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(57)【要約】
　本発明は、３００ｇ／ｍｏｌ以上のＭｎ（１Ｈ　ＮＭ
Ｒによって測定）を有し、（ｉ）約２０～９９．９ｍｏ
ｌ％の少なくとも１つのＣ５－Ｃ４０高級オレフィンモ
ノマー、および（ｉｉ）約０．１～約８０ｍｏｌ％のプ
ロピレンを含み、アリル鎖末端を少なくとも４０％有す
るビニル末端高級オレフィンコポリマーに関する。この
コポリマーはまた、イソブチル鎖末端対アリル鎖末端の
比が０．７：１未満であってよく、かつ／またはアリル
鎖末端対ビニリデン鎖末端の比が２：１超であってもよ
い。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　３００ｇ／ｍｏｌ以上のＭｎ（1Ｈ　ＮＭＲによって測定）を有し、
（ｉ）約２０～約９９．９ｍｏｌ％の少なくとも１つのＣ5－Ｃ40高級オレフィン、およ
び
（ｉｉ）約０．１～約８０ｍｏｌ％のプロピレン
を含み、アリル鎖末端を少なくとも４０％有する、高級オレフィンコポリマー。
【請求項２】
　イソブチル鎖末端対アリル鎖末端の比が、０．７：１未満である、請求項１に記載の高
級オレフィンコポリマー。
【請求項３】
　アリル鎖末端対ビニリデン鎖末端の比が、２：１超である、請求項１または２に記載の
高級オレフィンコポリマー。
【請求項４】
　Ｃ5－Ｃ40高級オレフィンが、ペンテン、ヘキセン、ヘプテン、オクテン、ノネン、デ
セン、ウンデセン、ドデセン、ノルボルネン、ノルボルナジエン、ジシクロペンタジエン
、シクロペンテン、シクロヘプテン、シクロオクテン、シクロオクタジエン、シクロドデ
セン、７－オキサノルボルネン、７－オキサノルボルナジエン、その置換誘導体、および
その異性体から選択される、請求項１、２または３に記載の高級オレフィンコポリマー。
【請求項５】
　６０℃で１０００ｃＰを超える粘度を有する、請求項１から４までのいずれかに記載の
高級オレフィンコポリマー。
【請求項６】
　請求項１から５までのいずれかに記載の高級オレフィンコポリマーを含む、組成物。
【請求項７】
　３００ｇ／ｍｏｌ以上のＭｎ（1Ｈ　ＮＭＲによって測定）を有し、
（ｉ）約８０～約９９．９ｍｏｌ％の少なくとも１つのＣ4オレフィン、
（ｉｉ）約０．１～約２０ｍｏｌ％のプロピレン
を含み、アリル鎖末端を少なくとも４０％有する、高級オレフィンコポリマー。
【請求項８】
　イソブチル鎖末端対アリル鎖末端の比が、０．７：１未満である、請求項７に記載の高
級オレフィンコポリマー。
【請求項９】
　アリル鎖末端対ビニリデン鎖末端の比が、２：１超である、請求項７または８に記載の
高級オレフィンコポリマー。
【請求項１０】
　1Ｈ　ＮＭＲによって測定して、鎖１個当たり１個の不飽和を仮定して、少なくとも３
６個の炭素原子を有するオレフィンを、コポリマー組成物の重量に対して少なくとも５０
重量％含む、請求項７、８または９に記載の高級オレフィンコポリマー。
【請求項１１】
　請求項７から１０までのいずれかに記載の高級オレフィンコポリマーを含む、組成物。
【請求項１２】
　（ｉ）約２０～約９９．９ｍｏｌ％の少なくとも１つのＣ5－Ｃ40高級オレフィンと、
（ｉｉ）約０．１～約８０ｍｏｌ％のプロピレンと
を接触させることを含む、高級オレフィンコポリマーを生成する方法であって、
接触が、活性化剤、および次式の少なくとも１つによって表される少なくとも１つのメタ
ロセン化合物を含む触媒系の存在下で起こる、方法。
（ｉ）
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【化１】

式Ｉ
または（ｉｉ）
【化２】

式ＩＩ
または（ｉｉｉ）
【化３】

式ＩＩＩ
または（ｉｖ）

【化４】

式ＩＶ
［式中、
Ｍは、ハフニウムまたはジルコニウムであり、
各Ｘは、独立に、１～２０個の炭素原子を有するヒドロカルビルラジカル、水素化物、ア
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ミド、アルコキシド、スルフィド、リン化物、ハロゲン、ジエン、アミン、ホスフィン、
エーテルおよびその組合せからなる群から選択され（２個のＸは、縮合環または環系の一
部を形成していてもよい）、
各Ｑは、独立に、炭素またはヘテロ原子であり、
各Ｒ1は、独立に、Ｃ1－Ｃ8アルキル基であり、Ｒ1は、Ｒ2と同じでも異なっていてもよ
く、
各Ｒ2は、独立に、Ｃ1－Ｃ8アルキル基であり、
各Ｒ3は、独立に、水素であり、または１～８個の炭素原子を有する置換もしくは非置換
ヒドロカルビル基であり、ただし、少なくとも３個のＲ3基は、水素ではなく、
各Ｒ4は、独立に、水素、または置換もしくは非置換ヒドロカルビル基、ヘテロ原子、も
しくはヘテロ原子含有基であり、
Ｒ5は、水素またはＣ1－Ｃ8アルキル基であり、
Ｒ6は、水素またはＣ1－Ｃ8アルキル基であり、
各Ｒ7は、独立に、水素またはＣ1－Ｃ8アルキル基であり、ただし、少なくとも７個のＲ7

基は、水素ではなく、
Ｒ2

aＴは、架橋基であり、Ｔは、Ｃ、ＳｉまたはＧｅであり、
各Ｒaは、独立に、水素、ハロゲンまたはＣ1－Ｃ20ヒドロカルビルであり、
２個のＲaは、芳香族の、部分的に飽和の、または飽和の環式または縮合環系を含む環式
構造を形成していてもよく、ただしさらに、任意の２個の隣接するＲ基は、縮合環または
多中心性の縮合環系を形成していてもよく、環は、芳香族であってもよく、部分的に飽和
しているか、または飽和していてもよい］、
または（ｖ）
【化５】

式Ｖ
［式中、
Ｍは、ハフニウムまたはジルコニウムであり、
各Ｘは、独立に、１～２０個の炭素原子を有するヒドロカルビルラジカル、水素化物、ア
ミド、アルコキシド、スルフィド、リン化物、ハロゲン化物、ジエン、アミン、ホスフィ
ン、エーテルおよびその組合せからなる群から選択され（２個のＸは、縮合環または環系
の一部を形成していてもよい）、
各Ｒ8は、独立に、Ｃ1－Ｃ10アルキル基であり、
各Ｒ9は、独立に、Ｃ1－Ｃ10アルキル基であり、
各Ｒ10は、水素であり、
各Ｒ11、Ｒ12およびＲ13は、独立に、水素、または置換もしくは非置換ヒドロカルビル基
、ヘテロ原子、もしくはヘテロ原子含有基であり、
Ｔは、式Ｒ2

aＪによって表される架橋基であり、Ｊは、Ｃ、ＳｉまたはＧｅであり、
各Ｒaは、独立に、水素、ハロゲンまたはＣ1－Ｃ20ヒドロカルビルであり、
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２個のＲaは、芳香族の、部分的に飽和の、または飽和の環式または縮合環系を含む環式
構造を形成していてもよく、ただしさらに、任意の２個の隣接するＲ基は、縮合環または
多中心性の縮合環系を形成していてもよく、環は、芳香族であってもよく、部分的に飽和
しているか、または飽和していてもよく、
ただしさらに、隣接するＲ11、Ｒ12およびＲ13基のいずれかは、縮合環または多中心性の
縮合環系を形成していてもよく、環は、芳香族であってもよく、部分的に飽和しているか
、または飽和していてもよい］、
または（ｖｉ）
【化６】

式ＶＩ
［式中、
Ｍは、ハフニウムまたはジルコニウムであり、
各Ｘは、独立に、１～２０個の炭素原子を有するヒドロカルビルラジカル、水素化物、ア
ミド、アルコキシド、スルフィド、リン化物、ハロゲン、ジエン、アミン、ホスフィン、
エーテルまたはその組合せからなる群から選択され、
各Ｒ15およびＲ17は、独立に、Ｃ1－Ｃ8アルキル基であり、
各Ｒ16、Ｒ18、Ｒ19、Ｒ20、Ｒ21、Ｒ22、Ｒ23、Ｒ24、Ｒ25、Ｒ26、Ｒ27およびＲ28は、
独立に、水素であり、または１～８個の炭素原子を有する置換もしくは非置換ヒドロカル
ビル基である］
【請求項１３】
　Ｃ5－Ｃ40高級オレフィンが、ペンテン、ヘキセン、ヘプテン、オクテン、ノネン、デ
セン、ウンデセン、ドデセン、ノルボルネン、ノルボルナジエン、ジシクロペンタジエン
、シクロペンテン、シクロヘプテン、シクロオクテン、シクロオクタジエン、シクロドデ
セン、７－オキサノルボルネン、７－オキサノルボルナジエン、その置換誘導体、および
その異性体から選択される、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　活性化剤が、次式によって表される嵩高活性化剤である、請求項１２または１３に記載
の方法。
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【化７】

［式中、
各Ｒ1は、独立に、ハロゲン化物であり、
各Ｒ2は、独立に、ハロゲン化物、Ｃ6－Ｃ20置換芳香族ヒドロカルビル基、または式－Ｏ
－Ｓｉ－Ｒa（式中、Ｒaは、Ｃ1－Ｃ20ヒドロカルビルまたはヒドロカルビルシリル基で
ある）のシロキシ基であり、
各Ｒ3は、ハロゲン化物、Ｃ6－Ｃ20置換芳香族ヒドロカルビル基、または式－Ｏ－Ｓｉ－
Ｒa（式中、Ｒaは、Ｃ1－Ｃ20ヒドロカルビルまたはヒドロカルビルシリル基である）の
シロキシ基であり、好ましくはフッ化物またはＣ6全フッ素置換芳香族ヒドロカルビル基
であり、
Ｌは、中性ルイス塩基であり、
Ｈは、水素であり、
（Ｌ－Ｈ）+は、ブレンステッド酸であり、
ｄは、１、２または３であり、
アニオンは、１０２０ｇ／ｍｏｌを超える分子量を有し、
Ｂ原子上の置換基の少なくとも３個は、それぞれ、２５０立方Åを超える、あるいは３０
０立方Åを超える、あるいは５００立方Åを超える分子体積を有する］
【請求項１５】
　活性化剤が、トリメチルアンモニウムテトラキス（パーフルオロナフチル）ボレート、
トリエチルアンモニウムテトラキス（パーフルオロナフチル）ボレート、トリプロピルア
ンモニウムテトラキス（パーフルオロナフチル）ボレート、トリ（ｎ－ブチル）アンモニ
ウムテトラキス（パーフルオロナフチル）ボレート、トリ（ｔ－ブチル）アンモニウムテ
トラキス（パーフルオロナフチル）ボレート、Ν，Ν－ジメチルアニリニウムテトラキス
（パーフルオロナフチル）ボレート、Ν，Ν－ジエチルアニリニウムテトラキス（パーフ
ルオロナフチル）ボレート、Ｎ，Ｎ－ジメチル－（２，４，６－トリメチルアニリニウム
）テトラキス（パーフルオロナフチル）ボレート、トロピリウムテトラキス（パーフルオ
ロナフチル）ボレート、トリフェニルカルベニウムテトラキス（パーフルオロナフチル）
ボレート、トリフェニルホスホニウムテトラキス（パーフルオロナフチル）ボレート、ト
リエチルシリリウムテトラキス（パーフルオロナフチル）ボレート、ベンゼン（ジアゾニ
ウム）テトラキス（パーフルオロナフチル）ボレート、トリメチルアンモニウムテトラキ
ス（パーフルオロビフェニル）ボレート、トリエチルアンモニウムテトラキス（パーフル
オロビフェニル）ボレート、トリプロピルアンモニウムテトラキス（パーフルオロビフェ
ニル）ボレート、トリ（ｎ－ブチル）アンモニウムテトラキス（パーフルオロビフェニル
）ボレート、トリ（ｔ－ブチル）アンモニウムテトラキス（パーフルオロビフェニル）ボ
レート、Ν，Ν－ジメチルアニリニウムテトラキス（パーフルオロビフェニル）ボレート
、Ν，Ν－ジエチルアニリニウムテトラキス（パーフルオロビフェニル）ボレート、Ｎ，
Ｎ－ジメチル－（２，４，６－トリメチルアニリニウム）テトラキス（パーフルオロビフ
ェニル）ボレート、トロピリウムテトラキス（パーフルオロビフェニル）ボレート、トリ
フェニルカルベニウムテトラキス（パーフルオロビフェニル）ボレート、トリフェニルホ
スホニウムテトラキス（パーフルオロビフェニル）ボレート、トリエチルシリリウムテト
ラキス（パーフルオロビフェニル）ボレート、ベンゼン（ジアゾニウム）テトラキス（パ
ーフルオロビフェニル）ボレート、［４－ｔ－ブチル－ＰｈＮＭｅ2Ｈ］［（Ｃ6Ｆ3（Ｃ6

Ｆ5）2）4Ｂ］（式中、Ｐｈはフェニルであり、Ｍｅはメチルである）の少なくとも１つ



(7) JP 2014-511910 A 2014.5.19

10

20

30

40

である、請求項１２または１３に記載の方法。
【請求項１６】
　（ｉ）約８０～約９９．９ｍｏｌ％の少なくとも１つのＣ4オレフィンと、
（ｉｉ）約０．１～約２０ｍｏｌ％のプロピレンと
を接触させることを含む、高級オレフィンコポリマーを生成する方法であって、
その接触が、活性化剤、および次式の少なくとも１つによって表される少なくとも１つの
メタロセン化合物を含む触媒系の存在下で起こる、方法。
（ｉ）
【化８】

式Ｉ
または（ｉｉ）
【化９】

式ＩＩ
または（ｉｉｉ）
【化１０】

式ＩＩＩ
または（ｉｖ）



(8) JP 2014-511910 A 2014.5.19

10

20

30

40

50

【化１１】

式ＩＶ
［式中、
Ｍは、ハフニウムまたはジルコニウムであり、
各Ｘは、独立に、１～２０個の炭素原子を有するヒドロカルビルラジカル、水素化物、ア
ミド、アルコキシド、スルフィド、リン化物、ハロゲン、ジエン、アミン、ホスフィン、
エーテルおよびその組合せからなる群から選択され（２個のＸは、縮合環または環系の一
部を形成していてもよい）、
各Ｑは、独立に、炭素またはヘテロ原子であり、
各Ｒ1は、独立に、Ｃ1－Ｃ8アルキル基であり、Ｒ1は、Ｒ2と同じでも異なっていてもよ
く、
各Ｒ2は、独立に、Ｃ1－Ｃ8アルキル基であり、
各Ｒ3は、独立に、水素であり、または１～８個の炭素原子を有する置換もしくは非置換
ヒドロカルビル基であり、ただし、少なくとも３個のＲ3基は、水素ではなく、
各Ｒ4は、独立に、水素、または置換もしくは非置換ヒドロカルビル基、ヘテロ原子、も
しくはヘテロ原子含有基であり、
Ｒ5は、水素またはＣ1－Ｃ8アルキル基であり、
Ｒ6は、水素またはＣ1－Ｃ8アルキル基であり、
各Ｒ7は、独立に、水素またはＣ1－Ｃ8アルキル基であり、ただし、少なくとも７個のＲ7

基は、水素ではなく、
Ｒ2

aＴは、架橋基であり、Ｔは、Ｃ、ＳｉまたはＧｅであり、
各Ｒaは、独立に、水素、ハロゲンまたはＣ1－Ｃ20ヒドロカルビルであり、
２個のＲaは、芳香族の、部分的に飽和の、または飽和の環式または縮合環系を含む環式
構造を形成していてもよく、ただしさらに、任意の２個の隣接するＲ基は、縮合環または
多中心性の縮合環系を形成していてもよく、その環は、芳香族であってもよく、部分的に
飽和しているか、または飽和していてもよい］、
または（ｖ）

【化１２】
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式Ｖ
［式中、
Ｍは、ハフニウムまたはジルコニウムであり、
各Ｘは、独立に、１～２０個の炭素原子を有するヒドロカルビルラジカル、水素化物、ア
ミド、アルコキシド、スルフィド、リン化物、ハロゲン化物、ジエン、アミン、ホスフィ
ン、エーテルおよびその組合せからなる群から選択され（２個のＸは、縮合環または環系
の一部を形成していてもよい）、
各Ｒ8は、独立に、Ｃ1－Ｃ10アルキル基であり、
各Ｒ9は、独立に、Ｃ1－Ｃ10アルキル基であり、
各Ｒ10は、水素であり、
各Ｒ11、Ｒ12およびＲ13は、独立に、水素、または置換もしくは非置換ヒドロカルビル基
、ヘテロ原子、もしくはヘテロ原子含有基であり、
Ｔは、式Ｒ2

aＪによって表される架橋基であり、Ｊは、Ｃ、ＳｉまたはＧｅであり、
各Ｒaは、独立に、水素、ハロゲンまたはＣ1－Ｃ20ヒドロカルビルであり、
２個のＲaは、芳香族の、部分的に飽和の、または飽和の環式または縮合環系を含む環式
構造を形成していてもよく、ただしさらに、任意の２個の隣接するＲ基は、縮合環または
多中心性の縮合環系を形成していてもよく、その環は、芳香族であってもよく、部分的に
飽和しているか、または飽和していてもよく、
ただしさらに、隣接するＲ11、Ｒ12およびＲ13基のいずれかは、縮合環または多中心性の
縮合環系を形成していてもよく、その環は、芳香族であってもよく、部分的に飽和してい
るか、または飽和していてもよい］、
または（ｖｉ）
【化１３】

式ＶＩ
［式中、
Ｍは、ハフニウムまたはジルコニウムであり、
各Ｘは、独立に、１～２０個の炭素原子を有するヒドロカルビルラジカル、水素化物、ア
ミド、アルコキシド、スルフィド、リン化物、ハロゲン、ジエン、アミン、ホスフィン、
エーテルまたはその組合せからなる群から選択され、
各Ｒ15およびＲ17は、独立に、Ｃ1－Ｃ8アルキル基であり、
各Ｒ16、Ｒ18、Ｒ19、Ｒ20、Ｒ21、Ｒ22、Ｒ23、Ｒ24、Ｒ25、Ｒ26、Ｒ27およびＲ28は、
独立に、水素であり、または１～８個の炭素原子を有する置換もしくは非置換ヒドロカル
ビル基である］
【請求項１７】
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　Ｃ4オレフィンが、１－ブテンを含む混合ブテンストリームである、請求項１６に記載
の方法。
【請求項１８】
　活性化剤が、次式によって表される嵩高活性化剤である、請求項１６または１７に記載
の方法。
【化１４】

［式中、
各Ｒ1は、独立に、ハロゲン化物であり、
各Ｒ2は、独立に、ハロゲン化物、Ｃ6－Ｃ20置換芳香族ヒドロカルビル基、または式－Ｏ
－Ｓｉ－Ｒa（式中、Ｒaは、Ｃ1－Ｃ20ヒドロカルビルまたはヒドロカルビルシリル基で
ある）のシロキシ基であり、
各Ｒ3は、ハロゲン化物、Ｃ6－Ｃ20置換芳香族ヒドロカルビル基、または式－Ｏ－Ｓｉ－
Ｒa（式中、Ｒaは、Ｃ1－Ｃ20ヒドロカルビルまたはヒドロカルビルシリル基である）の
シロキシ基であり、
Ｌは、中性ルイス塩基であり、
Ｈは、水素であり、
（Ｌ－Ｈ）+は、ブレンステッド酸であり、
ｄは、１、２または３であり、
アニオンは、１０２０ｇ／ｍｏｌを超える分子量を有し、
Ｂ原子上の置換基の少なくとも３個は、それぞれ、２５０立方Åを超える、あるいは３０
０立方Åを超える、あるいは５００立方Åを超える分子体積を有する］
【請求項１９】
　活性化剤が、トリメチルアンモニウムテトラキス（パーフルオロナフチル）ボレート、
トリエチルアンモニウムテトラキス（パーフルオロナフチル）ボレート、トリプロピルア
ンモニウムテトラキス（パーフルオロナフチル）ボレート、トリ（ｎ－ブチル）アンモニ
ウムテトラキス（パーフルオロナフチル）ボレート、トリ（ｔ－ブチル）アンモニウムテ
トラキス（パーフルオロナフチル）ボレート、Ν，Ν－ジメチルアニリニウムテトラキス
（パーフルオロナフチル）ボレート、Ν，Ν－ジエチルアニリニウムテトラキス（パーフ
ルオロナフチル）ボレート、Ｎ，Ｎ－ジメチル－（２，４，６－トリメチルアニリニウム
）テトラキス（パーフルオロナフチル）ボレート、トロピリウムテトラキス（パーフルオ
ロナフチル）ボレート、トリフェニルカルベニウムテトラキス（パーフルオロナフチル）
ボレート、トリフェニルホスホニウムテトラキス（パーフルオロナフチル）ボレート、ト
リエチルシリリウムテトラキス（パーフルオロナフチル）ボレート、ベンゼン（ジアゾニ
ウム）テトラキス（パーフルオロナフチル）ボレート、トリメチルアンモニウムテトラキ
ス（パーフルオロビフェニル）ボレート、トリエチルアンモニウムテトラキス（パーフル
オロビフェニル）ボレート、トリプロピルアンモニウムテトラキス（パーフルオロビフェ
ニル）ボレート、トリ（ｎ－ブチル）アンモニウムテトラキス（パーフルオロビフェニル
）ボレート、トリ（ｔ－ブチル）アンモニウムテトラキス（パーフルオロビフェニル）ボ
レート、Ν，Ν－ジメチルアニリニウムテトラキス（パーフルオロビフェニル）ボレート
、Ν，Ν－ジエチルアニリニウムテトラキス（パーフルオロビフェニル）ボレート、Ｎ，
Ｎ－ジメチル－（２，４，６－トリメチルアニリニウム）テトラキス（パーフルオロビフ
ェニル）ボレート、トロピリウムテトラキス（パーフルオロビフェニル）ボレート、トリ
フェニルカルベニウムテトラキス（パーフルオロビフェニル）ボレート、トリフェニルホ
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スホニウムテトラキス（パーフルオロビフェニル）ボレート、トリエチルシリリウムテト
ラキス（パーフルオロビフェニル）ボレート、ベンゼン（ジアゾニウム）テトラキス（パ
ーフルオロビフェニル）ボレート、［４－ｔ－ブチル－ＰｈＮＭｅ2Ｈ］［（Ｃ6Ｆ3（Ｃ6

Ｆ5）2）4Ｂ］（式中、Ｐｈはフェニルであり、Ｍｅはメチルである）の少なくとも１つ
である、請求項１６または１７に記載の方法。
【請求項２０】
　請求項１から５までのいずれかに記載のコポリマーの、潤滑剤としての使用。
【請求項２１】
　請求項７から１０までのいずれかに記載のコポリマーの、潤滑剤としての使用。
【請求項２２】
　請求項１２から１５までのいずれかに記載の方法による生成物の、潤滑剤としての使用
。
【請求項２３】
　請求項１６から１９までのいずれかに記載の方法による生成物の、潤滑剤としての使用
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
発明者：Donna J. Crowther、Matthew W. Holtcamp、John R. Hagadorn、Charles J. Ruf
f、George RodriguezおよびPatrick Brant
優先権の主張
　本願は、２０１１年３月２５日出願の米国特許出願第１３／０７２，２４９号および２
０１１年５月２３日出願の欧州特許出願第１１１６７０５９．２号の利益および優先権を
主張するものである。
【０００２】
　本発明は、オレフィンの共重合に関し、特にビニル末端コポリマーを生成することに関
する。
【背景技術】
【０００３】
　アルファ－オレフィン、特に約６～約２０個の炭素原子を含有するアルファ－オレフィ
ンは、洗浄剤または他のタイプの市販製品の製造における中間体として使用されている。
また、このようなアルファ－オレフィンは、特に線状低密度ポリエチレンのコモノマーと
して使用されている。商業用に製造されているアルファ－オレフィンは、一般に、エチレ
ンをオリゴマー化することによって生成される。ビニル末端ポリエチレンなどのより長い
鎖長のアルファ－オレフィンも公知であり、官能化後の構成成分として、またはマクロモ
ノマーとして有用な場合もある。
　また、一般には重合反応における枝分かれとして使用するために、アリル末端を有する
、エチレンまたはプロピレンの低分子量の固体および液体が生成されている。例えば、Ru
lhoff, SaschaおよびKaminsky（"Synthesis and Characterization of Defined Branched
 Poly(propylene)s with Different Microstructures by Copolymerization of Propylen
e and Linear Ethylene Oligomers (Cn=26-28) with Metallocenes/MAO Catalysts", Mac
romolecules, 16, 2006, pp. 1450-1460）、ならびにKaneyoshi, Hiromu et al.（"Synth
esis of Block and Graft Copolymers with Linear Polyethylene Segments by Combinat
ion of Degenerative Transfer Coordination Polymerization and Atom Transfer Radic
al Polymerization", Macromolecules, 38, 2005, pp. 5425-5435）を参照されたい。
　さらに、米国特許第４，８１４，５４０号は、２～１０の低い重合度を有するアリル性
ビニル末端プロピレンホモオリゴマーを生成するための、水素を伴うまたは伴わない、ト
ルエンまたはヘキサン中メチルアルモキサンを伴うビス（ペンタメチルシクロペンタジエ
ニル）ハフニウムジクロリド、ビス（ペンタメチルシクロペンタジエニル）ジルコニウム
ジクロリドおよびビス（テトラメチルｎ－ブチルシクロペンタジエニル）ハフニウムジク
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ロリドを開示している。これらのオリゴマーは、Ｍｎが高くなく、アリル性ビニル不飽和
を少なくとも９３％も有してはいない。同様に、これらのオリゴマーは、コモノマーを有
しておらず、大過剰のアルモキサン（モル比≧６００のＡｌ／Ｍ；Ｍ＝Ｚｒ、Ｈｆ）を用
いても、低い生産性で生成される。さらに、６０重量％以上（溶媒＋プロピレンに基づく
）の溶媒が、これらの例のすべてに存在する。
【０００４】
　Teubenet al. （J. Mol. Catal., 62, 1990, pp. 277-287）は、［Ｃｐ*

2ＭＭｅ（ＴＨ
Ｔ）］＋［ＢＰｈ4］（Ｍ＝ＺｒおよびＨｆ、Ｃｐ*＝ペンタメチルシクロペンタジエニル
、Ｍｅ＝メチル、Ｐｈ＝フェニル、ＴＨＴ＝テトラヒドロチオフェン）を使用して、プロ
ピレンオリゴマーを生成することを開示している。Ｍ＝Ｚｒでは、最大Ｃ24のオリゴマー
（数平均分子量（Ｍｎ）は３３６）を有する広範な生成物分布が、室温で得られた。一方
、Ｍ＝Ｈｆでは、二量体４－メチル－１－ペンテンおよび三量体４，６－ジメチル－１－
ヘプテンだけが形成された。主な停止機構は、重水素標識研究によって実証されている通
り、ベータ－メチルが成長鎖から金属中心に戻ることであると思われる。
【０００５】
　X. Yang et al. （Angew. Chem. Intl. Ed. Engl., 31, 1992, pg. 1375）は、反応が
低い活性を示す低温で生成された非晶質の低分子量ポリプロピレン、および1Ｈ　ＮＭＲ
によってすべての不飽和に対して９０％のアリル性ビニルを有する生成物を開示している
。その後、Resconi et al. （J. Am. Chem. Soc., 114, 1992, pp. 1025-1032）は、ビス
（ペンタメチルシクロペンタジエニル）ジルコニウムおよびビス（ペンタメチルシクロペ
ンタジエニル）ハフニウムを使用してプロピレンを重合し、得られたベータ－メチルを停
止させることにより、「主にアリル末端およびイソ－ブチル末端」鎖を有するオリゴマー
および低分子量ポリマーを得ることを開示している。米国特許第４，８１４，５４０号の
場合と同様に、生成されたオリゴマーは、アリル鎖末端を少なくとも９３％も有してはお
らず、また約５００～約２０，０００ｇ／ｍｏｌのＭｎ（1Ｈ　ＮＭＲによって測定）も
有しておらず、触媒は生産性が低い（１～１２，６２０ｇ／ｍｍｏｌメタロセン／時間、
生成物中、＞３０００ｗｐｐｍのＡｌ）。
　同様に、SmallおよびBrookhart, （Macromolecules, 32, 1999, pg. 2322）は、低温重
合においてピリジルビスアミド（ｐｙｒｉｄｙｌｂｉｓａｍｉｄｏ）鉄触媒を使用して、
優勢なまたは排他的な２，１鎖の成長、ベータ－水素化物の脱離による連鎖停止、および
多量のビニル末端基を明らかに有する低分子量の非晶質プロピレン材料を生成することを
開示している。
【０００６】
　Weng et al. （Macromol Rapid Comm. 2000, 21, pp. 1103-1107）は、トルエン中、ジ
メチルシリルビス（２－メチル，４－フェニル－インデニル）ジルコニウムジクロリドお
よびメチルアルモキサンを約１２０℃で使用して生成した、最大約８１パーセントのビニ
ル終端を有する材料を開示している。この材料は、約１２，３００のＭｎ（1Ｈ　ＮＭＲ
で測定）および約１４３℃の融点を有する。
　Macromolecules, 33, 2000, pp. 8541-8548は、ビニル末端ポリエチレンを再度組み込
むことによって生成される、枝分かれブロックのエチレン－ブテンポリマーの調製を開示
しており、前記枝分かれブロックポリマーは、メチルアルモキサンで活性化されたＣｐ2

