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1 化学物質等及化学物質等及化学物質等及化学物質等及びびびび会社情報会社情報会社情報会社情報

製品識別子製品識別子製品識別子製品識別子
商品名商品名商品名商品名: Ultra FG

該当純物質該当純物質該当純物質該当純物質またはまたはまたはまたは混合物混合物混合物混合物のののの関連特定用途及関連特定用途及関連特定用途及関連特定用途及びびびび使用禁止用途使用禁止用途使用禁止用途使用禁止用途追加的な関連情報は得られていません。

成分成分成分成分のののの利用利用利用利用/調合調合調合調合潤滑剤/潤滑油

安全安全安全安全データシートのデータシートのデータシートのデータシートの供給元供給元供給元供給元のののの詳細情報詳細情報詳細情報詳細情報
製造者製造者製造者製造者/納入者納入者納入者納入者:
INGERSOLL RAND COMPANY
800B BEATY STREET
DAVIDSON
28036, NC
USA
Tel: +01-704-655-4000

2 危険有害性危険有害性危険有害性危険有害性のののの要約要約要約要約

純物質純物質純物質純物質またはまたはまたはまたは混合物混合物混合物混合物のののの分類分類分類分類
本製品はGHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム) により分類されていません。

ラベルラベルラベルラベル要素要素要素要素
GHS ラベルラベルラベルラベル要素要素要素要素無効

危険図表危険図表危険図表危険図表無効

表示語表示語表示語表示語無効

危険文句危険文句危険文句危険文句無効

そのそのそのその他他他他のののの危険性危険性危険性危険性
PBT 残留性、生物濃縮性、毒性物質 及残留性、生物濃縮性、毒性物質 及残留性、生物濃縮性、毒性物質 及残留性、生物濃縮性、毒性物質 及びびびび PvB 高残留性、高生物濃縮性物質高残留性、高生物濃縮性物質高残留性、高生物濃縮性物質高残留性、高生物濃縮性物質 アセスメントアセスメントアセスメントアセスメント
PBT 残留性、生物濃縮性、毒性物質残留性、生物濃縮性、毒性物質残留性、生物濃縮性、毒性物質残留性、生物濃縮性、毒性物質 : 情報なし
vPvB 高残留性、高生物濃縮性物質高残留性、高生物濃縮性物質高残留性、高生物濃縮性物質高残留性、高生物濃縮性物質 : 情報なし

3 組成組成組成組成・・・・成分情報成分情報成分情報成分情報

化化化化 学学学学 的的的的 特特特特 性性性性: 混合物混合物混合物混合物
危険危険危険危険なななな含有成分含有成分含有成分含有成分:
94270-86-7 N,N-bis(2-ethylhexyl)-ar-methyl-1H-benzotriazole-1-methanamine

水生環境有害性(慢性毒性)　区分2, H411; 皮膚腐食性/刺激性　区分2, H315; 感
作性(皮膚)　区分1, H317; 水生環境有害性(急性毒性)　区分2, H401

0.1-<0.25%

4 応急措置応急措置応急措置応急措置

応急手当処置応急手当処置応急手当処置応急手当処置にににに関関関関するするするする説明説明説明説明
一一一一 般般般般 情情情情 報報報報: 特別な措置は必要ない

吸吸吸吸いいいい込込込込んだんだんだんだ場合場合場合場合: 外気を送る、つらい場合には医師を呼ぶ

皮膚皮膚皮膚皮膚がががが触触触触れたれたれたれた場合場合場合場合: 即刻石鹸と水で洗い、よくすすぐ

眼眼眼眼にににに入入入入ったったったった場合場合場合場合:
瞼を開けたまま、流水で何分間か眼をすすぎ、状態がよくならない場合には医者に相談する

飲飲飲飲みみみみ込込込込んだんだんだんだ場合場合場合場合: 吐かずに、即医者を呼ぶ

最最最最もももも重要重要重要重要なななな急性及急性及急性及急性及びびびび慢性慢性慢性慢性のののの症状及症状及症状及症状及びびびび影響影響影響影響追加的な関連情報は得られていません。

