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セクション1 化学品及び会社情報

製品に関する情報

製品名 Stain Proof Waterborne Dense Stone Sealer (META-CREME )- 180013

同義語 データ無し

他の製品特定⼿段 データ無し

推奨⽤途及び使⽤上の制限

推奨⽤途及び使⽤上の制限 Impregnating Sealer

供給者の詳細

供給者の会社名称 ICP Building Solutions Group / Dry-Treat

住所 150 Dascomb Road Andover MA 01810 United States

電話番号 800 225 1141 |978 623 9987

FAX番号 データ無し

ホームページ www.drytreat.com

e-メール sds@icpgroup.com

緊急連絡電話番号

会社名 Chemtel

緊急連絡電話番号 800 255 3924

その他の緊急連絡電話番号 813 324 0585

セクション2 危険有害性の要約

化学物質⼜は混合物の分類

分類 [1] 眼に対する重篤な損傷性 区分1, 特定標的臓器毒性(単回ばく露)(気道刺激性) 区分3, ⽪膚腐⾷性及び⽪膚刺激性 区分2, 急性毒性(吸⼊) 区
分2, ⽔⽣環境有害性(急性) 区分2

凡例: 1. Chemwatchによる分類; 2. ⽇本 NITE GHS 分類データベースによる分類; 3. EC 規則 1272/2008 - 附属書 VIによる分類

GHSラベル要素

絵表⽰:

注意喚起語 危険

危険有害性情報

H318 重篤な眼の損傷

H335 呼吸器への刺激のおそれ

H315 ⽪膚刺激

H330 吸⼊すると⽣命に危険

H401 ⽔⽣⽣物に毒性

注意書き: ⼀般

P101 医学的な助⾔が必要なときには、製品容器やラベルを持っていくこと。

P102 ⼦供の⼿の届かないところに置くこと。

注意書き: 安全対策

P260 ミスト/蒸気/スプレーを吸⼊しないこと。
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P271 屋外または換気の良い場所でのみ使⽤すること。

注意書き: 応急措置

P304+P340 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。

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。

注意書き: 保管(貯蔵)

P403+P233 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。

P405 施錠して保管すること。

注意書き: 廃棄

P501 任意のローカル規則に従って認可有害または特別な廃棄物の回収場所に内容物/容器を処分

セクション3 組成および成分情報

物質
混合物の組成については、以下のセクションを参照してください

混合物

CAS番号 %[重
量] 名称

官報公⽰整理番号

化審法 安衛法

2943-75-1 5-10 2-3784 2-(3)-296

51851-37-7 1-5 - -

541-02-6 40-50 7-475 -

68551-12-2 1-5 - -

68439-50-9 1-5 - -

68554-54-1 1-5 - -

556-67-2 <1 7-475 公表

セクション4 応急措置

必要な応急措置の説明

眼に⼊った場合

眼に⼊った場合︓
直ちにまぶたを指でよく開いて流⽔で眼を洗浄する。
洗眼は眼球、瞼の隅々まで⽔がよく⾏き渡るように⾏うこと。
医師中毒情報センターからの停⽌の指⽰があるまで、または少なくとも15分間は⽔洗いを継続すること。
病院または医師のもとへ直ちに搬送すること。
眼に損傷がある場合、コンタクトレンズの取り外しは、専⾨家に任せること。

⽪膚に付着した場合

⽪膚に付着した場合:
直ちに汚染された⾐類すべて(履物を含む)を脱がせること。
流⽔で⽪膚および⽑髪を洗浄すること。必要に応じて⽯鹸を使⽤すること。
炎症がある場合には、医師の⼿当を受けること。

吸⼊した場合

ガスや燃焼⽣成物を吸⼊した場合、汚染区域から退去すること。
患者を寝かせ、体を温めて安静を保つこと。
義⻭等の装具は気道を塞ぐおそれがあるため、可能であれば応急措置を施す前に取り外すこと。
呼吸が停⽌している場合は、デマンドバルブ式⼈⼯蘇⽣器、バッグバルブマスク、ポケットマスクなどを使⽤して⼈⼯呼吸を⾏うこと。必
要に応じて⼼肺蘇⽣を⾏うこと。
病院または医師のもとへ速やかに搬送すること。

飲み込んだ場合 直ちにコップ1杯の⽔を飲ませること。
応急措置は通常必要とは考えられていない。懸念がある場合には、医師に相談すること。

医師に対する特別な注意事項

1-(トリエトキシシリル)オクタン

トリエトキシ－１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－トリデカフルオロ－Ｎ－オクチル
シラン

2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-デカメチルシクロペンタシロキサン

エトキシ化Ｃ１４－Ｃ１６ アルコール

エトキシ化Ｃ１２－Ｃ１４ アルコール

dimethylsiloxane/[(2-aminoethyl)amino]propylsilsesquioxane

2,2,4,4,6,6,8,8-オクタメチルシクロテトラシロキサン
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対症療法を⾏うこと。
メタノールへの急性暴露および短期反復暴露の場合︓

毒性は、ホルムアルデヒド／ギ酸の蓄積に起因する。 
臨床的症状は、通常CNS、眼および胃腸管系に限定される。重度の代謝性アシド ーシスにより、難治性となる可能性のある呼吸困難および深刻な全⾝影響が⽣じることがあ
る。症状のある患者全員の動脈pHを測定すべきである。気道、呼吸および循環を評価する。 
ナロキソン、ぶどう糖およびチアミンを与えることにより、昏蒙患者を安定化させる。 
摂取後2時間の症状を呈する患者については、吐根を⽤いるか洗浄を施すことにより汚染を除去する。 活性炭の吸収は良くなく、下剤の有⽤性は確⽴されていない。 
強制利尿は有効ではなく、メタノールの最⾼濃度が50mg/dLを超過する場合（⾎清重炭酸濃度が18 meq/L未満の場合と相関する）には、⾎液透析が推奨される。 
濃度が100〜150mg/dLに保たれたエタノールは毒性代謝産物の⽣成を阻⽌し、最⾼メタノール濃度が20mg/dLを超過する場合には、それが必要となることがある。D5Wにエ
タノールを加えた静脈注射⽤溶液が最適である。 
ロイコボリンとしての葉酸は、ギ酸の酸化除去を促進することがある。4-メチルピラゾ-ルは、治療において有効な補助となることがある。 
発病を抑制するためには、ジアゼパムよりフェニトインが好ましいと考えられる。 