ＺｒＣＬ2と（Ｃ5Ｍｅ4ＳｉＭｅ2ＮＣ12Ｈ23）ＴｉＣｌ2の組合せによって生成される。
　Moscardi et al. （Organometallics, 20, 2001, pg. 1918）は、プロピレンのバッチ
重合においてｒａｃ－ジメチルシリルメチレンビス（３－ｔ－ブチルインデニル）ジルコ
ニウムジクロリドとメチルアルモキサンを使用して、「アリル末端基が、任意の［プロペ
ン］において他のいずれの末端基よりも常に優先する」材料を生成することを開示してい
る。これらの反応では、形態制御は制限され、鎖末端のおよそ６０％がアリル性である。
　Coates et al. （Macromolecules, 38, 2005, pg. 6259）は、修飾メチルアルモキサン
（ＭＭＡＯ；Ａｌ／Ｔｉモル比＝２００）で活性化されたビス（フェノキシイミン）チタ
ンジクロリド（（ＰＨＩ）2ＴｉＣｌ2）を用いて、バッチ重合を－２０℃～＋２０℃で４
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時間実施し、約１００％がアリル末端基である低分子量シンジオタクチックポリプロピレ
ン（［ｒｒｒｒ］＝０．４６～０．９３）を調製することを開示している。これらの重合
では、プロピレンをトルエンに溶解して、１．６５Ｍトルエン溶液を生成した。触媒生産
性は、非常に低かった（０．９５～１．１４ｇ／ｍｍｏｌＴｉ／時間）。
【０００７】
　特開２００５－３３６０９２号公報は、Ｈ2ＳＯ4で処理したモンモリロナイト、トリエ
チルアルミニウム、トリイソプロピルアルミニウムなどの材料を使用して、ビニル末端プ
ロピレンポリマーを製造することを開示しており、この場合、液体プロピレンは、トルエ
ン中の触媒スラリーに供給される。この方法は、非晶質材料の量が少なく、実質的にアイ
ソタクチックなマクロモノマーを生成する。
【０００８】
　Rose et al. （Macromolecules, 41, 2008, pp. 559-567）は、イソ－ブチル鎖末端の
量が少ないポリ（エチレン－ｃｏ－プロピレン）マクロモノマーを開示している。これら
は、セミバッチ重合で、修飾メチルアルモキサン（ＭＭＡＯ；Ａｌ／Ｔｉモル比の範囲１
５０～２９２）で活性化されたビス（フェノキシイミン）チタンジクロリド（（ＰＨＩ）

2ＴｉＣｌ2）を用いて生成された（３０ｐｓｉのプロピレンをトルエンに０℃で３０分間
かけて添加し、その後、エチレンガスを３２ｐｓｉの超過圧力で約０℃において重合時間
２．３～４時間にわたって流して、Ｍｎ約４，８００～２３，３００を有するＥ－Ｐコポ
リマーを生成した）。報告されている４つの共重合では、おおむね以下の等式に従って、
エチレンの組込みが増大するにつれて、アリル性鎖末端は減少した。
アリル性鎖末端（％）（すべての不飽和の）＝－０．９５（組み込まれたエチレン（ｍｏ
ｌ％））＋１００
例えば、２９ｍｏｌ％のエチレンを含有するＥ－Ｐコポリマーでは、６５％（すべての不
飽和と比較して）のアリルが報告された。これは、達成された中で最高のアリル母集団で
ある。エチレンが６４ｍｏｌ％組み込まれる場合、不飽和のわずか４２％がアリル性であ
る。これらの重合生産性は、０．７８×１０2ｇ／ｍｍｏｌＴｉ／時間～４．６２×１０2

ｇ／ｍｍｏｌＴｉ／時間の範囲であった。
【０００９】
　この研究以前に、Zhuらは、Ｂ（Ｃ6Ｆ5）3およびＭＭＡＯで活性化された拘束幾何構造
のメタロセン触媒［Ｃ5Ｍｅ4（ＳｉＭｅ2Ｎ－ｔｅｒｔ－ブチル）ＴｉＭｅ2］を用いて、
ごく少量の（約３８％）ビニル末端を有するエチレン－プロピレンコポリマーが生成され
たことを報告している（Macromolecules, 35, 2002, pp. 10062-10070およびMacromolecu
les Rap. Commun., 24, 2003, pp. 311-315）。
　JaniakおよびBlankは、オレフィンのオリゴマー化に関する様々な研究を概説している
（Macromol. Symp., 236, 2006, pp. 14-22）。
【００１０】
　しかし、アリル末端高級オレフィンコポリマーを生成するための高級オレフィンの重合
は、知られていない。したがって、広範な分子量および高い触媒活性を有するアリル末端
高級オレフィンコポリマーを、特に高収量で生成する新しい触媒が必要である。さらに、
広範な分子量にわたって制御され、多量に存在するアリル終端を有し（４０％以上）、商
業的な温度で生成することができ、商業的な速度（５，０００ｇ／ｍｍｏｌ／時間以上の
生産性）で生成することができる高級オレフィンコポリマーのマクロモノマーが必要であ
る。さらに、官能化することができ、かつ添加剤適用において使用でき、またはポリ（マ
クロモノマー）の合成のためのマクロモノマーとして使用できる、アリル終端を有する高
級オレフィンコポリマー反応性材料が必要である。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、３００ｇ／ｍｏｌ以上のＭｎ（1Ｈ　ＮＭＲによって測定）を有し、（ｉ）
約２０～９９．９ｍｏｌ％の少なくとも１つのＣ5－Ｃ40高級オレフィン、および（ｉｉ
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）約０．１～約８０ｍｏｌ％のプロピレンを含み、アリル鎖末端を少なくとも４０％有す
る、高級オレフィンコポリマーに関する。
　本発明は、３００ｇ／ｍｏｌ以上（好ましくは３００～６０，０００ｇ／ｍｏｌ）のＭ
ｎ（1Ｈ　ＮＭＲによって測定）を有し、（ｉ）約８０～９９．９ｍｏｌ％の少なくとも
１つのＣ4オレフィン、および（ｉｉ）約０．１～２０ｍｏｌ％のプロピレンを含み、ア
リル鎖末端を少なくとも４０％有する、高級オレフィンコポリマーに関する。
　本発明はまた、（ｉ）２０～９９．９ｍｏｌ％の少なくとも１つのＣ5－Ｃ40高級オレ
フィンと、（ｉｉ）０．１～８０ｍｏｌ％のプロピレンとを重合条件下で接触させること
を含む、高級オレフィンコポリマーを生成する方法であって、その接触が、活性化剤、お
よび次式の少なくとも１つによって表される少なくとも１つのメタロセン化合物を含む触
媒系の存在下で起こる方法に関する。
（ｉ）
【００１２】
【化１】

式Ｉ
または（ｉｉ）
【００１３】
【化２】

式ＩＩ
または（ｉｉｉ）
【００１４】
【化３】

式ＩＩＩ
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または（ｉｖ）
【００１５】
【化４】

式ＩＶ
【００１６】
［式中、Ｍは、ハフニウムまたはジルコニウムであり、各Ｘは、独立に、１～２０個の炭
素原子を有するヒドロカルビルラジカル、水素化物、アミド、アルコキシド、スルフィド
、リン化物、ハロゲン、ジエン、アミン、ホスフィン、エーテルおよびその組合せからな
る群から選択され（２個のＸは、縮合環または環系の一部を形成していてもよい）、各Ｑ
は、独立に、炭素またはヘテロ原子であり、各Ｒ1は、独立に、Ｃ1－Ｃ8アルキル基であ
り、Ｒ1は、Ｒ2と同じでも異なっていてもよく、各Ｒ2は、独立に、Ｃ1－Ｃ8アルキル基
であり、各Ｒ3は、独立に、水素であり、または１～８個の炭素原子を有する置換もしく
は非置換ヒドロカルビル基であり、ただし、少なくとも３個のＲ3基は、水素ではなく、
各Ｒ4は、独立に、水素、または置換もしくは非置換ヒドロカルビル基、ヘテロ原子、も
しくはヘテロ原子含有基であり、Ｒ5は、水素またはＣ1－Ｃ8アルキル基であり、Ｒ6は、
水素またはＣ1－Ｃ8アルキル基であり、各Ｒ7は、独立に、水素またはＣ1－Ｃ8アルキル
基であり、ただし、少なくとも７個のＲ7基は、水素ではなく、Ｒ2

aＴは、架橋基であり
、Ｔは、第１４族の元素（好ましくはＣ、ＳｉまたはＧｅ、好ましくはＳｉ）であり、各
Ｒaは、独立に、水素、ハロゲンまたはＣ1－Ｃ20ヒドロカルビルであり、２個のＲaは、
芳香族の、部分的に飽和の、または飽和の環式または縮合環系を含む環式構造を形成して
いてもよく、ただしさらに、任意の２個の隣接するＲ基は、縮合環または多中心性の縮合
環系を形成していてもよく、その環は、芳香族であってもよく、部分的に飽和しているか
、または飽和していてもよい］、
または（ｖ）
【００１７】
【化５】

式Ｖ
【００１８】
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［式中、Ｍは、ハフニウムまたはジルコニウムであり、各Ｘは、独立に、１～２０個の炭
素原子を有するヒドロカルビルラジカル、水素化物、アミド、アルコキシド、スルフィド
、リン化物、ハロゲン化物、ジエン、アミン、ホスフィン、エーテルおよびその組合せか
らなる群から選択され（２個のＸは、縮合環または環系の一部を形成していてもよい）、
各Ｒ8は、独立に、Ｃ1－Ｃ10アルキル基であり、各Ｒ9は、独立に、Ｃ1－Ｃ10アルキル基
であり、各Ｒ10は、水素であり、各Ｒ11、Ｒ12およびＲ13は、独立に、水素、または置換
もしくは非置換ヒドロカルビル基、ヘテロ原子、もしくはヘテロ原子含有基であり、Ｔは
、架橋基であり、ただしさらに、隣接するＲ11、Ｒ12およびＲ13基のいずれかは、縮合環
または多中心性の縮合環系を形成していてもよく、その環は、芳香族であってもよく、部
分的に飽和しているか、または飽和していてもよい］、
または（ｖｉ）
【００１９】
【化６】

式ＶＩ
［式中、Ｍは、ハフニウムまたはジルコニウムであり、各Ｘは、独立に、１～２０個の炭
素原子を有するヒドロカルビルラジカル、水素化物、アミド、アルコキシド、スルフィド
、リン化物、ハロゲン、ジエン、アミン、ホスフィン、エーテルまたはその組合せからな
る群から選択され、各Ｒ15およびＲ17は、独立に、Ｃ1－Ｃ8アルキル基であり、各Ｒ16、
Ｒ18、Ｒ19、Ｒ20、Ｒ21、Ｒ22、Ｒ23、Ｒ24、Ｒ25、Ｒ26、Ｒ27およびＲ28は、独立に、
水素であり、または１～８個の炭素原子を有する置換もしくは非置換ヒドロカルビル基で
ある］
【００２０】
　本発明はまた、（ｉ）８０～９９．９ｍｏｌ％の少なくとも１つのＣ4オレフィンと、
（ｉｉ）０．１～２０ｍｏｌ％のプロピレンとを重合条件下で接触させることを含む、高
級オレフィンコポリマーを生成する方法であって、その接触が、活性化剤、および次式の
少なくとも１つによって表される少なくとも１つのメタロセン化合物を含む触媒系の存在
下で起こる方法に関する。
（ｉ）
【００２１】
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【化７】

式Ｉ
または（ｉｉ）
【００２２】
【化８】

式ＩＩ
または（ｉｉｉ）
【００２３】
【化９】

式ＩＩＩ
または（ｉｖ）
【００２４】
【化１０】

式ＩＶ
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［式中、Ｍは、ハフニウムまたはジルコニウムであり、各Ｘは、独立に、１～２０個の炭
素原子を有するヒドロカルビルラジカル、水素化物、アミド、アルコキシド、スルフィド
、リン化物、ハロゲン、ジエン、アミン、ホスフィン、エーテルおよびその組合せからな
る群から選択され（２個のＸは、縮合環または環系の一部を形成していてもよい）、各Ｑ
は、独立に、炭素またはヘテロ原子であり、各Ｒ1は、独立に、Ｃ1－Ｃ8アルキル基であ
り、Ｒ1は、Ｒ2と同じでも異なっていてもよく、各Ｒ2は、独立に、Ｃ1－Ｃ8アルキル基
であり、各Ｒ3は、独立に、水素であり、または１～８個の炭素原子を有する置換もしく
は非置換ヒドロカルビル基であり、ただし、少なくとも３個のＲ3基は、水素ではなく、
各Ｒ4は、独立に、水素、または置換もしくは非置換ヒドロカルビル基、ヘテロ原子、も
しくはヘテロ原子含有基であり、Ｒ5は、水素またはＣ1－Ｃ8アルキル基であり、Ｒ6は、
水素またはＣ1－Ｃ8アルキル基であり、各Ｒ7は、独立に、水素またはＣ1－Ｃ8アルキル
基であり、ただし、少なくとも７個のＲ7基は、水素ではなく、Ｒ2

aＴは、架橋基であり
、Ｔは、第１４族の元素（好ましくはＣ、ＳｉまたはＧｅ、好ましくはＳｉ）であり、各
Ｒaは、独立に、水素、ハロゲンまたはＣ1－Ｃ20ヒドロカルビルであり、２個のＲaは、
芳香族の、部分的に飽和の、または飽和の環式または縮合環系を含む環式構造を形成して
いてもよく、ただしさらに、任意の２個の隣接するＲ基は、縮合環または多中心性の縮合
環系を形成していてもよく、その環は、芳香族であってもよく、部分的に飽和しているか
、または飽和していてもよい］、
または（ｖ）
【００２６】

【化１１】

式Ｖ
【００２７】
［式中、Ｍは、ハフニウムまたはジルコニウムであり、各Ｘは、独立に、１～２０個の炭
素原子を有するヒドロカルビルラジカル、水素化物、アミド、アルコキシド、スルフィド
、リン化物、ハロゲン化物、ジエン、アミン、ホスフィン、エーテルおよびその組合せか
らなる群から選択され（２個のＸは、縮合環または環系の一部を形成していてもよい）、
各Ｒ8は、独立に、Ｃ1－Ｃ10アルキル基であり、各Ｒ9は、独立に、Ｃ1－Ｃ10アルキル基
であり、各Ｒ10は、水素であり、各Ｒ11、Ｒ12およびＲ13は、独立に、水素、または置換
もしくは非置換ヒドロカルビル基、ヘテロ原子、もしくはヘテロ原子含有基であり、Ｔは
、架橋基（先に定義したＲ2

aＴなど）であり、ただしさらに、隣接するＲ11、Ｒ12および
Ｒ13基のいずれかは、縮合環または多中心性の縮合環系を形成していてもよく、その環は
、芳香族であってもよく、部分的に飽和しているか、または飽和していてもよい］、
または（ｖｉ）
【００２８】
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【化１２】

式ＶＩ
［式中、Ｍは、ハフニウムまたはジルコニウムであり、各Ｘは、独立に、１～２０個の炭
素原子を有するヒドロカルビルラジカル、水素化物、アミド、アルコキシド、スルフィド
、リン化物、ハロゲン、ジエン、アミン、ホスフィン、エーテルまたはその組合せからな
る群から選択され、各Ｒ15およびＲ17は、独立に、Ｃ1－Ｃ8アルキル基であり、各Ｒ16、
Ｒ18、Ｒ19、Ｒ20、Ｒ21、Ｒ22、Ｒ23、Ｒ24、Ｒ25、Ｒ26、Ｒ27およびＲ28は、独立に、
水素であり、または１～８個の炭素原子を有する置換もしくは非置換ヒドロカルビル基で
ある］
【００２９】
　本発明はまたさらに、２００ｇ／ｍｏｌを超えるＭｎ（1Ｈ　ＮＭＲによって測定）を
有し、（ｉ）約２０～９９．９ｍｏｌ％の少なくとも１つのＣ5－Ｃ40高級オレフィン、
および（ｉｉ）約０．１～８０ｍｏｌ％のプロピレンを含み、アリル鎖末端を少なくとも
４０％有する高級オレフィンコポリマーを含む組成物に関する。
　本発明はまたさらに、２００ｇ／ｍｏｌを超えるＭｎ（1Ｈ　ＮＭＲによって測定）を
有し、（ｉ）約８０～９９．９ｍｏｌ％の少なくとも１つのＣ4オレフィン、および（ｉ
ｉ）約０．１～２０ｍｏｌ％のプロピレンを含み、アリル鎖末端を少なくとも４０％有す
る高級オレフィンコポリマーを含む組成物に関する。
　本発明はまたさらに、本明細書で開示されている組成物を、潤滑剤として使用すること
に関する。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】代表的なアリル末端ヘキセン－プロピレンコポリマーを、アリル末端プロピレン
ホモポリマーと比較した場合の、時間関数としての粘度を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　本発明者らは、驚くべきことに、新しいクラスのビニル末端ポリマーを発見した。本明
細書では、ビニル末端高級オレフィンコポリマー、このようなビニル末端高級オレフィン
コポリマーを生成する方法、およびビニル末端高級オレフィンコポリマーを含む組成物を
記載する。これらのビニル末端高級オレフィンコポリマーは、ポリ（マクロモノマー）、
ブロックコポリマーを合成するためのマクロモノマーとして、また添加剤として、例えば
潤滑剤への添加剤としての実用性を見出すことができる。有利には、これらのビニル末端
コポリマーのビニル基は、官能化への経路を提供する。これらの官能化コポリマーは、潤
滑剤などにおける添加剤として有用な場合もある。
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【００３２】
　本明細書で使用される場合、「分子量」は、別段指定されない限り、数平均分子量（Ｍ
ｎ）を意味する。
　本発明および添付の特許請求の範囲の目的では、CHEMICAL AND ENGINEERING NEWS, 63(
5), pg. 27 (1985)に見られる通り、周期表の族の新しいナンバリングスキームが使用さ
れる。したがって、「第４族金属」は、周期表の第４族の元素である。
【００３３】
　「触媒活性」は、触媒（ｃａｔ）Ｗｇを含む重合触媒を使用して、Ｔ時間にわたってど
れぐらいのポリマー（Ｐ）（グラム）が生成されるかの測定基準であり、式Ｐ／（Ｔ×Ｗ
）によって表すことができ、単位ｇＰｇｃａｔ-1ｈｒ-1で表すことができる。「触媒生産
性」は、触媒（ｃａｔ）Ｗｇを含む重合触媒を使用して、Ｔ時間にわたってどれぐらいの
ポリマー（Ｐ）（グラム）が生成されるかの測定基準であり、式Ｐ／（Ｔ×Ｗ）によって
表すことができ、単位ｇＰｇｃａｔ-1ｈｒ-1で表すことができる。変換は、ポリマー生成
物に変換されるモノマーの量であり、ｍｏｌ％として報告され、ポリマー収量および反応
器に供給されるモノマーの量に基づいて算出される。
【００３４】
　「オレフィン」は、あるいは「アルケン」とも呼ばれ、少なくとも１つの二重結合を有
する、炭素と水素の直鎖、分岐または環式の化合物である。本明細書および添付の特許請
求の範囲の目的では、ポリマーまたはコポリマーが、それに限定されるものではないが、
エチレン、プロピレンおよびブテンを含むオレフィンを含むとみなされる場合、このよう
なポリマーまたはコポリマー内に存在するオレフィンは、オレフィンの重合形態である。
例えば、コポリマーが、３５重量％～５５重量％の「エチレン」含量を有するとされる場
合、コポリマーのｍｅｒ単位は、重合反応においてエチレンから導出され、前記導出され
た単位は、コポリマーの重量に対して３５重量％～５５重量％で存在するものと理解され
る。「ポリマー」は、同じまたは異なるｍｅｒ単位を２個以上有する。本明細書で使用さ
れる場合、用語「ポリマー」には、オリゴマー（最大１００ｍｅｒ単位）、およびより大
きいポリマー（１００ｍｅｒ単位超）が含まれる。「ホモポリマー」は、同じｍｅｒ単位
を有するポリマーである。「コポリマー」は、互いに異なる２種以上のｍｅｒ単位を有す
るポリマーである。「ターポリマー」は、互いに異なる３種のｍｅｒ単位を有するポリマ
ーである。「異なる」とは、ｍｅｒ単位に言及して使用される場合、ｍｅｒ単位が、少な
くとも１つの原子によって互いに異なっており、または異性体により異なっていることを
示す。したがって、本明細書で使用される場合、コポリマーの定義には、ターポリマー等
が含まれる。
　「高級オレフィン」は、本明細書で使用される場合、Ｃ4－Ｃ40オレフィン、好ましく
はＣ5－Ｃ30α－オレフィン、より好ましくはＣ5－Ｃ20α－オレフィン、またはさらによ
り好ましくはＣ5－Ｃ12α－オレフィンを意味する。「高級オレフィンコポリマー」は、
少なくとも１つが高級オレフィンモノマー単位である２種以上の異なるモノマー単位を含
むポリマーである（異なるとは、モノマー単位が、少なくとも１つの原子によって異なっ
ていることを意味する）。
【００３５】
　本明細書で使用される場合、Ｍｎは、数平均分子量であり（別段記載されない限り、1

Ｈ　ＮＭＲによって測定）、Ｍｗは、重量平均分子量であり（ゲル浸透クロマトグラフィ
ー、ＧＰＣによって測定）、Ｍｚは、ｚ平均分子量であり（ＧＰＣによって測定）、重量
％は重量パーセントであり、ｍｏｌ％はモルパーセントであり、体積％は体積パーセント
であり、ｍｏｌはモルである。分子量分布（ＭＷＤ）は、Ｍｗ（ＧＰＣによって測定）を
Ｍｎ（ＧＰＣによって測定）で割ったもの、すなわちＭｗ／Ｍｎと定義される。別段示さ
れない限り、すべての分子量（例えば、Ｍｗ、Ｍｎ、Ｍｚ）は、単位ｇ／ｍｏｌを有する
。
【００３６】
ビニル末端コポリマー
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　好ましい一実施形態では、本明細書に記載されるビニル末端高級オレフィン（ＶＴ－Ｈ
Ｏ）コポリマーは、２００ｇ／ｍｏｌ超のＭｎ（好ましくは３００～６０，０００ｇ／ｍ
ｏｌ、４００～５０，０００ｇ／ｍｏｌ、５００～３５，０００ｇ／ｍｏｌ、３００～１
５，０００ｇ／ｍｏｌ、４００～１２，０００ｇ／ｍｏｌ、または７５０～１０，０００
ｇ／ｍｏｌ）（1Ｈ　ＮＭＲによって測定）を有し、（ｉ）約２０～９９．９ｍｏｌ％の
少なくとも１つのＣ5－Ｃ40（好ましくはＣ6－Ｃ20）高級オレフィン（好ましくは約２５
～約９０ｍｏｌ％、約３０～約８５ｍｏｌ％、約３５～約８０ｍｏｌ％、約４０～約７５
ｍｏｌ％、または約５０～約９５ｍｏｌ％）、および（ｉｉ）約０．１～８０ｍｏｌ％の
プロピレン（好ましくは約５ｍｏｌ％～７０ｍｏｌ％、約１０～約６５ｍｏｌ％、約１５
～約５５ｍｏｌ％、約２５～約５０ｍｏｌ％、または約３０～約８０ｍｏｌ％）を含み、
すべての不飽和に対して、アリル鎖末端を少なくとも４０％（好ましくはアリル鎖末端を
少なくとも５０％、アリル鎖末端を少なくとも６０％、アリル鎖末端を少なくとも７０％
、またはアリル鎖末端を少なくとも８０％、アリル鎖末端を少なくとも９０％、アリル鎖
末端を少なくとも９５％）有し、場合によっては、イソブチル鎖末端対アリル鎖末端の比
が、０．７０：１未満、０．６５：１未満、０．６０：１未満、０．５０：１未満、また
は０．２５：１未満であり、さらに場合によっては、アリル鎖末端対ビニリデン鎖末端の
比が、２：１超であり（好ましくは２．５：１超、３：１超、５：１超、または１０：１
超）、またさらに場合によっては、アリル鎖末端対ビニレンの比が、１：１超である（好
ましくは２：１超、または５：１超）。
【００３７】
　別の実施形態では、高級オレフィンコポリマーは、３００ｇ／ｍｏｌ以上のＭｎ（1Ｈ
　ＮＭＲによって測定、好ましくは３００～６０，０００ｇ／ｍｏｌ、４００～５０，０
００ｇ／ｍｏｌ、５００～３５，０００ｇ／ｍｏｌ、３００～１５，０００ｇ／ｍｏｌ、
４００～１２，０００ｇ／ｍｏｌ、または７５０～１０，０００ｇ／ｍｏｌ）を有し、
（ｉ）約８０～約９９．９ｍｏｌ％、好ましくは約８５～約９９．９ｍｏｌ％、より好ま
しくは約９０～約９９．９ｍｏｌ％の少なくとも１つのＣ4オレフィン、
（ｉｉ）約０．１～約２０ｍｏｌ％、好ましくは約０．１～約１５ｍｏｌ％、より好まし
くは約０．１～約１０ｍｏｌ％のプロピレン
を含み、
すべての不飽和に対して、アリル鎖末端を少なくとも４０％（好ましくはアリル鎖末端を
少なくとも５０％、アリル鎖末端を少なくとも６０％、アリル鎖末端を少なくとも７０％
、またはアリル鎖末端を少なくとも８０％、アリル鎖末端を少なくとも９０％、アリル鎖
末端を少なくとも９５％）有し、いくつかの実施形態では、イソブチル鎖末端対アリル鎖
末端の比が、０．７０：１未満、０．６５：１未満、０．６０：１未満、０．５０：１未
満、または０．２５：１未満であり、さらなる実施形態では、アリル鎖末端対ビニリデン
基の比が、２：１超、２．５：１超、３：１超、５：１超、または１０：１超である。
【００３８】
　ＶＴ－ＨＯポリマーは、コポリマー、ターポリマー等であってもよい。
　ＶＴ－ＨＯコポリマーは、一般に、飽和鎖末端（または終端）、および／または不飽和
鎖末端もしくは終端を有する。本発明のコポリマーの不飽和鎖末端は、「アリル鎖末端」
を含む。アリル鎖末端は、次式
【００３９】
【化１３】

（Ｍは、コポリマー鎖を表す）で示される通り、ＣＨ2ＣＨ－ＣＨ2－によって表される。
「アリル性ビニル基」、「アリル鎖末端」、「ビニル鎖末端」、「ビニル終端」、「アリ
ル性ビニル基」および「ビニル末端」は、以下の説明では互換的に使用される。
【００４０】
　アリル鎖末端、ビニリデン鎖末端およびビニレン鎖末端の数は、1Ｈ　ＮＭＲを使用し
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、重水素化されたテトラクロロエタンを溶媒として使用して、１２０℃で、少なくとも２
５０ＭＨｚのＮＭＲ分光計で決定され、選択された場合には、13Ｃ　ＮＭＲによって確認
される。Resconiは、J. American Chemical Soc, 114, 1992, pp. 1025-1032において、
本明細書でも有用な、ビニル末端プロピレンオリゴマーのプロトンと炭素の帰属を報告し
ている（プロトンスペクトルは、純粋な過重水素化テトラクロロエタンを使用し、炭素ス
ペクトルは、通常のテトラクロロエタンと過重水素化テトラクロロエタンの５０：５０混
合物を使用した。プロトンについては５００ＭＨｚで、炭素については１２５ＭＨｚでＢ
ｒｕｋｅｒ分光計を操作して、すべてのスペクトルを１００℃で記録した）。アリル鎖末
端は、不飽和基の総モル数のモル百分率として報告される（すなわち、アリル鎖末端、ビ
ニリデン鎖末端、ビニレン鎖末端等の合計）。
【００４１】
　別の実施形態では、本明細書に記載されているか、または本明細書で有用なビニル末端
ポリオレフィンのいずれかは、「３－アルキル鎖末端」または「３－アルキルビニル終端
」とも呼ばれる、次式によって表される３－アルキルビニル末端基（アルキルは、Ｃ1－
Ｃ38アルキルである）を有する。
【００４２】
【化１４】

式中、「・・・・」は、ポリオレフィン鎖を表し、Ｒbは、Ｃ1－Ｃ38アルキル基、好まし
くはメチル、エチル、プロピル、ブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オクチル、ノ
ニル、デシル、ウンデシル、ドデシル（ｄｏｃｅｃｙｌ）などのＣ1－Ｃ20アルキル基で
ある。３－アルキル鎖末端の量は、下記の通り13Ｃ　ＮＭＲを使用して決定される。
【００４３】
　好ましい一実施形態では、本明細書に記載されているか、または本明細書で有用なビニ
ル末端ポリオレフィンのいずれかは、すべての不飽和に対して、３－アルキル鎖末端を少
なくとも５％（好ましくは３－アルキル鎖末端を少なくとも１０％、３－アルキル鎖末端
を少なくとも２０％、３－アルキル鎖末端を少なくとも３０％、３－アルキル鎖末端を少
なくとも４０％、３－アルキル鎖末端を少なくとも５０％、３－アルキル鎖末端を少なく
とも６０％、３－アルキル鎖末端を少なくとも７０％、３－アルキル鎖末端を少なくとも
８０％、３－アルキル鎖末端を少なくとも９０％、３－アルキル鎖末端を少なくとも９５
％）有する。
　好ましい一実施形態では、本明細書に記載されているか、または本明細書で有用なビニ
ル末端ポリオレフィンのいずれかは、すべての不飽和に対して、３－アルキル＋アリル鎖
末端（例えば、すべての３－アルキル鎖末端と、すべてのアリル鎖末端）を少なくとも５
％、好ましくは３－アルキル＋アリル鎖末端を少なくとも１０％、３－アルキル＋アリル
鎖末端を少なくとも２０％、３－アルキル＋アリル鎖末端を少なくとも３０％、３－アル
キル＋アリル鎖末端を少なくとも４０％、３－アルキル＋アリル鎖末端を少なくとも５０
％、３－アルキル＋アリル鎖末端を少なくとも６０％、３－アルキル＋アリル鎖末端を少
なくとも７０％、３－アルキル＋アリル鎖末端を少なくとも８０％、３－アルキル＋アリ
ル鎖末端を少なくとも９０％、３－アルキル＋アリル鎖末端を少なくとも９５％有する。
【００４４】
　いくつかの実施形態では、ＶＴ－ＨＯコポリマーは、アリル鎖末端を少なくとも４０％
（アリル鎖末端を少なくとも５０％、アリル鎖末端を少なくとも６０％、アリル鎖末端を
少なくとも７０％、アリル鎖末端を少なくとも８０％、アリル鎖末端を少なくとも９０％
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、またはアリル鎖末端を少なくとも９５％）有する。
　別の実施形態では、本明細書に記載されているか、または本明細書で有用なビニル末端
ポリオレフィンのいずれかは、「３－アルキル鎖末端」または「３－アルキルビニル終端
」とも呼ばれる、次式によって表される３－アルキルビニル末端基（アルキルは、Ｃ1－
Ｃ38アルキルである）を有する。
【００４５】
【化１５】

