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今，大学生は農業をどのように考えているのか？

一農業 ・食料産業系大学 1年生の地域連携プロジェク トを通して一

中 井裕＊

〔キーワード〕 ：食料産業有機農業地域連携

マコモタケ，ワイン

はじめに

今の大学生は，何を考えているのか分からない，

就職前の遊びの期間と して進学しているのでは，い

やいや，大学生はまんざらでもない，結構しつかり

しているなど，巷では色々な意見が飛び交っている．

回りの友達につられて，目的意識もなく漫然と進学

する者も少なくないとは思うが，私はこの大学で 1

年生と付き合ってきて，彼らの多くが，勉強をした

い，知識やスキルを身に付けたい，先生や大人たち

から学びたいといった希望を強く持っていること

を感じている ．

本稿では，日本の農業や食料産業の将来を考える

ヒントになればと考え，彼らが 1年次に行ってきた

地域連携プロジェクトをまとめることにした．この

中で，大学生の農業や食料産業に関する考え方，将

来への展望が浮かび上がってくると思う ．

まず，私が属する新混食料蔑業大学について説明

し，ついで，新入生の活動と，殷業 ・食料産業系の

大学に進学した学生の意識を記すことにする．

新湿食料殷業大学は，隈場から食卓までをカバー

する産業である食料産業全体を対象にした新しい

大学として， 2018年 4月に開学した（図 I).

私は，この大学の準備段階から参画し，大学の理

念 ・目的，コース ・分野体制，カリキュラ ム，教員

募集など全般に関わってきた開学準備は，当該分

野の専門家 4名からなる作業部会（当初のメンバー

は，大泉一貫氏 ：元宮城大学副学長，現新混食料農

業大学学術特別顧問，渡辺好明氏 ：元蔑林事務次官，

現新混食料農業大学学長，丸山純一氏 ：元一般財団

法人食品産業センター，現新潟食料農業大学フード

コース長と私：元東北大学総長特別補佐，現新褐食

料農業大学副学長 ・学部長）と事務局とで行い，準

備期間は 4年に及んだ

＊新泥食料J災業大学 食料産業学部 (YutakaNakai) 

図 1 新混食料／農業大学 胎内キャンパス

この大学は，対象を食料産業に絞ったことが特徴

で，食料産業を対象とした 日本初の大学である．

食料産業は，座林水産業から製造，流通，外食ま

でのすべてを含み，生産額は 116兆円に上る．製業

単体では 9.2兆円であり ，製造，流通，外食の生産

額は農業の 10倍以上の規模である（図 2).

しかし，従来の大学において食料産業の教育 ・研

究に携わってきたのは，膜学部である ．本来 9.2兆

円の産業を支えることを主眼に設置された牒学部

が，食料産業全体を扱って来た訳である．私は牒学

部を卒業し，大学院股学研究科を修了し，その後 36

年にわたって農学部 ・朕学研究科で教育に携わって

きたが，農学部が食料産業全体を扱うことにとくに

疑問は感じていなかったしかし，開学準備を行う

中で，農学部のカリキュラムを調べてみて，多くの

大学では旧来の殿学の域を脱せず，食料産業全体を

バランス良く教育 ・研究する体系とはなっていない

ことを強く感じた．殷学を専門と する学部が教育体

系や教員体制を大幅に見直すことなしに，食料産業

全体をなんとか担当しているといった構図が見え

たこれには，かなり無理がある．

食料産業は，自動車産業 62.5兆円， 建設 51.8兆
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食料産業＝牒林水産業＋製造＋外食＋流通＝］16兆円

■食料産業の国内生産額は I16兆円で，全経済活動の約 1割

■蔑業のみでは， 9.2兆円

■自動車 62.S兆円，建設 S1.8兆円，医療 40.8兆円

図2 食料 ・農業分野の生産額

円，医療 40.8兆円と比べてその二倍から三倍の規模

をもつ大型の産業である．このように重要な産業で

ありながら，専門の大学が存在しないことに着目し，

われわれは，食料産業を専門とした大学を創ること

にした

開学準備に当たって，基本コンセプ トとそれを実

現する教育方針を立てた（図 3).