[Ellenhorn Barceloux: Medical Toxicology] 
⽣物学的暴露指標－BEI
測定対象 指標 サンプリング時間 コメント
1．尿中メタノール 15 mg/l 作業終了時 B、NS
2．尿中ギ酸 80 mg/gm クレアチニン 週最後の作業前 B、NS
B︓暴露していない被験者から採取された検体に、バックグラウンド濃度でみられる
NS︓⾮特異性対象物－他の物質への暴露後にも⾒られる

セクション5 ⽕災時の措置

消⽕剤
泡沫
乾燥化学粉末
BCF（規制されていない場合）
⼆酸化炭素
⽔スプレーまたは霧 - ⼤規模⽕災時のみ

特有の危険有害性

⽕災の際に避けるべき条件 発⽕する危険性があるため、硝酸塩、酸化性酸、塩素系漂⽩剤、プール⽤塩素などの酸化剤による汚染を避けること。

消⽕活動に関する情報

特有の消⽕⽅法 消防に通報し、事故の場所と危険有害性に関する情報を伝えること。
呼吸装置を備えた全⾝保護⾐を着⽤すること。

⽕災及び爆発の危険性

⾼温分解物は、⼆酸化ケイ素、少量のホルムアルデヒド、ギ酸、酢酸および微量のシリコンポリマーを含んでいる。
上記ガスは発⽕し、環境によっては、樹脂／ポリマーを発⽕させることがある。
可燃性である。
熱または炎へのばく露による⽕災の危険性は低い。

燃焼⽣成物が含まれます︓, ⼆酸化炭素（CO2）,
⼆酸化ケイ素(SiO2) 
, 有機材料を燃焼の典型的な他の熱分解⽣成物。
有毒ガスを放出することがある。
腐⾷性ガスを放出することがある。

セクション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
セクション 8 参照

環境に対する注意事項
セクション 12 参照

封じ込め及び浄化の⽅法及び機材

⼩規模漏出の場合

環境有害性 - 流出を抑えること。
漏出時スリップ注意。

全ての発⽕源を除去すること。
直ちに全ての漏出物を除去すること。

⼤規模漏出の場合

環境有害性 - 流出を抑えること。
漏出時スリップ注意。
中程度の危険有害性

現場から⼈員を退去させ、⾵上へ移動させること。
消防に通報し、事故の場所と危険有害性に関する情報を伝えること。

個⼈⽤保護具に関する情報については、SDSのセクション8をご参照ください。

セクション7 取り扱い及び保管上の注意

安全な取扱のための予防措置

安全取扱注意事項
吸⼊を含む、⼈体へのあらゆるばく露を避けること。
ばく露の可能性がある場合は、保護⾐を着⽤すること。
製品で濡れた⾐服を⽪膚に接触したままの状態にしないこと。

他の情報 元の容器のまま保管すること。
容器を完全に密封して保管すること。

混触危険性を含む、安全な保管条件

適切な保管条件 ⾦属⽸またはドラム⽸
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製造者が推奨する容器を使⽤すること。
すべての容器に明確なラベルが貼り付けられていることおよび漏れがないことを確認すること。

避けるべき保管条件 酸化剤との反応を避けること。

セクション8 ばく露防⽌及び保護措置

管理パラメーター

許容濃度(OEL)

成分に関する情報
データ無し

緊急ばく露限度

成分 物質名 TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

2,2,4,4,6,6,8,8-オクタメチル
シクロテトラシロキサン Octamethylcyclotetrasiloxane 30 ppm 68 ppm 130 ppm

成分 オリジナルIDLH 改訂IDLH

1-(トリエトキシシリル)オクタン データ無し データ無し

トリエトキシ－１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－
トリデカフルオロ－Ｎ－オクチルシラン データ無し データ無し

2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-デカメチルシクロ
ペンタシロキサン データ無し データ無し

エトキシ化Ｃ１４－Ｃ１６ アルコール データ無し データ無し

エトキシ化Ｃ１２－Ｃ１４ アルコール データ無し データ無し

dimethylsiloxane/[(2-
aminoethyl)amino]propylsilsesquioxane データ無し データ無し

2,2,4,4,6,6,8,8-オクタメチルシクロテト
ラシロキサン データ無し データ無し

職業暴露バンディング

成分 職業暴露バンド評価 職業暴露帯域制限

1-(トリエトキシシリル)オクタン E ≤ 0.1 ppm

2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-デカメチルシクロ
ペンタシロキサン E ≤ 0.1 ppm

エトキシ化Ｃ１４－Ｃ１６ アルコール E ≤ 0.1 ppm

エトキシ化Ｃ１２－Ｃ１４ アルコール E ≤ 0.1 ppm

dimethylsiloxane/[(2-
aminoethyl)amino]propylsilsesquioxane E ≤ 0.1 ppm

2,2,4,4,6,6,8,8-オクタメチルシクロテト
ラシロキサン E ≤ 0.1 ppm

注記:
職業暴露バンディングは、化学物質の効⼒および曝露に関連する有害な健康上の結果に基づいて、特定のカテゴリまたはバンドに化
学物質を割り当てるプロセスです。このプロセスの出⼒は、労働者の健康を守ることが期待される露光濃度の範囲に対応する職業暴
露バンド（OEB）、です。

