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(57)【要約】
　立体的にバルキーな置換基で適切に置換された多価ア
リールオキシエーテルの金属錯体は、脂肪族および脂環
式炭化水素中の強化された溶解度を有し、および／また
はエチレン／α－オレフィンコポリマーの重合用の触媒
成分として使用されるとき、低下したＩ１０／Ｉ２値を
有する生成物を生成する。



(2) JP 2009-537656 A 2009.10.29

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高分子量ポリマーを調製するための、連続溶液重合条件下におけるエチレンおよび１ま
たはそれ以上のＣ３－３０α－オレフィンもしくはジオレフィンの重合方法であって、多
価アリールオキシエーテルのジルコニウムもしくはハフニウム錯体を含む触媒組成物の存
在下に重合を実施する工程を含む方法において、
　これらのポリマーは、３．０以下の分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）、０．８５０～０．９５
０のポリマー密度を生じるコモノマー含量、およびＩ１０／Ｉ２≦１０を有することを特
徴とする、方法。
【請求項２】
　このポリマーが、０．０１～５０の範囲のＩ１０／Ｉ２値について、方程式Ｉ１０／Ｉ

２≦１０．３２（ＭＩ）－０．０８１４を満たすＩ１０およびＩ２特性を有する、請求項
１に記載の方法。
【請求項３】
　本質的に共重合エチレンおよび１－オクテンからなる、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　８５パーセントまたはそれ以上のエチレン転化率で操作される、請求項１に記載の方法
。
【請求項５】
　高分子量ポリマーを調製するための、連続溶液重合条件下におけるエチレンおよび１ま
たはそれ以上のＣ３－３０α－オレフィンもしくはジオレフィンの重合方法であって、式
：
【化１】

（式中、Ｍ３は、ＨｆまたはＺｒ、好ましくはＺｒであり；
　Ａｒ４は、それぞれ独立に、置換Ｃ９－２０アリール基であり、ここで、これらの置換
基は、それぞれ独立に、アルキル；シクロアルキル；およびアリール基；およびこれらの
ハロ－、トリヒドロカルビルシリル－、およびハロヒドロカルビル－置換誘導体からなる
群より選択されるが、ただしこの置換基は、これが付着しているアリール基との共平面性
を欠いていなければならないという条件があり；
　Ｔ４は、それぞれ独立に、Ｃ２－２０アルキレン、シクロアルキレン、またはシクロア
ルケニレン基であるか、またはこれの不活性置換された誘導体であり；
　Ｒ２１は、それぞれ独立に、水素、ハロ、水素は数えずに５０原子までのヒドロカルビ
ル、トリヒドロカルビルシリル、トリヒドロカルビルシリルヒドロカルビル、アルコキシ
、またはジ（ヒドロカルビル）アミノ基であり；
　Ｒ３は、それぞれ独立に、水素、ハロ、水素は数えずに５０原子までのヒドロカルビル
、トリヒドロカルビルシリル、トリヒドロカルビルシリルヒドロカルビル、アルコキシ、
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またはアミノ基であるか、または同じアリーレン環上の２つのＲ３が一緒になって、また
は同一または異なるアリーレン環上のＲ３およびＲ２１基が一緒になって、２つの位置に
おいてアリーレン基へ付着した二価のリガンド基を形成するか、または２つの異なるアリ
ーレン環を一緒になって接合し；かつ
　ＲＤは、それぞれ独立に、ハロ、または水素は数えずに２０原子までのヒドロカルビル
またはトリヒドロカルビルシリル基であるか、または２ＲＤ基は一緒になって、ヒドロカ
ルビレン、ヒドロカルバジイル、ジエン、またはポリ（ヒドロカルビル）シリレン基であ
る）
に対応する多価アリールオキシエーテルのジルコニウム錯体を含む触媒組成物の存在下に
重合を実施する工程を含む方法。
【請求項６】
　この金属錯体が、式：
【化２】

（式中、Ｍ３はＺｒであり；
　Ａｒ４は、それぞれ独立に、置換Ｃ９－２０アリール基であり、ここで、これらの置換
基は、それぞれ独立に、アルキル；シクロアルキル；およびアリール基；およびこれらの
ハロ－、トリヒドロカルビルシリル－、およびハロヒドロカルビル－置換誘導体からなる
群より選択されるが、ただし少なくとも１つの置換基は、これが付着しているアリール基
との共平面性を欠いているという条件があり；
　Ｔ４は、それぞれ独立に、Ｃ２－２０アルキレン、シクロアルキレン、もしくはシクロ
アルケニレン基であるか、またはその不活性置換された誘導体であり；
　Ｒ２１は、それぞれ独立に、水素、ハロ、水素は数えずに５０原子までのヒドロカルビ
ル、トリヒドロカルビルシリル、トリヒドロカルビルシリルヒドロカルビル、アルコキシ
、またはジ（ヒドロカルビル）アミノ基であり；
　Ｒ３は、それぞれ独立に、水素、ハロ、水素は数えずに５０原子までのヒドロカルビル
、トリヒドロカルビルシリル、トリヒドロカルビルシリルヒドロカルビル、アルコキシ、
またはアミノ基であるか、または同じアリーレン環上の２つのＲ３基、または同一または
異なるアリーレン環上のＲ３およびＲ２１基は一緒になって、２つの位置においてアリー
レン基へ付着した二価のリガンド基を形成するか、または２つの異なるアリーレン環を一
緒になって接合し；かつ
　ＲＤは、それぞれ独立に、ハロ、または水素は数えずに２０原子までのヒドロカルビル
またはトリヒドロカルビルシリル基であるか、または２ＲＤ基は一緒になって、ヒドロカ
ルビレン、ヒドロカルバジイル、ジエン、またはポリ（ヒドロカルビル）シリレン基であ
る）
に対応する、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　各Ａｒ４基が少なくとも１つの立体的にバルキーな基で置換され、
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　異なるアリーレンオキシ基上に位置する少なくとも２つのＲ３基が立体的にバルキーで
ある、請求項５または６に記載の方法。
【請求項８】
　各Ａｒ４基が、式：
【化３】

（式中、Ｒ１１は、それぞれ独立に、水素、ハロ、水素は数えずに５０原子までのヒドロ
カルビル、トリヒドロカルビルシリル、トリヒドロカルビルシリルヒドロカルビル、アル
コキシ、またはジ（ヒドロカルビル）アミノ基であるか、または２つのＲ１１基は一緒に
なって、２つの位置においてアリール基へ付着した環の一部であるが、ただし少なくとも
１つのＲ１１またはこのような２つのＲ１１基の二価誘導体が立体的にバルキーであると
いう条件がある）
に対応する、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　立体的にバルキーなＲ１１およびＲ３置換基は、３～２０非水素原子を有する、ｔｅｒ
ｔ－アルキル－、シクロアルキル－、トリヒドロカルビルシリル－、トリ（ヒドロカルビ
ル）シリルヒドロカルビル－、およびトリ（ヒドロカルビル）フェニル基からなる群より
独立して選択される、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　立体的にバルキーなＲ１１およびＲ３置換基は、ｔｅｒｔ－ブチル、ｓｅｃ－ブチル、
ｔｅｒｔ－オクチル（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）、１－フェニルエチ
ル、２，３－ジメチル－ブト－２－イル、トリチル（トリフェニルメチル）、クミル（２
－フェニルプロプ－２－イル）、ｔｅｒｔ－アミル（１，１－ジメチルプロピル）、フェ
ニル、シクロヘキシル、トリメチルシリル、トリメチルシリルメチル、イソプロピル、２
，４，６－トリメチルフェニル、２，６－ジメチルフェニル、３，５－ジ（イソプロピル
）フェニル、および３，５－ジ（ｔ－ブチル）フェニルからなる群より独立して選択され
る、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　この金属錯体は、式：
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【化４】

（式中、Ｍ３はＺｒであり；
　Ａｒ４は、３，５－ジ（ｔｅｒｔ－ブチル）フェニル、３，５－ジ（イソプロピル）フ
ェニル、３，５－ジ（イソブチル）フェニル、３，５－ジ（ｔｅｒｔ－オクチル）フェニ
ル、３，５－ジ（２，４，６－トリメチルフェニル）フェニル、３，５－ジ（２，６－ジ
メチルフェニル）フェニル、３，５－ジ（２，４，６－トリ－イソプロピルフェニル）フ
ェニル、３，５－ジ（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）フェニル、１，２，３，
４，６，７，８，９－オクタヒドロアントラセン－５－イル、３，６－ジ（ｔｅｒｔ－ブ
チル）－９Ｈ－カルバゾール－９－イル、３，６－ジ（ｔｅｒｔ－オクチル）－９Ｈ－カ
ルバゾール－９－イルであり；
　Ｒ２１は、それぞれ独立に、メチルまたはｔｅｒｔ－ブチルであり；
　Ｒ３は、それぞれ独立に、分枝アルキル、シクロアルキル、および置換アリールから選
択された立体的にバルキーな基であり；
　Ｔ４は、プロパン－１，３－ジイル、ブタン－１，４－ジイル、シクロヘキサン－１，
２－ジイル、またはシクロヘキサン－１，２－ジメチレンであり；かつ
　ＲＤは、それぞれ独立に、ハロ、または水素は数えずに２０原子までのヒドロカルビル
またはトリヒドロカルビルシリル基であるか、または２ＲＤ基は一緒になって、ヒドロカ
ルビレン、ヒドロカルバジイル、１，４－ジヒドロカルビル－置換１，３－ブタジエン、
またはポリ（ヒドロカルビル）シリレン基である）
に対応する、請求項６に記載の方法。
【請求項１２】
　各Ａｒ４環上の少なくとも１つのＲ１１基および異なるアリーレン環上の少なくとも２
つのＲ３基が、３～２０炭素を含有する分枝アルキル、シクロアルキル、ヒドロカルビル
－置換アリール、またはポリ（ヒドロカルビル）－置換シリル基である、請求項１１に記
載の方法。
【請求項１３】
　各Ａｒ４環上の２つのＲ１１基および異なるアリーレン環上の２つのＲ３基が、ｔｅｒ
ｔ－ブチルまたはｔｅｒｔ－オクチルである、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　この金属錯体が、
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【化５】
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【化６】
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【化７】
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【化８】

（式中、ＲＤは、それぞれ独立に、クロライド、メチル、またはベンジルである）からな
る群より選択される、請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　この金属錯体が、次のものからなる群より選択される、請求項１４に記載の方法：
　Ａ）ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェ
ニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）
プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロ
パン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロ
パン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
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　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチ
ル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロ
ライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベン
ジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ
）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ
）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ
）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
メチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
クロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
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ベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　Ｂ）ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェ
ニル）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）
－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２
－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２
－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル
、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロラ
イド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジ
ル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジメチル、
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　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－メチル－４，４－ジメチ
ルペン－２－イル－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
メチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペン
タン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
クロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－メチル－４，４－ジメチ
ルペン－２－イル－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
ベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－メチル－４，４－ジメチ
ルペン－２－イル－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペン
タン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペン
タン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペン
タン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペン
タン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペン
タン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（２，４，
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４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　Ｃ）ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェ
ニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）プロパン－１
，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３
－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３
－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘ
キサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘ
キサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘ
キサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘ
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キス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘ
キス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘ
キス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキ
シ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキ
シ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキ
シ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキ
シ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキ
シ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキ
シ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキ
シ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキ
シ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライ
ド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキ
シ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル
、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
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）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム
（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム
（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム
（ＩＶ）ジベンジル、
　Ｄ）ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェ
ニル）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）
プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロ
パン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロ
パン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル



(16) JP 2009-537656 A 2009.10.29

10

20

30

40

50

）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチ
ル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロ
ライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベン
ジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ
）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ
）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ
）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
メチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
クロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
ベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
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）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　Ｅ）ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）
－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル
、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロラ
イド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジ
ル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－
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ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
メチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
クロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
ベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
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　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　Ｆ）ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペ
ンタン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジク
ロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベ
ンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウ
ム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウ
ム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウ
ム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジ
ルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタ
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ン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジ
ルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジ
ルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－メチ
ル－４，４－ジメチルペン－２－イル－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－メチ
ル－４，４－ジメチルペン－２－イル－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－メチ
ル－４，４－ジメチルペン－２－イル－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ））ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－
１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－
１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
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　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－
１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シ
クロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シ
クロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シ
クロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シ
クロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シ
クロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シ
クロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　Ｇ）ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノ
キシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ
）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ
）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ
）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ
）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ
）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ
）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
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２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ
）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド
、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ
）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム
（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム
（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム
（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（Ｉ
Ｖ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（Ｉ
Ｖ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（Ｉ
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Ｖ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジ
ルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジ
ルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジ
ルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－
ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－
ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－
ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　Ｈ）ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）
－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル
、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロラ
イド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジ
ル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジメチル、
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　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
メチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
クロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
ベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
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）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、および
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル。
【請求項１６】
　式：
【化９】

（式中、Ｍ３は、ＨｆまたはＺｒ、好ましくはＺｒであり；
　Ａｒ４は、それぞれ独立に、置換Ｃ９－２０アリール基であり、ここで、これらの置換
基は、それぞれ独立に、アルキル；シクロアルキル；およびアリール基；およびこれらの
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ハロ－、トリヒドロカルビルシリル－、およびハロヒドロカルビル－置換誘導体からなる
群より選択されるが、ただしこの置換基は、これが付着しているアリール基との共平面性
を欠いていなければならないという条件があり；
　Ｔ４は、それぞれ独立に、Ｃ２－２０アルキレン、シクロアルキレン、またはシクロア
ルケニレン基であるか、またはこれの不活性置換された誘導体であり；
　Ｒ２１は、それぞれ独立に、水素、ハロ、水素は数えずに５０原子までのヒドロカルビ
ル、トリヒドロカルビルシリル、トリヒドロカルビルシリルヒドロカルビル、アルコキシ
、またはジ（ヒドロカルビル）アミノ基であり；
　Ｒ３は、それぞれ独立に、水素、ハロ、水素は数えずに５０原子までのヒドロカルビル
、トリヒドロカルビルシリル、トリヒドロカルビルシリルヒドロカルビル、アルコキシ、
またはアミノ基であるか、または同じアリーレン環上の２つのＲ３が一緒になって、また
は同一または異なるアリーレン環上のＲ３およびＲ２１基が一緒になって、２つの位置に
おいてアリーレン基へ付着した二価のリガンド基を形成するか、または２つの異なるアリ
ーレン環を一緒になって接合し；かつ
　ＲＤは、それぞれ独立に、ハロ、または水素は数えずに２０原子までのヒドロカルビル
またはトリヒドロカルビルシリル基であるか、または２ＲＤ基は一緒になって、ヒドロカ
ルビレン、ヒドロカルバジイル、ジエン、またはポリ（ヒドロカルビル）シリレン基であ
る）
に対応する多価アリールオキシエーテルのジルコニウム錯体。
【請求項１７】
　式：

