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エルドラドケミカル社の酸クーラー契約 Ａ95

Blasch 社の硫酸プラント更新で MECS と契約

 Ａ95

ハネウェルとシンプロットは ASN プラント

を新設 Ａ114

りん酸はプロトン移動に関与 Ａ153

生産増のプロジェクトを支援する肥料 Ａ174

窒素‐硫黄含有ポリマー Ａ213

肥料工場の建設 Ａ229

小規模石油精製設備の硫黄回収 Ａ231

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀
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硫酸フリーのリン酸肥料生産 Ａ232

化学物質，製造関係

ウクライナのウランを購入 Ａ12

デュポンの利益見通し Ａ29

塗料メーカーは TiO2の価格上昇に難儀 Ａ48

第4四半期の TiO2需要は軟化 Ａ48

TiO2の安定供給 Ａ50

EPA はナノ銀殺虫剤を承認 Ａ50

デュポンはバイオ製品を開発 Ａ73

グラフェンの選択性 Ａ93

化学の経済状況は好転 Ａ95

2012年の TiO2販売は増加 Ａ96

ゼオライトはバイオマスから芳香族の収量

増加 Ａ112

水面上で半導体薄膜の生成 Ａ113

金との接触は触媒を活性化 Ａ136

ダウとデュポンは研究センターを開設 Ａ137

ゼオライト中の金原子の配置を特定 Ａ137

TiO2の PPG のパートナー Ａ137

ハンツマンは MDI の増産を検討 Ａ211

石油精製所火災の事故検証 Ａ212

ロックウッド社はリチウム製造業を買収 Ａ212

エネルギー関係

グラフェン陰極は Li イオン電池の能力向上 Ａ11

Li イオン電池の高性能化 Ａ12

燃料電池セル薄膜の劣化 Ａ29

液状物質から水素燃料 Ａ48

サソールは石油クラッキングの検討 Ａ49

塗装化による太陽電池 Ａ72

原油価格は上昇 Ａ75

バクテリアはセルロースを分解し燃料を

生産 Ａ93

シェールガスに最適なインフラ Ａ115

バイオ燃料に $41百万 Ａ211

裁判所はガソリンのエタノール増量を撤回 Ａ213

エネルギー省は太陽光技術を目標 Ａ229

環境・衛生関係

EPA は飲料水中の薬品のデータ不足 Ａ11

船舶燃料規則の便益 Ａ12

FDA はバイオ医薬改革を奨励 Ａ14

EPA は州間の大気汚染規則を改正 Ａ29

EPA はシェールガス廃棄物を規制 Ａ29

OSHA は化学品安全性を最新化 Ａ31

発がん性リストの見直し Ａ31

貯蔵タンクの危険性警告 Ａ32

カーボンナノチューブの人工筋肉 Ａ32

H2S 排出報告の開始 Ａ48

EPA は温室効果ガス規制の期限を失う Ａ48

古代氷河期の CO2減少 Ａ49

カーボンナノチューブによる電気的性質を

有する皮膚 Ａ49

シェールガス掘削による汚染 Ａ72

EPA は発電所の排出規制 Ａ73

メキシコ湾岸原油流出からの大気汚染 Ａ73

燃焼ダストの規制 Ａ73

EPA の化学物質評価は改良の必要性 Ａ93

NTP による発がん性リストの最終プロセス Ａ93

FDA は口紅の鉛限度を考慮 Ａ96

EPA は温室効果ガス排出記録を公表 Ａ112

EPA は有害大気汚染物質に関する限度を

見直し Ａ112

テキサスのフッ化水素の漏洩を証明 Ａ135

カーボン排出の制限 Ａ136

気候変動リスクの解析 Ａ137

FDA は煙草の有害化学物質の開示を要求 Ａ138

温室効果ガスの増加 Ａ138

飲料水のモニタリング Ａ154

EPA はシロキサンを環境影響評価 Ａ156

