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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　６０重量％から９８重量％のプロピレン誘導単位と２重量％から１５．５重量％の１つ
または複数の他のαオレフィンから誘導される単位を含有する少なくとも１つのプロピレ
ンベースポリマーであって、トリアッド規則性が９０％以上であり、融解熱が８０Ｊ／ｇ
未満であり、ＧＰＣによって測定される重量平均分子量（Ｍｗ）が１２０，０００から２
５０，０００であり、ＭＷＤが２．０から２．５であるプロピレンベースポリマーを、潤
滑油組成物の総重量をベースにして、０．１重量％から２０重量％と、
　基油と、
　潤滑油組成物の総重量をベースにして、０．１重量％から２０重量％の１つまたは複数
の分散剤と、
　潤滑油組成物の総重量をベースにして、０．１重量％から１０重量％の１つまたは複数
の流動点降下剤を含有する潤滑油組成物。
【請求項２】
　請求項１に記載の潤滑油組成物であって、
　前記プロピレンベースポリマーは、７０重量％から９５重量％のプロピレン誘導単位と
５重量％から１５．５重量％の１つまたは複数の他のαオレフィンから誘導される単位を
含有する潤滑油組成物。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の潤滑油組成物であって、
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　ＡＳＴＭ－Ｄ１２３８によって測定される、前記プロピレンベースポリマーのＭＦＲ（
２．１６ｋｇ、２３０℃）は３．０ｇ／１０分から２１ｇ／１０分である潤滑油組成物。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の潤滑油組成物であって、
　前記αオレフィンはエチレンである潤滑油組成物。
【請求項５】
　潤滑油組成物の総重量をベースにして、０．５重量％から１５重量％の少なくとも１つ
のプロピレンベースポリマーであって、７０重量％から９５重量％のプロピレン誘導単位
と５重量％から１５．５重量％の１つまたは複数の他のαオレフィンから誘導される単位
を含有し、トリアッド規則性が９０％以上であり、融解熱が８０Ｊ／ｇ未満であり、ＧＰ
Ｃによって測定される重量平均分子量（Ｍｗ）が１２０，０００から１５０，０００であ
り、ＭＷＤが２．０から２．５であるプロピレンベースポリマーと、
　潤滑油組成物の総重量をベースにして、６０重量％から９８重量％の基油と、
　潤滑油組成物の総重量をベースにして、０．１重量％から２０重量％の１つまたは複数
の分散剤と、
　潤滑油組成物の総重量をベースにして、０．１重量％から１０重量％の１つまたは複数
の流動点降下剤を含有する潤滑油組成物。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の潤滑油組成物であって、
　前記潤滑油組成物の増粘効率は１．５から２．５であり、前記増粘効率は以下のように
定義される潤滑油組成物。
　ＴＥ＝２／ｃ×ｌｎ（（ポリマー＋油のｋｖ）／（油のｋｖ））／ｌｎ（２）
（ｃはプロピレンベースポリマーの濃度である。）
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項に記載の潤滑油組成物であって、
　プロピレンベースポリマーが少なくとも１つのエチレン性不飽和カルボン酸または酸誘
導体であるグラフトモノマーを使用してグラフト化された潤滑油組成物。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項に記載の潤滑油組成物であって、
　プロピレンベースポリマーが１重量％から３重量％の少なくとも１つのマレイン酸また
は無水マレイン酸を使用してグラフト化された潤滑油組成物。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１項に記載の潤滑油組成物の調製方法であって、
　（ｉ）プロピレンベースポリマーを（ii）基油と混合することを含む方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、一般に潤滑油の粘度を改良するための方法および組成物に関する
。より詳細には、本発明の実施形態は、潤滑油のための粘度調整剤および粘度調整剤を製
造するための方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　潤滑油の粘度は、温度に依存する。潤滑油組成物は、一般には、粘度指数（「ＶＩ」）
改良成分を含有し、潤滑剤粘度を増加させるように流動学的挙動を変更し、潤滑剤が使用
される全温度範囲にわたってより一定の粘度であるように働きかける。
　粘度指数は、温度と関連した液体の粘度の変化の割合を測定するために使用されてきた
。一般に、粘度指数が大きくなるほど、温度に対する粘度の相対的な変化がより小さい。
ＶＩ向上剤または粘度調整剤は、潤滑剤組成物の粘度の温度依存性を低減するために使用
され、潤滑剤組成物は広い温度範囲で使用することができる。他の言葉で言えば、ＶＩ向
上剤は、潤滑剤組成物が高温、たとえば真夏の温度で、さらさらになることを防ぎ、低温
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、たとえば真冬の温度で粘っこくなり過ぎることを防ぐ。ＶＩ向上剤として知られている
ものとしては、ポリメタクリレート、エチレン－プロピレンコポリマーおよびエチレン－
プロピレンジエン－修飾コポリマー（ＥＰＤＭｓ）などのオレフィンコポリマー、および
スチレン－エチレン／ブチレン－スチレンコポリマー（ＳＥＢＳ）などの水素化スチレン
ブロックコポリマーが挙げられる。
【０００３】
　近年、エチレン／α－オレフィンコポリマーが粘度調整剤として広く使用されており、
潤滑剤の粘度の温度依存性を低減する目的で、粘度指数を改良する効果を示している。た
とえば、米国特許第６，５８９，９２０号、米国特許第５，３９１，６１７号、米国特許
第７，０５３，１５３号、および米国特許第５，３７４，７００号を参照。潤滑油は、そ
の中のワックス成分が結晶として固化する傾向があるので、低温で流動性を失う。
　高エチレン含有コポリマーは、効果的に油の増粘特性、剪断安定性および低温粘度特性
を改善する一方で、低エチレン含有コポリマーが、油の流動点を下げる目的で添加される
。非晶質および半結晶エチレンプロピレンコポリマーの混合物は、潤滑油組成物としても
よく知られている。２つの該エチレン－プロピレンコポリマーの組み合わせによって、増
粘効率、剪断安定性、低温粘度特性および流動点を向上させることができる。たとえば、
米国特許第５，３９１，６１７号、および欧州特許第０，６３８，６１１号を参照。しか
しながら、これらのエチレンベースのコポリマーのエチレン成分は、高い割合でオイルゲ
ルの中のワックスと相互作用する傾向があることが見い出された。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　したがって、改良された低温特性で、潤滑剤組成物の粘度の温度依存性を低減する新し
いＶＩ向上剤または粘度調整剤、および広い温度範囲にわたって使用できる潤滑剤組成物
に対する需要がある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
（発明の概要）
　潤滑油組成物および潤滑油組成物の製造方法が提供される。少なくともある特定の実施
形態では、潤滑油組成物は、基油と、６０重量％から９８重量％のプロピレン誘導単位と
２重量％から４０重量％の１つまたは複数の他のαオレフィンから誘導される単位を含有
する少なくとも１つのプロピレンベースポリマーとを含有する。プロピレンベースのポリ
マーのトリアッド規則性は９０％以上であり、融解熱は８０Ｊ／ｇ未満であり、ＧＰＣに
よって測定される重量平均分子量（Ｍｗ）は７０，０００から２５０，０００であり、Ｍ
ＷＤは２．０から２．５であり得る。
【０００６】
　少なくとも１つの他の特定の実施形態では、潤滑油組成物は、潤滑油組成物の総重量を
ベースにして、０．５重量％から１５重量％の少なくとも１つのプロピレンベースポリマ
ーであって、７０重量％から９５重量％のプロピレン誘導単位と５重量％から３０重量％
の１つまたは複数の他のαオレフィンから誘導される単位を含有するプロピレンベースポ
リマーと；潤滑油組成物の総重量をベースにして、６０重量％から９８重量％の基油と；
潤滑油組成物の総重量をベースにして、０．１重量％から２０重量％の１つまたは複数の
分散剤と；潤滑油組成物の総重量をベースにして、０．１重量％から１０重量％の１つま
たは複数の流動点降下剤を含有する。プロピレンベースのポリマーの融解熱は８０Ｊ／ｇ
未満であり、ＧＰＣによって測定される重量平均分子量（Ｍｗ）は１２０，０００から１
５０，０００、ＭＷＤは２．０から２．５である。
【０００７】
　少なくとも１つの他の特定の実施形態では、潤滑油組成物は、基油と、８０重量％から
８８重量％のプロピレン誘導単位と１２重量％から２０重量％の１つまたは複数の他のα
オレフィンから誘導される単位を含有する少なくとも１つのプロピレンベースポリマーと
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を含有する。プロピレンベースのポリマーは、トリアッド規則性が９０％以上であり、融
解熱が８０Ｊ／ｇ未満であり、ＧＰＣによって測定される重量平均分子量（Ｍｗ）が１２
０，０００から２５０，０００であり、ＭＷＤが２．０から２．５である。プロピレンベ
ースのポリマーは、潤滑油組成物の総重量をベースにして、０．５重量％から１５重量％
の量が存在する。
【０００８】
　少なくとも１つの他の特定の実施形態では、潤滑油組成物は、潤滑油組成物の総重量を
ベースにして、０．５重量％から１５重量％の少なくとも１つのプロピレンベースポリマ
ーであって、８０重量％から８８重量％のプロピレン誘導単位と１２重量％から２０重量
％の１つまたは複数の他のαオレフィン誘導単位を含有するプロピレンベースポリマーと
、潤滑油組成物の総重量をベースにして、６０重量％から９８重量％の基油と、潤滑油組
成物の総重量をベースにして、０．１重量％から２０重量％の１つまたは複数の分散剤と
、潤滑油組成物の総重量をベースにして、０．１重量％から１０重量％の１つまたは複数
の流動点降下剤とを含有する。プロピレンベースのポリマーは、トリアッド規則性が９０
％以上であり、融解熱が８０Ｊ／ｇ未満であり、ＧＰＣによって測定される重量平均分子
量（Ｍｗ）が１２０，０００から２５０，０００であり、ＭＷＤが２．０から２．５であ
る。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
（詳細な説明）
　詳細な説明を提供する。添付のそれぞれの特許請求の範囲は、別々の発明を定義し、そ
れらは、権利侵害のために、特許請求の範囲に記載されているさまざまな要素または限定
に対する均等物を含むように認識される。文脈によって変わるが、以下で「発明」を参照
するすべての場合に、ある特定の実施形態だけをいう場合がある。他の場合には、「発明
」を参照する場合には、必ずしも全部である必要はないが、特許請求の範囲の１つまたは
複数の主題をいうと認識される。本発明のそれぞれは以下により詳細に記述され、特定の
実施形態、説明および実施例が含まれるが、本発明は、これらの実施形態、説明または実
施例（この特許の情報が利用可能な情報および科学技術と組み合わされる場合に、当業者
が本発明を創造し、使用することができるものも含まれる）に限定されるわけではない。
さらに、当業者には明らかなように、本願の実施形態および特許請求の範囲のそれぞれの
記載は、記載されていない要素の追加によって修正されてもよく、または、本明細書に記
載されるこれらの要素だけに限定されてもよい。
【００１０】
　プロピレンベースのポリマーは粘度指数向上剤として使用される。驚いたことに、これ
らのポリマーは、良好な剪断安定性および粘度特性を持つ粘度指数向上剤として、容認可
能な特性を持つことが見い出された。より詳細には、α－オレフィン含有量が小さいプロ
ピレンベースのポリマーが、ＶＩ向上剤として使用される場合には、油の増粘特性、剪断
安定性および低温粘度特性を改善する一方で、油の流動点を下げることが見い出された。
これらのプロピレン－ベースのＶＩ向上剤は、潤滑剤組成物の粘度の温度依存性を低減す
るので、潤滑剤組成物は、固体またはゲルを生成ぜずに、広い温度範囲にわたって使用す
ることができる。
【００１１】
プロピレン－ベースのポリマー
　プロピレンベースのポリマーは１つまたは複数のプロピレン－α－オレフィン－コポリ
マー、プロピレン－α－オレフィン－ジエンターポリマー、またはプロピレン－ジエンコ
ポリマーであり得る。しかしながら、記載を簡潔および容易にするために、用語「プロピ
レンベースポリマー」と「ＰＣＰ」は本明細書では同義で使用され、６０重量％から９９
．７重量％のプロピレン誘導単位を含有する１つまたは複数のプロピレン－α－オレフィ
ン－コポリマー、プロピレン－α－オレフィン－ジエンターポリマーおよびプロピレン－
ジエンコポリマーである。さらに、記載を容易にするために、本発明のＰＣＰを参照する
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場合には、複数のモノマー（すなわち、プロピレンおよびエチレン）またはモノマーの誘
導単位（すなわち、プロピレン誘導単位および／またはα－オレフィン誘導単位）から製
造されるＰＣＰと互換的に参照されてもよい。
　一実施形態では、プロピレンベースのポリマーはプロピレンと１つまたは複数のα－オ
レフィンとの重合によって調製できる。１つまたは複数のα－オレフィンは、エチレン、
または１つまたは複数のＣ4～Ｃ20α－オレフィン、またはエチレンと１つまたは複数の
Ｃ4～Ｃ20α－オレフィンとの組み合わせを含有してもよい。好ましい実施形態では１つ
または複数のα－オレフィンは、エチレンを含有する。
【００１２】
　別の実施形態では、プロピレンベースのポリマーは、プロピレンと、エチレンおよび／
または１つまたは複数のＣ4～Ｃ20α－オレフィン、またはエチレンと１つまたは複数の
Ｃ4～Ｃ20α－オレフィンと１つまたは複数のジエンの組み合わせを重合することによっ
て調製できる。１つまたは複数のジエンは共役または非共役であり得る。好ましくは、１
つまたは複数のジエンは非共役である。
　別の実施形態では、プロピレンベースのポリマーはプロピレンと１つまたは複数のジエ
ンとの重合によって調製できる。なお別の実施形態では、プロピレンベースのポリマーは
プロピレンとエチレンおよび／または少なくとも１つのＣ4～Ｃ20α－オレフィン、また
はエチレンおよび少なくとも１つのＣ4～Ｃ20α－オレフィンおよび１つまたは複数のジ
エンとの組み合わせを重合することによって調製できる。１つまたは複数のジエンは共役
または非共役であり得る。好ましくは、１つまたは複数のジエンは非共役である。
【００１３】
　コモノマーは直鎖または分枝であり得る。好ましい線状コモノマーは、エチレンまたは
Ｃ4～Ｃ8α－オレフィン、一層好ましくはエチレン、１－ブテン、１－ヘキセン、および
１－オクテン、さらに一層好ましくはエチレンまたは１－ブテンを含有する。好ましい分
枝のコモノマーは、４－メチル－１－ペンテン、３－メチル－１－ペンテン、および３，
５，５－トリメチル－１－ヘキセンを含有する。１つまたはそれ以上の実施形態では、コ
モノマーは、スチレンを含有できる。
　ジエンの例としては、これに限定されるものではないが、５－エチリデン－２－ノルボ
ルネン（ＥＮＢ）、１，４－ヘキサジエン、５－メチレン－２－ノルボルネン（ＭＮＢ）
、１，６－オクタジエン、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、１，３－シクロペンタジエン、１，４－シクロヘキサジエン、ビニル
ノルボルネン（ＶＮＢ）、ジシクロペンタジエン（ＤＣＰＤ）、およびこれらの組み合わ
せが挙げられる。好ましくは、ジエンはＥＮＢである。
【００１４】
　プロピレンベースのポリマーを製造するための好ましい方法および触媒は、その全体が
参照により本願明細書に援用される、米国特許出願公開第２００４／０２３６０４２号お
よび国際特許出願公開第ＷＯ２００５／０４９６７２号および米国特許第６，８８１，８
００号に見い出される。国際特許出願公開第ＷＯ２００３／０４０２０１号に記載される
もののようなピリジンアミン錯体も、本発明に有用なプロピレンベースのポリマーを産生
（製造）するために役に立つ。触媒は、周期的に分子間再配置をする流動性錯体を含有し
得ることで、米国特許６，５５９，２６２号に記載されているように、立体規則性に所望
の中断を与える。触媒はプロピレンの挿入に複合的な影響を持つ立体剛性（ｓｔｅｒｅｏ
ｒｉｇｉｄ）錯体であり得る。欧州特許第１０７００８７号リ－ガ－（Ｒｉｅｇｅｒ）参
照。欧州特許第１６１４６９９号に記載される触媒も、本発明に好適な骨格を生成するた
めに使用できる。
【００１５】
　プロピレンベースのポリマーの重量パーセントベースの平均プロピレン含有量は、ポリ
マーの重量ベースで約６０重量％から約９９．７重量％、一層好ましくは約６０重量％か
ら約９９．５重量％、一層好ましくは約６０重量％から約９８重量％、一層好ましくは約
６０重量％から約９７重量％、一層好ましくは約６０重量％から約９５重量％あり得る。
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他の好ましい範囲は、ポリマーの重量ベースで、約７０重量％から約９５重量％の範囲の
プロピレン－誘導単位、一層好ましくは約７５重量％から約９５重量％の範囲のプロピレ
ン－誘導単位、一層好ましくは約８０重量％から約９５重量％の範囲のプロピレン－誘導
単位、一層好ましくは約８０重量％から約９０重量％の範囲のプロピレン－誘導単位、一
層好ましくは約８０重量％から約８８重量％の範囲のプロピレン－誘導単位である。一実
施形態では、残部は、１つまたは複数のα－オレフィンの誘導単位を含有する。１つまた
は複数のα－オレフィンは、エチレン、または１つまたは複数のＣ4～Ｃ20α－オレフィ
ンまたはエチレンと１つまたは複数のＣ４～Ｃ２０α－オレフィンとの組み合わせを含有
してもよい。別の実施形態では、１つまたは複数のα－オレフィンは、エチレン、または
１つまたは複数のＣ4～Ｃ12α－オレフィンまたはエチレンと１つまたは複数のＣ4～Ｃ12