式中、「・・・・」は、ポリオレフィン鎖を表し、Ｒbは、Ｃ1－Ｃ38アルキル基、好まし
くはメチル、エチル、プロピル、ブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オクチル、ノ
ニル、デシル、ウンデシル、ドデシルなどのＣ1－Ｃ20アルキル基である。３－アルキル
鎖末端の数は、下記の通り13Ｃ　ＮＭＲを使用して決定される。
【００４６】
　好ましい一実施形態では、本明細書に記載されているか、または本明細書で有用なビニ
ル末端ポリオレフィンのいずれかは、すべての不飽和に対して、３－アルキル鎖末端を少
なくとも５％（好ましくは３－アルキル鎖末端を少なくとも１０％、３－アルキル鎖末端
を少なくとも２０％、３－アルキル鎖末端を少なくとも３０％、３－アルキル鎖末端を少
なくとも４０％、３－アルキル鎖末端を少なくとも５０％、３－アルキル鎖末端を少なく
とも６０％、３－アルキル鎖末端を少なくとも７０％、３－アルキル鎖末端を少なくとも
８０％、３－アルキル鎖末端を少なくとも９０％、３－アルキル鎖末端を少なくとも９５
％）有する。
　好ましい一実施形態では、本明細書に記載されているか、または本明細書で有用なビニ
ル末端ポリオレフィンのいずれかは、すべての不飽和に対して、３－アルキル＋アリル鎖
末端（例えば、すべての３－アルキル鎖末端と、すべてのアリル鎖末端）を少なくとも５
％、好ましくは３－アルキル＋アリル鎖末端を少なくとも１０％、３－アルキル＋アリル
鎖末端を少なくとも２０％、３－アルキル＋アリル鎖末端を少なくとも３０％、３－アル
キル＋アリル鎖末端を少なくとも４０％、３－アルキル＋アリル鎖末端を少なくとも５０
％、３－アルキル＋アリル鎖末端を少なくとも６０％、３－アルキル＋アリル鎖末端を少
なくとも７０％、３－アルキル＋アリル鎖末端を少なくとも８０％、３－アルキル＋アリ
ル鎖末端を少なくとも９０％、３－アルキル＋アリル鎖末端を少なくとも９５％有する。
【００４７】
　「アリル鎖末端対ビニリデン鎖末端の比」は、アリル鎖末端の百分率対ビニリデン鎖末
端の百分率の比と定義される。いくつかの実施形態では、アリル鎖末端対ビニリデン鎖末
端の比は、２：１超である（好ましくは２．５：１超、３：１超、５：１超、または１０
：１超）。いくつかの実施形態では、アリル鎖末端対ビニリデン鎖末端の比は、約１０：
１～約２：１の範囲である（好ましくは約５：１～約２：１または１０：１～約２．５：
１）。
　「アリル鎖末端対ビニレン鎖末端の比」は、アリル鎖末端の百分率対ビニレン鎖末端の
百分率の比と定義される。いくつかの実施形態では、アリル鎖末端対ビニレンの比は、１
：１超である（好ましくは２：１超、または５：１超）。
【００４８】
　ＶＴ－ＨＯコポリマーはまた、イソブチル鎖末端または高級オレフィン鎖末端を含むこ
とができる飽和鎖末端を有する。プロピレン／高級オレフィンの共重合では、ポリマー鎖
は、プロピレンモノマーの成長を開始し、それによってイソブチル鎖の飽和鎖末端を生成
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することができる。あるいは、ポリマー鎖は、高級オレフィンモノマーの成長を開始し、
高級オレフィン鎖飽和末端を生成することができる。
　「イソブチル鎖末端」は、次式で示す通りに表される、ポリマーの末端または終端と定
義される。
【００４９】
【化１６】

Ｍは、ポリマー鎖を表す。
　「高級オレフィン鎖末端」は、次式で示す通りに表される、ポリマーの末端または終端
と定義される。
【００５０】

【化１７】

Ｍは、ポリマー鎖を表し、ｎは、４～４０から選択される整数である。
　飽和鎖末端近くのコポリマーの構造は、使用されるモノマーのタイプおよび量、ならび
に重合プロセス中の挿入方法に応じて変わり得る。いくつかの好ましい実施形態では、イ
ソブチル鎖末端の４個の炭素内のポリマー構造は、次式の１つによって表される。
【００５１】
【化１８】

Ｍは、ポリマー鎖の残りを表し、Ｃmは、重合高級オレフィンモノマーを表し、各Ｃmは、
同じでも異なっていてもよく、ｍは、整数２～３８である。
【００５２】
　イソブチル鎖末端の百分率は、13Ｃ　ＮＭＲを使用し（例部分で記載される通り）、１
００％プロピレンオリゴマーについてはResconi et al., J. Am. Chem. Soc. 114, 1992,
 pp. 1025-1032の化学シフトの帰属を使用し、ＶＴ－ＨＯコポリマーについては本明細書
で報告される化学シフトの帰属を使用して決定する。
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【００５３】
　「イソブチル鎖末端対アリル鎖末端の比」は、イソブチル鎖末端の百分率対アリル鎖末
端の百分率の比と定義される。いくつかの実施形態では、イソブチル鎖末端とアリル鎖末
端は、０．７０：１未満である（好ましくは０．６５：１未満、０．６０：１未満、０．
５０：１未満、または０．２５：１未満）。いくつかの実施形態では、イソブチル鎖末端
対アリル鎖末端の比は、約０．０１：１～約０．７０：１の範囲である（好ましくは約０
．０５：１～約０．６５：１または０．１：１～約０．６０：１）。
【００５４】
　ＶＴ－ＨＯコポリマーは、好ましくは、1Ｈ　ＮＭＲによって決定される場合、３００
ｇ／ｍｏｌ以上のＭｎを有する（好ましくは約３００～６０，０００ｇ／ｍｏｌ、４００
～５０，０００ｇ／ｍｏｌ、好ましくは５００～３５，０００ｇ／ｍｏｌ、好ましくは３
００～１５，０００ｇ／ｍｏｌ、好ましくは４００～１２，０００ｇ／ｍｏｌ、または好
ましくは７５０～１０，０００ｇ／ｍｏｌ）。さらに、望ましい分子量範囲は、前述の任
意の分子量上限と、任意の分子量下限の任意の組合せであり得る。本明細書で使用される
場合、Ｍｎは、数平均分子量であり（別段記載されない限り、1Ｈ　ＮＭＲによって測定
）、Ｍｗは、重量平均分子量であり（ゲル浸透クロマトグラフィー、ＧＰＣによって測定
）、Ｍｚは、ｚ平均分子量であり（ＧＰＣによって測定）、分子量分布（ＭＷＤ、Ｍｗ／
Ｍｎ）は、Ｍｗ（ＧＰＣによって測定）をＭｎ（ＧＰＣによって測定）で割ったものと定
義される。Ｍｎ（1Ｈ　ＮＭＲ）は、下記の例部分のＮＭＲ法に従って決定される。Ｍｎ
はまた、下記のＧＰＣ－ＤＲＩ法を使用して決定することができる。特許請求の範囲の目
的では、Ｍｎは、1Ｈ　ＮＭＲによって決定される。
【００５５】
　別の実施形態では、本明細書に記載されるＶＴ－ＨＯコポリマーは、１，０００ｇ／ｍ
ｏｌ以上のＭｗ（好ましくは約１，０００～約４００，０００ｇ／ｍｏｌ、好ましくは約
２，０００～３００，０００ｇ／ｍｏｌ、好ましくは約３，０００～２００，０００ｇ／
ｍｏｌ）（下記の通りＧＰＣ－ＤＲＩ法を使用して測定）、および／または約１，７００
～約１５０，０００ｇ／ｍｏｌ、もしくは好ましくは約８００～１００，０００ｇ／ｍｏ
ｌの範囲のＭｚ、および／または約１．２～２０（あるいは約１．７～１０、あるいは約
１．８～５．５）の範囲のＭｗ／Ｍｎを有する。
　特定の実施形態では、ＶＴ－ＨＯコポリマーは、３００ｇ／ｍｏｌ以上のＭｎ（好まし
くは約３００～約６０，０００ｇ／ｍｏｌ、約４００～約５０，０００ｇ／ｍｏｌ、約５
００～約３５，０００ｇ／ｍｏｌ、約３００～約１５，０００ｇ／ｍｏｌ、約４００～約
１２，０００ｇ／ｍｏｌ、または約７５０～約１０，０００ｇ／ｍｏｌ）、１，０００以
上のＭｗ（好ましくは約１，０００～約４００，０００ｇ／ｍｏｌ、約２，０００～３０
０，０００ｇ／ｍｏｌ、または約３，０００～２００，０００ｇ／ｍｏｌ）、および約１
，７００～約１５０，０００ｇ／ｍｏｌ、または好ましくは約８００～１００，０００ｇ
／ｍｏｌのＭｚを有する。
【００５６】
　Ｍｎ、ＭｗおよびＭｚは、ＧＰＣ－ＤＲＩ法によって、示差屈折率検出器（ＤＲＩ）を
備えた高温サイズ排除クロマトグラフ（Ｗａｔｅｒｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ製または
Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ製のいずれかのＳＥＣ（あるタイプのゲル浸
透クロマトグラフィー、ＧＰＣ））を使用して測定する。実験の詳細は、T. Sun, P. Bra
nt, R. R. ChanceおよびW. W. Graessley, Macromolecules, Volume 34, Number 19, pp.
 6812-6820, (2001)およびそれに引用された参考文献に記載されている。Ｐｏｌｙｍｅｒ
　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ　ＰＬｇｅｌ製の３本の１０ｍｍ　Ｍｉｘｅｄ－Ｂカラムを
使用する。名目上の流速は０．５ｃｍ3／分であり、名目上の注入体積は３００μＬであ
る。様々な移送ライン、カラムおよび示差屈折率計（ＤＲＩ検出器）を、１３５℃に維持
したオーブンに入れる。ＳＥＣ実験のための溶媒は、抗酸化剤としてのブチル化ヒドロキ
シトルエン６グラムを、Ａｌｄｒｉｃｈの試薬グレード１，２，４トリクロロベンゼン（
ＴＣＢ）４リットルに溶解することによって調製する。次に、ＴＣＢ混合物を０．７μｍ
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のガラスプレフィルターで濾過し、その後、０．１μｍのＴｅｆｌｏｎフィルターで濾過
する。次に、ＴＢＣを、オンライン脱気装置で脱気した後、ＳＥＣに入れる。乾燥ポリマ
ーをガラス容器に入れ、所望の量のＴＣＢを添加し、次に混合物を持続的に撹拌しながら
１６０℃で約２時間加熱することによって、ポリマー溶液を調製する。すべての量を、重
量測定により測定する。ポリマー濃度を表すために使用したＴＣＢ密度（単位は質量／体
積）は、室温で１．４６３ｇ／ｍＬであり、１３５℃で１．３２４ｇ／ｍＬである。注入
濃度は、１．０～２．０ｍｇ／ｍＬであり、高分子量の試料では低濃度を使用する。各試
料を流す前に、ＤＲＩ検出器および注入器をパージする。次に、装置内の流速を０．５ｍ
Ｌ／分に増大し、ＤＲＩを８～９時間静置して安定にした後、最初の試料を注入する。ク
ロマトグラムの各点における濃度ｃを、以下の等式を使用して、ベースラインを差し引い
たＤＲＩ信号であるＩDRIから算出する。
ｃ＝ＫDRIＩDRI／（ｄｎ／ｄｃ）
式中、ＫDRIは、ＤＲＩの較正によって決定される定数であり、（ｄｎ／ｄｃ）は、その
系の屈折率の増分である。ＴＣＢについては、１３５℃およびλ＝６９０ｎｍにおいて屈
折率ｎ＝１．５００である。本発明および添付の特許請求の範囲の目的では、プロピレン
ポリマーについては（ｄｎ／ｄｃ）＝０．１０４であり、その他については０．１である
。このＳＥＣ法の説明を通して使用されるパラメータの単位は、以下の通りである。濃度
はｇ／ｃｍ3で表し、分子量はｇ／ｍｏｌで表し、固有粘度はｄＬ／ｇで表す。
【００５７】
　本明細書の実施形態では、ＶＴ－ＨＯコポリマーは、約２０～約９９．９ｍｏｌ％の少
なくとも１つの（好ましくは２種以上、３種以上、４種以上等の）Ｃ5－Ｃ40（好ましく
はＣ5－Ｃ30、Ｃ6－Ｃ20、またはＣ8－Ｃ12）高級オレフィンモノマーを含む（好ましく
は約２５～約９０ｍｏｌ％、約３０～約８５ｍｏｌ％、約３５～約８０ｍｏｌ％、約４０
～約７５ｍｏｌ％、または約５０～約９５ｍｏｌ％）。他の実施形態では、ＶＴ－ＨＯコ
ポリマーは、２０ｍｏｌ％を超えるＣ5－Ｃ40（好ましくはＣ5－Ｃ30、Ｃ6－Ｃ20、また
はＣ8－Ｃ12）高級オレフィンモノマーを含む（好ましくは３０ｍｏｌ％を超え、４０ｍ
ｏｌ％を超え、４５ｍｏｌ％を超え、５０ｍｏｌ％を超え、６５ｍｏｌ％を超え、７５ｍ
ｏｌ％を超え、または８５ｍｏｌ％を超える）。さらなる他の実施形態では、ＶＴ－ＨＯ
コポリマーは、９９．９ｍｏｌ％未満のＣ5－Ｃ40高級オレフィンモノマーを含む（好ま
しくは８５ｍｏｌ％未満、７５ｍｏｌ％未満、６５ｍｏｌ％未満、５０ｍｏｌ％未満、３
５ｍｏｌ％未満、または２５ｍｏｌ％未満）。
【００５８】
　本明細書の実施形態では、ＶＴ－ＨＯコポリマーは、約０．１～約８０ｍｏｌ％のプロ
ピレンを含む（好ましくは約５ｍｏｌ％～約７０ｍｏｌ％、約１０～約６５ｍｏｌ％、約
１５～約５５ｍｏｌ％、約２５～約５０ｍｏｌ％、または約３０～約８０ｍｏｌ％）。他
の実施形態では、ＶＴ－ＨＯコポリマーは、５ｍｏｌ％を超えるプロピレンを含む（好ま
しくは１０ｍｏｌ％を超え、２０ｍｏｌ％を超え、３５ｍｏｌ％を超え、５０ｍｏｌ％を
超え、６５ｍｏｌ％を超え、または７５ｍｏｌ％を超える）。さらなる他の実施形態では
、ＶＴ－ＨＯコポリマーは、８０ｍｏｌ％未満のプロピレンを含む（好ましくは７５ｍｏ
ｌ％未満、７０ｍｏｌ％未満、６５ｍｏｌ％未満、５０ｍｏｌ％未満、３５ｍｏｌ％未満
、２０ｍｏｌ％未満、または１０ｍｏｌ％未満）。
【００５９】
　本明細書のＶＴ－ＨＯコポリマーは、少なくとも１つのＣ5－Ｃ40高級オレフィンおよ
びプロピレンを含む。いくつかの実施形態では、ＶＴ－ＨＯコポリマーは、２種以上の異
なるＣ5－Ｃ40高級オレフィンモノマー、３種以上の異なるＣ5－Ｃ40高級オレフィンモノ
マー、または４種以上の異なるＣ5－Ｃ40高級オレフィンモノマーを含む。いくつかの実
施形態では、ＶＴ－ＨＯコポリマーは、エチレンおよび／またはブテンも含む。
【００６０】
　ブテンがターモノマーである実施形態では、高級オレフィンコポリマーは、３００ｇ／
ｍｏｌ以上、好ましくは３００～６０，０００ｇ／ｍｏｌのＭｎ（1Ｈ　ＮＭＲによって
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測定）を有し、（ｉ）約８０～約９９．９ｍｏｌ％の少なくとも１つのＣ4オレフィン（
好ましくは約８５～約９９．９ｍｏｌ％、より好ましくは約９０～約９９．９ｍｏｌ％）
、および（ｉｉ）約０．１～約２０ｍｏｌ％のプロピレン（好ましくは約０．１～約１５
ｍｏｌ％、または約０．１～約１０ｍｏｌ％）を含み、アリル鎖末端を少なくとも４０％
有し（好ましくはアリル鎖末端を少なくとも５０％、アリル鎖末端を少なくとも６０％、
アリル鎖末端を少なくとも７０％、またはアリル鎖末端を少なくとも８０％）、いくつか
の実施形態では、イソブチル鎖末端対アリル鎖末端の比が、０．７０：１未満であり（好
ましくは０．６５：１未満、０．６０：１未満、０．５０：１未満、または０．２５：１
未満）、さらなる実施形態では、アリル鎖末端対ビニリデン基の比が、２：１超である（
好ましくは２．５：１超、３：１超、５：１超、または１０：１超）。
　好ましい一実施形態では、ＶＴ－ＨＯコポリマーは、コポリマーの重量に対して３重量
％未満（好ましくは２重量％未満、１重量％未満、０．５重量％未満、０．１重量％未満
、または０重量％）の、水酸化物、アリールおよび置換アリール、ハロゲン、アルコキシ
、カルボキシレート、エステル、アクリレート、酸素、窒素、ならびにカルボキシルから
選択される官能基を含む。
【００６１】
　別の実施形態では、ＶＴ－ＨＯコポリマーは、1Ｈ　ＮＭＲによって測定して、鎖１個
当たり１個の不飽和を仮定して、少なくとも３６個の炭素原子（好ましくは少なくとも５
１個の炭素原子、または少なくとも１０２個の炭素原子）を有するオレフィンを、コポリ
マー組成物の重量に対して少なくとも５０重量％含む（好ましくは少なくとも７５重量％
、好ましくは少なくとも９０重量％）。
【００６２】
　別の実施形態では、ＶＴ－ＨＯコポリマーは、ＧＣによって測定して、２０重量％未満
の二量体および三量体を含む（コポリマー組成物の重量に対して、好ましくは１０重量％
未満、好ましくは５重量％未満、より好ましくは２重量％未満）。「二量体」（および「
三量体」）は、２個の（または３個の）モノマー単位を有するコポリマーと定義され、こ
の場合、モノマー単位は、互いに同じでも異なっていてもよい（ここで、「異なる」とは
、少なくとも１つの炭素が異なっていることを意味する）。ヘリウムをキャリアガスとし
て３８ｃｍ／秒で使用して、生成物を、ＧＣ（自動注入器を備えたＡｇｉｌｅｎｔ　６８
９０Ｎ）によって分析した。水素炎イオン化型検出器（ＦＩＤ）を備えた、長さ６０ｍの
カラム（Ｊ＆Ｗ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　ＤＢ－１、６０ｍ×０．２５ｍｍＩ．Ｄ．×１
．０μｍのフィルム厚さ）、注入器温度２５０℃および検出器温度２５０℃を使用した。
試料をカラムに注入し、７０℃のオーブンに入れ、次に２２分かけて２７５℃に加熱した
（ランプ速度は、１００℃までは１０℃／分、２７５℃までは３０℃／分を保持した）。
得られた二量体または三量体生成物の量を導出するのに、内部標準、通常はモノマーを使
用する。二量体および三量体生成物の収量は、分光計で記録したデータから算出する。二
量体または三量体生成物の量は、内部標準に対して、ＧＣ曲線の関連するピーク下面積か
ら算出する。
【００６３】
　別の実施形態では、ＶＴ－ＨＯコポリマーは、生成されるポリマーの収量および用いら
れる触媒の質量に対して、２５ｐｐｍ未満のハフニウムまたはジルコニウム、好ましくは
１０ｐｐｍ未満のハフニウムまたはジルコニウム、好ましくは５ｐｐｍ未満のハフニウム
またはジルコニウムを含有する。材料における元素の量を決定するのに、J. W. Olesik, 
"Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectroscopy", in the Encyclopedia 
of Materials Characterization, C. R. Brundle, C. A. Evans, Jr. and S. Wilson, ed
s., Butterworth-Heinemann, Boston, Mass., 1992, pp. 633-644に記載されているＩＣ
ＰＥＳ（誘導結合プラズマ発光分析）を使用する。
　さらなる他の実施形態では、ＶＴ－ＨＯコポリマーは、２５℃で液体である。
【００６４】
　別の実施形態では、本明細書に記載されているＶＴ－ＨＯコポリマーは、６０～１３０
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℃、あるいは５０～１００℃の範囲の融解温度（Ｔm、ＤＳＣの最初の融解）を有する。
別の実施形態では、本明細書に記載されているコポリマーは、周囲温度（２３℃）で少な
くとも４８時間保存した後、ＤＳＣによって検出可能な融解温度をもたない。ＶＴ－ＨＯ
コポリマーは、好ましくは、０℃以下（下記の通り、示差走査熱量測定によって決定）、
好ましくは－１０℃以下、より好ましくは－２０℃以下、より好ましくは－３０℃以下、
より好ましくは－５０℃以下のガラス転移温度（Ｔｇ）を有する。融解温度（Ｔm）およ
びガラス転移温度（Ｔｇ）は、ＴＡ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ　２９２０　ＤＳＣなどの
市販の装置を使用して、示差走査熱量測定（ＤＳＣ）を使用して測定する。一般に、室温
で少なくとも４８時間保存しておいた試料６～１０ｍｇを、アルミニウム容器に入れて封
止し、室温で機器に搭載する。試料を２５℃で平衡化し、次に冷却速度１０℃／分で－８
０℃に冷却する。試料を－８０℃で５分間保持し、次に加熱速度１０℃／分で２５℃に加
熱する。ガラス転移温度を、加熱サイクルから測定する。あるいは、試料を２５℃で平衡
化し、次に加熱速度１０℃／分で１５０℃に加熱する。吸熱性融解転移が存在する場合に
は、転移の開始およびピーク温度について分析する。報告された融解温度は、別段特定さ
れない限り、最初の加熱によるピーク融解温度である。複数のピークを示す試料について
は、融点（または融解温度）は、ＤＳＣ融解曲線のピーク融解温度（すなわち、その温度
範囲において最大の吸熱性熱量測定応答に関連する）と定義される。
【００６５】
　別の実施形態では、本明細書で記載したＶＴ－ＨＯコポリマーは、６０℃で１，０００
ｃＰを超え、１２，０００ｃＰを超え、または１００，０００ｃＰを超える粘度を有する
。他の実施形態では、ＶＴ－ＨＯコポリマーは、２００，０００ｃＰ未満、１５０，００
０ｃＰ未満、または１００，０００ｃＰ未満の粘度を有する。粘度は、流れ抵抗性と定義
され、これは、ブルックフィールド粘度計を使用して高温で測定される。
　いくつかの実施形態では、ＶＴ－ＨＯポリマーは、プロピレン／ヘキセンコポリマー、
プロピレン／オクテンコポリマー、プロピレン／デセンコポリマー、プロピレン／ドデセ
ンコポリマー、プロピレン／ヘキセン／オクテンターポリマー、プロピレン／ヘキセン／
デセンターポリマー、プロピレン／ヘキセン／ドデセンターポリマー、プロピレン／オク
テン／デセンターポリマー、プロピレン／オクテン／ドデセンターポリマー、プロピレン
／デセン／ドデセンターポリマー等である。
【００６６】
ビニル末端高級オレフィンコポリマーの使用
　本明細書で調製されるビニル末端ポリマーは、触媒を用いて、または用いずに、ヘテロ
原子含有基をポリマーのアリル基と反応させることによって、官能化することができる。
その例には、フリーラジカル発生剤（例えば、過酸化物）などの活性化剤を用いる、また
は用いない、触媒作用によるヒドロシリル化、ヒドロホルミル化、ヒドロホウ素化、エポ
キシ化、水和、ジヒドロキシル化、ヒドロアミノ化またはマレイン化が含まれる。
【００６７】
　いくつかの実施形態では、本明細書で生成されるビニル末端ポリマーは、米国特許第６
，０２２，９２９号、A. Toyota, T. Tsutsui, and N. Kashiwa, Polymer Bulletin 48, 
pp. 213-219, 2002、J. Am. Chem. Soc., 1990, 112, pp. 7433-7434および２００９年６
月１９日出願の米国特許出願第１２／４８７，７３９号に記載の通り、官能化される。
　官能化ポリマーは、油への添加（ｏｉｌ　ａｄｄｉｔｉｖａｔｉｏｎ）および多くの他
の適用において使用することができる。好ましい使用には、滑沢剤および／または燃料の
ための添加剤が含まれる。好ましいヘテロ原子含有基には、アミン、アルデヒド、アルコ
ール、酸、コハク酸、マレイン酸および無水マレイン酸が含まれる。
　本明細書の特定の実施形態では、本明細書に開示されているビニル末端ポリマー、また
はその官能化類似体は、添加剤として有用である。いくつかの実施形態では、本明細書に
開示されているビニル末端ポリマー、またはその官能化類似体は、潤滑剤への添加剤とし
て有用である。特定の実施形態は、本明細書に開示されているビニル末端ポリマー、また
はその官能化類似体を含む潤滑剤に関する。
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【００６８】
　他の実施形態では、本明細書に開示されているビニル末端ポリマーは、ポリマー生成物
を調製するためのモノマーとして使用することができる。これらのポリマー生成物を調製
するために使用できる方法には、配位重合および酸触媒重合が含まれる。いくつかの実施
形態では、ポリマー生成物は、ホモポリマーであってよい。例えば、ビニル末端ポリマー
（Ａ）がモノマーとして使用される場合、配合物（Ａ）n（ｎは、重合度である）のホモ
ポリマー生成物を形成することが可能である。
　他の実施形態では、モノマーのビニル末端ポリマーの混合物から形成されたポリマー生
成物は、それぞれ異なる２個以上の繰り返し単位を含む混合ポリマーであり得る。例えば
、ビニル末端ポリマー（Ａ）および異なるビニル末端ポリマー（Ｂ）が共重合する場合、
配合（Ａ）n（Ｂ）m（ｎは、混合ポリマー生成物中に存在するビニル末端ポリマー（Ａ）
のモル当量の数であり、ｍは、混合ポリマー生成物中に存在するビニル末端ポリマー（Ｂ
）のモル当量の数である）の混合ポリマー生成物を形成することが可能である。
【００６９】
　さらなる他の実施形態では、ポリマー生成物は、ビニル末端ポリマーと別のアルケンの
混合物から形成することができる。例えば、ビニル末端ポリマー（Ａ）およびアルケン（
Ｂ）が共重合する場合、配合（Ａ）n（Ｂ）m（ｎは、混合ポリマー生成物中に存在するビ
ニル末端ポリマーのモル当量の数であり、ｍは、混合ポリマー生成物中に存在するアルケ
ンのモル当量の数である）の混合ポリマー生成物を形成することが可能である。
【００７０】
　本明細書の特定の実施形態では、本発明は、３００ｇ／ｍｏｌ以上、好ましくは３００
～６０，０００ｇ／ｍｏｌ（1Ｈ　ＮＭＲによって測定）、４００～５０，０００ｇ／ｍ
ｏｌ、好ましくは５００～３５，０００ｇ／ｍｏｌ、好ましくは３００～１５，０００ｇ
／ｍｏｌ、好ましくは４００～１２，０００ｇ／ｍｏｌ、または好ましくは７５０～１０
，０００ｇ／ｍｏｌのＭｎを有し、（ｉ）約２０～９９．９ｍｏｌ％、約２５～約９０ｍ
ｏｌ％、約３０～約８５ｍｏｌ％、約３５～約８０ｍｏｌ％、約４０～約７５ｍｏｌ％、
または約５０～約９５ｍｏｌ％の少なくとも１つのＣ5－Ｃ40高級オレフィン、および（
ｉｉ）約０．１～約８０ｍｏｌ％、約５ｍｏｌ％～約７０ｍｏｌ％、約１０～約６５ｍｏ
ｌ％、約１５～約５５ｍｏｌ％、約２５～約５０ｍｏｌ％、または約３０～約８０ｍｏｌ
％のプロピレンを含むＶＴ－ＨＯコポリマーであって、アリル鎖末端を少なくとも４０％
、アリル鎖末端を少なくとも５０％、アリル鎖末端を少なくとも６０％、アリル鎖末端を
少なくとも７０％、またはアリル鎖末端を少なくとも８０％有し、場合によっては、イソ
ブチル鎖末端対アリル鎖末端の比が、０．７０：１未満、０．６５：１未満、０．６０：
１未満、０．５０：１未満、または０．２５：１未満であり、さらに場合によっては、ア
リル鎖末端対ビニリデン基の比が、２：１超、２．５：１超、３：１超、５：１超、また
は１０：１超であるＶＴ－ＨＯコポリマーを含む組成物に関する。
【００７１】
　他の実施形態では、本発明は、３００ｇ／ｍｏｌ以上、好ましくは３００～６０，００
０ｇ／ｍｏｌのＭｎ（1Ｈ　ＮＭＲによって測定）を有し、（ｉ）約８０～約９９．９ｍ
ｏｌ％、好ましくは約８５～約９９．９ｍｏｌ％、より好ましくは約９０～約９９．９ｍ
ｏｌ％の少なくとも１つのＣ4オレフィン、および（ｉｉ）約０．１～約２０ｍｏｌ％、
好ましくは約０．１～約１５ｍｏｌ％、より好ましくは約０．１～約１０ｍｏｌ％のプロ
ピレンを含むＶＴ－ＨＯコポリマーであって、アリル鎖末端を少なくとも４０％、好まし
くはアリル鎖末端を少なくとも５０％、好ましくはアリル鎖末端を少なくとも６０％、好
ましくはアリル鎖末端を少なくとも７０％、または好ましくはアリル鎖末端を少なくとも
８０％を有し、いくつかの実施形態では、イソブチル鎖末端とアリル鎖末端の比が、０．
７０：１未満、０．６５：１未満、０．６０：１未満、０．５０：１未満、または０．２
５：１未満であり、さらなる実施形態では、アリル鎖末端対ビニリデン基の比が、２：１
超、２．５：１超、３：１超、５：１超、または１０：１超であるＶＴ－ＨＯコポリマー
を含む組成物を使用することに関する。
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　いくつかの実施形態では、組成物は、潤滑剤ブレンドである。
　いくつかの実施形態では、本発明は、組成物を潤滑剤ブレンドとして使用することに関
する。
【００７２】
ビニル末端－高級オレフィンコポリマーを生成する方法
　本発明はまた、０～２５０℃（好ましくは３５～１５０℃、好ましくは４０～１２０℃
、好ましくは４５～８０℃）の温度で、（ｉ）約２０～約９９．９ｍｏｌ％の少なくとも
１つのＣ5－Ｃ40高級オレフィンと（好ましくは約２５～約９０ｍｏｌ％、約３０～約８
５ｍｏｌ％、約３５～約８０ｍｏｌ％、約４０～約７５ｍｏｌ％、または約５０～約９５
ｍｏｌ％）、（ｉｉ）約０．１～約８０ｍｏｌ％のプロピレンと（好ましくは約５ｍｏｌ
％～約７０ｍｏｌ％、約１０～約６５ｍｏｌ％、約１５～約５５ｍｏｌ％、約２５～約５
０ｍｏｌ％、または約３０～約８０ｍｏｌ％）を接触させることを含む、高級オレフィン
コポリマーを生成する方法であって、その接触が、活性化剤、および次式の少なくとも１
つによって表される少なくとも１つのメタロセン化合物を含む触媒系の存在下で起こる方
法に関する。
（ｉ）
【００７３】
【化１９】

