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1章　未利用・非可食バイオマスの潜在量と利活用および経済性・環境負荷低減効果の評価 
　1節　木質バイオマスの再資源化と評価
　2節　バイオマス利用のための資源作物と畜産廃棄物の可能性
　3節　稲わら，麦わらの利用可能量・資源化と評価
　4節　都市ごみ、食品加工残渣の循環利用と評価
　5節　繊維リサイクルと綿繊維由来バイオエタノール生産
　6節　下水汚泥バイオマスの利用促進に向けた取組
　7節　藻類バイオマスの資源化と実現可能性
　8節　アジアのバイオマスと資源利用の供給可能量
　9節　東南アジアにおける森林経営による木質バイオマス利用可能量と削減可能なCO2量
10節　バイオマス利用の設計図入手を目指した物質・情報資源の探索
2章　未利用・非可食資源からのポリマー合成、化学品製造 
　1節　触媒によるセルロース糖化
　2節　ポリマー原料用リグニンの製造
　3節　ウオータージェットによるバイオマスの前処理技術
　4節　未利用バイオマスからの液化樹脂の製造
　5節　リグニン由来低分子量体を用いたバイオベース材料
　6節　リグニンからのエポキシ樹脂合成と電気・電子機器への応用
　7節　植物由来カテコール性樹脂の創製と応用
　8節　BDF副生グリセリンからの機能性化学品製造
　9節　触媒反応による未利用バイオマスからの基礎化学物質合成

3章　未利用・非可食資源からの繊維と複合材料 
　1節　木質バイオマスからのナノファイバーの創製と複合材料の開発
　2節　木質バイオマスからのナノカーボンの製造
　3節　バイオマスナノファイバーを用いたフレキシブル基板
　4節　ケナフの特性と複合材料の開発
　5節　竹繊維複合材料の自動車内装部品への適用
4章　未利用・非可食資源のエネルギーへの利用技術 
　1節　非可食バイオマスからのエタノール製造技術と化学品生産
　2節　未利用バイオマスからのBDF製造技術
　3節　廃棄物系バイオマスを原料とする微生物燃料電池
　4節　木質バイオマスからの高効率水素製造
5章　未利用木材の木炭・炭素化、チップ化、ペレット化 
　1節　バイオマスの熱分解・炭素化
　2節　木質バイオマスのチップ化と経済性・市場展望
　3節　木質バイオマスのペレット化と経済性・市場展望
6章　未利用海洋資源の活用 
　1節　水圏の未利用バイオマス―植物資源と微生物資源の相互利用開発
　2節　液化DMEを利用した藻類からの燃料の高収率抽出技術
　3節　ホタテガイ残渣からの有用物質生産
7章　バイオマス資源の利用促進政策 
　1節　日本のバイオマス政策の展望
　2節　欧州の事例からみた日本の木質バイオマス利用促進政策の検討
8章　バイオマスエネルギーシステム導入における戦略立案と事業評価
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STbook会員とは当社ホームページの登録会員
（ログイン機能）です。（無料）

