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カチオンS
製品コード E-1712

株式会社　豊運
大阪市東住吉区今川 3 - 12 - 4
技術本部
0494-62-5545
0494-62-5535
（東日本）0247-54-3232、（西日本）06-6708-8131
モルタル接着増強材

急性毒性（経口、経皮） 区分 5
皮膚腐食性/刺激性 区分 3
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 区分 2A
生殖毒性 区分 2
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 区分 3
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) 区分 3

（注）上記で記載がない危険有害性は区分に該当しないか分類できない。

飲み込むと有害のおそれ
皮膚に接触すると有害のおそれ
軽度の皮膚刺激
強い眼刺激
生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い
水生生物に有害
長期継続的影響によって水生生物に有害

保護手袋/保護衣/保護メガネ/保護面を着用すること。
緊急時を除き、環境への放出を避けること。
取扱い後は手、顔をよく洗うこと。

湿気の少ない場所で施錠して保管すること。

化学名又は一般名： SBR（合成ゴム）ラテックス

作成日 2001年12月20日

改定日 2022年3月22日

安　全　デ　ー　タ　シ　ー　ト
1. 化学品及び会社情報

緊急時の連絡先
推奨用途

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類
健康に対する有害性

GHSラベル要素

化学品の名称

供給者の会社名称
住所
担当部門
電話番号
FAX番号

注意書き
【安全対策】

【応急処置】 特別な処置が必要である。(項目4.応急措置を参照)

【保管】

絵表示又はシンボル

注意喚起語 警告

危険有害性情報

安衛法

ブタジエン共重合体 40～45% 不明 不明 ー

【廃棄】 内容物／容器を国・都道府県・市町村の規則に従って廃棄すること。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区分： 混合物

化学名又は一般名
濃度または
濃度範囲

官報公示整理番号
CAS No.

化審法

ﾎﾟﾘ（ｵｷｼｴﾁﾚﾝ）＝ﾉﾆﾙﾌｪﾆﾙｴｰﾃﾙ 2～2.5% 1-410 既存 68142 - 54 - 4

水 50～55% 不明 不明 7732 - 18 - 5

全ての安全注意をよく読み、理解するまで取扱わないこと。
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日本接着剤工業会認定ホルムアルデヒド放散等級自主表示制度による登録番号

速やかに空気の新鮮な場所に移し、安静、保温に努め、医療処置を受ける。

付着した衣服、靴を脱ぎ、付着した部分を水又は微温湯を流しながら洗浄する。

速やかに清浄な水で最低15分間洗眼した後、医療処置を受ける。

水でよく口の中を洗浄した後、直ちに医療処置を受ける。無理に吐かせないこと。

適切な消火剤：
使ってはならない消火剤： 情報なし。
火災時の特有の危険有害性：
特有の消火方法：

消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置： 適切な保護具 (耐熱性衣類など) を着用する。

人体に対する注意事項、保護具及び注意事項：
漏出時の回収作業には保護手袋、保護長靴、保護ﾒｶﾞﾈなど適切な保護具を着用する。
環境に対する注意事項：
流路を毛布、土のうなどを用いてせき止め、河川、湖沼への流出を防止する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材：

全ての発火源を速やかに取り除き、近傍での喫煙や火花、火炎の禁止措置を取る。

技術的対策、安全取り扱い注意事項：

取り扱う場合は換気の良い場所で行う。
取り扱い後は手洗い・洗顔・うがい等を行い、取り扱い場所の近くに洗顔及び洗浄のための設備を設置する。
接触回避：
情報なし。
保管：
安全な保管条件 凍結・直射日光を避け、5℃～35℃の屋内で保管する。

皮張り防止のため、容器を密閉して保管する。
安全な容器包装材料 容器は破損・腐食・割れなどのないものを使用する。

許容濃度等
管理濃度：
SBR ： 設定されていない。
α-ノニルフェニル-ω-ヒドロキシｰポリオキシエチレン： 設定されていない。

許容濃度：
日本産業衛生学会 (2017年)
SBR ： 設定されていない。

眼・皮膚等への接触を避けるために、適切な保護具(保護手袋・保護衣・保護長靴・保護眼鏡・保護面)を着

皮膚(又は髪)に付着した場合:

眼に入った場合：

飲み込んだ場合：

気分が悪いときは医師に連絡し、医師の診断／手当てを受けること。

・特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
・第1種指定化学物質：ポリ（オキシエチレン）＝ノニルフェニルエーテル

※アスベストに類する物質は含まない。

4. 応急処置

吸入した場合：

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

8. ばく露防止及び保護措置

5. 火災時の措置

水、強化液、泡、粉末、二酸化炭素

製品自体は可燃物ではないが、水分が蒸発した後の乾燥物は可燃性である。
燃焼の際は、火元への燃焼源を断ち消火剤を使用して消火を行う。
延焼の恐れのないように水スプレーで周辺を冷却する。

6. 漏出時の措置

河川、湖沼へ流入した場合は、必要に応じ警察署・消防署・都道府県市町村の公害関連部署・河川管理局・水道
局・保健所・農協・漁協などに連絡を取る。

多量流出の場合は、流路を毛布、土のうなどを用いてせき止め、大量流出の場合はバキュームなどで汲み上げ、
少量流出の場合はおが屑、土砂、パーライトなどを混ぜてモルタル状として、凝固回収する。
本製品は水に浮かぶため火災の危険性がある。可能ならば浮いている製品を封じ込めるよう務め、除去後に汚染
現場を水で完全に洗浄する。液体が蒸発して、更に多くの蒸気を発生させるため水流はその液体の方へ向けない
方が良い。掬い取るか、適切な吸収材によって水表面から除去し、流出物は化学品廃棄容器へ入れる。分散剤は
使用してはならない。

登録番号 JAIA-012409
放散等級区分 Ｆ☆☆☆☆
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α-ノニルフェニル-ω-ヒドロキシｰポリオキシエチレン： 設定されていない。
ACGIH
SBR ： 設定されていない。
α-ノニルフェニル-ω-ヒドロキシｰポリオキシエチレン： 設定されていない。

屋内で取り扱う場合は、管理濃度以下にするために十分な能力を有する換気装置を備える。
多量に取り扱う場合は集じん機を設置する。

液体
乳白色
データなし
約0℃

沸点又は初留点及び沸点範囲： 約100℃
可燃性： データなし
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界： データなし
引火点： データなし
自然発火点： データなし
分解温度： データなし

７～8
動粘性率： データなし
溶解度： 水と任意に混合する
n-オクタノール／水分配係数 データなし
蒸気圧： データなし
密度及び／又は相対密度： 約1.0g/㎤
相対ガス密度： データなし
粒子特性： データなし

SBRとして比重0.92、ベンゼン、トルエン、四塩化炭素に溶ける

製品有害性情報
急性毒性 情報なし。
皮膚腐食性／刺激性： 情報なし。
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性： 情報なし。
呼吸器感作性,皮膚感作性： 情報なし。
生殖細胞変異原性： 情報なし。
発がん性： 情報なし。
生殖毒性： 情報なし。
特定標的臓器毒性(単回ばく露)： 情報なし。
特定標的臓器毒性(反復ばく露)： 情報なし。
誤えん有害性： 情報なし。
水生環境有害性　短期(急性)： 情報なし。
水生環境有害性　長期(慢性)： 情報なし。

成分の有害性情報
α-ノニルフェニル-ω-ヒドロキシｰポリオキシエチレンとして

(経口):

手の保護具： 不浸透性保護手袋
眼の保護具： 保護眼鏡 (普通眼鏡型・側板付き普通眼鏡型・ゴーグル型)
皮膚及び身体の保護具： 保護長靴・保護衣・保護面

設備対策：

保護具
呼吸器用保護具： 防じんマスク

ｐＨ：

その他データ：

10. 安定性及び反応性

反応性： 通常の条件では危険な反応は起こらない。
化学的安定性： 電解質や凝集剤とは凝集を起こす。

9. 物理的及び化学的性質

物理的状態
形状：
色：
臭い：
融点／凝固点：

危険有害な分解生成物： 情報なし。

11. 有害性情報

化学物質の有害性情報

危険有害反応可能性： 現在のところ知見なし。
避けるべき条件： 水禁忌物質との接触
混触危険物質： 水禁忌物質

急性毒性 エチレンオキシドの付加モル数により、毒性値が著しく異なる
（1,330mg/kg（エチレンオキシドの付加モル数10の場合）　＞
15,900mg/kg（エチレンオキシドの付加モル数20の場合）
<CERI・NITE有害性評価書No.96(2004)>ため、分類できない。
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(経皮):