何何何何らかのらかのらかのらかの即時医療処置及即時医療処置及即時医療処置及即時医療処置及びびびび特別治療特別治療特別治療特別治療のののの必要性必要性必要性必要性をををを示示示示すすすす兆候兆候兆候兆候追加的な関連情報は得られていません。
(2ページに続く)
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5 火災時火災時火災時火災時のののの措置措置措置措置

消火剤消火剤消火剤消火剤
適切適切適切適切なななな消火剤消火剤消火剤消火剤:
CO2, 消火粉末剤あるいは水放射。火が大きい場合には水放射もしくは耐アルコール性泡を使用

安全上安全上安全上安全上のののの理由理由理由理由からからからから不適切不適切不適切不適切なななな消火剤消火剤消火剤消火剤: 全開状態で放水

本化学物質本化学物質本化学物質本化学物質またはまたはまたはまたは混合物混合物混合物混合物からからからから発生発生発生発生するするするする特別特別特別特別なななな危険性危険性危険性危険性 追加的な関連情報は得られていません。
消防士向消防士向消防士向消防士向けアドバイスけアドバイスけアドバイスけアドバイス
特別特別特別特別なななな保護装備保護装備保護装備保護装備: 特別な措置は必要としない

6 漏出時漏出時漏出時漏出時のののの措置措置措置措置

個人的予防措置、保護具及個人的予防措置、保護具及個人的予防措置、保護具及個人的予防措置、保護具及びびびび応急処置法応急処置法応急処置法応急処置法
発火源は遠ざける
防護服を着用。防護服を着用していない人は近づけない

環境関連予防措置環境関連予防措置環境関連予防措置環境関連予防措置:
製品が下水処理施設や河川に流れ込まないようにする
下水処理施設、地上水あるいは地下水に達しないようにする

封封封封じじじじ込込込込めめめめ及及及及びびびび浄化浄化浄化浄化のためののためののためののための方法及方法及方法及方法及びびびび材料材料材料材料:
液体吸収材 (砂、珪藻土、酸結合剤、ユニバーサル結合剤、おがくず) で吸収する

他他他他のセクションへののセクションへののセクションへののセクションへの言及言及言及言及
安全な取り扱い方に関しては 7 項を参照
人の保護装備の情報に関しては 8 項を参照
廃棄処分に関しては 1 3 項参照

7 取扱取扱取扱取扱い・い・い・い・保管上保管上保管上保管上のののの注意注意注意注意

安全操作安全操作安全操作安全操作のためののためののためののための予防措置予防措置予防措置予防措置
熱と直射日光から保護する
作業場では十分な換気、埃を吸い取るよう心がける

火災火災火災火災およびおよびおよびおよび爆発防止爆発防止爆発防止爆発防止にににに関関関関するするするする注意事項注意事項注意事項注意事項: 特別な措置は必要ない

混融危険性混融危険性混融危険性混融危険性をををを含含含含めためためためた安全貯蔵条件安全貯蔵条件安全貯蔵条件安全貯蔵条件
保管保管保管保管スペースおよびスペースおよびスペースおよびスペースおよび容器容器容器容器にににに関関関関するするするする要求事項要求事項要求事項要求事項: 特別な要求事項なし

同同同同じじじじ場所場所場所場所にににに保管保管保管保管するするするする際際際際のののの注意事項注意事項注意事項注意事項: 酸化成分と離して保管する

保管条件保管条件保管条件保管条件にににに関関関関するそのするそのするそのするその他他他他のののの注意事項注意事項注意事項注意事項: よく密閉した樽の中で涼しく乾燥した場所に保管する

特定特定特定特定のののの最終用途最終用途最終用途最終用途 追加的な関連情報は得られていません。
8 暴露防止及暴露防止及暴露防止及暴露防止及びびびび保護措置保護措置保護措置保護措置

