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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
75重量％以上のプロピレン誘導単位、5重量％以上のエチレン誘導単位、および10重量％
以下のジエン誘導単位を含むプロピレン-ベース・エラストマーから成る連続相と、
90重量％以上のプロピレン誘導単位を含む結晶質ポリプロピレン成分、及び
ブレンドの全重量に基づいて1重量%から30重量%の量で、分子量(Mn)が500から1000の炭化
水素樹脂から成る分散化相とを含む
架橋エラストマーブレンドであって、
前記連続相を構成する前記プロピレン-ベース・エラストマーが架橋されており、
架橋前の前記プロピレン-ベース・エラストマーのDSCによる融点が90℃以下で融解熱が5J
/g～50J/gであり、ＩＲスペクトルによって決定されるアイソタクチック指数が５７％～
６７％であり、
100ミル（2540μm）厚みあたりのヘーズが４０％以下であることを特徴とする架橋エラス
トマーブレンド。
【請求項２】
上記プロピレン-ベース・エラストマーは、架橋前に、2.16kg荷重のASTM D1238＠230℃に
従った0.1～400g/10minのMFRを持つことを特徴とする、請求項１記載の架橋エラストマー
ブレンド。
【請求項３】
前記架橋されたプロピレン-ベース・エラストマーが、ASTM D412方法Aに従った0.5Mpa以
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上の最大引っ張り強度を有することを特徴とする、請求項１または２記載の架橋エラスト
マーブレンド。
【請求項４】
プロピレン-ベース・エラストマーが、0.3～10重量％のジエン誘導単位を含むことを特徴
とする、請求項１～３のいずれかの項に記載の架橋エラストマーブレンド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、65%～95%のアイソタクチック・プロピレン・トリアド(triad)立体規則性、1
10℃以下のDSCによる融点、5J/g～50J/gの融解熱、および100ミル厚さ当たり95以下のヘ
ーズ（曇り）％を有する架橋プロピレン-ベース・エラストマーを一般に対象とする。本
発明のプロピレン-ベース・エラストマーは75重量％以上のプロピレン誘導単位、5重量％
以上のエチレン誘導単位、およびオプションとして10重量％以下のジエン誘導単位を含む
。本発明はまた、このような架橋プロピレン-ベース・エラストマー、およびポリマー100
重量当たり100重量以下の色素を含むエラストマー組成物を対象とする。本発明の実施形
態はまた、このような組生物を含む、フィルム、繊維、不織布、成形製品、および押出し
製品を含む。本発明の特に好適な実施形態および応用は、ある程度の透明性または半透明
性が望まれるようなものである。
【背景技術】
【０００２】
　非晶質および部分的に結晶質（一般に半結晶質と呼ばれる）ポリマーは、たとえば、AS
TM・D1566で定義されるようなエラストマー特性を提供することができる。重要な種類の
エラストマーは、一般にチーグラー-ナッタ型触媒を持つ付加重合を使ってポリオレフィ
ンから誘導される。現在、ポリオレフィン・エラストマーは、エチレン、プロピレン（短
鎖分岐を提供する）のような結晶化度崩壊α-オレフィン、およびオプションとして少量
のポリエン（たとえば、ジエン）の共重合体であり、異なった鎖の間に架橋を提供する際
に有用な不飽和短鎖分岐を提供する。これらの共重合体は、ジエン、またはエチレン・プ
ロピレン・ジエン・ターポリマー(EPDM)から誘導された単位を含まないエチレン・プロピ
レン・コポリマー（EP）であっても良い。
【０００３】
　EPおよびEPDM共重合体を硬化するための異なった技術が存在する。硬化は、マクロマー
またはポリマー鎖が、既に形成されたポリマーの長さに沿ってそれ自体を挿入する、長鎖
分岐の最初の生成から、硬化されたポリマーが部分的に可溶でありかつ部分的に不溶であ
る中間形態へ、次にそのバルクが不溶である完全に硬化した形態へ、次第に進行可能であ
る。そして、実質的にすべてのポリマーは網目状に架橋され、どんな孤立したポリマー鎖
も個別の抽出用として残らない。
【０００４】
　劣化、硬さ、伸展性、圧縮永久歪、引っ張り強度、および冷却性能のような、プロセス
性能および最終生成物の物理特性をバランスさせるために、当業者は共重合体、硬化／架
橋システム、および他の形成材料を選択する。
【０００５】
　EP946641、EP946640、EP1003814、US特許番号6,245,856、およびUS特許番号6,525,157
、および他は、エラストマーであり、ポリマー鎖においてアイソタクチックに配列したプ
ロピレン誘導シーケンス（連鎖）から生じる結晶化度を有するポレオレフィン共重合体を
開示している。これは、結晶化度がエチレン誘導シーケンスによる、現在の商業使用のEP
およびEPDM共重合体と対照的である。このようなプロピレン-ベース・エラストマーの性
質は、多くの点において、周知のEPおよびEPDM共重合体エラストマーと異なっている。こ
れらの新しいプロピレン-ベース・エラストマーにジエンの使用が意図されてきた。たと
えば、WO00/69964の15ページ18行～25行を見よ。
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の課題は、改良した外観を持ち、透明または半透明であり、さらに高い引っ張り
強度および引き裂き強度を持つ、架橋（された）プロピレン-ベース・エラストマーを提
供することである。
　本発明の目的は、エラストマーのエラストマー性能エンベロープを向上させ、プロセス
改良するために種々の程度まで硬化される、プロピレン-ベース・エラストマーを提供す
ることである。また、プロピレン-ベース・エラストマーを改良し、硬化を促進し、最適
最終用途性能を向上することである。また、EPおよびEPDM共重合体エラストマーを用いて
達成できない最終用途性能と外観を提供することである。さらに、透明または半透明であ
り、かつ高い最大引っ張り強度および引き裂き強度を有する新規の架橋プロピレン-ベー
ス・エラストマーを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
（本発明の概要）
　一つの形態において、本発明は、さらにエラストマーのエラストマー性能エンベロープ
を向上させ、プロセス改良するために種々の程度まで硬化される、プロピレン-ベース・
エラストマーを提供する。
【０００８】
　別の形態において、改良プロピレン-ベース・エラストマーは、色々なオプションの方
法およびプロセスにおいて、硬化を促進し、最適最終用途性能を向上するために、ジエン
を含む。
【０００９】
　別の形態において、本発明は、EPおよびEPDM共重合体エラストマーを用いて達成できな
い最終用途性能と外観を提供するために、このようなプロピレン-ベース・エラストマー
を含む改良法を提供する。
【００１０】
　驚くべきことに、透明または半透明であり、かつ高い最大引っ張り強度および引き裂き
強度を有する新規の架橋プロピレン-ベース・エラストマーを製造できる。特別の実施形
態において、これらの架橋プロピレン-ベース・エラストマーは、商業的に利用可能なEPD
Mから作られる架橋組成物と比較して、最大引っ張り強度およびダイC（打抜き）引き裂き
強度を改良した。
【００１１】
　一つの実施形態において、本発明は、65%～95%のアイソタクチック・プロピレン・トリ
アド立体規則性、110℃以下のDSCによる融点、5J/g～50J/gの融解熱、および95未満の100
ミル当たりのヘーズ％を有する架橋エラストマーを提供する。架橋エラストマーは、75重
量％以上のプロピレン誘導単位、5重量％以上のエチレン誘導単位、およびオプションと
して10重量％以下のジエン誘導単位を含む。
【００１２】
　別の実施形態において、本発明は、ここで述べる架橋プロピレン-ベース・エラストマ
ー、およびポリマー100重量当たり100重量以下の色素含むエラストマー組成物を提供する
。
【００１３】
　別の実施形態において、本発明は、本明細書で述べる独創的な組成物のどんなものでも
含む、フィルム、繊維、不織布、成形製品、および押出し製品のような製品を提供する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
（詳細な説明）
（光学特性）
　好適な実施形態において、本発明は、重要な透明性または半透明性を有する一方で、良
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好な強度および引き裂き特性を有するエラストマー材料に関する。好適な実施形態は、一
つ以上のプロピレン-ベース・エラストマーおよび第二のポリマーのブレンド、最適には
、一つ以上のプロピレン-ベース・エラストマーおよび架橋された第二のポリマーととも
にアイソタクチック・プロピレンのブレンドを含む。透明度は、以下の「テスト方法」に
おいてより完全に記載されたやり方で測定された材料サンプルの１００ミル厚さ当たりの
ヘーズ（曇り）％の最大値として測定される。本発明の架橋プロピレン-ベース・エラス
