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作 成 日  1993年 ３ 月 15日 

改 定 日  2014年 ６ 月 １ 日 

 

安全データシート 

 
１．化学品及び会社情報 

製 品 名  ポリ塩化アルミニウム（ パック ） 
会 社 名  要 薬 品 株 式 会 社 

住 所  〒550-0003 大阪市西区京町堀３－２－７ 

担 当 部 門  営 業 部 

電 話 番 号  ０６－６４４５－０４４４ 

ＦＡＸ番号  ０６－６４４５－０４５８ 

緊急連絡先  同   上 

整 理 番 号  Ｋ－０７０ 

 

２．危険有害性の要約 

ＧＨＳ分類 

物理化学的危険性 分類できない 

健康に対する有害性 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性  区分２ 

環境に対する有害性  分類できない 

ＧＨＳラベル要素 

絵表示又はシンボル  なし 

注意喚起語  警告 

危険有害性情報  眼刺激 

注意書き 【 安全対策 】 
 取扱後はよく手を洗うこと。 
【 応急処置 】 
 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。 
 眼の刺激が続く場合：医師の診断／手当てを受けること。 

最重要危険有害性及び影響 

有害性  眼に入った時は、薬傷を起こす場合がある。皮膚に接触した時に長時

 間放置すると、痒みが生じ、皮膚が荒れる。ミストを吸入すると、鼻、

 咽喉、肺に刺激がある。 

環境影響  空気中で酸化アルミニウムの白色結晶を生じる。 

物理的及び  不燃性で爆発性、引火性ともになし。 

 化学的危険性 

 
３．組成及び成分情報 

化学物質・混合物の区別  混合物 
化学名又は一般名  ポリ塩化アルミニウム（一般名：パック） 
別名  塩基性塩化アルミニウム 
濃度又は濃度範囲  酸化アルミニウム １０.０ ～ １１.０％ 
化学式又は構造式  〔 Ａℓ２（ＯＨ）ｎＣℓ６－ｎ 〕ｍ （ １＜ｎ＜５、ｍ＜１０ ） 
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官報公示整理番号  化審法：（１）－１２（ 塩化アルミニウム ） 

      （１）－１７（ 水酸化アルミニウム ） 

ＣＡＳ番号  １３２７－４１－９ 

 

４．応急措置 

吸入した場合  空気の新鮮な場所に移し、安静にする。必要に応じて医師の診断を受

 ける。 

皮膚に付着した場合  速やかに付着部を多量の水と石鹸で充分に洗い流す。異常がある時は

 医師の診断を受ける。 

眼に入った場合  清浄な水で瞼の隅々まで数分間注意深く洗浄し、必要に応じて眼科医

 の診断を受ける。 

飲み込んだ場合  口、咽喉、食道、胃等の粘膜に薬傷を起こす場合がある為、多量の水

 を飲ませて、医師の診断を受ける。意識不明の時は、無理に吐かせな

 い。 

 

５．火災時の措置 

適切な消火剤  本製品自体は不燃性で自然性、助燃性ともにないので、周辺火災に適

 した消火剤を使用する。 

特有の危険有害性  高温で分解して、塩化水素ガスを発生する。 

特有の消火方法  初期の周辺火災の時は、容器を安全な場所に移動する。移動不可能な

 時は、容器及び周辺に多量の水をかけて冷却する。消火水や希釈水の

 流出に注意する。 

消火を行う者の保護  防護衣、保護眼鏡、ゴム手袋、ゴム長靴等を着用する。 

 

６．漏出時の措置 

人体に対する注意事項、  作業の際は、必ず保護具を着用する。飛沫等が眼に入ったり、皮膚に 

保護具及び緊急時処置  触れたりしないようにする。 

環境に対する注意事項  盛土等で周囲を囲って河川、水田等への流出を極力防止する。万一、

 多量に流出し、一般市民や水棲生物への影響が懸念される時は、直ち

 に監督官庁、供給者へ連絡する。 

封じ込め及び浄化の方法 可能であれば、漏出源を遮断し、漏れを止める。少量の場合は、おが 

      及び機材 くず、ウエス等に吸収させて、空容器に回収する。多量の場合は、盛

 土等で周囲を囲って流出を防ぎ、できるだけ回収する。回収不可能分

 は希釈した中和剤（消石灰、炭酸カルシウム、ソーダ灰等）で徐々に

 中和し、多量の水で洗い流す。排水先には環境に充分注意する。 

 