【化１０】

（式中、Ｍ３はＺｒであり；
　Ａｒ４は、それぞれ独立に、置換Ｃ９－２０アリール基であり、ここで、これらの置換
基は、それぞれ独立に、アルキル；シクロアルキル；およびアリール基；およびこれらの
ハロ－、トリヒドロカルビルシリル－、およびハロヒドロカルビル－置換誘導体からなる
群より選択されるが、ただし少なくとも１つの置換基は、これが付着しているアリール基
との共平面性を欠いているという条件があり；
　Ｔ４は、それぞれ独立に、Ｃ２－２０アルキレン、シクロアルキレン、またはシクロア
ルケニレン基であるか、またはこれの不活性置換された誘導体であり；
　Ｒ２１は、それぞれ独立に、水素、ハロ、水素は数えずに５０原子までのヒドロカルビ
ル、トリヒドロカルビルシリル、トリヒドロカルビルシリルヒドロカルビル、アルコキシ
、またはジ（ヒドロカルビル）アミノ基であり；
　Ｒ３は、それぞれ独立に、水素、ハロ、水素は数えずに５０原子までのヒドロカルビル
、トリヒドロカルビルシリル、トリヒドロカルビルシリルヒドロカルビル、アルコキシ、
またはアミノ基であるか、または同じアリーレン環上の２つのＲ３基は一緒になって、ま
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においてアリーレン基へ付着した二価のリガンド基を形成するか、または２つの異なるア
リーレン環を一緒になって接合し；かつ
　ＲＤは、それぞれ独立に、ハロ、または水素は数えずに２０原子までのヒドロカルビル
またはトリヒドロカルビルシリル基であるか、または２ＲＤ基は一緒になって、ヒドロカ
ルビレン、ヒドロカルバジイル、ジエン、またはポリ（ヒドロカルビル）シリレン基であ
る）
に対応する、請求項１６に記載の金属錯体。
【請求項１８】
　各Ａｒ４基が少なくとも１つの立体的にバルキーな基で置換され、
　異なるアリーレンオキシ基上に位置する少なくとも２つのＲ３基が立体的にバルキーで
ある、請求項１６または１７に記載の金属錯体。
【請求項１９】
　各Ａｒ４基は、式：

【化１１】

（式中、Ｒ１１は、それぞれ独立に、水素、ハロ、水素は数えずに５０原子までのヒドロ
カルビル、トリヒドロカルビルシリル、トリヒドロカルビルシリルヒドロカルビル、アル
コキシ、またはジ（ヒドロカルビル）アミノ基であるか、または２つのＲ１１基は一緒に
なって、２つの位置においてアリール基へ付着した環の一部であるが、少なくとも１つの
Ｒ１１または２つのこのようなＲ１１基の二価誘導体は立体的にバルキーであるという条
件がある）
に対応する、請求項１８に記載の金属錯体。
【請求項２０】
　立体的にバルキーなＲ１１およびＲ３置換基は、３～２０非水素原子を有するｔｅｒｔ
－アルキル－、シクロアルキル－、トリヒドロカルビルシリル－、トリ（ヒドロカルビル
）シリルヒドロカルビル－、およびトリ（ヒドロカルビル）フェニル－基からなる群より
独立して選択される、請求項１９に記載の金属錯体。
【請求項２１】
　立体的にバルキーなＲ１１およびＲ３置換基は、ｔｅｒｔ－ブチル、ｓｅｃ－ブチル、
ｔｅｒｔ－オクチル（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）、１－フェニルエチ
ル、２，３－ジメチル－ブト－２－イル、トリチル（トリフェニルメチル）、クミル（２
－フェニルプロプ－２－イル）、ｔｅｒｔ－アミル（１，１－ジメチルプロピル）、フェ
ニル、シクロヘキシル、トリメチルシリル、トリメチルシリルメチル、イソプロピル、２
，４，６－トリメチルフェニル、２，６－ジメチルフェニル、３，５－ジ（イソプロピル
）フェニル、および３，５－ジ（ｔ－ブチル）フェニルからなる群より独立して選択され
る、請求項１９に記載の金属錯体。
【請求項２２】
　式：
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（式中、Ｍ３はＺｒであり；
　Ａｒ４は、３，５－ジ（ｔｅｒｔ－ブチル）フェニル、３，５－ジ（イソプロピル）フ
ェニル、３，５－ジ（イソブチル）フェニル、３，５－ジ（ｔｅｒｔ－オクチル）フェニ
ル、３，５－ジ（２，４，６－トリメチルフェニル）フェニル、３，５－ジ（２，６－ジ
メチルフェニル）フェニル、３，５－ジ（２，４，６－トリ－イソプロピルフェニル）フ
ェニル、３，５－ジ（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）フェニル、１，２，３，
４，６，７，８，９－オクタヒドロアントラセン－５－イル、３，６－ジ（ｔｅｒｔ－ブ
チル）－９Ｈ－カルバゾール－９－イル、３，６－ジ（ｔｅｒｔ－オクチル）－９Ｈ－カ
ルバゾール－９－イルであり；
　Ｒ２１は、それぞれ独立に、メチルまたはｔｅｒｔ－ブチルであり；
　Ｒ３は、それぞれ独立に、分枝アルキル、シクロアルキル、および置換アリールから選
択された、立体的にバルキーな基であり；
　Ｔ４は、プロパン－１，３－ジイル、ブタン－１，４－ジイル、シクロヘキサン－１，
２－ジイル、またはシクロヘキサン－１，２－ジメチレンであり；かつ
　ＲＤは、それぞれ独立に、ハロ、または水素は数えずに２０原子までのヒドロカルビル
またはトリヒドロカルビルシリル基であるか、または２ＲＤ基は一緒になって、ヒドロカ
ルビレン、ヒドロカルバジイル、１，４－ジヒドロカルビル－置換１，３－ブタジエン、
またはポリ（ヒドロカルビル）シリレン基である）
に対応する、請求項１６に記載の金属錯体。
【請求項２３】
　各Ａｒ４環上の少なくとも１つのＲ１１基および異なるアリーレン環上の少なくとも２
つのＲ３基は、３～２０炭素を含有する分枝アルキル、シクロアルキル、ヒドロカルビル
－置換アリール、またはポリ（ヒドロカルビル）－置換シリル基である、請求項２２に記
載の金属錯体。
【請求項２４】
　各Ａｒ４環上の２つのＲ１１基および異なるアリーレン環上の２つのＲ３基は、ｔｅｒ
ｔ－ブチルまたはｔｅｒｔ－オクチルである、請求項２３に記載の金属錯体。
【請求項２５】
　次のもの：
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【化１６】

（式中、ＲＤは、それぞれ独立に、クロライド、メチル、またはベンジルである）からな
る群より選択される金属錯体。
【請求項２６】
　次のものからなる群より選択される、請求項２５に記載の金属錯体：
　Ａ）ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェ
ニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）
プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロ
パン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロ
パン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
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　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチ
ル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロ
ライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベン
ジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ
）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ
）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ
）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
メチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
クロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
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ベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　Ｂ）ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェ
ニル）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）
－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２
－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２
－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル
、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロラ
イド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジ
ル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジメチル、
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　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－メチル－４，４－ジメチ
ルペン－２－イル－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
メチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペン
タン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
クロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－メチル－４，４－ジメチ
ルペン－２－イル－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
ベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－メチル－４，４－ジメチ
ルペン－２－イル－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペン
タン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペン
タン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペン
タン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペン
タン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペン
タン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（２，４，
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４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　Ｃ）ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェ
ニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）プロパン－１
，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３
－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３
－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘ
キサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘ
キサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘ
キサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘ
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キス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘ
キス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘ
キス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキ
シ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキ
シ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキ
シ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキ
シ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキ
シ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキ
シ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキ
シ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキ
シ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライ
ド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキ
シ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル
、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
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）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム
（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム
（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム
（ＩＶ）ジベンジル、
　Ｄ）ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェ
ニル）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）
プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロ
パン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロ
パン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
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）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチ
ル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロ
ライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベン
ジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ
）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ
）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ
）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
メチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
クロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
ベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
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）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　Ｅ）ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）
－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル
、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロラ
イド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジ
ル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－
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ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
メチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
クロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
ベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
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　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　Ｆ）ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペ
ンタン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジク
ロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベ
ンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウ
ム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウ
ム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウ
ム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジ
ルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタ
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ン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジ
ルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジ
ルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－メチ
ル－４，４－ジメチルペン－２－イル－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－メチ
ル－４，４－ジメチルペン－２－イル－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－メチ
ル－４，４－ジメチルペン－２－イル－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ））ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－
１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－
１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
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　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－
１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シ
クロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シ
クロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シ
クロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シ
クロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シ
クロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シ
クロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　Ｇ）ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノ
キシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ
）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ
）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ
）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ
）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ
）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ
）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
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２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ
）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド
、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ
）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム
（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム
（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム
（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（Ｉ
Ｖ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（Ｉ
Ｖ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（Ｉ
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Ｖ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジ
ルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジ
ルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジ
ルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－
ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－
ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－
ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　Ｈ）ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）
－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル
、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロラ
イド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジ
ル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジメチル、
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　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
メチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
クロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
ベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
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）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、および
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高温ポリエチレン溶液重合方法に関するものである。
【０００２】
　本出願は、２００６年５月１７日に出願された米国仮出願第６０／８０１，１８２号の
恩恵を主張する。
【背景技術】
【０００３】
　オレフィン重合のための比較的高温の溶液方法は、処理能力の増加、揮発分除去に必要
なエネルギーの減少、およびこれらの比較的高温が生じる汚れの減少によって、非常に望
ましい。チーグラー－ナッタ触媒系は、商業的に高温で実施することができるが、これら
の触媒は、高温における効率の低さおよびコモノマー組み込みの低さという欠点に悩む。
これに加えて、高温においてチーグラー－ナッタ触媒から生成されたポリマーは、幅広い
分子量分布を有し、このことは、多くの用途における使用へのこれらの適性を制限する。
従来のチーグラー－ナッタ触媒は典型的には、各々が異なる金属酸化状態およびリガンド
との異なる配位環境を有する、多くの型の触媒種から構成されている。このような不均質
系の例は公知であり、有機金属助触媒によって活性化された金属ハライド、例えばオルガ
ノアルミニウムおよびオルガノアルミニウムハライド助触媒で活性化された、マグネシウ
ムクロライド上に担持されたチタンクロライドを包含する。これらの系は１以上の触媒種
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を含有するので、これらは、異なる活性、およびポリマー鎖中にコモノマーを組み込む様
々な能力を有する重合部位を有する。このような多部位化学の結果は、ポリマー鎖構造の
低い制御を有する生成物である。さらには、個々の触媒部位における差は、ある部位では
高分子量のポリマー、別の部位では低分子量のポリマーを生成し、その結果として、幅広
い分子量分布および不均質組成を有するポリマーを生じる。この不均質性によって、これ
らのポリマーの機械的性質およびほかの性質は、決して望ましいものではない。
【０００４】
　さらに最近になって、十分に規定された金属錯体をベースとする触媒組成物、特に遷移
金属錯体、例えば制約された幾何学形状の触媒（ＣＧＣ）、メタロセン、およびポストメ
タロセンは、高いコモノマー組み込みおよび狭い分子量分布を有する生成物を生じること
が証明されている。しかしながらこれらの触媒は多くの場合、低い高温安定性を有し、ま
た高い重合温度における低い効率という欠点にも悩む。これに加えて、これらの触媒から
形成されたポリマーの分子量は多くの場合、特に有意量のコモノマーを含有する（比較的
低密度）ポリマーについては、温度の増加とともに劇的に減少する。すなわち、大部分の
オレフィン重合触媒がエチレン／α－オレフィンコポリマー中に比較的高いα－オレフィ
ンを組み込む能力は、反応性比ｒ１が重合温度に依存するという事実によって、重合温度
の増加とともに減少する。
【０００５】
　触媒の反応性比は、公知方法、例えば「共重合におけるモノマー反応性比の線形決定方
法(Linear Method for Determining Monomer Reactivity Ratios in Copolymerization）
」、M.FinemanおよびS.D.Ross,J.Polymer Science,5、259(1950)、または「共重合(Copol
ymerization）」,F.R.MayoおよびC.Walling,Chem.Rev.,46,191(1950)に記載された技術に
よって得ることができる。１つの広く用いられている共重合モデルは、次の方程式に基づ
いている。
【式１】
【０００６】

