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添付資料
備考

（測定方法等）

添付有

特性 添付有
資料1参照。透過
率は分光光度計に

て測定。

有害性情報 添付有 SDS参照

結晶構造 添付無

凝集状態／分
散状態

添付無

粒度分布 添付有 資料2参照。

平均一次粒径 ｎｍ 添付有 資料2参照

添付のSDS　及び　平成16年度「ナノ原料を使用した
化粧品の安全性評価システムに関する基礎調査」報
告書（日本化粧品工業会参照）

なお、SDSには酸化亜鉛の化学物質としての有害性情
報が記載されている。

六方晶、ウルツ鉱型

概要

※代表的な製品のSDSを添付

２．ナノマテリアルの特性

紫外線遮蔽能、吸着能、光触媒活性、触媒活性

項目

１．SDSの添付

連絡先: 商品開発部 　坂井　章人　（TEL　0593-45-6116）

製品中や空気中ではミクロンオーダーの凝集状態で
存在し、容易に一次粒子にまで分散しないと考えて
いる。当社での塗料試験において相当量の分散エネ
ルギーをかけた際にも、ナノ酸化亜鉛を完全に一次
粒子にまで分散することは困難であった。

資料２の透過型電子顕微鏡写真から一次粒子径はか
なり揃っていると考えているが、正確な粒度分布
データは採取していない。尚、二次粒子径の粒度分
布データも有していないが、この理由は粉末状態で
の二次粒子の粒度分布は計測条件によって大きく変
化することが判っており、未だオーソライズされた
評価方法が確立されていないためである。

代表的なグレードのデータを添
付。



製品粒径 ｎｍ 添付無

製品形状 添付有 資料2参照

密度 g/cm3 添付無
真密度。液相また
は気相置換法

比表面積 m2/g 添付無 BET法

表面電荷 ｍV 添付無

化学組成 添付有
SDSの3項（組成、
成分情報）参照

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）

添付無

二次粒子の粒度分布データは特に
有していない。理由に関しては、
<粒度分布>の項を参照。

代表的なグレードのデータを添
付。

データなし

略球状

５．４～５．７

酸化亜鉛

特になし

３．ばく露情報

（１）製造・輸入に関する情報



主な用途① 用途分類　

詳細分類

主な用途② 用途分類

詳細分類

主な用途③ 用途分類

詳細分類

主な用途④ 用途分類

詳細分類

主な用途⑤ 用途分類

詳細分類

製造・加工施
設及びプロセ
ス

添付有 資料3参照

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

外用品用医薬部外品（23-c以外）の有効成
分、製剤用基剤及び添加剤

化学プロセス調節剤 

医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器 

主な用途

触媒、触媒担体

労働安全衛生法に基づくナノ酸化亜鉛製造(包装)場
の粉じん測定を定期的に行い、管理区分Ⅰを確認し
ている。今後、ナノサイズの粒子に特化した測定に
ついて検討を行っていき、確立次第測定を開始す
る。

４．リスク評価・管理の状況

製造プロセスにおいて開放系となる代表的な箇所に
ついて、年２回の粉じん濃度測定を行い、管理目標
濃度以下であることを確認し、管理している。

労働安全衛生法（粉じん則）及び厚生労働省労働基
準局長通知に基いて、保護具基準の見直しを行うと
ともに、密閉化と局所排気の強化による設備対策を
検討・実施している（粉じんの管理目標濃度
0.3mg/m3）

代表的なグレードのデータを添付。
なお、酸化亜鉛は粉状のまま、包装袋に充填して出
荷している。

包装作業は2ないし3人が一日当り6時間従事してい
る。作業にあたっては防塵マスク、ゴーグル等の保
護具の着用を義務付け、発じん発生箇所には局所排
気装置を設置している。尚、局所排気装置にはバグ
フィルターを備えた除じん装置を設けている。

製造プロセスから排出される廃液に含まれる固形物
は産業廃棄物として管理型処分場に搬出される。ま
た、製造ラインはほぼ密閉されているので直接、大
気や水域へ排出されている量は極微少と判断してい
るが、今後とも実態把握に努めてゆく。

（２）ばく露情報



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

添付無

当社は農薬、医薬品等の有機中間体や農薬を製造販
売している関係から安全性評価を専門とする社員が
いる。社内のナノマテリアル関係の専門部会にはこ
のような者も加え、種々の対策に当たらせている。

一般的な、労働安全衛生法（粉じん則、特化則）の
機会を利用した教育のほか、ナノマテリアルに該当
する製品のＳＤＳを中心として特性教育を実施して
いる。

<ばく露・排出抑制対策>の項に記載したように先ず
は粉じん対策を確実にすると共に、外部機関による
研究成果等も参考にナノ粒子測定方法の確立に努
め、その上でナノ粒子対策を講じて行く。関連事項
も含めて、これらについては社内に設置されている
専門部会にて対策を検討している。

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）

６．その他

ナノマテリアル酸化亜鉛は種々の特性を有する興味
深い材料である。今後共、官学の動向や文献等での
情報収集を充分に行った上で、研究開発や商品展開
を推進していく。
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作成日 2009 年 08 月 07 日 

    改訂 6版 改訂日 2018 年 06 月 15 日 

 

 

安全データシート 

 

1.化学品及び会社情報  

  

 化学品の名称： 酸化亜鉛 

  商品名： 超微粒子酸化亜鉛 FZO-50 

    

 会社名： 石原産業株式会社 

  住所： 大阪府大阪市西区江戸堀 1丁目 3番 15 号 

  発行担当部署： 三重県四日市市石原町 1番地 

石原産業株式会社四日市工場 

環境安全衛生統括グループ 

   電話番号： 059-345-6205 

   FAX 番号： 059-345-6206 

     

 連絡先： 石原産業株式会社 四日市工場 

無機品質管理部 

  電話番号： 059-345-6148 

  FAX 番号： 059-345-6137 

    

 推奨用途及び使用上の制限： 紫外線遮蔽材料、フィラー等 

 
2.危険有害性の要約 

 

 GHS 分類：  

  水生環境有害性(急性) 区分 1(H400) 

  水生環境有害性(長期間) 区分 1(H410) 

  ※上記の GHS 分類で区分の記載がない危険有害性項目については、｢分類対象外｣、｢区分外｣又は｢分類で

きない｣に該当する。 

尚、健康有害性及び水生環境有害性の詳細については 11 項及び 12 項を参照してください。 

   

 ラベル要素 

  絵表示又はシンボル： 環境 

   

 
  注意喚起語： 警告 

    

  危険有害性情報：  

    H400 水生生物に非常に強い毒性 

    H410 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 
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  注意書き：  

   【安全対策】  

    P273 環境への放出をさけること。 

      

   【応急措置】  

    P391 漏出物を回収すること。 

      

   【保管】  

      

   【廃棄】   

    P501 内容物／容器は、国／都道府県／市町村等の法・条例に従って適切に廃棄すること。 

      

 その他の危険有害性情報： 粉じんが発生する作業の場合は、｢8.ばく露防止及び保護措置｣に記載の設備対

策、保護具等を参照してください。 

    吸入： 粉じんを吸入した場合、呼吸器や気道を刺激することがある。 

    皮膚： 皮膚に接触した場合、刺激性を示すことがある。 

    眼： 眼に入った場合、刺激性を示すことがある。 

 
3.組成及び成分情報 

 

 化学物質・混合物の区分： 化学物質 

 化学名又は一般名： 酸化亜鉛(Zinc oxide) 

  C.I.ピグメントホワイト 4(C.I.Pigment White 4) 

 化学式： ZnO 

  成分     

 化学名 酸化亜鉛     

 含有量(%) 96%以上     

 化学式 ZnO     

 官報公示整理番号 化審法 1-561     

 官報公示整理番号 安衛法 公表     

 CAS No. 1314-13-2     

 EINECS No. 215-222-5     

 分類に寄与する不純物 

及び安定化添加物 
なし    

 

 
4.応急措置 

 

 吸入した場合： 被災者を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。 

微温水で鼻腔を洗い、うがいをする。必要に応じ医師の診断を受けること。 

 皮膚に付着した場合： 多量の水と石鹸また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、手当てを受けること。 

 眼に入った場合： 水で十分洗浄する。コンタクトレンズを容易に外せる場合には外すこと。そ

の後も洗浄を続けること。眼の刺激が持続する場合、医師の診断、手当てを

受けること。 

 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断を受けること。 

意識があれば、多量の水又は食塩水を飲ませ吐かせること。 

 急性症状及び遅発性症状の 

も重要な徴候症状： 

吸入： 咽頭痛、頭痛、発熱/体温上昇、吐き気、嘔吐、脱力感、悪寒、

筋肉痛などの症状を引き起こす。症状は遅れて現れる事があ

る。 
 眼： 物理的な作用で、発赤、痛みなどの症状を引き起こす。 
  経口摂取： 腹痛、下痢、吐き気、嘔吐、胃痙攣などの症状を引き起こす。 
 医師に対する特別注意事項： 金属ヒューム熱の症状は 2-3 時間経過するまで現れない。 
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5.火災時の措置  

  

 消火剤： 粉末消化剤、二酸化炭素、水噴霧、泡消化剤が使用可能。周囲環境に適した

消化剤を使用すること。 

 使ってはならない消火剤： 棒状放水（環境への影響を考慮した拡散防止のため）。 

 特有の危険有害性： 粉じんの発生。火災によっては刺激性又は毒性のガス、ヒュームを発生する

ことがある。 

 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、移さないこと。 

 消火を行う者の保護： 消火作業の際は、空気呼吸器を含め完全な防護服(耐熱性)を着用すること。 

 
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： 

関係者以外の立ち入りを禁止すること。 

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こと。 

 環境に対する注意事項： 河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意すること。 
 回収、中和： 漏えい物を掃除機、ほうき、スコップ等で回収し、後で廃棄処理すること。 

ただし、粉じんを飛散させないこと。 
 封じ込め及び浄化の方法・機材： 安全を確認し、漏れを止めること。 
 二次災害の防止策： 床面に残ると濡れた際にすべる危険性があるため、こまめに処理するこ

と。 
 

7.取扱い及び保管上の注意  

  

 取扱い  

  技術的対策： ｢8.ばく露防止及び保護措置｣に記載の設備対策を行い、保護具を着用するこ

と。 

  局所排気・全体換気： ｢8.ばく露防止及び保護措置｣に記載の局所排気・全体換気を行うこと。 

  安全取扱注意事項： 破袋等容器を破損させないよう注意すること。 

接触、吸入又は飲み込まないこと。 

眼に入らないようにすること。 

粉じんを吸入しないこと。 

取扱い後はよく手を洗うこと。 

屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 

この製品を使用するときに、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。 

  衛生対策： 取扱い後はよく手を洗うこと。 

    

 保管  

  安全な保管条件  

   技術的対策： 高温多湿状態での保管貯蔵は避けること。 

圧迫による 2次凝集防止のため高積を避けること。 

   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こと。 

湿った床に直接置かないこと。 

空気中の水分や二酸化炭素を吸着または吸収するので、容器を密閉すること。 

  安全な容器包装材料： 包装、容器の規制はないが、Al 蒸着袋、金属缶、ガラス容器など、ガスバ

リア性の高いものが好ましい。 
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8.ばく露防止及び保護措置  

  

 管理濃度： 設定されていない。 

   

 許容濃度(ばく露限界値、生物学的ばく露指標)： 

  日本産業衛生学会 (2017)     

   ZnO 第 2 種粉じん 吸入性粉じん 

総粉じん 

1mg/m3 

4mg/m3 

 

       

  ACGIH (2017)     

   ZnO TLV-TWA 2mg/m3 TLV-STEL 10mg/m3 

       

 設備対策： 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。 

粉じんが発生する場合は、集じん機などの局所排気装置を設置する。 

空気中の濃度をばく露限度以下に保つために排気用の換気を行なうこと。 

 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。 

 
9.物理的及び化学的性質  

  

 物理的状態、形状、色など： 白色粉末 1) 

 臭い： なし 2) 

 臭いのしきい(閾)値： データなし 

 pH： 水中に懸濁させると(本品：水＝1:10)、中性(リトマス)を示す。 

 融点・凝固点： 1975℃1) 

 沸点、初留点及び沸騰範囲： 1275℃で安定 3)。融点より低い温度で昇華することがある 4)5)。 

 引火点： 不燃性 1) 

 蒸発速度(酢酸ブチル＝1)： 該当しない 

 燃焼性(固体、ガス)： 不燃性 
 爆発範囲： 不燃性 
 蒸気圧： 極めて低い 
 蒸気密度(空気＝1)： データなし 
 比重(密度)： 5.4 – 5.7 
 溶解度： 水にほとんど溶けない 2)。(29℃の水に 1.6mg/L) 

酸に易溶。アルカリに可溶。エタノールに溶けない。 
 オクタノール／水分配係数： 該当しない 6) 
 自然発火温度： データなし 
 分解温度： データなし 
 粘度： 該当しない 

 
10.安定性及び反応性 

 

 反応性、化学的安定性： 通常の取扱い条件においては安定である。 

硫化水素等の硫黄化合物ガスと加熱時に反応する。水の存在下で CO2を 

吸収する。 

 危険有害反応可能性： 強酸化剤と反応することがある。加熱すると Mg, Al の金属粉末や塩素化

ゴムと反応する。 

 避けるべき条件： 強熱、直射日光、空気、粉じんの発生 

 混触危険物質： 強酸化剤、酸、アルカリ、Al 粉末、Mg 粉末、塩素化ゴム 

 危険有害性のある分解生成物： 燃焼により、亜鉛のヒュームが発生する。 
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11.有害性情報 

 

 急性毒性：   

  経口：(区分外) ラット LD50 >5000, >15000mg/kg
5) 

  経皮：(区分外) ウサギ LD50 >5000mg/kg
7) 

  吸入(粉じん)：(区分外) ラット LC50 >5.7mg/L(4hr)
5) 

     

 皮膚腐食性及び刺激性：（区分外) ウサギの皮膚(耳)に 500mg を 24 時間閉塞適用して刺激性なしの結果、さ

らにウサギの背部皮膚に0.5 mLを 5日間継続し開放または閉塞適用によ

り刺激性なしの結果がある 5)。 

 

 眼に対する重篤な損傷 

又は眼刺激性：(区分外) 

ウサギ 3 匹の結膜嚢に適用した試験(OECD TG 405)において、角膜混濁は

見られず、虹彩炎は適用 1 時間目のみ 1 匹だけがスコア 1、結膜発赤は全

例がスコア 1-2 で 72 時間目で完全に回復、結膜浮腫(分泌物は適用 1時間

目のみ全例がスコア 1)は適用 1 時間目のみ全例がスコア 2 であった 5)。 

 

 呼吸器感作性：(分類できない) データなし 

 

 皮膚感作性：(区分外) 3 件のモルモット皮膚感作性試験のうち、1件が陽性率 40%を示したが、他

の 2件は陰性となった。また、接触アレルギーの有無を検討したヒトパッ

チテストで、酸化亜鉛を使用した被験者 14 人全員に陽性反応は認められ

なかった 5)。 

 

 生殖細胞変異原性：(分類できない) データなし 

 

 発がん性：(分類できない) 米国 EPA はグループ I(発がん性を評価する情報が不十分)に分類している 8)。 

 

 生殖毒性：(分類できない) 総合判定で GHS 分類は区分外とされているが 5)、酸化亜鉛を投与したラッ

ト試験で、毒性用量で母動物への毒性発現が否定されていない。 

 

 特定標的臓器毒性 

(単回ばく露)：(分類できない) 

金属ヒューム熱の発症が多数報告されている 9)。 

なお、ラットへの 5000mg/kg, 15000mg/kg の経口投与で死亡例はなく、中

毒症状も認められなかったが、他経路でのデータが不十分。  

 

 特定標的臓器毒性(反復ばく露）：（分類できない) データなし 

 

 吸引性呼吸有害性：(分類できない) データなし 

 
12.環境影響情報 

 

 生態毒性  

  水生環境有害性(急性)： 

(区分 1) 

甲殻類(オオミジンコ)の 48 時間 EC50=0.098mg Zn/L 

(酸化亜鉛換算濃度： 0.122 mg/L)10) 

 

  水生環境有害性(長期間)： 

(区分 1) 

本物質が金属化合物で水中での挙動が不明であり、 

藻類(Pseudokirchneriella subcapitata)の 72 時間 NOEC= 24μg Zn/L 

(29.9μg ZnO/L)11)である。 

 

 残留性・分解性： データなし 

 生体蓄積性： データなし 

 土壌中の移動性： データなし 

 オゾン層への有害性： 本品の成分はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 
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13.廃棄上の注意 
  
 残余廃棄物： 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化および中和等の処理を行って危険

有害性のレベルを低い状態にすること。 

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。 

都道府県知事など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こと。 

廃棄物の処理を依託する場合、処理業者等に危険性、有害性を充分告知の

上処理を委託すること。 

 
 汚染容器及び包装： 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こと。 

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  
  国連番号： 3077 
  国連分類： 9 
  包装等級： Ⅲ 
  品名： 環境有害性物質(固体) 

[ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.] 

