
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　実質的にＳｉ－ＯＨ結合を持たないヒドロカルビルシロキサン部分を含有するアルミノ
キサンであるシロキシ－アルミノキサンであって、アルミニウム対ヒドロカルビルシロキ
サンのモル分が１：１から１０００：１でありそして上記ヒドロカルビルシロキサン部分
がアリールジシロキサン、線状もしくは環状のアリールポリシロキサンまたは線状、分枝
もしくは環状のアルキルポリシロキサンから派生したものであるシロキシ－アルミノキサ
ン。
【請求項２】
　実質的にＳｉ－ＯＨ結合を持たないヒドロカルビルシロキサン部分を含有するアルミノ
キサンであるシロキシ－アルミノキサンであってアルミニウム対ヒドロカルビルシロキサ
ンのモル分が１：１から１０００：１でありそして上記ヒドロカルビルシロキサン部分が
アリールジシロキサンまたは線状もしくは環状のアリールポリシロキサンから派生したも
のであるシロキシ－アルミノキサンと遷移金属のメタロセンを含むオレフィン重合用触媒
。
【請求項３】
　アルミノキサンをゲル生成に対して安定化する方法であって、実質的にＳｉ－ＯＨ結合
を持たないヒドロカルビルシロキサンと上記アルミノキサンを反応させることを含む方法
。
【請求項４】
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　１：１から１０００：１のアルミニウム対ヒドロカルビルシロキサンのモル分で
ヒドロカルビルシロキサン部分を含有するアルミノキサンが

入っている、ただし上記ヒドロカルビルシロキサン部分はアリールジシロキサンまたは線
状もしくは環状のアリールポリシロキサンから派生したものである、炭化水素溶媒溶液を
含むアルミノキサン組成物。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　本方法は一般に可溶アルミノキサン誘導体に関係し、より詳細には、ヒドロカルビルシ
ロキサン類とアルミノキサン類を反応させることで得られる

