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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
プロピレンコポリマーの製造方法であって、該方法が、
ループ反応器および攪拌槽反応器から成る群から選ばれた少なくとも１つのスラリー反応
器および少なくとも２つの気相反応器中で、スラリー反応器では４０～１１０℃の温度か
つ３０～１００バールの圧力、気相反応器では５０～１１５℃の温度かつ１０～４０バー
ルの圧力において、触媒の存在下に、プロピレンをコモノマーと重合させること、ただし
ポリマー生成物の20～90重量％が上記のスラリー反応器中で生成される、；
未反応モノマーを含有する第一の共重合生成物を、スラリー反応器中で製造すること；か
つ
上記未反応モノマーを気相反応器の前のスラリー反応器に循環させずに、上記第一の共重
合生成物を第一気相反応器に直接供給で運んで第二の共重合生成物を製造し；そして
更なる共重合のための更なる成分の存在下に上記第一気相反応器からの上記第二の共重合
生成物を第二気相反応器に導いて、向上した軟らかさを有する第一改質ポリマーを製造す
ること、を含み、
ここで該第二気相反応器は上記第一気相反応器よりも低い圧力下に運転される、上記方法
。
【請求項２】
ランダムおよびター－ポリマーを製造するために、６０℃～７５℃の温度においてスラリ
ー反応器が操作される請求項１に記載の方法。
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【請求項３】
向上した活性およびコモノマーランダム性のために、７５℃～８５℃の温度において、ス
ラリー反応器が操作される請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プロピレンをベースとするホモポリマーおよび高コモノマー含有量を有する
コポリマー、ならびに耐衝撃性改質プロピレンポリマーの製造に関する。特に、本発明は
、少なくとも１つのスラリー反応器および少なくとも１つの気相反応器の組み合わせを有
して成る反応器システムにおける、プロピレンポリマーの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　プロピレン系ポリマーの軟らかさ、耐衝撃性、およびヒートシール性は、プロピレンを
、他のオレフィン、例えば、エチレン、イソブチレンなどと共重合させることによって向
上させることができる。バルク法および気相法（bulk and gas phase processes）の両方
が使用されている。しかし、重合の際に使用されるコモノマーは、バルク法の重合媒体中
において、ポリマーの膨潤を生じる。その結果、膨潤した軟質ポリマー粒子が重合の後に
フラッシュされる際に、粒子の形態が破壊され、粉末化されたポリマーの嵩密度が非常に
減少する。それと同時に、非晶質物質が粉末の表面に堆積する。粘着性低密度物質が、フ
ラッシュタンクの壁に容易に凝集し、輸送の際に問題を生じる。コモノマーの割合が増加
すると、これらの問題が増大する。
【０００３】
　このような理由から、先行技術においては、主に気相法を用いて重合が行われている。
これらの方法は、粘着性であるが流動性の製品（ＥＰ　０２３７　００３）、およびゴム
製品、例えばＥＰＲおよびＥＰＤＭ（ＥＰ　０６１４９１７）の製造に提案されている。
該方法において、流動床反応器の気体速度が、粒子を分離させ、流体として作用させるの
に充分である。しかし、流動床反応器中のポリマーは本質的に、プラグフローモードで運
ばれる。
【０００４】
　気相法は、高コモノマー含有量製品にも好ましい。ＥＰ　０６７４９９１、ＥＰ　０５
８４５７４、ＥＰ　０６０５００１、およびＥＰ　０７０４４６４参照。
【０００５】
　しかし、気相反応器に関する問題は長い滞留時間によって生じ、これは長い移行時間お
よび生産損失の可能性を意味する。これは特に、多反応器法（multireactor processes）
において言える。気相法における触媒生産性は低く、より多量の触媒の使用および高い製
造コストを意味する。
【０００６】
　スラリーバルク反応器および気相反応器の異なる長所から利益を得るために、プロピレ
ンコポリマーを製造するバルク反応器および気相反応器のいくつかの組み合わせが当分野
において提案されている。しかし、現在のところ、先行技術の方法はいずれも、同一の工
程配置を使用して、多種類のポリオレフィン品質の製造に要求される柔軟性および低製造
コストの条件を満たしていない。特に、既知の方法の一般的特徴である、かなり多量の未
反応モノマーのスラリー反応器への循環は、ループ反応器力学（loop reactor dynamics
）を損ない、新規製品の品質への移行を遅らせる。
【０００７】
　ループ反応器および気相反応器の組み合わせにおける、向上した２段階法のプロピレン
の重合方法が、米国特許第４７４０５５０号に開示されている。米国特許第４７４０５５
０号の主な目的は、狭い滞留時間分布でホモポリマーをブロック共重合段階に供給するこ
とによって、高品質のブロックコポリマーを製造する方法を提供することである。開示さ
れている方法は、下記段階：バルクループ反応器（bulk loop reactor）におけるホモ重
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合から成る第一段階；気相反応器における第二段階ホモ重合；第一および第二段階の間の
サイクロンにおける微細物質除去；および、最後に、付加気相反応器における衝撃共重合
（impact copolymerization）を含んで成る。
【０００８】
　ループ反応器の重合生成物を気相に供給する前に、微細物質部分（fines fraction）を
除去し、ループ反応器に循環させる。微細物質と一緒に、気相反応器からのモノマーの一
部が第一段階ループ反応器に直接に循環される。
【０００９】
　この先行技術に関して、いくつかの重大な問題が存在する。例えば、全ての微細物質が
ループ反応器の反応器流出口から除去され、ループ反応器に循環される場合に、ループ反
応器が結果的に非活性触媒または僅かに重合されたデッド微細物質（dead fines）で満た
される重大な危険性が存在する。一方、微細物質流の一部が最終反応器からの生成物と合
わされる場合に、最終生成物における不均質の問題が生じる。さらに、米国特許第４７４
０５５０号に提案されているように、微細物質流の一部が別に採集され、分離ホモポリマ
ーとブレンドされる場合に、複雑な経済的に許容されない操作を必要とする。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の目的は、先行技術の単一および多反応器法に関する問題を解決し、プロピレン
のホモおよびコポリマーを製造する新規方法を提供することである。
　本発明の他の目的は、広範囲の種々のプロピレン（コ）ポリマー製品を製造するために
使用し得る非常に用途の広い方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　これらのおよび他の目的、ならびに、下記の説明から明らかな既知の方法より優れた利
点が、下記に説明する本発明によって達成される。
【００１２】
　本発明の方法は、少なくとも１つのスラリー反応器および少なくとも１つの気相反応器
をその順序において直列に連結してカスケードを形成するようにした組み合わせに基づく
。プロピレン（コ）ポリマーを、高い温度および圧力において触媒の存在下に製造する。
本発明によれば、未反応モノマーを含有する少なくとも１つのスラリー反応器の重合生成
物を、スラリー反応器へのモノマーの最少限の循環において、または循環せずに、第一気
相反応器に運ぶ。本発明に関して、第一および第二段階の共重合後に微細物質除去および
循環を行わずに、２段階ホモ重合、次いで衝撃共重合段階（impact copolymerization st
ep）によって、高品質の耐衝撃性コポリマーを製造し得ることが見い出された。本発明に
おいて、反応器の特定の配置を使用することによって、および、各反応器において生成さ
れる相対量をその目的を考慮して選択することによって、循環量を最少限にすることがで
きる。
【００１３】
　本発明の他の態様によれば、直列に連結された少なくとも１つのスラリー反応器および
少なくとも１つの気相反応器を反応器システムとして使用し、該少なくとも１つのスラリ
ー反応器が高温または超臨界温度において操作されるバルクループ反応器であり、コポリ
マー生成物および未反応モノマーを含有する反応媒体を含むスラリー反応器の含有物を、
スラリー反応器を気相反応器に連結する導管を使用して気相反応器流動床に直接に運ぶ。
【００１４】
　特に、本発明の方法は主に請求項１の特徴部に記載される特徴を有する。
【００１５】
　本発明は、多くの重要な利点を有する。本発明の配置によって、第一反応器に供給され
るモノマーが、大部分または完全に、スラリー反応器後に気相反応器において消費される
ことが見い出された。これは、少量のガスをポリマー生成物と一緒に排出する、気相操作
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によって可能である。カスケードにおけるループ反応器力学は、速い移行（fast transit
ions）および高生産性を付与する。気相層材料がループ反応器から直接に利用可能であり
ので、速い始動も可能である。ループおよび気相反応器カスケードによって、多種類の広
範囲分子量分布またはバイモーダル（bimodal）の生成物を得ることができる。該少なく
とも１つの気相反応器は、調節可能な層レベルおよび反応速度によって、生成物の第一お
よび第二部分の反応速度比において高い柔軟性を付与する。さらに、溶解制限を有さない
気相反応器は、高いまたは非常に高いコモノマー含有量のポリマーを生成することを可能
にする。
【００１６】
　ループ－気相反応器の組み合わせは、気相－気相多反応器法と比較して、滞留時間およ
び生産損失を大幅に減少させる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
定義
　本発明において、「スラリー反応器」は、バルクまたはスラリーにおいて操作され、ポ
リマーが粒子形態で形成される、連続または単純攪拌タンク反応器またはループ反応器の
ような反応器を意味する。「バルク」は、少なくとも６０重量％のモノマーを含んで成る
反応媒体中における重合を意味する。好ましい実施態様によれば、スラリー反応器がバル
クループ反応器を有して成る。
【００１８】
　「気相反応器」は、機械混合または流動床反応器を意味する。気相反応器が、少なくと
も０.２ｍ／秒の気体速度を有する機械攪拌流動床反応器を有して成るのが好ましい。
【００１９】
　「高温重合」は、関連先行技術の高収率触媒にとって有害であることが既知の８０℃の
制限温度より高い重合温度を意味する。高温度において、触媒の立体特異性およびポリマ
ー粉末の形態が、損失し得る。下記に記載される本発明に使用される特に好ましい種類の
触媒に関しては、そのようなことは起こらない。高温重合が、制限温度より高く、反応媒
体の対応する臨界温度より低い温度において起こる。
【００２０】
　「超臨界重合」は、反応媒体の対応する臨界温度および圧力より上において起こる重合
を意味する。
【００２１】
　「直接供給」は、重合生成物および反応媒体を含んで成るスラリー反応器の含有物が、
気相反応器の流動床に直接に運ばれる方法を意味する。
【００２２】
　「反応区域」は、同じ種類または性質のポリマーを生成する、１つの、または直列に連
結された同種類のいくつかの反応器を意味する。
【００２３】
　「本質的にモノマーを循環しない」および「最少限のまたは零のモノマー循環」という
表現は、約３０重量％以下、好ましくは２０重量％以下、特に零のモノマーがスラリー工
程に循環されることを意味する。これと対照的に、通常のスラリー工程においては、５０
重量％またはそれ以上のモノマーが循環される。
【００２４】
全体方法
　本発明は、少なくとも１つのスラリー反応器を有するバルク反応区域、および少なくと
も１つのスラリー反応器後のカスケードにおける少なくとも１つの気相反応器から成り、
最少限のまたは零のモノマーが第一反応器に循環され、およびプロピレンのホモまたは共
重合のために気相に直接供給または間接供給される、多段階法に関する。
【００２５】
　直接供給法においては、スラリー反応器の含有物、重合生成物および反応媒体が、流動