ばく露管理

適切な⼯学的管理⽅法

⼯学的管理（設備対策）は、危険有害性を排除するため、または作業員を危険有害性から防御するために使⽤される⼿法である。適切に設計さ
れた⼯学的管理（設備対策）により、通常、作業者が関与することなく、作業者を効果的に保護することができる。
⼯学的管理（設備対策）の基本:
⼯程管理 - 作業または作業⼯程に変更を加え危険性を低減する。

個⼈保護措置

眼/顔⾯の保護 サイドシールド付きの保護メガネ。
ケミカルゴーグル。

⽪膚の保護 以下の⼿の保護具を参照してください。

⼿/⾜の保護

ポリ塩化ビニル製などの化学⽤保護⼿袋を着⽤すること。
ゴム製などの安全靴または安全⻑靴を着⽤すること。

適切な⼿袋の選択は、材質だけでなく、製造業者間で異なる品質保証にも注意する必要がある。化学品が複数の化学物質の調剤である場合、⼿
袋材質の耐久性は事前に計算することができず、したがって、使⽤前に確認しておくことが重要である。
物質に対する正確な破過時間は、保護⼿袋製造業者から得ることができ、最終的な選択の際に重視するものである。

⾝体の保護 以下の他の保護具を参照してください。

他の保護

防護⽤密閉服(つなぎ型)
塩化ビニル製エプロン
保護クリーム
⽪膚洗浄クリーム
洗眼⽤設備

呼吸器の保護
A タイプフィルタ (⼗分な容量を有するもの）
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緊急事態時に現場に進⼊する場合、または酸素濃度や蒸気濃度が不明なエリアでは、カートリッジ式呼吸器⽤保護具を使⽤しないこと。カートリッジ式呼吸器⽤保護具を着⽤して
いるにも関わらず、なんらかの臭いを察知した場合は、直ちにその汚染区域から退去すること。臭いを察知した場合、その呼吸器⽤保護具が適切に機能していない、蒸気濃度が⾮
常に⾼い、または、保護具が着⽤者に合っていないことが考えられる。このようにカートリッジ式呼吸⽤保護具の使⽤には制限があるため、適切な状況においてのみ使⽤が認めら
れている。
 

セクション9 物理的及び化学的性質

物理的および化学的性質に関する基本情報

外観 データ無し

物理的状態 液体 ⽐重 (⽔ = 1) データ無し

臭い データ無し n-オクタノール/⽔ 分配係数 データ無し

臭気閾値 データ無し ⾃然発⽕温度 (°C) データ無し

pH (製品) データ無し 熱分解温度 データ無し

融点 / 凝固点 (°C) データ無し 粘度 (cSt) データ無し

沸点/沸騰範囲(°C) データ無し 分⼦量 (g/mol) データ無し

引⽕点 (°C) データ無し 味 データ無し

蒸発速度 データ無し 爆発性 データ無し

引⽕性 データ無し 酸化作⽤ データ無し

爆発範囲-上限(%) データ無し 表⾯張⼒ (dyn/cm or
mN/m) データ無し

爆発範囲-下限(%) データ無し 揮発成分 (%vol) データ無し

蒸気圧 (kPa) データ無し ガスグループ データ無し

⽔溶解性 データ無し 溶液のpH (1%) データ無し

蒸気密度 (⼤気 = 1) データ無し VOC g/L データ無し

セクション10 安定性及び反応性

反応性 セクション 7 参照

化学的安定性 混触危険性物質が存在する。
製品は安定していると考えられる。

危険有害反応可能性 セクション 7 参照

避けるべき条件 セクション 7 参照

混触危険物質 セクション 7 参照

危険有害な分解⽣成物 セクション 5 参照

セクション11 有害性情報

毒物学的影響に関する情報

吸⼊した場合
通常の取扱いの間に、物質から発⽣した蒸気またはエアゾール剤(ミスト、フューム)の吸⼊は重度の毒性作⽤を⽣じるかもしれない。 これらは
致命的かもしれない。 
呼吸器刺激性を引き起こす可能性がある。このような刺激性に対する⾝体反応により、深刻な肺障害を引き起こす可能性がある。

飲み込んだ場合

経⼝摂取により（EC指令の分類に基づく）健康被害を及ぼすとは考えられてないが、既に臓器障害（肝臓、腎臓など）を有している者におい
ては、経⼝摂取により⼈体に障害を⽣じることがある。現在、物質の有害性または毒性の定義は、⼀般的に疾病や健康被害を引き起こす羅病量
ではなく、致死量に基づき設定されている。消化器官に不快感が⽣じ、吐き気および嘔吐を引き起こすことがあるが、作業環境においての微量
の経⼝摂取は深刻な被害を引き起こすとは考えられていない。

⽪膚に付着した場合

⽪膚疾患がある場合、症状を悪化させることがある。
開放創、擦り傷または炎症がある場合は、⽪膚への接触を避けること。
切創、擦り傷または病変部などを通じて⾎流に侵⼊すると、悪影響を及ぼす全⾝性疾患を引き起こすことがある。使⽤前に⽪膚を検査し、あら
ゆる外傷を適切に保護しておくこと。
⽪膚への接触直後または⼀定時間経過後に、軽度ではあるが明らかな⽪膚炎を引き起こすことがデータにより⽰唆されている。反復ばく露によ
り、発⾚、腫れおよび⽔疱形成を特徴とする接触性⽪膚炎を⽣じることがある。

眼に⼊った場合 眼に⼊った場合、深刻な眼障害を引き起こす。

慢性毒性

職業反復または⻑期ばく露により、体内に物質が蓄積することがあり、健康に害を与えることがある。
呼吸刺激物への⻑期ばく露により、呼吸困難および全⾝性の疾患を伴う気道疾患を引き起こすことがある。
直接的に受精率低下を引き起こすという⼗分な⽴証データが存在する。
濃度3000ppmを超えるメタノール蒸気への⻑期ばく露は、胃腸障害（吐き気、嘔吐）、頭痛、⽿鳴り、不眠症、震え、歩⾏不安定、めまい、
結膜炎、霧視または複視を特徴とする累積効果を引き起こすことがある。肝臓および／または腎障害が⽣じることもある。作業員によっては、
800ppm蒸気への⻑期ばく露により、⽬に深刻な障害が⽣じることがある。

