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安全データシート（SDS） 
制定日：2006 年 1 月 23 日 

改訂日：2014 年 1 月 16 日 

1. 製品及び会社情報 

製品名 ： TIG 溶接用 トリア入りタングステン電極 

0831-005、0831-010、0831-016、0831-020、0831-024、 

0831-030、0831-032、0831-040、0831-048、0831-064 

 

会社名 ： 株式会社ダイヘン 

住所 ： 〒658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西４丁目１番 

担当部門 ： 溶接機事業部 品質管理部 

電話番号 ： 078-275-2009 

FAX 番号 ： 078-845-8184 

緊急連絡先 ： 担当部門に同じ 

 

2. 危険有害性の要約 

健康に対する有害性 ： 研削等により粉塵が発生する場合は、目に入ると異物感や刺激すること

がある。（GHS 分類区分 2B） 

化学物質の取扱についての注意事項をよく読み、それに従うこと。 

粉塵や煙があるところを避け、またそれらを吸引しないこと。 

R45 わずかな放射性物質を含むため、発癌する可能性がある。 

危険性 ： 研削等により粉塵が発生する場合は、着火源で発火のおそれがある。 

環境に対する危険性 ： データなし。 

 

3. 組成及び成分情報 

成分 化学式 CAS 番号 EINECS 番号 分子量 危険物取扱に関しての分類 

タングステン W 7440-33-7 231-143-9 183.85 なし 

酸化トリウム ThO2 1314-20-1 215-225-1 264.04 なし 

 

4. 応急措置 

吸入した場合 ： 粉塵を吸入した人物、及びその影響のある人物を危険エリアから遠ざ

け、医師の手当てを受けること。 

皮膚に付着した場合 ： 皮膚に粉塵が付着した場合、石鹸水などで粉塵を取り除くこと。通例に

おいて本製品は皮膚に炎症を起こさない。 

目に入った場合 ： 目を開けている状態で、数分間流水で十分に洗い流すこと。 

状態が改善しない場合は医師の手当てを受けること 

飲み込んだ場合 ： 徹底的に口をゆすぎ、医師の手当てを受けること。 

全ての場合において、症状がひどいときは専門医の指示に従うこと。 

 

5. 火災時の措置 

適切な消化剤 ： D クラス ドライパウダー、ウォータージェット 

使ってはならない消化剤 ： 水、ABC ドライパウダー、ハロン、二酸化炭素 

特有の危険有害性 ： 火災によって刺激性、毒性、または腐食性のガスを発生するおそれ

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。移動不可能な場合、

容器及び周囲に散水して冷却する。 

消火を行う者の保護 ： 消火作業の際は、適切な空気呼吸器を含め完全な防護服（耐熱性）

を着用する。 
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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 

： 研削等により粉塵が発生した場合に適用。作業者は適切な保護具

を着用し、目、皮膚への接触や吸入を避ける。 

環境に対する注意事項 ： 河川等に排出されないように注意のこと。 

回収、中和 ： 適切な清掃用機械を使用して回収する。 

封じ込め及び浄化の方法

及び機材 

： 危険でなければ漏れをとめる。 

二次災害の防止策 ： 床面に残るとすべる危険性があるため、こまめに処理する。 

 

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。 

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

安全取扱い注意事項 ： 火気注意。 

粉塵を吸入しないこと。 

保管 

技術的対策 ： 湿気のない乾燥したところに保管すること。 

混触禁止物質 ： 「10. 安定性及び反応性」を参照。 

保管条件 ： 酸化剤から離して保管すること。 

容器包装材料 ： 特に規制なし。 

 

8. ばく露防止及び保護措置 

許容濃度 ： 棒材としての規定はないが、研削屑等の粉塵が発生する場合は各

粉末に対する下表を参考とする。（単位：mg/m3） 

日本産業衛生学会      W ThO2 

(2005 年版)  第 3 種粉塵 吸入性粉塵 2 

    総粉塵  8 

ACGIH（2005 年版）  TLV-TWA   5 

  TLV-STEL   10 

設備対策 ： 研削屑等の粉塵が発生する場合は、許容濃度を以下を保つため

に廃棄用換気装置を設置すること。 

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。 

目の保護具 ： 適切な保護眼鏡を着用すること。 

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 

外観 ： 光沢のある灰色の固体 

臭い ： 無臭 

融点 ： 3,680K 

沸点 ： 5,828K 

着火温度 ： 不明 

酸化性 ： 適用せず 

20℃地点での蒸気圧 ： 0hPa 

密度 ： 18.8g/cm3 

溶解度 ： 水、油に対しては不溶解 

電気伝導率 ： 18.20m/Ωmm2 
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10. 安定性及び反応性 

