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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
リン酸カルシウムおよび／または酸化チタンと無機基材とが化学結合してなる複合体の
製造方法であって、
（i）活性基を有するアルカンチオールと、
アルカンチオールと反応可能な金属、または当該金属元素を含む合金もしくは当該金属元
素を含む金属複合材料からなる無機基材とを反応させて、無機基材に活性基を導入する活
性基導入工程、
（ii）上記活性基導入工程によって無機基材に導入された活性基と、
上記活性基と反応可能な反応性官能基、並びにイソシアネート基、アルコキシシリル基、

10

カルボキシル基、および４‐メタクリロキシエチルトリメルリテートアンハイドライド基
からなる群より選ばれる少なくとも１つの官能基を有する化合物の反応性官能基とを反応
させて無機基材に官能基を導入する官能基導入工程、
(iii)上記官能基導入工程によって得られた官能基を有する無機基材と、
リン酸カルシウムおよび／または酸化チタンとを反応させる反応工程、
を含むことを特徴とする複合体の製造方法。
【請求項２】
リン酸カルシウムおよび／または酸化チタンと無機基材とが化学結合してなる複合体の
製造方法であって、
（i）活性基を有するアルカンチオールと、
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アルカンチオールと反応可能な金属、または当該金属元素を含む合金もしくは当該金属元
素を含む金属複合材料からなる無機基材とを反応させて、無機基材に活性基を導入する活
性基導入工程、
（ii

）上記活性基と反応可能な反応性官能基、並びにイソシアネート基、アルコキシ

シリル基、カルボキシル基、および４‐メタクリロキシエチルトリメルリテートアンハイ
ドライド基からなる群より選ばれる少なくとも１つの官能基を有する化合物と、
リン酸カルシウムおよび／または酸化チタンとを反応させることにより、リン酸カルシウ
ムおよび／または酸化チタンに反応性官能基を導入する反応性官能基導入工程、
(iii

)上記活性基導入工程によって得られた活性基を有する無機基材と、

上記反応性官能基導入工程によって得られた反応性官能基を有するリン酸カルシウムおよ
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び／または酸化チタンとを用い、上記反応性官能基と活性基とを反応させる反応工程を含
むことを特徴とする複合体の製造方法。
【請求項３】
上記アルカンチオールと反応可能な金属は、金または銀であることを特徴とする請求項
１または２に記載の複合体の製造方法。
【請求項４】
（i）活性基を有するアルカンチオールと、
アルカンチオールと反応可能な金属、または当該金属元素を含む合金もしくは当該金属元
素を含む金属複合材料からなる無機基材とを反応させて、無機基材に活性基を導入する活
性基導入工程、
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（ii）上記活性基導入工程によって無機基材に導入された活性基と、
上記活性基と反応可能な反応性官能基、並びにイソシアネート基、アルコキシシリル基、
カルボキシル基、および４‐メタクリロキシエチルトリメルリテートアンハイドライド基
からなる群より選ばれる少なくとも１つの官能基を有する化合物の反応性官能基とを反応
させて無機基材に官能基を導入する官能基導入工程、
を含むことを特徴とする官能基導入無機基材の製造方法。
【請求項５】
上記アルカンチオールと反応可能な金属は、金または銀であることを特徴とする請求項
４に記載の官能基導入無機基材の製造方法。
【請求項６】
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リン酸カルシウムおよび／または酸化チタンと無機基材とが化学結合してなる複合体の
製造方法であって、
（i

）シランカップリング反応によって、銅、または銅元素を含む合金もしくは銅元

素を含む金属複合材料からなる無機基材に活性基を導入する活性基導入工程、
（ii）上記活性基導入工程によって無機基材に導入された活性基と、
上記活性基と反応可能な反応性官能基、並びにイソシアネート基、アルコキシシリル基、
カルボキシル基、および４‐メタクリロキシエチルトリメルリテートアンハイドライド基
からなる群より選ばれる少なくとも１つの官能基を有する化合物の反応性官能基とを反応
させて無機基材に官能基を導入する官能基導入工程、
(iii)上記官能基導入工程によって得られた官能基を有する無機基材と、
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リン酸カルシウムおよび／または酸化チタンとを反応させる反応工程、
を含むことを特徴とする複合体の製造方法。
【請求項７】
リン酸カルシウムおよび／または酸化チタンと無機基材とが化学結合してなる複合体の
製造方法であって、
（i

）シランカップリング反応によって、銅、または銅元素を含む合金もしくは銅元

素を含む金属複合材料からなる無機基材に活性基を導入する活性基導入工程、
（ii

）上記活性基と反応可能な反応性官能基、並びにイソシアネート基、アルコキシ

シリル基、カルボキシル基、および４‐メタクリロキシエチルトリメルリテートアンハイ
ドライド基からなる群より選ばれる少なくとも１つの官能基を有する化合物と、
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リン酸カルシウムおよび／または酸化チタンとを反応させることにより、リン酸カルシウ
ムおよび／または酸化チタンに反応性官能基を導入する反応性官能基導入工程、
(iii

)上記活性基導入工程によって得られた活性基を有する無機基材と、

上記反応性官能基導入工程によって得られた反応性官能基を有するリン酸カルシウムおよ
び／または酸化チタンとを用い、上記反応性官能基と活性基とを反応させる反応工程を含
むことを特徴とする複合体の製造方法。
【請求項８】
（i

）シランカップリング反応によって、銅、または銅元素を含む合金もしくは銅元

素を含む金属複合材料からなる無機基材に活性基を導入する活性基導入工程、
（ii）上記活性基導入工程によって無機基材に導入された活性基と、

10

上記活性基と反応可能な反応性官能基、並びにイソシアネート基、アルコキシシリル基、
カルボキシル基、および４‐メタクリロキシエチルトリメルリテートアンハイドライド基
からなる群より選ばれる少なくとも１つの官能基を有する化合物の反応性官能基とを反応
させて無機基材に官能基を導入する官能基導入工程、
を含むことを特徴とする官能基導入無機基材の製造方法。
【請求項９】
上記化合物がシランカップリング剤であることを特徴とする請求項１、２、３、６、ま
たは７に記載の複合体の製造方法。
【請求項１０】
上記化合物がシランカップリング剤であることを特徴とする請求項４、５、または８に
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記載の官能基導入無機基材の製造方法。
【請求項１１】
リン酸カルシウムおよび／または酸化チタンと無機基材とが化学結合してなる複合体の
製造方法であって、
上記無機基材にカルボキシル基および／または４‐メタクリロキシエチルトリメルリテ
ートアンハイドライド基である官能基を導入する官能基導入工程と、
上記官能基導入工程によって得られたカルボキシル基および４‐メタクリロキシエチル
トリメルリテートアンハイドライド基からなる群より選ばれる少なくとも１つの官能基を
有する無機基材の官能基をイオン化させるイオン化工程、
上記イオン化工程によってイオン化された官能基と、リン酸カルシウムおよび／または
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酸化チタンの表面に存在するイオンとを反応させる反応工程を含むことを特徴とする複合
体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、酸化チタンおよび／またはリン酸カルシウムと無機基材とが化学結合してな
る複合体およびその製造方法、官能基導入無機化合物、医療用材料に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
シリコーンゴムや、ポリウレタン等の高分子基材は、生体不活性、長期安定性、強度お
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よび柔軟性等の特性を有しており、例えば経皮カテーテルのような医療用材料として広く
用いられている。しかし、上記例示の高分子基材は、生体不活性であるために、経皮部に
おいて生体組織との接着が起こらず、皮膚のダウングロース（上皮組織がカテーテル表面
に沿って内部へ陥入していく現象）、および、陥入部位における細菌感染の危険性が常に
問題となっている。
【０００３】
また、ステンレス鋼、Ｎｉ‑Ｔｉ合金、Ｃｏ‑Ｃｒ合金およびチタン系合金などの金属基
材等も上記高分子基材と同様に生体不活性、長期安定性を有しており、また、強度の面で
も非常に優れた性質を有しているので、ステント、人工骨、歯科材料等の医療用インプラ
ント材料として広く用いられている。しかし、上記金属基材もまた生体不活性であるので
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、生体組織との接着は起こらず、これら金属基材を生体内に埋植すると、この金属基材と
生体組織との間でずれが生じる結果となり、本来の機能を十分に発揮できなくなるような
問題が発生する。
【０００４】
ところで、ハイドロキシアパタイト等のリン酸カルシウム（以下、ＣＰと称する）は、
生体活性材料として、単独または無機材料や有機材料と複合化させて、医療分野において
広く用いられている。上記ＣＰは、例えば、経皮カテーテル等の部材として使用されてい
る。しかし、上記ＣＰは、もろく、成形性が悪く、そして金属基材との結合性がない。し
たがって、例えば、上記ＣＰを単に上記金属基材と組み合わせて経皮カテーテルとして用
いた場合には、金属基材とこのＣＰ端子との間隙から細菌感染が起こる可能性がある等の
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問題がある。
【０００５】
そこで、上記基材表面にハイドロキシアパタイト等のＣＰを修飾したＣＰ複合体が提案
されている。具体的には、例えば、ＣＰにて基材表面を修飾する方法としては、ガラスと
の複合化（特許文献１）、生体模倣反応（特許文献２）、交互浸漬法（特許文献３）を用
いたものがある。これらの特許文献に開示の構成では、ＣＰの結晶構造がアモスファス（
非晶質）のものしか使用できない。アモルファスのＣＰは、生体内で溶解しやすく生体活
性の持続が十分でない。また、上記特許文献に開示の修飾法の場合、基材表面にＣＰを物
理的に接着または堆積させている。つまり、ＣＰと基材との間の結合力が弱く、基材から
ＣＰが剥離する恐れがある。
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【０００６】
一方、高結晶性ＣＰセラミックスを用いる高分子表面修飾法では接着剤もしくは高分子
基材を溶融することにより複合化する製造方法（特許文献４）やスパッタリングイオンビ
ーム法（特許文献５）、プラズマ処理法（特許文献６、特許文献７）、レーザーアブレー
ション法（特許文献５）などがあるが、これは高分子基材の物性を損なう恐れがあり、ス
パッタリングイオンビーム法、プラズマ処理法、レーザーアブレーション法で行われたも
のはＣＰ粒子が均一でなくまた吸着しているのみであるので基材と粒子との間の結合力は
十分でなく、基材からＣＰ粒子が剥離する恐れがある。
【０００７】
つまり、上記特許文献に開示の方法では、ＣＰと基材とは、物理的な力によって接合（
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接着、蒸着、堆積等）されているのみであり、その接合力は弱く、基材からＣＰが剥離す
る恐れがある。
【０００８】
一方、酸化チタン（以下、ＴｉＯ２と称する）は、白色顔料としての特性を利用して塗
料、合成樹脂、インキ、製紙、化学繊維、等に混合・複合化されている。また、ＴｉＯ２
は、光触媒として脱臭剤、防汚材、抗菌・抗ウィルス・防カビ材、水処理材、抗がん剤（
材）等に用いられている。また、上記ＴｉＯ２は、化学的に極めて安定で毒性がない物質
として知られている。具体的には、例えば、１６ヶ月間飼育資料にＴｉＯ２を添加して与
えた動物試験、皮下注射、粉末注入を行った動物試験においても中毒症状が認められない
ことが報告されている。さらに、経口投与しても発癌性がないことが報告されている（非
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特許文献１）。
【０００９】
このようなＴｉＯ２を医療用材料として使用したものとしては、高い隠ぺい力による歯
科用レジンコンポジット充填剤（非特許文献２）や、光触媒効果による抗癌剤（非特許文
献３）、液体含有物非付着性カテーテルなどが提案されている。
【００１０】
そして、医療用材料として好適な、これらＴｉＯ２と上記基材とを複合化させたＴｉＯ
２複合体が提案されている。

