旭化成ケ ミカルズ株式会社

GPS/JIPS

安全性要約書

スチ レン

この安全性要約書 は、 化学物質 の安全性情報 の概要 を提供する ものです。一般社 団法人
化学 工業協会が作 成 した、JIPS

(ジ

ャパ ンイ ニ シアテ ィブ

オブ

日本

プ ログク ト スチ ュ

ワー ドシップ)の プ ロダク トスチ ュワー ドシ ップガイダ ンス に基 づ き作成 しています 。
記載 内容 は、現 時点 で入手で きる法令、資料 、情報、デ ータに基 づ いてお りますが、 いか なる
保証 をなす ものではあ りませ ん。

1.物 質 の特定
製品名

ステ レンモ ノマー

化 学名

ステ レン (Styrene)

男町名

スチ ロール 、 フェニルエチ レン、エテ ニル ベ ンゼ ン、 シンナメ ン

化学式

C6H5CH=C H2(分 子量

CAS番 号

100‑42‑5

2.一 般 的記述

・

:104.16)

(用 途 、有用性 )

スチ レンは、天然物質 として 自然界 に存在 し、 1886年 に ドイツで Eo
天然 のエ ゴ ノキの樹液 か ら精 製 した物質 に Styrol(ス

Styrenc)と

名付 けた のが起源 とされて います。

Simonが

チ ロール /英 語名

:

一 般的 に、原 油やナ フサな どか ら得 られた エ チ レンとベ ンゼ ンを化学反応 させてできる
エ チル ベ ンゼ ンか ら、水素 を取 り除 いて製造 され ます。
(ス

テレンの製法 )

呻
→CCtt σ

ナフサ
分解

CH2=CH2 +

H2

エチルベンゼン

エチレン

ステレン

弊社で製造 したスチ レンは、 製品名 をスチ レンモ ノマー と呼んで います。以降 の本文で、
ステ レンはスチ レンモ ノマー と表記 します。

スチ レンモ ノマーは反応性が高 く、同 じよ うな性質 をもつ 他 のモ ノマー (例 :ブ タジエ ン、
アク リロニ トリル )と 鎖 のよ うに多数 つ な げる ことがで きます。つなげる ことを重 合、
つ なが った ものはポ リマー といい、ステ レンモ ノマー は重合 によ り得 られ るポ リマー に、
「壊れ に くい」、「変形 しな い」 といった特性 (か た さ)を 付与す る特徴 があ ります。

弊社 で製造 した ステ レンモ ノマー はポ リステ レン樹脂や不飽和 ポ リエ ステル樹脂 の原料
として 出荷 して います。弊社 もスチ レンモ ノマー を原料 に、合成樹脂 、合成 ゴム 、塗料 /
粘接着材な どを製 造 して います。弊社 の合成樹脂 の例 として、アク リ ロニ トリル ・ スチ
レン共重合体

(AS樹 脂

)、

アク リロニ トリル ・ ブタジ エ ン・ スチ レン共重合体

樹脂 )、 合成 ゴムの例 としてステ レン・ ブタジエ ンゴム
してステ レン・ ブタジエ ンラテ ックス

(SBL)が

(ABS

(SBR)、 塗料 /粘 接着材 の例 と

あ ります。

ポ リステ レン樹脂、 AS樹 脂 、 ABS樹 脂 は、プ ラスチ ック製品 として、カ ラー テ レビ
な どの家庭用電気器具、パ ソ コンや プ リンター な どの事 務用機器 、玩具な どの雑貨 と
いった幅広 い分 野で使用 されて い ます。不飽和ポ リエス テル樹脂 は、樹脂製 タ ンクやバス
タブ の他 、床面 の ライ ニ ングに使用 されて い ます。 SBRは 、タイヤな どの 自動車部品、

SBLは

グラビア印刷用 の特殊 な紙 の表面 コー テ ィ ング塗 料や カー ペ ッ ト用接着材 に使用

されて います。

3.物 理化学的性状
ステ レンモノマー は無色透 明 の液体 で 特有 の強 い臭 いが あ ります。物理化学的な性状 のい くつか
は、石油ス トー ブの燃料 として使用 されて いる灯油 に類似 して います。スチ レンモ ノマーの 引火
点 (31℃ :密 閉式 )は 灯油 の 引火点 (40〜 75℃ :密 閉式 )と 比較す るとやや低 いものの 、消防法
で は同 じ危 険物第 4類 第 2石 油類 に分類 され ます。同 じ燃料で、自動車 に使用 されて いるガ ソ リ
ンの引火 点 は‑40℃ 以下 (密 閉式 :推 定値 )で 危険物第 4類 第 1石 油類 に分類 され ます。ステ レ
ンモ ノマーの燃焼性 はガ ソ リンよ り低 く、灯油 と同等 と推定 され ます。