(酸化亜鉛：Zinc oxide) 
  海上規制情報： 船舶安全法の規定に従う。 
   Marine Pollutant: P 
   MARPOL によるばら積み 

輸送される液体物質： 

該当しない 

  航空規制情報： 航空法の規定に従う。 
    
 国内規則  
  陸上規制情報： 該当しない 
  海上規制情報： 船舶安全法の規定に従う。 
   海洋汚染物質： 該当する(ZnO：P 類物質) 
   有害液体物質： 該当しない 
  航空規制情報： 航空法の規定に従う。 
    
 特別の安全対策： 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。 

重量物を上積みしない。 
 応急措置指針番号： 171 

 
15.適用法令 

 
 労働安全衛生法：   
  名称等を表示すべき危険物及

び有害物 

(法第 57 条、施行令第 18 条) 

該当する； 

酸化亜鉛 

  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) 

該当する； 

酸化亜鉛 

  粉じん障害防止規則(第 2条) 該当しない 

  特定化学物質障害予防規則 該当しない 



石原産業(株) UG-190 

7/7 頁 

 労働基準法：  

  危険有害業務の就業制限 
(第 62 条) 

該当しない 

 化学物質排出把握管理促進法：  

  第 1 種指定化学物質 該当しない 

  第 2 種指定化学物質 該当しない 

 消防法(危険物)： 該当しない 

 毒物及び劇物取締法： 該当しない 

 水質汚濁防止法： 指定物質；亜鉛及びその化合物 

 大気汚染防止法： 有害大気汚染物質に該当する可能性のある物質；亜鉛及びその化合物 

 海洋汚染防止法：  

  海洋汚染物質 該当する；酸化亜鉛 

  有害液体物質 該当しない 

 食品衛生法： 該当しない 

 外国為替及び外国貿易法：  

  輸出貿易管理令 
(第 1 条別表第一 1～15 項) 
(第 1 条別表第一 16 項) 
(第 2 条別表第二) 

 
該当しない 
該当する 
該当しない 

 

16.その他の情報 

 

 本品は、厚生労働省労働基準局長が平成 21 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。 

 

 参考文献  
   1) ICSC (2004) 
   2) Merck (13th 2001) 
   3) Gangolli (2nd, 1999) 
   4) HSDB (2005) 
   5) EU-RAR (2004) 
   6) Patty’s Toxicology (5th, 2001) 
   7) EPA Pesticide (1992) 
   8) IRIS (2005) 
   9) ACGIH (2003) 
   10) NITE 初期リスク評価書 (2008) 
   11) EU-RAR (2010) 
    
  その他 
   職場のあんぜんサイト モデル SDS 酸化亜鉛 2010 年 3 月 31 日改訂版 
   酸化亜鉛 厚生労働省・環境省 GHS 分類結果 H25 年度 
    
  この安全データシート(SDS)は、JIS Z7253 に基づいて作成しています。 
    
 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、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別な取扱いをす
る場合は用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用下さい。 
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。 

   
 略称注 
 ACGIH : The American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

 EPA : Environmental Protection Agency 

 ICSC : International Chemical Safety Cards 
 HSDB : Hazardous Substances Data Bank 
 IRIS : Integrated Risk Information System 

 



資料１、当社微粒子酸化亜鉛と顔料サイズ酸化亜鉛
との透過率の比較例

（流動パラフィン／ワセリン系）
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記載例

		ナノマテリアル情報提供シート
(記載例及び記載上の注意) ジョウホウテイキョウキサイレイオヨキサイウエチュウイ

		提出年月日 テイシュツネンガッピ						　今後年一回程度、情報の更新をお願いする予定です。 コンゴネンイッカイテイドジョウホウコウシンネガヨテイ

		材料名 ザイリョウメイ						　CNT、二酸化チタン、カーボンブラック、フラーレン、酸化亜鉛、シリカの別を記載願います。なお、上記６物質以外の情報提供も歓迎します。 ニサンカサンカアエンベツキサイネガジョウキブッシツイガイジョウホウテイキョウカンゲイ

		事業者名 ジギョウシャ						　情報提供を行う事業者名を記載してください。原則個別企業単位としますが、業界団体単位での提出希望がございましたら、ご相談下さい。 ジョウホウテイキョウオコナジギョウシャメイキサイゲンソクコベツキギョウタンイギョウカイダンタイタンイテイシュツキボウソウダンクダ

		　　　作成上の注意
１．本制度の趣旨は、現時点でナノマテリアル製造事業者等が保有する情報について提供をお願いするものであり、新たに試験・計測等を行うことを求めるものではありません。
２．ナノマテリアル製造事業者等が保有していない情報については、記載する必要はありません。
３．公表の可否について、項目毎に選択してください。
４．計測手法については必ずしも標準化されていないため、ナノマテリアル製造事業者等が独自に開発した手法等であっても、測定法の概要を明示した上で記載することができます。
５．既存資料等の添付

																				経済産業省 ケイザイサンギョウショウ

				連絡先:

		項目 コウモク						概要 ガイヨウ												添付資料 テンプシリョウ		備考
（測定方法等） ビコウソクテイホウホウナド		公表の可否 コウヒョウカヒ

		１．MSDSの添付 テンプ

						※代表的な製品のMSDSを添付														添付有 テンプア

		２．ナノマテリアルの特性

						特性		　ナノマテリアルの特性について可能な範囲で記載してください。（例：紫外線遮蔽効果、電子的特性等）
（ナノオーダーのサイズに由来する特性だけではなく、微粒子であることに由来する性質についても記載。） トクセイカノウハンイキサイレイシガイセンシャヘイコウカデンシテキトクセイナドユライトクセイビリュウシユライセイシツキサイ												添付有 テンプア

						有害性情報 ユウガイセイジョウホウ		　事業者が保有する有害性情報等について記載。学術論文等公開されている情報があれば、出典等を記載してください。
（当該物質の一般的な（ナノサイズかどうかに依らず、粉じんとしての）有害性情報についても併せて記載。） ジギョウシャホユウユウガイセイジョウホウナドキサイガクジュツロンブンナドコウカイジョウホウシュッテントウキサイトウガイブッシツイッパンテキヨフンユウガイセイジョウホウアワキサイ												添付有 テンプア

						結晶構造		例：乱層黒鉛構造 レイランソウコクエンコウゾウ												添付無 テンプナ

						凝集状態／分散状態		　根拠となるデータが存在しない場合、定性的な記載でも可とします。（例：製品中や空気中ではミクロンオーダーの凝集状態で存在し、容易に一次粒子に分解しない、等） コンキョソンザイバアイテイセイテキキサイカレイセイヒンチュウクウキチュウギョウシュウジョウタイソンザイヨウイイチジリュウシブンカイナド												添付有 テンプア

						粒度分布		　グラフ等を添付してください。 ナドテンプ												添付有 テンプア		　測定方法、測定原理等を記載してください。 ソクテイホウホウソクテイゲンリナドキサイ

						平均一次粒径 ヘイキンイチジリュウケイ		記載例：製品のグレードにより異なるが、20-80nm程度 キサイレイセイヒンコトテイド										ｎｍ		添付有 テンプア		　測定方法、測定原理等を記載してください。 ソクテイホウホウソクテイゲンリナドキサイ

						製品粒径 セイヒン		記載例：製品のグレード、表面処理等により異なるが、1μm程度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヒョウメンショリナド										ｎｍ		添付有 テンプア		　測定方法、測定原理等を記載してください。 ソクテイホウホウソクテイゲンリナドキサイ

						製品形状 セイヒンケイジョウ		　製品中における粒子の形状を記載してください。一次粒子の形状については、球状、針状等、凝集体として存在する場合であれば繭状、不定形等と記載してください。 セイヒンチュウリュウシケイジョウキサイイチジリュウシケイジョウキュウジョウハリジョウナドギョウシュウタイソンザイバアイマユジョウフテイケイナドキサイ												添付有 テンプア

						密度 ミツド		製品中の嵩密度を記載してください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 カサミツドキサイ										g/cm3

						比表面積 ヒ		　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　										m2/g

						表面電荷 ヒョウメン		測定データがあれば記載してください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ソクテイキサイ										ｍV

						化学組成		例：炭素、二酸化チタン、酸化亜鉛、二酸化ケイ素等 レイタンソニサンカサンカアエンニサンカソナド

						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） タブツリカガクテキトクセイキコウリツカクサンジュウリョクチンコウシュウチャクシッシキオヨカンシキイドウサンカカンゲンヒカリカガクハンノウエイキョウドジョウチュウイドウセイナド		　その他物理化学的性状について、データがあれば記載してください。 タブツリカガクテキセイジョウキサイ

		３．ばく露情報

				（１）製造・輸入に関する情報

						製造・輸入量
（年度毎）		例：　　１２００
　　　　（平成２０年度） レイヘイセイネンド										ｔ				製造量 セイゾウ		非公表 ヒコウヒョウ

						製造・輸入量
（年度毎・概数） ガイスウ		1,000-10,000 ｔ														製造量 セイゾウ

				（２）ばく露情報

						主な用途 オモ		主な用途① オモヨウト		用途分類		18		詳細分類 ショウサイブンルイ		a

								主な用途② オモヨウト		用途分類		09		詳細分類		e

								主な用途③ オモヨウト		用途分類		45		詳細分類		b								非公表 ヒコウヒョウ

								主な用途④ オモヨウト		用途分類		04		詳細分類		f

								主な用途⑤ オモヨウト		用途分類				詳細分類

						製造・加工施設及びプロセス		　製造プロセスの概略図を添付してください。反応温度等、プロセスの詳細に関わる事項は記載する必要はありません。												添付有 テンプア

						労働者のばく露情報
（ばく露対象者、ばく露活動・時間等） ロウドウシャ		　ばく露の可能性のある作業（包装作業等）に従事する作業者の数、延べ作業時間等を可能な範囲で記載してください。												添付有 テンプア

						環境排出量		　モニタリング等により、排出量を直接把握、マテリアルバランスにより排出量を推計、廃棄物の量を記載するなど、可能な範囲で記載してください。												添付有 テンプア		推計方法を明記してください。 スイケイホウホウメイキ

						計測技術と計測結果		　作業環境中でのモニタリング結果を添付。ナノサイズの粒子に特化した測定が行われていない場合には、労働安全衛生法等に基づく粉じん測定の結果等、既存の測定データを添付してください。												添付有 テンプア

		４．リスク管理の対策状況

						ばく露・排出抑制対策 ロ		　ナノマテリアルに特化したばく露・排出抑制対策が行われていれば、その旨記載してください。なお、労働安全衛生法（粉じん則）、厚生労働省局長通知等に基づいた対策を実施している場合、その旨と具体的な対策の内容についても記載してください。 ロハイシュツヨクセイタイサクオコナムネロウドウアンゼンエイセイホウフンソクコウセイロウドウショウキョクチョウツウチナドモトタイサクジッシバアイムネグタイテキタイサクナイヨウキサイ												添付有 テンプア

						労働者への教育		　ナノマテリアルに特化した労働者への教育が行われていれば、その旨記載してください。また、労働安全衛生法等、既存の規制に基づくものであっても、ナノマテリアルのばく露防止対策に共通して有効であると考えられる場合には、その内容も記載してください。 ロウドウシャキョウイクロウドウアンゼンエイセイホウナドキゾンキセイモトロボウシタイサクキョウツウユウコウカンガバアイナイヨウキサイ												添付有 テンプア

						今後の対策等のロードマップ		　上記対策の他に、今後実施予定の対策等があれば、その内容について記載してください。 ジョウキタイサクホカコンゴジッシヨテイタイサクナドナイヨウキサイ												添付有 テンプア

		５．ナノマテリアルの性質等に関する事業者のコメント

								　安全性だけでなく、ナノマテリアルについて、その特性を活かした将来の可能性等についても自由に記載してください。 アンゼンセイトクセイイショウライカノウセイナドジユウキサイ												添付有 テンプア

		６．その他　　　

								　その他、事業者として記載すべきことがあれば、自由に記載してください。 タジギョウシャキサイジユウキサイ												添付有 テンプア

		添付有 テンプア

		添付無 テンプナ

		製造量 セイゾウ

		輸入量

		生産能力 セイサンノウリョク

		1 t 未満 ミマン

		1-10 ｔ

		10-100 ｔ

		100-1,000 ｔ

		1,000-10,000 ｔ

		10,000-100,000 ｔ

		100,000-1,000,000 ｔ

		1,000,000 t以上 イジョウ

		製造量

		輸入量

		生産能力 セイサンノウリョク

		非公表 ヒコウヒョウ

		01		a

		02		b

		03		c

		04		d

		05		e

		06		f

		07		g

		08		h

		09		i

		10		j

		11		k

		12		l

		13		m

		14		n

		15		o

		16		p

		17		q

		18		y

		19		ｚ

		20

		21

		22

		23

		24

		25

		26

		27

		28

		29

		30

		31

		32

		33

		34

		35

		36

		37

		38

		39

		40

		41

		42

		43

		44

		45

		46

		47

		48

		49

		50

		51

		52

		53

		98

		99



事業者において二物質以上のナノマテリアルを製造している場合には、物質毎にシートを作成してください。なお、試験研究用途については、対象としません。

代表的な製品のMSDSを添付してください。
（MSDS以外にも、自主的に作成されている安全指針等も可。）

代表的な製品について記載。情報を保有していない、測定不能等の場合には、当該項目をエクセル上で行毎削除してください。

本シートの他に、参考資料を添付される際は、「添付有」を選択してください。
（公開情報であれば、出典等を記載）

経済産業省HP上で公開できない情報については、「非公表」を選択してください。

「生産能力」も選択可能ですが、出来る限り「製造量」又は「輸入量」を記載してください。

非公表データとしますので、「製造量」又は「輸入量」を記載してください。

物質毎の合計量を記載してください。（品種毎の内訳等は必要ありません。）

代表的な用途について記載してください。用途開発中等、ごく少量のみが使用されている用途については、記載する必要はありません。

用途、詳細用途については、別紙分類コードから選択してください。

グラフ等を添付してください。凝集状態を示す電子顕微鏡写真等があれば添付してください。

グラフ等を添付。凝集状態を示す電子顕微鏡写真等があれば添付。

平成２０年度のデータを記載してください。

本報告様式で公開する情報を引用する場合に、事業者の許可が必要であれば、その旨記載してください。



用途（090831）

				化学物質用途分類表

		用途
分類
コード
(#) ヨウトブンルイ		用　途　分　類 ヨウトブンタグイ		詳細 ショウサイ		詳　細　用　途　分　類 ショウホソヨウトブンタグイ

						用途 ヨウト

						分類 ブンルイ

						コード

				　　　中　間　物 ナカカンモノ

		1		中間物 チュウカンブツ		a		合成原料、重合原料、前駆重合体 ゴウセイゲンリョウジュウゴウゲンリョウゼンクジュウゴウタイ

						b		重合開始剤

						ｚ		その他 タ

				　　　溶　　　剤　　　　　　　　　　　 ヨウザイ

		2		塗料用・ワニス用・コーティング剤用・印刷インキ用・複写用・殺生物剤用溶剤 ヨウヨウヨウヨウヨウ		a		塗料用溶剤、塗料希釈剤 トリョウヨウヨウザイトリョウキシャクザイ

						b		塗料剥離剤

						c		ワニス用溶剤 ヨウザイ

						d		コーティング剤用溶剤、レジスト塗布用溶剤 ザイヨウヨウザイトフヨウヨウザイ

						e		印刷インキ用溶剤、電子デバイス用溶剤、インキ溶剤、インキ洗浄剤 インサツヨウヨウザイヨウザイセンジョウザイ

						f		殺生物剤用溶剤 サツセイブツザイヨウヨウザイ

						ｚ		その他 タ

		3		接着剤用・粘着剤用・シーリング材用溶剤 ヨウヨウ		a		接着剤用溶剤、粘着剤用溶剤 セッチャクザイヨウヨウザイネンチャクザイヨウヨウザイ

						b		接着剤剥離剤、糊剥離剤 セツキハクリザイ

						c		接着用溶剤 セッチャクヨウヨウザイ

						d		シーリング材用溶剤 ザイヨウヨウザイ

						ｚ		その他 タ

		4		金属洗浄用溶剤 キンゾクセンジョウヨウヨウザイ		a		金属洗浄用溶剤 キンゾクセンジョウヨウヨウザイ

						ｚ		その他 タ

		5		クリーニング洗浄用溶剤 センジョウヨウヨウザイ		a		ドライクリーニング溶剤 ヨウザイ

				《洗濯業での用途》		b		染み抜き剤、ドライクリーニング溶剤抽出剤 シヌザイヨウザイチュウシュツザイ

						ｚ		その他 タ

		6		その他の洗浄用溶剤 タセンジョウヨウヨウザイ		a		フォトレジスト現像用溶剤、レジスト剥離剤 ゲンゾウヨウヨウザイザイ

				[#04,05を除く]		z		その他 タ

		7		工業用溶剤		a		合成反応用溶剤 ゴウセイハンノウヨウヨウザイ

						b		紡糸用溶剤、製膜用溶剤 ボウシヨウヨウザイセイマクヨウヨウザイ

				　		c		抽出溶剤、精製溶剤 チュウシュツヨウザイセイセイヨウザイ

						d		希釈溶剤 キシャクヨウザイ

				[#02-06の溶剤を除く]		ｚ		その他 タ

		8		エアゾール用溶剤 ヨウヨウザイ		a		エアゾール噴射剤、希釈剤 フンシャザイキシャクザイ

						ｚ		その他 タ

		9		その他の溶剤		a		その他の溶剤

				　　　溶　剤　以　外 ヨウザイイガイ

		10		化学プロセス調節剤  カガクチョウセツザイ		a		触媒、触媒担体 ショクバイショクバイタンタイ

						b		イオン交換樹脂､イオン交換膜、分離膜、隔膜

						c		分散剤、乳化剤

						d		重合調節（停止）剤、重合禁止剤、安定剤 ジュウゴウチョウセツテイシザイジュウゴウキンシザイアンテイザイ

						e		光学分割剤 コウガクブンカツザイ

						ｚ		その他 タ

		11		着色剤（染料、顔料、色素、色材）		a		着色剤（染料、顔料、色素、色材） チャクショクザイセンリョウガンリョウシキソシキザイ

						b		蛍光増白剤

						c		発色剤、発色助剤 ハッショクザイハッショクジョザイ

				[#13,14,16,17,30,31,34を除く]		ｚ		その他 タ

		12		食品添加物、器具及び容器包装、おもちゃ、洗浄剤 ショクヒンテンカブツキグオヨヨウキホウソウセンジョウザイ		a		食品製造用剤（加工助剤） ショクヒンセイゾウカコウジョザイ