【００１１】
上記ＴｉＯ２複合体の製造方法としては、具体的には、例えば、すき込み、または溶融
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による混合がある。また、高分子基材の表面にＴｉＯ２をコーティングする方法としては
、例えば、ディップ法、スピンコート法、スクリーン印刷法等がある。
【００１２】
しかしながら、上記製造方法によって製造されたＴｉＯ２複合体では、高分子基材およ
び酸化チタンが本来有する性質が変化する、または、ＴｉＯ２が高分子基材から剥離する
という問題点がある。
【００１３】
具体的には、すき込み、または、溶融によって製造されたＴｉＯ２複合体の場合には、
製造過程において、本来ＴｉＯ２または本来高分子基材が有する物性を損なう、または、
物性が変化してしまう。
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【００１４】
また、例えば高分子基材の表面に、ＴｉＯ２を上記コーティングする方法によって製造
されたＴｉＯ２複合体は、高分子基材表面にＴｉＯ２を塗布しただけである。つまりＴｉ
Ｏ２を物理的に接着または吸着させている。したがってＴｉＯ２が高分子基材の表面から
簡単に剥離することとなる。このように高分子基材からＴｉＯ２が簡単に剥離してしまう
と、ＴｉＯ２複合体としての機能を発揮することができない。
【００１５】
このように、上記従来のＣＰまたはＴｉＯ２を基材と複合化させた複合体は、ＣＰまた
はＴｉＯ２と基材とを物理的に接合（接着、蒸着、吸着、被覆等）しているのみであり、
基材からＣＰまたはＴｉＯ２が剥離するという問題がある。
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【００１６】
そこで、本願発明者等は、上記問題点を解決するために、ＣＰまたはＴｉＯ２と有機物
質からなる高分子基材とを化学結合を介して結合してなる複合体を提案している（特許文
献８、特許文献９、特許文献１０）。
【特許文献１】特開昭６３−２７００６１号公報（公開日；１９８８年１１月８日）
【特許文献２】特開平７−３０６２０１号公報（公開日；１９９５年１１月２１日）
【特許文献３】特開２０００−３４２６７６公報（公開日；２０００年１２月１２日）
【特許文献４】特開平１０−１５０６１号公報（公開日；１９９８年１月１０日）
【特許文献５】特開２００３−５２８０５号公報（公開日；２００３年２月２５日）
【特許文献６】特開平８−５６９６３号公報（公開日；１９９６年３月５日）
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【特許文献７】特開２００１−１９０６５３公報（公開日；２００１年７月１７日）
【特許文献８】特開２００１−１７２５１１公報（公開日；２００１年６月２６日）
【特許文献９】特開特開２００４−０５１９５２公報（公開日；２００４年２月１９日）
【特許文献１０】特開特開２００４−１４３４１７公報（公開日；２００４年５月２０日
）
【非特許文献１】『酸化チタン−物性と応用技術』ｐ８０、著者：清野学、出版社：ｐ技
術堂出版株式会社
【非特許文献２】K. Yoshida, et al., J. Biomed. Mater. Res. Appl. Biomater.,58, 5
25, （2001）
【非特許文献３】R. Cai, et al.,Cancer. Res.,52, 2346, (1992)
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
しかしながら、上記従来の構成では、ＣＰまたはＴｉＯ２と有機化合物からなる高分子
基材とを化学結合させた複合体を得ることはできても、例えば、金属単体のような無機基
材とＣＰまたはＴｉＯ２とを化学結合によって複合化させた複合体を得ることはできなか
った。
【００１８】
金属単体、特に、金および銀等、ガラスおよび水晶等の無機材料は、ＣＰまたはＴｉＯ
２と化学的に結合するための反応基を有していないため、これらを複合化することはでき
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ない。
【００１９】
本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、例えば、Au、Ag、
Cu、Ni、Ti、Zr、Al、Fe、Cr、Coまたはこれらの金属元素を含む合金もしくはこれらの金
属元素を含む金属複合材料等の金属、ガラス、水晶、雲母、セリサイト、カオリン、タル
ク、アルミナ等の無機基材とＣＰまたはＴｉＯ２とを化学結合によって結合させた複合体
およびその製造方法、そして、ＣＰまたはＴｉＯ２を化学結合させるための官能基を有す
る官能基導入無機基材およびその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２０】

10

本発明に係る複合体は、上記課題を解決するために、リン酸カルシウムおよび／または
酸化チタンと無機基材とが化学結合してなることを特徴としている。
【００２１】
上記の構成によれば、無機材料とリン酸カルシウムおよび／または酸化チタンとが化学
結合を介して結合している。これにより、従来のように、例えば、接着剤や蒸着等によっ
て無機基材表面に無機材料とリン酸カルシウムおよび／または酸化チタンを物理的に接合
した構成と比べて、強固に結合した複合体を提供することができる。
【００２２】
本発明に係る複合体は、イソシアネート基、アルコキシシリル基、カルボキシル基、お
よび４‐メタクリロキシエチルトリメルリテートアンハイドライド基からなる群より選ば
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れる少なくとも１つの官能基を有する無機基材と、リン酸カルシウムおよび／または酸化
チタンとが化学結合してなる構成がより好ましい。
【００２３】
上記イソシアネート基、アルコキシシリル基、カルボキシル基、および４‐メタクリロ
キシエチルトリメルリテートアンハイドライド基からなる群より選ばれる少なくとも１つ
の官能基は、リン酸カルシウムまたは酸化チタンと化学結合することができる。従って、
無機基材が上記官能基を有する場合には、当該無機基材と酸化チタンおよび／またはリン
酸カルシウムとを化学結合させることができる。これにより、無機基材の表面に強固に酸
化チタンまたはリン酸カルシウムが結合した複合体を提供することができる。また、酸化
チタンまたはリン酸カルシウムと無機基材との間は化学結合によって結合されているので

30

、例えば、従来のように無機基材と酸化チタンまたはリン酸カルシウムとを物理的に接着
（蒸着）している構成と比べて、酸化チタンまたはリン酸カルシウムが無機基材から剥離
することを防止することができる。
【００２４】
本発明に係る複合体は、上記化学結合が、イオン的相互作用による結合である構成がよ
り好ましい。
【００２５】
本発明に係る複合体は、上記無機基材が、金属、ガラス、水晶、雲母、セリサイト、カ
オリン、タルク、アルミナである構成がより好ましく、さらに、金属が、Au、Ag、Cu、Ni
、Ti、Zr、Al、Fe、Cr、Coまたはこれらの金属元素を含む合金もしくはこれらの金属元素
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を含む金属複合材料である構成がより好ましい。
【００２６】
上記の構成によれば、無機基材として、金属、ガラス、水晶、雲母、セリサイト、カオ
リン、タルク、アルミナを用いることが可能であり、従来、酸化チタンまたはリン酸カル
シウムを物理的に接着（蒸着）させることしかできなかった基材を用いて、複合体を得る
ことができる。
【００２７】
本発明に係る医療用材料は、上記複合体を用いてなることを特徴としている。
【００２８】
上記の構成によれば、リン酸カルシウムおよび／または酸化チタンと無機基材とが化学
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結合によって結合しているので、例えば、接着剤等を用いて構成されている複合体と比べ
て、上記接着剤等が溶出するおそれがない。従って、医療用材料として好適に用いること
ができる。
【００２９】
本発明に係る官能基導入無機基材は、上記の課題を解決するために、無機基材にイソシ
アネート基、アルコキシシリル基、および４‐メタクリロキシエチルトリメルリテートア
ンハイドライド基からなる群より選ばれる少なくとも１つの官能基が導入されてなること
を特徴としている。
【００３０】
これにより、リン酸カルシウムおよび／または酸化チタンと直接化学結合することがで
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きる官能基導入無機基材を得ることができる。
【００３１】
本発明に係る官能基導入無機基材は、上記無機基材が、金属、ガラス、水晶、雲母、セ
リサイト、カオリン、タルク、アルミナであることを特徴とする請求項１記載の官能基導
入無機基材。
【００３２】
本発明に係る官能基導入無機基材は、上記金属が、Au、Ag、Cu、Ni、Ti、Zr、Al、Fe、
Cr、Coまたはこれらの金属元素を含む合金もしくはこれらの金属元素を含む金属複合材料
であることがより好ましい。
【００３３】
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上記の構成によれば、Au、Ag、Cu、Ni、Ti、Zr、Al、Fe、Cr、Coまたはこれらの金属元
素を含む合金もしくはこれらの金属元素を含む金属複合材料に上記官能基が導入された官
能基導入無機基材を提供することができる。
【００３４】
本発明に係る複合体の製造方法は、上記の課題を解決するために、イソシアネート基、
アルコキシシリル基、カルボキシル基、および４‐メタクリロキシエチルトリメルリテー
トアンハイドライド基からなる群より選ばれる少なくとも１つの官能基を有する無機基材
と、リン酸カルシウムおよび／または酸化チタンとを反応させる反応工程を含むことを特
徴としている。
【００３５】
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上記官能基は、酸化チタンおよびリン酸カルシウムと化学結合することができる。従っ
て、上記官能基を有する無機基材の官能基をリン酸カルシウムまたは酸化チタンと反応さ
せることにより、リン酸カルシウムおよび／または酸化チタンと無機基材とが化学結合を
介して結合された複合体を提供することができる。
【００３６】
また、上記の構成によれば、上記官能基は、リン酸カルシウムおよび／または酸化チタ
ンと直接化学結合することが可能であるので、リン酸カルシウムおよび／または酸化チタ
ンに上記官能基と反応することができる活性基を導入する必要がない。つまり、リン酸カ
ルシウムおよび／または酸化チタンに化学的前処理を行う必要がない。従って、より簡単
に複合体を製造することができる。
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【００３７】
また、リン酸カルシウムおよび／または酸化チタンに、化学的前処理を行う必要がない
ので、この化学的前処理のためにリン酸カルシウムおよび／または酸化チタンの生体活性
が損なわれたり、変性したりする恐れがない。
【００３８】
本発明に係る複合体の製造方法は、上記反応工程の前に、無機基材に上記官能基を導入
する官能基導入工程を含む構成がより好ましい。
【００３９】
上記の構成によれば、無機基材に上記官能基を導入しているので、上記官能基を有して
いない無機基材であっても、複合体を製造することができる。
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【００４０】
本発明に係る複合体の製造方法は、上記官能基導入工程では、反応性官能基とイソシア
ネート基およびアルコキシシリル基からなる群より選ばれる少なくとも１つの官能基とを
含む化合物を用いて、上記反応性官能基と無機基材とを反応させる構成がより好ましい。
【００４１】
本発明に係る複合体の製造方法は、さらに、官能基導入工程の前に、無機基材に活性基
を導入する活性基導入工程を含み、官能基導入工程では、反応性官能基とイソシアネート
基およびアルコキシシリル基からなる群より選ばれる少なくとも１つの官能基とを含む化
合物を用いて、該反応性官能基と上記活性基とを反応させる構成がより好ましい。
【００４２】
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上記の構成によれば、無機基材に上記反応性官能基と反応することができる活性基を導
入するので、多種の反応性官能基を選択することができる。これにより、上記官能基をよ
り簡単に導入することができる。
【００４３】
本発明に係る複合体の製造方法は、上記化合物がシランカップリング剤であり、上記官
能基導入工程は、アルコキシシリル基と反応性官能基とを含む上記化合物を界面活性剤に
て保護する保護工程と、上記保護工程により保護された保護化合物の反応性官能基と、当
該反応性官能基と反応可能な無機基材とを、水系溶媒中で反応させることにより無機基材
にアルコキシシリル基を導入する構成がより好ましい。
【００４４】
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アルコキシシリル基は、水系溶媒中では水と反応して加水分解が起こるために、そのま
までは、アルコキシシリル基を無機基材に導入することはできない。そこで、界面活性剤
を用いて、上記アルコキシシリル基を保護することにより、水系溶媒中であっても、良好
にアルコキシシリル基を無機基材に導入することができる。
【００４５】
本発明に係る複合体の製造方法は、上記無機基材が金であり、上記活性基導入工程では
、金−チオール反応によって金に活性基を導入する構成がより好ましい。
【００４６】
上記の構成によれば、金−チオール反応によって金に活性基を導入するので、化学的に
非常に安定な金を用いて複合体を製造することができる。
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【００４７】
本発明に係る複合体の製造方法は、上記無機基材が銅であり、上記活性基導入工程では
、シランカップリング反応によって銅に活性基を導入する構成がより好ましい。
【００４８】
上記の構成によれば、シランカップリング反応によって銅に活性基を導入するので、銅
に簡単に活性基を導入することができる。また、シランカップリング反応を行うには、シ
ランカップリング剤を用いればよいので、銅に簡単に活性基を導入することができる。
【００４９】
本発明に係る複合体の製造方法は、上記化合物がシランカップリング剤である構成がよ
り好ましい。
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【００５０】
シランカップリング剤は、アルコキシシリル基と反応性官能基とを有しているので、簡
単に、無機基材にアルコキシシリル基を導入することができる。
【００５１】
本発明に係る複合体の製造方法は、上記反応工程の前に、無機基材にカルボキシル基お
よび／または４‐メタクリロキシエチルトリメルリテートアンハイドライド基である官能
基を導入する官能基導入工程と、上記官能基をイオン化させるイオン化工程を含む構成が
より好ましい。
【００５２】
本発明に係る複合体の製造方法は、反応性官能基を有するリン酸カルシウムおよび／ま
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たは酸化チタンと、活性基を有する無機基材とを用い、上記活性基と反応性官能基とを反
応させる構成がより好ましい。
【００５３】
本発明に係る複合体の製造方法は、無機基材と反応可能な反応基を有するリン酸カルシ
ウムおよび／または酸化チタンの当該反応基と上記無機基材とを反応させる構成がより好
ましい。
【００５４】
上記の構成によれば、無機基材の化学的前処理等を行うことなく、直接反応させること
ができるので、無機基材の物性が変化することを防止できる。
【００５５】
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本発明に係る複合体の製造方法は、上記無機基材が、金属、ガラス、水晶、雲母、セリ
サイト、カオリン、タルク、アルミナである構成がより好ましい。
【００５６】
本発明に係る官能基導入無機基材の製造方法は、イソシアネート基、アルコキシシリル
基、および４‐メタクリロキシエチルトリメルリテートアンハイドライド基からなる群よ
り選ばれる少なくとも１つの官能基と、無機基材と反応可能な反応性官能基とを有する化
合物を用いて、上記反応性官能基と無機基材とを反応させることを特徴としている。
【００５７】
本発明に係る官能基導入無機基材の製造方法は、上記無機基材に反応性官能基と反応可
能な活性基を導入する活性基導入工程を含み、上記反応性官能基と上記活性基とを反応さ
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せる構成がより好ましい。
【００５８】
本発明に係る官能基導入無機基材の製造方法は、上記無機基材は、金属、ガラス、水晶
、雲母、セリサイト、カオリン、タルク、アルミナである構成がより好ましい。
【発明の効果】
【００５９】
本発明に係る複合体は、リン酸カルシウムおよび／または酸化チタンと無機基材とが化
学結合してなる構成である。
【００６０】
それゆえ、従来のように、例えば、接着剤や蒸着等によって無機基材表面に無機材料と
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リン酸カルシウムおよび／または酸化チタンを物理的に接合した構成と比べて、強固に結
合した複合体を提供することができるという効果を奏する。
【００６１】
本発明に係る複合体の製造方法は、イソシアネート基、アルコキシシリル基、カルボキ
シル基、および４‐メタクリロキシエチルトリメルリテートアンハイドライド基からなる
群より選ばれる少なくとも１つの官能基を有する無機基材と、リン酸カルシウムおよび／
または酸化チタンとを反応させる反応工程を含む構成である。
【００６２】
それゆえ、上記官能基を有する無機基材の官能基をリン酸カルシウムまたは酸化チタン
と反応させることにより、リン酸カルシウムおよび／または酸化チタンと無機基材とが化
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学結合を介して結合された複合体を提供することができるという効果を奏する。
【００６３】
また、上記官能基は、リン酸カルシウムおよび／または酸化チタンと直接化学結合する
ことが可能であるので、リン酸カルシウムおよび／または酸化チタンに上記官能基と反応
することができる活性基を導入する必要がなく、リン酸カルシウムおよび／または酸化チ
タンに化学的前処理を行う必要がないため、より簡単に複合体を製造することができると
いう効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６４】
本発明の一実施形態について説明すると以下の通りである。すなわち、本実施の形態に
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かかる複合体は、金属、ガラス、水晶、雲母、セリサイト、カオリン、タルク、アルミナ
等の無機基材と、酸化チタンまたはリン酸カルシウムとが化学結合を介して結合されてい
る構成である。より詳細には、上記複合体は、イソシアネート基、アルコキシシリル基、
カルボキシル基、および４‐メタクリロキシエチルトリメルリテートアンハイドライド基
からなる群より選ばれる少なくとも１つの官能基とリン酸カルシウムおよび／または酸化
チタンとが化学結合（共有結合およびイオン的相互作用による結合）している構成である
。
【００６５】
（酸化チタン）
本実施の形態にかかる酸化チタンは、例えば、化学式；ＴｉＯ２等で表される化合物で
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あるとともに、この化合物の表面に水酸基を有するものである。すなわち、本実施の形態
にかかる酸化チタンとは、表面に水酸基を有している酸化チタンを示す。
【００６６】
具体的に説明すると、上記ＴｉＯ２の場合、酸化チタンの表面を最も多く占めている結
晶面、すなわち、アナターゼ型の（００１）面とルチル型の（１１０）面とには、２種類
の水酸基が存在している。その１つは、Ｔｉ４+と結合しているターミナルＯＨ基であり
、もう１つは、２個のＴｉ４+と結合しているブリッジＯＨ基である（清野学著、酸化チ
タン

