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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エチレン、１つ又はそれ以上のＣ３－３０α－オレフィン及び１つ又はそれ以上の共役
もしくは非共役ジエンを連続溶液重合条件下で重合して高分子量インターポリマーを調製
するための方法であって、前記方法が、次式
【化３】

（式中、
　Ａｒ４は、それぞれ独立して、Ｃ６－２０アリール又は不活性に置換されたそれらの誘
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導体であり；
　Ｔ４は、それぞれ独立して、プロピレン－１，３ジイル基、シクロへキサン－１，２ジ
イル基、ビス（アルキレン）シクロへキサン－１，２ジイル基、シクロヘキセン－４，５
ジイル基、又は不活性に置換されたそれらの誘導体であり；
　Ｒ２１は、それぞれ独立して、水素、ハロ、水素を数えずに５０個までの原子からなる
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
、アルコキシ又はアミノであり；かつ
　ＲＤは、それぞれ独立して、ハロ又は水素を数えずに２０個までの原子からなるヒドロ
カルビルもしくはトリヒドロカルビルシリル基、或いは２つのＲＤ基は結合して、水素を
数えずに４０個までの原子からなる二価のヒドロカルビレン、ヒドロカルバジイル又はト
リヒドロカルビルシリル基である）に相当する金属錯体と、活性化共触媒とを含む触媒組
成物の存在下で、８０から２５０℃の温度及び１００ｋＰａから３００ＭＰａの圧力にて
、重合を行う段階を含み、
　生成するポリマーが１０から１３５のムーニー粘度（１００℃でのＭＬ　１＋４）を有
する、方法。
【請求項２】
　生成ポリマーの分子量分布Ｍｗ／Ｍｎが３．０未満である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　触媒組成物が連鎖移動剤(chain transfer agent)をさらに含む、請求項１に記載の方法
。
【請求項４】
　反応器中に存在する連鎖移動剤の量が、生成ポリマーのＭｗを、連鎖移動剤の不在下で
調製された生成ポリマーの分子量と比較して、少なくとも３０パーセント低下させるため
に十分である、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　連鎖移動剤が、（エチレンを基準にして）０．０１５から２．０モルパーセントの量で
存在する水素である、請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　エチレン転化率が少なくとも８５モルパーセントである、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　本質的に、エチレンと、プロピレンと、１，４－ヘキサジエン、５－エチリデン－２－
ノルボルネン、５－ビニリデン－２－ノルボルネン、５－メチレン－２－ノルボルネン、
及びジシクロペンタジエンからなる群より選択されるジエンとからなるモノマー混合物が
重合される、請求項１から６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　本質的に、エチレンと、プロピレンと、５－エチリデン－２－ノルボルネンとからなる
モノマー混合物が重合される、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　連鎖移動剤の存在下、温度１００から２００℃にて行われて、メルトインデックスＩ２

が５．０未満、分子量分布Ｍｗ／Ｍｎが３．０未満、及び触媒効率が０．５ｇポリマー／
μｇ金属より大きいポリマーを調製する、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　連鎖移動剤の不在下で調製された生成ポリマーのＭｗと比較して、生成ポリマーのＭｗ
の低下が３０パーセントよりも多くなるような量で連鎖移動剤が存在する、請求項９に記
載の方法。
【請求項１１】
　連鎖移動剤が、エチレンを基準にして０．０１５から２モルパーセントの量で反応器中
に存在する水素である、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　共触媒が、Ｚｒを基準にして２０：１から１５０：１のモル比をもたらす量で存在する
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アルモキサンである、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　アルモキサンが、トリ（イソブチル）アルミニウム変性メタアルモキサン又はトリ（ｎ
－オクチル）アルミニウム変性メタアルモキサンである、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　金属錯体が、式
【化４】