(吸入):

皮膚腐食性／刺激性：

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性：

呼吸器感作性,皮膚感作性： データ不足のため、分類できない。

生殖細胞変異原性：

発がん性：

生殖毒性：

特定標的臓器毒性(単回ばく露)： データ不足のため、分類できない。

特定標的臓器毒性(反復ばく露)：

誤えん有害性： データ不足のため、分類できない。

水生環境有害性　短期(急性)：

エチレンオキシドの付加モル数により、毒性値が著しく異なる
（1,800mg/kg（エチレンオキシドの付加モル数7の場合）　＞
10,000mg/kg（エチレンオキシドの付加モル数40の場合）
<CERI・NITE有害性評価書No.96(2004)>ため、分類できない。

GHS定義による液体であるため、ガスの吸入は想定しておら
ず、対象外とした。蒸気・粉塵・ミストについてもデータな
し。

CERI・NITE有害性評価書No.96(2004)のウサギを用いた皮膚刺
激性試験の記述に、エチレンオキシドの付加モル数2～9の場合
の原液が、「中等度から強度の刺激性を示した」とあることか
ら、適用時間は不明であるが、区分3とした。

CERI・NITE有害性評価書No.96(2004)のウサギを用いた眼刺激
性試験の記述に、エチレンオキシドの付加モル数2～15の場合
の原液が、「中等度から強度の刺激性を示した」とあることか
ら、「強い刺激性を有する」と考え、区分2Aとした。

CERI・NITE有害性情報No.96(2004)、NITE初期リスク評価書
No.96(2005)の記述から、経世代変異原性試験（優性致死試
験）で陰性、生殖細胞 in vivo変異原性試験なし、体細胞 in
vivo変異原性試験（小核試験）で陰性とあることから「区分に
該当しない」とした。

CERI・NITE有害性情報No.96(2004)、NITE初期リスク評価書
No.96(2005)に毒性試験データの記載があるが既存分類がない
ため、専門家の判断に従い、分類できないとした。

CERI・NITE有害性情報No.96(2004)、NITE初期リスク評価書
No.96(2005)の記述から、親動物の一般毒性に関する記述はな
いが、妊娠率や胚数の減少が見られていることから区分2とし
た。

初期リスク評価書No.96(2005)によれば、「雌の肝臓の相対重
量増加、病理組織学的検査で、雌雄の肝細胞の脂肪変化」が、
ラット90日間経口投与試験において、250mg/kg/日以上で認め
られている。しかし、250mg/kg/日は「区分2」のガイダンス値
範囲外である。よって、肝臓は反復ばく露の特定標的臓器に含
まれない。また、Symth and Calandra(1996)の文献によれば、
心筋の巣状壊死はイヌだけでなくモルモットにも認められてい
る。イヌを用いるNPE20経口投与試験においては、心筋の巣状
壊死が0.02g/kg/日群（34日間投与）、0.04g/kg/日群(90日間
投与)で認められており、これらの投与量はいずれも、投与期
間に変換後の「区分2」のガイダンス値範囲内である。パブ
リックコメントではEO付加モルに分けてGHS分類を考えるべき
と指摘されているが、EO付加モルを限定していない本物質”ポ
リ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル”としては、有
害性の最も高い分類を採用せざるを得ない。よって、イヌを用
いるNPE20経口投与試験において、心筋の巣状壊死が「区分2」
に相当するガイダンス値の範囲内で認められたことから、GHS
分類は「区分2（心血管系）」とするのが妥当と考える。

NPE1.5：甲殻類（ﾐｼｯﾄﾞｼｭﾘﾝﾌﾟ）の48時間
LC50=0.11mg/L(CERI/NITE有害性評価書、2005) から、区分1と
した。NPE9-10:魚類（ブラウンマス）の96時間LC50=1.0mg/L
（CERI・NITE有害性評価書、2005）から区分1とした。NPE30：
魚類（ブルーギル）の96時間LC50＞1000mg/L（CERI・NITE有害
性評価書、2005）から、区分外とした。[注記]ポリ（オキシエ
チレン）=ノニルフェニルエーテルをNPEｎ（ｎ：エチレンオキ
シドの付加モル数）と略号を用いて記載した。
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水生環境有害性　長期(慢性)：