式Ｉ
または（ｉｉ）
【００７４】

【化２０】

式ＩＩ
または（ｉｉｉ）
【００７５】
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式ＩＩＩ
または（ｉｖ）
【００７６】
【化２２】

式ＩＶ
【００７７】
［式中、Ｍは、ハフニウムまたはジルコニウムであり、各Ｘは、独立に、１～２０個の炭
素原子を有するヒドロカルビルラジカル、水素化物、アミド、アルコキシド、スルフィド
、リン化物、ハロゲン、ジエン、アミン、ホスフィン、エーテルおよびその組合せからな
る群から選択され（２個のＸは、縮合環または環系の一部を形成していてもよい）、各Ｑ
は、独立に、炭素またはヘテロ原子であり、各Ｒ1は、独立に、Ｃ1－Ｃ8アルキル基であ
り、Ｒ1は、Ｒ2と同じでも異なっていてもよく、各Ｒ2は、独立に、Ｃ1－Ｃ8アルキル基
であり、各Ｒ3は、独立に、水素であり、または１～８個の炭素原子を有する置換もしく
は非置換ヒドロカルビル基であり、ただし、少なくとも３個のＲ3基は、水素ではなく、
各Ｒ4は、独立に、水素、または置換もしくは非置換ヒドロカルビル基、ヘテロ原子、も
しくはヘテロ原子含有基であり、Ｒ5は、水素またはＣ1－Ｃ8アルキル基であり、Ｒ6は、
水素またはＣ1－Ｃ8アルキル基であり、各Ｒ7は、独立に、水素またはＣ1－Ｃ8アルキル
基であり、ただし、少なくとも７個のＲ7基は、水素ではなく、Ｒ2

aＴは、架橋基であり
、Ｔは、第１４族の元素（好ましくはＣ、ＳｉまたはＧｅ、好ましくはＳｉ）であり、各
Ｒaは、独立に、水素、ハロゲンまたはＣ1－Ｃ20ヒドロカルビルであり、２個のＲaは、
芳香族の、部分的に飽和の、または飽和の環式または縮合環系を含む環式構造を形成して
いてもよく、ただしさらに、任意の２個の隣接するＲ基は、縮合環または多中心性の縮合
環系を形成していてもよく、その環は、芳香族であってもよく、部分的に飽和しているか
、または飽和していてもよい］、
または（ｖ）
【００７８】
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【化２３】

式Ｖ
【００７９】
［式中、Ｍは、ハフニウムまたはジルコニウムであり、各Ｘは、独立に、１～２０個の炭
素原子を有するヒドロカルビルラジカル、水素化物、アミド、アルコキシド、スルフィド
、リン化物、ハロゲン化物、ジエン、アミン、ホスフィン、エーテルおよびその組合せか
らなる群から選択され（２個のＸは、縮合環または環系の一部を形成していてもよい）、
各Ｒ8は、独立に、Ｃ1－Ｃ10アルキル基であり、各Ｒ9は、独立に、Ｃ1－Ｃ10アルキル基
であり、各Ｒ10は、水素であり、各Ｒ11、Ｒ12およびＲ13は、独立に、水素、または置換
もしくは非置換ヒドロカルビル基、ヘテロ原子、もしくはヘテロ原子含有基であり、Ｔは
、架橋基（前述のＲ2

aＴなど）であり、ただしさらに、隣接するＲ11、Ｒ12およびＲ13基
のいずれかは、縮合環または多中心性の縮合環系を形成していてもよく、その環は、芳香
族であってもよく、部分的に飽和しているか、または飽和していてもよい］、
または（ｖｉ）
【００８０】

【化２４】

式ＶＩ
【００８１】
［式中、Ｍは、ハフニウムまたはジルコニウムであり、各Ｘは、独立に、１～２０個の炭
素原子を有するヒドロカルビルラジカル、水素化物、アミド、アルコキシド、スルフィド
、リン化物、ハロゲン、ジエン、アミン、ホスフィン、エーテルまたはその組合せからな
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る群から選択され、各Ｒ15およびＲ17は、独立に、Ｃ1－Ｃ8アルキル基であり、各Ｒ16、
Ｒ18、Ｒ19、Ｒ20、Ｒ21、Ｒ22、Ｒ23、Ｒ24、Ｒ25、Ｒ26、Ｒ27およびＲ28は、独立に、
水素であり、または１～８個の炭素原子を有する置換もしくは非置換ヒドロカルビル基で
ある］
【００８２】
　本発明はまた、（ｉ）約８０～約９９．９ｍｏｌ％、好ましくは約８５～約９９．９ｍ
ｏｌ％、より好ましくは約９０～約９９．９ｍｏｌ％の少なくとも１つのＣ4オレフィン
と、（ｉｉ）約０．１～約２０ｍｏｌ％、好ましくは約０．１～約１５ｍｏｌ％、より好
ましくは約０．１～約１０ｍｏｌ％のプロピレンとを重合条件下で接触させることを含む
、高級オレフィンコポリマーを生成する方法であって、その接触が、活性化剤、および次
式の少なくとも１つによって表される少なくとも１つのメタロセン化合物を含む触媒系の
存在下で起こる方法に関する。
（ｉ）
【００８３】

【化２５】

式Ｉ
または（ｉｉ）
【００８４】
【化２６】

式ＩＩ
または（ｉｉｉ）
【００８５】
【化２７】



(34) JP 2014-511910 A 2014.5.19

10

20

30

40

50

式ＩＩＩ
または（ｉｖ）
【００８６】
【化２８】

式ＩＶ
【００８７】
［式中、Ｍは、ハフニウムまたはジルコニウムであり、各Ｘは、独立に、１～２０個の炭
素原子を有するヒドロカルビルラジカル、水素化物、アミド、アルコキシド、スルフィド
、リン化物、ハロゲン、ジエン、アミン、ホスフィン、エーテルおよびその組合せからな
る群から選択され（２個のＸは、縮合環または環系の一部を形成していてもよい）、各Ｑ
は、独立に、炭素またはヘテロ原子であり、各Ｒ1は、独立に、Ｃ1－Ｃ8アルキル基であ
り、Ｒ1は、Ｒ2と同じでも異なっていてもよく、各Ｒ2は、独立に、Ｃ1－Ｃ8アルキル基
であり、各Ｒ3は、独立に、水素であり、または１～８個の炭素原子を有する置換もしく
は非置換ヒドロカルビル基であり、ただし、少なくとも３個のＲ3基は、水素ではなく、
各Ｒ4は、独立に、水素、または置換もしくは非置換ヒドロカルビル基、ヘテロ原子、も
しくはヘテロ原子含有基であり、Ｒ5は、水素またはＣ1－Ｃ8アルキル基であり、Ｒ6は、
水素またはＣ1－Ｃ8アルキル基であり、各Ｒ7は、独立に、水素またはＣ1－Ｃ8アルキル
基であり、ただし、少なくとも７個のＲ7基は、水素ではなく、Ｒ2

aＴは、架橋基であり
、Ｔは、第１４族の元素（好ましくはＣ、ＳｉまたはＧｅ、好ましくはＳｉ）であり、各
Ｒaは、独立に、水素、ハロゲンまたはＣ1－Ｃ20ヒドロカルビルであり、２個のＲaは、
芳香族の、部分的に飽和の、または飽和の環式または縮合環系を含む環式構造を形成して
いてもよく、ただしさらに、任意の２個の隣接するＲ基は、縮合環または多中心性の縮合
環系を形成していてもよく、その環は、芳香族であってもよく、部分的に飽和しているか
、または飽和していてもよい］、
または（ｖ）
【００８８】
【化２９】

式Ｖ
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【００８９】
［式中、Ｍは、ハフニウムまたはジルコニウムであり、各Ｘは、独立に、１～２０個の炭
素原子を有するヒドロカルビルラジカル、水素化物、アミド、アルコキシド、スルフィド
、リン化物、ハロゲン化物、ジエン、アミン、ホスフィン、エーテルおよびその組合せか
らなる群から選択され（２個のＸは、縮合環または環系の一部を形成していてもよい）、
各Ｒ8は、独立に、Ｃ1－Ｃ10アルキル基であり、各Ｒ9は、独立に、Ｃ1－Ｃ10アルキル基
であり、各Ｒ10は、水素であり、各Ｒ11、Ｒ12およびＲ13は、独立に、水素、または置換
もしくは非置換ヒドロカルビル基、ヘテロ原子、もしくはヘテロ原子含有基であり、Ｔは
、架橋基（前述のＲ2

aＴなど）であり、ただしさらに、隣接するＲ11、Ｒ12およびＲ13基
のいずれかは、縮合環または多中心性の縮合環系を形成していてもよく、その環は、芳香
族であってもよく、部分的に飽和しているか、または飽和していてもよい］、
または（ｖｉ）
【００９０】
【化３０】

式ＶＩ
【００９１】
［式中、Ｍは、ハフニウムまたはジルコニウムであり、各Ｘは、独立に、１～２０個の炭
素原子を有するヒドロカルビルラジカル、水素化物、アミド、アルコキシド、スルフィド
、リン化物、ハロゲン、ジエン、アミン、ホスフィン、エーテルまたはその組合せからな
る群から選択され、各Ｒ15およびＲ17は、独立に、Ｃ1－Ｃ8アルキル基であり、各Ｒ16、
Ｒ18、Ｒ19、Ｒ20、Ｒ21、Ｒ22、Ｒ23、Ｒ24、Ｒ25、Ｒ26、Ｒ27およびＲ28は、独立に、
水素であり、または１～８個の炭素原子を有する置換もしくは非置換ヒドロカルビル基で
ある］
【００９２】
　一般に、本明細書に記載のＶＴ－ＨＯコポリマーを生成するために、（ｉ）１つまたは
複数の高級オレフィンモノマーと、（ｉｉ）プロピレンモノマーとを接触させることによ
って、プロピレンと高級オレフィンモノマー（ヘキセンまたはオクテンなど）を共重合さ
せることができ、その接触は、触媒系（１つまたは複数のメタロセン化合物と、下記の１
つまたは複数の活性化剤を含む）の存在下で起こる。所望に応じて、他の添加剤、例えば
１つまたは複数の捕捉剤、促進剤、調整剤、還元剤、酸化剤、水素、アルミニウムアルキ
ルまたはシランを使用することもできる。好ましい一実施形態では、ＶＴ－ＨＯコポリマ
ーを生成する方法では、捕捉剤はほとんど使用されず、または全く使用されない。好まし
くは、捕捉剤は、０ｍｏｌ％で存在し、あるいは捕捉剤は、１００：１未満、好ましくは
５０：１未満、好ましくは１５：１未満、好ましくは１０：１未満の捕捉剤金属と遷移金
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属のモル比で存在する。
【００９３】
　本明細書で有用な高級オレフィンモノマーは、Ｃ4－Ｃ40オレフィン、好ましくはＣ5－
Ｃ30オレフィン、好ましくはＣ6－Ｃ20オレフィン、または好ましくはＣ8－Ｃ12オレフィ
ンである。ブテンがコモノマーである場合、ブテン供給源は、ブテンの様々な異性体を含
む混合ブテンストリームであってよい。１－ブテンモノマーは、重合プロセスによって優
先的に消費されると予測される。
【００９４】
　高級オレフィンモノマーは、直鎖または環式であってよい。高級オレフィンの環式オレ
フィンは、歪みを有するまたは歪みを有していない単環式または多環式であってよく、ヘ
テロ原子および／または１つもしくは複数の官能基を含んでいてもよい。例示的な高級オ
レフィンモノマーには、ブテン、ペンテン、ヘキセン、ヘプテン、オクテン、ノネン、デ
セン、ウンデセン、ドデセン、ノルボルネン、シクロペンテン、シクロヘプテン、シクロ
オクテン、シクロドデセン、７－オキサノルボルネン、その置換誘導体、およびその異性
体、好ましくはヘキセン、ヘプテン、オクテン、ノネン、デセン、ドデセン、シクロオク
テン、１－ヒドロキシ－４－シクロオクテン、１－アセトキシ－４－シクロオクテン、シ
クロペンテン、ノルボルネン、ならびにそれらのそれぞれの同族体および誘導体が含まれ
る。
　ブテンがコモノマーであるいくつかの実施形態では、ブテン供給源は、ブテンの様々な
異性体を含む混合ブテンストリームであってよい。１－ブテンモノマーは、重合プロセス
によって優先的に消費されると予測される。このような混合ブテンストリームは、精製プ
ロセスから生じる廃棄物ストリーム、例えばＣ4抽残液ストリームであることが多く、し
たがって純粋な１－ブテンよりも実質的に費用がかからない場合があるので、これらの混
合ブテンストリームを使用することは、経済的な利益になる。
【００９５】
　本発明の方法は、当技術分野で公知の任意の方式で実施することができる。当技術分野
で公知の任意の懸濁、均一バルク、溶液、スラリーまたは気相重合法を使用することがで
きる。このような方法は、バッチ、セミバッチまたは連続様式で実施することができる。
均一重合法およびスラリーが好ましい。（均一重合法は、生成物の少なくとも９０重量％
が反応媒体に溶ける方法と定義される）。均一バルク法が、特に好ましい。（バルク法は
、反応器へのすべての供給物におけるモノマー濃度が７０体積％以上である方法と定義さ
れる）。あるいは、反応媒体には、溶媒または希釈剤が全く存在せず、または添加されな
い（ただし、触媒系もしくは他の添加剤のキャリアとして使用される少量の溶媒もしくは
希釈剤、またはモノマーに一般に見出される量の溶媒もしくは希釈剤、例えばプロピレン
中のプロパンを除く）。
【００９６】
　別の実施形態では、該方法は、スラリー法である。本明細書で使用される場合、用語「
スラリー重合法」は、担持触媒が用いられ、モノマーが担持触媒粒子上で重合する重合法
を意味する。担持触媒から導出される少なくとも９５重量％のポリマー生成物は、粒状形
態で固体粒子として存在する（希釈剤には溶解していない）。
【００９７】
　重合に適した希釈剤／溶媒には、非配位性の不活性な液体が含まれる。その例には、直
鎖および分岐鎖の炭化水素、例えばイソブタン、ブタン、ペンタン、イソペンタン、ヘキ
サン、イソヘキサン、ヘプタン、オクタン、ドデカンおよびその混合物；環式および脂環
式炭化水素、例えばシクロヘキサン、シクロヘプタン、メチルシクロヘキサン、メチルシ
クロヘプタンおよびその混合物、例えば市販製品（Ｉｓｏｐａｒ（商標））；過ハロゲン
化炭化水素、例えば全フッ素置換Ｃ4-10アルカン、クロロベンゼン、ならびに芳香族およ
びアルキル置換芳香族化合物、例えばベンゼン、トルエン、メシチレンおよびキシレンが
含まれる。適切な溶媒には、エチレン、プロピレン、１－ブテン、１－ヘキセン、１－ペ
ンテン、３－メチル－１－ペンテン、４－メチル－１－ペンテン、１－オクテン、１－デ
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センおよびその混合物を含む、モノマーまたはコモノマーとして作用し得る液体オレフィ
ンも含まれる。好ましい一実施形態では、脂肪族炭化水素溶媒、例えばイソブタン、ブタ
ン、ペンタン、イソペンタン、ヘキサン、イソヘキサン、ヘプタン、オクタン、ドデカン
およびその混合物；環式および脂環式炭化水素、例えばシクロヘキサン、シクロヘプタン
、メチルシクロヘキサン、メチルシクロヘプタン、およびその混合物が、溶媒として使用
される。別の実施形態では、溶媒は、芳香族ではなく、好ましくは芳香族は、溶媒中に、
溶媒の重量に対して１重量％未満、好ましくは０．５重量％、好ましくは０重量％で存在
する。
【００９８】
　好ましい一実施形態では、重合のための溶媒の供給濃度は、供給ストリームの総体積に
対して、６０体積％以下、好ましくは４０体積％以下、または好ましくは２０体積％以下
、好ましくは０体積％である。好ましくは、重合は、バルク法で実施される。
　いくつかの実施形態では、生産性は、４，５００ｇ／ｍｍｏｌ／時間以上、好ましくは
５，０００ｇ／ｍｍｏｌ／時間以上、好ましくは１０，０００ｇ／ｍｍｏｌ／時間以上、
好ましくは５０，０００ｇ／ｍｍｏｌ／時間以上である。他の実施形態では、生産性は、
少なくとも８０，０００ｇ／ｍｍｏｌ／時間、好ましくは少なくとも１５０，０００ｇ／
ｍｍｏｌ／時間、好ましくは少なくとも２００，０００ｇ／ｍｍｏｌ／時間、好ましくは
少なくとも２５０，０００ｇ／ｍｍｏｌ／時間、好ましくは少なくとも３００，０００ｇ
／ｍｍｏｌ／時間である。別の実施形態では、触媒の活性は、少なくとも５０ｇ／ｍｍｏ
ｌ／時間、好ましくは５００ｇ／ｍｍｏｌ／時間以上、好ましくは５，０００ｇ／ｍｍｏ
ｌ／時間以上、好ましくは５０，０００ｇ／ｍｍｏｌ／時間以上である。別の実施形態で
は、オレフィンモノマーの変換率は、ポリマー収量および反応帯域に入るモノマーの重量
に対して、少なくとも１０％、好ましくは２０％以上、好ましくは３０％以上、好ましく
は５０％以上、好ましくは８０％以上である。
【００９９】
　好ましい重合は、所望のＶＴ－ＨＯコポリマーを得るのに適した任意の温度および／ま
たは圧力で実施することができる。一般的な温度および／または圧力は、例えば、約０℃
～２５０℃（好ましくは３５℃～１５０℃、４０℃～１２０℃、４５℃～８０℃）の範囲
の温度であり、約０．３５～１０ＭＰａ（好ましくは０．４５～６ＭＰａまたは０．５～
４ＭＰａ）の範囲の圧力である。
　一般的な重合では、反応の実施時間は、最大３００分、好ましくは約５～２５０分、ま
たは好ましくは約１０～１２０分の範囲である。
【０１００】
　好ましい一実施形態では、水素は、重合反応器内に部分圧０．００１～５０ｐｓｉｇ（
０．００７～３４５ｋＰａ）、好ましくは０．０１～２５ｐｓｉｇ（０．０７～１７２ｋ
Ｐａ）、より好ましくは０．１～１０ｐｓｉｇ（０．７～７０ｋＰａ）で存在する。本発
明の系では、水素を使用すると、触媒がアリル性鎖末端を生成する能力を著しく損なうこ
となく高い活性を提供できることが見出された。好ましくは、触媒活性（ｇ／ｍｍｏｌ触
媒／時間として算出）は、水素が存在しない同じ反応よりも、少なくとも２０％高く、好
ましくは少なくとも５０％高く、好ましくは少なくとも１００％高い。
　好ましい一実施形態では、ビニル末端ポリマーを生成するための方法では、アルモキサ
ンはほとんどまたは全く使用されない。好ましくは、アルモキサンは０ｍｏｌ％で存在し
、あるいはアルモキサンは、５００：１未満、好ましくは３００：１未満、好ましくは１
００：１未満、好ましくは１：１未満のアルミニウム対遷移金属のモル比で存在する。
【０１０１】
　別の実施形態では、ビニル末端ポリマーを生成するためにアルモキサンが使用される場
合、アルモキサンを予め処理して、遊離アルキルアルミニウム化合物、特にトリメチルア
ルミニウムを除去する。
　さらに、好ましい一実施形態では、ビニル末端ポリマーを生成するために本明細書で使
用される活性化剤は、本明細書で定義の通り嵩高活性化剤であり、別個のものである。
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　好ましい一実施形態では、ビニル末端ポリマーを生成するための方法では、捕捉剤はほ
とんどまたは全く使用されない。好ましくは、捕捉剤（トリアルキルアルミニウムなど）
は０ｍｏｌ％で存在し、あるいは捕捉剤は、１００：１未満、好ましくは５０：１未満、
好ましくは１５：１未満、好ましくは１０：１未満の捕捉剤金属対遷移金属のモル比で存
在する。
【０１０２】
　好ましい一実施形態では、重合は、１）０～３００℃の温度で実施され（好ましくは２
５～１５０℃、好ましくは４０～１２０℃、好ましくは４５～８０℃）、２）１０ＭＰａ
の大気圧で実施され（好ましくは０．３５～１０ＭＰａ、好ましくは０．４５～６ＭＰａ
、好ましくは０．５～４ＭＰａ）、３）脂肪族炭化水素溶媒中で実施され（例えば、イソ
ブタン、ブタン、ペンタン、イソペンタン、ヘキサン、イソヘキサン、ヘプタン、オクタ
ン、ドデカンおよびその混合物；環式および脂環式炭化水素、例えばシクロヘキサン、シ
クロヘプタン、メチルシクロヘキサン、メチルシクロヘプタンおよびその混合物。ここで
好ましくは、芳香族は、溶媒中に溶媒の重量に対して１重量％未満、好ましくは０．５重
量％未満、好ましくは０重量％で存在する）、４）重合で使用される触媒系は、０．５ｍ
ｏｌ％未満、好ましくは０ｍｏｌ％のアルモキサンを含み、あるいはアルモキサンは、５
００：１未満、好ましくは３００：１未満、好ましくは１００：１未満、好ましくは１：
１未満のアルミニウム対遷移金属のモル比で存在し、５）重合は、１つの反応帯域内で生
じ、６）触媒化合物の生産性は、少なくとも８０，０００ｇ／ｍｍｏｌ／時間であり（好
ましくは少なくとも１５０，０００ｇ／ｍｍｏｌ／時間、好ましくは少なくとも２００，
０００ｇ／ｍｍｏｌ／時間、好ましくは少なくとも２５０，０００ｇ／ｍｍｏｌ／時間、
好ましくは少なくとも３００，０００ｇ／ｍｍｏｌ／時間）、７）場合によっては、捕捉
剤（トリアルキルアルミニウム化合物など）は存在せず（例えば、０ｍｏｌ％で存在し、
あるいは捕捉剤は、１００：１未満、好ましくは５０：１未満、好ましくは１５：１未満
、好ましくは１０：１未満の捕捉剤金属対遷移金属のモル比で存在する）、８）場合によ
っては、水素は、重合反応器内に部分圧０．００１～５０ｐｓｉｇ（０．００７～３４５
ｋＰａ）で存在する（好ましくは０．０１～２５ｐｓｉｇ（０．０７～１７２ｋＰａ）、
より好ましくは０．１～１０ｐｓｉｇ（０．７～７０ｋＰａ））。好ましい実施形態では
、重合で使用される触媒系は、わずか１種類の触媒化合物を含む。「反応帯域」は、「重
合帯域」とも呼ばれ、重合が行われる容器、例えばバッチ反応器である。複数の反応器が
、直列または並列の配置で使用される場合、各反応器は、別々の重合帯域とみなされる。
バッチ反応器および連続反応器の両方における多段階重合については、各重合段階は、別
々の重合帯域とみなされる。好ましい一実施形態では、重合は、１つの反応帯域内で生じ
る。室温は、別段示されない限り２３℃である。
【０１０３】
触媒系
　本明細書の実施形態では、本発明は、活性化剤、および以下に示す少なくとも１つのメ
タロセン化合物を含む触媒系の存在下で、プロピレンと高級オレフィンモノマーを接触さ
せることを含む、高級オレフィンコポリマーを生成する方法に関する。
【０１０４】
　本明細書の説明では、メタロセン触媒は、触媒前駆体、プレ触媒化合物または遷移金属
化合物と説明することができ、これらの用語は、互換的に使用される。重合触媒系は、モ
ノマーを重合してポリマーにすることができる触媒系である。「触媒系」は、少なくとも
１つの触媒化合物、少なくとも１つの活性化剤、任意選択の共活性化剤、および任意選択
の担持材料の組合せである。「アニオン性配位子」は、１つまたは複数の電子対を金属イ
オンに供与する、負に帯電した配位子である。「中性ドナー配位子」は、１つまたは複数
の電子対を金属イオンに供与する、中性に帯電した配位子である。
　本発明および添付の特許請求の範囲の目的では、触媒系が、成分の安定な中性形態を含
むと説明される場合、成分のイオン形態は、モノマーと反応してポリマーを生成する形態
であることを、当業者は十分に理解されよう。
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【０１０５】
　メタロセン触媒は、π結合した少なくとも１つのシクロペンタジエニル部分（または置
換シクロペンタジエニル部分）を有し、さらにはπ結合した２個のシクロペンタジエニル
部分または置換部分を有することが多い有機金属化合物と定義される。これには、インデ
ニルまたはフルオレニルまたはその誘導体などの他のπ結合した部分が含まれる。
　メタロセン、活性化剤、任意選択の共活性化剤、および触媒系の任意選択の担持体成分
を、以下に論じる。
【０１０６】
（ａ）メタロセン成分
　用語「置換」は、水素基が、ヒドロカルビル基、ヘテロ原子、またはヘテロ原子含有基
で置き換えられていることを意味する。例えば、メチルシクロペンタジエン（Ｃｐ）は、
メチル基で置換されているＣｐ基であり、エチルアルコールは、－ＯＨ基で置換されてい
るエチル基であり、「置換ヒドロカルビル」は、少なくとも１つの水素がヘテロ原子によ
って置き換えられている炭素および水素から生成されたラジカルである。
　本発明および添付の特許請求の範囲の目的では、「アルコキシド」には、アルキル基が
Ｃ1－Ｃ10ヒドロカルビルであるものが含まれる。アルキル基は、直鎖、分岐または環式
であってよい。アルキル基は、飽和または不飽和であってよい。いくつかの実施形態では
、アルキル基は、少なくとも１つの芳香族基を含むことができる。
　触媒系のメタロセン成分は、式Ｉ、ＩＩ、ＩＩＩ、ＩＶ、ＶまたはＶＩの少なくとも１
つによって表される。
（ｉ）式Ｉ、ＩＩ、ＩＩＩおよびＩＶ
　いくつかの実施形態では、メタロセン化合物は、式Ｉ、ＩＩ、ＩＩＩおよびＩＶの少な
くとも１つによって表される。
（ｉ）
【０１０７】
【化３１】

式Ｉ
または（ｉｉ）
【０１０８】

【化３２】

式ＩＩ
または（ｉｉｉ）
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【０１０９】
【化３３】

式ＩＩＩ
または（ｉｖ）
【０１１０】

【化３４】

式ＩＶ
【０１１１】
［式中、Ｍは、ハフニウムまたはジルコニウムであり、
各Ｘは、独立に、１～２０個の炭素原子を有するヒドロカルビルラジカル、水素化物、ア
ミド、アルコキシド、スルフィド、リン化物、ハロゲン、ジエン、アミン、ホスフィン、
エーテルまたはその組合せ、好ましくはメチル、エチル、プロピル、ブチル、フェニル、
ベンジル、塩化物、臭化物、ヨウ化物からなる群から選択され（あるいは２個のＸは、縮
合環または環系の一部を形成していてもよい）、
各Ｑは、独立に、炭素またはヘテロ原子、好ましくはＣ、Ｎ、Ｐ、Ｓであり（好ましくは
少なくとも１つのＱは、ヘテロ原子であり、あるいは少なくとも２個のＱは、同じかまた
は異なるヘテロ原子であり、あるいは少なくとも３個のＱは、同じかまたは異なるヘテロ
原子であり、あるいは少なくとも４個のＱは、同じかまたは異なるヘテロ原子である）、
各Ｒ1は、独立に、水素、またはＣ1－Ｃ8アルキル基、好ましくはＣ1－Ｃ8直鎖アルキル
基、好ましくはメチル、エチル、プロピル、ブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチルもし
くはオクチルであり、Ｒ1は、Ｒ2と同じでも異なっていてもよく、
各Ｒ2は、独立に、水素、またはＣ1－Ｃ8アルキル基、好ましくはＣ1－Ｃ8直鎖アルキル
基、好ましくはメチル、エチル、プロピル、ブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチルもし
くはオクチルであり、ただしＲ1またはＲ2の少なくとも１つは水素ではなく、好ましくは
Ｒ1およびＲ2の両方は水素ではなく、好ましくはＲ1および／またはＲ2は分岐しておらず
、
【０１１２】
各Ｒ3は、独立に、水素であり、または１～８個の炭素原子、好ましくは１～６個の炭素
原子を有する置換もしくは非置換ヒドロカルビル基、好ましくは置換もしくは非置換Ｃ1

