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            製  品  安  全  デ  ー  タ   シ  ー  ト               

                         平成7年 6月20日改訂 平成21年 1月10日更新 

１．製造者情報  

 【会  社  名】株式会社  オーデック  

 【住   所】東京都大田区東馬込２－１ ９－１０第７下川ビル  

 【担当部門】金属処理製品部     

 【電話番号】０３－３７７４－５２５９ 【  FAX番号】０３－３７７６－０８８１  

 【  緊急連絡先  】０３－３７７４－５２５９／０３－３７７１－６８０３              

２．製品名      サベット  （製品型 番：ＳＵＢＥＴ）  

３．物質の特定  

 【単一製品・混合物の区別】         混合物  

 【化学名】                 塗布用除錆剤  

 【成分､含有量及びその他情報】   

                     オルトリン酸                                  ２３  % (P2O5≒20%) 

           CAS 7664-38-2 国連分類･国連番号: 1805  ｸﾗｽ8  等級    (ﾘﾝ酸) 

                      CAS 1314-56-3 国連分類･国連番号: 1807  ｸﾗｽ8  等級    (五酸化ﾘﾝ) 

           アルキルフェノール 系非イオン界面活性剤     ２７  % 

           脂肪族系陰イオン界 面活性剤                ３  % 

           腐食抑制剤                            １  % 

           青色１号                            ０ .１ % 

           水    CAS 7732-18-5               ４５ .９ % 

４．危険 ･有害性の分類  

 【分類の名称】  腐食性物質  

 【危険性】  危険度を０～４の段階で表 示  

       火災０（危険無）  

       人体２（危険）  

       反応０（危険無）  

       １．不燃性である。  

       ２．有毒である。  

 【有害性】  ◇吸入した場合  

       １．のど等に痛みを感じる 。   

       ２．高温に加熱された場合 に発生するミストを吸入すると呼吸器の粘 膜が  

侵される。（常温では蒸気圧が低く吸入の 危険性はない）  

       ◇皮膚に触れた場合                               

       １．皮膚、粘膜を刺激し、 炎症を起こす。                     

       ◇眼に入った場合  

       １．激しい痛みがあり、粘 膜等が激しく侵される。                                             
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       ２．失明することがある。  

       ◇誤飲した場合  

       １．口内粘膜等を刺激し歯 を侵し、胃などの消化器が侵される。  

５．応急措置   

 【吸入した場合】    １．新鮮な空気 に当てる。のどの刺激は水でうがいをする 。  

            ２．直ちに医師 の手当を受ける。  

 【皮膚に付いた場合】  １．直ちに汚染 された衣服や靴を脱がせる。  

            ２．付着・接触 部を多量の水で洗い流す。  

            ３．医師の診断 を受ける。  

 【目に入った場合】   １．直ちに清浄 水で 15分以上洗眼する。  

            ２．医師の診断 を受ける。  

 【誤飲した場合】    １．口内を水で 良く洗い、直ちに吐かせて安静にする。  

            ２．直ちに医師 の手当を受ける。  

６．漏洩時の措置  ・少量の場合には、ウ エス等で拭き取り場合によっては、石灰乳 もしくは  

中和剤で中和する。  

・多量の場合には土砂等で流れを止めると 共に乾燥砂、土等に吸収させる  

などして環境を汚染しないように処理する 。  

７．取扱及び保管上の注意  ・高温、高湿 、直射日光を避け密閉すること。できれば 貯蔵設備  

及び配管などは金属性のものを避け、樹脂 性を使用すると良い。  

８．曝露防止措置  

 【管理濃度】   －                                    

 【許容濃度】＊全てﾘﾝ酸としてのﾃﾞｰﾀ 

       ＡＣＧＩＨ (91年～92年) 

        ＴＬＶ－ＴＷＡ         １／  

        ＴＬＶ－ＳＴＥＬ        ３／  

       日本産業衛生学会勧告値(92年)        １／  

       OSHA PEL TWA          １／  

       MSHA TWA            １／  

 【保護具】  保護衣、保護メガネ、ゴム 手袋  

９．物理／化学的性質  

 【外観】濃緑色液体【臭い】わずかに有 臭【揮発性】なし【引火点】不燃性【発火 点】なし  

 【沸点】89℃ 【凝固点】-10℃ 【比重】1.17(25℃) 【粘度】50～100 dPa･s 【pH】1.8～1.9(10%sol.) 

