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(57)【要約】
　プロピレン、場合により、エチレン、並びにさらに場合により、１又はそれ以上のＣ4-

30α－オレフィン及び／又は１又はそれ以上の共役ジエンもしくは非共役ジエンを、高分
子量のポリマー又はインターポリマーを調製するための連続溶液重合条件の下で重合する
ための方法であって、多価アリールオキシエーテルのハフニウム錯体を含む触媒組成物の
存在下で重合を行うことを含む方法。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロピレン、場合により、エチレン、並びにさらに場合により、１又はそれ以上のＣ4-

30α－オレフィン及び／又は１又はそれ以上の共役ジエンもしくは非共役ジエンを、高分
子量のポリマー又はインターポリマーを調製するための連続溶液重合条件の下で重合する
ための方法であって、重合を多価アリールオキシエーテルのハフニウム錯体を含む触媒組
成物の存在下で行うことを含む方法。
【請求項２】
　前記金属錯体が、下記式、
【化１】

（式中、
　Ｒ20は独立して、それぞれの存在が、水素を除いて５個～２０個の原子を含有する二価
の芳香族基又は不活性に置換された芳香族基である；
　Ｔ3は、水素を除いて３個～２０個の原子を有する二価の炭化水素基又はシラン基、あ
るいは、その不活性に置換された誘導体である；及び
　ＲDは独立して、それぞれの存在が、水素を除いて１個～２０個の原子を有する一価の
配位子基であるか、又は、２つのＲD基は一緒になって、水素を除いて１個～２０個の原
子を有する二価の配位子基である）；及び
　１２０℃～２５０℃の温度及び１００ｋＰａ～３００ＭＰａの圧力での活性化共触媒
に対応する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　プロピレン及びエチレンが、８５重量パーセント～９８重量パーセントのプロピレンを
含有し、５０，０００ｇ／ｍｏｌ以上のＭｗを有するプロピレン／エチレンコポリマーを
形成するために重合される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　１３０℃～２５０℃の温度で操作され、反応槽におけるプロピレン濃度が８パーセント
以下であり、反応混合物の固形物含有量が１５パーセント以上である連続溶液重合方法で
ある、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記重合温度が１３０℃～２００℃である、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　重合の操作条件下において、未反応のモノマーが反応混合物の再循環の前に反応混合物
の残留溶媒から分離されない、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　プロピレン転化率が少なくとも７５ｍｏｌパーセントである、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　プロピレン及びエチレンから本質的になるモノマー混合物が重合される、請求項１に記
載の方法。
【請求項９】
　前記共触媒が、２０：１～１５０：１の、Ｈｆに基づくモル比を提供するための量で存
在するアルモキサンである、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記アルモキサンがトリ（イソブチル）アルミニウム修飾メタアルモキサン又はトリ（
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ｎ－オクチル）アルミニウム修飾メタアルモキサンである、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記金属錯体が、下記式、
【化２】