環境基準：

処理を行う。空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。
高圧ガスの容器を廃棄する場合は、専門業者に回収を依頼すること。

国際規制
国連番号 該当しない
海上規制情報 該当しない
航空規制情報 該当しない

国内規制
陸上規制：

海上規制情報： 船舶安全法に定められるところに従うこと。
航空規制情報： 航空法に定められるところに従うこと。

輸送又は輸送手段に関する特別の安全対策：
粉じんのたたない方法で輸送する。 湿気、水濡れに注意する。
破袋、損傷、容器・包装からの漏出、転倒、落下等の荷崩れ防止を確実に行う。

有害液体物質（Y類物質）（施行令別表第１）

・バーゼル法： 廃棄物の有害成分・法第２条第2項、施行令第1条別表第１）
・PRTR法： 第1種指定化学物質（法第2条第2項、施行令第1条別表第１）

データなし。

残留性・分解性： データなし。

生態蓄積性： データなし。

消防法・労働安全衛生法・毒物及び劇物取締法に該当する場合は、それぞれの
該当法律に定められるところに従うこと。

12. 環境影響情報

土壌中の移動性： データなし。

オゾン層への有害性： データなし。

NPE1.5：甲殻類（ﾐｼｯﾄﾞｼｭﾘﾝﾌﾟ）の48時間
LC50=0.11mg/L(CERI/NITE有害性評価書、2005) から、区分1と
した。NPE9-10:魚類（ブラウンマス）の96時間LC50=1.0mg/L
（CERI・NITE有害性評価書、2005）から区分1とした。NPE30：
魚類（ブルーギル）の96時間LC50＞1000mg/L（CERI・NITE有害
性評価書、2005）から、区分外とした。[注記]ポリ（オキシエ
チレン）=ノニルフェニルエーテルをNPEｎ（ｎ：エチレンオキ
シドの付加モル数）と略号を用いて記載した。

NPE1.5、NPE9-10：エチレンオキシドの付加モル数や試験条件
によって分解性や生物蓄積性が異なり、各鎖長についてのデー
タが得られないことから分類できない。NPE30：難水溶性でな
く（エチレンオキシドの付加モル数の増加により水溶解性は増
加し、付加モル数が7以上で水に可溶。（CERI・NITE有害性評
価書、2005）から、急性毒性が低いことから区分外とした。
[注記]ポリ（オキシエチレン）=ノニルフェニルエーテルはエ
チレンオキシド鎖長が短くなるほど毒性が強まることから、い
くつかのエチレンオキシド鎖長について分類を例示した。な
お、ポリ（オキシエチレン）=ノニルフェニルエーテルをNPEｎ
（ｎ：エチレンオキシドの付加モル数）と略号を用いて記載し
た。

・外国為替及び国際易法： 輸出貿易管理令別表１の１６の項（２）

・消防法 非危険物
・海洋汚染防止法： 有害でない物質（施行令別表1の2）

15. 適用法令

・化審法： 優先評価化学物質（法第2条5項）

残余廃棄物： 廃棄の前に可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害ﾚﾍﾞﾙを
低い状態にする。廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の規準に従うこ
と。都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団
体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。廃棄物処理を委託
する場合、処理業者等に危険性、有害性を充分告知の上、委託する。

汚染容器及び包装： 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な

14. 輸送上の注意

河川などに流出した場合には、広範囲にわたり白濁汚染することになる。

13. 廃棄上の注意

生態毒性：
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本データシートは JIS Z 7253:2019[GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法―ラベル、作業場内の表示
および安全データシート(SDS)]に準じて作成しており、製品の安全な取扱いを確保するための「参考情報」とし
て、現時点で当社の有する情報を取扱事業者にご提供するものです。記載内容は、現時点で入手できた資料・情
報・データなどに基づいて作成したものであり、新しい知見によって改訂されることがあります。本データシー
トは必ずしも製品の安全性を保証するものではなく、当社が知見を有さない危険性、有害性を持つ可能性があり
ます。取扱事業者は本データシートを参考として個々の取扱い、用途・用法などの実態に応じた安全対策を実施
のうえ、お取り扱いください。

16. その他の情報


