
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（１）ハロゲン化マグネシウム化合物とアルコールを接触反応させてマグネシウム溶液
を製造する段階；
　（２）前記マグネシウム溶液に

リン化合物と

少なくとも一つのアルコキシ基を有するシリコン化合物を反応させマグ
ネシウム組成物溶液を製造する段階；
　（３）前記マグネシウム組成物溶液に

チタン化合物とハロアルカン化合物の混合物を反応させ固形のチタン触媒を得る段階を
含む工程によって製造されたエチレン重合及び共重合用触媒。
【請求項２】
　さらに、生成された固形のチタン触媒をチタン化合物と反応させる段階を含む工程によ
って製造されることを特徴とする請求項１に記載のエチレン重合及び共重合用触媒。
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一般式ＰＸａ Ｒ１
ｂ （ＯＲ２ ）ｃ またはＰＯＸｄ Ｒ３

ｅ

（ＯＲ４ ）ｆ （ここで、Ｘはハロゲン原子であり、Ｒ１ ，Ｒ２ ，Ｒ３ 及びＲ４ はそれぞれ
１～２０個の炭素原子を有する炭化水素基であり、ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ及びｆはそれぞれ
、０～３の整数であって、ａ＋ｂ＋ｃ＝３及びｄ＋ｅ＋ｆ＝３をそれぞれ満足させる）で
示される 一般式Ｒ１

ａ Ｒ２
ｂ Ｒ３

ｃ Ｒ４
ｄ Ｓｉ（ＯＲ５ ）ｅ （ここで、Ｒ１

、Ｒ２ 、Ｒ３ 、Ｒ４ 及びＲ５ はそれぞれ炭素原子数１～１２の炭化水素基であり、ａ、ｂ
、ｃ、ｄ及びｅは、それぞれ０～４の整数であって、ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ＋ｅ＝４を満足させ
る）で示される、

一般式Ｔｉ（ＯＲ）ａ Ｘ４ － ａ （ここで、Ｒは炭
素原子数１～１０のアルキル基、Ｘはハロゲン原子、ａは０～４の整数を表す）で示され
る



【請求項３】
　前記ハロアルカン化合物は少なくとも一つのハロゲンを含み、炭素原子数１～２０の炭
化水素化合物であることを特徴とする請求項１に記載のエチレン重合及び共重合用触媒。
【請求項４】
　チタン化合物とハロアルカン化合物の混合物の量はマグネシウム化合物１モル当たり０
．１ないし２００モルであり、チタン化合物に対するハロアルカン化合物の混合比はチタ
ン化合物１モル当たり０．０５～０．９５であることを特徴とする請求項１に記載のエチ
レン重合及び共重合用触媒。
【請求項５】
　（１）ハロゲン化マグネシウム化合物とアルコールを接触反応させてマグネシウム溶液
を製造する段階；
　（２）前記マグネシウム溶液に

リン化合物と

少なくとも一つのアルコキシ基を有するシリコン化合物を反応させマグ
ネシウム組成物溶液を製造する段階；
　（３）前記マグネシウム組成物溶液に

チタン化合物とハロゲン化合物の混合物を反応させ固形のチタン触媒を得る段階を含む
エチレン重合及び共重合用触媒の製造方法。
【請求項６】
　さらに、生成された固形のチタン触媒をチタン化合物と反応させる段階を含むことを特
徴とする請求項 に記載のエチレン重合及び共重合用触媒の製造方法。
【請求項７】
　前記ハロアルカン化合物は少なくとも一つのハロゲンを含み、炭素原子数１～２０の炭
化水素化合物であることを特徴とする請求項 に記載のエチレン重合及び共重合用触媒の
製造方法。
【請求項８】
　チタン化合物とハロアルカン化合物の混合物の量はマグネシウム化合物１モル当たり０
．１ないし２００モルであり、チタン化合物に対するハロアルカン化合物の混合比はチタ
ン化合物１モル当たり０．０５～０．９５であることを特徴とする請求項 に記載のエチ
レン重合及び共重合用触媒の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（技術分野）
本発明はエチレン重合及び共重合用触媒に関するものである。より詳しくは、本発明はエ
チレン重合及び共重合用固体錯体チタン触媒に関するものである。本発明の触媒系の具体
例はマグネシウムを含む担持体に支持されたチタン固体錯体触媒を含む。本発明の触媒は
高い触媒活性を表し ,嵩密度が高く、分子量分布が狭いポリマーを生成し得る。
【０００２】
（従来の技術）
エチレンの重合は、通常イソペンタン、ヘキサンのような溶媒内で液相重合又は、気相重
合法によって行われるが、このような重合においては触媒の重合活性、水素反応性 , 重合
体の嵩密度、溶媒に溶ける単量体の量、重合体の粒子分布及び微細粒子の存在の有無等が
特に重要な特性となっている。特に、生成されるポリマーの分子量分布が樹脂の物性を決
定する重要な変数中の一つとなるため、特に、用途によっては狭い分子量分布を有するエ
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一般式ＰＸａ Ｒ１
ｂ （ＯＲ２ ）ｃ またはＰＯＸｄ Ｒ３