（式中、ＲDは独立して、それぞれの存在が、クロロ、メチル又はベンジルである）
の１つに対応する、請求項１～１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記金属錯体が、下記の錯体、
　Ａ）ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロ
アントラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－１，３－プ
ロパンジイルハフニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－１，３－プロパン
ジイルハフニウム（ＩＶ）ジクロリド、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－１，３－プロパン
ジイルハフニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
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）フェニル）－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイルハフニウム（ＩＶ）ジメチル
、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイルハフニウム（ＩＶ）ジクロリ
ド、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイルハフニウム（ＩＶ）ジベンジ
ル、
　Ｂ）ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロ
アントラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシメチル）－１，
４－ブタンジイルハフニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシメチル）－１，４－ブ
タンジイルハフニウム（ＩＶ）ジクロリド、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシメチル）－１，４－ブ
タンジイルハフニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシメチル）－１，４－ブタンジイルハフニウム（ＩＶ）ジメ
チル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシメチル）－１，４－ブタンジイルハフニウム（ＩＶ）ジク
ロリド、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシメチル）－１，４－ブタンジイルハフニウム（ＩＶ）ジベ
ンジル、
　Ｃ）ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロ
アントラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－２，４－ペ
ンタンジイルハフニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－２，４－ペンタン
ジイルハフニウム（ＩＶ）ジクロリド、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－２，４－ペンタン
ジイルハフニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシ）－２，４－ペンタンジイルハフニウム（ＩＶ）ジメチル
、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシ）－２，４－ペンタンジイルハフニウム（ＩＶ）ジクロリ
ド、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシ）－２，４－ペンタンジイルハフニウム（ＩＶ）ジベンジ
ル、
　Ｄ）ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロ
アントラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシメチル）－メチ
レンｔｒａｎｓ－１，２－シクロヘキサンジイルハフニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシメチル）－メチレンｔ
ｒａｎｓ－１，２－シクロヘキサンジイルハフニウム（ＩＶ）ジクロリド、
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ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシメチル）－メチレンｔ
ｒａｎｓ－１，２－シクロヘキサンジイルハフニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシメチル）－メチレンｔｒａｎｓ－１，２－シクロヘキサン
ジイルハフニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシメチル）－メチレンｔｒａｎｓ－１，２－シクロヘキサン
ジイルハフニウム（ＩＶ）ジクロリド、及び
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシメチル）－メチレンｔｒａｎｓ－１，２－シクロヘキサン
ジイルハフニウム（ＩＶ）ジベンジル
からなる群より選択される、実施形態１１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
相互参照の言及
　本出願は米国仮特許出願第６０／８０１，１８２号（２００６年５月１７日出願）の優
先権を主張する。
【背景技術】
【０００２】
　ポストメタロセン錯体と呼ばれる金属錯体を含有する、十分に定義されたドナー配位子
に基づく触媒組成物は、狭い分子量分布及び大きい分子量を有する生成物を与えることが
示されている。しかしながら、これらの触媒は多くの場合、特に、重合温度が高い場合に
は、高温での安定性が悪く、不良な触媒効率を欠点として有する。プロピレン含有ポリマ
ー（特に、ポリプロピレン、プロピレン／エチレンコポリマー、及びエチレン／プロピレ
ンゴム（ＥＰ）改質ポリプロピレン）を調製するために用いられるとき、得られるポリマ
ーの立体規則性、分子量および触媒効率が多くの場合には不十分である。
【０００３】
　前記ポストメタロセン触媒の例が米国特許第６，８２７，９７６号及び米国特許出願公
開第２００４／００１０１０３号に開示され、これらの公報では、二価のルイス塩基キレ
ート基を含有する架橋された二価芳香族配位子の第３族～第６族の金属錯体又はランタニ
ド金属錯体、好ましくは、第４族金属錯体がオレフィン重合における使用のために開示さ
れる。
【０００４】
　より高い溶液反応温度が、エネルギー消費を削減し、操作効率を改善するために、プロ
ピレン重合のために特に望まれる。しかしながら、より高い反応温度の使用は、不良な転
化率、低下したポリマー分子量、及び低下したポリマー立体規則性をもたらすことが多い
。従って、アイソタクチックポリプロピレンを増大した効率で高い反応温度において形成
することができる触媒組成物の選択が非常に望まれる。
【０００５】
　本発明者らは、今回、ある種の金属錯体が、プロピレンのホモポリマー、及び１又はそ
れ以上のコモノマーとのプロピレンのコポリマーを含めて、プロピレンポリマーを調製す
るための非常に効率的な溶液重合方法において用いられ得ることを発見している。本発明
者らはまた、連続方法が、前記のプロピレンポリマーを増大した収率及び効率で調製する
ために用いられ得ることを発見している。特には、本発明者らは、高い重合効率及び生産
性によって特徴付けられる、そのようなポリマーを調製するための改善された連続溶液重
合方法を発見している。
【発明の開示】
【０００６】
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　本発明によれば、今回、高分子量のインターポリマーを、多価アリールオキシエーテル
の第４族金属錯体を含む触媒組成物を使用して調製するための連続した高温溶液重合条件
の下において、プロピレンをホモ重合するための方法、及び／又は、プロピレンを、エチ
レン、及び場合により、１又はそれ以上のＣ4-30α－オレフィン及び／又は１又はそれ以
上の共役ジエンもしくは非共役ジエンと共重合するための方法が提供される。
【０００７】
　本発明は、金属錯体、活性化のための共触媒又は共触媒混合物、及び場合により、連鎖
移動剤を、プロピレン、場合により、エチレン、並びにさらに場合により、１又はそれ以
上のＣ4-30α－オレフィン及び／又は共役ジエンもしくは非共役ジエンと一緒に含む反応
混合物が、溶液重合条件の下で操作される反応槽に連続的に加えられ、ポリマー生成物が
反応槽から連続的又は半連続的に取り出される連続溶液重合条件の下での使用のために特
に有利である。形成されるポリマーを、固体粒子のスラリーの形態ではなく、むしろ、溶
液状態で保持するために十分に高い温度の使用によって、改善された操作効率が実現され
る。その上、高いプロピレンモノマー転化及び高い反応槽溶解ポリマー（固体）含有量の
組合せでの操作によって、残留プロピレンモノマーを反応槽の流出流及び再循環流に保持
することができ、これにより、別個の技術及び設備をモノマー再循環のために使用するこ
とが回避される。例えば、プロピレンモノマーを冷却し、凝縮し、再循環することが、反
応混合物における十分なモノマー溶解性が達成される高温条件の下での操作によって実際
に除かれる。
【０００８】
　１つの実施形態において、本方法は、プロピレン、場合により、エチレン、及びさらに
場合により、共役ジオレフィン又は非共役ジオレフィンを、高いプロピレン転化条件（７
５パーセント超、好ましくは８５パーセント超）の下での１２０℃～２５０℃の温度、好
ましくは１３０℃～２００℃の温度、より好ましくは１４０℃～２００℃の温度における
連続溶液重合条件の下でハフニウム錯体を使用して重合して、重合形態において、７０パ
ーセント～１００パーセント、好ましくは８０パーセント～１００パーセント、より好ま
しくは８５パーセント～９８パーセントのプロピレン、３０パーセント～０パーセント、
好ましくは２０パーセント～０パーセント、より好ましくは１５パーセント～２パーセン
トのエチレン、及び０パーセント～１０パーセント、好ましくは０パーセント～８パーセ
ント、より好ましくは０パーセント～７．５パーセントのα－オレフィンを含むポリマー
を調製することを含む。
【０００９】
　本発明の別の実施形態において、８５重量パーセント～９８重量パーセントのプロピレ
ンを含有し、５０，０００ｇ／ｍｏｌ以上のＭｗを有するプロピレン／エチレンコポリマ
ーが、８パーセント以下の反応槽におけるプロピレン濃度及び１５パーセント以上の反応
混合物における固形物含有量を伴う、１２０℃～２５０℃の温度、好ましくは１３０℃～
２５０℃の温度で操作される連続溶液重合方法において調製される。
【００１０】
　本発明の方法は、金属錯体、活性化共触媒、プロピレン、場合により、エチレン、及び
さらに場合により、共役ジエン又は非共役ジエンを含む反応混合物が、場合により、連鎖