以下 は弊社 が発行す る

(M)SDSか

らの 抜粋 です。

外観

無色透明 の液体 (常 温 )

臭い

特有 の強 い臭 い (特 定悪臭物質 )

pH

デ ー タな し

融点 /凝 固点

‑30,6℃ (融 点 )

沸点、初留点及 び沸点範 囲

145℃ 〜 146℃ (沸 点 )

引火点

31℃ (密 閉式 )

自然発火温度

490℃

燃焼又 は爆発 如 囲

下限 0,9vol%、

蒸気圧

0。

蒸気密度

3.59

比重 (密 度 )

0.906(20℃ )

溶解性

310Ⅲ

上限

6.8vol%(空 気 中)

7kPa(20℃ )

g/L(水 )(25℃

)

アル コール 、 エー テルな どの有機溶剤 とよ く溶 け合 う。
トオク
ル/水 分配係数
タノー

log Pow 2.95(測 定値 )

4.健 康 へ の影響
スチ レンモ ノマー を万 一 誤飲 して しまった場合、急性毒性そ の ものは低 く、す ぐさま死 に至
る可能性は低 いと推定 され ます。 しか しなが らステ レンモ ノマー が気道 に侵入す る と窒息 と
いった生 命 に危 険 のおそれがあ ります。
(応 急措置 )

・ 水 で 日の 中をよ くすす ぎ、無理 に吐かせてはな らな い。
・ 自然 に嘔吐を起 こした 場合 、吐 しゃ物が気道 に入 るの を防 ぐため身体 を傾 ける こと。
・ 意識がな い場合 は、窒息 を防 ぐため 日か ら何 も与 えてはな らな い。

スチ レンモ ノマー の蒸気 を吸引 した場合 、急性毒性 はさほ ど高 いものでは な く、低 濃度 で、
す ぐさま死 に至 る可 能性 は低 いと推定 され ます。 しか しなが ら、 800ppmの 濃度 で、眼及び
咽喉 の強 い刺激 、眠気 、鎮静状態、脱 力感 といった症状がで るおそれや、中枢神経系の障害
が報告 されて い ます。800pp皿 の濃度 とは、縦 3m× 横

3m(約 6畳 )× 高 さ 3mの 部屋 で H

OmL

(約 コ ップ半分 )の スチ レンモ ノマーが 蒸発 した状態 に相 当 します。 またスチ レンモ ノマー

を長期 にわた り何度 もステ レンモ ノマー を吸引 し続 けた場合 、呼吸器 、神経系、血液系、肝
臓 といった特定 の臓器 の 障害 が指摘 されて い ます。
(応 急措置 )

。ただちに新鮮な空気 の場所 に移動 し、毛布等で保温 し安静 を保ち、速やか に医師 の手 当て
を受ける。
・ 呼吸が止 まって いる場合及び弱 い場合 には、衣服 のボタ ンを緩 め気道 を確 保 して人工 呼吸
を行 う。

スチ レンモ ノマー が皮膚 に付着 した場合、す ぐさま重篤 な薬傷 を引き起 こす可能性 は低 い と
推定 され ます。 しか しなが ら、長期 間付着 した ままにしてお くと、かぶれや はれ とい った症
状が あ らわれ る ことが 懸念 され ます。
(応 急措置 )

。直 ちに汚染 された衣服 、靴等 を脱 がせ、液 に触 れた部分 は石鹸 を用 いて充分 に洗浄 し、
速やか に医師の手 当て を受 ける。

ステ レンモ ノマー が眼 に入 った場合 、痛み を伴 い しば らくは眼 を開け続 ける ことが 困難な状
態 にな ると予想 され ます。 一 過性 の角膜障害 を発生す る ことが 指摘 されてお り、一 時的 に視
力が低下す る ことが懸念 され ます。
(応 急措置 )

。直ち に大量の流 水 で 15分 以 上洗眼 し速やか に医師 の手 当て を受 ける。
・ コ ンタク トレンズ を使用 して いる場合 は固着 して いな い限 り、取 り除 いて洗浄す る。

以下 、 (M)SDSに 記載 の有害性情報 か らの抜粋 です。生殖細胞変異原性 、発がん性 、生殖
毒性 の 3項 目につ いて は、 2012年 6月 の 時点 で、スチ レンエ業会が最新 の情報 をもとに実施
した GHS分 類 に基づ いて い ます。

急性毒性 :経 日

区分外

[ラ ッ ト

経皮

LD50(半 数致死量 ) 5000皿 g/kg]

