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安全データシート 

製品名 ケムアクア水標準 0.1 
作成日 2011 年 2 月 17 日 

改訂日 2020 年 2 月 28 日 

 

1. 化学名及び会社情報 

化学品の名称 

SDS No. 

会社名 

住所 

担当部門 

電話番号 

FAX 番号 

緊急時の連絡電話番号 

：ケムアクア水標準 0.1 

：GHS-0101 

：京都電子工業株式会社 

：京都市南区吉祥院新田二の段町 68 

：品質保証部 

：075-691-4121 

：075-691-4127 

：075-691-4125 

 

2. 危険有害性の要約 

GHS 分類 ： 

 物理化学的危険性  

 爆発物 ：分類対象外 

 可燃性又は引火性ガス 

（化学的に不安定なガスを含む） 

：分類対象外 

 エアゾール ：分類対象外 

 支燃性又は酸化性ガス ：分類対象外 

 高圧ガス ：分類対象外 

 引火性液体 ：区分外 

 可燃性固体 ：分類対象外 

 自己反応性化学品 ：分類対象外 

 自然発火性液体 ：区分外 

 自然発火性固体 ：分類対象外 

 自己発熱性化学品 ：分類できない 

 水反応可燃性化学品 ：分類対象外 

 酸化性液体 ：分類対象外 

 酸化性固体 ：分類対象外 

 有機過酸化物 ：分類対象外 

 金属腐食性化学品 ：分類できない 

 健康に対する有害性  



  GHS-0101 

 

2 / 7 
 

 急性毒性 経口 ：区分外 

 急性毒性 経皮 ：区分外 

 急性毒性 吸入（気体） ：分類対象外 

 急性毒性 吸入（蒸気） ：分類できない 

 急性毒性 吸入（粉じん又はミスト） ：分類できない 

 皮膚腐食性及び皮膚刺激性 ：分類できない 

 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激

性 

：区分 2A 

 呼吸器感作性 ：分類できない 

 皮膚感作性 ：分類できない 

 生殖細胞変異原性 ：分類できない 

 発がん性 ：分類できない 

 生殖毒性 ：分類できない 

 特定標的臓器毒性（単回ばく露） ：分類できない 

 特定標的臓器毒性（反復ばく露） ：分類できない 

 吸引性呼吸器有害性 ：分類できない 

 環境に対する有害性  

 水生環境有害性（急性） ：区分外 

 水生環境有害性（長期間） ：分類できない 

 オゾン層への有害性 ：分類できない 

GHS ラベル要素  

 絵表示又はシンボル ： 

 

 注意喚起語 ：・警告 

 危険有害性情報 ：・H319: 強い眼刺激 

 注意書き ： 

  安全対策 ：・P264-1:取扱い後は手をよく洗うこと。 

・P280:保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。 

   応急措置 ：・P305+P351+P338:眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコ

ンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続ける

こと。 

・P337+P313:眼の刺激が続く場合：医師の診断／手当てを受けること。 

  保管 ：・情報なし 

  廃棄 ：・情報なし 
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3. 組成及び成分情報 

化学物質・混合物の区別 ：混合物 

化学名又は一般名 ：情報なし 

成分 ： 

No. 成分名 CAS 番号 化学式 含有率 

1 プロピレンカーボネート 108-32-7 C4H6O3 99.99% 

2 水 7732-18-5 H2O 0.01% 

 

No. 
化審法 

官報公示整理番号 

安衛法 

官報公示整理番号 

安衛法 

通知物質 

化管法 

（PRTR 法） 

1 (5)-524,(7)-737 公表化学物質 該当しない － 

2 既存化学物質 安衛法既存化学物質 該当しない － 

 

4. 応急措置 

吸入した場合 ：・情報なし 

皮膚に付着した場合 ：・情報なし 

眼に入った場合 ：・P351+P338:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用してい

て容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 

・P337+P313:眼の刺激が続く場合：医師の診断／手当てを受けること。 

飲み込んだ場合 ：・P330+P331:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 

・P310:直ちに医師に連絡すること 

 

5. 火災時の措置 

消火剤 ：・泡、二酸化炭素、粉末（りん酸塩類等、炭酸水素塩等を使用するもの）、

乾燥砂、膨張ひる石又は膨張真珠岩 

使ってはならない消火剤 ：・水（棒状水、高圧水） 

 

6. 漏出時の措置 

人体に対する注意事項、

保護具及び緊急時措置 

:・付近の着火源・高温体および付近の可燃物を素早く取り除くこと。 

・作業の際には適切な保護具（「８．ばく露防止及び保護措置」の項を参照）を 

 着用し、眼、皮膚への接触やガスの吸入を避けること 

環境に対する注意事項 :・流出した製品が河川等に排出され、環境への影響を起こさないように注意するこ

と。 

封じ込め及び浄化の方法 :・火花を発生しない安全な用具を使用すること。 
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及び機材 ・乾燥砂、土、その他の不燃性のものに吸収させて回収すること。大量の流出には

盛土で囲って流出を防止すること。 

・漏出したものは密閉容器に回収し、産業廃棄物として適切に処理すること。 

 

7. 取扱い及び保管上の注意 

取扱い  

 技術的対策（局所排気、 全体換気等） 

  ：・密閉式の設備、局所排気装置、または全体換気設備のある場所で取り扱うこ

と。作業場の換気を十分行う。発散した蒸気(粉塵)を吸い込まないようにする。 

 安全取扱い注意事項 ：・周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。この製品を使用する時

に、飲食又は喫煙をしないこと。吸入又は飲み込まないこと。粉じんを吸入しない

こと。取扱い後はよく手を洗うこと。 

・静電気放電に対する予防措置を講ずること。 

 接触回避 ：・情報なし 

保管 

 安全な保管 ：・直射日光を避け、換気のよい屋内に保管すること。室温で保管すること。 

 安全な容器包装材料 ：・密閉した容器で保存すること。 

 