移動剤のさらなる存在下において、溶液重合条件下で操作される反応槽に連続的又は断続
的に加えられ、重合生成物が反応混合物の揮発物除去（devolatilization）によって反応
槽から連続的又は半連続的に取り出される重合条件の下での使用のために特に有利であり
、この場合、反応混合物における未反応プロピレンの大部分が揮発物除去後の液体成分に
保持され、再循環前に液体成分から分離されない。好ましい実施形態において、反応混合
物の未反応プロピレンモノマーの実質的にすべてが揮発物除去後の液体成分に保持され、
再循環前に液体成分から分離されない。
【００１１】
　本発明は、包装、自動車及び耐久消費財の用途のための接着剤、フィルム、及び成形品
又は押出し品の調製において使用される樹脂を製造するために特に好適である。本出願の
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ポリマーは好ましくは、プロピレン配列が、製造物をより高温での適用のために理想的に
適するものにする比較的大きい立体規則性を有するエラストマーであり、特に、より高い
使用温度に直面する使用のための接着剤である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　本明細書での元素周期表に対するすべての参照は、ＣＲＣ　Ｐｒｅｓｓ，Ｉｎｃ．（２
００３）が発行し、著作権を有する元素周期表を参照するものとする。同様に、族に対す
る参照はいずれも、族に番号を付けるためのＩＵＰＡＣシステムを使用してこの元素周期
表において反映される族に対するものとする。異なることが述べられない限り、又は、文
脈から暗黙的でない限り、当分野において慣例的でない限り、すべての部及びパーセント
は重量に基づき、すべての試験方法が、本出願の出願日現在、通用している。合衆国の特
許慣行のために、本明細書において参照される任意の特許、特許出願又は刊行物の内容は
、特に、合成技術の開示、定義（本明細書に示される任意の定義と矛盾しない程度に）、
及び当分野における一般的知識に関しては、その全体が参考により本明細書に組み込まれ
る（又は、それらの同等の米国形態も参考によりそのように組み込まれる）。
【００１３】
　用語「含む」及びその派生形は、本明細書に開示されるか否かにかかわらず、任意のさ
らなる成分、工程又は手順の存在を排除することが意図されない。何らかの疑念を避ける
ために、用語「含む」の使用により本明細書において主張されるすべての組成物は、異な
ることが述べられない限り、ポリマー状又は非ポリマー状であれ、任意のさらなる添加物
、補助物又は化合物を含むことができる。対照的に、用語「から本質的になる」では、任
意の続く列挙の範囲から、任意の他の成分、工程又は手順が、操作性にとって不可欠でな
いものを除いて除外される。用語「からなる」では、具体的に表されないか、又は列挙さ
れない任意の成分、工程又は手順が除外される。用語「又は（もしくは、あるいは）」は
、別途言及されない限り、列挙されたものを個々に、同様にまた、任意の組合せで参照す
る。
【００１４】
　化学化合物に関して本明細書で使用される場合、具体的に別途示されない限り、単数形
はすべての異性形態を含み、逆もまた同様である（例えば、「ヘキサン（hexane）」は、
ヘキサンのすべての異性体を個々に、又はまとめて含む）。用語「化合物」及び用語「錯
体」は、有機化合物、無機化合物及び有機金属化合物を示すために本明細書では交換可能
に使用される。用語「原子」は、イオン性状態にかかわらず、すなわち、原子が、ある電
荷もしくは部分電荷を有するか、又は、別の原子に結合するかにかかわらず、元素の最小
構成要素を示す。用語「ヘテロ原子」は、炭素又は水素でない原子を示す。好ましいヘテ
ロ原子には、Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ、Ｎ、Ｏ、Ｐ、Ｂ、Ｓ、Ｓｉ、Ｓｂ、Ａｌ、Ｓｎ、Ａｓ、Ｓ
ｅ及びＧｅが含まれる。用語「非晶質（性の）」は、ポリマーが、示差走査熱量測定法（
ＤＳＣ）又は同等の技術によって求められるような結晶性融点を有さないことを示す。
【００１５】
　用語「ヒドロカルビル」は、水素原子及び炭素原子のみを含有する一価の置換基を示し
、分枝型又は非分枝型、飽和型又は不飽和型、環状、多環状又は非環状の化学種が含まれ
る。例には、アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、アルカジエニル基、シクロ
アルケニル基、シクロアルカジエニル基、アリール基及びアルキニル基が含まれる。「置
換ヒドロカルビル」は、１又はそれ以上の非ヒドロカルビル置換基により置換されるヒド
ロカルビル基を示す。用語「ヘテロ原子含有ヒドロカルビル」又は用語「ヘテロヒドロカ
ルビル」は、水素又は炭素でない少なくとも１つの原子が、１又はそれ以上の炭素原子及
び１又はそれ以上の水素原子と一緒に存在する一価の基を示す。用語「ヘテロカルビル」
は、１又はそれ以上の炭素原子及び１又はそれ以上のヘテロ原子を含有するが、水素原子
を全く含有さない基を示す。炭素原子と、任意のヘテロ原子との間における結合、同様に
また、任意の２つのヘテロ原子との間における結合は、共有結合による単結合又は多重結
合、あるいは、配位結合又は他の供与性結合であり得る。従って、ヘテロシクロアルキル
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基、アリール置換ヘテロシクロアルキル基、ヘテロアリール基、アルキル置換ヘテロアリ
ール基、アルコキシ基、アリールオキシ基、ジヒドロカルビルボリル基、ジヒドロカルビ
ルホスフィノ基、ジヒドロカルビルアミノ基、トリヒドロカルビルシリル基、ヒドロカル
ビルチオ基又はヒドロカルビルセレノ基により置換されたアルキル基は、用語ヘテロアル
キルの範囲に含まれる。具体的なヘテロアルキル基の例には、シアノメチル基、ベンゾイ
ルメチル基、（２－ピリジル）メチル基及びトリフルオロメチル基が含まれる。
【００１６】
　本明細書で使用される用語「芳香族」は、（４δ＋２）個のπ電子を含有する多原子の
環状共役環系を示す（この場合、δは１以上の整数である）。用語「縮合（した）」は、
２つ又はそれ以上の多原子環状環を含有する環系に関して本明細書で使用される場合、そ
の少なくとも２つの環に関して、少なくとも１対の隣接原子が両方の環に含まれることを
意味する。用語「アリール」は一価の芳香族置換基を示し、これは単一の芳香族環であり
得るか、あるいは、縮合して一緒になるか、又は、共有結合により連結されるか、又は、
共通の基（例えば、メチレン成分又はエチレン成分）に連結される多数の芳香族環であり
得る。芳香族環の例には、特に、フェニル、ナフチル、アントラセニル及びビフェニルが
含まれる。
【００１７】
　「置換アリール」は、任意の炭素に結合する１又はそれ以上の水素原子が１又はそれ以
上の官能基（例えば、アルキル、置換アルキル、シクロアルキル、置換シクロアルキル、
ヘテロシクロアルキル、置換ヘテロシクロアルキル、ハロゲン、アルキルハロ（例えば、
ＣＦ3）、ヒドロキシ、アミノ、ホスフィド、アルコキシ、アミノ、チオ、ニトロ、並び
に、芳香族環に縮合するか、共有結合により連結されるか、又は、共通の基（例えば、メ
チレン成分又はエチレン成分）に連結される飽和環状炭化水素及び不飽和環状炭化水素の
両方）によって置換されるアリール基を示す。共通の連結基はまた、ベンゾフェノンの場
合のようにカルボニル、又は、ジフェニルエーテルの場合のように酸素、又は、ジフェニ
ルアミンの場合のように窒素である場合がある。
【００１８】
　本明細書で使用される用語「ポリマー」は、１又はそれ以上のモノマーを重合すること
によって調製される高分子化合物を示す。ポリマーは、ホモポリマー、コポリマー、ター
ポリマー及びインターポリマーなどを示す。用語「インターポリマー」は、少なくとも２
つの共重合可能なモノマーを重合形態で取り込むポリマー、又は、その場での鎖停止反応
／オレフィン形成反応、及びその場で形成されたオレフィンの再取り込みの結果として分
岐する長い鎖を取り込むポリマーを示すために、用語コポリマーと交換可能に本明細書で
は使用される。従って、コポリマーが、適切な操作条件の下での単一モノマーの重合から
生じ得る。生じたインターポリマーにおける最も少なく分布するモノマーが一般には、用
語「コモノマー」によって示される。上記で示される生じた長鎖分岐の鎖長は、結果とし
て、任意の意図的に添加されたコモノマーの重合から生じる炭素長よりも長く、特には、
プロピレン／エチレンコポリマーについては１炭素よりも長い。長鎖分岐の存在はまた、
欧州特許公開ＥＰ－Ａ－６０８，３６９及びその他において開示されるように、又は、メ
ルトインデックス比（ＭＩＲ）、すなわち、異なる負荷の下で測定されるポリマーの溶融
粘度の比率（特に、Ｉ21／Ｉ2）によって求められるように、ポリマーの増大した剪断感
受性によって検出することができる。
【００１９】
　示差走査熱量測定法（ＤＳＣ）は、半結晶性ポリマーの融解及び結晶化を調べるために
使用することができる一般的な技術である。ＤＳＣ測定の一般的原理、及び半結晶性ポリ
マーを研究することへのＤＳＣの適用が標準的教本に記載される（例えば、E.A. Turi編
、「Thermal Characterization of Polymeric Materials」、Academic Press、1981）。
【００２０】
　本明細書で使用される用語「結晶化度」は、結晶構造を形成する原子又は分子の配置の
規則性を意味する。ポリマーの結晶化度は、ＤＳＣを使用して調べることができる。Ｔme
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は、融解が終わる温度を意味し、Ｔmaxはピーク融解温度を意味し、両者とも、最後の加
熱段階から得られるデータを使用してＤＳＣ分析から当業者によって求められる。ＤＳＣ
分析のための１つの好適な方法では、ＴＡ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ，Ｉｎｃ．から得ら
れるモデルＱ１０００（商標）ＤＳＣが使用される。ＤＳＣの較正が下記の様式で行われ
る。最初に、ベースラインが、任意のサンプルをアルミニウムＤＳＣ皿に含むことなく、
セルを－９０℃から２９０℃に加熱することによって得られる。その後、７ミリグラムの
新鮮なインジウムサンプルが、サンプルを１８０℃に加熱すること、サンプルを１０℃／
分の冷却速度で１４０℃に冷却し、続いて、サンプルを１４０℃において１分間、等温状
態で保つこと、続いて、サンプルを１０℃／分の加熱速度で１４０℃から１８０℃に加熱
することによって分析される。インジウムサンプルの融解熱及び融解の開始が求められ、
融解の開始については０．５℃から１５６．６℃以内であること、及び融解熱については
０．５Ｊ／ｇから２８．７１Ｊ／ｇ以内であることが調べられる。その後、脱イオン水が
、新鮮なサンプルの小さい１滴をＤＳＣ皿において１０℃／分の冷却速度で２５℃から－
３０℃に冷却することによって分析される。サンプルは－３０℃において２分間、等温状
態で保たれ、１０℃／分の加熱速度で３０℃に加熱される。融解の開始が求められ、０．
５℃から０℃以内あることが調べられる。
【００２１】
　ポリマーのサンプルが１９０℃の温度において薄いフィルムに圧縮される。約５ｍｇ～
８ｍｇのサンプルが計り取られ、ＤＳＣ皿に入れられる。蓋が、密閉された雰囲気を確実