メタロセン類の存在下、オレフィン重合で触媒活性を示す組成物を形
成する。
【０００２】
米国特許第３，７４０，３８４号には、アルミノキサン類を存在させないで非メタロセン
型有機ジルコニウム触媒系にジヒドロキシシロキサンを添加することでオレフィン重合の
触媒活性を改良することが開示されている。同様に、米国特許第４，９４５，０７６号に
は、メタロセンとアルミノキサンから成る触媒系にジヒドロキシシロキサンを添加するこ
とで改良されたオレフィン重合活性を得ることが記述されている。その結果として生じる
エチレンポリマーはケイ素化合物なしで製造されたエチレンポリマーに比べて低いメルト
フロー率（ＭＦＲ）を取得したと述べられている。米国特許第５，０３４，５４９号には
、ジヒドロキシシロキサンまたはケイ素ジオールとジルコノセンを反応させることで前成
形触媒成分を得ることが開示されている。上記特許は更に上記触媒成分をメチルアルミノ
キサンと協力させて用いるとオレフィン重合で用いるに良好な触媒系が生じると主張して
いる。
【０００３】
この上で述べた開示は全部、Ｓｉ－Ｏ－Ｃ結合を持つアルコキシ－シラン類、Ｓｉ－ＯＨ
結合を持つケイ素ジオール類、およびＳｉ－Ｏ－Ｓｉ結合とＳｉ－ＯＨ結合の両方を持つ
ジヒドロキシシロキサン類を用いることを記述している。本発明で用いる試薬、即ちヒド
ロカルビルシロキサン類が有する結合はＳｉ－Ｏ－Ｓｉのみである。このヒドロカルビル
シロキサン類が示す化学反応性は、シラノール類、シリルエーテル類、シリルエステル類
およびヒドロキシジシロキサン類（１．「Ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅ　Ｏｒｇａｎｏｍ
ｅｔａｌｌｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ」、２巻、９章；Ｐｅｒｇａｍｏｎ　Ｐｒｅｓｓ、
１９８２、２．「Ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ」
、３巻、１３章、Ｐｅｒｇａｍｏｎ　Ｐｒｅｓｓ、Ｎ．Ｙ．１９７９）のそれとは有意に
異なる。Ｓｉ－ＯＨ結合を持つケイ素化合物は一般に水和および縮合反応を受けることを
本分野の技術者は理解するであろう。このような反応はヒドロカルビルシロキサン類の場
合ほとんど観察されない。従って、ヒドロカルビルシロキサン類との比較でシラノール類
、シリルエーテル類およびシリルエステル類の反応の間の明らかな類似性を期待すること
はできないであろう。実際、ジヒドロキシシロキサンまたはケイ素ジオールをヒドロカル
ビルシロキサンに置き換えて米国特許第５，０３４，５４９号に記述されている同じ生成
物の単離を同様な条件下で行うことを期待することはできないであろう、と言うのは、こ
れを行うにはＳｉ－Ｏ結合を切る必要があるが、これはＳｉＯ－Ｈ結合を切るよりも困難
であるからである。
【０００４】
メチルアルミノキサンが重合反応で共触媒として用いられる最も重要なアルミノキサンで
ある。通常これは芳香族溶媒中で得られるが、この場合の溶解は一時的のみである。メチ
ルアルミノキサン溶液は、通常、短期間内にゲルが生成するか或は固体が沈澱することに
関する不安定さで悩まされる。メチルアルミノキサンの希トルエン溶液（１０重量パーセ
ント以下）はゲル生成または固体沈澱に対してかなり安定であり、室温で数週間に渡って
安定である。しかしながら、このメチルアルミノキサン溶液の安定性は、その濃度を約２
０重量パーセント以上にまで高めると劇的に低下する。
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【０００５】
私の米国特許第５，３９１，５２９号（これの開示は引用することによって本明細書に組
み入れられる）は、アルミノキサン類とアルキルジシロキサン類を反応させて新規な可溶
シロキシ－アルミニウム化合物（これをメタロセン類と組み合わせると非常に高い活性を
示すオレフィン重合触媒が得られる）を生じさせることに関する。
【０００６】
ここに、他のヒドロカルビルシロキサン類、例えばアリール、アルキル－アリールおよび
シクロアルキルジシロキサン類およびポリシロキサン類（環状ポリシロキサン類を含む）
などとアルミノキサン類を反応させると、このアルミノキサン類に安定性を与えるヒドロ
カルビルシロキサン部分を含有するアルミノキサン類が生成する（その結果として、この
アルミノキサン類が有機溶媒中で示す溶解性がより高くなるばかりでなく、貯蔵中にゲル
が容易に生じなくなる）ことを見い出した。例えば、濃ＭＡＯ溶液（２０重量パーセント
以上）を環状もしくは線状シロキサン化合物で処理して溶液安定性を示す濃シロキシ－メ
チルアルミノキサン組成物を得ることができ、これから更に溶媒を除去すると、向上した
溶液安定性を示す２５－６０重量パーセントのシロキシ－メチルアルミノキサン溶液が得
られる。また、このＭＡＯ溶液の希釈溶液をシロキサン類で処理して安定なシロキシ－メ
チルアルミノキサン組成物を生じさせることも可能であり、これのさらなる濃縮を任意に
行うことで、２５－６０重量パーセントのシロキシ－メチルアルミノキサン溶液を得るこ
とができる。
【０００７】
本発明に従 、実質的にＳｉ－ＯＨ結合を持たないヒドロカルビルシロキサン部分を含
有するアルミノキサン シロキシ－アルミノキサン 、ここで、アルミニウ
ム対ヒドロカルビルシロキサンのモル分は１：１から１０００：１である。
【０００８】
また、実質的にＳｉ－ＯＨ結合を持たないヒドロカルビルシロキサン部分を含有するアル
ミノキサン シロキシ－ アルミニウム対ヒドロカルビルシロ
キサンのモル分が１：１から１０００：１である メタロセンを含むオレ
フィン重合用触媒も提供 る。
【０００９】
　このシロキシ－アルミノキサン 物は、アルミノキサンがこれに化学的に結合してい
るヒドロカルビルシロキサン部分を含有するようにアルミノキサンとヒドロカルビルジ－
もしくはポリシロキサンを反応させることで入手可能である。
【００１０】
このシロキシ－アルミノキサン化合物の製造で用いるに好適なアルミノキサン類はヒドロ
カルビルアルミノキサン類である。
【００１１】
ヒドロカルビルアルミノキサン類は線状もしくは環状ポリマーの形態で存在する可能性が
あり、最も簡単な化合物はテトラアルキルアルミノキサン、例えばテトラメチルアルミノ
キサン（ＣＨ 3） 2ＡｌＯＡｌ（ＣＨ 3） 2またはテトラエチルアルミノキサン（Ｃ 2Ｈ 5） 2

ＡｌＯＡｌ（Ｃ 2Ｈ 5） 2などである。オレフィン重合用触媒で用いるに好適な化合物は、
繰り返し単位：
【００１２】
【化１】
　
　
　
　
【００１３】
［ここで、Ｒは、Ｃ 1－Ｃ 1 0アルキルである］
を通常約４から２０個含有し、特に好適なものはメチルアルミノキサン類（ＭＡＯ）であ
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る。このメチルアルミノキサン類に高級アルキル基をいくらか含有させることでその溶解
性を改良することができる。このような改質メチルアルミノキサン類は例えば米国特許第
５，１５７，００８号などに記述されている。
【００１４】
このアルミノキサン類は、本技術分野で知られているように、トリアルキルアルミニウム
化合物の部分加水分解で製造可能である。自由水または水含有固体（水化物であるか、或
は水を吸収している多孔質材料であってもよい）を添加することで、このトリアルキルア
ルミニウム化合物に加水分解を受けさせることができる。自由水を用いる場合、混合物を
激しく撹拌したとしても本質的に水を添加してこの反応を調節するのは困難なことから、
好適には溶液の形態または有機溶媒中の懸濁液の形態で自由水を添加する。適切な水化物
には、塩水化物、例えばＣｕＳＯ 4・５Ｈ 2Ｏ、Ａｌ 2（ＳＯ 4） 3・１８Ｈ 2Ｏ、ＦｅＳＯ 4