Stain Proof Waterborne Dense Stone
Sealer (META-CREME )- 180013

毒性 刺激性

データ無し データ無し

1-(トリエトキシシリル)オクタン

毒性 刺激性

経⼝（ラット）LD50: >=5110 mg/kg[1] ⽪膚︓悪影響観察（刺激性）[1]

経⽪（ウサギ）LD50: 5177.16 mg/kg[2] ⽬︓観察されなかっ悪影響（刺激性ではありません）[1]
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トリエトキシ－１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－トリ
デカフルオロ－Ｎ－オクチルシラン

毒性 刺激性

経⼝（ラット）LD50: >2000 mg/kg[1] Eye : Not irritating *

経⽪（ラット）LD50: >2000 mg/kg[1] Skin : Not irritating *

⽪膚︓観察されなかっ悪影響（刺激性ではありません）[1]

⽬︓観察されなかっ悪影響（刺激性ではありません）[1]

2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-デカメチルシクロペ
ンタシロキサン

毒性 刺激性

吸⼊（ラット）LC50: 8.67 mg/l/4h[2] Eye (rabbit): 500 mg/24h - mild

経⼝（ラット）LD50: >5000 mg/kg[1] Skin (rabbit): 500 mg/24h - mild

経⽪（ウサギ）LD50: >15248 mg/kg[2] ⽪膚︓悪影響観察（刺激性）[1]

⽪膚︓観察されなかっ悪影響（刺激性ではありません）[1]

⽬︓観察されなかっ悪影響（刺激性ではありません）[1]

エトキシ化Ｃ１４－Ｃ１６ アルコール

毒性 刺激性

経⼝（ラット）LD50: 5000 mg/kg[2] Eye: SEVERE **

Skin: moderate **

エトキシ化Ｃ１２－Ｃ１４ アルコール

毒性 刺激性

経⼝（ラット）LD50: >2000 mg/kg[1] Eye (rabbit): irritant *

経⽪（ウサギ）LD50: >3000 mg/kg[1] Skin (rabbit): irritant *

⽪膚︓観察されなかっ悪影響（刺激性ではありません）[1]

⽬︓観察されなかっ悪影響（刺激性ではありません）[1]

dimethylsiloxane/[(2-
aminoethyl)amino]propylsilsesquioxane

毒性 刺激性

データ無し データ無し

2,2,4,4,6,6,8,8-オクタメチルシクロテトラ
シロキサン

毒性 刺激性

吸⼊（ラット）LC50: 36 mg/l/4Hd[2] Eye (rabbit): 500 mg/24h - mild

経⼝（ラット）LD50: 1540 mg/kg[2] Skin (rabbit): 500 mg/24h - mild

経⽪（ラット）LD50: 1770 mg/kg[2] ⽪膚︓悪影響観察（刺激性）[1]

⽪膚︓観察されなかっ悪影響（刺激性ではありません）[1]

⽬︓観察されなかっ悪影響（刺激性ではありません）[1]

凡例: 1. 欧州ECHA登録物質 - 急性毒性 - から得られた値。 2. *の値は製造者のSDSから得られた値。 特に注記のないデータはRTECSから抽出した
値。

エトキシ化Ｃ１２－Ｃ１４ アルコール 重度の眼刺激性を有し、強い炎症を引き起こすことがある。刺激性物質への反復または⻑期ばく露は、結膜炎を引き起
こすことがある。

Stain Proof Waterborne Dense Stone Sealer
(META-CREME )- 180013 & 1-(トリエトキシシリ

ル)オクタン & トリエトキシ
－１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－トリデカフルオロ－Ｎ－オ
クチルシラン & 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-デカメチルシ

クロペンタシロキサン

末端物質へのばく露により喘息に似た症状が数ヶ⽉ないし数年にわたり続くことがある。これは、⾮アレルギー性の反
応性気道機能不全症候群（RADS） の可能性があり、⾼濃度の刺激性物質にばく露された後に発症する。RADSの主な
診断基準には、患者が⾮アトピー性であり、気道疾患の病歴がなく、刺激物質ばく露後、数分から数時間以内に喘息に
似た症状が突如現れ、その症状が持続することが含まれる。また、肺機能検査で可逆性の気道閉塞が、メタコリン負荷
試験で中等度から重度の気管⽀過敏性がそれぞれ確認されたこと、軽微なリンパ球性炎症がなく、好酸球増多がないこ
ともRADSの診断基準に含まれる。刺激物の吸⼊によって引き起こされるRADS（または職業性喘息）は、刺激性物質
の濃度およびばく露時間と関連を持つ稀な疾患である。これに反して、産業性気管⽀炎は、⾼濃度の刺激性物質（主に
粒⼦）へのばく露が原因で起こるが、ばく露が終わると可逆する。特徴的な症状として、呼吸困難、咳、粘液産⽣が挙
げられる。

1-(トリエトキシシリル)オクタン &
DIMETHYLSILOXANE/[(2-

AMINOETHYL)AMINO]PROPYLSILSESQUIOXANE
有意な急性毒性データは、⽂献検索で識別されません。

2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-デカメチルシクロペンタシロキ
サン & 2,2,4,4,6,6,8,8-オクタメチルシクロテトラシ

ロキサン

眼刺激性を有し、⻑期ばく露により炎症を引き起こすことがある。刺激性物質への反復または⻑期ばく露は、結膜炎を
引き起こすことがある。

2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-デカメチルシクロペンタシロキ
サン & エトキシ化Ｃ１４－Ｃ１６ アルコール & エト

