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安全データシート  

   
  整理番号 ＭＣ９－ＳＣ－００１                                    作成：２０１６年１１月 １日 
                                  改訂：２０１９年 ４月 １日 
 
１．製品および会社情報（商品名、化学名等）      
     製 品 名：ポリペンコ®タフロッド® ＭＣ９－ＳＣロッド 
                 キャスト製法によるポリアミド樹脂とＳＣ材との複合体 
     会 社 名     ：三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ株式会社                      
     住 所     ：東京都中央区日本橋本石町１－２－２ 三菱ケミカル日本橋ビル    
     担 当 部 門     ：営業部 営業管理グループ                                  
     電 話 番 号     ：０３－３２７９－３２０７                    
     緊急連絡先：技術開発部 品質保証グループ 
         電話番号 ０４６３－２２－８０５７                                         
 
２．危険有害性の要約 
 ＧＨＳ分類： 
 ・樹脂部 
   ●物理化学的危険性  ：可燃性固体          区分外 
   ●健康に関する有害性 ：急性毒性（吸入）       区分外  
               急性毒性（経口）              区分外 
               急性毒性（経皮）       区分外 
               皮膚腐食性/刺激性       区分外 
               目に対する重篤な損傷性    区分外 
               呼吸器感作性         区分外 
               皮膚感作性          区分外 
               生殖細胞変異原性       区分外 
               発がん性           区分外 
               生殖毒性           区分外 
               特定標的臓器毒性―単回暴露  区分外 
               特定標的臓器毒性―反復暴露  区分外 
               吸引性呼吸器有害性      区分外 

●環境に対する有害性 ：水生環境急性有害性      区分外 
               水生環境慢性有害性      区分外 

＊ 上に記載がない危険有害性は、「分類対象外」または「分類できない」である。 
 ＧＨＳラベル要素  
   ●絵表示      なし 
   ●注意喚起語    なし 
   ●危険有害性情報  なし 
 注意書き（切削屑） 
   ●安全対策 切削屑、粉塵などを吸引しないこと。 
         指定された個人用保護具を使用すること。 
         取り扱い後はよく手を洗うこと。 
         粉塵がある場合、飲食または喫煙をしないこと。 
         環境への放出を避けること。 
   ●応急処置 吸入した場合、新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 
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         暴露またはその懸念がある場合、医師の手当て、診断を受けること。 
         気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 
   ●保管   切削屑の漏えいがないように対策を講じ保管すること。 
   ●廃棄   内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 
 ・Ｎ－メチル－２－ピロリドン 
   ●物理化学的危険性 ：引火性液体          区分４ 
   ●健康に対する有害性：急性毒性（経口）       区分５ 
              急性毒性（経皮）       区分５ 
              皮膚腐食性/刺激性       区分２ 
              目に対する重篤な損傷     区分２ 
                           生殖毒性           区分２ 
              吸引性呼吸有害性       区分１ 
    上記に記載がない危険有害性は、「区分外」「分類対象外」である。 
 ＧＨＳラベル要素 
   ●絵表示またはラベル なし 
   ●注意喚起語     なし 
   ●危険有害情報：   可燃性液体 
              皮膚刺激 
              強い眼刺激 
              生殖能力または胎児への悪影響の恐れの疑い  
 ・ＳＣ部 

●健康に対する有害性 
危険・有害性項目 分類結果 危険有害性情報 

皮膚腐食性/刺激性 区分 3 軽度の皮膚刺激 
眼に対する重篤な損

傷性／眼刺激性 
区分 2B 眼刺激性 

呼吸器感作性又は皮

膚感作性 
区分 1 

吸入するとアレルギー、ぜん息又は呼吸困難を起こす

おそれ 
アレルギー性皮膚反応を引き起こすおそれ 

生殖細胞異変原性 区分 2 遺伝性疾患のおそれの疑い 
発がん性 区分 2 発がんのおそれの疑い 
生殖毒性 区分 1B 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ 
標的臓器/全身毒性（単

回 
区分 1（呼吸器、腎臓） 臓器（呼吸器、腎臓）の障害 

暴露） 区分 2（全身毒性） 臓器（全身毒性）の障害のおそれ 
  区分 3（気道刺激性） 呼吸器への刺激のおそれ 
標的臓器/全身毒性（反

復暴露） 
区分 1（呼吸器、神経系、

肝臓） 
長期又は反復暴露による臓器（呼吸器、神経系、肝臓）

の障害 
●環境に対する有害性 

危険・有害性項目 分類結果 危険有害性情報 
水生環境有害性(慢性) 区分 4 長期的影響により水生生物に有害のおそれ 

 ＧＨＳラベル要素 
●絵表示またはラベル 
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   ●注意喚起語     危険 