（式中、ＲＤは、それぞれ独立して、クロロ、メチル又はベンジルである）
に相当する、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　金属錯体が、
Ａ）
　ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアン
トラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－１，３－プロパ
ンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアン
トラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－１，３－プロパ
ンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアン
トラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－１，３－プロパ
ン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－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチ
ル）フェニル）－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメ
チル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチ
ル）フェニル）－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジク
ロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチ
ル）フェニル）－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベ
ンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）
－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイルジルコニウム
（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）
－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイルジルコニウム
（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）
－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイルジルコニウム
（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアン
トラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシメチル）－トランス
－１，２－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアン
トラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシメチル）－トランス
－１，２－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアン
トラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシメチル）－トランス
－１，２－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチ
ル）フェニル）－２－フェノキシメチル）－トランス－１，２－シクロヘキサンジイルジ
ルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチ
ル）フェニル）－２－フェノキシメチル）－トランス－１，２－シクロヘキサンジイルジ
ルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチ
ル）フェニル）－２－フェノキシメチル）－トランス－１，２－シクロヘキサンジイルジ
ルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）
－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシメチル）－トランス－１，２－シクロヘキ
サンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）
－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシメチル）－トランス－１，２－シクロヘキ
サンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）
－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシメチル）－トランス－１，２－シクロヘキ
サンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアン
トラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－１，３－
シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアン
トラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－１，３－
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シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアン
トラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－１，３－
シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチ
ル）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－１，３－シクロヘキサンジイルジルコニウム
（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチ
ル）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－１，３－シクロヘキサンジイルジルコニウム
（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチ
ル）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－１，３－シクロヘキサンジイルジルコニウム
（ＩＶ）ジベンジル
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）
－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－１，３－シクロヘキサンジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）
－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－１，３－シクロヘキサンジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）
－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－１，３－シクロヘキサンジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアン
トラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－４，５－
シクロヘキセンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアン
トラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－４，５－
シクロヘキセンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアン
トラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－４，５－
シクロヘキセンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチ
ル）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－４，５－シクロヘキセンジイルジルコニウム
（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチ
ル）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－４，５－シクロヘキセンジイルジルコニウム
（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチ
ル）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－４，５－シクロヘキセンジイルジルコニウム
（ＩＶ）ジベンジル
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）
－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－４，５－シクロヘキセンジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）
－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－４，５－シクロヘキセンジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）
－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－４，５－シクロヘキセンジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
Ｂ）
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　ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアン
トラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ）－
１，３－プロパンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアン
トラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ）－
１，３－プロパンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアン
トラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ）－
１，３－プロパンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチ
ル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイルジルコニウ
ム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチ
ル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイルジルコニウ
ム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチ
ル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイルジルコニウ
ム（ＩＶ）ジベンジル
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）
－５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイ
ルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）
－５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイ
ルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）
－５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイ
ルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアン
トラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシメチ
ル）－トランス－１，２－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアン
トラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシメチ
ル）－トランス－１，２－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアン
トラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシメチ
ル）－トランス－１，２－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチ
ル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシメチル）－トランス－１，２－シクロヘ
キサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチ
ル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシメチル）－トランス－１，２－シクロヘ
キサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチ
ル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシメチル）－トランス－１，２－シクロヘ
キサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）
－５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシメチル）－トランス－１，
２－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）
－５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシメチル）－トランス－１，
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２－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）
－５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシメチル）－トランス－１，
２－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアン
トラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））
－シス－１，３－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアン
トラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））
－シス－１，３－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアン
トラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））
－シス－１，３－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチ
ル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））－シス－１，３－シクロヘキサンジ
イルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチ
ル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））－シス－１，３－シクロヘキサンジ
イルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチ
ル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））－シス－１，３－シクロヘキサンジ
イルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）
－５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））－シス－１，３－シク
ロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）
－５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））－シス－１，３－シク
ロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）
－５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））－シス－１，３－シク
ロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアン
トラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））
－シス－４，５－シクロヘキセンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアン
トラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））
－シス－４，５－シクロヘキセンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアン
トラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））
－シス－４，５－シクロヘキセンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチ
ル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））－シス－４，５－シクロヘキセンジ
イルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチ
ル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））－シス－４，５－シクロヘキセンジ
イルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチ
ル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））－シス－４，５－シクロヘキセンジ
イルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（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－メチル－２－フェノキシ））－シス－４，５－シク
ロヘキセンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）
－５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））－シス－４，５－シク
ロヘキセンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）
－５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））－シス－４，５－シク
ロヘキセン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－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアン
トラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ
）－１，３－プロパンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアン
トラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ
）－１，３－プロパンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアン
トラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ
）－１，３－プロパンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチ
ル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイルジルコ
ニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチ
ル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイルジルコ
ニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチ
ル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイルジルコ
ニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）
－５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ）－１，３－プロパン
ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）
－５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ）－１，３－プロパン
ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）
－５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ）－１，３－プロパン
ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアン
トラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ
メチル）－トランス－１，２－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアン
トラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ
メチル）－トランス－１，２－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド
、
　ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアン
トラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ
メチル）－トランス－１，２－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチ
ル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシメチル）－トランス－１，２－シク
ロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチ
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ル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシメチル）－トランス－１，２－シク
ロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチ
ル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシメチル）－トランス－１，２－シク
ロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）
－５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシメチル）－トランス－
１，２－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）
－５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシメチル）－トランス－
１，２－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）
－５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシメチル）－トランス－
１，２－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアン
トラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ
））－シス－１，３－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアン
トラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ
））－シス－１，３－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアン
トラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ
））－シス－１，３－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル
　ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチ
ル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ））－シス－１，３－シクロヘキサ
ンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチ
ル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ））－シス－１，３－シクロヘキサ
ンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチ
ル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ））－シス－１，３－シクロヘキサ
ンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）
－５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ））－シス－１，３－
シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）
－５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ））－シス－１，３－
シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）
－５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ））－シス－１，３－
シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル
　ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアン
トラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ
））－シス－４，５－シクロヘキセンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアン
トラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ
））－シス－４，５－シクロヘキセンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアン
トラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ
））－シス－４，５－シクロヘキセン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－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチ
ル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ））－シス－４，５－シクロヘキセ
ンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチ
ル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ））－シス－４，５－シクロヘキセ
ンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
　ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチ
ル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ））－シス－４，５－シクロヘキセ
ンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）
－５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ））－シス－４，５－
シクロヘキセンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）
－５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ））－シス－４，５－
シクロヘキセンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、及び
　ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）
－５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ））－シス－４，５－
シクロヘキセンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル
からなる群より選択される請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
相互参照の記載
　本出願は、２００６年５月１７日出願の米国特許仮出願第６０／８０１,１８２号の恩
典を主張する。
【背景技術】
【０００２】
　ポストメタロセン錯体と称される、金属錯体を含有する、明確に定義された供与配位子
に基づく触媒組成物が、より良好なコモノマー組み込み及び狭い分子量分布を有する生成
物を生じることが示されている。しかし、これらの触媒は高温安定性が不十分であり、特
に高い重合温度での触媒効率が悪い場合が多い。エチレン、α－オレフィン及びジエンを
含有するポリマー、特にエチレン、プロピレン、及びエチリデンノルボルネン（ＥＮＢ）
を含有するポリマーを調製するために用いる場合、得られるポリマーの分子量及びコモノ
マー組み込み率は不十分な場合が多い。
【０００３】
　前述のポストメタロセン触媒の１つの種類の例は、米国特許第６，８２７，９７６合に
開示されており、それには二価のルイス塩基キレート化基を含む架橋された二価の芳香族
配位子の３から６族又はランタニド金属錯体、好ましくは４族金属錯体が開示されている
。
【０００４】
　より高い溶液反応温度は、作業効率を向上させるためにエチレン／α－オレフィン／ジ
エン重合に特に望ましい。しかし、高い反応温度を用いると、α－オレフィン及びジエン
の転化率が不十分となる場合が多い。したがって、増加した量のα－オレフィン及びジエ
ンコモノマーを高い反応温度で組み込むことのできる触媒組成物を選択することが大変望
ましい。
【０００５】
　本発明者らは、現在、特定の金属錯体を溶液重合方法に用いて、比較的大きなα－オレ
フィン及びジエン含量を有する高分子量エチレン含有インターポリマーを調製することが
できることを見出した。得られるポリマー生成物は、望ましい特性、例えば増大した引張
特性、低下した密度（コモノマー組み込みがより多い）及び改良された高温性能などを有
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する。その上、本発明者らは、これらの触媒組成物が、従来のアルモキサン共触媒と比較
して低いモル比を用いてその高い触媒活性を保持することを見出した。減少させた量のア
ルモキサン共触媒（従来の方法で用いられる量と比較して９０パーセント又はそれ以上ま
で減少）を用いると、金属含量が減少し、結果的に透明度が増大し、誘電特性が改良され
、その他の物性が向上したポリマー生成物の調製が可能となる。その上、減少させた量の
アルモキサン共触媒を用いることによりポリマー製造のコストの削減がもたらされる。
【発明の概要】
【０００６】
　本発明によれば、連続溶液重合条件下、従来の触媒の使用と比較して高いα－オレフィ
ン及びジエン含量を有するインターポリマーをもたらすことのできる多価のアリールオキ
シエーテルのジルコニウム錯体を含む触媒組成物を用いて、エチレン、１つ又はそれ以上
のＣ３－３０α－オレフィン及び共役もしくは非共役ジエンの重合のための方法がここに
提供される。
【０００７】
　加えて、本発明によれば、比較的良好な耐熱性を有し、比較的高い分子量（相応じて低
いメルトインデックス）及び高いレベルのコモノマー組み込み（低密度）を有する、比較
的良好な耐熱性を有するインターポリマーを作成することが可能である。また、このポリ
マー特性の独特の組み合わせは、低いモル比（ジルコニウムを基準にして２００又はそれ
未満、好ましくは、１００又はそれ未満、より好ましくは、８０又はそれ未満）のアルキ
ルアルモキサン共触媒又はトリアルキルアルミニウム変性アルモキサン共触媒の使用によ
り達成可能である。これらのポリマーは、高い触媒効率で、高温、高転化条件下での調製
が可能である。
【０００８】
　本発明は、金属錯体、活性化共触媒もしくは共触媒混合物、任意選択的に、連鎖移動剤
(chain transfer agent)、エチレン、Ｃ３－３０α－オレフィン、特にプロピレン、及び
少なくとも１つのＣ４－２０共役もしくは非共役ジエンを含む反応混合物が、溶液重合条
件下で作動する反応器に連続的に添加され、ポリマー生成物がそこから連続的に又は半連
続的に取り出される、連続溶液重合条件下での使用に特に有利である。一実施形態では、
本発明を用いて、重合プロピレン及びジエンモノマー含量の増加した、エチレン、プロピ
レン及び５－エチリデン－２－ノルボルネンのコポリマーが調製される。
【０００９】
　本発明は、その後の硬化又は架橋の有無に関わらず、改良された高温使用特性を有する
、接着剤、フィルム（屋根材及び建築用途のための膜を含む）、ならびに成形又は押出製
品の作成に用いられる樹脂の製造に特に適している。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本明細書における元素周期表への言及はすべて、ＣＲＣ　Ｐｒｅｓｓ社が２００３年に
出版し、かつ著作権を有する元素周期表のことを指すものとする。また、１又は複数の族
に対するあらゆる参照は、族を番号付けするためのＩＵＰＡＣシステムを用いてこの元素
周期表に反映された１又は複数の族のことを指すものとする。別段の記載のある場合、文
脈により黙示される場合、又は当技術分野における慣習を除いて、すべての部分及びパー
セントは重量に基づくものであり、すべての試験法は本願の出願日の時点で最新のもので
ある。米国特許実務の目的において、本明細書において参照されるあらゆる特許、特許出
願、又は刊行物の内容は、特に合成技法、定義（本明細書において提供される定義と矛盾
のない程度まで）及び当技術分野における一般知識に関して、参照によりその全文が本明
細書に組み入れられる（又はその対応する米国特許も参照により同様に組み入れられる）
。
【００１１】
　用語「含む」及びその派生語は、それが本明細書において開示されているか否かにかか
わらず、あらゆる追加の成分、段階又は手順の存在を排除することを意図するものではな
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い。いかなる疑念も排除するため、本明細書において用語「含む」を用いて特許請求され
るすべての組成物は、別段の記載のある場合を除いて、重合体であろうと別のものであろ
うと、任意のさらなる添加剤、アジュバント、又は化合物が含まれうる。それに対して、
用語「から本質的になる」は、実現可能性に必要でないものを除いて、あらゆる後続の詳
述範囲から、その他の成分、段階又は手順を除外する。用語「からなる」は、具体的に詳
述又は列挙されないあらゆる成分、段階又は手順を除外する。用語「又は」とは、特に明
記されない限り、個別に、同様に任意の組み合わせにおいて、列挙される構成要素を指す
。
【００１２】
　本明細書において化学物質に関して用いられる場合、別に具体的に示されていない限り
、単数形にはすべての異性体が含まれ、逆の場合も同様である（例えば、「ヘキサン」に
は、ヘキサンのすべての異性体が個別に又は集合的に含まれる）。用語「化合物」及び「
錯体」は本明細書において同義的に用いられ、有機化合物、無機化合物及び有機金属化合
物を指す。用語「原子」とは、イオン状態に関わらず、つまり、それが電荷を担持してい
るか部分電荷を担持しているか、或いは別の原子と結合しているかどうかに関わらず、元
素の最小の構成物質を指す。用語「ヘテロ原子」とは、炭素又は水素以外の原子を指す。
好ましいヘテロ原子としては、Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ、Ｎ、Ｏ、Ｐ、Ｂ、Ｓ、Ｓｉ、Ｓｂ、Ａｌ
、Ｓｎ、Ａｓ、Ｓｅ及びＧｅが挙げられる。用語「非晶質」とは、示差走査熱量測定（Ｄ
ＳＣ）又は同等技法で測定される結晶融点がないポリマーを指す。
【００１３】
　用語「ヒドロカルビル」とは、水素及び炭素原子のみを含有する一価の置換基を指し、
それには分岐もしくは非分岐、飽和もしくは不飽和、環状、多環式もしくは非環状の種が
含まれる。例としては、アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、アルカジエニル
基、シクロアルケニル基、シクロアルカジエニル基、アリール基及びアルキニル基が挙げ
られる。「置換ヒドロカルビル」とは、１つ又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を指す。用語「ヘテロ原子含有ヒドロカルビル」又は「ヘ
テロヒドロカルビル」とは、水素又は炭素以外の少なくとも１個の原子が、１個又はそれ
以上の炭素原子及び１個又はそれ以上の水素原子とともに存在する、一価の基を指す。用
語「ヘテロカルビル」とは、１個又はそれ以上の炭素原子及び１個又はそれ以上の原子を
含有し、水素原子を含有しない基を指す。炭素原子と任意のヘテロ原子との結合ならびに
任意の２個のヘテロ原子間の結合は、単共有結合もしくは多重共有結合又は配位結合もし
くはその他の供与性結合であってもよい。従って、ヘテロシクロアルキル基、アリール置
換ヘテロシクロアルキル基、ヘテロアリール基、アルキル置換ヘテロアリール基、アルコ
キシ基、アリールオキシ基、ジヒドロカルビルボリル基、ジヒドロカルビルホスフィノ基
、ジヒドロカルビルアミノ基、トリヒドロカルビルシリル基、ヒドロカルビルチオ基又は
ヒドロカルビルセレノ基で置換されているアルキル基は、用語ヘテロアルキルの範囲内で
ある。具体的なヘテロアルキル基の例としては、シアノメチル基、ベンゾイルメチル基、
（２－ピリジル）メチル基及びトリフルオロメチル基が挙げられる。
【００１４】
　本明細書において、用語「芳香族」とは、（４δ＋２）π電子を含有する多原子の、環
状、共役環構造を指し、ここでδは１つ又はそれ以上の整数である。本明細書において２
つ又はそれ以上の多原子環を含有する環構造に関して用いられる、用語「縮合された」と
は、少なくともその２つの環に関して、少なくとも１対の隣接する原子が両方の環に含ま
れていることを意味する。用語「アリール」とは、単一の芳香環であってもよいし、或い
は、互いに縮合している、共有結合している、又は共通の基（例えばメチレンもしくはエ
チレン部分など）と結合している、複数の芳香環であってもよい、一価の芳香族置換基を
指す。芳香環の例としては、その中で、フェニル、ナフチル、アントラセニル、及びビフ
ェニルが挙げられる。
【００１５】
　「置換アリール」とは、任意の炭素と結合している１個又はそれ以上の水素原子が、１
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つ又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、ならびに、芳香環と縮合している、共有結合している、又は共通の基（例えばメ
チレンもしくはエチレン部分など）と結合している飽和及び不飽和両方の環状炭化水素で
置換されているアリール基を指す。上記の共通する連結基はまた、ベンゾフェノン中のよ
うにカルボニルであってもよいし、ジフェニルエーテル中のように酸素であってもよいし
、ジフェニルアミン中のように窒素であってもよい。
【００１６】
　本発明の実施形態は、遷移金属錯体を含む触媒組成物を、高温、高触媒効率及び高モノ
マー転化率で用いる、エチレン／α－オレフィン／ジエンインターポリマーを作成するた
めの新規な溶液法を提供する。生成されたポリマーは、高分子量（Ｉ２＜５．０）である
ことが非常に望ましい。かかるポリマーは、改良された高温性能、例えば成形及び押出等
級のポリマーが望まれる場合、特に押出膜及び異形材又は成形部品用途に好適に用いられ
る。
【００１７】
　用語「ポリマー」は、本明細書において、１つ又はそれ以上のモノマーを重合すること
により調製された高分子化合物を指す。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、などを指す。用語「インターポリマー」は、本明細書にお
いて用語コポリマーと同義的に用いられて、ポリマー重合形態に少なくとも２つの共重合
可能なモノマーを組み込んでいるポリマー、又は鎖末端／その場所でのオレフィン形成反
応及びその場所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岐を組み込んで
いるポリマーを指す。したがって、コポリマーは、正確な作動条件下、単一のモノマーの
重合から得られてもよい。得られるインターポリマー中、最も一般的でない１つ又は複数
のモノマーは、一般に用語「コモノマー」と称される。上に言及される、得られる長鎖分
岐の鎖長は、したがって任意の意図的に添加されたコモノマーの重合から得られる炭素長
よりも長く、そして特に、エチレン／１－オクテンコポリマーに関して、６炭素よりも長
い。長鎖分岐の存在はまた、ＥＰ－Ａ－６０８，３６９号、及び他の場所に開示されるポ
リマーの増大した剪断感受性により検出されるか、又は異なる負荷下で測定されたポリマ
ー溶融粘度の比であるメルトインデックス比（ＭＩＲ）、特にＩ２１／Ｉ２により決定さ
れる。
【００１８】
　本明細書に記載される方法は、任意のオレフィンインターポリマー、特にエチレン、１
つ又はそれ以上のＣ３－２０オレフィン、及び１つ又はそれ以上のＣ４－２０ジオレフィ
ンのコポリマー、及び特に、エチレン／プロピレン／５－エチリデン－２－ノルボルネン
（ＥＰＤＭ）インターポリマーを調製するために用いられうる。
【００１９】
　重合条件とは、一般に、温度、圧力、モノマー含量（コモノマー濃度を含む）、触媒濃
度、共触媒濃度、モノマー転化率、又は得られるポリマーの特性に影響を及ぼすその他の
条件を指す。予め指定された本発明の重合条件に従って作動することにより、高い触媒活
性、低い共触媒使用量及び高い分子量で、比較的高いコモノマー組み込みを有する高分子
量ポリマーが調製されうる。特に、０．５ｇ／μｇより大きい、好ましくは、０．５５ｇ
／μｇより大きい、さらに０．６ｇ／μｇより大きい活性（ポリマーの重量対遷移金属の
重量を基準にして）が可能である。
【００２０】
　ポリマーの重量平均分子量（Ｍｗ）は、ゲル浸透クロマトグラフィーにより測定され、
その１種類の技法が米国特許第５，２７２，２３６号に記載されている。或いは、例えば
、ＡＳＴＭ　Ｄ－１２３８に従って測定されるメルトインデックス、Ｉ２、Ｉ１０又はＩ

