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Global warming caused by hydrofluorocarbons (HFCs), which have been increasingly used in place of CFCs, 
has become a new issue. To solve this problem, three products of hydrofluoroolefin (HFO) have been developed 
as alternative substances with low global warming potential (GWP). By establishing its own manufacturing 
method utilizing its own chemical chain, it was possible to start commercial sales under the AMOLEA brand. By 
replacing these AMOLEA products, it is possible to greatly reduce the environmental load. 
 
 
その優れた特性から広く使用されていた特定フ

ロンは、オゾン層破壊という地球規模の環境問題

を引き起こすことが判明し、モントリオール議定

書（MOP）に基づき主要国での生産が廃止され、
新たに開発されたオゾン層破壊に寄与しないハ

イドロフルオロカーボン（HFC）を代替物質とし
て使用することでオゾン層破壊の進行を止める

ことに成功した。一方、特定フロンに代わって使

用が拡大した HFC による地球温暖化が新たな課

題となり、京都議定書に基づく排出規制が制定さ

れ、回収破壊による排出抑制努力が実施されてき

た。しかしながら、幾つかの用途では使用時の漏

洩問題が明確となり課題解決には至っていない。

この様な背景のもと MOP のキガリ改定で、地球
温暖化係数（GWP）の大きい HFC 使用量の段階

的な削減が決定され、GWP の小さい新たな代替
物質の開発に対する要望が強まった。 
特定フロンや HFC に代表される安全性などの
優れた特性を損なうことなく、地球環境に優しい

代替物質の開発に取り組み、分子中に不飽和結合

をもつ新たな代替物質としてハイドロフルオロ

オレフィン（HFO）3物質を選定し“AMOLEA”

ブランドとして商業販売を開始した。 
今回開発を行った HFOは、主要用途の中で使用
量が多く、代替により大きな排出削減効果が見込

まれる冷媒、発泡剤用途で使用される HFC-134a、
HFC-245fa と、HCFC として生産廃止が決定され

ていた自社洗浄剤 AK-225 をターゲットに開発を

行った。最も使用量の多い HFC-134aの代替には、
米国 2 社が開発を行った HFO-1234yf を選定し独
自の工業製法を確立することでいち早く市場提

供を可能とした（2015 年）。一方、HFC-245fa 及
び AK-225 代替には、独自の代替物質として
HFO-1224ydZ、HFO-1233yd（AS-300）の開発に成
功し、自社のケミカルチェーンを最大限活用可能

な工業製法を確立して商業販売を開始した（2018
年）。これら AMOLEA製品は、いずれも従来品と

同等の沸点と安全性を持つ物質としてドロップ

イン代替可能な製品であると同時に、環境負荷が

極めて小さく持続使用可能な製品である（表１）。 
表１．AMOLEA製品と従来品の主要特性比較 

AMOLEA製品 

（従来品） 

沸点 GWP 

ITH=100年 

許容濃度 

TWA-8h 

HFO-1234yf 

(HFC-134a) 

-29℃ 

(-26℃) 

<11 

(1300) 1 

500ppm* 

(1000ppm) * 

HFO-1224ydZ 

(HFC-245fa) 

15℃ 

(15℃) 

<12 

(858) 1 

1000ppm** 

(300ppm) * 

AS-300 

(AK-225) 

54℃ 

(54℃) 

<12 

(380) 1 

250ppm** 

(100ppm) ** 

*米国産業衛生協会設定値、**AGC推奨値 

使用時の環境漏洩が大きな課題となる冷媒、発

泡剤用途では、GWP値が LCA評価に大きく影響

し、AMOLEAへの代替で 1/10程度に LCA低減が
可能となる。日本に限定しても CO2換算排出量で

年間１千万トン規模の排出削減が期待できる。 
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Chitin nanofiber is a novel material obtained from crab shell waste. It has a fine morphology with 10 nm thick. 
It is prepared from crab shell after series chemical treatments and the subsequent mechanical treatment. It has 
efficient mechanical properties due to its extended crystalline structure. So, it is available for reinforcement filler 
to make strong composite materials. The characteristics of the nanofiber is a variety of biological properties. To 
spread the efficient novel nanomaterial, university originated venture company has been launched from 2018. 
Partially modified chitin nanofiber was provided as a functional ingredient. Several commercial products, such as 
cosmetics, health food, scalp lotion, lip cream and so on, are commercially sold. 
 
 
鳥取県の特産品としてカニが有名である。とり

わけ西部に位置する境港は国内有数のカニの水

揚げ基地として知られている。そこでは、ズワイ

ガニやベニズワイガニがたくさん捕れる。ベニズ

ワイガニの用途は加工品が多いため、漁港の近隣

には水産加工会社が集積している。よって、加工

現場では大量のカニ殻が廃棄物として発生する。

カニ殻の主成分である「キチン」をナノファイバ

ーという極細の繊維状態で抽出することに成功

し、その実用化を進めている。製法はカニ殻をア

ルカリと酸で処理してタンパク質やカルシウム

を除く。続いて粉砕機で処理すると幅が１０ナノ

メートルの非常に細い繊維が取り出せる。従来の

キチンは水に溶けないため加工がしにくく、使い

道がほとんど無かった。一方でキチンナノファイ

バーは水によく分散するため、他の素材と混ぜた

り、既存の製品に配合して試作品を作るなど用途

に応じていろいろと加工が出来る。キチンナノフ

ァイバーという特殊な繊維を粉砕という単純な

操作で取り出すことができるのは、カニがもとも

とキチンをナノファイバーの形状で生産してい

るためである。鋼鉄並みと言われる強いキチンナ

ノファイバーを殻に蓄えて、外敵から身を守って

いるのである。よって、キチンナノファイバーを

プラスチックに混ぜると、透明性やしなやかさを

そのままに、大幅に強度をアップできる。また、

熱をかけてもほとんど変形しない。また、小麦生

地の強化や乳化などの効果を備え、食品の物性も

改良できる。キチンナノファイバーは多様な生理

機能があることも特徴である。本来、キチンやそ

の脱アセチル誘導体であるキトサンは多様な機

能を備えており、それらの機能を活かした製品化

の実績を持つ。肌に塗布すると、角質層に薄くて

緻密な被膜を形成し、肌荒れにより低下したバリ

ア機能を改善し、うるおいをもたらす。また、服

用すると、キトサンと同様の効果を備えているた

め、健康食品分野での利用が期待できる。植物に

対しては、成長促進効果や病害抵抗性の誘導など

の機能があることを明らかにし、農業分野での利

用が期待できる。裾野の広い多様な機能を備えた

廃棄物由来の新素材を普及させるために、大学発

ベンチャー「マリンナノファイバー」を起業した。

キチンを脱アセチル化して機能性や分散性を高

めたナノファイバー誘導体を中心に機能性原料

として販売している。現在、ナノファイバーを配

合したスキンケア製品やリップクリーム、頭皮用

ローション、健康食品、アイライナー、傷口消毒

剤、目元シート、ふき取り化粧品、目元接着剤、

石鹸などが製品化されている。 
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