にするために皿に圧着される。サンプル皿がＤＳＣセルに入れられ、その後、ポリマー融
解温度よりも約３０℃高い温度に約１００℃／分の高い速度で加熱される。サンプルはこ
の温度で約３分間保たれる。その後、サンプルは１０℃／分の速度で－４０℃に冷却され
、その温度において３分間、等温状態で保たれる。その結果、サンプルは、融解が完了す
るまで１０℃／分の速度で加熱される。得られたエンタルピー曲線が、米国特許第６，９
６０，６３５号に記載されるような対応するサーモグラムから、ピーク融解温度、開始結
晶化温度及びピーク結晶化温度、融解熱及び結晶化熱、Ｔme、Ｔmax、並びに、目的とす
る任意の他の量について分析される。融解熱を公称な重量パーセント結晶化度に変換する
ために使用される係数が、１６５Ｊ／ｇ＝１００重量パーセント結晶化度である。この変
換係数を用いて、プロピレン系コポリマーの全体的結晶化度（単位：重量パーセント結晶
化度）が、１６５Ｊ／ｇによって除算され、１００パーセントが乗じられた融解熱として
計算される。
【００２２】
　「マー（mer）ユニット」は、単一の反応物分子に由来するポリマーのそのような一部
分を意味する。例えば、エチレン由来のマーユニットは－ＣＨ2ＣＨ2－の一般式を有する
。
【００２３】
　「ポリプロピレン」又は「プロピレンポリマー」は、そのマーユニットの少なくとも半
分がプロピレンに由来するポリマーを意味する。これらには、プロピレンのホモポリマー
、同様にまた、プロピレンと共重合可能な１又はそれ以上のモノマー（例えば、エチレン
、１－ブテン、１－ペンテン、１－ヘキセン、１－オクテン）、１又はそれ以上の共役ジ
エン又は非共役ジエン、及びそれらの組合せとのプロピレンのコポリマーが含まれる。
【００２４】
　「アイソタクチックポリマー」は、すべての側鎖がポリマー骨格の同じ側にある、側鎖
基の立体化学的配置における規則的なパターンを有するＣ3以上のα－オレフィンのポリ
マーを示す。構造は、アイソタクチックペンタド（pentad）についてのＢｏｖｅｙのＮＭ
Ｒ命名法を使用して13ＣＮＭＲ分析に基づいて、ｍｍｍｍ（それぞれの「ｍ」がポリマー
面の同じ側における「メソ」ダイアド（dyad）又は連続するアルキル基を表す）によって
記載することができる。非アイソタクチック様式でのモノマー挿入に起因する反転、又は
、鎖の構造における他の欠陥は、ポリマーの結晶化度だけでなく、アイソタクチシティー
の度合いを低下させる。好ましいアイソタクチックポリマーは、鎖アイソタクチシティー
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ペンタド指数が少なくとも約８０ｍｏｌパーセントであり、好ましくは９５ｍｏｌパーセ
ントよりも大きい。アイソタクチックポリプロピレンはさらに望ましくは、１５重量パー
セント未満のｎ－ヘプタン可溶物含有量、及びＡＳＴＭ　Ｄ１５０５－９６（「密度勾配
技術によるプラスチックの密度」）に従って測定される約０．９０２グラム／ｃｍ3の密
度によって特徴付けられる。
【００２５】
　用語「結晶性（の）」は、ＤＳＣ分析によって求められるような結晶性融点を有するポ
リマーを意味するために本明細書では使用される。
【００２６】
　重合条件は一般には、温度、圧力、モノマー含有量（コモノマー濃度を含む）、触媒濃
度、共触媒濃度、モノマー転化率、反応混合物のポリマー（又は固形物）含有量、又は、
得られるポリマーの性質に影響を及ぼす他の条件を示す。本発明の指定された重合条件に
従って操作することにより、高分子量のポリマーを、高い触媒活性、少ない共触媒使用量
、高いモノマー転化率及び高い反応槽固形物含有量とともに調製することができる。特に
は、０．５ｇ／μｇを超える（ポリマー重量から遷移金属重量に基づく）活性、好ましく
は０．５５ｇ／μｇを超える活性、０．６ｇ／μｇを超える活性までもが可能である。
【００２７】
　本発明の実施形態は、以前に開示されるような遷移金属錯体を含む触媒組成物を使用し
て、高い温度、高い触媒効率及び高いプロピレンモノマー転化率でプロピレンホモポリマ
ー及びエチレン／プロピレンゴム改質プロピレンインターポリマーを作製するための新規
な溶液プロセスを提供する。非常に望ましくは、生成するポリマーは高分子量である（Ｍ
Ｉが１０．０未満であり、好ましくは５．０未満である）。そのようなポリマーは、改善
された高温性能が所望される場合において好適に用いられ、例えば、特に、押出しフィル
ム及び押出し異形材として使用するための、又は、成形部品を製造するためのポリプロピ
レンの成形用規格品及び押出し規格品において好適に用いられる。
【００２８】
　ポリマーの重量平均分子量（Ｍw）がゲル浸透クロマトグラフィーによって測定され、
その１つの技術が米国特許第５，２７２，２３６号に記載される。代替として、例えば、
ＡＳＴＭ　Ｄ－１２３８に従って測定されるメルトインデックス（Ｉ2、Ｉ10又はＩ21）
を分子量の目安として用いることができる。一般に、メルトインデックスはポリマーの分
子量と逆の関係がある。分子量が大きいほど、メルトインデックスは小さくなり、だが、
この関係は必ずしも直線的ではない。最後に、ムーニー粘度（ＭＬ１＋４＠１００℃）を
分子量の尺度として使用することができる。好ましいポリマーは、ムーニー粘度が１０～
１３５の範囲、より好ましくは２５～１００の範囲、最も好ましくは３０～８０の範囲を
有するポリマーである。モノマー転化率は典型的には、反応槽の中に挿入されるか、又は
、反応槽からの流出流の中に挿入されるプローブを使用して、反応槽から出る反応混合物
のＧＣ分析又はＩＲ分光分析によって測定される。
【００２９】
　驚くべきことに、本発明の金属錯体は、極めて大きい分子量及びアイソタクチシティー
を有する、プロピレン又はプロピレン含有モノマー混合物に由来するポリマーを、０．５
ｇホ゜リマー／μｇ金属を超える触媒効率で製造することができ、従って、分子量分布を
犠牲にすることなく分子量を制御するための連鎖移動剤の使用を可能にする。十分な量の
連鎖移動剤が好ましくは使用され、その結果、分子量における（３０パーセントを超える
）実質的な低下が、連鎖移動剤の使用を伴わない比較される重合と比較して生じる。連鎖
移動剤が水素であるとき、少なくとも０．０１ｍｏｌパーセント（プロピレンに基づく）
が使用され、最大で約２ｍｏｌパーセントが使用される。特に驚くべきことは、狭い分子
量分布のポリマーを依然としてもたらし、低いレベルのアルモキサン活性化剤を使用しな
がら、非常にアイソタクチック性のポリマーが、高レベルの連鎖移動剤を用いて調製され
得るという事実である。一般には、高レベルの連鎖移動剤を従来の触媒とともに使用する
ことは、広がった分子量分布を有するポリマーの製造をもたらす。
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【００３０】
　金属錯体が、付加重合可能なモノマー（特に、オレフィン）を配位し、挿入し、重合す
る、空位の配位部位を有する触媒化合物を生じさせるために様々な方式で活性化される。
本特許明細書及び添付された特許請求の範囲のために、用語「活性化剤」又は用語「共触
媒」は、金属錯体を前記の様式で活性化することができる任意の化合物又は成分又は方法
であることが定義される。好適な活性化剤の限定されない例には、中性の金属錯体を触媒
活性な化学種に変換することができるルイス酸、非配位性のイオン性活性化剤、イオン化
する活性化剤、有機金属化合物、及び前記物質の組合せが含まれる。
【００３１】
　そのような考えによって縛られることを望まないが、本発明の１つの実施形態では、触
媒の活性化は、カチオン性、部分的にカチオン性又は双性イオン性の化学種が、プロトン
移動、酸化又は他の好適な活性化方法によって形成されることを伴い得ることが考えられ
る。本発明は、そのような特定され得るカチオン性、部分的にカチオン性又は双性イオン
性の化学種が実際にその活性化方法（これはまた、本明細書では「イオン化」方法又は「
イオン的活性化方法」として交換可能に示される）の期間中に生じるか否かにかかわりな
く操作可能であり、完全に実施可能であることを理解しなければならない。
【００３２】
　イオン化する共触媒は、活性なプロトン、あるいは、イオン化する化合物のアニオンに
配位せず、イオン化する化合物のアニオンと会合するか、又は、イオン化する化合物のア
ニオンに単にゆるく配位するだけである何らかの他のカチオンを含有することができる。
そのような化合物が、欧州特許出願公開ＥＰ－Ａ－５７０９８２、同ＥＰ－Ａ－５２０７
３２、同ＥＰ－Ａ－４９５３７５、同ＥＰ－Ａ－５００９４４、同ＥＰ－Ａ－２７７００
３及び同ＥＰ－Ａ－２７７００４、並びに、米国特許第５，１５３，１５７号、同第５，
１９８，４０１号、同第５，０６６，７４１号、同第５，２０６，１９７号、同第５，２
４１，０２５号、同第５，３８４，２９９号及び同第５，５０２，１２４号に記載される
。前記活性化剤の中で好ましいものが、アンモニウムカチオンを含有する塩であり、特に
、１又は２のＣ10-40アルキル基を含有するトリヒドロカルビル置換アンモニウムカチオ
ン（特に、メチルビス（オクタデシル）アンモニウムカチオン及びメチルビス（テトラデ
シル）アンモニウムカチオン）と、非配位性アニオン（特に、テトラキス（ペルフルオロ
）アリールボラートアニオン、特に、テトラキス（ペンタフルオロフェニル）ボラート）
とを含有する塩である。そのようなカチオンは、長さが異なるヒドロカルビル基の混合を
含むことができることがさらに理解される。例えば、２つのＣ14アルキル基、Ｃ16アルキ
ル基又はＣ18アルキル基と、１つのメチル基との混合を含む市販の長鎖アミンに由来する
プロトン化されたアンモニウムカチオン。そのようなアミンが、Ｃｈｅｍｔｕｒａ　Ｃｏ
ｒｐ．からＫｅｍａｎｉｎｅ（商標）Ｔ９７０１の商品名で入手可能であり、Ａｋｚｏ－
ＮｏｂｅｌからＡｒｍｅｅｎ（商標）Ｍ２ＨＴの商品名で入手可能である。最も好ましい
アンモニウム塩型活性化剤がメチルジ（Ｃ14-20アルキル）アンモニウムテトラキス（ペ
ンタフルオロフェニル）ボラートである。
【００３３】
　活性なプロトンを含有せず、しかし、活性な触媒組成物を形成することができるイオン
化するイオン性化合物（例えば、前記非配位性アニオンのフェロセニウム塩）を使用する
活性化方法もまた、本明細書における使用のために意図され、欧州特許出願公開ＥＰ－Ａ
－４２６６３７、同ＥＰ－Ａ－５７３４０３及び米国特許第５，３８７，５６８号に記載
される。配位子基（特に、ヒドロカルビル配位子）を引き抜くことができ、それにより、
金属錯体のカチオン性誘導体のための非配位性の対アニオンを形成することができる強い
ルイス酸の使用もまた含まれる（特に、トリス（ペルフルオロ）アリールボラート化合物
、例えば、トリス（ペンタフルオロフェニル）ボラート）。
【００３４】
　拡張型アニオンと一般には呼ばれ、さらには米国特許第６，３９５，６７１号に開示さ
れる非配位性アニオンを含む一群の共触媒を、本発明の金属錯体をオレフィン重合のため
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に活性化するために好適に用いることができる。一般に、これらの共触媒（これらは、イ
ミダゾリドアニオン、置換イミダゾリドアニオン、イミダゾリニドアニオン、置換イミダ
ゾリニドアニオン、ベンゾイミダゾリドアニオン又は置換ベンゾイミダゾリドアニオンを
有する共触媒によって例示される）は下記のように表すことができる。
【化３】