２１を分子量の指標として用いてもよい。一般に、メルトインデックスは、ポリマーの分
子量に反比例している。分子量が大きければ大きいほど、メルトインデックスは低くなる
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が、その関係は必ずしも直線状ではない。或いは、ムーニー粘度（１００℃でのＭＬ　１
＋４）を分子量の尺度として用いてもよい。好適なポリマーは、ムーニー粘度が１０から
１３５、より好ましくは２５から１００、最も好ましくは３０から８０の範囲のものであ
る。
【００２１】
　本発明の一実施形態は、溶液重合法において、エチレン、１つ又はそれ以上のＣ３－３

０α－オレフィン、特にプロピレン、及び共役もしくは非共役ジエン、特に５－エチリデ
ン－２－ノルボルネンを接触させることを含む方法を伴う。本発明の方法は、金属錯体、
活性化共触媒、エチレン、及び少なくとも１つのＣ３－３０α－オレフィンコモノマー（
又はその個々の成分）を含む反応混合物が、任意選択的に連鎖移動剤のさらなる存在下で
、溶液重合条件下で作動する反応器に連続的に又は断続的に添加され、重合生成物がそこ
から連続的に又は半連続的に取り出される、重合条件下での使用に特に有利である。
【００２２】
　一般的な意味において、本方法は、エチレン、１つ又はそれ以上のＣ３－３０α－オレ
フィン、及びジオレフィンをジルコニウム錯体及びジルコニウム１モルあたり１０から２
００モルのアルモキサンを用いて、連続溶液重合条件下、１２０から２５０℃、好ましく
は１３０から２５０℃の温度にて、高いエチレン転化条件（＞８５パーセント、好ましく
は＞９０パーセント）下で重合して、０から９９、好ましくは５０から９０パーセントの
エチレン、９．５から９９．５、好ましくは１０から５０パーセントのα－オレフィン、
及び０．１から５０、好ましくは０．１から２０、より好ましくは０．１から１５パーセ
ントのジエンを含むポリマーを調製することを含む。
【００２３】
　驚くことに、本金属錯体は、多様な重合条件、及び０．５ｇ（ポリマー）／μｇ（金属
）よりも大きい触媒効率下で極めて高い分子量を有するジエンモノマーからポリマーを生
成することができ、それによって、分子量分布、α－オレフィン含量又はジエン含量を犠
牲にすることなく、分子量を制御するために連鎖移動剤の使用を可能にする。十分な量の
連鎖移動剤は、連鎖移動剤を使用しない比較の重合に比べて分子量の実質的な低下（＞３
０パーセント）が起こるように用いられることが好ましい。連鎖移動剤が水素である場合
、少なくとも０．０１モルパーセント（エチレン基準）が使用され、最高約２モルパーセ
ントが使用される。特に驚くことは、高レベルの連鎖移動剤で高いコモノマー含量のポリ
マーが調製され得る一方で、低レベルのアルモキサン活性剤を用いて狭い分子量分布のポ
リマーもなお供給することができるという事実である。一般に、高レベルの連鎖移動剤及
び高レベルのコモノマーを従来の触媒とともに用いると、広くなった分子量分布を有する
ポリマーの生成がもたらされる。
【００２４】
　金属錯体は様々な方法で活性化されて、付加重合性モノマー、特にオレフィン（１又は
複数）を配位し、挿入し、重合する空の配位座を有する触媒化合物を生じる。本特許明細
書及び添付の請求項の目的において、用語「活性剤」又は「共触媒」は、前述の方法で金
属錯体を活性化させることのできる任意の化合物又は成分又は方法であると定義される。
好適な活性剤の限定されない例としては、中性の金属錯体を触媒活性のある種へ変換可能
な、ルイス酸、非配位性イオン性活性剤、イオン化(ionizing)活性剤、有機金属化合物、
及び前述の物質の組み合わせが挙げられる。
【００２５】
　そのような意見に縛られることを望むものではないが、本発明の一実施形態では、触媒
活性化は、プロトン移動、酸化、又はその他の好適な活性化プロセスを用いる、カチオン
性、部分的にカチオン性、又は双性イオン性の種の形成を伴いうると考えられる。本明細
書において同義的に「イオン化」プロセス又は「イオン活性化プロセス」とも称される活
性化プロセス中に、そのような特定可能なカチオン性、部分的にカチオン性、又は双性イ
オン性の種が実際に生じるかどうかに関わらず、本発明は実施可能であり、十分に使用可
能であることは当然理解される。
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【００２６】
　イオン化共触媒は、活性プロトン、或いは、イオン化化合物のアニオンと会合している
が、配位していないか又は極めて緩く配位している何らかのその他のカチオンを含んでも
よい。かかる化合物は欧州公開特許ＥＰ－Ａ－５７０９８２号、ＥＰ－Ａ－５２０７３２
号、ＥＰ－Ａ－４９５３７５号、ＥＰ－Ａ－５００９４４号、ＥＰ－Ａ－２７７００３号
及びＥＰ－Ａ－２７７００４号、ならびに米国特許第５，１５３，１５７号、同第５，１
９８，４０１号、同第５，０６６，７４１号、同第５，２０６，１９７号、同第５，２４
１，０２５号、同第５，３８４，２９９号及び同第５，５０２，１２４号に記載されてい
る。前述の活性剤の中で好ましいものは、アンモニウムカチオンを含有する塩、特に、１
又は２のＣ１０－４０アルキル基、特にメチルビス（オクタデシル）－アンモニウムカチ
オン及びメチルビス（テトラデシル）－アンモニウムカチオン、ならびに非配位性アニオ
ン、特にテトラキス（ペルフルオロ）アリールボラートアニオン、特にテトラキス（ペン
タフルオロフェニル）ボラートを含有する、トリヒドロカルビル置換アンモニウムカチオ
ンを含有する塩である。カチオンが異なる長さのヒドロカルビル基の混合物を含みうるこ
とがさらに理解される。例えば、２つのＣ１４、Ｃ１６又はＣ１８アルキル基と１つのメ
チル基の混合物を含む市販の長鎖アミンから誘導されたプロトン化アンモニウムカチオン
である。かかるアミンは、Ｃｈｅｍｔｕｒａ　Ｃｏｒｐ.，よりＫｅｍａｍｉｎｅ（商標
）Ｔ９７０１の商標名で、及びＡｋｚｏ－ＮｏｂｅｌよりＡｒｍｅｅｎ（商標）Ｍ２ＨＴ
の商標名で入手可能である。最も好ましいアンモニウム塩活性剤は、メチルジ（Ｃ１４－