注意書き 
   ●安全対策      ・すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。 
             ・粉塵、ヒュ－ム、ガス、ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 
             ・取扱い後はよく手を洗うこと。 
             ・この製品を使用するときは、飲食又は喫煙をしないこと。 
             ・屋外又は喚起のよい場所でのみ使用すること。 
             ・汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 
             ・環境への放出を避けること。 
             ・保護手袋を着用すること。 
             ・喚起が不十分な場合、呼吸用保護具を着用すること。 
   ●応急措置     ・皮膚に付着した場合、多量の水と石鹸で洗うこと。 
             ・吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 
             ・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。 
             ・暴露又は暴露の懸念がある場合、医師の診断、手当を受けること。 
             ・気分が悪いときは医師に連絡すること。 
             ・皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当を受けること。 
             ・眼の刺激が続く場合、医師の診断、手当を受けること。 
             ・呼吸に関する症状が出た場合、医師に連絡すること。 
             ・汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合は洗濯すること。 
   ●廃棄        ・内容物、容器を、国際、国、都道府県、又は市町村の規則に従って廃棄すること。 
 
３．組成および成分情報 

●単一製品・混合物の区別：混合物 
●化学名                ：ナイロン６を主成分とする重合体とＳＣ材との複合体 

・樹脂部について 
●成分および含有量      ：ナイロン６ ９５％以上 
●化学式または構造式    ：［－ＣＯ（ＣＨ２）５ＮＨ－］ｎ 
●官報公示整理番号      ：（７）－３５７ 
●ＣＡＳ No            ：２５０３８－５４－４ 
●国連分類および国連番号：国連の定義上危険物に該当しない。 

 ・ＳＣ部について 
●成分および含有量      ： 
 
                    
 

 
 
 
 

●ＣＡＳ No             ：上記に示す。 
 
４．応急措置 
      ●目に入った場合        ：通常の異物と同様の措置をする。異常があれば医師の手当てを受ける。 
      ●皮膚に付着した場合    ：多量の水と石鹸で洗うこと。 
                 溶融物の場合は、直ちに清浄な水で１５分以上冷やす。皮膚上で固まった 
                 樹脂は無理に剥がさない。火傷があれば医師の手当てを受ける。 

成分 記号 含有量(wt%) CAS № 
炭素 C 0.22～0.28 7440-44-0 
珪素 Si 0.15～0.35 7440-21-3 

マンガン Mn 0.30～0.60 7439-96-5 
リン P 0.30 以下 7723-14-0 
硫黄 S 0.35 以下 7704-34-9 
鉄 Fe 残量 7439-89-6 
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   ●吸入した場合      ：溶融物から出るガスを吸って、気分が悪くなった場合は、新鮮な空気の 
                                 ある場所に移し回復を待つ。 
                  咳、呼吸困難やその他症状が出たときは、医師の手当てを受ける。 
   ●飲み込んだ場合       ：できるだけ吐き出し異常があれば、医師の手当てを受ける。 
   ●その他          ：前記２項（危険有害性の要約）を参照すること。  
 
 ５．火災時の措置 
      ●消火方法               ：一般火災と同様消火方法を用いる。火災時には、不完全燃焼や熱分解により 
                  有毒なガス（一酸化炭素、窒素酸化物および微量なＨＣＮ、ＮＨ３等）を 
                  発生する恐れがあるため、風上から、または、空気呼吸器を付けて消火 

作業をする。 
    ●消火剤                 ：水や各種の消火剤を用いることができる。 
 
 
６．漏出時の措置              ：加工等により発生した切り屑及び粉塵類は適切な方法で回収した後、 
                                漏出を防止すること。 
                               
７．取扱いおよび保管上の注意 

●取扱い               ：1)本製品を加熱、溶融、研磨等の加工を行い、粉塵、ヒューム等が生じる

場合は、適切な保護具を着用すること。また、粉塵、ヒューム等が発生す

る場合は、必要な局所排気、全体換気を行うこと。 
                                   2)また、ＳＣ材の粉塵、ヒューム等の収集物についてはその形態に応 

じた危険、有害性を確認のこと。（例えば成分元素の酸化物が粉体状にな

っている場合、燃焼、爆発性を有する場合があること等） 
                   3)ＳＣ材を酸洗、脱スケール等の処理を行い金属が溶解する場合は、溶 
                    解物質に接触したり、吸引等をしないよう対応すること。 
                   4)常温では引火の恐れはないが、作業場では火気をみだりに使用することを