ｅ

（ＯＲ４ ）ｆ （ここで、Ｘはハロゲン原子であり、Ｒ１ ，Ｒ２ ，Ｒ３ 及びＲ４ はそれぞれ
１～２０個の炭素原子を有する炭化水素基であり、ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ及びｆはそれぞれ
、０～３の整数であって、ａ＋ｂ＋ｃ＝３及びｄ＋ｅ＋ｆ＝３をそれぞれ満足させる）で
示される 一般式Ｒ１

ａ Ｒ２
ｂ Ｒ３

ｃ Ｒ４
ｄ Ｓｉ（ＯＲ５ ）ｅ （ここで、Ｒ１

、Ｒ２ 、Ｒ３ 、Ｒ４ 及びＲ５ はそれぞれ炭素原子数１～１２の炭化水素基であり、ａ、ｂ
、ｃ、ｄ及びｅは、それぞれ０～４の整数であって、ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ＋ｅ＝４を満足させ
る）で示される、

一般式Ｔｉ（ＯＲ）ａ Ｘ４ － ａ （ここで、Ｒは炭
素原子数１～１０のアルキル基、Ｘはハロゲン原子、ａは０～４の整数を表す）で示され
る

５

５

５



チレン重合体又は共重合体を形成し得る触媒を使用することが物性向上のための重要な要
件になっている。
【０００３】
最近、オレフィンの重合及び共重合用触媒として、マグネシウムを含むチタン系触媒を使
用する技術等が多く報告されているが、これら触媒は特に高い触媒活性と嵩密度を提供し
、液相及び気相重合用としても適合するものとして知られている。
【０００４】
例えば、嵩密度が高いオレフィン重合触媒を得るためにマグネシウム溶液を利用した方法
として、マグネシウム化合物を電子供与体と反応させマグネシウム溶液を得る。電子供与
体にはアルコール、アミン、環状エーテル、または有機カルボン酸が含まれる。マグネシ
ウム溶液は炭化水素溶媒の存在下で製造される。該液相マグネシウム溶液を四塩化チタン
のようなハロゲン化合物と反応させマグネシウム担持触媒を製造する方法が報告されてい
る。特に、アルコールを使用してマグネシウム溶液を得る方法は米国特許第 3,642,746号
、第 4,336,360号、第 4,330,649号及び第 5,106,807号に記載されている。テトラヒドロフ
ランまたは環状エーテルをマグネシウム化合物の溶媒に利用した技術に関しては，米国特
許第 4,477,639号及び第 4,518,706号に報告されている。しかし、前記触媒等は高い嵩密度
を提供するが、触媒の活性面とポリマーの分子量分布の側面では改善すべき点があること
が明らかになった。
【０００５】
又、国特許第 4,847,227号、第 4,816,433号、第 4,829,037号、第 4,970,186号 ,第 5,130,284
号では、重合活性が優れ、嵩密度が向上されたオレフィン重合触媒を製造する技術につい
て報告している。向上した重合活性はマグネシウムアルコキシド、ジアルキルフタレート
、フタロイルクロリド等のような電子供与体及び塩化チタン化合物を反応させることによ
り達成される。  米国特許第 5,459,116号では、少なくとも一つのヒドロキシ基を有するエ
ステル類を電子供与体として含むマグネシウム溶液とチタン化合物を接触反応させチタン
担持固体触媒を製造する方法を報告している。該方法を利用すれば重合活性と嵩密度が優
れた触媒を得ることができるが、分子量分布の側面では改善すべき余地がある。
【０００６】
従って、製造工程が簡単で、高い重合活性を有しながら ,触媒粒子が調節され、分子量分
布が狭いポリマーを重合し得るエチレン重合及び共重合用触媒の開発が要望されている。
【０００７】
（発明の開示）
本発明の目的は、前記の従来技術の問題点を解決するためのエチレン重合及び共重合用触
媒を提供することである。より具体的に、本発明の目的はエチレン重合及び共重合用触媒
において要求される高い触媒活性を有しながら、触媒粒子が調節され生成されるポリマー
に高い嵩密度を付与し、特に分子量分布が狭いポリマーを生成し得る新たなエチレン重合
及び共重合用触媒を提供することである。
【０００８】
（発明を実施するための最良の形態）
本発明の一つの具体例において、触媒活性が高く、嵩密度が高く、分子量分布が狭いポリ
マーを提供するエチレン重合及び共重合用触媒は、下記段階を含む工程を経て製造される
ことができる。
【０００９】
(1)ハロゲン化マグネシウム化合物とアルコールを接触反応させてマグネシウム溶液を製
造し、
(2)前記マグネシウム溶液にリン化合物と少なくとも一つのアルコキシ基を有するシリコ
ン化合物を反応させマグネシウム組成物溶液を製造し、
(3)前記マグネシウム組成物溶液にチタン化合物とハロアルカン化合物の混合物を反応さ
せ固形のチタン触媒を製造する。
【００１０】
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又、本発明のエチレン重合及び共重合用触媒の製造方法は、さらに  (4) 前記固形のチタ
ン触媒を追加のチタン化合物と反応させ、チタン触媒を製造する段階を含むことができる
。
【００１１】
以下で、本発明によるエチレン重合及び共重合用触媒の各製造段階について具体的に説明
する。
【００１２】
ハロゲン化マグネシウム化合物とアルコールを接触反応させてマグネシウム溶液を製造す