				〔洗浄剤は野菜、野菜、果実又は飲食器用に限る〕		b		食品添加物（12-a以外）及びその製剤用剤 ショクヒンテンカブツイガイオヨセイザイヨウ

				【食品衛生法に規定されるもの】		c		器具及び容器包装用材料及び添加剤 キグオヨヨウザイリョウオヨザイ

						d		おもちゃ用材料及び添加剤  ザイリョウオヨザイ

						e		洗浄剤用材料及び添加剤 ヨウザイリョウオヨテンカザイ

						z		その他 タ

		13		水系洗浄剤1		a		石鹸、洗剤（界面活性剤） カイメンカッセイザイ

				《工業用途》		b		無機アルカリ、有機アルカリ、無機酸、有機酸、漂白剤 ムキユウキサンヒョウハクザイ

						c		ビルダー（キレート剤、再付着防止剤等）、添加（補助）剤（消泡剤等） ナドテンカホジョザイケアワザイナド

						d		防錆剤 ボウサビザイ

				[#30,31を除く]		ｚ		その他 タ

		14		水系洗浄剤2 スイケイセンジョウザイ		a		石鹸、洗剤、ウインドウォシャー液（界面活性剤） カイメンカッセイザイ

				《家庭用・業務用の用途》 ヨウ		b		柔軟剤（界面活性剤） ジュウナンザイ

						c		無機アルカリ、有機アルカリ、無機酸、有機酸、漂白剤 ムキユウキムキサンユウキサンヒョウハクザイ

						d		ビルダー（キレート剤、再付着防止剤等）、添加（補助）剤（酵素、蛍光増白剤等） ナドテンカホジョザイ

						ｚ		その他 タ

		15		ワックス		a		ワックス（床用、自動車用、皮革用等） ユカヨウヨウ

						b		乳化剤、分散剤 ニュウカザイブンサンザイ

						z		その他 タ

		16		塗料、コーティング剤　		a		塗料用樹脂、コーティング剤用樹脂 トリョウヨウジュシザイヨウジュシ

				[プライマーを含む]		b		着色剤（染料、顔料、色素、色材、光輝剤）

						c		熱・光硬化塗料のモノマー・オリゴマー ネツヒカリコウカトリョウ

						d		架橋剤、硬化剤、光重合開始剤、バインダー成分 カキョウザイコウカザイセイブン

						e		可塑剤、充填剤 カソザイ

						f		安定化剤（酸化防止剤等） アンテイカザイサンカボウシザイトウ

						g		皮張り防止剤、増粘剤、消泡剤、ブロッキング防止剤、平滑剤 カワハボウシザイヘイカツザイ

						h		乳化剤、分散剤、濡れ剤、浸透剤、表面調整剤、造膜助剤 ニュウカザイヌザイシントウザイヒョウメンチョウセイザイゾウマクジョザイ

						i		腐食防止剤、防錆剤、防腐剤、防かび剤、抗菌剤 フショクボウシザイボウサビザイボウフザイボウザイコウキンザイ

						j		乾燥促進剤、湿潤剤、難燃剤、撥水剤 ナンネンザイハッスイザイ

						ｚ		その他 タ

		17		印刷インキ、複写用薬剤（トナー等）		a		インキ用樹脂、トナー用樹脂 ヨウジュシヨウジュシ

				[筆記用具、レジストインキ用を含む]		b		着色剤（染料、顔料、色素）、感熱色素、感圧色素、顕色剤 シキソ

						c		紫外線・電子線硬化インキのモノマー・オリゴマー、増感剤 シガイセンデンシセンコウカゾウカンザイ

						d		可塑剤、充填剤 カソザイジュウテンザイ

						e		安定化剤（酸化防止剤等） アンテイカザイサンカボウシザイトウ

						f		皮張り防止剤、増粘剤、消泡剤、ブロッキング防止剤 カワハボウシザイ

						g		乳化剤、分散剤、濡れ剤、浸透剤、造膜助剤 ニュウカザイヌザイシントウザイゾウマクジョザイ

						h		電荷制御剤、流動性付与剤、研磨性付与剤、滑り性付与剤 デンカセイギョザイリュウドウセイフヨザイケンマセイフヨザイスベセイフヨザイ

						i		乾燥促進剤、湿潤剤

						ｚ		その他 タ

		18		船底塗料用防汚剤、漁網用防汚剤  フナゾコトリョウヨウボウオザイギョモウヨウボウオザイ		a		防汚剤用樹脂[添加剤も含む] ボウキタナザイヨウジュシテンカザイフク

						b		船底塗料用防汚剤 ヨウボウオザイ

						c		漁網用防汚剤

						ｚ		その他 タ

		19		殺生物剤1 セッショウブツザイ		a		殺菌剤、殺虫剤、防腐剤、防かび剤、抗菌剤（細菌増殖抑制剤、木材の防腐剤、防蟻剤） サッキンザイサッチュウザイボウフザイコウキンザイサイキンゾウショクヨクセイザイザイ

				[成形品に含まれ出荷されるもの]		b		展着剤、乳化剤

						ｚ		その他 タ

		20		殺生物剤2
[工程内使用で成形品に含まれないもの]
《工業用途》 セッショウブツザイコウテイナイシヨウセイケイシナフクコウギョウヨウト		a		不快害虫用殺虫剤（害虫駆除剤、昆虫誘引剤、共力剤） サッチュウザイガイチュウクジョザイコンチュウユウインザイトモチカラザイ

						b		ガス滅菌剤、薫蒸剤、燻煙剤 メッキンザイクンジョウザイクンエンザイ

						c		殺菌剤、消毒剤、防腐剤、抗菌剤 サッキンザイショウドクザイボウフザイコウキンザイ

						d		展着剤、乳化剤 テンキザイニュウカザイ

						ｚ		その他 タ

		21		殺生物剤3 
《家庭用・業務用の用途》 ヨウ		a		不快害虫用殺虫剤（害虫駆除剤、昆虫誘引剤、共力剤） サッチュウザイガイチュウクジョザイコンチュウユウインザイ

						b		繊維用・紙用防虫剤（薫蒸剤、燻煙剤等） センイヨウカミヨウボウチュウザイナド

						c		シロアリ駆除剤、防蟻剤 クジョザイボウアリザイ

						d		殺菌剤、消毒剤、防腐剤、防かび剤、抗菌剤、除菌剤 サッキンザイショウドクザイボウフザイボウザイコウキンジョキンザイ

						e		非農耕地用除草剤 ヒノウコウチヨウ

						f		展着剤、乳化剤 テンキザイニュウカザイ

						ｚ		その他 タ

		22		農薬 ノウヤク		a		農薬の有効成分、製剤用材料及び補助剤 ノウヤクユウコウセイブンセイザイヨウザイリョウオヨホジョザイ

				【農薬取締法に規定されるもの】		ｚ		その他 タ

		23		医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器  イヤクヒンイヤクブガイヒンケショウヒンオヨイリョウキキ		a		医薬品（23-b, c以外）の有効成分、製剤用基剤及び添加剤 イヤクヒンイガイユウコウセイブンセイザイヨウモトザイオヨテンカザイ

				[動物用を含む]		b		滅菌・消毒及び体外診断用医薬品の有効成分、製剤基材及び添加剤 メッキンショウドクオヨタイガイシンダンヨウイヤクヒンユウコウセイブンセイザイキザイオヨテンカザイ

				【薬事法に規定されるもの】		c		衛生害虫（ねずみ、はえ、蚊等）の防除用医薬品及び駆除又は防止用医薬部外品の有効成分、製剤基材及び添加剤 エイセイガイチュウカトウボウジョヨウイヤクヒンオヨクジョマタボウシヨウイヤクブガイヒンユウコウセイブンセイザイキザイオヨテンカザイ

						d		内用品用医薬部外品の有効成分、製剤用基剤及び添加剤 ナイヨウヒンヨウイヤクブガイヒンユウコウセイブンセイザイヨウモトザイオヨテンカザイ

						e		外用品用医薬部外品（23-c以外）の有効成分、製剤用基剤及び添加剤 ガイヨウヒンヨウイヤクブガイヒンイガイユウコウセイブンセイザイヨウモトザイオヨテンカザイ

						f		化粧品用の基剤及び添加剤 ヨウモトザイオヨテンカザイ

						g		医療機器（機械器具、歯科材料、医療用具及び衛生用品）用材料及び添加剤 キカイキグシカザイリョウイリョウヨウグオヨエイセイヨウヒンヨウザイリョウオヨテンカザイ

						z		その他 タ

		24		肥料 ヒリョウ		a		肥料の有効成分及び添加物 ヒリョウユウコウセイブンオヨテンカブツ

				【肥料取締法に規定されるもの】		ｚ		その他 タ

		25		飼料及び飼料添加物 シリョウオヨシリョウテンカブツ		a		飼料添加物 シリョウテンカブツ

				【飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に規定されるもの】		ｚ		その他 タ

		26		火薬類		a		火薬、爆薬、火工品[#26-ｂを除く]、煙火 カヤクバクヤクカコウシナノゾエンカ

				[煙火を含む]		b		自動車安全部品用ガス発生剤 ジドウシャアンゼンブヒンヨウハッセイザイ

						ｚ		その他 タ

		27		芳香剤、消臭剤		a		香料 コウリョウ

						b		芳香剤

						c		消臭剤 ショウシュウザイ

						ｚ		その他 タ

		28		接着剤、粘着剤、シーリング材　		a		接着剤用樹脂、粘着剤用樹脂、シーリング材用樹脂 セッチャクザイヨウジュシネンチャクザイヨウジュシザイヨウジュシ

						b		バインダー成分（プレポリマー、硬化剤、開始剤、カップリング剤）

						c		可塑剤、充填剤、硬化促進剤 カソザイジュウテンザイ

						d		安定化剤（老化防止剤等） ロウカボウシザイトウ

						e		防腐剤、防かび剤、抗菌剤 ボウフザイボウザイコウキンザイ

						f		難燃剤、導電剤

						ｚ		その他 タ

		29		フォトレジスト材料、写真材料、印刷版材料 ザイリョウザイリョウ		a		感光性・感電子性樹脂（フォトレジスト、印刷版等）

						b		感光性・感電子性樹脂のモノマー・オリゴマー カンデンシセイ

						c		感光剤、電子写真感光体、光重合開始剤

						d		色素形成カプラー（カラー写真用） シキソケイセイシャシンヨウ

						e		乳化剤、分散剤

						f		定着剤、安定剤 アンテイザイ

						g		増感剤、減感剤、架橋密度向上剤、レジスト添加剤 ゾウカンザイゲンカンザイカキョウミツドコウジョウザイテンカザイ

						h		現像剤、水溶性処理薬品 ゲンゾウザイスイヨウセイショリヤクヒン

						ｚ		その他 タ

		30		合成繊維、繊維処理剤　		a		成形品基材 (合成繊維、不織布) フショクフ

				[不織布処理を含む]		b		着色剤（染料、顔料）、蛍光増白剤 ケイコウゾウシロザイ

						c		集束剤 シュウソクザイ

						d		防炎剤、難燃剤 ボウエンザイナンネンザイ

						e		含浸補強剤、染料固着剤（フィックス剤） センリョウ

						f		帯電防止剤、親水剤 タイデンボウシザイシンスイザイ

						g		柔軟仕上げ剤 ジュウナンシアザイ

						h		形態安定加工剤 ケイタイアンテイカコウザイ

						i		撥水剤、撥油剤、防水加工剤、防汚加工剤 ハッスイザイバチアブラザイボウスイカコウザイザイ

						j		抗菌防臭剤、変色防止剤、紫外線吸収剤 コウキンボウシュウザイヘンショクボウシザイシガイセンキュウシュウザイ

						k		紡糸・紡績・織編油剤、紡糸・紡績・織編油助剤 ジョザイ

						l		洗浄剤、精練洗浄剤（ソーピング剤）、潤滑剤 センジョウザイセイレンセンジョウザイザイジュンカツザイ

						m		キレート剤 ザイ

						n		漂白剤、抜染剤 ヒョウハクザイヌソザイ

						o		均染剤、浸透剤、促染剤（染色助剤）、媒染剤　、捺染用糊剤 タモツソメザイシントウザイウナガソメザイナツセンヨウノリザイ

						p		分散剤、乳化剤、消泡剤 ブンサンザイニュウカザイケアワザイ

						q		マーセル化助剤 カジョザイ

						ｒ		糊抜き剤 ノリヌザイ

						ｚ		その他 タ

		31		紙・パルプ薬品 カミヤクヒン		a		着色剤（染料、顔料）、蛍光増白剤 ケイコウゾウシロザイ

						b		サイズ剤、定着剤、填料 ザイテイチャクザイマコトリョウ

						c		コーティング剤 ザイ

						d		防炎剤、難燃剤、帯電防止剤 ボウエンザイナンネンザイタイデンボウシザイ

						e		含浸補強剤、歩留向上剤、固着剤（フィックス剤） フクヒタホキョウザイブドコウジョウザイコチャクザイザイ

						f		撥水剤、撥油剤、防水加工剤 ハッスイザイバチアブラザイボウスイカコウザイ

						g		嵩高剤、柔軟剤、ｐＨ調節剤 カサタカザイジュウナンザイチョウセツザイ

						h		蒸解薬液 ムシカイヤクエキ

						i		スライムコントロール剤（防腐剤）、ピッチコントロール剤 ボウフザイザイ

						j		漂白剤、漂白剤安定剤 ヒョウハクザイヒョウハクザイアンテイザイ

						k		分散剤、乳化剤、消泡剤、脱墨剤、洗浄剤 ブンサンザイニュウカザイケアワザイダツスミザイセンジョウザイ

						ｚ		その他 タ

		32		プラスチック、プラスチック添加剤、プラスチック加工助剤		a		成形品基材 (プラスチック、合成皮革､合成紙､発泡体）

						b		高吸水性材料

						c		可塑剤、分散剤

						d		安定化剤（酸化防止剤等） アンテイカザイサンカボウシザイトウ

						e		充填剤、希釈剤 ジュウテンザイキシャクザイ

						f		結晶核剤 ケッショウカクザイ

						g		内部離型剤

						h		防曇剤、流滴剤 ボウドンザイナガシズクザイ

						i		難燃剤、帯電防止剤 ナンネンザイ

						j		滑剤、外部離型剤 カツザイガイブ

						k		発泡剤

						l		注型用・注入発泡用材料（モノマー・プレポリマー等） チュウカタヨウチュウニュウハッポウヨウザイリョウナド

						m		硬化剤、架橋剤（ＦＲＰ用モノマー等）、架橋助剤 コウカザイトウカキョウジョザイ

						n		硬化促進剤 コウカソクシンザイ

				[#16,17,28,30,33を除く]		ｙ		その他の添加剤（改質剤等） タテンカザイカイシツザイトウ

				[着色剤は#11]		ｚ		その他 タ

		33		合成ゴム、ゴム用添加剤、ゴム用加工助剤 ヨウ		a		成形品基材(エラストマー（合成ゴム）） ゴウセイ

						b		加硫促進剤、加硫促進剤助剤（加硫活性剤）

						c		加硫剤、架橋剤、架橋助剤 カリュウザイカキョウザイカキョウジョザイ

						d		可塑剤、補強剤（接着促進剤等）、充填剤 カソザイホキョウザイセッチャクソクシンザイトウジュウテンザイ

						e		安定化剤（老化防止剤等） アンテイカザイロウカボウシザイトウ

						f		スコーチ防止剤、素練促進剤、内部離型剤 ボウシザイナイブハナカタ

						g		ラテックス凝固剤、乳化剤、沈降防止剤 ギョウコザイ

						h		難燃剤、帯電防止剤 ナンネンザイ

						ｉ		滑剤、外部離型剤 カツザイガイブ

						j		発泡剤 ハッポウザイ

						k		ゴム再生剤（脱硫剤等） サイセイザイダツリュウザイトウ

						ｙ		その他の添加剤（改質剤等） タテンカザイカイシツザイトウ

				[着色剤は#11]		ｚ		その他 タ

		34		皮革処理剤  ヒカクショリザイ		a		なめし剤　 ザイ

						b		仕上げ加工薬剤（漂白剤、着色剤、着色助剤、撥水剤、撥油剤、油剤、脱脂剤、加脂剤等） シアカコウヤクザイヒョウハクザイチャクショクザイチャクショクジョザイバチミズザイユザイダッシザイクワアブラザイトウ