管理管理管理管理パラメーターパラメーターパラメーターパラメーター
作業場作業場作業場作業場においてにおいてにおいてにおいて限界値限界値限界値限界値のののの監視監視監視監視をををを要要要要するするするする成分成分成分成分:
このプロダクトは作業場において監視する必要のある限界値を持つ成分は含まれていない

追加注意事項追加注意事項追加注意事項追加注意事項: 生成時に有効なリストがもとになっている

暴露管理暴露管理暴露管理暴露管理
人的保護装備人的保護装備人的保護装備人的保護装備:

一一一一 般般般般 防防防防 止止止止 措措措措 置置置置 おおおお よよよよ びびびび 衛衛衛衛 生生生生 措措措措 置置置置: 化学製品を取り扱う際の一般的な注意事項を厳守のこと

呼吸保護器具呼吸保護器具呼吸保護器具呼吸保護器具: 必要ない
(3ページに続く)
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手手手手のののの保護保護保護保護:

保護手袋

手袋の材質は物質/材料/調合剤に対して耐性であり、成分を通すことがあってはならない
浸透時間、透過性および劣化の点を留意しながら手袋の材質を選択する

手袋材手袋材手袋材手袋材
適当な手袋は材質だけではなく、その他の品質によっても変わり、各メーカーによって異なる。調合する
際の物質は複数の成分から生成されるため、手袋材の耐久性は予想できない。このため使用前には必ずチ
ェックしなければならない

手袋材手袋材手袋材手袋材のののの浸透時間浸透時間浸透時間浸透時間正確な浸透時間については保護手袋メーカーに問い合わせ、それを遵守すること

眼眼眼眼のののの保護保護保護保護:

保護めがね

体体体体のののの保護保護保護保護: 作業保護服

9 物理的及物理的及物理的及物理的及びびびび化学的性質化学的性質化学的性質化学的性質

基本的基本的基本的基本的なななな物理及物理及物理及物理及びびびび化学特性化学特性化学特性化学特性にににに関関関関するするするする情報情報情報情報
一一一一 般般般般 指指指指 示示示示 事事事事 項項項項

外観外観外観外観
形形形形: 液体
色色色色: アンバー

においにおいにおいにおい: ほとんど無臭
嗅覚閾値嗅覚閾値嗅覚閾値嗅覚閾値 決まっていない.

pH-値値値値: 決まっていない.

融点融点融点融点/融解範囲融解範囲融解範囲融解範囲: 決まっていない

沸点沸点沸点沸点/沸点範囲沸点範囲沸点範囲沸点範囲: 決まっていない

引火点引火点引火点引火点: 264 °C (ASTM D 92)

発火性発火性発火性発火性 (個体、気体個体、気体個体、気体個体、気体): 情報なし

発火温度発火温度発火温度発火温度: 決まっていない

分解温度分解温度分解温度分解温度: 決まっていない.

爆発爆発爆発爆発のののの危険危険危険危険: プロダクトは爆発する危険はない

爆発限界爆発限界爆発限界爆発限界:
下限下限下限下限: 決まっていない
上限上限上限上限: 決まっていない.

火災火災火災火災をををを加速加速加速加速させるさせるさせるさせる特性特性特性特性をををを持持持持つつつつ 決まっていない

蒸気圧蒸気圧蒸気圧蒸気圧: 決まっていない.

密度密度密度密度 約約約約 20 °C: 0.86 g/cm³

相対的密度相対的密度相対的密度相対的密度 決まっていない.

蒸気密度蒸気密度蒸気密度蒸気密度 決まっていない.

気化速度気化速度気化速度気化速度 決まっていない.

以下成分以下成分以下成分以下成分におけるにおけるにおけるにおける消和性消和性消和性消和性/とのとのとのとの混和性混和性混和性混和性
水水水水: 決まっていない.
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分配係数分配係数分配係数分配係数 (n-オクタノールオクタノールオクタノールオクタノール/水水水水): 決まっていない.

粘性粘性粘性粘性:
力学的力学的力学的力学的: 決まっていない.
運動性運動性運動性運動性: 決まっていない.