【溶解度】水及び極性溶媒に溶解【鉄分】1ppm以下【重金属】1ppm以下【Ｐ酸度】 2600～ 

3000ppm(1%sol.)【その他】 高温、多湿、直射 日光の環境下で長期間保管すると着色剤が 沈殿。  

10．危険性情報  

 【可燃性】  なし  

 【発火性】  なし
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 【加熱 ･燃焼】  加熱により分解して燐化 物の有毒ガスを発生する。  

 【水との接触】   危険性無  

 【混触等】アルカリ類、アミン類、三塩 化リンとは危険な反応の可能性がある。（ ﾘﾝ酸の特性） 

11．有害性情報   

 【皮膚に触れた場合】  4.危険･有害性の分類【有害性】の項参照 

 【眼に入った場合】   4.危険･有害性の分類【有害性】の項参照 

 【吸入した場合】    4.危険･有害性の分類【有害性】の項参照 

 【誤飲した場合】    4.危険･有害性の分類【有害性】の項参照 

 【急性毒性】  

   ﾘﾝ酸                  五酸化ﾘﾝ             ｱﾙｷﾙﾌｪﾉｰﾙ系非ｲｵﾝ界面活性剤 

   (RTECS)           (RTECS)         (RTECS) 

   ◇経口毒性          ◇吸入毒性        ◇経口毒性 

   ﾗｯﾄ LD50 1,530mg/kg     ﾏｳｽ LC50 271mg/m3/1H     ﾗｯﾄ LD50 1,600mg/kg 

   ◇経皮毒性          ﾗｯﾄ LC50 1,217mg/m3/1H  

   ﾗﾋﾞｯﾄ LD50 2,740mg/kg    ﾗﾋﾞｯﾄ LC50 1,689mg/m3/1H  

                 ﾓﾙﾓｯﾄ LC50 61mg/m3/1H 

 

12．廃棄上の注意  

 事業者は産業廃棄物を自ら処理するか ､ま たは知事等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。  

 投棄禁止 (法第16条,政令第7条の4) 

 廃油の埋立処分を行う場合には、あらか じめ焼却設備を用いて焼却し、その燃えが らに  

ついては、下記の物質が総理府例で定めた 基準以下であることを確認しなければなら ない。  

 銅又はその化合物、亜鉛又はその化合物 、ふっ化物、アルキル水銀化合物、水銀又 はその  

化合物、ひ素又はその化合物、六価クロム 化合物、有機りん化合物、鉛又はその化合 物、  

カドミウム又はその化合物、シアン化合物 、ＰＣＢ（政令第6条､総理府令）  

 燃焼する場合は、安全な場所で、かつ、 燃焼又は爆発によって他に危害または損害 を及ぼす  

おそれのない方法で行うとともに、見張り 人をつけること ｡(危険物の規制に関する政令第27条など) 

 廃棄時における関係法規  ◎廃棄物の処 理及び清掃に関する法律 (第2,3,10,12,16条など) 

             ◎廃棄物の処 理及び清掃に関する法律施行令 (第1,6,7条など) 

             ◎危険物の規 制に関する政令 (第27条など) 

             ◎金属等を含 む産業廃棄物に係わる判定基準を定める総 理府令  

13．適用法令  *原料としてのｵﾙﾄﾘﾝ酸についての適用法令 

 ◇ＩＭＤＧ         (P.8204)ｸﾗｽ8 等級 [ﾘﾝ酸]  ／   (P.8208)ｸﾗｽ8 等級 [五酸化ﾘﾝ] 

 ◇危規則  第3条告示別表第3腐食性物質 R-上･下/上･下 等級3 [ﾘﾝ酸]  ／  〃等級2 [五酸化ﾘﾝ] 

 ◇航空法  施行規則第194条告示別表第11腐食性物質 Q-等級3  [ﾘﾝ酸] ／〃等級2 [五酸化ﾘﾝ] 

 ◇ＰＲＴＲ法        該当せず  
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14．その他  

 

 文献：界面活性剤の安全性及び分解性に 関するデータシート集  

    界面活性剤の科学『人体及び環境 への作用と安全性』  

    産業中毒便覧  

    １２０９３の化学商品：  化学工 業日報社発行  

    化学品安全管理データブック：  化学工業日報社発行  

    適用法規総覧 : 化学工業日報社発 行  

    日本化学会編『化学便覧基礎編』  

 

 記載内容の問い合わせ先：  化成品課  ＴＥＬ：０３－５７１８－７４２５   

 

 製品安全データシートは、危険有害な化 学製品について、安全な取り扱いを確保す るための  

参考情報として、取り扱う事業者に提供さ れるものです。  

 取り扱う事業者は、これを参考として、 自らの責任において、個々の取り扱い等の 実態に  

応じた適切な処置を講ずることが必要であ ることを理解した上で、活用されるようお 願い  

申し上げます。  

 従って、本データシートそのものは、安 全の保証書ではありません。  

 