－Ｃ8直鎖アルキル基、好ましくはメチル、エチル、プロピル、ブチル、ペンチル、ヘキ
シル、ヘプチル、オクチルであり、ただし、少なくとも３個のＲ3基は、水素ではなく（
あるいは４個のＲ3基は水素ではなく、あるいは５個のＲ3基は水素ではない）、
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各Ｒ4は、独立に、水素であり、または置換もしくは非置換ヒドロカルビル基、ヘテロ原
子、もしくはヘテロ原子含有基、好ましくは１～２０個の炭素原子、好ましくは１～８個
の炭素原子を有する置換もしくは非置換ヒドロカルビル基、好ましくは置換もしくは非置
換Ｃ1－Ｃ8直鎖アルキル基、好ましくはメチル、エチル、プロピル、ブチル、ペンチル、
ヘキシル、ヘプチル、オクチル、置換フェニル（プロピルフェニルなど）、フェニル、シ
リル、置換シリル（ＣＨ2ＳｉＲ’など。Ｒ’は、メチル、エチル、プロピル、ブチル、
フェニルなどのＣ1－Ｃ12ヒドロカルビルである）であり、
Ｒ5は、水素またはＣ1－Ｃ8アルキル基、好ましくはＣ1－Ｃ8直鎖アルキル基、好ましく
はメチル、エチル、プロピル、ブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチルもしくはオクチル
であり、
Ｒ6は、水素またはＣ1－Ｃ8アルキル基、好ましくはＣ1－Ｃ8直鎖アルキル基、好ましく
はメチル、エチル、プロピル、ブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチルもしくはオクチル
であり、
各Ｒ7は、独立に、水素またはＣ1－Ｃ8アルキル基、好ましくはＣ1－Ｃ8直鎖アルキル基
、好ましくはメチル、エチル、プロピル、ブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチルもしく
はオクチルであり、ただし、少なくとも７個のＲ7基は、水素ではなく、あるいは少なく
とも８個のＲ7基は、水素ではなく、あるいはすべてのＲ7基は、水素ではなく（好ましく
は、式ＩＶの各Ｃｐ環上の３位および４位におけるＲ7基は、水素ではない）、
Ｒ2

aＴは、架橋基であり、好ましくはＴは、Ｃ、ＳｉまたはＧｅ、好ましくはＳｉであり
、
各Ｒaは、独立に、水素、ハロゲンまたはＣ1－Ｃ20ヒドロカルビル、例えばメチル、エチ
ル、プロピル、ブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オクチル、フェニル、ベンジル
、置換フェニルであり、２個のＲaは、芳香族の、部分的に飽和の、または飽和の環式ま
たは縮合環系を含む環式構造を形成していてもよく、
ただしさらに、任意の２個の隣接するＲ基は、縮合環または多中心性の縮合環系を形成し
ていてもよく、その環は、芳香族であってもよく、部分的に飽和しているか、または飽和
していてもよい］
【０１１３】
　別の実施形態では、少なくとも１つのＲ4基は、水素ではなく、あるいは少なくとも２
個のＲ4基は、水素ではなく、あるいは少なくとも３個のＲ4基は、水素ではなく、あるい
は少なくとも４個のＲ4基は、水素ではなく、あるいはすべてのＲ4基は、水素ではない。
【０１１４】
　いくつかの実施形態では、架橋基Ｒ2

aＴには、しばしば二価の部分と呼ばれる少なくと
も１つの第１３族～第１６族の原子、例えばそれに限定されるものではないが、炭素、酸
素、窒素、ケイ素、アルミニウム、ホウ素、ゲルマニウムおよびスズ原子の少なくとも１
つ、またはその組合せを含有する架橋基が含まれる。好ましくは、架橋基Ｔは、炭素、ケ
イ素またはゲルマニウム原子を含有し、最も好ましくは、Ｔは、少なくとも１つのケイ素
原子または少なくとも１つの炭素原子を含有する。架橋基Ｔはまた、ハロゲンおよび鉄を
含む以下に定義する置換基Ｒ*を含有することができる。
【０１１５】
　置換基Ｒ*の非限定的な例には、水素、または直鎖もしくは分岐アルキルラジカル、ア
ルケニルラジカル、アルケニルラジカル、シクロアルキルラジカル、アリールラジカル、
アシルラジカル、アリールラジカル、アルコキシラジカル、アリールオキシラジカル、ア
ルキルチオラジカル、ジアルキルアミノラジカル、アルコキシカルボニルラジカル、アリ
ールオキシカルボニルラジカル、カルバモイル（ｃａｒｂｏｍｏｙｌ）ラジカル、アルキ
ル－もしくはジアルキル－カルバモイルラジカル、アシルオキシラジカル、アシルアミノ
ラジカル、アリールアミノラジカル、またはその組合せから選択される基の１つまたは複
数が含まれる。好ましい一実施形態では、置換基Ｒ*は、最大５０個の非水素原子、好ま
しくは１～３０個の炭素を有し、これらはハロゲンまたはヘテロ原子等で置換されていて
もよい。アルキル置換基Ｒ*の非限定的な例には、メチル、エチル、プロピル、ブチル、
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ペンチル、ヘキシル、シクロペンチル、シクロヘキシル、ベンジルまたはフェニル基等、
ならびにすべてのそれらの異性体、例えば第３級ブチル、イソプロピル等が含まれる。他
のヒドロカルビルラジカルには、フルオロメチル、フルオロエチル、ジフルオロエチル、
ヨードプロピル、ブロモヘキシル、クロロベンジル、およびトリメチルシリル、トリメチ
ルゲルミル、メチルジエチルシリル等を含むヒドロカルビル置換有機メタロイドラジカル
；ならびにトリス（トリフルオロメチル）シリル、メチル－ビス（ジフルオロメチル）シ
リル、ブロモメチルジメチルゲルミル等を含む、ハロカルビル置換有機メタロイドラジカ
ル；ならびに例えばジメチルホウ素を含む二置換ホウ素ラジカル；ならびにジメチルアミ
ン、ジメチルホスフィン、ジフェニルアミン、メチルフェニルホスフィンを含む二置換プ
ニクトゲンラジカル、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、フェノキシ、メチルスルフィド
およびエチルスルフィドを含むカルコゲンラジカルが含まれる。非水素置換基Ｒ*には、
炭素、ケイ素、ホウ素、アルミニウム、窒素、リン、酸素、スズ、硫黄、ゲルマニウム等
の原子、ならびにそれに限定されるものではないが、ビニル末端配位子、例えばブタ－３
－エニル、プロパ－２－エニル、ヘキサ－５－エニル等を含むオレフィン性不飽和置換基
などのオレフィンが含まれる。また、いくつかの実施形態では、少なくとも２個のＲ*基
、好ましくは２個の隣接するＲ基は、一緒になって、炭素、窒素、酸素、リン、ケイ素、
ゲルマニウム、アルミニウム、ホウ素またはその組合せから選択される３～３０個の原子
を有する環構造を形成する。他の実施形態では、Ｒ*は、一方の末端でＬに結合し、金属
Ｍと炭素シグマ結合を形成するジラジカルであってもよい。特に好ましいＲ*置換基には
、Ｃ1－Ｃ30ヒドロカルビル、ヘテロ原子、またはヘテロ原子含有基（好ましくはメチル
、エチル、プロピル（イソプロピル、ｓｅｃ－プロピルを含む）、ブチル（ｔ－ブチルお
よびｓｅｃ－ブチルを含む）、ネオペンチル、シクロペンチル、ヘキシル、オクチル、ノ
ニル、デシル、フェニル、置換フェニル、ベンジル（置換ベンジルを含む）、シクロヘキ
シル、シクロドデシル、ノルボルニルおよびそのすべての異性体が含まれる。
【０１１６】
　本明細書で有用な、式ＩＩＩの架橋基Ｒ2

aＴまたは式Ｖの架橋基Ｔの例は、Ｒ’2Ｃ、
Ｒ’2Ｓｉ、Ｒ’2Ｇｅ、Ｒ’2ＣＣＲ’2、Ｒ’2ＣＣＲ’2ＣＲ’2、Ｒ’2ＣＣＲ’2ＣＲ
’2ＣＲ’2、Ｒ’Ｃ＝ＣＲ’、Ｒ’Ｃ＝ＣＲ’ＣＲ’2、Ｒ’2ＣＣＲ’＝ＣＲ’ＣＲ’2

、Ｒ’Ｃ＝ＣＲ’ＣＲ’＝ＣＲ’、Ｒ’Ｃ＝ＣＲ’ＣＲ’2ＣＲ’2、Ｒ’2ＣＳｉＲ’2、
Ｒ’2ＳｉＳｉＲ’2、Ｒ2ＣＳｉＲ’2ＣＲ’2、Ｒ’2ＳｉＣＲ’2ＳｉＲ’2、Ｒ’Ｃ＝Ｃ
Ｒ’ＳｉＲ’2、Ｒ’2ＣＧｅＲ’2、Ｒ’2ＧｅＧｅＲ’2、Ｒ’2ＣＧｅＲ’2ＣＲ’2、Ｒ
’2ＧｅＣＲ’2ＧｅＲ’2、Ｒ’2ＳｉＧｅＲ’2、Ｒ’Ｃ＝ＣＲ’ＧｅＲ’2、Ｒ’Ｂ、Ｒ
’2Ｃ－ＢＲ’、Ｒ’2Ｃ－ＢＲ’－ＣＲ’2、Ｒ’2Ｃ－Ｏ－ＣＲ’2、Ｒ’2ＣＲ’2Ｃ－
Ｏ－ＣＲ’2ＣＲ’2、Ｒ’2Ｃ－Ｏ－ＣＲ’2ＣＲ’2、Ｒ’2Ｃ－Ｏ－ＣＲ’＝ＣＲ’、Ｒ
’2Ｃ－Ｓ－ＣＲ’2、Ｒ’2ＣＲ’2Ｃ－Ｓ－ＣＲ’2ＣＲ’2、Ｒ’2Ｃ－Ｓ－ＣＲ’2ＣＲ
’2、Ｒ’2Ｃ－Ｓ－ＣＲ’＝ＣＲ’、Ｒ’2Ｃ－Ｓｅ－ＣＲ’2、Ｒ’2ＣＲ’2Ｃ－Ｓｅ－
ＣＲ’2ＣＲ’2、Ｒ’2Ｃ－Ｓｅ－ＣＲ2ＣＲ’2、Ｒ’2Ｃ－Ｓｅ－ＣＲ’＝ＣＲ’、Ｒ’

2Ｃ－Ｎ＝ＣＲ’、Ｒ’2Ｃ－ＮＲ’－ＣＲ’2、Ｒ’2Ｃ－ＮＲ’－ＣＲ’2ＣＲ’2、Ｒ’

2Ｃ－ＮＲ’－ＣＲ’＝ＣＲ’、Ｒ’2ＣＲ’2Ｃ－ＮＲ’－ＣＲ’2ＣＲ’2、Ｒ’2Ｃ－Ｐ
＝ＣＲ’、およびＲ’2Ｃ－ＰＲ’－ＣＲ’2によって表すことができ、式中、Ｒ’は、水
素またはＣ1－Ｃ20含有ヒドロカルビル、置換ヒドロカルビル、ハロカルビル、置換ハロ
カルビル、シリルカルビルまたはゲルミルカルビル置換基であり、場合によっては２個以
上の隣接するＲ’は、一緒になって、置換または非置換の、飽和、部分的に不飽和、また
は芳香族の、環式または多環式置換基を形成することができる。好ましくは、架橋基は、
ジアルキルシリルなどの炭素またはシリカを含み、好ましくは架橋基は、ＣＨ2、ＣＨ2Ｃ
Ｈ2、Ｃ（ＣＨ3）2、ＳｉＭｅ2、ＳｉＰｈ2、ＳｉＭｅＰｈ、シリルシクロブチル（Ｓｉ
（ＣＨ2）3、（Ｐｈ）2Ｃ、（ｐ－（Ｅｔ）3ＳｉＰｈ）2Ｃおよびシリルシクロペンチル
（Ｓｉ（ＣＨ2）4）から選択される。
【０１１７】
　本発明において特に有用な触媒化合物には、以下の１つまたは複数が含まれる。
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（１，３－ジメチルインデニル）（ペンタメチルシクロペンタジエニル）ハフニウムジメ
チル、
（１，３，４，７－テトラメチルインデニル）（ペンタメチルシクロペンタジエニル）ハ
フニウムジメチル、
（１，３－ジメチルインデニル）（テトラメチルシクロペンタジエニル）ハフニウムジメ
チル、
（１，３－ジエチルインデニル）（ペンタメチルシクロペンタジエニル）ハフニウムジメ
チル、
（１，３－ジプロピルインデニル）（ペンタメチルシクロペンタジエニル）ハフニウムジ
メチル、
（１－メチル，３－プロピルリンデニル）（ペンタメチルシクロペンタジエニル）ハフニ
ウムジメチル、
（１，３－ジメチルインデニル）（テトラメチルプロピルシクロペンタジエニル）ハフニ
ウムジメチル、
（１，２，３－トリメチルインデニル）（ペンタメチルシクロペンタジエニル）ハフニウ
ムジメチル、
（１，３－ジメチルベンゾインデニル）（ペンタメチルシクロペンタジエニル）ハフニウ
ムジメチル、
（２，７－ビスｔ－ブチルフルオレニル）（ペンタメチルシクロペンタジエニル）ハフニ
ウムジメチル、
（９－メチルフルオレニル）（ペンタメチルシクロペンタジエニル）ハフニウムジメチル
、
（２，７，９－トリメチルフルオレニル）（ペンタメチルシクロペンタジエニル）ハフニ
ウムジメチル、
ジヒドロシリルビス（テトラメチルシクロペンタジエニル）ハフニウムジメチル、
ジヒドロシリルビス（テトラメチルシクロペンタジエニル）ハフニウムジメチル、
ジメチルシリル（テトラメチルシクロペンタジエニル）（３－プロピルトリメチルシクロ
ペンタジエニル）ハフニウムジメチル、および
ジシクロプロピルシリルビス（テトラメチルシクロペンタジエニル）ハフニウムジメチル
。
【０１１８】
　別の実施形態では、先の触媒化合物の一覧において、遷移金属の後の「ジメチル」は、
特にアルモキサン活性化剤と共に使用するために、二ハロゲン化物（二塩化物または二フ
ッ化物）またはビスフェノキシドで置き換えられる。
【０１１９】
（ｉｉ）式Ｖ
　いくつかの実施形態では、メタロセンは、次式Ｖによって表すことができる。
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【化３５】

式Ｖ
【０１２０】
［式中、Ｍは、ハフニウムまたはジルコニウム、好ましくはハフニウムであり、
各Ｘは、独立に、１～２０個の炭素原子を有する置換または非置換ヒドロカルビルラジカ
ル、水素化物、アミド、アルコキシド、スルフィド、リン化物、ハロゲン化物、ジエン、
アミン、ホスフィン、エーテルおよびその組合せからなる群から選択され（２個のＸは、
縮合環または環系の一部を形成していてもよい）、好ましくは各Ｘは、独立に、ハロゲン
化物およびＣ1－Ｃ6ヒドロカルビル基から選択され、好ましくは各Ｘは、メチル、エチル
、プロピル、ブチル、フェニル、ベンジル、塩化物、臭化物またはヨウ化物であり、
各Ｒ8は、独立に、置換または非置換Ｃ1－Ｃ10アルキル基、好ましくはメチル、エチル、
プロピル、ブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オクチル、ノニル、デシルまたはそ
の異性体、好ましくはメチル、ｎ－プロピルもしくはｎ－ブチル、または好ましくはメチ
ルであり、
【０１２１】
各Ｒ9は、独立に、置換または非置換Ｃ1－Ｃ10アルキル基、好ましくはメチル、エチル、
プロピル、ブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オクチル、ノニル、デシルまたはそ
の異性体、好ましくはメチル、ｎ－プロピルもしくはブチル、または好ましくはｎ－プロ
ピルであり、
各Ｒ10は、水素であり、
各Ｒ11、Ｒ12およびＲ13は、独立に、水素、または置換もしくは非置換ヒドロカルビル基
、ヘテロ原子、もしくはヘテロ原子含有基であり、好ましくは各Ｒ11、Ｒ12およびＲ13は
、水素であり、
Ｔは、式Ｒ2

aＪによって表される架橋基であり、Ｊは、Ｃ、ＳｉまたはＧｅ、好ましくは
Ｓｉであり、
各Ｒaは、独立に、水素、ハロゲンまたはＣ1－Ｃ20ヒドロカルビル、例えばメチル、エチ
ル、プロピル、ブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オクチル、フェニル、ベンジル
、置換フェニルであり、２個のＲaは、芳香族の、部分的に飽和の、または飽和の環式ま
たは縮合環系を含む環式構造を形成していてもよく、
ただしさらに、任意の２個の隣接するＲ基は、縮合環または多中心性の縮合環系を形成し
ていてもよく、その環は、芳香族であってもよく、部分的に飽和しているか、または飽和
していてもよく、
Ｔは、Ｒ2

aＴについて先に定義した架橋基であってもよく、
ただしさらに、隣接するＲ11、Ｒ12およびＲ13基のいずれかは、縮合環または多中心性の
縮合環系を形成していてもよく、その環は、芳香族であってもよく、部分的に飽和してい
るか、または飽和していてもよい］
【０１２２】
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　本発明において特に有用なメタロセン化合物には、以下の１つまたは複数が含まれる。
ｒａｃ－ジメチルシリルビス（２－メチル，３－プロピルインデニル）ハフニウムジメチ
ル、
ｒａｃ－ジメチルシリルビス（２－メチル，３－プロピルインデニル）ジルコニウムジメ
チル、
ｒａｃ－ジメチルシリルビス（２－エチル，３－プロピルインデニル）ハフニウムジメチ
ル；
ｒａｃ－ジメチルシリルビス（２－エチル，３－プロピルインデニル）ジルコニウムジメ
チル、
ｒａｃ－ジメチルシリルビス（２－メチル，３－エチルインデニル）ハフニウムジメチル
、
ｒａｃ－ジメチルシリルビス（２－メチル，３－エチルインデニル）ジルコニウムジメチ
ル、
ｒａｃ－ジメチルシリルビス（２－メチル，３－イソプロピルインデニル）ハフニウムジ
メチル、
ｒａｃ－ジメチルシリルビス（２－メチル，３－イソプロピルインデニル）ジルコニウム
ジメチル、
ｒａｃ－ジメチルシリルビス（２－メチル，３－ブチルリンデニル）ハフニウムジメチル
、
ｒａｃ－ジメチルシリルビス（２－メチル，３－ブチルインデニル）ジルコニウムジメチ
ル、
ｒａｃ－ジメチルゲルマニルビス（２－メチル，３－プロピルインデニル）ハフニウムジ
メチル、
ｒａｃ－ジメチルゲルマニルビス（２－メチル，３－プロピルインデニル）ジルコニウム
ジメチル、
ｒａｃ－ジメチルゲルマニルビス（２－エチル，３－プロピルインデニル）ハフニウムジ
メチル、
ｒａｃ－ジメチルゲルマニルビス（２－エチル，３－プロピルインデニル）ジルコニウム
ジメチル、
ｒａｃ－ジメチルゲルマニルビス（２－メチル，３－エチルインデニル）ハフニウムジメ
チル、
ｒａｃ－ジメチルゲルマニルビス（２－メチル，３－エチルインデニル）ジルコニウムジ
メチル、
ｒａｃ－ジメチルゲルマニルビス（２－メチル，３－イソプロピルインデニル）ハフニウ
ムジメチル、
ｒａｃ－ジメチルゲルマニルビス（２－メチル，３－イソプロピルインデニル）ジルコニ
ウムジメチル、
ｒａｃ－ジメチルゲルマニルビス（２－メチル，３－ブチルリンデニル）ハフニウムジメ
チル、
ｒａｃ－ジメチルゲルマニルビス（２－メチル，３－プロピルインデニル）ジルコニウム
ジメチル、
ｒａｃ－ジメチルシリルビス（２－プロピル，３－メチルインデニル）ハフニウムジメチ
ル、
ｒａｃ－ジメチルシリルビス（２－プロピル，３－エチルインデニル）ハフニウムジメチ
ル、
ｒａｃ－ジメチルシリルビス（２－プロピル，３－ブチルインデニル）ハフニウムジメチ
ル、
ｒａｃ－ジメチルシリルビス（２－メチル，３－ブチルインデニル）ハフニウムジメチル
、
ｒａｃ－ジメチルゲルマニルビス（２，３－ジメチルインデニル）ハフニウムジメチル、
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ｒａｃ－ジメチルシリルビス（２，３－ジメチルインデニル）ハフニウムジメチル、およ
び
ｒａｃ－ジメチルシリルビス（２，３－ジエチルインデニル）ハフニウムジメチル。
【０１２３】
　別の実施形態では、先の触媒化合物の一覧において、遷移金属の後の「ジメチル」は、
特にアルモキサン活性化剤と共に使用するために、二ハロゲン化物（二塩化物または二フ
ッ化物）またはビスフェノキシドで置き換えられる。
【０１２４】
　特定の実施形態では、メタロセン化合物は、次式によって表されるｒａｃ－ジメチルシ
リルビス（２－メチル，３－プロピルインデニル）ハフニウムジメチル（Ｖ－Ｉ）、ｒａ
ｃ－ジメチルシリルビス（２－メチル，３－プロピルインデニル）ジルコニウムジメチル
（Ｖ－ＩＩ）である。
【０１２５】
【化３６】

（ｉｉｉ）式ＶＩ
　いくつかの実施形態では、メタロセンは、次式ＶＩによって表すことができる。
【０１２６】
【化３７】



(47) JP 2014-511910 A 2014.5.19

10

20

30

40

50

式ＶＩ
【０１２７】
［式中、Ｍは、ハフニウムまたはジルコニウムであり、
各Ｘは、独立に、１～２０個の炭素原子を有するヒドロカルビルラジカル、水素化物、ア
ミド、アルコキシド、スルフィド、リン化物、ハロゲン、ジエン、アミン、ホスフィン、
エーテルまたはその組合せからなる群から選択され、
各Ｒ15およびＲ17は、独立に、Ｃ1－Ｃ8アルキル基、好ましくは、Ｃ1－Ｃ8直鎖アルキル
基、好ましくはメチル、エチル、プロピル、ブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチルまた
はオクチルであり、Ｒ15は、Ｒ17と同じでも異なっていてもよく、好ましくは、その両方
がメチルであり、
【０１２８】
各Ｒ16、Ｒ18、Ｒ19、Ｒ20、Ｒ21、Ｒ22、Ｒ23、Ｒ24、Ｒ25、Ｒ26、Ｒ27およびＲ28は、
独立に、水素であり、または１～８個の炭素原子、好ましくは１～６個の炭素原子を有す
る置換もしくは非置換ヒドロカルビル基、好ましくは置換もしくは非置換Ｃ1－Ｃ8直鎖ヒ
ドロカルビル基、好ましくはメチル、エチル、プロピル、ブチル、ペンチル、ヘキシル、
ヘプチルもしくはオクチルであり、ただし、Ｒ24～Ｒ28基の少なくとも３個は、水素では
なく（あるいは、Ｒ24～Ｒ28基の４個は水素ではなく、あるいは、Ｒ24～Ｒ28基の５個は
水素ではない）、１）好ましくはＲ24～Ｒ28の５個すべての基は、メチルであり、または
２）Ｒ24～Ｒ28基の４個は、水素ではなく、Ｒ24～Ｒ28基の少なくとも１つは、Ｃ2－Ｃ8

置換もしくは非置換ヒドロカルビルである（好ましくはＲ24～Ｒ28基の少なくとも２個、
３個、４個または５個は、Ｃ2－Ｃ8置換または非置換ヒドロカルビルである）］
　一実施形態では、Ｒ15およびＲ17は、メチル基であり、Ｒ16は、水素であり、Ｒ18～Ｒ
23は、すべて水素であり、Ｒ24～Ｒ28は、すべてメチル基であり、各Ｘは、メチル基であ
る。
【０１２９】
　本発明において特に有用な触媒化合物には、（ＣｐＭｅ5）（１，３－Ｍｅ2ベンゾ［ｅ
］インデニル）ＨｆＭｅ2、（ＣｐＭｅ5）（１－メチル－３－ｎ－プロピルベンゾ［ｅ］
インデニル）ＨｆＭｅ2、（ＣｐＭｅ5）（１－ｎ－プロピル，３－メチルベンゾ［ｅ］イ
ンデニル）ＨｆＭｅ2、（ＣｐＭｅ5）（１－メチル－３－ｎ－ブチルベンゾ［ｅ］インデ
ニル）ＨｆＭｅ2、（ＣｐＭｅ5）（１－ｎ－ブチル，３－メチルベンゾ［ｅ］インデニル
）ＨｆＭｅ2、（ＣｐＭｅ5）（１－エチル，３－メチルベンゾ［ｅ］インデニル）ＨｆＭ
ｅ2、（ＣｐＭｅ5）（１－メチル，３－エチルベンゾ［ｅ］インデニル）ＨｆＭｅ2、（
ＣｐＭｅ4ｎ－プロピル）（１，３－Ｍｅ2ベンゾ［ｅ］インデニル）ＨｆＭｅ2、（Ｃｐ
Ｍｅ4－ｎ－プロピル）（１－メチル－３－ｎ－プロピルベンゾ［ｅ］インデニル）Ｈｆ
Ｍｅ2、（ＣｐＭｅ4－ｎ－プロピル）（１－ｎ－プロピル，３－メチルベンゾ［ｅ］イン
デニル）ＨｆＭｅ2、（ＣｐＭｅ4－ｎ－プロピル）（１－メチル－３－ｎ－ブチルベンゾ
［ｅ］インデニル）ＨｆＭｅ2、（ＣｐＭｅ4－ｎ－プロピル）（１－ｎ－ブチル，３－メ
チルベンゾ［ｅ］インデニル）ＨｆＭｅ2、（ＣｐＭｅ4－ｎ－プロピル）（１－エチル，
３－メチルベンゾ［ｅ］インデニル）ＨｆＭｅ2、（ＣｐＭｅ4－ｎ－プロピル）（１－メ
チル，３－エチルベンゾ［ｅ］インデニル）ＨｆＭｅ2、（ＣｐＭｅ4ｎ－ブチル）（１，
３－Ｍｅ2ベンゾ［ｅ］インデニル）ＨｆＭｅ2、（ＣｐＭｅ4ｎ－ブチル）（１－メチル
－３－ｎ－プロピルベンゾ［ｅ］インデニル）ＨｆＭｅ2、（ＣｐＭｅ4ｎ－ブチル）（１
－ｎ－プロピル，３－メチルベンゾ［ｅ］インデニル）ＨｆＭｅ2、（ＣｐＭｅ4ｎ－ブチ
ル）（１－メチル－３－ｎ－ブチルベンゾ［ｅ］インデニル）ＨｆＭｅ2、（ＣｐＭｅ4ｎ
－ブチル）（１－ｎ－ブチル，３－メチルベンゾ［ｅ］インデニル）ＨｆＭｅ2、（Ｃｐ
Ｍｅ4ｎ－ブチル）（１－エチル，３－メチルベンゾ［ｅ］インデニル）ＨｆＭｅ2、（Ｃ
ｐＭｅ4ｎ－ブチル）（１－メチル，３－エチルベンゾ［ｅ］インデニル）ＨｆＭｅ2、お
よびそのジルコニウム類似体が含まれる。
【０１３０】
　別の実施形態では、先の触媒化合物の一覧において、遷移金属の後の「ジメチル」（Ｍ
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ｅ2）は、特にアルモキサン活性化剤と共に使用するために、二ハロゲン化物（二塩化物
または二フッ化物）またはビスフェノキシドで置き換えられる。
【０１３１】
（ｂ）触媒系の活性化剤成分
　用語「共触媒」および「活性化剤」は、本明細書では互換的に使用され、中性触媒化合
物を、触媒作用的に活性なカチオン性触媒化合物に変換させることによって、前述の触媒
化合物のいずれか１つを活性化することができる任意の化合物と定義される。非限定的な
活性化剤には、例えば、アルモキサン、アルミニウムアルキル、中性またはイオン性であ
ってよいイオン化させる活性化剤、および従来型の共触媒が含まれる。好ましい活性化剤
には、一般に、アルモキサン化合物、修飾アルモキサン化合物、およびイオン化させるア
ニオン前駆体化合物が含まれ、これらの前駆体化合物は、１個のσ結合した反応性金属配
位子を引き抜いて金属錯体をカチオン性にし、電荷の平衡を保つ、非配位性または弱配位
性アニオンを提供する。
【０１３２】
　一実施形態では、アルモキサン活性化剤は、触媒組成物における活性化剤として利用さ
れる。アルモキサンは、一般に、－Ａｌ（Ｒ1）－Ｏ－サブユニット（Ｒ1はアルキル基で
ある）を含有するオリゴマー性化合物である。アルモキサンの例には、メチルアルモキサ
ン（ＭＡＯ）、修飾メチルアルモキサン（ＭＭＡＯ）、エチルアルモキサンおよびイソブ
チルアルモキサンが含まれる。アルキルアルモキサンおよび修飾アルキルアルモキサンは
、特に、引き抜かれる配位子がアルキル、ハロゲン化物、アルコキシドまたはアミドであ
る場合に、触媒活性化剤として適している。異なるアルモキサンおよび修飾アルモキサン
の混合物を使用することもできる。視覚的に透明なメチルアルモキサンを使用することが
好ましい場合がある。濁ったまたはゲル化したアルモキサンを濾過して、透明な溶液を生
成することができ、または濁った溶液をデカントして、透明なアルモキサンにすることが
できる。別のアルモキサンは、修飾メチルアルモキサン（ＭＭＡＯ）共触媒タイプ３Ａで
ある（Ａｋｚｏ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，Ｉｎｃ．から商標Ｍｏｄｉｆｉｅｄ　Ｍｅｔｈｙ
ｌａｌｕｍｏｘａｎｅ　ｔｙｐｅ　３Ａで市販されており、米国特許第５，０４１，５８
４号でカバーされている）。
【０１３３】
　活性化剤がアルモキサン（修飾または非修飾）である場合、いくつかの実施形態では、
触媒前駆体に対して（金属触媒部位１つ当たり）５０００倍モル過剰のＡｌ／Ｍとなる最
大量の活性化剤が選択される。活性化剤対触媒前駆体の最小モル比は、１：１である。別
の好ましい範囲には、最大５００：１、あるいは最大２００：１、あるいは最大１００：
１、あるいは１：１～５０：１が含まれる。
【０１３４】
　別の実施形態では、ＶＴ－ＨＯコポリマーを生成する方法において、アルモキサンはほ
とんど使用されず、または全く使用されない。好ましくは、アルモキサンは、０ｍｏｌ％
で存在し、あるいはアルモキサンは、５００：１未満、好ましくは３００：１未満、好ま
しくは１００：１未満、好ましくは１：１未満のアルミニウム対遷移金属のモル比で存在
する。別の実施形態では、ＶＴ－ＨＯコポリマーを生成するためにアルモキサンが使用さ
れる場合、アルモキサンを予め処理して、遊離アルキルアルミニウム化合物、特にトリメ
チルアルミニウムを除去する。さらに、好ましい一実施形態では、ＶＴ－ＨＯコポリマー
を生成するために本明細書で使用される活性化剤は、本明細書で定義の通り嵩高く、別個
のものである。
【０１３５】
　共活性化剤（または捕捉剤）として利用できるアルミニウムアルキルまたは有機アルミ
ニウム化合物には、トリメチルアルミニウム、トリエチルアルミニウム、トリイソブチル
アルミニウム、トリ－ｎ－ヘキシルアルミニウム、トリ－ｎ－オクチルアルミニウム等が
含まれる。
【０１３６】
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イオン化させる活性化剤
　本発明の範囲には、トリ（ｎ－ブチル）アンモニウムテトラキス（ペンタフルオロフェ
ニル）ボレート、トリスパーフルオロフェニルホウ素メタロイド前駆体またはトリスパー
フルオロナフチルホウ素メタロイド前駆体、ポリハロゲン化ヘテロボランアニオン（国際
公開第９８／４３９８３号）、ホウ酸（米国特許第５，９４２，４５９号）、またはその
組合せなどの、中性またはイオン性の、イオン化させるか、または化学量論的な活性化剤
の使用が含まれる。また本発明の範囲には、中性またはイオン性活性化剤を、単独で、ま
たはアルモキサンもしくは修飾アルモキサン活性化剤と組み合わせて使用することが含ま
れる。好ましい活性化剤は、イオン性活性化剤である。
　中性の化学量論的活性化剤の例には、三置換ホウ素、テルル、アルミニウム、ガリウム
およびインジウムまたはその混合物が含まれる。３個の置換基は、それぞれ独立に、アル
キル、アルケニル、ハロゲン、置換アルキル、アリール、ハロゲン化アリール、アルコキ
シおよびハロゲン化物から選択される。好ましくは、３個の基は、独立に、ハロゲン、単
環式または多環式（ハロ置換を含む）アリール、アルキル、アルケニル化合物およびその
混合物から選択され、好ましいのは、１～２０個の炭素原子を有するアルケニル基、１～
２０個の炭素原子を有するアルキル基、１～２０個の炭素原子を有するアルコキシ基、お
よび３～２０個の炭素原子を有するアリール基（置換アリールを含む）である。より好ま
しくは、３個の基は、１～４個の炭素基を有するアルキル、フェニル、ナフチルまたはそ
の混合物である。さらにより好ましくは、３個の基は、ハロゲン化、好ましくはフッ素化
アリール基である。最も好ましくは、中性の化学量論的活性化剤は、トリスパーフルオロ
フェニルホウ素またはトリスパーフルオロナフチルホウ素である。
【０１３７】
　イオン性の化学量論的活性化剤化合物は、活性なプロトンを含有することができ、また
はイオン化させる化合物の残りのイオンに会合しているが配位していないか、もしくはご
く緩やかに配位しているいくつかの他のカチオンを含有することができる。このような化
合物等は、欧州特許出願公開第０　５７０　９８２号、同第０　５２０　７３２号、同第
０　４９５　３７５号、同第０　５００　９４４号、同第０　２７７　００３号、同第０
　２７７　００４号、米国特許第５，１５３，１５７号、第５，１９８，４０１号、第５
，０６６，７４１号、第５，２０６，１９７号、第５，２４１，０２５号、第５，３８４
，２９９号、第５，５０２，１２４号、および１９９４年８月３日出願の米国特許出願第
０８／２８５，３８０号に記載されており、これらはすべて参照によって本明細書に完全
に組み込まれる。
　イオン性触媒は、遷移金属化合物を、Ｂ（Ｃ6Ｆ6）3などのある種の中性ルイス酸と事
前に反応させることができ、この中性ルイス酸は、遷移金属化合物の加水分解性配位子（
Ｘ）と反応すると、（［Ｂ（Ｃ6Ｆ5）3（Ｘ）］-）などのアニオンを形成し、それによっ
て、反応から生成されたカチオン性遷移金属種が安定になる。この触媒は、イオン性の化
合物または組成物である活性化剤成分を用いて調製することができ、好ましくはそのよう
にして調製される。
【０１３８】
　本発明の方法で使用されるイオン性触媒系の調製における活性化剤成分として有用な化
合物は、好ましくはプロトンを供与することができるブレンステッド酸であるカチオンと
、活性触媒種（第４族カチオン）を安定にすることができ、２個の化合物が組み合わせら
れるときに形成される、相対的に大きい（嵩高い）適合性の非配位性アニオンとを含み、
前記アニオンは、オレフィン性、ジオレフィン性およびアセチレン性不飽和基質、または
エーテル、アミンなどの他の中性ルイス塩基によって非常に置き換えられやすい状態にあ
る。以下２種類の適合性の非配位性アニオンが、１９８８年に公開された欧州特許出願公
開第０　２７７　００３号および同第０　２７７　００４号に開示されている。１）電荷
を有する中心の金属またはメタロイドのコアに、共有結合により配位しており、かつそれ
を遮蔽している複数の親油性ラジカルを含むアニオン性配位錯体、ならびに２）カルボラ
ン、メタラカルボランおよびボランなどの複数のホウ素原子を含むアニオン。