トマーおよびそのようなプロピレン-ベース・エラストマーを含む本発明の組成物は、100
ミル厚さ当たり好適には、95以下、または80以下または60以下、または50以下、40以下、
または30以下、または20以下のヘーズ％を有する。
【００１５】
　本発明の実施形態において、組成物はさらに非黒色素を含む。色素は、架橋製品の透明
性に必ずしも影響を及ぼすわけではないが、色合いまたは色彩を与えることができる。色
素は、どんな色彩でも色合いでも良い。たとえば、白、赤、緑、青、または黄色。
【００１６】
（架橋）
　一つの実施形態において、強度、引き裂き抵抗および他の性能特性は、事前に選択した
程度までエラストマーを架橋することによって、改良される。別の実施形態において、プ
ロピレン-ベース・エラストマーは、好都合なプロセスを許容する種々の程度まで架橋さ
れる。ある実施形態において、プロピレン-ベース・エラストマーは、色々なオプション
の方法およびプロセスにおいて、架橋を促進し、最適最終用途性能を向上するために、ジ
エンを含む。たとえば、照射を用いて架橋を減少させる場合のような他の実施形態におい
て、プロピレン-ベース・エラストマー中のジエンの存在はオプションである。
【００１７】
　本明細書で使われるように、用語「架橋（される）」は、組成物の全重量に基づいて、
2重量％以下の不溶性物質を有する組成物および／または1～10の粘度比を有する組成物を
提供するために、一つ以上の従来の架橋方法によって、ポリマー鎖が結合される組成物に
関係する。特別の実施形態において、プロピレン-ベース・エラストマーは、架橋前に組
成物を溶解するどんな溶媒においても、2重量％以下、5重量％以下、10重量％以下、20重
量％以下、35重量％以下、45重量％以下、65重量％以下、75重量％以下、85重量％以下、
95重量％以下の不溶性物質を持つ組成物を提供する程度まで、架橋される。別の特別の実
施形態において、プロピレン-ベース・エラストマーは、1.1～100、または1.2～50、また
はさらに好適には2.0～20および最適には5.0から10の粘度比を有する組成物を提供する程
度まで、架橋される。
【００１８】
　典型的には、特別の材料の最大引っ張り強度は、非架橋化合物（たとえば、典型的には
、低い最大引っ張り強度を有する低い初期粘度（すなわち、高MFR）を持つ材料）のMFRに
よって影響を受ける。その結果、本発明の架橋プロピレン-ベース・エラストマーが、架
橋前に高い粘度を持たずに高い最大引っ張り強度を持つということは、驚異である。たと
えば、特別の実施形態において、本発明の架橋プロピレン-ベース・エラストマーは、25M
FRの開始粘度を持つ一方で、0.5MP a以上の最大引っ張り強度(TS)を持つ。この実施形態
の特別の場合において、架橋前におけるプロピレン-ベース・エラストマーのMFR＠230℃
に対するショアA硬度の比および架橋（された）プロピレン-ベース・エラストマーのMP a
で測定された最大引っ張り強度(TS)は、次式を満足する。（ショアA硬度／MFR＠230℃）
≦1.66＊TS－B1で、 B1は0、または3.33、または6.66、または10である。
【００１９】
　一般に、材料のダイC引き裂き強度は、非架橋化合物のMFRによって影響を受ける。たと
えば、低粘度（すなわち、高MFR）を有する材料は一般に、低いダイC引き裂き強度を有す
る。逆に、高いショアA硬度を有する材料はまた本来的に高いダイC引き裂き強度を有する
。その結果、本発明の架橋プロピレン-ベース・エラストマーが、高粘度を有しないで高
いダイC引き裂き強度を持つということは、驚異である。たとえば、特別の実施形態にお
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いて、本発明の架橋プロピレン-ベース・エラストマーは、ポンド重／インチで測定され
た、50以上のダイ引き裂き強度（ダイC）を持つ。この実施形態の特別の場合において、
架橋前のプロピレン-ベース・エラストマーのMFR＠230℃に対するショアA硬度の比および
、プロピレン-ベース・エラストマーのポンド重／インチで測定されたダイC引き裂き強度
は、次式を満足する。。（ショアA硬度／MFR＠230℃）≦1.22＊ダイＣ－B2で、B2は0、ま
たは10、または20、または30である。
【００２０】
　ポリマー成分の親和性混合物を提供するどんな方法によっても、ここで記載される組成
物を製造しても良い。一般に、プロセスの第一の工程は、親密に接触させて成分を分散化
するように設計されたプロセスおよび他の機械と同様に、成分を一緒に溶融プレスするカ
ーバープレス、内部ミキサー（たとえば、成分を溶解または溶融ブレンドするブラベンダ
ー・ミキサーまたはバンブリー・ミキサー）、および単軸および二軸押出し機、静的ミキ
サー、緩衝ミキサーを含む連続混合方法として使用される装置のような装置（これらに限
定はされない）を使って、ポリマー成分およびプロセスオイル、フィルター、染料、抗酸
化剤、人工降雨剤、および流動性向上剤のような、オプションの添加物（たとえば、プロ
セスオイル、フィルター、染料、抗酸化剤、人工降雨剤、および流動性向上剤）を混合す
ることである。ポリマー成分の完全な混合は、組成物のモルフォロジーの均一性によって
示される。このような方法は当業者には周知である。一つの実施形態において、次の工程
は、過酸化物または硫化化合物のような化学硬化剤を親和性混合物と混合させ、その後で
化学硬化剤を含む親和性混合物を製品の最終形状に加工し、プロピレン-ベース・エラス
トマーの架橋化を行うため長期間昇温することである。別の実施形態において、次の工程
は、親和性混合物を製品の最終形状に加工し、その後でプロピレン-ベース・エラストマ
ーを架橋するために、その加工した混合物を外部硬化剤（たとえば、高エネルギー照射）
にさらすことである。
【００２１】
　本発明の実施において使うことができる硬化システムは、一つ以上の硫黄ベース硬化剤
、過酸化物硬化剤、レジン・キュア、ヒドロシリル化、不安定または移動性硬化システム
、および高エネルギー照射を含む。このような硬化システムは技術的には周知である。
【００２２】
　反応を誘発するために、硫黄、硫黄供与体、過酸化物、およびレジンのような、化学硬
化剤を使用するとき、硬化剤は、所望の製品の最終形状を加工する前に、一般に、プロピ
レン-ベース・エラストマー、またはエラストマーを含むブレンドに混合される。好適な
実施形態において、当業者に周知である他の硬化開始工程または熱処理によって、製品の
加工後に、硬化プロセスを開始しても良い。反応を誘発するために、高エネルギー照射の
ような、外部硬化剤を使用するときは、プロピレン-ベース・エラストマー、またはエラ
ストマーを含むブレンドは、外部硬化剤と接触する前に、所望の製品の最終形状に加工さ
れる。
【００２３】
（プロピレン-ベース・エラストマー）
　本発明のプロピレン-ベース・エラストマーは、非結晶質領域により遮断された結晶質
領域を持つランダム・プロピレン・ホモポリマーまたはコポリマーである。非結晶質領域
は非結晶化可能なプロピレン・セグメントおよび／またはコモノマー単位の含有物の領域
から生じても良い。プロピレンの挿入におけるエラーの導入によっておよび／またはコモ
ノマーの存在によって、高度にアイソタクチックなプロピレンと比較して、プロピレン-
ベース・エラストマーの結晶化度および融点は低下する。
【００２４】
　プロピレン-ベース・エラストマーの結晶化度を融解熱によって表現しても良い。特別
の実施形態において、プロピレン-ベース・エラストマーは、1.0J/g、または1.5J/g、ま
たは3.0 J/g、または4.0 J/g、または6.0 J/g、または7.0 J/gの下限から、30 J/g、また
は40 J/g、または50 J/g、または60 J/g、または75 J/gの上限までの範囲内で、DSCによ
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り決定された融解熱を持つ。
【００２５】
　プロピレン-ベース・エラストマーの結晶化度はまた、結晶化度パーセントによって表
現可能である。最高級のプロピレンの熱エネルギーは189J/gで見積もられる。すなわち、
100%結晶化度は189J/gに等しい。その結果、特別の実施形態において、プロピレン-ベー
ス・エラストマーは、65%、または40%、または30%、または25%、または20%の上限および1
%、または3%、または5%、または7%、または8%の下限を有する範囲内で、プロピレン結晶
化度を持つ。
【００２６】
　結晶化度のレベルはまた融点において反映されている。本明細書で使われる用語「融点
」とは、DSCにより決定された第一および第二の溶融ピークの間で最高ピークのことであ
る。特別の実施形態において、プロピレン-ベース・エラストマーは、110℃、または105
℃、または90℃、または80℃、または70℃の上限から0℃、または20℃、または25℃、ま
たは30℃、または35℃、または40℃、または45℃の下限までの範囲内で、DSCによる融点
を持つ。
【００２７】
　プロピレン-ベース・エラストマーは一般に、60重量％以上のプロピレン誘導単位を含
み、特別の実施形態において、プロピレン-ベース・エラストマーは75重量％以上、また
は80重量％以上、または90重量％以上のプロピレン誘導単位を含む。
