
JP 2013-512323 A 2013.4.11

10

(57)【要約】
　以下の工程、すなわち、
　ａ）ａ１）周期表（ＩＵＰＡＣ　２００７）の３族～
１０族遷移金属の有機金属化合物、又はアクチノイド若
しくはランタノイドの有機金属化合物と、ａ２）周期表
（ＩＵＰＡＣ　２００７）の１３族元素要素を含む助触
媒と、そしてａ３）溶媒（Ａ―１）とを含む溶液（Ａ）
を調製する工程、
　ｂ）下式（Ｉ）
　【化１】



(2) JP 2013-512323 A 2013.4.11

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下の工程、すなわち、
ａ）　
　ａ１）周期表（ＩＵＰＡＣ　２００７）の３族～１０族遷移金属の有機金属化合物、又
はアクチノイド若しくはランタノイドの有機金属化合物と、
　ａ２）周期表（ＩＵＰＡＣ　２００７）の１３族元素要素を含む助触媒と、そして
　ａ３）溶媒（Ａ―１）と
を含む溶液（Ａ）を調製する工程、
ｂ）下式（Ｉ）のポリスチレン―ｂ―フルオロポリスチレンコポリマーの存在下で、溶液
（Ａ）と実質的に不混和性である溶媒（Ｂ）中に前記溶液（Ａ）を分散させることによっ
て液／液エマルジョン系を調製する工程、
【化１】

（式中、ｎは１０～１００の数であり、ｍは１～４０の数であり、ｘは５～１６の数であ
り、ｙは１１～３３の数であり、但し、ｍ、ｎ、ｘ及びｙは、ブロックコポリマーを加え
ることによって安定なエマルジョンが形成される程度にブロックコポリマーが溶媒Ｂ又は
溶液Ａ中に可溶性であるように選択される）
　ｂ１）溶媒（Ｂ）はエマルジョンの連続相を構成する
　ｂ２）溶液（Ａ）は液滴の形態で分散相を構成する
　ｂ３）有機金属化合物及び助触媒は液滴中に存在する
ｃ）前記分散相を凝固させて、前記液滴を固体粒子に変える工程
ｄ）前記粒子を任意に回収して前記触媒系を得る工程
を含む、固体粒子の形態で、周期表（ＩＵＰＡＣ　２００７）の３族～１０族の遷移金属
の有機金属化合物を含む、非担持で不均一なオレフィン重合触媒系を調製する方法。
【請求項２】
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　式（Ｉ）（式中、ｎは２５～９０の数であり、ｍは３～３０の数であり、ｘは６～１２
の数であり、そしてｙは１３～２５の数であり、但し、ｍ、ｎ、ｘ及びｙは、ブロックコ
ポリマーを加えることによって安定なエマルジョンが形成される程度に、ブロックコポリ
マーが、溶媒Ｂ又は溶液Ａ中に可溶性であるように選択される）のポリスチレン―ｂ―フ
ルオロポリスチレンコポリマーを界面活性剤として使用することを特徴とする請求項１記
載の方法。
【請求項３】
　式（Ｉ）（式中、ｎは３５～８０の数であり、ｍは５～２５の数であり、ｘは７～９の
数であり、そしてｙは１５～２０の数であり、但し、ｍ、ｎ、ｘ及びｙは、ブロックコポ
リマーを加えることによって安定なエマルジョンが形成される程度に、ブロックコポリマ
ーが、溶媒Ｂ又は溶液Ａ中に可溶性であるように選択される）のポリスチレン―ｂ―フル
オロポリスチレンコポリマーを界面活性剤として使用することを特徴とする請求項１記載
の方法。
【請求項４】
　前記式（Ｉ）のポリスチレン―ｂ―フルオロポリスチレンコポリマーが、１．１～２の
ＧＰＣによって決定される多分散性指数を有することを特徴とする請求項１～３のいずれ
かに記載の方法。
【請求項５】
　エマルジョンを形成させるため加えられる界面活性剤の量が、分散相の量を基準として
０．１重量％～５重量％であることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
　前記式（Ｉ）のポリスチレン―ｂ―フルオロポリスチレンコポリマーを、リビング／制
御重合法によって、好ましくはＡＴＲＰ（原子移転ラジカル重合）によって調製すること
を特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の方法。
【請求項７】
　遷移金属の前記有機金属化合物が、下式（ＩＩＩ）
【化２】

（式中、各Ｃｐは、独立に、非置換若しくは置換且つ／又は縮合したホモ―又はヘテロシ
クロペンタジエニルリガンドであり；任意の１つ又は複数の置換基は、好ましくは、ハロ
ゲン、Ｃ１～Ｃ２０―アルキル、Ｃ２～Ｃ２０―アルケニル、Ｃ２～Ｃ２０―アルキニル
、Ｃ３～Ｃ１２―シクロアルキル、Ｃ６～Ｃ２０―アリール又はＣ７～Ｃ２０―アリール
アルキル、環部分に１、２、３又は４個のヘテロ原子を含むＣ３～Ｃ１２―シクロアルキ
ル、Ｃ６～Ｃ２０―ヘテロアリール、Ｃ１～Ｃ２０―ハロアルキル、―ＳｉＲ’’３、―
ＯＳｉＲ’’３、―ＳＲ’’、―ＰＲ’’２又は―ＮＲ’’２（前記式中各Ｒ’’は独立
に水素又はＣ１～Ｃ２０―アルキル、Ｃ２～Ｃ２０―アルケニル、Ｃ２～Ｃ２０―アルキ
ニル、Ｃ３～Ｃ１２―シクロアルキル若しくはＣ６～Ｃ２０―アリールであるか；又は、
―ＮＲ’’２の場合は、２つの置換基Ｒ’’は、それらが結合されている窒素原子と一緒
になって環を形成できる）から選択され、Ｒは、１～７個の原子と０～４個のヘテロ原子
との架橋であり、そしてその場合、前記ヘテロ原子は、Ｓｉ、Ｇｅ及び／又はＯ原子であ
ることができ、それによって架橋原子のそれぞれは、独立に、Ｃ１～Ｃ２０―アルキル、
トリ（Ｃ１～Ｃ２０―アルキル）シリル、トリ（Ｃ１～Ｃ２０―アルキル）シロキシ又は
Ｃ６～Ｃ２０―アリール置換基から選択される置換基を有していてもよく；又は、ケイ素
、ゲルマニウム及び／又は酸素原子から選択される１～３個のヘテロ原子の架橋を有して
いてもよい、
　Ｔは、Ｔｉ、Ｚｒ又はＨｆから選択される遷移金属であり、各Ａは、独立に、Ｈ、ハロ
ゲン、Ｃ１～Ｃ２０―アルキル、Ｃ１～Ｃ２０―アルコキシ、Ｃ２～Ｃ２０―アルケニル
、Ｃ２～Ｃ２０―アルキニル、Ｃ３～Ｃ１２―シクロアルキル、Ｃ６～Ｃ２０―アリール
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、Ｃ６～Ｃ２０―アリールオキシ、Ｃ７～Ｃ２０―アリールアルキル、Ｃ７～Ｃ２０―ア
リールアルケニル、―ＳＲ’’、―ＰＲ’’３、―ＳｉＲ’’３、―ＯＳｉＲ’’３又は
―ＮＲ’’２であり；前記各Ｒ’’は、独立に、水素又はＣ１～Ｃ２０―アルキル、Ｃ２