基本コンセプト

l)世界をリードする「食料産業」を構築する人材

を育成する．

2) 生命科学に立脚した食と座に関する幅広い知識

と高度な専門的技術を身に付けた「食料産業に

おける高度な専門性を持ったジェネラ リスト」

を育成する ．

3) 地域社会や企業と連携して実社会を体験させ，

社会で即戦力として活躍する人材を育成する．

4) 4年制大学に相応 しい品格ある高品質の教育を

行うとともに，新しい価値を生み出す研究を展

開する．

教育方針の特色

1) 「サイエンス・テクノロジー・ビジネス」を三位

一体に学ぶ

多くの大学では，サイエンス ・テクノロジー ・ビ

ジネスを縦割りのカリキュラの中で教育している ．

I食の9□99冒冒t育成 1

［マーケットイン

•• 
＇ ビジネス

食料産業

図3 基本コンセプ トと教育方針

この三者に横串を入れるような横断的な教育体系

はほとんどないとくに国立大学の股学部ではビジ

ネスの教育はほとんど行われていない．

食料産業においてビジネスを行う場合，商品は

「いきもの」であり ，生物がどのように生まれ育つ
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のかを知らなければならないこのサイエンスマイ

ンドの欠如が，食の安全 • 安心を面かしている ． 食

料産業のビジネスマンはサイエンスを身に付けて

いなければならない．

一方，実学であるこの分野における研究者にはビ

ジネスのセンスが求められるとくに，食品開発に

携わる研究者は，食品がどのように流通 ・販売され

るのかを常に意識する必要があり，ビジネスマイン

ドを早い時期に身に付けていること が求められる．

このように，食料産業界において活躍するには，

就職前に，サイエンス ・テクノロジー ・ビジネスを

三位一体として身に付けていること が必須である ．

2)「マーケットイン」の発想を学ぶ

マーケットの声を重視したものづくり．良いもの

を作れば売れるといった考えからの脱却．作物生産，

商品開発，販売，いずれに携わる場合も，消費者や

市場のニーズを理解する必要がある．

3)「フードチェーン」を学ぶ

フードチェーンの中で，生産 ・加工 ・流通 ・販売

は途切れなく繋がっており，全体を理解することが

不可欠である．

この理解が，マーケットインの発想に繋がる．

フードチェーンの中で，共通言語を持って，ニー

ズを適確に伝えるスキルも重要であるたとえば，

商品開発を行う場合，農家に自分の考えを伝え，理

解して貰う必要があるが，農業現場の専門用語をサ

イエンスの基礎知識をもって理解していることで，

初めて農家と対等に語り合えるまた，その時，対

象農家がフードチェーン全体において，どのような

位置づけになるのかを農家に伝えることも重要で

ある．

4)「現場」で学ぶ

農場や工場などの生産現場に出て，五感を研ぎ澄

ませて現場の空気を吸収する．現場主義．また，現

場で活躍している人材を招いて直接に声を聴く．現

場では，物がどのように動いて，そこにはどのよう

な問題があるのかを知っておくことは，研究や開発

を行う上で重要であるし，ビジネスでは不可欠であ

る．

カリキュラム編成に当たっては， 4人の作業部会

員に加えて，伊藤豊彰氏（元東北大学，現新渥食料

農業大学アグリコース長）および鈴木孝男氏（元宮

城大学，現新涅食料農業大学ビジネスコース長）が

参画した．

大学入学直後の 1年前期の講義や実習は，自分が

将来どのような職業に就くのか，どのような人生を

歩むのかといった自分自身の将来像を描き出すこ

とを目標とした．私自身も大学に入学した当時思っ

たのと同じように，最近の大学生からも「教養科目

の意義が分からない」，「専門に繋がる講義が開講さ

れておらず，大学がつまらない」，「教員の一方的な

講義を聴くだけで飽きてしまう」といったことを良

く問いてきたこのようなことがないよう，工夫を

凝らした

1年前期に農場実習および露天市への出店，後期

に7つの企業を訪問するインターンシップを配した．

他大学にはほとんど類を見ない試みだと思う．これ

らは必修科目である．

実際には，学内の畑や温室で，トマト，枝豆，ジャ

ガイモ，トウモロコシを自らの手で育てて収穫して

食味試験をし，教職員と一緒に大学近くの田んぽで

田植え稲刈りをして新米を味わった（固 4)．また，

300年以上の歴史がある胎内市の露天市に出店した

（図 5). ここでは， 15人を 1グループとして，各

グループに 5万円を渡し，売れそうな商品，自分た

ちの思いを伝えたい商品を仕入れ，地元の人々と交

流しながら販売を行った．すなわち， 1年生の夏休

みまでに，生産から販売までを体験できるカリキュ

ラムを作ったこのことにより，座学で行われる他

の講義においても，講義の意義や内容の理解が深

まったさらに，実社会で活躍している人々をゲス

トスヒ ー゚カーとして招いて，多くの特別講義を行っ

た．

一言でいえば，これまでにない「知的好奇心を刺

図4 学生，教職員全員が参加して田植え
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図 5 胎内市で 300年続く露天市である三八市への出店 図 6 稲刈り

激する“おもしろいこと”で満ち溢れた大学」を目

指した（図 6).