（ここで、Ｍｉは、任意に「ｉ」と表わされているモノマー分子のことであり、ここでｉ
＝１、２であり；Ｍ２*は、モノマーｉが最近になって付着した、成長しつつあるポリマ
ー鎖のことである）。
【０００７】
　Ｋｉｊ値は、示された反応についての速度定数である。例えばエチレン／プロピレン共
重合において、Ｋ１１は、エチレン単位が、成長しつつあるポリマー鎖中に挿入される速
度を表わし、この鎖中に既に挿入されているモノマー単位もまたエチレンであった。反応
性比は、ｒ１＝ｋ１１／ｋ１２およびｒ２＝ｋ２２／ｋ２１（ここで、ｋ１１、ｋ１２、
ｋ２２、およびｋ２１は、最後に重合されたモノマーがエチレン（ｋ１ｘ）またはプロピ
レン（ｋ２ｘ）である触媒部位へのエチレン（１）またはプロピレン（２）付加について
の速度定数である）である。
【０００８】
　第３～６族またはランタニド金属錯体、好ましくは二価ルイス塩基キレート化基を含有
する架橋二価芳香族リガンドの第４族金属錯体をベースとする、あるいくつかのポストメ
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タロセン触媒組成物が、米国特許第６，８２７，９７６号および米国第２００４／００１
０１０３号において、オレフィン重合における使用のために開示されている。一般にこれ
らの金属錯体は、高温における溶液重合に有効に使用されている。しかしながら、エチレ
ン／α－オレフィンコポリマーの生成における比較的高い反応温度におけるこれらの使用
は、使用された重合条件下に現場で形成された長鎖モノマーの高い組み込みレベル（長鎖
分枝形成）によると考えられる、高いＩ１０／Ｉ２を有するポリマーを結果として生じる
ことが多い。多くの用途において、このような長鎖分枝の存在は、高い加工処理性および
生強度によって、狭い分子量分布を維持しつつ、有利な特性を有するポリマー生成物を生
じうる。しかしながら、あるいくつかのほかの用途、例えばフィルム、繊維、および接着
剤については、高いレベルの長鎖分枝は、望ましくないことがある。特に、このようなポ
リマーから製造された比較的低い引裂き特性、低い繊維形成、および延伸特性、および熱
間粘着強度の低下は、増加したＩ１０／Ｉ２値と相関関係があるかもしれない。したがっ
て、良好な高温操作条件を保持しつつ、比較的低いＩ１０／Ｉ２値を有する、エチレンと
１またはそれ以上のＣ３－２０α－オレフィンとのインターポリマーを調製する能力を有
するポストメタロセン触媒を提供することが望ましいであろう。
【０００９】
　これに加えて、脂肪族または脂環式炭化水素溶媒中のこの種類のポストメタロセン金属
錯体の溶解性は、望ましいものよりも低いことが多い。触媒溶解性は、触媒効率を最大限
にし、触媒出荷容積を減少させるために、工業的観点から非常に重要である。所与の容積
の溶媒中に溶解されうる金属錯体が多ければ多いほど、貯蔵および出荷費用の低減が大き
くなる。これに加えて、溶媒中の不純物の自然発生による触媒被毒は、濃度が制限されて
いるので、有意にさらに大きい問題になる。この触媒のより大きい部分が、被毒によって
犠牲にされるか、または失われる。
【００１０】
　したがって、高い反応温度での高い効率におけるエチレン／α－オレフィンコポリマー
の形成が可能な触媒組成物の選択、および低下された、または低いＩ１０／Ｉ２のポリマ
ーの生成が、非常に望ましい。脂肪族または脂環式炭化水素中の高い溶解度を有する触媒
の使用もまた、非常に望ましい。
【００１１】
　米国特許出願第２００５／０２１５７３７Ａ１号において、高いエチレン転化率でエチ
レン－ブテンおよびエチレン－プロピレンインターポリマーを調製するための連続溶液オ
レフィン重合方法が開示されている。
【００１２】
　特に連続溶液方法における高分子量ポリオレフィンの工業生産のために、高い固体含量
を有する反応器におけるオレフィンモノマーのポリマーへの高い転化率をともなって、す
べてが高い触媒効率で、比較的高い反応器温度の条件下に重合反応を実施することが特に
望ましい。プロセス要件のこの組み合わせは、適切に使用することができる金属錯体の選
択を厳しく制限する。あまり厳しくない条件下の使用に適した金属錯体は、実際、商業的
加工処理条件下の使用には許容しえないことがある。比較的長鎖のコモノマーを組み込む
限定された能力をもって、広い温度範囲にわたるコモノマーの比較的良好な組み込み体で
ある金属錯体が、特に望ましい。
【００１３】
　第ＷＯ ９９／４５０４１号において、非配位性アニオン性助触媒とともに、架橋ハフ
ノセン錯体を用いた別の連続溶液オレフィン重合方法が開示されている。その結果生じた
ポリマーは、有意量のコモノマーを含有していたが、触媒効率は比較的低く、ポリマー分
子量は、連鎖移動剤の不存在下においてでさえ、決して望ましいものではなかった。
【００１４】
　第ＷＯ ０３／１０２０４２号において、約１３０℃超の温度においてポリオレフィン
を調製するために、インデノインドリル遷移金属錯体を用いた高温溶液オレフィン重合方
法が開示されている。１つの例において、エチレンと１－ヘキセンとの共重合は、１８０
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℃で実施され、その結果、比較的低い触媒効率で、低いコモノマー組み込み（密度＝０．
９３７ｇ／ｃｍ３）を有するポリマーの形成を生じた。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　本発明者らは、減少した長鎖分枝形成の指標である比較的低いＩ１０／Ｉ２値を保持し
つつ、中に組み込まれた比較的多量のＣ３－８α－オレフィンコモノマーを含有する比較
的高い分子量のエチレンを調製するための溶液重合方法において、あるいくつかの金属錯
体を用いることができることを今や発見した。さらには、（メチルシクロヘキサン、ヘキ
サン、または混合へキサン中の２０℃における溶解度によって測定された）脂肪族または
脂環式炭化水素中のこのような金属錯体の溶解度は、例外的かつ予測不能なほど高いこと
が発見された。したがって今や、このようなオレフィンポリマー生成物、特に非常に高い
触媒効率において低下したＩ１０／Ｉ２値を有する高分子量ポリエチレンインターポリマ
ーの調製方法が提供される。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明によれば、エチレン／α－オレフィンイターポリマー、特にエチレンと１－ブテ
ン、１－ヘキセン、または１－オクテンとのコポリマーを調製するために、高度に効率的
な溶液重合方法において使用することができる、あるいくつかの金属錯体が今や提供され
る。これに加えて、脂肪族または脂環式炭化水素中の増加した溶解度によって、高い重合
効率および生産率を特徴とする、あるいくつかの金属錯体が今や提供される。本発明の最
終的実施形態において、望ましい範囲の物理的性質、主として低下したＩ１０／Ｉ２を有
する前記エチレンインターポリマーを調製するための改良された高温連続溶液重合方法が
今や提供される。
【００１７】
　より具体的には、本発明によれば、比較的高い分子量（それに対応して低いメルトイン
デックスをともなう）、および比較的低いＩ１０／Ｉ２を有する高いレベルのコモノマー
組み込み（低い密度）を有するインターポリマーを生成することが可能である。これらの
ポリマーは、高温、高転化率条件下、高触媒効率で調製することができる。
【００１８】
　本発明は、連続溶液重合条件下での使用に特に有利であり、この場合、金属錯体、活性
化助触媒、場合により連鎖移動剤、および少なくとも１つのＣ２－２０α－オレフィンを
含む反応混合物が、溶液重合条件下に操作される反応器へ連続的に添加され、ポリマー生
成物が、連続的にまたは半連続的にこれから取り出される。１つの実施形態において、本
発明は、低いＩ１０／Ｉ２および減少した長鎖分枝を有する、エチレンと少なくとも１つ
のＣ３－８α－オレフィン、好ましくはエチレンと１－ブテン、エチレンと１－ヘキセン
、またはエチレンと１－オクテンとのコポリマーを調製するために用いられる。これに加
えて、この方法は、場合により連鎖シャトリング剤と組み合わせて、２以上の金属錯体ま
たは化合物を含む触媒組成物、および／または多重反応器の使用を利用してもよい。
【００１９】
　本発明は、電気ワイヤおよびケーブルの絶縁層、特に中電圧および高電圧用途、多層お
よび単一成分フィルムを包含するフィルム、繊維およびほかの押出し物品において、およ
び接着剤の成分として用いられる樹脂の生産に特に適している。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】いくつかの金属錯体について反応器温度の関数としての、エチレン／オクテンコ
ポリマーについてのＩ１０／Ｉ２値を示している。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本明細書における元素周期表についてのすべての言及は、２００３年にＣＲＣ Ｐｒｅ
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ｓｓ，Ｉｎｃによって出版され、著作権が保有された元素周期表のことを言うものとする
。同様に、１または複数の族についてのすべての言及は、族の番号付けのためにＩＵＰＡ
Ｃシステムを用いて、この元素周期表に反映された１または複数の族のことを言うものと
する。反対のことが記載されていなければ、または文脈から暗に意味されていなければ、
または当分野において慣習的でなければ、すべての部およびパーセントは、重量を基準に
しており、すべてのテスト方法は、これの出願日現在、通常行なわれているものである。
米国特許の実施を目的として、本明細書において参照されたいずれの特許、特許出願、ま
たは公報の内容も、特に合成技術、定義（本明細書に示されているどの定義とも矛盾しな
い範囲で）、および当分野における一般的な知識の開示に関して、これらの全体が参照し
て本明細書に組み込まれる（またはこれの同等の米国バージョンは、したがって参照して
組み込まれる）。
【００２２】
　「含む(comprising)」という用語、およびこれの派生語は、これが本明細書において開
示されていてもいなくても、いずれの追加成分、工程、または手順の存在も除外すること
が意図されているわけではない。あらゆる疑いを避けるために、「含む」という用語の使
用を通して本発明において特許請求されているすべての組成物は、反対のことが記載され
ていなければ、ポリマーであっても、ほかのものであっても、どの追加添加剤、アジュバ
ント、または化合物も包含しうる。これに対して、「本質的に～からなる(consisting es
sentially of)」という用語は、操作性のために必須でないもの以外、ほかのどの成分、
工程、または手順も、いずれの後続列挙の範囲から除外する。「～からなる(consisting 
of)」という用語は、具体的に描写または列挙されていないどの成分、工程、または手順
も除外する。「または(or)」という用語は、ほかの記載がなければ、個別に、ならびにい
ずれの組み合わせにおいても、列挙された構成要素のことを言う。
【００２３】
　化合物に関して本明細書において用いられているように、具体的にほかの指摘がなけれ
ば、単数は、すべての異性体形態を包含し、逆も同じである（例えば、「ヘキサン」は、
個別または集合的にヘキサンのすべての異性体を包含する）。「化合物(compound)」およ
び「錯体(complex)」という用語は、有機－、無機－、および有機金属化合物のことを言
うために、本明細書において互換的に用いられる。「原子(atom)」という用語は、イオン
状態とは無関係に、すなわちこれが電荷または部分電荷を保有していてもいなくても、ま
たは別の原子へ結合していてもいなくても、１つの元素の最小成分のことを言う。「ヘテ
ロ原子(heteroatom)」という用語は、炭素または水素以外の原子のことを言う。好ましい
ヘテロ原子は、Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ、Ｎ、Ｏ、Ｐ、Ｂ、Ｓ、Ｓｉ、Ｓｂ、Ａｌ、Ｓｎ、Ａｓ、
Ｓｅ、およびＧｅを包含する。「非晶質(amorphous)」という用語は、示差走査熱量測定
法（ＤＳＣ）または同等の技術によって決定された結晶融点を欠いているポリマーのこと
を言う。
【００２４】
　「ヒドロカルビル(hydrocarbyl)」という用語は、分枝または非分枝、飽和または不飽
和、環状、多環式、または非環式種を包含する、水素および炭素原子のみを含有する一価
置換基のことを言う。その例は、アルキル－、シクロアルキル－、アルケニル－、アルカ
ジエニル－、シクロアルケニル－、シクロアルカジエニル－、アリール－、およびアルキ
ニル基を包含する。「置換ヒドロカルビル」とは、１またはそれ以上の非ヒドロカルビル
置換基で置換されているヒドロカルビル基のことを言う。「ヘテロ原子含有ヒドロカルビ
ル」または「ヘテロヒドロカルビル」という用語は、水素または炭素以外の少なくとも１
つの原子が、１またはそれ以上の炭素原子および１またはそれ以上の水素原子とともに存
在する一価基のことを言う。「ヘテロカルビル」という用語は、１またはそれ以上の炭素
原子および１またはそれ以上のヘテロ原子を含有するが、水素原子を含有しない基のこと
を言う。炭素原子といずれかのヘテロ原子との間の結合、ならびにいずれか２つのヘテロ
原子間の結合は、単一もしくは多重共有結合、または配位性もしくはほかの供与性結合で
あってもよい。このようにして、ヘテロシクロアルキル－、アリール－置換ヘテロシクロ
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アルキル－、ヘテロアリール－、アルキル－置換ヘテロアリール－、アルコキシ－、アリ
ールオキシ、ジヒドロカルビルボリール－、ジヒドロカルビルホスフィノ－、ジヒドロカ
ルビルアミノ－、トリヒドロカルビルシリル－、ヒドロカルビルチオ－、またはヒドロカ
ルビルセレノ－基で置換されたアルキル基は、ヘテロアルキルという用語の範囲内にある
。具体的なヘテロアルキル基の例は、シアノメチル－、ベンゾイルメチル－、（２－ピリ
ジル）メチル－、およびトリフルオロメチル－基を包含する。
【００２５】
　本明細書において用いられているように、「芳香族(aromatic)」という用語は、（４δ
＋２）π－電子（ここで、δは１以上の整数である）を含有する多原子環状共役環系のこ
とを言う。２またはそれ以上の多原子環状環を含有する環系に関して本明細書において用
いられている「縮合した(fused)」という用語は、これの少なくとも２つの環に関して、
少なくとも一対の隣接原子が両方の環中に含まれていることを意味する。「アリール」と
いう用語は、一緒に縮合するか、共有結合されているか、または共通の基、例えばメチレ
ンもしくはエチレン部分へ連結されている単一芳香環もしくは多重芳香環であってもよい
、一価の芳香族置換基のことを言う。１または複数の芳香環の例は、中でも特にフェニル
、ナフチル、アントラセニル、およびビフェニルを包含する。
【００２６】
　「置換アリール」とは、いずれかの炭素へ結合された１またはそれ以上の水素原子が、
１またはそれ以上の官能基、例えばアルキル、置換アルキル、シクロアルキル、置換シク
ロアルキル、ヘテロシクロアルキル、置換ヘテロシクロアルキル、ハロゲン、アルキルハ
ロ（例えばＣＦ３）、ヒドロキシ、アミノ、ホスフィド、アルコキシ、アミノ、チオ、ニ
トロ、および１または複数の芳香環へ縮合しているか、共有結合されているか、または共
通の基、例えばメチレンもしくはエチレン部分へ連結されている、飽和および不飽和の両
方の環状炭化水素によって置換されているアリール基のことを言う。共通の連結基はまた
、ベンゾフェノン中のようなカルボニル、またはジフェニルエーテル中のような酸素、ま
たはジフェニルアミン中のような窒素であってもよい。
【００２７】
　「立体的にバルキーな(sterically bulky)」という用語は、これらが付着しているアリ
ール－基もしくはアリーレン－基の平面内にない（非同一平面）、有意容積を占めている
置換基のことを言う。本発明の目的のために立体的にバルキーであると考えられている基
は、公知技術による理論的計算に基づいて同定することができる。ＱＳＡＲ分析として公
知の１つの適切な技術が、C.HanschおよびA.Leo、「ＱＳＡＲ基礎の探究、および化学お
よび生物学における適用(Exploring QSAR Fundamentals and Applications in Chemistry
 and Biology)」、第３章(ACS Professional Reference Book,Washington,D.C.(1995))に
開示されている。この技術によれば、３次元における置換基の立体的バルキーさを示して
いるＥｓ、および２次元における置換基の立体的バルキーさを示しているＢ１として同定
された、あるいくつかの立体パラメーターを計算することができる。本発明の目的のため
に、三次元のバルキーさは、有効性の最も有意な指標であり、したがってＥｓ値は好まし
くは、立体的バルキーさを示すために使用される。好ましい立体的にバルキーなリガンド
基は、１．７５またはそれ以上、好ましくは１．９０またはそれ以上、最も好ましくは２
．５０またはそれ以上のＢ１値を有する。非常に好ましい立体的にバルキーなリガンド基
は、－１．７０またはそれ以下、好ましくは－２．３０またはそれ以下、最も好ましくは
－２．５０またはそれ以下のＥｓ値を有する。
【００２８】
　本発明の実施形態は、高温および高触媒効率において、遷移金属錯体を含む触媒組成物
を用いたオレフィンポリマーの製造のための新しい溶液方法であって、生成されたポリマ
ーが、（ポリマー中に組み込まれた様々な量のコモノマーによる）可変密度および比較的
低いＩ１０／Ｉ２を有する方法を提供する。１３０～２００℃の反応温度、非常に高い触
媒効率での高い転化条件において、高分子量エチレン／α－オレフィンインターポリマー
を生成する能力が特に関心の対象となる。これらのポリマーは望ましくは、３．０以下、
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好ましくは２．７以下、最も好ましくは２．４以下の狭い分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）、０
．８５～０．９５０、より好ましくは０．８６０～０．９３０、最も好ましくは０．８６
５～０．９２０のポリマー密度を生じるコモノマー含量、およびＩ１０／Ｉ２≦１０、よ
り好ましくは６．０～１０．０のＩ１０／Ｉ２を有する。このようなポリマーは適切には
、改良された押出し性能が望まれるところで、例えば特にフィルム、繊維、またはワイヤ
およびケーブル絶縁用途のためのポリマーの成形および押出しグレードにおいて使用され
る。
【００２９】
　本明細書において用いられている「ポリマー」という用語は、１またはそれ以上のモノ
マーを重合することによって調製された高分子化合物のことを言う。ポリマーとは、ホモ
ポリマー、コポリマー、ターポリマー、インターポリマーなどのことを言う。「インター
ポリマー」という用語は、本明細書において、重合形態中に少なくとも２つの共重合性モ
ノマーを組み込んでいるか、またはインサイチューでの連鎖終了／オレフィン形成反応、
およびインサイチューで形成されたオレフィンの再組み込みの結果として長鎖分枝を組み
込んでいるポリマーのことを言う。したがってコポリマーは、正しい操作条件下、単一モ
ノマーの重合から結果として生じうる。その結果として生じるコポリマーまたはインター
ポリマー中の最も一般的でないモノマーは一般に、「コモノマー」という用語で呼ばれる
。上で言及された長鎖分枝の鎖長は、したがって、いずれかの故意に付加されたコモノマ
ーの重合の結果生じる炭素長よりも長く、特に６炭素よりも長い。長鎖分枝の存在は、第
ＥＰ－Ａ－６０８，３６９号およびほかのところに開示されているポリマーのせん断感受
性の増加によって検出することができる。好ましくは本発明への使用には、長鎖分枝は非
常に低い。本発明による好ましいポリマーは、異なる負荷下に測定されたポリマーメルト
粘度の比、特に３０未満のＩ２１／Ｉ２、または１０未満のＩ１０／Ｉ２値であるメルト
インデックス比（ＭＩＲ）を有する。さらには、これの結果として生じた方法およびポリ
マーは、０．０１～５０、好ましくは０．１～３０、最も好ましくは０．３～１０の範囲
のＭＩ値について、方程式：Ｉ１０／Ｉ２≦１０．３２（ＭＩ）－０．０８１４