(5) JP 5072637 B2 2012.11.14

10

20

30

40

50

床反応器に直接に運ばれる。スラリー反応器の生成物流出は、不連続、または好ましくは
連続である。種々の粒度に基づいてガスまたは粒子流を分離せず、そのままスラリーを運
ぶ。粒子を前の反応器に戻さない。任意に、スラリー反応器および気相反応器の間のライ
ンを加熱して、反応媒体の一部または全部を、気相反応器層に入る前に蒸発させることが
できる。
【００２６】
　気相反応器において反応が継続される。スラリー反応器から気相反応器に入る全てまた
実質的に全て（少なくとも９０％）のモノマーは、それがポリマーに変換されるまで、反
応器ガス量（inventory）の一部である。
【００２７】
　２つの反応器の操作において、流出システムを有する気相反応器から流出するポリマー
が、固体／気体分離ユニットに入る。底部からのポリマーをさらなる処理段階に供給し、
ガスを圧縮し、精製段階後に気相反応器に循環させる。一般に、メタンおよびエタンのよ
うな軽不活性物質、ならびにプロパンおよびオリゴマーのような重不活性物質が、これら
の精製段階において除去される。精製は、蒸留または半透膜分離によって行うことができ
る。蒸留の場合は、モノマーを主に液体として気相反応器に循環させる。
【００２８】
　３つの反応器の操作においては、流出システムを有する第一気相反応器から流出するポ
リマーが、固体／気体分離ユニットに入る。底部からのポリマーをさらに、第二気相反応
器に供給し、ガスを圧縮し、精製段階後に第一気相反応器に循環させる。一般に、メタン
およびエタンのような軽不活性物質、ならびにプロパンおよびオリゴマーのような重不活
性物質をこれらの精製段階において除去する。精製は、蒸留または半透膜分離によって行
うことができる。蒸留の場合は、モノマーを主に液体として気相反応器に循環させる。
【００２９】
　３つの反応器の操作において、任意に、流出システムを有する第一気相反応器から流出
するポリマーが、付随ガスと一緒に直接に第二気相反応器に入ることもできる。
【００３０】
　３つの反応器の操作においては、流出システムを有する第二気相反応器から流出するポ
リマーが、固体／気体分離ユニットに入る。底部からのポリマーをさらなる処理段階に供
給し、ガスを圧縮し、一部分は直接に、一部分は精製段階後に第二気相反応器に循環させ
る。一般に、メタンおよびエタンのような軽不活性物質、ならびにプロパンおよびオリゴ
マーのような重不活性物質を、これらの精製段階において除去する。精製は、蒸留または
半透膜分離によって行うことができる。蒸留の場合は、エチレン高含有流を第二気相反応
器に循環し、プロピレン－プロパン流をプロパンおよびオリゴマー除去段階に供給する。
【００３１】
　触媒を使用することによって、重合生成物を得る。触媒は、高温において適切な活性を
付与するどのような触媒であってよい。使用される好ましい触媒系は、触媒成分を含有す
る高収量チーグラー－ナッタ触媒、助触媒成分、外部供与体（ドナー）、および任意に内
部供与体を含んで成る。他の好ましい触媒系は、例えば、高立体選択性を付与する架橋リ
ガンド構造を有し、活性錯体の形態において担体または支持体（support）に含浸される
、メタロセン系触媒である。
【００３２】
　重合温度は少なくとも６０℃、好ましくは少なくとも６５℃である。スラリー反応器は
少なくとも３５バール～１００バールの高圧において操作され、気相反応器は少なくとも
１０バール～露点圧において操作される。あるいは、直列の反応器のいずれかの反応器を
、臨界温度および圧力より上において操作することができる。
【００３３】
　直列に連結された複数の重合反応器において、プロピレンおよび任意に１種またはそれ
以上のＣ２～Ｃ１６オレフィン、例えば、エチレン、１－ブテン、４－メチル－１－ペン
テン、３－メチル－１－ブテン、１－ヘキセン、１－オクテン、１－デセン、ジエン、ま
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たは環状オレフィン、例えば、ビニルシクロヘキサンまたはシクロペンテンを、それぞれ
重合および共重合にかける。コモノマーオレフィンを反応器のいずれかにおいて使用する
ことができる。いずれかのまたは全ての反応器において、種々の量の水素を、分子量改変
剤または調節剤として使用することができる。
【００３４】
　所望のプロピレン（コ）ポリマーを、気相反応区域の生成物分離手段から回収すること
ができる。
【００３５】
触媒
　触媒を使用することによって、重合生成物を得る。触媒として、高収量および有用なポ
リマー特性、例えば、高温および可能な超臨界重合におけるアイソタクチシティおよび形
態学を有する、プロピレンに対して立体特異的な触媒を使用することができる。使用され
る好ましい触媒系は、触媒成分を含有する高収量チーグラー－ナッタ触媒、助触媒成分、
任意に、外部供与体および内部供与体を含んで成る。他の好ましい触媒系は、高立体選択
性を付与する架橋リガンド構造を有し、担体に含浸された活性錯体を有するメタロセン触
媒である。最後に、触媒は、高温において適切な活性を付与する触媒であるのが好ましい
。
【００３６】
　好適な系の例が、例えば、ＦＩ特許第８６８６６号、第９６６１５号、第８８０４７号
、第８８０４８号、および第８８０４９号に開示されている。
【００３７】
　本発明に使用することができる１つの特に好ましい触媒が、ＦＩ特許第８８０４７号に
開示されている。他の好ましい触媒が、ＦＩ特許出願第９６３７０７号に開示されている
。
【００３８】
　他の好ましい触媒が、ＰＣＴ／ＦＩ９７／００１９１号、ＰＣＴ／ＦＩ９７／００１９
２号に開示されている。
【００３９】
予備重合
　直列における第一重合反応器に供給する前に、触媒を予備重合に付すことができる。反
応器に供給する前に、触媒成分を、予備重合の間に、オレフィンモノマーのようなモノマ
ーと接触させる。好適な系の例が、例えば、ＦＩ特許出願第ＦＩ９６１１５２号に開示さ
れている。
【００４０】
　オレフィンワックスのような粘稠物質の存在において予備重合を行って、貯蔵および取
扱の際に安定な予備重合触媒を得ることもできる。ワックス中で予備重合された触媒は、
重合反応器への触媒の装填をたやすくする。好適な系の例が、例えば、ＦＩ特許第９５３
８７号に開示されている。一般に、約１部の触媒が、最大４部のポリマーに対して使用さ
れる。
【００４１】
　予備重合に使用されるモノマーは、プロピレン、１－ブテン、４－メチル－１－ペンテ
ン、３－メチル－１－ブテン、ビニルシクロヘキサン、シクロペンテン、１－ヘキセン、
１－オクテン、および１－デセンから成る群から選択することができる。
【００４２】
　予備重合は、ワックス中において、または連続初期重合反応器において、あるいは連続
プラグフロー型予備重合反応器において、バッチ式に行うことができる。
【００４３】
重合
　本発明は、カスケードと称される、直列に連結された少なくとも１つのスラリー反応器
および少なくとも１つの気相反応器の組み合わせに基づく。
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【００４４】
　重合段階の装置は、適切な種類の重合反応器を有して成る。スラリー反応器は、バルク
またはスラリーにおいて操作される連続または単純攪拌タンク反応器またはループ反応器
であり、ポリマーが反応器において粒子形態で形成される。バルクは、少なくとも６０％
（ｗ／ｗ）のモノマーを含んで成る反応媒体における重合を意味する。気相反応器は、機
械混合または流動床反応器である。本発明によれば、スラリー反応器は、好ましくはバル
クループ反応器であり、気相反応器は、機械攪拌器を有する流動床型反応器である。
【００４５】
　該方法における反応器は、超臨界重合反応器であってもよい。
【００４６】
　スラリー反応器および第一気相反応器の間の製造量分割（production split）は、スラ
リー反応器へのモノマー循環が行われる場合に、一般に６７：３３～５０：５０である。
これに対して、スラリー反応器への循環が必要とされない場合は、スラリー反応器におけ
