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1．はじめに
（株）ブランド総合研究所による「地域ブラ

ンド調査2018」の都道府県魅力度ランキングで
は、山陰地方に位置する鳥取県は 47都道府県
中41位である。また、面積も同じく41位であり、
鳥取砂丘や大山、いくつかの温泉、山海の特産
品など、観光面では健闘をしているが、やや存
在感に欠ける。特に、人口は約56.3万人（2018
年）で 47位、企業数は約1.7万社で 47位、す
なわちいずれも最下位である。その鳥取県はカ
ニが特産であり、日本全体の半分近くを水揚げ
し、堂々の 1位である。とりわけ、冬場のズワ
イガニは有名で、「松葉ガニ」として東京や京
阪神にも多く出荷されている。

今回取り上げた鳥取大学発ベンチャー「（株）
マリンナノファイバー」はキチンナノファイ
バーを取り扱っているが、これは上記の鳥取県
の事情が背景にある。鳥取県はズワイガニ、ベ
ニズワイガニが特産であり、大量の廃殻が発生
するが、この廃棄物の処理に行政は頭を悩ませ
ていた。カニの身と殻の割合は、身30% に対し
て、殻が 70% である。鳥取県では全種で毎年1
万トン以上のカニが水揚げされ、一部は都会に
流れるが、県内では大量の殻の廃棄物が出る。
県西端に位置する境港はカニの水揚げ基地とし
て有名であり、特にベニズワイガニの漁獲量は
非常に多く、年間8,000トンといわれている。
その周辺では水産加工会社があり、カニのむき

1			キチンはエビ、カニをはじめとして、昆虫、貝、キノコに至るまで、極めて多くの生物に含まれている天然の素
材であるが、普通の溶媒には溶けないためにほとんど利用されていなかった。

2			伊福伸介教授を中心とする鳥取大学の研究チームが、鳥取県の特産品である「カニ」の殻からキチンをナノファ
イバーとして抽出することに成功し、驚くほどの多様な機能を解明してきた。

3			キチンナノファイバーには、創傷治癒促進効果、皮膚炎の緩和効果、育毛効果、服用に伴う腸管の炎症抑制効果、
植物の成長促進効果、ダイエット効果などが認められ、生体適合性が高いので、医療・美容・食品用途などへ
の展開が有望である。

4			キチンナノファイバーの機能を活かして実用化を推進するため、2016年に鳥取大学発ベンチャー「（株）マリ
ンナノファイバー」を起業し、キチンナノファイバーを機能性原料として販売するとともに、ナノファイバーを配
合した化粧品も自社製品として販売している。

要 点
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身を缶詰にする。その工程で大量のカニ殻が食
品残渣として発生する（写真1）。これを地域資
源として有効活用したいというのが、研究開発
の発端である。

カニの殻は天然の多糖であるキチンからでき
ている（図表1）。その構造はセルロースに似て
いるが、N-アセチル-D-グルコサミンが鎖状に
長くつながったアミノ多糖であるため、高度な
機能、環境との調和などの面から注目を集めて
いる。キチンはエビ、カニをはじめとして、昆虫、
貝、キノコに至るまで、極めて多くの生物に含
まれている天然の素材である。地球上で合成さ
れる量は 1年間で 10 ～ 1,000億トンにもなると
推測されており、地球上のセルロース量に相当
する。このように豊富な生物資源であるが、普
通の溶媒には溶けないためにほとんど利用され
ていなかった。

鳥取大学で、カニ殻からキチンナノファイ
バーを分離・製造する技術が確立できたので、

これを新素材として用途を開発していくこと
が、「（株）マリンナノファイバー」の大きな使
命である。

2．  キチンナノファイバー研究開発の 
フロントランナー

鳥取大学大学院工学研究科　伊福教授
キチンナノファイバーの開発・用途展開につ

いては、鳥取大学大学院工学研究科の伊福伸介
教授（写真2）が首尾一貫してリーダーとして
推進している。1974年生まれの伊福教授はもと
もと、セルロースナノファイバーの研究者であっ
た。京都大学大学院農学研究科で博士号を取得
した同氏は、セルロースナノファイバー研究で
有名な京都大学生存圏研究所（旧木質科学研究
所）の矢野教授門下で研究生活を送っていた。
2007年にカナダのブリティッシュコロンビア大
学に留学し、1年間の留学期間を経て鳥取大学
に着任することをきっかけに、地域の特色を活
かした鳥取らしい研究をしたいと考えたことが、
キチンナノファイバー研究の始まりであった。

伊福氏は 2008年に鳥取大学大学院に着任し
講師を務めた後、2011年に准教授、2018年に
は教授に昇進した。その間、本レポートの主題
となっている（株）マリンナノファイバーを
2016年5月に立ち上げ、代表取締役社長を兼業
で務めている。

