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1章　我が国の地球温暖化対策と二酸化炭素回収・貯留・有効利用について
　1.　我が国の温室効果ガスの排出目標
　2.　現状の地球温暖化政策と炭素回収・貯留・有効利用について
　3．2050年を目指した地球温暖化対策と炭素回収・貯留・有効利用

2章　二酸化炭素の分離回収技術開発の現状
　1.　CO2の排出状況
　2.　CO2分離回収技術
　3.　隔離・固定化技術

3章　二酸化炭素からカーボンへの分解技術
　1節　プラズマ処理による二酸化炭素の分解技術
　　1.　プラズマ中での解離プロセス
　　2.　プラズマガスの選択について 
　　3.　プラズマパラメータの測定方法
　　4.　大気圧マイクロ波プラズマ装置
　　5.　生成プラズマの諸量
　　6.　水を含むプラズマ内の主な生成粒子について
　　7.　分解実験
　2節　メカニカルミリングを応用した酸化鉄による二酸化炭素の固定
　　1.　鉄系酸化物による二酸化炭素の分解に関する既存研究
　　2.　メカノケミストリによるウスタイトの活性化
　　3.　鉄酸化物を利用した炭素固定サイクル

4章　二酸化炭素を原料とした樹脂・化学製品の製造・利用技術
　1節　二酸化炭素由来脂肪族ポリカーボネートの製造
　　1.　2核金属錯体触媒の開発
　　2.　第3級アミンや第4級アンモニウム塩をもつコバルトサレン錯体型触媒の開発
　　3.　常温・常圧交互共重合用触媒の開発
　　4.　生成ポリマーからの触媒残渣の分離
　2節　二酸化炭素由来脂肪族ポリカーボネートの高性能化
　　1.　CO2固定化・利用技術としてのポリプロピレンカーボネート(PPC)の製造
　　2.　PPCの複合化による高性能化の実現
　　3.　複合化PPC利用による波及効果と循環型社会への貢献
　3節　二酸化炭素から得られる五員環カーボナートを利用する高分子合成
　　1.　高分子合成に向けた二酸化炭素と
　　　　　エポキシドの反応による五員環カーボナートの合成
　　2.　二酸化炭素を利用する五員環カーボナート構造をもつポリマーの合成
　　3.　五員環カーボナートとアミンの反応を利用するポリウレタン類の合成
　4節　二酸化炭素を原料とする
　　　　　非ホスゲン法芳香族ポリカーボネートの工業化製造技術
　　1.　CO2を原料とする工業化プロセスにおける旭化成法ポリカーボネートプロセス
　　2.　芳香族ポリカーボネート樹脂(PC)
　　3.　世界初のCO2を原料とする旭化成法ポリカーボネートプロセス
　　4.　旭化成法ポリカーボネート樹脂の特徴
　　5.　旭化成法プロセスの経済性
　　6.　グリーンケミストリーの12ケ条を満足させる旭化成プロセスと社会への貢献
　　7.　旭化成プロセスの今後
　5節　発酵法による二酸化炭素からのバイオベース‐プラスチックの生産
　　1．生分解性プラスチック
　　2．PLA
　　3．微生物産生PHA
　　4．生分解性材料の用途
　　5.　バイオ‐ベースプラスチック生産のCO2削減効果
　6節　二酸化炭素からメタノール製造・利用技術
　　1.　メタノール合成反応
　　2.　メタノール合成触媒
　　3.　液相懸濁床
　　4.　均一系
　　5.　実証パイロットプラント
　　6.　メタノールの燃料としての利用
　　7.　メタノールの化学品としての利用
　　8.　メタノールを経由したCO2リサイクル
　7節　二酸化炭素の接触水素化によるエタノールの製造技術
　　1.　エタノール合成技術の背景
　　2.　シリカ担持ロジウム系複合触媒によるエタノール合成
　　3.　鉄-カリウム系複合酸化物触媒によるエタノール合成
　8節　二酸化炭素を原料とした炭酸エステル類の製造・利用技術
　　1.　炭酸エステル類の用途
　　2.　炭酸エステル類の工業的な合成法
　　3.　CO2を原料とするDMC合成における触媒開発（2005年以前）
　　4.　CO2を原料とするDMC合成における触媒開発（2005年以降）
　　5.　脱水剤の利用
　　6.　CO2を原料とするDMC合成の問題点と今後の課題
　9節　二酸化炭素を原料とする合成ガス製造プロセスの開発
　　1.　CO2/H2Oリフォーミングプロセスの特徴
　　2.　CO2/H2Oリフォーミング触媒の特徴
　　3.　GTLプラントへの適用
　　4.　CO2/H2Oリフォーミングプロセスの今後の展開
　10節　二酸化炭素を原料とする医薬品中間体の合成
　　1.　重要な医薬品中間体である2,4-ジヒドロキシキナゾリン
　　2.　触媒量のDBUを用いた2,4-ジヒドロキシキナゾリンの合成
　　3.　超臨界二酸化炭素を原料および
　　　　　溶媒として利用した2,4-ジヒドロキシキナゾリンの合成
　　4.　二酸化炭素(1atm)と触媒量の
　　　　　DBUのみを利用した2,4-ジヒドロキシキナゾリンの無溶媒合成