α－オレフィンとの組み合わせを含有してもよい。好ましい実施形態では、１つまたは複
数のα－オレフィンは、エチレンを含有する。別の実施形態では、１つまたは複数のα－
オレフィンは、ブテンを含有する。
【００１６】
　別の実施形態では、残部は、１つまたは複数のジエンの誘導単位を含有し、前述した１
つまたは複数のα－オレフィンの誘導単位を含有してもよい。上述または本明細書の別の
箇所の１つまたはそれ以上の実施形態では、α－オレフィンはエチレン、ブテン、ヘキセ
ンまたはオクテンである。他の実施形態では、２つのα－オレフィンが存在し、好ましく
はエチレンと、ブテン、ヘキセンまたはオクテンの何れか１つである。
　ジエンを含有する実施形態では、プロピレンベースのポリマーは、ポリマーの重量ベー
スで、約０．２重量％から約２４重量％、一層好ましくは約０．５重量％から約１２重量
％、一層好ましくは約０．６重量％から約８重量％、一層好ましくは約０．７重量％から
約５重量％の非共役ジエンの誘導単位を含有する。他の実施形態では、ジエン含有範囲は
、ポリマーの重量ベースで、約０．２重量％から約１０重量％、一層好ましくは約０．２
重量％から約５重量％、一層好ましくは約０．２重量％から約４重量％、好ましくは約０
．２重量％から約３．５重量％、好ましくは約０．２重量％から約３．０重量％、好まし
くは約０．２重量％から約２．５重量％である。上述または本明細書の別の箇所の１つま
たはそれ以上の実施形態では、プロピレンベースのポリマーは、ＥＮＢの誘導単位を約０
．５重量％から約４重量％、一層好ましくは約０．５重量％から約２．５重量％、一層好
ましくは約０．５重量％から約２．０重量％の量で含有する。
【００１７】
　他のジエンを含有する実施形態では、プロピレンベースのポリマーは、好ましくは上述
の１つまたは複数の範囲のプロピレン誘導単位とジエン誘導単位とを含有し、残部は１つ
または複数のＣ2および／またはＣ4～Ｃ20オレフィンを含有する。一般に、これによって
、ポリマーの重量ベースで、好ましくは約５重量％から約４０重量％の１つまたは複数の
Ｃ2および／またはＣ4～Ｃ20オレフィンを含有するプロピレンベースのポリマーとなる。
Ｃ2および／またはＣ4～Ｃ20オレフィンが存在する場合には、ポリマー中のこれらのオレ
フィンの合計量は、好ましくは少なくとも約５重量％であって、本明細書に記載されてい
る範囲内に入る。１つまたは複数のα－オレフィンの他の好ましい範囲は、約５重量％か
ら約３５重量％、一層好ましくは約５重量％から約３０重量％、一層好ましくは約５重量
％から約２５重量％、一層好ましくは約５重量％から約２０重量％、一層好ましくは約５
から約１７重量％、一層好ましくは約５重量％から約１６重量％の範囲を含む。
【００１８】
　プロピレンベースのポリマーの重量平均分子量（Ｍｗ）は、５，０００，０００以下で
あり、数平均分子量（Ｍｎ）は約３，０００，０００以下であり、ｚ－平均分子量（Ｍｚ
）は約１０，０００，０００以下であり、ベースラインとしてアイソタクチックポリプロ
ピレンを使用するポリマーの重量平均分子量（Ｍｗ）で測定して、ｇ指数は０．９５以上
であり、これらのすべては、たとえば３Ｄ　ＳＥＣ、本明細書に記載するようにＧＰＣ－
３Ｄとも呼ばれるサイズ排除クロマトグラフィーによって決定できる。
【００１９】
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　上述または本明細書の別の箇所の１つまたはそれ以上の実施形態では、プロピレンベー
スのポリマーのＭｗは約５，０００から約５，０００，０００ｇ／モル、一層好ましくは
Ｍｗは約１０，０００から約１，０００，０００ｇ／モル、一層好ましくはＭｗは約２０
，０００から約５００，０００ｇ／モル、一層好ましくはＭｗは約５０，０００から約４
００，０００ｇ／モル、一層好ましくはＭｗは約６０，０００から約３００，０００ｇ／
モル、一層好ましくはＭｗは約７０，０００から約２５０，０００ｇ／モルであって、Ｍ
ｗは本明細書に記載するように決定される。１つまたはそれ以上の実施形態では、プロピ
レンベースのポリマーのＭｗは最低が約７０，０００、約８０，０００、約９０，０００
、約１００，０００、または約１２０，０００から最高が約１６０，０００、約１８０，
０００、約２００，０００、約２２０，０００、または約２５０，０００の範囲であり得
る。
　上述または本明細書の別の箇所の１つまたはそれ以上の実施形態では、プロピレンベー
スのポリマーのＭｎは約２，５００から約２，５００，０００ｇ／モル、一層好ましくは
Ｍｎは約５，０００から約５００，０００ｇ／モルであり、一層好ましくはＭｎは約１０
，０００から約２５０，０００ｇ／モルであり、一層好ましくはＭｎは約２５，０００か
ら約２００，０００ｇ／モルであり、Ｍｎは本明細書に記載するようにして決定される。
【００２０】
　上述または本明細書の別の箇所の１つまたはそれ以上の実施形態では、プロピレンベー
スのポリマーのＭｚは約１０，０００から約７，０００，０００ｇ／モルであり、一層好
ましくはＭｚは約５０，０００から約１，０００，０００ｇ／モルであり、一層好ましく
はＭｚは約８０，０００から約７００，０００ｇ／モルであり、一層好ましくはＭｚは約
１００，０００から約５００，０００ｇ／モルであり、Ｍｚは本明細書に記載するように
して決定される。
　プロピレンベースのポリマーの分子量分布指数（ＭＷＤ＝（Ｍｗ／Ｍｎ））は、しばし
ば「多分散度指数」（ＰＤＩ）として参照され、約１．５から４０であり得る。実施形態
の１つではＭＷＤは、上限が約４０、または２０、または１０、または５、または４．５
、または４、または３、または２．５、または２．４、または２．２であり、下限が約１
．３、または１．５、または１．７、または１．８、または２．０、または２．１であり
得る。上述または本明細書の別の箇所の１つまたはそれ以上の実施形態では、プロピレン
ベースのポリマーのＭＷＤは約１．８から５、一層好ましくは１．８から３、最も好まし
くは約２．１から２．４である。分子量（ＭｎおよびＭｗ）と分子量分布（ＭＷＤ）を決
定するための技法は、米国特許第４，５４０，７５３号（米国特許プラクティスのために
参照により本願明細書に援用される）およびそこに引用された参考文献、米国特許プラク
ティスのために参照により本願明細書に援用される「Ｍａｃｒｏｍｏｌｅｃｕｌｅｓ、１
９８８年、第２１巻、３３６０頁（Ｖｅｒｓｔｒａｔｅ　ｅｔ　ａｌ．）」、およびそこ
に引用された参考文献、および、参照によってその全体を本明細書に援用する、米国特許
第６，５２５，１５７号、５列、１行－４４行、に開示される手順にしたがって、見い出
すことができる。
【００２１】
　上述または本明細書の別の箇所の１つまたはそれ以上の実施形態では、プロピレンベー
スのポリマーのｇ’指数値は０．９５以上、好ましくは少なくとも０．９８以上、より好
ましくは少なくとも０．９９以上であり得、アイソタクチックポリプロピレンの固有粘度
をベースラインとして使用して、ｇ’指数はポリマーのＭｗで測定される。本明細書で使
用される場合、ｇ’指数は以下のように定義される。
　ｇ’＝ηb/ηl