						c		準備工程（なめし前）薬剤（脱脂剤、脱灰剤等） ジュンビコウテイマエヤクザイダッシザイダツハイザイトウ

						ｚ		その他 タ

		35		ガラス、ほうろう、セメント		a		ガラス原料 ゲンリョウ

						b		ガラス添加剤（結晶化剤、強化剤、集束剤、結合剤、防曇剤、紫外線カット剤、電磁波遮蔽材、鏡裏打ち材等） テンカザイケッショウカザイキョウカザイシュウソクザイケツゴウザイボウクモリザイシガイセンザイデンジハシャヘイザイカガミウラウザイナド

						c		ガラス加工助剤（離型剤、ｐＨ調節剤等） カコウジョザイハナレカタザイチョウセツザイトウ

						d		ほうろう原料 ゲンリョウ

						e		ほうろう添加剤 テンカザイ

						f		ほうろう加工助剤 カコウジョザイ

						g		セメント原料 ゲンリョウ

						h		セメント添加剤 テンカザイ

				[着色剤は#11]		ｚ		その他 タ

		36		陶磁器、耐火物、ファインセラミックス		a		陶磁器原料、耐火物原料、ファインセラミックス原料 トウジキゲンリョウタイカブツゲンリョウゲンリョウ

						b		陶磁器添加剤、耐火物添加剤、ファインセラミックス添加剤（焼結助剤等） テンカザイテンカザイショウケツジョザイトウ

						c		成形助剤（バインダー、増粘剤、可塑剤、潤滑剤等） セイケイジョザイカソザイジュンカツザイトウ

						d		滑剤、離型剤等 ハナカタザイトウ

						ｚ		その他 タ

		37		研削砥石、研磨剤、摩擦材		a		研削砥石原料、研磨剤原料、摩擦材原料 ゲンリョウゲンリョウマサツザイ

						b		研削砥石・研磨剤・摩擦材添加剤（バインダー、増粘剤、研磨助剤、分散剤、摩擦調整剤、潤滑材等） テンカザイケンマジョザイブンサンザイザイトウ

						c		滑剤、離型剤 カツザイ

				[着色剤は#11]		ｚ		その他 タ

		38		金属原料、合金原料、鋳造用資材 キンゾクゲンリョウゴウキンゲンリョウチュウゾウヨウシザイ		a		金属原料、合金原料 キンゾクゲンリョウゴウキンゲンリョウ

						b		フラックス、接種剤 セッシュザイ

						c		鋳造用粘結剤、鋳造用硬化剤、鋳造用添加剤 チュウゾウヨウネンユイザイチュウゾウヨウコウカザイチュウゾウヨウテンカザイ

						d		離型剤 ハナカタザイ

				[着色剤は#11]		ｚ		その他 タ

		39		表面処理剤		a		めっき薬剤（皮膜成分） ヤクザイヒマクセイブン

						b		真空めっき（蒸着等）薬剤、溶射処理薬剤 シンクウジョウチャクトウヤクザイショリヤクザイ

						c		化成処理薬剤 カセイショリヤクザイ

						d		表面硬化処理（浸炭、窒化等）剤 ヒョウメンコウカショリシンタンチツカナドザイ

						e		表面フッ素化処理剤 ヒョウメンソカショリザイ

						f		めっき浴添加剤（光沢付与剤、煙霧防止剤等） トウ

						g		エッチング処理薬剤、スパッタリング処理薬剤、ブラスト処理薬剤 ショリヤクザイショリヤクザイ

				［#13-16,30-32,37,43,49を除く］		ｚ		その他 タ

		40		溶接棒、はんだ、溶断用材料		a		溶接棒フラックス ヨウセツボウ

						b		はんだ用酸化防止剤 ヨウサンカボウシザイ

						c		溶接用ガス、溶断用ガス ヨウセツヨウヨウダンヨウ

						ｚ		その他 タ

		41		作動油、絶縁油、プロセス油、潤滑油剤（エンジン油、軸受油、圧縮機油、グリース等）		a		作動油の基油、潤滑油剤の基油 キユザイ

						b		絶縁油の基油

						c		プロセス油の基油

						d		グリース増ちょう剤

						e		作動油添加剤、潤滑油剤添加剤 テンカザイザイテンカザイ

						f		絶縁油添加剤 テンカザイ

						g		プロセス油添加剤 テンカザイ

				[#43を除く]		ｚ		その他 タ

		42		金属加工油（切削油、圧延油、プレス油、熱処理油等）、防錆油		a		水溶性金属加工油の基油 スイヨウセイキンゾクカコウユキユ

						b		不水溶性金属加工油の基油、防錆油の基油 フスイヨウセイキンゾクカコウユキユ

						c		水溶性金属加工油添加剤 スイヨウセイキンゾクカコウユテンカザイ

						d		不水溶性金属加工油添加剤、防錆剤添加剤 フスイヨウセイキンゾクカコウユテンカザイボウセイザイテンカザイ

						ｚ		その他 タ

		43		電気・電子材料　		a		磁性材料[#43-fを除く]、圧電材料、導電材料、超伝導材料、蛍光体材料 ジセイザイリョウノゾアツデンザイリョウドウデンザイリョウチョウデンドウザイリョウザイリョウ

				[対象部品等の製造用プロセス材料を含む]		b		半導体材料、ダイオード材料（LED等）、太陽電池材料、液晶材料、有機ＥＬ材料 ハンドウタイザイリョウザイリョウトウザイリョウザイリョウユウキザイリョウ

						c		誘電体材料、抵抗体材料、電解質材料、電解液材料、セパレータ ユウデンタイザイリョウテイコウタイザイリョウデンカイシツザイリョウデンカイエキザイリョウ

						d		光学フイルム材料 ヒカリガクザイリョウ

						e		封止材、絶縁材料、シールド材料 ザイリョウ

						f		電子記憶媒体材料（磁性材料、光吸収色素等） デンシバイタイザイリョウジセイザイリョウヒカリキュウシュウシキソトウ

				[絶縁油は#41]		ｚ		その他 タ

		44		電池（一次電池、二次電池） デンチイチジデンチニジデンチ		a		電解質材料、電解液材料、導電剤、絶縁材料、セパレータ デンカイシツザイリョウデンカイエキザイリョウドウデンザイ

						b		電極材料（集電体、バインダー等）、減極剤 トウ

						ｚ		その他 タ

		45		水処理剤                   ミズショリザイ		a		腐食防止剤、防錆剤、防食剤、防スケール剤 フショクザイ

						b		硬水軟化剤 コウスイナンカザイ

						c		金属イオン封鎖剤（キレート剤等）、金属イオン除去剤（金属補足剤） キンゾク

						d		イオン交換樹脂､イオン交換膜、分離膜、隔膜

						e		ｐＨ調節剤、消泡剤、凝集剤、濾過・脱水助剤、イオン交換樹脂再生剤

						ｚ		その他 タ

		46		乾燥剤、吸着剤                                       カンソウザイキュウチャクザイ		a		乾燥剤、脱水剤

						b		吸着剤（脱臭剤、脱硝剤、ガス吸着剤等） キュウチャクザイダッシュウザイダツショウザイキュウチャクザイトウ

						c		吸収剤（脱酸素剤等）

						ｚ		その他 タ

		47		熱媒体 ネツバイタイ		a		冷媒、冷却剤 レイバイレイキャクザイ

						b		熱媒、加熱剤 ネツバイカネツザイ

						ｚ		その他 タ

		48		不凍液 フトウエキ		a		不凍液（ＬＬＣ等） フトウエキトウ

						b		防錆剤、防食剤 ザイ

						ｚ		その他 タ

		49		建設資材添加物（コンクリート混和剤、木材補強含浸剤等） ケンセツシザイテンカブツコンワザイモクザイホキョウフクミシンザイナド		a		表面硬化剤 ヒョウメンコウカザイ

						b		強化剤、減水剤 キョウカザイゲンスイザイ

						c		離型剤、消泡剤 ハナカタザイケアワザイ

						d		補強含浸剤、木質板添加剤 ホキョウフクミシンザイモクシツイタテンカザイ

						e		防汚剤（船底塗料用・漁網用以外の撥水剤等）、防水剤、撥水剤 ボウキタナザイギョモウヨウイガイハッスイザイナドザイ

						ｚ		その他 タ

		50		散布剤、埋立処分前処理薬剤（融雪剤、土壌改良剤、消火剤等）		a		凍結防止剤（融雪剤等） ユウセツザイトウ

						b		土壌改良剤、地盤改良剤 ザイジバンカイリョウザイ

						c		消火剤

						d		人工降雨剤

						e		油処理剤

						f		粉塵結合剤、粉塵防止剤、煤塵処理剤 フンジンケツゴウザイフンジンボウシザイバイジンショリザイ

						ｚ		その他 タ

		51		分離・精製プロセス剤		a		浮遊選鉱剤、浮遊抑制剤、凝集剤、金属浸出剤 フユウセンコウザイフユウヨクセイザイギョウシュウザイキンゾクシンシュツザイ

				《鉱業、石油精製、金属製造での用途》		b		金属捕捉剤 キンゾクホソクザイ

						c		濾過補助剤（脱蝋助剤等） ロカホジョザイダツロウジョザイナド

				[抽出・精製溶剤は#07]		ｚ		その他 タ

		52		燃料、燃料添加剤		a		燃料 ネンリョウ

						b		燃料添加剤（清浄分散剤、酸化防止剤、粘度指数調整剤、摩擦低減剤、防錆剤等） ネンリョウセイジョウブンサンザイマサツテイゲンザイボウサビザイトウ

						c		燃焼改良剤（燃焼促進剤、セタン価向上剤、アンチノック剤等） ネンショウソクシンザイトウ

						d		氷結防止剤、着臭剤 ヒョウケツボウシザイチャクシュウザイ

						ｚ		その他 タ

				　上記以外 ジョウキイガイ

		98		その他の原料、その他の添加剤  タゲンリョウタテンカザイ		a		その他の原料、その他の添加剤 タゲンリョウタテンカザイ

		99		輸出用 ユシュツヨウ		a		輸出用 ユシュツヨウ





石原産業（2009.10.14）

		ナノマテリアル情報提供シート ジョウホウテイキョウ

		提出年月日 テイシュツネンガッピ

		材料名 ザイリョウメイ						二酸化チタン ニサンカ

		事業者名 ジギョウシャ						石原産業株式会社 イシハラサンギョウカブシキカイシャ

		　　　作成上の注意
１．本制度の趣旨は、現時点でナノマテリアル製造事業者等が保有する情報について提供をお願いするものであり、新たに試験・計測等を行うことを求めるものではありません。
２．ナノマテリアル製造事業者等が保有していない情報については、記載する必要はありません。
３．公表の可否について、項目毎に選択してください。
４．計測手法については必ずしも標準化されていないため、ナノマテリアル製造事業者等が独自に開発した手法等であっても、測定法の概要を明示した上で記載することができます。
５．既存資料等の添付

																				経済産業省 ケイザイサンギョウショウ

				連絡先:				機能材料商品開発室　酸化チタン系材料開発グループ　坂井　章人　（TEL　059-345-6150） キノウザイリョウショウヒンカイハツシツサンカケイザイリョウカイハツサカイアキヒト

		項目 コウモク						概要 ガイヨウ												添付資料 テンプシリョウ		備考
（測定方法等） ビコウソクテイホウホウナド		公表の可否 コウヒョウカヒ

		１．MSDSの添付 テンプ

						※代表的な製品（TTO-S-4）のMSDSを添付														添付有 テンプア

		２．ナノマテリアルの特性

						特性		紫外線遮蔽能、吸着能、光触媒活性、触媒活性　 シガイセンシャヘイノウキュウチャクノウヒカリショクバイカッセイショクバイカッセイ												添付有 テンプア		資料1,2参照。透過率は分光光度計にて測定。 シリョウサンショウトウカリツブンコウコウドケイソクテイ

						有害性情報 ユウガイセイジョウホウ		添付のMSDS　及び　平成16年度「ナノ原料を使用した化粧品の安全性評価システムに関する基礎調査」報告書（日本化粧品工業会参照）、「酸化ニッケル，結晶質シリカ，二酸化チタンの経気道生体影響-粒径との生体影響関連について-」（J.Aerosol Res.,20(3),200-206（2005)) テンツオヨヘイセイネンドゲンリョウシヨウケショウヒンアンゼンセイヒョウカカンキソチョウサホウコクショニホンケショウヒンコウギョウカイサンショウサンカケッショウシツニサンカヘ												添付有 テンプア		MSDSのみ添付 テンフ

						結晶構造		製品のグレードにより、ルチル型（Ｒ）とアナタース型（Ａ）をラインナップ セイヒンカタカタ												添付有 テンプア		資料3,4参照 シリョウサンショウ

						凝集状態／分散状態		製品中や空気中ではミクロンオーダーの凝集状態で存在し、容易に一次粒子にまで分散しないと考えている セイヒンブンサンカンガ												添付無 テンプナ

						粒度分布		二次粒子の粒度分布データは特に有していない。一次粒子径の粒度分布に関しては、代表的なグレードのデータを添付。 ニジリュウシリュウドブンプトクユウイチジリュウシケイリュウドブンプカンダイヒョウテキテンツ												添付有 テンプア		資料5参照。透過型電子顕微鏡写真を画像分析装置にて測定。 トウカガタデンシケンビキョウシャシンガゾウブンセキソウチソクテイ

						平均一次粒径 ヘイキンイチジリュウケイ		製品のグレードにより異なり、5-100nmまで種々ラインナップ。代表的なグレードのデータを添付。 セイヒンコトシュジュダイヒョウテキテンツ										ｎｍ		添付有 テンプア		資料3,4参照

						製品粒径 セイヒン		二次粒子の粒度分布データは特に有していない。										ｎｍ		添付無 テンプナ

						製品形状 セイヒンケイジョウ		製品のグレードにより異なるが、略球状，紡錘状，樹枝状をラインナップ リャクキュウジョウボウスイジョウジュシジョウ												添付有 テンプア		資料6,7参照。透過型電子顕微鏡にて写真撮影。 サツエイ

						密度 ミツド		製品のグレードにより異なるが、粉末製品で３．５～４．５。 フンマツセイヒン										g/cm3		添付無 テンプナ

						比表面積 ヒ		製品のグレードにより異なるが、表面コート前の状態で約３００～１５㎡／gをラインナップ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヒョウメンマエジョウタイヤク										m2/g		添付無 テンプナ

						表面電荷 ヒョウメン		データなし										ｍV		添付無 テンプナ

						化学組成		二酸化チタン ニサンカ												添付無 テンプナ

						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） タブツリカガクテキトクセイキコウリツカクサンジュウリョクチンコウシュウチャクシッシキオヨカンシキイドウサンカカンゲンヒカリカガクハンノウエイキョウドジョウチュウイドウセイナド		特になし トク												添付無 テンプナ

		３．ばく露情報

				（１）製造・輸入に関する情報

						製造・輸入量
（年度毎）		日本酸化チタン工業会から一括して報告。 ニホンサンカコウギョウカイイッカツホウコク										ｔ

						製造・輸入量
（年度毎・概数） ガイスウ

				（２）ばく露情報

						主な用途 オモ		主な用途① オモヨウト		用途分類		10		詳細分類 ショウサイブンルイ		a		触媒、触媒担体		添付有 テンプア		資料2参照

								主な用途② オモヨウト		用途分類		17		詳細分類		h		電荷制御剤、流動性付与剤、研磨性付与剤、滑り性付与剤		添付無 テンプナ

								主な用途③ オモヨウト		用途分類		23		詳細分類		e		外用品用医薬部外品の有効成分、製剤用基剤及び添加剤		添付有 テンプア		資料1参照

								主な用途④ オモヨウト		用途分類				詳細分類

								主な用途⑤ オモヨウト		用途分類				詳細分類

						製造・加工施設及びプロセス		代表的なグレードのデータを添付。												添付有 テンプア		資料8参照 シリョウサンショウ

						労働者のばく露情報
（ばく露対象者、ばく露活動・時間等） ロウドウシャ		包装作業；平均１日２．５人，６時間従事 ジカンジュウジ												添付無 テンプナ				非公表 ヒコウヒョウ