式中、
　Ａ*+はカチオン（特に、プロトン含有カチオン）であり、好ましくは、１又は２のＣ10

-40アルキル基を含有するトリヒドロカルビルアンモニウムカチオンであり、特に、メチ
ルジ（Ｃ14-20アルキル）アンモニウムカチオンであり、
　Ｒ4は独立して、それぞれの存在が、水素、あるいは、水素を除いて３０個までの原子
を有するハロ基、ヒドロカルビル基、ハロカルビル基、ハロヒドロカルビル基、シリルヒ
ドロカルビル基又はシリル基（モノ（ヒドロカルビル）シリル基、ジ（ヒドロカルビル）
シリル基及びトリ（ヒドロカルビル）シリル基を含む）であり、好ましくは、Ｃ1-20アル
キルであり、
　Ｊ*’はトリス（ペンタフルオロフェニル）ボラン又はトリス（ペンタフルオロフェニ
ル）アルマンである。
【００３５】
　これらの触媒活性化剤の例には、
ビス（トリス（ペンタフルオロフェニル）ボラン）イミダゾリド、
ビス（トリス（ペンタフルオロフェニル）ボラン）－２－ウンデシルイミダゾリド、
ビス（トリス（ペンタフルオロフェニル）ボラン）－２－ヘプタデシルイミダゾリド、ビ
ス（トリス（ペンタフルオロフェニル）ボラン）－４，５－ビス（ウンデシル）イミダゾ
リド、ビス（トリス（ペンタフルオロフェニル）ボラン）－４，５－ビス（ヘプタデシル
）イミダゾリド、
ビス（トリス（ペンタフルオロフェニル）ボラン）イミダゾリニド、
ビス（トリス（ペンタフルオロフェニル）ボラン）－２－ウンデシルイミダゾリニド、ビ
ス（トリス（ペンタフルオロフェニル）ボラン）－２－ヘプタデシルイミダゾリニド、ビ
ス（トリス（ペンタフルオロフェニル）ボラン）－４，５－ビス（ウンデシル）イミダゾ
リニド、ビス（トリス（ペンタフルオロフェニル）ボラン）－４，５－ビス（ヘプタデシ
ル）イミダゾリニド、
ビス（トリス（ペンタフルオロフェニル）ボラン）－５，６－ジメチルベンゾイミダゾリ
ド、
ビス（トリス（ペンタフルオロフェニル）ボラン）－５，６－ビス（ウンデシル）ベンゾ
イミダゾリド、
ビス（トリス（ペンタフルオロフェニル）アルマン）イミダゾリド、
ビス（トリス（ペンタフルオロフェニル）アルマン）－２－ウンデシルイミダゾリド、ビ
ス（トリス（ペンタフルオロフェニル）アルマン）－２－ヘプタデシルイミダゾリド、ビ
ス（トリス（ペンタフルオロフェニル）アルマン）－４，５－ビス（ウンデシル）イミダ
ゾリド、
ビス（トリス（ペンタフルオロフェニル）アルマン）－４，５－ビス（ヘプタデシル）イ
ミダゾリド、
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ビス（トリス（ペンタフルオロフェニル）アルマン）イミダゾリニド、
ビス（トリス（ペンタフルオロフェニル）アルマン）－２－ウンデシルイミダゾリニド、
ビス（トリス（ペンタフルオロフェニル）アルマン）－２－ペプタデシルイミダゾリニド
、ビス（トリス（ペンタフルオロフェニル）アルマン）－４，５－ビス（ウンデシル）イ
ミダゾリニド、ビス（トリス（ペンタフルオロフェニル）アルマン）－４，５－ビス（ヘ
プタデシル）イミダゾリニド、
ビス（トリス（ペンタフルオロフェニル）アルマン）－５，６－ジメチルベンゾイミダゾ
リド及び
ビス（トリス（ペンタフルオロフェニル）アルマン）－５，６－ビス（ウンデシル）ベン
ゾイミダゾリド
のトリヒドロカルビルアンモニウム塩、特に、それらのメチルジ（Ｃ14-20アルキル）ア
ンモニウム塩が含まれる。
【００３６】
　他の活性化剤には、ＰＣＴ公開ＷＯ９８／０７５１５に記載される活性化剤、例えば、
トリス（２，２’，２”－ノナフルオロビフェニル）フルオロアルミナートなどが含まれ
る。活性化剤の組合せもまた本発明によって意図される。例えば、組合せでのアルモキサ
ン及びイオン化する活性化剤、例えば、欧州特許出願公開ＥＰ－Ａ－０５７３１２０、Ｐ
ＣＴ公開ＷＯ９４／０７９２８及び同ＷＯ９５／１４０４４、並びに、米国特許第５，１
５３，１５７号及び同第５，４５３，４１０号を参照のこと。ＷＯ９８／０９９９６は、
触媒化合物を、過塩素酸塩、過ヨウ素酸塩及びヨウ素酸塩（それらの水和物を含む）によ
り活性化することを記載する。ＷＯ９９／１８１３５は有機ボロアルミニウム活性化剤の
使用を記載する。欧州特許出願公開ＥＰ－Ａ－７８１２９９は、シリリウム塩を非配位性
の適合可能なアニオンとの組合せで使用することを記載する。触媒化合物を活性化するた
めの他の活性化剤又は方法が、例えば、米国特許第５，８４９，８５２号、同第５，８５
９，６５３号、同第５，８６９，７２３号、欧州特許出願公開ＥＰ－Ａ－６１５９８１及
びＰＣＴ公開ＷＯ９８／３２７７５に記載される。
【００３７】
　別の好適な一群の有機金属活性化剤又は共触媒がアルモキサンであり、これはまた、ア
ルキルアルミノキサンとして示される。アルモキサンは、付加重合触媒を調製するために
メタロセン型の触媒化合物とともに使用される周知の活性化剤である。アルモキサン及び
修飾アルモキサンを調製するための様々な方法が存在し、それらの限定されない例が、米
国特許第４，６６５，２０８号、同第４，９５２，５４０号、同第５，０９１，３５２号
、同第５，２０６，１９９号、同第５，２０４，４１９号、同第４，８７４，７３４号、
同第４，９２４，０１８号、同第４，９０８，４６３号、同第４，９６８，８２７号、同
第５，３０８，８１５号、同第５，３２９，０３２号、同第５，２４８，８０１号、同第
５，２３５，０８１号、同第５，１５７，１３７号、同第５，１０３，０３１号、同第５
，３９１，７９３号、同第５，３９１，５２９号、同第５，６９３，８３８号、同第５，
７３１，２５３号、同第５，７３１，４５１号、同第５，７４４，６５６号、欧州特許出
願公開ＥＰ－Ａ－５６１４７６、同ＥＰ－Ａ－２７９５８６及び同ＥＰ－Ａ－５９４２１
８、並びに、ＰＣＴ公開ＷＯ９４／１０１８０に記載される。好ましいアルモキサンがル
イス酸修飾アルモキサンであり、特に、トリ（Ｃ3-6）アルキルアルミニウム修飾メチル
アルモキサンであり、トリ（イソブチル）アルミニウム修飾メタアルモキサン（これはＡ
ｋｚｏ　Ｎｏｂｅｌ，Ｉｎｃ．からＭＭＡＯ－３Ａとして市販される）又はトリ（ｎ－オ
クチル）アルミニウム修飾メタアルモキサン（これはＡｋｚｏ　Ｎｏｂｅｌ，Ｉｎｃ．か
らＭＭＡＯ－１２として市販される）が含まれる。
【００３８】
　アルモキサン又は修飾アルモキサンを本発明の方法において活性化剤又は第３の成分と
して使用することは本発明の範囲内である。すなわち、この化合物は、中性又はイオン性
のいずれかで、単独で、又は、他の活性化剤との組合せで使用することができる（例えば
、トリ（アルキル）アンモニウムテトラキス（ペンタフルオロフェニル）ボラート化合物
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、トリスペルフルオロアリール化合物、ＷＯ９８／４３９８３に開示されるようなポリハ
ロゲン化ヘテロボランアニオン、及びこれらの組合せ）。第３の成分として使用されると
き、用いられるアルモキサンの量は一般には、単独で用いられるときに金属錯体を効果的
に活性化するために必要な量よりも少ない。本実施形態では、そのような考えによって縛
られることを望まないが、アルモキサンは実際の触媒活性化に著しく寄与していないこと
が考えられる。前記にもかかわらず、活性化方法におけるアルモキサンの何らかの関与は
必ずしも除外されないことを理解しなければならない。
【００３９】
　好適なアルモキサンには、ポリマー状又はオリゴマー状のアルモキサン、特に、メチル
アルモキサン（ＭＡＯ）、同様にまた、ルイス酸修飾アルモキサン、特に、１個～１０個
の炭素をそれぞれのヒドロカルビル基又はハロゲン化ヒドロカルビル基に有するトリヒド
ロカルビルアルミニウム修飾アルモキサン、ハロゲン化トリ（ヒドロカルビル）アルミニ
ウム修飾アルモキサン、又は、ハロゲン化トリ（ヒドロカルビル）ボロン修飾アルモキサ
ンが含まれる。そのような活性化共触媒は以前には、米国特許第６，２１４，７６０号、
同第６，１６０，１４６号、同第６，１４０，５２１号及び同第６，６９６，３７９号並
びにその他において開示される。好ましいルイス酸修飾アルモキサン化合物が、１０モル
パーセント～３０モルパーセント、好ましくは１５モルパーセント～２５モルパーセント
のｉ－ブチル含有量、及び１０モルパーセント～２０モルパーセント、好ましくは１２モ
ルパーセント～１８モルパーセントのｎ－オクチル含有量をそれぞれ含有するトリ（ｉ－
ブチル）アルミニウム修飾メタアルモキサン及びトリ（ｎ－オクチル）アルミニウム修飾
メタアルモキサンである（前記モルパーセントは総アルキル配位子含有量に基づく）。ア
ルモキサン活性化剤又はルイス酸修飾アルモキサン活性化剤は好ましくは、２０～２００
、より好ましくは２０～１５０、最も好ましくは２０～８０の共触媒：触媒のモル比で利
用される。
【００４０】
　高い触媒効率を維持しながら、比較的低いレベルのアルモキサン共触媒又はルイス酸修
飾アルモキサン共触媒で活性化され得るので、本発明のジルコニウム錯体は、得られるポ
リマーにおける長鎖分岐形成と一緒に、得られるポリマーにおける共触媒副生成物の低下
したレベルを達成することができる。このことは、結果として、ポリマーが、要求の厳し
い用途（例えば、高い透明性又は低い誘電率を必要とする用途）において用いられること
を可能にする。
【００４１】
　好ましい実施形態において、本方法は、プロピレン、場合により、エチレン、並びにさ
らに場合により、共役ジオレフィン又は非共役ジオレフィンを、高いプロピレン転化条件
（８５パーセント超、好ましくは９０パーセント超）の下での、１２０℃～２５０℃の温
度、好ましくは１３０℃～２５０℃の温度における連続溶液重合条件の下において、第４
族金属錯体、及び第４族金属の１モルあたり１０モル～２００モルのアルモキサンを使用
して重合して、重合形態において、７０パーセント～１００パーセント、好ましくは８０
パーセント～１００パーセントのプロピレン、３０パーセント～０パーセント、好ましく
は２０パーセント～０パーセントのエチレン、及び０パーセント～１０パーセント、好ま
しくは０パーセント～８パーセント、より好ましくは０パーセント～７．５パーセントの
ジエンを含むポリマーを調製することを含む。
【００４２】
　一般に、モノマー転化率は、反応槽の内容物を測定することによって、又は、反応槽か
ら出る流出物の代表的な流れを測定することによって求めることができる。モノマー濃度
を求めるための好適な方法には、反応槽の内容物に挿入されるプローブ、又は、その好適
なサンプルを使用する赤外分光法が含まれる。１つの好適な技術では、フーリエ変換近赤
外分光法（ＦＴＮＩＲ）が使用される。反応槽の固形物含有量が、生成したポリマー（固
体）に基づいて計算され、あるいは、反応槽の固形物含有量はまた、反応槽の内容物の粘
度測定又は密度測定の使用によって直接に測定することができる。
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【００４３】
　多段反応槽重合方法を本発明において好適に用いることができる。例には、特に、米国
特許第３，９１４，３４２号に開示されるようなシステムが含まれる。多数の反応槽を連
続して、又は、並行して操作することができ、本発明による少なくとも１つの触媒組成物
がこれらの反応槽の少なくとも１つにおいて用いられる。１つ又は両方の反応槽はまた、
異なるコモノマー取り込み能及び／又は異なる分子量形成能を有する少なくとも２つの触
媒を含有することができる。１つの実施形態において、比較的大きい分子量の生成物（１
００，０００～１，０００，０００超のＭw、より好ましくは、２００，００～５００，
０００のＭw）が形成され、一方で、第２の反応槽では、比較的低い分子量の生成物（２
，０００～３００，０００のＭw）が形成される。これらの反応槽生成物はともに、類似
するか、又は異なる密度及び／又はエラストマー含有量を有することができる。最終的な
生成物は、２つ以上のポリマー生成物の均一な混合をもたらすために揮発物除去の前に一
緒にされるこれら２つの反応槽流出物の混合物である。別の実施形態において、１つの反
応槽を、高分子量のプロピレンホモポリマーを調製するために使用することができ、一方
で、第２の反応槽が、プロピレン及びエチレンのコポリマー、あるいは、プロピレン、エ
チレン及び１又はそれ以上のジエンのインターポリマーを調製するために用いられる。そ
のような二重反応槽プロセスは、衝撃改質生成物、又は、目的に合わせて調節された性質
を有する生成物の調製を可能にする。１つの実施形態において、反応槽が連続してつなが
れ、すなわち、第１の反応槽からの流出物が第２の反応槽に装入され、新鮮なモノマー、
溶媒及び／又は水素が、場合により、第２の反応槽に加えられる。反応槽の条件は、第２
の反応槽で生成したポリマーに対する、第１の反応槽で生成したポリマーの重量比が理想
的には、５：９５～９５：５の範囲にあるように調節される。前記の二重反応槽プロセス
は、広がった分子量分布又は多分散度指数（ＰＤＩ）を有するポリマーを製造することが
できることが当業者によって理解される。前記の様式で作製される好ましいポリマーは、
ＰＤＩが２．８～１０．０であり、より好ましくは３．０～７．０である。
【００４４】
　さらなる実施形態において、連続して操作される２つの反応槽の第１の反応槽を含めて
、重合方法における反応槽の１つは不均一型チーグラーナッタ触媒又はクロム含有触媒（
例えば、当分野では公知である数多くのそのような触媒の１つ）を含有する。チーグラー
ナッタ触媒の例には、ＭｇＣｌ2に担持されるチタン系触媒が含まれるが、これに限定さ
れず、加えて、少なくとも１つのアルミニウム－アルキル結合を含有するアルミニウムの
化合物が含まれる。好適なチーグラーナッタ触媒及びその調製には、米国特許第４，６１
２，３００号、同第４，３３０，６４６号及び同第５，８６９，５７５号に開示されるチ
ーグラーナッタ触媒及びその調製が含まれるが、これらに限定されない。好適なクロム系
触媒が、米国特許第４，９８１，９２７号、同第４，８３５，２１９号、同第４，５６４
，６６０号、同第４，１７３，５４８号、同第３，９５３，４１３号及びその他において
開示されるクロム系触媒である。
【００４５】
　単一反応槽の多触媒プロセスもまた、本発明において有用である。１つの実施形態にお
いて、２つ以上の触媒が、本明細書に開示される高いモノマー転化条件において単一の反
応槽に導入される（この場合、それぞれの触媒が本質的に、異なるポリマー生成物をもた
らす）。１つの実施形態において、比較的大きい分子量の生成物（１００，０００～１，
０００，０００超のＭw、より好ましくは、２００，００～５００，０００のＭw）が一方
の触媒から形成され、その一方で、比較的低い分子量の生成物（２，０００～３００，０
００のＭw）が他方の触媒から形成される。これらの触媒組成物はともに、類似するポリ
マー形成能又は異なるポリマー形成能を有することができ、それらの少なくとも１つが、
本明細書に示されるような金属錯体を含む。得られるポリマーは、単一反応槽において用
いられる２つの触媒の比率に依存する性質を有する。ポリマー分子量、コモノマー取り込
み能、プロセス、及びそのような生成物のための触媒比率の好適な組合せが、米国特許第
６，９２４，３４２号に開示される。チーグラーナッタ触媒を含む他のオレフィン重合触
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示されるような金属錯体、メタロセン又は他のπ結合配位子基含有金属錯体（制約された
幾何学の金属錯体を含む）、あるいは、多価ヘテロ原子配位子基含有金属錯体、特に、多
価のピリジルアミン系錯体又はイミダゾリルアミン系錯体、及び四座の酸素により結合す
るビフェニルフェノール系第４族金属錯体を含むことができる。
【００４６】
金属錯体
　本発明に従って使用される好適な金属錯体には、下記式に対応する化合物が含まれる。
【化４】