CSB はアーカンサスの事故を調査 Ａ172

原子力事故対応計画の強化 Ａ172

EPA は化学物質18種類をリスク評価 Ａ173

EPA はばい煙規制の強化 Ａ173

裁判所は温室効果ガス規制を是認 Ａ193

FDA は食品包装の化学物質を開示 Ａ193

EPA はナノ銀含有殺虫剤を見直し Ａ193

裁判所は EPA 大気基準を支持 Ａ196

EPA は BPA，decaBDE の代替物質を検討 Ａ196

スーパーオキシドを生成するカビ Ａ211

ラベル表示の化学物質をリスト化 Ａ211

カリフォルニアはクロム（Ⅵ）の訴訟 Ａ212
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その他

発泡した金の活性点 Ａ212

洗浄剤データベースの開放 Ａ231

お米中のヒ素分析 Ａ232

イ　ギ　リ　ス

金はエステル化の触媒 Ａ14

石こうの生成過程 Ａ138

メタンからメタノールへの直接酸化 Ａ154

北海油田の漏洩では H2S は発生せず Ａ155

硫黄強化肥料の上市 Ａ194

EU ／ EC ／ヨーロッパ／北欧

ユーロケムは BASF の肥料事業を買収 Ａ13

化学産業は低成長 Ａ29

2012年の GDP 成長率は1.8％ Ａ29

TiO2価格の上昇 Ａ31

硫酸需要下落の恐れ Ａ47

CEFIC はロシア化学者ユニオンと面談 Ａ137

上半期は2.4％の生産減 Ａ213

ECHA は高懸念化学物質の調査を開始 Ａ214

ポーランドの硫黄鉱山に入札 Ａ214

イ　　ラ　　ン

硫黄回収設備の増加 Ａ232

イ　　ン　　ド

新規の硫酸プラント Ａ32

硫酸プラント建設 Ａ95

硫黄パイプラインの新設案 Ａ135

化学物質規制規則の改訂計画 Ａ138

コッチン地区の硫黄生産計画 Ａ153

インドネシア

アンモニア / 尿素の新規プラント Ａ13

ウ ク ラ イ ナ

TiO2生産用の新規硫酸プラント Ａ194

エ　ジ　プ　ト

OCI の尿素増産 Ａ72

オーストラリア

新規の硫酸製造能力 Ａ47

硫黄及び硫酸の輸送 Ａ171

オーストリア

OMV はシェールガス探索 Ａ49

オ　マ　ー　ン

硫黄ベントナイトのプラント Ａ47

オ　ラ　ン　ダ

CO は金触媒を活性化 Ａ50

尿素プラントの買収 Ａ72

ナイキは超臨界 CO2に注目 Ａ113

単原子層 MoS2 Ａ173

カザフスタン

硫酸プラント建設完了 Ａ95

新規硫酸プラントの稼動 Ａ214

カ　　ナ　　ダ

ヴァーレは硫酸プラント建設 Ａ136

新規硫酸プラントの契約 Ａ155

亜鉛ジアニオンはクロスカップリング

反応を誘発 Ａ173

CF 社は肥料プラントを買収 Ａ211

韓　　　　　国

硫黄ベントナイトのプラント新設 Ａ50

硫酸輸送船の沈没 Ａ136

ク ウ ェ ー ト

回収硫黄プロジェクトの前進 Ａ214

コンゴ民主共和国

グレンコアは銅鉱山の権益を買収 Ａ194

サウジアラビア

りん酸肥料拡張の計画 Ａ153

ザ　ン　ビ　ア

銅製錬の拡張 Ａ136

硫酸プラント建設 Ａ156

ス　　イ　　ス

ハンツマンは繊維事業を再構築 Ａ12

バナジウム化合物は亜酸化窒素を分解 Ａ113

世　　　　　界

硫酸・硫黄・肥料関係

硫黄価格 Ａ32

肥料停滞は硫黄価格に圧力 Ａ72

硫黄価格は弱含み Ａ94

供給タイト感のある硫酸市況 Ａ94

バランスされた硫黄マーケット Ａ114

硫黄価格 Ａ135

硫酸価格は低調 Ａ135
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硫黄のスポット価格の上昇により契約