						環境排出量		銘柄別の予算収率をもとに平成20年度の環境排出量を算出したところ、最大限に見積もっても、系外に排出された量は総生産量の約0.5％程度と試算される。製造ラインはほぼ密閉系であるため、経験的にほぼ全量が廃水処理施設に送液され、他工場の廃液と合わさって無機性汚泥として産業廃棄物として管理型処分場に搬出されており、直接、大気や水域へ排出されている量は、把握していないものの、極微少と判断している。今後、実態把握の方法について検討していく。 サイダイゲンミツリョウシサン												添付無 テンプナ				非公表 ヒコウヒョウ

						計測技術と計測結果		労働安全衛生法に基づくナノ酸化チタン製造(包装)場の粉じん測定を定期的に行ない、管理区分Ⅰを確認している。今後、ナノサイズの粒子に特化した測定について検討を行っていく。												添付無 テンプナ				非公表 ヒコウヒョウ

		４．リスク管理の対策状況

						ばく露・排出抑制対策 ロ		労働安全衛生法（粉じん則）に基づいた対策は実施中。厚生労働省局長通知に基づいた対策については、社内に設置されている専門部会にて対応を策定中。　 モトタイサクジッシチュウシャナイセンモンブカイタイオウサクテイチュウ												添付無 テンプナ

						労働者への教育		MSDSや化審法，労働安全衛生法（粉じん則）に基づいた教育は実施中。ナノに特化した教育については、社内に設置されている専門部会にて対応を策定中。　 カシンホウロウドウキョウイクトッカキョウイク												添付無 テンプナ

						今後の対策等のロードマップ		社内に設置されている専門部会にて対策を検討中。　 タイサクケントウ												添付無 テンプナ

		５．ナノマテリアルの性質等に関する事業者のコメント

								ナノマテリアル酸化チタンは種々の特性を有する興味深い材料である。今後共、NEDO『ナノ粒子特性評価手法の研究開発』プロジェクト等の官学の動向や文献に注意を払いつつ研究開発や商品展開を推進していく。 トウスイシン												添付無 テンプナ

		６．その他　　　



事業者において二物質以上のナノマテリアルを製造している場合には、物質毎にシートを作成してください。なお、試験研究用途については、対象としません。

代表的な製品のMSDSを添付してください。
（MSDS以外にも、自主的に作成されている安全指針等も可。）

代表的な製品について記載。情報を保有していない、測定不能等の場合には、当該項目をエクセル上で行毎削除してください。

本シートの他に、参考資料を添付される際は、「添付有」を選択してください。
（公開情報であれば、出典等を記載）

経済産業省HP上で公開できない情報については、「非公表」を選択してください。

「生産能力」も選択可能ですが、出来る限り「製造量」又は「輸入量」を記載してください。

非公表データとしますので、「製造量」又は「輸入量」を記載してください。

物質毎の合計量を記載してください。（品種毎の内訳等は必要ありません。）

代表的な用途について記載してください。用途開発中等、ごく少量のみが使用されている用途については、記載する必要はありません。

用途、詳細用途については、別紙分類コードから選択してください。

グラフ等を添付してください。凝集状態を示す電子顕微鏡写真等があれば添付してください。

グラフ等を添付。凝集状態を示す電子顕微鏡写真等があれば添付。

平成２０年度のデータを記載してください。

本報告様式で公開する情報を引用する場合に、事業者の許可が必要であれば、その旨記載してください。

代表的な製品について記載。情報を保有していない、測定不能等の場合には、当該項目をエクセル上で行毎削除してください。

本シートの他に、参考資料を添付される際は、「添付有」を選択してください。
（公開情報であれば、出典等を記載）

経済産業省HP上で公開できない情報については、「非公表」を選択してください。

代表的な製品について記載。情報を保有していない、測定不能等の場合には、当該項目をエクセル上で行毎削除してください。

本シートの他に、参考資料を添付される際は、「添付有」を選択してください。
（公開情報であれば、出典等を記載）

経済産業省HP上で公開できない情報については、「非公表」を選択してください。

グラフ等を添付してください。凝集状態を示す電子顕微鏡写真等があれば添付してください。

グラフ等を添付。凝集状態を示す電子顕微鏡写真等があれば添付。



石原産業（2009.10.14)～経産省との面談を受けて

		ナノマテリアル情報提供シート(2009.10.14送付版） ジョウホウテイキョウソウフバン																												ナノマテリアル情報提供シート（2009.11.17　経産省からのアドバイスを受けて改訂版） ジョウホウテイキョウケイサンショウウカイテイバン

		提出年月日 テイシュツネンガッピ																												提出年月日 テイシュツネンガッピ

		材料名 ザイリョウメイ						二酸化チタン ニサンカ																						材料名 ザイリョウメイ						二酸化チタン ニサンカ

		事業者名 ジギョウシャ						石原産業株式会社 イシハラサンギョウカブシキカイシャ																						事業者名 ジギョウシャ						石原産業株式会社 イシハラサンギョウカブシキカイシャ

		　　　作成上の注意
１．本制度の趣旨は、現時点でナノマテリアル製造事業者等が保有する情報について提供をお願いするものであり、新たに試験・計測等を行うことを求めるものではありません。
２．ナノマテリアル製造事業者等が保有していない情報については、記載する必要はありません。
３．公表の可否について、項目毎に選択してください。
４．計測手法については必ずしも標準化されていないため、ナノマテリアル製造事業者等が独自に開発した手法等であっても、測定法の概要を明示した上で記載することができます。
５．既存資料等の添付																												　　　作成上の注意
１．本制度の趣旨は、現時点でナノマテリアル製造事業者等が保有する情報について提供をお願いするものであり、新たに試験・計測等を行うことを求めるものではありません。
２．ナノマテリアル製造事業者等が保有していない情報については、記載する必要はありません。
３．公表の可否について、項目毎に選択してください。
４．計測手法については必ずしも標準化されていないため、ナノマテリアル製造事業者等が独自に開発した手法等であっても、測定法の概要を明示した上で記載することができます。
５．既存資料等の添付

																				経済産業省 ケイザイサンギョウショウ																												経済産業省 ケイザイサンギョウショウ

				連絡先:				機能材料商品開発室　酸化チタン系材料開発グループ　坂井　章人　（TEL　059-345-6150） キノウザイリョウショウヒンカイハツシツサンカケイザイリョウカイハツサカイアキヒト																								連絡先:				機能材料商品開発室　酸化チタン系材料開発グループ　坂井　章人　（TEL　059-345-6150） キノウザイリョウショウヒンカイハツシツサンカケイザイリョウカイハツサカイアキヒト

		項目 コウモク						概要 ガイヨウ												添付資料 テンプシリョウ		備考
（測定方法等） ビコウソクテイホウホウナド		公表の可否 コウヒョウカヒ						項目 コウモク						概要 ガイヨウ												添付資料 テンプシリョウ		備考
（測定方法等） ビコウソクテイホウホウナド		公表の可否 コウヒョウカヒ

		１．MSDSの添付 テンプ																												１．MSDSの添付 テンプ

						※代表的な製品（TTO-S-4）のMSDSを添付														添付有 テンプア														※代表的な製品（TTO-S-4）のMSDSを添付														添付有 テンプア

		２．ナノマテリアルの特性																												２．ナノマテリアルの特性

						特性		紫外線遮蔽能、吸着能、光触媒活性、触媒活性　 シガイセンシャヘイノウキュウチャクノウヒカリショクバイカッセイショクバイカッセイ												添付有 テンプア		資料1,2参照。透過率は分光光度計にて測定。 シリョウサンショウトウカリツブンコウコウドケイソクテイ												特性		紫外線遮蔽能、吸着能、光触媒活性、触媒活性　 シガイセンシャヘイノウキュウチャクノウヒカリショクバイカッセイショクバイカッセイ												添付有 テンプア		資料1,2参照。透過率は分光光度計にて測定。 シリョウサンショウトウカリツブンコウコウドケイソクテイ

						有害性情報 ユウガイセイジョウホウ		添付のMSDS　及び　平成16年度「ナノ原料を使用した化粧品の安全性評価システムに関する基礎調査」報告書（日本化粧品工業会参照）、「酸化ニッケル，結晶質シリカ，二酸化チタンの経気道生体影響-粒径との生体影響関連について-」（J.Aerosol Res.,20(3),200-206（2005)) テンツオヨヘイセイネンドゲンリョウシヨウケショウヒンアンゼンセイヒョウカカンキソチョウサホウコクショニホンケショウヒンコウギョウカイサンショウサンカケッショウシツニサンカヘ												添付有 テンプア		MSDSのみ添付 テンフ												有害性情報 ユウガイセイジョウホウ		添付のMSDS　及び　平成16年度「ナノ原料を使用した化粧品の安全性評価システムに関する基礎調査」報告書（日本化粧品工業会参照）、「酸化ニッケル，結晶質シリカ，二酸化チタンの経気道生体影響-粒径との生体影響関連について-」（J.Aerosol Res.,20(3),200-206（2005)) テンツオヨヘイセイネンドゲンリョウシヨウケショウヒンアンゼンセイヒョウカカンキソチョウサホウコクショニホンケショウヒンコウギョウカイサンショウサンカケッショウシツニサンカヘ												添付有 テンプア		MSDSのみ添付参照 テンフサンショウ

						結晶構造		製品のグレードにより、ルチル型（Ｒ）とアナタース型（Ａ）をラインナップ セイヒンカタカタ												添付有 テンプア		資料3,4参照 シリョウサンショウ												結晶構造		製品のグレードにより、ルチル型（Ｒ）とアナタース型（Ａ）をラインナップ セイヒンカタカタ												添付有 テンプア		資料3,4参照 シリョウサンショウ

						凝集状態／分散状態		製品中や空気中ではミクロンオーダーの凝集状態で存在し、容易に一次粒子にまで分散しないと考えている セイヒンブンサンカンガ												添付無 テンプナ														凝集状態／分散状態		製品中や空気中ではミクロンオーダーの凝集状態で存在し、容易に一次粒子にまで分散しないと考えている。当社での塗料試験において相当量の分散エネルギーをかけた際にも、ナノ酸化チタンは一次粒子にまで分散しなかったことを根拠として挙げておく。、 セイヒンブンサンカンガトウシャトリョウシケンソウトウリョウブンサンサイサンカア												添付無 テンプナ

						粒度分布		二次粒子の粒度分布データは特に有していない。一次粒子径の粒度分布に関しては、代表的なグレードのデータを添付。 ニジリュウシリュウドブンプトクユウイチジリュウシケイリュウドブンプカンダイヒョウテキテンツ												添付有 テンプア		資料5参照。透過型電子顕微鏡写真を画像分析装置にて測定。 トウカガタデンシケンビキョウシャシンガゾウブンセキソウチソクテイ												粒度分布		一次粒子径の粒度分布に関しては、代表的なグレードのデータを添付。二次粒子の粒度分布データは特に有していない。理由は、二次粒子の粒度分布は計測条件によって大きく変化することが判っているが、未だオーソライズされた評価方法が確立されていないことと、過去に顧客からデータを求められたことがないためである。 ニジリュウシリュウドブンプトクユウリユウケイソクジョウケンオオヘンカワカイマヒョウカホウホウカクリツカココキャクモト												添付有 テンプア		資料5参照。透過型電子顕微鏡写真を画像分析装置にて測定。 トウカガタデンシケンビキョウシャシンガゾウブンセキソウチソクテイ

						平均一次粒径 ヘイキンイチジリュウケイ		製品のグレードにより異なり、5-100nmまで種々ラインナップ。代表的なグレードのデータを添付。 セイヒンコトシュジュダイヒョウテキテンツ										ｎｍ		添付有 テンプア		資料3,4参照												平均一次粒径 ヘイキンイチジリュウケイ		製品のグレードにより異なり、5-100nmまで種々ラインナップ。代表的なグレードのデータを添付。 セイヒンコトシュジュダイヒョウテキテンツ										ｎｍ		添付有 テンプア		資料3,4参照

						製品粒径 セイヒン		二次粒子の粒度分布データは特に有していない。										ｎｍ		添付無 テンプナ														製品粒径 セイヒン		二次粒子の粒度分布データは特に有していない。理由に関しては、<粒度分布>の項を参照。 リユウカンリュウドブンプコウサンショウ										ｎｍ		添付無 テンプナ

						製品形状 セイヒンケイジョウ		製品のグレードにより異なるが、略球状，紡錘状，樹枝状をラインナップ リャクキュウジョウボウスイジョウジュシジョウ												添付有 テンプア		資料6,7参照。透過型電子顕微鏡にて写真撮影。 サツエイ												製品形状 セイヒンケイジョウ		製品のグレードにより異なるが、略球状，紡錘状，樹枝状をラインナップ リャクキュウジョウボウスイジョウジュシジョウ												添付有 テンプア		資料6,7参照。透過型電子顕微鏡にて写真撮影。 サツエイ

						密度 ミツド		製品のグレードにより異なるが、粉末製品で３．５～４．５。 フンマツセイヒン										g/cm3		添付無 テンプナ														密度 ミツド		製品のグレードにより異なるが、粉末製品で３．５～４．５。 フンマツセイヒン										g/cm3		添付無 テンプナ		液相または気相置換法 エキソウキソウチカンホウ

						比表面積 ヒ		製品のグレードにより異なるが、表面コート前の状態で約３００～１５㎡／gをラインナップ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヒョウメンマエジョウタイヤク										m2/g		添付無 テンプナ														比表面積 ヒ		製品のグレードにより異なるが、表面コート前の状態で約３００～１５㎡／gをラインナップ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヒョウメンマエジョウタイヤク										m2/g		添付無 テンプナ		BET法 ホウ

						表面電荷 ヒョウメン		データなし										ｍV		添付無 テンプナ														表面電荷 ヒョウメン		データなし										ｍV		添付無 テンプナ

						化学組成		二酸化チタン ニサンカ												添付無 テンプナ														化学組成		二酸化チタン（用途に応じて、他の物質を表面コートする場合が多い） ニサンカヨウトオウホカブッシツヒョウメンバアイオオ												添付無 テンプナ		MSDSの3項（組成、成分情報）参照 コウサンショウ

						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） タブツリカガクテキトクセイキコウリツカクサンジュウリョクチンコウシュウチャクシッシキオヨカンシキイドウサンカカンゲンヒカリカガクハンノウエイキョウドジョウチュウイドウセイナド		特になし トク												添付無 テンプナ														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） タブツリカガクテキトクセイキコウリツカクサンジュウリョクチンコウシュウチャクシッシキオヨカンシキイドウサンカカンゲンヒカリカガクハンノウエイキョウドジョウチュウイドウセイナド		特になし トク												添付無 テンプナ

		３．ばく露情報																												３．ばく露情報

				（１）製造・輸入に関する情報																												（１）製造・輸入に関する情報

						製造・輸入量
（年度毎）		日本酸化チタン工業会から一括して報告。 ニホンサンカコウギョウカイイッカツホウコク										ｔ																製造・輸入量
（年度毎）		日本酸化チタン工業会から一括して報告。 ニホンサンカコウギョウカイイッカツホウコク										ｔ

						製造・輸入量
（年度毎・概数） ガイスウ																												製造・輸入量
（年度毎・概数） ガイスウ

				（２）ばく露情報																												（２）ばく露情報

						主な用途 オモ		主な用途① オモヨウト		用途分類		10		詳細分類 ショウサイブンルイ		a		触媒、触媒担体		添付有 テンプア		資料2参照												主な用途 オモ		主な用途① オモヨウト		用途分類		10		詳細分類 ショウサイブンルイ		a		触媒、触媒担体		添付有 テンプア		資料2参照

								主な用途② オモヨウト		用途分類		17		詳細分類		h		電荷制御剤、流動性付与剤、研磨性付与剤、滑り性付与剤		添付無 テンプナ																主な用途② オモヨウト		用途分類		17		詳細分類		h		電荷制御剤、流動性付与剤、研磨性付与剤、滑り性付与剤		添付無 テンプナ

								主な用途③ オモヨウト		用途分類		23		詳細分類		e		外用品用医薬部外品の有効成分、製剤用基剤及び添加剤		添付有 テンプア		資料1参照														主な用途③ オモヨウト		用途分類		23		詳細分類		e		外用品用医薬部外品の有効成分、製剤用基剤及び添加剤		添付有 テンプア		資料1参照

								主な用途④ オモヨウト		用途分類				詳細分類																						主な用途④ オモヨウト		用途分類				詳細分類

								主な用途⑤ オモヨウト		用途分類				詳細分類																						主な用途⑤ オモヨウト		用途分類				詳細分類

						製造・加工施設及びプロセス		代表的なグレードのデータを添付。												添付有 テンプア		資料8参照 シリョウサンショウ												製造・加工施設及びプロセス		代表的なグレードのデータを添付。												添付有 テンプア		資料8参照 シリョウサンショウ