２０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）ボラートである。
【００２７】
　活性化プロトンを含まないが、活性触媒組成物を形成することの可能なイオン化イオン
化合物、例えば、前述の非配位性アニオンのフェロセニウム塩などを用いる活性化法もま
た、本明細書における使用に意図され、ＥＰ－Ａ－４２６６３７号、ＥＰ－Ａ－５７３４
０３号及び米国特許第５，３８７，５６８号に記載されている。また、配位子基、特にヒ
ドロカルビル配位子の引き抜きが可能であり、それによって非配位性の対アニオンを金属
錯体のカチオン性誘導体に対して形成する、強いルイス酸、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）ボランなどの使用も含
まれる。
【００２８】
　総称的に膨張性アニオンと称され、米国特許第６，３９５，６７１号にさらに開示され
る、非配位性アニオンを含む共触媒のクラスが、本発明の金属錯体をオレフィン重合のた
めに活性化するために適切に用いられうる。一般に、これらの共触媒（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又は置換ベ
ンズイミダゾリドアニオンを有するもので例示される）は、下記の通り表すことができる
：
【化５】

（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又は２のＣ１

０－４０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、メチルジ（Ｃ

１４－２０アルキル）アンモニウムカチオンであり、
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　Ｒ４は、各々の発生とは無関係に(independently each occurrence)、水素又はハロ、
水素を数えずに３０個までの原子からなるヒドロカルビル、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又はシリル（モノ－、ジ－及びトリ（ヒドロカルビル）シ
リルを含む）基であり、好ましくは、Ｃ１－２０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）ボラン又はトリス（ペンタフルオロフェ
ニル）アルマンである）。
【００２９】
　これらの触媒活性剤の例としては、トリヒドロカルビルアンモニウム塩類、特に、以下
のメチルジ（Ｃ１４－２０アルキル）アンモニウム塩が挙げられる：
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、及び
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。
【００３０】
　その他の活性剤としては、トリス（２，２’，２’’－ノナフルオロビフェニル）フル
オロアルミナートなどのＰＣＴ公開ＷＯ９８／０７５１５号に記載のものが挙げられる。
活性剤の組み合わせ、例えばアルモキサンとイオン化活性剤の組み合わせもまた本発明で
意図される、例えば、ＥＰ－Ａ－０５７３１２０号、ＰＣＴ公開ＷＯ９４／０７９２８号
及びＷＯ９５／１４０４４号、ならびに米国特許第５，１５３，１５７号及び同第５，４
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５３，４１０号参照。ＷＯ９８／０９９９６号には、過塩素酸塩、過ヨウ素酸塩、及び、
ヨウ素酸塩（これらの水和物を含む）を用いる触媒化合物の活性化が記載されている。Ｗ
Ｏ９９／１８１３５号には、有機ボロアルミニウム活性剤類の使用が記載されている。Ｅ
Ｐ－Ａ－７８１２９９号は、シリリウム塩を非配位相溶性アニオンと組み合わせて使用す
ることが記載されている。触媒化合物を活性化するためのその他の活性剤又は方法は、例
えば米国特許第５，８４９，８５２号、同第５，８５９，６５３号、第５，８６９，７２
３号、ＥＰ－Ａ－６１５９８１号及びＰＣＴ公開ＷＯ９８／３２７７５号に記載されてい
る。
【００３１】
　別の好適なクラスの有機金属活性剤又は共触媒は、アルキルアルミノキサンとも称され
るアルモキサンである。アルモキサンは、メタロセン型触媒化合物と用いて付加重合触媒
を調製するための周知の活性剤である。アルモキサン及び変性アルモキサンを調製するた
めの方法は多様であるが、それらの限定されない例は、米国特許第４，６６５，２０８号
、同第４，９５２，５４０号、同第５，０９１，３５２号、同第５，２０６，１９９号、
同第５，２０４，４１９号、同第４，８７４，７３４号、同第４，９２４，０１８号、同
第４，９０８，４６３号、同第４，９６８，８２７号、同第５，３０８，８１５号、同第
５，３２９，０３２号、同第５，２４８，８０１号、同第５，２３５，０８１号、同第５
，１５７，１３７号、同第５，１０３，０３１号、同第５，３９１，７９３号、同第５，
３９１，５２９号、同第５，６９３，８３８号、同第５，７３１，２５３号、同第５，７
３１，４５１号、同第５，７４４，６５６号；欧州公開特許ＥＰ－Ａ－５６１４７６号、
ＥＰ－Ａ－２７９５８６号及びＥＰ－Ａ－５９４２１８号；ならびにＰＣＴ公開ＷＯ９４
／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）アルキルアルミニウム変性メチルアルモキサンであり、それには
、Ａｋｚｏ　Ｎｏｂｅｌ，ＩｎｃよりＭＭＡＯ－３Ａとして市販されているトリ（イソブ
チル）アルミニウム変性メタアルモキサン、又はＭＭＡＯ－１２として市販されているト
リ（ｎ－オクチル）アルミニウム変性メタアルモキサンが挙げられる。
【００３２】
　アルモキサン又は変性アルモキサンを活性剤又は第３の成分として本発明の方法で用い
ることも本発明の範囲内である。つまり、化合物は、単独で、又は中性かそれともイオン
性のその他の活性剤、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）ボラート化合物、トリスペルフルオロアリール化合物、ＷＯ９８／４３９８
３号に開示されるポリハロゲン化ヘテロボランアニオン、及びそれらの組み合わせなどと
組み合わせて用いてもよい。第３の成分として使用する場合、用いるアルモキサンの量は
、一般に、金属錯体を単独で用いる場合に効果的に活性化するために十分な量よりも少な
い。この実施形態では、そのような意見に縛られることを望むものではないが、アルモキ
サンは実際の触媒活性化に有意に貢献しないと考えられる。前述の内容に抵抗するもので
はないが、活性化プロセスにおけるアルモキサンの何らかの関与は必ずしも排除されるわ
けではないことは理解されるべきである。
【００３３】
　好適なアルモキサンとしては、ポリマー又はオリゴマーのアルモキサン、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、１から１０個の炭素を
各ヒドロカルビル又はハロゲン化ヒドロカルビル基に有するトリヒドロカルビルアルミニ
ウム変性アルモキサン、ハロゲン化トリ（ヒドロカルビル）変性アルモキサン又はハロゲ
ン化トリ（ヒドロカルビル）ホウ素変性アルモキサンが挙げられる。かかる活性化共触媒
は、米国特許第６，２１４，７６０号、同第６，１６０，１４６号、同第６，１４０，５
２１号、及び同第６，６９６，３７９号、及びその他において既に開示されている。好ま
しいルイス酸変性アルモキサン化合物は、１０から３０、好ましくは１５から２５モルパ
ーセントのｉ－ブチル含量及び１０から２０、好ましくは１２から１８モルパーセントの
ｎ－オクチル含量をそれぞれ含有する（上記モルパーセントは総アルキル配位子含量を基
準にして）、トリ（ｉ－ブチル）アルミニウム変性メタアルモキサン及びトリ（ｎ－オク
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チル）アルミニウム変性メタアルモキサンである。これらのアルモキサン又はルイス酸変
性アルモキサン活性剤は、共触媒：触媒のモル比が２０から２００、より好ましくは２０
から１５０、最も好ましくは２０から８０で用いられることが好ましい。
【００３４】
　比較的低いレベルのアルモキサン又はルイス酸変性アルモキサン共触媒で活性化される
と同時に高い触媒効率を維持する能力のために、本ジルコニウム錯体は、得られるポリマ
ーにおいて低下したレベルの共触媒副生成物を、得られるポリマー中の長鎖分岐形成とと
もに実現することができる。これは、次に、該ポリマーがこれまではエチレン／α－オレ
フィンインターポリマーに適さなかった厳しい用途、例えば、良好な柔軟性及び加工特性
を保持しながらの配線及び電線の電気絶縁及び異形材、パイプ、及びその他の用途のため
の押出形成工程などに用いられることを可能にする。
【００３５】
　複数の反応器重合法は本発明において適切に用いることができる。例としては、その中
で、米国特許第３，９１４，３４２号に開示されるようなシステムである。複数の反応器
は、順次に又は平行して、反応器の少なくとも１つにおいて用いられる本発明に従う少な
くとも１種類の触媒組成物とともに作動させてもよい。また、一方又は両方の反応器は、
異なるコモノマー組み込み能力及び／又は異なる分子量能力を有する少なくとも２種類の
触媒を含んでよい。一実施形態では、比較的高い分子量の生成物（１００，０００から１
，０００，０００超、より好ましくは２００，０００から５００，０００のＭｗ）が形成
されると同時に、第２の反応器では比較的低い分子量の生成物（２，０００から３００，
０００のＭｗ）が形成される。これらの反応器生成物の両方は、類似もしくは異なる密度
及び／又はエラストマー含量を有し得る。最終生成物は、これら２つの反応器排出物の混
合物であり、脱揮の前に化合されて２つ又はそれ以上のポリマー生成物の均一な混合をも
たらす。もう１つの実施形態では、一方の反応器は、任意選択的にジエンを含有する高い
エチレン含量の共重合体を調製するために用いられてもよく、それに対して第２の反応器
は、エチレンか又はα－オレフィンのホモポリマー或いはエチレンと１つ又はそれ以上の
α－オレフィンの共重合体を調製するために用いられる。そのような二重の反応器プロセ
スにより、特別に調整した特性をもつ生成物の調製が可能となる。一実施形態では、反応
器は連続して接続されている、つまり、第２の反応器からの排出物が第２の反応器に装入
され、新鮮なモノマー、溶媒及び水素が任意選択的に第２の反応器に添加される。反応器
条件は、第１の反応器において生成されたポリマー対第２の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５：９５から９５：５の範囲内となるように調整される。前述
の二重反応器プロセスが、広くなった分子量分布又は多分散性指数（ＰＤＩ）を有するポ
リマーを生成する能力のあることを当業者は当然理解するであろう。前述の方法で作成さ
れる好ましいポリマーのＰＤＩは２．８から１０．０、より好ましくは３．０から７．０
である。その上、望ましい実施形態では、高分子量成分は低分子量成分よりも多量のα－
オレフィンコモノマーを含む（密度はより低い）。
【００３６】
　一実施形態では、重合プロセス中の反応器の一方は（連続して作動する２つの反応器の
うちの最初の反応器を含む）、不均一なチーグラー・ナッタ触媒又はクロム含有触媒、例
えば、当技術分野で公知の多数のかかる触媒の１つなどを含む。チーグラー・ナッタ触媒
の例としては、限定されるものではないが、ＭｇＣｌ２に担持されるチタン系触媒が挙げ
られ、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
さらに含む。好適なチーグラー・ナッタ触媒及びそれらの調製としては、限定されるもの
ではないが、米国特許第４，６１２，３００号、同第４，３３０，６４６号、及び同第５
，８６９，５７５号に開示されるものが挙げられる。好適なクロム系触媒は、米国特許第
４，９８１，９２７号、同第４，８３５，２１９号、同第４，５６４，６６０号、同第４
，１７３，５４８号、同第３，９５３，４１３号、及びその他において記載されているも
のである。
【００３７】
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　単一反応器、複数触媒プロセスも本発明において有用である。一実施形態では、２つ又
はそれ以上の触媒が本明細書に開示される高いモノマー転化条件で単一の反応器に導入さ
れ、この際、各触媒は本質的に異なるインターポリマー生成物を生成する。一実施形態で
は、比較的高い分子量の生成物（１００，０００から１，０００，０００超、より好まし
くは２００，０００から５００，０００のＭｗ）が１種類の触媒から形成され、一方で、
比較的低い分子量の生成物（２，０００から３００，０００のＭｗ）がその他の触媒から
形成される。これらの触媒組成物の両方は、類似又は異なるコモノマー組み込み能力を有
し得、そのうちの少なくとも１つが本明細書に説明される金属錯体を含む。得られるポリ
マーは、単一の反応器中で用いられる２種類の触媒の比に依存する特性を有することにな
る。ポリマー分子量、コモノマー組み込み能力、プロセス、及びかかる生成物のための触
媒の比の好適な組み合わせは、米国特許第６，９２４，３４２号に開示されている。チー
グラー・ナッタ触媒をはじめとする、その他のオレフィン重合触媒を含む本触媒組成物の
特有の相溶性に起因して、第２の触媒組成物は、本明細書に開示される金属錯体、メタロ
セン又はその他のπ結合配位子基を含有する金属錯体（拘束配置の金属錯体を含む）、又
は多価ヘテロ原子配位子基を含有する金属錯体、特に多価ピリジルアミン又はイミジゾリ
ルアミン系錯体及び四座配位子(tetradendate)酸素連結ビフェニルフェノール系第４族金
属錯体を含みうる。
【００３８】
金属錯体
　本発明に従う使用に適した金属錯体としては、次式に相当する化合物が挙げられる：
【化６】