物性と応用、技法堂出版、２０００参照）。

【００６７】
そして、本実施の形態にかかる酸化チタンは、生体組織との親和性および生体環境にお
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ける安定性が優れているために、医療用材料として好適である。
【００６８】
上記酸化チタンは、粒子状であることがより好ましい。粒子状である場合、酸化チタン
粒子の形状および粒子径としては、上記酸化チタンと後述する無機基材とが化学結合する
ことにより、無機基材の表面に固定できる程度の粒子の形状および粒子径であればよい。
具体的には、上記粒子径の下限値としては、０．００１μｍ以上がより好ましく、０．０
１μｍ以上がさらに好ましい。一方、上記粒子径の上限値としては、１０００μｍ以下で
あることがより好ましく、１００μｍ以下であることがさらに好ましい。上記粒子径が１
０００μｍよりも大きいと、または、０．００１μｍよりも小さいと、酸化チタンと後述
する無機基材との結合が相対的に弱くなり、生体に埋入した場合に、複合体が破損する場
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合がある。
【００６９】
（リン酸カルシウム）
上記リン酸カルシウムは、生体活性が高い。上記リン酸カルシウムとしては、具体的に
は、例えば、ハイドロキシアパタイト（Ｃａ１０（ＰＯ４）６（ＯＨ）２）、トリリン酸
カルシウム（β（α）−トリリン酸カルシウム（Ｃａ３（ＰＯ４）２））、メタリン酸カ
ルシウム（Ｃａ（ＰＯ３）２）、オクタリン酸カルシウム（ＯＣＰ）、Ｃａ１０（ＰＯ４
）６Ｆ２、Ｃａ１０（ＰＯ４）６Ｃｌ２等が挙げられる。なお、上記リン酸カルシウムは
、湿式法や、乾式法、加水分解法、水熱法等の公知の製造方法によって、人工的に製造さ
れたものであってもよく、また、骨、歯等から得られる天然由来のものであってもよい。
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また、上記リン酸カルシウムには、水酸イオンおよび／またはリン酸イオンの一部がスト
ロンチウムイオン、バリウムイオン、ナトリウムイオン、重炭酸イオン、炭酸イオン、塩
化物イオン、フッ化物イオン等で置換された化合物等が含まれていてもよい。上記例示の
うち、ハイドロキシアパタイトが好適である。
【００７０】
そして、上記リン酸カルシウムとして、リン酸カルシウムを焼結させたリン酸カルシウ
ム焼結体（リン酸カルシウムセラミックスとも呼ばれる）を使用することも可能である。
リン酸カルシウム焼結体は、非晶質のリン酸カルシウムと比べて、結晶性が高く、生体に
おいて溶解性が低い。上記リン酸カルシウム焼結体は、アモルファス（非晶質）のリン酸
カルシウムを焼結させることにより得られる。具体的には、例えば、アモルファスのリン
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酸カルシウムを８００℃〜１３００℃の温度範囲内で所定時間、焼結させることにより、
リン酸カルシウム焼結体を得ることができる。上記リン酸カルシウムを焼結させることに
よって、結晶性を高めることができ、例えば、生体内（象牙細管内および象牙細管の露出
面）に導入した場合における溶解性を小さくすることができる。このリン酸カルシウムの
結晶性の度合いは、Ｘ線回折法（ＸＲＤ）により、測定することができる。具体的には、
各結晶面を示すピークの半値幅が狭ければ狭いほど結晶性が高い。
【００７１】
そして、本実施の形態にかかるリン酸カルシウムの表面には、Ｃａ１０（ＰＯ４）６（
ＯＨ）２が存在していることがより好ましい。このＣａ１０（ＰＯ４）６（ＯＨ）２は、
リン酸カルシウムの表面に存在していればよく、リン酸カルシウム全量に対して、０．１

10

重量％程度含まれていればよいが、５０重量％以上含まれていることがより好ましく、９
０重量％以上含まれていることがさらに好ましい。また、上記リン酸カルシウムには、リ
ン酸カルシウムの水酸イオンおよび／またはリン酸イオンの一部が炭酸イオン、塩化物イ
オン、フッ化物イオン等で置換された化合物が含まれていてもよい。さらに、上記リン酸
カルシウムには、アモルファスのハイドロキシアパタイトを焼結する際に生じる、リン酸
三カルシウム等が含まれていてもよい。
【００７２】
また、上記リン酸カルシウム焼結体は、生体組織との親和性および生体環境における安
定性が優れているために、医療用材料、特に歯科用材料として好適である。また、上記リ
ン酸カルシウム焼結体は、生体内で溶解し難い。従って、生体内で長期間、生体活性を維
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持することができる。
【００７３】
ここで、上記リン酸カルシウム焼結体の製造方法について説明する。本実施の形態にか
かるリン酸カルシウムは、アモルファスのリン酸カルシウムを焼結させることにより得る
ことができる。上記リン酸カルシウムは、湿式法や、乾式法、加水分解法、水熱法等の公
知の製造方法によって、人工的に製造されたものであってもよく、また、骨、歯等から得
られる天然由来のものであってもよい。
【００７４】
また、例えば、リン酸カルシウム焼結体を製造する場合、上記アモルファスのリン酸カ
ルシウムを焼結させる焼結温度の下限値としては、８００℃以上がより好ましく、９００
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℃以上がさらに好ましく、１０００℃以上が特に好ましい。焼結温度が８００℃よりも低
いと、焼結が十分でない場合がある。一方、焼結温度の上限値としては、１３００℃以下
がより好ましく、１２５０℃以下がさらに好ましく、１２００℃以下が特に好ましい。焼
結温度が１３００℃よりも高いと、リン酸カルシウムが分解する場合がある。従って、焼
結温度を、上記範囲内とすることにより、生体内で溶解し難い（結晶性が高い）リン酸カ
ルシウム焼結体を製造することができる。また、焼結時間としては、特に限定されるもの
ではなく、適宜設定すればよい。
【００７５】
上記リン酸カルシウム（またはリン酸カルシウム焼結体）は、粒子状であることがより
好ましい。より詳細には、上記粒子径の下限値としては、０．００１μｍ以上がより好ま
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しく、０．０１μｍ以上がさらに好ましい。上記粒子径が０．００１μｍよりも小さいと
、上記リン酸カルシウムが溶出する恐れがある。一方、上記粒子径の上限値としては、１
０００μｍ以下であることがより好ましく、１００μｍ以下であることがさらに好ましい
。上記粒子径が１０００μｍよりも大きいと、リン酸カルシウム焼結体と後述する無機基
材との結合が相対的に弱くなり、上記複合体が破損する恐れがある。
【００７６】
また、上記リン酸カルシウムの焼結温度およびリン酸カルシウム焼結体の粒子径を制御
することにより、例えば、得られたリン酸カルシウム複合体を生体内に埋入させたとき、
リン酸カルシウム焼結体の溶出速度を制御することができる。つまり、上記焼結温度およ
び上記粒子径を制御することにより、用途に応じた、リン酸カルシウム複合体の物性を設
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計することができる。
【００７７】
また、例えば、リン酸カルシウム焼結体を構成する材料として、ハイドロキシアパタイ
ト焼結体またはβ−トリリン酸カルシウムを用いる場合、該ハイドロキシアパタイト焼結
体またはβ−トリリン酸カルシウムは、生体組織との親和性および生体環境における安定
性が優れているために、医療用材料として好適である。また、ハイドロキシアパタイト焼
結体は、生体内で溶解し難い。従って、例えば、上記ハイドロキシアパタイト焼結体を用
いてリン酸カルシウム複合体を製造した場合には、生体内で長期間、生体活性を維持する
ことができる。
（無機基材）

10

上記無機基材は、無機化合物から構成されている。上記無機基材を構成する材料として
は、具体的には、例えば、金属、ガラス、水晶、雲母、セリサイト、カオリン、タルク、
アルミナ等が挙げられる。また、上記金属としては、具体的には、アルカンチオールと反
応可能な金属、および、アルコキシシリル基と反応可能な金属等が挙げられ、詳細には、
アルカンチオールと反応可能な金（Au）、銀（Ag）、および、アルコキシシリル基と反応
可能な銅（Cu）、ニッケル（Ni）等が挙げられる。また、上記金属としては、他にTi、Zr
、Al、Fe、Cr、Co等を用いても良い。また、上記アルカンチオールとしては、炭素数が１
〜１０程度のものであればよい。
【００７８】
また、上記無機基材の形状としては、例えば、シート状、繊維状、チューブ状、網目状
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、棒状または、多孔体でもよく、用途に応じて適宜選択すればよい。
【００７９】
また、例えば無機基材を異なる材料等に接合したものを用いても良い。具体的には例え
ば、金を鉄等の金属上に蒸着したものを用いても良い。この場合、上記金が無機基材とな
る。
【００８０】
また、上記無機基材の表面には、リン酸カルシウムおよび／または酸化チタンと化学結
合可能な官能基が導入されていてもよい。上記官能基としては、例えば、イソシアネート
基、アルコキシシリル基、カルボキシル基、および４‐メタクリロキシエチルトリメルリ
テートアンハイドライド基等が挙げられる。このように、上記無機基材の表面に上記官能
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基が存在する場合には、上記官能基とリン酸カルシウムおよび／または酸化チタンとを反
応させることにより複合体を得ることができる。
【００８１】
また、上記無機基材の表面には、リン酸カルシウム自体とイオン的相互作用によって化
学結合可能な官能基を有していてもよい。なお、上記「イオン的相互作用」については、
後述する。
（複合体）
上記複合体は、上記リン酸カルシウムおよび／または酸化チタンと、上記無機基材とが
化学結合で結合されている。換言すると、上記複合体は、上記無機基材の表面にリン酸カ
ルシウムおよび／または酸化チタンが化学結合している。
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【００８２】
より詳細に説明すると、上記複合体は、活性基を有する無機基材と、該活性基と反応可
能な反応性官能基を有するリン酸カルシウムおよび／または酸化チタンとからなる複合体
であって、上記（１）活性基と反応性官能基とが化学結合してなる構成であってもよく、
また、（２）リン酸カルシウムおよび／または酸化チタンが、当該リン酸カルシウムおよ
び／または酸化チタンと化学結合可能なイソシアネート基、アルコキシシリル基、カルボ
キシル基、および４‐メタクリロキシエチルトリメルリテートアンハイドライド基からな
る群より選ばれる少なくとも１つの官能基を有する無機基材に化学結合してなる複合体で
あって、上記リン酸カルシウムおよび／または酸化チタンと、上記官能基とが、直接、化
学結合してなる構成であってもよい。

50

(13)

JP 4649654 B2 2011.3.16

【００８３】
また、上記複合体が例えば、リン酸カルシウムのうちのハイドロキシアパタイト焼結体
とイソシアネート基（―ＮＣＯ）またはアルコキシシリル基を有する無機基材とを結合さ
せた複合体である場合、無機基材の表面には、ハイドロキシアパタイト焼結体が化学結合
されている。具体的には、ハイドロキシアパタイト焼結体に存在する水酸基（−ＯＨ）と
、上記無機基材の表面に存在するイソシアネート基（―ＮＣＯ）またはアルコキシシリル
基とが、直接、化学結合している。上記無機基材のアルコキシシリル基が−Ｓｉ≡（ＯＲ
）３である場合、ハイドロキシアパタイト焼結体と無機基材との間には、化学式（１）に
示すような結合が存在することとなる。
【００８４】
【化１】