る。
【００１３】
一つの具体例において、マグネシウム化合物はハロゲン化マグネシウム化合物であり得る
。
【００１４】
本発明で使用される前記ハロゲン化マグネシウム化合物としては、塩化マグネシウム、沃
化マグネシウム、フッ化マグネシウム及び臭化マグネシウムのようなジハロゲン化マグネ
シウム化合物類；メチルマグネシウムハライド、エチルマグネシウムハライド、プロピル
マグネシウムハライド、ブチルマグネシウムハライド、イソブチルマグネシウムハライド
、へキシルマグネシウムハライド、アミルマグネシウムハライド等のようなアルキルマグ
ネシウムハライド化合物類；メトキシマグネシウムハライド、エトキシマグネシウムハラ
イド ,イソプロポキシマグネシウムハライド、ブトキシマグネシウムハライド、そしてオ
クトキシマグネシウムハライドのようなアルコキシマグネシウムハライド化合物類；フェ
ノキシマグネシウムハライドやメチルフェノキシマグネシウムハライドのようなアリール
オキシマグネシウムハライド等を挙げることができる。これらマグネシウム化合物は単独
に使用することもできるし、 2以上を組み合わせた混合物として使用することもできる。
又、マグネシウム化合物は他の金属との錯化合物の形態で使用しても効果的である。
【００１５】
或る場合にはマグネシウム化合物の製造方法によって簡単な式で表すことができない他の
マグネシウム化合物も使用される。このような場合には一般的にマグネシウム化合物の混
合物とみなすことができる。例えば、マグネシウム化合物をポリシロキサン化合物、ハロ
ゲン含有シラン化合物、エステル、アルコール等と反応させて得た化合物、マグネシウム
金属をハロシラン、五塩化リン、または塩化チオニルの存在下でアルコール、フェノール
またはエーテルと反応させて得た化合物等も本発明に使用され得る。
【００１６】
好ましいマグネシウム化合物としては、マグネシウムハライド、特に塩化マグネシウム、
アルキルマグネシウムクロライド、好ましくは炭素原子数 1～ 10のアルキル基を有するも
の、アルコキシマグネシウムクロライド、好ましくは、炭素原子数１～ 10のアルコキシ基
を有するもの及びアリールオキシマグネシウムクロライド、好ましくは炭素原子数６～ 20
のアリールオキシ基を有するものを挙げることができる。
【００１７】
本発明で使用されるマグネシウム溶液は前述のマグネシウム化合物を炭化水素溶媒の存在
または不在下でアルコール溶媒に溶解することにより製造することができる。
【００１８】
これに使用される前記炭化水素溶媒としては、例えば、ペンタン、ヘキサン、へプタン、
オクタン、デカン及びケロシンのような脂肪族炭化水素類；シクロペンタン、メチルシク
ロペンタン、シクロヘキサン及びメチルシクロヘキサンのような脂環式炭化水素類；ベン
ゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、クメン及びシメンのような芳香族炭化水素
類；ジクロロプロパン、ジクロロエチレン、トリクロロエチレン、テトラクロロメタン及
びクロロベンゼンのようなハロゲン化炭化水素類を挙げることができる。
【００１９】
マグネシウム化合物のマグネシウム溶液としての転換は前記炭化水素の存在または不在下
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でアルコールを溶媒に使用して行なわれる。使用可能なアルコールの種類としては、メタ
ノール、エタノール、プロパノール、ブタノール、ペンタノール、ヘキサノール、オクタ
ノール、デカノール、ドデカノール、オクタデシルアルコール、ベンジルアルコール、フ
ェニルエチルアルコール、イソプロピルベンジルアルコール、クミルアルコールのように
1～ 20個の炭素原子を含むアルコール等を挙げることができ、これらの中、特に好ましい
ものは１～ 12個の炭素原子を含むアルコール等である。
【００２０】
得られる触媒の平均サイズ、粒子分布度はアルコールの種類及び使用量 ,マグネシウム化
合物の種類、マグネシウム化合物とアルコールの比等に従って変わるが、マグネシウム溶
液を得るためには、アルコールをマグネシウム化合物 1モル当たり最少 0.5モル、好ましく
は、約 1.0モル～ 20モル、さらに好ましくは、約 2.0モル～ 10モルを使用するのがよい。
【００２１】
マグネシウム溶液の製造の時、マグネシウム化合物とアルコールの反応は、前記のとおり
、炭化水素溶媒の中で行なうのが好ましい。反応温度はアルコールの種類及び量に従って
異なるが、最初約－ 25℃、好ましくは、－ 10～ 200℃ , さらに好ましくは、約０～ 150℃の
温度であり得る。反応時間は約 15分ないし 5時間、好ましくは約 30分ないし 4時間実施する
のがよい。
【００２２】
前記 (1) 段階で製造したマグネシウム溶液に電子供与体としてリン化合物及び少なくとも
一つのアルコキシ基を有するシリコン化合物を添加して反応させマグネシウム組成物溶液
を得る。
【００２３】
ここで使用される電子供与体の中、リン化合物は次の一般式で示されるものを使用するこ
とが好ましい。
【００２４】
PXa R