出所：伊福教授発表資料、多糖の未来フォーラム2018

写真1　ベニズワイガニの殻の廃棄物

出所：筆者撮影

写真2　鳥取大学大学院　伊福伸介教授

キチン
出所：伊福教授発表資料、多糖の未来フォーラム2018

図表１　キチンの構造
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受賞歴も豊富で全てを紹介することは誌面の
関係で難しいが、年度ごとに代表的なものを抜
粋する。2012年に繊維学会・論文集、2013年
に高分子学会ヤングサイエンティスト講演賞、
2014年にセルロース学会奨励賞、2015年に日
本キチン・キトサン学会奨励賞などを受賞した。
近年では、2017年1月には、鳥取県知事賞、鳥
取県ビジネスプラン大賞、2017年9月には、高
分子学会広報委員会パブリシティ賞、2018年8
月には、Asia Pacific Society for Materials 
Research の Outstanding Research Achievement 
Award、2018年12月には、安藤スポーツ・食
文化振興財団の安藤百福賞「発明発見奨励賞」
が授与されている。

以上のように、これまでの成果は関係する学
会や財団および行政に広く認められており、キ
チンナノファイバーは非常に期待されている素
材である。今後の更なる量的拡大の課題はある
ものの、この 10数年の間に、世界で注目すべ
き素材に成長したキチンナノファイバーの用途
展開状況を中心に、伊福教授にヒアリングした
内容を以下に紹介していきたい。

3．キチンナノファイバーの製造方法
キチンナノファイバーが得られる理由はカニ

殻の組織構造にある（図表2）。カニ殻はキチン
ナノファイバーとタンパク質が複合体を形成し、
階層的に組織化され、その隙間に炭酸カルシウ
ムが充填されている。カルシウムはキチンナノ
ファイバーを支持する充填剤、タンパク質はカ
ルシウムの析出を促す核剤の役割を果たしてい
ると考えられている。そのため、これらを除去
すると支持体を失ったキチンナノファイバーは、
比較的軽微な粉砕でも容易にほぐれる。これが
ナノファイバーを単離できる機構である。

以上のカニ殻の組織構造を踏まえ、キチンナ
ノファイバーの製造は次の工程によって行われ
る（図表3）。まず、カニ殻に含まれるタンパク
質と炭酸カルシウムを、それぞれアルカリによ
る可溶化と酸による中和反応によって取り除
く。更に、アルコールを用いて色素や脂質分を
除去する。なお、甲殻アレルギーのアレルゲン
はカニの筋繊維由来であり、カニ殻に含まれる
タンパク質はアレルゲンではないとされるが、
除タンパク処理を繰り返し行うことによって、
検出限界以下まで除くことができる。次いで、
この精製したキチンを湿式で粉砕装置に通すこ
とで完了する。

出所：伊福教授発表資料、多糖の未来フォーラム2018

図表2　カニ殻の組織構造

出所：伊福教授発表資料、多糖の未来フォーラム2018

図表3　キチンナノファイバーの製造方法
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4．キチンナノファイバーの効能と用途展開
キチンナノファイバーの用途展開を進める上

で意識すべきことは、セルロースナノファイ
バーとの差別化である。キチンナノファイバー
はフィルムや塗料などの補強効果に優れ、例え
ば、フィルムの透明性や柔軟性を損なうことな
く、諸物性を大幅に向上することができた。し
かしながら、同様の形状と物性をもち、コスト
面で有利なセルロースナノファイバーでも同等
の効果が得られるため、キチンナノファイバー
の特色を活かす必要がある。キチンナノファイ
バーは生体親和性が高く、また、ヒトを含めた
多くの動物がキチナーゼを産生してキチンを分
解できるため、医療用材料は有望な用途であろ
う。この点を中心にキチンナノファイバーの効
能と用途展開を以下に紹介する。

（1）創傷治癒促進効果
キチンは好中球、マクロファージ、線維芽細

胞、血管内皮細胞、皮膚上皮細胞などを活性化
し、それに伴い治癒を促進することが知られて
いる。創傷を負ったマウスに対して、ナノファ

イバーを定期的に塗布したところ、4日目に部
分的、8日目に完全な上皮組織の再生が組織学
的に認められた。また、真皮層における顕著な
膠原繊維の増生も認められた。（写真3参照）

（2）皮膚炎の緩和効果
キチンナノファイバーを皮膚炎に塗布するこ

とにより、炎症を緩和することが明らかになっ
ている。アトピー性皮膚炎を誘発させたマウス
に対して、キチンナノファイバーを定期的に塗
布した。35日間の経過を臨床スコアおよび組織
学的スコアにより評価したところ、顕著な炎症
の緩和効果が確認できた。具体的には、炎症に
伴う表皮の肥厚や角質の増加が抑制され、表皮
および真皮における炎症細胞の浸潤も抑制され
た。アレルギー性皮膚炎に関わる血清中の IgE
抗体 1 の濃度も低値であった。これらの一連の
効果は市販のステロイド薬のそれと同程度で
あった。これは、ナノファイバーの塗布により、
炎症に関連する NF-κB2、COX-23、および
iNOS4 の産生量が抑制されたことが影響してい
ると推察される。