10

20
【００８５】
（ただし、上記Ｘは無機基材を示し、Ｙはハイドロキシアパタイト焼結体を示す）
上記の場合、無機基材が備えている１つの（−Ｓｉ≡（ＯＲ）３）に対して、ハイドロ
キシアパタイト焼結体の３個の水酸基が反応していることとなる。従って、例えば、アル
コキシシリル基の数が少ない無機基材であっても、ハイドロキシアパタイト焼結体を多く
結合させることができる。従って、無機基材にアルコキシシリル基を導入する場合には、
この導入するアルコキシシリル基の数を、従来と比べて、減らすことができる。なお、上
記化学式（１）のケイ素原子（Ｓｉ）は、無機基材が有するアルコキシシリル基の一部で
ある。具体的には、上記ケイ素原子は、表面修飾したグラフト鎖の一部でもよく、高分子
鎖が有するアルコキシシリル基の一部でもよい。また、上記化学式（１）の酸素原子（Ｏ
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）は、無機基材が有するアルコキシシリル基の一部、または、ハイドロキシアパタイト焼
結体が有する水酸基の一部である。また、上記化学式（１）のＸとＳｉとの間は、高分子
鎖で結合されていてもよく、低分子鎖で結合されていてもよく、直接結合していてもよい
。
【００８６】
また、上記官能基がイソシアネート基の場合には、ハイドロキシアパタイト焼結体と無
機基材とは、ウレタン結合で化学結合されている。
【００８７】
また、上記複合体は、リン酸カルシウムおよび／または酸化チタンと無機基材とが、例
えば、イオン結合のようなイオン的相互作用による化学結合を介して結合していてもよい
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。これについては後述する。
（複合体の製造方法）
ここで、本実施の形態にかかる複合体の製造方法について説明する。上記複合体の製造
方法は、大別すると３つの方法が挙げられる。具体的には、（１）酸化チタンまたはリン
酸カルシウムと反応可能な官能基を有するまたは上記官能基が導入された無機基材と、酸
化チタンまたはリン酸カルシウムとを反応させる、（２）無機基材と反応可能な反応基を
有するまたは上記反応基が導入された酸化チタンおよび／またはリン酸カルシウムと、無
機基材とを反応させる、（３）反応性官能基を有するまたは当該反応性官能基が導入され
たリン酸カルシウムおよび／または酸化チタンと、上記反応性官能基と反応する活性基を
有するまたは当該活性基が導入された無機基材とを反応させる、の３つの方法が挙げられ
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る。
【００８８】
上記（１）の方法は、酸化チタンまたはリン酸カルシウムの表面を修飾する（化学的前
処理を行う）必要がないので、上記酸化チタンまたはリン酸カルシウムの物性が損なわれ
ることを防止できる。また、上記（２）の方法は、無機基材の表面を修飾する（化学的前
処理を行う）必要がないので、上記無機基材の物性が損なわれることを防止できる。上記
（３）の方法は、酸化チタンまたはリン酸カルシウムと無機基材との間で形成される化学
結合の種類を容易に選択することができる。
【００８９】
以下に、上記（１）の方法である、酸化チタンまたはリン酸カルシウムと反応可能な官
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能基を有するまたは上記官能基が導入された無機基材と、酸化チタンまたはリン酸カルシ
ウムとを反応させる方法について説明する。より具体的には、イソシアネート基、アルコ
キシシリル基、カルボキシル基、および４‐メタクリロキシエチルトリメルリテートアン
ハイドライド基からなる群より選ばれる少なくとも１つの官能基を有する無機基材と、リ
ン酸カルシウムおよび／または酸化チタンとを反応させる反応工程を含む方法である。な
お、以下の説明では、無機基材として金を用いて、金に上記官能基を導入するために、ま
ず、金に活性基を導入する活性基導入工程を行い、次に、上記活性基と反応可能な反応性
官能基と上記官能基とを含む化合物（シランカップリング剤）を用いて、上記金に官能基
を導入する官能基導入工程を含む方法について説明する。
（活性基導入工程）
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活性基導入工程では、活性基を有するアルカンチオール（チオール化合物）を用いて金
に活性基を導入する。上記アルカンチオールは、チオール基（−ＳＨ）を有しており、上
記チオール基が金と反応（金−チオール反応（金−イオウ結合））し、金に活性基が導入
される。
【００９０】
上記活性基を有するアルカンチオールとしては、具体的には、例えば、活性基として水
酸基を有する２−メルカプトエタノール、３−メルカプト−２−ペンタノン、３−メルカ
プト−１−ヘキサノール、３−メルカプトフェノール、３−メルカプト−１，２−プロピ
オンジオール、（３−メルカプトプロピル）トリメトキシシラン、３−メルカプトプロピ
ルトリエトキシシラン、３−メルカプトプロピルメチルジメトキシシラン等が挙げられる
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。つまり、例えば、活性基としてアミノ基を選択する場合には、アミノ基を有するアルカ
ンチオールを使用すればよく、活性基としてビニル基を選択する場合には、ビニル基を有
するアルカンチオールを選択すればよい。
【００９１】
上記金に対する活性基の導入率（重量％）の下限値としては、０．１重量％以上がより
好ましく、１．０重量％以上がさらに好ましく、２．０重量％以上が特に好ましい。導入
率が０．１重量％よりも少ないと、金に導入されるアルコキシシリル基の数が少なくなり
、複合体を製造することができなくなる恐れがある。一方、導入率の上限値としては、３
０重量％以下がより好ましく、２５重量％以下がさらに好ましく、２０重量％以下が特に
好ましい。上記導入率が３０重量％よりも多いと、金に導入された活性基の数が多くなり
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、この活性基同士が反応する場合がある。
（官能基導入工程）
官能基導入工程では、金に官能基を導入する。具体的には、上記金に導入された活性基
と反応可能な反応性官能基と上記イソシアネート基、アルコキシシリル基、カルボキシル
基、および４‐メタクリロキシエチルトリメルリテートアンハイドライド基からなる群よ
り選ばれる少なくとも１つの官能基とを有する化合物を用いて、金に上記官能基を導入す
る。
【００９２】
ここで、金にアルコキシシリル基を導入する方法の１つとして、シランカップッリング
剤（化合物）を用いて導入する方法について説明する。なお、金にアルコキシシリル基を

50

(15)

JP 4649654 B2 2011.3.16

導入する方法は、この方法に限定されるものではなく、種々の方法を採用することができ
る。
【００９３】
シランカップリング剤は、化学式（２）に示すような化学構造をしている。
【００９４】
Ｚ−Ｓｉ≡（ＯＲ）３

・・・（２）

上記Ｚは、活性基と化学結合することができる反応性官能基であればよく、具体的には
、例えば、ビニル基、エポキシ基、アミノ基、（メタ）アクリロキシ基、メルカプト基等
が挙げられる。また、上記ＯＲは、リン酸カルシウムおよび／または酸化チタンと化学結
合することができるものであればよく、具体的には、例えば、メトキシ基、エトキシ基等
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が挙げられる。また、上記化学式（２）中の反応性官能基であるＺとＳｉとは、高分子鎖
で結合されていてもよく、低分子鎖で結合されていてもよく、直接結合されていてもよい
。
【００９５】
すなわち、上記シランカップリング剤としては、具体的には、例えば、ビニルトリクロ
ルシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン等のビニル系シランカ
ップリング剤；β−（３，４エポキシシクロヘキシル）エチルトリメトキシシラン、γ−
グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、γ−グリシドキシプロピルメチルジエトキシ
シラン、γ−グリシドキシプロピルトリエトキシシラン等のエポキシ系シランカップリン
グ剤；ｐ−スチリルトリメトキシシラン等のスチリル系シランカップリング剤；γ−メタ
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クリロキシプロピルメチルジメトキシシラン、γ−メタクリロキシプロピルトリメトキシ
シラン、γ−メタクリロキシプロピルメチルジエトキシシラン、γ−メタクリロキシプロ
ピルトリエトキシシラン等のメタクリロキシ系シランカップリング剤；γ−アクリロキシ
プロピルトリメトキシシラン等のアクリロキシ系シランカップリング剤；Ｎ−β（アミノ
エチル）γ−アミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ−β（アミノエチル）γ−アミノプ
ロピルメチルジメトキシメトキシシラン、Ｎ−β（アミノエチル）γ−アミノプロピルト
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、γ−アミノプロピルトリエ
トキシシラン、γ−トリエトキシ−Ｎ−（１，３−ジメチル−ブチリデン）プロピルアミ
ン、Ｎ−フェニル−γ−アミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ−（ビニルベンジル）−
β−アミノエチル−γ−アミノプロピルトリメトキシシランの塩酸塩、特殊アミノシラン
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等のアミノ系シランカップリング剤；γ−ウレイドプロピルトリエトキシシラン等のウレ
イド系シランカップリング剤；γ−クロロプロピルトリメトキシシラン等のクロロプロピ
ル系シランカップリング剤；γ−メルカプトプロピルトリメトキシシラン、γ−メルカプ
トプロピルメチルジメトキシシラン等のメルカプト系シランカップリング剤；ビス（トリ
エトキシプロピル）テトラスルフィド等のスルフィド系シランカップリング剤；γ−イソ
シアネートプロピルトリエトキシシラン等のイソシアネート系シランカップリング剤等が
挙げられる。上記例示のシランカップリング剤のうち、重合性モノマーであるという点で
、γ−メタクリロキシプロピルトリメトキシシランがより好ましい。上記シランカップリ
ング剤は、無機基材の種類、および、無機基材表面に導入された活性基の種類等によって
適宜選択すればよい。