1
b (OR

2 )cまたは POXd R
3
e (OR

4 )f
ここで、 Xはハロゲン原子であり， R1、 R2、 R3及び R4は 1～ 20個の炭素原子を有するアルキ
ル、アルケニルまたはアリールの炭化水素基であり、これらは、それぞれ、同一でも、異
なってもよい。又、 a、 b、 c、 d、 e及び fはそれぞれ、 0～ 3の整数であって， a+b+c＝ 3及び
d+e+f＝ 3をそれぞれ満足させる。
【００２５】
これらの具体的な例としては、三塩化リン、三臭化リン、ジエチルクロロホスフアイト、
ジフェニルクロロホスフアイト、ジエチルブロモホスフアイト、ジフェニルブロモホスフ
アイト、ジメチルクロロホスフアイト、フェニルクロロホスフアイト、トリメチルホスフ
アイト、トリエチルホスフアイト、トリノルマルブチルホスフアイト、トリオクチルホス
フアイト、トリデシルホスフアイト、トリフェニルホスフアイト、トリエチルホスフェイ
ト、トリノルマルブチルホスフェイト、トリフェニルホスフェイト等を挙げることができ
るが、これら以外の前記式を満足する他のリン化合物も使用し得ることは勿論である。
【００２６】
これらリン化合物の使用量は、マグネシウム化合物 1モル当り 0.25モル以下が好ましく、 1
モル当り 0.2モル以下がさらに好ましい。
【００２７】
本発明の (2)段階で使用される叉他の電子供与体である少なくとも一つのアルコキシ基を
有するシリコン化合物としては、 R１ a R

2
b R

３
c R

４
d Si(OR

５ )e (ここで、 R１ 、 R２ 、 R３ 、 R4

 、 R５ はそれぞれ炭素原子数１～ 1２の炭化水素基であって、これらは互いに同一でも、
異なってもよい。 a, b, c, d 及び e はそれぞれ０～ 4の整数であって、 a+b+c+d+e＝ 4を満
足させる )の一般式で表現される化合物が使用し得る。
【００２８】
このような化合物の具体的な例としては、ジメチルジメトキシシラン、ジメチルジエトキ
シシラン、ジフェニルジメトキシシラン、メチルフェニルジメトキシシラン、ジフェニル
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ジエトキシシラン、エチルトリメトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、  メチルト
リメトキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、  エチル
トリエトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、ブチルトリエトキシシラン、フェエニ
ルトリエトキシシラン、エチルトリイソプロポキシシラン、ビニルトリブトキシシラン、
エチルシリケート、ブチルシリケート、メチルトリアリールオキシシラン等を挙げること
ができる。
【００２９】
これらのアルコキシ基を有するシリコン化合物の使用量は、マグネシウム 1モル当たり 0.0
5ないし 3モルの範囲であり、好ましくは、 0.1ないし 2モルの範囲である。
【００３０】
液相のマグネシウム溶液と、リン化合物及びアルコキシシリコン化合物の接触反応におけ
る反応温度は０～ 100℃の範囲が適当であり、 10～ 70℃の範囲がさらに好ましい。
【００３１】
(2) 段階で製造されたマグネシウム溶液を一般式  Ti(OR)a X4 - aで示されるチタン化合物 (
ここで、 Rは炭素原子数 1～ 10のアルキル基、Ｘはハロゲン原子 ,そして  aは０～ 4の整数を
それぞれ表す )とハロアルカンの液体状態の混合物と反応させて触媒粒子を再結晶させる
。
【００３２】
前記一般式で示されるチタン化合物の具体的な例としては、 TiCl4 ,TiBr4及び TiI4のよう
な四ハロゲン化チタン； Ti(OCH3 )Cl3 , Ti(OC2 H5 )Cl3 , Ti(OC2 H5 )Br3及び Ti(O(i-C4 H9 ))Br

3のような三ハロゲン化アルコキシチタン； Ti(OCH3 )2 Cl2、  Ti(OC2 H5 )2 Cl2、  Ti(O(iー C4
H9 ))2 Cl2及び Ti(OC2 H5 )2 Br2のような二ハロゲン化アルコキシチタン； Ti(OCH3 )４ 、 Ti(OC