式中、
　Ｒ20は独立して、それぞれの存在が、水素を除いて５個～２０個の原子を含有する二価
の芳香族基又は不活性に置換された芳香族基である；
　Ｔ3は、水素を除いて３個～２０個の原子を有する二価の炭化水素基又はシラン基、あ
るいは、その不活性に置換された誘導体である；及び
　ＲDは独立して、それぞれの存在が、水素を除いて１個～２０個の原子を有する一価の
配位子基であるか、又は、２つのＲD基は一緒になって、水素を除いて１個～２０個の原
子を有する二価の配位子基である。
【００４７】
　好ましくは、そのような錯体は下記式に対応する。
【化５】

式中、
　Ａｒ2は独立して、それぞれの存在が、水素を除いて６個～２０個の原子を有するアリ
ーレン基、アルキル置換アリーレン基、アリール置換アリーレン基、アルコキシ置換アリ
ーレン基もしくはアミノ置換アリーレン基、又は、いずれかの置換基の任意の原子である
；
　Ｔ3は、水素を除いて３個～２０個の原子を有する二価の炭化水素架橋基であり、好ま
しくは、酸素原子を隔てる少なくとも３個の炭素原子を有する二価の置換又は非置換のＣ

3-6脂肪族基、シクロ脂肪族基又はビス（アルキレン）置換シクロ脂肪族基である；及び
　ＲDは独立して、それぞれの存在が、水素を除いて１個～２０個の原子を有する一価の
配位子基であるか、又は、２つのＲD基は一緒になって、水素を除いて１個～４０個の原
子を有する二価の配位子基である。
【００４８】
　本明細書における使用のために好適な金属錯体のより好ましい例には、下記式の化合物
が含まれる。
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【化６】

式中、
　Ａｒ4は独立して、それぞれの存在が、Ｃ6-20アリール又はその不活性に置換された誘
導体であり、特に、３，５－ジ（イソプロピル）フェニル、３，５－ジ（イソブチル）フ
ェニル、ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル、ナフチル、アントラセン－５－イル、１
，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアントラセン－５－イルである；
　Ｔ4は独立して、それぞれの存在が、プロピレン－１，３－ジイル基、ビス（アルキレ
ン）シクロヘキサン－１，２－ジイル基、あるいは、それぞれが２０個までの炭素を有す
る１個～５個のアルキル置換基、アリール置換基又はアラルキル置換基により置換される
それらの不活性に置換された誘導体である；
　Ｒ21は独立して、それぞれの存在が、水素、ハロ、水素を除いて５０個までの原子を有
するヒドロカルビル、トリヒドロカルビルシリル、トリヒドロカルビルシリルヒドロカル
ビル、アルコキシ又はアミノである；及び
　ＲDは独立して、それぞれの存在が、ハロ、又は、水素を除いて２０個までの原子を有
するヒドロカルビル基又はトリヒドロカルビルシリル基であるか、あるいは、２つのＲD

基は一緒になって、水素を除いて４０個までの原子を有する二価のヒドロカルビレン基、
ヒドロカルバジイル基又はトリヒドロカルビルシリル基である。
【００４９】
　特に好ましい金属錯体が下記式の化合物である。

【化７】

式中、
　Ａｒ4は独立して、それぞれの存在が、３，５－ジ（イソプロピル）フェニル、３，５
－ジ（イソブチル）フェニル、ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル又はアントラセン－
５－イルである；
　Ｒ21は独立して、それぞれの存在が、水素、ハロ、水素を除いて５０個までの原子を有
するヒドロカルビル、トリヒドロカルビルシリル、トリヒドロカルビルシリルヒドロカル
ビル、アルコキシ又はアミノである；
　Ｔ4はプロパン－１，３－ジイル又はビス（メチレン）シクロヘキサン－１，２－ジイ
ルである；及び
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　ＲDは独立して、それぞれの存在が、ハロ、又は、水素を除いて２０個までの原子を有
するヒドロカルビル基又はトリヒドロカルビルシリル基であるか、あるいは、２つのＲD

基は一緒になって、水素を除いて４０個までの原子を有するヒドロカルビレン基、ヒドロ
カルバジイル基又はヒドロカルビルシランジイル基である。
【００５０】
　本発明による最も非常に好ましい金属錯体は下記式に対応する。
【化８】