40

【００９６】
次に、金に導入された活性基と、末端に反応性官能基を有するシランカップリング剤と
を重合することにより、金に上記官能基であるアルコキシシリル基を導入する。
【００９７】
上記シランカップリング剤としては、末端の反応性官能基が、金に導入された活性基と
重合することができるものであればよく、特に限定されるものではないが、活性基として
ビニル基を導入した場合には、上記メタクリロキシ系シランカップリング剤である例えば
、γ−メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン等を好適に使用することができる。
【００９８】
そして、上記シランカップリング剤と活性基が導入された金とを、重合開始剤、溶媒の
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存在下で重合させることにより、金にアルコキシシリル基を導入することができる。
【００９９】
上記溶媒としては、トルエン、ヘキサン等の炭化水素系溶媒等の無極性の有機溶媒が好
適に使用される。
【０１００】
また、重合開始剤としては、例えば、アゾビスイソブチロニトリル、過酸化ベンゾイル
等を用いればよい。
【０１０１】
上記シランカップリング剤の使用量（添加量）の下限値としては、上記活性基が導入さ
れた金に対して、１０重量％以上がより好ましく、５０重量％以上がさらに好ましく、１
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００重量％以上が特に好ましい。上記使用量が１０重量％よりも少ないと、十分なリン酸
カルシウムおよび／または酸化チタンと反応するだけのアルコキシシリル基を導入するこ
とができない場合がある。一方、上記使用量の上限値としては、５００重量％以下がより
好ましく、４００重量％以下がさらに好ましく、３００重量％以下が特に好ましい。上記
使用量が５００重量％よりも多いと、経済的でない。
【０１０２】
また、重合は、窒素雰囲気下で行うことがより好ましい。重合温度の下限値としては、
４０℃以上がより好ましく、４５℃以上がさらに好ましく、５０℃以上が特に好ましい。
重合温度が４０℃よりも低いと、重合が十分に起こらず、無機基材に官能基が導入されな
い場合がある。一方、重合温度の上限値としては、８０℃以下がより好ましく、７５℃以
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下がさらに好ましく、７０℃以下が特に好ましい。重合温度が８０℃よりも高いと、重合
量をコントロールできなくなる。また、経済的でもない。なお、重合時間としては、所望
の導入率（金に官能基が導入される割合）となるように適宜設定すればよい。
【０１０３】
また、金に対する上記官能基の導入率（重量％）の下限値としては、０．１重量％以上
がより好ましく、１重量％以上がさらに好ましい。ここで、導入率とは、金の単位重量あ
たりに導入されたシランカップリング剤カップリング剤の重量の割合である。上記導入率
が０．１重量％以上であれば、上記金に、十分な酸化チタンおよび／またはリン酸カルシ
ウムを結合させることができる。一方、上記導入率の上限値としては、特に限定されるも
のではないが、上記導入率が１００重量％よりも高いと、金に結合する酸化チタンおよび
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／またはリン酸カルシウムの量が多くなりすぎ、経済的でない場合がある。なお、上記官
能基の導入率については、最終的に得られる複合体の使用目的に合わせて適宜設定すれば
よい。
【０１０４】
次に、上記官能基がイソシアネート基である場合について説明する。イソシアネート基
を末端に有するモノマーと活性基が導入された金と重合させて、金にイソシアネート基を
導入する場合には、イソシアネート基が反応溶媒中の活性水素と反応して失活する恐れが
あるために、脱水ジメチルスルフォキシド、脱水ジメチルフォルムアミド等の脱水溶媒中
で反応させることが好ましい。
【０１０５】
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また、活性水素を有する、水またはアルコール中で、末端にイソシアネート基有するモ
ノマーを上記活性基と反応させる場合には、上記イソシアネート基が上記活性水素と反応
するため、イソシアネート基を保護する必要がある。具体的には、例えば、上記イソシア
ネート基を、フェノール、イミダゾール、オキシム、Ｎ−ヒドロキシイミド、アルコール
、ラクタム、活性メチレン複合体等のブロック剤を用いて、保護することにより重合を行
うことができる。イソシアネート基を保護している上記ブロック剤は、加熱することによ
り脱離させることができる。従って、イソシアネート基を有するモノマーをブロック剤で
保護して、金に導入された活性基と重合させた後に、加熱することにより、金にイソシア
ネート基を導入することができる。
【０１０６】
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上記ブロック剤として、例えば、フェノールを用いた場合、１１０〜１２０℃の範囲内
で加熱することにより、イソシアネート基を保護しているブロック剤を脱離させることが
できる。また、ブロック剤として、例えば、イミダゾールを用いた場合には１１０〜１３
０℃の範囲内、オキシムを用いた場合には１３０〜１５０℃の範囲内で加熱することによ
り、上記ブロック剤を脱離させることができる。上記ブロック剤としては、具体的には、
例えば、メチルサリチレート、メチル−ｐ−ヒドロキシベンゾエート等のフェノール含有
化合物；イミダゾール；メチルエチルケトキシム、アセトンオキシム等のオキシム含有化
合物等が挙げられる。また、金に導入された活性基の種類によっては、例えば、Ｎ−ヒド
ロキシフタルイミド、Ｎ−ヒドロキシスクシンイミド等のＮ−ヒドロキシイミド含有化合
物；メトキシプロパノール、エチルヘキサノール、ペントール、エチルラクテート等のア
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ルコール含有化合物；カプロラクタム、ピロリジノン等のラクタム含有化合物；エチルア
セトアセテート等の活性メチレン化合物等を使用してもよい。
【０１０７】
なお、金に、アルコキシシリル基またはイソシアネート基を導入する方法としては、上
記説明の方法に限定されるものではなく、種々の方法を用いることができる。また、上記
反応条件については、金、アルカンチオールおよびシランカップリング剤の種類等によっ
て、適宜設定されるものであり、特に限定されるものではない。このようにして、金の表
面に官能基を導入することができる。
【０１０８】
なお、上記反応性官能基と上記活性基との他の組み合わせとしては、後述する実施の形
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態３に示す。
【０１０９】
また、無機基材にアルコキシシリル基を導入するためにシランカップリング剤が有する
反応性官能基（アルコキシシリル基ではない）と、無機基材の活性基とを水系溶媒中で反
応させる場合には、シランカップリング剤のアルコキシシリル基を、界面活性剤を用いて
保護することにより、水系溶媒中であっても、無機基材にアルコキシシリル基を導入する
ことができる。これについては、後述する。
【０１１０】
（反応工程）
反応工程では、上記官能基導入工程により、金（無機基材）に導入されたアルコキシシ
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リル基またはイソシアネート基と、リン酸カルシウムおよび／または酸化チタンとを反応
させる。具体的には、リン酸カルシウムおよび／または酸化チタンを分散させた分散液に
、上記アルコキシシリル基が導入された金（以下、導入物と称する）を浸漬することによ
り、導入物の表面にリン酸カルシウムおよび／または酸化チタンを吸着させる。そして、
上記表面に吸着したリン酸カルシウムおよび／または酸化チタンと、アルコキシシリル基
またはイソシアネート基とを反応させる。なお、以下の説明では、導入物として、アルコ
キシシリル基が導入された金であり、リン酸カルシウムがハイドロキシアパタイト焼結体
である例について説明する。なお、ハイドロキシアパタイト焼結体とは、アモルファスの
ハイドロキシアパタイトを焼結させたものである。
【０１１１】
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上記ハイドロキシアパタイト焼結体を分散させる分散媒としては、具体的には、例えば
、トルエン、ヘキサン等の炭化水素系溶媒；アルコール類；テトラヒドロフラン、ジエチ
ルエーテル等のエーテル系溶媒；アセトン、メチルエチルケトン等のケトン系溶媒；等の
有機溶媒が挙げられる。上記例示の溶媒のうち、ハイドロキシアパタイト焼結体を良好に
分散させたり、アルコキシシリル基を保護している界面活性剤を脱離させたりするという
点で、アルコール類が好適に使用される。これら分散媒としては、１種類のみを用いても
よく、また、複数の分散媒を併用して使用してもよい。また、例えば、ヘキサンやトルエ
ン等の炭化水素系溶媒を用いる場合、ハイドロキシアパタイト焼結体を良好に分散させる
ためには、例えば、（１）スターラー等の攪拌装置で強力に攪拌する、（２）超音波装置
を用いて分散させる、（３）上記攪拌装置および超音波装置を併用する、等の方法を用い
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ればよい。
【０１１２】
上記分散液の調整において、ハイドロキシアパタイト焼結体の添加量の下限値としては
、上記分散媒に対して、０．０１重量％以上がより好ましく、０．０２重量％以上がさら
に好ましく、０．０５重量％以上が特に好ましい。上記ハイドロキシアパタイト焼結体の
添加量が０．０１重量％よりも少ないと、上記導入物の表面に均一にハイドロキシアパタ
イト焼結体が吸着せず、均一な被覆表面を形成できなくなる場合がある。一方、上記ハイ
ドロキシアパタイト焼結体の添加量の上限値としては、上記分散媒に対して、５．０重量
％以下がより好ましく、４．０重量％以下がさらに好ましく、３．０重量％以下が特に好
ましい。上記添加量が５．０重量％よりも多い場合には、上記導入物の表面に吸着するハ
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イドロキシアパタイト焼結体の量よりも、分散液に残存するハイドロキシアパタイト焼結
体の量が著しく多くなり、経済的でない。
【０１１３】
上記導入物の表面に吸着したハイドロキシアパタイト焼結体の水酸基と導入物に導入さ
れている上記アルコキシシリル基とを反応させる反応温度の下限値としては、２５℃以上
がより好ましく、５０℃以上がさらに好ましく、８０℃以上が特に好ましい。上記反応温
度が２５℃よりも低いと、ハイドロキシアパタイト焼結体と上記アルコキシシリル基とが
反応しない場合がある。一方、上記反応温度の上限値としては、２００℃以下がより好ま
しく、１７５℃以下がさらに好ましく、１５０℃以下が特に好ましい。上記反応温度が２
００℃よりも高い場合には、導入物が分解する場合がある。
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【０１１４】
なお、上記分散液に導入物を浸漬した後、反応させる前に、上記分散媒と同じ溶媒で、
導入物を洗浄することがより好ましい。上記分散液に浸漬した後の導入物の表面には、ハ
イドロキシアパタイト焼結体が積層されており、洗浄しないで反応させると、ハイドロキ
シアパタイト焼結体が積層されるため、導入物の物性を損なわせる場合がある。
【０１１５】
また、必要に応じて、真空条件下で反応させてもよい。真空条件下でハイドロキシアパ
タイト焼結体とアルコキシシリル基とを反応させることにより、より早くハイドロキシア
パタイト複合体を製造することができる。なお、真空条件下で反応させる場合、反応を行
う圧力としては、０．０１ｍｍＨｇ（１．３３ｋＰａ）〜１０ｍｍＨｇ（１３．３ｋＰａ
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）の範囲内が好ましい。圧力を上記範囲内とすることにより、ハイドロキシアパタイト焼
結体の水酸基とアルコキシシリル基とを反応させる際に発生するメタノール（エタノール
）を除去することができる。
【０１１６】
なお、用いる無機基材の種類、および、官能基の種類によって、上記反応工程の反応条
件や溶媒の種類等は適宜変更すればよい。
【０１１７】
また、少なくとも分子中に２個のアルコキシシリル基を有する化合物を用い、無機基材
として銅、ニッケル、ガラスまたは水晶を用いる場合には、アルコキシシリル基は、リン
酸カルシウムおよび／または酸化チタンと無機基材と反応することが可能であるため、こ
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の化合物を無機基材と反応した後で、リン酸カルシウムおよび／または酸化チタンを反応
することができる。また、その逆、すなわち、リン酸カルシウムおよび／または酸化チタ
ンと上記化合物を反応させた後で、無機基材を反応させることができる。
【０１１８】
以上のように、本実施の形態にかかる複合体は、上記課題を解決するために、リン酸カ
ルシウムおよび／または酸化チタンと無機基材とが化学結合してなる構成である。
【０１１９】
上記の構成によれば、無機材料とリン酸カルシウムおよび／または酸化チタンとが化学
結合を介して結合している。これにより、従来のように、例えば、接着剤や蒸着等によっ
て無機基材表面に無機材料とリン酸カルシウムおよび／または酸化チタンを物理的に接合
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した構成と比べて、強固に結合した複合体を提供することができる。
【０１２０】
本実施の形態にかかる複合体は、イソシアネート基、アルコキシシリル基、カルボキシ
ル基、および４‐メタクリロキシエチルトリメルリテートアンハイドライド基からなる群
より選ばれる少なくとも１つの官能基を有する無機基材と、リン酸カルシウムおよび／ま
たは酸化チタンとが化学結合してなる構成がより好ましい。
【０１２１】
上記イソシアネート基、アルコキシシリル基、カルボキシル基、および４‐メタクリロ
キシエチルトリメルリテートアンハイドライド基からなる群より選ばれる少なくとも１つ
の官能基は、リン酸カルシウムまたは酸化チタンと化学結合することができる。従って、
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無機基材が上記官能基を有する場合には、当該無機基材と酸化チタンおよび／またはリン
酸カルシウムとを化学結合させることができる。これにより、無機基材の表面に強固に酸
化チタンまたはリン酸カルシウムが結合した複合体を提供することができる。また、酸化
チタンまたはリン酸カルシウムと無機基材との間は化学結合によって結合されているので
、例えば、従来のように無機基材と酸化チタンまたはリン酸カルシウムとを物理的に接着
（蒸着）している構成と比べて、酸化チタンまたはリン酸カルシウムが無機基材から剥離
することを防止することができる。
【０１２２】
本実施の形態にかかる複合体は、上記化学結合が、イオン的相互作用による結合である
構成がより好ましい。
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【０１２３】
本実施の形態にかかる複合体は、上記無機基材が、金属、ガラス、水晶、雲母、セリサ
イト、カオリン、タルク、アルミナである構成がより好ましく、さらに、金属が、Au、Ag
、Cu、Ni、Ti、Zr、Al、Fe、Cr、Coまたはこれらの金属元素を含む合金もしくはこれらの
金属元素を含む金属複合材料である構成がより好ましい。
【０１２４】
上記の構成によれば、無機基材として、金属、ガラス、水晶、雲母、セリサイト、カオ
リン、タルク、アルミナを用いることが可能であり、従来、酸化チタンまたはリン酸カル
シウムを物理的に接着（蒸着）させることしかできなかった基材を用いて、複合体を得る
ことができる。

