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添付資料
備考

（測定方法等）

添付有 TAF-1500J

特性 添付無

有害性情報 添付無

結晶構造 添付無

凝集状態／分
散状態

添付有 電子顕微鏡写真

粒度分布 添付有 電子顕微鏡写真

平均一次粒径 ｎｍ 添付有
電子顕微鏡写真
比表面積

製品粒径 ｎｍ

アナタース型

１．MSDSの添付

２．ナノマテリアルの特性

代表的な特性として
・電荷調整効果
・紫外線カット
・光触媒作用
などが挙げられます。

項目 概要

SDS参照
NEDO「ナノ材料リスク評価書」
二酸化チタン最終報告版：2011.9.20更新
https://www.aist-riss.jp/projects/nedo-
nanorisk/nano_rad2/download/download.cgi?TiO2

製品は粉体であり、アグロメーレート状態です。

電子顕微鏡写真による解析結果参照下さい。

27（電子顕微鏡写真より算出）
23（比表面積より算出）

約150(レーザー回折粒度分布測定
法による)



製品形状 添付無 電子顕微鏡写真

密度 g/cm3 添付無

比表面積 m2/g 添付有 BET法

表面電荷 ｍV 添付無

化学組成 添付無

その他物理化
学的特性（気孔
率、拡散、重力沈
降、収着、湿式及
び乾式移動、酸化
還元と光化学反応
の影響、土壌中の
移動性等）

製造・輸入量
（平成27年度毎）

ｔ

１次粒子形は球形
製品形態は粉体

68（代表値）

未計測

３．ばく露情報

（１）製造・輸入に関する情報

3.9（理論値）

TiO2　　　　97%以上（代表値）
Igloss分　　3%以下（代表値）

特になし

5,372
(日本酸化チタン工業会会員企業
の合計生産量）



主な用途① 用途分類

詳細分類

製造・加工施
設及びプロセ
ス

添付有

労働者のばく
露情報
（ばく露対象者、
ばく露活動・時間
等）

添付無

工程からの環
境排出量

添付無

計測技術と計
測結果

添付無

リスク評価結
果

添付無

ばく露・排出
抑制対策

添付無

労働者への教
育

添付無

今後の対策等
のロードマッ
プ

添付無

電荷制御剤、流動性付与剤、研磨性付与
剤、滑り性付与剤

印刷インキ、複写用薬剤（トナー等）

ナノマテリアルに特化したさらなるばく露・排出抑
制対策行います。今後、厚生労働省等から通達の変
更や、新たな他ナノ粒子に関する安全性に関する情
報に対して鋭意対応します。

暴露する可能性のある工程では局所排気設備を設置
し、回収した粉塵は産業廃棄物として処理すると共
に、作業員は対応防塵マスク等の保護具を着用を義
務付けしています。

主な用途

労働安全衛生法等に基づく粉じん測定を行い、管理
しています。

４．リスク評価・管理の状況

自社で各工程に関して暴露測定を行っていません
が、推測されるリスク評価を行った結果、粉砕・包
装工程が暴露のリスクが高いと特定しました。

年に1度程度全従業員を対象に粉塵作業安全教育を実
施しています。厚生労働省等から通達や、その他ナ
ノ粒子に関する安全性に関する情報は、掲示板等を
通じて従業員に周知しています。

硫酸法
（粉砕・包装工程にてナノ粒子の管理を行っていま
す。）

粉砕・包装工程にて8hr/日×数人
（局所排気設備を使用し、作業員は防塵マスク着用
しています。）

ナノ物質も含めて、大気・水への排出の抑制をでき
る限り行っておりますが、マテリアルバランスによ
り排出量を管理しています。

（２）ばく露情報



５．ナノマテリアルの性質等に関する事業者のコメント（ユーザに対するアドバイス
等）

弊社の製品は「１次粒子が球形」で「１次粒子径が
そろって分散がしやすい」ことが特徴であります。
既述のとおり、十分なリスク管理の元、生産してお
り、現時点では製品の安全性に関して問題があるこ
とはありませんので、安心してご使用いただきます
ようお願いします。
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作成日:

改訂日:

１. 化学物質等及び会社情報

 化学物質等の名称 ： 酸化チタン（Ⅳ）

  製品名 ： 二酸化チタンＴＡＦ－５００Ｊ、ＴＡＦ－５２０Ｊ、

ＴＡＦ－１５００Ｊ

  整理番号 ： GF-520J

 会社名 ： 富士チタン工業株式会社

  発行担当部署 ： 酸化チタン事業部　環境安全・品質保証課

  住所 ： 神戸市北区道場町生野９６番地の１

  電話番号 ： 078-985-4091

  FAX 番号 ： 078-985-4095

  緊急連絡先 ： 環境・安全・品質保証室

  住所 ： 大阪市西区江戸堀一丁目３番１５号（新石原ビル）

  電話番号 ： 06-6441-6856

  FAX 番号 ： 06-6441-6855

 推奨用途及び使用上の制限

： 化繊・合繊用艶消し、塗料、捺染、トナー用外添剤

２. 危険有害性の要約

 ＧＨＳ分類 ： 分類基準に該当しない（いずれも区分外もしくは分類できない）

 ＧＨＳラベル要素

  絵表示またはシンボル ：

  注意喚起語 ：

  危険有害性情報 ： なし

  注意書き ： なし

 その他の危険有害性情報 ： 拡散すると浮遊粒子が急速に不快濃度に達することがある。
 1)

 国／地域情報 ： 該当なし

３. 組成、成分情報

 化学物質・混合物の区別 ： 化学物質

 化学名又は一般名 ： 二酸化チタン (Titanium dioxide)

酸化チタン(Ⅳ) (Titanium(Ⅳ) dioxide)

 分類に寄与する不純物及び安定化添加物

 ： なし

４. 応急処置

 吸入した場合 ：

 皮膚に付着した場合 ：

 目に入った場合 ：

二酸化チタン 94% 以上 ＴｉＯ２ 1-558 既存

被災者を新鮮な空気の場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させ

ること。微温水で鼻腔を洗い、うがいをする。必要に応じて医師の

診察を受ける。
多量の水と石鹸又はシャワーで洗うこと。皮膚刺激が生じた場合、

医師の診断、手当を受けること。
水で十分洗浄する。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。眼の刺激が持続する

13463-67-7 236-675-5

ＣＡＳ
Ｎｏ.

なし

GHS版 2009年10月20日

改訂 4版 2015年8月17日

製品安全データシート

なし

化学式
官報公示整理番号 ＥＩＮＥＣＳ

 Ｎｏ.化審法 安衛法
化　学　名 含有量
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 飲み込んだ場合 ： 水でよく口の中をうがいし、必要に応じ医師の診察を受ける。

 予想される急性症状及び遅発性症状

 ： 眼の発赤
　1)

５. 火災時の措置

 消火剤 ： この製品自体は、燃焼しない。

 使ってはならない消火剤 ： 全ての消火薬剤の使用可。

 火災時の特有の危険有害性

 ： 粉じんの発生

 特有の消火方法 ： 危険でなければ火災区域から容器を移動する。

容器が熱に晒されているときは、移さない。

 消火を行う者の保護　 ： 消火作業の際は、完全な防護服(耐熱性)を着用する。

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

 ： 関係者以外の立入りを禁止する。

 環境に対する注意事項 ： 排水溝や河川等に排出されないように注意する。

 回収、中和 ：

 封じ込め及び浄化の方法・機材(回収方法)

： 安全を確認し、危険でなければ漏れを止める。

 二次災害の防止策 ：

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 ：

  安全取扱い注意事項 ： 破袋等容器を破損させないように注意する。

接触、吸入又は飲み込まないこと。

眼との接触を避けること。

粉じんを吸入しないこと。

取扱い後はよく手を洗うこと。

屋外又は換気のよい所でのみ使用すること。

この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
  接触回避 ： 『１０．安定性及び反応性』を参照。

 保管

  技術的対策 ： 水濡れや高温多湿状態での保管貯蔵は避ける。

圧迫による二次凝集防止のため、高積みを避ける。

  混触危険物質 ： 『１０．安定性及び反応性』を参照。

  保管条件 ： 屋根付倉庫に保管貯蔵する。

湿った床に直接置かない。
  容器包装材料 ：

８. ばく露防止及び保護措置

 管理濃度、許容濃度(ばく露限界値、生物学的指標)

規制はないが、密閉式のものを使用する。

漏洩物を掃除機、ほうき、スコップ等で回収し、後で廃棄処理す

る。但し、粉じんを飛散させぬこと。

『８．ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具

を着用する。
『８．ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行

う。

床面に残ると濡れた際にすべる危険性があるため、こまめに処理す

る。

場合、医師の診察を受けること。

作業者は適切な保護具（８．ばく露防止及び保護措置の項を参照）

を着用し、眼、皮膚への接触や粉じんの吸入を避ける。
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 ：

ACGIH　TLV-TWA

 設備対策 ：

 保護具

  呼吸器の保護具 ： 適切な呼吸器保護具を着用すること。

  手の保護具 ： 適切な手袋を着用すること。

  眼の保護具 ： 眼の保護具を着用すること。

  皮膚及び身体の保護具 ： 適切な保護衣を着用すること。

  衛生対策 ： 取扱い後はよく手を洗うこと。

９. 物理的及び化学的性質

 物理的状態、形状

  色等 ： 白色粉末
 1)