（式中、
　Ｒ２０は、各々の発生とは無関係に、水素を数えずに５から２０個の原子を含有する二
価の芳香族もしくは不活性に置換された芳香族基であり；
　Ｔ３は、水素を数えずに１から２０個の原子を有する二価の炭化水素又はシラン基、或
いはその不活性に置換された誘導体であり；かつ
　ＲＤは、各々の発生とは無関係に、水素を数えずに１から２０個の原子からなる一価の
配位子基であるか、又は２つのＲＤ基は結合して(two ＲＤ groups together)、水素を数
えずに１から２０個の原子からなる二価の配位子基である）。
【００３９】
　好ましくは、かかる錯体は次式に相当する：
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【化７】

（式中、
　Ａｒ２は、各々の発生とは無関係に、水素又は任意の置換基の任意の原子を数えずに６
から２０個の原子からなる、アリーレン又はアルキル置換、アリール置換、アルコキシ置
換もしくはアミノ置換アリーレン基であり;
　Ｔ３は、水素を数えずに２から２０個の原子からなる二価の炭化水素架橋基、好ましく
は二価の置換もしくは非置換Ｃ３－６脂肪族、脂環式、又はビス（アルキレン）置換脂環
式基であり；かつ
　ＲＤは、各々の発生とは無関係に、水素を数えずに１から２０個の原子からなる一価の
配位子基、又は２つのＲＤ基は結合して、水素を数えずに１から４０個の原子からなる二
価の配位子基である）。
【００４０】
　本明細書における使用に適した金属錯体のより好ましい例としては、次式の化合物が挙
げられる：

【化８】

（式中、
　Ａｒ４は、各々の発生とは無関係に、Ｃ６－２０アリール又はその不活性に置換された
誘導体、特に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（ｔ－ブチル）フェニル、ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル、ナフチル
、アントラセン－５－イル、１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアントラセ
ン－５－イルであり；
　Ｔ４は、各々の発生とは無関係に、プロピレン－１，３ジイル基、シクロへキサン－１
，２ジイル基、ビス（アルキレン）シクロへキサン－１，２ジイル基、シクロヘキセン－
４，５ジイル基、又はその不活性に置換された誘導体であり;
　Ｒ２１は、各々の発生とは無関係に、水素、ハロ、水素を数えずに５０個までの原子か
らなるヒドロカルビル、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、アルコキシ又はアミノであり；かつ
　ＲＤは、各々の発生とは無関係に、ハロ又は水素を数えずに２０個までの原子からなる
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して、水素を数えずに４０個までの原子からなる二価のヒドロカルビレン、ヒドロカルバ
ジイルもしくはトリヒドロカルビルシリル基である）。
【００４１】
　特に好ましい金属錯体は、次式の化合物である：
【化９】

（式中、
　Ａｒ４は、各々の発生とは無関係に、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（ｔ－ブチル）フェニル、ジベンゾ－１Ｈ－ピロ
ール－１－イル、又はアントラセン－５－イルであり、
　Ｒ２１は、各々の発生とは無関係に、水素、ハロ、水素を数えずに５０個までの原子か
らなるヒドロカルビル、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、アルコキシ又はアミノであり;
　Ｔ４は、プロパン－１，３－ジイル、シクロヘキサンジイル、シクロヘキセン－４，５
－ジイル、又はビス（メチレン）シクロヘキサン－１，２－ジイルであり；かつ
　ＲＤは、各々の発生とは無関係に、ハロ又は水素を数えずに２０個までの原子からなる
ヒドロカルビルもしくはトリヒドロカルビルシリル基であるか、又は２つのＲＤ基は結合
して、水素を数えずに４０個までの原子からなるヒドロカルビレン、ヒドロカルバジイル
又はヒドロカルビルシランジイル基である）。
【００４２】
　１，４－ブタンジイルＴ４基を含む金属錯体と比較して、前述の錯体は、特に高い重合
温度で改良された触媒効率を示す。本発明に従う最も非常に好ましい金属錯体は、次式に
相当する：
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【化１０】

（式中、ＲＤは、各々の発生とは無関係に、クロロ、メチル又はベンジルである）。
【００４３】
　好適な金属錯体の具体的な例は以下の化合物である：
Ａ）ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロア
ントラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－１，３－プロ
パンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－１，３－プロパン
ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－１，３－プロパン
ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチ
ル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロ
ライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシ）－１，３－プロパン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－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイルジルコニウム（
ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイルジルコニウム（
ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイルジルコニウム（
ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシメチル）－トランス－
１，２－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシメチル）－トランス－
１，２－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシメチル）－トランス－
１，２－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシメチル）－トランス－１，２－シクロヘキサンジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシメチル）－トランス－１，２－シクロヘキサンジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシメチル）－トランス－１，２－シクロヘキサンジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシメチル）－トランス－１，２－シクロヘキサ
ンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシメチル）－トランス－１，２－シクロヘキサ
ンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシメチル）－トランス－１，２－シクロヘキサ
ンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－１，３－シ
クロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－１，３－シ
クロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－１，３－シ
クロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－１，３－シクロヘキサンジイルジルコニウム（
ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－１，３－シクロヘキサンジイルジルコニウム（
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ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－１，３－シクロヘキサンジイルジルコニウム（
ＩＶ）ジベンジル
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－１，３－シクロヘキサンジイルジ
ルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－１，３－シクロヘキサンジイルジ
ルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－１，３－シクロヘキサンジイルジ
ルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－４，５－シ
クロヘキセンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－４，５－シ
クロヘキセンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－４，５－シ
クロヘキセンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－４，５－シクロヘキセンジイルジルコニウム（
ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－４，５－シクロヘキセンジイルジルコニウム（
ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－４，５－シクロヘキセンジイルジルコニウム（
ＩＶ）ジベンジル
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－４，５－シクロヘキセンジイルジ
ルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－４，５－シクロヘキセンジイルジ
ルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－４，５－シクロヘキセンジイルジ
ルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
Ｂ）ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロア
ントラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ）
－１，３－プロパンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ）－１
，３－プロパンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ）－１
，３－プロパンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
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）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイルジルコニウム
（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイルジルコニウム
（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイルジルコニウム
（ＩＶ）ジベンジル
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシメチル
－トランス－１，２－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシメチル
）－トランス－１，２－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシメチル
）－トランス－１，２－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシメチル）－トランス－１，２－シクロヘキ
サンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシメチル）－トランス－１，２－シクロヘキ
サンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシメチル）－トランス－１，２－シクロヘキ
サンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシメチル）－トランス－１，２
－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシメチル）－トランス－１，２
－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシメチル）－トランス－１，２
－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））－
シス－１，３－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））－
シス－１，３－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、