　　5.　二酸化炭素(1atm)とDBUのみを利用した無溶媒反応の応用例
　　6.　キナゾリンの合成における反応経路
　11節　イオン伝導性ポリマーの研究開発における二酸化炭素の溶媒･原料利用
　　1.　研究背景
　　2.　scCO2処理によるSPEの高イオン伝導化およびイオン伝導度の経時変化
　　3.　ポリエーテル/クレイ複合体に対するscCO2処理効果
　　4.　CO2/エポキシド共重合体の合成と新しい電解質ポリマーへの展開

5章　超臨界二酸化炭素利用による二酸化炭素の有効利用
　1節　超臨界二酸化炭素を用いた高分子の高次構造制御
　　1.　結晶高次構造制御
　　2.　多孔構造制御
　2節　超臨界流体を用いた高分子の成形加工
　　1.　超臨界二酸化炭素の性質
　　2.　CO2アシスト押出成型法
　　3.　超微細発泡体の形成
　　4.　超臨界二酸化炭素を用いたその他の高分子成形加工法
　　5.　超臨界アルコールを用いた高分子成形加工法
　3節　超臨界二酸化炭素を利用した微粒子創製技術
　　1.　超臨界二酸化炭素を利用した微粒子創製技術
　　2.　RESS法による薬物のナノ粒子創製
　4節　超臨界二酸化炭素を洗浄溶媒とする大型洗浄装置の開発
　　　　～各種VOC吸着材の再生技術～
　　1.　超臨界流体
　　2.　超臨界二酸化炭素を洗浄溶媒とする理由
　　3.　超臨界二酸化炭素を用いた洗浄装置
　　4.　VOC吸着材の洗浄事例
　5節　超臨界二酸化炭素利用によるコレステロール除去卵黄の製造技術
　　1.　超臨界二酸化炭素の食品への応用
　　2.　鶏卵とコレステロール
　　3.　超臨界二酸化炭素による抽出
　　4.　コレステロール除去卵黄の食品への応用

6章　二酸化炭素のエネルギー化技術
　1節　均一系触媒を用いた二酸化炭素からメタンへの変換技術
　　1.　二酸化炭素の化学的還元
　　2.　ケイ素化学工業
　　3.　均一系触媒の調製
　　4.　均一系触媒を用いた二酸化炭素からメタンへの変換
　　5.　二酸化炭素還元の反応機構の解明
　　6.　種々のヒドロシランを用いた二酸化炭素の還元反応
　　7.　均一系触媒を用いた二酸化炭素還元の研究動向
　2節　微生物利用による二酸化炭素のメタン変換技術
　　1.　二酸化炭素利用EOR（原油増進回収）技術
　　2.　地下の油層に存在する常在微生物
　　3.　微生物作用による二酸化炭素と原油からのメタン変換
　3節　海洋バイオマスによる二酸化炭素吸収・利用システム
　　1.　無気泡溶解装置を用いた二酸化炭素の溶解技術に関する研究
　　2.　高濃度二酸化炭素溶解海水による海藻の培養
　　3.　海藻からのバイオエタノール化
　4節　微細藻利用による二酸化炭素からの軽油生産技術
　　1.　微細藻類によるバイオディーゼル生産
　　2.　微細藻バイオディーゼルの応用例
　　3.　日本における微細藻バイオディーゼル研究
　5節　人工光合成による二酸化炭素の有効利用技術
　　1.　二酸化炭素の活性化
　　2.　光増感剤と触媒によるCO2還元
　　3.　レニウム錯体によるCO2還元
　　4.　光増感剤–触媒連結型分子によるCO2還元
　　5.　半導体光触媒によるCO2還元
　　6.　光合成の光捕集系を模倣したCO2還元
　6節　金属と炭酸水との反応による水素製造
　　1.　二酸化炭素の作用
　　2.　反応の実際
　　3.　鉄と二酸化炭素の組み合わせによるシステム
　　4.　リサイクルについて

7章　二酸化炭素排出量削減技術・取り組み
　1節　石炭火力発電における二酸化炭素排出削減技術へむけた取り組み
　　1.　熱効率の向上によるCO2排出削減
　　2.　二酸化炭素回収・貯留(CCS)技術
　　3.　CO2分離・回収技術の開発動向
　2節　新日本製鐵における二酸化炭素削減へむけた取り組み
　　1.　地球規模で長期的な視点に立った二酸化炭素の削減
　　2.　3つのエコに基づく二酸化炭素排出削減に向けての取組み
　　3.　グローバル・プレーヤーとしての貢献
　3節　日立グループにおける二酸化炭素削減にむけた取り組み
　　1.　日立グループの環境経営
　　2.　生産活動における地球温暖化対策
　　3.　製品・サービスを通じた温暖化対策
　4節　ネットワーク家電制御による二酸化炭素削減技術
　　1.　過去の経緯と位置づけ
　　2.　消費エネルギー削減の原理
　　3.　現状と今後の展開


