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作成日2011年2月24日

改定日2016年6月6日

会社名

取扱い後はよく手を洗う。

安全データシート

１．化学物質等及び会社情報
化学物質等の名称 過酸化水素

製品コード 30492

赤坂物産株式会社

住所 神奈川県横浜市都筑区川向町913-1

電話番号 045-470-1111

FAX番号 045-470-4455

２．危険有害性の要約
ＧＨＳ分類

物理化学的危険性 火薬類 区分外

引火性液体 区分外

自己反応性化学品 分類対象外

自然発火性液体 分類対象外

自己発熱性化学品 区分外

酸化性液体 区分2

健康に対する有害性 急性毒性（経口） 区分4

急性毒性（経皮） 区分4

急性毒性（吸入：蒸気） 区分3

皮膚腐食性・刺激性 区分1

眼に対する重篤な損傷 区分1

生殖細胞変異原性 分類できない

発がん性 区分2

生殖毒性 分類できない

特定標的臓器(単回暴露） 区分1（呼吸器）

特定標的臓器（反復暴露） 区分1（呼吸器）

環境に対する有害性 水生環境急性有害性 区分2

水生環境慢性有害性 区分外

ラベル要素

絵表示又はシンボル 　

注意喚起語 危険

危険有害性情報 火災助長のおそれ；酸化性物質

飲み込むと有害（経口）

皮膚に接触すると有害のおそれ（経皮）

吸入すると有毒（蒸気）

重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷

生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い

呼吸器・中枢神経系の障害

長期又は反復暴露による臓器の障害

水生生物に毒性

注意書き 【安全対策】

熱源から遠ざける。

可燃物から遠ざける。

取扱い注意事項をよく読み、理解してから取り扱う。

この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしない。

適切な保護手袋、保護眼鏡、保護衣、保護面、保護マスクなどを着用
し、使用後は保護具をよく洗う。

粉じん、ミスト、蒸気などを吸入しない。

換気の良い場所でのみ使用する。

環境への放出を避ける。
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混合物

化審法 1-419

安衛法 公表

ＣＡＳ番号

【救急措置】

吸入した場合：新鮮な空気の場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させ
る。気分が悪いときは医師の処置を受ける。

飲み込んだ場合：口をすすぐ。無理に吐かせない。直ちに医師の処置を
受ける。
目に入った場合：流水で数分間洗い流す。医師の処置を受ける。

気分が悪い時は、医師の処置を受ける。

皮膚に付着した場合：汚染された衣服及び付着物を取り除く。皮膚を流
水で洗う。医師の処置を受ける。

暴露した場合：医師の処置を受ける。

【保管】

可燃物から離して保管する。

内容物や容器は関係法令に基き適正に処理する。

施錠して保管する。

【廃棄】

３．組成、成分情報
単一製品・混合物の区別

過酸化水素(Hydrogen peroxide)化学名又は一般名

過酸化水素の35%水溶液

H2O2

成分及び含有量

化学特性（示性式)

7722-84-1

官報公示整理番号

４．応急措置
吸入した場合 直ちに新鮮な空気の場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。

目に入った場合 直ちに流水で15分間以上洗い流し、眼科医の処置を受ける。

皮膚に付着した場合 直ちに付着部を多量の水で十分に洗い流す。

応急処置をする者の保護 救助者はゴム手袋と密閉ゴーグルなどの保護具を着用する。

飲み込んだ場合 直ちに多量の水を飲ませて、医師の処置を受ける。

使ってはならない消化剤 特になし

５．火災時の措置
適切な消火剤 霧状水、大量の水を使用する。

消火を行う者の保護 消火作業の際は、必ず保護具を着用し風上から行う。

特定の消火方法 速やかに容器を安全な場所に移す。移動不可能な場合は、容器及び周
囲に散水して冷却する。

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

作業の際は適切な保護具を着用し、漏洩した液が皮膚に付着したり、蒸
気を吸入しないようにする。風上から作業し、風下の人を退避させる。漏
洩した場所の周辺にロープを張るなどして関係者以外の立ち入りを禁止
する。

回収、中和 漏洩した液は珪藻土などに吸着させて、空容器に回収する。漏洩した場
所は、水で十分に洗い流す。

環境に対する注意事項 流出した製品が河川などに排出され、環境へ影響を起こさないように注
意する。大量の水で希釈する場合は、汚染された排水が適切に処理さ
れずに環境へ流出しないように注意する。
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管理濃度

許容濃度

形状

色

臭い

pH

沸点

融点

引火点

蒸気圧

比重/密度

溶解性

全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。

可燃物と混合を回避するために予防策をとること。

屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。

保護手袋、保護衣又は保護面を着用すること。

保護手袋及び保護面を着用すること。

適切な保管条件 涼しいところに置き、日光から遮断すること。

国内法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。安全な容器包装材料

設備対策 適切な換気のある場所で取扱う。
８．暴露防止及び保護措置

設定されていない。

保護具

日本産業衛生学会
(2009年度版)

施錠して保管すること。

塩化ビニール、ポリエチレン、フッ素樹脂

手洗い洗顔設備を設ける

危険有害反応可能性

危険有害分解生成物

強力な酸化剤であり、可燃性物質や還元性物質と激しく反応し、火災及
び爆発の危険をもたらす

酸素ガス（支燃性がある）

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。

保護眼鏡/保護面を着用すること。

指定された個人用保護具を使用すること。

取扱中は飲食、喫煙してはならない。

0.48hPa(30℃)(35%)