キシ化Ｃ１２－Ｃ１４ アルコール &
2,2,4,4,6,6,8,8-オクタメチルシクロテトラシロキサン

⻑期または反復ばく露により、⽪膚に刺激を与えることがあり、⽪膚に接触した場合、⽪膚の発⾚、腫れ、⼩⽔疱形
成、落屑および肥厚を引き起こすことがある。

エトキシ化Ｃ１４－Ｃ１６ アルコール & エトキシ化
Ｃ１２－Ｃ１４ アルコール

AEs（アルコールエトキシレート）が遺伝⼦損傷、突然変異またはがんを引き起こす証拠はないということが、臨床試
験および動物試験により確認されている。⽣殖または発⽣に関する悪影響も確認されていない。動物試験では、
100mg/kg超の濃度での影響は臓器重量の変化に限定され、肝腫⼤以外に病理学的変化は⾒られなかった。AEsは接触
感作性物質ではない。純粋なAEは、眼および⽪膚刺激性を有する。AEsを含有する⽔溶液の刺激性は、濃度により異
なる。スプレー洗剤（エアゾール）および洗濯⽤粉⽯けんの粉塵から⼤気中に放出されるAEは極僅かであり、呼吸器
系に刺激を⽣じる可能性は低い。要約すると、家庭⽤洗濯／清掃洗剤に含まれるAEは安全であり、⼀般消費者⽤の製
品に関する懸念は⽣じないことが、ヒト健康リスク評価の結果明らかとなっている。
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凡例:  – データ利⽤不可または、区分に該当しない
 – 分類済み

⾼沸点エチレングリコールエーテルのための（典型的にはtriethylene-及びテトラエチレングリコールエーテル）。 ⽪
膚吸収︓トリエチレングリコールエーテル（TGBE）、トリエチレングリコールメチルエーテル（TGME）、及びトリ
エチレングリコールエチレンエーテル（TGEE）⽪膚吸収データ利⽤可能は、これらの3個のグリコールエーテルの⽪
膚における吸収率が22〜34マイクログラムであることを⽰唆しています/最⾼透過定数及び最⼩を有するブチルエーテ
ルを有するメチルエーテルで平⽅センチメートル/時間、。 TGBE、TGEEとTGMEの吸収の速度は、少なくとも以下
EGME、EGEE、及びEGBE、範囲214から2890マイクログラム/ cm 2で/時こと吸収速度を有するそれらのエチレング
リコールモノアルキルエーテル対応物よりも100倍です。したがって、増加のいずれかのアルキル置換基の鎖⻑⼜はエ
チレングリコール部分の数は、経⽪吸収の速度の減少につながると思われます。しかしながら、ジエチレングリコール
直列にエチレングリコールの値の変化の割合がより⼤きいので トリエチレングリコールシリーズジエチレングリコー
ル、吸収上のエチレングリコール部分の鎖の⻑さの効果と数は、エチレングリコール部分の数の増加と共に減少しま
す。したがって、テトラエチレングリコールメチルであるが、エーテル（TetraME）及びテトラエチレングリコールブ
チルエーテル（TetraBE）をTGMEとTGBEよりも⽪膚に対してより透過性であることが期待されている、これらの分
⼦間の浸透の差はわずかであってもよいです。 代謝︓エチレングリコールモノアルキルエーテル（EGME、EGEE、及
びEGBE）の代謝のための主要な代謝経路は、アルコールおよびアルデヒドデヒドロゲナーゼ（ALD / ADH）そのアル
コキシ酸の形成をもたらすを介して酸化です。アルコキシ酸は、⽣体内で検出されたグリコールエーテルのみ毒物学的
に有意な代謝産物です。 TGMEの主要代謝物は、2- [2-（2-メトキシエトキシ）エトキシ]酢酸であると考えられてい
ます。エチレングリコール、知ら腎毒性物質は、不純物や動物実験におけるグリコールエーテルのマイナーな代謝物と
して同定されたが、グリコールエーテル類の毒性に寄与して表⽰されません。 エーテル結合の代謝分解も発⽣しなけ
ればならないため、カテゴリメンバーの代謝産物は、おそらく、エチレングリコールまたはモノアルコキシ酸などの毒
性分⼦に任意の⼤きな程度に代謝されるべきではありません 急性毒性︓カテゴリーのメンバーは、⼀般的に、経⼝、
吸⼊暴露の経⽪経路で低い急性毒性を⽰します。 TGBEの致死経⼝投与を受けた動物における毒性の兆候が反射し、弛
緩性筋緊張、昏睡、そして重い呼吸を⽴ち直りの損失が含まれていました。 TGEEの致死経⼝⽤量を投与した動物は死
を前に嗜眠、運動失調、泌尿⽣殖器領域での⾎液および⽴⽑を⽰しました。 刺激性︓データは、グリコールエーテル
は、⽪膚刺激を軽度から中等度の原因となり得ることを⽰しています。 TGEEとTGBEは⾮常に眼を刺激しています。