【００２８】
　本発明において適切なプロピレン-ベース・エラストマーは、65%、または70%、または7
5%の下限から95%、または97%、または98%、または99%の上限までの範囲内で、アイソタク
チック・プロピレン・トリアド立体規則性を持つ。ポリマーのアイソタクチック・プロピ
レン・トリアド立体規則性は、ｍおよびｒシーケンスの二元結合として表現される、先か
ら端までの結合からなる鎖、3つの隣接プロピレン単位のシーケンスの相対的立体規則性
である。ポリマーのアイソタクチック・プロピレン・トリアド立体規則性は、13C NMRお
よびUS特許番号5,504,172において概説された計算を使って決定された。
【００２９】
　特別の実施形態において、本発明のプロピレン-ベース・エラストマーは0%を超えるか
または、50%、または25%の上限および3%、または10%の下限の範囲内で、アイソタクチッ
ク指数を持つ。
【００３０】
　特別の実施形態において、本発明のプロピレン-ベース・エラストマーは、8、または10
、または12の上限および4、または6下限の範囲内で、立体規則性指数(m/r)を持つ。
【００３１】
　特別の実施形態において、本発明のプロピレン-ベース・エラストマーは、架橋前に、0
.1～400、または3～200、または5～150の230℃におけるメルト（溶融）フローレート(MFR
)を持つ。
【００３２】
　特別の実施形態において、プロピレン-ベース・エラストマーは、50%未満の200%伸び後
の永久伸びを持つ。この実施形態の特別の場合において、プロピレン-ベース・エラスト
マーは、1500psi（10.4MP a）以上、または1000 psi（6.9MP a）以上、または500 psi（3
.5MP a）以上の最大引っ張り強度を持つ。
【００３３】
　幾つかの実施形態において、プロピレン-ベース・エラストマーの結晶化度は、エチレ
ン、C4-C20アルファ-オレフィン、およびプロピレンから選択される、一つ以上の限定量
のコモノマーと、プロピレンとの共重合によって制御される。これらのコポリマーにおい
て、プロピレン-ベース・エラストマーにおけるプロピレン誘導単位の量は、プロピレン-
ベース・エラストマーの全重量に基づいて、99.9重量％、または97重量％、または95重量
％、または94重量％、または92重量％、または90重量％、または85重量％の上限から、60
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重量％、または68重量％、または70重量％、または71重量％、または75重量％、または76
重量％、または80重量％の下限までの範囲である。プロピレン-ベース・エラストマーに
存在するエチレンおよび／またはC4-C20アルファ-オレフィンから誘導されるオプション
単位の量は、プロピレン-ベース・エラストマーの全重量に基づいて、40重量％、または3
5重量％、または3 0重量％、または28重量％、または25重量％、または20重量％、または
15重量％の上限から、0重量％、または0.5重量％、または1重量％、または2重量％、また
は3重量％、または5重量％、または6重量％、または8重量％、または10重量％の下限まで
の範囲である。プロピレン-ベース・エラストマーに存在するオプションのポリエン誘導
単位の量は、プロピレン-ベース・エラストマーの全重量に基づいて、25重量％、または2
 0重量％、または15重量％、または10重量％、または7重量％、または6重量％、または5
重量％、または4.5重量％、または3重量％、または2.5重量％の上限から、0重量％、また
は0.1重量％、または0.2重量％、または0.3重量％、または0.5重量％、または1重量％、
または1.5重量％の下限までの範囲である。
【００３４】
　プロピレン-ベース・エラストマー中にオプションとして存在する好適なα-オレフィン
の非限定的な例は、プロピレン、1-ブテン、1-ペンテン、１－ヘキセン、1-オクテン、お
よび1-ドデセンを含む。プロピレン-ベース・エラストマー中にオプションとして存在す
るプロピレン誘導単位を、一つ以上の不飽和結合がポリマーに組込まれても良いところに
、２つ以上の不飽和結合を持つどんな炭化水素構造から誘導しても良い。好適なポリエン
の非限定的な例は、5-エチリデン-2-ノルボルネン（“ENB”）、5-ビニル-2-ノルボルネ
ン（“VNB”）、ジビニル・ベンゼン（“DVB”）、およびジシクロペンタジエン（“DCPD
”）を含む。
【００３５】
　特別の実施形態において、プロピレン-ベース・エラストマーは、125℃で0.5～100、ま
たは5～40、または10～40のムーニー粘度ML(1+4)を持つ。
【００３６】
　本発明のプロピレン-ベース・エラストマーは、5,000,000g/mol、または1,000,000 g/m
ol、または500,000 g/molの上限、および10,000 g/mol、または15,000 g/mol、または20,
000 g/mol、または80,000 g/molの下限を有する範囲以内で、重量平均分子量(MW)を持ち
、40、または20、または10、または5、または4.5、または4.0、または3.2、または3.0の
上限、および1.5、または1.8、または2.0の下限を有する範囲以内で、時には「多分散性
指数」と呼ばれる分子量分布MW/Mn(MWD)を持つ。
【００３７】
　適切なプロピレン-ベース・エラストマーの非限定的な実施例は、それらを製造するた
めの方法と同様に、係属中のUS特許公開番号2005-0107529に開示されている“FPC”、 US
公開特許出願番号2003/0204017に開示されている「アイソタクチック・プロピレン・コポ
リマー」、US特許番号6,525,157に開示されている「プロピレン・エチレン・コポリマー
」、およびPCT公開番号WO02/083754に開示されている「プロピレン・エチレン・コポリマ
ー」を含み、これらの開示内容は、参照することにより本明細書に完全に含まれる。
【００３８】
　プロピレン誘導単位を立体規則的に組み込むことによって、結晶化度を減少させること
も可能である。その結晶化度は、たとえば触媒および重合温度の選択により、影響を受け
る。
【００３９】
　本発明のプロピレン-ベース・エラストマーは、前処理のどんな重合方法によっても限
定されない。また本明細書に記載される重合プロセスはどんな特別な種類の反応容器によ
っても限定されない。
【００４０】
　特別の実施形態において、プロピレン-ベース・エラストマーを生産するために使われ
る触媒系は、一つ以上の遷移金属化合物および一つ以上の活性剤を含む。アルモキサンま
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たはアルミニウム・アルキル活性剤が使われる時、前もって混合した活性剤に対する触媒
のモル比は一般には、1:5000～10:1である。イオン化活性剤が使われる時、前もって混合
した活性剤に対する触媒のモル比は一般には、10:1から:10である。アルモキサンまたは
アルミニウム・アルキルの混合物の使用を含む複合活性剤を使っても良い。
【００４１】
　特別の実施形態において、触媒系はビス（シクロペンタジエニル）金属化合物および（
１）非配位互換性アニオン活性剤、または（２）アルモキサン活性剤のいずれかを含む。
使用可能な触媒系の非限定的な例は、US特許番号5,198,401および5,391,629に開示されて
いて、それらは、参照することにより本明細書に含まれる。
【００４２】
　特別の実施形態において、プロピレン-ベース・エラストマーは、ハロゲン化テトラ-ア
リルー置換群13アニオン（各々のアリル置換は二つ以上の環状芳香環を含有する）を含む
前駆イオン化合物である活性共触媒の存在下で作られる。実施形態の特別の場合において
、プロピレン-ベース・エラストマーは、0.2ppmを超える、または0.5ppmを超える、また
は1ppmを超える、または5ppmを超える、活性共触媒の残留物を含む。
【００４３】
　特別の実施形態において、プロピレン-ベース・エラストマーを生産するために使われ
る触媒系は、ジメチル・シリル・ビス（インデニル）ハフニウム・ジメチルには限定され
ない、Hf含有メタロセン触媒、およびジメチル・アルミニウム・テトラキス（ヘプタフル
オロナフチル）ボレートには限定されない、非配位アニオン活性剤、を含む。
【００４４】
　さらに別の実施形態において、プロピレン-ベース・エラストマーは、公開US特許出願2
004/0024146に開示された、どんな触媒系および重合方法を使っても生成される。その開
示は参照することにより本明細書に含まれる。
【００４５】
　さらに別の実施形態において、プロピレン-ベース・エラストマーは、公開US特許出願2
003/0204017に開示された、非メタロセン、金属中心のヘテロアリル・リガンド触媒系の
一つのような触媒系を使って生成される。その開示は参照することにより本明細書に含ま
れる。
【００４６】
　プロピレン-ベース・エラストマーを製造する時に使用するための適切なさらなる一般
的プロセス条件の情報を、US特許出願番号5,001, 205、PCT公開W096/33227およびW097/22
639に限定されない開示を含む開示物に見つけることができる。気相重合プロセスに関す