・７Ｈ 2Ｏ、ＡｌＣｌ 3・６Ｈ 2Ｏ、Ａｌ（ＮＯ 3） 3・９Ｈ 2Ｏ、ＭｇＳＯ 4・７Ｈ 2Ｏ、Ｚｎ
ＳＯ 4・７Ｈ 2Ｏ、Ｎａ 2ＳＯ 4・１０Ｈ 2Ｏ、ＭｇＣｌ 2・６Ｈ 2Ｏ、Ｎａ 3ＰＯ 4・１２Ｈ 2Ｏ
、ＬｉＢｒ・２Ｈ 2Ｏ、ＬｉＣｌ・１Ｈ 2Ｏ、ＬｉＩ・２Ｈ 2Ｏ、ＬｉＩ・３Ｈ 2Ｏ、ＫＦ・
２Ｈ 2Ｏ、ＮａＢｒ・２Ｈ 2Ｏなど、並びにアルカリもしくはアルカリ土類金属の水酸化物
、例えばＮａＯＨ・Ｈ 2Ｏ、ＮａＯＨ・２Ｈ 2Ｏ、Ｂａ（ＯＨ） 2・８Ｈ 2Ｏ、ＫＯＨ・２Ｈ

2Ｏ、ＣｓＯＨ・１Ｈ 2Ｏ、およびＬｉＯＨ・１Ｈ 2Ｏなどが含まれる。上記水化物の如何
なる混合物も使用可能である。この混合物に含める自由水または水化物中の水とアルキル
アルミニウム化合物全体のモル比は、例えば２：１から１：４の如く幅広く変化させるこ
とができ、４：３から１：３．５の比率が好適である。
【００１５】
このようなヒドロカルビルアルミノキサン類の製造方法は例えば米国特許第４，９０８，
４６３号などに記述されている。このメチルアルミノキサン類はアルミニウムを未反応の
トリメチルアルミニウムとしていろいろな量で含有し、アルミニウム値の５から３５モル
パーセント含有する。
【００１６】
　本発明で用いるに適したヒドロカルビルシロキサン類は、好適には炭素原子を１から３
０個含むヒドロカルビル基を有し、これには、炭素原子を１から２４個含む線状および／
または分枝アルキル基、炭素原子を３から２４個含むシクロアルキル基、および炭素原子
を６から３０個含むアルキルアリールまたはアリール基が含まれる。このヒドロカルビル
シロキサン類を ジシロキサン類 線状もしくは環状の ポリシロキサン類
または線状、分岐もしくは環状のアルキルポリシロキサン類から選択する。このヒドロカ
ルビルシロキサン類はＳｉ－Ｏ－Ｓｉ結合を含み、実質的にＳｉ－ＯＨ結合を含まない。
このヒドロカルビルシロキサン類は混合ヒドロカルビル基を含み得る。ヒドロカルビルシ
ロキサン類の 、ジフェニルテトラメチルジシ
ロキサン、テトラフェニルジメチルジシロキサン、ヘキサメチルシクロトリシロキサン、
オクタメチルシクロテトラシロキサン、オクタフェニルシクロテトラシロキサンおよびオ
クタメチルトリシロキサンなどが含まれる。
【００１７】
　本シロキシ－アルミノキサン 物は、アルミノキサン中のアルミニウム対ヒドロカル
ビルジシロキサンのモル分が１：１から１０００：１、好適には１：１から５０：１にな
るようにアルミノキサンとヒドロカルビルシロキサンを有機溶媒中で反応させることで製
造可能である。この を製造する場合、アルミノキサン類および／またはヒドロカルビ
ルシロキサン類の混合物を用いることができる。反応媒体としては、不活性な如何なる有
機溶媒も使用可能である。溶媒の非制限例には、脂肪族炭化水素、例えばペンタン、イソ
ペンタン、ヘキサン、シクロヘキサン、ヘプタン、オクタン、デカン、ドデカン、ヘキサ
デカンおよびオクタデカンなど（炭素数が５から１０の脂肪族炭化水素が好適である）、
および芳香族炭化水素、例えばベンゼン、トルエン、キシレンおよびクメンなど（炭素数
が６から２０の芳香族炭化水素が好適である）が含まれる。一般的には、反応体の全濃度
が３から３０重量％になるような量で溶媒を用いる。
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【００１８】
反応温度は通常０から２００℃の範囲である。好適な反応温度は２５から１５０℃の範囲
である。
【００１９】
本シロキシ－アルミノキサン化合物をメタロセン類と組み合わせて用いることでオレフィ
ン重合用触媒を得ることができる。このようなメタロセン類は本技術分野でよく知られて
おり、その非制限例には米国特許第４ ,８９２ ,８５１、５ ,０１７ ,７１４、５ ,０２６ ,７
９８、５ ,１４５ ,８１９、５ ,２９６ ,４３４、５ ,３２４ ,８００および５ ,３２９ ,０３３
号（上記メタロセン類に関する教示は引用することによって本明細書に組み入れられる）
に記述されているメタロセン類が含まれる。上記メタロセン類の説明的例は、ビス－（シ
クロペンタジエニル）－ジルコニウムジメチル、ビス－（シクロペンタジエニル）－ジル
コニウムジクロライド、ビス－（シクロペンタジエニル）－ジルコニウムモノメチルモノ
クロライド、ビス－（シクロペンタジエニル）－チタンジクロライド、ビス－（シクロペ
ンタジエニル）－チタンジフルオライド、シクロペンタジエニルジルコニウムトリ－（２
－エチルヘキサノエート）、ビス－（シクロペンタジエニル）－ジルコニウム水素クロラ
イドおよびビス－（シクロペンタジエニル）ハフニウムジクロライドなどである。
【００２０】
遷移金属原子とアルミニウム原子のモル比が０．０００２：１から０．２：１、好適には
０．０００５：１から０．０２：１になるような比率で触媒成分を用いる。溶液としてか
或は固体状支持体に付着させた状態で触媒成分を用いる。この固体状支持体は如何なる粒
子状固体であってもよく、特に多孔質支持体、例えばタルクまたは無機酸化物など、或は
樹脂状支持体材料、例えばポリオレフィン類などであってもよい。この支持体材料は、好
適には微細形態の無機酸化物である。
【００２１】
望ましく用いる適切な無機酸化物支持体材料には、ＩＩＡ、ＩＩＩＡ、ＩＶＡまたはＩＶ
Ｂ族金属の酸化物、例えばシリカ、アルミナ、シリカ－アルミナおよびこれらの混合物が
含まれる。単独か或はシリカ、アルミナまたはシリカ－アルミナと組み合わせて使用可能
な他の無機酸化物は、マグネシア、チタニアおよびジルコニアである。他の適切な支持体
材料は微細ポリオレフィン類、例えば微細ポリエチレンなどである。
【００２２】
本触媒は、オレフィンポリマー類、特にエチレンポリマー類およびエチレン／α－オレフ
ィンコポリマー類の製造で用いるに有効である。本発明の触媒存在下で重合可能なオレフ
ィン類の例には、炭素原子を２から２０個有するα－オレフィン類、例えばエチレン、プ
ロピレン、１－ブテン、１－ヘキセン、４－メチル－１－ペンテン、１－オクテン、１－
デセン、１－ドデセン、１－テトラデセン、１－ヘキサデセンおよび１－オクタデセンな
どが含まれる。エチレンの重合またはエチレンと炭素原子数が３から１０のα－オレフィ
ンとの共重合が好適である。上記重合は気相中または液相中（例えばトルエンなどの如き
溶媒中か或はヘプタンなどの如き希釈剤中）で実施可能である。この重合は、分子量調節
などに関して通常の手順を用い、通常の温度（例えば０℃から１２０℃）および圧力（例
えば周囲圧力から５０ｋｇ／ｃｍ 2）で実施可能である。
【００２３】
以下に示す実施例を用いて本発明のさらなる説明を行うが、これに限定することを意図す
るものでない。
【００２４】
Ｓｃｈｌｅｎｋガラス器具を用いそして真空ラインに連結させたＮ 2ドライボックスを用
いた不活性な雰囲気の条件下で下記の実施例を実施した。標準方法を用いて溶媒の蒸留を
行った。濾過および真空蒸留をＮ 2ドライボックス内で行い、そして留出液を－７８℃の
トラップに集めた。シロキサン類を商業源から購入し、さらなる精製を行うことなく用い
た。Ａｌｂｅｍａｒｌｅ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎが製造したストック溶液からアルミノ
キサン類を得た。
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【００２５】
　本シロキシ－アルミノキサン 物は通常のアルミノキサン溶液に比較して向上した溶
液安定性を示すにも拘らず、これの重合活性は悪影響を受けない。それとは対照的に、特
定のシロキシ－アルミノキサン 物では有意な活性改良が観察される。
【００２６】
【実施例】