～Ｃ２０―アルケニル、Ｃ２～Ｃ２０―アルキニル、Ｃ３～Ｃ１２―シクロアルキル又は
Ｃ６～Ｃ２０―アリールであるか；又は、―ＮＲ’’２の場合は、２つの置換基Ｒ’’は
、それらが結合されている窒素原子と一緒になって、環、例えば５員環又は６員環を形成
でき、
ｎは０又は１であり、
ｍは１又は２であり、
ｑは２又は３であり、そしてその場合、ｍ＋ｑはＴの原子価に等しい）のメタロセン化合
物である請求項６記載の方法。
【請求項８】
　前記助触媒が、トリアルキルアルミニウム化合物、及び／又はＣ１～Ｃ１０―アルキル
アルミノキサンから選択されるアルミノキサン化合物であって、前記助触媒単独で又は他
の助触媒（１種又は複数種）と一緒に使用できる請求項１～７のいずれかに記載の方法。
【請求項９】
　溶液Ａを形成させるために工程ａ）で使用される前記溶媒（Ａ―１）を、トルエン、ベ
ンゼン、キシレン、エチルベンゼン、クメンメシチレン又はシメンから成る群より選択す
る請求項１～８のいずれかに記載の方法。
【請求項１０】
　工程ａ）で使用される溶媒（Ａ―１）が、トルエンである請求項９記載の方法。
【請求項１１】
　工程ｂ）において、前記連続相を形成する前記実質的に不混和性の溶媒が、フッ化炭化
水素、その官能化誘導体、又はそれらの混合物を含む請求項１～１０のいずれかに記載の
方法。
【請求項１２】
　工程ｃ）において、前記凝固を、温度変化処理によって生じさせる請求項１～１１のい
ずれかに記載の方法。
【請求項１３】
　上記請求項１～１２のいずれかに記載の方法によって得ることができる非担持で不均一
なオレフィン重合触媒。
【請求項１４】
　オレフィン重合における請求項１３記載の触媒の使用。
【請求項１５】
　請求項１３記載のオレフィン重合触媒の存在下で、少なくとも１種のオレフィンモノマ
ーを重合させる工程を含むポリオレフィンを調製する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、界面活性剤としてポリスチレン―ｂ―フルオロポリスチレンコポリマーを使
用するエマルジョン／凝固技術による非担持固体メタロセン触媒系を調製する改良方法と
、オレフィン重合における前記触媒の使用とに関する。
【背景技術】
【０００２】
　オレフィンポリマーを調製するために、多くの触媒と方法が知られている。チーグラー
ナッタ（ＺＮ）触媒組成物及び酸化クロム化合物は、例えば、ポリオレフィンを調製する
際に有用であることが分かっている。更に、オレフィン重合におけるメタロセン触媒の使
用は、長年にわたって公知であり、且つ、ＺＮ触媒の使用では簡単には利用できないポリ
マー特性を付与することが分かっている。メタロセン化合物／プロ触媒は、従来は、活性
メタロセン触媒種を生成させるために、助触媒を使用して、例えば文献から知られるアル
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ミノキサンを使用して活性化させる。開発された最初のシングルサイト触媒は、均一であ
った。すなわち、それらは、重合反応において溶液で使用された。均一溶液系の多くの欠
点の故に、いくつかの異なるアプローチを使用して、溶液触媒系の課題を克服しようとし
てきた。今日では、広く使用されている触媒系は、不均一系触媒を含み、そしてその触媒
成分は外部担体に担持されている。前記触媒系は、例えば、Ｓｅｖｅｒｎ　ｅｔ　ａｌ．
，　Ｃｈｅｍ．　Ｒｅｖ．　２００５；　１０５（１１）；　４０７３－４１４７又は　
Ｈａｎｄｂｏｏｋ　Ｔａｉｌｏｒ－Ｍａｄｅ　Ｐｏｌｙｍｅｒｓ：　Ｖｉａ　Ｉｍｍｏｂ
ｉｌｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ａｌｐｈａ－Ｏｌｅｆｉｎ　Ｐｏｌｙｍｅｒｉｚａｔｉｏｎ
　Ｃａｔａｌｙｓｔｓ　ｏｆ　Ｓｅｖｅｒｎ　ｅｔ　ａｌに記載されている。使用される
担体は、担体の触媒含浸を容易にするために、多孔質構造を有する。担体材料は、典型的
にはポリマー担体又は無機担体であり、最も典型的にはシリカ、アルミナ若しくは二塩化
マグネシウム系の材料である。しかしながら、外部担体の使用は、追加のコストを必要と
し、担体の品質は慎重に制御されなければならず、且つ、担持触媒を使用して作られたポ
リマーはいくつかの問題を引き起こす担体残留物を含むことがある。例えば、フィルム用
途では、これは、重大な特徴である。なぜならば、そのような担持触媒を用いて作られた
ポリマーに関しては、担体残留物がフィルム中に視認し得るからである。
【０００３】
　近年、均一触媒と不均一触媒の両方の利点を提供する固体のメタロセン触媒系は、例え
ば国際公開第ＷＯ　０３／０５１９３４号又は国際公開第ＷＯ　２００６／０６９７３３
号（その全文が参照により本明細書に組み込まれる）で開示されているように、外部担体
を使用せずに調製のためにエマルジョン／凝固技術を使用することによって、開発された
。エマルジョン／凝固技術を使用することによるこの種の触媒系の調製は、少なくとも２
つの相を含む液／液エマルジョン系に基づいている。それにより、触媒粒子は、凝固によ
ってエマルジョンの分散相から分離される。国際公開第ＷＯ　０３／０５１９３４号又は
国際公開第ＷＯ　２００６／０６９７３３号で開示されているように、この種の方法は、
フルオラス中油エマルジョンの連続相中に分散された、触媒粒子を含む液滴の凝固を含む
。この種のエマルジョンを得るために、特に、凝固工程の間、液滴形態を維持するために
も、界面活性剤の使用は、必須である。国際公開第ＷＯ　０３／０５１９３４号又は国際
公開第ＷＯ　２００６／０６９７３３号の記載によれば、界面活性剤は、（ａ）ヘテロ原
子（１個又は複数）によって任意に割れこまれている（例えば最高１００００の分子量を
有するポリマー炭化水素を含む）炭化水素、好ましくは官能基を任意に有するハロゲン化
炭化水素、好ましくは当業において公知の半フッ素化、高フッ素化又は過フッ素化炭化水
素をベースとしている。残念なことに、この種の界面活性剤は、エマルジョンを安定化さ
せるにはあまり有効ではなく、そして更に、凝固工程用に加熱中に形態を維持させるのに
もあまり適当ではない。あるいは、実施例に示されているように、界面活性剤は、界面活
性剤前駆体を触媒溶液の化合物と反応させることによって、その場で、好ましく調製され
る。前記の界面活性剤前駆体は、少なくとも１つの官能基を有するハロゲン化炭化水素、
例えば、―ＯＨ、―ＳＨ、―ＮＨ２、―ＣＯＯＨ、―ＣＯＯＮＨ２、アルケンの酸化物、
オキソ基及び／又はそれらの基の任意の反応性誘導体から選択される少なくとも１つの官
能基を有する高フッ素化Ｃ１～Ｃ３０アルコールであることができ、そしてそれは、アル
ミノキサンのような助触媒成分と反応する。好ましい例は、２，２，３，３，４，４，５
，５，６，６，７，７―ドデカフルオロヘプタノール又は３―ペルフルオロオクチル―１
，２―プロペンオキシドである。
【０００４】
　界面活性剤のその場生成のための前記方法は、制御し難いので、結果として、反応時間
、反応温度及び反応濃度のような反応条件に従って生成物の混合物が生じる。異なるタイ
プの化合物の生成は、エマルジョンを安定させる。それは、触媒における、そしてその結
果としてポリマーにおける組成及び濃度を変化させるフルオロ化合物の存在下で起こると
いう事実は、より更に重要である。更に、この種の非常に反応性のフッ素化化合物の使用
は、ＨＳ＆Ｅ（健康、安全及び環境）の観点から問題があると考えられるので、将来これ
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　而して、現時点の技術水準に従う触媒系の問題を克服する、エマルジョン／凝固技術に
よる非担持固体メタロセン触媒系を調製する改良方法を開発するニーズが存在する。
【０００６】
　而して、エマルジョン／凝固技術を使用することによって、非担持固体メタロセン触媒
系を調製する改良方法を提供することは、本発明の目的であった。前記方法は、その場で
界面活性剤を生成させるために、高度に反応性のフッ素化化合物の使用を避け、且つ、良
好なポリマー粒子形態を有するポリマーの製造を可能にする優れた触媒活性を有する触媒
系を生成させる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の目的は、エマルジョン／凝固技術を使用する非担持固体メタロセン触媒系を調
製する方法において、エマルジョン安定化のための従来の高度に反応性のフッ素化化合物
の代わりに、高分子量の両親媒性ブロックコポリマー、すなわちポリスチレン―ｂ―フル
オロポリスチレンコポリマーを使用することによって、達成された。
【０００８】
　而して、本発明は、以下の工程、すなわち、
ａ）　
　ａ１）周期表（ＩＵＰＡＣ　２００７）の３族～１０族遷移金属の有機金属化合物、又
はアクチノイド若しくはランタノイドの有機金属化合物、
　ａ２）周期表（ＩＵＰＡＣ　２００７）の１３族元素を含む助触媒、及び
　ａ３）溶媒（Ａ―１）
を含む溶液（Ａ）を調製する工程、
ｂ）下式（Ｉ）のポリスチレン―ｂ―フルオロポリスチレンコポリマーの存在下で、前記
溶液（Ａ）と実質的に不混和性である溶媒（Ｂ）中に前記溶液（Ａ）を分散させることに
よって液／液エマルジョン系を調製する工程、



(7) JP 2013-512323 A 2013.4.11

10

20

30

40

50

【化１】

（式中、ｎは１０～１００の数であり、ｍは１～４０の数であり、ｘは５～１６の数であ
り、ｙは１１～３３の数であり、但し、ｍ、ｎ、ｘ及びｙは、ブロックコポリマーを加え
ることによって安定なエマルジョンが形成される程度にブロックコポリマーが溶媒Ｂ又は
溶液Ａ中で可溶性であるように選択される）
　ｂ１）前記溶媒（Ｂ）はエマルジョンの連続相を構成する
　ｂ２）前記溶液（Ａ）は液滴の形態で分散相を構成する
　ｂ３）前記の有機金属化合物及び助触媒は液滴中に存在する、
ｃ）前記分散相を凝固させて、前記液滴を固体粒子に変える工程
ｄ）前記粒子を任意に回収して前記触媒系を得る工程
を含む、固体粒子の形態で、周期表（ＩＵＰＡＣ　２００７）３族～１０族の遷移金属の
有機金属化合物を含む非担持で不均一なオレフィン重合触媒系を調製する改良方法に関す
る。
【０００９】
　式（Ｉ）のコポリマーを加えることによって安定なエマルジョンが形成される程度に溶
媒Ｂ又は溶液Ａ中で可溶性とは、充分に可溶性である、とも定義される。
【００１０】
　式（Ｉ）のポリスチレン―ｂ―フルオロポリスチレンコポリマーは、高い触媒活性を有
するこの種のシングルサイト触媒の調製中に、フルオラス中油エマルジョンの安定化のた
めに使用できることが分かった。
【００１１】
　これまで使用されてきた反応性界面活性剤と比較して、式（Ｉ）のこの種のコポリマー
は、所定の構造を有し、そして化学的に不活性である。そのことは、高度に反応性のメチ
ルアルミノキサンの存在下でも、不所望の副生成物を生成させないことを意味しており、
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助触媒として使用できる。
【００１２】
　式（Ｉ）のこの種のコポリマーの更なる利点は、本発明に従って調製される触媒系によ
って製造されたポリマーからポリマー界面活性剤が外部に移行する傾向又は抽出される傾
向が低減される点にある。
【００１３】
　以下において、本発明の本質的な特徴を更に詳細に説明する：
【００１４】
　本出願全体を通して、「溶液」という用語は、２種以上の液体物質が均一に混合されて
いることを示唆している。前記物質のうちの少なくとも１種は、他の物質（溶質）が溶解
される溶媒である。本発明では、溶液（Ａ）の溶媒は、以下でより詳細に定義される溶媒
（Ａ―１）であり、一方、溶液（Ａ）の溶質は、少なくとも、周期表（ＩＵＰＡＣ　２０
０７）３族～１０族の遷移金属の有機金属化合物、及び助触媒である。
【００１５】
　本発明による「エマルジョン」は、エマルジョンを生成させるために使用される条件下
で、実質的に又は殆ど完全に不混和性の２種類の物質の混合物である。一方の物質（分散
相）は、液滴としてもう一方（連続相）の中に分散される。本出願では、連続相は溶媒（
Ｂ）であり、分散相（液滴の形態）は触媒成分を含む溶液（Ａ）である。より正確には、
本発明の溶媒（Ａ―１）は、触媒系成分を、すなわち周期表（ＩＵＰＡＣ　２００７）３
族～１０族の遷移金属の少なくとも有機金属化合物を溶解する溶媒である。好ましくは、
溶媒（Ａ―１）は有機溶媒（Ａ―１）である。
【００１６】
　更に好ましくは、有機溶媒（Ａ―１）は、直鎖アルカン、環状アルカン、直鎖アルケン
、環状アルケン、芳香族炭化水素、例えばトルエン、ベンゼン、エチルベンゼン、プロピ
ルベンゼン、ブチルベンゼン及び／又はキシレン、そしてハロゲン含有炭化水素から成る
群より選択される。トルエンは、触媒系の成分と溶液（Ａ）を形成するのに、溶媒（Ａ―
１）として特に好ましい。
【００１７】
　溶媒（Ｂ）は、単一溶媒又は異なる溶媒の混合物であってもよく、そして少なくとも分
散工程ｂ）中に使用される条件（例えば温度）下で、溶液（Ａ）と実質的に又は殆ど完全
に非混和性である。
【００１８】
　好ましくは、前記溶媒（Ｂ）は、製造される触媒系の化合物に関して不活性である。本
明細書において、用語「化合物に関して不活性」とは、連続相の溶媒（Ｂ）が、化学的に
不活性であり、すなわち触媒系形成化合物又は触媒系前駆体形成化合物（例えば周期表（
ＩＵＰＡＣ　２００７）３族～１０族の遷移金属の有機金属化合物及び助触媒）のいずれ
とも化学反応しないことを意味している。而して、触媒系の固体粒子又はその触媒系のあ
らゆる前駆体は、分散相由来の化合物から液滴中で形成され、換言すれば、溶媒（Ｂ）を
形成している連続相中に分散された溶液（Ａ）中エマルジョンに提供される。
【００１９】
　固体触媒系を形成させるために使用される触媒系化合物（例えば、周期表（ＩＵＰＡＣ
　２００７）３族～１０族の遷移金属の有機金属化合物）は、前記連続相形成溶媒（Ｂ）
中に実質的に不溶性であることが好ましい。
【００２０】
　而して、溶媒（Ｂ）は、好ましくは、ハロゲン化有機溶媒、特にフッ化有機溶媒及び／
又はその官能化誘導体を含み、より更に好ましくは、不混和性溶媒（Ｂ）は、半フッ素化
、高フッ素化又は過フッ素化炭化水及び／又はその官能化誘導体を含む。本明細書で使用
される「高フッ素化」というフレーズは、一般的に、フッ素原子が、分子中の炭素原子上
において、非炭素置換基のうちの少なくとも１／２を構成していることを意味している。
過フッ素化炭化水素とは、炭素上のすべての水素原子がフッ素で置換されたものを意味し
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ている。前記溶媒（Ｂ）は、ペルフルオロ炭化水素又はその官能化誘導体、好ましくはＣ