るさらなる情報を、US特許出願番号4,543,399、4,588,790、5,028, 670、5,317, 36、5,3
52,749、5,405,922、5,436,304、5,453,471、5,462,999、5,616,661、5,627,242、5,665,
818、5,668,228、および5,677,375、およびヨーロッパ公開特許EP-A-0 794 200、EP-A-0 
802 202、およびEP-B-634 421に限定されない開示を含む開示物に見つけることができる
。液状触媒系を流動床重合の粒子傾斜ゾーンに導入する方法に関する情報をUS特許出願番
号5,693,727に限定されない開示を含む開示物に見つけることができる。スラリー重合プ
ロセスに関するさらなる情報を、US特許出願番号3,248, 179および4,613, 484に限定され
ない開示を含む開示物に見つけることができる。PCT公開WO96/08520およびUS特許出願番
号5,712, 352は、何のスカベンジャー（捕捉剤）もないか、実質的にない状態で動作する
重合プロセスを記載する限定されない開示物の例である。
【００４７】
　プロピレン-ベース・エラストマー含有組成物を含む本発明の実施形態において、プロ
ピレン-ベース・エラストマーは、組成物の全重量に基づいて、50重量％以上、または60
重量％以上、または70重量％以上、または75重量％以上、または80重量％以上、または95
重量％以上の量で存在する。
【００４８】
　プロピレン-ベース・エラストマー含有組成物を含む本発明の別の実施形態において、
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プロピレン-ベース・エラストマーの重量に対する、結晶質ポリマー成分、フィラー、色
素、および可塑剤などの全重量（すなわち、プロピレン-ベース・エラストマー以外の材
料の全重量）の比は、2以下または1.5以下または1.3以下または1以下または0.5以下また
は0.3以下または0.2以下である。
【００４９】
（結晶質ポリマー成分）
　本発明の幾つかの実施形態は結晶質プロピレン・ポリマー成分を含む。結晶質プロピレ
ン・ポリマー成分は、プロピレン・ホモポリマー、プロピレン・コポリマー、およびそれ
らの混合物（それらは、リアクター・コポリマーまたは耐衝撃性コポリマーとして普通に
知られている）から選択しても良い。結晶質ポリマー成分がプロピレン・コポリマーを含
む実施形態において、プロピレン・コポリマーは、グラフト・コポリマー、ブロック・コ
ポリマー、またはランダム・コポリマーであっても良い。
【００５０】
　結晶質ポリマー成分中に存在するプロピレン誘導単位の量は、結晶質ポリマー成分の全
重量に基づいて、90重量％以上、または92重量％以上、または95重量％以上、または97重
量％以上、または100重量％である。
【００５１】
　一つの実施形態において、結晶質ポリマー成分は、プロピレンのランダム・コポリマー
並びに、エチレンおよびC4-C12アルファ-オレフィンの一つ以上から選択される一つ以上
のコモノマーを含む。この実施形態の特別の場合において、コモノマーの量は、結晶質ポ
リマー成分の全重量に基づいて、9重量％以上、または8重量％以上、または6重量％以上
の上限、および2重量％以上の下限を有する範囲内である。
【００５２】
　本発明の結晶質ポリマー成分は110℃以上、または115℃以上、または130℃以上のDSCに
よる融点、および60J/g、または70J/g、または80J/gのDSCにより決定された融解熱を持つ
。
【００５３】
　本発明の結晶質ポリマー成分は、5,000,000g/mol、または500,000 g/molの上限、およ
び10,000g/mol、または50,000 g/molの下限を有する範囲内で、重量平均分子量(MW)を持
ち、また、40の上限、および1.5の下限を有する範囲内で、時には「多分散指数」(PDI)と
呼ばれる、分子量分布MW/Mn(MWD)を持つ。
【００５４】
　本発明は、結晶質ポリマー成分のどんな特別な製造方法にも限定されない。一つの実施
形態において、結晶質ポリマー成分は、一段または多段反応炉において、プロピレンのホ
モ重合の周知のプロセスによって得られる、プロピレン・ホモポリマーであっても良い。
別の実施形態において、結晶質ポリマー成分は、一段または多段反応炉において、プロピ
レンおよび1つ以上のコモノマーを共重合する周知のプロセスによって得られる、プロピ
レン・コポリマーであっても良い。
【００５５】
　結晶質ポリマー成分を製造する重合方法は、高圧、スラリー、気体、バルク、溶液相、
およびそれらの組み合わせを含む。使用可能な触媒系は、従来のチーグラー・ナッタ触媒
およびシングル・サイトメタロセン触媒系を含む。一つの実施形態において、使用される
触媒は高いイソ特異性(isospecificity)を持つ。
【００５６】
　結晶質ポリマー成分の重合は、連続またはバッチプロセスによって、行われても良く、
また、連鎖移動剤、スカベンジャー、または当業者に周知の他のその種の添加物を含んで
も良い。結晶質ポリマー成分はまた、特性を改良または維持するためにアイソタクチック
・プロピレンに通常添加される、抗酸化物、流動性向上剤、および人工降雨剤のような添
加物を含んでも良い。
【００５７】
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（ブレンド）
　一つの実施形態において、本発明は、一つ以上のプロピレン-ベース・エラストマー、
および一つ以上の結晶質ポリマー成分を含むブレンド組成物を提供する。このようなブレ
ンド組成物は異なる結晶化度の領域から成る異質相形態を持つ。これらの異なる結晶化度
の領域は、本発明の組成物を通常利用可能なプロピレン・リアクター・コポリマー（すな
わち、アイソタクチック・ポリプロピレンおよびプロピレンとエチレンとのコポリマーの
ブレンド）から区別し、単一の結晶質相を持つ。
【００５８】
　好適な実施形態において、異種ブレンド組成物の連続相はアモルファスまたは結晶可能
形態を持ち、プロピレン-ベース・エラストマーを含み、さらに少量の結晶質ポリマー成
分を含んでも良い。分散化相は結晶質形態を持ち、結晶質ポリマー成分、オプションのフ
ィラー（充填剤）を含み、さらにまた、連続相に比較して少量のプロピレン-ベース・エ
ラストマーを含んでも良い。プロピレン-ベース・エラストマーは結晶質ポリマー成分に
比較して低い結晶化度を持つ。それゆえ、本発明の組成物の連続相は分散化相に比較して
低い結晶化度を持つ。低結晶化度連続相は、本発明の組成物の最適実施形態を、通常利用
可能なプロピレン耐衝撃性コポリマー、熱可塑性エラストマー、熱可塑性加硫物、および
熱可塑性オレフィン（これらは、高結晶質連続相を持つ）から区別する。
【００５９】
　このブレンド組成物の成分は、微細なブレンド形態を獲得し維持するために、予備形成
またはその場形成の相溶剤を添加する必要がない程度まで好適に相溶できるように選択さ
れるべきである。
【００６０】
　本明細書に記載した好適な異種ブレンド組成物の分散化相の領域は、5μm未満の平均最
小軸を持つほど小さい。分散化相の軸は大きくなると100μmほどになりうる。
【００６１】
（添加物）
　当業者にとって明らかなように、本発明の組成物は、ポリマー成分に加えて添加物を含
んでも良い。種々の添加物が特定の性質を向上させるために存在しても良いし、個々の成
分の処理の結果として、存在しても良い。組み込まれる添加物は、プロセス・オイル、防
火剤、抗酸化剤、可塑剤、色素、加硫または硬化剤、加硫または硬化促進剤、硬化抑制剤
、プロセス補助剤、難燃剤、粘着性樹脂、流動性向上剤、およびそれらの類似品を含むが
、これらに限定されない。ブロッキング防止剤、着色剤、潤滑剤、離型剤、人工降雨剤、
強化剤、および充填剤（粒状、繊維状、または粉状を含む）も用いても良い。人工降雨剤
および充填剤は製品の剛性を改良することもできる。本明細書に記載したリストは、本発
明を用いて使用されるすべての種類の添加物を含めることを意図してはいない。当業者は
、他の添加物も組成物の性質を向上させるために使うこともできるということを、理解す
るであろう。当業者によって理解されるように、本発明の組成物は、ブレンドの特性を望
む通りに調整するために修正しても良い。
【００６２】
　本明細書に記載した組成物は、硬化成分を含む組成物において特に、組成物の機械的お
よび磨耗特性を改良する可能性がある無機物の粒状充填剤も含んでも良い。私用される無
機物充填剤の量は、通常ポリマー材料の100重量当たり、1～100重量の無機物充填剤であ
る。無機物充填剤は直径が1mm未満の粒状物、長さが1cm未満の棒状物、および表面積が0.
2cm2未満の板状物を含む。模範的な粒状充填剤は、滑石、粘土、チタンとマグネシウム酸
化物、および珪化物を含む。カーボンブラックは、所望のオプションの特性と相互作用す
るので、通常好適ではないだろう。さらに、カルシウム・カーバイド、酸化亜鉛、重質炭
酸カルシウム、および酸化マグネシウムのような他の粒状充填剤も使うこともできる。棒
状フィラー（充填剤）の例はガラス繊維である。板状充填剤の例は雲母である。通常ナノ
組成物と呼ばれる非常に小さな粒状繊維の添加も考えられる。充填剤の添加は、本明細書
に記載した組成物の特性を変えることもできる。たとえば、無機物充填剤を含む組成物は



