に応じて口腔内にある間、数秒間歯科用硬化光に
それを曝露し、次いで、それを注意深く口から取り出し、最終硬化のために硬化チャンバ
内で所望により熱と組み合わせて硬化光に曝露することにより、予備形成及び再形成歯冠
を硬化することができる。あるいは、歯冠はまた、歯科用硬化光で照射することにより、
口腔内で完全に硬化することができる。必要に応じて、研磨、切り取り等により仕上げ調
整を行い、完成歯冠を研磨及び洗浄する。次いで、口腔内に配置される前に、完成歯冠は
そのままセメント結合、又は好適な樹脂材料で裏打ちされることができる。
【０１７６】
　本発明の硬化性自立構造（例えば、歯科用製品）は、個々に、又は集合体として予め梱
包され得る。かかる梱包材料は、これらの製品を、反応開始剤系を活性化し、それにより
、例えば、光開始剤の場合、光への曝露から生じ得るような早期硬化を引き起こす条件か
ら保護すべきである。更に、梱包材料は所望により製品の表面に適合され、それにより、
輸送の間損傷に耐えるために、更なる機械強度を提供する。例えば、予備形成歯冠又はト
レイは、全ての面でポリオレフィン層に梱包されることができる。ポリオレフィンは機械
的構造を提供し、水との接触を回避するために密封することができる。ポリオレフィンが
適切な染料又は色素、例えばカーボンブラックで充填される場合、それが密閉製品に達し
得る前に、入射光は吸収されるであろう。かかる梱包層がいくぶん硬質であり、かつ本発
明の予備形成物品と同様の梱包材料が成形される場合、梱包は出荷及び保管の間、予備形
成製品の寸法安定性を強化することができる。場合によっては、梱包は製品系の必要不可
欠な部分を形成し得る。
【０１７７】
　本発明は、また、多くの予備形成歯列矯正器具において有用である。例えば、硬化性組
成物は、舌側リテーナ、スペースリテーナ、フック、ボタン又はスプリントのようなカス
タム器具に作製することができる。別の例として、組成物は、患者の歯の湾曲に密接に適
合するように調整された歯列矯正ブラケットのためのカスタム基部、又は口腔内における
隣接構造との接触を回避するために特定の角度で配向されたタイウィングを有する歯列矯
正ブラケットのような器具の一部を製造するために用いることができる。治療過程中に歯
の間の空間を隠すためにアーチワイヤーに接着される歯の複製を製造するために、組成物
を使用することもできる。更に、組成物は、他の歯列矯正器具のための強い足場を設置す
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るために、隣接する歯の群を一緒に結合するのに用いることができる。更に、組成物から
、アーチワイヤーの滑り運動を防ぐために、又は他の器具の移動を防ぐために、ある位置
でアーチワイヤーに接着される材料の液滴を形成することができる。歯列矯正の用途で使
用される場合、本発明の組成物はインビボで所望の形状に成形し、次いで口腔内の所定の
位置で硬化することができる。あるいは、必要に応じて、患者の歯の構造の模型を使用し
て、口腔の外側で所望の形状に組成物を成形することができる。組成物が口腔の外側で成
形されるとき、組成物は好ましくは口腔に配置する前に硬化される。
【０１７８】
　本発明はまた、器具を歯に接着するために、歯列矯正器具（歯列矯正用ブラケット、バ
ッカルチューブ、舌側チューブ及びクリートが挙げられるが、これらに限定されない）に
塗布することができる歯列矯正用接着剤としても有用である。歯列矯正用接着剤は、歯列
矯正医又はブラケットの製造者により歯列矯正用ブラケットに塗布することができる。本
発明のある実施形態は、米国特許第４，９７８，００７号、同第５，０１５，１８０号及
び同第５，３２８，３６３号に記載されているもののような、接着剤で予めコーティング
されている歯列矯正用ブラケット上に供給される歯列矯正用接着剤として特に有用であり
得る。接着剤で予めコーティングされたブラケットとしては、製造者が正確な量の光硬化
性接着剤のような接着剤を塗布しているブラケットが挙げられる。接着剤は、使用まで、
剥離ライナ又は外包装により、光、蒸発、酸化、汚染、湿度及び昇華から保護することが
できる。歯上にブラケットを実装することが望ましいとき、ブラケットは剥離ライナ（提
供されている場合）から取り外され、次いで接着剤で、簡単に歯上に直接置かれる。接着
剤は、次いで硬化、例えば光硬化されることができる。予めコーティングされたブラケッ
トの利点は、製造者が各ブラケット上に置かれる接着剤の量を制御できることである。結
果として、ブラケットの基部と歯との間の空隙部を実質的に充填するのに十分な接着剤が
存在し、更に、ブラケットの基部の周辺を過度に清掃することが必要であるような、過剰
な接着剤が存在しない。
【０１７９】
　多くの歯列矯正医は、他の接着剤より粘度の低い（即ち、より流体である）特定の接着
剤の使用を好む。しかしながら、比較的低粘度である幾つかの接着剤は、ブラケットをラ
イナから取り外すとき、時折変形する又は剥離ライナ上に残ることがわかっており、その
結果、歯列矯正医は接着剤を再形成する又はブラケットの基部に更なる接着剤を塗布する
ために休止する必要がある場合がある。比較的高粘度である特定の歯列矯正用接着剤は、
新たに混合した又は新たにブラケットに塗布したとき、剥離コーティングから満足のいく
ように取り外すことができる。しかしながら、接着剤で予めコーティングされたブラケッ
トは、しばらく患者の歯に接着しない場合がある。多くの従来の接着剤は、一般に、予め
コーティングされたブラケットを満足に使用するために、接着剤が硬くなり過ぎない程度
に長期間にわたって揮発する傾向がある比較的低分子量の成分を有する。一方、比較的高
分子量の成分で作製された接着剤は、低揮発性を有し得るが、硬化後十分な接着強度を提
供するには硬過ぎる場合がある。一般に、本発明の歯列矯正用接着剤は、歯列矯正器具に
容易に塗布でき、使用に好適な範囲にレオロジー特性を維持することができるような、レ
オロジー特性（例えば、粘度）を有する。それらはまた、塗布中重力のために落ちること
なくブラケット上に残るようにブラケットに塗布することができる。
【０１８０】
　本発明は、本発明の硬化性歯科用組成物から歯科用製品を調製するための方法を提供す
る。例えば、ある実施形態では、硬化性歯科用組成物は、硬化性歯科用製品に形成され、
ここで硬化性歯科用製品の硬化性歯科用組成物は、第１形状及び１５℃～３８℃の温度で
第２形状に形成されるのに十分な展性を有する自立構造である。
【０１８１】
　ある実施形態では、本発明はまた、本発明の硬化性歯科用組成物が歯科用製品に塗布さ
れている、歯科用製品を調製する方法を提供する。ある実施形態では、硬化性歯科用組成
物は流動性である。ある実施形態では、硬化性歯科用組成物は、歯列矯正用接着剤である
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。ある実施形態では、歯科用製品は、歯列矯正器具である。
【０１８２】
　本発明はまた、本発明の硬化性歯科用組成物を含む歯科用製品の使用方法を提供する。
一実施形態では、方法は、第１形状及び１５℃～３８℃の温度で第２形状に形成されるの
に十分な展性を有する自立構造を有する本発明の硬化性歯科用組成物を含む、歯科用製品
を提供する工程と；被験体の口腔内の歯表面上又は歯表面のモデル上に歯科用製品を設け
る工程と；被験体の口腔内又は歯表面のモデル上で歯科用製品の形状をカスタマイズする
工程と；歯科用製品の硬化性歯科用組成物を硬化する工程と、を含む。
【０１８３】
　一実施形態では、硬化性歯科用組成物の使用方法は、
　流動性又は充填性である本発明の硬化性歯科用組成物を提供する工程と；被験体の口腔
内の歯表面上に歯科用製品を設け、該歯表面が所望により歯科用接着剤でコーティングさ
れる工程と；硬化性歯科用組成物を硬化する工程と、を含む。
【０１８４】
　一実施形態では、硬化性歯科用組成物の使用方法は、硬化性歯列矯正用接着剤である本
発明の硬化性歯科用組成物を提供する工程と；所望により歯科用接着剤でコーティングさ
れる歯表面にブラケットが接触する前に、歯列矯正用ブラケット上に硬化性歯列矯正用接
着剤を設ける工程と；硬化性歯科用組成物を硬化する工程と、を含む。
【０１８５】
　一実施形態では、硬化性歯科用組成物の使用方法は、硬化性歯列矯正用接着剤である本
発明の硬化性歯科用組成物でコーティングされた歯列矯正用ブラケットを含む歯科用製品
を提供する工程と；ブラケットを歯表面上に設け、該歯表面が所望により歯科用接着剤で
コーティングされる工程と；硬化性歯科用組成物を硬化する工程と、を含む。
【０１８６】
　代表的な実施形態
　実施形態１．有機重合性成分と、有機ゲル化剤と、結晶性物質とを含む硬化性歯科用組
成物。
【０１８７】
　実施形態２．有機重合性成分と、有機ゲル化剤と、６０％以上のフィラー材料とを含む
硬化性歯科用組成物。
【０１８８】
　実施形態３．有機重合性成分と、有機ゲル化剤と、ナノスケール粒子を含むフィラー材
料とを含む硬化性歯科用組成物。
【０１８９】
　実施形態４．有機重合性成分と、重合性有機ゲル化剤とを含む硬化性歯科用組成物。
【０１９０】
　実施形態５．結晶性物質が反応性基を含む、実施形態１に記載の硬化性歯科用組成物。
【０１９１】
　実施形態６．結晶性物質が、ポリエステル、ポリエーテル、ポリオレフィン、ポリチオ
エーテル、ポリアリールアルキレン、ポリシラン、ポリアミド、ポリウレタン又はこれら
の組み合わせを含む、実施形態１に記載の組成物。
【０１９２】
　実施形態７．結晶性物質が、一級ヒドロキシル末端基を含有する飽和、直鎖、脂肪族ポ
リエステルポリオールを含む、実施形態６に記載の組成物。
【０１９３】
　実施形態８．フィラー材料を更に含む、実施形態１又は５～７のいずれか１つに記載の
硬化性歯科用組成物。
【０１９４】
　実施形態９．フィラー材料が６０％以上の量で存在する、実施形態３又は８に記載の硬
化性歯科用組成物。
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　実施形態１０．フィラー材料がナノスケール粒子を含む、実施形態８に記載の硬化性歯
科用組成物。
【０１９６】
　実施形態１１．ナノスケール粒子が凝集網状構造を形成する、実施形態３又は１０に記
載の硬化性歯科用組成物。
【０１９７】
　実施形態１２．ナノスケール粒子がヒュームドシリカを含む、実施形態１１に記載の硬
化性歯科用組成物。
【０１９８】
　実施形態１３．有機ゲル化剤が重合性である、実施形態１～３又は実施形態５～１２の
いずれか１つに記載の硬化性歯科用組成物。
【０１９９】
　実施形態１４．組成物が光重合性である、実施形態１～１３のいずれか１つに記載の硬
化性歯科用組成物。
【０２００】
　実施形態１５．重合性成分が、エポキシ樹脂、ビニルエーテル樹脂、エチレン性不飽和
化合物及びこれらの組み合わせからなる群から選択される、実施形態１４に記載の硬化性
歯科用組成物。
【０２０１】
　実施形態１６．組成物が化学重合性である、実施形態１～１３のいずれか１つに記載の
硬化性歯科用組成物。
【０２０２】
　実施形態１７．化学重合性成分がエチレン性不飽和化合物を含む、実施形態１６に記載
の硬化性歯科用組成物。
【０２０３】
　実施形態１８．有機ゲル化剤が尿素系有機ゲル化剤である、実施形態１～１７のいずれ
か１つに記載の硬化性歯科用組成物。
【０２０４】
　実施形態１９．有機ゲル化剤が、一般式：
【化３７】

