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紙力増強剤及びサイズ剤について 
 
使用している紙力増強剤・サイズ剤 

• 紙力増強剤：ＷＳ５７０ 
• サイズ剤：ＡＳ２０２ 

※両剤ともにメーカーは星光 PMC株式会社です。 

 
製品１ロール当りの使用量 

• 紙力増強剤：０．１％以下 
• サイズ剤：０．１％以下 

 
使用理由等 
アイウォールが、安定した高品質を保ち、エンドユーザーに安価に提供する為の製品化

を行うために紙力増強剤及びサイズ剤を使用しています。 
使用量は、他の壁紙（自然素材系壁紙も含む）に比べても微量です。 
通常、内装用壁紙では、紙力増強剤及びサイズ剤は裏打ち紙等にも使用してあり、手漉

き和紙壁紙以外で、紙力増強剤及びサイズ剤を使用しないで製品化するのは、非常で困難

であるの現状です。 
 
用語説明 
サイズ剤とは、紙に耐水性を付与する目的で使用されるものです。製紙工程において、

パルプスラリー中に添加して使用されるサイズ剤を内添サイズ剤と呼び、製紙後の紙表面

に塗工し、印刷適性などの紙質向上を図るサイズ剤を表面サイズ剤と呼びます。アイウォ

ールで使用しているサイズ剤は、内添サイズ剤です。 
紙力増強剤とは、一般に紙を水に浸すと一般に紙力が低下しますが、これを補う目的で

使用されます。また、紙が濡れた際の寸法安定性を向上するために使用されます。又、紙

力増強剤には、乾燥紙力増強剤と湿潤紙力増強剤があり、アイウォールで使用している紙

力増強剤は、湿潤紙力増強剤です。 
 

紙力増強剤の安全性について 
1. ＷＳ５７０成分について 

 紙力増強剤で使用されている成分は、水８７．５％とポリアミド･エピクロ

ロヒドリン樹脂（以下ＰＡＥ）１２．５％です。 
（星光ＰＭＣ株式会社資料等 参考） 
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2. ＰＡＥの反応性について 
 ＰＡＥは、パイプスラリーに添加された時点では、反応性を有しています

が、抄紙・乾燥工程後は、熱硬化し、反応性を失う為、紙中に存在する微量

のＰＡＥは、反応性を持たない安定な樹脂として存在します。反応性を持た

ない為、壁紙の安全性は保持されると考えます。 
 又、通常壁紙が使用される環境の範囲内であれば、熱、湿度等の外的条件

が変化しても、一度硬化したＰＡＥが再度反応性を有したり、分解すること

はありません。 
（星光ＰＭＣ株式会社資料等 参考） 

 
3. ＷＳ５７０使用例 

 同紙力増強剤は、他に紙類としては、ハンバーガーの包み紙（耐油紙）・飲

料用の濾紙・ミルクカートン・紙コップ原紙等に使用され、アメリカのＦＤ

Ａリストに掲載されています（別紙参照）。 
（星光ＰＭＣ株式会社資料等 参考） 
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参考資料  

 
•  紙力増強剤 WS570 製品安全データシート  
•  サイズ剤 AS202 製品安全データシート  



 紙力剤 WS570､星光 PMC(株)､10002P0-2､2003 年 4 月 1 日､1/3

作成日：2002 年 1 月 29 日

改訂日：2003 年 4 月  1 日

製品安全データシート

1. 製品及び会社情報

   製品名 紙力剤 ＷＳ５７０

会社名 星光ＰＭＣ株式会社

 住所 東京都中央区日本橋本町３丁目３番６号

 電話番号　03-6202-7333     FAX 番号　03-6202-7343

整理番号 10002P0-2

2. 組成､成分情報

単一製品･混合物の区別：混合物

化学名：ポリアミド・エピクロロヒドリン樹脂

成分及び含有量：ﾎﾟﾘｱﾐﾄﾞ･ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ樹脂     12.5％