（１）　ηbはプロピレンベースポリマーの固有粘度であり、ηlは、プロピレンベースポ
リマーとしての、同一粘度平均分子量（Ｍｖ）の線状ポリマーの固有粘度である。ηl＝
ＫＭvα、Ｋおよびαは線状ポリマーで測定された値であり、ｇ’指数測定のために使用
される同一の計器で取得されるべきである。
　上述または本明細書の別の箇所の１つまたはそれ以上の実施形態では、プロピレンベー
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スのポリマーの密度は、室温でＡＳＴＭ　Ｄ－１５０５試験方法にしたがって測定をして
、約０．８５ｇ／ｃｍ3から約０．９２ｇ／ｃｍ3、一層好ましくは約０．８７ｇ／ｃｍ3

から０．９０ｇ／ｃｍ3、一層好ましくは約０．８８ｇ／ｃｍ3から約０．８９ｇ／ｃｍ3

であり得る。
【００２２】
　上述または本明細書の別の箇所の１つまたはそれ以上の実施形態では、プロピレンベー
スのポリマーのメルトフローレート（ＭＦＲ、２．１６ｋｇ量＠２３０℃）は、（以下に
記載する）修正されたＡＳＴＭ　Ｄ－１２３８試験方法によって測定をして、０．２ｇ／
１０分以上である。好ましくは、ＭＦＲ（２．１６ｋｇ＠２３０℃）は約０．５ｇ／１０
分から約２００ｇ／１０分であり、一層好ましくは約１ｇ／１０分から約１００ｇ／１０
分である。実施形態の１つでは、プロピレンベースのポリマーのＭＦＲの上限は約２００
ｇ／１０分、約１５０ｇ／１０分、約１００ｇ／１０分、約７５ｇ／１０分、約５０ｇ／
１０分、約３０ｇ／１０分、約２５ｇ／１０分、または約２０ｇ／１０分であり、下限は
約０．１ｇ／１０分、約０．５ｇ／１０分、約１ｇ／１０分、約２ｇ／１０分、約３ｇ／
１０分、約４ｇ／１０分、約５ｇ／１０分、約８ｇ／１０分、または約１０ｇ／１０分で
ある。別の実施形態では、プロピレンベースのポリマーのＭＦＲは０．５ｇ／１０分から
２００ｇ／１０分であり、好ましくは２ｇ／１０分から３０ｇ／１０分であり、一層好ま
しくは３ｇ／１０分から２１ｇ／１０分であり、一層好ましくは５ｇ／１０分から３０ｇ
／１０分であり、一層好ましくは１０ｇ／１０分から３０ｇ／１０分であり、一層好まし
くは１０ｇ／１０分から約２５ｇ／１０分であり、一層好ましくは２ｇ／１０分から約１
０ｇ／１０分である。
【００２３】
　プロピレンベースのポリマーのＡＳＴＭ　Ｄ１６４６にしたがって決定された、ムーニ
ー粘度ＭＬ（１＋４）＠１２５℃は１００未満であり、一層好ましくは７５未満、さらに
一層好ましくは６０未満、最も好ましくは３０未満であり得る。上述または本明細書の別
の箇所の１つまたはそれ以上の実施形態では、ムーニー粘度の範囲は最低が約１、５、１
０、または１５であり、最高が約３０、６０、７５または１００であり得る。
　上述または本明細書の別の箇所の１つまたはそれ以上の実施形態では、後述するＤＳＣ
手順にしたがって決定されたプロピレンベースのポリマーの融解熱（Ｈｆ）は、約０．５
ジュール毎グラム（Ｊ／ｇ）以上であって、約８０Ｊ／ｇ以下であり、好ましくは約７５
Ｊ／ｇ以下であり、好ましくは約７０Ｊ／ｇ以下であり、一層好ましくは約６０Ｊ／ｇ以
下であり、一層好ましくは約５０Ｊ／ｇ以下であり、一層好ましくは約３５Ｊ／ｇ以下で
ある。また好ましくは、プロピレンベースのポリマーの融解熱は約１Ｊ／ｇ以上であって
、好ましくは約５Ｊ／ｇ以上である。別の実施形態では、プロピレンベースのポリマーの
融解熱（Ｈｆ）は、約０．５Ｊ／ｇから約７５Ｊ／ｇであり、好ましくは約１Ｊ／ｇから
約７５Ｊ／ｇであり、一層好ましくは約０．５Ｊ／ｇから約３５Ｊ／ｇである。好ましい
プロピレンベースのポリマーおよび組成物は融点（Ｔｍ）および融解熱の両方から特徴付
けることができ、その特性は、ポリマー鎖によって結晶子の形成を妨げる、コモノマーの
存在または立体的不規則性によって影響を受ける。１つまたはそれ以上の実施形態では、
融解熱の範囲は下限が１．０Ｊ／ｇ、または１．５Ｊ／ｇ、または３．０Ｊ／ｇ、または
４．０Ｊ／ｇ、または６．０Ｊ／ｇ、または７．０Ｊ／ｇであり、上限が３０Ｊ／ｇ、ま
たは３５Ｊ／ｇ、または４０Ｊ／ｇ、または５０Ｊ／ｇ、または６０Ｊ／ｇまたは７０Ｊ
／ｇ、または７５Ｊ／ｇ、または８０Ｊ／ｇである。
【００２４】
　プロピレンベースのポリマーの結晶化度は、結晶化度の割合（すなわち％結晶化度）を
単位として表すこともできる。上述または本明細書の別の箇所のある種の実施形態では、
プロピレンベースのポリマーは、以下に記載されるＤＳＣ手順によって決定される０％結
晶化度を有することによって特徴付けられ、実質的に非晶質である。上述または本明細書
の別の箇所の他の実施形態では、プロピレンベースのポリマーの％結晶化度は０．５％か
ら４０％であり、好ましくは１％から３０％であり、一層好ましくは５％から２５％であ
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り、％結晶化度は以下に記載されるＤＳＣ手順によって決定される。別の実施形態では、
プロピレンベースのポリマーの結晶化度は好ましくは４０％未満であり、好ましくは約０
．２５％から約２５％であり、一層好ましくは約０．５％から約２２％であり、最も好ま
しくは約０．５％から約２０％である。上記に開示したように、最上位のポリプロピレン
の熱エネルギーは１８９Ｊ／ｇ（すなわち、１００％結晶化度は２０９Ｊ／ｇに等しい。
）と見積もられる。
【００２５】
　このレベルの結晶化度に加えて、プロピレンベースのポリマーは、好ましくは単一の広
い融解転移を有する。しかしながら、プロピレンベースのポリマーは、主要なピークに隣
接する二次的な融解ピークを示すが、本明細書の目的のために、該二次的な融解ピークは
あわせて単一の融点として１つに見なされ、これらのピークの最高点（本明細書に記載す
るようなベースラインに対して）はプロピレンベースのポリマーの融点と見なされる。
　プロピレンベースのポリマーの融点は（ＤＳＣによって測定される）、好ましくは１０
０℃以下であり、好ましくは９０℃未満であり、好ましくは８０℃未満であり、一層好ま
しくは７５℃以下であり、好ましくは約２５℃から約８０℃の範囲、好ましくは約２５℃
から約７５℃の範囲、一層好ましくは約３０℃から約６５℃の範囲である。
【００２６】
　プロピレンベースのポリマーの融解熱、％結晶化度および融解温度は、たとえば以下の
ステップを使用して示差走査熱量測定（ＤＳＣ）手順で決定することができる。
　約０．５ｇを２枚のマイラー（Ｍｙｌａｒ）(登録商標)フィルム（「マイラー」）の間
に配置する。次にマイラー／ポリマー／マイラー「サンドイッチ」を上部カバーシートの
無い小さな金型の上部に配置する。金型の寸法は１インチ×２インチ×約０．０２０イン
チである。次に金型およびサンプルは加熱された液圧プレスの中に配置される。プレス温
度は通常１５０℃から２００℃の間に設定される。圧力プラテンが閉じられ、約１５トン
の力が約３分～５分の間維持される。次に、プラテンを開放するが、上記に規定された温
度であり、マイラー／ポリマー／マイラー「サンドイッチ」が金型から除去される。サン
プル、マイラー／ポリマー／マイラー「サンドイッチ」は２４時間以上４８時間以下、室
温で空気中に放置する（実時間ということに注意）ことで焼きなますことができる。アニ
ーリング期間後に、マイラーから圧力パッドを除去し、横に切ってそれ自体の上に折り重
ね、二層を形成する。この二層から、レザーパンチまたは他のペーパーパンチ装置を使用
して円板を切り取る。５個のサンプルが準備される。サンプルの重量が記録されるが、８
ｍｇ以上１２ｍｇ以下である。次にサンプルは個別に１０マイクロリットルのアルミニウ
ム皿の中に配置される。非換気型のアルミニウム蓋がそれぞれの皿の上部に圧着され、サ
ンプルと皿との間の良好な接触を確実にする。次に、サンプル皿を、基準側に蓋付きの空
皿を備える較正されたＤＳＣ測定器具の中に配置し、Ｎ2パージガス（約２０ｍｌ／分）
下で、以下のパラメーターを使用して測定した。空の皿でさらに５つのサンプルを測定し
た。サンプル測定から空の皿の測定の自動減算を可能にする。ＤＳＣ熱履歴は、次の通り
である。ＤＳＣで可能なだけ早く、室温から－７５℃へサンプル冷却する。－７５℃を３
分間維持する。加熱速度２０℃／分で、温度をサンプルを完全に溶融するのに十分高い温
度に上昇させる。このステップで生成されるサーモグラムは、融点、比熱および結晶化度
の程度を判定するために使用される。ＤＳＣからの出力データは、時間（分）、温度（℃
）、および熱量（ワット）から成る。５つのサンプルの溶融サーモグラムのそれぞれは、
次の通りに解析される。第１に、合計熱量をサンプル重量で除算し、比熱（単位：Ｗ／ｇ
）を得る。第２に、ベースラインが構成され、比熱から減算されて、ベースライン－減算
熱量を与える。本明細書で解析するために、直線ベースラインが使用される。ベースライ
ン温度の下限は、ガラス転移温度よりも上であるが、サンプルが溶融し始める温度未満で
ある。ベースライン温度の上限は、溶融吸熱を完了するよりも５℃から１０℃高い温度で
ある。次に、以下の３つのパラメーターが、５回の測定のそれぞれに対して独立に決定さ
れる。
（１）融点；ピーク融解温度は、最大ベースライン－減算熱量を持つ下限ベースラインと
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（２）溶融比熱；Δｈｍ（Ｊ／ｇ）は、ベースラインの上限下限間で、時間に対するベー
スライン－減算熱量を積分することによって得られる溶融吸熱下の領域である。
（３）パーセント結晶化度は溶融比熱を１８９Ｊ／ｇで除算し、１００を積算することに
よって決定される。
【００２７】
　サンプルの融解温度、比熱、およびパーセント結晶化度は、異常値を除いた後に、５回
の走査を平均する。異常値は、９５％信頼水準を使用して、Ｄｉｘｏｎ（Ｂｉｏｍｅｔｒ
ｉｃｓ，ｖｏｌ９、＃１、３月、１９５３年、７４－８９）によって規定された方法で決
定される。
【００２８】
トリアッド規則性
　ポリマーのトリアッド規則性は３つの隣接するプロピレン単位の配列の相対的な立体規
則性であり、ｍ配列とｒ配列の２つの組み合わせで表わされる頭－尾結合からなる鎖であ
る。通常、プロピレンベースのポリマーは、ポリマー中のすべてのプロピレントリアッド
に対する、特定の立体規則性単位の数の割合で表わされる。
　上述または本明細書の別の箇所の１つまたはそれ以上の実施形態では、プロピレンベー
スのポリマーのトリアッド規則性は、約８０％以上、約８３％以上、約８５％以上、約８
７％以上、約９０％以上、約９１％以上、約９２％以上、約９３％以上、約９４％以上、
または約９５％以上である。好ましくは、プロピレンベースのポリマーのトリアッド規則
性は、約８０％以上、好ましくは約８５％以上、または好ましくは約９０％以上である。
別の実施形態では、プロピレンベースのポリマーのトリアッド規則性は、約８８％以上、
約９０％以上、または約９６％以上である。１つまたはそれ以上の実施形態では、プロピ
レンベースのポリマーのトリアッド規則性の範囲は、下限が８０％、または８２％、また
は８４％、または８６％であって、上限が約８８％、９０％９２％、９３％、または９４
％、または９５％、または９６％、またはそれ以上である。
【００２９】
　プロピレンベースポリマーのトリアッド規則性（ｍｍ部分）は13Ｃ　ＮＭＲスペクトル
によって決定することができ、以下の式である。
ｍｍ部分＝ＰＰＰ（ｍｍ）／（ＰＰＰ（ｍｍ）＋ＰＰＰ（ｍｒ）＋ＰＰＰ（ｒｒ））
ＰＰＰ（ｍｍ）、ＰＰＰ（ｍｒ）およびＰＰＰ（ｒｒ）は、以下の頭－尾結合からなる３
つのプロピレン単位鎖における第二番目の単位のメチル基に由来するピーク面積を示す。
【化１】