　（式中、各Ｍは、独立に、水素又は重合性基であり、各Ｘは、独立に、アルキレン基、
シクロアルキレン基、アリーレン基、アレニレン基又はこれらの組み合わせであり、ｎは
１～３である）で表されるものである、実施形態１～１７のいずれか１つに記載の硬化性
歯科用組成物。
【０２０５】
　実施形態２０．有機ゲル化剤が、下記式：
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　で表される化合物及びこれらの混合物からなる群から選択される、実施形態１９に記載
の硬化性歯科用組成物。
【０２０６】
　実施形態２１．有機ゲル化剤がアミノ糖有機ゲル化剤である、実施形態１～１７のいず
れか１つに記載の硬化性歯科用組成物。
【０２０７】
　実施形態２２．有機ゲル化剤が、一般式ＬＸＸＶ：
【化３９】

　（式中、Ｒ1及びＲ2は、独立に、水素原子、アルキル基、Ｃ（Ｏ）Ｒ3、及びＳＯ2Ｒ
4

からなる群から選択され；Ｒ3及びＲ4は、独立に、アルキル基、アリール基、アラルキル
基からなる群から選択され；ｎは約２～約５の整数である）で表されるアミノ糖有機ゲル
化剤又はその薬剤として許容される塩である、実施形態２１に記載の硬化性歯科用組成物
。
【０２０８】
　実施形態２３．有機ゲル化剤が、下記式：
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【化４０】

　で表される化合物及びこれらの混合物からなる群から選択される、実施形態２２に記載
の硬化性歯科用組成物。
【０２０９】
　実施形態２４．有機ゲル化剤が、一般式ＬＸＸＸＩＩＩ：
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【化４１】

　（式中、Ｒ1、Ｒ2及びＲ3は、独立に、ＯＨ及びＮＲ5Ｒ6からなる群から選択され；Ｒ4

は、ＯＨ、ＯＰ（Ｏ）（ＯＨ）2、ＯＳＯ3Ｈ及びＮＲ5Ｒ6からなる群から選択され；Ｒ5

及びＲ6は、独立に、水素原子、アルキル基、Ｃ（Ｏ）Ｒ7及びＳＯ2Ｒ
8からなる群から選

択され；Ｒ7及びＲ8は、独立に、アルキル基、アリール基、又はアラルキル基からなる群
から選択され；ただし、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3及びＲ4のうち少なくとも１つがＮＲ5Ｒ6である）
で表されるアミノ糖有機ゲル化剤、又はその薬剤として許容される塩である、実施形態２
１に記載の硬化性歯科用組成物。
【０２１０】
　実施形態２５．有機ゲル化剤が、下記式：
【化４２】

　で表される化合物及びこれらの混合物からなる群から選択される、実施形態２４に記載
の硬化性歯科用組成物。
【０２１１】
　実施形態２６．歯科用修復材の形成に好適な、実施形態１～２５のいずれか１つに記載
の硬化性歯科用組成物。
【０２１２】
　実施形態２７．第１形状及び１５℃～３８℃の温度で第２形状に形成されるのに十分な
展性を有する硬化性自立構造の形態である、実施形態１～２５のいずれか１つに記載の硬
化性歯科用組成物。
【０２１３】
　実施形態２８．第２形状の構造の硬化時、硬化した構造が少なくとも２５ＭＰａの曲げ
強度を有する、実施形態２７に記載の硬化性歯科用組成物。
【０２１４】
　実施形態２９．流動性である、実施形態１～２４のいずれか１つに記載の硬化性歯科用
組成物。
【０２１５】
　実施形態３０．歯列矯正用接着剤である、実施形態１～２４のいずれか１つに記載の硬
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化性歯科用組成物。
【０２１６】
　実施形態３１．充填性である、実施形態１～２４のいずれか１つに記載の硬化性歯科用
組成物。
【０２１７】
　実施形態３２．一般式：
【化４３】

　（式中、各Ｍは、独立に、水素又は重合性基であり、各Ｘは、独立に、アルキレン基、
シクロアルキレン基、アリーレン基、アレニレン基又はこれらの組み合わせであり、ｎは
１～３である）で表される有機ゲル化剤。
【０２１８】
　実施形態３３．下記式：