価格
本体 66,000円＋税
（STbook会員：62,667円＋税）



詳細、最新情報は S&T出版　未利用バイオマス で検索

1章　未利用・非可食バイオマスの潜在量と
　　　　利活用および経済性・環境負荷低減効果の評価 
　1節　木質バイオマスの再資源化と評価
　　1.　森林バイオマス供給　　2.　林産バイオマス
　2節　バイオマス利用のための資源作物と畜産廃棄物の可能性
　　1.　畜産廃棄物利用の可能性
　　2.　資源作物利用の可能性
　3節　稲わら，麦わらの利用可能量・資源化と評価
　　1.　エタノール原料としての稲わら，麦わらの特徴
　　2.　稲わらの発生量と利用可能量
　　3.　稲わらの輸入について　　4.　麦わらの生産量
　　5.　流通価格　　6.　収集作業体系
　　7.　稲わらの収集・運搬コスト事例
　　8.　コスト低減の可能性
　4節　都市ごみ、食品加工残渣の循環利用と評価
　　1.　都市ごみ中のバイオマス，食品加工残渣の排出・発生量および利用可能量
　　2.　生ごみなどの循環利用における収集・運搬など課題
　　3.　生ごみなどの再資源化システムとその普及・将来性
　　4.　生ごみなどの循環利用における環境負荷と経済性
　5節　繊維リサイクルと綿繊維由来バイオエタノール生産
　　1.　繊維の廃棄とリサイクルの現状　　2.　綿繊維由来バイオエタノール生産
　　3.　繊維のリサイクル制度の設計と構築
　6節　下水汚泥バイオマスの利用促進に向けた取組
　　1.　下水汚泥の発生量と処理処分等の現状
　　2.　下水汚泥の有効利用　　3.　重点施策　　4.　その他の施策
　7節　藻類バイオマスの資源化と実現可能性
　　1.　海域および水域の植物群　　2.　海域の栄養塩
　　3.　微細藻類の利用　　4.　大型藻類バイオマスの利用
　　5.　どのようなシステムを目指すべきか
　8節　アジアのバイオマスと資源利用の供給可能量
　　1.　農業系バイオマス賦存量と供給可能量
　　2.　供給可能量分布の分布推定（タイ国におけるケーススタディ）
　9節　東南アジアにおける森林経営による
　　　　　木質バイオマス利用可能量と削減可能なCO2量
　　1.　推定資料と方法
　　2.　結果と考察
　　3.　感度分析
　　4.　REDDにおける木質バイオマス生産に対する政策的影響
10節　バイオマス利用の設計図入手を目指した物質・情報資源の探索
　　1.　地下資源依存から生存圏での資源循環利用へ
　　2.　バイオマス利用の設計図という情報資源
　　3.　物質資源の存在様式・化学組成のプロファイリング技術開発
　　4.　ゲノム情報資源を次世代シーケンサー利用で探索する技術開発
　　5.　経済活動に偏重せず、生物資源を循環的に活用する社会形成を
　　　　　目指したオミクス研究・ECOMICS (=[Economics]-[No])を目指して

2章　未利用・非可食資源からのポリマー合成、化学品製造 
　1節　触媒によるセルロース糖化
　　1.　カ－ボン系固体酸の合成
　　2.　カーボン系固体酸の構造と機能
　　3.　カーボン系固体酸の触媒能
　2節　ポリマー原料用リグニンの製造
　　1.　ポリマー材料の観点からのリグニンの特性と分類
　　2.　副産リグニン
　　3.　調製リグニン
　　4.　リグニンの木材化学
　3節　ウオータージェットによるバイオマスの前処理技術
　　1.　湿式ジェットミル
　　2.　ウォータージェットによるセルロースの分散化
　　3.　電子顕微鏡によるセルロース・ナノファイバーの評価方法
　4節　未利用バイオマスからの液化樹脂の製造
　　1.　フェノール存在下でのバイオマス液化と樹脂への変換
　　2.　多価アルコール存在下でのバイオマス液化と樹脂への変換
　5節　リグニン由来低分子量体を用いたバイオベース材料
　　1.　微生物代謝によるリグニンの選択的低分子化
　　2.　PDC含有高機能バイオベース樹脂の開発
　　3.　酵素的糖化と物理的粉砕法を組み合わせたリグニンの低分子化
　6節　リグニンからのエポキシ樹脂合成と電気・電子機器への応用
　　1.　リグニンからのエポキシ樹脂合成
　　2.　エポキシ樹脂硬化物の特性
　　3.　リグニン由来エポキシ樹脂のプリント配線基板としての応用可能性検討
　　4.　リグニン由来エポキシ樹脂の成形材料としての応用可能性検討
　7節　植物由来カテコール性樹脂の創製と応用
　　1.　植物由来カテコール性樹脂の分子設計と重合
　　2.　植物由来カテコール性樹脂の接着特性
　8節　BDF副生グリセリンからの機能性化学品製造
　　1.　BDF副生グリセリン
　　2.　グリセリン誘導体の研究開発動向
　　3.　特許・論文にみるグリセリン酸の用途開発動向
　　4.　バイオプロセスによるD-グリセリン酸の製造
　　5.　グリセリン酸のバイオプラスチックへの利用
　9節　触媒反応による未利用バイオマスからの基礎化学物質合成
　　1.　はじめに
　　2.　バイオマス廃棄物のモデル物質による反応経路の検討
　　3.　バイオマス廃棄物からの基礎化学物質合成
　　4.　おわりに

3章　未利用・非可食資源からの繊維と複合材料 
　1節　木質バイオマスからのナノファイバーの創製と複合材料の開発
　　1.　ナノファイバーとは？
　　2.　セルロースナノファイバーの創製法
　　3.　セルロースナノファイバーの複合化