式中、ＲDは独立して、それぞれの存在が、クロロ、メチル又はベンジルである。
【００５１】
　好適な金属錯体の具体的な例が下記の化合物である。
　Ａ）ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロ
アントラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－１，３－プ
ロパンジイルハフニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－１，３－プロパン
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ジイルハフニウム（ＩＶ）ジクロリド、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－１，３－プロパン
ジイルハフニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイルハフニウム（ＩＶ）ジメチル
、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイルハフニウム（ＩＶ）ジクロリ
ド、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイルハフニウム（ＩＶ）ジベンジ
ル、
　Ｂ）ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロ
アントラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシメチル）－１，
４－ブタンジイルハフニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシメチル）－１，４－ブ
タンジイルハフニウム（ＩＶ）ジクロリド、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシメチル）－１，４－ブ
タンジイルハフニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシメチル）－１，４－ブタンジイルハフニウム（ＩＶ）ジメ
チル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシメチル）－１，４－ブタンジイルハフニウム（ＩＶ）ジク
ロリド、
ビス（（２－オキソイル－３－ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル）
フェニル）－２－フェノキシメチル）－１，４－ブタンジイルハフニウム（ＩＶ）ジベン
ジル、
　Ｃ）ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロ
アントラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－２，４－ペ
ンタンジイルハフニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－２，４－ペンタン
ジイルハフニウム（ＩＶ）ジクロリド、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－２，４－ペンタン
ジイルハフニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシ）－２，４－ペンタンジイルハフニウム（ＩＶ）ジメチル
、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシ）－２，４－ペンタンジイルハフニウム（ＩＶ）ジクロリ
ド、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシ）－２，４－ペンタンジイルハフニウム（ＩＶ）ジベンジ
ル、
　Ｄ）ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロ
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アントラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシメチル）－メチ
レンｔｒａｎｓ－１，２－シクロヘキサンジイルハフニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシメチル）－メチレンｔ
ｒａｎｓ－１，２－シクロヘキサンジイルハフニウム（ＩＶ）ジクロリド、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシメチル）－メチレンｔ
ｒａｎｓ－１，２－シクロヘキサンジイルハフニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシメチル）－メチレンｔｒａｎｓ－１，２－シクロヘキサン
ジイルハフニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシメチル）－メチレンｔｒａｎｓ－１，２－シクロヘキサン
ジイルハフニウム（ＩＶ）ジクロリド、及び
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシメチル）－メチレンｔｒａｎｓ－１，２－シクロヘキサン
ジイルハフニウム（ＩＶ）ジベンジル。
【００５２】
　前記金属錯体は好都合には、遷移金属の供給源及び中性の多官能性配位子供給源を伴う
標準的な金属化手法及び配位子交換手法によって調製することができる。用いられる技術
は、米国特許第６，８２７，９７６号及び米国特許出願公開第２００４／００１０１０３
号並びにその他において開示される技術と同じであるか、又は類似している。
【００５３】
　金属錯体は、共触媒との組合せによる活性な触媒組成物を形成するために活性化される
。活性化は、反応混合物の他の成分の存在を伴って、又は、そのような存在を伴うことな
く、触媒組成物を反応槽に加える前に行うことができ、あるいは、金属錯体及び活性化共
触媒を別々に反応槽に加えることによりその場で行うことができる。
【００５４】
モノマー
　本明細書において使用される好適なオレフィン混合物には、エチレン、１又はそれ以上
のＣ3-30α－オレフィン及び１又はそれ以上の共役ジエン又は非共役ジエンの混合物が含
まれる。好適なα－オレフィンコモノマーには、プロピレン、イソブチレン、１－ブテン
、１－ペンテン、１－ヘキセン、１－ヘプテン、１－オクテン、１－ノネン、１－デセン
及び１－ドデセン、１－テトラデセン、１－ヘキサデセン、１－オクタデセン、１－エイ
コセン、３－メチル－１－ブテン、３－メチル－１－ペンテン、４－メチル－１－ペンテ
ン、４，６－ジメチル－１－ヘプテン、並びに、ビニルシクロヘキサンが含まれるが、こ
れらに限定されない。
【００５５】
　本明細書において使用される好適なジエンには、６個～１５個の炭素原子を有する直鎖
炭化水素ジエン、分岐鎖炭化水素ジエン、環状炭化水素ジエン及び多環状炭化水素ジエン
が含まれる。好適な非共役ジエンの例には、直鎖の非環状ジエン、例えば、１，４－ヘキ
サジエン、１，６－オクタジエン、１，７－オクタジエン、１，９－デカジエン、分岐鎖
の非環状ジエン、例えば、５－メチル－１，４－ヘキサジエン、３，７－ジメチル－１，
６－オクタジエン、３，７－ジメチル－１，７－オクタジエン、並びに、ジヒドロミリセ
ン及びジヒドロシネンの混合異性体、単環の脂環状ジエン、例えば、１，３－シクロペン
タジエン、１，４－シクロヘキサジエン、１，５－シクロオクタジエン及び１，５－シク
ロドデカジエン、並びに、多環の脂環状の縮合環ジエン及び架橋環ジエン、例えば、テト
ラヒドロインデン、メチルテトラヒドロインデン、ジシクロペンタジエン、ビシクロ－（
２，２，１）－ヘプタ－２，５－ジエン、アルケニルノルボルネン、アルキリデンノルボ
ルネン、シクロアルケニルノルボルネン及びシクロアルキリデンノルボルネン（例えば、
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５－メチレン－２－ノルボルネン（ＭＮＢ）、５－プロペニル－２－ノルボルネン、５－
イソプロピリデン－２－ノルボルネン、５－（４－シクロペンテニル）－２－ノルボルネ
ン、５－シクロヘキシリデン－２－ノルボルネン、５－ビニル－２－ノルボルネン及びノ
ルボルナジエン）が含まれるが、これらに限定されない。ＥＰＤＭを調製するために典型
的に使用されるジエンのなかで、特に好ましいジエンが、１，４－ヘキサジエン（ＨＤ）
、５－エチリデン－２－ノルボルネン（ＥＮＢ）、５－ビニリデン－２－ノルボルネン（
ＶＮＢ）、５－メチレン－２－ノルボルネン（ＭＮＢ）及びジシクロペンタジエン（ＤＣ
ＰＤ）である。最も特に好ましいジエンが５－エチリデン－２－ノルボルネン（ＥＮＢ）
である。
【００５６】
　一般に、重合は、オレフィンの溶液重合反応について先行技術において周知である条件
で達成することができる。好ましい重合温度は８０℃～２５０℃であり、より好ましくは
１００℃～２００℃である。好ましい重合圧力は大気圧～３０００気圧（１００ｋＰａ～
３００ＭＰａ）であり、より好ましくは１ＭＰａ～１０ＭＰａである。ほとんどの重合反
応において、用いられる触媒：重合可能な化合物のモル比は１０-12：１～１０-1：１で
あり、より好ましくは１０-11：１～１０-5：１である。非常に望ましくは、反応は連続
溶液重合条件の下で行われ、すなわち、モノマーが、溶液重合条件の下で操作される反応
槽に連続して加えられ、重合した生成物が連続的又は半連続的に取り出され、回収され、
又は、第２の反応槽に送られる条件の下で行われる。
【００５７】
　望ましくは、重合混合物は脂肪族又は脂環族の液体希釈剤を含む。そのような脂肪族又
は脂環族の液体希釈剤の例には、直鎖炭化水素及び分岐鎖炭化水素、例えば、イソブタン
、ブタン、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン及びこれらの混合物、脂環族炭化水
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
プタン及びこれらの混合物、並びに、ペルフッ素化炭化水素、例えば、ペルフッ素化Ｃ4-

10アルカンなどが含まれる。少量の芳香族炭化水素（例えば、トルエン、エチルベンゼン
又はキシレン）を同様に含むことができ、しかし、これらは好ましくない。前記希釈剤の
混合物もまた好適である。好ましい液体希釈剤は、ＥｘｘｏｎＭｏｂｉｌ　Ｃｏｒｐｏｒ
ａｔｉｏｎから入手可能なＩｓｏｐａｒ（商標）Ｅの商品名で市販される、１１８℃の蒸
留（ＡＳＴＭ　Ｄ８６）ＩＢＰ、１３７℃の蒸留（ＡＳＴＭ　Ｄ８６）乾点及び０．７２
の比重（１５．６℃、ＡＳＴＭ　Ｄ１２５０）を有する水素化されたオリゴマー状脂肪族
炭化水素混合物である。
【００５８】
　本方法における分子量制御剤又は連鎖移動剤の使用が望まれる。そのような分子量制御
剤の例には、水素、トリアルキルアルミニウム化合物、又は、他の公知な連鎖移動剤が含
まれる。水素が非常に好ましい分子量制御剤又は連鎖移動剤である。本発明を使用するこ
との具体的な利点は、（反応条件に依存して）狭い分子量分布のエチレン／α－オレフィ
ンインターポリマーを製造することができることである。好ましいポリマーは、Ｍｗ／Ｍ
ｎが３．０未満であり、より好ましくは２．６未満である。そのような狭い分子量分布の
ポリマー生成物は、低下したレベルの抽出分及び金属価と同様に、改善された引張り強度
特性のために非常に望ましい。
【００５９】
　本発明の範囲をいかなる点においても限定することはないが、本発明の重合方法を実施
するための１つの手段は下記の通りである。撹拌型タンク反応槽において、重合されるモ
ノマーが任意の溶媒又は希釈剤と一緒に連続的に導入される。反応槽は、任意の溶媒又は
希釈剤及び溶解したポリマーと一緒にモノマーから実質的になる液相を含有する。触媒並
びに共触媒及び場合により、連鎖移動剤が反応槽の液相又はその任意の再循環された部分
に連続的又は断続的に導入される。反応槽の温度を、溶媒／モノマー比、触媒添加速度を
調節することによって、同様にまた、冷却用又は加熱用のコイル、ジャケット又は両方の
使用によって制御することができる。重合速度が触媒添加速度によって制御される。圧力
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がモノマーの流速及び揮発性成分の分圧によって制御される。ポリマー生成物のエチレン
含有量が反応槽におけるエチレン対コモノマーの比率によって決定され、そのような比率
は、反応槽へのこれらの成分のそれぞれの供給速度を操作することによって制御される。
ポリマー生成物の分子量は、場合により、他の重合変数（例えば、温度、モノマー濃度、
又は、前記の連鎖移動剤の流速など）を制御することによって制御される。反応槽から出
るとき、流出物は触媒失活剤（例えば、水、蒸気又はアルコールなど）と接触させられる
。ポリマー溶液は場合により、加熱され、ポリマー生成物が、ガス状モノマー、並びに、
残留する溶媒又は希釈剤を減圧下で流し去ることによって、必要ならば、さらなる揮発分
除去を揮発分除去用エクストルーダーなどの設備において行うことによって回収される。
連続方法において、反応槽における触媒及びポリマーの平均滞留時間は一般には５分～８
時間であり、好ましくは１０分～６時間である。
【００６０】
　代替として、前記重合は、連続ループ反応槽において、その異なる領域の間で確立され
る、モノマー、コモノマー、触媒又は共触媒の勾配を伴って、又は伴うことなく行うこと
ができ、場合により、触媒及び／又は連鎖移動剤の別々の添加が付随し、断熱的もしくは
非断熱的な溶液重合条件、又は、前記反応槽条件の組合せの下において操作される。好適
なループ反応槽の例、及びそれらとともに使用される様々な好適な操作条件が、米国特許
第５，９７７，２５１号、同第６，３１９，９８９号及び同第６，６８３，１４９号に見
出される。
【００６１】
具体的な実施形態
　下記の実施形態が、添付された特許請求の範囲についての具体的な開示のために提供さ
れる。
【００６２】
　１．プロピレン、場合により、エチレン、並びにさらに場合により、１又はそれ以上の
Ｃ4-30α－オレフィン及び／又は１又はそれ以上の共役ジエンもしくは非共役ジエンを、
高分子量のポリマー又はインターポリマーを調製するための連続溶液重合条件の下で重合
するための方法であって、多価アリールオキシエーテルのハフニウム錯体を含む触媒組成
物の存在下で重合を行うことを含む方法。
【００６３】
　２．金属錯体が、下記式、
【化９】