【化４４】

　で表される化合物及びこれらの混合物からなる群から選択される、実施形態３２に記載
の有機ゲル化剤。
【０２１９】
　実施形態３４．実施形態１～３１のいずれか１つに記載の組成物を含む歯科用製品。
【０２２０】
　実施形態３５．予備形成された歯冠である、実施形態３４に記載の歯科用製品。
【０２２１】
　実施形態３６．歯列矯正器具であって、組成物がその上にコーティングされた歯列矯正
用接着剤である、実施形態３４に記載の歯科用製品。
【０２２２】
　実施形態３７．有機重合性成分、有機ゲル化剤、及び結晶性物質を組み合わせて、硬化
性歯科用組成物を形成する工程を含む、硬化性歯科用組成物の調製方法。
【０２２３】
　実施形態３８．有機重合性成分、有機ゲル化剤、及び６０％以上のフィラー材料を組み
合わせて、硬化性歯科用組成物を形成する工程を含む、硬化性歯科用組成物の調製方法。
【０２２４】
　実施形態３９．有機重合性成分、有機ゲル化剤、及びナノスケール粒子を含むフィラー
材料を組み合わせて、硬化性歯科用組成物を形成する工程を含む、硬化性歯科用組成物の
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調製方法。
【０２２５】
　実施形態４０．有機重合性成分及び重合性有機ゲル化剤を組み合わせて、硬化性歯科用
組成物を形成する工程を含む、硬化性歯科用組成物の調製方法。
【０２２６】
　実施形態４１．硬化性歯科用組成物が、第１形状及び１５℃～３８℃の温度で第２形状
に形成されるのに十分な展性を有する自立構造である、実施形態３７～４０のいずれか１
つに記載の方法。
【０２２７】
　実施形態４２．硬化性歯科用組成物が流動性である、実施形態３７～４０のいずれか１
つに記載の方法。
【０２２８】
　実施形態４３．硬化性歯科用組成物が歯列矯正用接着剤である、実施形態３７～４０の
いずれか１つに記載の方法。
【０２２９】
　実施形態４４．硬化性歯科用組成物が充填性である、実施形態３７～４０のいずれか１
つに記載の方法。
【０２３０】
　実施形態４５．有機重合性成分、有機ゲル化剤、及び結晶性物質を組み合わせて、硬化
性歯科用組成物を形成する工程と；硬化性歯科用組成物を歯科用製品に形成する工程とを
含む、歯科用製品の調製方法。
【０２３１】
　実施形態４６．有機重合性成分、有機ゲル化剤、及び６０％以上のフィラー材料を組み
合わせて、硬化性歯科用組成物を形成する工程と；硬化性歯科用組成物を歯科用製品に形
成する工程とを含む、歯科用製品の調製方法。
【０２３２】
　実施形態４７．有機重合性成分、有機ゲル化剤、及びナノスケール粒子を含むフィラー
材料を組み合わせて、硬化性歯科用組成物を形成する工程と；硬化性歯科用組成物を歯科
用製品に形成する工程とを含む、歯科用製品の調製方法。
【０２３３】
　実施形態４８．有機重合性成分及び重合性有機ゲル化剤を組み合わせて、硬化性歯科用
組成物を形成する工程と；硬化性歯科用組成物を歯科用製品に形成する工程とを含む、歯
科用製品の調製方法。
【０２３４】
　実施形態４９．歯科用製品が硬化性であり、硬化性歯科用製品の硬化性歯科用組成物が
、第１形状及び１５℃～３８℃の温度で第２形状に形成されるのに十分な展性を有する自
立構造である、実施形態４５～４８のいずれか１つに記載の方法。
【０２３５】
　実施形態５０．有機重合性成分、有機ゲル化剤、及び結晶性物質を組み合わせて、硬化
性歯科用組成物を形成する工程と；硬化性歯科用組成物を歯科用製品に塗布する工程とを
含む、歯科用製品の調製方法。
【０２３６】
　実施形態５１．有機重合性成分、有機ゲル化剤、及び６０％以上のフィラー材料を組み
合わせて、硬化性歯科用組成物を形成する工程と；硬化性歯科用組成物を歯科用製品に塗
布する工程とを含む、歯科用製品の調製方法。
【０２３７】
　実施形態５２．有機重合性成分、有機ゲル化剤、及びナノスケール粒子を含むフィラー
材料を組み合わせて、硬化性歯科用組成物を形成する工程と；
　硬化性歯科用組成物を歯科用製品に塗布する工程とを含む、歯科用製品の調製方法。
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【０２３８】
　実施形態５３．有機重合性成分及び重合性有機ゲル化剤を組み合わせて、硬化性歯科用
組成物を形成する工程と；硬化性歯科用組成物を歯科用製品に塗布する工程とを含む、歯
科用製品の調製方法。
【０２３９】
　実施形態５４．硬化性歯科用組成物が流動性である、実施形態５０～５３のいずれか１
つに記載の方法。
【０２４０】
　実施形態５５．硬化性歯科用組成物が歯列矯正用接着剤である、実施形態５０～５３の
いずれか１つに記載の方法。
【０２４１】
　実施形態５６．歯科用製品が歯列矯正器具である、実施形態５０～５３のいずれか１つ
に記載の方法。
【０２４２】
　実施形態５７．第１形状及び１５℃～３８℃の温度で第２形状に形成されるのに十分な
展性を有する自立構造を有する実施形態２６に記載の硬化性歯科用組成物を含む、歯科用
製品を提供する工程と；被験体の口腔内の歯表面上又は歯表面のモデル上に歯科用製品を
設ける工程と；被験体の口腔内又は歯表面のモデル上で歯科用製品の形状をカスタマイズ
する工程と；歯科用製品の硬化性歯科用組成物を硬化する工程と、を含む歯科用製品の使
用方法。
【０２４３】
　実施形態５８．流動性又は充填性である実施形態２９又は３１の硬化性歯科用組成物を
提供する工程と；被験体の口腔内の歯表面上に歯科用製品を設け、該歯表面が所望により
歯科用接着剤でコーティングされる工程と；硬化性歯科用組成物を硬化する工程と、を含
む硬化性歯科用組成物の使用方法。
【０２４４】
　実施形態５９．硬化性歯列矯正用接着剤である実施形態３０の硬化性歯科用組成物を提
供する工程と；所望により歯科用接着剤でコーティングされる歯表面にブラケットが接触
する前に、歯列矯正用ブラケット上に硬化性歯列矯正用接着剤を設ける工程と；硬化性歯
科用組成物を硬化する工程と、を含む歯科用製品の使用方法。
【０２４５】
　実施形態６０．硬化性歯列矯正用接着剤である実施形態３０の硬化性歯科用組成物でコ
ーティングされた歯列矯正用ブラケットを含む歯科用製品を提供する工程と；ブラケット
を歯表面上に設け、該歯表面が所望により歯科用接着剤でコーティングされる工程と；硬
化性歯列矯正用接着剤を硬化する工程と、を含む歯科用製品の使用方法。
【実施例】
【０２４６】
　本発明の目的及び利点は、下記の実施例によって更に例示されるが、これらの実施例に
おいて列挙された特定の材料及びその量は、他の諸条件及び詳細と同様に本発明を過度に
制限するものと解釈すべきではない。特に指示がない限り、全ての部及び百分率は重量基
準であり、全ての水は脱イオン水であり、全ての分子量は重量平均分子量である。
【０２４７】
　特に指定しない限り、全ての溶媒及び試薬は、ミズーリ州セントルイス（St. Louis）
のシグマ・アルドリッチ社（Sigma-Aldrich, Inc.）から入手した、又は入手可能なもの
である。
【０２４８】
　本明細書で使用するとき、
　「ＩＥＭ」は、２－イソシアナトエチルメタクリレートを指し、
　「ＢＨＴ」は、２，６－ジ－ｔ－ブチル－４－メチルフェノールを指し、
　「ビスＧＭＡ」は、２，２－ビス［４－（２－ヒドロキシ－３－メタクリロイルオキシ
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プロピル）フェニル］プロパンを指し、
　「ＳＲ５４１」は、サートマー社（Sartomer Co.）（ペンシルバニア州エクストン（Ex
ton））から商品名ＳＲ５４１として入手可能なエトキシル化ビスフェノールＡジメタク
リレートを指し、
　「ＵＤＭＡ」は、ローム・アメリカ社（Rohm America LLC）（ニュージャージー州ピス
カタウェイ（Piscataway））から商品名「ローアミア（ROHAMERE）６６６１－０」として
入手可能な、ジウレタンジメタクリレートを指し、
　「ＣＰＱ」は、カンファーキノンを指し、
　「ＥＤＭＡＢ」は、エチル４－（Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ）ベンゾエートを指し、
　「ＤＰＩＨＦＰ」は、ジフェニルヨードニウムヘキサフルオロホスフェートを指し、
　「ＴＥＧＤＭＡ」は、トリエチレングリコールジメタクリレートを指し、
　「ミリシックス（MILLITHIX）」は、ミリケン・ケミカル社（Milliken Chemical）（サ
ウスカロライナ州スパータンバーグ（Spartanburg））から商品名「ミリシックス９２５
Ｓ」として入手可能な有機ゲル化剤を指し、
　「Ｍ５」は、カボット社（Cabot Corp.）（マサチューセッツ州ボストン（Boston））
から商品名「ＣＡＢ－Ｏ－ＳＩＬ　Ｍ－５」として入手可能なヒュームドシリカを指し、
　「トーン（TONE）－ＩＥＭ」は、トーン０２３０（ダウケミカル社（Dow Chemical Co.
）（ミシガン州ミッドランド（Midland））から入手可能なポリカプロラクトンポリオー
ル）と、本質的に米国特許第６，５０６，８１６号に記載されているように調製した２当
量の２－イソシアナトエチルメタクリレートとの反応生成物を指し、
　「キャパ（CAPA）２２００Ａ－ＩＥＭ」は、キャパ２２００Ａ（ソルベイ・ケミカル社
（Solvay Chemical Company）（英国、ウォリントン（Warrington）から入手可能なポリ
カプロラクトンポリオール）と、本質的に米国特許第６，５０６，８１６号に記載されて
いるように調製した２当量の２－イソシアナトエチルメタクリレートとの反応生成物を指
し、
　「プロクリレート（PROCRYLATE）」は、２，２－ビス－４－（３－ヒドロキシ－プロポ
キシ－フェニル）プロパンジメタクリレート（ＣＡＳ番号２７６８９－１２－９、プロク
リラット（PROCRYLAT）としても知られ、国際特許公開第２００６／０２０７６０号に記
載されているように調製した）を指し、
　「チヌビン（TINUVIN）」は、チバ・スペシャルティ・ケミカルズ（Ciba Specialty Ch
emicals）（ニューヨーク州タリータウン（Tarrytown））から商品名チヌビンＲ７９６と
して入手可能な重合性紫外線安定剤を指し、
　「フィラーＡ」は、本質的に米国特許出願公開第２００５／０２５２４１３号でフィラ
ーＦに関して記載されているように調製した、約２０ｎｍの公称粒径を有するシラン処理
ナノサイズシリカを指し、
　「フィラーＢ」は、本質的に米国特許第６，０３０，６０６号に記載されているように
調製した、シラン処理ジルコニア／シリカフィラーを指し、
　「フィラーＣ」は、本質的に米国特許第６，７３０，１５６号に記載されているように
調製した、シラン処理ジルコニア／シリカナノクラスタフィラーを指し、
　グルコサミン－６－リン酸は、シグマ・アルドリッチ社（Sigma-Aldrich Corp.）（ミ
ズーリ州セントルイス（St. Louis））から入手し、
　Ｄ－グルカミンは、ＴＣアメリカ（オレゴン州ポートランド（Portland））から入手し
、
　Ｎ－メチル－Ｄ－グルカミンは、ＭＰバイオメディカルズ（MP Biomedicals）（オハイ
オ州ソロン（Solon））から入手し、
　Ｎ－メチル－Ｎ－デカノイル－Ｄ－グルカミドは、ＥＭＤケミカルズ社（EMD Chemical
s, Inc.）（カリフォルニア州サンディエゴ（San Diego））から入手した。
【０２４９】
　ゲル化試験
　有機ゲル化剤の試料及び樹脂混合物を、スクリューキャップバイアル瓶に入れて、約３
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重量％有機ゲル化剤の混合物を準備した。特に指定しない限り、３０ミリグラム（ｍｇ）
の有機ゲル化剤と、１．０グラム（ｇ）の、７０重量％のビスＧＭＡ及び３０重量％のＴ
ＥＧＤＭＡの混合物を使用した。有機ゲル化剤が溶解するまで混合物を加熱し、次いで室
温に冷却した。４時間後、バイアル瓶を逆さにした。目に見える液体の流動が見られなか
った場合、約３重量％の有機ゲル化剤を用いてゲルが形成されたと判断された。流動が観
察されなかった場合、３０ｍｇの代わりに１０ｍｇの有機ゲル化剤を用いて同様の試験を
実施して、約１重量％有機ゲル化剤の混合物を得た。この場合、目に見える液体の流動が
見られなかった場合、約１重量％の有機ゲル化剤を用いてゲルが形成されたと判断された
。
【０２５０】
　硬化前硬度試験
　歯科用組成物の試料（それぞれ約３ｇ）を、約６０℃にて水圧機（カーバー社（Carver
 Inc.）（インディアナ州ウォバシュ（Wabash））から入手可能）を用いて厚さ約２ｍｍ
に加圧した。各加圧した試料を、次いで、室温で７日間保管し、その後、ＴＡ．Ｘｔ２ｉ
型テキスチャー・アナライザー（テクスチャ・テクノロジーズ社（Texture Technologies
 Corp.）（ニューヨーク州スカーズデール（Scarsdale）により製造）を用いて、２５℃
及び３７℃にて硬化前硬度を測定した。テキスチャー・アナライザーに、直径２ｍｍの円
筒形プローブを取り付けた。各分析を実施する前に、各試料を少なくとも２０分間２５℃
にて熱平衡化した。プローブの平坦な末端を、１ｍｍ／秒の速度で、深さ１ｍｍまで、各
歯科用組成物に押し込んだ。
【０２５１】
　硬化後ダイヤメトラル引っ張り強度試験
　ダイヤメトラル引っ張り強度を、ＡＮＳＩ／ＡＤＡ規格番号２７（１９９３年）に従っ
て測定した。組成物試料を８５℃に加熱し、内径４ｍｍのガラス管に充填し、次いで充填
した管にシリコーンゴムプラグで蓋をした。次いで、組成物を約０．２８ＭＰａ（約４０
．６２ポンド／平方インチ）で５分間軸方向に圧縮した。次いで、２つの向かい合って配
置されたビジラックス（VISILUX）２５００型青色ライトガン（３Ｍ　ＥＳＰＥデンタル
・プロダクツ（3M ESPE Dental Products）（ミネソタ州セントポール（St.Paul）により
製造）に曝露することにより、試料を９０秒間光硬化し、次いでデンタカラー（DENTACOL
OR）ＸＳライトボックス（ヘレウスクルツァー（Heraeus Kulzer）（独国、ハーナウ（Ha
nau）により製造）内で１８０秒間照射した。硬化した試料を、次いで、ダイヤモンドソ
ーを用いて横方向に切断し、それぞれ２．２ｍｍの長さのディスクを得た。プラグを、試
験前に、蒸留水中で、３７℃にて２４時間保管した。測定は、１０－キロニュートン（ｋ
Ｎ）のロードセル及び１ｍ／分のクロスヘッド速度で、４５０５型インストロン試験機（
Instron tester）（インストロン社（Instron Corp.）（マサチューセッツ州ノーウッド
（Norwood）により製造）で実施した。それぞれ硬化したコンポジットの５個のディスク
を調製し、試験した。実施例で報告するデータのために、５つの測定値を平均した。
【０２５２】
　調製例１：重合性組成物の調製
　１００重量部のビスＧＭＡ、０．１８重量部のＣＰＱ、０．５２重量部のＤＰＩＨＦＰ
、１．０３重量部のＥＤＭＡＢ、０．１６重量部のＢＨＴ及び１．５５重量部のチヌビン
（TINUVIN）を合わせ、混合物を約６０℃に加熱し、約４時間機械的攪拌機で温混合物を
攪拌することにより、ビスＧＭＡ混合物を調製した。
【０２５３】
　調製例２：重合性組成物の調製
　１３．３３重量部のビスＧＭＡ、１３．３３重量部のＴＥＧＤＭＡ、３３．６重量部の
ＵＤＭＡ、３３．６重量部のＳＲ５４１、０．２重量部のＣＰＱ、０．５重量部のＤＰＩ
ＨＦＰ、１．０重量部のＥＤＭＡＢ、０．１重量部のＢＨＴ及び１．５重量部のチヌビン
（TINUVIN）を合わせ、混合物を約６０℃に加熱し、約４時間機械的攪拌機で温混合物を
攪拌することにより、ビスＧＭＡ混合物を調製した。
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【０２５４】
　調製例３：重合性組成物の調製
　トーン－ＩＥＭ（TONE-IEM）（２００．０ｇ）、ＣＰＱ（０．３５１ｇ）、ＤＰＩＨＦ
Ｐ（１．０３５ｇ）、ＥＤＭＡＢ（２．０６８ｇ）、ＢＨＴ（０．３１１ｇ）及びチヌビ
ン（TINUVIN）（３．１０ｇ）を合わせ、混合物を約６０℃に加熱し、約４時間機械的攪
拌機で温混合物を攪拌することにより、トーン－ＩＥＭ混合物を調製した。
【０２５５】
　調製例４：有機ゲル化剤前駆体の調製
　ジエチルオキサレート（１２８．７２ｇ）、エタノール（１８０ｍＬ）及び１，３－ジ
アミノペンタン（２０．００ｇ）の混合物を、６０℃で１時間攪拌した。溶媒を減圧下で
除去して、油を得た。過剰なジエチルオキサレートを、真空蒸留（６０～７０℃、約２７
Ｐａ（０．２ｍｍＨｇ））により除去して、油として５０．５２ｇの生成物を得た。
【０２５６】
　調製例５：有機ゲル化剤前駆体の調製
　ジエチルオキサレート（２９．１０ｇ）、エタノール（４０ｍＬ）及び２，２’－（エ
チレンジオキシ）ジエチルアミン（７．２６ｇ）の混合物を、６０℃で１時間加熱した。
溶媒を減圧下で除去して、油を得た。過剰なジエチルオキサレートを、真空蒸留（６０～
７０℃、約２７Ｐａ（０．２ｍｍＨｇ））により除去して、油として１４．７９ｇの生成
物を得た。
【０２５７】
　調製例６：有機ゲル化剤前駆体の調製
　ジエチルオキサレート（２９．１０ｇ）、エタノール（４０ｍＬ）及び１，５－ジアミ
ノ－２－メチルペンタン（５．００ｇ）の混合物を、７０℃で２時間加熱した。溶媒を減
圧下で除去して、油を得た。過剰なジエチルオキサレートを、真空蒸留（６０～７０℃、
約２７Ｐａ（０．２ｍｍＨｇ））により除去して、黄色の油として１１．７５ｇの生成物
を得た。
【０２５８】
　調製例７：重合性組成物の調製
　２当量の２－ヒドロキシエチルメタクリレート、１当量のペンタエリスリトールトリメ
タクリレート及び１当量のヘキサメチレンジイソシアネート（本質的に米国特許第４，６
４８，８４３号に記載されているように調製）（４５重量部）の反応生成物を、ビスＧＭ
Ａ（２５重量部）、ＴＥＧＤＭＡ（３０重量部）、ＣＰＱ（０．１８重量部）、ＤＰＩＨ
ＦＰ（０．５２重量部）、ＥＤＭＡＢ（１．０３重量部）、ＢＨＴ（０．１６重量部）及
びチヌビン（TIVUVIN）（１．５５重量部）と合わせ、この混合物を約５０℃に加熱し、
約２時間攪拌した。
【０２５９】
　調製例８：有機ゲル化剤前駆体の調製
　エタノールアミン（６．６７ｇ）を、エタノール（１００ｍＬ）中の調製例４の生成物
（１５．２０ｇ）の攪拌溶液に滴下した。溶液を攪拌し、２時間５０℃に加熱した。混合
物を室温に冷却させた後、沈殿した固体を濾過し、２０ｍＬのエタノールで３回洗浄した
。次いで、白色固体を真空下で乾燥させて、１３．５３ｇの生成物を得た。
【０２６０】
　実施例１：式ＸＬＶＩＩＩの有機ゲル化剤の調製
【化４５】