【化２】
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【化３】

【００３０】
　メチル炭素領域（１９－２３　ｐａｒｔｓ　ｐｅｒ　ｍｉｌｌｉｏｎ（ｐｐｍ））に関
連する１３Ｃ　ＮＭＲスペクトルは、第１領域（２１．２－２１．９ｐｐｍ）、第２領域
（２０．３－２１．０ｐｐｍ）および第３領域（１９．５－２０．３ｐｐｍ）に分割する
ことができる。スペクトル中の各ピークは、雑誌「ポリマー、第３０巻（１９８９）、１
３５０頁」中の記載を参照して同定された。第１領域において、ＰＰＰ（ｍｍ）で表され
る３つのプロピレン単位鎖における第２単位のメチル基は共鳴する。第２領域において、
ＰＰＰ（ｍｒ）で表される３つのプロピレン単位鎖における第２単位のメチル基は共鳴し
、隣接する単位がプロピレン単位およびエチレン単位であるプロピレン単位のメチル基（
ＰＰＥ－メチル基）は共鳴する（２０．７ｐｐｍの近くで）。第３領域において、ＰＰＰ
（ｒｒ）で表される３つのプロピレン単位鎖における第２単位のメチル基は共鳴し、隣接
する単位がエチレン単位であるプロピレン単位のメチル基（ＥＰＥ－メチル基）は共鳴す
る（１９．８ｐｐｍの近くで）。さらなる詳細および情報は、米国特許第５，５０４，１
７２号で見い出すことができる。
【００３１】
　２，１挿入の例が以下の構造１および２に示される。
構造（１）：
【化４】

構造（２）：
【化５】

（ｎは２以上である。）
【００３２】
　炭素Ａのピークおよび炭素Ａ’のピークは第２領域に現れる。上記のように、炭素Ｂの
ピークおよび炭素Ｂ’のピークは第３領域に現れる。第１領域から第３領域に現れるピー
クの中で、頭－尾結合からなる３プロピレン単位鎖に基づかないピークは、ＰＰＥ－メチ
ル基、ＥＰＥ－メチル基、炭素Ａ、炭素Ａ’、炭素Ｂ、および炭素Ｂ’に基づくピークで
ある。
　ＰＰＥ－メチル基に基づくピーク面積は、ＰＰＥ－メチン基のピーク面積（３０．８ｐ
ｐｍ近辺での共振）によって見積もることができ、ＥＰＥ－メチル基に基づくピーク面積
は、ＥＰＥ－メチン基のピーク面積（３３．１ｐｐｍ近辺での共振）によって見積もるこ
とができる。炭素Ａに基づくピーク面積は、炭素Ｂのメチル基が直接結合したメチン炭素
のピーク面積（３３．９ｐｐｍ近辺での共振）を２倍することによって見積もることがで
き、炭素Ａ’に基づくピーク面積は炭素Ｂ’のメチル基の隣接するメチン炭素のピーク面
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積（３３．６ｐｐｍ近辺での共振）によって見積もることができる。炭素Ｂに基づくピー
ク面積は隣接するメチン炭素のピーク面積（３３．９ｐｐｍ近辺での共振）によって見積
もることができ、炭素Ｂ’に基づくピーク面積は、隣接するメチン炭素（３３．６ｐｐｍ
近辺での共振）によって見積もることができる。
【００３３】
　第２領域および第３領域の合計ピーク面積からこれらのピーク面積を減算することによ
って、頭－尾結合からなる３つのプロピレン単位鎖（ＰＰＰ（ｍｒ）およびＰＰＰ（ｒｒ
））に基づくピーク面積を得ることができる。このように、ＰＰＰ（ｍｍ）、ＰＰＰ（ｍ
ｒ）およびＰＰＰ（ｒｒ）のピーク面積を見積もることができ、頭－尾結合からなるプロ
ピレン単位鎖のトリアッド規則性を決定することができる。
　同様に、第２領域および第３領域の合計ピーク面積のピーク面積から、プロピレン挿入
（２，１および１，３の両方）中の誤差としてのピーク面積を減算することによって、頭
－尾結合からなる３つのプロピレン単位－鎖（ＰＰＰ（ｍｒ）およびＰＰＰ（ｒｒ））に
基づくピーク面積を得ることができる。このように、ＰＰＰ（ｍｍ）、ＰＰＰ（ｍｒ）お
よびＰＰＰ（ｒｒ）のピーク面積を見積もることができ、このために、頭－尾結合からな
るプロピレン単位鎖のトリアッド規則性を決定することができる。
【００３４】
　プロピレンエラストマー中のすべてのプロピレン挿入に対する２，１－挿入の割合は、
「ポリマー，第３０巻（１９８９年）、１３５０頁」に記載されている以下の式によって
演算することができる。
　２，１－挿入（％）に基づく逆に挿入される単位の割合は以下の式に等しい。