を満たすポリマーメルトインデックス（ＭＩ）間の関係を特徴としうる。
【００３０】
　本明細書に記載されている方法は、エチレンとＣ３－８α－オレフィンとのインターポ
リマー、特にエチレンと１－ブテン、１－ヘキセン、または１－オクテンとのコポリマー
、ならびにエチレン、プロピレン、および非共役ジエンのコポリマー、例えばＥＰＤＭイ
ンターポリマーを調製するために使用することができる。好ましいインターポリマーは、
２～２０、好ましくは３～１２モルパーセントのオクテンコモノマーを含有するエチレン
／１－オクテンコポリマーである。
【００３１】
　重合条件は一般に、温度、圧力、モノマー含量（コモノマー濃度を包含する）、触媒濃
度、助触媒濃度、モノマー転化率、または結果として生じるポリマーの特性に影響を与え
るほかの条件のことを言う。本発明の規定された重合条件にしたがって操作を行なうこと
によって、高い触媒活性、低い助触媒使用、および高いＩ１０／Ｉ２、またはＭＩＲでの
比較的高いコモノマー組み込みを有する高分子量ポリマーを調製することができる。特に
、０．５ｇ／μｇ超、好ましくは０．５５ｇ／μｇ超、および０．６ｇ／μｇ超でさえあ
る（ポリマーの重量対遷移金属の重量を基準にした）活性が可能である。金属錯体の溶解
度は望ましくは、２０℃においてヘキサン、メチルシクロヘキサン、または混合へキサン
（Ｅｘｘｏｎ　Ｍｏｂｉｌ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ　Ｉｎｃ．から入手可能なＩｓｏｐａｒ
　Ｅ（商標）として商業的に販売されている水素化プロピレンダイマー）中で測定される
場合、少なくとも５重量％、好ましくは少なくとも６重量％である。
【００３２】
　ポリマー重量平均分子量（Ｍｗ）は、ゲル透過クロマトグラフィーによって測定される
。これの１つの技術は、米国特許第５，２７２，２３６号に記載されている。あるいはま
た、例えばＡＳＴＭ　Ｄ－１２３８にしたがって測定されたメルトインデックスＩ２、Ｉ



(55) JP 2009-537656 A 2009.10.29

10

20

30

40

１０、またはＩ２１は、分子量の指標として使用することができる。一般にメルトインデ
ックスは、ポリマーの分子量と反比例する。分子量が高くなればなるほど、メルトインデ
ックスは低くなる。ただし、この関係は必ずしも直線的ではない。
【００３３】
　本発明の１つの実施形態は、エチレンと１またはそれ以上のＣ３－８α－オレフィン、
および場合により共役ジエンとを、連続溶液重合方法において接触させる工程を含む方法
を必然的にともなう。本発明の方法は、重合条件下の使用に特に有利であり、この方法に
おいて、金属錯体、助触媒、エチレン、および少なくとも１つのＣ３－８α－オレフィン
コモノマー、および任意ジオレフィン（またはこれらの個々の成分）を含む反応混合物が
、溶液重合条件下に操作される反応器へ、場合により連鎖移動剤の追加の存在下に連続的
または断続的に添加され、重合生成物は、これから連続的または断続的に取り出される。
この方法は好ましくは、ジルコニウム錯体、およびおよその式［（Ｃ１４－１８Ｈ２７－

３５）２ＣＨ３Ｎ］＋［Ｂ（Ｃ６Ｆ５）４］－の助触媒、および場合によりアルモキサン
スカベンジャーを用いて、連続溶液重合条件下、１００～２００℃、好ましくは１２０～
１９０℃の温度で、高エチレン転化条件（＞８５％、好ましくは＞９０％）下に、エチレ
ンおよび１またはそれ以上のＣ３－８α－オレフィン、およびまたはジオレフィンを重合
する工程を含み、その結果として、０．８５０～０．９５０ｇ／ｃｍ３、好ましくは０．
８６０～０．９３０ｇ／ｃｍ３、最も好ましくは０．８６５～０．９２０ｇ／ｃｍ３の密
度、０．０１～５０．０、好ましくは０．１～３０．０、最も好ましくは０．３～１０．
０のメルトインデックス（Ｉ２）、狭い分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ＜３．０、好ましくは＜
２．７、特に＜２．５）を、０．５ｇポリマー／μｇ金属超の触媒効率、および０．０～
２．５モルパーセント、好ましくは０．０１～２．０モルパーセントの連鎖移動剤濃度と
ともに有するポリマーを生じる。
【００３４】
　連鎖移動剤が利用されるとき、連鎖移動剤の使用をともなわない比較重合と比べて、分
子量の実質的減少（＞１０％）が生じるのに十分な量が用いられる。非常に望ましくは、
使用される連鎖移動剤の量は、少なくとも５０，０００のＭｎを有するポリマーを生成す
るように調節される。最も好ましい連鎖移動剤は、水素である。
【００３５】
　驚くべきことに、これらの金属錯体は、多様な重合条件下、狭い分子量分布（＜３．０
）および０．５ｇポリマー／μｇ金属超の触媒効率を保持しつつ、極端に高い分子量のポ
リマーを生成することが可能であり、これによって、分子量を制御するための連鎖移動剤
の使用が可能になる。特に驚くべきことは、密度（コモノマー含量）が重合温度によって
比較的影響されず、長鎖分枝が、様々な置換基を保有するこの型のほかの触媒に対して最
小限にされるという事実である。このことによって、比較的低いＩ１０／Ｉ２と組み合わ
された様々なレベルのコモノマーを有するエチレン／α－オレフィンインターポリマーの
効率的調製が可能になる。
　金属錯体
【００３６】
　本発明による使用に適した金属錯体は、式：
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（式中、Ｍ３は、ＨｆまたはＺｒ、好ましくはＺｒであり；
　Ａｒ４は、それぞれ独立に(independently each occurrence)、置換Ｃ９－２０アリー
ル基であり、ここで、これらの置換基は、それぞれ独立に、アルキル；シクロアルキル；
およびアリール基；およびこれらのハロ－、トリヒドロカルビルシリル－、およびハロヒ
ドロカルビル－置換誘導体からなる群より選択されるが、ただしこの置換基は、これが付
着しているアリール基との共平面性を欠いていなければならないという条件があり；
　Ｔ４は、それぞれ独立に、Ｃ２－２０アルキレン、シクロアルキレン、またはシクロア
ルケニレン基であるか、またはこれの不活性置換された誘導体であり；
　Ｒ２１は、それぞれ独立に、水素、ハロ、水素は数えずに５０原子までのヒドロカルビ
ル、トリヒドロカルビルシリル、トリヒドロカルビルシリルヒドロカルビル、アルコキシ
、またはジ（ヒドロカルビル）アミノ基であり；
　Ｒ３は、それぞれ独立に、水素、ハロ、水素は数えずに５０原子までのヒドロカルビル
、トリヒドロカルビルシリル、トリヒドロカルビルシリルヒドロカルビル、アルコキシ、
またはアミノ基であるか、または同じアリーレン環上の２つのＲ３が一緒になって、また
は同一または異なるアリーレン環上のＲ３およびＲ２１基が一緒になって、２つの位置に
おいてアリーレン基へ付着した二価のリガンド基を形成するか、または２つの異なるアリ
ーレン環を一緒になって接合し；かつ
　ＲＤは、それぞれ独立に、ハロ、または水素は数えずに２０原子までのヒドロカルビル
またはトリヒドロカルビルシリル基であるか、または２ＲＤ基は一緒になって、ヒドロカ
ルビレン、ヒドロカルバジイル、ジエン、またはポリ（ヒドロカルビル）シリレン基であ
る）
に対応する化合物を包含する。
【００３７】
　本発明者らは、Ａｒ４基の各々が、少なくとも１つの立体的にバルキーな基で置換され
ていなければならず、好ましくはこれらの反応条件下に所望のＩ１０／Ｉ２範囲のポリマ
ーを得るために、２つのこのような基で置換されていなければならないことを発見した。
さらに望ましくは、少なくとも１つのＲ３基、および好ましくは異なるアリーレン環上の
２つのこのようなＲ３基は、立体的にバルキーである。金属錯体の実質的に同等の溶解度
は、アリーレンオキシ基上に位置するＲ３基が線状アルキル基であるならば、わずかに増
加したＩ１０／Ｉ２の犠牲の上に得ることができる。非常に好ましくは、金属錯体中のア
リーレン基の両方の４位に位置するＲ３置換基は、立体的にバルキーである。
【００３８】
　さらに好ましくは、Ａｒ４基は、式：
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【化１８】

（式中、Ｒ１１は、それぞれ独立に、水素、ハロ、水素は数えずに５０原子までのヒドロ
カルビル、トリヒドロカルビルシリル、トリヒドロカルビルシリルヒドロカルビル、アル
コキシ、またはジ（ヒドロカルビル）アミノ基であるか、または２つのＲ１１基は一緒に
なって、２つの位置においてアリール基へ付着した環の一部であるが、ただし、少なくと
も１つのＲ１１または２つのこのようなＲ１１基の二価誘導体が立体的にバルキーであり
、および／またはこれが付着しているアリール環との共平面性を欠いているという条件が
ある）
に対応する。
【００３９】
　望ましくはＲ１１およびＲ３置換基は、これらが付着しているフェニレン環との共平面
性を欠いている立体的にバルキーな一価リガンド基であり、特に、３～２０非水素原子を
有するｔｅｒｔ－アルキル、ｓｅｃ－アルキル、シクロアルキル－、アリール－、トリヒ
ドロカルビルシリル－、トリ（ヒドロカルビル）シリルヒドロカルビル－、または（ヒド
ロカルビル）アリール基である。その例は、ｔｅｒｔ－ブチル、ｓｅｃ－ブチル、ｔｅｒ
ｔ－オクチル（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）、１－フェニルエチル、２
，３－ジメチル－ブト－２－イル、トリチル（トリフェニルメチル）、クミル（２－フェ
ニルプロプ－２－イル）、ｔｅｒｔ－アミル（１，１－ジメチルプロピル）、フェニル、
シクロヘキシル、トリメチルシリル、トリメチルシリルメチル、イソプロピル、２，４，
６－トリメチルフェニル、２，６－ジメチルフェニル、３，５－ジ（イソプロピル）フェ
ニル、および３，５－ジ（ｔ－ブチル）フェニルを包含する。
【００４０】
　適切な金属錯体のさらに好ましい例は、式：
【化１９】

（式中、Ｍ３はＺｒであり；
　Ａｒ４は、３，５－ジ（ｔｅｒｔ－ブチル）フェニル、３，５－ジ（イソプロピル）フ
ェニル、３，５－ジ（イソブチル）フェニル、３，５－ジ（ｔｅｒｔ－オクチル）フェニ
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ル、３，５－ジ（２，４，６－トリメチルフェニル）フェニル、３，５－ジ（２，６－ジ
メチルフェニル）フェニル、３，５－ジ（２，４，６－トリ－イソプロピルフェニル）フ
ェニル、３，５－ジ（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）フェニル、１，２，３，
４，６，７，８，９－オクタヒドロアントラセン－５－イル、３，６－ジ（ｔｅｒｔ－ブ
チル）－９Ｈ－カルバゾール－９－イル、３，６－ジ（ｔｅｒｔ－オクチル）－９Ｈ－カ
ルバゾール－９－イルであり；
　Ｒ２１は、それぞれ独立に、メチルまたはｔｅｒｔ－ブチルであり；
　Ｒ３は、それぞれ独立に、分枝アルキル、シクロアルキル、置換アリール、またはほか
の立体的にバルキーな基であり；
　Ｔ４は、プロパン－１，３－ジイル、ブタン－１，４－ジイル、シクロヘキサン－１，
２－ジイル、またはシクロヘキサン－１，２－ジメチレンであり；かつ
　ＲＤは、それぞれ独立に、ハロ、または水素は数えずに２０原子までのヒドロカルビル
またはトリヒドロカルビルシリル基であるか、または２ＲＤ基は一緒になって、ヒドロカ
ルビレン、ヒドロカルバジイル、１，４－ジヒドロカルビル－置換１，３－ブタジエン、
またはポリ（ヒドロカルビル）シリレン基である）
に対応する。
【００４１】
　非常に好ましい実施形態において、各Ａｒ４環上の少なくとも１つのＲ１１基、最も好
ましくはＡｒ４フェニル環の３および５位における２つのこのようなＲ１１基、および異
なるアリーレン環上の少なくとも２つのＲ３基は、３～２０炭素、好ましくは４～１２炭
素を含有する分枝アルキル、シクロアルキル、ヒドロカルビル－置換アリール、またはポ
リ（ヒドロカルビル）－置換シリル基である。非常に好ましい立体的にバルキーなＲ１１

基およびＲ３基は、ｔｅｒｔ－ブチルおよびｔｅｒｔ－オクチルである。非常に好ましい
金属錯体は、前記式（式中、両方のＡｒ４基が、３，５－ジ－ｔ－ブチルフェニルまたは
３，５－ジ－ｔ－オクチルフェニルであり、各フェニレンオキシリガンドの４－または５
位における１つのＲ３基が、ｔｅｒｔ－ブチルまたはｔｅｒｔ－オクチルであり、各Ｒ２

１基は、水素、または２０までの炭素原子のヒドロカルビル、好ましくはｔｅｒｔ－ブチ
ルである）のジルコニウム錯体である。
【００４２】
　本発明による最も非常に好ましい金属錯体は、
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【化２３】

（式中、ＲＤは、それぞれ独立に、クロライド、メチル、またはベンジルである）に対応
する。
【００４３】
　適切な金属錯体の具体例は、次の化合物である。
　Ａ）ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェ
ニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）
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プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロ
パン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロ
パン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチ
ル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロ
ライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベン
ジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ
）ジメチル、
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　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ
）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ
）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
メチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
クロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
ベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　Ｂ）ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェ
ニル）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）
－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２
－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
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　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２
－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル
、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロラ
イド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジ
ル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－メチル－４，４－ジメチ
ルペン－２－イル－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
メチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペン
タン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
クロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－メチル－４，４－ジメチ
ルペン－２－イル－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
ベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－メチル－４，４－ジメチ
ルペン－２－イル－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペン
タン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペン
タン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
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ウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペン
タン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペン
タン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペン
タン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　Ｃ）ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェ
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ニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）プロパン－１
，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３
－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３
－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘ
キサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘ
キサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘ
キサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘ
キス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘ
キス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘ
キス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキ
シ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキ
シ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキ
シ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキ
シ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキ
シ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキ
シ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキ
シ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキ
シ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライ
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ド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキ
シ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル
、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム
（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム
（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム
（ＩＶ）ジベンジル、
　Ｄ）ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェ
ニル）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）
プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロ
パン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロ
パン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
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　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチ
ル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロ
ライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベン
ジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ
）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ
）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ
）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－５－（１，１－
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ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
メチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
クロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
ベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　Ｅ）ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）
－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル
、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロラ
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イド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジ
ル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
メチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
クロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
ベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
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２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　Ｆ）ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペ
ンタン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジク
ロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベ
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ンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウ
ム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウ
ム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウ
ム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジ
ルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジ
ルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジ
ルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－メチ
ル－４，４－ジメチルペン－２－イル－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－メチ
ル－４，４－ジメチルペン－２－イル－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－メチ
ル－４，４－ジメチルペン－２－イル－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－