３～Ｃ３０ペルフルオロアルカン、―アルケン又は―シクロアルカン、より好ましくはＣ

４～Ｃ１０ペルフルオロアルカン、―アルケン又は―シクロアルカン、特に好ましくはペ
ルフルオロヘキサン、ペルフルオロヘプタン、ペルフルオロオクタン又はペルフルオロ（
ジメチルシクロヘキサン）又はそれらの混合物を含む、好ましくはから成ることが特に好
ましい。
【００２１】
　これらの（フッ素化）溶媒（Ｂ）は、例えば溶媒（Ａ―１）のような化合物に関して、
そして触媒系化合物に関して、化学的に不活性であり且つ非常な貧溶媒である。而して、
反応性化合物（例えば、周期表（ＩＵＰＡＣ　２００７）３族～１０族の遷移金属の有機
金属化合物、及び助触媒）は、凝固される触媒系粒子の形態を悪化させると考えられる連
続相における関連反応が発生しないように、液滴相中に保持できる。
【００２２】
　溶媒（Ｂ）の上記貧溶媒特性に起因して、触媒系化合物の「液滴形態」は、例えば系を
加熱することによって凝固の間に溶媒（Ｂ）中へと最初に使用される溶媒（Ａ―１）が取
り出されるとしても、そのまま維持される。更に、凝固中に典型的に使用される更に高い
温度においても、ＢとＡ１との混合物中で、触媒系化合物の溶解度は低い必要があること
に注目すべきである。そうでない場合は、凝固粒子は直ちに再溶解すると考えられる。
【００２３】
　本発明では、式（Ｉ）のポリスチレン―ｂ―フルオロポリスチレンコポリマー（以下で
更に詳細に説明する）は、エマルジョンを形成するための界面活性剤として使用する。エ
マルジョン系の形成後に、前記触媒系は、触媒系化合物から、すなわち、周期表（ＩＵＰ
ＡＣ　２００７）３族～１０族の遷移金属の有機金属化合物と助触媒とから、前記溶液（
Ａ）中において、その場で形成される。
【００２４】
　本発明による方法の第一工程では、触媒成分の溶液が形成される。本発明に従って、触
媒成分は、周期表（ＩＵＰＡＣ　２００７）３族～１０族の遷移金属の有機金属化合物と
助触媒とを含む。
【００２５】
　本発明による用語「遷移金属の有機金属化合物」は、少なくとも１つの有機（配位）リ
ガンドを有し、そして単独で又は共触媒と一緒に触媒活性を示す遷移金属のあらゆるメタ
ロセン化合物又は非メタロセン化合物を含む。遷移金属化合物は当業において公知であり
、そして本発明は、周期表（ＩＵＰＡＣ、２００７）３族～１０族、例えば３族～７族、
又は３族～６族、例えば４族～６族の金属の化合物を含む。
【００２６】
　従って、前記有機金属化合物は、下式（ＩＩ）：
【化２】

（式中、Ｔは上で定義した遷移金属であり、各Ａは独立に例えばシグマ―リガンドのよう
な１価のアニオンリガンドであり、各Ｌは独立にＴに配位する有機リガンドであり、Ｒは
２つのリガンドＬを連結する架橋基であり、ｍは１、２又は３であり、ｎは０、１又は２
、好ましくは０又は１であり、ｑは１、２又は３であり、そしてｍ＋ｑは金属の原子価と
等しい）を有し得る。
【００２７】
　より好ましい定義では、各Ｌは、独立に、（ａ）置換若しくは非置換のシクロペンタジ
エニル、又は、更なる置換基及び／又は周期表（ＩＵＰＡＣ）１３族～１６族の１個又は
複数の複素環原子を任意に有するシクロペンタジエニルのモノ縮合―、ビ縮合若しくは多



(10) JP 2013-512323 A 2013.4.11

10

20

30

40

50

縮合誘導体；又は（ｂ）周期表の１３族～１６族の原子から構成されている非環式のη１

―～η４―又はη６―リガンド、前記リガンドにおいて、開鎖リガンドは、１つ又は２つ
、好ましくは２つの芳香環若しくは非芳香環と縮合し得る、且つ／若しくは別の置換基を
有し得る；又は、（ｃ）芳香族若しくは非芳香族若しくは部分飽和した環式から選択され
る非置換若しくは置換の単環式―、二環式若しくは多環式環構造で構成され、且つ、炭素
環原子と、任意に周期表の１５族～１６族から選択される１個又は複数のヘテロ原子とを
含む、環式のシグマ―、η１―～η４―若しくはη６―の単座リガンド、二座リガンド若
しくは多座リガンドである。
【００２８】
　用語「シグマ―リガンド」は、シグマ結合により１つ又は複数の位置で金属と結合され
た基を意味している。
【００２９】
　好ましい実施態様に従って、前記有機遷移金属化合物Ｉはメタロセンとして公知の化合
物の群である。前記メタロセンは、金属にη―結合されている、少なくとも１つ、一般的
には１つ、２つ又は３つ、例えば１つ又は２つの有機リガンド、例えばη５―リガンドの
ようなη２－６―リガンドを含む。好ましくは、メタロセンは、例えば任意に置換された
シクロペンタジエニル、任意に置換されたインデニル、任意に置換されたテトラヒドロイ
ンデニル又は任意に置換されたフルオレニルである、少なくとも１つのη５―リガンドを
含む、４族～６族の遷移金属、好適にはチタノセン、ジルコノセン又はハフノセンである
。
【００３０】
　メタロセン化合物は、下式（ＩＩＩ）を有し得る。
【化３】

【００３１】
　上記式中：
　各Ｃｐは、独立に、非置換若しくは置換且つ／又は縮合したホモ―又はヘテロシクロペ
ンタジエニルリガンド、例えば置換若しくは非置換シクロペンタジエニルリガンド、置換
若しくは非置換インデニルリガンド、又は置換若しくは非置換フルオレニルリガンドであ
り；任意の１つ又は複数の置換基は、好ましくは、ハロゲン、ヒドロカルビル（例えばＣ

１～Ｃ２０―アルキル、Ｃ２～Ｃ２０―アルケニル、Ｃ２～Ｃ２０―アルキニル、Ｃ３～
Ｃ１２―シクロアルキル、Ｃ６～Ｃ２０―アリール又はＣ７～Ｃ２０―アリールアルキル
）、環部分に１、２、３又は４個のヘテロ原子を含むＣ３～Ｃ１２―シクロアルキル、Ｃ

６～Ｃ２０―ヘテロアリール、Ｃ１～Ｃ２０―ハロアルキル、―ＳｉＲ’’３、―ＯＳｉ
Ｒ’’３、―ＳＲ’’、―ＰＲ’’２又は―ＮＲ’’２、（前記式中各Ｒ’’は、独立に
水素又はヒドロカルビル、例えばＣ１～Ｃ２０―アルキル、Ｃ２～Ｃ２０―アルケニル、
Ｃ２～Ｃ２０―アルキニル、Ｃ３～Ｃ１２―シクロアルキル若しくはＣ６～Ｃ２０―アリ
ールであり；又は、例えば、―ＮＲ’’２の場合、２つの置換基Ｒ’’は、それらが結合
されている窒素原子と一緒になって、例えば５員環又は６員環の環を形成できる）から選
択される。
【００３２】
　Ｒは、１～７原子の架橋、例えば１～４個のＣ原子及び０～４個のヘテロ原子の架橋で
あり、そしてその場合、前記ヘテロ原子は、例えばＳｉ、Ｇｅ及び／又はＯ原子であるこ
とができ、それによって各架橋原子は、独立に、Ｃ１～Ｃ２０―アルキル、トリ（Ｃ１～
Ｃ２０―アルキル）シリル、トリ（Ｃ１～Ｃ２０―アルキル）シロキシ又はＣ６～Ｃ２０

―アリール等の置換基を有していてもよく；又は、１～３個、例えば１個又は２個のヘテ
ロ原子の架橋、例えば―ＳｉＲ１２―の架橋を有していてもよく、そして前記式中、各Ｒ
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１は、独立に、Ｃ１～Ｃ２０―アルキル、Ｃ６～Ｃ２０―アリール又はトリ（Ｃ１～Ｃ２

０―アルキル）シリル―残基、例えばトリメチルシリル―残基である。
【００３３】
　Ｔは、４～６族の遷移金属、例えば４族、例えばＴｉ、Ｚｒ又はＨｆである。
【００３４】
　各Ａは、独立に、シグマ―リガンド、例えばＨ、ハロゲン、Ｃ１～Ｃ２０―アルキル、
Ｃ１～Ｃ２０―アルコキシ、Ｃ２～Ｃ２０―アルケニル、Ｃ２～Ｃ２０―アルキニル、Ｃ

３～Ｃ１２―シクロアルキル、Ｃ６～Ｃ２０―アリール、Ｃ６～Ｃ２０―アリールオキシ
、Ｃ７～Ｃ２０―アリールアルキル、Ｃ７～Ｃ２０―アリールアルケニル、―ＳＲ’’、
―ＰＲ’’３、―ＳｉＲ’’３、―ＯＳｉＲ’’３又は―ＮＲ’’２であり；各Ｒ’’は
、独立に、水素又はヒドロカルビル、例えばＣ１～Ｃ２０―アルキル、Ｃ２～Ｃ２０―ア
ルケニル、Ｃ２～Ｃ２０―アルキニル、Ｃ３～Ｃ１２―シクロアルキル又はＣ６～Ｃ２０