出所：Carbohydrate Polymers, 123, 461-467 （2015）

写真3　キチンナノファイバーの創傷治癒促進効果

1：IgE抗体：身体の中に入ってきたアレルギーの原因物質（アレルゲン）に対して働きかけ、身体を守る機能を持つ抗体。
2：NF-κB：種々の刺激によって活性化される転写因子で、免疫応答、炎症などの多彩な生理作用を発揮する。その活性調節異常がアレルギーなどに関

与。
3：COX-2：炎症や痛みを引き起こす物質の生成を加速する酵素。
4：iNOS：一酸化窒素合成酵素の一種。病原体に対する生体防御機能がある。
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（3）育毛効果
一部をキトサンに変性したキチンナノファイ

バーが毛髪の成長を促すことが報告されてい
る。剃毛したマウスの背面にキチンナノファイ
バー水分散液を 12日間にわたり塗布したとこ
ろ、発毛部の面積率と毛髪の長さが増加した（図
表4）。この効果は育毛効果の認められている有
効成分（ミノキシジル）よりも高値であった。
キチンナノファイバーを配合した培地でヒト由
来の毛乳頭細胞を培養したところ、毛乳頭細胞

数の増加と毛根の血管形成を促す VEGF5、毛
母細胞の活性化を促す FGF-76 の産生量の高進
が認められた。微細なナノファイバーが毛根深
部まで到達し、休止期の毛根を刺激し、成長期
へと移行させ、毛髪の成長を促していると推察
される。育毛効果については、2018年3月9日
の日本経済新聞において、「カニ由来素材に発
毛効果、殻から生成、鳥取大学が確認」として、
掲載された。

（4）服用に伴う腸管の炎症抑制効果
キチンナノファイバーが腸管の炎症を抑制す

ることも明らかにされた。腸管に急性炎症を誘
発させたモデルマウスに対して、キチンナノ
ファイバーの水懸濁液を飲み水の代わりに自由
摂取させる。3 ～ 6日間の服用により、腸管の
炎症および線維症が大幅に改善したことが、組
織学的な評価によって確認された（図表5下）。
キチンナノファイバーの服用に伴い、大腸組織
内の核因子κB（NF-κB）が減少したこと、血
清中の単球走化性タンパク質-1（MCP-1）7 の
濃度が減少したこと（図表5上）が炎症反応の

（注）マリンナノファイバーはキチンナノファイバーを意味する
出所：Carbohydrate Polymers, 87, 1399-1403 （2012）

図表5　キチンナノファイバーの腸管炎症抑制効果

出所：International Journal of Biological Macromolecules, 126, 11-17 （2019）

図表4　キトサン化キチンナノファイバーの育毛効果

5：VEGF：血管内皮増殖因子。脈管形成や血管新生に関与する糖タンパク。
6：FGF-7：繊維芽細胞増殖因子。毛母細胞を作る司令を出す遺伝子で毛髪成長のおおもと。
7：MCP-1：単球に対して特異的な活性を示し、炎症局所への単球の遊走（移動）に関与。
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改善に寄与したと思われる。NF-κB は急性お
よび慢性炎症反応に関与するタンパク質複合体
であり、MCP-1 は炎症性サイトカインである。

（5）植物の成長促進効果・病害抵抗性の誘導
キチンナノファイバーの生体への効果は動物

のみならず、植物でも認められている。写真4
の小松菜の例に示すように、ナノファイバー化
していないキチンでは見られない成長促進効果
がキチンナノファイバーで得られた。鳥取大学
農学部の発現変動遺伝子解析により、キチンナ
ノファイバーにより根や葉で遺伝子発現量の増
加が認められた。

多くの植物はキチンオリゴ糖を認識する受容
体を備えており、シグナルの伝達を経て病害抵
抗性が発現することが知られている。イネはい
もち病に感染すると枯れてしまうが、あらかじ
めキチンナノファイバーを散布すると、病害抵

抗性が誘導されて立ち枯れを抑制できる。この
ような効果はトマト、キュウリ、梨についても
確認されている。菌類の細胞壁にはキチンが含
まれている。植物はキチンを認識する受容体を
自然免疫として備えており、菌の襲来に備えて
いると推察される。