(26) JP 5603595 B2 2014.10.8

10

20

30

40

50

ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））－
シス－１，３－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））－シス－１，３－シクロヘキサンジイ
ルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））－シス－１，３－シクロヘキサンジイ
ルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））－シス－１，３－シクロヘキサンジイ
ルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））－シス－１，３－シクロ
ヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））－シス－１，３－シクロ
ヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））－シス－１，３－シクロ
ヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））－
シス－４，５－シクロヘキセンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））－
シス－４，５－シクロヘキセンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））－
シス－４，５－シクロヘキセンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））－シス－４，５－シクロヘキセンジイ
ルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））－シス－４，５－シクロヘキセンジイ
ルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））－シス－４，５－シクロヘキセンジイ
ルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））－シス－４，５－シクロ
ヘキセンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））－シス－４，５－シクロ
ヘキセンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））－シス－４，５－シクロ
ヘキセン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－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロア
ントラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキ



(27) JP 5603595 B2 2014.10.8

10

20

30

40

50

シ）－１，３－プロパンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ）
－１，３－プロパンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ）
－１，３-プロパンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジ
イルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジ
イルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジ
イルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシメ
チル）－トランス－１，２－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシメ
チル）－トランス－１，２－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシメ
チル）－トランス－１，２－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシメチル）－トランス－１，２－シクロ
ヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシメチル）－トランス－１，２－シクロ
ヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシメチル）－トランス－１，２－シクロ
ヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシメチル）－トランス－１
，２－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシメチル）－トランス－１
，２－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（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－ｔ－ブチル－２－フェノキシメチル）－トランス－１
，２－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ）
）－シス－１，３－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ）
）－シス－１，３－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ）
）－シス－１，３－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ））－シス－１，３－シクロヘキサン
ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ））－シス－１，３－シクロヘキサン
ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ））－シス－１，３－シクロヘキサン
ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ））－シス－１，３－シ
クロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ））－シス－１，３－シ
クロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ））－シス－１，３－シ
クロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ）
）－シス－４，５－シクロヘキセンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ）
）－シス－４，５－シクロヘキセンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ）
）－シス－４，５－シクロヘキセンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ））－シス－４，５－シクロヘキセン
ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ））－シス－４，５－シクロヘキセン
ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ））－シス－４，５－シクロヘキセン
ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ））－シス－４，５－シ
クロヘキセン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－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ））－シス－４，５－シ
クロヘキセンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、及び
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ））－シス－４，５－シ
クロヘキセンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル。
【００４４】
　前述の金属錯体は、遷移金属の供給源及び中性の多官能性配位子供給源を必要とする標
準的な金属化及び配位子交換手順により便宜に調製することができる。その上、これらの
錯体はまた、対応する遷移金属テトラアミド及びヒドロカルビル化剤、例えばトリメチル
アルミニウムなどから出発するアミド脱離及びヒドロカルビル化プロセスを用いて調製す
ることもできる。これらの用いられる技法は、米国特許第６，３２０，００５号、同第６
，１０３，６５７号、ＷＯ０２／３８６２８号、ＷＯ０３／４０１９５号、米国特許出願
公開第２００４／０２２００５０号、及びその他に開示されるものと同じであるか又はそ
れに類似する。
【００４５】
　金属錯体は共触媒と組み合わせることにより活性化されて活性触媒組成物を形成する。
活性化は、反応混合物のその他の成分の有無に関わらず、触媒組成物を反応器に添加する
前に起こるか、又は金属錯体と活性化共触媒を反応器に別々に添加することによりその場
所で起こりうる。
【００４６】
モノマー
　本明細書での使用に適したオレフィン混合物としては、エチレン、１つ又はそれ以上の
Ｃ３－３０α－オレフィン及び１つ又はそれ以上の共役もしくは非共役ジエンの混合物が
挙げられる。好適なα－オレフィンコモノマーとしては、限定されるものではないが、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、１－ヘプテン、１
－オクテン、１－ノネン、１－デセン、及び１－ドデセン、１－テトラデセン、１－ヘキ
サデセン、１－オクタデセン、１－エイコセン、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、４，６－ジメチル－１－ヘプテン、及びビニ
ルシクロヘキサンが挙げられる。
【００４７】
　本明細書での使用に適したジエンとしては、６から１５個の炭素原子を有する直鎖炭化
水素ジエン、分岐鎖炭化水素ジエン、環状炭化水素ジエン、及び多環式炭化水素ジエンが
挙げられる。好適な非共役ジエンの例としては、限定されるものではないが、直鎖環状ジ
エン、例えば１，４－ヘキサジエン、１，６－オクタジエン、１，７－オクタジエン、１
，９－デカジエンなど、分岐鎖環状ジエン、例えば５－メチル－１，４－ヘキサジエン；
３，７－ジメチル－１，６－オクタジエン；３，７－ジメチル－１，７－オクタジエン及
びジヒドロミリセン及びジヒドロオシネンの混合異性体など、単環脂環式ジエン、例えば
１，３－シクロペンタジエン；１，４-シクロヘキサジエン；１，５－シクロオクタジエ
ン及び１，５－シクロドデカジエンなど、ならびに多環脂環式の縮合ジエン及び架橋環ジ
エン、例えばテトラヒドロインデン、メチルテトラヒドロインデン、ジシクロペンタジエ
ン、ビシクロ－（２，２，１）－ヘプタ－２，５－ジエン；アルケニルノルボルネン、ア
ルキリデンノルボルネン、シクロアルケニルノルボルネン及びシクロアルキリデンノルボ
ルネン、例えば５－メチレン－２－ノルボルネン（ＭＮＢ）；５－プロペニル－２－ノル
ボルネン、５－イソプロピリデン－２－ノルボルネン、５－（４－シクロペンテニル）－
２－ノルボルネン、５－シクロヘキシリデン－１－ノルボルネン、５－ビニル－２－ノル
ボルネン、及びノルボルナジエンなどが挙げられる。ＥＰＤＭを調製するために一般に用
いられるジエンのうち、特に好ましいジエンは、１，４－ヘキサジエン（ＨＤ）、５－エ
チリデン－２－ノルボルネン（ＥＮＢ）、５－ビニリデン－２－ノルボルネン（ＶＮＢ）
、５－メチレン－２－ノルボルネン（ＭＮＢ）、及びジシクロペンタジエン（ＤＣＰＤ）
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である。最も特に好ましいジエンは、５－エチリデン－２－ノルボルネン（ＥＮＢ）であ
る。
【００４８】
　一般に、重合は、先行技術において周知のオレフィン溶液重合反応のための条件で達成
されてもよい。好ましい重合温度は、８０から２５０℃、より好ましくは１００から２０
０℃である。好ましい重合圧力は大気圧から３０００気圧（１００ｋＰａから３００ＭＰ
ａ）、より好ましくは、１ＭＰａから１０ＭＰａである。大半の重合反応において、用い
られる触媒：重合可能な化合物のモル比は、１０－１２：１から１０－１：１、より好ま
しくは、１０－１１：１から１０－５：１である。非常に望ましくは、反応は連続溶液重
合条件下、つまり、１又は複数のモノマーが、溶液重合条件下で作動する反応器に連続的
に添加され、重合生成物が連続的に又は半連続的に取り出され、回収されるか、又は第２
の反応器へ送られる条件下で行われる。
【００４９】
　望ましくは、重合混合物は、脂肪族又は脂環式液体希釈剤を含む。かかる脂肪族又は脂
環式液体希釈剤の例としては、直鎖及び分岐鎖炭化水素、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、及びそれらの混合物など；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、メチルシクロヘプタン、
及びそれらの混合物など；ならびにペルフルオロ化炭化水素、例えばペルフルオロ化Ｃ４

－１０アルカンなどが挙げられる。少量の芳香族炭化水素、例えばトルエン、エチルベン
ゼン又はキシレンも含められてもよいが、好ましくはない。前述のものの混合物も適して
いる。好ましい液体希釈剤は、ＥｘｘｏｎＭｏｂｉｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎより入手
可能なＩｓｏｐａｒ（商標）の商標名のもとに市販されている、蒸留、ＡＳＴＭ　Ｄ　８
６、ＩＢＰ１１８℃、蒸留、ＡＳＴＭ　Ｄ　８６、乾点１３７℃、及び比重、１５．６℃
、０.７２のＡＳＴＭ　Ｄ　１２５０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。
【００５０】
　分子量制御剤又は連鎖移動剤の使用は本方法において望ましい。かかる分子量制御剤の
例としては、水素、トリアルキルアルミニウム化合物、又はその他の公知の連鎖移動剤が
挙げられる。水素は最も好ましい分子量制御剤又は連鎖移動剤である。本発明の使用の格
別の利益は、（反応条件にもよるが）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。好ましいポリマーのＭｗ／Ｍｎは３．０未満、より好
ましくは２．６未満である。かかる狭い分子量分布のポリマー生成物は、改良された引張
強度特性ならびに低下されたレベルの抽出分及び金属分のために非常に望ましい。
【００５１】
　本発明の範囲を決して限定するものではないが、本重合プロセスを実行するための１つ
の方法は以下の通りである。攪拌槽反応器中、重合させるモノマーを任意の溶媒又は希釈
剤とともに連続的に導入する。反応器には、モノマーと任意の溶媒又は希釈剤及び溶解さ
れたポリマーから実質的に構成される液相が含まれる。共触媒を伴う触媒及び任意選択的
に連鎖移動剤は、連続的に又は断続的に反応器の液相又はその任意の再生部分に導入され
る。反応器温度は、溶媒／モノマー比、触媒添加速度を調節することにより、ならびに冷
却又は加熱コイル、ジャケット又はその両方を用いることにより制御することができる。
重合速度は、触媒添加の速度により制御される。圧力は、モノマー流速及び揮発性成分の
分圧により制御される。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
マーの比により決定され、それは反応器に対するこれらの成分のそれぞれのフィード速度
を操作することにより制御される。ポリマー生成物の分子量は、任意選択的に、その他の
重合変数、例えば、温度、モノマー濃度を制御することによるか、又は既に述べた連鎖移
動剤の流速により制御される。反応器から出る際、排出物を触媒失活剤(catalyst kill a
gent)、例えば水、蒸気又はアルコールと接触させる。このポリマー溶液を任意選択的に
加熱し、気体モノマーならびに残留溶媒又は希釈剤を減圧下で蒸発分離することにより、
及び、必要に応じて、脱揮押出機などの装置中でさらなる脱揮を行うことにより、ポリマ
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ー生成物を回収する。連続プロセスにおいて、反応器中の触媒及びポリマーの平均滞留時
間は一般に５分から８時間であり、好ましくは１０分から６時間である。
【００５２】
　或いは、前述の重合は、連続ループ反応器において、その異なる領域間で確立されたモ
ノマー、コモノマー、触媒又は共触媒勾配の有無に関わらず、任意選択的に触媒及び／又
は連鎖移動剤の個別の添加、ならびに断熱もしくは非断熱溶液重合条件又は前述の反応器
条件の組み合わせのもとで操作することを伴って、行うことができる。好適なループ反応
器及びその装置を使用するために適した多様な作動条件の例は、米国特許第５，９７７，
２５１号、同第６，３１９，９８９号及び同第６，６８３，１４９号に見出される。
【００５３】
具体的な実施形態
　以下の実施形態は、添付される特許請求の範囲を具体的に開示する目的で提供される。
【００５４】
　１．高分子量インターポリマーを調製するための、連続溶液重合条件下、エチレン、１
つ又はそれ以上のＣ３－３０α－オレフィン及び１つ又はそれ以上の共役もしくは非共役
ジエンの重合のための方法であって、上記方法は、式
【化１１】