【数１】

【００３５】
　上記の式中のピークの名称は、雑誌「Ｒｕｂｂｅｒ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｔ
ｅｃｈｎｏｌｏｇｙ、第４４巻（１９７１年）、７８１頁」Ｃａｒｍａｎ，ｅｔ　ａｌ．
の方法によって名付けられ、ここでＩαδはαδ＋二次的な炭素ピークのピーク面積を意
味する。ピークが重なっているので、Ｉαβ（構造（ｉｉ））からＩαβ（構造（ｉ））
のピーク面積を分離することは難しい。したがって、対応する領域の炭素ピークは代用さ
れ得る。
　１，３挿入の測定にはβγピークの測定が必要である。２つの構造がβγピークの一因
になり得る。（１）プロピレンモノマーの１，３挿入と（２）プロピレンモノマーの２，
１－挿入に続く２つのエチレンモノマー。このピークは１．３挿入ピークとして記載され
、我々は、このβγピークを記述し、このβγピークが４つのメチレン単位の配列を表す
と了解される米国特許第５，５０４，１７２号に記載される手順を使用する。これらの誤
差の量の割合（％）はβγピーク（２７．４ｐｐｍ近辺での共振）の領域を、全メチル基
ピークおよびβγピークの領域の１／２の合計で除算し、次に結果値に１００を乗算する
ことによって決定される。３つ以上の炭素原子のα－オレフィンが、オレフィン重合触媒
を使用して重合されると、多くの逆に挿入されるモノマー単位が、結果として得られるオ
レフィンポリマーの分子の中に存在する。キラルメタロセン触媒の存在下で、３つ以上の
炭素原子のα－オレフィンの重合によって調製されるポリオレフィンでは、通常の１，２
－挿入に加えて２，１－挿入または１，３－挿入が発生し、２，１－挿入または１，３－
挿入などの逆に挿入される単位が、オレフィンポリマー分子中に形成される（Ｍａｃｒｏ
ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　Ｒａｐｉｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ、
第８巻、３０５頁（１９８７年）、ｂｙ　Ｋ．　Ｓｏｇａ，Ｔ．　Ｓｈｉｏｎｏ，Ｓ．　
ＴａｋｅｍｕｒａおよびＷ．　Ｋａｍｉｎｓｋｉ参照）。
【００３６】
　好ましくは、１３Ｃ　ＮＭＲによって測定される、全プロピレン挿入中のプロピレンモ
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ノマーの２，１－挿入に基づく、プロピレンベースのポリマーの逆に挿入されるプロピレ
ン単位の割合は、０．５％より大きく、または０．６％より大きい。１３Ｃ　ＮＭＲによ
って測定される、プロピレンモノマーの１，３－挿入に基づく、プロピレンベースのポリ
マーの逆に挿入されるプロピレン単位の割合は、０．０５％より大きく、または０．０６
％より大きく、または０．０７％より大きく、または０．０８％より大きく、または０．
０８５％より大きい。
【００３７】
混合
　１つまたはそれ以上の実施形態では、プロピレンベースのポリマーは、ポリブテン、水
素化されてもよいブタジエンまたはイソプレン、またはブタジエンまたはイソプレンの組
み合わせとスチレンのポリマー、スチレン／無水マレイン酸ポリマーのエステル、スチレ
ン／無水マレイン酸／アクリラートターポリマーのエステルなどのエステルベースの粘度
指数調整剤、およびポリメタクリル酸などの他のポリマー粘度指数調整剤と混合し得る。
該混合物の該粘度指数調整剤の例は、アクリラート－またはメタクリラート－含有コポリ
マーまたはスチレンのコポリマー、およびスチレン／マレイン酸エステル（典型的にスチ
レン／無水マレイン酸コポリマーのエステル化によって調製される）などの不飽和カルボ
ン酸のエステルを含む。
【００３８】
　１つまたはそれ以上の実施形態では、プロピレンベースのポリマーは、それ自体が別個
のランダムプロピレンベースのポリマーのブレンドであり得る。該混合物は、エチレン－
ベースのポリマーおよびプロピレンベースのポリマー、または該エチレン－ベースのポリ
マーとプロピレンベースのポリマーの少なくとも何れか１つを含有する。プロピレンベー
スのポリマーの数は、３つ以下、一層好ましくは２つ以下であり得る。プロピレンベース
のポリマーが別個のランダムプロピレンベースのポリマーのブレンドである実施形態では
、ポリブテン、スチレンとブタジエンまたはイソプレン、またはブタジエンまたはイソプ
レンの組み合わせとのポリマー、スチレン／無水マレイン酸ポリマーのエステル、スチレ
ン／無水マレイン酸／アクリラートターポリマーのエステルなどのエステルベースの粘度
指数調整剤、およびポリメタクリル酸などの他のポリマーの粘度指数調整剤とさらに混合
されてもよい。該混合物の該粘度指数調整剤の例は、アクリラート－またはメタクリラー
ト－含有コポリマーまたはスチレンのコポリマー、およびスチレン／マレイン酸エステル
（典型的にはスチレン／無水マレイン酸コポリマーのエステル化によって調製される）な
どの不飽和カルボン酸のエステルを含む。
　上述または本明細書の別の箇所の１つまたはそれ以上の実施形態では、プロピレンベー
スのポリマーは、オレフィン含有量、ジエン含有量、または両方が異なる２つのプロピレ
ンベースのポリマーのブレンドを含有し得る。
【００３９】
　別の実施形態では、プロピレンベースのポリマーは、国際特許出願公開第ＷＯ０２／３
６６５１号の手順にしたがって調製されたコポリマーを含有し得る。同様に、プロピレン
ベースのポリマーは、国際特許出願公開第ＷＯ２００３／０４０２０１号、国際特許出願
公開第ＷＯ２００３／０４０２０２号、国際特許出願公開第ＷＯ２００３／０４００９５
号、国際特許出願公開第ＷＯ２００３／０４０２０１号、国際特許出願公開第ＷＯ２００
３／０４０２３３号、および／または国際特許出願公開第ＷＯ２００３／０４０４４２号
に記載されるポリマーと一致するポリマーを含有し得る。加えて、プロピレンベースのポ
リマーは、その全体が参照によって援用される、米国特許第６，７７０，７１３号および
米国特許出願公開第２００５／２１５９６４号に記載される好適なプロピレンホモ－およ
びコポリマーと共に、欧州特許第１２３３１９１号、および米国特許６，５２５，１５７
号に記載されるポリマーと一致するポリマーを含有し得る。プロピレンベースのポリマー
は、欧州特許第１６１４６９９号または欧州特許第１０１７７２９号に記載されるポリマ
ーと一致する１つまたは複数のポリマーを含有し得る。
【００４０】
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グラフト化される（官能化される）骨格
　１つまたはそれ以上の実施形態では、プロピレンベースのポリマーは、１つまたは複数
のグラフトモノマーを使用してグラフト化（すなわち「官能化」）できる。本明細書で使
用する場合、用語「グラフト化（ｇｒａｆｔｉｎｇ）」は、グラフトモノマーをプロピレ
ンベースのポリマーのポリマー鎖へ共有結合させることを意味する。
　グラフトモノマーは、酸無水物、エステル、塩、アミド、イミド、アクリラートまたは
同種のものなどの、少なくとも１つのエチレン性不飽和カルボン酸または酸誘導体であり
得るし、または、含有する。モノマーの一例としては、これに限定されるものではないが
、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、フマル酸、イタコン酸、シトラコン酸、メサ
コン酸、無水マレイン酸、４－メチルシクロヘキセン－１，２－ジカルボン酸無水物、ビ
シクロ（２．２．２）オクテン－２，３－ジカルボン酸無水物、１，２，３，４，５，８
，９，１０－オクタヒドロナフタレン－２，３－ジカルボン酸無水物、２－オキサ－１，
３－ジケトスピロ（４．４）ノネン、ビシクロ（２．２．１）ヘプテン－２，３－ジカル
ボン酸無水物、マレオピマル酸、テトラヒドロフタル酸無水物、ノルボルネン－２，３－
ジカルボン酸無水物、ナド酸無水物、メチルナド酸無水物、ヒム酸無水物、メチルヒム酸
無水物、および５－メチルビシクロ（２．２．１）ヘプテン－２，３－ジカルボン酸無水
物が挙げられる。他の好適なグラフトモノマーとしては、アクリル酸メチルおよび高級ア
ルキルアクリラート、メタクリル酸メチルおよび高級アルキルメタクリラート、アクリル
酸、メタクリル酸、ヒドロキシ－メタクリル酸メチル、ヒドロキシル－メタクリル酸エチ
ルおよび高級ヒドロキシ－アルキルメタクリラートおよびメタクリル酸グリシジルが挙げ
られる。マレイン酸無水物は好ましいグラフトモノマーである。
【００４１】
　１つまたはそれ以上の実施形態では、グラフトプロピレンベースのポリマーは、約０．
５重量％から約１０重量％のエチレン性不飽和カルボン酸または酸誘導体を含有し、一層
好ましくは約０．５重量％から約６重量％を含有し、一層好ましくは約０．５重量％から
約３重量％を含有する。他の実施形態では約１重量％から約６重量％を含有し、一層好ま
しくは約１重量％から約３重量％を含有する。グラフトモノマーが無水マレイン酸である
好ましい実施形態では、グラフトポリマーの無水マレイン酸濃度は、好ましくは約１重量
％から約６重量％の範囲であり、好ましくは約０．５重量％以上であり、非常に好ましく
は約１．５重量％である。
　スチレンおよびパラメチルスチレンなどのそれらの誘導体、またはｔ－ブチルスチレン
などの他の高級アルキル置換スチレンは、グラフトモノマー存在化で電荷移動剤として使
用でき、鎖の分断を防ぐ。これによって、さらにベータ分断反応を最小化し、高分子量グ
ラフトポリマーを製造することができる。
【００４２】
グラフトプロピレン－ベースポリマーの調製
　グラフトプロピレンベースポリマーは、従来の技法を使用して調製することができる。
たとえば、グラフトポリマーは、溶液の中で、流動床反応器の中で、又は溶融グラフティ
ングによって調製することができる。好ましいグラフトポリマーは、押出反応器などの剪
断付与反応器での溶融混合によって調製できる。共回転かみ合い押出機または逆回転非か
み合い押出機などの一軸、好ましくは２軸スクリュー押出反応器ばかりではなく、Ｂｕｓ
ｓ社によって販売されているもののようなコニーダーも特に好ましい。
　１つまたはそれ以上の実施形態では、グラフトポリマーは、グラフトモノマーの存在下
で、非グラフトプロピレンベースのポリマーとペルオキシド開始剤などのフリーラジカル
生成触媒との溶融混合によって調製できる。グラフト反応の好ましい手順は、プロピレン
ベースのポリマーの溶融、グラフトモノマーの添加および分散、ペルオキシドの添加、お
よび未反応モノマーおよびペルオキシドの分解による副生成物の排出を含む。他の手順で
は、モノマーおよび事前に溶媒に溶解させたペルオキシドの供給が含まれてもよい。
【００４３】
　ペルオキシド開始剤の一例としては、これに限定されるものではないが、過酸化ベンゾ
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イルなどのジアシルペルオキシド；ｔｅｒｔ－ブチルペルオキシドベンゾアート、ｔｅｒ
ｔ－ブチルペルオキシドアセタート、ＯＯ－ｔｅｒｔ－ブチルＯ－（２－エチルヘキシル
）モノペルオキシカルボナートなどのペルオキシエステル；ｎ－ブチル－４，４－ジ－（
ｔｅｒｔ－ブチルペルオキシ）吉草酸などのペルオキシケタール；および１，１－ビス（
ｔｅｒｔブチルペルオキシド）シクロヘキサン、１，１－ビス（ｔｅｒｔ－ブチルペルオ
キシド）－３，３，５－トリメチルシクロヘキサン、２，２－ビス（ｔｅｒｔ－ブチルペ
ルオキシド）ブタン（ｅ）、ジクミルペルオキシド、ｔｅｒｔ－ブチルクミルペルオキシ
ド、ジ－（２－ｔｅｒｔ－ブチルペルオキシド－イソプロピル－（２））ベンゼン、ジ－
ｔｅｒｔ－ブチルペルオキシド（ＤＴＢＰ）、２，５－ジメチル－２，５－ジ（ｔｅｒｔ
－ブチルペルオキシド）ヘキサン、２，５－ジメチル－２，５－ジ（ｔｅｒｔ－ブチルペ
ルオキシド）ヘキシン、３，３，５，７，７－ペンタメチル１，２，４－トリオキセパン
などのジアルキルペルオキシド；および同種のものが挙げられる。
【００４４】
基油
　基油は、水素化分解、水素化、他の精製プロセス、粗製プロセス、または再精製プロセ
スに由来するか否かによって、潤滑粘度の天然油または合成油のであり得るし、または含
有し得る。基油は、使用済み油であり得るし、または含有し得る。天然油の例としては、
動物油、植物油、鉱油およびそれらの混合物が挙げられる。合成の油の例としては、炭化
水素油、シリコンベースの油、およびリンを含有する酸の液体エステルが挙げられる。合
成油は、フィッシャートロプシュガス液化合成手順によって調製されるばかりではなく、
他のガス液化油であってもよい。
　一実施形態では、基油は、ＰＡＯ－２、ＰＡＯ－４、ＰＡＯ－５、ＰＡＯ－６、ＰＡＯ
－７またはＰＡＯ－８（数値は１００℃での動粘度に関連する）を含むポリアルファオレ
フィン（ＰＡＯ）であるか、または含む。好ましくは、ポリアルファオレフィンはドデセ
ンおよび／またはデセンから調製される。一般に、潤滑粘度の油として好適なポリアルフ
ァオレフィンの粘度は、ＰＡＯ－２０油またはＰＡＯ－３０油の粘度未満である。
【００４５】
　１つまたはそれ以上の実施形態では、基油は、米国石油協会（ＡＰＩ）の基油互換性ガ
イドラインに定められているようにして定義することができる。たとえば、基油は、ＡＰ
ＩグループＩ、ＩＩ、ＩＩＩ、ＩＶ、Ｖ油またはそれらの混合物であり得るし、または含
有し得る。
　１つまたはそれ以上の実施形態では、基油は、クランクケース潤滑油として従来使用さ
れている油、またはその混合物を含有し得る。たとえば、好適な基油は、自動車およびト
ラックエンジン、船舶および鉄道ディーゼルエンジン、および同種のものなどの火花点火
および圧縮点火内燃機関用のクランクケース潤滑油を含有できる。好適な基油は、オート
マティックトランスミッション液、トラクター液、汎用トラクター液および油圧油、大型
車両用油圧油、パワー・ステアリング液および同種のものなどの動力伝達液に従来使用さ
れた、および／または、として使用されるのに適した油であり得るし、または含有し得る
。好適な基油は、ギア潤滑剤、工業潤滑油、ポンプオイルおよび他の潤滑油であり得るし
、または含有し得る。
【００４６】
　１つまたはそれ以上の実施形態では、基油は、石油由来の炭化水素油を含有し得るばか
りではなく、二塩基酸のエステルなどの合成潤滑油；一塩基の酸、ポリグリコール、二塩
基酸およびアルコールをエステル化して製造される複合エステル；ポリオレフィン油、等
も含有し得る。このように、記載された潤滑油組成物は、ジカルボン酸、ポリグリコール
およびアルコールのアルキルエステル；ポリアルファ－オレフィン；ポリブテン；アルキ