―アリール；又は、例えば、―ＮＲ’’２の場合は、２つの置換基Ｒ’’は、それらが結
合されている窒素原子と一緒になって、環、例えば５員環又は６員環を形成できる。
【００３５】
　単独又はＣｐ，Ｘ，Ｒ’’若しくはＲ１のための置換基としての部分の一部として上記
環部分のそれぞれは、例えばＳｉ及び／又はＯ原子を含み得る例えばＣ１～Ｃ２０―アル
キルで更に置換でき；
ｎは０、１又は２、例えば０又は１であり、
ｍは１、２又は３、例えば１又は２であり、
ｑは１、２又は３、例えば２又は３であり、但しｍ＋ｑはＴの原子価に等しい。
【００３６】
　前記式（ＩＩＩ）のメタロセン及びそれらの調製は、当業において公知である。
【００３７】
　Ｃｐは、好ましくは、上で定義したように任意に置換されたシクロペンタジエニル、イ
ンデニル、テトラヒドロインデニル又はフルオレニルであり、そして更に、環が芳香環で
あってもよいか又は部分的に飽和されていてもよい、３～７原子の、例えば４、５又は６
原子の縮合環を有していてもよい。式（ＩＩＩ）の化合物の適当なサブグループでは、各
Ｃｐは、独立に、Ｃ１～Ｃ２０―アルキル、Ｃ６～Ｃ２０―アリール、Ｃ７～Ｃ２０―ア
リールアルキル（アリール環は単独で又は別の部分の一部として、上記したように更に置
換され得る）、―ＯＳｉＲ’’３（前記式中Ｒ’’は上で示したものである）、好ましく
はＣ１～Ｃ２０―アルキルから選択される１つ又は複数の置換基を有し；Ｘは、Ｈ、ハロ
ゲン、Ｃ１～Ｃ２０―アルキル、Ｃ１～Ｃ２０―アルコキシ、Ｃ６～Ｃ２０―アリール、
Ｃ７～Ｃ２０―アリールアルケニル、又は、上で定義した―ＮＲ’’２、例えば―Ｎ（Ｃ

