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(3) 蘇州蘇鎮生物化工(中国)

3．PTT繊維

3.1 世界のPTT繊維メーカー

3.2 日本のPTT繊維メーカー

(1) 帝人

(2) 東レおよび東レ・オペロンテックス

(3) ユニプラス滋賀

3.3 PTTの市場規模と将来予測

3.4 PTT繊維の需要動向

(1) 帝人フロンティア

(2) 東レ

(3) ユニプラス滋賀

3.5 成形用PTTの性能、物性比較

3.6 PDO系共重合ポリエステル樹脂の特徴
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(1) 工業用

(2) フィルム、シート

(3) ボトル
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1.7 日本、中国、世界におけるPBT樹脂の需要構成と需要
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1．ポリ乳酸事業化の歴史
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2．原料乳酸とポリ乳酸の製法

2.1 ポリ乳酸の生分解性について

2.2 乳酸

(1) 合成法

(2) 発酵法

2.3 ポリ乳酸

(1) ラクチド法

(2) 直接重合法

3．ポリ乳酸(乳酸、ラクチドを含む)の企業化動向と新増設

計画

3.1 海外動向

(1) 米国

(2) オランダ

(3) 中国

(4) タイ

3.2 日本のポリ乳酸メーカーの動向

(1) 自家重合

(2) コンパウンド

(3) コーティング

(4) エマルジョン

(5) 発泡体

(6) 医療機器関係

4．ポリ乳酸の市場規模(世界・日本）

5．ポリ乳酸の用途別需要動向と将来性

5.1 世界の状況と展望

5.2 日本の状況と展望

(1) 繊維

(2) 食品包装用シート

5.3 今後の展望

第11章 バイオポリエステル樹脂

1. 飽和ポリエステル原料のバイオ化と企業化動向

1.1 エチレングリコール(Mono Elylene Grycol、MEG)

(1) GTC 社(台湾緑醇股份有限公司、Greencol Taiwan

Corporation)

(2) インディアン・グリコールズ社(Indian Glucols Ltd.)

(3) 中国 BBCA BioChemical(安徽省宿州市:Suzhou Anhui)

(4) M&G Chemicals(Mossi Ghisolfi Group(イタリア))

1.2 高純度テレフタル酸(PTA)

(1) Gevo 社(米・バイオマス化学の会社)

(2) Annelotech 社(米・バイオマス化学の会社)

(3) Renmatix 社(米)と Virent 社(米)

(4) 群馬大学 大学院理工学府 分子化学部門

1.3 フランジカルボン酸(FDCA)

(1) Avantium 社(オランダ)

(2) Carbion 社(オランダ・バイオの会社)

(3) デュポン(米国)およびアーチャー・ダニエルズ・ミッ

ドランド社(ADM)

1.4 ポリヒドロキシアルカン酸(PHA)

(1) 旧・ICI社(英)、ゼネカ(英)、モンサント(米))

(2) Meredian 社(米)関連

(3) カネカ(日本)

1.5 コハク酸

(1) バイオコハク酸メーカーおよび生産能力

1.6 1,4-ブタンジオール(1,4-BDO)

(1) 発酵法(GENO BDO™ process、Genomatica 社(米))

(2) バイオコハク酸の水素還元(BioAmber 社、Myriant

社)

1.7 アジピン酸

(1) Verdezyne 社(米)

(2) Rennovia 社(米)

(3) 塩水港精糖(日本)
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2．バイオPET樹脂の実用化動向と将来展望

2.1 バイオPET樹脂とは

2.2 バイオPET樹脂3O

(1) GLOBIO(グロービオ)

(2) バイオマスPET

(3) エコディアPET

(4) バイオPET樹脂30の採用例

2.3 バイオPET樹脂100

3．バイオPBT樹脂

4．生分解性ポリエステル

4.1 ジオール・カルボン酸系脂肪族ポリエステル/ポリブチ

レンサクシネート(PBS)

(1) 昭和電工「ビオノーレ」

(2) 三菱ケミカル「BioPBS™(バイオPBS)」

4.2 脂肪族・芳香族ポリエステル

(1) メーカー動向

(2) 製品動向

4.3 微生物産生脂肪族ポリエステル

(1) PHB系

(2) PHA系