（式中、
　Ｒ２０は、各々の発生とは無関係に、水素を数えずに５から２０個の原子を含有する二
価の芳香族もしくは不活性に置換された芳香族基であり；
　Ｔ３は、水素を数えずに１から２０個の原子を有する二価の炭化水素又はシラン基であ
るか、又はその不活性に置換された誘導体であり；
　ＲＤは、各々の発生とは無関係に、水素を数えずに１から２０個の原子からなる一価の
配位子基であるか、又は２つのＲＤ基は結合して、水素を数えずに１から４０個の原子か
らなる二価の配位子基である）；
に相当する多価の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
で重合を行うこと、及び
共触媒を８０から２５０℃の温度及び１００ｋＰａから３００ＭＰａの圧力にて活性させ
ることを含む。
【００５５】
　２．得られるポリマーの分子量分布Ｍｗ／Ｍｎが３．０未満である、実施形態１の方法
。
【００５６】
　３．触媒組成物が連鎖移動剤をさらに含む、実施形態１の方法。
【００５７】
　４．反応器中に存在する連鎖移動剤の量が、連鎖移動剤の不在下で調製された生成ポリ
マーの分子量と比較して、生成ポリマーのＭｗを少なくとも３０パーセント低下させるた
めに十分である、実施形態３の方法。
【００５８】
　５．連鎖移動剤が、（エチレン基準）０．０１５から２．０モルパーセントの量で存在
する水素である、実施形態３の方法。
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【００５９】
　６．エチレン転化率が少なくとも８５モルパーセントである、実施形態１の方法。
【００６０】
　７．本質的に、エチレン、プロピレン、ならびに、１，４－ヘキサジエン、５－エチリ
デン－２－ノルボルネン、５－ビニリデン－２－ノルボルネン、５－メチレン－２－ノル
ボルネン、及びジシクロペンタジエンからなる群より選択されるジエンからなるモノマー
混合物が重合される、実施形態１から６のいずれか１つの方法。
【００６１】
　８．本質的に、エチレン、プロピレン及び５－エチリデン－２－ノルボルネンからなる
モノマー混合物が重合される、実施形態７の方法。
【００６２】
　９．メルトインデックスＩ２が５．０未満、分子量分布Ｍｗ／Ｍｎが３．０未満、及び
触媒効率が０．５ｇ（ポリマー）／μｇ（金属）より大きいポリマーを調製するための、
連鎖移動剤の存在下、温度１００から２００℃にて行われる、実施形態１の方法。
【００６３】
　１０．連鎖移動剤の不在下で調製された生成ポリマーのＭｗと比較して、連鎖移動剤が
、生成ポリマーのＭｗの低下が３０パーセントよりも多くなるような量で存在する、実施
形態９の方法。
【００６４】
　１１．連鎖移動剤が、エチレンを基準にして０．０１５から２モルパーセントの量で反
応器中に存在する水素である、実施形態１０の方法。
【００６５】
　１２．共触媒が、Ｚｒを基準にして２０：１から１５０：１のモル比をもたらす量で存
在するアルモキサンである、実施形態１の方法。
【００６６】
　１３．アルモキサンが、トリ（イソブチル）アルミニウム変性メタアルモキサン又はト
リ（ｎ－オクチル）アルミニウム変性メタアルモキサンである、実施形態１２の方法。
【００６７】
　１４．金属錯体が、式
【化１２】

（式中、
　Ａｒ２は、各々の発生とは無関係に、水素又は任意の置換基の任意の原子を数えずに６
から２０個の原子からなる、アリーレン又はアルキル置換、アリール置換、アルコキシ置
換もしくはアミノ置換アリーレン基であり；
　Ｔ３は、水素を数えずに２から２０個の原子からなる二価の炭化水素架橋基、好ましく
は二価の置換もしくは非置換Ｃ３－６脂肪族、脂環式、もしくはビス（アルキレン）置換
脂環式基であり；かつ
　ＲＤは、各々の発生とは無関係に、水素を数えずに１から２０個の原子からなる一価の
配位子基であるか、２つのＲＤ基は結合して、水素を数えずに１から４０個の原子からな
る二価の配位子基である）
に相当する、実施形態１から６のいずれか１つの方法。
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　１５．金属錯体が、式
【化１３】

（式中、
　Ａｒ４は、各々の発生とは無関係に、Ｃ６－２０アリール又はその不活性に置換された
誘導体、特に、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、ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル、ナフチル、アントラセン－５－イル、１，２
，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアントラセン－５－イルであり；
　Ｔ４は、各々の発生とは無関係に、プロピレン－１，３ジイル基、シクロへキサン－１
，２ジイル基、ビス（アルキレン）シクロへキサン－１，２ジイル基、シクロヘキセン－
４，５ジイル基、又はその不活性に置換された誘導体であり；
　Ｒ２１は、各々の発生とは無関係に、水素、ハロ、水素を数えずに５０個までの原子か
らなるヒドロカルビル、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、アルコキシ又はアミノであり；かつ
　ＲＤは、各々の発生とは無関係に、ハロ又は水素を数えずに２０個までの原子からなる
ヒドロカルビルもしくはトリヒドロカルビルシリル基、或いは２つのＲＤ基は結合して、
水素を数えずに４０個までの原子からなる二価のヒドロカルビレン、ヒドロカルバジイル
又はトリヒドロカルビルシリル基である）
に相当する、実施形態１４の方法。
【００６９】
　１６．金属錯体が、式



(34) JP 5603595 B2 2014.10.8

10

20

30

40

50

【化１４】

（式中、ＲＤは、各々の発生とは無関係に、クロロ、メチル又はベンジルである）
に相当する、実施形態１４の方法。
【００７０】
　１７．金属錯体が、
Ａ）ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロア
ントラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－１，３－プロ
パンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－１，３－プロパン
ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－１，３－プロパン
ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチ
ル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロ
ライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベン
ジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（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）－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイルジルコニウム（
ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイルジルコニウム（
ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイルジルコニウム（
ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシメチル）－トランス－
１，２－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシメチル）－トランス－
１，２－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシメチル）－トランス－
１，２－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシメチル）－トランス－１，２－シクロヘキサンジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシメチル）－トランス－１，２－シクロヘキサンジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシメチル）－トランス－１，２－シクロヘキサンジイルジル
コニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシメチル）－トランス－１，２－シクロヘキサ
ンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシメチル）－トランス－１，２－シクロヘキサ
ンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシメチル）－トランス－１，２－シクロヘキサ
ンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－１，３－シ
クロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－１，３－シ
クロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－１，３－シ
クロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－１，３－シクロヘキサンジイルジルコニウム（
ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－１，３－シクロヘキサンジイルジルコニウム（
ＩＶ）ジクロライド、