（6）表面キトサン化キチンナノファイバーの
ダイエット効果

キチンナノファイバーを中程度のアルカリで
脱アセチル化した後、粉砕することによって、
表面が部分的にキトサンに変換されているが、
内部はキチン結晶が保持されたナノファイバー
を製造することができる。キトサンはダイエット
効果が知られており、特定保健用食品に認定さ
れている。表面キトサン化キチンナノファイバー
についても、ダイエット効果があることが明らか
になっている。マウスに脂肪分の高い食事を与
えると、体内に脂肪が蓄積して（写真5）体重が
増加する。しかし、表面をキトサン化したナノ
ファイバーを一緒に与えると、体重の増加が緩
和され、従来のキトサンと同様のダイエット効
果が認められた。これは分泌される胆汁酸がイ
オン的な相互作用により、ナノファイバーの表
面に吸着されるためである。胆汁酸の吸着によ
り脂肪の安定化が妨げられて吸収が抑制される。
キトサンは溶解すると独特のえぐみがあるが、
ナノファイバーは溶解しないため無味無臭であ
り、ダイエット用の添加剤として有望である。出所：伊福教授発表資料、多糖の未来フォーラム2018

写真4　  キチンナノファイバー（CNF）の 
成長促進効果（小松菜）

（注）マリンナノファイバーはキチンナノファイバーを意味する
出所：マリンナノファイバー社資料

写真5　キチンナノファイバーのダイエット効果
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（7）小麦生地の強化（製パン性の向上）
摂食可能なキチンナノファイバーは食品用途

に展開することもできる。キチンナノファイ
バーは水分散液として製造されるため、食品へ
の配合・加工する際に有利である。パンの生産
において、小麦粉を 20%減らすと当然ながらそ
の分は膨らまない。しかし、あらかじめ微量の
キチンナノファイバーを添加しておくと、減量
前と同程度の体積のパンが得られる（写真6）。
また、薄力粉は強力粉と比較してグルテンの量
が少ないため、膨らませることが困難であるが、
キチンナノファイバーを配合することにより、
通常のパンと同様に膨張した。キチンナノファ
イバーがグルテンと相互作用してベーキングの

際に内部に空気を内包する壁を形成するためと
考えられている。

5．  鳥取大学発ベンチャー 
「（株）マリンナノファイバー」

（株）マリンナノファイバーは、鳥取大学発ベン
チャー企業であり、2 項で紹介した伊福教授が兼
業で代表取締役社長を務めている。同社は 2016
年 4月に設立、5月に正式に認定された。拠点は
鳥取大学湖山キャンパスの中のベンチャー・ビジ
ネス・ラボラトリー内にある（写真7、8）。地場産
業の発展に貢献できる企業を目指しており、2017
年10月にはキチンナノファイバーおよび応用製品
の生産を行う千代水工場が稼働開始した。

出所：筆者撮影

写真8　鳥取大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリーの玄関

出所：筆者撮影

写真7　鳥取大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリーの外観

出所：Nippon Shokuhin Kagaku Kogaku Kaishi, 63, 18-24 （2016）

写真6　キチンナノファイバーによる製パン性向上
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ファイバー／テキスタイル

同社のビジネスモデルを図表6 に示す。鳥取
県産のカニ殻から抽出したキチンを原料にキチ
ンナノファイバーを製造するとともに機能探
索・用途開発を行う。一方では、キチンナノファ
イバーを共同開発企業に供与し、それぞれの企
業で製品化していく。このようなビジネスモデ
ルでの活動を推進する中で、いくつかの独自製
品が市場化された。保湿用のジェルやクリーム、
健康食品、育毛剤、目元パック、消毒剤、二重
瞼用の接着剤などが挙げられる。

6．まとめ
伊福教授を中心とする鳥取大学の研究チーム

が、鳥取県の特産品である「カニ」の殻からキ
チンをナノファイバーとして抽出することに成
功し、驚くほどの多様な機能を解明してきた。
更に、機能を活かして実用化を進め、カニ殻の
有効利用と鳥取県の産業の活性化に取り組んで
いる。

キチンナノファイバーの実用化においては、
先行するセルロースナノファイバーとの差別化
が大きな課題である。キチンは脱アセチル化に
よって正の電荷を持ち、反応性の高いアミノ基
に変換されるので、この特徴は差別化の 1 つの

カギになる可能性がある。また、本レポートでも
紹介したように、キチンナノファイバーに特徴
的な生体機能促進効果が明らかになりつつある。
動物から抽出されたキチンナノファイバーは生
体適合性に優れているので、人体を含む生体と
の相互作用が必須の医療・美容・食品用途など
への展開には大きな期待がもてる。また、自動車・
工業・農業用途など、大量の材料活用の可能性
のある分野に対しては、コスト低減は必須であ
る。その中で、キチンナノファイバーならではの
特異的な機能を見出すことも重要と考える。
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図表6　（株）マリンナノファイバーのビジネスモデル