　１，９－ジアミノノナン（２．５３ｇ）及びエチルアセテート（５０ｇ）の攪拌混合物
を７０℃に加熱した。２－イソシアナトエチルメタクリレート（ＩＥＭ、５．００ｇ、３
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２）を攪拌混合物に滴下し、混合物を７０℃で１時間攪拌した。次いで、混合物を室温に
冷却させ、次いで濾過した。濾過した固体を真空下で乾燥させて、白色固体として７．２
４ｇの生成物を得た。この化合物は、約１重量％の有機ゲル化剤でゲル化試験によってゲ
ルを形成した。
【０２６１】
　実施例２：式ＸＬＩＸの有機ゲル化剤の調製
【化４６】

　１，８－ジアミノオクタン（２．３１ｇ）及びエチルアセテート（５０ｇ）の攪拌混合
物を７０℃に加熱した。２－イソシアナトエチルメタクリレート（ＩＥＭ、５．００ｇ）
を攪拌混合物に滴下し、混合物を７０℃で１時間攪拌した。次いで、混合物を室温に冷却
させ、次いで濾過した。濾過した固体を真空下で乾燥させて、白色固体として６．６９ｇ
の生成物を得た。この化合物は、約１重量％の有機ゲル化剤でゲル化試験によってゲルを
形成した。
【０２６２】
　実施例３：有機ゲル化剤の混合物の調製
　メタクリレート基、ブチル基又はその両方を含む有機ゲル化剤の混合物を以下のように
調製した。７０℃で、１，１２－ジアミノドデカン（１０．００ｇ）及びトルエン（１０
０ｇ）の攪拌混合物に、まず２－イソシアナトエチルメタクリレート（９．２９ｇ）、次
いでブチルイソシアネート（３．９５ｇ）を滴下した。次いで、混合物を室温に冷却させ
た。沈殿した固体を濾過により収集し、真空下で乾燥して、白色固体として２１．８８ｇ
の生成物を得た。この化合物は、約１重量％の有機ゲル化剤でゲル化試験によってゲルを
形成した。
【０２６３】
　実施例４：式ＬＸの有機ゲル化剤の調製

【化４７】

　ｎ－ブチルアミン（６．０５ｇ）を、エタノール（６０ｍＬ）中の調製例４（１０．０
０ｇ）の生成物の攪拌溶液に滴下した。約５分後、混合物はゲルに増粘した。ゲルを熱イ
ソプロパノール（３５０ｍＬ）に溶解させ、次いで水（３５０ｍＬ）をゆっくりと混合物
に添加し、固体の沈殿物を得た。固体を濾過により分離し、次いで真空下で乾燥させて、
９．２９ｇの生成物を得た。この化合物は、約３重量％の有機ゲル化剤でゲル化試験によ
ってゲルを形成した。
【０２６４】
　実施例５：式ＬＸＩＩの有機ゲル化剤の調製
【化４８】

　アリルアミン（６．６０ｇ）を、エタノール（９０ｍＬ）中の調製例４（１３．１０ｇ
）の生成物の攪拌溶液に滴下した。約５分後、混合物を攪拌し、約５０℃に１時間加熱し
た。水（３００ｍＬ）を混合物に添加し、これを攪拌し、約８０℃に１時間加熱した。沈
殿した固体を濾過により分離し、次いで真空下で乾燥させて、１２．２１ｇの生成物を得
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た。この化合物は、約１重量％の有機ゲル化剤でゲル化試験によってゲルを形成した。
【０２６５】
　実施例６：式ＬＩＸの有機ゲル化剤の調製
【化４９】