避け、整理整頓に努める。 
●保管                   ：直射日光、水漏れ、高湿な場所、急激な温度変化を避ける。保管場所では

みだりに火気を使用しない。 
 
８．暴露防止および保護措置 
      樹脂部について 
   ●管理濃度        ：設定されていない。 
   ●許容濃度            ：設定されていない。 
      ●保護具 
           呼吸用保護具        ：製品の機械加工など粉塵の発生する作業時には、防塵マスクを着用する。 
           保護眼鏡            ：製品の機械加工などで粉塵や切削屑の飛散する作業時には保護眼鏡を着用 
                 する。 
           保護手袋            ：梱包体や製品を取り扱う場合には着用する。 
 
   ＳＣ部について 
      製品は通常の状態では固体であるため、一般的な環境下では、暴露及び保護具措置に関する必 
     要な情報はない。但し、加熱、溶融又は研磨、切削等の加工の際は、ヒュームや粉塵類が発生する

ので、下記に示す設備対策及び保護措置を実施すること。 
   ●許容濃度        ： 
 
 
   ●設備対策       ：適切な換気対策を実施し、作業環境を確保すること。 

成分 記号 CAS № 値(mg/m3) 
マンガン Mn 7439-96-5 0.2 
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●保護具          ：適切な呼吸用保護具、保護手袋、保護眼鏡、保護衣、安全靴等着用 
               すること。 
               

                
９．物理的および化学的性質 

●外観等         ：丸棒 
●揮発性                ：なし 
●融点                  ：樹脂部＝２２０℃～２２２℃（ＤＳＣ） 

                   ＳＣ部＝１２５０℃以上 
   ●比重          ：樹脂部＝１．１５～１．１７ 
                  ＳＣ部＝７～９ 

●溶解度               ：樹脂部＝水に不溶。 
                  ＳＣ部＝水に不溶。 
 
１０．安定性および反応性 

●発火点                 ：樹脂部＝４００℃以上 
                 ＳＣ部＝該当なし。 

●可燃性                 ：樹脂部＝あり。ただし、酸素指数２６以上、難燃性である。 
                 ＳＣ部＝加工により生じた微粉は燃焼、爆発性を有する場合がある。 

●発火性（自然発火性）   ：なし 
        （水との反応性） ：なし 

●安定性・反応性         ：樹脂部＝一般的な保管及び取扱いにおいては、安定で反応性はない。 
                 ＳＣ部＝通常状態では化学的に安定している。 

●有害分解物質       ：ＳＣ部＝過熱、溶解、研磨、等加工時には金属化合物を生成する場合がある。 
 

１１．有害性情報          ：樹脂部＝生体学的には不活性であり、通常、生体への作用はない。 
                                  ＳＣ部＝前記２項（危険有害性の要約）を参照すること。 
                                     
１２．環境影響情報  
      ●分解性等              ：樹脂部＝分解性等に知見なし 
                ＳＣ部＝前記２項（危険有害性の要約）を参照すること。 
 
１３．廃棄上の注意       ：埋め立てるときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従って、 

公認の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、その団体に委託して処理する。 

                                 焼却する場合には、焼却設備を用いて、大気汚染防止法等の諸法令に適合 
                 した処理を施して処理する。 
 
 
１４．輸送上の注意       ：梱包体が破れないように、水漏れや乱暴な取扱いをしない。 
                                
１５．適用法令         ：通常は特になし 
                ：粉塵が発生する場合 安衛法 粉塵障害予防規則（昭54、労令18） 
       
１６．その他の情報 

●化管法含有濃度対象外になるが、樹脂部は以下の物質を含む。 
化 学 物 質        CAS № 政令番号 含 有 量 備   考 

ε－カプロラクタム（モノマー）  105-60-2 61 0.54%程度 － 
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●ＲＥＡＣＨ ＳＶＨＣ候補物質を０．１ｗｔ％以上含む。 
化 学 物 質 CAS № 化学式 含  有  量 備   考 

N-メチル－2－ピロリドン 872-50-4 C5H9NO 0.25wt% － 
 

 【記載内容の取扱い】 
     記載内容は、現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、含有量、物理化学 
   的性質、危険有害性等に関しては、今後追加、修正されうるもので、いかなる保証をなすものではありま 
   せん。      
     また、注意事項は、通常の取扱いを対象にしたものであって、特殊な取扱いの場合には、用途・用法に適 
   した安全対策を実施の上、ご利用下さい。 
 

ポリペンコ®は、MITSUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALSの登録商標です。 
タフロッド®は、三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ（株）の登録商標です。 
 


