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詳細、最新情報は

第1章　低環境負荷有機合成の概要
　1.　グリーンケミストリーの考え方
　2.　有機合成における反応媒体改善の取り組み
　3.　反応媒体としての超臨界流体
　4.　反応媒体としての水
　5.　反応媒体としてのイオン液体
　6.　反応媒体としてのフッ素系有機溶媒
 
第2章　超臨界二酸化炭素を用いた有機合成
 1節　超臨界二酸化炭素を用いた二酸化炭素固定-水素化反応
 　1.　超臨界二酸化炭素の水素化によるギ酸合成
 　2.　超臨界二酸化炭素の水素化によるギ酸エステル合成
 　3.　超臨界二酸化炭素の水素化によるホルムアミド合成
 　4.　近年の触媒開発の動向

 2節　超臨界二酸化炭素を用いた二酸化炭素固定-付加反応
 　1.　超臨界二酸化炭素中におけるカルバミン酸生成
 　2.　カルバミン酸類の炭素-炭素間不飽和結合への付加によるウレタン合成
 　3.　不飽和アミン類の環化カルボキシル化反応
 　4.　不飽和アルコールの環化カルボキシル化反応
 　5.　エポキシドやアジリジンのカルボキシル化反応

 3節　超臨界二酸化炭素を用いた二酸化炭素固定 -置換反応-
 　1.　二酸化炭素と窒素との結合生成反応-ウレタン合成-
 　2.　二酸化炭素と酸素との結合生成反応 -カーボネート合成-

 4節　超臨界二酸化炭素を用いた二酸化炭素固定 -カルボキシル化-
 　1.　超臨界二酸化炭素中DBUを用いた活性水素化合物のカルボキシル化
 　2.　超臨界二酸化炭素中のアルコキシカルボニル化反応
 　3.　超臨界二酸化炭素を用いたカルボキシル化の触媒反応

 5節　超臨界二酸化炭素を溶媒に用いた溝呂木- Heck 反応
 　1.　二酸化炭素親和性を示すパラジウム錯体
 　2.　超臨界二酸化炭素中における溝呂木—Heck反応
 　3.　超臨界二酸化炭素中における触媒的カルボニル化反応
 　4.　その他のパラジウム触媒反応

 6節　超臨界二酸化炭素存在下でのヒドロホルミル化反応
 　1.　scCO2均一相中でのヒドロホルミル化
 　2.　CO2溶解膨張液相(CXL)でのヒドロホルミル化
 　3.　多相系でのヒドロホルミル化
 　4.　CO2とH2によるヒドロホルミル化

 7節　超臨界二酸化炭素を用いたRobinson環化反応
 　1.　自己縮合反応(アルドール反応)
 　2.　ロビンソン環化反応

 8節　超臨界二酸化炭素を溶媒に用いた酸化反応
 　1.　超臨界二酸化炭素中でのポリエチレンおよびポリプロピレンのNO2酸化
 　2.　架橋ポリエチレンの選択的酸化による熱可塑化 -マテリアルリサイクルへ-
 　3.　有機溶媒も水も用いず二酸化炭素を媒体とした高選択的なアルデヒド合成
 　4.　二酸化炭素中でのオゾン酸化

 9節　超臨界二酸化炭素を溶媒に用いた還元反応
 　1.　芳香族化合物の立体選択的水素化反応

 10節　超臨界二酸化炭素を溶媒に用いたエステル化反応
 　1.　エステル合成法
 　2.　超臨界二酸化炭素中のエステル化触媒
 　3.　超臨界二酸化炭素における簡易溶解度試験
 　4.　エステル化反応の平衡制御
 　5.　エステルの精製
 　6.　触媒のリサイクル
 　7.　難溶解性エステルの精製

 11節　超臨界二酸化炭素を溶媒に用いた置換反応
 　1.　脂肪族求核置換反応
 　2.　芳香族求核置換反応
 　3.　芳香族求電子置換反応

 12節　超臨界二酸化炭素を溶媒に用いた酵素反応
 　1.　溶媒として水のかわりに超臨界二酸化炭素を用いるメリット
 　2.　超臨界二酸化炭素中に存在する微量の水の反応への影響
 　3.　酵素の種類
 　4.　超臨界二酸化炭素への酵素の可溶化
 　5.　添加物による超臨界二酸化炭素/水の二層系での酵素の安定性の向上
 　6.　酵素の固定化による超臨界二酸化炭素/水の二層系での酵素の安定性の向上
 　7.　固定化酵素をフロー系の超臨界流体反応装置で利用する光学活性体の大量合成
 　8.　酵素と化学試薬を両方用いる反応
 　9.　高分子合成
 　10.　食品分野への応用

 13節　超臨界二酸化炭素を溶媒に用いた有機光反応
 　1.　光異性化反応
 　2.　光二量化反応
 　3.　カルボニル化合物の光反応
 　4.　光カルボニル化反応
 　5.　光誘起電子反応と光増感反応
 　6.　光誘起ラジカル連鎖反応

 14節　超臨界二酸化炭素中での有機電解合成
 　1.　超臨界二酸化炭素中での電気化学
 　2.　有機溶媒中常圧の二酸化炭素の固定化によるカルボン酸の合成
 　3.　超臨界二酸化炭素中での電解還元によるカルボン酸の合成