　調製例８の生成物（７．００ｇ）、メタクリル酸無水物（７．１４ｇ）、４－ジメチル
アミノピリジン（２．５８ｇ）及びテトラヒドロフラン（１００ｍＬ）の攪拌混合物を６
５℃に２時間加熱した。次いで、混合物を減圧下で約５０ｍＬの容量に濃縮した。混合物
を室温に冷却させた後、それはゲルに増粘した。ゲルを熱エタノール（１００ｍＬ）に溶
解させ、次いで水（４００ｍＬ）を添加した。混合物から固体が沈殿した。固体を濾過に
より分離し、真空下で乾燥させて、６．２５ｇの生成物を得た。この化合物は、約３重量
％の有機ゲル化剤でゲル化試験によってゲルを形成した。
【０２６６】
　実施例７：式ＬＶＩＩＩの有機ゲル化剤の調製
【化５０】

　ジエチルオキサレート（１．００ｇ）及びエタノール（５ｇ）の攪拌混合物に、ｎ－ヘ
プチルアミン（１．５６ｇ）を添加した。混合物を攪拌し、５０℃で１時間加熱し、その
後沈殿した固体を濾過により分離した。次いで固体を真空下で乾燥させて、生成物を得た
。この化合物は、約３重量％の有機ゲル化剤でゲル化試験によってゲルを形成した。
【０２６７】
　実施例８：式ＬＸＩの有機ゲル化剤の調製
【化５１】

　ブチルアミン（０．５３ｇ）を、エタノール（５ｇ）中の調製例５の生成物（１．００
ｇ）の攪拌溶液に添加した。この混合物を攪拌し、６０℃に約１時間加熱した。沈殿した
固体を濾過により分離し、次いでエタノールで洗浄した。固体を真空下で乾燥させて、１
．０４ｇの生成物を得た。この化合物は、約１重量％の有機ゲル化剤でゲル化試験によっ
てゲルを形成した。
【０２６８】
　実施例９：式ＬＸＩＩＩの有機ゲル化剤の調製
【化５２】

　ブチルアミン（０．４９ｇ、６．６ミリモル）を、エタノール（５ｍＬ）中の調製例６
の生成物（１．００ｇ）の攪拌溶液に添加した。この混合物を攪拌し、６０℃に約１時間
加熱した。沈殿した固体を濾過により分離し、次いでエタノールで洗浄した。固体を真空
下で乾燥させて、１．０３ｇの生成物を得た。この化合物は、約３重量％の有機ゲル化剤
でゲル化試験によってゲルを形成した。
【０２６９】
　実施例１０：式ＬＸＩＶの有機ゲル化剤の調製
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【化５３】

　４－ビニルベンジルアミン（４．４１ｇ、Ｖ．ベルティーニ（Bertini）ら、テトラヘ
ドロン６０巻１１４０７頁（２００４年）に記載されている方法に従って調製）を、エタ
ノール（４０ｍＬ）中の調製例６の生成物（５．００ｇ）の攪拌溶液に滴下した。混合物
を室温で５分間攪拌した後、それを攪拌し、５０℃に１時間加熱し、それはゲルに増粘し
た。ゲルを熱イソプロパノール（２５０ｍＬ）と混合し、濾過し、真空下で乾燥させて、
４．４０ｇの生成物を得た。この化合物は、約１重量％の有機ゲル化剤でゲル化試験によ
ってゲルを形成した。
【０２７０】
　実施例１１：有機ゲル化剤を含む硬化性歯科用組成物の調製
　表１に示した量の、調製例１の重合性組成物を、ミリシックス（MILLITHIX）（表１に
示した量）と合わせ、この混合物を約８５℃に約６０分間加熱し、次いで、３０００ｒｐ
ｍでＤＡＣ　１５０　ＦＶＺ型スピードミキサー（SpeedMixer）（フラックテック社（Fl
ackTek, Inc.）（サウスカロライナ州ランドラム（Landrum）により製造）を用いて、そ
れぞれ１分間２回混合した。次いでこの混合物に、表１に示した量のＭ５及びフィラーＢ
を添加した。得られた混合物を、次いで、約８５℃で約１５分間加熱し、次いで、３００
０ｒｐｍでスピードミキサーを用いてそれぞれ１分間２回混合して、硬化性歯科用組成物
を得た。組成物を室温に冷却させ、次いで、組成物の硬化前機械的特性を上記のように評
価した。２５℃で、硬度は３０６０ｇと測定された。
【０２７１】
　比較例１～２及び実施例１２：歯科用組成物の調製
　比較例１～２及び実施例１２の組成物を、表１に示した成分量を用いて、本質的に実施
例１に記載した方法を用いて調製した。比較例１は、フィラーＢ及び調製例１の重合性組
成物を用いて調製した。比較例２は、フィラーＢ、Ｍ５及び調製例１の重合性組成物を用
いて調製した。実施例１２は、ミリシックス、フィラーＢ及び調製例１の重合性組成物を
用いて調製した。各組成物を室温に冷却させ、次いで、各組成物の試料の硬化前機械的特
性を上記のように評価した。２５℃にて、硬度は２４４ｇ（比較例１）、９４９ｇ（比較
例２）及び３３４ｇ（実施例１２）と測定された。実施例１２の硬度は、歯冠のような特
定の用途に好適ではないが、歯冠ほど硬い必要のない充填性物質のような他の用途には好
適である。
【表１】

【０２７２】
　実施例１３：有機ゲル化剤を含む硬化性歯科用組成物の調製
　表２に示した量の調製例２の重合性組成物を、表２に示した量のミリシックス（MILLIT
HIX）と合わせ、この混合物を約８５℃に約６０分間加熱し、次いで、３０００ｒｐｍで
ＤＡＣ　１５０　ＦＶＺ型スピードミキサー（SpeedMixer）（フラックテック社（FlackT
ek, Inc.）（サウスカロライナ州ランドラム（Landrum）により製造）を用いて、それぞ
れ１分間２回混合した。次いでこの混合物に、表２に示した量のＭ５及びフィラーＢを添
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加した。得られた混合物を、次いで、約８５℃で約１５分間加熱し、次いで、３０００ｒ
ｐｍでスピードミキサーを用いてそれぞれ１分間２回混合して、硬化性歯科用組成物を得
た。組成物を室温に冷却させ、次いで、組成物の硬化前機械的特性を上記のように評価し
た。２５℃で、硬度は３０５８ｇと測定された。硬化後直径引っ張り強度を上記のように
測定し、９２．５ＭＰａ（１３，４１６ポンド／平方インチ）と測定された。
【０２７３】
　比較例４～５及び実施例１４：歯科用組成物の調製
　比較例４～５及び実施例１４の組成物を、表２に示した成分量を用いて、本質的に実施
例１３に記載した方法を用いて調製した。比較例４は、フィラーＢ及び調製例２の重合性
組成物を用いて調製した。実施例１４は、フィラーＢ、ミリシックス及び調製例２の重合
性組成物を用いて調製した。比較例５は、Ｍ５、フィラーＢ及び調製例２の重合性組成物
を用いて調製した。各組成物を室温に冷却させ、次いで各組成物の試料の硬化前機械的特
性を上記のように評価した。２５℃にて、硬度は２００ｇ（比較例４）、９００ｇ（実施
例１４）及び１０５３ｇ（比較例５）と測定された。各組成物の硬化後直径引っ張り強度
を上記のように測定し、比較例４は９６．７ＭＰａ（１４，０２５ポンド／平方インチ）
、実施例１４は９５．７ＭＰａ（１３，８８０ポンド／平方インチ）、比較例５は８８．
７ＭＰａ（１２，８６５ポンド／平方インチ）と測定された。実施例１４の硬度は、歯冠
のような特定の用途に好適ではないが、歯冠ほど硬い必要のない充填性物質のような他の
用途には好適である。
【表２】

【０２７４】
　実施例１５：トーン（TONE）－ＩＥＭ及び有機ゲル化剤を含む硬化性歯科用組成物の調
製
　調製例２の重合性組成物を、表３に示した量の、調製例３の重合性組成物及びミリシッ
クス（MILLITHIX）と合わせ、この混合物を約８５℃に約６０分間加熱し、次いで、３０
００ｒｐｍでＤＡＣ　１５０　ＦＶＺ型スピードミキサー（SpeedMixer）（フラックテッ
ク社（FlackTek, Inc.）（サウスカロライナ州ランドラム（Landrum）により製造）を用
いて、それぞれ１分間２回混合した。次いでこの混合物に、表３に示した量のＭ５及びフ
ィラーＢを添加した。得られた混合物を、次いで、約８５℃で約１５分間加熱し、次いで
、３０００ｒｐｍでスピードミキサーを用いてそれぞれ１分間２回混合して、硬化性歯科
用組成物を得た。組成物を室温に冷却させ、次いで、組成物の硬化前機械的特性を上記の
ように評価した。２５℃で、硬度は１５５４ｇと測定された。硬化後直径引っ張り強度を
上記のように測定し、８６．５ＭＰａ（１２，５４６ポンド／平方インチ）と測定された
。
【０２７５】
　実施例１６：トーン（TONE）－ＩＥＭ及び有機ゲル化剤を含む硬化性歯科用組成物の調
製
　調製例２の重合性組成物を、表３に示した量の、調製例３の重合性組成物及びミリシッ
クス（MILLITHIX）と合わせ、この混合物を約８５℃に約６０分間加熱し、次いで、３０
００ｒｐｍでＤＡＣ　１５０　ＦＶＺ型スピードミキサー（SpeedMixer）（フラックテッ
ク社（FlackTek, Inc.）（サウスカロライナ州ランドラム（Landrum）により製造）を用
いて、それぞれ１分間２回混合した。次いでこの混合物に、表３に示した量のフィラーＢ
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を添加した。得られた混合物を、次いで、約８５℃で約１５分間加熱し、３０００ｒｐｍ
でスピードミキサーを用いてそれぞれ１分間２回混合して、硬化性歯科用組成物を得た。
組成物を室温に冷却させ、次いで、組成物の試料の硬化前機械的特性を上記のように評価
した。２５℃で、硬度は３８０４ｇと測定された。硬化後直径引っ張り強度を上記のよう
に測定し、８３．５ＭＰａ（１２，１１１ポンド／平方インチ）と測定された。
【０２７６】
　比較例６：歯科用組成物の調製
　比較例６の組成物は、本質的に実施例１６に記載した方法を用いて調製した。この組成
物は、表３に示した量の、調製例２の重合性組成物、調製例３の重合性組成物及びフィラ
ーＢを用いて調製した。組成物を室温に冷却させ、次いで、組成物の試料の硬化前機械的
特性を上記のように評価した。２５℃で、硬度は２５２５ｇと測定された。硬化後直径引
っ張り強度を上記のように測定し、７３．９ＭＰａ（１０，７１８ポンド／平方インチ）
と測定された。
【表３】