固体状のメチルアルミノキサン（ＭＡＯ、３８ミリモルのＡｌ）をヘキサン（５０ｍＬ）
の中に懸濁させた。この混合物を室温で撹拌した（３０分間）。次に、シリンジを用いて
ヘキサメチルジシロキサン（ＨＭＤＳ、４．７ミリモル）をゆっくりと加えた。１６時間
撹拌した後、その混合物を濾過した。次に、このヘキサン溶液を真空蒸留で濃縮乾固させ
た。その結果として生じた固体状シロキシ－ＭＡＯ生成物は初期アルミニウム値の６５％
を有していた。ケイ素－２９およびプロトンＮＭＲは各々シロキシ基の鋭角な一重線を１
つ示した。更に、Ｈ－１ＮＭＲは、メチルアルミノキサンに通常の幅広いピークをアルミ
ニウムアルキル領域に示した。上記鋭角なシグナルは、ＭＡＯ構造の中にシロキシ基のエ
ンドキャッピング（ｅｎｄ　ｃａｐｐｉｎｇ）環境が恐らく存在しているであろうことを
示唆している。
【００２７】

反応フラスコ内で固体状ＭＡＯ（１２２ミリモルのＡｌ）をヘキサン（３００ｍＬ）の中
に懸濁させた。シリンジを用いてＨＭＤＳ（６０ミリモル）を加えた。この混合物を室温
で約３０分間撹拌した後、更に１２時間７０℃（オイルバス）に加熱した。このスラリー
を濾過した後、その濾液を濃縮することで白色固体材料を得、これは初期アルミニウム値
の６７％を有していた。Ｓｉ－２９およびＨ－１　ＮＭＲデータは実施例１で得たデータ
と同様である。
【００２８】