価格の上昇 Ａ153

硫黄価格 Ａ154

硫酸の市場 Ａ155

硫黄スポット市場の沈滞 Ａ174

硫酸需給 Ａ194

2012年第3四半期 / 下期の硫黄の価格

契約は完了 Ａ229

硫黄需給 Ａ231

硫酸需給 Ａ231

化学物質，製造関係

カプロラクタムの需給 Ａ74

TiO2需要家は代替品を模索 Ａ113

沈滞気味の TiO2が市場に浸透 Ａ196

その他

経済成長したが不気味な欧州危機 Ａ137

中　　　　　国

硫酸・硫黄・肥料関係

トプソーの VK701 LEAP5TM 触媒による

SO2排出抑制 Ａ11

2011年上期の硫黄市場の統計と解析 Ａ11

硫酸工業の第11次及び第12次5カ年計画 Ａ11

広東省でのリン酸塩開発 Ａ13

硫酸の価格は変化なし Ａ14

2011年上期の硫酸及びリン酸肥料 Ａ30

硫酸プラントの洗浄部の設計と生産 Ａ30

亜鉛鉱用流動焙焼炉をパイライト焙焼と

硫酸製造に利用 Ａ30

銅製錬オフガスにより硫酸製造プラント

の改修と操業 Ａ30

硫酸生産における水‐熱配管廃熱ボイラー

の利用 Ａ30

硫酸プラントのテールガス脱硫における

高重力技術の応用 Ａ31

リン酸肥料プロジェクトの中止 Ａ47

2010年の非鉄金属及び製錬出硫酸の概要 Ａ74

銅製錬出硫酸プラントのプレコンバータ

ー系 Ａ74

排煙脱硫に HRS でのプレコンバーターの

プロセス Ａ75

高濃度 SO2ガス及び銅製錬出硫酸の技術改良 Ａ75

270kt/ 年硫黄焙焼硫酸プラントのテール

ガス吸収 Ａ75

製錬硫酸プラントの排水処理における

HDS の利用 Ａ75

硫黄価格は季節的需要でリバウンド Ａ112

硫酸プラントの供給源として煙道ガス

の利用 Ａ114

2011年の硫黄マーケット Ａ115

非連続オフガス系の硫酸生産 Ａ115

800kt/ 年の硫黄焙焼硫酸プラント Ａ115

Ni，銅製錬オフガスによる硫酸生産から

酸性水処理 Ａ115

銅製錬オフガスから700kt/ 年硫酸プラン

トの設計 Ａ156

2011年の硫酸及びりん酸肥料の生産 Ａ171

東莞地区のパイライト出硫酸 Ａ171

製錬出硫酸の進展及び水銀除去 Ａ171

脱硫・焼結器オフガスの SO2から硫酸製造 Ａ171

硫酸生産における循環配管型熱配管スチ

ーム発生器 Ａ171

硫酸テールガスの SO2オンライン解析 Ａ172

硫黄需給 Ａ193

リン酸石こうの現状と予測 Ａ195

吸収法による試薬硫酸の生産 Ａ195

硫酸プラントの改修 Ａ195

水溶液中における SO2と酸化亜鉛の反応 Ａ195

120kt/ 年のパイライト系硫酸プラント Ａ195

パイライト系硫酸プラントにおける

廃熱利用 Ａ195

硫黄焙焼硫酸プラントにおける煙管ボイ

ラー Ａ196

MECS の新触媒 GEARTM による硫酸プラ

ント改修 Ａ229

石炭火力発電所の排ガス処理に Cansolv

の FGD 硫酸生産技術の応用 Ａ229

液体硫黄ガスの除去及びクラウステール

ガス処理 Ａ230

モリブデン焙焼オフガスから硫酸生産

におけるフッ素高含有排水の処理 Ａ230
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2012年上期の硫黄統計 Ａ230

