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鳥取県境港は国内有
数のカニ水揚げ漁
港！ベニズワイガニ
の漁獲量日本一！ 

鳥取大学は４５年
間にわたる膨大な
キチン研究の蓄積
あり 

原料
供給 

境港の甲陽ケミカルは日本最大の
キチンメーカー．７割が境港産 

研究
開発 

製造
加工 

鳥取県の地域資源を活かした研究 

研究の背景と目的 

鳥取県はキチン（カニ殻の主要成分）関
連品の研究開発・生産拠点として環境が
整っている 

地の利を活かして廃カニ殻を有効活用 

鳥取県境港は国内有数のカニ水揚げ漁
港（年8000トン）！ベニズワイガニ
の漁獲量日本一！ 

大量のカニ殻が発生 
有効利用されずに廃棄される 
大気・土壌汚染が懸念される 

地域資源として有効利用したい！ 



天然の多糖：キチン 

・甲殻類や昆虫の外皮を構成する多糖類 

・年間合成量は 1×１０９～１０１１トン 

キチン 

・アセチルグルコサミンが連なった直鎖構造 



樹木から得られるセルロースナノファイバー * 

*K. Abe, S. Iwamoto, H. Yano, Biomacromolecules, 2007, 8, 3276. 



樹木細胞の高次構造 

樹木の細胞構造 

セルロースナノ 

ファイバーの構造 

樹木は天然の 

繊維補強 

複合材料！ 

二次壁内層 

二次壁中層 

二次壁外層 

一次壁 

細胞壁の構造 



Structure of crab shell 

Strictly higher order structure 

*D. Raabe et al., Mater. Sci. Engin. A, 421 (2006) 143. 

isolated chitin nanofibers existing in the crab shell 



dried crab shell (100 g) 
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 deprotein （2M NaOH，2days, reflux） 

（1M HCl，2days，r.t.） deCaCO3 

delipid, depigment （ethanol, 6h, reflux） 

Fibrillation (making nanofibers) 

（MKCA6-3; Masko Sangyo Co., Ltd.） 

Alaska King crab 

1% chitin slurry 

AcOH (pH 3) 

High dispersity in H2O 
High viscosity 



FE-SEM image of chitin nanofibers* 
* JEOL JSM-6700F FE-SEM 

10-20 nm thickness 
homogeneous 
high aspect ratio 

S. Ifuku, M. Yoshioka et al., Biomacromolecules, 2009, 10, 1584–1588. 



mechanism for nanofiber preparation 

deprotein 

deCaCO3 

Chitin nanofibers 
Chitin nanofibers/ 

protein/CaCO3 

Chitin nanofibers is isolated by the 

removal of protein and CaCO3 



Chitin nanofibers from several prawn shells 

Black tiger  

prawn 

Japanese 

tiger prawn 

Alaskan 

pink shrimp 

Chitin nanofibers could be obtained 

from several prawn species 

S. Ifuku, M. Yoshioka et al., Carbohydrate. Polymers. 84, 762 (2011). 



乾燥カニ・エビ殻由来キチンナノファイバー 

エビ由来のキチン繊維はきめ細かい 

exocuticle（外クチクラ） endocuticle（内クチクラ） 



King trumpet mushroom 

Shiitake mushroom 

Buna shimeji 

Maitake mushroom 

Chitin nanofibers from several mushrooms 

Common mushroom 

S. Ifuku, R. Nomura et al., materials, 2011, 4, 1417. 



Grinder treatment Ex
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Dry chitin powder 

AcOH (pH 3) 

Chitin nanofibers 

glucosamine unit (5%) 

S. Ifuku, M. Yoshioka et al., Carbohydr. Polym. 2010, 81, 134–139. 
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Electrostatic repulsion break hydrogen bonding, 

resulted in improvement of nanofibrilation 

Chitin 

Cationization of amino groups 



乾燥キチン粉末の解繊処理 
酢酸未添加の場合 (pH 7) 

全くほぐれていない 



完全に解繊されている 

乾燥キチン粉末の解繊処理 
酢酸添加の場合 (pH 3) 



キチンナノクリスタルの調製 

キチンナノクリスタル：長さ数百μm 

キチンナノファイバー 
の結晶構造 

a型伸びきり鎖結晶 
 ・高強度 
 ・低熱膨張 
 ・高熱伝導 

結晶領域 結晶領域 結晶領域 結晶領域 

非晶領域 非晶領域 非晶領域 

酸処理 

酸処理 

キチンナノファイバー 



Application of chitin nanofibers 

Chitin nanofibers are candidates 

for reinforcement agent  to create 

high performance nanocomposite. 