(74) JP 2009-537656 A 2009.10.29

10

20

30

40

50

２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ））ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－
１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－
１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－
１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シ
クロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シ
クロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シ
クロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シ
クロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シ
クロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シ
クロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　Ｇ）ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノ
キシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
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　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ
）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ
）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ
）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ
）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ
）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ
）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ
）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド
、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ
）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム
（ＩＶ）ジメチル、
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　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム
（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム
（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（Ｉ
Ｖ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（Ｉ
Ｖ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（Ｉ
Ｖ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジ
ルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジ
ルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジ
ルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－
ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－
ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－
ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　Ｈ）ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）
－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
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　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル
、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロラ
イド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジ
ル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
メチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
クロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
ベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
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ウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、および
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル。
【００４４】
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　前記金属錯体は、遷移金属源および中性多官能性リガンド源をともなう標準的金属化お
よびリガンド交換手順によって便利に調製してもよい。使用される技術は、米国特許第６
，８２７，９７６号および米国特許出願第２００４／００１０１０３号、およびほかのと
ころに開示されたものと同一であるか、またはこれと類似である。
【００４５】
　この金属錯体が活性化され、助触媒との組み合わせによって活性触媒組成物を形成する
。活性化は、反応混合物のほかの成分の存在をともなって、またはともなわずに、反応器
への触媒組成物の添加前に、または金属錯体および活性化助触媒の反応器への別々の添加
を通してインサイチューで行なわれてもよい。
【００４６】
　活性化は、付加重合性モノマー、特に１または複数のオレフィンを配位し、挿入し、重
合する、空の配位部位を有する触媒化合物を生じるために、様々な方法で行なわれてもよ
い。この特許明細書および添付クレームの目的のためには、「活性化剤(activator)」ま
たは「助触媒(cocatalyst)」という用語は、前記の方法で金属錯体を活性化しうるいずれ
かの化合物または成分または方法であると規定される。適切な活性化剤の非限定例は、ル
イス酸、非配位性イオン活性化剤、イオン化活性化剤、有機金属化合物、および中性金属
錯体を触媒的に活性な種へ転化しうる前記物質の組み合わせを包含する。本明細書におい
て用いられているように、「非配位性(noncoordinating)」という用語は、触媒先駆物質
およびそれから誘導された活性触媒種へ配位しないか、またはこのような錯体または種へ
弱く配位されるだけであり、これによって、中性ルイス塩基、例えばオレフィンによって
置換されるのに十分なほど不安定なままである物質（溶媒、アニオン、助触媒、または助
触媒残余物）を意味する。
【００４７】
　このような考えによって縛られたいわけではないが、本発明の１つの実施形態において
、触媒活性化は、プロトン移動、酸化、またはほかの適切な活性化方法を用いて、カチオ
ン性、一部カチオン性、または双性種の形成をともなうことがあると考えられる。本発明
は、このような同定可能なカチオン性、一部カチオン性、または双性種が、活性化方法（
これはまた、「イオン化」方法、または「イオン活性化方法」とも互換的に呼ばれている
）の間に実際に結果として生じるかどうかとは無関係に操作可能であり、完全に可能にさ
れると理解すべきである。
【００４８】
　イオン化助触媒は、活性プロトン、またはイオン化化合物のアニオンと会合しているが
、これに配位されていないか、または緩く配位されているだけのいくつかのほかのカチオ
ンを含んでもよい。このような化合物は、欧州公報第ＥＰ－Ａ－５７０９８２号、第ＥＰ
－Ａ－５２０７３２号、第ＥＰ－Ａ－４９５３７５号、第ＥＰ－Ａ－５００９４４号、第
ＥＰ－Ａ－２７７００３号、および第ＥＰ－Ａ－２７７００４号、および米国特許第５，
１５３，１５７号、第５，１９８，４０１号、第５，０６６，７４１号、第５，２０６，
１９７号、第５，２４１，０２５号、第５，３８４，２９９号、および第５，５０２，１
２４号に記載されている。前記活性化剤のうちで好ましいものは、アンモニウムカチオン
含有塩、特に１または２のＣ１０－４０アルキル基を含有するトリヒドロカルビル置換ア
ンモニウムカチオン、特にメチルビス（オクタデシル）－アンモニウム－およびメチルビ
ス（テトラデシル）－アンモニウム－カチオンおよび非配位性アニオン、特にテトラキス
（ペルフルオロ）アリールボレートアニオンを含有するもの、特にテトラキス（ペンタフ
ルオロフェニル）ボレートである。さらにこのカチオンは、異なる長さのヒドロカルビル
基の混合物を含んでいてもよいと理解される。例えば、２つのＣ１４、Ｃ１６、またはＣ

１８アルキル基と１つのメチル基との混合物を含む、商業的に入手可能な長鎖アミンに由
来するプロトン化アンモニウムカチオンである。このようなアミンは、Ｃｈｅｍｔｕｒａ
　Ｃｏｒｐ．から、Ｋｅｍａｍｉｎｅ（商標）Ｔ９７０１という商品名で、およびＡｋｚ
ｏ－ＮｏｂｅｌからＡｒｍｅｅｎ（商標）Ｍ２ＨＴとして入手しうる。最も好ましいアン
モニウム塩活性化剤は、メチルジ（Ｃ１４－２０アルキル）アンモニウムテトラキス（ペ
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ンタフルオロフェニル）ボレートである。
【００４９】
　活性プロトンを含有しないが、活性触媒組成物を形成しうるイオン化性イオン化合物、
例えば前記非配位性アニオンのフェロセニウム塩を用いた活性化方法もまた、本発明への
使用のために考察され、第ＥＰ－Ａ－４２６６３７号、第ＥＰ－Ａ－５７３４０３号、お
よび米国特許第５，３８７，５６８号に記載されている。同様に包含されるのは、強ルイ
ス酸、特にトリス（ペルフルオロ）アリールボラン化合物、例えばトリス（ペンタフルオ
ロフェニル）ボランの使用であり、これらは、リガンド基、特にヒドロカルビルリガンド
の引抜が可能であり、これによって金属錯体のカチオン性誘導体のための非配位性対アニ
オンを形成する。
【００５０】
　さらに米国特許第６，３９５，６７１号に開示されている、総称的に拡張アニオンと呼
ばれている非配位性アニオンを含む助触媒の種類は、オレフィン重合用の本発明の金属錯
体を活性化するために適切に使用してもよい。一般にこれらの助触媒（イミダゾリド、置
換イミダゾリド、イミダゾリニド、置換イミダゾリニド、ベンズイミダゾリド、または置
換ベンズイミダゾリドアニオンを有するものによって例証される）は、次のように表現す
ることができる。
【化２４】

（式中、
　Ａ＊＋は、カチオン、特にプロトン含有カチオンであり、好ましくは、１または２のＣ

１０－４０アルキル基を含有するトリヒドロカルビルアンモニウムカチオン、特にメチル
ジ（Ｃ１４－２０アルキル）アンモニウム－カチオンであり、
　Ｒ４は、それぞれ独立に、水素、またはハロ、水素は数えずに３０原子までのヒドロカ
ルビル、ハロカルビル、ハロヒドロカルビル、シリルヒドロカルビルまたは（モノ－、ジ
－、およびトリ－（ヒドロカルビル）シリルを包含する）シリル基、好ましくはＣ１－２

０アルキルであり、かつ
　Ｊ＊は、トリス（ペンタフルオロフェニル）ボランまたはトリス（ペンタフルオロフェ
ニル）アルマンである）。
【００５１】
　これらの触媒活性化剤の例は、トリヒドロカルビルアンモニウム－塩、特に次のものの
メチルジ（Ｃ１４－２０アルキル）アンモニウム－塩を包含する。
　ビス（トリス（ペンタフルオロフェニル）ボラン）イミダゾリド、
　ビス（トリス（ペンタフルオロフェニル）ボラン）－２－ウンデシルイミダゾリド、
　ビス（トリス（ペンタフルオロフェニル）ボラン）－２－ヘプタデシルイミダゾリド、
ビス（トリス（ペンタフルオロフェニル）ボラン）－４，５－ビス（ウンデシル）イミダ
ゾリド、ビス（トリス（ペンタフルオロフェニル）ボラン）－４，５－ビス（ヘプタデシ
ル）イミダゾリド、
　ビス（トリス（ペンタフルオロフェニル）ボラン）イミダゾリニド、
　ビス（トリス（ペンタフルオロフェニル）ボラン）－２－ウンデシルイミダゾリニド、
　ビス（トリス（ペンタフルオロフェニル）ボラン）－２－ヘプタデシルイミダゾリニド
、ビス（トリス（ペンタフルオロフェニル）ボラン）－４，５－ビス（ウンデシル）イミ
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ダゾリニド、ビス（トリス（ペンタフルオロフェニル）ボラン）－４，５－ビス（ヘプタ
デシル）イミダゾリニド、
　ビス（トリス（ペンタフルオロフェニル）ボラン）－５，６－ジメチルベンズイミダゾ
リド、
　ビス（トリス（ペンタフルオロフェニル）ボラン）－５，６－ビス（ウンデシル）ベン
ズイミダゾリド、
　ビス（トリス（ペンタフルオロフェニル）アルマン）イミダゾリド、
　ビス（トリス（ペンタフルオロフェニル）アルマン）－２－ウンデシルイミダゾリド、
ビス（トリス（ペンタフルオロフェニル）アルマン）－２－ヘプタデシルイミダゾリド、
ビス（トリス（ペンタフルオロフェニル）アルマン）－４，５－ビス（ウンデシル）イミ
ダゾリド、ビス（トリス（ペンタフルオロフェニル）アルマン）－４，５－ビス（ヘプタ
デシル）イミダゾリド、
　ビス（トリス（ペンタフルオロフェニル）アルマン）イミダゾリニド、
　ビス（トリス（ペンタフルオロフェニル）アルマン）－２－ウンデシルイミダゾリニド
、ビス（トリス（ペンタフルオロフェニル）アルマン）－２－ヘプタデシルイミダゾリニ
ド、ビス（トリス（ペンタフルオロフェニル）アルマン）－４，５－ビス（ウンデシル）
イミダゾリニド、ビス（トリス（ペンタフルオロフェニル）アルマン）－４，５－ビス（
ヘプタデシル）イミダゾリニド、
　ビス（トリス（ペンタフルオロフェニル）アルマン）－５，６－ジメチルベンズイミダ
ゾリド、および
　ビス（トリス（ペンタフルオロフェニル）アルマン）－５，６－ビス（ウンデシル）ベ
ンズイミダゾリド。
【００５２】
　ほかの活性化剤は、ＰＣＴ公報第ＷＯ ９８／０７５１５号に記載されているもの、例
えばトリス（２’，２”－ノナフルオロビフェニル）フルオロアルミネートを包含する。
活性化剤の組み合わせもまた、本発明によって考察されており、例えば組み合わせとして
のアルモキサンおよびイオン化活性化剤である。例えば第ＥＰ－Ａ－０５７３１２０号、
ＰＣＴ公報第ＷＯ ９４／０７９２８号および第ＷＯ ９５／１４０４４号、および米国特
許第５，１５３，１５７号および第５，４５３，４１０号参照。第ＷＯ ９８／０９９９
６号は、ペルクロレート、ペリオデート、およびヨーデート（これらの水和物も包含する
）を有する活性化触媒化合物を記載している。第ＷＯ ９９／１８１３５号は、オルガノ
ボロアルミニウム活性化剤の使用を記載している。第ＥＰ－Ａ－７８１２９９号は、非配
位性適合性アニオンと組み合わせたシリリウム塩の使用を記載している。触媒化合物を活
性化するためのほかの活性化剤または方法は、例えば米国特許第５，８４９，８５２号、
第５，８５９，６５３号、第５，８６９，７２３号、第ＥＰ－Ａ－６１５９８１号、およ
びＰＣＴ公報第ＷＯ ９８／３２７７５号に記載されている。
【００５３】
　有機金属活性化剤または助触媒の別の適切な種類は、アルモキサンであり、これはアル
キルアルミノキサンとも呼ばれる。アルモキサンは、付加重合触媒を調製するためにメタ
ロセン型触媒化合物との使用のための周知の活性化剤である。アルモキサンおよび変性ア
ルモキサンの調製のための多様な方法があり、これらの非限定例は、米国特許第４，６６
５，２０８号、第４，９５２，５４０号、第５，０９１，３５２号、第５，２０６，１９
９号、第５，２０４，４１９号、第４，８７４，７３４号、第４，９２４，０１８号、第
４，９０８，４６３号、第４，９６８，８２７号、第５，３０８，８１５号、第５，３２
９，０３２号、第５，２４８，８０１号、第５，２３５，０８１号、第５，１５７，１３
７号、第５，１０３，０３１号、第５，３９１，７９３号、第５，３９１，５２９号、第
５，６９３，８３８号、第５，７３１，２５３号、第５，７３１，４５１号、第５，７４
４，６５６号；欧州公報第ＥＰ－Ａ－５６１４７６号、第ＥＰ－Ａ－２７９５８６号、お
よび第ＥＰ－Ａ－５９４２１８号；およびＰＣＴ公報第ＷＯ ９４／１０１８０号に記載
されている。好ましいアルモキサンは、ルイス酸変性アルモキサン、特にトリ（Ｃ３－６
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）アルキルアルミニウム変性メチルアルモキサンであり、Ａｋｚｏ　Ｎｏｂｅｌ，Ｉｎｃ
．からＭＭＡＯ－３Ａとして商業的に入手可能なトリ（イソブチル）アルミニウム変性メ
タルモキサン、またはＭＭＡＯ－１２として商業的に入手可能なトリ（ｎ－オクチル）ア
ルミニウム変性メタルモキサンである。
【００５４】
　本発明の方法における活性化剤または第三成分として１または複数のアルモキサンまた
は変性アルモキサンを用いることは、本発明の範囲内にある。すなわち、この化合物は、
単独で、または中性もしくはイオン性のほかの活性化剤、例えばトリ（アルキル）アンモ
ニウムテトラキス（ペンタフルオロフェニル）ボレート化合物、トリスペルフルオロアリ
ール化合物、第ＷＯ ９８／４３９８３号に開示されているようなポリハロゲン化ヘテロ
ボランアニオン、およびこれらの組み合わせと組み合わせて用いられてもよい。第三成分
として用いられたとき、使用されるアルモキサンの量は、単独で使用されたときに金属錯
体を効果的に活性化するのに必要なものよりも一般に少ない。この実施形態において、こ
のような考えによって縛られることを望まないが、アルモキサンは、実際の触媒活性化へ
有意に貢献するわけではないと考えられる。前記のことにもかかわらず、活性化方法にお
けるアルモキサンのなんらかの参加は、必ずしも除外されるわけではないと理解すべきで
ある。
【００５５】
　適切なアルモキサンは、ポリマーまたはオリゴマーアルモキサン、特にメチルアルモキ
サン（ＭＡＯ）、ならびにルイス酸－変性アルモキサン、特に各ヒドロカルビル基または
ハロゲン化ヒドロカルビル基中に１～１０炭素を有する、トリヒドロカルビルアルミニウ
ム－、ハロゲン化トリ（ヒドロカルビル）アルミニウム－、またはハロゲン化トリ（ヒド
ロカルビル）ホウ素－変性アルモキサンを包含する。このような活性化助触媒は、米国特
許第６，２１４，７６０号、第６，１６０，１４６号、第６，１４０，５２１号、および
第６，６９６，３７９号、およびほかのところに以前に開示されている。好ましいルイス
酸－変性アルモキサン化合物は、それぞれ１０～３０、好ましくは１５～２５モルパーセ
ントｉ－ブチル含量、および１０～２０、好ましくは１２～１８モルパーセントｎ－オク
チル含量を含有するトリ（ｉ－ブチル）アルミニウム－変性メタルモキサンおよびトリ（
ｎ－オクチル）アルミニウム－変性メタルモキサンである。前記モルパーセントは、総ア
ルキルリガンド含量を基準にする。アルモキサンまたはルイス酸－変性アルモキサン活性
化剤は好ましくは、２０－２００、より好ましくは２０－１５０、最も好ましくは２０－
８０の助触媒：触媒モル比で利用される。
【００５６】
　高い触媒効率を維持しつつ、アルモキサンまたはルイス酸－変性アルモキサン助触媒の
比較的低いレベルで活性化される能力によって、これらのジルコニウム錯体は、結果とし
て生じるポリマー中の長鎖形成とともに、結果として生じるポリマー中の助触媒副生物の
減少したレベルを達成しうる。このようなポリマーは、過酷な要求の用途、例えば高い透
明度または低い誘電係数を必要とする用途への使用に特に適している。
　モノマー
【００５７】
　本発明への使用に適したオレフィン混合物は、エチレンと１またはそれ以上のＣ３－８