						労働者のばく露情報
（ばく露対象者、ばく露活動・時間等） ロウドウシャ		包装作業；平均１日２．５人，６時間従事 ジカンジュウジ												添付無 テンプナ				非公表 ヒコウヒョウ										労働者のばく露情報
（ばく露対象者、ばく露活動・時間等） ロウドウシャ		包装作業；平均１日２．５人，６時間従事。包装作業には数人程度が従事。尚、作業にあたっては保護具の着用を義務付け、場所によっては局所廃気装置を設置している。 スウニンテイドジュウジナオサギョウホゴグチャクヨウギムヅバショキョクショハイキソウチセッチ												添付無 テンプナ

						環境排出量		銘柄別の予算収率をもとに平成20年度の環境排出量を算出したところ、最大限に見積もっても、系外に排出された量は総生産量の約0.5％程度と試算される。製造ラインはほぼ密閉系であるため、経験的にほぼ全量が廃水処理施設に送液され、他工場の廃液と合わさって無機性汚泥として産業廃棄物として管理型処分場に搬出されており、直接、大気や水域へ排出されている量は、把握していないものの、極微少と判断している。今後、実態把握の方法について検討していく。 サイダイゲンミツリョウシサン												添付無 テンプナ				非公表 ヒコウヒョウ										環境排出量		銘柄別の予算収率をもとに平成20年度の環境排出量を算出したところ、最大限に見積もっても、系外に排出された量は総生産量の約0.5％程度と試算される。製造ラインはほぼ密閉系であるため、経験的にほぼ全量が廃水処理施設に送液され、他工場の廃液と合わさって無機性汚泥として産業廃棄物として管理型処分場に搬出されており、直接、大気や水域へ排出されている量は、把握していないものの、極微少と判断している。今後、実態把握の方法について検討していく。製造ラインはほぼ密閉系であり、製造プロセスから排出される廃液中の固形物は無機性												添付無 テンプナ

						計測技術と計測結果		労働安全衛生法に基づくナノ酸化チタン製造(包装)場の粉じん測定を定期的に行ない、管理区分Ⅰを確認している。今後、ナノサイズの粒子に特化した測定について検討を行っていく。												添付無 テンプナ				非公表 ヒコウヒョウ										計測技術と計測結果		労働安全衛生法に基づくナノ酸化チタン製造(包装)場の粉じん測定を定期的に行ない、管理区分Ⅰを確認している。今後、ナノサイズの粒子に特化した測定について検討を行っていく。いき、確立次第測定を開始する。 カクリツシダイソクテイカイシ												添付無 テンプナ

		４．リスク管理の対策状況																												４．リスク管理の対策状況

						ばく露・排出抑制対策 ロ		労働安全衛生法（粉じん則）に基づいた対策は実施中。厚生労働省局長通知に基づいた対策については、社内に設置されている専門部会にて対応を策定中。　 モトタイサクジッシチュウシャナイセンモンブカイタイオウサクテイチュウ												添付無 テンプナ														ばく露・排出抑制対策 ロ		労働安全衛生法（粉じん則）に基づいた対策は実施中。厚生労働省労働基準局長通知に基づいた対策については、社内に設置されている専門部会にて対応を策定中。　 モトタイサクジッシチュウロウドウキジュンシャナイセンモンブカイタイオウサクテイチュウ												添付無 テンプナ

						労働者への教育		MSDSや化審法，労働安全衛生法（粉じん則）に基づいた教育は実施中。ナノに特化した教育については、社内に設置されている専門部会にて対応を策定中。　 カシンホウロウドウキョウイクトッカキョウイク												添付無 テンプナ														労働者への教育		MSDSや化審法，労働安全衛生法（粉じん則）に基づいたに関する教育は実施中。ナノに特化した教育については、上記厚労省通達の周知は実施したが、更に理解度を高めるための方策について社内に設置されている専門部会にて対応を策定中。　 カシンホウロウドウカンキョウイクトッカキョウイクウエキコウロウショウツウタツシュウチジッシドホウサクシャナイ												添付無 テンプナ

						今後の対策等のロードマップ		社内に設置されている専門部会にて対策を検討中。　 タイサクケントウ												添付無 テンプナ														今後の対策等のロードマップ		<ばく露・排出抑制対策>の項に記載したようにナノサイズ粒子測定方法の確立に努めてゆくが、これ以外に社内に設置されている専門部会にて対策を検討中。　 コウキサイホウホウカクリツツトイガイタイサクケントウ												添付無 テンプナ

		５．ナノマテリアルの性質等に関する事業者のコメント																												５．ナノマテリアルの性質等に関する事業者のコメント

								ナノマテリアル酸化チタンは種々の特性を有する興味深い材料である。今後共、NEDO『ナノ粒子特性評価手法の研究開発』プロジェクト等の官学の動向や文献に注意を払いつつ研究開発や商品展開を推進していく。 トウスイシン												添付無 テンプナ																ナノマテリアル酸化チタンは種々の特性を有する興味深い材料である。今後共、NEDO『ナノ粒子特性評価手法の研究開発』プロジェクト等の官学の動向や文献に注意を払いつつ研究開発や商品展開を推進していく。 トウスイシン												添付無 テンプナ

		６．その他　　　																												６．その他　　　

																																				当社は医薬品等の有機中間体や農薬を製造販売しており、その関係から安全性の分野に詳しい社員がいる。社内の専門部会にはこのような者も加え、種々の対策に当たらせている。 イヤクヒントウユウキチュウカンカラダセイゾウハンバイカンケイアンゼンセイブンヤクワシャインシャナイセンモンブカイモノクワシュジュタイサクア



事業者において二物質以上のナノマテリアルを製造している場合には、物質毎にシートを作成してください。なお、試験研究用途については、対象としません。

代表的な製品のMSDSを添付してください。
（MSDS以外にも、自主的に作成されている安全指針等も可。）

代表的な製品について記載。情報を保有していない、測定不能等の場合には、当該項目をエクセル上で行毎削除してください。

本シートの他に、参考資料を添付される際は、「添付有」を選択してください。
（公開情報であれば、出典等を記載）

経済産業省HP上で公開できない情報については、「非公表」を選択してください。

「生産能力」も選択可能ですが、出来る限り「製造量」又は「輸入量」を記載してください。

非公表データとしますので、「製造量」又は「輸入量」を記載してください。

物質毎の合計量を記載してください。（品種毎の内訳等は必要ありません。）

代表的な用途について記載してください。用途開発中等、ごく少量のみが使用されている用途については、記載する必要はありません。

用途、詳細用途については、別紙分類コードから選択してください。

グラフ等を添付してください。凝集状態を示す電子顕微鏡写真等があれば添付してください。

グラフ等を添付。凝集状態を示す電子顕微鏡写真等があれば添付。

平成２０年度のデータを記載してください。

本報告様式で公開する情報を引用する場合に、事業者の許可が必要であれば、その旨記載してください。

代表的な製品について記載。情報を保有していない、測定不能等の場合には、当該項目をエクセル上で行毎削除してください。

本シートの他に、参考資料を添付される際は、「添付有」を選択してください。
（公開情報であれば、出典等を記載）

経済産業省HP上で公開できない情報については、「非公表」を選択してください。

代表的な製品について記載。情報を保有していない、測定不能等の場合には、当該項目をエクセル上で行毎削除してください。

本シートの他に、参考資料を添付される際は、「添付有」を選択してください。
（公開情報であれば、出典等を記載）

経済産業省HP上で公開できない情報については、「非公表」を選択してください。

グラフ等を添付してください。凝集状態を示す電子顕微鏡写真等があれば添付してください。

グラフ等を添付。凝集状態を示す電子顕微鏡写真等があれば添付。
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						材料名 ザイリョウメイ						二酸化チタン ニサンカ																		材料名 ザイリョウメイ						二酸化チタン ニサンカ																		材料名 ザイリョウメイ						二酸化チタン ニサンカ

						事業者名 ジギョウシャ						石原産業株式会社 イシハラサンギョウカブシキカイシャ																		事業者名 ジギョウシャ						石原産業株式会社 イシハラサンギョウカブシキカイシャ																		事業者名 ジギョウシャ						石原産業株式会社 イシハラサンギョウカブシキカイシャ

						　　　作成上の注意
１．本制度の趣旨は、現時点でナノマテリアル製造事業者等が保有する情報について提供をお願いするものであり、新たに試験・計測等を行うことを求めるものではありません。
２．ナノマテリアル製造事業者等が保有していない情報については、記載する必要はありません。
３．公表の可否について、項目毎に選択してください。
４．計測手法については必ずしも標準化されていないため、ナノマテリアル製造事業者等が独自に開発した手法等であっても、測定法の概要を明示した上で記載することができます。
５．既存資料等の添付																								　　　作成上の注意
１．本制度の趣旨は、現時点でナノマテリアル製造事業者等が保有する情報について提供をお願いするものであり、新たに試験・計測等を行うことを求めるものではありません。
２．ナノマテリアル製造事業者等が保有していない情報については、記載する必要はありません。
３．公表の可否について、項目毎に選択してください。
４．計測手法については必ずしも標準化されていないため、ナノマテリアル製造事業者等が独自に開発した手法等であっても、測定法の概要を明示した上で記載することができます。
５．既存資料等の添付																								　　　作成上の注意
１．本制度の趣旨は、現時点でナノマテリアル製造事業者等が保有する情報について提供をお願いするものであり、新たに試験・計測等を行うことを求めるものではありません。
２．ナノマテリアル製造事業者等が保有していない情報については、記載する必要はありません。
３．公表の可否について、項目毎に選択してください。
４．計測手法については必ずしも標準化されていないため、ナノマテリアル製造事業者等が独自に開発した手法等であっても、測定法の概要を明示した上で記載することができます。
５．既存資料等の添付

																								経済産業省 ケイザイサンギョウショウ																								経済産業省 ケイザイサンギョウショウ																								経済産業省 ケイザイサンギョウショウ

								連絡先:				機能材料商品開発室　酸化チタン系材料開発グループ　坂井　章人　（TEL　059-345-6150） キノウザイリョウショウヒンカイハツシツサンカケイザイリョウカイハツサカイアキヒト																				連絡先:				機能材料商品開発室　酸化チタン系材料開発グループ　坂井　章人　（TEL　059-345-6150） キノウザイリョウショウヒンカイハツシツサンカケイザイリョウカイハツサカイアキヒト																				連絡先:				機能材料商品開発室　酸化チタン系材料開発グループ　坂井　章人　（TEL　059-345-6150） キノウザイリョウショウヒンカイハツシツサンカケイザイリョウカイハツサカイアキヒト

						項目 コウモク						概要 ガイヨウ												添付資料 テンプシリョウ		備考
（測定方法等） ビコウソクテイホウホウナド		公表の可否 コウヒョウカヒ		項目 コウモク						概要 ガイヨウ												添付資料 テンプシリョウ		備考
（測定方法等） ビコウソクテイホウホウナド		公表の可否 コウヒョウカヒ		項目 コウモク						概要 ガイヨウ												添付資料 テンプシリョウ		備考
（測定方法等） ビコウソクテイホウホウナド		公表の可否 コウヒョウカヒ

						１．MSDSの添付 テンプ																								１．MSDSの添付 テンプ																								１．MSDSの添付 テンプ

										※代表的な製品（TTO-S-4）のMSDSを添付														添付有 テンプア										※代表的な製品（TTO-S-4）のMSDSを添付														添付有 テンプア										※代表的な製品（TTO-S-4）のMSDSを添付														添付有 テンプア

						２．ナノマテリアルの特性																								２．ナノマテリアルの特性																								２．ナノマテリアルの特性

										特性		紫外線遮蔽能、吸着能、光触媒活性、触媒活性　 シガイセンシャヘイノウキュウチャクノウヒカリショクバイカッセイショクバイカッセイ												添付有 テンプア		資料1,2参照。透過率は分光光度計にて測定。 シリョウサンショウトウカリツブンコウコウドケイソクテイ								特性		紫外線遮蔽能、吸着能、光触媒活性、触媒活性　 シガイセンシャヘイノウキュウチャクノウヒカリショクバイカッセイショクバイカッセイ												添付有 テンプア		資料1,2参照。透過率は分光光度計にて測定。 シリョウサンショウトウカリツブンコウコウドケイソクテイ								特性		紫外線遮蔽能、吸着能、光触媒活性、触媒活性　 シガイセンシャヘイノウキュウチャクノウヒカリショクバイカッセイショクバイカッセイ												添付有 テンプア		資料1,2参照。透過率は分光光度計にて測定。 シリョウサンショウトウカリツブンコウコウドケイソクテイ

										有害性情報 ユウガイセイジョウホウ		添付のMSDS　及び　平成16年度「ナノ原料を使用した化粧品の安全性評価システムに関する基礎調査」報告書（日本化粧品工業会参照）、「酸化ニッケル，結晶質シリカ，二酸化チタンの経気道生体影響-粒径との生体影響関連について-」（J.Aerosol Res.,20(3),200-206（2005)) テンツオヨヘイセイネンドゲンリョウシヨウケショウヒンアンゼンセイヒョウカカンキソチョウサホウコクショニホンケショウヒンコウギョウカイサンショウサンカケッショウシツニサンカヘ												添付有 テンプア		MSDSのみ添付参照 テンフサンショウ								有害性情報 ユウガイセイジョウホウ		添付のMSDS　及び　平成16年度「ナノ原料を使用した化粧品の安全性評価システムに関する基礎調査」報告書（日本化粧品工業会参照）、「酸化ニッケル，結晶質シリカ，二酸化チタンの経気道生体影響-粒径との生体影響関連について-」（J.Aerosol Res.,20(3),200-206（2005)) テンツオヨヘイセイネンドゲンリョウシヨウケショウヒンアンゼンセイヒョウカカンキソチョウサホウコクショニホンケショウヒンコウギョウカイサンショウサンカケッショウシツニサンカヘ												添付有 テンプア		MSDSのみ添付参照 テンフサンショウ								有害性情報 ユウガイセイジョウホウ		添付のMSDS　及び　平成16年度「ナノ原料を使用した化粧品の安全性評価システムに関する基礎調査」報告書（日本化粧品工業会参照）、「酸化ニッケル，結晶質シリカ，二酸化チタンの経気道生体影響-粒径との生体影響関連について-」（J.Aerosol Res.,20(3),200-206（2005)) テンツオヨヘイセイネンドゲンリョウシヨウケショウヒンアンゼンセイヒョウカカンキソチョウサホウコクショニホンケショウヒンコウギョウカイサンショウサンカケッショウシツニサンカヘ												添付有 テンプア		MSDS参照 サンショウ

										結晶構造		製品のグレードにより、ルチル型（Ｒ）とアナタース型（Ａ）をラインナップ セイヒンカタカタ												添付有 テンプア		資料3,4参照 シリョウサンショウ								結晶構造		製品のグレードにより、ルチル型（Ｒ）とアナタース型（Ａ）をラインナップ セイヒンカタカタ												添付有 テンプア		資料3,4参照 シリョウサンショウ								結晶構造		製品のグレードにより、ルチル型（Ｒ）とアナタース型（Ａ）をラインナップ セイヒンカタカタ												添付有 テンプア		資料3,4参照 シリョウサンショウ

										凝集状態／分散状態		製品中や空気中ではミクロンオーダーの凝集状態で存在し、容易に一次粒子にまで分散しないと考えている。当社での塗料試験において相当量の分散エネルギーをかけた際にも、ナノ酸化チタンは一次粒子にまで分散しなかったことを根拠として挙げておく。、 セイヒンブンサンカンガトウシャトリョウシケンソウトウリョウブンサンサイサンカア												添付無 テンプナ										凝集状態／分散状態		製品中や空気中ではミクロンオーダーの凝集状態で存在し、容易に一次粒子にまで分散しないと考えている。当社での塗料試験において相当量の分散エネルギーをかけた際にも、ナノ酸化チタンは一次粒子にまで分散しなかったことを根拠として挙げておく。、 セイヒンブンサンカンガトウシャトリョウシケンソウトウリョウブンサンサイサンカア												添付無 テンプナ										凝集状態／分散状態		製品中や空気中ではミクロンオーダーの凝集状態で存在し、容易に一次粒子にまで分散しないと考えている。当社での塗料試験において相当量の分散エネルギーをかけた際にも、ナノ酸化チタンは一次粒子にまで分散しなかったことを根拠として挙げておく。 セイヒンブンサンカンガトウシャトリョウシケンソウトウリョウブンサンサイサンカア												添付無 テンプナ