1.13　(25℃)

７．取扱い及び保管上の注意
取扱い

技術的対策 皮膚に付けたり、蒸気を吸入しないように適切な保護具を着用する。

保管

安全取扱い注意事項 使用前に取扱説明書を入手すること。

水と自由な割合で溶け合う

設定されていない。

ACGIH(2009年度版) 1ppm(TLV-TWA)

呼吸器の保護具 必要に応じて防毒マスク(酸性ガス用)を着用する。

手の保護具 不浸透性保護手袋

眼の保護具 ゴーグル型保護眼鏡

皮膚及び身体の保護具 保護衣(長袖作業衣)、保護長靴、保護服等

わずかな特異臭

108℃(35%)

データなし

加熱、異物の混入、光、加熱

混触危険物質 重金属、アルカリ、酸化されやすい有機物、可燃性物質等

９．物理的及び化学的性質
液体

無色

4.6(35%)

-33℃(35%)

１０．安定性及び反応性
化学的安定性 常温、常圧で安定

反応性 異物(重金属、アルカリ等)が混入しない限り非常に安定

避けるべき条件

過酸化水素の分解を促進する材料を使用してはならない。



赤坂物産株式会社　SDS　過酸化水素　4/5page

発がん性

データなし

国連番号

Ⅱ

過酸化水素

IARCではグループ3(ヒトに対して発がん性については分類できない)に
分類している。

生殖毒性

特定標的臓器毒性-単回暴露 動物及びヒトにおいて鼻、喉、気管への刺激性が記載されている。

データなし

水生環境有害性(長期間) 易分解性、生物蓄積性は低いと推定(10g kow=-1.36)

藻類(ニッチア)72h-EC50=0.85mg/L(H2O2として)水性環境有害性(急性)

眼に対する重篤な損傷・刺激性 動物で重度の刺激性を有し、腐蝕性物質であるとの記載がある。

国連分類

データなし生殖細胞変異原性

動物及びヒトにおいて鼻、喉、気管への刺激性が記載されている。特定標的臓器毒性-反復暴露

吸引性呼吸器有害性 データなし

１２．環境影響情報

土壌中の移動性

１１．有害性情報

急性毒性(経口) ラット　LD50=805mg/kg(70%H2O2)

急性毒性(経皮) ウサギ　LD50=690mg/kg(90%H2O2)

急性毒性(吸入：蒸気) ラット　4h-LC50=1,438ppm

急性毒性(吸入：粉塵) マウス　4h-LC50=0.46mg/L(90%H2O2)

データなし

皮膚感作性

皮膚腐食性・刺激性 ウサギに対して3分間、1時間又は4時間の適用で、皮膚の全層に及ぶ
壊死、あるいは腐食性との結論が記載されている。

呼吸器感作性

データなし

眼に入ると、結膜や角膜が腐食され、視力低下や失明することがある。

急性毒性

バルク輸送におけるMARPOL条約附属書Ⅱ

有害でない物質(OS類) 水

有害液体物質(Y類)

１３．廃棄上の注意

残留性/分解性

オゾン層への有害性

データなし

モントリオール議定書附属書列記なし

残余廃棄物 多量の水で希釈して、適正に処理をする。又は都道府県知事の許可を
得た廃棄物処理業者に委託処理をする。

容器 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去し水で洗浄した後、自
治体の規定に従い処分する。

過酸化水素水溶液、20%以上60%未満品名(国連輸送名)

国連分類

容器等級

5.1

指針番号 140

8

１４．輸送上の注意
2014

　(輸送における危険有害性クラス)

　(輸送における危険有害性副次リスク)

　改訂有害液体物質及びIBCコード
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EU-Risk Assessment Report(2003)

ECETOC Special Report 10(1996)

※　この製品安全データシートは、各種の文献などに基いて作成しておりますが、必ずしも全ての情報を網羅しているもので
はありませんので、取扱いには充分注意して下さい。なお、注意事項は通常の取扱いを対象としたものであり、特殊な取扱い
をする場合には、その用途・用法に適した安全対策を実施して下さい。又、含有量、物理/化学的性質、危険有害性などの記
載内容は、情報提供であり、いかなる保証をなすものではありません。

１６．その他の情報

引用文献
化学物質の危険・有害物便覧、厚生労働省安全衛生部監修　中央労働災害防止協
会(2000-2001)

Dangerous Properties of Industrial Materials, 6th ed. N. I. Sax他編 Van Nostrand
Reinhold Company(1984)

労働安全衛生法

化学物質管理促進(PRTR)法 該当しない

船舶安全法 危険物、酸化性物質類

優先評価化学物質(法第2条第5項)

　　　名称表示危険/有害物(令18条)

　　　有害物暴露作業報告対象物質

　　　名称通知危険/有害物

　　　　(H26年対象・27年報告)

航空法

道路法

化審法

毒物及び劇物取締法

１５．適用法令

過酸化水素(区分内番号6の2)

過酸化水素

　　　　(第57条の2、令第18条の2別表9)

危険物ハンドブック、ギュンター・ホンメル編　シュプリンガー・フェアラーク東京(1991)

15710の化学商品、化学工業日報社(2010)

毒劇物基準関係通知集改定増補版　毒物劇物関係法令研究会監修　薬務公報社
(2000)

過酸化水素(区分内番号126)

該当しない

酸化性物質(等級2)

危険物(令第19条の13)

劇物(令第2条第19号)　包装等級Ⅱ

消防法