　2節　木質バイオマスからのナノカーボンの製造
　　1.　木質バイオマスの現状について
　　2.　木質バイオマスの高付加価値化技術の開発状況について
　　3.　各プロセスにおける特徴
　　4.　ナノカーボンのアプリケーションへの展開
　3節　バイオマスナノファイバーを用いたフレキシブル基板
　　1.　セルロース源
　　2.　ナノファイバーを使う意義
　　3.　他の材料との比較
　4節　ケナフの特性と複合材料の開発
　　1.　ケナフ繊維の特性
　　2.　ケナフ繊維含有プラスチックの開発・生産状況と課題
　　3.　ケナフ繊維含有プラスチックの射出成形に関する研究事例
　5節　竹繊維複合材料の自動車内装部品への適用
　　1.　竹繊維の選定
　　2.　製造工程
　　3.　耐湿熱老化性
　　4.　CO2排出量
　　5.　VOC発生量および有機酸発生量
　　6.　その他の性能

4章　未利用・非可食資源のエネルギーへの利用技術 
　1節　非可食バイオマスからのエタノール製造技術と化学品生産
　　1.　米国におけるバイオ燃料導入
　　2.　セルロースエタノールの製造コスト
　　3.　RITEにおける非可食バイオマスからのバイオ燃料製造技術の開発
　　4.　RITEバイオプロセスによる化学品の生産
　2節　未利用バイオマスからのBDF製造技術
　　1.　燃料原料としてのジャトロファ油および米ヌカ油の可能性
　　2.　ジャトロファ油および米ヌカ油からのバイオディーゼル製造
　　3.　微細藻類からの油脂の可能性
　　4.　動物脂の可能性
　3節　廃棄物系バイオマスを原料とする微生物燃料電池
　　1.　微生物燃料電池とは
　　2.　微生物燃料電池のメリット
　　3.　実用型リアクターとしてのカセット微生物燃料電池リアクター
　　4.　実廃水への適用試験
　　5.　今後の展望
　4節　木質バイオマスからの高効率水素製造
　　1.　木質系バイオマスからの水素製造への全体システム
　　2.　PCシステムによる木質バイオマスからのパイロガスの製造技術
　　3.　水素化マグネシウムの製造技術の確立

5章　未利用木材の木炭・炭素化、チップ化、ペレット化 
　1節　バイオマスの熱分解・炭素化
　2節　木質バイオマスのチップ化と経済性・市場展望
　　1.　木質バイオマスエネルギーの競争力
　　2.　木質バイオマスの経済的なエネルギー利用方法
　　3.　森林バイオマスの低コスト供給の可能性
　3節　木質バイオマスのペレット化と経済性・市場展望
　　1.　木質ペレットとは
　　2.　木質ペレットの製造
　　3.　ペレット市場の国際的な動向
　　4.　日本におけるペレット生産の動向と展望

6章　未利用海洋資源の活用 
　1節　水圏の未利用バイオマス―植物資源と微生物資源の相互利用開発
　　1.　水圏植物を原料とするエネルギー生産
　　2.　水圏微生物を利用したバイオレメディエーション
　2節　液化DMEを利用した藻類からの燃料の高収率抽出技術
　　1. 微細藻類からの燃料抽出を取りまく現状
　　2. 液化ジメチルエーテルを用いた、微細藻類からの燃料抽出技術
　　3.　微細藻類（アオコ）からの緑の原油の抽出試験
　3節　ホタテガイ残渣からの有用物質生産
　　1.　有用機能性脂肪酸（脂肪酸レベル）　　
　　2.　有用脂質成分（脂質クラスレベル）
　　3.　ホタテガイの残渣
　　4.　ホタテガイの脂質成分

7章　バイオマス資源の利用促進政策 
　1節　日本のバイオマス政策の展望
　　1.　「バイオマス・ニッポン総合戦略」策定の背景
　　2.　バイオマスタウン構想の策定・公表
　　3.　バイオマスタウン加速化戦略の構築
　　4.　地域のバイオマス利活用に対する交付金
　　5.　バイオ燃料の利用促進
　　6.　農林漁業バイオ燃料法の制定
　　7.　バイオマス活用推進基本法
　2節　欧州の事例からみた日本の木質バイオマス利用促進政策の検討
　　1.　欧州各国の事例と日本の再生可能エネルギー政策の比較方法について
　　2.　欧州各国の事例と日本における再生可能エネルギー促進制度・政策
　　3.　欧州各国の政策導入による木質バイオマス発電量の変化

8章　バイオマスエネルギーシステム導入における戦略立案と事業評価 
　　はじめに.　バイオマスの全体像
　　1.　目的・状況にあった導入計画の立て方
　　2.　導入における事業採算性の実態
　　3.　バイオマスエネルギーシステムの事業成立条件とは

※構成は随時更新しています。最新情報は当ページでご確認ください。