る製造量は、第一気相反応器における製造量より少ないかまたはそれに相当する。全ての
場合において、スラリー反応器における製造量は、１０％より以上である。従って、好ま
しい実施態様においては、１０～７０重量％、好ましくは２０～６５重量％、特に４０～
６０重量％のポリマーが、スラリー反応区域において製造され、モノマーがスラリー反応
区域へ循環されない。５０％～６７％のポリマーがスラリー反応区域において製造される
場合は、少量のモノマーを気相反応区域からスラリー反応器へ循環させることができる。
【００４７】
　本発明によれば、重合法が、少なくとも下記の段階を含んで成る：
　・　第一スラリー重合区域または反応器において、プロピレンおよび任意に他のオレフ
ィンを重合または共重合に付し；
　・　反応媒体を有する第一反応区域から、第一重合生成物を回収し；
　・　直接または間接に、第一重合生成物を気相重合区域または反応器に供給し；
　・　任意に、追加のプロピレンおよび／またはコモノマーを第二反応区域に供給し；
　・　第一区域からの過剰プロピレンおよび／またはコモノマー、ならびに追加プロピレ
ンおよび／またはコモノマーを、第一重合生成物の存在下に第二重合反応に付して、第二
重合生成物を得；
　・　第二反応区域から重合生成物を回収し；および
　・　第二反応生成物からポリプロピレンを分離し、回収する。
　さらに、該方法は、下記の追加段階の１つまたはそれ以上を含んで成ることもできる：
　・　触媒を１種またはそれ以上のモノマーと予備重合する；
　・　第二反応区域の生成物からガスを分離する；
　・　初期区域の回収重合生成物を、第三または第四反応区域または反応器に供給する；
　・　任意に、追加のプロピレンおよび／またはコモノマーを、第三および第四反応区域
へ供給する；
　・　過剰プロピレンおよび／またはコモノマー、ならびに追加プロピレンおよび／また
はコモノマーを、初期区域の重合生成物の存在下に、第三および第四重合反応にかけて、
第三または第四重合生成物を得る；
　・　第三または第四反応区域から重合生成物を回収する、および
　・　第三または第四反応生成物からポリプロピレンを分離し、回収する。
【００４８】
　該方法の第一段階において、プロピレンおよび任意のコモノマーを、活性触媒錯体なら
びに任意の助触媒および他の補助成分と一緒に、第一重合反応器に供給する。触媒を予備
重合させることができ、または、該工程に供給する前に予備重合させる。前記成分と一緒
に、水素を分子量調節剤として、ポリマーの所望の分子量を得るために必要な量において
反応器に供給することができる。スラリー反応器への循環が行われない実施態様において
は、新たなモノマーだけが第一反応器に供給される。
【００４９】
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　あるいは、スラリー反応器へのモノマーの最少限の再循環が行われる実施態様において
は、反応器への供給材料が、回収システムを通過した次の反応器からの循環モノマー、存
在する場合は、追加される新たなモノマー、水素、任意のコモノマー、および触媒成分か
ら成ることができる。
【００５０】
　全ての実施態様において、プロピレン、任意のコモノマー、補助触媒および他の補助成
分の存在において、活性触媒錯体が重合し、スラリー反応器中に粒子形態において、即ち
、反応器に循環される流体に懸濁したポリマー粒子の形態において、生成物を形成する。
【００５１】
　重合媒体は一般に、モノマーおよび任意に炭化水素を含んで成り、流体は液体または気
体である。スラリー反応器、特にループ反応器の場合は、該流体が液体であり、ポリマー
の懸濁液がスラリー反応器に連続的に循環され、それによって、炭化水素媒体またはモノ
マー中の粒子形態のポリマーのより多くの懸濁液が形成される。好ましい実施態様によれ
ば、第一重合または共重合反応が、主にプロピレンから成る反応媒体において行われる。
媒体の少なくとも６０重量％がプロピレンであるのが好ましい。
【００５２】
　スラリー反応器の条件は、全生成物の少なくとも１０重量％、好ましくは少なくとも１
２重量％が、第一スラリー反応器において重合されるように選択される。温度は４０℃～
１１０℃、好ましくは５０℃～１００℃であり、さらに好ましくは、ホモポリマーおよび
高ランダム性コポリマーに関しては８０℃～１００℃であり、高コモノマー含有量のコポ
リマーに関しては６０℃～７５℃である。反応圧は、反応媒体の蒸気圧に基づいて、３０
～１００バール、好ましくは３５～８０バールである。
【００５３】
　スラリー重合区域においては、２つ以上の反応器を直列において使用することができる
。そのような場合に、第一スラリー反応器において形成される不活性炭化水素またはモノ
マー中のポリマー懸濁液が、不活性成分およびモノマーから分離されずに、前記スラリー
反応器より低圧において稼働する次のスラリー反応器に定期的にまたは連続的に供給され
る。
【００５４】
　重合熱は、冷却ジャケットを用いて反応器を冷却することによって、除去される。充分
な重合度を得るためには、スラリー反応器における滞留時間は、少なくとも１０分、好ま
しくは２０分～１００分である。これは、少なくとも４０ｋｇ　ＰＰ／ｇ触媒のポリマー
収量を得るために必要である。粒子が膨潤する場合に、高固体濃度、例えば、ホモポリマ
ーに関しては５０％、およびコポリマーに関しては３５％または４０％において、スラリ
ー反応器を操作することも有益である。ループ反応器における固体濃度が低すぎる場合は
、第二反応区域または気相反応器に運ばれる反応媒体の量を増加させる。
【００５５】
　スラリー反応器の含有物、重合生成物および反応媒体は、気相反応器流動床に直接に運
ばれる。
【００５６】
　第二反応器は気相反応器であるのが好ましく、該反応器において、プロピレンおよび任
意にコモノマーが、ガスまたは蒸気から成る反応媒体中で重合される。
【００５７】
　気相反応器は、通常の流動床反応器であってよいが、他のタイプの気相反応器も使用す
ることができる。流動床反応器においては、該層が、形成されたまたは形成されつつある
ポリマー粒子、ならびに未だ活性な触媒およびポリマー部分から成る。ガス成分、例えば
、粒子を流体として作用させる流速（少なくとも０.２ｍ／秒）のモノマー、を導入する
ことによって、該層が流動状態に維持される。流動ガスは、窒素のような不活性ガス、お
よび改質剤としての水素も含有することができる。本発明においては、回収セクションに
おいて問題を生じ得る不必要な不活性ガスの使用は薦められない。
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【００５８】
　使用される気相反応器は、５０℃～１１５℃、好ましくは６０℃～１１０℃の温度、お
よび１０バール～４０バールの反応圧で操作することができ、モノマーの分圧は２バール
～３０バールまたはそれ以上が好ましく、常に露点圧より低い圧力である。
【００５９】
　１つの好ましい実施態様によれば、種々のフラッシングに必要とされる以外は、新たな
プロピレンが第一気相反応器に供給されない。
【００６０】
　次に、気体反応媒体を含有する第二重合生成物の圧力を、第一気相反応器後に減少させ
て、例えば、フラッシュタンク中で、生成物の気体およびありうる揮発性成分（例えば、
重コモノマーおよび触媒供給材料に使用される化合物）の部分を分離する。オーバーヘッ
ドガス流を、回収システムによって、第一気相反応器に、または一部分を第一気相反応器
に、および一部分をスラリー反応器に循環させる。いくらかのモノマー、一般により重い
コモノマーを、バルク反応区域に循環させることができる。
【００６１】
　所望であれば、重合生成物を第二気相反応器に供給し、第三重合反応に付して、改質重
合生成物を得ることができ、その生成物からポリプロピレンを分離し、回収する。第三重
合反応は、第三重合生成物に向上した耐衝撃性、延性、または軟らかさのような特性を付
与するコモノマーの存在において、気相反応器中で行うことができる。一般に、第一気相
反応器から流入するガスの一部を、第二気相反応器の前の減圧段階において除去する。除
去されたガスを圧縮して回収セクションに運び、２つの反応器の場合において前記に記載