１～Ｃ２０―アルキル）２であり；Ｒは、メチレン、エチレン、又はシリル架橋であり、
シリルは上記したように置換することができ、例えばジメチルシリル＝、メチルフェニル
シリル＝、又はトリメチルシリルメチルシリル＝架橋であり；ｎは０又は１であり；ｍは
２であり、ｑは２である。好ましくは、Ｒ’’は水素以外である。
【００３８】
　特定のサブグループは、１つ又は２つ、例えば２つのη―リガンド（上記したように、
例えばシロキシ、アルキル及び／又はアリールで任意に置換された架橋又は未架橋のシク
ロペンタジエニルリガンドであり得る）を有するＺｒ、Ｈｆ及びＴｉの公知のメタロセン
、又は、環部分のいずれかにおいて、例えば２―、３―、４―及び／又は７―位において
、上記したように、例えばシロキシ、アルキル及び／又はアリールで任意に置換された２
つの未架橋又は架橋のインデニルリガンドを有するＺｒ、Ｈｆ及びＴｉの公知のメタロセ
ンを含む。例えば具体例としては、例えば、ビス（アルキルシクロペンタジエニル）Ｚｒ
（又はＴｉ又はＨｆ）ジハロゲン化物は、例えばビス（ｎ―ブチルシクロペンタジエニル
）ＺｒＣｌ２）及びビス（ｎ―ブチルシクロペンタジエニル）ＨｆＣｌ２を挙げることが
できる。例えば欧州特許第ＥＰ―Ａ―１２９　３６８号を参照されたい。金属原子が―Ｎ
Ｒ’’２リガンドを有する化合物の例は、特に、国際公開第ＷＯ―Ａ―９８５６８３１号
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及び第ＷＯ―Ａ―００３４３４１号で開示されている。上記公報の内容は参照により本明
細書に組み込まれる。更なるメタロセンは、例えば欧州特許第ＥＰ―Ａ―２６０１３０号
に開示されている。使用可能なメタロセンの更なる例は、例えば国際公開第ＷＯ―Ａ―９
７／２８１７０、第ＷＯ―Ａ―９８／４６６１６号、国際公開第ＷＯ―Ａ―９８／４９２
０８号、国際公開第ＷＯ―Ａ―９９／１２９８１号、第ＷＯ―Ａ―９９／１９３３５号、
国際公開第ＷＯ―Ａ―９８／５６８３１号、国際公開第ＷＯ―Ａ―００／３４３４１号、
欧州特許第ＥＰ―Ａ―４２３　１０１号、及び第ＥＰ―Ａ―５３７　１３０号、ならびに
Ｖ．Ｃ．　Ｇｉｂｓｏｎ　ｅｔ　ａｌ．，　ｉｎ　Ａｎｇｅｗ．　Ｃｈｅｍ．　Ｉｎｔ．
　Ｅｄ．，　ｅｎｇｌ．，　Ｖｏｌ　３８，　１９９９，　ｐｐ　４２８－４４７　及び
　Ｖ．Ｃ．　Ｇｉｂｓｏｎ　ａｎｄ　Ｓ．Ｋ．　Ｓｐｉｔｚｍｅｓｓｅｒ，　ｉｎ　Ｃｈ
ｅｍ．　Ｒｅｖ．　２００３；　１０３（１）；　ｐｐ　２８３－３１６においても見出
すことができる。又は、メタロセン化合物の更なるサブグループでは、金属は、上で定義
したＣｐ基及び追加のη１又はη２リガンドを有する。前記リガンドは互いに架橋されて
いてもよいか又は未架橋でもよい。このサブグループは、η１又はη２リガンドに対して
、好ましくはη１（例えば、シグマ結合された）リガンドに対して架橋されたη５リガン
ドによって金属が錯化されているいわゆる「スコルピオネート化合物（ｓｃｏｒｐｉｏｎ
ａｔｅ　ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ）」（拘束幾何形状を有する）、例えば上で定義したＣｐ基
の金属錯体、例えばシクロペンタジエニル基を含む。前記錯体は、架橋メンバーを介して
、少なくとも１個のヘテロ原子を含む非環式又は環式の基、例えば上で定義した―ＮＲ’
’２を有する。そのような化合物は、例えば国際公開第ＷＯ―Ａ―９６／１３５２９号に
記載されており、その内容は参照により本明細書に組み込まれる。
上記したアルキル、アルケニル又はアルキニルの残基は、単独又は部分の一部として、直
鎖又は分岐鎖であってもよく、そして、好ましくは９個まで、例えば６個までの炭素原子
を含む。アリールは、好ましくはフェニル又はナフタレンである。ハロゲンは、Ｆ、Ｃｌ
、Ｂｒ又はＩであり、好ましくはＣｌである。
【００３９】
　本発明で使用可能な式（ＩＩ）の有機遷移金属化合物の別のサブグループは、非メタロ
センとして公知であり、その場合、遷移金属（好ましくは４族～６族の遷移金属、好適に
はＴｉ、Ｚｒ又はＨｆ）はシクロペンタジエニルリガンド以外の他の配位リガンド（ｃｏ
ｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ　ｌｉｇａｎｄ）を有する。本明細書における用語「非メタロセン
」は、シクロペンタジエニルリガンド又はその縮合誘導体は有していないが、１つ若しく
は複数の非シクロペンタジエニルη―又はσ―、単座、二座又は多座のリガンドを有する
化合物を意味している。前記リガンドは以下の（ａ）又は（ｂ）から選択することができ
る。（ａ）周期表（ＩＵＰＡＣ）の１３族～１６族の原子で構成された非環式のη１―～
η４―又はη６―リガンド、例えば非環式ペンタジエニルリガンド、その場合、主鎖は炭
素原子と、任意に１３族～１６族（ＩＵＰＡＣ）の１個又は複数のヘテロ原子とから成っ
ており、そして、開鎖リガンドは、１つ又は２つ、好ましくは２つの芳香環又は非芳香環
と縮合されていてもよく且つ／又は別の置換基を有していてもよい（例えば、国際公開第
ＷＯ　０１７０３９５号、第ＷＯ　９７１０２４８号及び第ＷＯ　９９４１２９０号参照
）、又は、（ｂ）非置換若しくは置換された単環、二環若しくは多環式の環構造から構成
されている環式のσ―、η１―～η４―若しくはη６―、単座、二座若しくは多座のリガ
ンド、例えば、芳香環若しくは非芳香環若しくは部分的に飽和された環構造、前記環構造
は、炭素原子と、任意に、周期表（ＩＵＰＡＣ）の１５族及び１６族から選択された１個
若しくは複数のヘテロ原子を含んでいる（例えば、国際公開第ＷＯ　９９１０３５３号参
照）。二座又は多座の環構造は、架橋された環構造を含み、そしてその場合、各環は、架
橋基によって、例えば周期表１５族又は１６族の原子によって、例えばＮ、Ｏ又はＳによ
って、遷移金属原子に連結されている（例えば、国際公開第ＷＯ　０２０６０９６３号参
照）。前記化合物の例としては、特に、窒素系の環式又は非環式の脂肪族又は芳香族のリ
ガンドを有する遷移金属錯体、例えば、出願人の先願である国際公開第ＷＯ―Ａ―９９／
１０３５３号又はｉｎ　ｔｈｅ　Ｒｅｖｉｅｗ　ｏｆ　Ｖ．Ｃ．　Ｇｉｂｓｏｎ　ａｔ　
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ａｌ．，　ｉｎ　Ａｎｇｅｗ．　Ｃｈｅｍ．　Ｉｎｔ．　Ｅｄ．，　ｅｎｇｌ．，　Ｖｏ
ｌ　３８，　１９９９，　ｐｐ　４２８－４４７　及び　Ｖ．Ｃ．　Ｇｉｂｓｏｎ　ａｎ
ｄ　Ｓ．Ｋ．　Ｓｐｉｔｚｍｅｓｓｅｒ，　ｉｎ　Ｃｈｅｍ．　Ｒｅｖ．　２００３；　
１０３（１）；　ｐｐ　２８３－３１６に記載されている化合物又は、酸素系リガンド、
例えば、二座の環式又は非環式の脂肪族又は芳香族のアルコキシドリガンド、例えば、任
意に置換された架橋ビスフェノールリガンド（特に、Ｇｉｂｓｏｎ　ｅｔ　ａｌ．の上記
レビューを参照されたい）。非―η５リガンドの更なる具体例は、アミド、アミド―ジフ
ォスファン、アミジネート、アミノピリジネート、ベンズアミジネート、トリアザビシク
ロアルケニル等のアザシクロアルケニル、アリル、ベータ―ジケチメート及びアリールオ
キシドである。上記公報の開示は参照により本明細書に組み込まれる。多様性は、本発明
方法の適用可能性に影響を与えないことに注目すべきである。
【００４０】
　本発明における使用に適するメタロセンの具体例としては、ラセミ型ジメチルシリルビ
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、ラセミ型ジメチル
シリルビス（２―メチル―インデニル）ジルコニウムジクロリド、ラセミ型ジメチルシリ
ルビス（２―メチル―４、５―ベンゾインデニル）ジルコニウムジクロリド、ラセミ型イ
ソプロピリデンビス（２、３ジメチルシクロペンタジエニル）ジルコニウムジメチル、ラ
セミ型イソプロピリデンビス（２、４―ジメチルシクロペンタジエニル）ジルコニウムジ
メチル、エチレンビス（インデニル）ジルコニウムジメチル、及び対応するジクロリドが
挙げられる。他のメタロセンとしては、エチレンビス（２―メチルインデニル）ジルコニ
ウムジクロリド、ジフェニルシリルビス（２―メチルインデニル）ジルコニウムジクロリ
ド、ジフェニルシリルビス（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、及びジエチルシリルビス（２―メチル，４―フェニルインデニル））ジルコニ
ウムジクロリドが挙げられる。更なる適当なメタロセン錯体は、ビス（ｎ―ブチルシクロ
ペンタジエニル）Ｈｆジベンジル、ビス（メチルシクロペンタジエニル）Ｈｆジベンジル
、ビス（１，２―ジメチルシクロペンタジエニル）Ｈｆジベンジル、ビス（ｎ―プロピル
シクロペンタジエニル）Ｈｆジベンジル、ビス（ｉ―プロピルシクロペンタジエニル）Ｈ
ｆジベンジル、ビス（１，２，４―トリメチルシクロペンタジエニル）Ｚｒジベンジル、
ビス（テトラヒドロインデニル）Ｚｒジベンジル、ビス（ｎ―ブチルシクロペンタジエニ
ル）Ｈｆ（ＣＨ２ＳｉＭｅ３）２、ビス（ｎ―プロピルシクロペンタジエニル）Ｈｆ（Ｃ
Ｈ２ＳｉＭｅ３）２、
ビス（ｉ―プロピルシクロペンタジエニル）Ｈｆ（ＣＨ２ＳｉＭｅ３）２、ビス（１，２
，４―トリメチル―シクロ―ペンタジエニル）―Ｚｒ（ＣＨ２ＳｉＭｅ３）２である。
前記の適当なメタロセンは、例えば、特に、欧州特許第ＥＰ　６２９６３１号、欧州特許
第ＥＰ　６２９６３２号、国際公開第ＷＯ　００／２６２６６号、国際公開第ＷＯ　０２
／００２５７６号、国際公開第ＷＯ　０２／００２５７５号、国際公開第ＷＯ　９９／１
２９４３号、国際公開第ＷＯ　９８／４０３３１号、欧州特許第ＥＰ　７７６９１３号、
第ＥＰ　１０７４５５７号及び国際公開第ＷＯ　９９／４２４９７号、ならびに、国際公
開第ＷＯ―Ａ―９５／１２６２２号、国際公開第ＷＯ―Ａ―９６／３２４２３号、国際公
開第ＷＯ―Ａ―９７／２８１７０号、国際公開第ＷＯ―Ａ―９８／３２７７６号、国際公
開第ＷＯ―Ａ―９９／６１４８９号、国際公開第ＷＯ―Ａ―０３／０１０２０８号、国際
公開第ＷＯ―Ａ―０３／０５１９３４号、国際公開第ＷＯ―Ａ―０３／０５１５１４号、
国際公開第ＷＯ―Ａ―２００４／０８５４９９号、欧州特許第ＥＰ―Ａ―１７５２４６２
号及び欧州特許第ＥＰ―Ａ―１７３９１０３号に記載されている。
【００４１】
　本発明で使用可能なメタロセン及び非メタロセン、そして、それらの有機リガンドの調
製は、従来の技術、例えば国際公開第ＷＯ　０１／４８０３４号に詳細に記載されており
、例えば上記の公報が参照される。前記化合物のうちのいくつかも市販されている。而し
て、前記遷移金属化合物は、文献に記載された方法に従い又は類似した方法で、例えば、
まず有機リガンド部分を調製し、次いで、遷移金属で前記有機リガンド（η―リガンド）
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をメタレートすることによって、調製できる。あるいは、従来のメタロセンの金属イオン
は、金属交換反応によって別の金属イオンに交換できる。
【００４２】
　いくつかの異なる遷移金属化合物を使用する場合（混合された二重又は多重の触媒系）
、それらは、上記した有機金属化合物の任意の組み合わせ又は上記した有機金属化合物と
他の触媒化合物との任意の組み合わせ（チーグラ―ナッタ系及び酸化クロム系を含む）、
例えば、少なくとも、２種以上のメタロセンの組み合わせ、メタロセンと非メタロセンの
組み合わせ、ならびにメタロセン及び／又は非メタロセンとチーグラ―ナッタ触媒系（典
型的には遷移金属化合物と、周期表２族金属の化合物、例えばＭｇ化合物を含む）との組
み合わせであることができる。
【００４３】
　更なる要件として、本発明による触媒系は、周期表（ＩＵＰＡＣ　２００７）１３族の
元素を含む助触媒を含む。而して、助触媒は、例えばアルミニウム（Ａｌ）又はホウ素（
Ｂ）を含む。好ましくは、助触媒は、Ａｌの化合物を含む。前記助触媒の例は、有機アル
ミニウム化合物、例えばトリアルキルアルミニウム化合物及び／又はアルミノキサン化合
物である。
【００４４】
　助触媒としては、好ましくはアルミノキサン、特にＣ１～Ｃ１０―アルキルアルミノキ
サン、特に好ましくはメチルアルミノキサン（ＭＡＯ）である。前記アルミノキサンは、
単独の助触媒として、又は、他の助触媒（１種若しくは複数種）と一緒に使用できる。而
して、アルミノキサンの他に、又はアルミノキサンに加えて、触媒活性化剤を形成する他
のカチオン錯体を使用できる。上記助触媒は、市販されているか、又は、従来技術の文献
に従い調製できる。更なるアルミノキサン助触媒は、特に、参照により本明細書に組み込
まれる国際公開第ＷＯ　９４／２８０３４号で開示されている。これらは、―（Ａｌ（Ｒ
’’’）Ｏ）―の繰り返し単位［式中、Ｒ’’’は水素、Ｃ１～Ｃ１０―アルキル（好ま
しくはメチル）又はＣ６～Ｃ１８―アリール又はそれらの混合物］を４０まで、好ましく
は３～２０有する直鎖又は環状のオリゴマーである。
【００４５】
　前記助触媒の使用及び量は、当業の範囲内である。例えば、ホウ素活性化剤に関して、
遷移金属対ホウ素助触媒の割合は、５：１～１：５、好ましくは２：１～１：２、例えば
１：１で使用できる。好ましいアルミノキサン、例えばメチルアルミノキサン（ＭＡＯ）
の場合、アルミノキサンにより提供されるＡｌの量は、例えば１：１～１００００：１、
好適には５：１～８０００：１、好ましくは１０：１～７０００：１、例えば１００：１
～４０００：１、例えば１０００：１～３０００：１のＡｌ対遷移金属のモル比を提供す
るように選択できる。典型的には、固体（不均一）触媒の場合には、前記モル比は好まし
くは５００：１未満である。
【００４６】
　而して、本発明の触媒で使用される助触媒の量は、変更可能であり、そして、当業者に
公知の方法で選択される条件及び特定の遷移金属化合物に左右される。
【００４７】
　有機遷移化合物を含む溶液中に含有させる任意の追加の成分を、前記溶液に、分散工程
の前に又は分散工程後に加えてもよい。
【００４８】
　既に記載したように、触媒系化合物、すなわち、周期表（ＩＵＰＡＣ　２００７）３族
～１０族の遷移金属の有機金属化合物と助触媒を、溶媒（Ａ―１）中に溶解させる。好ま
しくは、溶媒（Ａ―１）は有機溶剤（Ａ―１）である。更に好ましくは、有機溶媒（Ａ―
１）は、直鎖アルカン、環状アルカン、直鎖アルケン、環状アルケン、芳香族炭化水素、
例えばトルエン、ベンゼン、エチルベンゼン、プロピルベンゼン、ブチルベンゼン及び／
又はキシレン、そしてハロゲン含有炭化水素から成る群より選択される。トルエンは、溶
媒（Ａ―１）として特に好ましく、触媒系の成分と溶液（Ａ）を形成する。
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【００４９】
　工程ｂ）において、触媒成分の溶液、すなわち周期表（ＩＵＰＡＣ　２００７）３族～
１０族の遷移金属の有機金属化合物の溶液（Ａ）と助触媒とを、溶媒（Ｂ）に分散させて
、エマルジョンを作る。
【００５０】
　溶媒（Ｂ）中で溶液（Ａ）を分散させてエマルジョンを作るための適当な方法は、機械
的装置の使用ならびに混合のための超音波の使用、又は国際公開第ＷＯ　０３／０５１９
３４号に記載され、そして当業者に公知のいわゆる相変化法である。プロセスパラメータ
、例えば混合、混合強度、混合方式、混合に使用されるパワー、例えば混合速度使用され
る超音波の波長、溶媒相の速度を使用して、触媒系の粒径を調整する。
【００５１】
　界面活性剤は、エマルジョンを安定させるために使用される。
本発明に従って、下式（Ｉ）
【化４】

（式中、ｎは、１０～１００、好ましくは２５～９０、更に好ましくは３５～８０及び最
も好ましくは４５～７５の数であり、ｍは、１～４０、好ましくは３～３０、更に好まし
くは数５～２５及び最も好ましくは８～２０の数であり、ｘは５～１６、好ましくは６～
１２、更に好ましくは７～９及び最も好ましくは８の数であり、ｙは、１１～３３、好ま
しくは１３～２５、更に好ましくは１５～２０及び最も好ましくは１７の数であり、但し
、ｍ、ｎ、ｘ及びｙは、安定なエマルジョンがブロックコポリマーを加えることによって
形成される程度に、ブロックコポリマーが溶液Ｂ又は溶液Ａ中に可溶性であるように、選
択する）のポリスチレン―ｂ―フルオロポリスチレンコポリマーを、界面活性剤として使
用する。
【００５２】
　パラメータｎ、ｍ、ｘ及びｙと一緒に、当業者は、他の重要なパラメータ、例えば分子
量、ブロック率、Ｆモル分率及び元素Ｆ（％）を容易に算出できる。
【００５３】
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　式（Ｉ）のコポリマーを特徴づける更なるパラメータは、多分散性指数（ＰＤＩ＝Ｍｗ
／Ｍｎ）であり、それはＧＰＣによって決定される。
【００５４】
　好ましくは、本発明による式（Ｉ）のコポリマーは、１．１～２、更に好ましくは１．
２～１．８及び最も好ましくは１．３～１．６のＰＤＩを有する。
【００５５】
　このような界面活性剤は、当業者に公知の技術熟練した者に知られているように、リビ
ング／制御重合法によって調製できる。好ましくは、本発明に従って使用される界面活性
剤は、ＡＴＲＰ（原子移転ラジカル重合）によって調製する。
【００５６】
　界面活性剤を、分散相の量を基準として、０．１重量％～５重量％、好ましくは０．２
～４重量％、更に好ましくは０．３～３重量％、そして最も好ましくは０．４～２重量％
の量で加えて、エマルジョンを作る。
【００５７】
　分散相の量を基準として、０．１重量％未満の界面活性剤では、形態に悪影響がある。
【００５８】
　界面活性剤の充分な溶解度がある限りにおいて、分散相の量を基準として５重量％を超
える界面活性剤を加えることができる。
【００５９】
　エマルジョン系の形成後に、前記触媒は、前記溶液の触媒成分からその場で形成される
。
【００６０】
　原則として、分散した液滴から固体触媒系を作るために、任意の凝固法を使用できる。
１つの好ましい実施態様によると、凝固は、温度変化処理によって起こる。よって、エマ
ルジョンを、最高１０℃／分、好ましくは０．５～６℃／分、そして更に好ましくは１～
５℃／分の漸進的な温度変化に曝す。より更に好ましくは、エマルジョンを、１０秒未満
以内での、好ましくは６秒未満以内での、４０℃を超える、好ましくは５０℃を超える温
度変化に曝す。
【００６１】
　回収された固体触媒系は、好ましくは５～２００μｍ、更に好ましくは１０～１００μ
ｍの平均粒径を有する。
【００６２】
　更に、凝固触媒系の形態は、好ましくは球体形状、所定の粒径分布、及び、好ましくは
２５ｍ２／ｇ未満、なお更に好ましくは２０ｍ２／ｇ未満、より更に好ましくは１５ｍ２