固体状ＭＡＯ（６０ミリモルのＡｌ）をヘキサン（１００ｍＬ）の中に入れた。このスラ
リーにＨＭＤＳ（７５ミリモル）を加えた。この混合物を約２０時間磁気撹拌した後、濾
過した。その濾液を濃縮することで白色粒状のシロキシ－ＭＡＯ誘導体を得た。
【００２９】
上記実施例１－３は、ＨＭＤＳの濃度、反応時間および熱条件を変えてもその結果として
生じる固体状シロキシ－ＭＡＯ誘導体の生成物収率も分光データも有意に変化しないこと
を示していた。
【００３０】

混合溶媒系であるトルエン／ヘキサンの影響を試験する目的でこの製造を実施した。反応
フラスコにＭＡＯのトルエン溶液（３５０ミリモルのＡｌ）を入れた後、ヘキサン（１５
０ｇ）を加えた。次に、シリンジを用いてＨＭＤＳ（９０ミリモル）をゆっくりと加えた
。この混合物を室温で約１４時間撹拌した。濾過後、元のアルミニウム値の９０％を有す
る透明な液体の濃縮を行うことで白色固体状のシロキシ－ＭＡＯ生成物を得た。
【００３１】
Ｈ－１　ＮＭＲデータは、アルカンを用いた時の生成物で見られるピークより鋭角なピー
クがアルミニウムアルキル領域内の通常の幅広いＭＡＯピークと重なっていることを示し
ていた。
【００３２】

固体状ＭＡＯ（３０ミリモルのＡｌ）をトルエン（２０ｍＬ）に溶解させた後、ＨＭＤＳ
（５ミリモル）を加えた。実施例１に記述したのと同様に反応を実施した。その結果とし
て生じる固体状生成物は元のアルミニウム値の９２％を有していた。Ｈ－１　ＮＭＲには
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、通常の幅広いＭＡＯピークの下に埋もれた一重線ピークが数本含まれていた。
【００３３】

固体状ＭＡＯ（７５ミリモルのＡｌ）をトルエン溶媒（５０ｍＬ）に加えた。次に、この
溶液にＨＭＤＳ（３０ミリモル）をシリンジで加えた。この混合物を室温で約４時間撹拌
した。次に、ヘキサン（５０ｍＬ）を加え、この混合物を更に２時間撹拌した後、濾過し
た。その濾液を濃縮乾固させることで、初期アルミニウム値の８５％を有する固体状生成
物を得た。
【００３４】
ヘキサンを用いて生じさせた固体状シロキシ－ＭＡＯ生成物のＨ－１　ＮＭＲは、ＨＭＤ
Ｓの濃度に関係なく、アルミニウムアルキル領域に鋭角な一重線ピークを１本のみ示した
。それとは対照的に、トルエンを用いて生じさせた固体状ＭＡＯ生成物の同様なスペクト
ルは、アルミニウムアルキル領域に鋭角な一重線ピークを数本示した。更に、ＨＭＤＳの
モル比を高くするにつれて、シロキシ誘導体に起因する一重線ピークの数が増した。この
明瞭な溶媒効果の理由は未知である。
【００３５】

固体状ＭＡＯ（７５ミリモルのＡｌ）をトルエン（５０ｍＬ）に溶解させた。この溶液に
ＨＭＤＳ（７５ミリモル）を加えた。この混合物を室温で約２０時間撹拌した。ヘキサン
（５０ｍＬ）を加えた後、この混合物を更に４時間撹拌した。濾過および濃縮後に得られ
た固体状シロキシ－ＭＡＯ化合物は元のアルミニウム値の８８％を有していた。
【００３６】
この固体状化合物のＨ－１　ＮＭＲは、幅広いＭＡＯピークの下に埋もれた数本の一重線
ピーク（ 3ＳｉＯ）を示した。
【００３７】
この上に記述した反応で用いた出発材料は固体状ＭＡＯであった。これは、ＭＡＯ溶液か
らトルエンを真空蒸留で除去することで得たものであった。商業用途では余分な処理要求
を避けるのが望ましい。以下に示す実施例では、初期のＭＡＯトルエン溶液からシロキシ
－ＭＡＯ組成物を直接製造することを説明する。
【００３８】

トルエン中のＭＡＯ溶液（２７１ミリモルのＡｌ）（Ａｌが９．４重量％入っている溶液
７８ｇ）を反応フラスコに入れた。ＨＭＤＳ（６８ミリモル）を室温でゆっくりと加えた
。この混合物を約１２時間撹拌した後、熱（オイルバス、８０℃）を約２時間かけた。こ
の混合物を濾過した後、その濾液は元のアルミニウム値の９２％を有することを確認した
。
【００３９】
エチレン重合試験（表１）において、このシロキシ－ＭＡＯ溶液は元のＭＡＯ溶液に比較
して高い活性を示すことを確認した。
【００４０】