2 H5 )4、及び Ti(OC4 H9 )4のようなテトラアルコキシチタン等を挙げることができ、前記化
合物等の 2以上の混合物を使用され得る。前記化合物のうち好ましいチタン化合物は、ハ
ロゲン含有チタン化合物であり、最も好ましいものは、四塩化チタンである。
【００３３】
前記ハロアルカン化合物は少なくとも一つのハロゲンを含む炭素原子数１～ 20の炭化水素
化合物であり、  これらは単独に使用し得るし、これら化合物の 2以上の混合物も使用し得
る。
【００３４】
具体的なハロアルカン化合物としては、モノクロロメタン、  ジクロロメタン、トリクロ
ロメタン、テトラクロロメタン、モノクロロエタン、 1， 2－ジクロロエタン、モノクロロ
プロパン、モノクロロブタン、  モノクロロ－ sec－ブタン、  モノクロロ－ tert－ブタン
、モノクロロシクロヘキサン、クロロベンゼン、モノブロモメタン、モノブロモプロパン
、モノブロモブタン、モノヨードメタン等がある。好ましいものはクロロアルカン化合物
である。
【００３５】
マグネシウム溶液の再結晶時に使用するチタン化合物とハロアルカン化合物の混合物はマ
グネシウム化合物１モル当たり 0.１ないし 200モルを使用するのが好ましく、 0.1モルない
し 100モルを使用するのがより好ましく ,0.2モルないし 80モルの範囲で使用するのがさら
に好ましい。又、チタン化合物とハロアルカン化合物の混合モル比は 1： 0.05～ 0.95の範
囲が好ましく、１： 0.1～ 0.8の範囲が一層好ましい。
【００３６】
マグネシウム化合物溶液とチタン化合物及びハロアルカン化合物の混合物を反応させると
きの反応条件によって再結晶された固体成分の形とサイズが多く変わる。特に、粒子形態
を調節するためにはマグネシウム化合物溶液とチタン化合物及びハロアルカン化合物の混
合物との反応を十分に低い温度で行い、固体成分を生成させるのがよい。この反応の好ま
しい反応温度は－ 70℃～ 70℃であり、－ 50℃～ 50℃の範囲であればさらに有利である。接
触反応後には反応温度を徐々に上げて 50℃～ 150℃で 0.5時間ないし 5時間十分に反応が行
われるようにする。
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【００３７】
前記の工程を経て得られる固体触媒粒子はチタン化合物とさらに反応させることができる
。ここで使用されるチタン化合物はハロゲン化チタン及びアルコキシ官能基の炭素原子数
１～ 20のハロゲン化アルコキシチタンであり、場合によってはこれらの混合物も使用する
ことができる。これらのうち、好ましいものは、ハロゲン化チタンまたはアルコキシ官能
基の炭素原子数１～ 8のハロゲン化アルコキシチタンであり、最も好ましいものは、四ハ
ロゲン化チタンである。
【００３８】
本発明で提示された方法によって製造された触媒は、  エチレンの重合及び共重合に有益
に使用される。特に、該触媒はエチレンの単独重合及びエチレンとプロピレン、 1－ブテ
ン、 1－ペンテン、 4－メチル－ 1－ペンテン、または 1－ヘキセンのような炭素原子数 3以
上のα－オレフィンとの共重合に好ましく使用される。
【００３９】
本発明の触媒を利用したエチレンの重合及び共重合反応は、 (Ｉ )マグネシウム、チタン、
ハロゲン及び電子供与体からなる本発明による固体錯体チタン触媒と、  (II)周期律表第 I
I族または第 III族に属する金属の有機金属化合物から構成された触媒系を使用して行なわ
れる。
【００４０】
本発明で使用される有機金属化合物 (II)は MRnの一般式で示されものであって、ここでＭ
はマグネシウム、カルシウム、亜鉛、ホウ素、アルミニウム、またはガリウムのような周
期律表 II族又は IIIA族金属成分であり、 Rは、  メチル、エチル、ブチル、ヘキシル、オク
チル、またはデシルのような炭素原子数１～２０のアルキル基を表し、ｎは、前記金属Ｍ
の原子価である。特に好ましい有機金属化合物としては、トリエチルアルミニウム、トリ
イソブチルアルミニウムのような炭素原子数１～ 6のアルキル基を有するトリアルキルア
ルミニウムとこれらの混合物である。場合によってはエチルアルミニウムジクロライド、
ジエチルアルミニウムクロライド、エチルアルミニウムセスキクロライド、ジイソブチル
アルミニウムヒドリドのような一つ以上のハロゲン又はヒドリド基を有する有機アルミニ
ウム化合物も使用され得る。
【００４１】
一方、本発明の固体錯体チタン触媒成分は重合反応前にエチレン又は  α－オレフィンで
前重合して使用することができる。前重合はヘキサンのような炭化水素溶媒の存在下で十
分に低い温度とエチレン又ははα－オレフィンの圧力下で前記の触媒成分とトリエチルア
ルミニウムのような有機アルミニウム化合物の存在下で行うことが出来る。前重合は触媒
粒子をポリマーで囲んで触媒形状を保持させ重合後にポリマーの形状を良くすることを助
ける。前重合後のポリマー／触媒の重量比はおおよそ 0.1： 1～ 20： 1の範囲である。
【００４２】
重合反応は有機溶媒不在下での気相又はバルク重合や有機溶媒存在下における液相スラリ
ー重合法が使用可能である。  これら重合法は酸素、水、そして触媒毒として作用し得る
その他の化合物の不在下で行われる。
【００４３】
液相スラリー重合法による場合に、  好ましい固体錯体チタン触媒 (I)の重合反応系上にお
ける濃度は、  溶剤 1リットルに対して触媒のチタン原子として約 0.001～ 5ミリモル、好ま
しくは , 約 0.001～ 0.5ミリモルである。溶剤としては、  ペンタン、  ヘキサン、  ヘプタ
ン、  n－オクタン、イソオクタン、  シクロへキサン、  メチルシクロヘキサンのようなア
ルカン、又はトルエン、  キシレン、エチルベンゼン、イソプロピルベンゼン、  エチルト
ルエン、  n-プロピルベンゼン、  ジエチルベンゼンのようなアルキル芳香族化合物、クロ
ロベンゼン、  クロロナフタレン、  o－ジクロロベンゼンのようなハロゲン化芳香族化合
物、そして、  これらの混合物が好ましい。
【００４４】
気相重合の場合、  固体錯体チタン触媒 (I)の量は、  重合反応物１リットルに対して触媒