／ｇ未満、なおより更に好ましくは１０ｍ２／ｇ未満、そして最も好ましくは５ｍ２／ｇ
の表面積を有し、そしてその場合、前記粒子は、上記した方法によって得られる。
【００６３】
　連続相及び分散相システム、エマルジョン形成法及び凝固法の更なる詳細、実施態様及
び実施例に関しては、例えば、上記した国際特許出願第ＷＯ　０３／０５１９３４号を参
照されたい。
上記触媒成分は、国際公開第ＷＯ　０１／４８０３４号に記載されている方法によって調
製される。
【００６４】
　反応工程ｂ）及びｃ）は、バッチ式で行ってもよく、又は、上記触媒調製法の工程（ｂ
）～（ｃ）の少なくとも１工程は、バッチ式ではなく、連続式で行うことができる。
【００６５】
　工程ｂ）及びｃ）のための半連続又は連続工程に関する詳細、実施態様及び実施例は、
例えば、国際公開第ＷＯ　２００６／０６９７３３号に記載されており、その内容は参照
により本明細書に組み込まれる。
【００６６】
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　本発明は、更に、ポリオレフィンを生成させるオレフィン重合のための上で定義した触
媒系の使用と、前記触媒系によって製造されるポリオレフィンとに関する。
【００６７】
　適当なポリオレフィンは、ポリエチレン及びポリプロピレンホモポリマー、及びまた、
０～４０重量％のＣ２―オレフィン又はＣ３０～Ｃ３０α―オレフィン又はＣ４～Ｃ３０

―ジエン―誘導単位を含むポリエチレン、ポリプロピレン及びポリプロピレン／エチレン
コポリマー、そして更に特に、０～１０重量％のアルケン、例えばエチレン、１―プロペ
ン、１―ブテン、１―ペンテン、４―メチル―ペンタ―１―エン、１―ヘキセン、シクロ
ヘキセン、１―オクテン及びノルボルネン、又はジエン、例えばブタジエン、ヘキサジエ
ン又はオクタジエンを有するエチレン及び／又はプロピレンのコポリマー又はターポリマ
ーを含む。
【００６８】
　好ましい実施態様では、本発明による触媒を用いることによって製造されるポリオレフ
ィンは、プロピレンポリマーである。
【００６９】
　製造されるポリプロピレンは、単峰性又は多峰性、更に好ましくは二峰性であることが
できる。「多峰性」又は「多峰性分配」とは、いくつかの相対的な最大を有する（最大が
１つだけを有する単峰性に対して）度数分布を説明している。特に、表現「ポリマーのモ
ダリティ」とは、ポリマーの分子量分布（ＭＷＤ）曲線の形態、すなわち、ポリマーの分
子量の関数としてのポリマー重量分率のグラフの外観を指している。逐次工程プロセスで
、すなわち直列に結合された反応器を利用し、そして各反応器において異なる条件を使用
することによって、ポリマーを製造する場合、異なる各反応器で製造される異なるポリマ
ー分率は、互いから明確に区別し得るそれら自体の分子量分布を有する。得られた最終ポ
リマーの分子量分布曲線は、ポリマー分率の分子量分布曲線を重ね合わせたものとして認
められ、而して、前記曲線は、個々の分率に関する曲線と比較して、より明確な極大を示
すか、又は、少なくとも際立って幅が広い。そのような分子量分布曲線を示すポリマーは
、それぞれ二峰性又は多峰性と呼ぶ。
【００７０】
　ポリプロピレンは、更に、単独重合体又はコポリマーであり得る。ポリプロピレンが単
峰性の場合、ポリプロピレンは好ましくはポリプロピレンホモポリマーである。次に、ポ
リプロピレンが、多峰性、更に好ましくは二峰性である場合、ポリプロピレンは、ポリプ
ロピレンホモポリマーならびにポリプロピレンコポリマーであることができる。本発明で
使用されるポリプロピレンホモポリマーという表現は、実質的に、すなわち、少なくとも
９７重量％、好ましくは少なくとも９９重量％、そして最も好ましくは少なくとも９９．
８重量％のプロピレン単位から成るポリプロピレンに関する。好ましい実施態様では、ポ
リプロピレンホモポリマー中のプロピレン単位のみが検出可能である。コモノマー含量は
、ＦＴ赤外分光法によって定量できる。
【００７１】
　ポリプロピレンが多峰性又は二峰性ポリプロピレンコポリマーである場合には、コモノ
マーはエチレンであることが好ましい。しかしながら、当業において公知のＣ４～Ｃ１０