区分外

[ラ ッ ト

LD50(半 数致死量) ND ]

吸入 (蒸 気 )

区分 4

[ラ ッ ト LC50(半 数致死量 )H.69mg/m3]

ミス ト 分類で きな い
皮膚腐食性 /刺 激性 :区 分

2

「中程度 の刺激 を有す る」として いる。
[ウ サギ を用 いた 皮膚刺激性試験 の結果 、
限 に対す る重篤 な損傷 /刺 激性 :区 分 2A
[ヒ トの疫学事例及び ウサギ を用 いた 眼刺激性試験 の結果、中程度 の結膜刺激性

及び 一過性 の角膜障害がみ られた。]

:分 類できな い
皮膚感作性
:分 類できな い
生殖細胞変異原性 :区 分外
呼吸器感作性

クアセスメント2008.6)]
[変 異原性物質 に分類 しない。 (EUリ ス
発がん性

:区 分外
クアセスメント2008.6)]
[発 がん性物質 に分類 しな い。 (EUリ ス

生殖毒性

:区 分外
[生 殖毒性、発生毒性 はな い。 (NTPの CERHR2006.6)]

特定標 的臓器 /全 身毒性 (単 回ば く露 )
[ヒ トにお ける影響 としては

:区

分 1(中 枢神経 )、 区分

3(気 道刺激性 )

800ppmで 眼及 び咽喉の強 い刺激、眠気 、鎮静状態 、

脱 力感な どが報告 されて いる。]
特定標的臓器 /全 身毒性 (慢 性 ば く露 )

:区

分 1(呼 吸器 系、神経 系、血液系、肝臓 )

[ヒ トにつ いて、眼、皮膚 、鼻、咽喉 に刺激性 を示 し、呼吸器 へ の影 響 として 閉

塞性肺 障害、慢性気管支炎等 を引き起 こす。ヒ トにつ いて、めまい、頭痛、疲
労感、錯乱、不 眠な どの中枢神経系 へ の作用、反応時間、言語性記憶 の低下な
どの精神神経機 能 への影響 、視覚 D聴 覚 へ の影響、リンパ球数増加 、血小板数
の減少な どの血液 系 への影響 、AST、
られ る。]

GGT、

ALT活 性 上昇な ど肝臓 へ の影響 もみ

5.環 境へ の影響
スチ レンモ ノマーが 約 4ppm含 まれ る水槽 中では 96時 間 (4日 間 )で フ ァッ トヘ ッ ドミノ
ー とい う淡水魚 は半 数 しか生 き残れな い と報告 されて い ます。 4ppmと は 200mL(約 コ ッ
プー杯分 )の ステ レンモ ノマー を 45t(約 ドラム缶 230本 分 )の 水で希釈 した状態 に相 当 し
ます。水 生環境 へ の急性毒性 は比較的高 い もの と推定 され ます。

(フ

'ミ ー
ヘツト
ノ)
アツト

水 生環境 へ の慢性毒性 は
スチ レンモ ノマーは 生体 内で速や かに分解 され体外 に排 出され るため、
低 いもの と推定 され ます。
スチ レンモ ノマー が土壊 中に排 出された場合 、土壌粒子等 に吸着 され嫌気的な生分解 によ り除去
され ると推定 され ます。土壌や地下水 へ の汚染 の程度 は比較的低 い もの と推定 され ます。

以下は弊社 が発行す る

(M)SDSか

らの抜粋です。

生態毒性
水生環境急性有害性

:区 分 2

ヘッドミメー
)LC50(半 数致死濃度 )4.02mg/V96h、
ァット
・
甲殻類 (オ オミシ ンコ)EC50(半 数遊泳 阻害濃度 )4.7ng′ V48と 、

[魚

(フ

藻類
水 生環境慢性有害性

(セ

ム)
スト
ネラ
ラ

EC50(半 数成長阻害濃度 )4.9mg几 胞8h。

]

:区 分外

[残 留性 /分 解性 の評価 は、

BODに

よる分解度が

100%で あ り、良分解性で

あ る。 また分配係数 と分 解性 か ら生態蓄積性は低 い と推定 され る。]
オ ゾン層 へ の有害性
[当

土壌 中 の移 動性

:分 類で きな い

該物質 はモ ン トリオ ール 議定書 の附属書 に列記 されて いな い。]

:土 壌吸着係数

KOc=270〜 550(測 定値

)