10

20

30

40

50

(7) JP 3817548 B2 2006.9.6



のチタン原子として約 0.001～ 5ミリモル、  好ましくは約 0.00１～ 1.0ミリモル、  さらに
好ましくは、約 0.01～ 0.5ミリモルにするのがよい。  有機金属化合物 (II)の好ましい濃度
は、アルミニウム原子で計算して触媒 (I)中のチタン原子 1モル当たり約 1～ 2000モルの範
囲であり、  さらに好ましくは約 5～ 500モルの範囲である。
【００４５】
高い重合速度を得るために、重合反応は重合工程に係わりなく十分に高い温度で遂行させ
る。  一般的には、約 20～ 200℃の温度が適当であり、さらに好ましくは、  20～ 95℃がよ
い。重合時の単量体の圧力は大気圧ないし 100気圧が適切であり、 2ないし 50気圧の圧力が
さらに好ましい。
【００４６】
（実施例）
以下の実施例は、本発明の一部具体例を例示するためのものである。  以下の実施例に説
明された技術等は本明細書に開示された発明を良く実施できる技術等を表す。しかし、当
業者はここに開示された具体例に多様な変更が加えることができるし、本発明の技術思想
と範囲を外れることなく同一または類似の効果を得ることができることを認識すべきであ
る。
【００４７】
（実施例１）
固体錯体チタン触媒の製造
次の各段階の工程を経て固体錯体チタン触媒成分を製造した。
(i) 段階：マグネシウム溶液の製造
窒素雰囲気に置換された機械式攪拌機が設けられた 1.0リットル容量の反応器に MgCl2 19.0
gとデカン 400mlを入れた。 700rpmの速度で攪拌した後、 2－エチルヘキサノール 120mlを投
入した後、温度を 110℃に上げ 3時間反応させた。反応完了後に得られた均一溶液を常温 (
２５℃ )で冷却した。
【００４８】
(ii) 段階  :マグネシウム溶液とリン化合物及びアルコキシシリコン化合物の反応
常温で冷却した (i)で製造したマグネシウム溶液にトリエチルホスフェート 5.1mlとシリコ
ンテトラエトキシド 12.0mlを添加して 1時間反応させた。
【００４９】
(iii) 及び (iv)段階：チタン化合物とハロアルカン化合物の混合物の処理及びチタン化合
物の処理
(ii) 段階を終えた前記溶液の温度を 15℃に調節した後、四塩化チタン 40mlとテトラクロ
ロメタン 40mlの混合溶液を 1時間にわたって滴下した。該滴下が完了された後、 1時間にわ
たって反応器の温度を 70℃に昇温して、この温度で 1時間保持した。攪拌を停止した後、
上層の溶液を分離し、残りの固体層にデカン 300mlと四塩化チタン 100mlを連続的に注入し
た。温度を 90℃に上昇させた後、２時間保持した。さらに、反応器を室温まで冷却し、ヘ
キサン 400mlを注入し未反応の遊離四塩化チタンが除去されるまで洗浄した。製造された
固体触媒のチタン含量は 3.７ %であった。
【００５０】
（重合）
２リットル容量の高圧反応器をオーブンで乾かして、熱い状態で組立てた後、  窒素と真
空を３回交代に操作して反応器内を窒素雰囲気にした。この反応器に n－ヘキサン 1000ml
を注入した後、トリエチルアルミニウム１ mmolとチタン原子基準で 0.03mmolの先に製造し
た固体錯体チタン触媒を注入し、  水素 1000mlを注入した。攪拌機で 700rpmの速度で攪拌
しながら、反応器の温度を 80℃に上げ、エチレン圧力を 80psiに調整した後、 1時間重合を
実施した。重合が終った後、反応器の温度を常温に下げ、重合内容物に過剰のエタノール
溶液を加えた。  生成された重合体を分離収集し、  50℃の真空オーブンで 6時間以上乾燥
して白色粉末状態のポリエチレンを得た。
【００５１】
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（評価）
触媒の重合活性を触媒の使用量 (g触媒 )当たり、生成されたポリマーの重量 (kg)比で計算
し、  生成されたポリマーの嵩密度 (g/ml)を測定して表 1に示した。
【００５２】
併せて、ポリマーの分子量を評価して水素反応性を評価するために、溶融指数 (ｇ /10分 )
を ASTM D 1238の方法によって測定し、ポリマーの分子量分布を通常のゲル透過クロマト
グラフイ -法 (GPC法 )によって測定して表 1に示した。一般的に溶融指数は分子量が小さい
ほど大きくなる。
【００５３】
（実施例２）
実施例 1の触媒製造過程のうち、 (iii)段階におけるチタン化合物とハロアルカン化合物の
混合物の処理を四塩化チタン 40mlとトリクロロメタン 40mlの混合溶液を使用して行ったこ
と以外は、実施例 1と同一の工程を通じて、チタン含量 3.７ %の触媒を製造した。該触媒を
使用して、実施例 1と同一の条件で重合反応を実施し、結果を表 1に示した。
【００５４】
（実施例３）
実施例 1の触媒製造過程のうち、 (iii)段階におけるチタン化合物とハロアルカン化合物の