７．取扱い及び保管上の注意 

取扱い 

技術的対策  吸入を防ぎ、眼、粘膜、皮膚との接触を避ける為に、適切な保護具（保

 護手袋、衣類、保護眼鏡、保護面等）を着用する。取扱い場所の近く

 に安全シャワー、手洗い、洗眼等設備を設ける。 

局所排気・全体換気 局所排気及び全体換気の設備を設ける。 

衛生対策  ミスト、蒸気、スプレーを吸入しない。眼や皮膚に接触しないように

 して取扱う。 
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保管 

技術的対策  原液はｐＨ２～３である為、鉄及びステンレス材質に対し、多少腐食

 性がある。酸化ビニール、ポリエチレン、ＦＲＰ、ゴムライニング容

 器等の必要な強度を持った耐酸性の容器に保管する。 

保管条件  高温で分解、白濁することがあるので、直射日光の当たる場所や高温

 の場所での保管は避ける。ポリ缶等小分け容器での長期保存は避け

 る。希釈して保管しない。他の薬品と混合すると、沈殿が発生する場

 合がある。保管タンクは液が滞留しがちで沈殿物が析出しやすいの

 で、定期的に清掃する。－２０～－１０℃で凍結することがあるので、

 貯槽や配管等の凍結防止対策が必要である。 

容器包装材料  ＦＲＰが最良であるが、鉄容器ではエポキシ、ゴムライニング、樹脂

 ライニング等の必要な強度のあるものを使用する。 

 

８．ばく露防止及び保護措置 

設備対策  取扱う作業場の近くには洗眼器、安全シャワー、手洗い等の設備を設

 ける。 

管理濃度  未設定 

許容濃度  ＡＣＧＩＨ ＴＬＶ（2013） 未設定 

  日本産業衛生学会（2013）  未設定 

保護具 

呼吸器の保護具  呼吸用保護具 

手の保護具  耐酸性手袋 

眼の保護具  保護眼鏡（ゴーグル型）、保護面 

皮膚及び身体の保護具 保護衣、ゴム長靴、耐酸性ゴム前掛け 

 

９．物理的及び化学的性質 

外観  無色又は淡黄褐色の透明な液体 

臭い  無臭 

ｐＨ  ３ ～ ４ 

融点・凝固点  －２０ ～ －１０℃ 

沸点範囲、初留点  １０２ ～ １０６℃ 

引火点  不燃性 

燃焼又は爆発範囲  不燃性 

   の上限・下限 

蒸気圧  データなし 

蒸気密度  データなし 

比重（相対密度）  １.１９（２０℃） 

溶解度  水：任意の割合で混合 

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 

粘度  ３ ～ ６ｃｐｓ（２０℃） 
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10．安定性及び反応性 

反応性、化学的安定性  通常の条件では安定している。しかし、希釈又はアルカリを添加して

 ｐＨを上げると白濁し後に沈殿物を生成する。 

危険有害反応可能性  本製品は強熱して蒸発乾固させると、塩酸ガスを発生する。次亜塩素

 酸塩類（次亜塩素酸ソーダ、漂白剤、サラシ粉、カルキ等）と混合す

 ると、塩素ガスを発生する。 

避けるべき条件  弱酸性液のため保管時は、鉄等の酸性腐食容器、ステンレス容器は使

 用しない。 

混触危険物質  次亜塩素酸塩類（次亜塩素酸ソーダ、漂白剤、サラシ粉、カルキ等） 

 