α－オレフィンコモノマー、および場合により１またはそれ以上の共役または非共役ジエ
ンとの混合物を包含する。好ましいコモノマーは、プロピレン、イソブチレン、１－ブテ
ン、１－ペンテン、１－ヘキセン、４－メチル－１－ペンテン、３－メチル－１－ブテン
、３－メチル－１－ペンテン、４－メチル－１－ペンテン、および１－オクテンを包含す
るが、これらに限定されるわけではない。
【００５８】
　適切な共役または非共役ジエンは、４～１５炭素原子を有する直鎖－、分枝－、または
環状炭化水素ジエンを包含する。これらの例は、１，３－ブタジエン、１，３－ペンタジ
エン、１，３－ヘキサジエン、１，４－ヘキサジエン、ジシクロペンタジエン、ノルボル
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ナジエン、エチリデンノルボルネン、およびこれらの混合物を包含するが、これらに限定
されるわけではない。最も好ましいジエンは、５－エチリデン－２－ノルボルネン（ＥＮ
Ｂ）である。
【００５９】
　一般に重合は、オレフィン溶液重合反応について先行技術において周知の条件で達成す
ることができる。好ましい重合温度は、結果として生じるポリマーのコモノマー含量に依
存する。０．８５５～０．８８５ｇ／ｃｃの範囲の密度のポリマーについては、好ましい
温度範囲は、１２０～２５０℃、より好ましくは１５０～２２０℃である。０．８５５～
０．９５５ｇ／ｃｃの範囲の密度のポリマーについては、好ましい温度は、１５０～２５
０℃、より好ましくは１８０～２５０℃の範囲である。好ましい重合圧力は、大気圧～３
，０００気圧（１００ｋＰａ～３００Ｍｐａ）、より好ましくは１Ｍｐａ～１０Ｍｐａで
ある。大部分の重合反応において、使用される触媒：重合性化合物のモル比は、１０－１

２：１～１０－１：１、より好ましくは１０－１１：１～１０－５：１である。非常に望
ましくは、この反応は、連続溶液重合条件、すなわち１または複数のモノマーが、溶液重
合条件下に操作される反応器へ連続的に添加される条件下に実施され、重合生成物は、連
続的または半連続的に取り出され、回収されるか、または第二反応器へ送られる。
【００６０】
　望ましくは、この重合混合物は、脂肪族または脂環式液体希釈剤を含む。このような脂
肪族または脂環式液体希釈剤の例は、直鎖および分枝炭化水素、例えばイソブタン、ブタ
ン、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、およびこれらの混合物；脂環式炭化水素
、例えばシクロヘキサン、シクロヘプタン、メチルシクロヘキサン、メチルシクロへプタ
ン、およびこれらの混合物；およびペルフルオリネート化炭化水素、例えばペルフルオリ
ネート化Ｃ４－１０アルカンなどを包含する。少量の芳香族炭化水素、例えばトルエン、
エチルベンゼン、またはキシレンもまた、含まれていてもよいが、好ましくはない。前記
のものの混合物も適切である。好ましい液体希釈剤は、Ｅｘｘｏｎ　Ｍｏｂｉｌ　Ｃｏｒ
ｐｏｒａｔｉｏｎから入手しうる商品名Ｉｓｏｐａｒ（商標）Ｅとして商業的に販売され
ている、蒸留ＡＳＴＭ Ｄ８６、１１８℃のＩＢＰ、蒸留ＡＳＴＭ Ｄ８６、１３７℃の乾
点、および比重１５．６℃、０．７２のＡＳＴＭ Ｄ１２５０を有する水素化オリゴマー
脂肪族炭化水素混合物である。
【００６１】
　この方法において、分子量制御剤または連鎖移動剤の使用が望ましい。このような分子
量制御剤の例は、水素、トリアルキルアルミニウム化合物、またはほかの公知連鎖移動剤
を包含する。水素が、最も好ましい分子量制御剤または連鎖移動剤である。本発明の使用
の特別な利点は、（反応条件に応じて）狭い分子量分布のエチレン／α－オレフィンイン
ターポリマーを生成する能力である。このような狭い分子量分布ポリマー生成物は、改良
された引張り強さ特性、ならびに減少したレベルの抽出可能物および金属値によって、非
常に望ましい。
【００６２】
　本発明の範囲をまったく制限することなく、この重合方法を実施する１つの手段は、次
のとおりである。撹拌タンク反応器において、重合されることになるモノマーが、いずれ
かの溶媒または希釈剤とともに連続的に導入される。反応器は、いずれかの溶媒または希
釈剤および溶解されたポリマーとともに、実質的にモノマーからなる液相を含有する。触
媒は、助触媒および場合により連鎖移動剤とともに、反応器液相またはいずれかのこれの
再循環部分中に連続的または断続的に導入される。反応器温度は、溶媒／モノマー比、触
媒添加率を調節することによって、ならびに冷却もしくは加熱コイル、ジャケット、また
はその両方の使用によって制御してもよい。重合は、触媒添加率によって制御される。圧
力は、モノマー流量および揮発性成分の分圧によって制御される。このポリマー生成物の
エチレン含量は、反応器中のエチレン対コモノマーの比によって決定され、これは、反応
器へのこれらの成分の各々の供給速度を操作することによって制御される。ポリマー生成
物分子量は、場合により、ほかの重合変数、例えば温度、モノマー濃度を制御することに
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よって、または以前に挙げられた連鎖移動剤の流量によって制御される。反応器を出たと
き、流出液は、触媒殺剤(catalyst kill agent)、例えば水、蒸気、またはアルコールと
接触させられる。ポリマー溶液は場合により加熱され、ポリマー生成物は、気体モノマー
ならびに溶媒または希釈剤を減圧下に流し去る(flash off)ことによって、および必要で
あれば、設備、例えば揮発分除去押出し機においてさらなる揮発分除去を行なうことによ
って、回収される。連続方法において、反応器中の触媒およびポリマーの平均滞留時間は
、５分～８時間、好ましくは１０分～６時間である。
【００６３】
　あるいはまた前記重合は、連続ループ反応器において、これらの異なる領域間に確立さ
れたモノマー、コモノマー、触媒、または助触媒の勾配をともなって、またはともなわず
に、場合により触媒および／または連鎖移動剤の別々の添加をともなって、断熱または非
断熱溶液重合条件または前記反応器条件の組み合わせ下に操作して実施されてもよい。適
切なループ反応器およびこれとの使用に適した多様な操作条件の例は、米国特許第５，９
７７，２５１号、第６，３１９，９８９号、および第６，６８３，１４９号に見られる。
【００６４】
　多重反応器重合方法が、本発明において適切に使用される。これらの例は、とりわけ、
米国特許第３，９１４，３４２号に開示されているような系を包含する。多重反応器は、
これらの反応器の少なくとも１つにおいて使用される、本発明による少なくとも１つの触
媒組成物を用いて、直列で、または平行して操作することができる。１つの反応器または
両方の反応器はまた、異なるコモノマー組み込み能力および／または異なる分子量能力を
有する少なくとも２つの触媒を含んでいてもよい。１つの実施形態において、比較的高い
分子量生成物（１００，０００～１，０００，０００以上、より好ましくは２００，００
０～５００，０００のＭｗ）が形成され、一方、第二反応器において、比較的低い分子量
（Ｍｗ２，０００～３００，０００）の生成物が形成される。これらの反応器生成物の両
方は、同様な密度または異なる密度を有することができる。最終生成物は、２つの反応器
流出物の混合物であり、これらは、揮発分除去の前に組み合わされ、結果としてこれら２
つのポリマー生成物の均一な混合を生じる。別の実施形態において、両方の反応器からの
生成物の分子量はほぼ同じであるが、これらの密度は、これらの反応器の一方が、０．８
６５～０．８９５の範囲の密度を有するポリマーを生成するが、他方の反応器が、０．８
８５～０．９５０の範囲の異なる密度を有するポリマーを生成する程度まで様々である。
このような二重反応器／二重触媒方法は、調節された特性を有する生成物の調製を可能に
する。１つの実施形態において、これらの反応器は直列に連結される。すなわち、第一反
応器からの流出物が第二反応器へ装入され、新鮮なモノマー、溶媒、および水素が、場合
により第二反応器へ添加される。反応器条件は、第一反応器において生成されたポリマー
対第二反応器において生成されたポリマーの重量比が、理想的には２０：８０～８０：２
０の範囲になるように調節される。前記二重反応器方法が、幅広い分子量分布または多分
散度指数（ＰＤＩ）を有するポリマーを生成しうることは、当業者によって理解されるで
あろう。前記方法で製造された好ましいポリマーは、２．８～６．０、より好ましくは３
．０～５．０のＰＤＩを有する。これに加えて、望ましい実施形態において、高分子量成
分は、低分子量成分よりも多量のコモノマー（より低い密度）を含有する。
【００６５】
　さらに別の実施形態において、直列で作動する２つの反応器の第一反応器を含む、重合
方法におけるこれらの反応器の１つは、不均質チーグラー－ナッタ触媒、またはクロム含
有触媒、例えば当分野において公知の多数のこのような触媒の１つを含有する。チーグラ
ー－ナッタ触媒の例は、ＭｇＣｌ２上に担持されたチタンベースの触媒を包含するが、こ
れに限定されるわけではなく、これに加えて、少なくとも１つのアルミニウム－アルキル
結合を含有するアルミニウムの化合物を含む。適切なチーグラー－ナッタ触媒およびこれ
らの調製は、米国特許第４，６１２，３００号、第４，３３０，６４６号、および第５，
８６９，５７５号に開示されているが、これに限定されるわけではない。適切なクロムベ
ースの触媒は、米国特許第４，９８１，９２７号、第４，８３５，２１９号、第４，５６
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に開示されている触媒である。
【００６６】
　単一反応器多重触媒方法もまた、本発明において有用である。１つの実施形態において
、２またはそれ以上の触媒が、本明細書において開示された反応条件において、単一反応
器中に導入される。ここで各触媒は本質的に、異なるポリオレフィンコポリマーを生成す
る。１つの実施形態において、比較的高い分子量生成物（１００，０００～１，０００，
０００以上、より好ましくは２００，０００～５００，０００のＭｗ）が、１つの触媒か
ら形成され、一方、比較的低い分子量（２，０００～３００，０００のＭｗ）の生成物が
、他方の触媒から形成される。これらの触媒組成物の両方が、同様なまたは異なるコモノ
マー組み込み能力を有することがある。その結果生じたポリマーは、単一反応器において
使用される２つの触媒の比に応じた特性を有するであろう。シャトリング剤が使用される
ならば、異なる組成および物理的性質のポリマーセグメントを含む多ブロックコポリマー
が、１またはそれ以上の反応器において調製されてもよい。このような生成物に適したポ
リマー分子量、コモノマー組み込み能力、方法、および触媒比の組み合わせは、米国特許
第６，９２４，３４２号、第ＷＯ ２００５／０９０４２５号、第ＷＯ ２００５／０９０
４２６号、および第ＷＯ ２００５／０９０４２７号に開示されている。これらの触媒組
成物と、チーグラー－ナッタ触媒を包含するほかのオレフィン重合触媒との独特の適合性
によって、第二触媒組成物は、本明細書に開示されている金属錯体、メタロセンもしくは
ほかのπ－結合リガンド基含有金属錯体（制約された幾何学形状の金属錯体を包含する）
、または多価ヘテロ原子リガンド基含有金属錯体、特に多価ピリジルアミンもしくはイミ
ジゾリルアミンベースの錯体、および本発明の錯体とは異なる四座(tetradendate)酸素－
連結ビフェニルフェノールベースの第４族金属錯体を含んでいてもよい。
　具体的な実施形態
【００６７】
　次の実施形態は、添付されたクレームの具体的な開示を目的として提供される。
【００６８】
　１．高分子量ポリマーを調製するための、連続溶液重合条件下におけるエチレンおよび
１またはそれ以上のＣ３－３０α－オレフィンもしくはジオレフィンの重合方法であって
、多価アリールオキシエーテルのジルコニウムもしくはハフニウム錯体を含む触媒組成物
の存在下に重合を実施する工程を含む方法において、これらのポリマーは、３．０以下、
好ましくは２．７以下、最も好ましくは２．４以下の分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）、０．８
５０～０．９５０のポリマー密度、より好ましくは０．８６０～０．９３０、最も好まし
くは０．８６５～０．９２０のポリマー密度を生じるコモノマー含量、およびＩ１０／Ｉ

２≦１０、より好ましくは６．０～１０．０のＩ１０／Ｉ２を有することを特徴とする、
方法。
【００６９】
　２．このポリマーが、０．０１～５０、好ましくは０．１～３０、最も好ましくは０．
３～１０の範囲のＩ１０／Ｉ２値について、方程式Ｉ１０／Ｉ２≦１０．３２（ＭＩ）－

０．０８１４を満たすＩ１０およびＩ２特性を有する、実施形態１に記載の方法。
【００７０】
　３．本質的に共重合エチレンおよび１－オクテンからなる、実施形態１に記載の方法。
【００７１】
　４．８５パーセントまたはそれ以上のエチレン転化率で操作される、実施形態１に記載
の方法。
【００７２】
　５．高分子量ポリマーを調製するための、連続溶液重合条件下におけるエチレンおよび
１またはそれ以上のＣ３－３０α－オレフィンもしくはジオレフィンの重合方法であって
、式：
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（式中、Ｍ３は、ＨｆまたはＺｒ、好ましくはＺｒであり；
　Ａｒ４は、それぞれ独立に、置換Ｃ９－２０アリール基であり、ここで、これらの置換
基は、それぞれ独立に、アルキル；シクロアルキル；およびアリール基；およびこれらの
ハロ－、トリヒドロカルビルシリル－、およびハロヒドロカルビル－置換誘導体からなる
群より選択されるが、ただし少なくとも１つの置換基は、これが付着しているアリール基
との共平面性を欠いているという条件があり；
　Ｔ４は、それぞれ独立に、Ｃ２－２０アルキレン、シクロアルキレン、またはシクロア
ルケニレン基であるか、またはその不活性置換された誘導体であり；
　Ｒ２１は、それぞれ独立に、水素、ハロ、水素は数えずに５０原子までのヒドロカルビ
ル、トリヒドロカルビルシリル、トリヒドロカルビルシリルヒドロカルビル、アルコキシ
、またはジ（ヒドロカルビル）アミノ基であり；
　Ｒ３は、それぞれ独立に、水素、ハロ、水素は数えずに５０原子までのヒドロカルビル
、トリヒドロカルビルシリル、トリヒドロカルビルシリルヒドロカルビル、アルコキシ、
またはアミノ基であるか、または同じアリーレン環上の２つのＲ３が一緒になって、また
は同一または異なるアリーレン環上のＲ３およびＲ２１基が一緒になって、２つの位置に
おいてアリーレン基へ付着した二価のリガンド基を形成するか、または２つの異なるアリ
ーレン環を一緒になって接合し；かつ
　ＲＤは、それぞれ独立に、ハロ、または水素は数えずに２０原子までのヒドロカルビル
またはトリヒドロカルビルシリル基であるか、または２ＲＤ基は一緒になって、ヒドロカ
ルビレン、ヒドロカルバジイル、ジエン、またはポリ（ヒドロカルビル）シリレン基であ
る）
に対応する多価アリールオキシエーテルのジルコニウム錯体を含む触媒組成物の存在下に
重合を実施する工程を含む方法。
【００７３】
　６．この金属錯体が、式：
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【化２６】