他のカテゴリのメンバーは、低眼刺激を⽰しました。 繰り返し投与毒性︓これらの研究の結果は、反復暴露は、グリ
コールの⾼⽤量を加減することを⽰唆しています このカテゴリーのエーテルは、全⾝毒性を⽣成するために必要とさ
れます 21⽇間の⽪膚試験では、TGME、TGEE、及びTGBE 1,000 / kg /⽇でウサギに投与しました。紅斑および浮腫
が認められました。また、（重症度のトレースとしてスコア）精巣変性が1匹のウサギ所与TGEEとTGME所与の1匹の
ウサギで観察されました。精巣への影響は、精細胞の巨⼤細胞、焦点管状hypospermatogenesisを含めて、細胞質の
空胞化を増加させました。同様の⾃発的な変化の発⽣率が⾼いのために 通常のニュージーランド⽩ウサギに、精巣へ
の影響は、治療に関連してはならないと考えられました。したがって、TGME、TGEEとTGBEのための無毒性量1000
/ kg /⽇で確⽴しました。このレポートからの知⾒を考慮しました ⽬⽴ちません。 2週間の⽪膚研究は千、2500、お
よび4000 mg / kg /⽇の⽤量でTGME投与したラットで⾏いました。本研究では、2,500 / kg /⽇で4,000 / kg /⽇
および尿中の有意に増加し、尿素濃度で⾚⾎球を有意に、増加が観察されました。 2500または4000 / kg /⽇を投与
したラットの数が⽔っぽい盲腸内容を持っていた、および/または 溶⾎した⾎液は胃の中でこれらの総病理学的所⾒
は、⾎液学および臨床化学パラメータにおけるこれらの組織または変更のいずれかの組織学的異常と関連していません
でした。 1,000 2,500 / kg /⽇のいずれかで処理し、いくつかの男性と⼥性は、テストサイトでいくつかの⼩さなか
さぶたや痂⽪を持っていました。これらの変化は、程度のわずかだったと悪ラットに影響を与えませんでした 13週間
の飲料⽔の研究では、TGMEは400、1200、および4000 mg / kg /⽇の⽤量でラットに投与しました。相対肝臓重量
の統計的に有意な変化は1200ミリグラム/ kg /⽇、およびより⾼いで観察されました。組織病理学的影響は、⾼⽤量
の雌で肝細胞の細胞質（ほとんどの動物では軽度に最⼩限の）空胞化と男性の肥⼤（軽度に最⼩限の）すべての⽤量
で、及び（軽度に最⼩限の）肝細胞肥⼤が含まれています。これらの効果は4,000ミリグラム/ kg /⽇で統計的に有意
でした。 Cholangiofibrosisは7/15⾼⽤量の雄で観察されました。この効果は、胆管の少数の観察及び軽度の重症度で
した。重要なのは、総試験セッション運動活性のわずかな低下は、⾼⽤量の動物で観察されたが、他の神経学的影響は
観察されませんでした。運動活性の変化は、全⾝毒性の⼆次的でした 変異原性︓変異原性試験では、いくつかのカテ
ゴリのメンバーのために⾏われています。 in vitroおよびin vivo研究のすべてのカテゴリのメンバーがこれらの研究で
使⽤した濃度では遺伝毒性ではないことを⽰し、それぞれ、5,000マイクログラム/プレートおよび5,000ミリグラム/
kgまでの濃度で陰性でした。発がん性の懸念軽減カテゴリのメンバーで⾏われる様々な変異原性試験の均⼀ネガティ
ブな結果。 ⽣殖毒性︓カテゴリメンバーまたはサロゲートのいずれかとの交配研究が⾏われていないが、サロゲート
と反復投与毒性試験のいくつかは、⽣殖器官の検査が含まれています。低分⼦量グリコールエーテル、エチレングリ
コールメチルエーテル（EGME）は、精巣毒性物質であることが⽰されています。また、TGMEと反復投与毒性試験の
結果は明らかにの経⼝⽤量で精巣毒性を⽰さ4,000ミリグラム/キログラム千/ kg /⽇の上限⽤量は反復投与試験のため
に推奨されることを4倍/⽇。 TGME 350倍低い効⼒EGMEより精巣効果のためであることに留意すべきです。 TGBE
はTetraMEはおそらく2-MAA（EGMEの毒性代謝物）に任意の⼤きな程度によって代謝されるべきではなく、精巣毒性
に関連付けられていない、およびC5-C11の範囲において主にメチル化グリコールエーテルを含有する混合物が精巣毒
性を⽣じません（千/ kg /⽇で静脈内投与した場合であっても）。 発⽣毒性︓胎児への影響はと治療に記載されていな
い証拠ショーのバルク。妊娠中の千/ kg /⽇。 1,650（ラットにおける）/ kg /⽇TGME 1500 / kg /⽇（ウサギ）に
1,250で、発達の効果が含まれる⾻格変異体を観察し、体重増加を減少させました。