安定性 ： 酸に容易に侵されない。 

危険有害反応可能性 ： 長時間かけて HNO3+HF に対して溶解。アルカリ性酸化に対して溶

解。 

避けるべき条件 ： 高温（600℃以下）で酸素のある状態では酸化を、977℃からは昇華（三

酸化タングステン WO3、CAS 1314-35-8）と酸化トリウム ThO2（CAS 

1314-20-1）の放出を引き起こす。 

混触危険物質 ： 強酸、またはハロゲン（フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、その複合物）、酸化

物（過塩素酸塩、過酸化物、過マンガン酸塩、塩素酸塩、硝酸エステ

ル、亜硝酸化合物、クロム酸塩）、アルカリ金属（リチウム、ナトリウム、カリ

ウム、マグネシウム、カルシウム）等は強い反応を引き起こす。（例：発熱

反応の危険性、可燃性ガス発生の危険性、不衛生/有毒性成分/ガスの

発生の危険性） 

危険有害な分解生成物 ： 製品が酸化することによって、蒸発したり（三酸化タングステン WO3、

CAS 1314-35-8）放出される（酸化トリウム ThO2、CAS 1314-20-1）

可能性がある。R45：発癌する可能性がある。 

 

11. 有害性情報 

急性毒性 ： 本製品に急性経口、経皮毒性または吸入をした場合の毒性は含んでい

ない。 

  W LD50 経口、ラット：＞2000mg/kg（*9） 

   LD50 経皮、ラット：＞2000mg/kg（*9） 

   LC50 吸入、ラット：＞5.4mg/l, 4h eposition（*9） 

  ThO2 LD50 非経口哺乳類：8gm/kg（*5） 

   LD50 気管内、ラット：＞1.140mg/kg（*5） 

  詳しくは文献（*5）を参照のこと。 

皮膚腐食性・刺激性 ： データなし 

眼に対する重篤な損

傷・刺激性 

： 研削等により粉塵が発生する場合は、目に入ると異物感や刺激すること

がある。（GHS 分類区分 2B） 

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 ： データなし 

特定標的臓器・全身

毒性－単回暴露 

： 分類できない 

特定標的臓器・全身

毒性－反復暴露 

： 分類できない 

吸引性呼吸器有害性 ： データなし 

 

12. 環境影響情報 

生態毒性 ： 両生類 ：LC50：2.9mg/l（ヒキガエル,7d）（*12） 

魚 ：LC50：15.6mg/l（ニジマス,28d）（*12） 

生物分解性：該当なし 

残留性・分解性 ： データなし 

生体蓄積性 ： データなし 

移動性 ： 該当なし 

 

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 ： 無害廃棄物として処理できる。 
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14. 輸送上の注意 

国連番号（UN No.） ： n/a 

輸送規制は適用されない。 

直射日光を避け、容器の破損や荷崩れが起きず、濡れないように輸送する。 

 

15. 適用法令 

労働安全衛生法： 名称等を通知すべき有害物 

（法第 57 条の 2、施工令第 18 条の 2 別表第 9） 

（政令番号 第 337 号） 

 

16. その他の情報 

本安全データシートは記載された製品のみについて作成されたものであり、記載された製品以外のもの

には適応しません。本データシートに記載された内容は、現時点で入手できる資料、情報に基づいて作成

したものであり、新しい知見により変更される場合があります。また本データは記載された製品の特性を保

証するものではありません。製品状態、取扱、保管、使用、廃棄方法等は当社の管理下ではありませんの

で、一切の責任等はとりません。使用者は責任を持って本安全データシートの情報に従い、従業員ととも

に適切なマナーのもと使用するようお願い申し上げます。 
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