混合物の処理を四塩化チタン 40mlと tert－ブチルクロリド 40mlの混合溶液を使用して行っ
たこと以外は、実施例 1と同一の工程を通じて、チタン含量 3.６ %の触媒を製造した。該触
媒を使用して、実施例１と同一の条件で重合反応を実施し、結果を表 1に示した。
【００５５】
（実施例４）
実施例 1の触媒製造過程のうち、 (iii)段階におけるチタン化合物とハロアルカン化合物の
混合物の処理を四塩化チタン 40mlと 1， 2－ジクロロエタン 40mlの混合溶液を使用して行っ
たこと以外は、実施例 1と同一の工程を通じて、チタン含量 3.９ %の触媒を製造した。該触
媒を使用して、実施例１と同一の条件で重合反応を実施し、結果を表 1に示した。
【００５６】
（実施例５）
実施例 1の触媒製造過程のうち、 (iii)段階におけるチタン化合物とハロアルカン化合物の
混合物の処理を四塩化チタン 40mlとクロロベンゼン 40mlの混合溶液を使用して行ったこと
以外は、実施例 1と同一の工程を通じて、チタン含量 4.3%の触媒を製造した。該触媒を使
用して、実施例１と同一の条件で重合反応を実施し、結果を表 1に示した。
【００５７】
（実施例６）
実施例 1の触媒製造過程のうち、 (iii)段階におけるチタン化合物とハロアルカン化合物の
混合物の処理を四塩化チタン 60mlとテトラクロロメタン 60mlの混合溶液を使用して行った
こと以外は、実施例 1と同一の工程を通じて、チタン含量 4.3%の触媒を製造した。該触媒
を使用して、実施例１と同一の条件で重合反応を実施し、結果を表 1に示した。
【００５８】
（実施例７）
実施例 1の触媒製造過程のうち、 (iii)段階におけるチタン化合物とハロアルカン化合物の
混合物の処理を四塩化チタン 80mlとテトラクロロメタン 80mlの混合溶液を使用して行った
こと以外は、実施例 1と同一の工程を通じて、チタン含量 4.2%の触媒を製造した。該触媒
を使用して、実施例１と同一の条件で重合反応を実施し、結果を表 1に示した。
【００５９】
（実施例８）
実施例 1の触媒製造過程のうち、 (iii)段階におけるチタン化合物とハロアルカン化合物の
混合物の処理を四塩化チタン 60mlとテトラクロロメタン 30mlの混合溶液を使用して行った
こと以外は、実施例 1と同一の工程を通じて、チタン含量 4.２ %の触媒を製造した。該触媒
を使用して、実施例１と同一の条件で重合反応を実施し、結果を表 1に示した。
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【００６０】
（実施例９）
実施例 1の触媒製造過程のうち、 (iii)段階におけるチタン化合物とハロアルカン化合物の
混合物の処理を四塩化チタン 40mlとテトラクロロメタン 80mlの混合溶液を使用して行った
こと以外は、実施例 1と同一の工程を通じて、チタン含量 3.５ %の触媒を製造した。該触媒
を使用して、実施例１と同一の条件で重合反応を実施し、結果を表 1に示した。
【００６１】
（実施例１０）
実施例 1の触媒製造過程のうち、 (iii)段階におけるチタン化合物とハロアルカン化合物の
混合物の処理を四塩化チタン 60mlとトリクロロメタン 30mlの混合溶液を使用して行ったこ
と以外は、実施例 1と同一の工程を通じて、チタン含量 4.2%の触媒を製造した。該触媒を
使用して、実施例１と同一の条件で重合反応を実施し、結果を表 1に示した。
【００６２】
（実施例１１）
実施例 1の触媒製造過程のうち、 (iii)段階におけるチタン化合物とハロアルカン化合物の
混合物の処理を四塩化チタン４ 0mlとトリクロロメタン８ 0mlの混合溶液を使用して行った
こと以外は、実施例 1と同一の工程を通じて、チタン含量 3.７ %の触媒を製造した。該触媒
を使用して、実施例１と同一の条件で重合反応を実施し、結果を表 1に示した。
【００６３】
（実施例１２）
実施例 1の触媒製造過程のうち、 (iii)段階におけるチタン化合物とハロアルカン化合物の
混合物の処理を四塩化チタン 60mlとクロロベンゼン 30mlの混合溶液を使用して行ったこと
以外は、実施例 1と同一のな工程を通じて、チタン含量 4.４ %の触媒を製造した。該触媒を
使用して、実施例１と同一の条件で重合反応を実施し、結果を表 1に示した。
【００６４】
（実施例 1３）
実施例 1の触媒製造過程のうち、 (ii)段階でトリブチルホスフェート 5.4mlとシリコンテト
ラエトキシド 12.0mlを使用したこと以外は、実施例 1と同一の工程を通じて、チタン含量 4
.3%の触媒を製造した。該触媒を使用して、実施例１と同一の条件で重合反応を実施し、
結果を表 1に示した。
【００６５】
（実施例１４）
実施例 1の触媒製造過程のうち、 (ii)段階でトリブチルホスフアート８ .1mlとシリコンテ
トラエトキシド 12.0mlを使用したこと以外は、実施例 1と同一の工程を通じて、チタン含
量４ .3%の触媒を製造した。該触媒を使用して、実施例１と同一の条件で重合反応を実施
し、結果を表 1に示した。
【００６６】