他他他他のののの情報情報情報情報 追加的な関連情報は得られていません。

10安定性及安定性及安定性及安定性及びびびび反応性反応性反応性反応性

反応性反応性反応性反応性 追加的な関連情報は得られていません。
化学的安定性化学的安定性化学的安定性化学的安定性

熱分解熱分解熱分解熱分解/回避回避回避回避すべきすべきすべきすべき条件条件条件条件: 規定どおりの使用では分解しない

危険反応危険反応危険反応危険反応のののの可能性可能性可能性可能性 危険な反応は起きていない
避避避避けるべきけるべきけるべきけるべき条件条件条件条件 追加的な関連情報は得られていません。
不適合物質不適合物質不適合物質不適合物質: 追加的な関連情報は得られていません。

危険危険危険危険なななな分解生成物分解生成物分解生成物分解生成物: 一酸化炭素と二酸化炭素

11有害性情報有害性情報有害性情報有害性情報

毒性学的影響毒性学的影響毒性学的影響毒性学的影響にににに関関関関するするするする情報情報情報情報
急性毒性急性毒性急性毒性急性毒性:
分類上分類上分類上分類上のののの LD/LC50 値値値値:
68411-46-1 Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene
口 LD50 >2000 mg/kg (rat) (OECD 401)

初期刺激作用初期刺激作用初期刺激作用初期刺激作用:
皮膚皮膚皮膚皮膚においてにおいてにおいてにおいて: 刺激作用はない
眼眼眼眼においてにおいてにおいてにおいて: 刺激はない

感作作用感作作用感作作用感作作用: 感作作用はない

毒性毒性毒性毒性にににに関関関関するするするする補足注意事項補足注意事項補足注意事項補足注意事項:
調合に関する E U の最新の一般分類ガイドラインの計算方式によれば、プロダクトには分類義務はない
我々の経験並びに我々に提供された情報によれば、専門家知識を持って規定に従った使いかたをした場合
には健康に影響を及ぼす作用はない

12環境影響情報環境影響情報環境影響情報環境影響情報

毒性毒性毒性毒性
水生生物水生生物水生生物水生生物にににに対対対対するするするする毒性毒性毒性毒性:
68411-46-1 Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene
LC50/96h >71 mg/L (Fish) (OECD 203)

持続性及持続性及持続性及持続性及びびびび分解性分解性分解性分解性 追加的な関連情報は得られていません。
生体内蓄積能生体内蓄積能生体内蓄積能生体内蓄積能追加的な関連情報は得られていません。

土壌内移動性土壌内移動性土壌内移動性土壌内移動性追加的な関連情報は得られていません。

一一一一 般般般般 注注注注 意意意意 事事事事 項項項項:
水への危険度分類 1 (ドイツの規定) (自己査定): 水に対する危険性はわずかにある
薄めずに、あるいは大量に地下水、河川もしくは下水施設に流してはならない

PBT 残留性、生物濃縮性、毒性物質 及残留性、生物濃縮性、毒性物質 及残留性、生物濃縮性、毒性物質 及残留性、生物濃縮性、毒性物質 及びびびび PvB 高残留性、高生物濃縮性物質高残留性、高生物濃縮性物質高残留性、高生物濃縮性物質高残留性、高生物濃縮性物質 アセスメアセスメアセスメアセスメ
ントントントント
PBT 残留性、生物濃縮性、毒性物質残留性、生物濃縮性、毒性物質残留性、生物濃縮性、毒性物質残留性、生物濃縮性、毒性物質 : 情報なし
vPvB 高残留性、高生物濃縮性物質高残留性、高生物濃縮性物質高残留性、高生物濃縮性物質高残留性、高生物濃縮性物質 : 情報なし
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他他他他のののの副作用副作用副作用副作用 追加的な関連情報は得られていません。
13廃棄上廃棄上廃棄上廃棄上のののの注意注意注意注意