（式中、Ｍ３はＨｆまたはＺｒ、好ましくはＺｒであり；
　Ａｒ４は、それぞれ独立に、置換Ｃ９－２０アリール基であり、ここで、これらの置換
基は、それぞれ独立に、アルキル；シクロアルキル；およびアリール基；およびこれらの
ハロ－、トリヒドロカルビルシリル－、およびハロヒドロカルビル－置換誘導体からなる
群より選択されるが、ただしこの置換基は、これが付着しているアリール基との共平面性
を欠いていなければならないという条件があり；
　Ｔ４は、それぞれ独立に、Ｃ２－２０アルキレン、シクロアルキレン、またはシクロア
ルケニレン基であるか、またはこれの不活性置換された誘導体であり；
　Ｒ２１は、それぞれ独立に、水素、ハロ、水素は数えずに５０原子までのヒドロカルビ
ル、トリヒドロカルビルシリル、トリヒドロカルビルシリルヒドロカルビル、アルコキシ
、またはジ（ヒドロカルビル）アミノ基であり；
　Ｒ３は、それぞれ独立に、水素、ハロ、水素は数えずに５０原子までのヒドロカルビル
、トリヒドロカルビルシリル、トリヒドロカルビルシリルヒドロカルビル、アルコキシ、
またはアミノ基であるか、または同じアリーレン環上の２つのＲ３基、または同一または
異なるアリーレン環上のＲ３およびＲ２１基が一緒になって、２つの位置においてアリー
レン基へ付着した二価のリガンド基を形成するか、または２つの異なるアリーレン環を一
緒になって接合し；かつ
　ＲＤは、それぞれ独立に、ハロ、または水素は数えずに２０原子までのヒドロカルビル
またはトリヒドロカルビルシリル基であるか、または２ＲＤ基は一緒になって、ヒドロカ
ルビレン、ヒドロカルバジイル、ジエン、またはポリ（ヒドロカルビル）シリレン基であ
る）
に対応する、実施形態１に記載の方法。
【００７４】
　７．各Ａｒ４基は、少なくとも１つの立体的にバルキーな基、好ましくは２つの立体的
にバルキーな基で置換され、異なるアリーレンオキシ基上に位置する少なくとも２つのＲ
３基が立体的にバルキーである、実施形態５または６に記載の方法。
【００７５】
　８．各Ａｒ４基は、式：



(88) JP 2009-537656 A 2009.10.29

10

20

30

40

50

【化２７】

（式中、Ｒ１１は、それぞれ独立に、水素、ハロ、水素は数えずに５０原子までのヒドロ
カルビル、トリヒドロカルビルシリル、トリヒドロカルビルシリルヒドロカルビル、アル
コキシ、またはジ（ヒドロカルビル）アミノ基であるか、または２つのＲ１１基は一緒に
なって、２つの位置においてアリール基へ付着した環の一部であるが、ただし少なくとも
１つのＲ１１または２つのこのようなＲ１１基の二価誘導体が立体的にバルキーであると
いう条件がある）
に対応する、実施形態７に記載の方法。
【００７６】
　９．立体的にバルキーなＲ１１およびＲ３置換基は、３～２０非水素原子を有するｔｅ
ｒｔ－アルキル－、シクロアルキル－、アリール、トリヒドロカルビルシリル－、トリ（
ヒドロカルビル）シリルヒドロカルビル－、およびトリ（ヒドロカルビル）フェニル－基
からなる群より独立して選択される、実施形態８に記載の方法。
【００７７】
　１０．立体的にバルキーなＲ１１およびＲ３置換基は、ｔｅｒｔ－ブチル、ｓｅｃ－ブ
チル、ｔｅｒｔ－オクチル（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）、１－フェニ
ルエチル、２，３－ジメチル－ブト－２－イル、トリチル（トリフェニルメチル）、クミ
ル（２－フェニルプロプ－２－イル）、ｔｅｒｔ－アミル（１，１－ジメチルプロピル）
、フェニル、シクロヘキシル、トリメチルシリル、トリメチルシリルメチル、イソプロピ
ル、２，４，６－トリメチルフェニル、２，６－ジメチルフェニル、３，５－ジ（イソプ
ロピル）フェニル、および３，５－ジ（ｔ－ブチル）フェニルからなる群より独立して選
択される、実施形態９に記載の方法。
【００７８】
　１１．この金属錯体は、式：
【化２８】

（式中、Ｍ３はＺｒであり；
　Ａｒ４は、３，５－ジ（ｔｅｒｔ－ブチル）フェニル、３，５－ジ（イソプロピル）フ
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ェニル、３，５－ジ（イソブチル）フェニル、３，５－ジ（ｔｅｒｔ－オクチル）フェニ
ル、３，５－ジ（２，４，６－トリメチルフェニル）フェニル、３，５－ジ（２，６－ジ
メチルフェニル）フェニル、３，５－ジ（２，４，６－トリ－イソプロピルフェニル）フ
ェニル、３，５－ジ（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）フェニル、１，２，３，
４，６，７，８，９－オクタヒドロアントラセン－５－イル、３，６－ジ（ｔｅｒｔ－ブ
チル）－９Ｈ－カルバゾール－９－イル、３，６－ジ（ｔｅｒｔ－オクチル）－９Ｈ－カ
ルバゾール－９－イルであり；
　Ｒ２１は、それぞれ独立に、メチルまたはｔｅｒｔ－ブチルであり；
　Ｒ３は、それぞれ独立に、分枝アルキル、シクロアルキル、置換アリール、またはほか
の立体的にバルキーな基から選択され；
　Ｔ４は、プロパン－１，３－ジイル、ブタン－１，４－ジイル、シクロヘキサン－１，
２－ジイル、またはシクロヘキサン－１，２－ジメチレンであり；および
　ＲＤは、それぞれ独立に、ハロ、または水素は数えずに２０原子までのヒドロカルビル
またはトリヒドロカルビルシリル基であるか、または２ＲＤ基は一緒になって、ヒドロカ
ルビレン、ヒドロカルバジイル、１，４－ジヒドロカルビル－置換１，３－ブタジエン、
またはポリ（ヒドロカルビル）シリレン基である）
に対応する、実施形態６に記載の方法。
【００７９】
　１２．各Ａｒ４環上の少なくとも１つのＲ１１基、最も好ましくはＡｒ４フェニル環の
３位および５位における２つのこのようなＲ１１基、および異なるアリーレン環上の少な
くとも２つのＲ３基は、３～２０炭素、好ましくは４～１２炭素を含有する分枝アルキル
、シクロアルキル、ヒドロカルビル－置換アリール、またはポリ（ヒドロカルビル）－置
換シリル基である、実施形態１１に記載の方法。
【００８０】
　１３．各Ａｒ４環上の２つのＲ１１基および異なるアリーレン環上の２つのＲ３基は、
ｔｅｒｔ－ブチルまたはｔｅｒｔ－オクチルである、実施形態１２に記載の方法。
【００８１】
　１４．この金属錯体は、

【化２９】
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【化３２】

（式中、ＲＤは、それぞれ独立に、クロライド、メチル、またはベンジルである）からな
る群より選択される、実施形態１１に記載の方法。
【００８２】
　１５．この金属錯体が、次のものからなる群より選択される、実施形態１４に記載の方
法：
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　Ａ）ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェ
ニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）
プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロ
パン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロ
パン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチ
ル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロ
ライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベン
ジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－
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２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ
）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ
）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ
）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
メチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
クロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
ベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　Ｂ）ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェ
ニル）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）
－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
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）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２
－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２
－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル
、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロラ
イド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジ
ル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－メチル－４，４－ジメチ
ルペン－２－イル－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
メチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペン
タン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
クロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－メチル－４，４－ジメチ
ルペン－２－イル－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
ベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－メチル－４，４－ジメチ
ルペン－２－イル－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペン
タン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
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）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペン
タン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペン
タン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペン
タン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペン
タン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
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ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　Ｃ）ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェ
ニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）プロパン－１
，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３
－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３
－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘ
キサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘ
キサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘ
キサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘ
キス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘ
キス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘ
キス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキ
シ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキ
シ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキ
シ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキ
シ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキ
シ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキ
シ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキ
シ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
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）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキ
シ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライ
ド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキ
シ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル
、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム
（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム
（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム
（ＩＶ）ジベンジル、
　Ｄ）ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェ
ニル）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）
プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロ
パン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロ
パン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
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）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチ
ル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロ
ライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベン
ジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ
）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ
）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ
）ジベンジル、
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　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
メチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
クロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
ベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　Ｅ）ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）
－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル
、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
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２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロラ
イド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジ
ル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
メチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
クロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
ベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
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ジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　Ｆ）ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペ
ンタン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジク
ロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
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２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベ
ンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウ
ム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウ
ム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウ
ム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジ
ルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジ
ルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジ
ルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－メチ
ル－４，４－ジメチルペン－２－イル－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－メチ
ル－４，４－ジメチルペン－２－イル－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－メチ
ル－４，４－ジメチルペン－２－イル－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，



(104) JP 2009-537656 A 2009.10.29

10

20

30

40

50

２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ））ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－
１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－
１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－
１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シ
クロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シ
クロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シ
クロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シ
クロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シ
クロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シ
クロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　Ｇ）ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタ
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ン－２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノ
キシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ
）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ
）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ
）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ
）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ
）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ
）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ
）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド
、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ
）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチ
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ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム
（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム
（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム
（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（Ｉ
Ｖ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（Ｉ
Ｖ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（Ｉ
Ｖ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジ
ルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジ
ルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジ
ルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－
ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－
ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－
ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　Ｈ）ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）
－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
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２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル
、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロラ
イド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジ
ル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
メチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
クロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
ベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
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２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、および
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
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【００８３】
　１６．式：
【化３３】

（式中、Ｍ３は、ＨｆまたはＺｒ、好ましくはＺｒであり；
　Ａｒ４は、それぞれ独立に、置換Ｃ９－２０アリール基であり、ここで、これらの置換
基は、それぞれ独立に、アルキル；シクロアルキル；およびアリール基；およびこれらの
ハロ－、トリヒドロカルビルシリル－、およびハロヒドロカルビル－置換誘導体からなる
群より選択されるが、ただし少なくとも１つの置換基は、これが付着しているアリール基
との共平面性を欠いているという条件があり；
　Ｔ４は、それぞれ独立に、Ｃ２－２０アルキレン、シクロアルキレン、またはシクロア
ルケニレン基であるか、またはこれの不活性置換された誘導体であり；
　Ｒ２１は、それぞれ独立に、水素、ハロ、水素は数えずに５０原子までのヒドロカルビ
ル、トリヒドロカルビルシリル、トリヒドロカルビルシリルヒドロカルビル、アルコキシ
、またはジ（ヒドロカルビル）アミノ基であり；
　Ｒ３は、それぞれ独立に、水素、ハロ、水素は数えずに５０原子までのヒドロカルビル
、トリヒドロカルビルシリル、トリヒドロカルビルシリルヒドロカルビル、アルコキシ、
またはアミノ基であるか、または同じアリーレン環上の２つのＲ３が一緒になって、また
は同一または異なるアリーレン環上のＲ３およびＲ２１基が一緒になって、２つの位置に
おいてアリーレン基へ付着した二価のリガンド基を形成するか、または２つの異なるアリ
ーレン環を一緒になって接合し；かつ
　ＲＤは、それぞれ独立に、ハロ、または水素は数えずに２０原子までのヒドロカルビル
またはトリヒドロカルビルシリル基であるか、または２ＲＤ基は一緒になって、ヒドロカ
ルビレン、ヒドロカルバジイル、ジエン、またはポリ（ヒドロカルビル）シリレン基であ
る）
に対応する多価アリールオキシエーテルの金属錯体。
【００８４】
　１７．式：
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【化３４】

（式中、Ｍ３はＨｒまたはＺｒ、好ましくはＺｒであり；
　Ａｒ４は、それぞれ独立に、置換Ｃ９－２０アリール基であり、ここで、これらの置換
基は、それぞれ独立に、アルキル；シクロアルキル；およびアリール基；およびこれらの
ハロ－、トリヒドロカルビルシリル－、およびハロヒドロカルビル－置換誘導体からなる
群より選択されるが、ただし少なくとも１つの置換基は、これが付着しているアリール基
との共平面性を欠いているという条件があり；
　Ｔ４は、それぞれ独立に、Ｃ２－２０アルキレン、シクロアルキレン、またはシクロア
ルケニレン基であるか、またはこれの不活性置換された誘導体であり；
　Ｒ２１は、それぞれ独立に、水素、ハロ、水素は数えずに５０原子までのヒドロカルビ
ル、トリヒドロカルビルシリル、トリヒドロカルビルシリルヒドロカルビル、アルコキシ
、またはジ（ヒドロカルビル）アミノ基であり；
　Ｒ３は、それぞれ独立に、水素、ハロ、水素は数えずに５０原子までのヒドロカルビル
、トリヒドロカルビルシリル、トリヒドロカルビルシリルヒドロカルビル、アルコキシ、
またはアミノ基であるか、または同じアリーレン環上の２つのＲ３基、または同一または
異なるアリーレン環上のＲ３およびＲ２１基が一緒になって、２つの位置においてアリー
レン基へ付着した二価のリガンド基を形成するか、または２つの異なるアリーレン環を一
緒になって接合し；かつ
　ＲＤは、それぞれ独立に、ハロ、または水素は数えずに２０原子までのヒドロカルビル
またはトリヒドロカルビルシリル基であるか、または２ＲＤ基は一緒になって、ヒドロカ
ルビレン、ヒドロカルバジイル、ジエン、またはポリ（ヒドロカルビル）シリレン基であ
る）
に対応する、実施形態１６に記載の金属錯体。
【００８５】
　１８．各Ａｒ４基は、少なくとも１つの立体的にバルキーな基、好ましくは２つの立体
的にバルキーな基で置換され、異なるアリーレンオキシ基上に位置する少なくとも２つの
Ｒ３基が立体的にバルキーである、実施形態１６または１７に記載の金属錯体。
【００８６】
　１９．各Ａｒ４基は、式：
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【化３５】

（式中、Ｒ１１は、それぞれ独立に、水素、ハロ、水素は数えずに５０原子までのヒドロ
カルビル、トリヒドロカルビルシリル、トリヒドロカルビルシリルヒドロカルビル、アル
コキシ、またはジ（ヒドロカルビル）アミノ基であるか、または２つのＲ１１基は一緒に
なって、２つの位置においてアリーレン基へ付着した環の一部であるが、ただし少なくと
も１つのＲ１１または２つのこのようなＲ１１基の二価誘導体が立体的にバルキーである
という条件がある）
に対応する、実施形態１８に記載の金属錯体。
【００８７】
　２０．立体的にバルキーなＲ１１およびＲ３置換基は、３～２０非水素原子を有するｔ
ｅｒｔ－アルキル－、シクロアルキル－、トリヒドロカルビルシリル－、トリ（ヒドロカ
ルビル）シリルヒドロカルビル－、およびトリ（ヒドロカルビル）フェニル－基からなる
群より独立して選択される、実施形態１９に記載の金属錯体。
【００８８】
　２１．立体的にバルキーなＲ１１およびＲ３置換基は、ｔｅｒｔ－ブチル、ｓｅｃ－ブ
チル、ｔｅｒｔ－オクチル（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）、１－フェニ
ルエチル、２，３－ジメチル－ブト－２－イル、トリチル（トリフェニルメチル）、クミ
ル（２－フェニルプロプ－２－イル）、ｔｅｒｔ－アミル（１，１－ジメチルプロピル）
、フェニル、シクロヘキシル、トリメチルシリル、トリメチルシリルメチル、イソプロピ
ル、２，４，６－トリメチルフェニル、２，６－ジメチルフェニル、３，５－ジ（イソプ
ロピル）フェニル、および３，５－ジ（ｔ－ブチル）フェニルからなる群より独立して選
択される、実施形態１９に記載の金属錯体。
【００８９】
　２２．式：
【化３６】