したように処理する。あるいは、第二生成物を、第三反応器に直接に運ぶことができる。
【００６２】
　一般に、コポリマーが本発明の方法によって製造される場合に、それらは、少なくとも
０.５重量％のコモノマー、特に少なくとも約２重量％、好ましくは最高２０重量％の少
なくとも１種類のコモノマーを含有する。第一気相反応器に供給されるコポリマーの一般
的コモノマー含有量は、約２～１６重量％である。製造されるコポリマーは、高ランダム
性を示す（非常に軟質なコポリマー）。
【００６３】
　特に、第三（共）重合反応によってゴム状コポリマーを生成するために、重合生成物を
第二気相反応器に供給して、改質重合生成物を得る。第三重合反応は、重合生成物に、例
えば向上した衝撃強さなどの特性を付与する。エラストマーを生成する段階は、種々の方
法によって行うことができる。従って、少なくともプロピレンおよびエチレンを共重合さ
せてエラストマーを得ることによって、エラストマーを製造するのが好ましい。共重合の
条件は、例えば、Encyclopedia of Polymer Science and Engineering、第二版、第６巻
、第５４５～５５８頁に記載されているような通常のＥＰＭ製造条件の範囲である。ポリ
マーにおけるエチレン繰り返し単位含有量が所定範囲である場合に、ゴム状製品が形成さ
れる。従って、コポリマーが１０～７０重量％のエチレン単位を含有するような比率にお
いてエチレンおよびプロピレンを共重合させて、エラストマーを形成するのが好ましい。
特に、エチレン単位含有量は、コポリマー・プロピレン／エチレン・エラストマーの３０
～５０重量％である。言い換えれば、エチレンおよびプロピレンを重合させて、エチレン
／プロピレンのモル比が３０／７０～５０／５０のエラストマーを得る。
【００６４】
　既製のまたは天然のエラストマーを第一気相反応器のポリマー生成物に加えることによ
って、エラストマーを得ることもできる。
【００６５】
　耐衝撃性改質ポリプロピレンは一般に、約５～５０重量％、特に約１０～４５重量％、
好ましくは約１５～４０重量％の前記エラストマーを含有する。
【００６６】
　一般に、向上した耐衝撃性を得るように高分子量生成物を製造するために、生成物を第
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二気相に供給する前に、第二反応生成物の水素濃度が減少される。
【００６７】
　第三重合改質生成物に特性を付与するコモノマーの存在において共重合が行われる第三
（第四など）重合反応区域に、第二気相反応の生成物を運ぶこともできる。
【００６８】
　第三および第四気相反応器を、６０℃～８０℃の温度において操作することができ、反
応圧は１０～３０バールに維持することができる。
【００６９】
　前記を要約すると、本発明の１つの特に好ましい実施態様（図１）は：
　－　ループ反応器中において、４０～８０バールの圧力、８０℃～１００℃の温度にお
いてプロピレンを重合させ、および、水素を使用して、重合生成物の分子量を調節し；
　－　ループ反応器からの重合生成物を回収し、該生成物を気相反応器流動床に運び；
　－　任意に、追加のプロピレンおよび任意のコモノマーを、気相反応器に供給し；
　－　任意に、追加の水素を気相反応器に供給して、水素／プロピレン比を調節して、所
望分子量の重合生成物を得；
　－　気相反応器から重合生成物を回収し、該生成物をフラッシュタンクに運び、そこに
おいて生成物の圧力を減少させて、未反応プロピレンおよび水素を本質的に含有するオー
バーヘッド生成物、および重合固形物を主に含有する底部生成物を得；
　－　オーバーヘッド生成物または少なくともその大部分を、回収セクションを経て気相
反応器に循環させ；および
　－　ポリプロピレンポリマーを、フラッシュタンクの底部生成物として回収する；
ことを含んで成る。
　第二の特に好ましい実施態様（図１）によれば：
　－　プロピレンおよびコポリマー、例えば、エチレンまたは１－ブテンあるいはそれら
の両方を、ループ反応器中、４０～８０バールの圧力、６０℃～８０℃の温度において重
合させ、および、水素を使用して、所望分子量の重合生成物を得；
　－　ループ反応器からの重合生成物を、気相反応器流動床に直接に運び；
　－　任意に、追加のプロピレンおよびコモノマーを、気相反応器に供給し；
　－　任意に、追加の水素を気相反応器に供給して、水素／プロピレン比を調節して、所
望分子量の重合生成物を得；
　－　気相反応器から重合生成物を回収し、フラッシュタンクに運び、そこにおいて圧力
を減少させて、未反応モノマーおよび水素を本質的に含有するオーバーヘッド生成物、お
よび重合固形物を主に含有する底部生成物を得；
　－　オーバーヘッド生成物または少なくともその大部分を、回収セクションを経て気相
反応器に循環させ；および
　－　ポリプロピレンポリマーを、フラッシュタンクの底部生成物として回収する。
　第三の特に好ましい実施態様（図２）によれば、
　－　プロピレンおよび任意にコポリマーを、ループ反応器中、４０～８０バールの圧力
、６０℃～１００℃の温度において重合させ、および、水素を使用して、重合生成物の質
量を調節し；
　－　ループ反応器からの重合生成物を回収し、気相反応器流動床に運び；
　－　任意に、追加のプロピレンおよび追加のコモノマーを、気相反応器に供給し；
　－　任意に、追加の水素を気相反応器に供給して、水素／プロピレン比を調節して、所
望分子量の重合生成物を得；
　－　第一気相反応器からの重合生成物を回収し、中間フラッシュタンクに運び、そこに
おいて生成物の圧力を減少させて、未反応モノマーおよび水素を本質的に含有するオーバ
ーヘッド生成物、および重合固形物を主に含有する底部生成物を得；
　－　オーバーヘッド生成物または少なくともその大部分を、回収セクションを経て第一
気相反応器に循環させ；および
　－　中間フラッシュタンクの底部からのポリプロピレンポリマーを、ポリマー供給シス
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テムを経て第三重合反応器に供給し；
　－　第三重合反応を、気相反応器中においてコモノマーの存在下に行い；
　－　第二気相反応器からの重合生成物を回収し、フラッシュタンクに運び、そこにおい
て、生成物の圧力を減少させて、未反応モノマーおよび水素を本質的に含有するオーバー
ヘッド生成物、および重合固形物を主に含有する底部生成物を得；
　－　任意に、第三重合からの重合生成物を、直接に、またはフラッシュタンクを経て、
第三（第四など）気相重合反応器に運ぶことができ、そこにおいて、コモノマーの存在下
に重合が行われる。
【００７０】
　前記の２つの好ましい実施態様が図面にも示されており、該図面は、使用される工程装
置の特定の配置を示している。数字は、装置の下記部分を示す。
１；１０１　　　　　　　予備重合反応器
３０；１３０　　　　　　触媒貯蔵器
３１；１３１　　　　　　供給デバイス
３２；１３２　　　　　　稀釈剤（任意）
３３；１３３　　　　　　触媒／稀釈剤混合物
３４；１３４　　　　　　モノマー
３５；１３５　　　　　　触媒および可能な供与体
４０；１４０　　　　　　ループ反応器
４２；１４２　　　　　　稀釈剤供給（任意）
４３；１４３　　　　　　モノマー供給
４４；１４４　　　　　　水素供給
４５；１４５　　　　　　コモノマー供給（任意）
４６；１４６　　　　　　ライン４６；１４６を通ってループ反応器
　　　　　　　　　　　　４０；１４０へ戻る
４７；１４７　　　　　　１個または数個の排出弁
１５０ｂ　　　　　　　　フラッシュセパレーター
１５２ｂ　　　　　　　　取り出しライン
６０；１６０；１６０ｂ　気相反応器
６１；１６１；１６１ｂ　ガス移動ライン
６２；１６２；１６２ｂ　圧縮機
６３；１６３；１６３ｂ　モノマー供給
６４；１６４；１６４ｂ　コモノマー供給
６５；１６５；１６５ｂ　水素供給
６６；１６６；１６６ｂ　移送ライン
６７；１６７　　　　　　生成物移送ライン
６８；１６８　　　　　　ポリマー生成物回収システム、例えば、フラッシュ
　　　　　　　　　　　　タンク
６９；１６９　　　　　　回収ライン
７０；１７０　　　　　　モノマー回収システム
 