(50) JP 2014-511910 A 2014.5.19

10

20

30

40

50

【０１３９】
　好ましい一実施形態では、化学量論的活性化剤は、カチオンおよびアニオン成分を含み
、次式によって表すことができる。
（Ｌ－Ｈ）d

+（Ａd-）　（１４）
式中、Ｌは中性ルイス塩基であり、Ｈは水素であり、（Ｌ－Ｈ）+はブレンステッド酸で
あり、Ａd-は、電荷ｄ－を有する非配位性アニオンであり、ｄは、１、２または３である
。
　カチオン成分（Ｌ－Ｈ）d

+には、プロトン化されたルイス塩基などのブレンステッド酸
が含まれる場合があり、これは、遷移金属を含有する嵩高い配位子のメタロセン触媒前駆
体のアルキルまたはアリールなどの部分をプロトン化し、それによってカチオン性遷移金
属種をもたらすことができる。
【０１４０】
　活性化カチオン（Ｌ－Ｈ）d

+は、プロトンを遷移金属触媒作用性の前駆体に供与し、そ
れによって遷移金属カチオンをもたらすことができるブレンステッド酸であってよく、こ
れには、アンモニウム、オキソニウム、ホスホニウム、シリリウムおよびその混合物、好
ましくはメチルアミン、アニリン、ジメチルアミン、ジエチルアミン、Ｎ－メチルアニリ
ン、ジフェニルアミン、トリメチルアミン、トリエチルアミン、Ｎ，Ｎ－ジメチルアニリ
ン、メチルジフェニルアミン、ピリジン、ｐ－ブロモＮ，Ｎ－ジメチルアニリン、ｐ－ニ
トロ－Ｎ，Ｎ－ジメチルアニリンのアンモニウム；トリエチルホスフィン、トリフェニル
ホスフィンおよびジフェニルホスフィン由来のホスホニウム；ジメチルエーテル　ジエチ
ルエーテルなどのエーテル、テトラヒドロフランおよびジオキサン由来のオキソニウム；
ジエチルチオエーテルなどのチオエーテルおよびテトラヒドロチオフェン由来のスルホニ
ウム、ならびにその混合物が含まれる。
【０１４１】
　アニオン成分Ａd-には、式［Ｍk+Ｑn］

d-を有するものが含まれ、ここで、ｋは、１、
２または３であり、ｎは、２、３、４、５または６であり、ｎ－ｋ＝ｄであり、Ｍは、元
素周期表の第１３族から選択される元素、好ましくはホウ素またはアルミニウムであり、
Ｑは、独立に、水素化物、架橋または非架橋ジアルキルアミド、ハロゲン化物、アルコキ
シド、アリールオキシド、ヒドロカルビル、置換ヒドロカルビル、ハロカルビル、置換ハ
ロカルビルおよびハロ置換ヒドロカルビルラジカルであり、前記Ｑは、最大２０個の炭素
原子を有し、ただし１以下の発生率でＱはハロゲン化物である。好ましくは、各Ｑは、１
～２０個の炭素原子を有するフッ素化ヒドロカルビル基であり、より好ましくは各Ｑは、
フッ素化アリール基であり、最も好ましくは各Ｑは、ペンタフルオリル（ｐｅｎｔａｆｌ
ｕｏｒｙｌ）アリール基である。適切なＡd-の例には、米国特許第５，４４７，８９５号
に開示されているジボロン化合物も含まれ、この文書は参照によって本明細書に完全に組
み込まれる。
【０１４２】
　本発明の方法の触媒系の調製において活性化共触媒として使用できるホウ素化合物の例
示的であるが非限定的な例は、三置換アンモニウム塩、例えばトリメチルアンモニウムテ
トラフェニルボレート、トリエチルアンモニウムテトラフェニルボレート、トリプロピル
アンモニウムテトラフェニルボレート、トリ（ｎ－ブチル）アンモニウムテトラフェニル
ボレート、トリ（ｔ－ブチル）アンモニウムテトラフェニルボレート、Ν，Ν－ジメチル
アニリニウムテトラフェニルボレート、Ｎ，Ｎ－ジエチルアニリニウムテトラフェニルボ
レート、Ｎ，Ｎ－ジメチル－（２，４，６－トリメチルアニリニウム）テトラフェニルボ
レート、トロピリウム（ｔｒｏｐｉｌｌｉｕｍ）テトラフェニルボレート、トリフェニル
カルベニウムテトラフェニルボレート、トリフェニルホスホニウムテトラフェニルボレー
ト　トリエチルシリリウムテトラフェニルボレート、ベンゼン（ジアゾニウム）テトラフ
ェニルボレート、トリメチルアンモニウムテトラキス（ペンタフルオロフェニル）ボレー
ト、トリエチルアンモニウムテトラキス（ペンタフルオロフェニル）ボレート、トリプロ
ピルアンモニウムテトラキス（ペンタフルオロフェニル）ボレート、トリ（ｎ－ブチル）
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アンモニウムテトラキス（ペンタフルオロフェニル）ボレート、トリ（ｓｅｃ－ブチル）
アンモニウムテトラキス（ペンタフルオロフェニル）ボレート、Ν，Ν－ジメチルアニリ
ニウムテトラキス（ペンタフルオロフェニル）ボレート、Ν，Ν－ジエチルアニリニウム
テトラキス（ペンタフルオロフェニル）ボレート、Ｎ，Ｎ－ジメチル－（２，４，６－ト
リメチルアニリニウム）テトラキス（ペンタフルオロフェニル）ボレート、トロピリウム
テトラキス（ペンタフルオロフェニル）ボレート、トリフェニルカルベニウムテトラキス
（ペンタフルオロフェニル）ボレート、トリフェニルホスホニウムテトラキス（ペンタフ
ルオロフェニル）ボレート、トリエチルシリリウムテトラキス（ペンタフルオロフェニル
）ボレート、ベンゼン（ジアゾニウム）テトラキス（ペンタフルオロフェニル）ボレート
、トリメチルアンモニウムテトラキス－（２，３，４，６－テトラフルオロフェニル）ボ
レート、トリエチルアンモニウムテトラキス－（２，３，４，６－テトラフルオロフェニ
ル）ボレート、トリプロピルアンモニウムテトラキス－（２，３，４，６－テトラフルオ
ロフェニル）ボレート、トリ（ｎ－ブチル）アンモニウムテトラキス－（２，３，４，６
－テトラフルオロ－フェニル）ボレート、ジメチル（ｔ－ブチル）アンモニウムテトラキ
ス－（２，３，４，６－テトラフルオロフェニル）ボレート、Ｎ，Ｎ－ジメチルアニリニ
ウムテトラキス－（２，３，４，６－テトラフルオロフェニル）ボレート、Ν，Ν－ジエ
チルアニリニウムテトラキス－（２，３，４，６－テトラフルオロフェニル）ボレート、
Ｎ，Ｎ－ジメチル－（２，４，６－トリメチルアニリニウム）テトラキス－（２，３，４
，６－テトラフルオロフェニル）ボレート、トロピリウムテトラキス－（２，３，４，６
－テトラフルオロフェニル）ボレート、トリフェニルカルベニウムテトラキス－（２，３
，４，６－テトラフルオロフェニル）ボレート、
【０１４３】
トリフェニルホスホニウムテトラキス－（２，３，４，６－テトラフルオロフェニル）ボ
レート、トリエチルシリリウムテトラキス－（２，３，４，６－テトラフルオロフェニル
）ボレート、ベンゼン（ジアゾニウム）テトラキス－（２，３，４，６－テトラフルオロ
フェニル）ボレート、トリメチルアンモニウムテトラキス（パーフルオロナフチル）ボレ
ート、トリエチルアンモニウムテトラキス（パーフルオロナフチル）ボレート、トリプロ
ピルアンモニウムテトラキス（パーフルオロナフチル）ボレート、トリ（ｎ－ブチル）ア
ンモニウムテトラキス（パーフルオロナフチル）ボレート、トリ（ｔ－ブチル）アンモニ
ウムテトラキス（パーフルオロナフチル）ボレート、Ν，Ν－ジメチルアニリニウムテト
ラキス（パーフルオロナフチル）ボレート、Ν，Ν－ジエチルアニリニウムテトラキス（
パーフルオロナフチル）ボレート、Ｎ，Ｎ－ジメチル－（２，４，６－トリメチルアニリ
ニウム）テトラキス（パーフルオロナフチル）ボレート、トロピリウムテトラキス（パー
フルオロナフチル）ボレート、トリフェニルカルベニウムテトラキス（パーフルオロナフ
チル）ボレート、トリフェニルホスホニウムテトラキス（パーフルオロナフチル）ボレー
ト、トリエチルシリリウムテトラキス（パーフルオロナフチル）ボレート、ベンゼン（ジ
アゾニウム）テトラキス（パーフルオロナフチル）ボレート、トリメチルアンモニウムテ
トラキス（パーフルオロビフェニル）ボレート、トリエチルアンモニウムテトラキス（パ
ーフルオロビフェニル）ボレート、トリプロピルアンモニウムテトラキス（パーフルオロ
ビフェニル）ボレート、トリ（ｎ－ブチル）アンモニウムテトラキス（パーフルオロビフ
ェニル）ボレート、トリ（ｔ－ブチル）アンモニウムテトラキス（パーフルオロビフェニ
ル）ボレート、Ν，Ν－ジメチルアニリニウムテトラキス（パーフルオロビフェニル）ボ
レート、Ν，Ν－ジエチルアニリニウムテトラキス（パーフルオロビフェニル）ボレート
、Ｎ，Ｎ－ジメチル－（２，４，６－トリメチルアニリニウム）テトラキス（パーフルオ
ロビフェニル）ボレート、トロピリウムテトラキス（パーフルオロビフェニル）ボレート
、トリフェニルカルベニウムテトラキス（パーフルオロビフェニル）ボレート、トリフェ
ニルホスホニウムテトラキス（パーフルオロビフェニル）ボレート、トリエチルシリリウ
ムテトラキス（パーフルオロビフェニル）ボレート、ベンゼン（ジアゾニウム）テトラキ
ス（パーフルオロビフェニル）ボレート、トリメチルアンモニウムテトラキス（３，５－
ビス（トリフルオロメチル）フェニル）ボレート、トリエチルアンモニウムテトラキス（
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３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェニル）ボレート、トリプロピルアンモニウムテ
トラキス（３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェニル）ボレート、トリ（ｎ－ブチル
）アンモニウムテトラキス（３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェニル）ボレート、
トリ（ｔ－ブチル）アンモニウムテトラキス（３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェ
ニル）ボレート、Ν，Ν－ジメチルアニリニウムテトラキス（３，５－ビス（トリフルオ
ロメチル）フェニル）ボレート、Ν，Ν－ジエチルアニリニウムテトラキス（３，５－ビ
ス（トリフルオロメチル）フェニル）ボレート、
【０１４４】
Ｎ，Ｎ－ジメチル－（２，４，６－トリメチルアニリニウム）テトラキス（３，５－ビス
（トリフルオロメチル）フェニル）ボレート、トロピリウムテトラキス（３，５－ビス（
トリフルオロメチル）フェニル）ボレート、トリフェニルカルベニウムテトラキス（３，
５－ビス（トリフルオロメチル）フェニル）ボレート、トリフェニルホスホニウムテトラ
キス（３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェニル）ボレート、トリエチルシリリウム
テトラキス（３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェニル）ボレート、ベンゼン（ジア
ゾニウム）テトラキス（３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェニル）ボレート、なら
びにジアルキルアンモニウム塩、例えばジ－（ｉ－プロピル）アンモニウムテトラキス（
ペンタフルオロフェニル）ボレートおよびジシクロヘキシルアンモニウムテトラキス（ペ
ンタフルオロフェニル）ボレート、ならびに追加の三置換ホスホニウム塩、例えばトリ（
ｏ－トリル）ホスホニウムテトラキス（ペンタフルオロフェニル）ボレートおよびトリ（
２，６－ジメチルフェニル）ホスホニウムテトラキス（ペンタフルオロフェニル）ボレー
トである。
【０１４５】
　最も好ましくは、イオン性の化学量論的活性化剤（Ｌ－Ｈ）d

+（Ａd-）は、Ｎ，Ｎ－ジ
メチルアニリニウムテトラキス（パーフルオロナフチル）ボレート、Ｎ，Ｎ－ジメチルア
ニリニウムテトラキス（パーフルオロビフェニル）ボレート、Ν，Ν－ジメチルアニリニ
ウムテトラキス（３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェニル）ボレート、トリフェニ
ルカルベニウムテトラキス（パーフルオロナフチル）ボレート、トリフェニルカルベニウ
ムテトラキス（パーフルオロビフェニル）ボレート、トリフェニルカルベニウムテトラキ
ス（３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェニル）ボレート、またはトリフェニルカル
ベニウムテトラキス（パーフルオロフェニル）ボレートである。
　一実施形態では、活性プロトンを含有していないが、嵩高い配位子のメタロセン触媒カ
チオンおよびそれらの非配位性アニオンを生成することができるイオン化させるイオン性
化合物を使用する活性化方法も企図され、この化合物は、欧州特許出願公開第０　４２６
　６３７号、同第０　５７３　４０３号および米国特許第５，３８７，５６８号に記載さ
れており、これらの文書はすべて参照によって本明細書に組み込まれる。
【０１４６】
　用語「非配位性アニオン」（ＮＣＡ）は、前記カチオンには配位しないか、または前記
カチオンにごく弱く配位し、それによって中性ルイス塩基によって非常に置き換えられや
すい状態に保たれるアニオンを意味する。「適合性の」非配位性アニオンは、最初に形成
された錯体が分解するときに、中性まで分解されないアニオンである。さらにこのアニオ
ンは、アニオン性置換基またはフラグメントに、中性の４配位メタロセン化合物およびア
ニオン由来の中性副生成物を形成させるように、これらの置換基またはフラグメントをカ
チオンに移動させないようにする。本発明の有用な非配位性アニオンは、メタロセンカチ
オンのイオン電荷を＋１の平衡に保つという意味でメタロセンカチオンを安定にし、さら
には、重合中にエチレン性またはアセチレン性不飽和モノマーによって非常に置き換えら
れやすい状態に保たれる適合性アニオンである。これらの活性化剤化合物または共触媒に
加えて、トリ－イソブチルアルミニウムまたはトリ－オクチルアルミニウムなどの捕捉剤
が使用される。
【０１４７】
　本発明の方法はまた、最初は中性ルイス酸であるが、本発明の化合物と反応すると、カ
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チオン性金属錯体および非配位性アニオン、または双性イオン性錯体を形成する共触媒化
合物または活性化剤化合物を用いることができる。例えば、トリス（ペンタフルオロフェ
ニル）ホウ素またはアルミニウムは、ヒドロカルビルまたは水素化物配位子を引き抜くよ
うに作用して、本発明のカチオン性金属錯体および安定化させる非配位性アニオンを生成
する。類似の第４族メタロセン化合物の例については、欧州特許出願公開第０４２７　６
９７号および同第０　５２０　７３２号を参照されたい。また、欧州特許出願第０　４９
５　３７５号の方法および化合物を参照されたい。類似の第４族化合物を使用する双性イ
オン性錯体の形成については、米国特許第５，６２４，８７８号および同第５，４８６，
６３２号および同第５，５２７，９２９号を参照されたい。
【０１４８】
　イオンを形成する別の適切な活性化共触媒は、カチオン性酸化剤と、適合性の非配位性
アニオンとの塩を含み、次式によって表される。
（ＯＸe+）d（Ａd-）e　（１６）
式中、ＯＸe+は、電荷ｅ＋を有するカチオン性酸化剤であり、ｅは、１、２または３であ
り、Ａd-は、電荷ｄ－を有する非配位性アニオンであり、ｄは、１、２または３である。
カチオン性酸化剤の例には、フェロセニウム、ヒドロカルビル置換フェロセニウム、Ａｇ
+またはＰｂ+2が含まれる。Ａd-の好ましい実施形態は、ブレンステッド酸を含有する活
性化剤に関して既に定義されているアニオン、特にテトラキス（ペンタフルオロフェニル
）ボレートである。
【０１４９】
　ＮＣＡ活性化剤（または非アルモキサン活性化剤）対触媒の一般的な比は、１：１モル
比である。他の好ましい範囲には、０．１：１～１００：１、あるいは０．５：１～２０
０：１、あるいは１：１～５００：１、あるいは１：１～１０００：１が含まれる。特に
有用な範囲は、０．５：１～１０：１、好ましくは１：１～５：１である。
【０１５０】
嵩高活性化剤
　「嵩高活性化剤(bulky activator)」は、本明細書で使用される場合、次式によって表
されるアニオン性活性化剤を指す。

【化３８】

［式中、
各Ｒ1は、独立に、ハロゲン化物、好ましくはフッ化物であり、
各Ｒ2は、独立に、ハロゲン化物、Ｃ6－Ｃ20置換芳香族ヒドロカルビル基、または式－Ｏ
－Ｓｉ－Ｒa（式中、Ｒaは、Ｃ1－Ｃ20ヒドロカルビルまたはヒドロカルビルシリル基で
ある）のシロキシ基であり（好ましくはＲ2は、フッ化物または全フッ素置換フェニル基
である）、
各Ｒ3は、ハロゲン化物、Ｃ6－Ｃ20置換芳香族ヒドロカルビル基、または式－Ｏ－Ｓｉ－
Ｒa（式中、Ｒaは、Ｃ1－Ｃ20ヒドロカルビルまたはヒドロカルビルシリル基である）の
シロキシ基であり（好ましくはＲ3は、フッ化物またはＣ6全フッ素置換芳香族ヒドロカル
ビル基である）、Ｒ2およびＲ3は、１つまたは複数の飽和または不飽和の、置換または非
置換の環を形成することができ（好ましくはＲ2およびＲ3は、全フッ素置換フェニル環を
形成する）、
Ｌは、中性ルイス塩基であり、（Ｌ－Ｈ）+は、ブレンステッド酸であり、ｄは、１、２
または３であり、
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Ｂ原子上の置換基の少なくとも３個は、それぞれ、２５０立方Åを超える、あるいは３０
０立方Åを超える、あるいは５００立方Åを超える分子体積を有する］
【０１５１】
　「分子体積」は、本明細書では、溶液中の活性化剤分子の空間立体的な嵩に類似するも
のとして使用される。異なる分子体積を有する置換基を比較すると、より小さい分子体積
を有する置換基は、より大きい分子体積を有する置換基と比較して「嵩高くない」とみな
すことができる。逆に、より大きい分子体積を有する置換基は、より小さい分子体積を有
する置換基よりも「嵩高い」とみなすことができる。
【０１５２】
　分子体積は、"A Simple "Back of the Envelope" Method for Estimating the Densiti
es and Molecular Volumes of Liquids and Solids" Journal of Chemical Education, V
ol. 71, No. 11, November 1994, pp. 962-964に報告されている通りに算出することがで
きる。分子体積（ＭＶ）（単位は立方Å）は、式ＭＶ＝８．３ＶS（ＶSは、スケーリング
された体積である）を使用して算出される。ＶSは、構成要素である原子の相対的体積の
合計であり、相対的体積の以下の表を使用して、置換基の分子式から算出される。縮合環
については、ＶSは、縮合環１個当たり７．５％減少する。
【０１５３】
【表１】

　本明細書に適した活性化剤の例示的な嵩高い置換基、ならびにそれらのそれぞれのスケ
ーリングされた体積および分子体積を、以下の表に示す。点線の結合は、先の一般式と同
様に、ホウ素との結合を示している。
【０１５４】
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【化３９】

【０１５５】
　本明細書の触媒系において有用な、例示的な嵩高活性化剤には、トリメチルアンモニウ
ムテトラキス（パーフルオロナフチル）ボレート、トリエチルアンモニウムテトラキス（
パーフルオロナフチル）ボレート、トリプロピルアンモニウムテトラキス（パーフルオロ
ナフチル）ボレート、トリ（ｎ－ブチル）アンモニウムテトラキス（パーフルオロナフチ
ル）ボレート、トリ（ｔ－ブチル）アンモニウムテトラキス（パーフルオロナフチル）ボ
レート、Ν，Ν－ジメチルアニリニウムテトラキス（パーフルオロナフチル）ボレート、
Ν，Ν－ジエチルアニリニウムテトラキス（パーフルオロナフチル）ボレート、Ｎ，Ｎ－
ジメチル－（２，４，６－トリメチルアニリニウム）テトラキス（パーフルオロナフチル
）ボレート、トロピリウムテトラキス（パーフルオロナフチル）ボレート、トリフェニル
カルベニウムテトラキス（パーフルオロナフチル）ボレート、トリフェニルホスホニウム
テトラキス（パーフルオロナフチル）ボレート、トリエチルシリリウムテトラキス（パー
フルオロナフチル）ボレート、ベンゼン（ジアゾニウム）テトラキス（パーフルオロナフ
チル）ボレート、トリメチルアンモニウムテトラキス（パーフルオロビフェニル）ボレー
ト、トリエチルアンモニウムテトラキス（パーフルオロビフェニル）ボレート、トリプロ
ピルアンモニウムテトラキス（パーフルオロビフェニル）ボレート、トリ（ｎ－ブチル）
アンモニウムテトラキス（パーフルオロビフェニル）ボレート、トリ（ｔ－ブチル）アン
モニウムテトラキス（パーフルオロビフェニル）ボレート、Ν，Ν－ジメチルアニリニウ
ムテトラキス（パーフルオロビフェニル）ボレート、Ν，Ν－ジエチルアニリニウムテト
ラキス（パーフルオロビフェニル）ボレート、Ｎ，Ｎ－ジメチル－（２，４，６－トリメ
チルアニリニウム）テトラキス（パーフルオロビフェニル）ボレート、トロピリウムテト
ラキス（パーフルオロビフェニル）ボレート、トリフェニルカルベニウムテトラキス（パ
ーフルオロビフェニル）ボレート、トリフェニルホスホニウムテトラキス（パーフルオロ
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ビフェニル）ボレート、トリエチルシリリウムテトラキス（パーフルオロビフェニル）ボ
レート、ベンゼン（ジアゾニウム）テトラキス（パーフルオロビフェニル）ボレート、［
４－ｔ－ブチル－ＰｈＮＭｅ2Ｈ］［（Ｃ6Ｆ3（Ｃ6Ｆ5）2）4Ｂ］および米国特許第７，
２９７，６５３号に開示されているタイプが含まれる。
【０１５６】
活性化剤の組合せ
　本発明の範囲には、触媒化合物が、前述の１つまたは複数の活性化剤または活性化方法
と組み合わせられ得ることが含まれる。例えば、活性化剤の組合せは、米国特許第５，１
５３，１５７号、同第５，４５３，４１０号、欧州特許出願公開第０　５７３　１２０号
、ＰＣＴ国際公開第９４／０７９２８号および同第９５／１４０４４号に記載されている
。これらの文書はすべて、アルモキサンを、イオン化させる活性化剤と組み合わせて使用
することについて論じている。
【０１５７】
（ｉｉｉ）任意選択の共活性化剤および捕捉剤
　これらの活性化剤化合物に加えて、捕捉剤または共活性化剤を使用することもできる。
共活性化剤（または捕捉剤）として利用できるアルミニウムアルキルまたは有機アルミニ
ウム化合物には、例えば、トリメチルアルミニウム、トリエチルアルミニウム、トリイソ
ブチルアルミニウム、トリ－ｎ－ヘキシルアルミニウム、およびトリ－ｎ－オクチルアル
ミニウムが含まれる。
【０１５８】
（ｉｖ）任意選択の担持材料
　本明細書の実施形態では、触媒系は、不活性な担持材料を含むことができる。好ましく
は、担持材料は、多孔質担持材料、例えばタルクおよび無機酸化物である。他の担持材料
には、ゼオライト、粘土、有機粘土、または任意の他の有機もしくは無機担持材料等、ま
たはその混合物が含まれる。
【０１５９】
　好ましくは、担持材料は、微粉化形態の無機酸化物である。本明細書でメタロセン触媒
系において使用するのに適した無機酸化物材料には、シリカ、アルミナなどの第２、第４
、第１３および第１４族金属酸化物、ならびにその混合物が含まれる。単独で、またはシ
リカもしくはアルミナと組み合わせて用いることができる他の無機酸化物は、マグネシア
、チタニア、ジルコニア等である。しかし、他の適切な担持材料、例えば微粉化ポリエチ
レンなどの微粉化した官能化ポリオレフィンを用いることもできる。特に有用な担持体に
は、マグネシア、チタニア、ジルコニア、モンモリロナイト、フィロシリケート、ゼオラ
イト、タルク、粘土等が含まれる。また、これらの担持材料の組合せ、例えば、シリカ－
クロム、シリカ－アルミナ、シリカ－チタニア等を使用することもできる。好ましい担持
材料には、Ａｌ2Ｏ3、ΖｒＯ2、ＳｉＯ2およびその組合せ、より好ましくはＳｉＯ2、Ａ
ｌ2Ｏ3、またはＳｉＯ2／Ａｌ2Ｏ3が含まれる。
【０１６０】
　好ましくは担持材料、最も好ましくは無機酸化物は、約１０～約７００ｍ2／ｇの範囲
の表面積、約０．１～約４．０ｃｃ／ｇの範囲の細孔容積、および約５～約５００μｍの
範囲の平均粒径を有する。より好ましくは、担持材料の表面積は、約５０～約５００ｍ2