（式中、Ｍ３はＺｒであり；
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　Ａｒ４は、３，５－ジ（ｔｅｒｔ－ブチル）フェニル、３，５－ジ（イソプロピル）フ
ェニル、３，５－ジ（イソブチル）フェニル、３，５－ジ（ｔｅｒｔ－オクチル）フェニ
ル、３，５－ジ（２，４，６－トリメチルフェニル）フェニル、３，５－ジ（２，６－ジ
メチルフェニル）フェニル、３，５－ジ（２，４，６－トリ－イソプロピルフェニル）フ
ェニル、３，５－ジ（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）フェニル、１，２，３，
４，６，７，８，９－オクタヒドロアントラセン－５－イル、３，６－ジ（ｔｅｒｔ－ブ
チル）－９Ｈ－カルバゾール－９－イル、３，６－ジ（ｔｅｒｔ－オクチル）－９Ｈ－カ
ルバゾール－９－イルであり；
　Ｒ２１は、それぞれ独立に、メチルまたはｔｅｒｔ－ブチルであり；
　Ｒ３は、それぞれ独立に、分枝アルキル、シクロアルキル、置換アリール、およびほか
の立体的にバルキーな基であり；
　Ｔ４は、プロパン－１，３－ジイル、ブタン－１，４－ジイル、シクロヘキサン－１，
２－ジイル、またはシクロヘキサン－１，２－ジメチレンであり；かつ
　ＲＤは、それぞれ独立に、ハロ、または水素は数えずに２０原子までのヒドロカルビル
またはトリヒドロカルビルシリル基であるか、または２ＲＤ基は一緒になって、ヒドロカ
ルビレン、ヒドロカルバジイル、１，４－ジヒドロカルビル－置換１，３－ブタジエン、
またはポリ（ヒドロカルビル）シリレン基である）
に対応する、実施形態１６に記載の金属錯体。
【００９０】
　２３．各Ａｒ４環上の少なくとも１つのＲ１１基、最も好ましくはＡｒ４フェニル環の
３位および５位における２つのこのようなＲ１１基、および異なるアリーレン環上の少な
くとも２つのＲ３基は、３～２０炭素、好ましくは４～１２炭素を含有する分枝アルキル
、シクロアルキル、ヒドロカルビル－置換アリール、またはポリ（ヒドロカルビル）－置
換シリル基である、実施形態２２に記載の金属錯体。
【００９１】
　２４．各Ａｒ４環上の２つのＲ１１基および異なるアリーレン環上の２つのＲ３基は、
ｔｅｒｔ－ブチルである、実施形態２３に記載の金属錯体。
【００９２】
　２５．次のもの：
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【化４０】

（式中、ＲＤは、それぞれ独立に、クロライド、メチル、またはベンジルである）からな
る群より選択される金属錯体。
【００９３】
　２６．次のものからなる群より選択される、実施形態２５に記載の金属錯体：
　Ａ）ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェ
ニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）
プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロ
パン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロ
パン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
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　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチ
ル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロ
ライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベン
ジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ
）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ
）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ
）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
メチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
クロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
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ベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　Ｂ）ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェ
ニル）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）
－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２
－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２
－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル
、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロラ
イド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジ
ル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジメチル、
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　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－メチル－４，４－ジメチ
ルペン－２－イル－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
メチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペン
タン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
クロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－メチル－４，４－ジメチ
ルペン－２－イル－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
ベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－メチル－４，４－ジメチ
ルペン－２－イル－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペン
タン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペン
タン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペン
タン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペン
タン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペン
タン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（２，４，
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４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　Ｃ）ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェ
ニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）プロパン－１
，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３
－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３
－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘ
キサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘ
キサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘ
キサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘ
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キス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘ
キス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘ
キス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキ
シ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキ
シ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキ
シ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキ
シ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキ
シ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキ
シ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキ
シ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキ
シ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライ
ド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキ
シ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル
、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
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）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム
（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム
（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム
（ＩＶ）ジベンジル、
　Ｄ）ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェ
ニル）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）
プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロ
パン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロ
パン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチ
ル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
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）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチ
ル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロ
ライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベン
ジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ
）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ
）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－
２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ
）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
メチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
クロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
ベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
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）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（１，１－ジメチルエチル）フェニル
）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　Ｅ）ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）
－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル
、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロラ
イド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジ
ル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－



(125) JP 2009-537656 A 2009.10.29

10

20

30

40

50

ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
メチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
クロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
ベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
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　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　Ｆ）ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペ
ンタン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジク
ロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベ
ンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウ
ム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウ
ム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウ
ム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジ
ルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタ
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ン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジ
ルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジ
ルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－メチ
ル－４，４－ジメチルペン－２－イル－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－メチ
ル－４，４－ジメチルペン－２－イル－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－メチ
ル－４，４－ジメチルペン－２－イル－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（２，４，
４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ））ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－
１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－
１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
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　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）プロパン－
１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シ
クロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シ
クロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シ
クロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シ
クロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シ
クロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）－２－フェノキシ）メチル）シ
クロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　Ｇ）ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノ
キシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ
）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ
）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ
）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ
）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ
）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ
）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
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２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ
）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド
、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ
）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム
（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム
（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－４－（１－ブチ
ル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム
（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（Ｉ
Ｖ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（Ｉ
Ｖ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（Ｉ
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Ｖ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジ
ルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジ
ルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジ
ルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－
ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－
ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－４－（１－ブチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－
ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　Ｈ）ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタ
ン－２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）
－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル
、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロラ
イド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジ
ル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジメチル、
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　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－メチル（フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２
－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
メチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
クロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
ベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，２－ジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル）（フェニル）－５－（１，１－
ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エン－１，２－ジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
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）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）プロパン－１，３－ジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキサン－１，
２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、および
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ビス－（２，４，４－トリメチルペンタン－
２－イル）フェニル）－５－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）（フェニル
）－５－（１，１－ジメチルエチル）－２－フェノキシ）メチル）シクロヘキス－４－エ
ン－１，２－ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル。
【００９４】
　本発明は、具体的に開示されていないどの成分の不存在下にも操作可能であり、ほかの
どの適切な反応または方法と多工程重合系設計において組み合わされてもよいと理解され
る。
【実施例】
【００９５】
実施例１～３および比較例Ａ～Ｅ
　次の実施例は、本発明のさらなる例証として提供され、限定的と考えるべきではない。
「一晩(overnight)」という用語は、用いられるとすれば、約１６～１８時間の時間のこ
とを言い、「室温」という用語は、２０～２５℃の温度、「混合アルカン」という用語は
、Ｅｘｘｏｎ　Ｍｏｂｉｌ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ　Ｉｎｃ．から商品名Ｉｓｏｐａｒ Ｅ
（登録商標）として入手しうるＣ６－９脂肪族炭化水素の商業的に得られる混合物のこと
を言う。本発明における化合物の名前が、これの構造的表示に合致しない場合、構造的表
示が支配するものとする。すべての金属錯体の合成およびすべてのスクリーニング実験の
準備は、ドライボックス技術を用いて、乾燥窒素雰囲気中で実施される。用いられるすべ
ての溶媒は、ＨＰＬＣグレードであり、これらの使用前に乾燥される。
【００９６】
　分子量決定に適した１つの技術は、Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓから入
手しうるモデルＰＬ－２１０またはモデルＰＬ－２２０ゲル透過機器、または同等の装置
を用いて行なわれたゲル透過クロマトグラフィーである。カラムおよびカルーセル区画は
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ロン混合－Ｂカラムが用いられる。溶媒は、１，２，４－トリクロロベンゼンである。こ
れらのサンプルは、２００ｐｐｍのブチル化ヒドロキシトルエン（ＢＨＴ）を含有する５
０ミリリットルの溶媒中０．１グラムのポリマーの濃度で調製される。サンプルは、１６
０℃で２時間、軽く撹拌することによって調製される。用いられる注入容積は、１００マ
イクロリットルであり、流量は１．０ｍｌ／分である。
【００９７】
　ＧＰＣカラムセットの較正は、個々の分子量間に少なくとも１デケードの分離を有する
６「カクテル」混合物中に配列された、５８０～８，４００，０００の範囲の分子量の２
１の狭い分子量分布のポリスチレン標準を用いて実施される。これらの標準は、Ｐｏｌｙ
ｍｅｒ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ（Ｓｈｒｏｐｓｈｉｒｅ，ＵＫ）から購入される。ポ
リスチレン標準は、１，０００，０００以上の分子量については５０ミリリットルの溶媒
中０．０２５グラムで、および１，０００，０００未満の分子量については５０ミリリッ
トルの溶媒中０．０５グラムで調製される。これらのポリスチレン標準は、３０分間静か
な撹拌をともなって８０℃で溶解される。これらの狭い標準混合物が最初に実験され、分
解を最小限にするために漸減最高分子量成分の順序で実験される。ポリスチレン標準ピー
ク分子量は、（ＷｉｌｌｉａｍｓおよびＷａｒｄ，Ｊ．Ｐｏｌｙｍ．Ｓｃｉ．Ｐｏｌｙｍ
．Ｌｅｔ，６、６２１（１９６８）に記載されているように）次の方程式：Ｍポリエチレ

ン＝０．４３１（Ｍポリスチレン）を用いて、ポリエチレン分子量へ転換される。
【００９８】
　ポリエチレン当量分子量計算は、Ｖｉｓｃｏｔｅｋ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ，Ｈｏｕ
ｓｔｏｎ，Ｔｅｘａｓから入手しうる、Ｖｉｓｃｏｔｅｋ　ＴｒｉＳＥＣ（商標）ソフト
ウエアバージョン３．０を用いて実施される。
【００９９】
　金属錯体の調製
　米国特許出願第２００４／００１０１０３号の合成手順が、金属錯体実施例１～３およ
び比較例Ａ～Ｅを調製するために実質的に繰り返された。
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【化４１】

【化４２】
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【０１００】
　前記の金属錯体は、２０℃でメチルシクロヘキサン中の溶解度について特定される。過
剰な微粉砕金属錯体が、公知量の溶媒中で１時間撹拌される。溶液が濾過され、溶媒が減
圧下に除去される。回収された残渣の量が、パーセント溶解度を決定するために量られる
。結果が表１に見られる。
【表１】

 
【０１０１】
　表１の結果は、本発明に開示されているような適切な位置にある立体的にバルキーなリ
ガンド基を含有する本発明による金属錯体が、このようなリガンド基および／またはリガ
ンド位置決定を欠いている金属錯体よりも高い、脂肪族または脂環式炭化水素中の溶解度
を有するという結論を裏付ける。
【０１０２】
　連続溶液重合
　連続溶液重合は、内部撹拌機を備えた、コンピューター制御されたオートクレーブ反応
器で実施される。精製混合アルカン溶媒（Ｅｘｘｏｎ　Ｍｏｂｉｌ，Ｉｎｃ．から入手し
うるＩｓｏｐａｒ（商標）Ｅ）、エチレン、１－オクテン、および水素が、温度制御のた
めのジャケットおよび内部サーモカップルを備えた３．８Ｌ反応器へ供給される。反応器
への溶媒供給は、質量流量制御器によって測定される。可変速度ダイヤフラムポンプは、
反応器への溶媒流量および圧力を制御する。ポンプの排出のとき、触媒および助触媒注入
ラインおよび反応器撹拌機に対してフラッシュ流を与えるために、サイドストリームが取
られる。これらの流は、質量流量計によって測定され、制御弁によって、またはニードル
弁の手動調節によって制御される。残りの溶媒は、１－オクテン、エチレン、および水素
と組み合わされ、反応器へ供給される。質量流量制御器が、必要に応じて反応器へ水素を
送達するために用いられる。溶媒／モノマー溶液の温度は、反応器へ入る前に熱交換器の
使用によって制御される。このストリームは、反応器の底部に入る。金属錯体および１．
２当量の助触媒、およその式［（Ｃ１４－１８Ｈ２７－３５）２ＣＨ３Ｎ］＋［Ｂ（Ｃ６

Ｆ５）４］－）を有する（ビス水素化タロウアルキル）メチルアンモニウムテトラキス（
ペンタフルオロフェニル）ボレートは、５当量のトリイソブチルアルミニウム変性アルモ
キサン（Ａｋｚｏ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，Ｉｎｃ．から入手しうるＭＭＡＯ）とともにこ
の触媒組成物を形成する。これらの触媒成分溶液は、ポンプおよび質量流量計を用いて計
量され、触媒フラッシュ溶媒と組み合わされ、反応器の底部へ導入される。反応器は、５
００ｐｓｉｇ（３．４５ＭＰａ）で激しい撹拌をともなって液体フル(liquid-full)に運
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転される。生成物は、反応器の頂部で出口ラインを通って取り出される。反応器からのす
べての出口ラインは、蒸気トレースされ、絶縁されている。重合は、いずれかの安定剤ま
たはほかの添加剤とともに出口ライン中への少量の水の添加、および混合物を静的混合器
に通すことによって停止される。生成物ストリームはついで、揮発分除去の前に熱交換器
を通過させることによって加熱される。ポリマー生成物は、揮発分除去押出し機および水
冷ペレット化機を用いた押出しによって回収される。プロセスの詳細および結果は、表２
に含まれている。ポリマー特性は、表３に示されている。
【表２】

【表３】

 
【０１０３】
　表３の結果は、良好な特性を有するが、低下したＩ１０／Ｉ２（長鎖分枝形成における
減少を示している）を有するポリマーが、単に本明細書に記載された金属錯体の使用によ
って、本発明にしたがって調製されうることを示している。
【０１０４】
　可変温度重合
　上に記載された重合条件は、ある範囲の重合温度にわたっていくつかのポリマーを生成
するために実質的に繰り返される。ポリマーＩ１０／Ｉ２値が測定され、プロットされる
。データ点にフィットする線が、図１に描かれている。図１において、ＰＥは、１：３：
１のＴｉ：Ｂ：Ａｌモル比における、（ｔ－ブチルアミド）ジメチル（１，２，３，４，
５－η）－１，５，６，７－テトラヒドロ－２－メチル－ｓ－インダセン－１－イル）シ
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ランチタン（ＩＩ）１，３－ペンタジエン金属錯体（米国特許第５，９６５，７５６号に
したがって調製される）、およびトリスペンタフルオロフェニルボラン助触媒をＭＡＯス
カベンジャーとともに用いて調製された、強化された長鎖分枝を含有するエチレン／オク
テンコポリマーである。比較ポリマーＡＡ（比較金属錯体Ａを用いる）およびポリマー１
Ａ（金属錯体実施例１を用いる）は、既に開示された助触媒／スカベンジャーの組み合わ
せを用いて調製される。テストされた温度範囲にわたって、本発明（ＩＡ）にしたがって
調製されたポリマーは、２つの比較ポリマーについてのものよりも小さいＩ１０／Ｉ２値
を有する。
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【図１】
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