【００７１】
　図１によれば、貯蔵器３０からの触媒が、ライン３２からの任意の稀釈剤と一緒に、供
給デバイス３１に供給される。供給デバイス３１は、触媒／稀釈剤混合物を、ライン３３
を経て重合室１に供給する。モノマーを３４によって供給し、触媒および可能な供与体を
、導管３５によって反応器１に供給することができ、または、好ましくは、触媒および供
与体を混合し、ライン３５によって供給する。
【００７２】
　予備重合された触媒を、好ましくは、ライン３６によって重合室１から直接に流出させ
、ループ反応器４０に運ぶ。ループ反応器４０において、ライン４２からの任意の稀釈剤
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、ライン４３からのモノマー、ライン４４からの水素、およびライン４５からの任意のコ
モノマーを、ライン４６によって添加することによって重合を継続させる。任意の触媒も
、ループ反応器４０に導入することができる。
【００７３】
　ＦＩ特許出願第９７１３６８号または第９７１３６７号に記載のように、ポリマー－炭
化水素混合物が、ループ反応器４０から、１個または数個の排出弁４７を通って供給され
る。ループ反応器４０から気相反応器６０への、直接的な生成物移動６７が存在する。
【００７４】
　反応器６０の上部から、ライン６１、圧縮機６２、および熱交換機（図示せず）を通っ
て、反応器６０の下部に通常の方法で除去されるガスを循環させることによって、通常の
方法で流動状態に維持されるポリマー粒子から成る流動床が、気相反応器６０の下部に存
在する。反応器６０にミキサーを取り付けるのが必須ではないが有利である（ＦＩ特許出
願第９３３０７３号に記載、図示せず）。ライン６３からのモノマー、任意にライン６４
からのコモノマー、およびライン６５からの水素を、既知の方法で反応器６０の下部に導
入することができる。生成物が、反応器６０から移送ライン６６を通ってフラッシュタン
ク６８に連続的または定期的に取り出される。回収システムのオーバーヘッド生成物が、
モノマー回収システムを経て、気相反応器に循環される。
【００７５】
　図２に示される実施態様は、気相反応器１６０からの生成物が、追加の気相反応器１６
０ｂに供給されるという点においてのみ図１と異なる。ポリマー粒子が、フラッシュタン
ク１６８およびポリマー供給タンク１５０ｂから、取り出しライン１５２ｂを経て、気相
反応器１６０ｂに運ばれる。気相反応器にミキサー（図示せず）を取り付けるのが好まし
い。
【００７６】
　フラッシュセパレーター１６８ｂのオーバーヘッドが、一部分は気相反応器１６０ｂに
、一部分はモノマー回収システムに循環される。
【００７７】
　前記の両方の実施態様において、数字７０および１７０は、気相反応器（６０、１６０
、１６０ｂ）またはセパレーター（６８、１６８、１６８ｂ）の循環モノマーを、水素お
よび／またはモノマーより低い沸点を一般に有する軽不活性炭化水素から遊離し得る、半
透膜ユニットまたは除去カラムのような分離手段を意味する。
【００７８】
ポリマー
　本発明によって製造される生成物は、ポリプロピレンターポリマーを包含するポリプロ
ピレンコポリマーを含んで成る。特に、本発明によって、非常に軟質の高ランダム性コポ
リマーを製造することができる。該コポリマーは、少なくとも０.５重量％のコモノマー
、特に少なくとも約２重量％、好ましくは最高２０重量％のコモノマーを含有する。典型
的なコモノマー含有量は、約２～１２重量％である。本発明の本質的特徴は、共重合の際
により均質なコモノマー分布を与える高重合温度、好ましくは７５℃より以上の温度の使
用である。６０℃の重合温度においてＦＴＩＲによって測定されるランダム性は６９％で
あり、６５℃では７１％であり、および、第一反応器における７５℃および第二反応器に
おける８０℃の重合温度においては７４％である。
　本発明によって製造される他の生成物は、生成物の耐衝撃性を向上させる、ゴム状コポ
リマー、特にエチレン－プロピレンコポリマーを含有するのが好ましい耐衝撃性改質プロ
ピレンポリマーを包含する。エラストマーの比率は、プロピレンの約５～４０重量％であ
る。
【００７９】
　下記の実施例は、本発明の原理を例示するものである。
【実施例１】
【００８０】
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　ＰＰホモポリマーの連続製造を行うための生産規模の設備をシミュレーションした。設
備には、触媒、アルキル、供与体、プロピレンの供給システム、予備重合反応器、ループ
反応器および流動床気相反応器（ＧＰＲ）が含まれる。
　触媒、アルキル、供与体およびプロピレンを予備重合反応器に供給した。予備重合反応
器から得られたポリマースラリーをループ反応器に供給し、ループ反応器にも水素および
さらなるプロピレンを供給した。ループ反応器から得られたポリマースラリーと、さらな
る水素およびプロピレンとをＧＰＲに供給した。これらの反応器での生産速度は、予備重
合において３００ｋｇ／時間であり、ループにおいて１５ｔ／時間であり、ＧＰＲにおい
て１０ｔ／時間であった。
　予備重合ループ反応器を５６バールの圧力および２０℃の温度で操作した。ループ反応
器を５５バールの圧力および８５℃の温度で操作した。ループ反応器で製造されるＰＰホ
モポリマーのＭＦＲ（２．１６ｋｇ、２３０℃）を、水素供給量を制御することによって
１に調節した。
　ＧＰＲを３５バールの圧力および８５℃の温度で操作した。ＧＰＲから取り出されるＰ
ＰホモポリマーのＭＦＲ（２．１６ｋｇ、２３０℃）を、水素分圧を制御することによっ
て１３に調節した。５ｔ／時間のプロペンをＧＰＲ排出口からループ反応器に戻して再利
用した。１回の処理によるプロピレンの転化率は８３％であった。
【実施例２】
【００８１】
　良好な衝撃特性を有するＰＰコポリマーの連続製造を行うための生産規模の設備をシミ
ュレーションした。設備には、触媒、アルキル、供与体、プロピレンの供給システム、予
備重合反応器、ループ反応器および２基の流動床気相反応器（ＧＰＲ）が含まれる（図２
参照）。
　触媒、アルキル、供与体およびプロピレンを予備重合反応器に供給した。予備重合反応
器から得られたポリマースラリーをループ反応器に供給し、ループ反応器にも水素および
さらなるプロピレンを供給した。ループ反応器から得られたポリマースラリーと、さらな
る水素およびプロピレンとを第１のＧＰＲに供給した。
　第２のＧＰＲに入れる前に、第１のＧＰＲから得られたポリマーの圧力を抜いた。エチ
レンおよびさらなるプロピレンを第２のＧＰＲに供給した。
　これらの反応器での生産速度は、予備重合において３００ｋｇ／時間であり、ループに
おいて１５ｔ／時間であり、第１のＧＰＲにおいて１０ｔ／時間であり、第２のＧＰＲに
おいて６ｔ／時間であった。
　予備重合ループ反応器を５６バールの圧力および２０℃の温度で操作した。ループ反応
器を５５バールの圧力および８５℃の温度で操作した。ループ反応器で製造されるＰＰホ
モポリマーのＭＦＲ（２．１６ｋｇ、２３０℃）を、水素供給量を制御することによって
２０に調節した。
　第１のＧＰＲを３５バールの圧力および８５℃の温度で操作した。第１のＧＰＲから取
り出されるＰＰホモポリマーのＭＦＲ（２．１６ｋｇ、２３０℃）を、水素分圧を制御す
ることによって２０に設定した。４．３ｔ／時間のプロペンをＧＰＲ排出口からループ反
応器に戻して再利用した。
　第２のＧＰＲを２０バールの圧力および７０℃の温度で操作した。第２のＧＰＲから取
り出されるＰＰコポリマーのＭＦＲ（２．１６ｋｇ、２３０℃）を、制御手段として水素
分圧を使用することによって１３に調節した。２．７ｔ／時間のプロペンを第２ＧＰＲの
排出口からループ反応器に戻して再利用し、１．６ｔ／時間のエチレンを第２のＧＰＲに
再循環した。
【実施例３】
【００８２】
　ランダムＰＰポリマーの連続製造を行うための生産規模の設備をシミュレーションした
。設備には、触媒、アルキル、供与体、プロピレンおよびエチレンの供給システム、予備
重合反応器、ループ反応器および流動床気相反応器（ＧＰＲ）が含まれる。
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　触媒、アルキル、供与体およびプロピレンを予備重合反応器に供給した。予備重合反応
器から得られたポリマースラリーをループ反応器に供給した。エチレン、水素およびさら
なるプロピレンもまたループ反応器に供給した。ループ反応器から得られたポリマースラ
リーと、さらなる水素エチレンおよびプロピレンとをＧＰＲに供給した。これらの反応器
での生産速度は、予備重合の間は３００ｋｇ／時間であり、ループ反応器において１５ｔ
／時間であり、ＧＰＲにおいて１０ｔ／時間であった。
　予備重合反応器を５６バールの圧力および２０℃の温度で操作した。ループ反応器を５
５バールの圧力および７５℃の温度で操作した。ループ反応器で製造されるランダムＰＰ
のＭＦＲ（２．１６ｋｇ、２３０℃）を水素供給量の制御により７に調節し、エチレン含
有量をエチレン供給量により３．５％ｗ／ｗに調節した。
　ＧＰＲを３５バールの圧力および８０℃の温度で操作した。ＧＰＲから取り出されるラ
ンダムＰＰのＭＦＲ（２．１６ｋｇ、２３０℃）を水素分圧の制御によって７に調節し、
エチレン含有量をエチレン分圧の調節によって３．５％ｗ／ｗに調節した。５ｔ／時間の
プロペンおよび３３ｋｇ／時間のエチレンをＧＰＲ排出口からループ反応器に戻して再循
環した。１回の処理によるプロピレンおよびエチレンの転化率は、それぞれ、８３％およ
び９６％であった。
【実施例４】
【００８３】
　良好な衝撃特性およびクリープ特性を有するＰＰコポリマーの連続製造を行うための生
産規模の設備をシミュレーションした。設備には、触媒、アルキル、供与体、エチレンお
よびプロピレンの供給システム、予備重合反応器、ループ反応器、フラッシュタンクおよ
び２基の流動床気相反応器が含まれる。