30

【０１２５】
本実施の形態にかかる医療用材料は、上記複合体を用いてなることを特徴としている。
【０１２６】
上記の構成によれば、リン酸カルシウムおよび／または酸化チタンと無機基材とが化学
結合によって結合しているので、例えば、接着剤等を用いて構成されている複合体と比べ
て、上記接着剤等が溶出するおそれがない。従って、医療用材料として好適に用いること
ができる。
【０１２７】
本実施の形態にかかる官能基導入無機基材は、無機基材にイソシアネート基、アルコキ
シシリル基、および４‐メタクリロキシエチルトリメルリテートアンハイドライド基から
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なる群より選ばれる少なくとも１つの官能基が導入されてなる構成である。これにより、
リン酸カルシウムおよび／または酸化チタンと直接化学結合することができる官能基導入
無機基材を得ることができる。
【０１２８】
本実施の形態にかかる官能基導入無機基材は、上記無機基材が、金属、ガラス、水晶、
雲母、セリサイト、カオリン、タルク、アルミナであることを特徴とする請求項１記載の
官能基導入無機基材。
【０１２９】
本実施の形態にかかる官能基導入無機基材は、上記金属が、Au、Ag、Cu、Ni、Ti、Zr、
Al、Fe、Cr、Coまたはこれらの金属元素を含む合金もしくはこれらの金属元素を含む金属
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複合材料であることがより好ましい。上記の構成によれば、Au、Ag、Cu、Ni、Ti、Zr、Al
、Fe、Cr、Coまたはこれらの金属元素を含む合金もしくはこれらの金属元素を含む金属複
合材料に上記官能基が導入された官能基導入無機基材を提供することができる。
【０１３０】
本実施の形態にかかる複合体の製造方法は、イソシアネート基、アルコキシシリル基、
カルボキシル基、および４‐メタクリロキシエチルトリメルリテートアンハイドライド基
からなる群より選ばれる少なくとも１つの官能基を有する無機基材と、リン酸カルシウム
および／または酸化チタンとを反応させる反応工程を含む構成である。
【０１３１】
上記官能基は、酸化チタンおよびリン酸カルシウムと化学結合することができる。従っ
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て、上記官能基を有する無機基材の官能基をリン酸カルシウムまたは酸化チタンと反応さ
せることにより、リン酸カルシウムおよび／または酸化チタンと無機基材とが化学結合を
介して結合された複合体を提供することができる。
【０１３２】
また、上記の構成によれば、上記官能基は、リン酸カルシウムおよび／または酸化チタ
ンと直接化学結合することが可能であるので、リン酸カルシウムおよび／または酸化チタ
ンに上記官能基と反応することができる活性基を導入する必要がない。つまり、リン酸カ
ルシウムおよび／または酸化チタンに化学的前処理を行う必要がない。従って、より簡単
に複合体を製造することができる。
【０１３３】
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また、リン酸カルシウムおよび／または酸化チタンに、化学的前処理を行う必要がない
ので、この化学的前処理のためにリン酸カルシウムおよび／または酸化チタンの生体活性
が損なわれたり、変性したりする恐れがない。
【０１３４】
本実施の形態にかかる複合体の製造方法は、上記反応工程の前に、無機基材に上記官能
基を導入する官能基導入工程を含む構成がより好ましい。上記の構成によれば、無機基材
に上記官能基を導入しているので、上記官能基を有していない無機基材であっても、複合
体を製造することができる。
【０１３５】
本実施の形態にかかる複合体の製造方法は、上記官能基導入工程では、反応性官能基と
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イソシアネート基およびアルコキシシリル基からなる群より選ばれる少なくとも１つの官
能基とを含む化合物を用いて、上記反応性官能基と無機基材とを反応させる構成がより好
ましい。
【０１３６】
本実施の形態にかかる複合体の製造方法は、さらに、官能基導入工程の前に、無機基材
に活性基を導入する活性基導入工程を含み、官能基導入工程では、反応性官能基とイソシ
アネート基およびアルコキシシリル基からなる群より選ばれる少なくとも１つの官能基と
を含む化合物を用いて、該反応性官能基と上記活性基とを反応させる構成がより好ましい
。上記の構成によれば、無機基材に上記反応性官能基と反応することができる活性基を導
入するので、多種の反応性官能基を選択することができる。これにより、上記官能基をよ
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り簡単に導入することができる。
【０１３７】
本実施の形態にかかる複合体の製造方法は、上記化合物がシランカップリング剤であり
、上記官能基導入工程は、アルコキシシリル基と反応性官能基とを含む上記化合物を界面
活性剤にて保護する保護工程と、上記保護工程により保護された保護化合物の反応性官能
基と、当該反応性官能基と反応可能な無機基材とを、水系溶媒中で反応させることにより
無機基材にアルコキシシリル基を導入する構成がより好ましい。アルコキシシリル基は、
水系溶媒中では水と反応して加水分解が起こるために、そのままでは、アルコキシシリル
基を無機基材に導入することはできない。そこで、界面活性剤を用いて、上記アルコキシ
シリル基を保護することにより、水系溶媒中であっても、良好にアルコキシシリル基を無
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機基材に導入することができる。
【０１３８】
本実施の形態にかかる複合体の製造方法は、上記無機基材が金であり、上記活性基導入
工程では、金−チオール反応によって金に活性基を導入する構成がより好ましい。
【０１３９】
上記の構成によれば、金−チオール反応によって金に活性基を導入するので、化学的に
非常に安定な金を用いて複合体を製造することができる。
【０１４０】
本実施の形態にかかる複合体の製造方法は、上記無機基材が銅であり、上記活性基導入
工程では、シランカップリング反応によって銅に活性基を導入する構成がより好ましい。
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【０１４１】
上記の構成によれば、シランカップリング反応によって銅に活性基を導入するので、銅
に簡単に活性基を導入することができる。また、シランカップリング反応を行うには、シ
ランカップリング剤を用いればよいので、銅に簡単に活性基を導入することができる。
【０１４２】
本実施の形態にかかる複合体の製造方法は、上記化合物がシランカップリング剤である
構成がより好ましい。
【０１４３】
シランカップリング剤は、アルコキシシリル基と反応性官能基とを有しているので、簡
単に、無機基材にアルコキシシリル基を導入することができる。
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【０１４４】
本実施の形態にかかる複合体の製造方法は、無機基材と反応可能な反応基を有するリン
酸カルシウムおよび／または酸化チタンの当該反応基と上記無機基材とを反応させる構成
がより好ましい。上記の構成によれば、無機基材の化学的前処理等を行うことなく、直接
反応させることができるので、無機基材の物性が変化することを防止できる。
【０１４５】
本実施の形態にかかる複合体の製造方法は、上記無機基材が、金属、ガラス、水晶、雲
母、セリサイト、カオリン、タルク、アルミナである構成がより好ましい。
【０１４６】
本実施の形態にかかる官能基導入無機基材の製造方法は、イソシアネート基、アルコキ
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シシリル基、および４‐メタクリロキシエチルトリメルリテートアンハイドライド基から
なる群より選ばれる少なくとも１つの官能基と、無機基材と反応可能な反応性官能基とを
有する化合物を用いて、上記反応性官能基と無機基材とを反応させることを特徴としてい
る。
【０１４７】
本実施の形態にかかる官能基導入無機基材の製造方法は、上記無機基材に反応性官能基
と反応可能な活性基を導入する活性基導入工程を含み、上記反応性官能基と上記活性基と
を反応させる構成がより好ましい。
【０１４８】
本実施の形態にかかる官能基導入無機基材の製造方法は、上記無機基材は、金属、ガラ
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ス、水晶、雲母、セリサイト、カオリン、タルク、アルミナである構成がより好ましい。
【０１４９】
また、本実施の形態にかかる官能基導入無機基材は、無機基材に酸化チタンおよび／ま
たはリン酸カルシウムと反応可能な官能基が導入されてなる構成であってもよい。
【０１５０】
また、本実施の形態にかかる複合体は、リン酸カルシウムおよび／または酸化チタンが
、リン酸カルシウムおよび／または酸化チタンと化学結合可能なイソシアネート基、アル
コキシシリル基、カルボキシル基、および４‐メタクリロキシエチルトリメルリテートア
ンハイドライド基からなる群より選ばれる少なくとも１つの官能基を有する無機基材に化
学結合してなる複合体であって、上記リン酸カルシウムおよび／または酸化チタンと、上
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記官能基とが、直接、化学結合してなる構成であってもよい。
【０１５１】
ここで、シランカップリング剤を用い、水系溶媒中で、シランカップリング剤の反応性
官能基と、活性基導入工程によって導入された無機基材の活性基とを反応させることによ
り、無機基材にアルコキシシリル基（官能基）を導入する方法について説明する。
【０１５２】
上記水系溶媒中でアルコキシシリル基を無機基材に導入するためには、保護工程と導入
工程とを行う必要がある。
【０１５３】
（保護工程）ここで、保護工程について説明する。保護工程では、シランカップリング
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剤を界面活性剤にて保護する。具体的には、シランカップリング剤と界面活性剤とを混合
することで、当該シランカップリング剤（シランカップリング剤が有するアルコキシシリ
ル基および反応性官能基）を保護する。この保護工程で、使用する界面活性剤の量として
は、シランカップリング剤に対して、１．０〜５０．０重量％の範囲内がより好ましく、
１０．０〜２５．０重量％の範囲内がさらに好ましい。界面活性剤を上記の範囲内で使用
することにより、シランカップリング剤が有するアルコキシシリル基を、水から確実に保
護することができる。
【０１５４】
上記界面活性剤は、親水性部分と親油性部分（疎水性部分）とを有している。そして、
シランカップリング剤を界面活性剤で保護したとき、当該界面活性剤の親油性部分はシラ
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ンカップリング剤側に位置し、親水性部分は外側に位置している。
【０１５５】
（導入工程）次に、導入工程について説明する。導入工程では、上記保護工程にて保護
した保護シランカップリング剤の反応性官能基と無機基材に導入された（または無機基材
が元来有する）活性基とを反応させる。
【０１５６】
より具体的には、保護シランカップリング剤を無機基材と開始剤とが含まれている水系
溶液中に加えて反応させる。この場合、上記開始剤としては、具体的には、例えば、過硫
酸アンモニウム、過硫酸カリウム（ペルオキソ二酸カリウム）等が挙げられる。なお、上
記水系溶媒とは、少なくとも水が５０重量％以上、より好ましくは８０重量％以上、さら
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に好ましくは、９５重量％以上含まれている溶媒を示している。また、上記水系溶媒には
、例えば、メタノール、エタノール等のアルコール等が含まれていてもよい。
【０１５７】
また、上記導入工程では、無機基材が入っている水系溶媒中に、保護シランカップリン
グ剤を投入する際、均一に無機基材表面に保護シランカップリング剤が分散するように攪
拌することがより好ましい。
【０１５８】
そして、保護シランカップリング剤が、水系溶媒中で、無機基材表面に接触することに
より、保護シランカップリング剤の反応性官能基が無機基材表面に対して剥き出しの状態
となり無機基材表面に存在する活性基とが反応することとなる。
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【０１５９】
上記保護シランカップリング剤の使用量（添加量）の下限値としては、上記表面に活性
基が存在している無機基材に対して、１０重量％以上がより好ましく、５０重量％以上が
さらに好ましく、１００重量％以上が特に好ましい。上記使用量が１０重量％よりも少な
いと、十分な無機基材と反応するだけのアルコキシシリル基を導入することができない場
合がある。一方、上記使用量の上限値としては、５００重量％以下がより好ましく、４０
０重量％以下がさらに好ましく、３００重量％以下が特に好ましい。上記使用量が５００
重量％よりも多いと、経済的でない。
【０１６０】
また、反応は、窒素雰囲気下で行うことがより好ましい。反応温度の下限値としては、
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４０℃以上がより好ましく、４５℃以上がさらに好ましく、５０℃以上が特に好ましい。
反応温度が４０℃よりも低いと、反応が十分に起こらず、無機基材にアルコキシシリル基
が導入されない場合がある。一方、反応温度の上限値としては、８０℃以下がより好まし
く、７５℃以下がさらに好ましく、７０℃以下が特に好ましい。反応温度が８０℃よりも
高いと、無機基材が劣化する場合がある。なお、反応時間としては、所望の導入率（無機
基材にアルコキシシリル基が導入される割合）となるように適宜設定すればよい。
〔実施の形態２〕
本発明の他の実施の形態について説明すれば、以下の通りである。なお、説明の便宜上
、前記実施の形態１にて示した各部材と同一の機能を有する部材には、同一の符号を付記
し、その説明を省略する。
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【０１６１】
本実施の形態では、無機化合物と無機基材とが、イオン的相互作用によって化学結合し
ている複合体について説明する。
【０１６２】
本実施の形態における複合体において、リン酸カルシウム焼結体と無機基材とがイオン
的相互作用によって化学結合する場合、上記無機基材の表面には、上記官能基がイオン化
されたイオン性官能基が存在している。そして、無機基材の表面にイオン性官能基が存在
している場合には、イオン性官能基とリン酸カルシウム焼結体自体のイオンとがイオン的
な相互作用によって化学結合することにより、複合体を形成することとなる。
【０１６３】
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上記イオン性官能基は、酸性官能基または塩基性官能基に分類される。
【０１６４】
上記酸性官能基としては、具体的には、例えば、−ＣＯＯ−，−ＳＯ３２−，−ＳＯ３
−

，−Ｏ−、Ｒ２ＮＣ（Ｓ）２−等が挙げられる。また、上記塩基性官能基としては、具

体的には、例えば、−ＮＨ３＋、エチレンジアミン、ピリジン等が挙げられる。つまり、
上記無機基材の表面には、上記例示の、酸性官能基または塩基性官能基が存在している。
なお、上記Ｒ２ＮＣ（Ｓ）２−のＲは、アルキル基を示している。
【０１６５】
また、上記イオン性官能基としては、酸処理またはアルカリ処理等の化学的処理により
イオン化するものであればよく、具体的には、例えば、カルボキシル基、ジカルボキシル

30

基、ジチオカルバミン酸イオン、アミン、エチレンジアミン、ピリジン等が挙げられる。
【０１６６】
なお、上記官能基としては、例えば、該官能基とリン酸カルシウム焼結体自体とが配位
結合によって結合することができる、非イオン性官能基（中性官能基）等であってもよい
。
【０１６７】
上記無機基材の表面にイオン性官能基を導入する方法としては、例えば、末端にカルボ
キシル基、ジカルボキシル基または塩基性官能基を有するビニル系重合性単量体を無機基
材にグラフト重合させる方法等が挙げられる。詳細については後述する。
【０１６８】
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上記イオン的相互作用による結合とは、無機基材の表面に存在するイオンと、リン酸カ
ルシウム焼結体の表面に存在するイオンとの間で化学的に結合することである。従って、
上記イオン的相互作用による結合としては、例えば、イオン結合、配位結合等が挙げられ
る。また、本実施の形態におけるイオン結合には、イオン結合性と共有結合性との両方が
含まれる結合も含むものとする。また、同様に、本実施の形態における配位結合には、配
位結合性と共有結合性との両方が含まれる結合も含むものとする。なお、上記イオン結合
性または配位結合性と共有結合性との両方が含まれる結合の場合には、イオン結合性また
は配位結合性が５０％以上含まれているものとする。
【０１６９】
また、上記イオン的相互作用による結合には、上記に加えて、さらに、水素結合、双極
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子相互作用、ファン・デル・ワールス力等による結合が含まれていてもよい。
【０１７０】
つまり、本実施の形態にかかる複合体がリン酸カルシウム複合体である場合には、リン
酸カルシウム焼結体と、無機基材のイオン性官能基との大部分が、イオン結合または配位
結合によって結合されている。
【０１７１】
ここで、リン酸カルシウムの表面に存在するイオンと、無機基材の表面に存在するイオ
ン性官能基との関係について説明する。
【０１７２】
上記無機基材の表面に存在するイオン性官能基が塩基性官能基（＋の電荷を有する官能
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基）である場合には、該塩基性官能基と、リン酸カルシウムの表面に存在するリン酸イオ
ンおよび／または水酸化物イオンとが直接化学結合することによりリン酸カルシウム複合
体を構成することとなる。
【０１７３】
一方、上記無機基材の表面に存在するイオン性官能基が酸性官能基（−の電荷を有する
官能基）である場合には、該酸性官能基と、リン酸カルシウムの表面に存在するカルシウ
ムイオンとが直接化学結合することによりリン酸カルシウム複合体を構成することとなる
。
【０１７４】
ここで、本実施の形態にかかる複合体の製造方法について説明する。
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【０１７５】
（官能基導入工程）
リン酸カルシウム焼結体と無機基材とがイオン的相互作用によって結合した複合体の場
合、官能基は、後述するイオン化工程により、該官能基自体をイオン化することができる
ものである。
【０１７６】
ここで、無機基材に官能基を導入する方法の１つとして、官能基を有する官能基含有化
合物と無機基材とを反応させる方法について説明する。なお、無機基材に官能基を導入す
る方法は、この方法に限定されるものではなく、種々の方法を採用することができる。な
お、以下の説明では、官能基（イオン性官能基）がカルボキシル基（ジカルボキシル基も
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含む）である場合について具体的に説明する。
【０１７７】
無機基材にカルボキシル基を導入するためには、例えば、上記活性基導入工程を行い、
この活性基と反応可能な反応基とカルボキシル基とを有する官能基含有化合物と上記活性
基を有する無機基材とを反応させればよい。
【０１７８】
上記官能基含有化合物としては、末端にカルボキシル基を有する化合物であれば特に限
定されるものではないが、カルボキシル基と無機基材と反応することができる反応基とを
有する化合物が好適に使用される。上記官能基含有化合物としては、具体的には、例えば
、４−メタクリロキシエチルトリメルリテートアンハイドライド（4‑Methacryloxyethyl
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trimellitate anhydride（以下、４−ＭＥＴＡと称する））、コハク酸、無水コハク酸、
アクリル酸等が挙げられる。
【０１７９】
上記例示の官能基含有化合物のうち、例えば、最終的に得られる複合体を医療用材料と
して使用する場合には、既に歯科用材料として一般的に使用されており、医療用材料とし
て好適に使用することができる点で、４−ＭＥＴＡを使用することがより好ましい。
【０１８０】
そして、これら、官能基含有化合物と無機基材の活性基とを反応させることにより、無
機基材の表面に官能基を導入する。具体的には、上記官能基導入工程と同じであり、ここ
での説明は省略する。
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【０１８１】
また、他の方法としては、活性基がカルボキシ基であれば、無機基材に直接カルボキシ
基を導入することができる。より詳細には、上記無機基材が金である場合、カルボキシ基
を有するチオール化合物を用いて、当該チオール化合物と金とを反応させることにより、
金にカルボキシ基を導入することができる。
【０１８２】
（イオン化工程）
イオン化工程では、無機基材に導入した官能基をイオン化する。具体的には、例えば、
官能基を導入した無機基材をアルカリ処理または酸処理することにより、官能基をイオン
化することができる。