【０２７７】
　実施例１７～２０及び比較例７～９：歯冠の調製
　上小臼歯の形状を有する歯冠を、ポリ（エチレン－コ－ビニルアセテート）フィルム（
厚さ０．０７６ｍｍ（０．００３インチ）；１９重量％ビニルアセテート）及び本質的に
米国特許出願公開第２００５／００４０５５１号に記載した方法の４部鋼型を用いて、約
０．５ｇの実施例１３～１６及び比較例４～６の各歯科用組成物で成型した。各成型され
た歯冠を型から取り出し、室温で少なくとも２４時間静置させた。次いで、フィルムから
歯冠を取り外し、次いでタイポドント（typodont）内の調製したプラスチックの上小臼歯
上に歯冠を設けた後、各歯冠を評価した。評価基準は、歯冠のフィルムからの取り外し易
さ、歯冠をフィルムから取り外すときの成型された歯冠の形状の保持、タイポドント内の
調製された歯と歯冠との一致、及び歯冠と歯冠に隣接するタイポドント内の歯との間の接
触の形成を含む。各歯冠の評価結果を表４に示す。表４では、「柔性」は、器具で更に成
形するには歯冠が柔らか過ぎると考えられた、又は歯冠をフィルムから取り外すとき、そ
の形状が保持されなかったことを意味し、「脆性」は、歯冠を器具で更に成形するとき歯
冠内に亀裂が形成されたことを意味し、「展性」は、歯冠が、タイポドント内に取り付け
られ、器具で更に成形されるのに十分な硬度を有していたことを意味する。実施例１８の
組成物は歯冠には好適ではないが、充填性物質のような他の用途には好適であると考えら
れる。
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【表４】

【０２７８】
　実施例２１：歯科用組成物の調製
　調製例２の重合性組成物（９８重量部）を、実施例５の有機ゲル化剤（２重量部）と合
わせ、この混合物を３０００ｒｐｍでＤＡＣ　１５０　ＦＶＺ型スピードミキサー（Spee
dMixer）を用いて、約１分間攪拌した。この樹脂（２３重量部）を、フィラーＣ（６９．
３重量部）及びフィラーＡ（７．７重量部）と合わせ、混合物を８５℃に約２０分間加熱
し、次いで３０００ｒｐｍでスピードミキサーを用いて、それぞれ約１分間３回攪拌して
、有機ゲル化剤を含む硬化性歯科用組成物を得た。組成物を室温に冷却させ、次いで組成
物の試料の硬化前機械的特性を上記のように評価した。２５℃で、硬度は４０８ｇと測定
された。硬化後直径引っ張り強度を上記のように測定し、６０ＭＰａ（８，７０２ポンド
／平方インチ）と測定された。
【０２７９】
　実施例２２：歯科用組成物の調製
　実施例５の有機ゲル化剤の代わりに実施例６の有機ゲル化剤を用いたことを除き、本質
的に実施例１９に記載したように、硬化性歯科用組成物を調製した。組成物を室温に冷却
させ、次いで組成物の試料の硬化前機械的特性を上記のように評価した。２５℃で、硬度
は４３１ｇと測定された。硬化後直径引っ張り強度を上記のように測定し、６７ＭＰａ（
９７１８ポンド／平方インチ）と測定された。
【０２８０】
　実施例２３：歯科用組成物の調製
　実施例５の有機ゲル化剤の代わりに実施例７の有機ゲル化剤を用いたことを除き、本質
的に実施例１９に記載したように、硬化性歯科用組成物を調製した。組成物を室温に冷却
させ、次いで組成物の試料の硬化前機械的特性を上記のように評価した。２５℃で、硬度
は４９２ｇと測定された。硬化後直径引っ張り強度を上記のように測定し、６７ＭＰａ（
９７１８ポンド／平方インチ）と測定された。
【０２８１】
　比較例１０
　調製例２の重合性組成物（２３重量部）を、フィラーＣ（６９．３重量部）及びフィラ
ーＡ（７．７重量部）と合わせ、混合物を８５℃に約２０分間加熱し、次いで３０００ｒ
ｐｍでＤＡＣ　１５０　ＦＶＺ型スピードミキサー（SpeedMixer）を用いて、それぞれ約
１分間３回攪拌して、有機ゲル化剤を含む硬化性歯科用組成物を得た。組成物を室温に冷
却させ、次いで組成物の試料の硬化前機械的特性を上記のように評価した。２５℃で、硬
度は３０８ｇと測定された。硬化後直径引っ張り強度を上記のように測定し、６８ＭＰａ
（９８６３ポンド／平方インチ）と測定された。
【０２８２】
　実施例２４：有機ゲル化剤ＸＬＶＩの調製
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【化５４】

　７０℃で、１，１２－ジアミノドデカン（６４．５７ｇ）及びエチルアセテート（１．
０Ｌ）の機械的攪拌混合物に、約１時間にわたって２－イソシアナトエチルメタクリレー
ト（１００．０ｇ）を滴下した。次いで、混合物を７０℃で約２時間攪拌し、その後混合
物を室温に冷却させた。形成された白色固体を濾過により分離した。濾過した白色固体を
室温で乾燥させて、１５９．８ｇの生成物を得た。
【０２８３】
　実施例２５：有機ゲル化剤ＸＬＶＩＩの調製
【化５５】

　７０℃で、１，１０－ジアミノデカン（５５．４８ｇ）及びエチルアセテート（１．０
Ｌ）の機械的攪拌混合物に、約１時間にわたって２－イソシアナトエチルメタクリレート
（１００．００ｇ）を滴下した。次いで、混合物を７０℃で約１時間攪拌し、その後混合
物を室温に冷却させた。形成された白色固体を濾過により分離した。濾過した固体を熱メ
タノール（８００ｍＬ）に溶解させ、次いで得られた熱溶液を濾過した。濾液を室温に冷
却させ、次いで沈殿した固体を濾過した。固体を真空下で乾燥させて、白色固体として１
３０．０ｇの生成物を得た。
【０２８４】
　実施例２６：歯科用組成物の調製
　調製例２の重合性組成物（２．２４ｇ）を、実施例２４の有機ゲル化剤（０．０６ｇ）
と合わせ、この混合物を約８５℃に約２０分間加熱し、次いで３０００ｒｐｍでＤＡＣ　
１５０　ＦＶＺ型スピードミキサー（SpeedMixer）を用いて、１分間攪拌した。この混合
物に、フィラーＣ（６．９３ｇ）及びフィラーＡ（０．７７ｇ）を添加した。得られた混
合物を、次いで、スピードミキサーを用いて、それぞれ約１分間３回混合して、重合性有
機ゲル化剤を含む硬化性歯科用組成物を得た。組成物を室温に冷却させ、次いで組成物の
試料の硬化前機械的特性を上記のように評価した。２５℃で、硬度は７５７ｇと測定され
た。硬化後直径引っ張り強度を上記のように測定し、６８．１ＭＰａ（９８７７ポンド／
平方インチ）と測定された。
【０２８５】
　実施例２７：歯科用組成物の調製
　２．１８ｇの調製例２の重合性組成物及び０．１２ｇの実施例２４の有機ゲル化剤を用
いたことを除き、本質的に実施例２６に記載したように、実施例２７の組成物を調製した
。２５℃で、硬度は１０７１ｇと測定された。硬化後直径引っ張り強度を上記のように測
定し、７５．１ＭＰａ（１０，８９２ポンド／平方インチ）と測定された。
【０２８６】
　実施例２８：歯科用組成物の調製
　実施例２２の生成物の代わりに、０．０６ｇの実施例２５の有機ゲル化剤を用いたこと
を除き、本質的に実施例２６に記載したように、実施例２８の組成物を調製した。２５℃
で、硬度は７５５ｇと測定された。硬化後直径引っ張り強度を上記のように測定し、７１
．５ＭＰａ（１０，３７０ポンド／平方インチ）と測定された。
【０２８７】
　比較例１１
　調製例２の重合性組成物（２．２４ｇ）を約８５℃に加熱し、次いでフィラーＣ（６．
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９３ｇ）及びフィラーＡ（０．７７ｇ）と合わせた。得られた組成物を、次いで、ＤＡＣ
　１５０　ＦＶＺ型スピードミキサー（SpeedMixer）を用いて、それぞれ１分間３回混合
して、硬化性歯科用組成物を得た。組成物を室温に冷却させ、次いで組成物の試料の硬化
前機械的特性を上記のように評価した。２５℃で、硬度は４４８ｇと測定された。硬化後
直径引っ張り強度を上記のように測定し、７７．４ＭＰａ（１１，２２６ポンド／平方イ
ンチ）と測定された。
【０２８８】
　実施例２９：歯科用組成物の調製
　調製例７の重合性組成物（２．１６ｇ）を、実施例２４の有機ゲル化剤（０．１４ｇ）
と合わせ、この混合物を約８５℃に約２０分間加熱し、次いで３０００ｒｐｍでＤＡＣ　
１５０　ＦＶＺ型スピードミキサー（SpeedMixer）を用いて、１分間混合した。この混合
物に、フィラーＣ（６．９３ｇ）及びフィラーＡ（０．７７ｇ）を添加した。得られた組
成物を、次いで、スピードミキサーを用いて、それぞれ１分間２回混合して、重合性有機
ゲル化剤を含む硬化性歯科用組成物を得た。硬化後直径引っ張り強度を上記のように測定
し、６３．２ＭＰａ（９１６６ポンド／平方インチ）と測定された。
【０２８９】
　実施例３０：歯科用組成物の調製
　実施例２４の有機ゲル化剤の代わりに、０．１４ｇの実施例２５の有機ゲル化剤を用い
たことを除き、本質的に実施例２９に記載したように、実施例２８の生成物を調製した。
硬化後直径引っ張り強度を上記のように測定し、６６．８ＭＰａ（９６８９ポンド／平方
インチ）と測定された。
【０２９０】
　比較例１２
　調製例７の重合性組成物（２．２４ｇ）を約８５℃に加熱し、次いでフィラーＣ（６．
９３ｇ）及びフィラーＡ（０．７７ｇ）と合わせた。得られた組成物を、次いで、ＤＡＣ
　１５０　ＦＶＺ型スピードミキサー（SpeedMixer）を用いて、それぞれ約１分間３回混
合して、硬化性歯科用組成物を得た。硬化後直径引っ張り強度を上記のように測定し、７
１．３ＭＰａ（１０，３４１ポンド／平方インチ）と測定された。
【０２９１】
　実施例３１～３２及び比較例１３～１４
　本質的に実施例１７～２０及び比較例７～９に記載した手順により、実施例２９及び３
０並びに比較例１１及び１２の組成物それぞれを用いて、歯冠を成型した。評価基準は、
歯冠のフィルムからの取り外し易さ、歯冠をフィルムから取り外すときの成型された歯冠
の形状の保持、タイポドント内の調製された歯と歯冠との一致、及び歯冠と歯冠に隣接す
るタイポドント内の歯との間の接触の形成を含む。各歯冠の評価結果を表５に示す。表５
では、「柔性」は、歯冠が器具で更に成形されるには柔らか過ぎると考えられた、又は歯
冠をフィルムから取り外すとき、その形状が保持されなかったことを意味し、「展性」は
、歯冠がタイポドント内に取り付けられ、器具で更に成形されるのに十分な硬度を有して
いたことを意味する。
【表５】