High Young’s modulus 

High fracture stress 

Low thermal expansion 

~Objective~ 
Resin based nano-composite materials, reinforced with 

chitin nanofibers to expand the performance of resins 



Resin based nanocomposite film 

reinforced with chitin nanofibers 

Chitin nanofiber sheet 

（thickness: 59 m, d: 0.98)  

UV irradiation 

Chitin nanofiber composite 

  ・Thickness: 60 m 

  ・Fiber content：40％ 

Resin impregnation 

（bifunctional acrylic resin) 

Filtration 

Transparent and Flexible ! 

chitin nanofibers 



Acrylic 
resin  

m+n 
Refractive 

index 

A-600   1.468 

A-BPE-4 4 1.537 

A-BPE-10 10 1.516 

A-BPE-20 17 1.504 

A-BPE-30 30 1.493 

BPE-100 2.6 1.540 

BPE-200 4 1.532 

BPE-500 10 1.512 

BPE-900 17 1.502 

BPE-1300 30 1.491 

DCP   1.500 DCP 

S. Ifuku, S. Morooka et al., Green Chem., 2011, 13, 1708. 

Bifunctional acrylic resin monomers 

 
 
 
 

A-600 

BPE series 

A-BPE series 



Transparency      →  UV-Vis spectrometer 
 
Fracture strength, Young’s modulus   → 

Universal testing instrument  
 
Thermal expansion        →  TMA 

Characterization 



Regular light transmittance of nanocomposites 

The nanocomposites were transparent, due to the size effect 

Thickness of chitin nanofibers: 10~20 nm 

Wavelength of visible light: 400~800 nm 

 

The transparency of nanocomposite was less affected by RI of resins 

(at 600 nm) 

●Chitin ＮＦ (10-20 nm) 



Regular light transmittance of nanocomposites 

This is not applicable for micro-sized grass 

particle (40,000 nm) reinforcement composites. 

(at 600 nm) 

●Chitin ＮＦ (10-20 nm) 

●Glass particle(40,000 nm =40 μm) 



complexation 

Transparent crab shell 

chitin nanofiber/protein/mineral chitin nanofiber/resin 



・Young’s moduli of all resins significantly increased. 

Young’s moduli  



・The tensile strength of all acrylic resins also 
significantly increased. 

Fracture stress  



・The CTE of all the acrylic resins significantly decreased 

9.8 

Coefficient of thermal expansion (CTE) 



セルロースナノファイバー 

キチン、キトサンナノファイバー 

・資源調達が容易（低コスト） 

・乾燥試料からナノファイバー化可能 

・精製が容易（純度：９９．９％） 
・多彩な生体機能 

・高い濾水性 

・誘導体化が容易 

・金属錯体形成能 

・ポリカチオン性 



キチンナノファイバーの高い濾水性 

紙漉き器 キチンナノファイバー紙 



Chitin nanofiber available as a paper 

Several patterns can be printed 

on the nanofiber 
The printed nanofiber paper 

becomes transparent 



大国主命は白兎はキチンで治療した？ 



コンスタンチン君救命!! 