急性毒性 発がん性

⽪膚腐⾷性及び⽪膚刺激性 ⽣殖毒性

眼に対する重篤な損傷性⼜は眼
刺激性 特定標的臓器毒性 - 単回ばく露

呼吸器感作性⼜は⽪膚感作性 特定標的臓器毒性 - 反復ばく露
:

⽣殖細胞変異原性 吸引性呼吸器有害性

セクション12 環境影響情報

⽣態毒性

Stain Proof Waterborne Dense Stone
Sealer (META-CREME )- 180013

エン
ドポ
イン
ト

試験期間 (時間) 種 値 出典

デー
タ無
し

データ無し データ無し
デー
タ無
し

デー
タ無
し
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1-(トリエトキシシリル)オクタン

エン
ドポ
イン
ト

試験期間 (時間) 種 値 出
典

LC50 96 ⿂類 >0.055mg/L 2

EC50 48 甲殻類 >0.049mg/L 2

EC50 72 藻類または他の⽔⽣植物 >0.13mg/L 2

NOEC 48 甲殻類 >=0.049mg/L 2

トリエトキシ－１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－トリ
デカフルオロ－Ｎ－オクチルシラン

エン
ドポ
イン
ト

試験期間 (時間) 種 値 出
典

LC50 96 ⿂類 0.007mg/L 3

EC50 48 甲殻類 >1-mg/L 2

EC50 72 藻類または他の⽔⽣植物 >1-mg/L 2

NOEC 96 ⿂類 >=1-mg/L 2

2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-デカメチルシクロペ
ンタシロキサン

エン
ドポ
イン
ト

試験期間 (時間) 種 値 出
典

LC50 96 ⿂類 >0.016mg/L 2

EC50 48 甲殻類 >0.0029mg/L 2

EC50 96 藻類または他の⽔⽣植物 >0.012mg/L 2

NOEC 48 甲殻類 >=0.0029mg/L 2

エトキシ化Ｃ１４－Ｃ１６ アルコール

エン
ドポ
イン
ト

試験期間 (時間) 種 値 出典

デー
タ無
し

データ無し データ無し
デー
タ無
し

デー
タ無
し

エトキシ化Ｃ１２－Ｃ１４ アルコール

エン
ドポ
イン
ト

試験期間 (時間) 種 値 出
典

LC50 96 ⿂類 0.876mg/L 2

EC50 48 甲殻類 0.39mg/L 2

EC50 72 藻類または他の⽔⽣植物 0.13mg/L 2

EC0 72 藻類または他の⽔⽣植物 0.035mg/L 2

NOEC 72 藻類または他の⽔⽣植物 0.036mg/L 2

dimethylsiloxane/[(2-
aminoethyl)amino]propylsilsesquioxane

エン
ドポ
イン
ト

試験期間 (時間) 種 値 出典

デー
タ無
し

データ無し データ無し
デー
タ無
し

デー
タ無
し

2,2,4,4,6,6,8,8-オクタメチルシクロテトラ
シロキサン

エン
ドポ
イン
ト

試験期間 (時間) 種 値 出
典

LC50 96 ⿂類 >0.0063mg/L 2

EC50 48 甲殻類 >0.015mg/L 2

EC50 96 藻類または他の⽔⽣植物 >0.022mg/L 2

BCF 120 ⿂類 0.00053mg/L 4

NOEC 336 ⿂類 <=0.0044mg/L 4

凡例: 1. IUCLID毒性データ 2. 欧州ECHA登録物質 - ⽣態毒性情報 - ⽔⽣毒性 3. EPIWIN Suite V3.12 (QSAR) - ⽔⽣毒性データ (予測) 4. ⽶国環
境保護庁, Ecotoxデータベース - ⽔⽣毒性データ 5. ECETOC⽔⽣環境有害性評価データ 6. NITE (⽇本) - ⽣物濃縮性データ 7. METI (⽇本) -
⽣物濃縮性データ 8. ベンダーデータ から抽出
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⽔⽣⽣物に対して有毒であり、⽔⽣環境中で⻑期にわたり悪影響を及ぼすことがある。
表層⽔や平均⾼⽔位線以下の潮間帯域への流⼊を阻⽌すること。 設備の洗浄もしくは設備の洗浄⽔の処理に際して、⽔域を汚染してはならない。 製品の使⽤により⽣じた廃棄物
は、現場もしくは許可を受けた廃棄物処理場において処理すること。 
アルコキシシランは、藻に⾼度に有毒で、⽔⽣無脊椎動物に中程度に有毒である。 例えば、ジメチルジエトキシシランのミジンコ 48時間のLC50は1.25mg/lである。また、多く
のアルコキシシランの15⽇間の藻のEC50はおよそ10mg/lである。 アルコキシシランはカップリング剤として使⽤され、加⽔分解するように設計されている。 
下⽔道または⽔路に排出しないこと。

残留性・分解性

成分 残留性: ⽔域/⼟壌 残留性: ⼤気

1-(トリエトキシシリル)オクタ
ン ⾼ ⾼

トリエトキシ
－１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ト
リデカフルオロ－Ｎ－オクチル
シラン

⾼ ⾼

2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-デカメ
チルシクロペンタシロキサン ⾼ ⾼

2,2,4,4,6,6,8,8-オクタメチル
シクロテトラシロキサン ⾼ ⾼

⽣体蓄積性

成分 ⽣物濃縮性

1-(トリエトキシシリル)オクタ
ン ミディアム (LogKOW = 4.2394)

トリエトキシ
－１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ト
リデカフルオロ－Ｎ－オクチル
シラン

低 (LogKOW = 7.0301)

2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-デカメ
チルシクロペンタシロキサン ⾼ (LogKOW = 5.2)

2,2,4,4,6,6,8,8-オクタメチル
シクロテトラシロキサン ⾼ (BCF = 12400)

⼟壌中の移動性

成分 移動性

1-(トリエトキシシリル)オクタ
ン 低 (KOC = 187100)

トリエトキシ
－１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ト
リデカフルオロ－Ｎ－オクチル
シラン

低 (KOC = 75080000)

2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-デカメ
チルシクロペンタシロキサン 低 (KOC = 145200)

2,2,4,4,6,6,8,8-オクタメチル
シクロテトラシロキサン 低 (KOC = 17960)

セクション13 廃棄上の注意

廃棄⽅法

製品／容器／包装の廃棄⽅法

容器は空であっても化学的な危険有害性を有していることがある。
可能な場合、適切な再使⽤／リサイクルのため、製造者に返送すること。

廃棄物の処理要件を定める法規制は、国や地域により異なる。現地で施⾏されている法規制を確認すること。地域によっては、特定廃棄物の追
跡管理が必要となる。
段階的な管理が⼀般的である（取扱者による調査が必要）:

リデュース - 廃棄物の発⽣抑制
リユース - 再使⽤
リサイクル - 再⽣資源の利⽤
廃棄 (最終⼿段)

本製品は、未使⽤の場合や汚染されていないが意図する⽤途に適さない場合には、リサイクルしてもよい。汚染されている場合には、ろ過、蒸
留またはその他の⽅法による再⽣が可能な場合もある。このような判断をする場合、保管寿命も考慮すべきである。取扱い中に物質の性質が変
わる可能性があり、その場合には再⽣利⽤や再使⽤が適切とはなり得ない点に注意すること。

器具の洗浄に⽤いた洗浄⽔は排⽔路に流⼊させないこと。
器具の洗浄に⽤いた洗浄⽔は、排出する前にすべて回収し適切な処理を施す必要がある。
製造者にリサイクルの可否を問い合わせ、可能な場合はリサイクルすること。
廃棄する場合は廃棄物の処理を管理している都道府県・市町村に問い合わせること。

セクション14 輸送上の注意

要求されるラベル

海洋汚染物質 いいえ

陸上輸送 (UN): 危険物輸送規制対象外
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航空輸送 (ICAO-IATA / DGR): 危険物輸送規制対象外