【０２９２】
　実施例３３～３６及び比較例１５
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　幾つかの異なるアミノ糖有機ゲル化剤並びに以下のＵＤＭＡ及びプロクリレート（PROC
RYLATE）の樹脂混合物を用いて、上記のようにゲル化試験を実施した。表６に列挙したよ
うなアミノ糖有機ゲル化剤の試料（９０ｍｇ）、２．０ｇのＵＤＭＡ及び１．０ｇのプロ
クリレートを、スクリューキャップバイアル瓶に入れて、３％有機ゲル化剤を含有する樹
脂混合物を準備した。有機ゲル化剤が溶解するまで、混合物を約７０℃の温度に加熱し、
次いで混合物を室温に冷却させた。４時間後、バイアル瓶を逆さにした。液体の流動が見
られなかった場合、ゲルが形成されたと判断された。
【表６】

【０２９３】
　実施例３７～４１及び比較例１６～２０
　特定の樹脂、フィラー、並びに以下の表７、９、１１及び１３に記載した有機ゲル化剤
組成物を用いて、実施例１３で記載した一般的手順に従って、歯科用コンポジット製剤を
調製した。上記手順に従って、硬化前硬度試験を実施した。データを表８、１０、１２及
び１４に示した。

【表７】

【表８】

　ＣＴＨ＝一定温度及び湿度；即ち相対湿度５０％、２３℃
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【表９】

【表１０】

　ＣＴＨ＝一定温度及び湿度；即ち相対湿度５０％、２３℃

【表１１】

【表１２】

【表１３】

【表１４】

【０２９４】
　本明細書中に引用した特許、特許文献、及び刊行物の完全な開示は、それぞれが個々に
組み込まれたかのように、その全文が参照することにより組み込まれる。本発明の様々な
変更や改変は、本発明の範囲及び趣旨を逸脱せずに、当業者には明らかとなるであろう。
本発明は、本明細書で示される例示的な実施形態及び実施例によって不当に限定されるべ
く意図されないこと、並びに、かような実施例及び実施形態は、以下に示されるように、
本明細書に示す請求項によってのみ限定されるべく意図される本発明の範囲に沿った例示
として提示されること、を理解すべきである。
【手続補正書】
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【提出日】平成25年7月23日(2013.7.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）有機重合性成分と、
　（ｂ）下記の式：
　　ｉ）
【化１】

（式中、
　Ｒ1及びＲ2は、独立に、水素原子、アルキル基、Ｃ（Ｏ）Ｒ3、及びＳＯ2Ｒ

4からなる
群から選択され；
　Ｒ3及びＲ4は、独立に、アルキル基、アリール基、及びアラルキル基からなる群から選
択され；
　ｎは約２～約５の整数である）；又は
　　ｉｉ）
【化２】

（式中、
　Ｒ1、Ｒ2及びＲ3は、独立に、ＯＨ及びＮＲ5Ｒ6からなる群から選択され；
　Ｒ4は、ＯＨ、ＯＰ（Ｏ）（ＯＨ）2、ＯＳＯ3Ｈ、及びＮＲ5Ｒ6からなる群から選択さ
れ；
　Ｒ5及びＲ6は、独立に、水素原子、アルキル基、Ｃ（Ｏ）Ｒ7及びＳＯ2Ｒ

8からなる群
から選択され；
　Ｒ7及びＲ8は、独立に、アルキル基、アリール基、又はアラルキル基からなる群から選
択され；ただし、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3及びＲ4のうち少なくとも１つがＮＲ5Ｒ6である）
で表される、０．０１重量％～１０重量％のアミノ糖有機ゲル化剤、又はその薬剤として
許容される塩と、
　（ｃ）ナノスケール粒子を含むフィラー材料と、を含む硬化性歯科用組成物。
【請求項２】
　前記有機ゲル化剤が、下記式：
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【化３】

で表される化合物及びこれらの混合物からなる群から選択される、請求項１に記載の硬化
性歯科用組成物。
【請求項３】
　前記有機ゲル化剤が、下記式：
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【化４】

で表される化合物及びこれらの混合物からなる群から選択される、請求項２に記載の硬化
性歯科用組成物。
【請求項４】
　結晶性物質をさらに含む、請求項１に記載の硬化性歯科用組成物。
【請求項５】
　前記フィラー材料が６０％以上の量で存在する、請求項１に記載の硬化性歯科用組成物
。
【請求項６】
　第１形状及び１５℃～３８℃の温度で第２形状に形成されるのに十分な展性を有する硬
化性自立構造の形態である、請求項１～５のいずれか一項に記載の硬化性歯科用組成物。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか一項に記載の組成物を含む歯科用製品であって、予備形成され
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た歯冠である、歯科用製品。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２９４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２９４】
　本明細書中に引用した特許、特許文献、及び刊行物の完全な開示は、それぞれが個々に
組み込まれたかのように、その全文が参照することにより組み込まれる。本発明の様々な
変更や改変は、本発明の範囲及び趣旨を逸脱せずに、当業者には明らかとなるであろう。
本発明は、本明細書で示される例示的な実施形態及び実施例によって不当に限定されるべ
く意図されないこと、並びに、かような実施例及び実施形態は、以下に示されるように、
本明細書に示す請求項によってのみ限定されるべく意図される本発明の範囲に沿った例示
として提示されること、を理解すべきである。
 
　本発明は、以下の態様を包含する。
［１］
　有機重合性成分と、
　有機ゲル化剤と、
　結晶性物質と、を含む硬化性歯科用組成物。
［２］
　有機重合性成分と、
　有機ゲル化剤と、
　６０％以上のフィラー材料と、を含む硬化性歯科用組成物。
［３］
　有機重合性成分と、
　有機ゲル化剤と、
　ナノスケール粒子を含むフィラー材料と、を含む硬化性歯科用組成物。
［４］
　有機重合性成分と、
　重合性有機ゲル化剤と、を含む硬化性歯科用組成物。
［５］
　前記結晶性物質が反応性基を含む、上記［１］に記載の硬化性歯科用組成物。
［６］
　前記結晶性物質が、ポリエステル、ポリエーテル、ポリオレフィン、ポリチオエーテル
、ポリアリールアルキレン、ポリシラン、ポリアミド、ポリウレタン又はこれらの組み合
わせを含む、上記［１］に記載の組成物。
［７］
　前記結晶性物質が、一級ヒドロキシル末端基を含有する飽和直鎖脂肪族ポリエステルポ
リオールを含む、上記［６］に記載の組成物。
［８］
　フィラー材料を更に含む、上記［１］又は［５］～［７］のいずれか一項に記載の硬化
性歯科用組成物。
［９］
　前記フィラー材料が６０％以上の量で存在する、上記［３］又は［８］に記載の硬化性
歯科用組成物。
［１０］
　前記フィラー材料がナノスケール粒子を含む、上記［８］に記載の硬化性歯科用組成物
。
［１１］
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　前記ナノスケール粒子が凝集網状構造を形成する、上記［３］又は［１０］に記載の硬
化性歯科用組成物。
［１２］
　前記ナノスケール粒子がヒュームドシリカを含む、上記［１１］に記載の硬化性歯科用
組成物。
［１３］
　前記有機ゲル化剤が重合性である、上記［１］～［３］又は上記［５］～［１２］のい
ずれか一項に記載の硬化性歯科用組成物。
［１４］
　前記組成物が光重合性である、上記［１］～［１３］のいずれか一項に記載の硬化性歯
科用組成物。
［１５］
　前記重合性成分が、エポキシ樹脂、ビニルエーテル樹脂、エチレン性不飽和化合物及び
これらの組み合わせからなる群から選択される、上記［１４］に記載の硬化性歯科用組成
物。
［１６］
　前記組成物が化学重合性である、上記［１］～［１３］のいずれか一項に記載の硬化性
歯科用組成物。
［１７］
　前記化学重合性成分がエチレン性不飽和化合物を含む、上記［１６］に記載の硬化性歯
科用組成物。
［１８］
　前記有機ゲル化剤が尿素系有機ゲル化剤である、上記［１］～［１７］のいずれか一項
に記載の硬化性歯科用組成物。
［１９］
　前記有機ゲル化剤が、一般式：
【化５６】

（式中、各Ｍは、独立に、水素又は重合性基であり、各Ｘは、独立に、アルキレン基、シ
クロアルキレン基、アリーレン基、アレニレン基又はこれらの組み合わせであり、ｎは１
～３である）
で表されるものである、上記［１］～［１７］のいずれか一項に記載の硬化性歯科用組成
物。
［２０］
　前記有機ゲル化剤が、下記式：
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【化５７】