10

【０１８３】
上記官能基がカルボキシル基である場合には、このカルボキシル基を有する無機基材を
、例えば、水酸化カリウム等のアルカリ溶液に浸漬することにより、カルボキシル基をイ
オン化することができる。
【０１８４】
つまり、官能基をアルカリ処理することにより、酸性官能基とすることができる。一方
、官能基を酸処理することにより、塩基性官能基とすることができる。
【０１８５】
上記アルカリ処理を行う場合には、例えば、水酸化カリウム、水酸化リチウム等の強塩
基性の水溶液を用いることがより好ましい。一方、酸処理を行う場合には、例えば、塩酸
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、硫酸、過塩素酸等の強酸性の水溶液を用いることがより好ましい。このように、イオン
化工程を行うことにより、無機基材の官能基をイオン化することができる。つまり、無機
基材の表面にイオン性官能基を存在させることができる。
【０１８６】
（反応工程）
反応工程では、上記イオン化工程により、イオン化されたイオン性官能基とハイドロキ
シアパタイト焼結体の表面に存在するイオンとを反応させる。具体的には、ハイドロキシ
アパタイト焼結体を分散させた分散液に、上記無機基材を浸漬することにより、無機基材
の表面にハイドロキシアパタイト焼結体を吸着させる。そして、上記表面に吸着したハイ
ドロキシアパタイト焼結体の表面に存在するイオン（カルシウムイオン）と上記イオン性
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−

官能基（−ＣＯＯ

）とを反応させる。

【０１８７】
上記ハイドロキシアパタイト焼結体を分散させる分散媒としては、具体的には、例えば
、水、または、トルエン、ヘキサン等の炭化水素系溶媒；アルコール類；テトラヒドロフ
ラン、ジエチルエーテル等のエーテル系溶媒；アセトン、メチルエチルケトン等のケトン
系溶媒；等の有機溶媒が挙げられる。上記例示の溶媒のうち、ハイドロキシアパタイト焼
結体を良好に分散させる点で、アルコール類が好適に使用される。上記例示の分散媒のう
ち、得られるリン酸カルシウム複合体を医療用材料として使用する場合には、より高い分
散性を得るために、アルコール類がより好ましく、アルコール類とトルエンとの混合溶媒
が特に好ましい。また、分散液の調整における、ハイドロキシアパタイト焼結体の添加量
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等については、実施の形態１と同様であり、詳細な説明は省略する。
【０１８８】
この反応工程において、イオン性官能基とハイドロキシアパタイト焼結体とを結合させ
る反応温度としては、特に限定されるものではなく、常温で行うことができる。つまり、
本実施の形態では、イオン的な相互作用によって両者を結合させており、従来と比べてよ
り簡単に両者を結合させることができる。
【０１８９】
また、無機基材の種類、および、官能基の種類によって、上記官能基導入工程、イオン
化工程および反応工程の反応条件や溶媒の種類等は適宜変更すればよい。
【０１９０】
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なお、上記の説明では、リン酸カルシウム焼結体としてハイドロキシアパタイト焼結体
を用いている例について説明しているが、上記に限定されるものではなく、例えば、リン
酸カルシウム焼結体としてβ−トリリン酸カルシウム等を用いた場合でも上記製造方法を
用いることにより、好適にリン酸カルシウム複合体を製造することができる。
【０１９１】
また、上記の説明では、官能基含有化合物として、カルボキシル基含有化合物について
説明しているが、官能基としてはカルボキシル基に限定されるものではない。他の官能基
を有する官能基含有化合物としては、具体的には、例えば、−ＳＯ３−、−ＳＯ２−、−
Ｏ−、等の官能基を有する化合物等が挙げられ、より具体的には、Ｒ２ＮＣ（Ｓ）２−、
ＮＨ３＋、ピリジン、＋Ｈ３Ｎ−ＣＨ２−ＣＨ２−ＮＨ３＋等が挙げられる。そして、官
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能基含有化合物は、無機基材の種類によって適宜選択すればよい。なお、上記Ｒ２ＮＣ（
Ｓ）２−のＲは、アルキル基を示している。
【０１９２】
上記方法によって、無機基材とリン酸カルシウムおよび／または酸化チタンとがイオン
的相互作用による化学結合によって結合した複合体を製造することができる。
【０１９３】
以上のように本実施の形態にかかる複合体の製造方法は、上記反応工程の前に、無機基
材にカルボキシル基および／または４‐メタクリロキシエチルトリメルリテートアンハイ
ドライド基である官能基を導入する官能基導入工程と、上記官能基をイオン化させるイオ
ン化工程を含む構成である。上記の構成とすることにより、イオン的相互作用による化学
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結合（例えば、イオン結合）によって強固に結合された複合体を製造することができる。
〔実施の形態３〕
本発明の他の実施の形態について説明すれば、以下の通りである。なお、説明の便宜上
、前記実施の形態１および２にて示した各部材と同一の機能を有する部材には、同一の符
号を付記し、その説明を省略する。
【０１９４】
本実施の形態にかかる複合体は、反応性官能基を有するリン酸カルシウムおよび／また
は酸化チタンと活性基を有する無機基材とを用い、上記活性基と反応性官能基とを反応さ
せてなる構成である。
【０１９５】
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上記複合体の製造方法としては、リン酸カルシウムおよび／または酸化チタンに反応性
官能基を導入する反応性官能基導入工程と、無機基材に活性基を導入する活性基導入工程
と、上記反応性官能基と活性基とを反応させる反応工程を含む構成である。なお、活性基
導入工程については実施の形態１と同じであり詳細な説明は省略する。
【０１９６】
以下の説明では、酸化チタンを用いる例について説明する。
【０１９７】
より具体的には、例えば、活性基を有する無機基材として、表面にカルボキシル基を有
する無機基材と、表面に反応性官能基を導入した酸化チタンの粒子として、アミノ基を導
入した酸化チタンとを用い、両者を反応させることにより、本実施の形態にかかる複合体
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（酸化チタン複合体）を製造する例について説明する。
【０１９８】
つまり、活性基と反応性官能基とを反応させることにより、上記酸化チタンと無機基材
とを結合する化学結合が形成されることとなる。
【０１９９】
本実施の形態にかかる複合体が有する化学結合、すなわち、上記酸化チタンと無機基材
とを結合する化学結合としては、酸化チタン・無機基材間の結合強度が十分に得られるも
のであれば、特に限定されるものではないが、以下に示す化学結合を一例として挙げるこ
とができる。
【０２００】
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また、上記実施の形態１の官能基導入工程において、シランカップリング剤を用いて、
活性機を有する無機基材にアルコキシシリル基を導入する場合、シランカップリング剤が
有する反応性官能基と無機基材の活性機とによって形成される化学結合としても、下記の
化学結合が挙げられる。
【０２０１】
【化２】

10

【０２０２】
【化３】

20

【０２０３】
【化４】

30
【０２０４】
【化５】

40
【０２０５】
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【化６】

10
【０２０６】
【化７】

20
【０２０７】
【化８】

30

【０２０８】
【化９】

40

【０２０９】
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【化１０】

10

【０２１０】
【化１１】

20
【０２１１】
【化１２】

30
【０２１２】
【化１３】

【０２１３】
【化１４】
40

【０２１４】
【化１５】

【０２１５】
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【化１６】

【０２１６】
【化１７】

10

【０２１７】

20

これらの化学結合は、酸化チタンに導入された反応性官能基と無機基材に導入された活
性基との間の反応によって得られる。
【０２１８】
以下に、上記例示の化学結合のうち、化学式（３）で示されるアミド基について具体的
に説明する。アミド結合は、アミノ基と、カルボキシル基、アジドカルボニル基、クロロ
カルボニル基、Ｎ−ヒドロキシスクシンイミドカルボン酸エステルおよび／または酸無水
物との反応；カルボキシル基と、Ｎ−アセチルアミノ基および／またはＮ−トリメチルシ
リルアミノ基との反応；イソシアナート基とカルボキシル基との反応；等により得られる
。適切な反応条件は、それぞれの組合わせによって異なり、反応が進むのであれば、反応
条件は特に限定されるものではない。
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【０２１９】
例えば、アミノ基とカルボキシル基との組合わせの場合、まず、溶媒中に酸化チタンを
加え、攪拌して、この酸化チタンを分散させた後、この中に、無機基材を浸漬する。そし
て、上記無機基材を溶媒から引き上げた後に、洗浄して、特定の反応条件にて無機基材が
有する活性基と酸化チタンが有する反応性官能基とを反応（縮合反応）させる。
【０２２０】
このとき、酸化チタンの使用量の下限値は、活性基を有する無機基材１重量部に対して
、０．００１重量部以上がより好ましく、０．０１重量部以上がさらに好ましい。一方、
酸化チタンの使用量の上限値は、活性基を有する無機基材１重量部に対して、１００重量
部以下がより好ましく、５０重量部以下がさらに好ましい。上記下限値が０．００１重量
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部よりも少ないと、無機基材の表面に均一に酸化チタンの粒子が吸着せず、均一な被膜表
面を形成することができなくなる場合がある。一方、上記上限値が１００重量部よりも多
い場合には、経済的でない。
【０２２１】
また、酸化チタンを分散させる溶媒としては、具体的には、例えば、水；トルエン、ヘ
キサン等の炭化水素系溶媒；アルコール類；テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル等の
エーテル系溶媒；アセトン、メチルエチルケトン等のケトン系溶媒；等が挙げられる。上
記溶媒の使用量の下限値としては、上記無機基材１重量部に対して、０．１重量部以上が
より好ましく、１．０重量部以上がさらに好ましい。上記下限値が０．１重量部よりも少
ない場合、無機基材の表面に均一に酸化チタンの粒子が吸着せず、均一な被膜表面を形成
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することができなくなる場合がある。一方、上記溶媒の使用量の上限値としては、上記無
機基材１重量部に対して、１０００重量部以下がより好ましく、５００重量部以下がさら
に好ましい。上記上限値が１０００重量部よりも多い場合には、経済的でない。
【０２２２】
そして、無機基材を溶媒から引き上げた後、無機基材が有する活性基と酸化チタンが有
する反応性官能基と反応させる反応温度の下限値としては、１２０℃以上がより好ましく
、１４０℃以上がさらに好ましく、１６０℃以上が特に好ましい。上記反応温度が１２０
℃よりも低い場合には、縮合反応が十分に進行しない恐れがある。一方、上記反応温度の
上限値としは、２００℃以下がより好ましく、１８０℃以下がさらに好ましい。上記反応
温度が２００℃よりも高いと、無機基材が劣化する場合がある。