廃棄物処理方法廃棄物処理方法廃棄物処理方法廃棄物処理方法
勧告勧告勧告勧告: 家庭ごみとはいっしょに処分できない。下水処理施設に流してはならない

洗浄洗浄洗浄洗浄されていないパッケージされていないパッケージされていないパッケージされていないパッケージ:
勧告勧告勧告勧告: 関係当局の規則に従って処分する

14輸送上輸送上輸送上輸送上のののの注意注意注意注意

UN 番号番号番号番号
ADR, ADN, IMDG, IATA 無効

国連出荷正式名国連出荷正式名国連出荷正式名国連出荷正式名
ADR, ADN, IMDG, IATA 無効

輸送輸送輸送輸送のののの危険性危険性危険性危険性クラスクラスクラスクラス
ADR, ADN, IMDG, IATA
分類分類分類分類 無効

パッケージのパッケージのパッケージのパッケージの分類分類分類分類
ADR, IMDG, IATA 無効

環境危険環境危険環境危険環境危険:
海海海海のののの汚染物質汚染物質汚染物質汚染物質: いいえ

ユーザーユーザーユーザーユーザー用特別予防措置用特別予防措置用特別予防措置用特別予防措置 情報なし

マルポールマルポールマルポールマルポール条約条約条約条約 MARPOL73/78) 付属書付属書付属書付属書ⅡⅡⅡⅡ及及及及びびびび
IBCコードにコードにコードにコードに準準準準じたバルクじたバルクじたバルクじたバルク輸送輸送輸送輸送 情報なし

15適用法令適用法令適用法令適用法令

該当純物質該当純物質該当純物質該当純物質またはまたはまたはまたは混合物混合物混合物混合物にににに対対対対するするするする安全、衛生及安全、衛生及安全、衛生及安全、衛生及びびびび環境規制環境規制環境規制環境規制・・・・法律法律法律法律
化審法化審法化審法化審法
既存化学物質既存化学物質既存化学物質既存化学物質
597-82-0 O,O,O-triphenyl phosphorothioate 3-3370

特定化学物質特定化学物質特定化学物質特定化学物質
内容成分はリストアップされていない

監視化学物質、旧第二種監視化学物質、旧第三種監視化学物質監視化学物質、旧第二種監視化学物質、旧第三種監視化学物質監視化学物質、旧第二種監視化学物質、旧第三種監視化学物質監視化学物質、旧第二種監視化学物質、旧第三種監視化学物質
内容成分はリストアップされていない

優先評価化学物質優先評価化学物質優先評価化学物質優先評価化学物質
内容成分はリストアップされていない

白物質白物質白物質白物質
内容成分はリストアップされていない

既存化学物質安全性点検結果 分解性既存化学物質安全性点検結果 分解性既存化学物質安全性点検結果 分解性既存化学物質安全性点検結果 分解性・・・・蓄積性蓄積性蓄積性蓄積性
内容成分はリストアップされていない

既存化学物質安全性点検結果 毒性既存化学物質安全性点検結果 毒性既存化学物質安全性点検結果 毒性既存化学物質安全性点検結果 毒性
内容成分はリストアップされていない
GHS ラベルラベルラベルラベル要素要素要素要素無効
危険図表危険図表危険図表危険図表無効
表示語表示語表示語表示語無効
危険文句危険文句危険文句危険文句無効

化学物質化学物質化学物質化学物質のののの安全性評価安全性評価安全性評価安全性評価: 化学物質安全性評価が遂行されていない
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16そのそのそのその他他他他のののの情報情報情報情報
この情報は現在の我々の認識に基づいている。ただし、プロダクトの特性を保証するものではなく、また
契約において法的根拠にはならない

関関関関 連連連連 すすすす るるるる率率率率
H315皮膚刺激
H317アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
H401水生生物に毒性
H411長期継続的影響によって水生生物に毒性

縮約縮約縮約縮約とととと二文字語二文字語二文字語二文字語:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
皮膚腐食性/刺激性　区分2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
感作性(皮膚)　区分1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1
水生環境有害性(急性毒性)　区分2: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 2
水生環境有害性(慢性毒性)　区分2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2
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