8. 暴露防止及び保護措置 

設備対策 

  ：・作業者が直接触れたり、ばく露したりしないようにすること。 

・排気装置を付けて、蒸気が滞留しないようにすること。 

保護具 

 呼吸用保護具 

手の保護具 

眼の保護具 

皮膚及び身体の保護具 

：・適切な呼吸器保護具を着用すること。 

：・保護手袋を着用すること。 

：・眼の保護具を着用すること。 

：・保護衣を着用すること。 

 

9. 物理的及び化学的性質 

外観（物理的状態、形状、色など） 

 物理的状態 

色 

：液体 

：無色透明液体 

臭い ：無臭 

pH ：情報なし 

融点・凝固点 ：－49℃ 
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沸点、初留点及び沸騰範囲  ：242℃ 

引火点 ：135℃ 密閉式 [1] 

燃焼又は爆発範囲の下限 ：製品データなし 

成分：プロピレンカーボネート 1.8 vol% [2] 

燃焼又は爆発範囲の上限 ：製品データなし 

成分：プロピレンカーボネート 14.3 vol% [2] 

蒸気圧 ：製品データなし 

成分：プロピレンカーボネート 0.045 mmHg 25 ℃ [3] 

成分：水 2310 Pa 20 ℃ [4] 

比重（相対密度） ：1.2047 20 ℃ [5] 

溶解度 

 水に対する溶解度 

溶媒に対する溶解度 

：情報なし 

：情報なし 

n-オクタノール／水分配係数 ：情報なし 

自然発火温度 ：製品データなし 

成分：プロピレンカーボネート 435℃ [2] 

分解温度 ：情報なし 

 

10. 安定性及び反応性 

反応性 ：情報なし 

化学的安定性 ：通常の貯蔵・取り扱い条件では安定である。 

危険有害反応可能性 ：情報なし 

避けるべき条件 ：特記事項なし 

混触危険物質 ：情報なし 

危険有害な分解生成物 ：情報なし 

 

11. 有害性情報 

急性毒性： 

プロピレンカーボネート 

 LD50（経口） ラット 5000mg/kg超 [6]  

 LD50（経皮） ウサギ 3000mg/kg超 [6] 

 LC50（経皮） ウサギ 20000mg/kg超 [2] 

眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性： 

製品 区分 2A 

プロピレンカーボネート 区分 2A 
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12. 環境影響情報 

生態毒性： 

プロピレンカーボネート 

  L(E)C50(48H) 甲殻類(又はエビ類、ヨコエビ類、ア                   

ミ類)(Daphnia magna)  

1000mg/L [2]  

 L(E)C50(72H) 藻類(又は他の水生生物) 

(Scenedesmus subspicatus) 

900mg/L超 [2] 

 L(E)C50(96H) 魚類(Cyprinus carpio) 1000mg/L超 [2] 

残留性・分解性 ：情報なし 

生体蓄積性 ：情報なし 

土壌中の移動性 ：情報なし 

オゾン層への有害性 ：情報なし 

 

13. 廃棄上の注意 

残余廃棄物 ：・焼却処理する場合は、珪藻土等に吸着させて開放型の焼却炉で少量ずつ焼却するこ

と。又は焼却炉の火室へ噴霧し焼却すること。ただし、ダイオキシンなどの有害ガスが発

生する恐れがある場合には、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約を結び処

理すること。 

・特別管理産業廃棄物（廃油）に該当する場合は、特別管理産業廃棄物処理基準

に従い、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理をすること。 

・都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者と委託契約（マニフェスト）を

して処理をする。 

汚染容器及び包装 ：・許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約して処理する 

・空容器を廃棄する場合、内容物を完全に除去した後に処分する。 

 

14. 輸送上の注意 

国内規制 ：「15．適用法令」を遵守すること。 

海上輸送時は、船舶安全法、海洋汚染防止法に定めるところに従うこと。 

航空輸送時は、航空法の定めるところに従うこと。 

消防法に定められた運送方法に従うこと。 

陸上規制情報 ：消防法の規則に従う。 

 

15. 適用法令 

化学物質排出把握管理促進法： 
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 ・非該当 

労働安全衛生法： 

 ・非該当 

毒物及び劇物取締法： 

 ・非該当 

消防法： 

 ・危険物 第四類 引火性液体 第三石油類 非水溶性液体 危険等級Ⅲ 

 

16. その他の情報 

引用文献 

[1] 米国国立医学図書館（NLM）：Hazardous Substances Data Bank (HSDB) 2003 

[2] ECB: International Uniform Chemical Information Database (IUCLID) 2000 

[3] PHYSPROP Database 

[4] CRC: CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th 

[5] CRC: CRC Handbook of Chemistry and Physics 

[6] U.S. HPV Challenge Program: Robust Summaries and Test Plans 2005 

記載内容の問い合わせ先 

会社名 

住所 

担当部門 

電話番号 

FAX 番号 

緊急連絡電話番号 

：京都電子工業株式会社 

：京都市南区吉祥院新田二の段町 68 

：品質保証部 

：075-691-4121 

：075-691-4127 

：075-691-4125 

 

その他 

・記載内容は現時点で入手できた資料や情報に基づいて作成しておりますが記載のデータや評価については情報の

完全さ･正確さを保証するものではありません。また、記載事項は通常の取扱いを対象としております。特別な取扱

いをする場合は新たに用途･用法に適した安全対策を実施の上、取扱いをお願いします。 