硫酸工業におけるアノード保護技術の

最近の進歩 Ａ230

鉛製錬の硫酸プラントの転化系の修理

と操業 Ａ230

化学物質，製造関係

酸化チタンの価格は低下 Ａ14

2012年の製造業は安定 Ａ74

カプロラクタムの増産 Ａ112

塩素法 TiO2プラントの試み Ａ113

MMA の価格低下 Ａ173

TiO2技術の覚書 Ａ193

カプロラクタムの価格低下 Ａ193

内モンゴルのアンモニア / 尿素の開発 Ａ214

環境・衛生関係

プラント爆発16名死亡 Ａ115

その他

経済成長は下降気味 Ａ31

チ　　　　　リ

銅リーチングの増産 Ａ95

硫酸プラントの建設 Ａ154

デ ン マ ー ク

トプソーは新規低温触媒を上市 Ａ153

ド　　イ　　ツ

BASF は肥料事業をロシアへ売却 Ａ12

アクゾとフルオケミの合弁 Ａ48

景況の低下 Ａ74

BASF はリチウム硫黄電池材料の開発 Ａ93

Na- 水銀アマルガム Ａ94

エボニック社はハイテク基金に投資 Ａ136

政府は E10禁止に不同意 Ａ212

メタンスルホン酸の増産 Ａ230

ト　　ル　　コ

接触分解に LPG の増加 Ａ29

新規硫酸プラント Ａ136

ナ　ミ　ビ　ア

Gecko 社は環境面の反発に直面 Ａ47

硫酸プラントの FS 完了 Ａ214

製錬出硫酸プラントの検討 Ａ232

ニューカレドニア

ゴロプロジェクトでの硫酸漏れ Ａ194

パプアニューギニア

ラム社は新たな提訴に直面 Ａ47

ハ ン ガ リ ー

ウラン浸出に硫酸を使用せず Ａ232

フィリッピン

硫黄に関する契約2件 Ａ94

硫酸生産の検討 Ａ136

ブ　ラ　ジ　ル

バイオ燃料の投資 Ａ75

米作系エタノール輸出の可能性 Ａ113

トプソーは SNOX プラントを受注 Ａ114

りん酸塩プロジェクトの結果 Ａ174

ガソリンへのエタノール増量の検討 Ａ212

TiO2の輸入関税を引き下げ Ａ213

フ　ラ　ン　ス

IEA は2011年に需要予測を下方修正 Ａ12

バイオポリアミドの開発 Ａ96

ブ　ル　ネ　イ

肥料工場の建設 Ａ13

ベ　ル　ギ　ー

銅の緑青 Ａ156

ペ　　ル　　ー

トプソーによる硫酸プラント建設 Ａ14

 リン酸製造設備の新設 Ａ32

ポ ー ラ ン ド

シェブロンによるシェールガス掘削 Ａ31

シェールガス計画の脅威 Ａ229

マダガスカル

ニッケル / コバルト計画の進展 Ａ153

南 ア フ リ カ

亜鉛及び硫酸生産の停止 Ａ95

メ　キ　シ　コ

オートテックは SX-EW 技術を供与 Ａ195

モ　ロ　ッ　コ

肥料生産設備拡張の契約 Ａ13

リ ト ア ニ ア

硫黄増産 Ａ114
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鉱工業生産動向（生産・出荷・在庫統計月報）