  臭い ： データなし

  ｐＨ ： 7.0 ～ 8.0

  融点・凝固点 ： 1855℃ 
1)

  沸点、初留点及び沸騰範囲

： 2500 ～ 3000℃（沸点）
 1)

  引火点 ： 不燃性 
2)

  爆発範囲 ： 不燃性
  3)

  蒸気圧 ： データなし

  蒸気密度(空気=1) ： データなし

  比重(相対密度) ： 3.5 ～ 4.2 g/cm
3  3)

  溶解度 ： 水、有機溶剤に不溶。熱濃硫酸に溶解。

  n-オクタノール／水分配係数

  ： データなし

  自然発火温度 ： データなし

  分解温度 ： データなし

  臭いのしきい(閾)値 ： データなし

  蒸発速度(酢酸＝1) ： データなし

  燃焼性(固体、ガス) ： 不燃性
  3)

  粘度 ： 該当しない

１０. 安定性及び反応性

 安定性 ： 通常の取扱い条件においては安定である。

 危険有害反応可能性 ： 情報なし

 避けるべき条件 ： 粉じんの発生

 混触危険物質 ： 情報なし

 危険有害性のある分解生成物

： 情報なし

１１. 有害性情報

 急性毒性 ：

粉じんが発生する場合は、局所排気装置を設置すること。作業場の

空気中濃度を許容濃度以下に保つために排気用の換気を行う。

二酸化チタン 13463-67-7 未設定

0.3mg/m
3

この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器を設置することが好

ましい。

 総粉じん 4mg/m
3

ナノ粒子
10 mg/m

3
第2種
粉じん

吸入性粉じん 1mg/m
3

化　学　名 CAS No. 管理濃度
許容濃度

(日本産衛学会2014年版) (2012年版)
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 皮膚腐食性・刺激性     ：

 眼に対する重篤な損傷・眼刺激性

 ：

 呼吸器感作性 ： 情報なし　(分類できない)

 生殖細胞変異原性 ： 情報なし。(分類できない)

 発がん性 ：

 生殖毒性 ： 情報なし。(分類できない)

 特定標的臓器・全身毒性（単回ばく露）

：

 特定標的臓器・全身毒性（反復ばく露）

：

 吸引性呼吸器有害性 ： 情報なし　(分類できない)

１２. 環境影響情報

 生態毒性

  水生環境急性有害性 ： 甲殻類(オオミジンコ) EC50 ： >1000mg/ℓ/48h
 11) (区分外)

  水生環境慢性有害性 ： 水溶解度(不溶
 2)

)までの濃度で急性毒性が報告されていない。
(分類できない)

 残留性・分解性 ： 本品は、無機物質であるため該当しない。

 生体蓄積性 ：

ラットの経口投与によるLD50は10000mg/kg以上
 3),6)

との記述があ

る。さらにヒトで本物質の摂取は実質的に無毒と考えられており、
経口では区分外に相当するが、他経路でのデータが不十分である。
(分類できない)

ラット及びマウスに対するいずれの試験（経口）においても、ガイ
ダンス値上限を超える用量(1250mg/kg/day)でばく露に起因する影

響がないとの記述がある。
10) 

一方、20年以上職業ばく露している労
働者の極くわずかであるが、肺機能の変化は伴わないが、Ｘ線検査

で塵肺症変化が明らかになった
9)
との記述があるが、酸化チタンが

線維化作用を有するかどうかを主な検討目的とした疫学調査は数多
く実施され、その大半が因果関係について否定的で本物質と肺線維

症との関連を示す確かな証拠は見出されていない。
5),7),8),9)

また、ラットに2年間吸入ばく露により、ガイダンス値上限を超え

る濃度(250mg/m
3
/5days/week, 6h/day)でも重大な影響が認められて

いない。
3)  

経皮ばく露のデータがない。(分類できない)

コイを用いた試験では、生物濃縮係数(BCF) <1.1 - 9.6 (試験濃度

2mg/ℓ)、<10(試験濃度0.2mg/ℓ)から高濃縮性ではないと判断
12)

され

ている。

ウサギを用いた試験で皮膚刺激性が殆ど認められない
 3)

との記述が
ある。(区分外)

ウサギを用いた試験で刺激性あり(mild)
 3)

とあるが、刺激作用は24
時間以内に消失しており、角膜の病変、虹彩への影響及び容認でき

ない反応はなかった
 4)

との記述がある。
 
(区分外)

IARC
 5)

ではグループ２Ｂ(ヒトに対して発がん性がある可能性があ
る物質)に分類されているが、ラットの肺に腫瘍が認められたこと
が分類変更の根拠となっている。しかし、ラット、マウス、ハムス
ターでの吸入ばく露試験において、肺腫瘍発生は、ラットの高用量
投与にのみ見られた。また他の不活性な難溶性粒子でも同様の傾向
が認められている。このことから、ラットの肺腫瘍発生は、ラット

