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『次世代新原料・高性能植物由来ポリマー』の開発動向と『改良と高機能・高性能化が進む材料・用途展開』！ 
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第1章　新しい植物由来ポリマー・材料とプロセス開発
　第1節　植物由来バニリン酸ポリエステルの開発
　　1.　バニリン酸由来のポリマーについて
　　2.　バニリン酸C2ポリマーの合成
　　3.　バニリン酸C2ポリマーの基本特性
　　4.　成型体の物性
　第2節　植物由来高耐熱ポリアミド(LEXTER)の開発
　　1.　LEXTERの特徴
　　2.　LEXTERの用途
　第3節　植物由来ポリウレタンの開発
　　1.　ポリウレタンの市場と化学
　　2.　植物由来ポリウレタンフォームの開発
　　3.　植物由来（バイオ）ポリウレタンの動向
　　4.　今後の技術課題
　第4節　植物由来不飽和ポリエステル樹脂の開発
　　1.　植物由来不飽和ポリエステル樹脂の開発
　第5節　高性能・高機能植物分子由来プラスチックの開発
　　1.　カーボンマイナス　
　　2.　分解性プラスチック
　　3.　高分子設計
　　4.　4-ヒドロキシ桂皮酸ホモポリマー
　　5.　3,4-ジヒドロキシ桂皮酸由来高分岐高分子
　　6.　高耐熱性バイオプラスチック
　　7.　全芳香族アミノ酸の利用
　第6節　バイオリファイナリーの新潮流　－グリーンフェノール製造への挑戦－
　　1.　フェノール樹脂につい
　　2.　フェノール樹脂の利用分野と技術動
　　3.　グリーンフェノール製造法への挑戦
　第7節　糖鎖技術を利用したフェノール樹脂誘導体の開発
　　1.　澱粉を出発原料としたフェノール系バイオマス樹脂
　　2.　非可食加工澱粉廃棄物を利用したフェノール系バイオマス樹脂
　　3.　バイオマスエポキシ樹脂
　第8節　セルロース・カルダノール利用による新バイオプラスチックの開発
　　1.　カルダノール付加セルロース樹脂開発の目的
　　2.　安定供給性のある非食用の天然有機物：カルダノール
　　3.　カルダノール付加セルロース樹脂の合成
　　4.　カルダノール付加セルロース樹脂の特性
　　5.　まとめと今後
　第9節　新規バイオベースエラストマーの酵素触媒重合による合成
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　　2.　ポリ乳酸の粒子化
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　　3.　トルラ酵母Candida utilisによる乳酸の生産
　　4.　キシロースからの乳酸の生産

第2章　物性と機能の向上技術
　第1節　グリーンコンポジット用強化材としての植物系天然繊維
　　　　　　　－力学評価と特性発現性－
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　　4.　天然繊維の強度分布モデル
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　　2.　天然由来表面処理技術の開発
　　3.　天然由来表面処理と化学表面処理の比較
　第3節　木材・プラスチック複合体の技術動向と評価
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　　2.　WPCの性質
　　3.　環境性能
　　4.　今後の展開
　第4節　ヒマシ油由来エンジニアリングプラスチック ポリアミド11の高機能化
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　　3.　ポリアミド11およびヒマシ油由来エンジニアリングプラスチックの高機能化
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　　1.　植物由来微生物産生ポリエステルの開発動向
　　2.　アオニレックスの特徴
　　3.　アオニレックスの成形加工性
　　4.　用途展開
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　　2.　リアクティブプロセッシングによるポリオレフィン材料の官能化技術
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　　2.　バイオフロントの耐久性向上検討
　　3.　バイオフロントのその他特性
　　4.　バイオフロントの実用例
　第8節　電子機器筐体適用における植物由来材料の耐加水分解性向上
　　1.　ポリ乳酸の課題
　　2.　ポリ乳酸の耐熱化技術
　　3.　ポリ乳酸の耐加水分解性向上
　　4.　電子機器筐体への応用
　第9節　ハイサイクル･高耐衝撃性･高耐久性を実現するポリ乳酸成形材料
　　1.　ステレオコンプレックス型ポリ乳酸の特徴
　　2.　ポリ乳酸実用化のための課題および目標値
　　3.　アプローチと検討の概要
　第10節　結晶核剤添加によるPLAの成形速度の向上
　　1.　結晶化と結晶核剤
　　2.　フェニルホスホン酸金属塩添加による結晶化
　　3.　高機能グレードの開発
　第11節　高圧CO2を用いたポリ乳酸の微細発泡化
　　1.　高圧CO2処理によるPLLAの発泡化
　　2.　高圧CO2処理及び加熱処理により作製したPLLA発泡体の発泡構造
　　3.　高圧CO2処理したPLLAフィルムの構造
　　4.　高圧CO2処理及び加熱処理によるPLLAフィルムの発泡の機構
　第12節　ポリ乳酸多孔質膜の開発
　　1.　ポリ乳酸の生産と分解
　　2.　ポリ乳酸の多孔質化
　　3.　ポリ乳酸多孔質膜の応用
　第13節　ABS/PLA系アロイ
　　1.　ABS/PLA系アロイ材料の特徴
　　2.　ABSを用いたPLAの改質方法
　第14節　耐熱ポリ乳酸樹脂の射出成形加工
　　1.　ポリ乳酸樹脂の特性
　　2.　耐熱化手法
　　3.　金型内での結晶化
　　4.　金型急速加熱冷却法
　　5.　成形例
　　6.　その他の耐熱成形加工

第3章　ユーザーにおける植物由来材料の適用と要求特性
　第1節　自動車部品への植物由来材料の適用と要求特性
　　1.　液状化木材フェノール樹脂
　　2.　PTT繊維フロアマット
　　3.　綿PETシート生地
　　4.　竹繊維PBSボード
　　5.　PLA繊維フロアマット
　　6.　開発中の部品
　　7.　今後の課題
　第2節　ソニーにおける家電・電子機器への植物由来材料の適応と要求特性
　　1.　植物原料プラスチックの導入事例
　　2.　材料開発事例
　第3節　リコーにおける画像機器への植物由来樹脂の適用と要求特性
　　1.　植物由来樹脂の課題
　　2.　植物由来樹脂の適用事例
　　3.　将来に向けた植物由来樹脂関連技術の開発
　第4節　富士ゼロックスにおける事務機器への植物由来材料の適用と要求特性
　　1.　植物由来材料の複合機・プリンターへの適用
　　2.　要求特性と技術アプローチの例
　第5節　食品容器におけるバイオマスプラスチックの適応と要求性能
　　1.　PLA事業の経緯
　　2.　PLAの特徴
　　3.　食品容器に求められる要求性能
　　4.　PLAの物性
　　5.　使用事例
　　6.　今後の展望

第4章　バイオマスプラスチック，複合材料の力学特性評価
　1.　エステル化澱粉
　2.　ポリアミド11
　3.　PLLA/PCLポリマーブレンド
　4.　PLA/PBATポリマーアロイ
　5.　でんぷん/PLA/PBATポリマーブレンド

第5章　ポリマーアロイからのポリ乳酸の資源循環
　1.　ポリ乳酸系ポリマーアロイの展開
　2.　ポリマーアロイからの選択分解・分離特性の理論的検討
　3.　実用的な熱分解触媒の検討
　4.　押出成形機によるケミカルリサイクル実証試験
　5.　残渣汎用樹脂のマテリアルリサイクル性
　6.　PLLAケミカルリサイクルにおける共存成分のポジティブおよびネガティブマップ