										粒度分布		一次粒子径の粒度分布に関しては、代表的なグレードのデータを添付。二次粒子の粒度分布データは特に有していない。理由は、二次粒子の粒度分布は計測条件によって大きく変化することが判っているが、未だオーソライズされた評価方法が確立されていないことと、過去に顧客からデータを求められたことがないためである。 ニジリュウシリュウドブンプトクユウリユウケイソクジョウケンオオヘンカワカイマヒョウカホウホウカクリツカココキャクモト												添付有 テンプア		資料5参照。透過型電子顕微鏡写真を画像分析装置にて測定。 トウカガタデンシケンビキョウシャシンガゾウブンセキソウチソクテイ								粒度分布		一次粒子径の粒度分布に関しては、代表的なグレードのデータを添付。二次粒子の粒度分布データは特に有していない。理由は、二次粒子の粒度分布は計測条件によって大きく変化することが判っているが、未だオーソライズされた評価方法が確立されていないことと、過去に顧客からデータを求められたことがないためである。 ニジリュウシリュウドブンプトクユウリユウケイソクジョウケンオオヘンカワカイマヒョウカホウホウカクリツカココキャクモト												添付有 テンプア		資料5参照。透過型電子顕微鏡写真を画像分析装置にて測定。 トウカガタデンシケンビキョウシャシンガゾウブンセキソウチソクテイ								粒度分布		一次粒子径の粒度分布に関しては、代表的なグレードのデータを添付。二次粒子の粒度分布データは特に有していない。理由は、二次粒子の粒度分布は計測条件によって大きく変化することが判っているが、未だオーソライズされた評価方法が確立されていないことと、過去に顧客からデータを求められたことがないためである。 ニジリュウシリュウドブンプトクユウリユウケイソクジョウケンオオヘンカワカイマヒョウカホウホウカクリツカココキャクモト												添付有 テンプア		資料5参照。透過型電子顕微鏡写真を画像分析装置にて測定。 トウカガタデンシケンビキョウシャシンガゾウブンセキソウチソクテイ

										平均一次粒径 ヘイキンイチジリュウケイ		製品のグレードにより異なり、5-100nmまで種々ラインナップ。代表的なグレードのデータを添付。 セイヒンコトシュジュダイヒョウテキテンツ										ｎｍ		添付有 テンプア		資料3,4参照								平均一次粒径 ヘイキンイチジリュウケイ		製品のグレードにより異なり、5-100nmまで種々ラインナップ。代表的なグレードのデータを添付。 セイヒンコトシュジュダイヒョウテキテンツ										ｎｍ		添付有 テンプア		資料3,4参照								平均一次粒径 ヘイキンイチジリュウケイ		製品のグレードにより異なり、5-100nmまで種々ラインナップ。代表的なグレードのデータを添付。 セイヒンコトシュジュダイヒョウテキテンツ										ｎｍ		添付有 テンプア		資料3,4参照

										製品粒径 セイヒン		二次粒子の粒度分布データは特に有していない。理由に関しては、<粒度分布>の項を参照。 リユウカンリュウドブンプコウサンショウ										ｎｍ		添付無 テンプナ										製品粒径 セイヒン		二次粒子の粒度分布データは特に有していない。理由に関しては、<粒度分布>の項を参照。 リユウカンリュウドブンプコウサンショウ										ｎｍ		添付無 テンプナ										製品粒径 セイヒン		二次粒子の粒度分布データは特に有していない。理由に関しては、<粒度分布>の項を参照。 リユウカンリュウドブンプコウサンショウ										ｎｍ		添付無 テンプナ

										製品形状 セイヒンケイジョウ		製品のグレードにより異なるが、略球状，紡錘状，樹枝状をラインナップ リャクキュウジョウボウスイジョウジュシジョウ												添付有 テンプア		資料6,7参照。透過型電子顕微鏡にて写真撮影。 サツエイ								製品形状 セイヒンケイジョウ		製品のグレードにより異なるが、略球状，紡錘状，樹枝状をラインナップ リャクキュウジョウボウスイジョウジュシジョウ												添付有 テンプア		資料6,7参照。透過型電子顕微鏡にて写真撮影。 サツエイ								製品形状 セイヒンケイジョウ		製品のグレードにより異なるが、略球状，紡錘状，樹枝状をラインナップ リャクキュウジョウボウスイジョウジュシジョウ												添付有 テンプア		資料6,7参照。透過型電子顕微鏡にて写真撮影。 サツエイ

										密度 ミツド		製品のグレードにより異なるが、粉末製品で３．５～４．５。 フンマツセイヒン										g/cm3		添付無 テンプナ		液相または気相置換法 エキソウキソウチカンホウ								密度 ミツド		製品のグレードにより異なるが、粉末製品で３．５～４．５。 フンマツセイヒン										g/cm3		添付無 テンプナ		液相または気相置換法 エキソウキソウチカンホウ								密度 ミツド		製品のグレードにより異なるが、粉末製品で３．５～４．５。 フンマツセイヒン										g/cm3		添付無 テンプナ		真密度。液相または気相置換法 シンミツドエキソウキソウチカンホウ

										比表面積 ヒ		製品のグレードにより異なるが、表面コート前の状態で約３００～１５㎡／gをラインナップ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヒョウメンマエジョウタイヤク										m2/g		添付無 テンプナ		BET法 ホウ								比表面積 ヒ		製品のグレードにより異なるが、表面コート前の状態で約３００～１５㎡／gをラインナップ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヒョウメンマエジョウタイヤク										m2/g		添付無 テンプナ		BET法 ホウ								比表面積 ヒ		製品のグレードにより異なるが、表面コート前の状態で約３００～１５㎡／gをラインナップ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヒョウメンマエジョウタイヤク										m2/g		添付無 テンプナ		BET法 ホウ

										表面電荷 ヒョウメン		データなし										ｍV		添付無 テンプナ										表面電荷 ヒョウメン		データなし										ｍV		添付無 テンプナ										表面電荷 ヒョウメン		データなし										ｍV		添付無 テンプナ

										化学組成		二酸化チタン（用途に応じて、他の物質を表面コートする場合が多い） ニサンカヨウトオウホカブッシツヒョウメンバアイオオ												添付無 テンプナ		MSDSの3項（組成、成分情報）参照 コウサンショウ								化学組成		二酸化チタン（用途に応じて、他の物質を表面コートする場合が多い） ニサンカヨウトオウホカブッシツヒョウメンバアイオオ												添付無 テンプナ		MSDSの3項（組成、成分情報）参照 コウサンショウ								化学組成		二酸化チタン（用途に応じて、他の物質を表面コートする場合が多い） ニサンカヨウトオウホカブッシツヒョウメンバアイオオ												添付無 テンプナ		MSDSの3項（組成、成分情報）参照 コウサンショウ

										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） タブツリカガクテキトクセイキコウリツカクサンジュウリョクチンコウシュウチャクシッシキオヨカンシキイドウサンカカンゲンヒカリカガクハンノウエイキョウドジョウチュウイドウセイナド		特になし トク												添付無 テンプナ										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） タブツリカガクテキトクセイキコウリツカクサンジュウリョクチンコウシュウチャクシッシキオヨカンシキイドウサンカカンゲンヒカリカガクハンノウエイキョウドジョウチュウイドウセイナド		特になし トク												添付無 テンプナ										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） タブツリカガクテキトクセイキコウリツカクサンジュウリョクチンコウシュウチャクシッシキオヨカンシキイドウサンカカンゲンヒカリカガクハンノウエイキョウドジョウチュウイドウセイナド		特になし トク												添付無 テンプナ

						３．ばく露情報																								３．ばく露情報																								３．ばく露情報

								（１）製造・輸入に関する情報																								（１）製造・輸入に関する情報																								（１）製造・輸入に関する情報

										製造・輸入量
（年度毎）		日本酸化チタン工業会から一括して報告。 ニホンサンカコウギョウカイイッカツホウコク										ｔ												製造・輸入量
（年度毎）		日本酸化チタン工業会から一括して報告。 ニホンサンカコウギョウカイイッカツホウコク										ｔ												製造・輸入量
（年度毎）		日本酸化チタン工業会から一括して報告。 ニホンサンカコウギョウカイイッカツホウコク										ｔ

										製造・輸入量
（年度毎・概数） ガイスウ																								製造・輸入量
（年度毎・概数） ガイスウ																								製造・輸入量
（年度毎・概数） ガイスウ

								（２）ばく露情報																								（２）ばく露情報																								（２）ばく露情報

										主な用途 オモ		主な用途① オモヨウト		用途分類		10		詳細分類 ショウサイブンルイ		a		触媒、触媒担体		添付有 テンプア		資料2参照								主な用途 オモ		主な用途① オモヨウト		用途分類		10		詳細分類 ショウサイブンルイ		a		触媒、触媒担体		添付有 テンプア		資料2参照								主な用途 オモ		主な用途① オモヨウト		用途分類		10		詳細分類 ショウサイブンルイ		a		触媒、触媒担体		添付有 テンプア		資料2参照

												主な用途② オモヨウト		用途分類		17		詳細分類		h		電荷制御剤、流動性付与剤、研磨性付与剤、滑り性付与剤		添付無 テンプナ												主な用途② オモヨウト		用途分類		17		詳細分類		h		電荷制御剤、流動性付与剤、研磨性付与剤、滑り性付与剤		添付無 テンプナ												主な用途② オモヨウト		用途分類		17		詳細分類		h		電荷制御剤、流動性付与剤、研磨性付与剤、滑り性付与剤		添付無 テンプナ

												主な用途③ オモヨウト		用途分類		23		詳細分類		e		外用品用医薬部外品の有効成分、製剤用基剤及び添加剤		添付有 テンプア		資料1参照										主な用途③ オモヨウト		用途分類		23		詳細分類		e		外用品用医薬部外品の有効成分、製剤用基剤及び添加剤		添付有 テンプア		資料1参照										主な用途③ オモヨウト		用途分類		23		詳細分類		e		外用品用医薬部外品の有効成分、製剤用基剤及び添加剤		添付有 テンプア		資料1参照

												主な用途④ オモヨウト		用途分類				詳細分類																		主な用途④ オモヨウト		用途分類				詳細分類																		主な用途④ オモヨウト		用途分類				詳細分類

												主な用途⑤ オモヨウト		用途分類				詳細分類																		主な用途⑤ オモヨウト		用途分類				詳細分類																		主な用途⑤ オモヨウト		用途分類				詳細分類

										製造・加工施設及びプロセス		代表的なグレードのデータを添付。												添付有 テンプア		資料8参照 シリョウサンショウ								製造・加工施設及びプロセス		代表的なグレードのデータを添付。												添付有 テンプア		資料8参照 シリョウサンショウ								製造・加工施設及びプロセス		代表的なグレードのデータを添付。												添付有 テンプア		資料8参照 シリョウサンショウ

										労働者のばく露情報
（ばく露対象者、ばく露活動・時間等） ロウドウシャ		包装作業；平均１日２．５人，６時間従事。包装作業には数人程度が従事。尚、作業にあたっては保護具の着用を義務付け、場所によっては局所廃気装置を設置している。 スウニンテイドジュウジナオサギョウホゴグチャクヨウギムヅバショキョクショハイキソウチセッチ												添付無 テンプナ										労働者のばく露情報
（ばく露対象者、ばく露活動・時間等） ロウドウシャ		包装作業；平均１日２．５人，６時間従事。包装作業には2ないし3人が一日当り6時間従事している数人程度が従事。尚、作業にあたっては防塵マスク、ゴーグル等の保護具の着用を義務付け、発塵発生箇所には場所によっては局所廃気装置を設置している。 ニンイチニチアタジカンジュウジスウニンテイドジュウジナオサギョウボウジントウホゴグチャクヨウギムヅハツジンハッセイカショバショキョクショハイキソウチセッチ												添付無 テンプナ										労働者のばく露情報
（ばく露対象者、ばく露活動・時間等） ロウドウシャ		包装作業は2ないし3人が一日当り6時間従事している。尚、作業にあたっては防塵マスク、ゴーグル等の保護具の着用を義務付け、発塵発生箇所には局所廃気装置を設置している。 ニンイチニチアタジカンジュウジナオサギョウボウジントウホゴグチャクヨウギムヅハツジンハッセイカショキョクショハイキソウチセッチ												添付無 テンプナ

										環境排出量		銘柄別の予算収率をもとに平成20年度の環境排出量を算出したところ、最大限に見積もっても、系外に排出された量は総生産量の約0.5％程度と試算される。製造ラインはほぼ密閉系であるため、経験的にほぼ全量が廃水処理施設に送液され、他工場の廃液と合わさって無機性汚泥として産業廃棄物として管理型処分場に搬出されており、直接、大気や水域へ排出されている量は、把握していないものの、極微少と判断している。今後、実態把握の方法について検討していく。製造ラインはほぼ密閉系であり、製造プロセスから排出される廃液中の固形物は無機性												添付無 テンプナ										環境排出量		銘柄別の予算収率をもとに平成20年度の環境排出量を算出したところ、最大限に見積もっても、系外に排出された量は総生産量の約0.5％程度と試算される。製造ラインはほぼ密閉系であるため、経験的にほぼ全量が廃水処理施設に送液され、他工場の廃液と合わさって無機性汚泥として産業廃棄物として管理型処分場に搬出されており、直接、大気や水域へ排出されている量は、把握していないものの、極微少と判断している。今後、実態把握の方法について検討していく。製造ラインはほぼ密閉系されているであり、製造プロセスから排出される廃液に含まれ												添付無 テンプナ										環境排出量		製造プロセスから排出される廃液に含まれる固形物は無機性汚泥として産業廃棄物として管理型処分場に搬出される。また、製造ラインはほぼ密閉されているので直接、大気や水域へ排出されている量は極微少と判断しているが、今後とも実態把握に努めてゆく。 セイゾウハイシュツハイエキフクコケイブツセイゾウミッペイツト												添付無 テンプナ

										計測技術と計測結果		労働安全衛生法に基づくナノ酸化チタン製造(包装)場の粉じん測定を定期的に行ない、管理区分Ⅰを確認している。今後、ナノサイズの粒子に特化した測定について検討を行っていく。いき、確立次第測定を開始する。 カクリツシダイソクテイカイシ												添付無 テンプナ										計測技術と計測結果		労働安全衛生法に基づくナノ酸化チタン製造(包装)場の粉じん測定を定期的に行ない、管理区分Ⅰを確認している。今後、ナノサイズの粒子に特化した測定について検討を行っていく。いき、確立次第測定を開始する。 カクリツシダイソクテイカイシ												添付無 テンプナ										計測技術と計測結果		労働安全衛生法に基づくナノ酸化チタン製造(包装)場の粉じん測定を定期的に行ない、管理区分Ⅰを確認している。今後、ナノサイズの粒子に特化した測定について検討を行っていき、確立次第測定を開始する。 カクリツシダイソクテイカイシ												添付無 テンプナ

						４．リスク管理の対策状況																								４．リスク管理の対策状況																								４．リスク管理の対策状況

										ばく露・排出抑制対策 ロ		労働安全衛生法（粉じん則）に基づいた対策は実施中。厚生労働省労働基準局長通知に基づいた対策については、社内に設置されている専門部会にて対応を策定中。　 モトタイサクジッシチュウロウドウキジュンシャナイセンモンブカイタイオウサクテイチュウ												添付無 テンプナ										ばく露・排出抑制対策 ロ		労働安全衛生法（粉じん則）に基づいた対策は実施中。厚生労働省労働基準局長通知に基づいた対策については、社内に設置されている専門部会にて対応を策定中。　 モトタイサクジッシチュウロウドウキジュンシャナイセンモンブカイタイオウサクテイチュウ												添付無 テンプナ										ばく露・排出抑制対策 ロ		労働安全衛生法（粉じん則）に基づいた対策は実施中。厚生労働省労働基準局長通知に基づいた対策については、社内に設置されている専門部会にて対応を策定中。　 モトタイサクジッシチュウロウドウキジュンシャナイセンモンブカイタイオウサクテイチュウ												添付無 テンプナ

										労働者への教育		MSDSや化審法，労働安全衛生法（粉じん則）に基づいたに関する教育は実施中。ナノに特化した教育については、上記厚労省通達の周知は実施したが、更に理解度を高めるための方策について社内に設置されている専門部会にて対応を策定中。　 カシンホウロウドウカンキョウイクトッカキョウイクウエキコウロウショウツウタツシュウチジッシドホウサクシャナイ												添付無 テンプナ										労働者への教育		MSDSや化審法，労働安全衛生法（粉じん則）に基づいたに関する教育は定期的に行なっている実施中。ナノに特化した教育については、上記厚労省通達の周知は実施したが、更に理解度を高めるための方策について社内に設置されている専門部会にて対応を策定中。　 カシンホウロウドウカンキョウイクテイキテキオコトッカキョウイクウエキコウロウショウツウタツシュウチジッシドホウサクシャナイ												添付無 テンプナ										労働者への教育		MSDSや化審法，労働安全衛生法（粉じん則）に関する教育は定期的に行なっている実施中。ナノに特化した教育については、上記厚労省通達の周知は実施したが、更に理解度を高めるための方策について社内に設置されている専門部会にて対応を策定中。　 カシンホウロウドウカンキョウイクテイキテキオコトッカキョウイクウエキコウロウショウツウタツシュウチジッシドホウサクシャナイ												添付無 テンプナ