ルベンゼン；リン酸の有機エステル；ポリシリコーン油；等などの合成基油に適切に取り
込まれ得る。潤滑油組成物は、取り扱いを容易にするために、油、たとえば鉱物潤滑油中
で１重量％から４９重量％などの濃度形態で使用でき、前述したように油中で本発明の反
応を実施することによって、この形態で調製されてもよい。
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【００４７】
従来の油添加剤
　潤滑油組成物は、たとえば、流動点降下剤、摩耗防止剤、酸化防止剤、他の粘度指数向
上剤、分散剤、腐食抑制剤、消泡剤、界面活性剤、防錆剤、摩擦調整剤、および同種のも
のなどの１つ以上の従来の添加剤を含有してもよい。
　防錆剤とも呼ばれる腐食抑制剤は、潤滑油組成物と接触する金属部品の劣化を抑制する
。腐食抑制剤の例としては、燐硫化炭化水素、および、好ましくはアルキル化フェノール
またはアルキルフェノールチオエステルの存在下、および好ましくは二酸化炭素の存在下
で、燐硫化炭化水素とアルカリ土類金属酸化物または水酸化物との反応によって得られる
生成物が挙げられる。燐硫化炭化水素は、テルペンなどの好適な炭化水素、ポリイソブチ
レンなどのＣ2からＣ6オレフィンポリマーの重質石油留分を、５重量％から３０重量％の
リンの硫化物と、１／２時間から１５時間、６６℃から３１６℃の範囲の温度で反応させ
て調製される。燐硫化炭化水素の中和は、開示が米国特許プラクティスのために参照によ
り本願明細書に援用される、米国特許第１，９６９，３２４号に教示されている方法で実
施されてもよい。
【００４８】
　酸化防止剤、または抗酸化剤は、スラッジおよび金属表面のワニス状の堆積物などの酸
化物の生成、および粘度の増加から明らかな鉱油の使用中の悪化傾向を抑制する。該酸化
防止剤には、たとえば、カルシウムノニルフェナートスルフィド、バリウムオクチルフェ
ナートスルフィド、ジオクチルフェニルアミン、フェニルアルファナフチルアミン、燐硫
化または硫化炭化水素等のＣ5からＣ12アルキル側鎖を含有するアルキルフェノールチオ
エステルのアルカリ土類金属塩が挙げられる。
　本発明に有用な他の酸化防止剤または抗酸化剤には、開示が米国特許プラクティスのた
めに参照により本願明細書に援用される、米国特許第５，０６８，０４７号に記載されて
いるような油溶性銅化合物が挙げられる。
【００４９】
　摩擦調整剤は、オートマティックトランスミッション液などの潤滑油組成物に適切な摩
擦特性を付与するように機能する。好適な摩擦調整剤の代表的な例は、脂肪酸エステルお
よびアミドを開示する米国特許第３，９３３，６５９号；ポリイソブテニルコハク酸無水
物－アミノアルカノールのモリブデン錯体を記載する米国特許第４，１７６，０７４号；
二量化した脂肪酸のグリセロールエステルを開示する米国特許第４，１０５，５７１号；
アルカンホスホン酸塩を開示する米国特許第３，７７９，９２８号；ホスホナートとオレ
アミドとの反応生成物を開示する米国特許第３，７７８，３７５号；Ｓ－カルボキシアル
キレンヒドロカルビルスクシンイミド、Ｓ－カルボキシアルキレンヒドロカルビルスクシ
ンアミド酸及びこれらの混合物を開示する米国特許第３，８５２，２０５号；Ｎ（ヒドロ
キシアルキル）アルケニル－スクシンアミド酸又はスクシンイミドを開示する米国特許第
３，８７９，３０６号；ジ－（低級アルキル）ホスファイト及びエポキシドの反応生成物
を開示する米国特許第３，９３２，２９０号；および燐硫化Ｎ－（ヒドロキシアルキル）
アルケニルスクシンイミドのアルキレンオキシド付加物を開示する米国特許第４，０２８
，２５８号に見い出される。これらの参照による開示は、米国特許プラクティスのために
参照により本願明細書に援用される。好ましい摩擦調整剤には、ヒドロカルビル置換コハ
ク酸又は酸無水物のコハク酸エステル、又はこれらの金属塩および米国特許第４，３４４
，８５３号に記載されているようなチオビス－アルカノールが挙げられる。
【００５０】
　分散剤は、使用中の酸化から得られる油に不溶性の物質を液体中に懸濁して維持し、こ
うしてスラッジ凝集及び金属部分上の沈殿または付着を防止する。好適な分散剤として、
高分子量Ｎ置換アルケニルスクシンイミド、油溶性ポリイソブチレン無水コハク酸とエチ
レンアミン、例えば、テトラエチレンペンタミンの反応生成物及びこれらのホウ酸塩が挙
げられる。高分子量エステル（オレフィン置換コハク酸を一価または多価脂肪族アルコー
ルでエステル化することによって生じる）または高分子量アルキル化フェノール（高分子
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量アルキル置換フェノール、アルキレンポリアミンおよびホルムアルデヒドなどアルデヒ
ドの縮合によって生じる）のマンニッヒ塩基も、分散剤として有用である。
　流動点降下剤（「ｐｐｄ」）、または潤滑油流向上剤として知られているものは、液体
が流れ、または注がれることができる温度を低くする。当該技術分野において公知の任意
の好適な流動点降下剤を使用することができる。たとえば、好適な流動点降下剤としては
、これに限定されるものではないが、１つまたは複数のＣ8からＣ18フマル酸ジアルキル
酢酸ビニルコポリマー、ポリメチルメタクリレート、アルキルメタクリラートおよびワッ
クスナフタレンが挙げられる。
【００５１】
　泡の制御のために、１つまたは複数の消泡剤の何れかを提供することができる。好適な
消泡剤としては、シリコーン油などのポリシロキサンおよびポリジメチルシロキサンが挙
げられる。
　耐摩耗剤は、金属部品の摩耗を低減する。従来の耐摩耗剤の代表例は、酸化防止剤とし
ても機能する、ジアルキルジチオりん酸亜鉛およびジアリルジチオりん酸亜鉛である。
　界面活性剤および金属防錆剤としては、スルホン酸の金属塩、アルキルフェノール、硫
化アルキルフェノール、アルキルサリチラート、ナフテン酸塩および他の油溶性モノ－お
よびジカルボン酸が挙げられる。高塩基性アルカリ土類金属スルホナート（特にＣａ塩お
よびＭｇ塩）などの高塩基性（すなわち、超塩基性）金属塩は、界面活性剤としてしばし
ば使用される。
　これらの従来の添加剤を含有する組成物は、それらの通常の付随機能を発揮する量で、
典型的には基油の中に混合される。このように、典型的な処方では、重量で、ＶＩ向上剤
（０．０１％から１２％）；腐食抑制剤（０．０１％から５％）；酸化防止剤（０．０１
％から５％）；抑制剤（０．０１％から５％）；消泡剤（０．００１％から３％）；耐摩
耗剤（０．００１％から５％）；摩擦調整剤（０．０１％から５％）；界面活性剤／防錆
剤（０．０１％から１０％）；および基油を含有できる。
【００５２】
　他の添加剤が使用される場合には、粘度指数向上剤の濃縮液または分散液（本明細書で
上述した高濃度の）と、１つまたは複数の他の添加剤とを一緒に含有する添加剤濃縮物を
調製することが、必ずしも必要ではないが望ましい場合があり、該濃縮液はいくつかの添
加剤を同時に基油に添加して潤滑油組成物を形成することができる「添加剤パッケージ」
を意味する。添加剤濃縮物の潤滑油への溶解は、溶媒およびゆるやかな加熱を伴う攪拌に
よって促進されてもよいが、これは必須ではない。添加剤パッケージは典型的には、添加
剤パッケージが所定の量のベース潤滑剤と組み合わされると、最終組成物で所望の濃度に
なる適切な量の粘度指数向上剤とオプションの追加的添加剤を含有するように配合されて
いる。このように、本発明の生成品は、他の望ましい添加剤と一緒に、少量の基油または
他の相溶性のある溶媒に添加して、典型的には総量で、２．５重量％から９０重量％、好
ましくは５重量％から７５重量％、およびさらに一層好ましくは８重量％から５０重量％
の添加剤を適切な割合で含有する添加剤パッケージ（残りは基油である）を形成すること
ができる。最終組成物は、典型的には約１０重量％の添加剤パッケージを使用することが
でき、残りは基油である。
【００５３】
　少なくともある特定の実施形態では、潤滑油組成物は、潤滑油組成物の総重量に基づい
て：０．１重量％から２０重量％の量の１つまたは複数のプロピレンベースのポリマー；
１重量％から９９重量％の量の１つまたは複数の基油；および０．０１重量％から２５重
量％の量の１つまたは複数の分散剤を含有でき、０．０１重量％から２０重量％の量の１
つまたは複数の他の添加剤を含有してもよい。該重量パーセントは油組成物の総重量に基
づく。
　少なくともある特定の実施形態では、潤滑油組成物は、１．０重量％から２０重量％、
あるいは２．０重量％から１８重量％、３．０重量％から１５重量％、５重量％から１４
重量％、あるいは５．０重量％から１０重量％の量の１つまたは複数のプロピレンベース
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のポリマーを含有できる。１つまたはそれ以上の実施形態では、潤滑油組成物の中の１つ
または複数のプロピレンベースのポリマーの量は、最低が、約０．１重量％、０．５重量
％、または１重量％であり、最高が、約１０重量％、１５重量％、または２０重量％であ
り得る。１つまたはそれ以上の実施形態では、潤滑油組成物の中の１つまたは複数のプロ
ピレンベースのポリマーの量は、最低が約０．１重量％、２．０重量％、または５重量％
であり、最高が約１２重量％、１７重量％、または１９重量％であり得る。１つまたはそ
れ以上の実施形態では、潤滑油組成物の中の１つまたは複数のプロピレンベースのポリマ
ーの量は、約１重量％、約２重量％、約５重量％、約７重量％、約９重量％、または約１
０重量％であり得る。１つまたはそれ以上の実施形態では、潤滑油組成物の中の１つまた
は複数のプロピレンベースのポリマーの量は、約０．５重量％、約０．６重量％、約０．
７重量％、約０．８重量％、約０．９重量％、約１．０重量％、約１．２重量％、約１．
４重量％、約１．６重量％、約１．８重量％または約２．０重量％であり得る。該重量パ
ーセントは油組成物の総重量に基づく。
【００５４】
　少なくともある特定の実施形態では、潤滑油組成物は、０．５重量％から２０重量％；
あるいは１．０重量％から１８重量％；あるいは３．０重量％から１５重量％；あるいは
５重量％から１４重量％；あるいは５．０重量％から１０重量％の量の１つまたは複数の
プロピレンベースのポリマー、および、１重量％から９９重量％；あるいは５０重量％か
ら９９重量％；あるいは５３重量％から９０重量％；あるいは６０重量％から９０重量％
、または６０重量％から９８重量％の量の１つまたは複数の基油を含有し得る。存在する
場合には、油組成物の中のプロピレンベースのポリマーの量は、油組成物の総重量に基づ
いて、１０重量％未満、または９重量％未満、または８重量％未満、または７重量％未満
、または６重量％未満、または５重量％未満、または４重量％未満、または３重量％未満
、または２重量％未満、または１重量％未満、または０．５重量％未満であり得る。該重
量パーセントは油組成物の総重量に基づく。
【００５５】
　少なくともある特定の実施形態では、潤滑油組成物は、１つまたは複数のプロピレンベ
ースのポリマー、１重量％から９９重量％；あるいは５０重量％から９９重量％；あるい
は５３重量％から９０重量％；あるいは６０重量％から９０重量％；あるいは６０重量％
から９８重量％の量の１つまたは複数の基油、および、０．５重量％から２０重量％；あ
るいは０．１重量％から２０重量％；あるいは１．０重量％から１８重量％；あるいは３
．０重量％から１５重量％；あるいは５重量％から１４重量％；あるいは５．０重量％か
ら１０重量％の量の１つまたは複数の分散剤を含有し得る。存在する場合には、油組成物
の中のプロピレンベースのポリマーの量は、油組成物の総重量に基づいて、１０重量％未
満、または９重量％未満、または８重量％未満、または７重量％未満、または６重量％未
満、または５重量％未満、または４重量％未満、または３重量％未満、または２重量％未
満、または１重量％未満、または０．５重量％未満であり得る。該重量パーセントは油組
成物の総重量に基づく。
【００５６】
　少なくともある特定の実施形態では、潤滑油組成物は、１つまたは複数のプロピレンベ
ースのポリマーと、１重量％から９９重量％；あるいは５０重量％から９９重量％；ある
いは５３重量％から９０重量％；あるいは６０重量％から９０重量％；あるいは６０重量
％から９８重量％の量の１つまたは複数の基油と、０．５重量％から２０重量％；あるい
は０．１重量％から２０重量％；あるいは１．０重量％から１８重量％；あるいは３．０
重量％から１５重量％；あるいは５重量％から１４重量％；あるいは５．０重量％から１
０重量％の量の１つまたは複数の分散剤と、０．０５重量％から１０重量％；あるいは０
．１重量％から１０重量％；あるいは０．７重量％から５重量％；あるいは０．７５重量
％から５重量％；あるいは０．５重量％から３重量％；あるいは０．７５重量％から３重
量％の量の１つまたは複数の流動点降下剤を含有し得る。存在する場合には、油組成物の
中のプロピレンベースのポリマーの量は、１０重量％未満、または９重量％未満、または
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８重量％未満、または７重量％未満、または６重量％未満、または５重量％未満、または
４重量％未満、または３重量％未満、または２重量％未満、または１重量％未満、または
０．５重量％未満であり得る。該重量パーセントは油組成物の総重量に基づく。
【００５７】
　増粘効率は、油中のポリマーの増粘能力の測定値であり、以下のように定義される。Ｔ
Ｅ＝２／ｃ×ｌｎ（（ポリマー＋油のｋｖ）／（油のｋｖ））／ｌｎ（２）（ｃはポリマ
ーの濃度）。潤滑油組成物の増粘効率は、以下に定義されるように約１以上であり得る。
一実施形態では、潤滑油組成物の増粘効率の範囲は、下限が約１．１、約１．２、約１．
３、約１．４、または約１．５であり、上限が約２．５、約２．６、約２．７、約２．８
、または約２．９の範囲であり得る。別の実施形態では、潤滑油組成物の増粘効率は約１
．５から約２．５である。
【００５８】
　剪断安定性指数（ＳＳＩ）はエンジンの永久機械剪断劣化に対するポリマーの抵抗性を
示す。ＳＳＩは、ＡＳＴＭ　Ｄ６２７８に挙げられる手順にしたがって、ポリマー－油溶
液を３０サイクルの間、高剪断ボッシュ・ディーゼルインジェクターに通過させることで
決定できる。ポリマーのＳＳＩは、以下の式から、ポリマー無しの油の粘度、およびポリ
マー－油溶液の初期粘度および剪断粘度から演算できる。
ＳＳＩ＝１００×（ｖ(ポリマー+油),FRESH－ｖ(ポリマー+油),SHEARED／（ｖ(ポリマー+