トルエン中のＭＡＯ溶液（３００ミリモルのＡｌ）にＨＭＤＳ（１５０ミリモル）を加え
た。実施例８に記述したのと同様に反応を実施した。その濾液は元のアルミニウム値の９
３％を有していた。その結果として生じるシロキシ－ＭＡＯ溶液はエチレン重合で非常に
高い活性を示すことを確認した（表１）。
【００４１】

トルエン中のＭＡＯ溶液（２７２ミリモルのＡｌ）を反応フラスコに入れた。ＨＭＤＳ（
２０４ミリモル）をシリンジでゆっくりと加えた。実施例８に記述したのと同様に反応を
実施した。その結果として得られた濾液は元のアルミニウム値の約８２％を有していた。
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この生成物ではトリメチルアルミニウム（ＴＭＡ）含有量が有意に低下したことを確認し
た（３０％のＴＭＡから１３％のＴＭＡ）。
【００４２】
この生成物をジルコノセンジクロライドと協力させて用いるとエチレン重合で高い活性が
得られる（表１）。
【００４３】

トルエン中のＭＡＯ溶液（２７２ミリモルのＡｌ）をＨＭＤＳ（２７２ミリモル）で処理
した。実施例８に記述したのと同様に反応を実施した。濾過後、元のアルミニウム値の約
８６％を回収した。この液状生成物はエチレン重合で非常に高い活性を示すことを確認し
た（表１）。
【００４４】

ＭＡＯ溶液（１９４ミリモルのＡｌ）をヘキサエチルジシロキサン（ＨＥＤＳ、３８．８
ミリモル）と反応させた。実施例８に記述したのと同様に反応を実施した。その結果とし
て得られた濾液は元のアルミニウム値の７９％を有していた。
【００４５】
この濾液の一部を真空下で濃縮することにより油状生成物を得た。
【００４６】

シクロヘキサン中のイソブチルアルミノキサン溶液（ＩＢＡＯ、１０９ミリモルのＡｌ）
をＨＭＤＳ（２７ミリモル）で処理した。この混合物を室温で約２時間撹拌した後、１０
０℃で更に１０時間加熱した（オイルバス）。この透明な溶液を真空下で濃縮することに
より、濃密な油状生成物を得た。元のＩＢＡＯ溶液を同様に処理すると、通常、固体状生
成物が生じていた。Ｈ－１　ＮＭＲは０．２から０．４ｐｐｍに幅広いピークを示し、こ
れはシロキシ－アルミノキサン基に起因する。他のＩＢＡＯピークは全部まだ存在してい
る。
【００４７】

トルエン中のＭＡＯ溶液（８７１ｇ、１４４６ミリモルのＡｌ）を反応ボトルに入れた。
次に、ヘキサメチルジシクロヘキサン（２３．５ｇ、１４４．６ミリモル、１０％）を室
温でゆっくりと加えた。添加後、この混合物を室温で約２時間撹拌した。次に、この混合
物を８０℃（オイルバス）で更に２時間加熱した。この混合物を室温に冷却した後、中程
度のフリットに通して濾過することにより、無色透明な溶液である生成物（８８４ｇ）を
得た。
【００４８】
この液状生成物の一部（７７２ｇ）を５０℃／０．１ｍｍＨｇで濃縮することにより、Ｍ
ＡＯ生成物を３２重量パーセント含有する生成物を得た。この生成物は卓越した溶液安定
性を示し、その結果として、このように高い濃度でも１６カ月後全くゲル生成の兆候も固
体沈澱の兆候も観察されなかった。更にまた元のＭＡＯ溶液のＴＭＡ含有量が劇的に低下
することも観察した。従って、ＴＭＡ含有量は、全アルミニウム含有量の２０モルパーセ
ント（初期）から１４モルパーセントにまで低下し、低下率は約３０％である。このよう
な結果は、ＭＡＯの溶解性および安定性を改良するには過剰量のＴＭＡが必要であると言
った一般に普及している考えとは全く対照的である。
【００４９】
また、この生成物のいくつかを減圧下で濃縮乾固させることで自由流れする固体状生成物
を得た。
【００５０】
この固体状および液状両方の生成物のＨ－１　ＮＭＲはＳｉ－Ｍｅピークを示し、そして
また通常の未処理ＭＡＯの相当するスペクトルには観察されない追加的微細構造がＡｌ－
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Ｍｅ領域内に現れた。
【００５１】

トルエン中の濃ＭＡＯ溶液（２３２ｇ、１１１４ミリモルのＡｌ）を反応ボトルに入れた
。ヘキサメチルジシロキサン（１８ｇ、１１１．４ミリモル）を加えた後、この混合物を
室温で６時間撹拌した。次に、この混合物を粗いフリットに通して濾過し、次に中程度の
フリットに通して濾過することにより、無色透明な液状生成物を得た。
【００５２】
このシロキシ－メチルアルミノキサン生成物はＭＡＯ生成物を２７重量パーセント含有す
る。この生成物をＮ 2ドライボックスの中の乾燥ガラスボトル内に貯蔵した。この生成物
は５週間後に最初のゲル生成兆候を示し始めた。同様な濃度を有する通常のＭＡＯ溶液が
ゲル生成を示すのは通常２週間以内である。この生成物が示す安定性は実施例１４の生成
物に比較して劇的に低い。従って、これは、実施例１で行ったように加熱しそして過剰量
のＨＭＤＳおよび気体状の副生成物を除去することが重要であることを示している。
【００５３】