										今後の対策等のロードマップ		<ばく露・排出抑制対策>の項に記載したようにナノサイズ粒子測定方法の確立に努めてゆくが、これ以外に社内に設置されている専門部会にて対策を検討中。　 コウキサイホウホウカクリツツトイガイタイサクケントウ												添付無 テンプナ										今後の対策等のロードマップ		<ばく露・排出抑制対策>の項に記載したようにナノサイズ粒子測定方法の確立に努めてゆくが、これ以外に社内に設置されている専門部会にて対策を検討中。　 コウキサイホウホウカクリツツトイガイタイサクケントウ												添付無 テンプナ										今後の対策等のロードマップ		<ばく露・排出抑制対策>の項に記載したようにナノサイズ粒子測定方法の確立に努めてゆくが、これ以外に社内に設置されている専門部会にて対策を検討中。　 コウキサイホウホウカクリツツトイガイタイサクケントウ												添付無 テンプナ

						５．ナノマテリアルの性質等に関する事業者のコメント																								５．ナノマテリアルの性質等に関する事業者のコメント																								５．ナノマテリアルの性質等に関する事業者のコメント

												ナノマテリアル酸化チタンは種々の特性を有する興味深い材料である。今後共、NEDO『ナノ粒子特性評価手法の研究開発』プロジェクト等の官学の動向や文献に注意を払いつつ研究開発や商品展開を推進していく。 トウスイシン												添付無 テンプナ												ナノマテリアル酸化チタンは種々の特性を有する興味深い材料である。今後共、NEDO『ナノ粒子特性評価手法の研究開発』プロジェクト等の官学の動向や文献に注意を払いつつ研究開発や商品展開を推進していく。 トウスイシン												添付無 テンプナ												ナノマテリアル酸化チタンは種々の特性を有する興味深い材料である。今後共、NEDO『ナノ粒子特性評価手法の研究開発』プロジェクト等の官学の動向や文献に注意を払いつつ研究開発や商品展開を推進していく。 トウスイシン												添付無 テンプナ

						６．その他　　　																								６．その他　　　																								６．その他　　　

												当社は医薬品等の有機中間体や農薬を製造販売しており、その関係から安全性の分野に詳しい社員がいる。社内の専門部会にはこのような者も加え、種々の対策に当たらせている。 イヤクヒントウユウキチュウカンカラダセイゾウハンバイカンケイアンゼンセイブンヤクワシャインシャナイセンモンブカイモノクワシュジュタイサクア																								当社は農薬、医薬品等の有機中間体や農薬を製造販売しているおり、その関係から安全性評価の分野にを専門とする詳しい社員がいる。社内のナノマテリアル関係の専門部会にはこのような者も加え、種々の対策に当たらせている。 ノウヤクイヤクヒントウユウキチュウカンカラダセイゾウハンバイカンケイアンゼンセイヒョウカブンヤセンモンクワシャインシャナイカンケイセンモンブカイモノクワシュジュタイサクア																								当社は農薬、医薬品等の有機中間体や農薬を製造販売している関係から安全性評価を専門とする社員がいる。社内のナノマテリアル関係の専門部会にはこのような者も加え、種々の対策に当たらせている。 ノウヤクイヤクヒントウユウキチュウカンカラダセイゾウハンバイカンケイアンゼンセイヒョウカセンモンシャインシャナイカンケイセンモンブカイモノクワシュジュタイサクア



事業者において二物質以上のナノマテリアルを製造している場合には、物質毎にシートを作成してください。なお、試験研究用途については、対象としません。

代表的な製品のMSDSを添付してください。
（MSDS以外にも、自主的に作成されている安全指針等も可。）

代表的な製品について記載。情報を保有していない、測定不能等の場合には、当該項目をエクセル上で行毎削除してください。

本シートの他に、参考資料を添付される際は、「添付有」を選択してください。
（公開情報であれば、出典等を記載）

経済産業省HP上で公開できない情報については、「非公表」を選択してください。

「生産能力」も選択可能ですが、出来る限り「製造量」又は「輸入量」を記載してください。

非公表データとしますので、「製造量」又は「輸入量」を記載してください。

物質毎の合計量を記載してください。（品種毎の内訳等は必要ありません。）

代表的な用途について記載してください。用途開発中等、ごく少量のみが使用されている用途については、記載する必要はありません。

用途、詳細用途については、別紙分類コードから選択してください。

グラフ等を添付してください。凝集状態を示す電子顕微鏡写真等があれば添付してください。

グラフ等を添付。凝集状態を示す電子顕微鏡写真等があれば添付。

平成２０年度のデータを記載してください。

本報告様式で公開する情報を引用する場合に、事業者の許可が必要であれば、その旨記載してください。

代表的な製品について記載。情報を保有していない、測定不能等の場合には、当該項目をエクセル上で行毎削除してください。

本シートの他に、参考資料を添付される際は、「添付有」を選択してください。
（公開情報であれば、出典等を記載）

経済産業省HP上で公開できない情報については、「非公表」を選択してください。

代表的な製品について記載。情報を保有していない、測定不能等の場合には、当該項目をエクセル上で行毎削除してください。

本シートの他に、参考資料を添付される際は、「添付有」を選択してください。
（公開情報であれば、出典等を記載）

経済産業省HP上で公開できない情報については、「非公表」を選択してください。

グラフ等を添付してください。凝集状態を示す電子顕微鏡写真等があれば添付してください。

グラフ等を添付。凝集状態を示す電子顕微鏡写真等があれば添付。
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						　　　作成上の注意
１．本制度の趣旨は、現時点でナノマテリアル製造事業者等が保有する情報について提供をお願いするものであり、新たに試験・計測等を行うことを求めるものではありません。
２．ナノマテリアル製造事業者等が保有していない情報については、記載する必要はありません。
３．公表の可否について、項目毎に選択してください。
４．計測手法については必ずしも標準化されていないため、ナノマテリアル製造事業者等が独自に開発した手法等であっても、測定法の概要を明示した上で記載することができます。
５．既存資料等の添付
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								連絡先:				機能材料商品開発室　酸化チタン系材料開発グループ　坂井　章人　（TEL　059-345-6150） キノウザイリョウショウヒンカイハツシツサンカケイザイリョウカイハツサカイアキヒト

						項目 コウモク						概要 ガイヨウ												添付資料 テンプシリョウ		備考
（測定方法等） ビコウソクテイホウホウナド		公表の可否 コウヒョウカヒ

						１．MSDSの添付 テンプ

										※代表的な製品（FZO-50）のMSDSを添付														添付有 テンプア

						２．ナノマテリアルの特性

										特性		紫外線遮蔽能、吸着能、光触媒活性、触媒活性　 シガイセンシャヘイノウキュウチャクノウヒカリショクバイカッセイショクバイカッセイ												添付有 テンプア		資料1参照。透過率は分光光度計にて測定。 シリョウサンショウトウカリツブンコウコウドケイソクテイ

										有害性情報 ユウガイセイジョウホウ		添付のMSDS参照 テンツサンショウ												添付有 テンプア		MSDS参照 サンショウ

										結晶構造		ウルツ鉱型 コウカタ												添付無 テンプナ

										凝集状態／分散状態		製品中や空気中ではミクロンオーダーの凝集状態で存在し、容易に一次粒子にまで分散しないと考えている。当社での塗料試験において相当量の分散エネルギーをかけた際にも、ナノ酸化亜鉛は一次粒子にまで分散しなかったことを根拠として挙げておく。 セイヒンブンサンカンガトウシャトリョウシケンソウトウリョウブンサンサイサンカアエンア												添付無 テンプナ

										粒度分布		一次粒子径，二次粒子径ともに粒度分布データは有していない。二次粒子の粒度分布データを有していない理由は、未だオーソライズされた評価方法が確立されていないことと、過去に顧客からデータを求められたことがないためである。 ケイリュウドブンプユウユウイマヒョウカホウホウカクリツカココキャクモト												添付有 テンプア		資料2参照。透過型電子顕微鏡写真を画像分析装置にて測定。 トウカガタデンシケンビキョウシャシンガゾウブンセキソウチソクテイ

										平均一次粒径 ヘイキンイチジリュウケイ		製品のグレードにより異なるが、代表的なグレードのFZO-50は約20nm。 セイヒンコトダイヒョウテキヤク										ｎｍ		添付有 テンプア		資料3,4参照

										製品粒径 セイヒン		二次粒子の粒度分布データは特に有していない。理由に関しては、<粒度分布>の項を参照。 リユウカンリュウドブンプコウサンショウ										ｎｍ		添付無 テンプナ

										製品形状 セイヒンケイジョウ		略球状 リャクキュウジョウ												添付有 テンプア		資料6,7参照。透過型電子顕微鏡にて写真撮影。 サツエイ

										密度 ミツド		製品のグレードにより異なるが、粉末製品で５．０～６．０。 フンマツセイヒン										g/cm3		添付無 テンプナ		真密度。液相または気相置換法 シンミツドエキソウキソウチカンホウ

										比表面積 ヒ		製品のグレードにより異なるが、表面コート前の状態で約８０～２０㎡／gをラインナップ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヒョウメンマエジョウタイヤク										m2/g		添付無 テンプナ		BET法 ホウ

										表面電荷 ヒョウメン		データなし										ｍV		添付無 テンプナ

										化学組成		酸化亜鉛（用途に応じて、他の物質を表面コートする場合が多い） サンカアエンヨウトオウホカブッシツヒョウメンバアイオオ												添付無 テンプナ		MSDSの3項（組成、成分情報）参照 コウサンショウ

										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） タブツリカガクテキトクセイキコウリツカクサンジュウリョクチンコウシュウチャクシッシキオヨカンシキイドウサンカカンゲンヒカリカガクハンノウエイキョウドジョウチュウイドウセイナド		特になし トク												添付無 テンプナ

						３．ばく露情報

								（１）製造・輸入に関する情報

										製造・輸入量
（年度毎）												ｔ

										製造・輸入量
（年度毎・概数） ガイスウ

								（２）ばく露情報

										主な用途 オモ		主な用途① オモヨウト		用途分類		23		詳細分類 ショウサイブンルイ		e		外用品用医薬部外品の有効成分、製剤用基剤及び添加剤		添付有 テンプア		資料1参照

												主な用途② オモヨウト		用途分類				詳細分類

												主な用途③ オモヨウト		用途分類				詳細分類

												主な用途④ オモヨウト		用途分類				詳細分類

												主な用途⑤ オモヨウト		用途分類				詳細分類

										製造・加工施設及びプロセス		代表的なグレードのデータを添付。												添付無 テンプナ

										労働者のばく露情報
（ばく露対象者、ばく露活動・時間等） ロウドウシャ		包装作業は１ないし2人が一日当り6時間従事している。尚、作業にあたっては防塵マスク、ゴーグル等の保護具の着用を義務付け、発塵発生箇所には局所廃気装置を設置している。 ニンイチニチアタジカンジュウジナオサギョウボウジントウホゴグチャクヨウギムヅハツジンハッセイカショキョクショハイキソウチセッチ												添付無 テンプナ

										環境排出量		製造プロセスから排出される廃液に含まれる固形物は無機性汚泥として産業廃棄物として管理型処分場に搬出される。また、製造ラインはほぼ密閉されているので直接、大気や水域へ排出されている量は極微少と判断しているが、今後とも実態把握に努めてゆく。 セイゾウハイシュツハイエキフクコケイブツセイゾウミッペイツト												添付無 テンプナ

										計測技術と計測結果		労働安全衛生法に基づくナノ酸化亜鉛製造(包装)場の粉じん測定を定期的に行ない、管理区分Ⅰを確認している。今後、ナノサイズの粒子に特化した測定について検討を行っていき、確立次第測定を開始する。 アエンカクリツシダイソクテイカイシ												添付無 テンプナ

						４．リスク管理の対策状況

										ばく露・排出抑制対策 ロ		労働安全衛生法（粉じん則）に基づいた対策は実施中。厚生労働省労働基準局長通知に基づいた対策については、社内に設置されている専門部会にて対応を策定中。　 モトタイサクジッシチュウロウドウキジュンシャナイセンモンブカイタイオウサクテイチュウ												添付無 テンプナ

										労働者への教育		MSDSや化審法，労働安全衛生法（粉じん則）に関する教育は定期的に行なっている実施中。ナノに特化した教育については、上記厚労省通達の周知は実施したが、更に理解度を高めるための方策について社内に設置されている専門部会にて対応を策定中。　 カシンホウロウドウカンキョウイクテイキテキオコトッカキョウイクウエキコウロウショウツウタツシュウチジッシドホウサクシャナイ												添付無 テンプナ

										今後の対策等のロードマップ		<ばく露・排出抑制対策>の項に記載したようにナノサイズ粒子測定方法の確立に努めてゆくが、これ以外に社内に設置されている専門部会にて対策を検討中。　 コウキサイホウホウカクリツツトイガイタイサクケントウ												添付無 テンプナ

						５．ナノマテリアルの性質等に関する事業者のコメント

												ナノマテリアル酸化亜鉛は種々の特性を有する興味深い材料である。今後共、NEDO『ナノ粒子特性評価手法の研究開発』プロジェクト等の官学の動向や文献に注意を払いつつ研究開発や商品展開を推進していく。 アエントウスイシン												添付無 テンプナ

						６．その他　　　

												当社は農薬、医薬品等の有機中間体や農薬を製造販売している関係から安全性評価を専門とする社員がいる。社内のナノマテリアル関係の専門部会にはこのような者も加え、種々の対策に当たらせている。 ノウヤクイヤクヒントウユウキチュウカンカラダセイゾウハンバイカンケイアンゼンセイヒョウカセンモンシャインシャナイカンケイセンモンブカイモノクワシュジュタイサクア



事業者において二物質以上のナノマテリアルを製造している場合には、物質毎にシートを作成してください。なお、試験研究用途については、対象としません。

代表的な製品のMSDSを添付してください。
（MSDS以外にも、自主的に作成されている安全指針等も可。）

代表的な製品について記載。情報を保有していない、測定不能等の場合には、当該項目をエクセル上で行毎削除してください。

本シートの他に、参考資料を添付される際は、「添付有」を選択してください。
（公開情報であれば、出典等を記載）

経済産業省HP上で公開できない情報については、「非公表」を選択してください。

「生産能力」も選択可能ですが、出来る限り「製造量」又は「輸入量」を記載してください。

非公表データとしますので、「製造量」又は「輸入量」を記載してください。

物質毎の合計量を記載してください。（品種毎の内訳等は必要ありません。）

代表的な用途について記載してください。用途開発中等、ごく少量のみが使用されている用途については、記載する必要はありません。

用途、詳細用途については、別紙分類コードから選択してください。

グラフ等を添付してください。凝集状態を示す電子顕微鏡写真等があれば添付してください。

グラフ等を添付。凝集状態を示す電子顕微鏡写真等があれば添付。

平成２０年度のデータを記載してください。

本報告様式で公開する情報を引用する場合に、事業者の許可が必要であれば、その旨記載してください。

代表的な製品について記載。情報を保有していない、測定不能等の場合には、当該項目をエクセル上で行毎削除してください。

本シートの他に、参考資料を添付される際は、「添付有」を選択してください。
（公開情報であれば、出典等を記載）

経済産業省HP上で公開できない情報については、「非公表」を選択してください。

代表的な製品について記載。情報を保有していない、測定不能等の場合には、当該項目をエクセル上で行毎削除してください。

本シートの他に、参考資料を添付される際は、「添付有」を選択してください。
（公開情報であれば、出典等を記載）

経済産業省HP上で公開できない情報については、「非公表」を選択してください。

グラフ等を添付してください。凝集状態を示す電子顕微鏡写真等があれば添付してください。

グラフ等を添付。凝集状態を示す電子顕微鏡写真等があれば添付。





資料２、当社微粒子酸化亜鉛FZO-50の
一次物性例と電子顕微鏡写真例

FZO-50
ZnO (%) 98.3

比表面積 (m2 /g) 49.6
嵩密度 (g/ml） 0.17
吸油量 (g/100g) 32
一次粒子径（μ m） 0.021

200nm



資料３、当社微粒子酸化亜鉛FZO-50の
製造フロー

Zn系原料

↓

反応（塩基性炭酸亜鉛化）

↓

脱水

↓

乾燥

↓

強熱（一次粒子径 20nm目標）

↓

仕上げ粉砕



 経済産業省素材産業課御中 
2018年 6月 25日 

 石原産業株式会社 ナノマテリアル対策委員会 
 

ＨＨＨＨ22229999年度年度年度年度    ナノ酸化ナノ酸化ナノ酸化ナノ酸化亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛製造量の件製造量の件製造量の件製造量の件    

    

    標記の件に関しまして、弊社が平成 29年 4月～平成 30年 3月の 1年間に製造しましたナノマテリアルの酸化亜鉛の量を下記報告致します。  尚、下記の製造量に関しましては、経済産業省様がナノマテリアル酸化亜鉛製造量の実態把握として利用される目的での利用に限定させて頂きます。 くれぐれも個別企業の製造量実績として情報漏えいしないようにご留意をお願い致します。 
 記 
 

5555トントントントン    
 以上 
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