油),FRESH－ｖ(油),FRESH）
　ｖは、ＡＳＴＭ　Ｄ４４５にしたがって、１００℃で測定された動粘度である。さまざ
まなグレードの油および自動車エンジン製造業者および業界団体から課せられる他の性能
基準の粘度要求条件に適合させるために、市販の粘度指数向上剤ポリマーの測定されたＳ
ＳＩは、一般に２４ＳＳＩから５０ＳＳＩの範囲である。潤滑油組成物のＳＳＩの範囲は
、下限が約２０、約２２、約２４、約２６、または約２８であり、上限が約４０、約４４
、約５０、約５５、または約６０であり得る。別の実施形態では、潤滑油組成物のＳＳＩ
は、約２０から６０であり、好ましくは約２４から４５であり、好ましくは約３５から６
０であり、一層好ましくは約２０から約５０であり、または一層好ましくは約３５から約
５０である。
【００５９】
　１つまたはそれ以上の実施形態では、本発明の完全に配合された潤滑油組成物は、下限
が－５℃、－８℃、－１０℃、－１２℃、－１５℃、－１８℃または－２０℃であり、上
限が５℃、８℃、１０℃、１２℃、１５℃、１８℃または２０℃である低温度サイクルに
さらされた場合に、本質的に自由流動を維持する。「本質的に自由流動」は、容器から注
がれた場合に、流動性（粘度）にごくわずかな、および／または検出不可能な変化がある
ことを意味する。他の実施形態では、潤滑油組成物は、本発明のプロピレンベースのポリ
マーを含有する潤滑油配合物の初期流動性に対して、約１５％未満、約１２％未満、約１
０％未満、約５％未満、約３％未満、約１％未満、約０．５％未満、約０．２５％未満ま
たは約０．１％未満の流動性の変化を示す。
【００６０】
　本明細書に記載のすべての範囲（上限および／または下限）に対して、組み合わせが記
述された範囲の基本的な前提をくずさない程度で、いずれかの下限値がいずれかの上限値
と組み合わされてもよい（すなわち、材料中に存在する成分の重量パーセントの下限およ
び上限の範囲は、材料全体で、１００重量％を超える結果にならない範囲で組み合わされ
てもよい）。
　以下のさらなる実施形態が本発明の範囲内として考慮される。
【００６１】
　実施形態Ａ：潤滑油組成物は、６０重量％から９８重量％のプロピレン誘導単位と２重
量％から４０重量％の１つまたは複数の他のαオレフィンから誘導される単位とを含有す
る少なくとも１つのプロピレンベースポリマーと、基油を含有し、該プロピレンベースの
ポリマーのトリアッド規則性は９０％以上であり、融解熱は８０Ｊ／ｇ未満であり、ＧＰ
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Ｃによって測定される重量平均分子量（Ｍｗ）は７０，０００から２５０，０００であり
、ＭＷＤは２．０から２．５である。
　実施形態Ｂ：実施形態Ａの潤滑油組成物であって、該プロピレンベースのポリマーは、
７０重量％から９５重量％のプロピレン誘導単位と５重量％から３０重量％の１つまたは
複数の他のαオレフィンから誘導される単位とを含有する。
　実施形態Ｃ：実施形態Ａまたは実施形態Ｂの潤滑油組成物であって、該プロピレンベー
スのポリマーは、７５重量％から９５重量％のプロピレン誘導単位と５重量％から２５重
量％の１つまたは複数の他のαオレフィンから誘導される単位を含有する。
【００６２】
　実施形態Ｄ：実施形態Ａから実施形態Ｃの何れかに記載の潤滑油組成物であって、該プ
ロピレンベースのポリマーは、８０重量％から９０重量％のプロピレン誘導単位と５重量
％から２０重量％の１つまたは複数の他のαオレフィンから誘導される単位を含有する。
　実施形態Ｅ：実施形態Ａから実施形態Ｄの何れかに記載の潤滑油組成物は、プロピレン
ベースのポリマーは、８０重量％から９０重量％のプロピレン誘導単位と１０重量％から
２０重量％の１つまたは複数の他のαオレフィンから誘導される単位を含有する。
　実施形態Ｆ：実施形態Ａから実施形態Ｅの何れかに記載の潤滑油組成物であって、該プ
ロピレンベースのポリマーは、８０重量％から８８重量％のプロピレン誘導単位と１２重
量％から２０重量％の１つまたは複数の他のαオレフィンから誘導される単位を含有する
。
【００６３】
　実施形態Ｇ：実施形態Ａから実施形態Ｆの何れかに記載の潤滑油組成物はであって、該
αオレフィンはエチレンである。
　実施形態Ｈ：実施形態Ａから実施形態Ｇの何れかに記載の潤滑油組成物であって、ここ
でαオレフィンはブテンである。
　実施形態Ｉ：実施形態Ａから実施形態Ｈの何れかに記載の潤滑油組成物であって、該１
つまたは複数の他のαオレフィンは、１つまたは複数のＣ4からＣ12のα－オレフィンを
含有するである。
　実施形態Ｊ：実施形態Ａから実施形態Ｉの何れかに記載の潤滑油組成物であって、該プ
ロピレン誘導単位はアイソタクチックである。
【００６４】
　実施形態Ｋ：実施形態Ａから実施形態Ｊの何れかに記載の潤滑油組成物であって、重量
平均分子量（Ｍｗ）は約８０，０００から約２００，０００である。
　実施形態Ｌ：実施形態Ａから実施形態Ｋの何れかに記載の潤滑油組成物であって、重量
平均分子量（Ｍｗ）は約１００，０００から約１６０，０００である。
　実施形態Ｍ：実施形態Ａから実施形態Ｌの何れかに記載の潤滑油組成物であって、ここ
重量平均分子量（Ｍｗ）は約１００，０００から約１５０，０００である。
　実施形態Ｎ：実施形態Ａから実施形態Ｍの何れかに記載の潤滑油組成物であって、ＭＷ
Ｄは２．１から２．４である。
【００６５】
　実施形態Ｏ：実施形態Ａから実施形態Ｎの何れかに記載の潤滑油組成物であって、プロ
ピレンベースのポリマーは、１０重量％から２０重量％のエチレン誘導単位を含有する。
　実施形態Ｐ：実施形態Ａから実施形態Ｏの何れかに記載の潤滑油組成物であって、ＡＳ
ＴＭ－Ｄ１２３８によって測定される、プロピレンベースのポリマーのＭＦＲ（２．１６
ｋｇ、２３０℃）は、３．０ｇ／１０分から約２１ｇ／１０分である。
　実施形態Ｑ：実施形態Ａから実施形態Ｐの何れかに記載の潤滑油組成物は、さらに１つ
または複数の分散剤を含有する。
　実施形態Ｒ：実施形態Ａから実施形態Ｑの何れかに記載の潤滑油組成物は、さらに１つ
または複数の流動点降下剤を含有する。
【００６６】
　実施形態Ｓ：潤滑油組成物は、潤滑油組成物の総重量をベースにして、０．５重量％か
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ら１５重量％の少なくとも１つのプロピレンベースポリマーと、潤滑油組成物の総重量を
ベースにして、６０重量％から９８重量％の基油と、潤滑油組成物の総重量をベースにし
て、０．１重量％から２０重量％の１つまたは複数の分散剤と、潤滑油組成物の総重量を
ベースにして、０．１重量％から１０重量％の１つまたは複数の流動点降下剤を含有し、
該プロピレンベースのポリマーは、７０重量％から９５重量％のプロピレン誘導単位と５
重量％から３０重量％の１つまたは複数の他のαオレフィンから誘導される単位を含有し
、該プロピレンベースのポリマーの融解熱は８０Ｊ／ｇ未満であり、ＧＰＣによって測定
される重量平均分子量（Ｍｗ）は１００，０００から１５０，０００であり、ＭＷＤは２
．０から２．５であるを。
【００６７】
　実施形態Ｔ：実施形態Ｓの潤滑油組成物であって、ＡＳＴＭ－Ｄ１２３８によって測定
される、プロピレンベースのポリマーのＭＦＲ（２．１６ｋｇ、２３０℃）は３．０ｇ／
１０分から約２１ｇ／１０分である。
　実施形態Ｕ：実施形態Ｓまたは実施形態Ｔの潤滑油組成物であって、油組成物の増粘効
率は約１．５から２．５であり、増粘効率は以下のように定義される：ＴＥ＝２／ｃ×ｌ
ｎ（（ポリマー＋油のｋｖ）／（油のｋｖ））／ｌｎ（２）。（ｃはプロピレンベースポ
リマーの濃度である。）
　実施形態Ｖ：実施形態Ｓから実施形態Ｕの何れかに記載の潤滑油組成物であって、油組
成物の剪断安定性指数は約２０から約６０である。
【００６８】
　実施形態Ｗ：潤滑油組成物の総重量をベースにして、０．５重量％から１５重量％の少
なくとも１つのプロピレンベースのポリマーと、基油を含有する潤滑油組成物であって、
該プロピレンベースのポリマーは、８０重量％から８８重量％プロピレン誘導単位と１２
重量％から２０重量％の１つまたは複数の他のαオレフィンから誘導される単位を含有し
、該プロピレンベースのポリマーのトリアッド規則性が９０％以上であり、融解熱が８０
Ｊ／ｇ未満であり、ＧＰＣによって測定される重量平均分子量（Ｍｗ）が１００，０００
から２５０，０００であり、ＭＷＤが２．０から２．５である。
【００６９】
　実施形態Ｘ：実施形態Ｗの潤滑油組成物であって、潤滑油組成物の総重量をベースにし
て、プロピレンベースのポリマーは１．０重量％から１０重量％の量で存在する。
　実施形態Ｙ：実施形態Ｗまたは実施形態Ｘの潤滑油組成物であって、さらに１つまたは
複数の分散剤を含有する。
　実施形態Ｚ：実施形態Ｗから実施形態Ｙの何れかに記載の潤滑油組成物であって、さら
に１つまたは複数の流動点降下剤を含有する。
【００７０】
　実施形態ＡＡ：潤滑油組成物は、潤滑油組成物の総重量をベースにして０．５重量％か
ら１５重量％の少なくとも１つのプロピレンベースポリマーと、潤滑油組成物の総重量を
ベースにして、６０重量％から９８重量％の基油と、潤滑油組成物の総重量をベースにし
て、０．１重量％から２０重量％の１つまたは複数の分散剤と、潤滑油組成物の総重量を
ベースにして、０．１重量％から１０重量％の１つまたは複数の流動点降下剤を含有し、
該プロピレンベースのポリマーは、８０重量％から８８重量％プロピレン誘導単位と１２
重量％から２０重量％の１つまたは複数の他のαオレフィンから誘導される単位を含有し
、該プロピレンベースのポリマーのトリアッド規則性は９０％以上であり、融解熱は８０
Ｊ／ｇ未満であり、ＧＰＣによって測定される重量平均分子量（Ｍｗ）は１００，０００
から２５０，０００であり、ＭＷＤは２．０から２．５である。
【００７１】
　実施形態ＢＢ：実施形態ＡＡの潤滑油組成物であって、、ＡＳＴＭ－Ｄ１２３８によっ
て測定される、プロピレンベースのポリマーのＭＦＲ（２．１６ｋｇ、２３０℃）は３．
０ｇ／１０分から約２１ｇ／１０分である。
　実施形態ＣＣ：実施形態ＡＡまたは実施形態ＢＢの潤滑油組成物であって、油組成物の