10

【０２２３】
また、上記縮合反応は、減圧下で行うことがより好ましい。上記減圧度の下限値として
は、０．０１ｍｍＨｇ（１．３３Ｐａ）以上がより好ましく、０．１ｍｍＨｇ以上がさら
に好ましい。上記減圧度の下限値が０．０１ｍｍＨｇよりも低い場合には、装置等の設備
面において、経済的でない。一方、上記減圧度の上限値としては、１０ｍｍＨｇ（１．３
３ｋＰａ）以下がより好ましく、５．０ｍｍＨｇ以下がさらに好ましい。上記減圧度の上
限値が１０ｍｍＨｇよりも高い場合には、縮合反応が起こり難くなり、反応時間が長時間
となる。また、アミノ基とカルボキシル基とでアミド結合を形成する場合には、縮合剤、
例えば、カルボジイミド等を用いることで低温にて合成することができる。具体的には、
例えば、４℃〜室温（２５℃）にて、１〜６時間反応させることで上記アミド結合が形成
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される。
【０２２４】
また、上記化学式（４）で示されるエステル結合は、カルボキシル基とヒドロキシル基
、ジアゾカルボニル基および／またはジアゾアルキル基の反応等により得られる。適切な
反応条件は、それぞれの組合わせによって異なり、特に限定されるものではない。具体的
に、例えば、カルボキシル基とヒドロキシル基との組み合わせの場合、有機溶媒中で、カ
ルボキシル基とヒドロキシル基とを反応させる方法等が挙げられる。
【０２２５】
上記化学式（５）で示される尿素結合は、アミノ基とイソシアナート基とを反応させる
ことにより得られる。反応条件としては、特に限定されるものではないが、例えば、有機
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溶媒中、室温でアミノ基とイソシアナート基とを反応させる方法等が挙げられる。
【０２２６】
上記化学式（６）で示されるチオ尿素結合は、アミノ基とイソチオシアナート基とを反
応させることにより得られる。反応条件としては、特に限定されるものではないが、例え
ば、ｐＨ９の炭酸ナトリウム緩衝溶液中で、０℃〜室温の温度範囲内でアミノ基とイソチ
オシアナート基とを１〜２４時間反応させる方法等が挙げられる。
【０２２７】
上記化学式（７）で示されるβ−ケトチオエーテル結合は、メルカプト基とα−ハロア
セチル基の反応等により得られる。反応条件としては、特に限定されるものではないが、
例えば、水中、室温、ｐＨ７〜８の弱アルカリの条件でメルカプト基とα−ハロアセチル
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基とを反応させる方法等が挙げられる。
【０２２８】
上記化学式（８）で示されるシッフ塩基構造は、アミノ基と、アルデヒドまたはケトン
として機能しうる部分との反応等により得られる。反応条件としては、例えば、アルカリ
水溶液中、室温で両者を反応させる方法等がある。また、上記のシッフ塩基構造を、例え
ば、水素化ホウ素ナトリウム、シアノ水素化ホウ素ナトリウム等の公知の還元剤を用いて
還元することにより、化学式（９）で示される２級、３級アミン構造を得ることができる
。
【０２２９】
上記化学式（１０）で示されるスルファミド結合は、アミノ基と、塩化スルフォニル基
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および／またはスルフォン基との反応等により得られる。適切な反応条件は、それぞれの
組合わせによって異なり、特に限定されるものではないが、具体的に、例えば、アミノ基
とスルフォニル基との組合わせの場合、（I）有機溶媒中、室温で、アミノ基とスルフォ
ニル基とを反応させる方法、（II）水中、ｐＨ９〜１０のアルカリの条件で反応させる方
法等がある。
【０２３０】
上記化学式（１１）で示されるヒドロキシ−２級アミン構造は、アミノ基とエポキシ基
との反応により得られる。反応条件については特に限定されるものではないが、例えば、
水中、室温下、ｐＨ８〜１０の条件で反応させる方法等がある。
【０２３１】
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上記化学式（１２）で示されるカルバメート結合は、ヒドロキシル基とイソシアナート
基および／または炭酸ジエステルとの反応等により得られる。適切な反応条件については
、組合わせによって異なり、特に限定されるものではない。例えば、ヒドロキシル基とイ
ソシアナート基との組合わせの場合、トルエン溶媒中、還流下でヒドロキシル基とイソシ
アナート基とを反応させる方法等がある。
【０２３２】
上記化学式（１３）で示されるアリールアミン構造は、アミノ基とハロゲン化アリール
基および／またはスルフォン化アリール基との反応等によって得られる。適切な反応条件
については、それぞれの組合わせによって異なり、特に限定されるものではないが、具体
的には、例えば、アミノ基とハロゲン化アリール基の場合、アルカリ条件下、水溶液中で
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、アミノ基とハロゲン化アリール基とを反応させる方法等がある。なお、上記化学式（１
３）中のＡｒ１は、アリール基を示している。
【０２３３】
上記化学式（１４）で示されるアリールチオエーテル結合は、メルカプト基と、ハロゲ
ン化アリール基および／またはスルフォン化アリール基との反応等により得られる。適切
な反応条件については、それぞれの組合わせによって異なり、特に限定されるものではな
いが、具体的には、例えば、メルカプト基とハロゲン化アリール基との場合、メタノール
溶媒中、０℃でピペリジンを触媒として用いて、メルカプト基とハロゲン化アリール基を
反応させる方法等がある。なお、上記化学式（１４）中のＡｒ２は、アリール基を示して
いる。
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【０２３４】
上記化学式（１５）で示されるスルフィド結合は、メルカプト基と、スルフィド結合と
の交換反応によって得られる。適切な反応条件は、特に限定されるものではなく、例えば
、ｐＨ７〜８の水溶液中、室温でメルカプト基とスルフィド結合とを反応させる方法等が
ある。
【０２３５】
上記化学式（１６）で示されるチオエーテル結合は、メルカプト基と、アクリロイル基
および／またはマレイン酸イミドとの反応等により得られる。適切な反応条件については
、それぞれの組合わせによって異なり、特に限定されるものではないが、具体的には、例
えば、メルカプト基とアクリロイル基との場合、中性〜アルカリ性溶液中で、メルカプト
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基とアクリロイル基とを反応させる方法等がある。
【０２３６】
上記化学式（１７）で示されるβ−アミノチオエーテル結合は、メルカプト基とアジリ
ジンおよび／またはイミンとの反応等により得られる。適切な反応条件については、それ
ぞれの組合わせによって異なり、特に限定されるものではないが、具体的には、例えば、
メルカプト基とアジリジン基との場合、水溶液中、弱アルカリ条件下で反応させる方法等
がある。
【０２３７】
上記化学式（１８）で示されるビニル結合は、ビニル重合反応等により得られる。適切
な反応条件については、それぞれの組合わせによって異なり、特に限定されるものではな
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いが、具体的には、例えば、ビニル基を導入したＴｉＯ２粒子（酸化チタン粒子）に対し
て、無機基材からビニル基化合物をグラフト重合させることにより、両者を結合させる方
法等がある。
【０２３８】
これらの化学結合は、酸化チタンの粒子表面の反応性官能基と無機基材表面の活性基と
の間の反応によって得られる。従って、上記例示の組合わせのうち、一方が反応性官能基
であり、他方が活性基であればよい。具体的には、例えば、アミノ基と、カルボキシル基
との反応により、化学式（３）に示すようなアミド結合を得る場合、アミノ基は上記活性
基であってもよく、また、反応性官能基であってもよい。同様に、カルボキシル基が反応
性官能基であってもよく、また、活性基であってもよい。
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【０２３９】
なお、上記の説明では、無機基材に活性基を導入して、上記活性基と反応性官能基とを
反応させる構成について説明している。しかしながら、例えば、上記反応性官能基が、無
機基材と直接反応できるものである場合には、上記活性基導入工程を行わなくてもよい。
具体的には、上記反応性官能基がチオール基であり、上記無機基材が金である場合には、
上記金とチオール基とを直接反応させることができる。
【０２４０】
また、例えば、リン酸カルシウムおよび／または酸化チタンに反応性官能基としてアル
コキシシリル基を導入し、上記無機基材として銅、ニッケル、ガラス、または水晶を用い
た場合には、無機基材に活性基を導入することなく、上記アルコキシシリル基と無機基材
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とを直接反応させることができる。
【０２４１】
以上のように、本実施の形態にかかる複合体の製造方法は、反応性官能基を有するリン
酸カルシウムおよび／または酸化チタンと、活性基を有する無機基材とを用い、上記活性
基と反応性官能基とを反応させる構成がより好ましい。上記の構成によれば、リン酸カル
シウムおよび／または酸化チタンに反応性官能基を導入し、無機基材に上記反応性官能基
と反応可能な活性基を導入して、両者を反応させているので、反応性官能基と活性基とを
適宜選択することにより、より簡単に複合体を製造することができる。
【０２４２】
本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の

30

変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【実施例】
【０２４３】
本実施例では、無機基材として金を用いて、当該金とハイドロキシアパタイト焼結体と
が化学結合してなる複合体の製造方法について説明する。
（官能基導入無機基材の製造）
ここで、官能基導入無機材料の製造方法について説明する。なお、以下の説明では、官
能基がアルコキシシリル基であり、無機基材が金である場合を例に説明するが、これに限
定されるものではない。
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【０２４４】
水晶振動子（株式会社ユーエスアイ・システム社製、型番）の表面に蒸着された金薄膜
（円形;直径０．５ｃｍ）に付着している有機物等を取り除いて清浄化するために、Piran
ha溶液（硫酸（ナカライテスク株式会社製）：３０％過酸化水素水（三徳化学工業株式会
社製）＝３：１（体積比））を上記金薄膜に滴下し、２〜５分間放置後、純水で洗浄した
。
【０２４５】
次に、水晶振動子を１wt％濃度の２‑メルカプトエタノール（和光純薬工業株式会社）
エタノール（キシダ化学株式会社）溶液１．５ｍｌに１０〜２０分間浸漬した後、取り出
してエタノールで充分洗浄し、乾燥させた。これにより、金薄膜と２‑メルカプトエタノ

50

(34)

JP 4649654 B2 2011.3.16

ールとを金−チオール反応させ、当該金薄膜に、活性基（−Ｓ−ＯＨ）を導入することが
できる。
【０２４６】
そして、開始剤として過酸化ベンゾイル（キシダ化学株式会社）１５ｍｇ、γ‑メタク
リル酸オキシプロピルトリエトキシシラン（信越化学工業株式会社）１．５ｍｌを含有す
る脱水トルエン（和光純薬工業株式会社）３．０ｍｌに入れた重合ガラス管に水晶振動子
を入れ、十分に脱気・窒素ガス充填を繰り返した後、７０℃にて所定の時間重合反応を行
った。重合反応後後、上記水晶振動子を、脱水トルエンにて洗浄を行い、水晶発振子マイ
クロバランス（ＱＣＭ）測定（図２）およびＦＴ−ＩＴ測定を行った（図１）。ここで、
水晶発振子マイクロバランス（ＱＣＭ）測定では振動子の周波数変化が金基板表面に存在
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する量によって変化する。その変化量はSauerbreyの式（下式１）のように示される。
【０２４７】
【数１】

【０２４８】
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ここで、ΔＦ（Ｈｚ）は振動数変化、Ｆ０は基本振動数（９ＭＨｚ）、Δｍ（ｎｇ）は
重量変化量、Ａは電極面積（０．１５９ｃｍ２）、ρは水晶の密度（２．６５ｇ／ｃｍ３
）、μｑは水晶の剛性率（２．９５×１０１１ｄｙｎｅ／ｃｍ２）（２．９５×１０５Ｎ
／ｃｍ２）をそれぞれ示す。
【０２４９】
そして、図１および図２の結果より、水晶振動子の表面にアルコキシシリル基が導入さ
れたことが分かる。つまり、アルコキシシリル基が導入された官能基導入無機基材を製造
することができる。
【０２５０】
（ハイドロキシアパタイト焼結体の製造方法）
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まず、本実施例にかかるハイドロキシアパタイト焼結体の製造方法についた説明する。
【０２５１】
連続オイル相としてドデカン、非イオン性界面活性剤として曇天３１℃のペンタエチレ
ングリコールドデシルエーテルを用いて、上記非イオン性界面活性剤０．５ｇを含有して
いる連続オイル層４０ｍｌを調整した。次に、上記調整した連続オイル層にＣａ（ＯＨ）
２分散水溶液（２．５モル％）を１０ｍｌ添加した。そして、得られた分散液を十分に撹

拌した後、その水／オイル（Ｗ／Ｏ）乳濁液に１．５モル％のＫＨ２ＰＯ４溶液１０ｍｌ
を添加して、反応温度５０℃で、２４時間撹拌しながら反応させた。得られた反応物を遠
心分離により分離することにより、ハイドロキシアパタイトを得た。そして、上記ハイド
ロキシアパタイトを８００℃の条件で、１時間加熱することにより、ハイドロキシアパタ
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イト焼結体の粒子（以下、ＨＡｐ粒子と称する）を得た。このＨＡｐ粒子は、単結晶体で
あり、長径が５０〜１００ｎｍであった。
（複合体の製造方法）
まず、エタノール４ｍｌ中に上記ＨＡｐ粒子８ｍｇを加えて、２分間超音波処理するこ
とにより、エタノール中にＨＡｐ粒子を分散させた。
【０２５２】
そして、上記ＨＡｐ粒子を分散させたエタール分散液の中に、アルコキシシリル基を導
入した水晶振動子を、スターラを用いて攪拌しながら、１時間浸漬した。このときの水晶
振動子の周波数変化を図３に示す。
【０２５３】
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その後、水晶振動子を取り出し、エタノールで十分洗浄した後、乾燥させ、１２０℃、
１ｍｍＨｇの圧力下で２時間加熱処理を行うことにより、本発明にかかる複合体を製造し
た。得られた複合体を走査型電子顕微鏡（以下、ＳＥＭと称する）で観察すると、図４に
示すように、水晶振動子の表面（金薄膜）にハイドロキシアパタイト焼結体が化学結合し
ていることが分かる。
【産業上の利用可能性】
【０２５４】
本発明の複合体は、例えば、医療用材料等に好適に用いることができる。また、例えば
、酸化チタンの光触媒効果を利用した建築資材等にも好適に利用することができる。
10

【図面の簡単な説明】
【０２５５】
【図１】γ‑メタクリル酸オキシプロピルトリエトキシシランをグラフトした水晶振動子
のＦＴ−ＩＲ測定の測定結果を示す図面である。
【図２】反応時間とγ‑メタクリル酸オキシプロピルトリエトキシシランをグラフトした
導入量との関係を示す水晶発振子マイクロバランス測定の測定結果を示す図面である。
【図３】アルコキシシリル基を導入した金表面へ吸着したハイドロキシアパタイトの粒子
量の時間変化を示す水晶発振子マイクロバランス測定の測定結果を示す図面である。
【図４】複合体の表面の走査型電子顕微鏡画像を示す図面である。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】
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