（式中、
　Ｒ20は独立して、それぞれの存在が、水素を除いて５個～２０個の原子を含有する二価
の芳香族基又は不活性に置換された芳香族基である；
　Ｔ3は、水素を除いて３個～２０個の原子を有する二価の炭化水素基又はシラン基、あ
るいは、その不活性に置換された誘導体である；及び
　ＲDは独立して、それぞれの存在が、水素を除いて１個～２０個の原子を有する一価の
配位子基であるか、又は、２つのＲD基は一緒になって、水素を除いて１個～２０個の原
子を有する二価の配位子基である）；及び
　１２０℃～２５０℃の温度及び１００ｋＰａ～３００ＭＰａの圧力での活性化共触媒
に対応する、実施形態１に記載の方法。
【００６４】
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　３．プロピレン及びエチレンが、８５重量パーセント～９８重量パーセントのプロピレ
ンを含有し、５０，０００ｇ／ｍｏｌ以上のＭｗを有するプロピレン／エチレンコポリマ
ーを形成するために重合される、実施形態１に記載の方法。
【００６５】
　４．１３０℃～２５０℃の温度で操作され、反応槽におけるプロピレン濃度が８パーセ
ント以下であり、反応混合物の固形物含有量が１５パーセント以上である連続溶液重合方
法である、実施形態１に記載の方法。
【００６６】
　５．重合温度が１３０℃～２００℃である、実施形態４に記載の方法。
【００６７】
　６．重合の操作条件下において、未反応のモノマーが反応混合物の再循環の前に反応混
合物の残留溶媒から分離されない、実施形態１に記載の方法。
【００６８】
　７．プロピレン転化率が少なくとも７５ｍｏｌパーセントである、実施形態１に記載の
方法。
【００６９】
　８．プロピレン及びエチレンから本質的になるモノマー混合物が重合される、実施形態
１に記載の方法。
【００７０】
　９．共触媒が、２０：１～１５０：１の、Ｈｆに基づくモル比を提供するための量で存
在するアルモキサンである、実施形態１に記載の方法。
【００７１】
　１０．アルモキサンがトリ（イソブチル）アルミニウム修飾メタアルモキサン又はトリ
（ｎ－オクチル）アルミニウム修飾メタアルモキサンである、実施形態９に記載の方法。
【００７２】
　１１．金属錯体が、下記式、
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【化１０】

（式中、ＲDは独立して、それぞれの存在が、クロロ、メチル又はベンジルである）
の１つに対応する、実施形態１～１０のいずれか１つに記載の方法。
【００７３】
　１２．金属錯体が、下記の錯体、
　Ａ）ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロ
アントラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－１，３－プ
ロパンジイルハフニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－１，３－プロパン
ジイルハフニウム（ＩＶ）ジクロリド、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－１，３－プロパン
ジイルハフニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイルハフニウム（ＩＶ）ジメチル
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、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイルハフニウム（ＩＶ）ジクロリ
ド、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイルハフニウム（ＩＶ）ジベンジ
ル、
　Ｂ）ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロ
アントラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシメチル）－１，
４－ブタンジイルハフニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシメチル）－１，４－ブ
タンジイルハフニウム（ＩＶ）ジクロリド、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシメチル）－１，４－ブ
タンジイルハフニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシメチル）－１，４－ブタンジイルハフニウム（ＩＶ）ジメ
チル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシメチル）－１，４－ブタンジイルハフニウム（ＩＶ）ジク
ロリド、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシメチル）－１，４－ブタンジイルハフニウム（ＩＶ）ジベ
ンジル、
　Ｃ）ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロ
アントラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－２，４－ペ
ンタンジイルハフニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－２，４－ペンタン
ジイルハフニウム（ＩＶ）ジクロリド、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－２，４－ペンタン
ジイルハフニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシ）－２，４－ペンタンジイルハフニウム（ＩＶ）ジメチル
、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシ）－２，４－ペンタンジイルハフニウム（ＩＶ）ジクロリ
ド、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシ）－２，４－ペンタンジイルハフニウム（ＩＶ）ジベンジ
ル、
　Ｄ）ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロ
アントラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシメチル）－メチ
レンｔｒａｎｓ－１，２－シクロヘキサンジイルハフニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシメチル）－メチレンｔ
ｒａｎｓ－１，２－シクロヘキサンジイルハフニウム（ＩＶ）ジクロリド、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント



(26) JP 2009-537653 A 2009.10.29

10

20

30

40

50

ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシメチル）－メチレンｔ
ｒａｎｓ－１，２－シクロヘキサンジイルハフニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシメチル）－メチレンｔｒａｎｓ－１，２－シクロヘキサン
ジイルハフニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシメチル）－メチレンｔｒａｎｓ－１，２－シクロヘキサン
ジイルハフニウム（ＩＶ）ジクロリド、及び
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシメチル）－メチレンｔｒａｎｓ－１，２－シクロヘキサン
ジイルハフニウム（ＩＶ）ジベンジル
からなる群より選択される、実施形態１１に記載の方法。
【００７４】
　本発明は、具体的に開示されておらず、多段階重合システム設計における任意の他の好
適な反応又は方法と組み合わせることができる任意の成分の不在下で操作可能であること
が理解される。下記の実施例は、本発明をさらに例示するために提供され、限定として解
釈してはならない。異なることが述べられない限り、すべての部及び百分率は重量基準で
表される。
【実施例】
【００７５】
実施例１～６
金属錯体の調製
　米国特許出願公開第２００４／００１０１３号の合成手順が、下記の金属錯体（Ａ１及
びＡ２）を調製するために実質的に繰り返された。
【化１１】

Ａ１：ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（
メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイルハフニウム（ＩＶ）ジ
メチル

【化１２】

Ａ２：ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（
メチル）フェニル）－２－フェノキシメチル）－ｔｒａｎｓ－１，２－シクロヘキサンジ
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イルハフニウム（ＩＶ）ジメチル
【００７６】
連続重合条件、実施例１～６
　連続溶液重合が、内部撹拌装置を備えるコンピューター制御のオートクレーブ反応槽に
おいて行われる。精製された混合アルカン溶媒（ＥｘｘｏｎＭｏｂｉｌ，Ｉｎｃ．から入
手可能なＩｓｏｐａｒ（商標）Ｅ）、エチレン、プロピレン、５－エチリデン－２－ノル
ボルネン及び水素が、温度制御用ジャケット及び内部熱電対を備える３．８Ｌの反応槽に
連続的に供給される。反応槽への溶媒供給量が質量流量コントローラーによって測定され
る。可変速度ダイアフラムポンプにより、反応槽への溶媒流速及び圧力が制御される。ポ
ンプが吐出しているとき、側方の流れが、触媒注入ライン及び共触媒注入ライン並びに反
応槽撹拌機のためのフラッシュ流れを提供するために取られる。これらの流れは質量流量
計によって測定され、制御バルブによって、又は、ニードルバルブの手動調節によって制
御される。残留する溶媒がモノマー及び水素と一緒にされ、反応槽に供給される。質量流
量コントローラーが、水素を必要に応じて反応槽に送達するために使用される。溶媒／モ
ノマー溶液の温度が、反応槽に入る前に熱交換器の使用によって制御される。この流れは
反応槽の底部に入る。
【００７７】
　触媒成分溶液及び共触媒成分溶液が、ポンプ及び質量流量計を使用して計量され、触媒
フラッシュ溶媒と一緒にされ、反応槽の底部に導入される。使用された共触媒は、約１／
３のｉ－ブチル基／メチル基のモル比を含有する第３の成分のトリ（イソブチル）アルミ
ニウム修飾メタアルモキサン（ＭＭＡＯ）と一緒にされたメチルジ（オクタデシル）アン
モニウムテトラキス（ペンタフルオロフェニル）ボラート（ＭＤＢ）に等しいほぼ化学量
論の長鎖アルキルアンモニウムボラートである。反応槽が液体で満たされ、激しい撹拌と
ともに５００ｐｓｉｇ（３．４５ＭＰａ）で操作される。生成物が、反応槽の上部にある
出口ラインを介して取り出される。反応槽からのすべての出口ラインはスチームトレース
され（steam traced）、断熱される。重合が、少量の水を任意の安定剤又は他の添加剤と
一緒に出口ラインに加え、混合物を静的ミキサーに通すことによって停止される。その後
、生成物の流れが、揮発物除去の前に熱交換器を通過することによって加熱される。ポリ
マー生成物が、揮発物除去用エクストルーダー及び水冷ペレタイザーを使用する押し出し
によって回収される。
【００７８】
　方法の詳細及び結果が表１に含有される。
【表１】

【００７９】
　実施例１～実施例３の反応条件が、金属錯体Ａ２、１．２／１の、Ｈｆに基づくモル比
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でのＭＤＢ共触媒、及びＭＭＡＯ（２５／１のＡｌ／Ｈｆ）を３．７ＭＰａの反応圧で用
いるより大きい規模で実質的に繰り返される。さらなるプロセス詳細及び結果が表２に含
有される。
【表２】
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