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農学部 大井 美知男教授（当
時）が約6年間かけて品種改良
を手掛けた新品種。従来端境期
であった夏から秋にかけても収
穫・出荷が可能で全国に広まっ
た。2018年4月以降、株式会社
アグリスが共同権利者となって、
普及活動を継続中。

タカノ（株）と農学部 氏原 暉男教授
（当時）の共同開発、赤色ポリフェノー
ルを多く含む赤花のソバの品種。
氏原教授の退官後は農学部　井上
直人教授（当時）が研究を引き継ぎ、そ
の成果が高嶺ルビーより多収で、耐倒
伏性を備えた「あきあかね」として結実
する。

飲料「アレルスムーズ」
サッポロビール（株）

夏秋イチゴ「信大BS8-9」
全国各者

赤そば「高嶺ルビー2011」
タカノハートワークス

加工材料用トウガラシ品種の地域導
入試験やその評価、栽培生産の技術
支援、さらには商品化に向けた農商工
連携のプロジェクトに農学部 松島 憲一
准教授が参加して製品化された唐辛子
と酢を使ったペースト状の調味料。

すっぱ辛の素
内堀醸造（株）

農学部 濵渦 康範准教授・河原 岳
志准教授が（株）ジュポンインターナ
ショナルと共同研究、皮膚炎を抑制す
るマルメロ種子抽出の新エキスを開
発、2016年3月製法特許登録、リキッ
ドファンデーション製品化。

マルメロ化粧品
（株）ジュポンインターナショナル

農学部 保井 久子教授
（当時）との共同研究成果
として2009年に特許出
願。抗ロタウイルス機能を
持つ納豆菌「AS39株」を
活用して製品化。

納豆菌発酵おからの家畜飼料
旭松食品（株）

農学部 加藤 正人教授の研
究開発技術。レーザー機能を
搭載したドローンを使い効率的
な森林の管理維持と木材の調
達・供給網の構築を進めるス
マート林業を提唱する信大発
ベンチャーに、業界初のサービ
スとなる「森林信託」を行う三井
住友信託銀行が出資。

スマート林業と
森林信託
精密林業計測（株）
（信大発ベンチャー）

農学部 春日 重光教授が品種育成し、信州
大学で登録したヤマブドウ「信大Ｗ－３」を使
い、伊那市と連携した「伊那ぶどうワインプロ
ジェクト」の成果品。

ヤマブドウワイン「山紫」
醸造：伊那ワイン工房（有限会社ムラタ）

信州土産としても有名な七味とうがらし。その原材料用の新
品種‘八幡屋礒五郎M-1’（通称：信八）を八幡屋礒五郎と農学
部 松島 憲一准教授が共同開発、それに伴い四季により材料
やブレンドを変えて発売されたオリジナルの季節の信州七味シ
リーズも発売。なお、この季節の信州七味シリーズは2019年夏
の「夏の信州七味」の売り切りをもって販売が終了する。

七味とうがらし原材料用品種
「八幡屋礒五郎M-1」（通称：信八）および
「季節の信州七味シリーズ」
（株）八幡屋礒五郎

アレルギー症状の軽減・感染症リ
スクの低下などの機能を持つ乳酸
菌。農学部　大谷　元教授（当時）と
の共同研究成果。

食品素材「ラクトバチルス・
クリスパタス菌KT-11」
（株）キティー

抗アレルギー作用をもつ乳酸菌を
含む飲料。スギ花粉症の前の時期
に販売された。農学部　保井　久子
教授（当時）との共同研究成果。

AOKI「癒し健康スーツ」
（株）AOKI
繊維工学のすべての領域（原料から糸、布、染色、縫
製、さらには快適性評価まで）に精通する繊維学部 西松 
豊典教授（当時）・金井　博幸准教授との協同開発に着
手した第1弾として誕生。その後「プレミアムストレッチ
スーツ」や衣服内温度をコントロールする「プレミアムサー
モスタットスーツ」などがシリーズでリリースされている。

アレルキャッチャーマスク
ダイワボウノイ（株）
四層構造のフィルターの1つに、繊維
学部 白井 汪芳教授（当時）との共同研
究で誕生したフタロシアニンを担持した
繊維「アレルキャッチャー」を使用。従来
からの消臭・抗菌だけでなく、抗アレル物
質、抗ウイルス機能まで持つ高機能なマ
スク。家電製品のフィルターや寝具にも
応用される。

ケラチンフィルム
（株）資生堂
毛髪ケラチンとその関連タンパク質か

らなるフィルム。資生堂がケラチンフィル
ムを用いた毛髪ダメージ評価に関する共
同研究を繊維学部 藤井 敏弘教授（当
時）と進めた結果、紫外線・パーマ・ブリー
チ・熱の各ダメージに対する評価系を確
立（特許出願済）。2009年1月の新聞発
表で「世界初の代替毛髪」と紹介された。

美カンヌ化粧品
「ナイトリッチブルーオーラ」
（株）アイフォーレ
繊維学部 白井 汪芳教授（当時）が発見

した人工酵素フタロシアニンを化粧品原料
にまで高めた美容酵素「メディエンザイム」
が、肌表面に留まり、皮膚環境を悪化させる
細菌、化学物質などの刺激物をブロック。有
効成分を肌に浸透させるのではなく、刺激物
をバリアし、肌が本来持つ皮脂や汗で潤う逆
転の発想の化粧品。
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ナノリフレクト親水
ＮＴ＆Ｉ（株）
繊維学部 村上 泰教授との共同開
発。プラスチック・金属にも塗れる超親
水性の耐光性防汚コート剤。速乾性
や透明性、密着性、耐候性、耐湿熱
性、耐磨耗性に優れ、住設関連用途を
中心に使用されている。

卓上型ナノファイバー
プロダクションシステム「ES300」
（株）ナフィアス

繊維学部 金 翼水教授と共同で開発したマルチノズルタ
イプの卓上型エレクトロスピニング装置。
最大300mm幅の基材に対し、連続的なナノファイバー不
織布の作製が可能。種々のカスタマイズを必要とする研究
者が求める、シンプルで操作性に優れた装置を実現した。 繊維

学系

超高性能マスク
「NafiaS® N-95」
（株）ナフィアス
繊維学部 金 翼水教授との共同

開発。米国NIOSH(国立労働安全
衛生研究所)認証のN95規格マス
クで、先端ナノファイバー素材
「NafiaS®」と独自のハイブリッド技
術により、世界最高水準の薄さと
軽さを実現。呼吸がしやすく蒸れに
くくなり、声も通りやすい。花粉やＰ
Ｍ2.5を99％カットするアエルマス
クなどもプロデュースしている。
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生活動作支援
ロボティックウエア
curara®
AssistMotion（株）
（信大発ベンチャー）

繊維学部 橋本 稔教授（当時）
が2008年よりモーター・減速機
メーカーと共同開発する“着る”ロ
ボット。非外骨格型で人に優しい
同調制御法が特徴。
2020年に大学発ベンチャー

「AssistMotion」が市場投入を予
定している。
2019年7月よりレンタルの受
付を開始した。
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大学との
連携

信州大学 産学連携の事例
話題となった製品［農学・繊維学系編］
©信州大学 広報誌「信大NOW」119号（2019年9月30日発行）より