特有の免疫系の作用が影響したと考えられている。
8) 

また、欧州、
米国で行なわれたヒトに対する疫学的集団研究では、酸化チタンと

発がん性の関連を示す明確な因果関係は示されていない。
 2),5),7)

従って、ヒトへの発がん性を示す十分な証拠があるとは言えない。
(分類できない)

二酸化チタン
 3) 13463-67-7

動物種 ＞10000 データ
なし

分類
できない

動物種 6.82

ラット 区分外 ラット 区分外

化　学　名 CAS No.
(粉じん)

経口LD50 mg/kg 経皮LD50 mg/kg
吸入LC50

mg/ℓ/4h
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 土壌中の移動性 ：

 オゾン層への有害性 ：

１３. 廃棄上の注意

 残余廃棄物 ： 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。

 汚染容器及び包装 ：

空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

１４. 輸送上の注意

 国際規則

  国連分類 ： 該当しない

  海上規制情報 ： 非危険物

   Marine Pollutant ： 非該当

  航空規制情報 ： 非危険物

 国内規制

  陸上規制情報 ： 非該当

  海上規制情報 ： 非危険物

   海洋汚染物質 ： 該当　施行令別表第１有害液体物質（Z類）

  航空規制情報 ： 非危険物

 特別の安全対策 ：

緊急時応急措置指針番号 ： 非該当

１５. 適用法令

 労働安全衛生法

  名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表9)

： 該当する (酸化チタン) ≧1％ 

  粉じん障害防止規則 ： 該当する 第二条 粉じん作業

  特定化学物質障害予防規則

： 該当しない

 労働基準法

  第62条 年少者の就業制限

： 該当する

 化学物質排出把握管理促進法(PRTR法）

： 該当しない

 毒物及び劇物取締法 ： 該当しない

 消防法(危険物) ： 該当しない

 公害防止関係

  海洋汚染防止法 ： 該当する (酸化チタン) 施行令別表第１有害液体物質(Z類)

 危険物船舶輸送及び貯蔵規則

 : 該当しない

 食品衛生法 : 該当しない

１６. その他の情報

チタン化合物は主に不溶性酸化物や水和酸化物で存在するため、土

壌中では移動しない
 2)

との記述がある。
本品は、モントリオール議定書の附属書にリストアップされていな

い。(分類できない)

 本品は、厚生労働省労働基準局長が2009年3月31日に通知した「ナノマテリアルに対するばく露

防止等のための予防的対応について」が対象とするナノマテリアルである。

都道府県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。
容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規ならびに地方自治体
の基準に従って適切な処分を行う。

輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのない
ように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。
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 参考文献 : 1) ICSC(J)(2002,3)

2)

3)

4) ECHA(欧州化学物質庁)HP

(http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals)

5) WHO IARC (国際がん研究機関)HP

(URL;http://monographs.iarc.fr/index.php)

6) IPCS (1982): Environmental Health Criteria 24. Titanium.

7) ACGIH(7th, 2001)

8) Patty's Toxicology(5th,2001)

9) DFGOT,vol.2 (1991)

10) NTP TR No.97(1979)

11) U.S.EPA AQUIRE HP(URL;http://cfpub.epa.gov/ecotox/)

12) 化審法データベース(J-CHECK)：既存化学物質安全性点検データ

 変更点 : 以下の情報に変更があります。

  １. 化学物質等及び会社情報

  ８. ばく露防止及び保護措置

  ９. 物理的及び化学的性質
１１. 有害性情報
１２. 環境影響情報
１６. その他の情報

 御注意 :

記載内容は情報提供であって、保証するものではありません。

記載内容は現時点で入手出来る資料、情報、データに基づいて作成

されており、新しい知見により改訂されることがあります。また、

注意事項は通常の取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱い

をする場合は、用途・用法に適した安全対策を実施の上、御利用下

さい。

HSDB HP(URL; http://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/hsdb.htm)

European Commission(2000): IUCLID Dataset.Titanium dioxide.

(URL;http://www.safe.nite.go.jp/jcheck/top.action?request_locale=ja)



TAF-1500J電子顕微鏡写真

代表データ

平均一次粒子径 27 nm
（電子顕微鏡写真より算出）

平均一次粒子径 23 nm
（比表面積より算出）

比表面積 68 m2/g
（BET法）
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製品

包装

粉砕

ろ過 乾燥

処理

焼成

水洗

加水分解

晶析 ろ過

溶解 沈殿

原料：イルメナイト

製造プロセス（硫酸法）