                水                        約 87.5％

化学特性：非公開

官報公示整理番号（化審法・安衛法）：登録済

危険有害成分：

危険有害不純物：

 化学物質管理促進法(PRTR 法)第一種指定化学物質；第 134 号 1,3-ｼﾞｸﾛﾛ-2-ﾌﾟﾛﾊﾟﾉｰﾙ 1.2％

 毒物および劇物取締法 施行令第 40 条の 9；該当しない。

 労働安全衛生法 第 57 条の 2 通知対象物；該当しない

3. 危険有害性の要約

最重要危険有害性

  有害性：目、皮膚への刺激性があると考えられる。

  環境影響：水生生物に対し有害であると考えられる。

特定の危険有害性 ：

分類の名称（分類基準は日本方式）：分類基準に該当しない。

4. 応急措置

皮膚に付着した場合：大量の水と石鹸で洗い流す。

目に入った場合：直ちに流水で充分に洗眼した後、医師の診察を受ける。

飲み込んだ場合：直ちに吐出させ、医師の診断を受ける。

5. 火災時の措置

消火剤：非引火性の水溶液のため該当しない。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項：作業を行なう際には､ｺﾞﾑ手袋､保護眼鏡等を着用する。

環境に対する注意事項：漏出物を直接に河川や下水に流してはいけない。

除去方法：少量の場合；ｳｴｽ等で拭き取り、放水による稀釈洗浄を行なう。

          大量の場合；盛土･土嚢等で囲って流出を防止し、ﾎﾟﾝﾌﾟ等で他の容器に移した

                      後、ｳｴｽ等で拭き取り、放水による稀釈洗浄を行なう。

         使用したｳｴｽ等は焼却あるいは産業廃棄物処理業者に処理を委託する。



 紙力剤 WS570､星光 PMC(株)､10002P0-2､2003 年 4 月 1 日､2/3

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

  技術的対策：皮膚、粘膜、または着衣に触れたり、眼に入らないようにする。

  注意事項：局所排気、全体換気などは特に必要としない。

  安全取扱い注意事項：硫酸ﾊﾞﾝﾄﾞ､ｻﾋﾞ、ｱﾆｵﾝ性もしくはｶﾁｵﾝ性樹脂、ｱﾙｶﾘ性物質と直接

                     接触･混合しないようにする。

保管

  適切な保管条件：直射日光下、高温下での保存は避け、5～25℃で保存する。

                  冬期には凍結防止措置を講じる。

  安全な容器包装材料：容器・配管に鉄材を使用しない。

8. 暴露防止及び保護措置

管理濃度：無し。

許容濃度

  日本産業衛生学会（  年版）：無し。

  ＡＣＧＩＨ（  年版）：無し。

保護具

  呼吸器官の保護具：特に必要としない。

  手の保護具：ｺﾞﾑ手袋を着用する。

  眼の保護具：保護眼鏡を着用する。

  皮膚及び身体の保護具：特に必要としない。

9. 物理的及び化学的性質

物理的状態

  形状：液体

  色：淡ｺﾊｸ色

  臭い：特異臭

ｐＨ：4.0±1.0

物理的状態が変化する特定の温度／温度範囲

  凍結点 -1℃

引火点：無し。        発火点：無し。

比重：1.04±0.01(25℃)

溶解性

  溶媒に対する溶解性：いかなる割合でも水に溶解する。

その他のデータ

  粘度：30～80 ｍPa･s（25℃)

10. 安定性及び反応性

安定性：通常の取扱条件においては安定。

反応性：通常の取扱条件においては安定。

避けるべき条件：35℃以上の高温   避けるべき材料：鉄

危険有害な分解生成物：
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11. 有害性情報

急性毒性：ＬＤ50(経口､ﾗｯﾄ､OECD401);2,000mg/kg 以上
局所効果：眼一次刺激性(ｳｻｷﾞ、OECD405)；「軽度の刺激性」
変異原性：Ames 試験；陽性 (比活性値；35 ｺﾛﾆｰ/1mg)
          小核試験(OECD474)； 陰性
生殖毒性：環境省のｲﾝﾀｰﾈｯﾄ･ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ「環境ﾎﾙﾓﾝ戦略計画 SPEED’98(2000 年 11 月改訂版)」
         に示されている「内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質」を使用しておらず、
         実質的に含有しているとは考えられない。

12. 環境影響情報
移動性：水域に移動する可能性あり。
生態毒性
  魚毒性：ＴＬｍ値(ﾒﾀﾞｶ､48 時間）; 10ppm
  その他：ＣＯＤ；55,000 mgO/kg
          ＢＯＤ；   540 mg /kg
          有害物質の分析結果；
                               物質名

測定値
(mg/kg)