(11) JP 5244316 B2 2013.7.24

10

20

30

40

50

熱安定性および耐摩耗性を改良することも可能である。
【００６３】
　充填剤の量および選択は、架橋製品の透明性を損なわない組み合わせに限定される。通
常、充填剤の添加は、フィラーを含むポリマー・サンプルを通る光の通過をさえぎるため
に、透明性を失うことにつながる。 (a)長さが可視光の波長と同等以下であるフィラーの
使用、(b)屈折率がプロピレン-ベース・エラストマーに近い透明性フィラーの使用、(c)
最小許容可能量のフィラーまたは色素の使用、を含むフィラーの存在において、幾つかの
方法は、透明性を誘発するために利用できる。本発明の種々の実施形態において、本発明
の組成物の透明性を維持するために、これらの方法の1つ以上を使っても良い。
【００６４】
　本明細書に記載される組成物は、全ポリマーの100重量当たり、0～500重量、または2～
200重量、または5～150重量、または10～100重量、または20～50重量の範囲内でプロセス
・オイルを含んでも良い。適度な量のプロセス・オイルの添加は、0℃近辺以下の温度で
ブレンドの特性を改善する一方で、ブレンドの粘性および柔軟性を低下させる可能性があ
る。これらの潜在的な利点は、ブレンドのガラス転移温度(Tg)を低下させることによって
起こる。ブレンドにプロセス・オイルを添加することはまた、プロセス能力を改良し、弾
性および引っ張り強度のバランスを良くする。プロセス・オイルは通常、ゴムの応用にお
けるエキステンダー油として知られる。プロセス・オイルは、(a)酸素のような微量のヘ
テロ原子、(b)ジオクチル・プリタレート、エーテル、およびポリエステルのような一つ
以上のヘテロ原子のいずれかを持つ炭化水素を含む。プロセス・オイルは、200℃で実質
的に不揮発性である沸点を持つ。これらのプロセス・オイルは、自由流動性粉末を形成す
るために、原固体・原液として、または不活性な担体（たとえば、粘土、シリカ）上にこ
れらの材料を物理的に吸収させた混合物として、のいずれかで通常利用できる。プロセス
・オイルは通常、線形・非環式だが分岐、環状、および芳香族炭素質構造からなる多数の
化学化合物の混合物を含む。別の仲間のプロセス・オイルは、10,000未満の分子量(Mn)を
持つある有機エステルおよびアルキル・エーテル・エステルである。プロセス・オイルの
組合わせはまた、本発明の実施において使っても良い。プロセス・オイルは、融液中でポ
リマーブレンド組成物と相溶性または混和性であるべきであり、また室温でプロピレン-
ベース・エラストマーに本質的に混和性を有しても良い。プロセス・オイルは、ポリマー
の回復前にすべてのまたは一部のプロセス・オイルの添加、およびプロピレン-ベース・
エラストマーの混合用の配合の1部として、ポリマーにすべてのまたは一部のプロセス・
オイルの添加を含む、技術的に知られるどんな従来手段によっても、ブレンド組成物に添
加しても良い。配合工程を、ミルのようなバッチ混合機中、またはバンブリー・ミキサー
のような内部混合機中で行っても良い。配合作業を２軸押出し機のような連続プロセスで
行っても良い。アイソタクチック・プロ
ピレンおよびエチレン・プロピレン・ジエン・ゴムのブレンドのガラス転移温度を低下す
るためのプロセス・オイルの添加は、US特許番号5,290,886および5,397,832に開示されて
いて、これらの開示は参照することにより本明細書に含まれる。
【００６５】
　ここで使われるように、用語「プロセス・オイル」はまた、ある炭化水素樹脂を含み、
それは、ポリマーと混和するように選択される。その樹脂は、以下の範囲に適合する場合
には、混和できる。示差走査熱量測定実験において、ポリマー組成物は20℃および-50℃
の間の単一のガラス転移温度(Tg1)を示す。ポリマー組成物および炭化水素樹脂を含む対
応のポリマーブレンドも単一のガラス転移温度(Tg2)を示す。Tg2はTg1より1℃以上高い。
本発明におけるプロセス・オイルとして有用なこの樹脂は好適には、20℃以上のDSCによ
るガラス転移温度を持つ。本発明の実施形態において有用な炭化水素樹脂は、180℃、ま
たは150℃、または140℃の上限、および80℃、または120℃、または125℃の下限を有する
範囲内で軟化点を持つ。その軟化点(℃)は、ASTM E-28(1996年版)によるリングおよびボ
ール状軟化点として測定される。
【００６６】
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　特別の実施形態において、本発明のブレンドは、ブレンドの全重量に基づいて、重量で
1%、または5%、または10%の下限から、ブレンドの全重量に基づいて、重量で30%、または
25%、または20%の上限までの範囲内の量で炭化水素樹脂を含む。
【００６７】
　種々の天然樹脂および合成樹脂、単独またはお互いの混合物において、本明細書に記載
された組成物を製造する際に使うことができる。適切な樹脂は、天然ロジンとロジン・エ
ステル、水素化ロジンと水素化ロジン・エステル、クマロニンデン樹脂、石油樹脂、ポリ
エステル樹脂、およびテルペン-フェノール樹脂を含むが、これらに限定されない。適切
な石油樹脂の具体例は、脂肪族炭化水素樹脂、水素化脂肪族炭化水素樹脂、混合脂肪族・
芳香族炭化水素樹脂、水素化混合脂肪族・芳香族炭化水素樹脂、脂環式炭化水素樹脂、水
素化脂環式炭化水素樹脂、混合脂環式・芳香族芳香族炭化水素樹脂、水素化混合脂環式・
芳香族炭化水素樹脂、芳香族炭化水素樹脂、置換芳香族炭化水素、水素化芳香族炭化水素
樹脂を含むが、これらに限定されない。ここで使われる、水素化とは、完全に、本質的に
および少なくとも部分的に水素化樹脂を含む。適切な芳香族樹脂は、1-30%、好適には1-2
0%、もっと好適には1-5%、さらに好適には1重量％未満の芳香族量を有する、芳香族修正
脂肪族樹脂、芳香族修正脂環式樹脂、および水素化芳香族炭化水素樹脂を含む。上記樹脂
のいずれでも、その樹脂の特性を向上させるために、不飽和エステルまたは無水化物を用
いてグラフトしても良い。グラフト化樹脂およびそれらの製造の例は、PCT出願PCT/EP02/
10794、PCT/EP02/10795、PCT/EP02/10796、およびPCT/EP02/10686に開示されていて、こ
れらは参照することにより本明細書に含まれる。樹脂のさらなる説明に関して、技術文献
を参照することもできる。たとえば、化学技術百科事典４巻pp.717-743（ウィリー＆サン
、1995）のカーク-オスマーによる炭化水素樹脂（Hydrocarbon Resins, Encyclopedia of
 Chemical Technology, 4th Ed. v. pp. 717-743 (J. Wiley & Sons, 1995)。
【００６８】
　適切な樹脂の非制限的実例は、エクソンモービル化学会社から販売されている、EMPR10
0,101, 102,103, 105,106, 107, 108, 109,110, 116,117,および118樹脂およびEMFR樹脂
を含む。前述の例は一例にすぎず、決して限定していない。本発明の実施形態はポリマー
の分子量(Mn)より少ない分子量を持つ樹脂を含む。好適には、1000の上限および500の下
限を有する範囲内で分子量(Mn)を持つ。
【００６９】
　ここで記載された組成物への、無機質フィラー上で結合した脂肪酸エステルまたはカル
シウム脂肪酸石鹸の混合物のようなプロセス補助剤の添加は、組成物の混合および成形品
への組成物の注入を助ける。プロセス補助剤は、低分子量プロピレン・コポリマー・ワッ
クスおよびパラフィン・ワックスである。使用されるプロセス補助剤の量は、ポリマー10
0重量あたり、0.5~5重量の範囲内である。
【００７０】
　ここで記載された組成物への抗酸化剤の添加は、長期劣化を改善する可能性がある。抗
酸化剤の例は、キノレンたとえばトリメチルヒドロキシキノレン(TMQ)、イミダゾールた
とえばジンクメルカプト・トルイル・イミダゾール（ZMTI）、並びにヒンダードフェノー
ル、ラクトン、および亜リン酸塩のような従来の抗酸化剤を含むが、これらに限定されな
い。使用される抗酸化剤の量は、ポリマー100重量あたり、0.01~5重量の範囲内であって
も良い。
【００７１】
（ブレンドの処理と使用）
　我々は、ブレンドの光学特性はプレンド後処理により改良できることを発見した。多く
の実施形態において、ブレンドの熱処理は、透明度を顕著に改良できる。この熱処理は、
ブレンド・プロセスの一部として、またはブレンド・プロセスの後で、行われる。熱的に
活性化した架橋剤を使う時、好適には架橋工程の一部として行われる。たとえば、ブレン
ド（好適には、たとえば、テキサス州ヒューストンのエクソンモービル化学会社から販売
されているアチーブ3854）の結晶質ポリマー成分として、結晶質プロピレンが使われる時
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、我々は、架橋工程中または後で少なくとも170℃までブレンドを熱処理することは、透
明度を大いに改善することを発見した。さらに、我々は、結晶質ポリマー成分が実質的に
完全に溶融するようなレベルまで温度を上げることは好都合であることを発見した。好適
には、温度は融解の99%がDSCサーモグラムにおいて発生した温度以上まで上げられる。当
業者は、透明性においてごくわずかな、または適度な減少を伴う幾つかの応用においては
、温度を下げることもできるということを理解するだろう。ある場合には、95%または90%
融解でも十分であろう。
【００７２】
　結晶質ポリマーの融点付近または以上までブレンドの温度を上げることは、プロピレン
-ベース・エラストマーのマトリックス内で、結晶質プロピレンの結晶サイズのかなりの
減少をもたらし、この結果透明度の大きな増加となる。幾つかの応用において、この熱処
理工程は、最終製品の形成中に最も十分に行われるであろう。他の応用において、製品を
形成し、製品が形成された後でこの熱処理工程を行うことが望ましい。我々はまた、ある
添加剤、特にテキサス州ヒューストンのエクソンモービル化学会社から販売されているEM
PR100または103のような多環式ポリマーは、最終ブレンド品の透明性を改善できる。結晶
質ポリマー成分の10～500重量％、最適には10～50重量％の結晶質ポリマー成分に等しい
量でそれらを使用できる。
【００７３】
（定義および試験方法）
　コモノマー量：当業者には周知の13C核磁気共鳴(NMR)を使って、コモノマー量および連
鎖分布を測定できる。分子量範囲のコモノマー量も、GPCによるサンプルを用いたフーリ
エ変換赤外分光法(ETIR)を含む、ホウィーラーおよびウィリスによる応用分光法1993年４
７巻pp.1128-1130において記載されているように、当業者には周知の方法を使って測定で
きる。
【００７４】
　75重量％を超えるプロピレンを含むプロピレン-ベース・エラストマーの特別の場合に
おいて、以下のようにコモノマー量を測定できる。薄い均質の膜を約150℃以上の温度で
プレスし、パーキン・エルマーPE1760赤外線スペクトロフォトメーターに搭載する。600c
m-1～4000cm-1のサンプルのフル・スペクトルが記録され、エチレンのモノマー重量％を
次式により計算できる。エチレン量＝82.585－111.987X＋30.045X2、ここでXは1155 cm-1