 15節　超臨界二酸化炭素流体中での高分子微粒子の合成
 　1.　scCO2媒体中での通常のラジカル重合(Conventional Radical Polymerization:CRP)
 　2.　scCO2媒体中での制御/リビングラジカル重合 (CLRP:Controlled/Living Radical 
　　　  Polymerization)

 16節　超臨界二酸化炭素を溶媒に用いたMMAの含浸重合
 　1.　scCO2を用いたiPP/PMMAブレンドの調製方法
 　2.　iPP/PMMAブレンドの特徴
 　3.　LLDPE/PMMAブレンド:PIPN構造の形成

第3章　イオン液体を用いた有機合成
 1節　イオン液体を用いたマイクロ波加熱反応
 　1.　はじめに
 　2.　イオン液体を加熱助剤とする研究
 　3.　イオン液体を溶媒とする反応
 　4.　溶媒であるイオン液体を,同時に基質もしくは触媒として利用する反応
 　5.　触媒もしくは触媒担体とする反応
 　6.　環状カーボネート合成およびHMF合成

 2節　イオン液体を溶媒に用いた光学活性アルコールの合成
 　1.　ケトンの不斉水素化反応
 　2.　不斉求核付加反応によるキラルアルコール合成
 　3.　酵素触媒不斉アシル化反応を利用するキラルアルコール合成
 　4.　酵素触媒不斉還元反応を利用するキラルアルコール合成

 3節　イオン液体中で微生物酵素を用いた桂皮酸関連化合物の酵素合成
 　1.　5-Caffeoylquinic acidからmethyl caffeateの酵素合成
 　2.　Methyl caffeateからcaffeic acid ester類の酵素合成
 　3.　イオン液体を用いた5-CQAから3-cyclohexylpropyl caffeateへの連続酵素変換

 4節　イオン液体を溶媒に用いた芳香族ポリアミドの合成
 　1.　イオン液体を用いる重合
 　2.　イオン液体中での芳香族ポリアミド合成
 　3.　イオン液体を用いる芳香族ポリアミドの加工

 5節　イオン液体による固定化触媒による反応
 　1.　イオン液体を用いた触媒の固定化法
 　2.　シリカゲル担体を用いた反応
 　3.　シリカ+ポリマーコアシェル粒子を用いた反応
 　4.　イオン液体+スチレン共重合体を用いた反応

 6節　イオン液体とマイクロ波照射によるプラスチックの解重合
 　1.　ナイロン6を初めとするポリアミドのイオン液体中での解重合反応
 　2.　イオン液体とマイクロ波を用いた不飽和ポリエステルとFRPの解重合反応
 　3.　イオン液体とマイクロ波照射を使ったセルロースの変換反応

 第4章　水を溶媒として用いた有機合成
 1節　水を溶媒とするシクロデキストリンによる不斉合成
 　1.　付加反応 
　 2.　還元反応
 　3.　酸化反応　
 　4.　アルドール縮合反応
 　5.　光化学反応

 2節　高温水・高圧二酸化炭素を用いた有機合成
 　1.　高温水による多価アルコール脱水反応と二酸化炭素添加効果
 　2.　多価アルコール脱水反応機構
 　3.　多価アルコール脱水反応の立体選択性制御

 3節　超臨界水中でのフェノールの有機合成
 　1.　フェノールのアルキル化
 　2.　アルキルフェノールの脱アルキル化
 　3.　アルキル化,脱アルキル化反応の制御

 4節　超臨界水を含む高温高圧水中でのテトラヒドロフランの合成
 　1.　高温高圧水を用いた有機合成
 　2.　高温高圧水を用いたテトラヒドロフランの合成

 5節　水・マイクロ反応による連続有機合成
 　1.　高温高圧水のマイクロリアクターによる制御
 　2.　高温高圧水-マイクロリアクターを用いた有機合成
 
第5章　フッ素系溶媒を用いた有機合成
 1節　フッ素系溶媒の特徴と有機合成
 　1.　フッ素系溶媒の特徴
   2.　フッ素系溶媒を用いる有機合成

 2節　ソルカンを溶媒に用いる有機反応
 　1.　ソルカン365mfc(1,1,1,3,3-pentafluorobutane)
 　2.　トリフルオロメチル化反応
 　3.　不斉トリフルオロメチル化反応
 　4.　フリーデルクラフツ反応
 　5.　Glaserカップリング反応
 　6.　鈴木・宮浦カップリング反応
 　7.　エステル化およびエステル交換反応
 　8.　その他の反応

 3節　フルオラス法による糖鎖合成
 　1.　フルオラスケミストリー
 　2.　フルオラス溶媒
 　3.　フルオラス糖鎖合成
 　4.　ユニット合成
 　5.　マイクロリアクター

 4節　フッ素系アルコールを溶媒に用いた有機合成
 　1.　フッ素系アルコールの性質
 　2.　フッ素系アルコールを使う超原子価ヨウ素試薬による酸化反応
 　3.　フッ素系アルコールを使う過酸化水素による酸化反応とフッ素分子の性質に着目した
　　　 応用
 　4.　フルオラス分離テクノロジーにおけるフッ素系アルコールの利用
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