6.ば く露
1)ス チ レンモノマーの製造時
弊社 でスチ レンモノマーを製造す る際に使用す る反応装置や得 られたスチ レンモノマー を貯
蔵す るタンクは密閉系です。通常、作業者 はスチ レンモ ノマー のば く露 を受 ける ことはあ り
ませ ん。製 品 の品質 を確認す るため、系内か ら少量サ ンプ リング して分析 を行 う際は、
スチ レンモ ノマーが気化 したガスによるば く露 を受 ける可能性が あ ります。

2)ス チレンモノマー を原料 とした合成樹脂、 ゴム、塗料/粘 接着材の製造時
弊社でスチ レンモノマーを原料 として合成樹脂等 を重合する際に使用す る反応装置は密閉系
です。通常、作業者はステ レンモノマーのばく露 を受ける ことはあ りません。重合後 の残った
未反応 のスチ レンモノマーは、重合工程 の後 工程 で製品か ら分離除去 を行 い、一定濃度以下で
ある ことを確認 して出荷 しています。

3)ス チ レンモノマーの輸送
スチ レンモ ノマーの輸送 に使用する手段は、船、 ISOコ ンテナ、および ロー リーです。
いずれ も輸送中は完全 に密閉できる構造 になってお り、通常輸送業者 がステ レンモノマーの
ば く露を受ける ことはあ りません。輸送中の事故 によ り容器が破損 し、スチ レンモ ノマー が
漏洩す る万が一の場合 を想定 し、事故直後 にとるアクションを記載 した「緊急措置 カー ド」(紙

)を 作成 し、必ず輸送を行 う運転手に
の色が黄色な ので、「イ エローカー ド」と呼んで います。
渡 して携行 を義務付けて います。

7.推 奨す る リス ク管理措置
1)作 業者 ば く露か らの保護対策
ステ レンモ ノマー を取扱 う現場では、取扱 い物質 (ス チ レンモ ノマー )に 関す る情報や作業責
任者 の表示が必要 です。作業責任者は、作業者 をスチ レンモ ノマーのば く露 か ら守 るため、有
機溶剤作業 主任者 とい う国家資格 を取得 した人か ら選 出 されます。作業責任者 は、作業者 に
ステ レンモ ノマーの安全性 に関す る教育 を実施 し、サ ンプ リング作業や分析作業 の 際 は換気 の
良 い場所 で 行 い、必要 に応 じて適正な局所 排気装置 や保護具 (防 毒 マ ス ク、 ゴー グル 、作 業
手袋 、長 袖 作 業着 等 )を 確実 に使用す る指導 を行 います。

作業現場 のス チ レンモ ノマー 濃度は、日本産業衛 生学会お よび ACGIH(米

国産業衛生専 門

会議 )に よ り作業環境 許容濃度 の勧告値 として、 20ppmが 公表 されて い ます。弊社 では、
定期的 に作業 環境濃度測定 を実施 し、 この勧告値 を下 回 る環境濃度 となって いる こと を確認
して い ます。 また、半年 に 1回 実施が義 務 付 け られ て い る特定健診 で作業者 の尿代謝物質 の
確認 を行 い、ば く露の程度 が許 容 範 囲 内で あ る ことを確認 し、異常 の 際 は速やか に原 因 の特
定 と必要 な対策 を実施 します。

2)環 境 への放 出/排 出防止対策
スチ レンモ ノマー は速やかに分 解 され ると ことか ら、大気、水質、土 壌中へ の放 出/排 出 に
よ り長期 にわた り悪影 響 を及 ぼす可 能性 は低 いと推定 され ます。しか しなが ら、環境 へ の放 出

/排 出量 は極 力少な くす る ことが望 ま しく、以下 の対策 を実施 しています。
・大気 へ の放 出防止 :ス ク ラバー 装置内 で水 をシャワー のよ うに降 らせて排 ガス 中 のス テ レ
ンモ ノマー を取 り除 き大気 へ の放 出を防止 して い ます。
・水質 への排 出防止 :活 性汚泥処理設備で 、微生物 によ り排水 中のス チ レンモ ノマー を生分
解処理 し、水質 への排 出を防止 して い ます。
・土壌 へ の排出防止 :防 液提 内で貯 槽す る事で、万が一 、スチレ ンモ ノマー が貯槽容 器 か ら
漏洩 した 場合 の上 壌 へ の浸透 による排 出を防止 して い ます。