におけるピーク高さと722 cm-1または732 cm-1におけるピーク高さの内で高い方との比で
ある。
【００７５】
　ポリエン量：重合後ポリマー中に存在する遊離(pendant free)オレフィン量の定量測定
によって、ポリマー中に存在するポリエン量を推測できる。H1または13C核磁気共鳴(NMR)
によるヨード数およびオレフィン量の決定のような幾つかの方法が確立されている。ポリ
エンがENBである本明細書に記載した実施形態において、ポリマー中に存在するポリエン
量はASTM・D3900を使って測定可能である。
【００７６】
　アイソタクチック：用語「アイソタクチック」は、ポリマー・シーケンス（連鎖）とし
て、本明細書で定義される。すなわち、そのポリマー・シーケンス（連鎖）においては、
骨格鎖の原子が１つの面上に全部ある時、隣接プロピレン単位上に配置した50%を超える
ペンダント・メチル基のペアーは、（それは標準部位1,2型においてその鎖に挿入され、
骨格構造の1部ではないが）骨格鎖の原子の上部か下部のどちらかに配置される。ブレン
ド中のポリマーまたは単一ポリマー内のポリマー連鎖のある組み合わせは、「実質的に同
一の立体規則性」を有するとして説明される。それは、２つのポリマーは上の定義によっ
て両方ともアイソタクチックであるということを意味する。
【００７７】
　立体規則性(Tacticity)：用語「立体規則性(Tacticity)」は、ポリマー中のプロピレン
からメチル残留物の配向の立体規則性を示す。ポリマー骨格に対して同じ配向を持つ、同
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一に挿入された隣接するプロピレン誘導単位からのメチル残留物のペアーは、「メソ(mes
o)」(m)と呼ばれる。反対の配置のものは「ラセミ(racemic)」（ｒ）と呼ばれる。３つの
隣接プロピレン基は同じ配向を有するメチル基を持つとき、トリアドの立体規則性は「mm
」である。もし３つのモノマー連鎖において２つの隣接モノマーが同じ配向を持ち、かつ
その配向は第三の単位の相対的配置と異なっているならば、そのトリアドの立体規則性は
「mr」である。中間のモノマー単位がどちらかの隣と反対配置を持つとき、そのトリアド
は「rr」立体規則性を持つ。ポリマー中における各々のタイプのトリアドの割合を決定す
ることが可能であり、100倍するとポリマー中に見出されるタイプのパーセンテージを示
す。
【００７８】
　以下に記載され、US特許番号5,504,172において記載されているように、ポリマー中の1

3C核磁気共鳴(NMR)スペクトルから、本明細書に記載されるポリマーのトリアド立体規則
性を決定できる。
【００７９】
　立体規則性指数：「m/r」として表現される立体規則性指数は、13C核磁気共鳴(NMR)に
よって決定される。立体規則性指数「m/r」は、マイクロ分子17のH.N.チェングにおいて
定義されるように計算される。ｍ/r比1.0は一般にシンジオタクチック・ポリマーを表し
、ｍ/r比2.0はアタクチック材料を表す。アイソタクチック材料は理論的には無限大に近
い比を持っても良い。また多くの副生成物アタクチック・ポリマーは50を超える比で生じ
る程度の十分なアイソタクチック量を有する。
【００８０】
　融点および融解熱：本明細書に記載されたポリマーの融点および融解熱(Tm)は、ASTM E
-794-95法を使って、示差操作熱量測定(DSC)によって決定することができる。約200℃～2
30℃でプレスされたポリマー・シートの約6～10mgが打抜き型（ダイ）を用いて取り出さ
れ、室温で48時間アニールされる。この周期の終わりに、サンプルは、示差操作熱量測定
器（パーキン・エルマー・パイリス解析システム）に置かれ、約-50℃～-70℃まで冷却さ
れる。サンプルは約20℃/minで熱処理され、約180℃～200℃の最終温度を得る。ここで使
われる用語「融点」は、上述したように、DSCにより決定された第一および第二の融解ピ
ークの間の最高ピークである。熱出力は、サンプルの融解ピーク下の領域として記録され
、それは通常約30℃～約175℃で最大ピークとなり、約0℃および約200℃の温度間で起こ
る。熱出力は、融解熱の測定として、ジュールで測定される。融点は、サンプルの融解範
囲内で最大熱吸収温度として記録される。
【００８１】
　分子量および分子量分布：本明細書に記載されたポリマーの分子量および分子量分布は
次のように測定することができる。分子量分布(MWD)は、所定のポリマー・サンプル内で
、分子量範囲の測定である。数平均分子量に対する重量平均分子量の比MW/Mｎ、または重
量平均分子量に対するZ平均分子量の比MZ/MWのような、種々の分子量平均の割合によって
、MWDの幅を特徴づけることができるということは周知である。
【００８２】
　MZ、MW、およびMｎは、サイズ排除クロマトグラフィー(SEC)としても知られている、ゲ
ル透過クロマトグラフィー(GPC)を使って測定できる。この技術は、異なるサイズのポリ
マー分子を分離するために、多孔質ビーズで充填したコラム、溶出溶媒、および検出器を
含む装置を使う。通常の測定において、使用されるGPC装置は、145℃で動作する超発泡・
ゲル・コラムを備えた水クロマトグラフである。使用される溶出溶媒は、トリクロロベン
ゼンである。コラムは、正確に知られた分子量である標準16ポリスチレンを使って修正さ
れる。試験ポリマーの保存容量に対する標準品から得られたポリスチレン保存容量の相関
関係は、ポリマー分子量を与える。
【００８３】
　平均分子量Mは次式から計算できる。
【式１】
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【００８４】