　触媒、アルキル、供与体およびプロピレンを予備重合反応器に供給した。予備重合反応
器から得られたポリマースラリーをループ反応器に供給し、ループ反応器にも水素および
さらなるプロピレンを供給した。ループ反応器から得られたポリマースラリーを、プロピ
レンおよびポリマーが分離されるフラッシュタンクに供給した。
　フラッシュタンクから得られたポリマーを第１のＧＰＲに供給した。フラッシュタンク
から得られたプロピレンは、水素を除去した後で第１のＧＰＲに供給した。エチレンおよ
びさらなるプロピレンを第１のＧＰＲに供給した。第１のＧＰＲから得られたポリマーを
第２のＧＰＲに供給した。エチレン、いくらかの水素、およびさらなるプロピレンを第２
のＧＰＲに供給した。
　これらの反応器での生産速度は、予備重合において３００ｋｇ／時間であり、ループ反
応器において１０ｔ／時間であり、第１のＧＰＲにおいて１０ｔ／時間であり、第２のＧ
ＰＲにおいて６ｔ／時間であった。
　予備重合反応器を５６バールの圧力および２０℃の温度で操作した。ループ反応器を５
５バールの圧力および８５℃の温度で操作した。ループ反応器で製造されるＰＰホモポリ
マーのＭＦＲ（２．１６ｋｇ、２３０℃）を、水素供給量を調節することによって１００
に設定した。
　ＧＰＲを３５バールの圧力および８０℃の温度で操作した。ＧＰＲのＰＰのＭＦＲ（２
．１６ｋｇ、２３０℃）を、反応器間の製造分割および蒸発プロペンからの水素除去効率
を制御することによって０．４に設定した。エチレン含有量を、エチレン分圧を調節し、
反応器間の製造分割を制御することによって２％ｗ／ｗに設定した。
　第２のＧＰＲを２０バールの圧力および７０℃の温度で操作した。第２のＧＰＲから取
り出されたＰＰコポリマーのＭＦＲ（２．１６ｋｇ、２３０℃）を、水素分圧を制御し、
そして反応器間の製造分割を制御することによって０．３に調節した。少量のプロピレン
を、第２ＧＰＲの排出口からループ反応器に戻して循環させた。
【実施例５】
【００８４】
　良好なクリープ特性を有するＰＰコポリマーの連続製造を行うための生産規模の設備を
シミュレーションした。設備には、触媒、アルキル、供与体、エチレンおよびプロピレン
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の供給システム、予備重合反応器、ループ反応器、フラッシュタンクおよび流動床気相反
応器が含まれる。
　触媒、アルキル、供与体およびプロピレンを予備重合反応器に供給した。予備重合反応
器から得られたポリマースラリーをループ反応器に供給し、ループ反応器にもエチレンお
よびさらなるプロピレンを供給した。ループ反応器から得られたポリマースラリーを、モ
ノマーおよびポリマーが分離されるフラッシュタンクに供給した。
　フラッシュタンクから得られたポリマーをＧＰＲに供給した。フラッシュタンクから得
られたプロピレンは、エチレンを除去した後でＧＰＲに供給した。水素およびさらなるプ
ロピレンをＧＰＲに供給した。
　これらの反応器での生産速度は、予備重合の間において３００ｋｇ／時間であり、ルー
プ反応器において１５ｔ／時間であり、第１のＧＰＲにおいて１０ｔ／時間であった。
【実施例６】
【００８５】
　連続操作されるパイロットプラントを使用して、ＰＰホモポリマーを製造した。設備に
は、触媒、アルキル、供与体、プロピレンの供給システム、予備重合反応器、ループ反応
器および流動床気相反応器（ＧＰＲ）が含まれる。
　触媒、アルキル、供与体およびプロピレンを予備重合反応器に供給した。予備重合反応
器から得られたポリマースラリーをループ反応器に供給し、ループ反応器には水素および
さらなるプロピレンも供給した。ループ反応器から得られたポリマースラリーと、さらな
る水素およびプロピレンとをＧＰＲに供給した。
　生成ポリマーおよび未反応プロピレンを、ＧＰＲから重合生成物を取り出した後で分離
した。
　使用した触媒は、米国特許第５，２３４，８７９号に従って作製された高活性で高立体
特異性のＺＮ（チーグラー－ナッタ）触媒であった。この触媒を、予備重合反応器に供給
する前に、トリエチルアルミニウム（ＴＥＡ）およびジシクロペンチルジメトキシシラン
（ＤＣＰＤＭＳ）と接触させた（Ａｌ／Ｔｉ比は２５０であり、Ａｌ／Ｄｏは４０（モル
）であった）。
　触媒を米国特許第５，３８５，９９２号に従って供給し、プロピレンとともに予備重合
反応器に入れた。予備重合反応器を、５１バールの圧力、２０℃の温度、および７分の触
媒平均滞留時間で操作した。
　予備重合した触媒プロピレンおよび他の成分をループ反応器に移した。ループ反応器を
、５０バールの圧力、８０℃の温度、および１時間の触媒平均滞留時間で操作した。ルー
プ反応器で製造されるＰＰホモポリマーのＭＦＲ（２．１６ｋｇ、２３０℃）を、制御手
段として水素供給量を使用することによって７に調節した。
　ループ反応器から得られたポリマースラリーをＧＰＲに移した。ＧＰＲ反応器を、２９
バールの全圧で、プロピレン分圧が２１バールのもとで操作した。その温度は９０℃であ
り、触媒の平均滞留時間は１時間であった。ＧＰＲ装置から取り出されるＰＰホモポリマ
ーのＭＦＲ（２．１６ｋｇ、２３０℃）は７であり、水素分圧を調節することによって制
御した。反応器間の製造分割は、予備重合において１％であり、ループ装置において４９
％であり、ＧＰＲにおいて５０％であった。触媒の生産性は、３２ｋｇＰＰ／ｇ触媒であ
った。
【実施例７】
【００８６】
　連続操作されるパイロットプラントを使用して、ＰＰホモポリマーを製造した。設備に
は、触媒、アルキル、供与体、プロピレンの供給システム、予備重合反応器、ループ反応
器および流動床気相反応器（ＧＰＲ）が含まれる。
　触媒、アルキル、供与体およびプロピレンを予備重合反応器に供給した。予備重合反応
器から得られたポリマースラリーをループ反応器に供給し、ループ反応器には水素および
さらなるプロピレンも供給した。ループ反応器から得られたポリマースラリーと、さらな
る水素およびプロピレンとをＧＰＲに供給した。
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　生成ポリマーおよび未反応プロピレンを、ＧＰＲから取り出した後で分離した。
　使用した触媒は、フィンランド国特許出願第９６３７０７号に従って作製された高活性
で高立体特異性のＺＮ触媒であった。この触媒を、予備重合反応器に供給する前に、トリ
エチルアルミニウム（ＴＥＡ）およびジシクロペンチルジメトキシシラン（ＤＣＰＤＭＳ
）と接触させた（Ａｌ／Ｔｉ比は２５０であり、Ａｌ／Ｄｏは４０（モル）であった）。
　触媒を米国特許第５，３８５，９９２号に従って供給し、プロピレンとともに予備重合
反応器に入れた。予備重合反応器を、５３バールの圧力、２０℃の温度、および７分の触
媒平均滞留時間で操作した。
　予備重合した触媒プロピレンおよび他の成分をループ反応器に移した。ループ反応器を
、５２バールの圧力、８５℃の温度、および１時間の触媒平均滞留時間で操作した。ルー
プ反応器で製造されるＰＰホモポリマーのＭＦＲ（２．１６ｋｇ、２３０℃）を、水素供
給量を制御することによって７に調節した。
　ループ反応器から得られたポリマースラリーをＧＰＲに移した。ＧＰＲ反応器を、２９
バールの全圧で、プロピレン分圧が２１バールのもとで操作した。ＧＰＲの温度は８０℃
であり、触媒の平均滞留時間は１時間であった。ＧＰＲ装置から取り出されるＰＰホモポ
リマーのＭＦＲ（２．１６ｋｇ、２３０℃）は７であり、水素分圧を調節することによっ
て制御した。反応器間の製造分割は、予備重合において１％であり、ループ装置において
５３％であり、ＧＰＲにおいて４８％であった。触媒の生産性は、５０ｋｇＰＰ／ｇ触媒
であった。
【実施例８】
【００８７】
　連続操作されるパイロットプラントを使用して、ＰＰホモポリマーを製造した。設備に
は、触媒、アルキル、供与体、プロピレンの供給システム、予備重合反応器、ループ反応
器および流動床気相反応器（ＧＰＲ）が含まれる。
　触媒、アルキル、供与体およびプロピレンを予備重合反応器に供給した。予備重合反応
器から得られたポリマースラリーをループ反応器に供給し、ループ反応器には水素および
さらなるプロピレンも供給した。ループ反応器から得られたポリマースラリーと、さらな
る水素およびプロピレンとをＧＰＲに供給した。
　生成ポリマーおよび未反応プロピレンを、ＧＰＲから生成物を取り出した後で分離した
。
　使用した触媒は、米国特許第５，２３４，８７９号に従って作製された高活性で高立体
特異性のＺＮ触媒であった。この触媒を、予備重合反応器に供給する前に、トリエチルア
ルミニウム（ＴＥＡ）およびジシクロペンチルジメトキシシラン（ＤＣＰＤＭＳ）と接触
させた（Ａｌ／Ｔｉ比は２５０であり、Ａｌ／Ｄｏは４０（モル）であった）。
　触媒を米国特許第５，３８５，９９２号に従って供給し、プロピレンとともに予備重合
反応器に入れた。予備重合反応器を、５８バールの圧力、２０℃の温度、および７分の触
媒平均滞留時間で操作した。
　予備重合した触媒プロピレンおよび他の成分をループ反応器に移した。
　ループ反応器を、５７バールの圧力、８０℃の温度、および２時間の触媒平均滞留時間
で操作した。ループ反応器で製造されるＰＰホモポリマーのＭＦＲ（２．１６ｋｇ、２３
０℃）を、水素供給量によって３７５に設定した。
　ループ反応器から得られたポリマースラリーをＧＰＲに移した。ＧＰＲを、２９バール
の全圧で、プロピレン分圧が１６バールのもとで操作した。反応器の温度は８０℃であり
、触媒の平均滞留時間は２時間であった。ＧＰＲから取り出されるＰＰホモポリマーのＭ
ＦＲ（２．１６ｋｇ、２３０℃）は４５０であり、これは、水素分圧を制御し、そして反
応器間の製造分割を制御することによって調節した。反応器間の製造分割は、予備重合に
おいて１％、ループ反応器において５０％、そしてＧＰＲにおいて４９％であるように調
節した。
【実施例９】
【００８８】