トルエン中の希ＭＡＯ溶液（１４０ｇ、２３２ミリモルのＡｌ）を反応ボトルに入れた。
オクタメチルシクロテトラシロキサン（６．９ｇ、２３．２ミリモル、１０％）をゆっく
りと加えた。この混合物を室温で２時間撹拌した。泡を伴って気体が若干発生することを
観察した。次に、この混合物を９０－１００℃（オイルバス）で約４時間加熱した。中程
度のフリットに通して濾過した後、無色透明な液状生成物を得た。
【００５４】
この生成物の一部を減圧下で濃縮することにより、ＭＡＯ生成物が２５重量パーセント入
っている溶液が得られ、これは目で見て、６カ月経ってもゲル生成の兆候を全く示さなか
った。
【００５５】

トルエン中の濃ＭＡＯ溶液（６０ｇ、２６４ミリモルのＡｌ）を反応ボトルに入れた。オ
クタメチルシクロテトラシロキサン（１．５ｇ、５ミリモル、２％）を加えた後、８０℃
（オイルバス）に２時間加熱した。冷却後、この混合物を中程度のフリットに通して濾過
した。この生成物のさらなる濃縮を行うことで揮発物をいくらか除去した。その結果とし
て生じる溶液は生成物を２５重量パーセント含有する。
【００５６】

トルエン中のＭＡＯ溶液（８００ｇ、１３６０ミリモルのＡｌ）にオクタフェニルシクロ
テトラシロキサン（２．２ｇ、２．７２ミリモル、０．２％）を加えた。実施例１７に記
述したのと同様に反応を実施した。濾過中および濾過後に多量の泡生成を観察した。この
生成物のさらなる濃縮を行うことでＭＡＯ生成物が３５重量パーセント入っている溶液を
得た。
【００５７】

実施例１７に記述したのと同様にＭＡＯ溶液（９３ｇ、４１８ミリモルのＡｌ）をヘキサ
メチルシクロトリシロキサン（１．９ｇ、８．４ミリモル、０．２％）と反応させた。濾
過後、泡立っているが無色透明の液状生成物を得た。この生成物のさらなる濃縮を行うこ
とでＭＡＯ生成物が３６重量パーセント入っている溶液を得た。
【００５８】

トルエン中のＭＡＯ溶液（８６ｇ、３６１ミリモルのＡｌ）をテトラフェニルジメチルジ
シロキサン（１．５ｇ、３．６ミリモル、１％）で処理した後、実施例１７に記述したの
と同様に反応を実施した。この生成物のさらなる濃縮を減圧下で行うことで３１重量パー
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セントの溶液を得た。
【００５９】

実施例１７に記述したのと同様にＭＡＯ溶液（８５ｇ、３５７ミリモルのＡｌ）をテトラ
フェニルジメチルジシロキサン（０．１５ｇ、０．３６ミリモル、０．１％）で処理した
。濃ＭＡＯ溶液の溶液安定性を高めるに必要な最小シロキサン量を決定するようにこの実
験を設計した。
【００６０】
この生成物のさらなる濃縮を行うことで３６重量パーセントの溶液を得た。
【００６１】

トルエン中のＭＡＯ溶液（９１ｇ、４１０ミリモルのＡｌ）にジフェニルテトラメチルジ
シロキサン（５．９ｇ、２０．５ミリモル、５％）を加えた。実施例１７に記述したのと
同様に反応を実施した。濾過後、この生成物のさらなる濃縮を行うことで４５重量パーセ
ントの溶液を得た。
【００６２】

冷却用コイル、磁気撹拌機、圧力ゲージおよびガス導入口を取り付けたＰａｒｒ反応槽（
６００ｍＬ）の中でエチレン重合を実施した。触媒系であるシロキシ－ＭＡＯとジルコノ
センジクロライドをトルエン（３００ｍＬ）に溶解させる。この充填をドライボックス内
で行った後、排気が充分なフード内で反応槽を組み立てた。温度を約９０℃に維持しなが
ら反応槽にエチレンを６０ｐｓｉで１０分間流し込んだ。
【００６３】
室温に冷却した後、反応槽の内容物をビーカーの中に注ぎ込み、ここで、触媒系を分解さ
せる目的でメタノールを等体積量で加えた。ポリエチレンを濾過で集めた後、真空オーブ
ン内で乾燥させた。
【００６４】

実施例１および５で得た固体状サンプルを個別にジルコノセンジクロライドと一緒に用い
て、この上に記述した如くエチレン重合試験を実施した。結果を表１に示す。
【００６５】

実施例８から１１で個別に得たシロキシ－アルミノキサンのサンプル（トルエンを使用）
を個別にジルコノセンジクロライドの存在下で用いて、この上に記述した如くエチレン重
合試験を実施した。結果を表１に示す。
【００６６】