8. 27, 1990（3 歳） 

熱湯による全身火傷(90% ) 8月. 2002（15 歳） 



前肢に重度な挫創を負った猫 

カイトパックＣによる創の被覆 

治療中の猫 

カイトパックＣによる猫の創傷治癒（１） 
鳥取大学獣医学科 南三郎教授 



カイトパックＣによる猫の創傷治癒（２） 

被覆１３日目、旺盛な肉芽増生 

１９日目、皮膚の再生 

完全治癒に至った猫 



犬の重傷火傷例に対する効果 

• Miniature dachshund  

• 2-year-old  

• female  

• 3.8 kg  



  治療法 

•Day 1 
Debridement  

Rinsed with povidone 
iodine solution 

Covered with chitin 
and sprayed 10mg/ml 
GlcNAc 

 



Day 8 

• Skin regeneration at 
upper and lower 
eyelid 

• Detachment of chitin 



Day 26 1.7×1.4cm 

Hair 
growth  

Burn scar  



1. Application to skin 

• HR-1 hairless mouse 

• Under anesthesia, sample 
was applied between the 
marks using cotton ball stick 

• Skin was recovered at 8h after 
application of sample 

• Histological examination 

Sample 

Control 



Histological findings of the skin 
applied chitin nanofibers for 8h 

                      Hyper magnification 

Control Chitin nanofibers 

(pH4) 



キチンNFは生体内で炎症反応を 

引き起こさない 

市販のキチン粉末 キチンナノファイバー 

キチンを埋設した皮下組織(3days) 



キチンナノファイバーの 
潰瘍性大腸炎治癒効果 

• 大腸粘膜固有層における炎症細胞浸潤が特徴の慢性腸障害 

• クローン病と併せ炎症性腸疾患(IBD)と呼ばれる 

• 2009年度患者数は約11万3000人 



day0 day1 day2 day3 day4 day5 day6 -day7 

0.1% Chitin-NF or Chitin-PS 3% DSS + 0.1% Chitin-NF or Chitin-PS 

Disease Activity Index 
(体重、下痢、血便) 

採材(day3, day5, day6) 
・大腸長さ、大腸の肥厚 

・組織学的スコア 
・ミエロペルオキシダーゼ(MPO)染

色 
 

C57BL/6, 
♀,  

8週齢 



HE染色所見 (day 6) 
Control Chitin-NF Chitin-PS 

Bar: 100μm 
• Histological Score (HE染色) 

    0: 正常 

    1:炎症細胞の浸潤 

    2:腸陰窩の半分以下の消失 

    3:腸陰窩の半分以上の消失 

    4:腸陰窩の消失 

    5:上皮細胞の破壊 

光学顕微鏡下× 100 にて 
1標本あたり 

10視野をスコア化(n=3) 

    →合計30視野の平均値を算出  

(Ohkawara T et al. Scand J Gastroenterol 40: 1321-1327, 2005) 
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MPO染色所見 (day 6) 

Control Chitin-NF Chitin-PS 

Bar: 100μm 

• MPO陽性細胞数 

      光学顕微鏡下×400にて1標本あたり 

   20視野のMPO陽性細胞数を計測(n=3) 

     →計60視野の平均MPO陽性細胞数を算出 



MPO陽性細胞数 
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血清IL-6濃度 

(pmol/ml) 

*:p<0.05   Turkey-Kramer’s test   

DSS(+) day 5 DSS (-) 

Control 237.1 ±41.9 0-21.8 

Chitin-NF 85.8 ± 2.0* 0-29.8 



1000nm 

ナノサイズ効果による 

高い分散性と莫大な表面積が 

キチンの機能と物性を増幅 

（髪の毛の１万倍！） 

創傷治癒 

掻痒抑制 

止血効果 抗菌性 

生体適合性 

優れた生体特性 

高接着性 

優れた物性 

高熱伝導性 

高結晶性 高弾性 

高強度 

低熱膨張性 

被覆性 

抗炎症作用 

振動吸収特性 

汚泥凝集能 

錯体形成能 ホルムアルデヒド 

吸着能 

重金属捕集能 

優れた機能 

土壌改良効果 

保湿性 

骨形成能 抗腫瘍活性 

キチンの多彩な機能と物性 

多彩な利用開発が期待される！ 

医療用材料、ナノ複合材料、家庭用化成品、機能性食品 

生体内分解性 

カニ、エビ殻から抽出されるバイオナノ繊維 

“マリンナノファイバー” 