(17) JP 5072637 B2 2012.11.14

10

20

30

40

50

　連続操作されるパイロットプラントを使用して、ＰＰランダムポリマーを製造した。設
備には、触媒、アルキル、供与体、プロピレンおよびエチレンの供給システム、ループ反
応器および流動床気相反応器（ＧＰＲ）が含まれる。
　触媒、アルキル、供与体およびプロピレンを予備重合反応器に供給した。ループ反応器
から得られたポリマースラリーと、さらなる水素、プロピレンおよびエチレンとをＧＰＲ
に供給した。生成ポリマーおよび未反応プロピレンを、ＧＰＲから取り出した後で分離し
た。
　使用した触媒は、米国特許第５，２３４，８７９号に従って作製された高活性で大きな
立体特異性のＺＮ触媒であった。この触媒を、フィンランド国特許第９５３８７号に従っ
て、回分式で、プロピレンと予備重合した（ＰＰ／触媒の重量比は１０であった）。予備
重合した触媒を、ループ反応器に供給する前に、トリエチルアルミニウム（ＴＥＡ）およ
びジシクロペンチルジメトキシシラン（ＤＣＰＤＭＳ）と接触させた（Ａｌ／Ｔｉ比は１
４０であり、Ａｌ／Ｄｏは１０（モル）であった）。
　触媒を米国特許第５，３８５，９９２号に従って供給し、プロピレンとともにループ反
応器に入れた。ループ反応器を、５０バールの圧力、７５℃の温度、および１時間の触媒
平均滞留時間で操作した。ループ反応器で製造されるＰＰランダムポリマーのＭＦＲ（２
．１６ｋｇ、２３０℃）を、水素供給量によって４に調節した。エチレン含有量を、エチ
レン供給量によって３．５％ｗ／ｗであるように制御した。
　ループ反応器から得られたポリマースラリーをＧＰＲに移した。ＧＰＲ反応器を、２９
バールの全圧で、プロピレン分圧が２１バールのもとで操作した。ＧＰＲの操作温度は８
０℃であり、触媒の平均滞留時間は１．５時間であった。ＧＰＲから取り出されるＰＰラ
ンダムポリマーのＭＦＲ（２．１６ｋｇ、２３０℃）を、水素分圧によって４に調節した
。エチレン含有量を、エチレン供給量によって３．５％ｗ／ｗであるように制御した。反
応器間の製造分割は、ループ反応器において５５％であり、そしてＧＰＲにおいて４５％
であった。
【実施例１０】
【００８９】
　連続操作されるパイロットプラントを使用して、ＰＰランダムポリマーを製造した。設
備には、触媒、アルキル、供与体、プロピレンおよびエチレンの供給システム、ループ反
応器および流動床気相反応器（ＧＰＲ）が含まれる。
　触媒、アルキル、供与体およびプロピレンを予備重合反応器に供給した。ループ反応器
から得られたポリマースラリーと、さらなる水素およびプロピレンとをＧＰＲに供給した
。生成ポリマーおよび未反応プロピレンを、ＧＰＲから取り出した後で分離した。
　使用した触媒は、米国特許第５，２３４，８７９号に従って作製された高活性で高立体
特異性のＺＮ触媒であった。この触媒を、フィンランド国特許第９５３８７号に従って、
バッチ式で、プロピレンと予備重合した（ＰＰ／触媒の重量比は１０であった）。予備重
合した触媒を、ループ反応器に供給する前に、トリエチルアルミニウム（ＴＥＡ）および
ジシクロペンチルジメトキシシラン（ＤＣＰＤＭＳ）と接触させた（Ａｌ／Ｔｉ比は１３
５であり、Ａｌ／Ｄｏは１０（モル）であった）。
　触媒を米国特許第５，３８５，９９２号に従って供給し、プロピレンとともにループ反
応器に入れた。ループ反応器を、５０バールの圧力、７５℃の温度、および１時間の触媒
平均滞留時間で操作した。ループ反応器で製造されるＰＰランダムポリマーのＭＦＲ（２
．１６ｋｇ、２３０℃）を、水素供給量を調節することによって０．２に設定した。エチ
レン含有量は３．５％ｗ／ｗであり、これは、エチレン供給量を制御することによって調
節した。
　ループ反応器から得られたポリマースラリーをＧＰＲに移した。ＧＰＲ反応器を、２９
バールの全圧で、プロピレン分圧が２１バールのもとで操作した。その操作温度は８０℃
であり、触媒の平均滞留時間は１．５時間であった。ＧＰＲから取り出されるＰＰランダ
ムポリマーのＭＦＲ（２．１６ｋｇ、２３０℃）を、水素分圧を制御することによって３
に調節した。エチレン含有量を、反応器間の製造分割を調節することによって１．８％ｗ
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／ｗに設定した。所望するエチレン含有量は、反応器間の製造分割が、ループ装置におい
て４０％であり、そしてＧＰＲにおいて６０％であるときに得られた。
　予備重合反応器を５６バールの圧力および２０℃の温度で操作した。ループ反応器を５
５バールの圧力および７５℃の温度で操作した。ループ反応器で製造されるランダムＰＰ
のＭＦＲ（２．１６ｋｇ、２３０℃）は０．１未満であり、エチレン含有量を、エチレン
供給量を制御することによって３．５％ｗ／ｗに調節した。
　ＧＰＲ反応器を３５バールの圧力および８０℃の温度で操作した。ＧＰＲから取り出さ
れるＰＰコポリマーのＭＦＲ（２．１６ｋｇ、２３０℃）は０．３であり、これを水素分
圧によって調節した。エチレン含有量を、反応器間の製造分割を調節することによって１
．８％ｗ／ｗに設定した。
　ループ排出物中のエチレンをフラッシュガスから回収し、ループ反応器に戻して循環し
た。ＧＲＰの排出物中のプロピレンを回収して、そして水素を除去した後でループ反応器
に供給した。１回の処理によるプロピレンおよびエチレンの転化率は、それぞれ、８３％
および８４％であった。
【実施例１１】
【００９０】
　連続操作されるパイロットプラントを使用して、良好な衝撃特性およびクリープ特性を
有するＰＰコポリマーを製造した。設備には、触媒、アルキル、供与体、プロピレンおよ
びエチレンの供給システム、予備重合反応器、ループ反応器および２基の流動床気相反応
器（ＧＰＲ）が含まれる。
　触媒、アルキル、供与体およびプロピレンを予備重合反応器に供給する。予備重合反応
器から得られたポリマースラリーをループ反応器に供給し、ループ反応器には、水素、エ
チレンおよびさらなるプロピレンも供給する。
　ループ反応器から得られるポリマースラリーと、さらなる水素およびプロピレンとを第
１のＧＰＲに供給する。第１のＧＰＲから得られるポリマーを第２のＧＰＲに供給する。
エチレン、いくらかの水素、およびさらなるプロピレンを第２のＧＰＲに供給した。生成
ポリマーおよび未反応プロピレンを、第２のＧＰＲから取り出した後で分離する。
　使用した触媒は、米国特許第５，２３４，８７９号に従って作製された高活性で高立体
特異性のＺＮ触媒である。この触媒を、予備重合反応器に供給する前に、トリエチルアル
ミニウム（ＴＥＡ）およびジシクロペンチルジメトキシシラン（ＤＣＰＤＭＳ）と接触さ
せる（Ａｌ／Ｔｉ比は１５０であり、Ａｌ／Ｄｏは１０（モル）である）。
　触媒を米国特許第５，３８５，９９２号に従って供給し、プロピレンとともにループ反
応器に入れる。予備重合反応器を、５１バールの圧力、２０℃の温度、および７分の触媒
平均滞留時間で操作する。
　ループ装置を、５０バールの圧力、７５℃の温度、および１時間の触媒平均滞留時間で
操作する。ループ反応器で製造されるＰＰランダムポリマーのＭＦＲ（２．１６ｋｇ、２