検出限界
(mg/kg)

   測定方法

ｶﾄﾞﾐｳﾑ 不検出 0.1 原子吸光光度法
鉛 不検出 1.0 原子吸光光度法
全水銀 不検出 0.2 原子吸光光度法
六価ｸﾛﾑ 不検出 0.2 原子吸光光度法
砒素 不検出 0.01 吸光光度法
ｼｱﾝ 不検出 0.5 ｲｵﾝ電極法
有機ﾘﾝ 不検出 0.05 ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
ｱﾙｷﾙ水銀 不検出 0.005 ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
PCB 不検出 0.08 ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法

13. 廃棄上の注意
残余廃棄物及び汚染容器・包装の廃棄方法：産業廃棄物処理業者に廃棄を委託する。

14. 輸送上の注意
国際規制：
輸送の特定の安全対策および条件：高温下での輸送を避ける。冬期には凍結防止措置を講じる。
                               容器に鉄材を使用しない。

15. 適用法令
毒物および劇物取締法(施行令第 40 条の 9）：該当しない。
労働安全衛生法（第 57 条の 2 通知対象物質)：該当しない。
化学物質管理促進法(PRTR 法）：第一種指定化学物質 第 134 号 1,3-ｼﾞｸﾛﾛ-2-ﾌﾟﾛﾊﾟﾉｰﾙ
化審法(指定化学物質）：該当しない。
消防法：該当しない。

16. その他の情報

記載内容の問合わせ先：星光ＰＭＣ株式会社 千葉研究所 技術管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ

                      電話番号：043-226-5911   FAX 番号：043-226-5921

改訂の記録          ：作成     2002 年  1 月 29 日

                      改訂     2003 年  4 月  1 日

                       

この製品安全ﾃﾞｰﾀｼｰﾄは新しい知見および試験等により改訂されることがあります。

本ｼｰﾄの記載内容は、当社の現在の知見に基づくものであり、製品の安全性を保証するものでは

ありません。

本ｼｰﾄの内容を参考として、ご使用者各位の責任において個々の実態に応じた適切な処置を講じ

て頂くようお願い申し上げます。
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作成日：2002 年 2 月 21 日

改訂日：2003 年 4 月  1 日

製品安全データシート

1. 製品及び会社情報

   製品名 サイズ剤 ＡＳ２０２

会社名 星光ＰＭＣ株式会社

 住所 東京都中央区日本橋本町３丁目３番６号

 電話番号　03-6202-7333     FAX 番号　03-6202-7343   

整理番号 10015P0-2

2. 組成､成分情報

単一製品･混合物の区別：混合物

化学名：アルキルケテンダイマー

成分及び含有量：ｱﾙｷﾙｹﾃﾝﾀﾞｲﾏｰ  他       16.2％

                水                     83.8％

化学特性：非公開

官報公示整理番号（化審法・安衛法）：登録済

危険有害成分：毒物および劇物取締法 施行令第 40 条の 9；該当しない。

              労働安全衛生法 第 57 条の 2通知対象物；該当しない。

              化学物質管理促進法(PRTR 法)指定化学物質；該当しない。

3. 危険有害性の要約

最重要危険有害性

 有害性：LD50の試験結果では飲み下した場合の毒性は低いと考えられる。

 環境影響：LC50の試験結果から環境への影響は低いと考えられる。

 物理的及び化学的危険性：高温下で保存した場合、二酸化炭素（炭酸ｶﾞｽ）が多く発生す

                        る場合がある。

特定の危険有害性：

分類の名称（分類基準は日本方式）：分類基準に該当しない。

4. 応急措置

皮膚に付着した場合：布等で拭き取った後、大量の水と石鹸で洗い流す。

目に入った場合：直ちに流水で充分に洗眼した後、医師の診察を受ける。

飲み込んだ場合：直ちに吐出させ、医師の診断を受ける。

5. 火災時の措置

消火剤：非引火性の水性ｴﾏﾙｼｮﾝのため、該当しない。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項：作業を行なう際には､ｺﾞﾑ手袋､保護眼鏡等を着用する。

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、環境に影響を起こさない様

                      に注意する。

除去方法 少量の場合：ｳｴｽ等で拭き取り、放水による稀釈洗浄を行なう。

         大量の場合：盛土･土嚢等で囲って流出を防止し、ﾎﾟﾝﾌﾟ等で他の容器に移した

                     後、ｳｴｽ等で拭き取り、放水による稀釈洗浄を行なう。

         使用したｳｴｽ等は焼却あるいは産業廃棄物処理業者に処理を委託する。
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7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