（11月）A15,（12月）A33,（1月）A51,（2月）A76

（3月）A97,（4月）A116,（5月）A139,（6月）A157

（7月）A175,（8月）A197,（9月）A215,（10月）A233

鉱工業生産・出荷・在庫指数

（11月）A15,（12月）A33,（1月）A51,（2月）A76

（3月）A97,（4月）A116,（5月）A139,（6月）A157

（7月）A175,（8月）A197,（9月）A215,（10月）A233

製造工業生産予測指数（季調済）

（12月）A15,（1月）A33,（2月）A51,（3月）A76,

（4月）A97,（5月）A116,（6月）A139,（7月）A157,

（8月）A175,（9月）A197,（10月）A215,（11月）A233

硫酸需給速報

（11月）A16,（12月）A34,（1月）A52,（2月）A77

（3月）A98,（4月）A117,（5月）A140,（6月）A158

（7月）A176,（8月）A198,（9月）A216,（10月）A234     

硫酸需給実績

（11月）A16,（12月）A34,（1月）A52,（2月）A77

（3月）A98,（4月）A117,（5月）A140,（6月）A158

（7月）A176,（8月）A198,（9月）A216,（10月）A234

硫酸消費実績

（10月）A16,（11月）A34,（12月）A52,（1月）A77

（2月）A98,（3月）A117,（4月）A140,（5月）A158

（6月）A176,（7月）A198,（8月）A216,（9月）A234

硫酸消費内訳

（10月）A17,（11月）A35,（12月）A53,（1月）A78

（2月）A99,（3月）A118,（4月）A141,（5月）A159

（6月）A177,（7月）A199,（8月）A217,（9月）A235

硫酸工場の硫黄の入荷と需要

（10月）A17,（11月）A35,（12月）A53,（1月）A78

（2月）A99,（3月）A118,（4月）A141,（5月）A159

（6月）A177,（7月）A199,（8月）A217,（9月）A235 

財務省貿易統計（りん安輸入速報，りん酸液輸入

速報，硫黄輸出実績，硫酸輸出実績）

（11月）A17,（12月）A35,（1月）A53,（2月）A78

（3月）A99,（4月）A118,（5月）A141,（6月）A159

（7月）A177,（8月）A199,（9月）A217,（10月）A235

りん酸肥料生産

（10月）A18,（11月）A36,（12月）A54,（1月）A79

（2月）A100,（3月）A119,（4月）A142,（5月）A160

（6月）A178,（7月）A200,（8月）A218,（9月）A236

硫安生産

（10月）A18,（11月）A36,（12月）A54,（1月）A79

（2月）A100,（3月）A119,（4月）A142,（5月）A160

（6月）A178,（7月）A200,（8月）A218,（9月）A236

酸化チタン需給

（11月）A18,（12月）A36,（1月）A54,（2月）A79

（3月）A100,（4月）A119,（5月）A142,（6月）A160

（7月）A178,（8月）A200,（9月）A218,（10月）A236

硫酸アルミニウム生産・在庫

（10月）A18,（11月）A36,（12月）A54,（1月）A79

（2月）A100,（3月）A119,（4月）A142,（5月）A160

（6月）A178,（7月）A200,（8月）A218,（9月）A236

回収硫黄生産・在庫

（11月）A18,（12月）A36,（1月）A54,（2月）A79

（3月）A100,（4月）A119,（5月）A142,（6月）A160

（7月）A178,（8月）A200,（9月）A218,（10月）A236

化学繊維生産速報

（11月）A18,（12月）A36,（1月）A54,（2月）A79

（3月）A100,（4月）A119,（5月）A142,（6月）A160

（7月）A178,（8月）A200,（9月）A218,（10月）A236

ル ー マ ニ ア

低硫黄石油精製の増設 Ａ95

ヨ　ル　ダ　ン

りん酸プラントの新設 Ａ73

ロ　　シ　　ア

硫酸生産能力の拡大 Ａ13

オムスク精製所の硫黄回収能力 Ａ135

石油精製の新規硫黄回収設備 Ａ155

ノリリスクニッケルは回収硫黄増産 Ａ231

国　内　ニ　ュ　ー　ス

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀



（12）

平成24年度公害健康被害の補償等に関する法律に

　係る汚染賦課金賦課料率  A92

石こう関係統計

　石こう需給  A99

　天然石こう輸入  A99

　平成23暦年石こう輸入状況  A183

平成23暦年統計

硫酸消費状況表 A56/57，硫酸需給状況 A58，

硫酸需給実績 A58/59，硫酸生産内訳 A58/59，

上位10社の硫酸生産実績 A59，硫酸製造能力お

よび操業率 A60/61，りん安輸入実績 A60，り

ん酸液輸入実績 A60，硫黄輸出実績 A60，回収

硫黄生産・在庫・輸出 A61，りん酸肥料生産

A61，硫酸輸出実績 A61，硫安生産 A62，硫酸

アルミニウム需給 A62，化学繊維生産 A62，酸

化チタン需給 A62

平成23会年統計

23会年硫酸消費状況表 A120/121，硫酸需給実

績 A122/123，硫酸生産内訳 A122/123， 上位10

社の硫酸生産実績 A123，硫酸製造能力および

操業率 A124/125，りん安輸入実績 A124，りん

酸液輸入実績 A124，硫黄輸出実績 A124，硫酸

輸出実績 A125，りん酸肥料生産 A125，回収硫

黄生産・在庫・輸出 A125，硫安生産 A126，硫

酸アルミニウム需給 A126，化学繊維生産 A126，

酸化チタン需給 A126

日本の硫酸生産・消費実績（2011年7～12月）   A55

〃 （2012年1～ 6月）   A184

無機薬品の平成23年度実績と平成24年度見通し

無機薬品の需給動向 A179，平成24年度の無機

薬品需要見込み A179，無機薬品の平成23年度

績と24年度見込み A179，ふっ化水素酸 A180，

硫酸アルミニウム A180，ポリ塩化アルミニウ

ム A180，重クロム酸ナトリウム A181，りん

酸 A181，トリポリりん酸ナトリウム A181，年

度別，製品別生産実績および24年度需要見込

A182

広　　　　　告

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

か

関西硫酸販売同業会

 ⑴　⑶　⑸　⑹　⑺

 　⑻　⑼　⑽　⑾　⑿

さ

サンテクノ（株）

  ⑴　⑶　⑸　⑺　⑼　⑾

す

住友ケミカルエンジニアリング（株）

 ⑵　⑷

に

日本フッソ工業（株）

 ⑴　⑵　⑶　⑷　⑸　⑹

 　⑺　⑻　⑼　⑽　⑾　⑿

は

ハルダー・トプソー・インターナショナルＡ／Ｓ

 ⑴　⑵　⑶　⑷　⑸　⑹

 　⑺　⑻　⑼　⑽　⑾　⑿

め

MECS INC.

 ⑴　⑵　⑶　⑷　⑸　⑹

 　⑺　⑻　⑼　⑽　⑾　⑿

（　）数字は掲載号を示す