のようなより高級なオレフィンの他のコモノマーも適する。プロピレンコポリマーにおけ
るコモノマーの総量、更に好ましくはエチレンの総量は、３０重量％以下、更に好ましく
は２５重量％以下である。
【００７２】
　更に、本発明は、ポリオレフィンを製造するための方法に関するものであり、それによ
り、上で定義した触媒系を使用する。
【００７３】
　本発明の触媒系と組み合わせてポリオレフィンを生成させるためのオレフィン重合とし
て知られているオレフィン重合の任意の方法、例えば気相重合、スラリー相重合、溶液重
合のうちの任意の方法又はそれらの任意の組み合わせを使用できる。
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【００７４】
　重合は、少なくとも１つの重合反応器で実施される、一段階又は二段階若しくは多段階
の重合プロセスであることができる。分子量分布（ＭＷＤ）に関して多峰性のポリマーは
、多段工程で製造され、その場合、低分子量及びより高分子量のポリマーは、任意の順序
で、異なる重合工程で製造される。多峰性ポリマーを製造するための異なる組合せ、例え
ば気相・気相、スラリー相・スラリー相、スラリー相・気相プロセスを使用することがで
き；好ましくは、スラリー相・気相重合である。単峰性ポリマーは、２つ以上の段階が可
能であるが、一段重合で製造できる。しかし、ほぼ同じ分子量を有するポリマーは各段階
で製造される。しかしながら、上記した重合のあらゆるタイプが可能であり、スラリープ
ロセスは一つの好ましい方法である。
【００７５】
　実際の重合に加えて、プロセス構成は、任意のプレ又はポスト反応器を含むことができ
る。
【００７６】
　使用される重合反応器のタイプに関係なく、本発明による触媒系は、任意適当な手段に
よって、重合反応器中に導入し得る。一つの実施態様では、触媒系は、実質的に乾燥した
状態で反応器に供給される。それは、触媒の単離された固体形態は、反応器に入る前に、
希釈剤によって希釈されなかったか又は混合されなかったことを意味している。別の実施
態様では、触媒系は、希釈剤と混合され、反応器に供給される；一つの実施態様における
希釈剤は、アルカン、例えばＣ４～Ｃ２０―アルカンであり、又はフッ素化炭化水素、鉱
物、又はシリコン油、又はそれらの組み合わせである（注、ＵＳはＺＮのためである）。
一般的に、使用される触媒系の量は、触媒系の性質、反応器のタイプと条件、そしてポリ
マー生成物に要求される特性に左右される。本明細書で参照した公報に記載されている従
来の触媒量を使用してもよい。
【００７７】
　反応器の構成（ｒｅａｃｔｏｒ　ｓｅｔｕｐ）は、特に制限されず、当業者に公知のあ
らゆる反応器の構成であることができる。
【００７８】
　スラリー反応器、例えばループ型反応器では、反応温度は、一般的に５０～１１０℃（
例えば、６０～１００℃、又は７０～１１０℃）であり、反応器圧は、一般的に２０～８
０バール（例えば、３０～７０バール）であり、そして滞留時間は、一般的に０．３～５
時間（例えば、０．５～２時間）である。使用される希釈剤は、一般的に、－７０～＋１
００℃の沸点を有する脂肪族炭化水素である。スラリー反応器では、所望により、超臨界
条件下で、重合を行ってもよい。
【００７９】
　気相反応器では、使用する反応温度は一般的に５０～１３０℃（例えば、６０～１１５
℃、又は６０℃～１００℃）であり、反応器圧力は一般的に５～６０バール、好ましくは
１０～４０バールであり、そして滞留時間は一般的に１～８時間である。
使用するガスは、通常は、モノマーであるか、又は、モノマーと非反応性ガス、例えば窒
素との混合物である。ポリプロピレン重合では、ガスは、主にモノマーである。
【００８０】
　当業において公知でルーチンであるように、水素を反応器に導入してポリマーの分子量
を制御できる。一つの実施態様では、循環ガス流における水素対総オレフィンモノマーの
モル比は０．００１又は０．００２又は０．００３：１～０．０１４又は０．０１６又は
０．０１８又は０．０２４：１であり、その場合、望ましい範囲は、本明細書において記
載されている任意のモル比上限と任意のモル比下限とのあらゆる組み合わせを含み得る。
別の表現では、いつでも反応器中の水素の量は、一つの実施態様では１０００ｐｐｍ～２
０，０００ｐｐｍ、別の実施態様では２０００～１０，０００、もう一つ別の実施態様で
は３０００～８，０００、そして更にもう一つ別の実施態様では４０００～７０００であ
ることができ、そしてその場合、望ましい範囲は、本明細書において記載されている任意
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の水素濃度の上限と任意の水素濃度の下限とを含み得る。
【００８１】
　而して、本発明は、少なくとも（ｉ）上で定義したα－オレフィンホモ―又はコポリマ
ー成分を含むポリマー組成物を製造する方法も提供する。前記方法では、α―オレフィン
モノマーは、任意には１種又は複数種のコモノマーと一緒に、本発明による特別な触媒系
の存在下で、重合される。ポリマー組成物が成分（ｉ）から成る場合、本方法は一段法で
ある。
【００８２】
　本発明は、更に、上で定義した又は以下でクレームされる少なくとも２つの異なるα―
オレフィンホモ―又はコポリマー成分（ｉ）及び（ｉｉ）を含むポリマー組成物を製造す
る方法を提供する。前記方法では、各成分は、１つ又は複数の重合反応器を使用する多段
重合法で、本発明による重合触媒系の存在下で、α―オレフィンモノマーを、任意には１
種又は複数種のコモノマーと一緒に、重合させることによって製造される。前記反応器は
、同じか又は異なっていてもよく、例えば、少なくともループ・ループ、ガス・ガス、又
はループとガスの任意の組み合わせであってもよい。各段階は、同じか又は異なる重合法
を使用して、並行的に又は逐次的に行うことができる。
逐次工程の場合、各成分、例えば（ｉ）及び（ｉｉ）は、前の工程で作られたポリマー成
分、好ましくは前の工程で使用された触媒系の存在下で、第一工程を除く各工程で重合を
行うことによって、任意の順序で製造し得る。あるいは、同じか又は異なる触媒系を、次
の工程（１つ又は複数）で加えることができる。
【００８３】
　一つの実施態様では、（ｉ）α―オレフィンホモポリマー又はコポリマー成分と、任意
に（ｉｉ）α―オレフィンホモポリマー又はコポリマー成分とを含む上記ポリマー組成物
のいずれかを製造する方法は、以下の工程：すなわち、（ａ）本発明による触媒系の存在
下、スラリー反応器ゾーンにおいて、好ましくはループ型反応器において、任意には１種
又は複数種のコモノマーと一緒に、α―オレフィンモノマーを重合させて、ポリマー成分
（ｉ）を製造する工程、及び（ｂ）工程（ａ）の反応生成物を次の気相反応器ゾーンへと
選択的に移送し、そして、工程（ａ）の反応生成物の存在下で、α―オレフィンモノマー
を、任意には１種又は複数種のコモノマーと一緒に重合させて、ポリマー組成物を得るた
めのポリマー成分（ｉｉ）を製造する工程、及び
（ｃ）得られた組成物を回収する工程を含む。
【００８４】
　好ましい多段プロセスは、例えば、欧州特許第ＥＰ　０８８７　３７９号、国際公開第
ＷＯ　９２／１２１８２号、又は国際公開第ＷＯ　２００５／００２７４４号のような特
許文献に記載されている、デンマークにあるＢｏｒｅａｌｉｓ　Ａ／Ｓ社によって開発さ
れたような例えば「ループ・気相」プロセス（ＢＯＲＳＴＡＲ（登録商標）技術として公
知）である。
【００８５】
　本発明に従って製造されるポリマー組成物は、吹込フィルム、パイプ、押出コーティン
グ、ワイヤ及びケーブル外被、射出成形、ブロー成形、又は回転成形のような非常に様々
な用途で使用できる。
【００８６】
　方法：
　ＧＰＣ：分子量平均、分子量分布、及び多分散性指数（Ｍｎ、Ｍｗ、ＭＷＤ、ＰＤＩ）
　分子量平均（Ｍｗ、Ｍｎ）、分子量分布（ＭＷＤ）及び多分散性指数ＰＤＩ＝Ｍｗ／Ｍ
ｎ（式中、Ｍｎは数平均分子量であり、Ｍｗは重量平均分子量である）によって記述され
る分子量分布の幅を、ＩＳＯ　１６０１４―４：２００３及びＡＳＴＭ　Ｄ　６４７４―
９９に従うゲル透過クロマトグラフィー（ＧＰＣ）によって測定される。示差屈折率検出
器とオンライン粘度計を具備しているＷａｔｅｒｓ　ＧＰＣＶ２０００を、Ｔｏｓｏｈ　
Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅ社から入手した２　ｘ　ＧＭＨＸＬ－ＨＴ及び１ｘ　Ｇ７０００Ｈ
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ＸＬ－ＨＴ　ＴＳＫ－ゲルカラム、１４０℃且つ一定の流量１ｍＬ／分において、溶媒の
１，２，４―トリクロロベンゼン（ＴＣＢ、２５０ｍｇ／Ｌの２，６―ジｔｅｒｔブチル
―４―メチルフェノールで安定化させた）と一緒に使用した。１分析当たり２０９．５μ
Ｌの試料溶液を注入した。カラムセットを、１ｋｇ／モル～１２０００ｋｇ／モルの少な
くとも１５の狭いＭＷＤポリスチレン（ＰＳ）標準によって、ＩＳＯ　１６０１４―２：
２００３に従う普遍較正を使用して較正した。使用されるＰＳ、ＰＥ及びＰＰに関するマ
ークハウインク定数は、ＡＳＴＭ　Ｄ　６４７４―９９準拠である。４ｍＬ（１４０℃）
の安定化ＴＣＢ（移動相と同じ）中に０．５～４．０ｍｇのポリマーを溶かし、そして、
ＧＰＣ機器中でサンプリングする前に、連続して穏やかに振盪しながら、最高１６０℃で
最高３時間保つことによって、すべてのサンプルを調製した。
【００８７】
　ポリマー粉末の嵩密度は、ＡＳＴＭ　Ｄ　１８９５に従って測定した。
【００８８】
　Ａｌ及びＺｒの測定（ＩＣＰ法）
触媒の元素分析は、質量Ｍの固体サンプルを採取し、ドライアイスで冷却することによっ
て、行った。そのサンプルを、硝酸（ＨＮＯ３、６５体積％、５体積％）及び新鮮な脱イ
オン（ＤＩ）水（５体積％）中に溶かすことによって、公知の体積Ｖまで希釈した。次い
で、その溶液を、フッ化水素（ＨＦ、４０体積％、３体積％）に加え、そして最終的な体
積Ｖまで脱イオン水で希釈し、そして２時間そのまま置いて安定化させた。ブランク（脱
イオン水中５％ＨＮＯ３、３％のＨＦ溶液）、低い標準（脱イオン水中５％ＨＮＯ３、３
％ＨＦ溶液中１０ｐｐｍのＡｌ）、高い標準（脱イオン水中５％ＨＮＯ３、３％ＨＦの溶
液中５０ｐｐｍ　Ａｌ，　２０ｐｐｍ　Ｚｒ）及び品質管理サンプル（脱イオン水中５％
ＨＮＯ３、３％ＨＦの溶液中２０ｐｐｍ　Ａｌ，　１０　ｐｐｍ　Ｚｒ）を使用して、分
析直前に較正されたＴｈｅｒｍｏ　Ｅｌｅｍｅｎｔａｌ社製ＩＲＩＳ　Ａｄｖａｎｔａｇ
ｅ　ＸＵＶ誘導結合プラズマ・原子励起分光計を使用して、室温で、分析を行った。ジル
コニウム含量は、３３９．１９８ｎｍラインを使用してモニターし、そして、３９６．１
５２ｎｍラインによってアルミニウム含量及び７６６．４９０ｎｍラインによってカリウ
ム含量をモニターした。０～１００であることが要求される又は更なる希釈が要求される
記録値は、同じサンプルから採取した３つの連続アリコートの平均であり、以下の方程式
１を使用して元の触媒１へと関連付ける。
【数１】