　ここで、Niは分子量Miを持つ分子の数である。n=0の時、Mは数平均分子量Mnである。n=
1の時、Mは重量平均分子量Mwである。n=2の時、MはZ平均分子量MZである。所望のMWD関数
（たとえば、Mw/MnまたはMZ/Mw）は対応するM値の割合である。MおよびMWDの測定は、技
術的には周知であり、もっと詳細には、たとえば、スレードによるニューヨーク州マーセ
ル・デッカー社のポリマー分子量パートII(1975)287-368、ロドリゲスによるニューヨー
ク州ヘミスフィア出版社のポリマー・システムの原理第３巻(1989)155-160、US特許番号4
,540,753、ヴァーストレートらによるマイクロ分子21巻(1988)3360、およびそれらに引用
されたレファレンスにおいて議論されている。
【００８５】
　（引っ張り）永久伸び：（引っ張り）永久伸びは、サンプルを異なる伸びまで一軸変形
伸びをすることによって、一般的なASTM D790に従って測定することができる。
【００８６】
　応力緩和：応力緩和は次の方法を使って測定することができる。サンプルをインストロ
ン4465試験器に搭載し、200%伸びまで伸ばす。この伸びにおける荷重はL1として測定され
る。サンプルは30秒間この伸びで保持され、この30秒の終わりに新しい荷重がL１30とし
て測定される。この膜の緩和(R1)は、100ｘ(L1－L130)/L1として計算され、パーセンテー
ジで表される。それからサンプルは200%伸びまで伸ばされる。この伸びでの荷重は、L2と
して測定される。このサンプルは30秒間この伸びで保持され、30秒の終わりに新しい荷重
がL230として測定される。この膜の緩和(R2)は、100ｘ(L2－L230)/L2として計算され、パ
ーセンテージで表される。このサンプルは0%の初期伸びまで戻される。サンプルにかかる
荷重が第２サイクルで0であるときの伸びは、永久歪（set）％として示される。サンプル
のヒステリシスは100ｘ(L1－L2)/L1として示され、パーセンテージで表される。
【００８７】
　応力・歪測定：本明細書に記載される硬化化合物の応力・歪伸び特性は、以下に記載さ
れるASTM D790法に従って測定できる。ダンベル形状のサンプルは、６インチｘ６インチ
の寸法に成形された硬化パッドに作られ、ダイを用いて取り出される。サンプルの応力・
歪の評価は、MA州カントンのインストロン社製インストロン4465試験器で行われ、20イン
チ/分でブレンドに関して決定された。インストロン社から利用可能なシリーズIX材料試
験システムによって集められたファイルにおいて、デジタル・データが集められ、WA州レ
ドモンドのマイクロソフト社から利用可能なエクセルの集計表を使って解析された。
【００８８】
　PHR:用語「phr」は、100ラバー当たり、または100弾性ポリマー当たりの量を意味する
ためにここで使われる。
【００８９】
　還流キシレン中の抽出：還流キシレン中の溶解度は、硬化性プロピレン-ベース・エラ
ストマーおよび硬化性エチレン-ベース・ポリマー（存在する場合）を含有する組成物に
おける不溶性で非抽出性プロピレン-ベース・エラストマーおよびオプションのエチレン-
ベース・ポリマーの量の測定値である。キシレン中の溶解度を決定するプロセスは以下の
通りである。薄い、0.5インチ未満の薄い部分、および約２グラムの重さを持つサンプル
の重さが測られ、重さはW1として記録される。サンプルは抽出装置において50mlの還流キ
シレンにさらされる。サンプルは還流溶媒によって140℃にまたは近辺に保持される。抽
出の24時間後に、その溶媒は除去され、50mlの新しい溶媒が加えられ、抽出がもう24時間
同一条件下で行われる。この周期の終わりに、サンプルは取り出され、真空オーブンで10
0℃24時間乾燥される。その後、サンプルは冷却され、W2として記録され、最終重さを測
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定される。還流キシレン中のポリマー不溶性物質の割合は、次式により決定される。抽出
によって架橋された％＝100ｘ[W2 (1－FFi)]/[W1(1－Fs－Fp－FFi)]、ここで、Fsは組成
物中に存在する結晶質ポリマー成分の重量分率、Fpは還流キシレンに抽出している組成物
に存在する可塑剤、プロセスオイル、および他の低分子量材料の重量分率、およびFFiは
フィラーおよび還流キシレンに標準的に抽出されない組成物に存在する他の無機物材料の
重量分率である。
【００９０】
　ダイC引き裂き強度：ダイC引き裂き特性は、ASTM D624バージョン00に従ってポンド重
／インチで示される。ここでのデータはピークの力に関してであり、3個のサンプルの平
均が平均データとして示される。元のデータを0.175倍して、単位をポンド重／インチか
らkN/mへ変換しても良い。
【００９１】
　トラウザー引き裂き：トラウザー引き裂き特性は、ASTM D624バージョン00に従ってポ
ンド重／インチで示される。ここでのデータはピークの力に関してであり、3個のサンプ
ルの平均が平均データとして示される。元のデータを0.175倍して、単位をポンド重／イ
ンチからkN/mへ変換しても良い。
【００９２】
　ムーニー粘度：ここで使われるムーニー粘度は、ASTM D1646に従ってML(1+4)＠125℃と
して測定される。
【００９３】
　メルト・フロー速度およびメルト指数：ポリマーのメルト・フロー速度(MFR)およびメ
ルト指数の決定は、2.16kgの荷重で改良１を用いて、ASTM D1238に従っている。この方法
のバージョンにおいて、試験中に押出されたサンプルの部分は集められ重量測定される。
サンプル解析は、実験期間中に安定した温度を提供するためにサンプル上で１分プリヒー
トして、230℃で行われた。１分当たり押出されるサンプルのdgとして表現されるこのデ
ータはMFRとして示される。代替方法において、試験は、190℃の温度を除いて、同一方法
で行われた。このデータをMI＠190Cと呼ぶ。ここで使われるように、MFR＠230℃はプロピ
レン-ベース・エラストマー、オプショとして結晶質ポリマー成分、およびオプショとし
て架橋前にする硬化性添加剤以外の添加物を含む組成物のMFRを示す。
【００９４】
　ショアAおよびショアD硬度：ポリマーのショアAおよびショアD硬度の決定はASTM D2240
に従っている。この方法のバージョンにおいて、サンプルの一部は室温で試験された。圧
痕がサンプルに付けられた後に、データは１５秒記録される。ここで使われるように、シ
ョアA硬度は架橋された組成物のショアA硬度である。
【００９５】
　アイソタクチック指数：アイソタクチック指数は、EP0374695A2に記載された方法に従
って計算される。材料の薄膜のIRスペクトルが記録され、997cm-1の吸収度および973 cm-
1の吸収度が決定される。973 cm-1の吸収度に対する997cm-1の吸収度の比は、アイソタク
チック指数を得るために100倍される。これらの２つの位置における吸収度の決定におい
て、ゼロ吸収度の位置は、サンプル・ビームにおいて解析サンプルがない時の吸収度であ
る。
【００９６】
　粘度比：レオロジー的実験が、照射前後でサンプル上で行われた。実験は、25mm直径の
平板を使った平衡平板形状を用いて、レオメテリックスARESレオメーターで行われた。小
振幅振動せん断測定が、190℃で0.1～100rad/sの20％歪で行われた。照射前に対する照射
後の0.1rad/sにおけるサンプルの粘度の割合は、その粘度比となるまで取られた。
【００９７】
　ヘーズ（曇り）：ヘーズは、1000分の約50～90インチ厚みの化合物の圧縮成形したプラ
ーク上で測定された。ヘーズはパーセンテージで表され、ASTM D1003-00に従いCIE発光C
光源を用いて、ヘーズガード・プラス・ヘーズメーター上で測定される。
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【００９８】
　厚さ：厚さは、携帯用マイクロメーターを用いて測定され、ミルまたは千分の１インチ
で表される。
【００９９】
　RPA測定：硬化特性（トルクおよび損失ファクター）は、オハイオ州アクロンのアルフ
ァ・テクノロジ製RPA2000（ラバー・プロセシング・アナライザー）を使って、測定され
た。約5.5ｇの化合物は重量測定され、２枚の薄いマイラーフィルムの間に、さらにRPAダ
イ・プレートの間に置かれた。その測定は、10℃ステップで幾つかの一定温度で時間の関
数として行われた。温度は、使用される硬化パッケージに依存して、140℃～210℃の範囲
である。歪は13.95％および１Hz振動数まで行われた。サンプルは、最初に選択された温
度で１分間調整され、データー収集が１時間続いた。測定出力は、さらなる処理および解
析のために保存された時間の関数として、その化合物のトルク(S’)、その係数および損
失ファクター(tan δ)から構成された。
【実施例】
【０１００】
　サンパー150は、フィラデリフィアのスノコ(Sunoco)社製プロセスオイルである。
【０１０１】
　トランスリンク37は、NJ州イセリンのエンゲルハード社製表面処理カオリン粘土である
。
【０１０２】
　EMPR103およびEMPR100は、TX州ヒューストンのエクソンモビル・ケミカル社製の商用炭
化水素樹脂である。
【０１０３】
　過酸化ジクミル(DiCup R)およびシアヌル酸トリアリル(TAC)は、WI州ミルウオーキーの
アルドリッチ化学社製で商業的に利用可能である。
【０１０４】
　ESC PP 4292 (3 MFR), ESC アチーブ 3854 (34 MFR), ESC PP 3155 (35 MFR), ESC 100
 MFR (100 MFR), ESC PP 3505 (400 MFR), および PP アチーブ 3936 (100 MFR)は、所定
のMFRを有するアイソタクチック・プロピレンであり、TX州ヒューストンのエクソンモビ
ル・ケミカル社製で商業的に利用可能である。
【０１０５】
　V2504, V3666, および V404は、TX州ヒューストンのエクソンモビル・ケミカル社製で
商業的に利用可能なエチレン-プロピレン・コポリマーである。
【０１０６】
　イルガノックス1076は、ノバルチス社製の抗酸化剤である。
【０１０７】
　HVA-2は、DE州ワシントンのデュポン・デ・ヌムール社製の硬化補助剤である。
【０１０８】
　SHF101は、TX州ヒューストンのエクソンモビル・ケミカル社製の合成オイルである。
【０１０９】
　次の実施例におけるプロピレン-ベース・エラストマーは、次の方法に従って製造する
ことができる。デュアル・ピッチ・ブレード・タービンかくはん機を装備した連続フロー
かくはん槽型反応器において、乾燥ヘキサン92Kg、プロピレン34Kg、エチレン1.8Kg、5-
エチリデン-2-ノルボルネン(ENB)1.1Kgが1時間当たり添加される。その反応機は、反応の
進行中に650rpmでかくはんされ、1600psi圧力（ゲージ）で完全液状で保持され、その結
果重合帯にあるすべての領域は重合の全進行中で同じ組成を持つ。1.5610-3グラムのジメ
チルシリルインデニル・ジメチル・ハフニウムおよび2.4210-3グラムのジメチルアニリニ
ウム・テトラキス（ヘプタフルオロナフチル）・ボレートのトルエン中の触媒溶液は、重
合を開始するために6.35ml/分の速度で添加される。トリ-n-オクチルアルミニウム(TNOA)
の添加溶液が、重合中の余分な湿気を除去するために、添加される。重合は約59℃で行わ
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れ、－3℃～2℃の温度で前もって冷却されたヘキサンを添加することによって、その温度
が重合中保持される。重合は通常、時間あたり9.5Kgのポリマーを形成する。そのポリマ
ーは、溶媒の２段階除去により、すなわち、WO0234795A1に記載されたより低い臨海溶液
プロセスを使ってまず最初に溶媒の70%を除去し、その後でLIST液状押し出し機中で残り
の溶媒を除去することによって、再生される。そのポリマーは、主軸が約1/8～1/4インチ
のペレットとして再生される。
【０１１０】
＜実施例１＞
　13.5重量％エチレン、2.1重量％5-エチリデン-2-ノルボルネン(ENB)を含有し、25のMFR
@230℃を持つプロピレン-ベース・エラストマーは、上述の方法に従って製造され、その
後で、約100℃の温度で約50rpmで動作する内部ブラベンダー・ミキサー中で、表１に従う
材料と一緒にブレンドされる。その混合物は、その後で滑らかなシートに巻かれる。その
混合された材料は、その後で、厚さ0.125”の８”ｘ８”圧縮成形パッドの形状で150℃10
0分間加硫処理される。適切な形状のサンプルが加硫化パッドから取り出され、解析され
る。その解析の結果は以下の表１に示される。
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【表１】