  技術的対策：ﾄﾞﾗﾑから取り出す場合、ﾄﾞﾗﾑのｷｬｯﾌﾟはゆっくりと回して（炭酸ｶﾞｽを抜き

              ながら）開ける。缶から取り出す場合、中ぶたをゆっくりと（炭酸ｶﾞｽを抜

              きながら）開ける。この際、取り出し口に顔を近付けないようにする。

  注意事項：局所排気、全体換気などは特に必要としない。

  安全取扱い注意事項：酸・ｱﾙｶﾘが混入しないようにする。

保管

  適切な保管条件：直射日光および高温下での保存は避け、5～20℃で保存する。

                  特に、夏期に冷暗所での保管を徹底する。

                  冬期には凍結予防措置を講じる。

  安全な容器包装材料：ｽﾃﾝﾚｽ及び、ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ、FRP 等の樹脂製の容器を用いる。酸性の水性

                      液のため鋳鉄製容器で保管することは、錆が発生するので避ける。

8. 暴露防止及び保護措置

管理濃度：無し。

許容濃度

  日本産業衛生学会（  年版）：無し。

  ＡＣＧＩＨ（  年版）無し。

保護具

  呼吸器官の保護具：特に必要としない。

  手の保護具：ｺﾞﾑ手袋を着用する。

  眼の保護具：保護眼鏡を着用する。

  皮膚及び身体の保護具：特に必要としない。

9. 物理的及び化学的性質

物理的状態

  形状：ｴﾏﾙｼｮﾝ

  色：乳白色

  臭い：微臭

ｐＨ：3.6±0.4

物理的状態が変化する特定の温度／温度範囲

  凍結点：0℃

引火点：無し。          発火点：無し。

比重：1.01±0.01 (25℃)

溶解性

  溶媒に対する溶解性：いかなる割合においても水に分散する。

その他のデータ

  粘度：100 ｍPa･s 以下 (25℃）

10. 安定性及び反応性

安定性：通常の使用、保管条件では安定。

反応性：高温下に保管された場合、二酸化炭素（炭酸ｶﾞｽ）が多く発生する場合がある。

避けるべき条件：酸･ｱﾙｶﾘの混入、高温下での保存      避けるべき材料：鉄材

危険有害な分解生成物：
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11. 有害性情報

急性毒性：ＬＤ50(経口､ﾗｯﾄ､OECD401); 2,000 mg/kg 以上

局所効果：

変異原性：

生殖毒性：環境省のｲﾝﾀｰﾈｯﾄ･ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ「環境ﾎﾙﾓﾝ戦略計画 SPEED’98(2000 年 11 月改訂版)」

         に示されている「内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質」を使用しておらず、

         実質的に含有しているとは考えられない。

12. 環境影響情報

移動性：水域へ移動する可能性あり。

  魚毒性：ＬＣ50(ﾋﾒﾀﾞｶ､96 時間); 3.63%（V/V）

  その他：ＢＯＤ；21,000 mg/kg

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物及び汚染容器・包装の廃棄方法：産業廃棄物処理業者に処理を委託する。

14. 輸送上の注意

国際規制：

15. 適用法令

毒物および劇物取締法(施行令第 40 条の 9）：該当しない。

労働安全衛生法（第 57 条の 2 通知対象物質)：該当しない。

化学物質管理促進法（PRTR 法)：該当しない。

化審法(指定化学物質）：該当しない。

消防法：該当しない。

16. その他の情報

記載内容の問合わせ先：星光ＰＭＣ株式会社 千葉研究所 技術管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ

                      電話番号：043-226-5911   FAX 番号：043-226-5921

改訂の記録          ：作成     2002 年  2 月 21 日

                      改訂     2003 年  4 月  1 日

この製品安全ﾃﾞｰﾀｼｰﾄは新しい知見および試験等により改訂されることがあります。

本ｼｰﾄの記載内容は、当社の現在の知見に基づくものであり、製品の安全性を保証するもので

はありません。

本ｼｰﾄの内容を参考として、ご使用者各位の責任において個々の実態に応じた適切な処置を講

じて頂くようお願い申し上げます。