海上輸送 (IMDG-Code / GGVSee): 危険物輸送規制対象外

MARPOL 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送
該当しない

セクション15 適⽤法令

物質⼜は混合物に特有な安全、健康および環境に関する規制

1-(トリエトキシシリル)オクタン に関する適⽤法令
該当しない

トリエトキシ－１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－トリデカフルオロ－Ｎ－オクチルシラン に関する適⽤法令
該当しない

2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-デカメチルシクロペンタシロキサン に関する適⽤法令
該当しない

エトキシ化Ｃ１４－Ｃ１６ アルコール に関する適⽤法令
該当しない

エトキシ化Ｃ１２－Ｃ１４ アルコール に関する適⽤法令
該当しない

DIMETHYLSILOXANE/[(2-AMINOETHYL)AMINO]PROPYLSILSESQUIOXANE に関する適⽤法令
該当しない

2,2,4,4,6,6,8,8-オクタメチルシクロテトラシロキサン に関する適⽤法令
該当しない

労働安全衛⽣法

名称等を表⽰し、⼜は通知すべき危険物及び有害物
⽂書の交付

政令名称 政令番号

該当しない 該当しない

名称等を表⽰すべき危険物及び有害物

政令名称 政令番号

該当しない 該当しない

製造の許可を受けるべき有害物

政令名称 政令番号

該当しない 該当しない

関連する法令・条例

危険物 - 酸化性の物 該当しない

危険物 - 引⽕性の物 該当しない

有機溶剤 該当しない

特定化学物質 該当しない

化管法
-

分類 政令名称 政令番号

該当しない 該当しない 該当しない

毒物及び劇物取締法 該当しない

化審法

優先評価化学物質 該当しない

第1種特定化学物質 該当しない

第2種特定化学物質 該当しない

監視化学物質 ２，２，４，４，６，６，８，８－オクタメチル－１，３，５，７，２，４，６，８－テトラオキサテトラシロカ
ン（別名オクタメチルシクロテトラシロキサン）

⼀般化学物質 トリエトキシ（オクチル）シラン, 環状ポリアルキル（Ｃ１〜２０）シロキサン

国別インベントリ状況

国別インベントリ 状況

オーストラリア - AICS Yes

カナダ -  DSL No (トリエトキシ－１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－トリデカフルオロ－Ｎ－オクチルシラン)

カナダ - NDSL
No (トリエトキシ－１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－トリデカフルオロ－Ｎ－オクチルシラン; 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-デカメチルシクロペンタシロ
キサン; 2,2,4,4,6,6,8,8-オクタメチルシクロテトラシロキサン; エトキシ化Ｃ１２－Ｃ１４ アルコール; dimethylsiloxane/[(2-
aminoethyl)amino]propylsilsesquioxane; エトキシ化Ｃ１４－Ｃ１６ アルコール; 1-(トリエトキシシリル)オクタン)

中国 - IECSC Yes

欧州 - EINEC / ELINCS / NLP No (dimethylsiloxane/[(2-aminoethyl)amino]propylsilsesquioxane)
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⽇本 - ENCS No (トリエトキシ－１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－トリデカフルオロ－Ｎ－オクチルシラン; エトキシ化Ｃ１２－Ｃ１４ アルコール;
dimethylsiloxane/[(2-aminoethyl)amino]propylsilsesquioxane; エトキシ化Ｃ１４－Ｃ１６ アルコール)

韓国 - KECI Yes

ニュージーランド - NZIoC Yes

フィリピン - PICCS No (トリエトキシ－１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－トリデカフルオロ－Ｎ－オクチルシラン)

⽶国 - TSCA Yes

台湾 - TCSI Yes

メキシコ - INSQ No (トリエトキシ－１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－トリデカフルオロ－Ｎ－オクチルシラン; エトキシ化Ｃ１２－Ｃ１４ アルコール;
dimethylsiloxane/[(2-aminoethyl)amino]propylsilsesquioxane; 1-(トリエトキシシリル)オクタン)

ベトナム - NCI No (トリエトキシ－１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－トリデカフルオロ－Ｎ－オクチルシラン)

ロシア - ARIPS No (トリエトキシ－１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－トリデカフルオロ－Ｎ－オクチルシラン; dimethylsiloxane/[(2-
aminoethyl)amino]propylsilsesquioxane; エトキシ化Ｃ１４－Ｃ１６ アルコール)

凡例: Yes = 全ての成分がインベントリに収載されている
なし= CAS列挙された成分の1つ以上は（括弧内の特定の成分を参照してください）在庫にないとリストから除外されません

セクション16 その他の情報

改訂⽇ 03/31/2020

最初の発⾏⽇ 11/12/2019

SDSバージョンの概要

バージョン 発⾏⽇ 更新されたセクション

8.12.1.1.1 03/31/2020 成分

他の情報
製品および各成分の分類は、公式かつ信頼性の⾼い情報源や、参考⽂献を使⽤したChemwatch分類委員会独⾃の評価によるものです。 

SDSはハザードコミュニケーションのツールであり、リスクアセスメントの⼀助として使⽤されるべきである。 掲載されているハザードが、作業場やその他の環境においてリスク
をもたらすか否かは、様々な要素により決定される。 暴露シナリオを参照することにより、リスクが特定されることもある。 使⽤規模、使⽤頻度および現⾏の設備管理も考慮しな
ければならない。

定義および略語
PC－TWA: 時間・荷重平均許容濃度 PC－STEL: 短時間許容濃度-暴露限界 IARC: 国際がん研究機関 ACGIH: ⽶国産業衛⽣専⾨家会議 STEL: 短期間ばく露限度 TEEL: ⼀時的緊急
ばく露限度 IDLH: ⽣命及び健康に直ちに危険を及ぼす環境空気の状態 OSF: 臭気安全係数 NOAEL :無毒性量 LOAEL: 最⼩毒性量 TLV: 許容濃度閾値 LOD: 検出限界 OTV: 臭いの
閾値 BCF: ⽣物濃縮係数 BEI: ⽣物学的ばく露指標

ChemwatchのAuthorITeで作成しました。
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