式中：Ｃは、ｐｐｍ単位の濃度であり、％含量の１０，０００倍であり、
Ｒは、誘導結合プラズマ原子分光分析より得られた記録値であり、
Ｖは、総希釈体積であり、
Ｍは、サンプルの元の質量であり、単位はｇである。
　希釈が必要とされる場合、その希釈を、濃度Ｃに希釈係数を掛けることによって考慮に
入れることも必要である。
【００８９】
　触媒活性は、使用した固体触媒成分１ｇ当たり且つ１時間当たりに得られるｋｇ単位の
ポリマー量（例えばｋｇ　ＰＰ／ｇ触媒／ｈ）と定義される。
【００９０】
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　ＰＳＤ
粒径分布ＰＳＤ：媒体としてｎ―ヘプタンを使用して室温でＣｏｕｌｔｅｒ　Ｃｏｕｎｔ
ｅｒ　ＬＳ　２００によって測定した。
【図面の簡単な説明】
【００９１】
【図１】実施例４による触媒の走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）像である。
【図２】実施例５による触媒の走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）像である。
【発明を実施するための形態】
【００９２】
　実験：
　実施例１：ＦＳＦモノマーの合成
　２，３，５，６―テトラフルオロ―４―（３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，
８，８，９，９，１０，１０，１０―ヘプタデカフルオロ―デカオキシ）スチレン（ＦＳ
Ｆ）の合成は、以下のようにして行った：１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ―ペルフルオロデカノ
ール（１６ｍｍｏｌ、Ｆｌｕｋａ）を、３２ｍｌの５０％水性ＮａＯＨと混合した。３２
ｍｌのジクロロメタン及び１．６ｍｍｏｌの硫酸水素テトラブチルアンモニウム（ＴＢＡ
Ｈ、Ｆｌｕｋａ、＞９９％）を加え、そして得られた懸濁液を激しく撹拌した。ペンタフ
ルオロスチレン（１８ｍｍｏｌ；ＦＳ、Ａｌｄｒｉｃｈ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ社製、９９
％、真空蒸留して安定化剤を取り除いた）を添加すると、反応混合物は、わずかに黄色に
なった。４０℃で７２時間撹拌した後に、有機質層を分離し、０．１ＭのＨＣｌ及び水で
洗浄し、そして硫酸ナトリウムで乾燥させた。溶媒を蒸発させた後、生成物を、メタノー
ル中で結晶化させた。収率は３０％であった。
１Ｈ　ＮＭＲ（２００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３）　δ　ｐｐｍ：２．６（２Ｈ，―ＯＣＨ２Ｃ
Ｈ２Ｃ８Ｆ１７），４．４５（２Ｈ，―ＯＣＨ２ＣＨ２Ｃ８Ｆ１７），５．７（１Ｈ，―
ＣＨ＝ＣＨ（１）），６．０５（１Ｈ，―ＣＨ＝ＣＨ（２）），６．６５（１Ｈ，―ＣＨ
＝ＣＨ２）．
【００９３】
　実施例２：高分子開始剤に関する一般的なＡＴＲＰ手順
　臭素末端ポリスチレンＰＳ―Ｂｒ高分子開始剤を、以下のようにして調製した：５ｍｌ
のキシレン中、１４．６ｇのスチレン（Ｍｅｒｃｋ社製、使用前に真空蒸留した）、０．
３２ｇのフェニル―２―ブロモプロピオネート［フェノール（Ｍｅｒｃｋ社製，　９９．
５％）と２―ブロモプロピオニルブロミド（Ａｌｄｒｉｃｈ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ社製、
９８％）を使用し、Ｍａｃｒｏｍｕｌｅｃｕｌｅｓ，　１９９９；　３２：　ｐｐ　８７
３２－９　ｂｙ　Ｈａｄｄｌｅｔｏｎ　ａｎｄ　Ｗａｔｅｒｓｏｎに記載されているよう
にして合成した］、０．２０ｇのＣｕ（Ｉ）Ｂｒ（氷酢酸、ＡｐｐｌｉＣｈｅｍ社製、９
６％で洗浄した）、及び０．４４ｇのビピリジンの溶液を、丸底フラスコにおいて調製し
た（モノマー：開始剤：Ｃｕ（Ｉ）Ｂｒ：リガンドのモル比１００：１：１：２）。その
溶液を、５つの結氷融解サイクルによって脱気し、その密封した重合混合物を、１１０℃
のシリコン油浴中に浸漬した。１３５分の反応時間後に、その混合物を、周囲温度まで冷
却し、ＴＨＦで希釈し、そして二酸化ケイとＡｌ２Ｏ３とのカラムに通して濾過した。８
．６ｇの高分子開始剤は、濾過し、メタノール中でポリマーを沈殿させ、そしてそれを真
空下で乾燥させた後、得られた。標本の純度は、１Ｈ　ＮＭＲ分光法によって確認し、Ｐ
Ｓ標準に対するＳＥＣを、モル質量及びモル質量分布の算出において使用した。
分子特性：
Ｍｎ：３８７７ｇ／ｍｏｌ　
Ｍｗ：５３００ｇ／ｍｏｌ，
ＰＤＩ：１．３７
【００９４】
　実施例３：フッ化モノマーのＡＴＲＰのための手順；ＰＳ４０００―ｂ―ＰＦＳＦ２の
調製
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　５ｍｌのキシレン中、３．３ｇのＦＳＦ（実施例１で調製したモノマー）、０．９０ｇ
の高分子開始剤（臭素末端ポリスチレン；実施例２で調製した）、０．０２４ｇのＣｕ（
Ｉ）Ｂｒ、及び０．０５３ｇのビピリジンの溶液を、丸底フラスコにおいて調製した（モ
ノマー：開始剤：Ｃｕ（Ｉ）Ｂｒ：リガンドのモル比３０：１：１：２）。その溶液を、
５つの結氷融解サイクルによって脱気し、その密封した重合混合物を、１１０℃のシリコ
ン油浴中に浸漬した。１８時間の反応時間後に、その混合物を、周囲温度まで冷却し、Ｔ
ＨＦで希釈し、そしてシリカとＡｌ２Ｏ３とのカラムに通して濾過した。濾過した後、メ
タノール中でポリマーを沈殿させ、そして真空下で乾燥させると、白色粉体の形態で、２
．６ｇのＰＳ４０００―ｂ―ＰＦＳＣ８Ｆ１７が得られた。サンプルの純度は、１Ｈ　Ｎ
ＭＲ分光法によって確認した。モル質量は、１Ｈ　ＮＭＲスペクトル及びＳＥＣから得ら
れた多分散性により定量した。
分子特性：
Ｍｎ：９４００ｇ／ｍｏｌ
Ｍｗ：１４５００ｇ／ｍｏｌ
ＰＤＩ：１．５４
【００９５】
　実施例４：触媒の調製：
　グローブボックスにおいて、２５ｍｇのポリマー界面活性剤を、トルエン中５．０ｍｌ
の３０％メチルアルミノキサン（Ａｌｂｅｍａｒｌｅ社製）溶液に加えた。室温で１２時
間撹拌した後、得られた明澄な溶液を、５４ｍｇのｒａｃ―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（Ｃａｔａｌｙｔｉｃａ　Ａ
ｄｖａｎｃｅｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ社製；ＣＡＳ：１５３８８２―６７―８）に
加えた。次いで、その混合物を、室温で３０分間、攪拌した。得られた赤みがかった溶液
を、０℃において、バッフル及び塔頂攪拌機を具備している５０ｍＬ乳化ガラス反応器に
おいて、４０ｍＬのペルフルオロ―１，３―ジメチルシクロヘキサンに加えた。その反応
混合物を、０℃及び５７０回転／分で２０分間撹拌すると、分散相としてトルエン溶液を
有するエマルジョンが生成した。
【００９６】
　一方、１００ｍＬのペルフルオロ―１，３―ジメチルシクロヘキサンは、９０℃の油浴
によって、機械的撹拌機を具備している第二ガラス反応器中で加熱した。混合は、４００
回転／分に調整した。次いで、冷めたいエマルジョンを、テフロン（登録商標）管（内径
２ｍｍ）を介して、出来るだけ早く、熱いペルフルオロ―１，３―ジメチルシクロヘキサ
ンに移した。油浴を取り除き、得られた懸濁液の撹拌を３００回転／分で１５分間続けた
。次いで、混合を止め、ペルフルオロ―１，３―ジメチルシクロヘキサン上に固体触媒を
浮遊させた。サイホン効果によってペルフルオロ炭化水素を除去した後、残留している固
体触媒を、アルゴン流中において５０℃で２時間乾燥させると、赤色の易流動性の粉末が
０．９７ｇ得られた。
モル比Ａｌ／Ｚｒ＝２００
分散相中の界面活性剤量：０．５重量％
触媒：
触媒中のＺｒ含量：０．５０重量％
粒径：ｄ５０＝１６．２μｍ
【００９７】
　図１には、実施例４による触媒の走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）像が示してある。これら
の画像は、本発明（実施例４）による触媒の良好な触媒形態を示している。
【００９８】
　実施例５：触媒調製：
　分散相中の界面活性剤の量が１．５重量％であったことを除いて、実施例４を繰り返し
た。
収量：０．９５ｇの触媒
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モル比Ａｌ／Ｚｒ＝２００
触媒：
触媒中のＺｒ含量：０．４９重量％
粒径：ｄ５０＝１３．５μｍ
【００９９】
　図２には、実施例５による触媒の走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）像が示してある。
これらの画像は、本発明（実施例５）による触媒の良好な触媒形態を示している。
【０１００】
　図２から分かるように、粒子形態は、より高い界面活性剤濃度によって、大幅に向上す
る。
【０１０１】
　実施例６：重合
　液体プロピレン（１４００ｇ）、トリイソブチルアルミニウム溶液（５ｍＬペンタン中
０．２５ｍＬのＴＩＢＡ）及び水素（２０ｍｍｏｌ）を、５Ｌのステンレス鋼反応器に入
れた。反応器の温度を３０℃に安定化させ、実施例４で調製した固体触媒２１．８ｍｇを
、ＰＦＣ（５ｍＬ）と窒素過圧で反応器にフラッシュした。撹拌は、２５０回転／分に設
定した。反応器温度を、１５分で７０℃まで上昇させ、その後、重合反応を３０分間続け
た。次いで、反応器を脱気し、窒素でフラッシュした。ポリプロピレン収量は２４１．０
ｇであった。触媒活性は２２．１　ｋｇ　ＰＰ／ｇ触媒・ｈであった。ＭＦＲ２＝７．８
ｇ／１０分。
【０１０２】
　実施例７：重合
　実施例６の重合手順を繰り返したが、実施例５で調製した触媒を使用した。ポリプロピ
レン収量は３６６．０ｇであった。触媒活性は３３．６　ｋｇ　ＰＰ／ｇ触媒・ｈであっ
た。ＭＦＲ２＝７．４ｇ／１０分。
【０１０３】
　実施例８：比較実施例１
　触媒調製
　ジャケット付き９０ｄｍ３ガラスライニングステンレス鋼反応器において、－５℃で、
１．２６ｋｇの２４．５重量％（（２，２，３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，
８，８，９，９，９―ヘプタデカフルオロノニル）オキシラン）／トルエン溶液を、２０
ｋｇの３０重量％メチルアルミノキサン／トルエン溶液に対して、極めてゆっくりと（３
．４ｍｌ／分）加えることによって、複合溶液を調製した。温度を２５℃に上昇させ、溶
液を６０分間撹拌した。２４２ｇの複合ｒａｃ―ジメチルシランジイルビス（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を加えたのち、その溶液を更に２時
間撹拌した。その混合物は、ローターステーター対４Ｍを有するローターステーターへと
５ｌ／ｈでポンプで注入した。先端速度４ｍ／ｓを有するローターステーターにおいて、
混合物を、ＰＦＣの３２ｌ／ｈフローと一緒に混合し、エマルジョンを形成させた。エマ
ルジョン中の液滴は、テフロン（登録商標）ホースにおいて、７６℃の温度で、４５０ｌ
／ｈのＰＦＣの過剰フローによって凝固させた。前記ホースを、らせん状混合部材を具備
しているジャケット付き１６０ｄｍ３ステンレス鋼反応器に接続した。この反応器におい
て、触媒粒子を、密度差によってＰＦＣから分離した。その複合溶液を利用した後、触媒
粒子を、７０℃の温度及び５ｋｇ／ｈの窒素流で５時間、１６０ｄｍ３反応器において乾
燥させた。
平均粒径ｄ５０：１６μｍ
モル比Ａｌ／Ｚｒ：２３０モル／モル
Ｚｒ含量：０．４９重量％
Ａｌ含量：３４．４重量％
【０１０４】
　実施例９：比較実施例２
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　重合
　実施例８で調製した触媒３３．８ｍｇを使用して、実施例６と同じ方法で重合を実施し
た。ポリプロピレンの収量は１５７ｇであった。触媒活性は９．３　ｋｇ　ＰＰ／ｇ触媒
・ｈであった。ＭＦＲ２＝２１．６ｇ／１０分。

【図１】 【図２】
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【要約の続き】

（式中、ｎは１０～１００の数であり、ｍは１～４０の数であり、ｘは５～１６の数であり、ｙは１１～３３の数で
あり、但し、ｍ、ｎ、ｘ及びｙは、ブロックコポリマーを加えることによって安定なエマルジョンが形成される程度
にブロックコポリマーが溶媒Ｂ又は溶液Ａ中に可溶性であるように選択される）のポリスチレン―ｂ―フルオロポリ
スチレンコポリマーの存在下で、溶液（Ａ）と実質的に不混和性である溶媒（Ｂ）中に前記溶液（Ａ）を分散させる
ことによって液／液エマルジョン系を調製する工程、
　　ｂ１）溶媒（Ｂ）はエマルジョンの連続相を構成する
　　ｂ２）溶液（Ａ）は液滴の形態で分散相を構成する
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　　ｂ３）有機金属化合物及び助触媒は液滴中に存在する、
　ｃ）前記分散相を凝固させて、前記液滴を固体粒子に変える工程
　ｄ）前記粒子を任意に回収して前記触媒系を得る工程　　　
を含む、固体粒子の形態で、周期表（ＩＵＰＡＣ　２００７）の３族～１０族の遷移金属の有機金属化合物を含む、
非担持で不均一なオレフィン重合触媒系を調製する方法と、前記方法によって得られる非担持で不均一なオレフィン
重合触媒と、オレフィン重合における前記触媒の使用。
【選択図】なし
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