（実施例１５）
実施例 1の触媒製造過程のうち、 (ii)段階でジエチルクロロホスフアート 4.3mlとシリコン
テトラエトキシド 12.0mlを使用したこと以外は、実施例 1と同一の工程を通じて、チタン
含量 3.８ %の触媒を製造した。該触媒を使用して、実施例１と同一の条件で重合反応を実
施し、結果を表 1に示した。
【００６７】
（実施例 1６）
実施例 1の触媒製造過程のうち、 (ii)段階で三塩化リン 2.6mlとシリコンテトラエトキシド
12.0mlを使用したこと以外は、実施例 1と同一の工程を通じて、チタン含量 4.5%の触媒を
製造した。該触媒を使用して実施例 1と同一の条件で重合反応を実施し、結果を表 1に示し
た。
【００６８】
（比較例１）
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実施例 1の触媒製造過程のうち、 (ii)段階でシリコンテトラエトキシド 1２ .0mlを使用し、
トリエチルホスフェートは使用しないこと以外は、実施例 1と同一の工程を通じて、チタ
ン含量 4.0%の触媒を製造した。該触媒を使用して実施例 1と同一の条件で重合反応を実施
し、結果を表 1に示した。
【００６９】
（比較例２）
実施例 1の触媒製造過程のうち、 (ii)段階でトリエチルホスフェート 5.1mlを使用し、シリ
コンテトラエトキシドは使用しないこと以外は、実施例 1と同一の工程を通じて、チタン
含量４ .３ %の触媒を製造した。該触媒を使用して実施例 1と同一の条件で重合反応を実施
し、結果を表 1に示した。
【００７０】
（比較例３）
実施例 1の触媒製造過程のうち、 (ii)段階におけるトリエチルホスフェート及びシリコン
テトラエトキシドを使用しないこと以外は、実施例 1と同一の工程を通じて、チタン含量 4
.5%の触媒を製造した。該触媒を使用して実施例 1と同一の条件で重合反応を実施し、結果
を表 1に示した。
【００７１】
（比較例４）
実施例 1の触媒製造過程のうち、 (iii)段階で四塩化チタンとテトラクロロメタンの混合物
を使用する代わりに、四塩化チタン 40mlだけを使用して行ったこと以外は実施例 1と同一
の工程を通じて、チタン含量 4.2%の触媒を製造した。該触媒を使用して実施例 1と同一の
条件で重合反応を実施し、結果を表 1に示した。
【００７２】
（比較例５）
実施例 1の触媒製造過程のうち、 (iii)段階で四塩化チタンとテトラクロロメタンの混合物
を使用する代わりに、四塩化ケイ素 40mlだけを使用して行ったこと以外は実施例 1と同一
の工程を通じて、チタン含量 3.７ %の触媒を製造した。該触媒を使用して実施例 1と同一の
条件で重合反応を実施し、結果を表 1に示した。
【００７３】
（比較例６）
実施例 1の触媒製造過程のうち、 (iii)段階で四塩化チタンとテトラクロロメタンの混合物
の代わりに、トリエチルアルミニウム 30mlを使用して行ったこと以外は実施例 1と同一の
工程を通じて、チタン含量 4.3%の触媒を製造した。該触媒を使用して実施例 1と同一の条
件で重合反応を実施し、結果を表 1に示した。
【００７４】
【表１】
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表 1に示したとおり、本発明によるエチレン重合及び共重合用触媒を使用した場合、比較
例で製造された触媒を使用した場合に比べて約 20～ 30%高い触媒活性を示し、重合された
ポリマーにおいても比較例に比べて嵩密度が増加、溶融指数の増加及び狭い分子量分布を
達成していることを知ることができた。
【００７５】
（産業上の利用可能性）
以上考察したとおり、本発明による触媒をエチレン重合及びエチレンと他のα－オレフィ
ンとの共重合に使用すれば、高い触媒活性を示し高収率のポリマーを得ることができ、触
媒残さの除去を必要としない。生成されるポリマーは優れた嵩密度と流動性及び狭い分子
量分布等優れた物性を示すため、本発明による固体錯体チタン触媒はエチレン重合及び共
重合触媒として非常に有用である。
【００７６】
本明細書の開示内容から、本発明の多様な側面の選択的な具体例及び追加の変形は当業者
に自明なことである。  従って、本明細書の開示はただ例示的な目的から説明されるもの
であり、  本発明の実施のための一般的な方法を当業者に提示する目的を有するだけであ
る。本明細書に開示され、説明された本発明の態様等は、好ましき具体例として理解され
るべきである。本明細書に開示され、  例示された構成要素と原料物質等は代替可能であ
り、工程は順序の変更が可能であり、本発明の或る特徴等は独立的に応用され得るし、全
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ての事項は本明細書の内容を知り得るようになった当業者に自明である。前述の請求範囲
の技術思想及び範囲を外れることなく、構成要素に変更があり得る。
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