で表される化合物及びこれらの混合物からなる群から選択される、上記［１９］に記載の
硬化性歯科用組成物。
［２１］
　前記有機ゲル化剤がアミノ糖有機ゲル化剤である、上記［１］～［１７］のいずれか一
項に記載の硬化性歯科用組成物。
［２２］
　前記有機ゲル化剤が、一般式ＬＸＸＶ：
【化５８】

（式中、
　Ｒ1及びＲ2は、独立に、水素原子、アルキル基、Ｃ（Ｏ）Ｒ3、及びＳＯ2Ｒ

4からなる
群から選択され；
　Ｒ3及びＲ4は、独立に、アルキル基、アリール基、及びアラルキル基からなる群から選
択され；
　ｎは約２～約５の整数である）
で表されるアミノ糖有機ゲル化剤又はその薬剤として許容される塩である、上記［２１］
に記載の硬化性歯科用組成物。
［２３］
　前記有機ゲル化剤が、下記式：
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【化５９】

で表される化合物及びこれらの混合物からなる群から選択される、上記［２２］に記載の
硬化性歯科用組成物。
［２４］
　前記有機ゲル化剤が、一般式ＬＸＸＸＩＩＩ：
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【化６０】

（式中、
　Ｒ1、Ｒ2及びＲ3は、独立に、ＯＨ及びＮＲ5Ｒ6からなる群から選択され；
　Ｒ4は、ＯＨ、ＯＰ（Ｏ）（ＯＨ）2、ＯＳＯ3Ｈ、及びＮＲ5Ｒ6からなる群から選択さ
れ；
　Ｒ5及びＲ6は、独立に、水素原子、アルキル基、Ｃ（Ｏ）Ｒ7及びＳＯ2Ｒ

8からなる群
から選択され；
　Ｒ7及びＲ8は、独立に、アルキル基、アリール基、又はアラルキル基からなる群から選
択され；ただし、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3及びＲ4のうち少なくとも１つがＮＲ5Ｒ6である）
で表されるアミノ糖有機ゲル化剤、又はその薬剤として許容される塩である、上記［２１
］に記載の硬化性歯科用組成物。
［２５］
　前記有機ゲル化剤が、下記式：

【化６１】

で表される化合物及びこれらの混合物からなる群から選択される、上記［２４］に記載の
硬化性歯科用組成物。
［２６］
　歯科用修復材の形成に好適な、上記［１］～［２５］のいずれか一項に記載の硬化性歯
科用組成物。
［２７］
　第１形状及び１５℃～３８℃の温度で第２形状に形成されるのに十分な展性を有する硬
化性自立構造の形態である、上記［１］～［２５］のいずれか一項に記載の硬化性歯科用
組成物。
［２８］
　前記第２形状の構造の硬化時、硬化した構造が少なくとも２５ＭＰａの曲げ強度を有す
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る、上記［２７］に記載の硬化性歯科用組成物。
［２９］
　流動性である、上記［１］～［２５］のいずれか一項に記載の硬化性歯科用組成物。
［３０］
　歯列矯正用接着剤である、上記［１］～［２５］のいずれか一項に記載の硬化性歯科用
組成物。
［３１］
　充填性である、上記［１］～［２５］のいずれか一項に記載の硬化性歯科用組成物。
［３２］
　一般式：
【化６２】

（式中、各Ｍは、独立に、水素又は重合性基であり、各Ｘは、独立に、アルキレン基、シ
クロアルキレン基、アリーレン基、アレニレン基又はこれらの組み合わせであり、ｎは１
～３である）
で表される有機ゲル化剤。
［３３］
　下記式：
【化６３】

で表される化合物及びこれらの混合物からなる群から選択される、上記［３２］に記載の
有機ゲル化剤。
［３４］
　上記［１］～［３１］のいずれか一項に記載の組成物を含む歯科用製品。
［３５］
　予備形成された歯冠である、上記［３４］に記載の歯科用製品。
［３６］
　歯列矯正器具であって、
　前記組成物がその上にコーティングされた歯列矯正用接着剤である、上記［３４］に記
載の歯科用製品。
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［３７］
　有機重合性成分、有機ゲル化剤、及び結晶性物質を組み合わせて、硬化性歯科用組成物
を形成する工程を含む、硬化性歯科用組成物の調製方法。
［３８］
　有機重合性成分、有機ゲル化剤、及び６０％以上のフィラー材料を組み合わせて、硬化
性歯科用組成物を形成する工程を含む、硬化性歯科用組成物の調製方法。
［３９］
　有機重合性成分、有機ゲル化剤、及びナノスケール粒子を含むフィラー材料を組み合わ
せて、硬化性歯科用組成物を形成する工程を含む、硬化性歯科用組成物の調製方法。
［４０］
　有機重合性成分及び重合性有機ゲル化剤を組み合わせて、硬化性歯科用組成物を形成す
る工程を含む、硬化性歯科用組成物の調製方法。
［４１］
　前記硬化性歯科用組成物が、第１形状及び１５℃～３８℃の温度で第２形状に形成され
るのに十分な展性を有する自立構造である、上記［３７］～［４０］のいずれか一項に記
載の方法。
［４２］
　前記硬化性歯科用組成物が流動性である、上記［３７］～［４０］のいずれか一項に記
載の方法。
［４３］
　前記硬化性歯科用組成物が歯列矯正用接着剤である、上記［３７］～［４０］のいずれ
か一項に記載の方法。
［４４］
　前記硬化性歯科用組成物が充填性である、上記［３７］～［４０］のいずれか一項に記
載の方法。
［４５］
　有機重合性成分、有機ゲル化剤、及び結晶性物質を組み合わせて、硬化性歯科用組成物
を形成する工程と；
　前記硬化性歯科用組成物を歯科用製品に形成する工程と、を含む歯科用製品の調製方法
。
［４６］
　有機重合性成分、有機ゲル化剤、及び６０％以上のフィラー材料を組み合わせて、硬化
性歯科用組成物を形成する工程と；
　前記硬化性歯科用組成物を歯科用製品に形成する工程と、を含む歯科用製品の調製方法
。
［４７］
　有機重合性成分、有機ゲル化剤、及びナノスケール粒子を含むフィラー材料を組み合わ
せて、硬化性歯科用組成物を形成する工程と；
　前記硬化性歯科用組成物を歯科用製品に形成する工程と、を含む歯科用製品の調製方法
。
［４８］
　有機重合性成分、及び重合性有機ゲル化剤を組み合わせて、硬化性歯科用組成物を形成
する工程と；
　前記硬化性歯科用組成物を歯科用製品に形成する工程と、を含む歯科用製品の調製方法
。
［４９］
　前記歯科用製品が硬化性であり、前記硬化性歯科用製品の前記硬化性歯科用組成物が、
第１形状及び１５℃～３８℃の温度で第２形状に形成されるのに十分な展性を有する自立
構造である、上記［４５］～［４８］のいずれか一項に記載の方法。
［５０］
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　有機重合性成分、有機ゲル化剤、及び結晶性物質を組み合わせて、硬化性歯科用組成物
を形成する工程と；
　前記硬化性歯科用組成物を歯科用製品に塗布する工程と、を含む歯科用製品の調製方法
。
［５１］
　有機重合性成分、有機ゲル化剤、及び６０％以上のフィラー材料を組み合わせて、硬化
性歯科用組成物を形成する工程と；
　前記硬化性歯科用組成物を歯科用製品に塗布する工程と、を含む歯科用製品の調製方法
。
［５２］
　有機重合性成分、有機ゲル化剤、及びナノスケール粒子を含むフィラー材料を組み合わ
せて、硬化性歯科用組成物を形成する工程と；
　前記硬化性歯科用組成物を歯科用製品に塗布する工程と、を含む歯科用製品の調製方法
。
［５３］
　有機重合性成分、及び重合性有機ゲル化剤を組み合わせて、硬化性歯科用組成物を形成
する工程と；
　前記硬化性歯科用組成物を歯科用製品に塗布する工程と、を含む歯科用製品の調製方法
。
［５４］
　前記硬化性歯科用組成物が流動性である、上記［５０］～［５３］のいずれか一項に記
載の方法。
［５５］
　前記硬化性歯科用組成物が歯列矯正用接着剤である、上記［５０］～［５３］のいずれ
か一項に記載の方法。
［５６］
　前記歯科用製品が歯列矯正器具である、上記［５０］～［５３］のいずれか一項に記載
の方法。
［５７］
　第１形状及び１５℃～３８℃の温度で第２形状に形成されるのに十分な展性を有する自
立構造を有する上記［２６］に記載の硬化性歯科用組成物を含む、歯科用製品を提供する
工程と；
　被験体の口腔内の歯表面上又は歯表面のモデル上に前記歯科用製品を設ける工程と；
　被験体の口腔内又は歯表面のモデル上で前記歯科用製品の形状をカスタマイズする工程
と；
　前記歯科用製品の前記硬化性歯科用組成物を硬化する工程と、を含む歯科用製品の使用
方法。
［５８］
　流動性又は充填性である上記［２９］又は［３１］に記載の硬化性歯科用組成物を提供
する工程と；
　被験体の口腔内の歯表面上に前記歯科用製品を設け、前記歯表面が所望により歯科用接
着剤でコーティングされる工程と；
　前記硬化性歯科用組成物を硬化する工程と、を含む硬化性歯科用組成物の使用方法。
［５９］
　硬化性歯列矯正用接着剤である上記［３０］に記載の硬化性歯科用組成物を提供する工
程と；
　所望により歯科用接着剤でコーティングされる歯表面にブラケットが接触する前に、歯
列矯正用ブラケット上に前記硬化性歯列矯正用接着剤を設ける工程と；
　前記硬化性歯列矯正用接着剤を硬化する工程と、を含む歯科用製品の使用方法。
［６０］
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　硬化性歯列矯正用接着剤である上記［３０］に記載の硬化性歯科用組成物でコーティン
グされた歯列矯正用ブラケットを含む歯科用製品を提供する工程と；
　ブラケットを歯表面上に設け、前記歯表面が所望により歯科用接着剤でコーティングさ
れる工程と；
　前記硬化性歯列矯正用接着剤を硬化する工程と、を含む歯科用製品の使用方法。
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