11．有害性情報 

製品の有害性情報 本製品の有害性情報データなし 

成分の有害性情報 

【 ポリ塩化アルミニウム 】 

急性毒性  経 口：マウス ＬＤ50 １２，７９０㎎／㎏（７２時間） 

  腹 腔：マウス ＬＤ50  １，９２０㎎／㎏（７２時間） 

皮膚腐食性及び皮膚刺激性 軽度の刺激性 

眼に対する  軽度の刺激性 

重篤な損傷性又は眼刺激性 

呼吸器感作性  データなし 
皮膚感作性  データなし 

生殖細胞変異原性  エームス試験で陰性 

発がん性  データなし 

生殖毒性  データなし 

特定標的臓器毒性  データなし 

（単回ばく露） 

特定標的臓器毒性  データなし 

（反復ばく露） 

吸引性呼吸器有害性  データなし 

 

12．環境影響情報 

製品の有害性情報 本製品の有害性情報データなし 

成分の有害性情報 

【 ポリ塩化アルミニウム 】 

生態毒性  魚毒性 

  １）ｐＨ未調整の場合（使用濃度：有姿） 

      ヒメダカ  ＴＬｍ    ８４０ppm／４８時間 

      アサリ   ＴＬｍ  ６，８００ppm／４８時間 

      ノリ    ＴＬｍ  １，５００ppm／４８時間 

   ２）ｐＨ調整（中性）の場合（使用濃度：有姿） 

      ヒメダカ  ＴＬｍ １０，０００ppm／４８時間 

      アサリ   ＴＬｍ １０，０００ppm／４８時間 

残留性・分解性  加水分解により、水酸化アルミニウムと塩酸になる。 

生体蓄積性  データなし 

 土壌中の移動性 データなし 
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 その他の有害情報 海洋汚染防止法の有害液体物質（Ｚ類物質）（施行令別表第１）に 該

 当する。 

オゾン層への有害性  非該当 

 

13．廃棄上の注意 

残余廃棄物  消石灰、炭酸カルシウム、ソーダ灰等を加えて中和した後に廃棄する。

 廃棄の際は、「廃棄物処理法」、「水質汚濁防止法」等の関係法令を遵

 守する。 

汚染容器及び包装  汚染容器及び包装は、水洗いした後、適切な廃棄方法をとる。 

 

14．輸送上の注意 

国際規制 

国連分類 非該当 

品名 非該当 

国連番号 非該当 

容器等級 非該当 

海洋汚染物質 非該当 

国内規制 

船舶安全法 非該当 

航空法 非該当 

運送の特定の 取扱い及び保管上の注意による他、毒物及び劇物の運搬容器に関する 

安全対策及び条件 基準と同等の強度を持つ耐酸性の容器に収納して運搬する。輸送前

 に容器の破損、腐食等がないことを確認する。 

 

15．適用法令 

毒物及び劇物取締法 ： 該当しない 

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別表第９） 

水質汚濁防止法   ： 指定物質（法第２条第４項、施行令第３条の３） 

海洋汚染防止法   ： 有害液体物質（Ｚ類物質）（施行令別表第１） 

水道法       ： 有害物質（法第４条第２項） 

化学物質管理促進法 ： 指定化学物質に該当しない 

（ＰＲＴＲ法） 

 

16．その他の情報 

引用文献  製品安全データシート作成方針による分類基準（日本化学工業） 

  産業医学（日本産業衛生学会、2005） 

  試験報告書－第ＯＳ－7110309－１～３（㈶日本食品センター） 

  ポリ塩化アルミニウム、ＰＡＣ－２５０Ａの急性並びに 

  亜急性毒性試験成績報告書（長崎大学薬学部、1976） 

  微生物を用いる変異原性試験報告書 №６０９２ 

（中央労働防止協会・日本バイオアッセイ研究センター、1998） 
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本安全データシート（ＳＤＳ）記載内容は、現時点で入手できる最新の資料、情報、データに基

づいて作成しておりますが、新しい知見により改訂されることがありますので、含有量、物理的

化学的性質、危険・有害性などに関しては、いかなる保証をなすものではありません。また、Ｓ

ＤＳ中の注意事項は通常の取扱いを対象にしたものですので、特殊な取扱いの場合には、用途・

用法に適した安全対策を実施の上、ご利用ください。 