実施例１６、１７および１８で得たシロキシ－アルミノキサン組成物を個別にジルコノセ
ンジクロライドの存在下で用いて、この上に記述した如くエチレンを重合させた。
【００６７】
この結果は、重合活性を示す可溶シロキシ－メチルアルミノキサン組成物の生成でアルキ
ルおよびアリール環状ポリシロキサン類もまた有用であることを示している。
【００６８】

ジシロキサンの添加なしにトルエンに入っている通常のメチルアルミノキサン（ＭＡＯ）
溶液（９．４重量％のＡｌ）をジルコノセンジクロライドと一緒に用いて比較重合を実施
した。その結果を表１に示す。
【００６９】
表１は、ＨＭＤＳのモル比を高くしても有意な追加的活性上昇は全く得られないことを示
している。しかしながら、この表中のデータは、同様な条件下の通常のＭＡＯに比較して
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実施例２１

実施例２２

重合

実施例２３および２４

実施例２５から２８

実施例２９および３１

比較



本シロキシ－ＭＡＯ誘導体の活性が顕著に向上（約５０％）することを示している。
【００７０】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００７１】
本発明の特徴および態様は以下のとうりである。
【００７２】
１．　実質的にＳｉ－ＯＨ結合を持たないヒドロカルビルシロキサン部分を含有するア　
　　　　　ルミノキサン アルミニウム対ヒド
ロカルビルシロキサンの から１０００：１でありそして上記ヒドロカルビ
ルシロキサン部分がアリールジシロキサン、線状もしくは環状のアリールポリシロキサン
または線状、分枝もしくは環状のアルキルポリシロキサンから派生したものである
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であるシロキシ－アルミノキサンであって、
モル分が１：１

シロキ



。
【００７３】
２．　上記ヒドロカルビルシロキサン部分が、オクタフェニルシクロテトラシロキサン、
ジフェニルテトラメチルジシロキサン、ヘキサフェニルジシロキサンおよびテトラフェニ
ルジメチルジシロキサンから成る群から選択されるヒドロカルビルシロキサンから派生し
たものであり、そして上記ヒドロカルビルアルミノキサンがメチルアルミノキサンである
第１項の 。
【００７４】
３．　上記ヒドロカルビルシロキサン メチルシクロトリシロキサン、オク
タメチルシクロテトラシロキサンおよびオクタメチルトリシロキサンから成る群から選択
されるヒドロカルビルシロキサンから派生したものであり、そして上記ヒドロカルビルア
ルミノキサンがメチルアルミノキサンである第１項の 。
【００７５】
４．　実質的にＳｉ－ＯＨ結合を持たないヒドロカルビルシロキサン部分を含有するアル
ミノキサン アルミニウム対ヒドロカルビルシロ
キサンの から１０００：１でありそして上記ヒドロカルビルシロキサン部
分がアリールジシロキサン、線状もしくは環状のアリールポリシロキサンまたは線状、分
枝もしくは環状のアルキルポリシロキサンから派生したものである

と を含むオレフィン重合用触媒。
【００７６】
５．　上記ヒドロカルビルシロキサン部分が、オクタフェニルシクロテトラシロキサン、
ジフェニルテトラメチルジシロキサン、ヘキサフェニルジシロキサンおよびテトラフェニ
ルジメチルジシロキサンから成る群から選択されるヒドロカルビルシロキサンから派生し
たものであり、そして上記ヒドロカルビルアルミノキサンがメチルアルミノキサンである
第４項の触媒。
【００７７】
６．　上記ヒドロカルビルシロキサン部分が、ヘキサメチルシクロトリシロキサンおよび
オクタメチルシクロテトラシロキサンから成る群から選択されるヒドロカルビルシロキサ
ンから派生したものであり、そして上記ヒドロカルビルアルミノキサンがメチルアルミノ
キサンである第４項の触媒。
【００７８】
７．　アルミノキサンをゲル生成に対して 方法であって、実質的にＳｉ－ＯＨ
結合を持たないヒドロカルビルシロキサンと上記アルミノキサンを反応させることを含む
方法。
【００７９】
８．　 から１０００：１のアルミニウム対ヒドロカルビルシロキサンのモル分でヒ
ドロカルビルシロキサン部分を含有するアルミノキサンが入っている炭化水素溶媒溶液を
含むアルミノキサン組成物。
【００８０】
９．　上記アルミノキサンがメチルアルミノキサンでありそして上記組成物が上記メチル
アルミノキサン 重量パーセント以下の量で含有する第８項の組成物。
【００８１】
１０．　上記組成物が上記メチルアルミノキサン 重量パーセント含有し、そ
して上記組成物が、上記ヒドロカルビルシロキサン部分を含有しないメチルアルミノキサ
ンに比較して向上した貯蔵安定性を示す第９項の組成物。
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シ－アルミノキサン

シロキシ－アルミノキサン

部分が、ヘキサ

シロキシ－アルミノキサン

であるシロキシ－アルミノキサンであって
モル分が１：１

シロキシ－アルミノキ
サン 遷移金属のメタロセン

安定化する

１：１

を６０

を２５－６０
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