【０１１１】
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＜実施例２＞
　所定の特性を持つ種々のプロピレン-ベース・エラストマーが上述の方法に従って作ら
れる。
【表２】

【０１１２】
＜実施例３＞
　実施例２からの、あるプロピレン-ベース・エラストマーは、次の手順を使って、表3-1
および3-2で示された材料により加硫処理された。そのポリマーは、最初に、約280mlの内
部容量を持つブラベンダー内部ミキサー中で、可塑剤およびフィラーと一緒に、約135℃
～145℃の温度で10分間混合された。ポリマーおよび可塑剤の混合物40ｇが、MFR決定のた
めに取り除かれた。混合物の残りは冷却され、105℃を越えない温度で10分間、硬化剤と
一緒に混合された。その後で、その材料は、厚さ0.125”の８”ｘ８”圧縮成形パッドの
形状において20トン圧力下で、150℃で100分間加硫処理された。適切な形状のサンプルが
、加硫処理されたパッドから取り出され、解析された。その解析の結果は以下の表3-1お
よび3-2に示される。
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【表４】

【０１１３】
＜実施例４＞
　実施例２からの、あるプロピレン-ベース・エラストマーは、表４に示される材料によ
るアイソタクチック・プロピレンと一緒にブレンドされる。このポリマー成分は、バレル
の長さを通して200℃の温度で、L/Dが30:1の２軸押し出し機中でブレンドされた。ポリマ
ー成分に加えて、実施例４の各々の組成物は、抗酸化物として500ppmのイルガノックス10
76を含んでいた。
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【表５】

【０１１４】
＜実施例５＞
　実施例４からの、あるサンプルは、表5-1および5-2で示された材料により加硫処理され
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た。そのポリマー材料は、最初に、約280mlの内部容量を持つブラベンダー内部ミキサー
中で、可塑剤およびフィラーと一緒に、約135℃～145℃の温度で10分間混合された。ポリ
マーおよび可塑剤の混合物40ｇが、MFR決定のために取り除かれた。混合物の残りは冷却
され、105℃を越えない温度で10分間、硬化剤と一緒に混合された。その後で、その材料
は、厚さ0.125”の８”ｘ８”圧縮成形パッドの形状において20トン圧力下で、150℃で10
0分間加硫処理された。適切な形状のサンプルが、加硫処理されたパッドから取り出され
、解析された。その解析の結果は以下の表5-3および5-4に示される。
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【表６】
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【表７】
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【表８】
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【表９】

【０１１５】
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　先行文書を含む、すべての特許、試験方法、およびここに引用された他の文書は、この
ような開示が本発明と矛盾しない程度まで、またこのような含有が許されるすべての裁判
管轄に関して、参照することにより本明細書に完全に含まれる。
【０１１６】
　本発明の例示の実施形態は詳細に説明されてきたが、本発明の精神と範囲から逸脱する
ことなく、種々の他の変形も当業者にとっては明白であり、また当業者によって容易にな
すことができるということを理解されるだろう。従って、添付のクレームの範囲は、本明
細書に記載された、実施例および説明に限定されない。むしろ本クレームは、本発明が関
係する分野における当業者によって、それらの均等なものとして取り扱われるすべての特
徴を含む、本発明に備わっている進歩性のすべての特徴を包含すると判断できる。
【０１１７】
　数値の下限および数値の上限が本明細書に記載される場合、いずれの下限からも、いず
れの上限までも、範囲に含まれる。
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