／ｇの範囲でり、細孔容積は約０．５～約３．５ｃｃ／ｇであり、平均粒径は約１０～約
２００μｍである。最も好ましくは、担持材料の表面積は、約１００～約４００ｍ2／ｇ
の範囲であり、細孔容積は約０．８～約３．０ｃｃ／ｇであり、平均粒径は約５～約１０
０μｍである。本発明において有用な担持材料の平均細孔は、１０～１０００Å、好まし
くは５０～約５００Å、最も好ましくは７５～約３５０Åの範囲である。いくつかの実施
形態では、担持材料は、表面積の大きい非晶質シリカであり（表面積＝３００ｍ2／ｇｍ
、細孔容積１．６５ｃｍ3／ｇｍ）、その例は、Ｗ．Ｒ．Ｇｒａｃｅ　ａｎｄ　Ｃｏｍｐ
ａｎｙのＤａｖｉｓｏｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎから商標ＤＡＶＩＳＯＮ
　９５２またはＤＡＶＩＳＯＮ　９５５で市販されている。他の実施形態では、ＤＡＶＩ
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ＤＳＯＮ　９４８が使用される。
【０１６１】
　担持材料は、乾燥しているべきであり、すなわち水が吸収されていない状態にすべきで
ある。担持材料の乾燥は、約１００℃～約１０００℃、好ましくは少なくとも約６００℃
で加熱または焼成することによって行うことができる。担持材料がシリカである場合には
、少なくとも２００℃、好ましくは約２００℃～約８５０℃、最も好ましくは約６００℃
にして、約１分～約１００時間、約１２時間～約７２時間、または約２４時間～約６０時
間加熱される。焼成された担持材料は、本発明の触媒系を生成するために、少なくともい
くらかの反応性ヒドロキシル（ＯＨ）基を有していなければならない。次に、焼成された
担持材料は、少なくとも１つのメタロセン化合物および活性化剤を含む少なくとも１つの
重合触媒と接触させられる。
【０１６２】
担持触媒系の生成方法
　反応性表面基、一般にヒドロキシル基を有する担持材料は、非極性溶媒中でスラリー化
され、得られたスラリーは、メタロセン化合物および活性化剤の溶液と接触させられる。
溶媒中の担持材料のスラリーは、担持材料を溶媒に導入し、その混合物を約０℃～約７０
℃、好ましくは約２５℃～約６０℃、好ましくは室温にして加熱することによって調製さ
れる。接触時間は、一般に、約０．５時間～約２４時間、約０．５時間～約８時間、また
は約０．５時間～約４時間の範囲である。
　適切な非極性溶媒は、本明細書で使用される反応物、すなわち活性化剤およびメタロセ
ン化合物のすべてを、少なくとも部分的に溶かし、反応温度で液体にする材料である。好
ましい非極性溶媒は、アルカン、例えばイソペンタン、ヘキサン、ｎ－ヘプタン、オクタ
ン、ノナンおよびデカンであるが、シクロアルカン、例えばシクロヘキサン、芳香族、例
えばベンゼン、トルエンおよびエチルベンゼンを含む様々な他の材料を用いることもでき
る。
【０１６３】
　本明細書の実施形態では、担持材料上の反応基が滴定されるように、担持材料をメタロ
セン化合物および活性化剤の溶液と接触させて、担持重合触媒を形成する。メタロセン化
合物、活性化剤および担持材料の接触時間は、担持材料上の反応基の滴定に必要な時間で
ある。「滴定する」とは、担持材料の表面上の利用可能な反応基と反応させ、それによっ
て表面のヒドロキシル基を、少なくとも８０％、少なくとも９０％、少なくとも９５％、
または少なくとも９８％低減することを意味する。表面反応基の濃度は、焼成温度および
使用される担持材料のタイプに応じて決定することができる。担持材料を焼成する温度は
、メタロセン化合物および活性化剤との反応に利用可能な担持材料上の表面反応基の数に
影響を及ぼし、乾燥温度が高いほど、その部位の数は少なくなる。例えば、担持材料がシ
リカである場合、最初の触媒系合成ステップにおいて使用する前に窒素と共に流動化させ
、約６００℃で１６時間加熱することによって脱水すると、一般には、１グラム当たり約
０．７ミリモル（ｍｍｏｌ／ｇｍ）の表面のヒドロキシル基濃度が達成される。したがっ
て、活性化剤と、キャリア上の表面反応基の正確なモル比は、変わることになる。好まし
くは、このモル比は、過剰の活性化剤が溶液中に残らずに担持材料上に沈着するように、
活性化剤の限定量のみが溶液に確実に添加されるように、個々の場合に応じて決定される
。
【０１６４】
　溶液中に過剰量が残らずに担持材料上に沈着する活性化剤の量は、例えば、活性化剤が
、1Ｈ　ＮＭＲなどの当技術分野で公知の任意の技術によって溶媒中の溶液として検出さ
れるまで、活性化剤を、溶媒中のキャリアのスラリーに添加すると同時に、そのスラリー
を撹拌することによって、任意の従来の方式で決定することができる。例えば、約６００
℃で加熱されたシリカ担持材料については、スラリーに添加される活性化剤の量は、Ｂと
シリカ上のヒドロキシル基（ＯＨ）のモル比が、約０．５：１～約４：１、好ましくは約
０．８：１～約３：１、より好ましくは約０．９：１～約２：１、最も好ましくは約１：
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１になるような量である。シリカ上のＢの量は、Encyclopedia of Materials Characteri
zation, C. R. Brundle, C. A. Evans, Jr. and S. Wilson, eds., Butterworth-Heinema
nn, Boston, Mass., 1992, pp. 633-644のJ. W. Olesik, "Inductively Coupled Plasma-
Optical Emission Spectroscopy"に記載されているＩＣＰＥＳ（誘導結合プラズマ発光分
析）を使用することによって決定することができる。別の実施形態では、担持体上に沈着
する量を超過するような量の活性剤を添加し、次に、例えば濾過し、洗浄することによっ
て任意の過剰の活性化剤を除去することも可能である。
【０１６５】
　別の実施形態では、本発明は、以下に関する。
１．３００ｇ／ｍｏｌ以上のＭｎ（1Ｈ　ＮＭＲによって測定）、好ましくは３００～６
０，０００ｇ／ｍｏｌ、好ましくは４００～５０，０００ｇ／ｍｏｌ、好ましくは５００
～３５，０００ｇ／ｍｏｌ、好ましくは３００～１５，０００ｇ／ｍｏｌ、好ましくは４
００～１２，０００ｇ／ｍｏｌ、または好ましくは７５０～１０，０００ｇ／ｍｏｌのＭ
ｎを有し、
【０１６６】
（ｉ）約２０～約９９．９ｍｏｌ％の少なくとも１つのＣ5－Ｃ40高級オレフィン、約２
５～約９０ｍｏｌ％、約３０～約８５ｍｏｌ％、約３５～約８０ｍｏｌ％、約４０～約７
５ｍｏｌ％、または約５０～約９５ｍｏｌ％の少なくとも１つのＣ5－Ｃ40高級オレフィ
ン、好ましくは２種以上のＣ5－Ｃ40高級オレフィン（好ましくは、ペンテン、ヘキセン
、ヘプテン、オクテン、ノネン、デセン、ウンデセン、ドデセン、ノルボルネン、ノルボ
ルナジエン、ジシクロペンタジエン、シクロペンテン、シクロヘプテン、シクロオクテン
、シクロオクタジエン、シクロドデセン、７－オキサノルボルネン、７－オキサノルボル
ナジエン、その置換誘導体、およびその異性体から選択される）、および
（ｉｉ）約０．１～約８０ｍｏｌ％、約５ｍｏｌ％～約７０ｍｏｌ％、約１０～約６５ｍ
ｏｌ％、約１５～約５５ｍｏｌ％、約２５～約５０ｍｏｌ％、または約３０～約８０ｍｏ
ｌ％のプロピレンを含み、
アリル鎖末端を少なくとも４０％、アリル鎖末端を少なくとも５０％、アリル鎖末端を少
なくとも６０％、アリル鎖末端を少なくとも７０％、またはアリル鎖末端を少なくとも８
０％、アリル鎖末端を少なくとも９０％、アリル鎖末端を少なくとも９５％有し、
いくつかの実施形態では、イソブチル鎖末端対アリル鎖末端の比が、０．７０：１未満、
０．６５：１未満、０．６０：１未満、０．５０：１未満、または０．２５：１未満であ
り、
他の実施形態では、アリル鎖末端対ビニリデン基の比が、２：１超、２．５：１超、３：
１超、５：１超、または１０：１超である、高級オレフィンコポリマー。
２．1Ｈ　ＮＭＲによって測定して、鎖１個当たり１個の不飽和を仮定して、少なくとも
３６個の炭素原子を有するオレフィンを、コポリマー組成物の重量に対して少なくとも５
０重量％含む、パラグラフ１の高級オレフィンコポリマー。
３．コポリマー組成物の重量に対して、２０重量％未満、好ましくは１０重量％未満、好
ましくは５重量％未満、またはより好ましくは２重量％未満の二量体および三量体を含む
、パラグラフ１および２の高級オレフィンコポリマー。
【０１６７】
４．６０℃で１，０００ｃＰ超、１２，０００ｃＰ超、または１００，０００ｃＰ超（あ
るいは、２００，０００ｃＰ：１未満５０，０００ｃＰ未満、または１００，０００ｃＰ
未満）の粘度を有する、パラグラフ１～３の高級オレフィンコポリマー。
５．３００ｇ／ｍｏｌ以上のＭｎ（1Ｈ　ＮＭＲによって測定）、好ましくは３００～６
０，０００ｇ／ｍｏｌのＭｎを有し、（ｉ）約８０～約９９．９ｍｏｌ％、好ましくは約
８５～約９９．９ｍｏｌ％、より好ましくは約９０～約９９．９ｍｏｌ％の少なくとも１
つのＣ4オレフィン、および（ｉｉ）約０．１～約２０ｍｏｌ％、好ましくは約０．１～
約１５ｍｏｌ％、より好ましくは約０．１～約１０ｍｏｌ％のプロピレンを含み、アリル
鎖末端を少なくとも４０％、好ましくはアリル鎖末端を少なくとも５０％、アリル鎖末端
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を少なくとも６０％、アリル鎖末端を少なくとも７０％、またはアリル鎖末端を少なくと
も８０％、アリル鎖末端を少なくとも９０％、アリル鎖末端を少なくとも９５％を有し、
いくつかの実施形態では、イソブチル鎖末端対アリル鎖末端の比が、０．７０：１未満、
０．６５：１未満、０．６０：１未満、０．５０：１未満、または０．２５：１未満であ
り、さらなる実施形態では、アリル鎖末端対ビニリデン基の比が、２：１超、２．５：１
超、３：１超、５：１超、または１０：１超である、高級オレフィンコポリマー。
６．（ｉ）約２０～約９９．９ｍｏｌ％（好ましくは約２５～約９０ｍｏｌ％、約３０～
約８５ｍｏｌ％、約３５～約８０ｍｏｌ％、約４０～約７５ｍｏｌ％、または約５０～約
９５ｍｏｌ％）の少なくとも１つのＣ5－Ｃ40高級オレフィン、好ましくは２種以上のＣ5

－Ｃ40高級オレフィン（好ましくは、ブテン、ペンテン、ヘキセン、ヘプテン、オクテン
、ノネン、デセン、ウンデセン、ドデセン、ノルボルネン、ノルボルナジエン、ジシクロ
ペンタジエン、シクロペンテン、シクロヘプテン、シクロオクテン、シクロオクタジエン
、シクロドデセン、７－オキサノルボルネン、７－オキサノルボルナジエン、その置換誘
導体、およびその異性体から選択される）と、
【０１６８】
（ｉｉ）約０．１～約８０ｍｏｌ％（好ましくは約５ｍｏｌ％～約７０ｍｏｌ％、約１０
～約６５ｍｏｌ％、約１５～約５５ｍｏｌ％、約２５～約５０ｍｏｌ％、または約３０～
約８０ｍｏｌ％）のプロピレンと、
（ｉｉｉ）場合によっては、エチレンと
を接触させることを含む、パラグラフ１～４の高級オレフィンコポリマーを生成する方法
であって、
その接触が、活性化剤、および次式の少なくとも１つによって表される少なくとも１つの
メタロセン化合物を含む触媒系の存在下で起こる、方法。
（ｉ）
【０１６９】
【化４０】

式Ｉ
または（ｉｉ）
【０１７０】

【化４１】

式ＩＩ
または（ｉｉｉ）
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【０１７１】
【化４２】

式ＩＩＩ
または（ｉｖ）
【０１７２】

【化４３】

式ＩＶ
［式中、
Ｍは、ハフニウムまたはジルコニウムであり、
各Ｘは、独立に、１～２０個の炭素原子を有するヒドロカルビルラジカル、水素化物、ア
ミド、アルコキシド、スルフィド、リン化物、ハロゲン、ジエン、アミン、ホスフィン、
エーテルおよびその組合せからなる群から選択され（２個のＸは、縮合環または環系の一
部を形成していてもよい）、
各Ｑは、独立に、炭素またはヘテロ原子であり、
各Ｒ1は、独立に、Ｃ1－Ｃ8アルキル基であり、Ｒ1は、Ｒ2と同じでも異なっていてもよ
く、
【０１７３】
各Ｒ2は、独立に、Ｃ1－Ｃ8アルキル基であり、
各Ｒ3は、独立に、水素であり、または１～８個の炭素原子を有する置換もしくは非置換
ヒドロカルビル基であり、ただし、少なくとも３個のＲ3基は、水素ではなく、
各Ｒ4は、独立に、水素、または置換もしくは非置換ヒドロカルビル基、ヘテロ原子、も
しくはヘテロ原子含有基であり、
Ｒ5は、水素またはＣ1－Ｃ8アルキル基であり、
Ｒ6は、水素またはＣ1－Ｃ8アルキル基であり、
各Ｒ7は、独立に、水素またはＣ1－Ｃ8アルキル基であり、ただし、少なくとも７個のＲ7

基は、水素ではなく、
Ｒ2

aＴは、架橋基であり、Ｔは、第１４族の元素（好ましくはＣ、ＳｉまたはＧｅ）であ
り、
各Ｒaは、独立に、水素、ハロゲンまたはＣ1－Ｃ20ヒドロカルビルであり、
２個のＲaは、芳香族の、部分的に飽和の、または飽和の環式または縮合環系を含む環式
構造を形成していてもよく、ただしさらに、任意の２個の隣接するＲ基は、縮合環または
多中心性の縮合環系を形成していてもよく、その環は、芳香族であってもよく、部分的に
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または（ｖ）
【０１７４】
【化４４】

式Ｖ
【０１７５】
［式中、
Ｍは、ハフニウムまたはジルコニウムであり、
各Ｘは、独立に、１～２０個の炭素原子を有するヒドロカルビルラジカル、水素化物、ア
ミド、アルコキシド、スルフィド、リン化物、ハロゲン化物、ジエン、アミン、ホスフィ
ン、エーテルおよびその組合せからなる群から選択され（２個のＸは、縮合環または環系
の一部を形成していてもよい）、
各Ｒ8は、独立に、Ｃ1－Ｃ10アルキル基であり、
各Ｒ9は、独立に、Ｃ1－Ｃ10アルキル基であり、
【０１７６】
各Ｒ10は、水素であり、
各Ｒ11、Ｒ12およびＲ13は、独立に、水素、または置換もしくは非置換ヒドロカルビル基
、ヘテロ原子、もしくはヘテロ原子含有基であり、
Ｔは、好ましくは式Ｒ2

aＪによって表される架橋基であり、Ｊは、第１４族の元素（好ま
しくはＣ、ＳｉまたはＧｅ）であり、
各Ｒaは、独立に、水素、ハロゲンまたはＣ1－Ｃ20ヒドロカルビルであり、
２個のＲaは、芳香族の、部分的に飽和の、または飽和の環式または縮合環系を含む環式
構造を形成していてもよく、ただしさらに、任意の２個の隣接するＲ基は、縮合環または
多中心性の縮合環系を形成していてもよく、その環は、芳香族であってもよく、部分的に
飽和しているか、または飽和していてもよく、
ただしさらに、隣接するＲ11、Ｒ12およびＲ13基のいずれかは、縮合環または多中心性の
縮合環系を形成していてもよく、その環は、芳香族であってもよく、部分的に飽和してい
るか、または飽和していてもよい］、
または（ｖｉ）
【０１７７】
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式ＶＩ
【０１７８】
［式中、
Ｍは、ハフニウムまたはジルコニウムであり、
各Ｘは、独立に、１～２０個の炭素原子を有するヒドロカルビルラジカル、水素化物、ア
ミド、アルコキシド、スルフィド、リン化物、ハロゲン、ジエン、アミン、ホスフィン、
エーテルまたはその組合せからなる群から選択され、
各Ｒ15およびＲ17は、独立に、Ｃ1－Ｃ8アルキル基であり、
各Ｒ16、Ｒ18、Ｒ19、Ｒ20、Ｒ21、Ｒ22、Ｒ23、Ｒ24、Ｒ25、Ｒ26、Ｒ27およびＲ28は、
独立に、水素であり、または１～８個の炭素原子を有する置換もしくは非置換ヒドロカル
ビル基であり、Ｃ5－Ｃ40高級オレフィンは、ブテン、ペンテン、ヘキセン、ヘプテン、
オクテン、ノネン、デセン、ウンデセン、ドデセン、ノルボルネン、ノルボルナジエン、
ジシクロペンタジエン、シクロペンテン、シクロヘプテン、シクロオクテン、シクロオク
タジエン、シクロドデセン、７－オキサノルボルネン、７－オキサノルボルナジエン、そ
の置換誘導体、およびその異性体から選択される］
７．（ｉ）約８０～約９９．９ｍｏｌ％、好ましくは約８５～約９９．９ｍｏｌ％、より
好ましくは約９０～約９９．９ｍｏｌ％の少なくとも１つのＣ4オレフィン（好ましくは
、１－ブテンを含む混合ブテンストリームが使用される）と、
（ｉｉ）約０．１～約２０ｍｏｌ％、好ましくは約０．１～約１５ｍｏｌ％、より好まし
くは約０．１～約１０ｍｏｌ％のプロピレンと、
（ｉｉｉ）場合によっては、エチレンと
を接触させることを含む、パラグラフ１～４の高級オレフィンコポリマーを生成する方法
であって、
その接触が、活性化剤、および次式の少なくとも１つによって表される少なくとも１つの
メタロセン化合物を含む触媒系の存在下で起こる、方法。
（ｉ）
【０１７９】
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【化４６】

式Ｉ
または（ｉｉ）
【０１８０】

【化４７】

式ＩＩ
または（ｉｉｉ）
【０１８１】
【化４８】

式ＩＩＩ
または（ｉｖ）
【０１８２】
【化４９】
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式ＩＶ
【０１８３】
［式中、
Ｍは、ハフニウムまたはジルコニウムであり、
各Ｘは、独立に、１～２０個の炭素原子を有するヒドロカルビルラジカル、水素化物、ア
ミド、アルコキシド、スルフィド、リン化物、ハロゲン、ジエン、アミン、ホスフィン、
エーテルおよびその組合せからなる群から選択され（２個のＸは、縮合環または環系の一
部を形成していてもよい）、
各Ｑは、独立に、炭素またはヘテロ原子であり、
各Ｒ1は、独立に、Ｃ1－Ｃ8アルキル基であり、Ｒ1は、Ｒ2と同じでも異なっていてもよ
く、
【０１８４】
各Ｒ2は、独立に、Ｃ1－Ｃ8アルキル基であり、
各Ｒ3は、独立に、水素であり、または１～８個の炭素原子を有する置換もしくは非置換
ヒドロカルビル基であり、ただし、少なくとも３個のＲ3基は、水素ではなく、
各Ｒ4は、独立に、水素、または置換もしくは非置換ヒドロカルビル基、ヘテロ原子、も
しくはヘテロ原子含有基であり、
Ｒ5は、水素またはＣ1－Ｃ8アルキル基であり、
Ｒ6は、水素またはＣ1－Ｃ8アルキル基であり、
各Ｒ7は、独立に、水素またはＣ1－Ｃ8アルキル基であり、ただし、少なくとも７個のＲ7

基は、水素ではなく、
Ｒ2

aＴは、架橋基であり、Ｔは、第１４族の原子、好ましくはＣ、ＳｉまたはＧｅであり
、
各Ｒaは、独立に、水素、ハロゲンまたはＣ1－Ｃ20ヒドロカルビルであり、
２個のＲaは、芳香族の、部分的に飽和の、または飽和の環式または縮合環系を含む環式
構造を形成していてもよく、ただしさらに、任意の２個の隣接するＲ基は、縮合環または
多中心性の縮合環系を形成していてもよく、その環は、芳香族であってもよく、部分的に
飽和しているか、または飽和していてもよい］、
または（ｖ）
【０１８５】
【化５０】

式Ｖ
【０１８６】
［式中、
Ｍは、ハフニウムまたはジルコニウムであり、
各Ｘは、独立に、１～２０個の炭素原子を有するヒドロカルビルラジカル、水素化物、ア
ミド、アルコキシド、スルフィド、リン化物、ハロゲン化物、ジエン、アミン、ホスフィ
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ン、エーテルおよびその組合せからなる群から選択され（２個のＸは、縮合環または環系
の一部を形成していてもよい）、
各Ｒ8は、独立に、Ｃ1－Ｃ10アルキル基であり、
各Ｒ9は、独立に、Ｃ1－Ｃ10アルキル基であり、
各Ｒ10は、水素であり、
【０１８７】
各Ｒ11、Ｒ12およびＲ13は、独立に、水素、または置換もしくは非置換ヒドロカルビル基
、ヘテロ原子、もしくはヘテロ原子含有基であり、
Ｔは、好ましくは式Ｒ2

aＪによって表される架橋基であり、Ｊは、第１４族の元素（好ま
しくはＣ、ＳｉまたはＧｅ）であり、
各Ｒaは、独立に、水素、ハロゲンまたはＣ1－Ｃ20ヒドロカルビルであり、
２個のＲaは、芳香族の、部分的に飽和の、または飽和の環式または縮合環系を含む環式
構造を形成していてもよく、ただしさらに、任意の２個の隣接するＲ基は、縮合環または
多中心性の縮合環系を形成していてもよく、その環は、芳香族であってもよく、部分的に
飽和しているか、または飽和していてもよく、
ただしさらに、隣接するＲ11、Ｒ12およびＲ13基のいずれかは、縮合環または多中心性の
縮合環系を形成していてもよく、その環は、芳香族であってもよく、部分的に飽和してい
るか、または飽和していてもよい］、
または（ｖｉ）
【０１８８】
【化５１】

式ＶＩ
【０１８９】
［式中、
Ｍは、ハフニウムまたはジルコニウムであり、
各Ｘは、独立に、１～２０個の炭素原子を有するヒドロカルビルラジカル、水素化物、ア
ミド、アルコキシド、スルフィド、リン化物、ハロゲン、ジエン、アミン、ホスフィン、
エーテルまたはその組合せからなる群から選択され、
各Ｒ15およびＲ17は、独立に、Ｃ1－Ｃ8アルキル基であり、
各Ｒ16、Ｒ18、Ｒ19、Ｒ20、Ｒ21、Ｒ22、Ｒ23、Ｒ24、Ｒ25、Ｒ26、Ｒ27およびＲ28は、
独立に、水素であり、または１～８個の炭素原子を有する置換もしくは非置換ヒドロカル
ビル基である］
８．活性化剤が、次式によって表される嵩高活性化剤である、パラグラフ６または７の方
法。
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【０１９０】
【化５２】

【０１９１】
［式中、
各Ｒ1は、独立に、ハロゲン化物、好ましくはフッ化物であり、
各Ｒ2は、独立に、ハロゲン化物、Ｃ6－Ｃ20置換芳香族ヒドロカルビル基、または式－Ｏ
－Ｓｉ－Ｒa（式中、Ｒaは、Ｃ1－Ｃ20ヒドロカルビルまたはヒドロカルビルシリル基で
ある）のシロキシ基であり、好ましくはフッ化物またはＣ6全フッ素置換芳香族ヒドロカ
ルビル基であり、
各Ｒ3は、ハロゲン化物、Ｃ6－Ｃ20置換芳香族ヒドロカルビル基、または式－Ｏ－Ｓｉ－
Ｒa（式中、Ｒaは、Ｃ1－Ｃ20ヒドロカルビルまたはヒドロカルビルシリル基である）の
シロキシ基であり、好ましくはフッ化物またはＣ6全フッ素置換芳香族ヒドロカルビル基
であり、
Ｌは、中性ルイス塩基であり、
Ｈは、水素であり、
（Ｌ－Ｈ）+は、ブレンステッド酸であり、
ｄは、１、２または３であり、
アニオンは、１０２０ｇ／ｍｏｌを超える分子量を有し、
Ｂ原子上の置換基の少なくとも３個は、それぞれ、２５０立方Åを超える、あるいは３０
０立方Åを超える、またはあるいは５００立方Åを超える分子体積を有する］
【０１９２】
９．嵩高活性化剤が、トリメチルアンモニウムテトラキス（パーフルオロナフチル）ボレ
ート、トリエチルアンモニウムテトラキス（パーフルオロナフチル）ボレート、トリプロ
ピルアンモニウムテトラキス（パーフルオロナフチル）ボレート、トリ（ｎ－ブチル）ア
ンモニウムテトラキス（パーフルオロナフチル）ボレート、トリ（ｔ－ブチル）アンモニ
ウムテトラキス（パーフルオロナフチル）ボレート、Ν，Ν－ジメチルアニリニウムテト
ラキス（パーフルオロナフチル）ボレート、Ν，Ν－ジエチルアニリニウムテトラキス（
パーフルオロナフチル）ボレート、Ｎ，Ｎ－ジメチル－（２，４，６－トリメチルアニリ
ニウム）テトラキス（パーフルオロナフチル）ボレート、トロピリウムテトラキス（パー
フルオロナフチル）ボレート、トリフェニルカルベニウムテトラキス（パーフルオロナフ
チル）ボレート、トリフェニルホスホニウムテトラキス（パーフルオロナフチル）ボレー
ト、トリエチルシリリウムテトラキス（パーフルオロナフチル）ボレート、ベンゼン（ジ
アゾニウム）テトラキス（パーフルオロナフチル）ボレート、トリメチルアンモニウムテ
トラキス（パーフルオロビフェニル）ボレート、トリエチルアンモニウムテトラキス（パ
ーフルオロビフェニル）ボレート、トリプロピルアンモニウムテトラキス（パーフルオロ
ビフェニル）ボレート、トリ（ｎ－ブチル）アンモニウムテトラキス（パーフルオロビフ
ェニル）ボレート、トリ（ｔ－ブチル）アンモニウムテトラキス（パーフルオロビフェニ
ル）ボレート、Ν，Ν－ジメチルアニリニウムテトラキス（パーフルオロビフェニル）ボ
レート、Ν，Ν－ジエチルアニリニウムテトラキス（パーフルオロビフェニル）ボレート
、Ｎ，Ｎ－ジメチル－（２，４，６－トリメチルアニリニウム）テトラキス（パーフルオ
ロビフェニル）ボレート、トロピリウムテトラキス（パーフルオロビフェニル）ボレート
、トリフェニルカルベニウムテトラキス（パーフルオロビフェニル）ボレート、トリフェ
ニルホスホニウムテトラキス（パーフルオロビフェニル）ボレート、トリエチルシリリウ
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ムテトラキス（パーフルオロビフェニル）ボレート、ベンゼン（ジアゾニウム）テトラキ
ス（パーフルオロビフェニル）ボレート、［４－ｔ－ブチル－ＰｈＮＭｅ2Ｈ］［（Ｃ6Ｆ