(22) JP 5933263 B2 2016.6.8

10

20

30

40

増粘効率は約１．５から２．５であり、ここで増粘効率は以下のように定義される。ＴＥ
＝２／ｃ×ｌｎ（（ポリマー＋油のｋｖ）／（油のｋｖ））／ｌｎ（２）、ここでｃはプ
ロピレンベースポリマーの濃度である。
【００７２】
　実施形態ＤＤ：実施形態ＡＡから実施形態ＣＣの何れかに記載の潤滑油組成物であって
、油組成物の剪断安定性指数は約２０から約６０である。
　実施形態ＥＥ：実施形態ＡＡから実施形態ＤＤの何れかに記載の潤滑油組成物であって
、油組成物の剪断安定性指数は約２０から約５０である。
　実施形態ＦＦ：実施形態ＡＡから実施形態ＥＥの何れかに記載の潤滑油組成物であって
、油組成物の剪断安定性指数は約２４から約４５である。
【実施例】
【００７３】
　実施例
　前述した議論は以下の非限定的な例を参照してさらに記述することができる。記載され
た１つ以上の実施形態に従って、少なくとも１つのプロピレンベースのポリマーを粘度指
数向上剤として含有する潤滑油組成物が提供される。表１は、以下の実施例の潤滑油を配
合するために使用されたプロピレンベースのポリマーを示す。該プロピレンベースのポリ
マーはエクソンモービルケミカル（ＥｘｘｏｎＭｏｂｉｌ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ）から入手
することができる。
【表１】

*ＰＡＲＡＴＯＮＥ（登録商標）８９００ はシェブロンオロナイト社（Ｃｈｅｖｒｏｎ　
Ｏｒｏｎｉｔｅ　Ｃｏｍｐａｎｙ、ＬＬＣ）から市販されている。
【００７４】
　表２は、ＡＰＩグループＩ油における表１のポリマーの増粘効率（ＴＥ）および剪断安
定性指数（ＳＳＩ）を要約する。ＳＳＩおよびＴＥを測定するポリマー濃度は１．５重量
％である。ＡＰＩグループＩ油の動粘度は、１００℃で６．０６２ｃＳｔであった。
　上記で論じたように、増粘効率は、油中のポリマーの増粘特性の測定値であり、以下の
ように定義される。ＴＥ＝２／ｃ×ｌｎ（（ポリマー＋油のｋｖ）／（油のｋｖ））／ｌ
ｎ（２）（ｃはポリマーの濃度である。）ＳＳＩはエンジンの永久機械剪断劣化に対する
ポリマーの抵抗性を示す。ＳＳＩは、ＡＳＴＭ　Ｄ６２７８に挙げられる手順にしたがっ
て、ポリマー－油溶液を３０サイクルの間、高剪断ボッシュ・ディーゼルインジェクター
に通過させることで決定できる。ポリマーのＳＳＩは、以下の式から、ポリマー無しの油
の粘度、およびポリマー－油溶液の初期粘度および剪断粘度から演算できる。
ＳＳＩ＝１００×（ｖ(ポリマー+油),FRESH－ｖ(ポリマー+油),SHEARED　／（ｖ(ポリマ

ー+油),FRESH－ｖ(油),FRESH）
（ｖは、ＡＳＴＭ　Ｄ４４５にしたがった１００℃での動粘度である。）
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【表２】

【００７５】
　記述された１つ以上の実施形態に従った、５つの潤滑油組成物（実施例１～５）と、１
つの比較油組成物（比較例１）が調製された。実施例を調製するために、ポリマーをＡＰ
ＩグループＩ油に溶解させた。グループＩ油組成物は、１５０Ｎおよび４００ＮＡＰＩグ
ループＩ基油のブレンドであって、動粘度ＫＶは１００℃で約６．５ｃＳｔであった。Ｃ
ｈｅｖｒｏｎ　Ｏｒｏｎｉｔｅ　Ｃｏｍｐａｎｙ、ＬＬＣ製の分散剤パッケージを、以下
の表３に示すようにさまざまな量で添加した。次に、コールド・クランキング・シミュレ
ータ（Ｃｏｌｄ　ｃｒａｎｋｉｎｇ　ｓｔｉｍｕｌａｔｏｒ）（ＣＣＳ）試験が、－２０
℃でＡＳＴＭ　Ｄ５２９３にしたがって測定された。ＣＣＳは、低温での潤滑油のコール
ド・クランキング特性を評価するために使用される。
【表３】

【００７６】
　次に、流動点降下剤（「ＰＰＤ」）を含む１０個の油組成物（実施例６～１５）と比較
油組成物（比較例２）が、調製された。ＰＰＤがポリマーおよび油組成物に添加され、油
の動粘度（ＫＶ）、ミニ回転粘度（ｍｉｎｉ　ｒｏｔａｒｙ　ｖｉｓｃｏｍｅｔｒｙ）（
ＭＲＶ）、降伏応力（ＹＳ）、および流動点特性を調べた。流動点降下剤は、Ｅｖｏｎｉ
ｋ　ＲｏｈＭａｘＩｎｃ．（ホーシャム、ペンシルバニア州　米国）から市販されている
、ＶＩＳＣＯＰＬＥＸTM１－３３０またはＶＩＳＣＯＰＬＥＸTM１－３２０５の何れかで
あった。
【００７７】
　表４は、実施例６～１５および比較実施例２の油組成物の要約であり、それぞれは流動
点降下剤を含有し、結果として得られた動粘度（ＫＶ）、ミニ回転粘度（ＭＲＶ）、降伏
応力（ＹＳ）、および流動点、およびその特性を示す。粘度（ＫＶ）は、ＡＳＴＭ　Ｄ４
４５にしたがって測定された。流動点は、ＡＳＴＭ　Ｄ－９７にしたがって測定された。
ＭＲＶは、ＡＳＴＭ　Ｄ４６８４にしたがって測定され、低温でのオイルポンプのポンプ
性能を評価した。降伏応力は、ＡＳＴＭ　Ｄ４６８４にしたがって測定された。
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【表４】

【００７８】
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　データによって、α－オレフィン含有量が小さい、すなわちα－オレフィン含有量が約
１５．５重量％以下のプロピレンベースのポリマーは、驚いたことに、意外にも油の増粘
特性、剪断安定性および低温粘度特性が改善されることが明らかになった。プロピレンベ
ースのポリマーも驚いたことに、意外にも油中のそのワックスとの低相互作用のために、
その潤滑油組成物がより良好な低温性能を示した。
【００７９】
　便宜のために、引張永久歪み（ｔｅｎｓｉｌｅ　ｓｅｔ）、パーセント破断点伸び、シ
ョア硬度、および靱性などの特定の特性を決定するために、さまざまな特定の試験手順を
上記に示した。しかしながら、当業者がこの特許出願を読み、組成物またはポリマーが特
許請求の範囲に記載された特定の特性を持つか否かを判定しようとすれば、明確に同定さ
れた手順が好ましいが、いずれかの刊行された、またはよく知られた方法または試験手順
によって、その特性判定することができる。異なる手順によって異なる結果または測定値
を生じる可能性があるけれども、いずれの特許請求の範囲も、いずれの該手順の結果も含
むように構成されることを理解するべきである。このように、当業者であれば、特許請求
の範囲に反映された測定特性の実験変動を予期する。すべての数値は、一般に試験の性質
という観点から、「約」または「おおよそ」で記述された値であるとみなされることがで
きる。
【００８０】
　特定の実施形態および特徴が、一組の数値の上限と一組の数値の下限を使用して記述さ
れている。当然のことながら、他に記載がない限り、いずれかの下限からいずれかの上限
の範囲が想定される。特定の下限、上限および範囲は、以下の１つまたは複数の特許請求
の範囲で表現される。すべての数値は、「約」または「おおよそ」で示される値であり、
当業者であれば予期できる実験誤差および変動が考慮される。
　特許請求の範囲に使用されている用語が上で定義されていない場合には、少なくとも１
つの刊行物または発行された特許に反映されているように、当業者がその用語に与える最
も広い定義が与えられるべきである。さらに、本出願に引用されている、すべての特許、
試験手順、および他の書類は、そのような組み込みが許されるすべての法域であって、本
願と矛盾しない範囲内で参照により本願にすべてが組み込まれる。
　前述の内容は、本発明の実施形態を対象とするが、本発明の他の実施形態およびさらな
る実施形態は、本発明の範囲から逸脱することなく考え出すことができ、本発明の範囲は
以下の特許請求の範囲によって決定される。
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