３０℃）を、水素供給量を制御することによって７に設定する。エチレン含有量を、制御
手段としてエチレン供給量を使用することによって３．５％ｗ／ｗに調節する。
　ループ反応器から得られたポリマースラリーを第１のＧＰＲに移す。第１のＧＰＲ反応
器を、２９バールの全圧で、プロピレン分圧が２１バールのもとで操作する。その操作温
度は８０℃であり、触媒の平均滞留時間は１．５時間である。ＧＰＲから取り出されるＰ
ＰランダムポリマーのＭＦＲ（２．１６ｋｇ、２３０℃）を、水素分圧を使用することに
よって１０に調節する。エチレン含有量を、反応器間の製造分割を調節することによって
２％ｗ／ｗに設定する。
　第１のＧＰＲから得られたポリマーを第２のＧＰＲに移す。第２のＧＰＲを、１０バー
ルの全圧で、モノマー分圧が７バールのもとで操作する。その操作温度は８０℃であり、
触媒の平均滞留時間は１．５時間である。ＧＰＲから取り出されるＰＰコポリマーのＭＦ
Ｒ（２．１６ｋｇ、２３０℃）を、水素分圧によって７に調節する。エチレン含有量を、
エチレン分圧を調節し、そして反応器間の製造分割を制御することによって１０％ｗ／ｗ
に設定する。
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　所望する特性は、反応器間の製造分割が、予備重合において１％であり、ループ反応器
において４０％であり、第１のＧＰＲにおいて４０％であり、そして第２のＧＰＲにおい
て１９％であるときに得られる。
【実施例１２】
【００９１】
　連続操作されるパイロットプラントを使用して、非常に軟らかなＰＰコポリマーを製造
した。設備には、触媒、アルキル、供与体、プロピレンおよびエチレンの供給システム、
予備重合反応器、ループ反応器および流動床気相反応器（ＧＰＲ）が含まれる。
　触媒、アルキル、供与体およびプロピレンを予備重合反応器に供給した。予備重合反応
器から得られたポリマースラリーをループ反応器に供給し、ループ反応器にも水素、エチ
レンおよびさらなるプロピレンを供給した。
　ループ反応器から得られたポリマースラリーと、さらなるエチレン、水素およびプロピ
レンとをＧＰＲに供給した。生成ポリマーおよび未反応プロピレンを、ＧＰＲから取り出
した後で分離する。
　使用した触媒は、米国特許第５，２３４，８７９号に従って作製された高活性で高立体
特異性のＺＮ触媒であった。この触媒を、予備重合反応器に供給する前に、トリエチルア
ルミニウム（ＴＥＡ）およびジシクロペンチルジメトキシシラン（ＤＣＰＤＭＳ）と接触
させた（Ａｌ／Ｔｉ比は１５０であり、Ａｌ／Ｄｏは１０（モル）であった）。
　触媒を米国特許第５，３８５，９９２号に従って供給し、プロピレンとともにループ反
応器に入れた。予備重合反応器を、５１バールの圧力、２０℃の温度、および７分の触媒
平均滞留時間で操作した。
　ループ反応器を、５０バールの圧力、７５℃の温度、および１時間の触媒平均滞留時間
で操作した。ループ反応器で製造されるＰＰランダムポリマーのＭＦＲ（２．１６ｋｇ、
２３０℃）を、水素供給量によって４に制御した。エチレン含有量を、エチレン供給量を
制御することによって３．８％ｗ／ｗに調節した。
　ループ反応器から得られたポリマースラリーを第１のＧＰＲに移した。第１のＧＰＲ反
応器を、２９バールの全圧で、プロピレン分圧が２１バールのもとで操作した。その操作
温度は８０℃であり、触媒の平均滞留時間は１．２時間であった。ＧＰＲから取り出され
るＰＰランダムポリマーのＭＦＲ（２．１６ｋｇ、２３０℃）を、水素分圧を調節するこ
とによって２．５に設定した。エチレン含有量を、反応器間の製造分割およびエチレン分
圧を調節することによって８％ｗ／ｗに設定した。
　所望する特性は、反応器間の製造分割が、予備重合において１％であり、ループ反応器
において４５％であり、そしてＧＰＲにおいて５５％であるときに得られる。
　ＧＰＲから得られたポリマーを別のＧＰＲに移して、第２のＧＰＲにおけるエチレン分
圧をさらにより大きくすることによって、さらにより軟らかなＰＰコポリマーを製造する
ことができる。
【実施例１３】
【００９２】
　連続操作されるパイロットプラントを使用して、良好なクリープ特性を有するＰＰコポ
リマーを製造した。設備には、触媒、アルキル、供与体、プロピレンおよびエチレンの供
給システム、予備重合反応器、ループ反応器および流動床気相反応器（ＧＰＲ）が含まれ
る。
　触媒、アルキル、供与体およびプロピレンを予備重合反応器に供給した。予備重合反応
器から得られたポリマースラリーをループ反応器に供給し、ループ反応器には水素、およ
びさらなるプロピレンも供給した。
　ループ反応器から得られたポリマースラリーを、モノマーおよびポリマーが分離される
フラッシュタンクに供給した。フラッシュタンクから得られたポリマーをＧＰＲに供給し
た。フラッシュタンクから得られたプロピレンは、水素を除去した後でＧＰＲに供給した
。エチレン、さらなる水素、およびさらなるプロピレンをＧＰＲに供給した。
　使用した触媒は、米国特許第５，２３４，８７９号に従って作製された高活性で高立体
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特異性のＺＮ触媒であった。この触媒を、予備重合反応器に供給する前に、トリエチルア
ルミニウム（ＴＥＡ）およびジシクロペンチルジメトキシシラン（ＤＣＰＤＭＳ）と接触
させた（Ａｌ／Ｔｉ比は１５０であり、Ａｌ／Ｄｏは１０（モル）であった）。
　触媒を米国特許第５，３８５，９９２号に従って供給し、プロピレンとともにループ反
応器に入れた。予備重合反応器を、５１バールの圧力、２０℃の温度、および７分の触媒
平均滞留時間で操作した。
　ループ反応器を、５０バールの圧力、７５℃の温度、および１時間の触媒平均滞留時間
で操作した。ループ反応器で製造されるＰＰランダムポリマーのＭＦＲ（２．１６ｋｇ、
２３０℃）を、水素供給量を調節することによって１０に設定した。
　ＧＰＲ反応器を、２９バールの全圧で、プロピレン分圧が１６バールのもとで操作した
。その操作温度は８０℃であり、触媒の平均滞留時間は１．１時間であった。ＧＰＲから
取り出されるＰＰコポリマーのＭＦＲ（２．１６ｋｇ、２３０℃）を、水素分圧および反
応器間の製造分割によって５に調節した。エチレン含有量を、反応器間の製造分割および
エチレン分圧を制御することによって３．５％ｗ／ｗに調節した。
　所望する特性は、反応器間の製造分割が、予備重合において１％であり、ループ反応器
において４０％であり、そしてＧＰＲにおいて５９％であるときに得られる。
　ＧＰＲから得られたポリマーを別のＧＰＲに移して、第２のＧＰＲにおけるエチレン分
圧をさらにより大きくすることによって、さらにより良好な衝撃耐性を有するＰＰコポリ
マーを製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【００９３】
【図１】図１は、本発明の第一の好ましい実施態様の工程配置の模式図である。
【図２】図２は、本発明の第二の好ましい実施態様の工程配置の模式図である。

【図１】 【図２】
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