(36) JP 5603595 B2 2014.10.8

10

20

30

40

50

ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－１，３－シクロヘキサンジイルジルコニウム（
ＩＶ）ジベンジル
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－１，３－シクロヘキサンジイルジ
ルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－１，３－シクロヘキサンジイルジ
ルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－１，３－シクロヘキサンジイルジ
ルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－４，５－シ
クロヘキセンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－４，５－シ
クロヘキセンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－４，５－シ
クロヘキセンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－４，５－シクロヘキセンジイルジルコニウム（
ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－４，５－シクロヘキセンジイルジルコニウム（
ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－４，５－シクロヘキセンジイルジルコニウム（
ＩＶ）ジベンジル
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－４，５－シクロヘキセンジイルジ
ルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－４，５－シクロヘキセンジイルジ
ルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－４，５－シクロヘキセンジイルジ
ルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
Ｂ）ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロア
ントラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ）
－１，３－プロパンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ）－１
，３－プロパンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ）－１
，３－プロパンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイルジルコニウム
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（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイルジルコニウム
（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイルジルコニウム
（ＩＶ）ジベンジル
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシメチル
）－トランス－１，２－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシメチル
）－トランス－１，２－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシメチル
）－トランス－１，２－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシメチル）－トランス－１，２－シクロヘキ
サンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシメチル）－トランス－１，２－シクロヘキ
サンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシメチル）－トランス－１，２－シクロヘキ
サンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシメチル）－トランス－１，２
－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシメチル）－トランス－１，２
－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシメチル）－トランス－１，２
－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））－
シス－１，３－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））－
シス－１，３－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
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ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））－
シス－１，３－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））－シス－１，３－シクロヘキサンジイ
ルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））－シス－１，３－シクロヘキサンジイ
ルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））－シス－１，３－シクロヘキサンジイ
ルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））－シス－１，３－シクロ
ヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））－シス－１，３－シクロ
ヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））－シス－１，３－シクロ
ヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））－
シス－４，５－シクロヘキセンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））－
シス－４，５－シクロヘキセンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））－
シス－４，５－シクロヘキセンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））－シス－４，５－シクロヘキセンジイ
ルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））－シス－４，５－シクロヘキセンジイ
ルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））－シス－４，５－シクロヘキセンジイ
ルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））－シス－４，５－シクロ
ヘキセンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））－シス－４，５－シクロ
ヘキセンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシ））－シス－４，５－シクロ
ヘキセン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－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロア
ントラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキ
シ）－１，３－プロパン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－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ）
－１，３－プロパンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ）
－１，３－プロパンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジ
イルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジ
イルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジ
イルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシメ
チル）－トランス－１，２－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシメ
チル）－トランス－１，２－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシメ
チル）－トランス－１，２－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシメチル）－トランス－１，２－シクロ
ヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシメチル）－トランス－１，２－シクロ
ヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシメチル）－トランス－１，２－シクロ
ヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシメチル）－トランス－１
，２－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシメチル）－トランス－１
，２－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシメチル）－トランス－１
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，２－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ）
）－シス－１，３－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ）
）－シス－１，３－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ）
）－シス－１，３－シクロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ））－シス－１，３－シクロヘキサン
ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ））－シス－１，３－シクロヘキサン
ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ））－シス－１，３－シクロヘキサン
ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ））－シス－１，３－シ
クロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ））－シス－１，３－シ
クロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ））－シス－１，３－シ
クロヘキサンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ）
）－シス－４，５－シクロヘキセンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ）
）－シス－４，５－シクロヘキセンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロアント
ラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ）
）－シス－４，５－シクロヘキセンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ））－シス－４，５－シクロヘキセン
ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ））－シス－４，５－シクロヘキセン
ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、
ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（メチル
）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ））－シス－４，５－シクロヘキセン
ジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ））－シス－４，５－シ
クロヘキセンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル、
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
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クロヘキセンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド、及び
ビス（（２－オキソイル－３－（３，５－ジ－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－
５－（メチル）フェニル）－（４－ｔ－ブチル－２－フェノキシ））－シス－４，５－シ
クロヘキセンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジベンジル
からなる群より選択される実施形態１４の方法。
【００７１】
　本発明が、具体的に開示されていない任意の成分の不在下で実施可能であり、多段階式
重合システム設計において任意のその他の好適な反応又はプロセスと組み合わせてもよい
ことは、当然理解される。以下の実施例は、本発明をさらに例証するために提供されるも
のであり、限定するものとみなされるべきものではない。別段の記載のある場合を除いて
、すべての部分及びパーセンテージは重量ベースで表される。
【実施例】
【００７２】
金属錯体の調製
　米国特許出願公開第２００４／００１０１０３号の合成手順を実質的に繰り返して金属
錯体Ａ１及びＡ１１及び比較例を調製した。
【化１５】

Ａ１：ビス（（２－オキソイル－３－（１，２，３，４，６，７，８，９－オクタヒドロ
－アントラセン－５－イル）－５－（メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－１，３－
プロパンジイルジルコニウムＩＶ）ジメチル
Ａ２：ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５（メ
チル）フェニル）－２－フェノキシメチル）－トランス－１，２－シクロヘキサンジイル
ジルコニウム（ＩＶ）ジメチル
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【化１６】

Ａ３：ビス（（２－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）－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイルジルコ
ニウム（ＩＶ）ジメチル
Ａ４：ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ-１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（
メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－１，３－プロパンジイルジルコニウム（ＩＶ）
ジメチル
【化１７】

Ａ５：ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（
メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－シス－１，３－シクロヘキサンジイルジルコニ
ウム（ＩＶ）ジメチル
Ａ６：ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（
メチル）フェニル）－２－フェノキシメチル）－シス－４，５－シクロヘキセンジイルジ
ルコニウム（ＩＶ）ジメチル
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【化１８】

Ａ７：ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（
メチル）フェニル）－（４－メチル－２－フェノキシメチル））－トランス１，２－シク
ロヘキサンジルコニウム（ＩＶ）ジメチル
Ａ８：ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（
メチル）フェニル）－２－フェノキシ）－１，４－ブタンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジ
メチル
【化１９】

Ａ９：ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－（
メチル）フェニル）－（５－（２－メチル）プロパン－２－イル）－２－フェノキシ）－
１，３－プロパンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル
Ａ１０：ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－
（メチル）フェニル）－（５－（２－メチル）プロパン－２－イル）－２－フェノキシ）
－１，３－プロパンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジクロライド
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【化２０】

Ａ１１：ビス（（２－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）－（５－２－メチル）プロパン－２－イル）２－フ
ェノキシ）－１，３－プロパンジイルジルコニウム（ＩＶ）ジメチル
比較例：ビス（（２－オキソイル－３－（ジベンゾ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－
（メチル）フェニル）－２－フェノキシメチル）－トランス－１，２－シクロヘキサンジ
イルハフニウム（ＩＶ）ジメチル
【００７３】
連続重合条件
　連続溶液重合は、内部攪拌機を備えたコンピュータ制御されたオートクレーブ反応器に
おいて行われる。精製された混合アルカン溶媒（ＥｘｘｏｎＭｏｂｉｌ，Ｉｎｃ．より入
手可能なＩｓｏｐａｒ（商標）Ｅ）、エチレン、プロピレン、５－エチリデン－２－ノル
ボルネン、及び水素を、温度制御用ジャケット及び内部熱電対を備えた３．８Ｌ反応器に
連続的に供給する。反応器にフィードされた溶媒はマスフローコントローラーにより測定
される。可変速ダイヤフラムポンプが溶媒流量及び反応器に対する圧力を制御する。ポン
プの排出の際に、側流をとって触媒及び共触媒注入ライン及び反応器振盪機のためのフラ
ッシュ流を設ける。これらのフローはマスフローメーターにより測定され、制御バルブに
よって、又はニードルバルブの手動調節により制御する。残留溶媒をモノマー及び水素と
合し、反応器に供給する。マスフローコントローラーを用いて水素を反応器に必要に応じ
て供給する。溶媒／モノマー溶液の温度は、反応器に入る前に熱交換器の使用によって制
御される。この流れは反応器の底部に入る。
【００７４】
　触媒及び共触媒成分溶液を、ポンプ類及びマスフローメーターを用いて計量し、触媒フ
ラッシュ溶媒と合し、反応器の底部に導入する。１から１２回の運転で用いた共触媒は、
メチルジ（オクタデシル）アンモニウムテトラキス（ペンタフルオロフェニル）ボラート
（ＭＤＢ）に化学量論上ほぼ同等の長鎖アルキルアンモニウムボラートであり、第３の成
分であるトリ（イソブチル）アルミニウム変性メタアルモキサン（ＭＭＡＯ）と合し、遷
移金属を基準にして５／１のモル比の約１／３のｉ－ブチル／メチル基のモル比を含有す
る。１３から１７回の運転に関して、共触媒は、Ｚｒを基準にして５０：１のモル比のＭ
ＡＯ単独である。この反応器を、液体を満たした状態で５００ｐｓｉｇ（３．４５ＭＰａ
）にて激しく攪拌しながら運転する。生成物は反応器の上部の出口ラインを通じて取り出
される。すべての反応器からの出口ラインは蒸気トレースされており、絶縁されている。
出口ラインに少量の水を任意の安定剤又はその他の添加剤とともに添加すること、及び混
合物をスタティックミキサーに通過させることにより重合を停止させる。次に、生成物流
を、脱揮の前に熱交換器を通過させることにより加熱する。ポリマー生成物は、脱揮押出
機及び水冷ペレタイザーを用いる押出により回収される。
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【００７５】
　プロセスのそれ以上の詳細及び結果は表１に含まれる。生成物特性は表２に提供される
。ポリマー粘度は、動的機械的スペクトロメーター、例えばＲｈｅｏｍｅｔｒｉｃｓ　Ｃ
ｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ製ＲＭＳ－８００（商標）又はＡＲＥＳ（商標）を用いて、窒素雰
囲気下、１９０℃にて０．１及び１００ラジアン／秒の剪断速度で測定される。０．１ｒ
ａｄ／秒及び１００ｒａｄ／秒での粘度は、それぞれ、Ｖ０．１及びＶ１００として表さ
れ、この２つの比はＲＲと称され、Ｖ０．１／Ｖ１００として表される。
【００７６】
【表１】

【００７７】
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【表２】

【００７８】

【表３】

【００７９】
【表４】



(47) JP 5603595 B2 2014.10.8

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  ブーン，ハロルド，ダブリュ．
            アメリカ合衆国　テキサス州　７７４７９，シュガー　ランド，シルバー　ポンド　ドライブ　７
            ８０２
(72)発明者  アイバーソン，カール，エヌ．
            アメリカ合衆国　テキサス州　７７００５，ヒューストン，アルバンス　ロード　４１１９
(72)発明者  コンゼ，ワイド，ブイ．
            アメリカ合衆国　テキサス州　７７４５９，ミゾーリ　シティ，チェインバース　サークル　３４
            ２３
(72)発明者  バンダーレンド，ダニエル，デー．
            アメリカ合衆国　テキサス州　７７４７９，シュガー　ランド，キングスランド　コート　５００
            ３

    審査官  阪野　誠司

(56)参考文献  特表２００５－５２３９２１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００８－５０９２７７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００２－５２８６１０（ＪＰ，Ａ）　　　
              プラスチック材料講座４　ポリエチレン樹脂，日本，日刊工業新聞社，１９６９年　８月３０日
              ，第２０頁～第２１頁

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｃ０８Ｃ　１９／００－１９／４４
              Ｃ０８Ｆ　　６／００－２４６／００
              Ｃ０８Ｆ３０１／００
              Ｃ０８Ｆ　　４／６０－４／７０


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	overflow