3（Ｃ6Ｆ5）2）4Ｂ］（式中、Ｐｈはフェニルであり、Ｍｅはメチルである）の少なくと
も１つである、パラグラフ６または７の方法。
１０．パラグラフ１～５の高級オレフィンコポリマー、またはパラグラフ６～９の方法に
よって生成された高級オレフィンコポリマーを含み、好ましくは潤滑剤ブレンドである組
成物。
１１．パラグラフ１０の組成物の、潤滑剤としての使用。
【実施例】
【０１９３】
生成物の特性の決定
　生成物の特性を、1Ｈ　ＮＭＲ、ＧＰＣおよび13Ｃ　ＮＭＲによって以下の通り決定し
た。
【０１９４】
ＧＰＣ
　Ｍｎ、ＭｗおよびＭｚは、示差屈折率検出器（ＤＲＩ）を備えた高温サイズ排除クロマ
トグラフ（ＳＥＣ、Ｗａｔｅｒｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ製またはＰｏｌｙｍｅｒ　Ｌ
ａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ製のいずれか）を使用することによって測定した。T. Sun, P. B
rant, R. R. ChanceおよびW. W. Graessley, Macromolecules, Volume 34, Number 19, p
p. 6812-6820 (2001)およびそれに引用された参考文献に記載されている実験の詳細を使
用した。Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ　ＰＬｇｅｌ製の３本の１０ｍｍ　
Ｍｉｘｅｄ－Ｂカラムを使用した。名目上の流速は０．５ｃｍ3／分であり、名目上の注
入体積は３００μＬであった。様々な移送ライン、カラムおよび示差屈折率計（ＤＲＩ検
出器）を、１３５℃に維持したオーブンに入れた。ＳＥＣ実験のための溶媒は、抗酸化剤
としてのブチル化ヒドロキシトルエン６グラムを、Ａｌｄｒｉｃｈの試薬グレード１，２
，４トリクロロベンゼン（ＴＣＢ）４リットルに溶解することによって調製した。次に、
ＴＣＢ混合物を０．７μｍのガラスプレフィルターで濾過し、その後、０．１μｍのＴｅ
ｆｌｏｎフィルターで濾過した。次に、ＴＣＢを、オンライン脱気装置で脱気した後、Ｓ
ＥＣに入れた。乾燥ポリマーをガラス容器に入れ、所望の量のＴＣＢを添加し、次に混合
物を持続的に撹拌しながら１６０℃で約２時間加熱することによって、ポリマー溶液を調
製した。すべての量を、重量測定により測定した。ポリマー濃度を表すために使用したＴ
ＣＢ密度（単位は質量／体積）は、室温で１．４６３ｇ／ｍＬであり、１３５℃で１．３
２４ｇ／ｍＬであった。注入濃度は、１．０～２．０ｍｇ／ｍＬであり、高分子量の試料
では低濃度を使用した。各試料を流す前に、ＤＲＩ検出器および注入器をパージした。次
に、装置内の流速を０．５ｍＬ／分に増大し、ＤＲＩを８～９時間静置して安定にした後
、最初の試料を注入した。クロマトグラムの各点における濃度ｃを、以下の等式を使用し
て、ベースラインを差し引いたＤＲＩ信号であるＩDRIから算出した。
【０１９５】
ｃ＝ＫDRIＩDRI／（ｄｎ／ｄｃ）
式中、ＫDRIは、ＤＲＩの較正によって決定される定数であり、（ｄｎ／ｄｃ）は、その
系の屈折率の増分である。ＴＣＢについては、１３５℃およびλ＝６９０ｎｍにおいて屈
折率ｎ＝１．５００である。本発明および添付の特許請求の範囲の目的では、プロピレン
ポリマーについては（ｄｎ／ｄｃ）＝０．１０４であり、その他については０．１である
。このＳＥＣ法の説明を通して使用されるパラメータの単位は、以下の通りである。濃度
はｇ／ｃｍ3で表し、分子量はｇ／ｍｏｌで表し、固有粘度はｄＬ／ｇで表した。
【０１９６】
13Ｃ　ＮＭＲ
　13Ｃ　ＮＭＲデータは、１００ＭＨｚの13Ｃ周波数で１２０℃において収集した。すべ
ての取得期間中、ゲーティングなしに掃引矩形波変調を使用する連続的な広帯域プロトン
デカップリングにより、９０度パルス、０．１～０．１２Ｈｚのデジタル分解能を与える
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る信号を測定するのに適した信号対ノイズレベルをもたらす時間平均化により、スペクト
ルを取得した。試料を、テトラクロロエタン－ｄ2に濃度１０重量％～１５重量％で溶解
した後、分光計磁石に挿入した。
　データ分析の前に、ＴＣＥ溶媒信号の化学シフトを７４．３９ｐｐｍに設定することに
よって、スペクトルを参照した。
【０１９７】
　鎖末端を、量子化のために以下の表に示した信号を使用して同定した。ｎ－ブチルおよ
びｎ－プロピルは、以下の表に示した鎖末端に対して存在度が低かったので（５％未満）
報告しなかった。
【表２】

【０１９８】
1Ｈ　ＮＭＲ
　1Ｈ　ＮＭＲデータは、Ｖａｒｉａｎ分光計により２５０ＭＨｚ、４００ＭＨｚまたは
５００ＭＨｚの1Ｈ周波数を使用して（特許請求の範囲の目的では、プロトン周波数４０
０ｍＨｚを使用した）、５ｍｍのプローブ内で、室温または１２０℃のいずれかで収集し
た（特許請求の範囲の目的では、１２０℃が使用されるべきである）。最大パルス幅４５
℃、パルス間隔８秒、および１２０の過渡応答の信号平均化を使用して、データを記録し
た。スペクトル信号を統合し、炭素１０００個当たりの不飽和タイプの数を、異なる基ご
とに１０００を掛け、その結果を炭素総数で割ることによって算出した。Ｍｎは、不飽和
種の総数を１４，０００で割ることによって算出した。単位はｇ／ｍｏｌである。
【０１９９】
　オレフィンタイプごとの化学シフト領域は、以下のスペクトル領域間にあると定義され
る。

【表３】

【０２００】
粘度
　粘度は、ブルックフィールドデジタル粘度計を使用して測定した。
例で使用したメタロセン
　以下のメタロセンを、以下の例で使用した。
【０２０１】
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　以下の活性化剤を、以下の例で使用した。
【０２０２】
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【表４】

【０２０３】
例１～６の重合条件
　重合グレードのプロピレンを使用し、以下の一連のカラムに通過させることによってさ
らに精製した。Ｌａｂｃｌｅａｒ（Ｏａｋｌａｎｄ、ＣＡ）製の２２５０ｃｃのＯｘｙｃ
ｌｅａｒシリンダー、その後Ａｌｄｒｉｃｈ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｓｔ
．Ｌｏｕｉｓ、ＭＩ）から購入した乾燥した３Åモルのふるいを充填した２２５０ｃｃカ
ラム、Ａｌｄｒｉｃｈ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙから購入した乾燥した５Åモ
ルのふるいを充填した２個の５００ｃｃカラム、Ｃｏａｓｔａｌ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃ
ｏｍｐａｎｙ（Ａｂｂｅｖｉｌｌｅ、ＬＡ）から購入したＡＬＣＯＡ　Ｓｅｌｅｘｓｏｒ
ｂ　ＣＤ（７×１４メッシュ）を充填した１個の５００ｃｃカラム、およびＣｏａｓｔａ
ｌ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙから購入したＡＬＣＯＡ　Ｓｅｌｅｘｓｏｒｂ　
ＣＯＳ（７×１４メッシュ）を充填した１個の５００ｃｃカラム。
【０２０４】
　重合グレードのヘキサンを、一連のカラムに通過させることによってさらに精製した。
Ｌａｂｃｌｅａｒ製の２個の５００ｃｃのＯｘｙｃｌｅａｒシリンダー、その後Ａｌｄｒ
ｉｃｈ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙから購入した乾燥した３Åモルのふるいを充
填した２個の５００ｃｃカラム、およびＡｌｄｒｉｃｈ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａ
ｎｙから購入した乾燥した５Åモルのふるいを充填した２個の５００ｃｃカラムを使用し
た。
【０２０５】
捕捉剤および共触媒
　トリイソブチルアルミニウム（ＴＩＢＡＬ）を、Ａｋｚｏ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，Ｉｎ
ｃ．（Ｃｈｉｃａｇｏ、ＩＬ）から得、さらなる精製なしに使用した。トリｎ－オクチル
アルミニウム（ＴＮＯＡＬ）を、Ａｋｚｏ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，Ｉｎｃ．から得、さら
なる精製なしに使用した。
【０２０６】
反応器の説明および準備
　重合は、不活性雰囲気（Ｎ2）のドライボックス内で、温度制御のための外部ヒーター
、ガラスインサート（反応器の内部容積＝２２．５ｍＬ）、セプタム導入部、窒素、プロ
ピレンの調節供給源を備え、使い捨てのＰＥＥＫ（ポリエーテルエーテルケトン）　機械
的撹拌機（８００ＲＰＭ）を備えた４８　Ｃｅｌｌ　Ｐａｒａｌｌｅｌ　Ｐｒｅｓｓｕｒ
ｅ　Ｒｅａｃｔｏｒｓ（ＰＰＲ）を使用して実施した。ＰＰＲは、乾燥窒素を用いて１５
０℃で５時間パージし、次に２５℃で５時間パージすることによって、重合のために準備
した。
（例１）メタロセンＥおよびＦを用いるデセン－プロピレン、ヘキセン－プロピレンおよ
びデセン－ヘキセン－プロピレンの重合
　反応器を、前述の通り準備し、次に１－デセンおよび／または１－ヘキセンを充填した
。反応器を２５℃に加熱し、次にプロピレンを反応器に充填した。次に、捕捉剤／共触媒
の溶液を、プロセス温度およびプロセス圧力でシリンジを介して反応器に添加した。反応
器をプロセス温度（８５℃）に加熱し、８００ＲＰＭで撹拌した。
　メタロセン触媒を活性化剤と混合し、トルエン中、周囲温度および周囲圧力で撹拌し、
それを溶液としてシリンジを介して反応器に添加して（プロセス温度およびプロセス圧力
で）、重合を開始させた。溶液はシリンジを介して添加されるので、ヘキサン溶液もそれ
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にする。この手順は、捕捉剤／共触媒溶液ならびに触媒溶液を添加した後に適用する。
　プロピレンを、調整器の使用により所望の圧力にした反応器に入れ、重合中に滴下させ
た。実施中は圧力制御を用いなかった。反応器の温度をモニタし、一般に＋／－１℃の温
度範囲内に維持した。およそ５０ｐｓｉ（３４５ｋＰａ）デルタの工業用空気を約６０秒
間添加することによって、重合をクエンチした。重合は、所望の重合時間が経過した後に
クエンチされた。反応器を冷却し、ベントした。残りの反応成分を減圧下で除去した後、
ポリマーを単離した。報告した収量には、ポリマーおよび残りの触媒の総重量が含まれる
。収量を以下の表１Ａに列挙する。
【０２０７】
【表５】
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【０２０８】
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【０２０９】
　実施Ａ１、Ａ２およびＡ５は、メタロセンＥおよび活性化剤ＩＩＩを使用するプロピレ
ンおよびヘキセンの共重合である。実施Ｅ１およびＥ４は、メタロセンＦおよび活性化剤
ＩＩを使用するプロピレンおよびヘキセンの共重合である。本発明者らは、プロピレン含
量の増大と同時にビニル（％）が増大したことを観測した。また、プロピレン供給量が減
少すると、おそらくはより高い分子量のヘキセンが多く組み込まれることにより、Ｍｎが
増大することを観測した。
【０２１０】
　実施Ｂ１、Ｂ３およびＢ６は、メタロセンＥおよび活性化剤ＩＩＩを使用するプロピレ
ン、ヘキセンおよびデセンのターポリマー重合である。実施Ｆ１およびＦ３は、メタロセ
ンＦおよび活性化剤ＩＩを使用するプロピレン、ヘキセンおよびデセンのターポリマー重
合である。この場合も同様に、プロピレン含量の増大と同時にビニル（％）が増大したこ
とを観測した。また、プロピレン供給量が減少すると、おそらくはより高い分子量のヘキ
センおよびデセンが多く組み込まれることにより、Ｍｎが増大することを観測した。
【０２１１】
（例２）メタロセンＥおよびＧによるオクテン－プロピレンの共重合
　溶液の実施を、以下の通り行った。まず、プロピレンを反応セルに添加し、次にオクテ
ンおよびイソヘキサンを添加して、溶液の総体積を５．０ｍＬにした。ＴＮＯＡＬを、捕
捉剤として濃度１Ｍで使用した。まず、活性化剤ＩＩＩのトルエン溶液を添加した後、メ
タロセンＥまたはＦの溶液を添加して、活性化剤とメタロセンの比を１：１にした。セル
を８５℃に加熱し、反応を１時間進行させた。空気を用いて反応をクエンチし、未反応モ
ノマーを減圧下で除去した。セル生成物のいくつかの分析を、表２Ｂに列挙する。
【０２１２】
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　セル生成物のいくつかの分析データを、以下の表２Ｂに示す。
【０２１３】
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【表８】

（例３）デセン－プロピレンの重合（メタロセンＥ対メタロセンＤの比較）
　実施時間は６０分であり、活性化剤対メタロセンの比＝１：１、反応温度は８５℃であ
り、ＴＮＯＡＬ＝１．２×１０－４ｍｏｌ／Ｌであった。
【０２１４】

【表９】
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　セル生成物のいくつかの分析データを、以下の表３Ｂに示す。
【０２１５】
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（例４）デセン－プロピレンの重合（メタロセンＥと比較用メタロセンＡ、ＢおよびＣの
比較）
　本発明のものではないメタロセンＡ、ＢおよびＣを、本発明のメタロセンＥと比較した
。実施時間は６０分であり、活性化剤対メタロセンの比＝１：１、反応温度は８５℃であ
り、ＴＮＯＡＬ＝１．２×１０－４ｍｏｌ／Ｌであった。
【０２１６】
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　セル生成物のいくつかの分析データを、以下の表４Ｂに示す。
【０２１７】
【表１２】

【０２１８】
（例５）活性化剤Ｉ～ＩＩＩの比較
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　実施時間を、表６に示した通りに変更した。活性化剤対メタロセンの比＝１：１、反応
温度は８５℃であり、ＭＣＮ＝５×１０-5ｍｏｌ／Ｌ、ＴＮＯＡＬ＝１．２×１０-4ｍｏ
ｌ／Ｌであった。溶液の総体積は、５ｍＬであった。
【０２１９】
【表１３】
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　セル生成物のいくつかの分析データを、以下の表５Ｂに示す。
【０２２０】
【表１４】

（例６および７）重合条件
　無水トルエンをＳｉｇｍａ　Ａｌｄｒｉｃｈ（Ｃｈｉｃａｇｏ、ＩＬ）から購入し、不
活性雰囲気において４Åの分子ふるい上でさらに乾燥させた。
【０２２１】
　ドライボックス内で、トルエン１０ｍＬを使用して、１／１．１当量比のメタロセン／



(84) JP 2014-511910 A 2014.5.19

10

20

30

40

活性化剤を溶解した。溶液を３０分間撹拌した。次に、溶液５ｍＬを触媒チャージャーに
移した。
　高級オレフィンコモノマー（５ｇ）を、トルエン５ｍＬに溶解し、シリンジに充填した
。捕捉剤（ＴＩＢＡＬ）（１Ｍ溶液０．５ｍＬ）をシリンジに充填した。
【０２２２】
反応器の準備
　２ＬのＺｉｐｐｅｒオートクレーブ反応器を、窒素パージしながら１２０℃で１時間ベ
ーキングした。次に、反応器を持続的に窒素パージしながら室温に冷却した。イソヘキサ
ンおよびプロピレンの供給ラインを反応器ラインに連結させ、供給ストリームを分子ふる
い乾燥機（４Åの分子ふるい）に通過させた後、サイトグラスに充填した。
【０２２３】
反応器の稼動手順
　メタロセン／活性化剤の溶液を含有する触媒チャージャーを、反応器の入口ポートに結
合した。高圧窒素ラインをチャージャーに結合して、触媒を適切な時間に反応器内に放出
させた。
　反応器へのベントラインを閉じた。反応器から１ポンド未満の圧力を抜き、高級オレフ
ィンコモノマーを、シリンジにより第２のポートを使用して反応器の底部に入れた。次に
、同じポートを使用して、捕捉剤を反応器に充填し、ポートを閉じた。反応器への窒素ラ
インを閉じた。イソヘキサンを反応器に添加した後、プロピレンを添加した。撹拌装置を
８００ｒｐｍで開始させ、反応器を、必要なプロセス温度に加熱した。
　反応器の圧力が、必要なプロセス温度で安定になると、触媒を、反応器圧力よりも４０
ｌｂ高い窒素圧力を用いて、反応器に押し入れた。チャージャーポートを反応器から遮断
し、反応器ソフトウェアを作動させて、反応器内の圧力損失および温度変化をモニタした
。反応器を、所望の実施時間にわたって稼働させた。ソフトウェアを停止させたら、反応
器をＲＴに冷却し、圧力をベントした。生成物および溶媒の溶液を、反応器からガラスビ
ーカーに注ぎ移し、溶媒を窒素パージによって除去した。
【０２２４】
（例６）粘度研究のためのヘキセンおよびプロピレンの共重合
　高級オレフィン（ヘキセン／プロピレン）コポリマーを、表７Ａに示した条件で生成し
た。ドライボックス内で、トルエン１０ｍＬを使用して、１／１．１当量比のメタロセン
Ｅ／活性化剤ＩＩＩ（１０．７ｍｇ／２４．１ｍｇ）を溶解した。ＴＩＢＡＬ（１Ｍ溶液
０．５ｍＬ）をシリンジに充填した。イソヘキサンの体積は、６００ｍＬであった。実施
条件を、以下の表６Ａに示す。
【０２２５】
【表１５】

　実施１および２のＶＴ－ＨＯＣ6／Ｃ3コポリマーの粘度を、ＶＴ－ＨＯアタクティック
Ｃ3ホモポリマーと比較したものを、以下の表６Ｂに報告し、図１に示す。
【０２２６】
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【表１６】

【０２２７】
（例７）ノルボルネンおよびプロピレンの共重合
触媒、ノルボルネンおよび捕捉剤の調製
　ドライボックス内で、トルエン１０ｍＬを使用して、それぞれ１／１．１当量比のメタ
ロセンＧ／活性化剤ＩＩＩ（１３．７ｍｇ／３０．９ｍｇ）を溶解した。溶液を３０分間
撹拌した。次に、５ｍＬの溶液（３ｍｇ）を、触媒チャージャーに移した。ノルボルネン
（５ｇ）をトルエン５ｍＬに溶解し、シリンジに充填した。ＴＩＢＡＬ（１Ｍ溶液０．５
ｍＬ）をシリンジに充填した。イソヘキサンの体積は、３００ｍＬであった。
【０２２８】

【表１７】

【０２２９】
　任意の優先権書類、関連出願および／または試験手順を含む本明細書に記載のあらゆる
文書は、このような実施を可能にするあらゆる管轄権の目的により、本文と矛盾しない限
り、参照によって本明細書に組み込まれる。ただし、先願の出願または出願書類において
名称を与えられていない任意の優先権書類は、参照によって本明細書に組み込まれない。
これまで本発明の形態を例示し、記載してきたが、先の概要および具体的な実施形態から
明らかになる通り、本発明の精神および範囲から逸脱しない限り様々な変更を加えること
ができる。したがって、本発明はこれらの概要および実施形態によって制限されないもの
とする。同様に、用語「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」は、オーストラリア法の目的で
は、用語「含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」と同義とみなされる。同様に、組成物、元素、
または元素群に、移行句「含む」が先行している場合はいつでも、その組成物、元素また
は複数元素の列挙に先行する移行句「から本質的になる」、「からなる」、「からなる群
から選択される」または「である（ｉｓ）、」を伴う同じ組成物または元素群も企図され
、また逆の場合も同じであることを理解されたい。
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【図１】

【手続補正書】
【提出日】平成25年9月24日(2013.9.24)
【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】
　３００ｇ／ｍｏｌ以上のＭｎ（１Ｈ　ＮＭＲによって測定）を有し、
（ｉ）約２０～約９９．９ｍｏｌ％の少なくとも１つのＣ５－Ｃ４０高級オレフィン；お
よび
（ｉｉ）約０．１～約８０ｍｏｌ％のプロピレン；
あるいは、
（ｉｉｉ）約８０～約９９．９ｍｏｌ％の少なくとも１つのＣ４オレフィン；および
（ｉｖ）約０．１～約２０ｍｏｌ％のプロピレン；
を含み、アリル鎖末端を少なくとも４０％有する、高級オレフィンコポリマー。
【請求項２】
　イソブチル鎖末端対アリル鎖末端の比が、０．７：１未満である、請求項１に記載の高
級オレフィンコポリマー。
【請求項３】
　アリル鎖末端対ビニリデン鎖末端の比が、２：１超である、請求項１または２に記載の
高級オレフィンコポリマー。
【請求項４】
　６０℃で１０００ｃＰを超える粘度を有する、請求項１から３までのいずれかに記載の
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高級オレフィンコポリマー。
【請求項５】
　１Ｈ　ＮＭＲによって測定して、鎖１個当たり１個の不飽和を仮定して、少なくとも３
６個の炭素原子を有するオレフィンを、コポリマー組成物の重量に対して少なくとも５０
重量％含む、請求項１から４までのいずれかに記載の高級オレフィンコポリマー。
【請求項６】
　請求項１から５までのいずれかに記載の高級オレフィンコポリマーを含む、組成物。
【請求項７】
　（ｉ）約２０～約９９．９ｍｏｌ％の少なくとも１つのＣ５－Ｃ４０高級オレフィンと
、
（ｉｉ）約０．１～約８０ｍｏｌ％のプロピレンと；
あるいは、
（ｉｉｉ）約８０～約９９．９ｍｏｌ％の少なくとも１つのＣ４オレフィンと、
（ｉｖ）約０．１～約２０ｍｏｌ％のプロピレンと；
を接触させることを含む、高級オレフィンコポリマーを生成する方法であって、
接触が、活性化剤、および次式の少なくとも１つによって表される少なくとも１つのメタ
ロセン化合物を含む触媒系の存在下で起こる、方法。
（ｉ）
【化１】

または（ｉｉ）
【化２】

または（ｉｉｉ）
【化３】
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または（ｉｖ）
【化４】

［式中、
Ｍは、ハフニウムまたはジルコニウムであり、
各Ｘは、独立に、１～２０個の炭素原子を有するヒドロカルビルラジカル、水素化物、ア
ミド、アルコキシド、スルフィド、リン化物、ハロゲン、ジエン、アミン、ホスフィン、
エーテルおよびその組合せからなる群から選択され（２個のＸは、縮合環または環系の一
部を形成していてもよい）、
各Ｑは、独立に、炭素またはヘテロ原子であり、
各Ｒ１は、独立に、Ｃ１－Ｃ８アルキル基であり、Ｒ１は、Ｒ２と同じでも異なっていて
もよく、
各Ｒ２は、独立に、Ｃ１－Ｃ８アルキル基であり、
各Ｒ３は、独立に、水素であり、または１～８個の炭素原子を有する置換もしくは非置換
ヒドロカルビル基であり、ただし、少なくとも３個のＲ３基は、水素ではなく、
各Ｒ４は、独立に、水素、または置換もしくは非置換ヒドロカルビル基、ヘテロ原子、も
しくはヘテロ原子含有基であり、
Ｒ５は、水素またはＣ１－Ｃ８アルキル基であり、
Ｒ６は、水素またはＣ１－Ｃ８アルキル基であり、
各Ｒ７は、独立に、水素またはＣ１－Ｃ８アルキル基であり、ただし、少なくとも７個の
Ｒ７基は、水素ではなく、
Ｒ２

ａＴは、架橋基であり、Ｔは、Ｃ、ＳｉまたはＧｅであり、
各Ｒａは、独立に、水素、ハロゲンまたはＣ１－Ｃ２０ヒドロカルビルであり、
２個のＲａは、芳香族の、部分的に飽和の、または飽和の環式または縮合環系を含む環式
構造を形成していてもよく、ただしさらに、任意の２個の隣接するＲ基は、縮合環または
多中心性の縮合環系を形成していてもよく、環は、芳香族であってもよく、部分的に飽和
しているか、または飽和していてもよい］、
または（ｖ）

【化５】
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［式中、
Ｍは、ハフニウムまたはジルコニウムであり、
各Ｘは、独立に、１～２０個の炭素原子を有するヒドロカルビルラジカル、水素化物、ア
ミド、アルコキシド、スルフィド、リン化物、ハロゲン化物、ジエン、アミン、ホスフィ
ン、エーテルおよびその組合せからなる群から選択され（２個のＸは、縮合環または環系
の一部を形成していてもよい）、
各Ｒ８は、独立に、Ｃ１－Ｃ１０アルキル基であり、
各Ｒ９は、独立に、Ｃ１－Ｃ１０アルキル基であり、
各Ｒ１０は、水素であり、
各Ｒ１１、Ｒ１２およびＲ１３は、独立に、水素、または置換もしくは非置換ヒドロカル
ビル基、ヘテロ原子、もしくはヘテロ原子含有基であり、
Ｔは、式Ｒ２

ａＪによって表される架橋基であり、Ｊは、Ｃ、ＳｉまたはＧｅであり、
各Ｒａは、独立に、水素、ハロゲンまたはＣ１－Ｃ２０ヒドロカルビルであり、
２個のＲａは、芳香族の、部分的に飽和の、または飽和の環式または縮合環系を含む環式
構造を形成していてもよく、ただしさらに、任意の２個の隣接するＲ基は、縮合環または
多中心性の縮合環系を形成していてもよく、環は、芳香族であってもよく、部分的に飽和
しているか、または飽和していてもよく、
ただしさらに、隣接するＲ１１、Ｒ１２およびＲ１３基のいずれかは、縮合環または多中
心性の縮合環系を形成していてもよく、環は、芳香族であってもよく、部分的に飽和して
いるか、または飽和していてもよい］、
または（ｖｉ）

【化６】

［式中、
Ｍは、ハフニウムまたはジルコニウムであり、
各Ｘは、独立に、１～２０個の炭素原子を有するヒドロカルビルラジカル、水素化物、ア
ミド、アルコキシド、スルフィド、リン化物、ハロゲン、ジエン、アミン、ホスフィン、
エーテルまたはその組合せからなる群から選択され、
各Ｒ１５およびＲ１７は、独立に、Ｃ１－Ｃ８アルキル基であり、
各Ｒ１６、Ｒ１８、Ｒ１９、Ｒ２０、Ｒ２１、Ｒ２２、Ｒ２３、Ｒ２４、Ｒ２５、Ｒ２６

、Ｒ２７およびＲ２８は、独立に、水素であり、または１～８個の炭素原子を有する置換
もしくは非置換ヒドロカルビル基である］
【請求項８】
　Ｃ５－Ｃ４０高級オレフィンが、ペンテン、ヘキセン、ヘプテン、オクテン、ノネン、
デセン、ウンデセン、ドデセン、ノルボルネン、ノルボルナジエン、ジシクロペンタジエ
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ン、シクロペンテン、シクロヘプテン、シクロオクテン、シクロオクタジエン、シクロド
デセン、７－オキサノルボルネン、７－オキサノルボルナジエン、その置換誘導体、およ
びその異性体から選択される、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　活性化剤が、次式によって表される嵩高活性化剤である、請求項７または８に記載の方
法。
【化７】

［式中、
各Ｒ１は、独立に、ハロゲン化物であり、
各Ｒ２は、独立に、ハロゲン化物、Ｃ６－Ｃ２０置換芳香族ヒドロカルビル基、または式
－Ｏ－Ｓｉ－Ｒａ（式中、Ｒａは、Ｃ１－Ｃ２０ヒドロカルビルまたはヒドロカルビルシ
リル基である）のシロキシ基であり、
各Ｒ３は、ハロゲン化物、Ｃ６－Ｃ２０置換芳香族ヒドロカルビル基、または式－Ｏ－Ｓ
ｉ－Ｒａ（式中、Ｒａは、Ｃ１－Ｃ２０ヒドロカルビルまたはヒドロカルビルシリル基で
ある）のシロキシ基であり、好ましくはフッ化物またはＣ６全フッ素置換芳香族ヒドロカ
ルビル基であり、
Ｌは、中性ルイス塩基であり、
Ｈは、水素であり、
（Ｌ－Ｈ）＋は、ブレンステッド酸であり、
ｄは、１、２または３であり、
アニオンは、１０２０ｇ／ｍｏｌを超える分子量を有し、
Ｂ原子上の置換基の少なくとも３個は、それぞれ、２５０立方Åを超える、あるいは３０
０立方Åを超える、あるいは５００立方Åを超える分子体積を有する］
【請求項１０】
　Ｃ４オレフィンが、１－ブテンを含む混合ブテンストリームである、請求項７から９ま
でのいずれかに記載の方法。



(91) JP 2014-511910 A 2014.5.19

10

20

30

40

【国際調査報告】



(92) JP 2014-511910 A 2014.5.19

10

20

30

40



(93) JP 2014-511910 A 2014.5.19

10

20

30

40



(94) JP 2014-511910 A 2014.5.19

10

20

30

40



(95) JP 2014-511910 A 2014.5.19

10

20

30

40



(96) JP 2014-511910 A 2014.5.19

10

20

30

40

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,
BB,BG,BH,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,H
U,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI
,NO,NZ,OM,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,
UZ,VC,VN

（特許庁注：以下のものは登録商標）
１．ＴＥＦＬＯＮ

(74)代理人  100119013
            弁理士　山崎　一夫
(74)代理人  100123777
            弁理士　市川　さつき
(74)代理人  100137626
            弁理士　田代　玄
(72)発明者  クロウザー　ドンナ　ジェイ
            アメリカ合衆国　テキサス州　７７５８６　シーブルック　モス　コート　２７２５
(72)発明者  ホルトキャンプ　マシュー　ダブリュー
            アメリカ合衆国　テキサス州　７７３３６　ハフマン　キャロル　ドライブ　２６９３５
(72)発明者  ハーガドーン　ジョン　アール
            アメリカ合衆国　テキサス州　７７０３５　ヒューストン　ニッカーボッカー　ストリート　４８
            ３８
(72)発明者  ラフ　チャールズ　ジェー
            アメリカ合衆国　テキサス州　７７０５９　ヒューストン　オーチャード　マウンテン　１１６０
            ７
(72)発明者  ロドリゲス　ジョージ
            アメリカ合衆国　テキサス州　７７０５９　ヒューストン　プラシッド　ブルック　コート　１１
            ３８２７
(72)発明者  ブラント　パトリック
            アメリカ合衆国　テキサス州　７７５８６　シーブルック　ショアウッド　ドライブ　１０３８
Ｆターム(参考) 4J100 AA03Q AA03S AA04R AA05R AA06R AA07P AA08P AA09P AA15P AA16P
　　　　 　　        AA17P AA18P AA19P AA20P AA21P CA04  CA05  CA06  DA01  DA09 
　　　　 　　        FA10 
　　　　 　　  4J128 AC01  AC28  AD05  AD06  AD11  AD13  AD19  BA00A BA02B BB00A
　　　　 　　        BB01B BC12B BC15B EA01  EB04  EB07  EB09  EC02  EC04  FA01 
　　　　 　　        GA01  GA04  GA06  GA26 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	search-report
	overflow