3)輸 送時 の トラブル による漏洩対策
輸送 に使 用す る容器 は、十分 な強度 を有 し、スチ レンモ ノマー と反応 しない材 質 (通 常はステ
ン レス 製、銅 はスチ レンモ ノマー と反応す る可能性があ り禁止 )を 選定 し、蓋 は内容物 が完全
に密閉で きるものを使用 して います 。出荷時 は、確実 に安定剤が一 定濃度添加 されて いる こと
を確認 し、輸送 中 の温度 は低温 で管理 して います。スチ レンモ ノマーは過酸化物 の 存在 で非 常
に早 く反応す るため、同 じ車両での 輸送 は厳禁です。万 が一、輸送中に事故が発生 し容器 が破
損 した結果、ステ レンモ ノマー が漏洩す る というケース を想定 した場合 、以下 の対 応 を迅速 か
つ確実 に実施す る ことが重 要 とな ります。
・ (運 転手 を含 む )一 般市民 への ば く露 防止
。関係先 へ の連絡
。(特 に河川 へ 流入 による)漏 洩 の拡大 防止
・ 火災 の発生防止

「緊急措置カー ド

(イ

エ ロー カー ド」)に は、運転手が事故直後 にとるアクションや 、連絡 を受

けた警察署や消 防署が とる アクシ ョンに必要な情報 を記載 して い ます。輸送 を行 う運転手 にイ エ
ロー カ ー ドを確実 に携行 させ るとともに、事故発 生時 に確実 に利用で きるよ う教育 が重 要 です。

8.参 考情報
本要約書 は、弊社 が発 行す る

を参考 に作成 しま した。 (M)SDSに は、

(M)SDS、

下記 の法規制情報 、 GHSに 基 づ く分類、 GHSラ ベ ル表示 を記載 しています。

法規 制情報
労働安全衛 生法

名称等 を表示す べ き有害物質 [施 行令第 18条 ]
表第
名称等 を通知す べ き有害物質 [施 行令第 18条 の 2 】」
危険物 ・ 引火性 の物 [施 行 令
第 2種 有機 溶剤 等 [施 行令
危険物第 4類 第 2石 油類

消防法

[法 第

化 学物質排 出把握管理促 進法

(PRTR法

)

化 学物質 の審査 及 び製造等 の規制
に関す る法律
船舶安全法

別表第

1]

別表第 6の

2]

非水 溶性液体

2条 第 7項 危 険物別表第

指定数量 loooL

1]

第 1種 指定化 学物質
[施 行令第

1条

別表第 』

優先評価化 学物 質
[法 第

2条 第 5項 ]

引火性液体類 [危 規則 第
国連番号

2、

3条

]

:2055(安 定剤入 りの もの

)、

等級 3

港則法

引火性液体 類 [施 行規則 第 12条 ]

航 空法

引火性液体

悪臭 防止法

特定悪 臭物質 [施 行令第 1条 第 1項 第 17号 ]

海洋汚染防止法

有害液体物質

随 行規則第 194条 第 2項 ]

Y類 物質

[施 行令別表第 1]

危険物 [施 行 令第 1条 の 7 丹U表 第 1の

41

道路法

車両 の通行 制 限 [施 行 令第 19条 の 13]

水質汚 濁防止法

指定物 質 [施 行令第 3条 の 3第 1項 第 30号 ]

大気汚 染防止 法

揮発性有機化 合物 [法 第 2条 第 4項 ]

GHS分 類
物理化学的危 険性
引火性液体

区分 3

健康 に対す る有害性
急性毒性 (吸 入 :蒸 気 )

区分 4

皮膚腐食毒性 /刺 激性

区分 2

眼 に対す る重篤 な損傷 /眼 刺激性

区分

2A

91

特定標 的臓器 /全 身毒性

区分 1(中 枢神 経 系)

(単 回ば く露 )

特定標 的臓器 /全 身毒性

区分

3(気 道 刺激性 )

区分

1(呼 吸器 系、神経系、血液 系、肝臓 )

(反 復 ば く露 )

環境 に対す る有害性
区分 2

水生環境緊急有 害性

GHSラ

ベル表示

絵表示 またはシンボル

注意喚起語

:

危険

危 険有害情報
。引火性液体 および蒸気
。吸入す ると有害 (蒸 気 )
・ 皮膚刺激性
・ 強 い眼刺激
・ 臓器 の障害 (中 枢神経系 )
。呼吸刺激 を起 こす おそれ
。長期 にわた る、また は、反復 ば く露 による臓 器 の 障害 (呼 吸器 系、神経系 、血液 系、肝臓 )
・ 飲 み込 んで気道 に侵入す ると生命 に危 険 のおそれ
・ 水 生生物 に毒性

(参 考文献 )

1) スチ レンエ業会 :ス チ レンモノマー 関連情報

URL:http7/wwwjsia.jp/
９９

製品評価技術基盤機構

(NITE)iCHRIP、

URL:http:〃 www.safe.

有害性評価書及び リスク評価書

te.go.jpttapattdb.html
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