地域連携プロジェクト

新入生たちは，自分たちが新しい新混食料農業大

学を創る といった意欲に燃えていた大学としては

カリキュラムの中に現場や地域に密着した実習や

講義を準備 していたが，もっと地域に入り込んで実

際の農業や食料産業に接したいという声が学生た

ちから上がったこうなることを予想して，阿部憲

ー講師はプロジェクトの種を準備 していた．阿部講

師は開学 1年前に開学準備室員として赴任し，実験

機器のリストアップ，購入，試験運転や，圃場の準

備など開学準備を行いながら，胎内市の職員や地域

おこし協力隊（総務省の制度による胎内市の非常勤

職員）などを通して地域の人々との情報交換に努め，

学生が地域に入り込んで行くための入り口を探 し

ておいたそして，開学直後に，陳味ある学生たち

が集まって， 3つのプロジェクトが立ち上げられた．

それぞれについて，代表的な学生に語って貰った．

1.米作りプロジェクト

T君は新混県内の普通高校出身．食べることが好

きで食品に関わる仕事に就きたい，食品を作るので

あれば新潟ということで本学に入学した．地元に

残って欲しいというお祖母さんの言葉にも押され

た．農家ではないため，小学校のときに田植え体験

をした程度である．

大学では必修の実習として，近隣の田んぼを借り

て田植えを行い，生育調査や稲刈 りなどを行うこと

になっていたが，「米をーから自分の手で作ってみ

図 7 坂井地区の景観

たい」という思いが強かった．また，T君は自分

の地元の地域が以前より活気がなくなっているこ

とを感じており，地域を元気にしたい，役に立ちた

いといった意識もあった．

そのようなところに，胎内市の坂井地区の休耕田

を使って米作りができると阿部講師から問いて，こ

こでの米作りに参加することにした不耕起 ・無施

肥 ・無農薬による栽培とした． T君など 8~9人の

学生がコアとなって，30人ほどの学生が参加した

（図 7).

T君たちの提案は，阿部講師などアグリコースの

教員が仲立ちして，地域おこ し協力隊の H隊員や Y

隊員と連携して具体的に動き始めた．

二人の隊員は彼らの先生やリーダーのような存

在であった． H隊員は，神奈川県横須賀市出身で飲

食店店長などの経験を経て2年前に坂井地区に赴任

しており，熱意と行動力に溢れていた．Y 隊員は，
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福岡県出身で，番組制作会社や旅行会社勤務の経験

を経て 4月に着任したばかりであったが，坂井地区

に住んで苔作りをテーマとして活動を始めていた．

学生たちにとって面倒見が良い頼れるお姉さん役

であった現場での直接的な 2人の指導を受けて，

プロジェクトは動き出した

4月には，坂井地区の住民と顔合わせを兼ねた筍

掘りを行った（図 8)．学生に加わって，多数の教員

が参加した学生のほとんどは，自家用車は持って

いないため，移動のためには教員のサポートが必要

であった使用する休耕田は2aほどの狭いものだっ

たが，元々は棚田として使われていたもので，谷筋

の向こうに山々が望める素睛らしい場所にあった．

5月には，集落の人々も加わって，田植えを行っ

た（図 9)．すべて手植えにしたまた，この頃，東

北電力の元気塾が開催され，これに加わって，坂井

図8 坂井地区での頻合わせと筍掘り

固 IO まちづくり元気塾

地域で行うプロジェクトについて，地域の人々と共

にクループディスカッションを行った（図 IO).

かつて坂井地域の住民は中条に出るために櫛形

山脈を直接に越える坂井越えという峠を使ってい

た中条には JR羽越本線中条駅があり，交通の要

所であるなお，羽越本線は新洞県下越地方と秋田

県沿岸を結ぶ日本海沿岸の大動脈ともいえる路線

であり， 1925年（大正 14年）に開通している

坂井越えのことを問き，この峠道を使って婚活イ

ベントが出来ないかという案がまとまったこの後，

IO人ほどが参加して，坂井越えを試みたが，途中，

砂防ダムの堰堤を横断したり，危ない箇所が多く，

イベントには不向きと結論し，このもくろみは潰え

た（図 II)．ちなみに，櫛形山脈は，最薦峰の櫛形

山でも標高 568mで，平均標高は 300mにも満たな

い全長 13.5kmの日本一短い山脈である ．

固 9 坂井地区での田植え

図II 坂井越え
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図 12 草取り

また，地域に伝わるデンジ飴作りにもチャレンジ

する こと にした麦芽を使ってこたつで保温しなが

ら作るものとのことで，大学の実験室で試作したが，

温度維持が難 しく，苦戦 した挙げ句にとても美味し

いと は言えない代物ができ ，こ の挑戦も失敗に終

わった．

6月に入ると ，雑草が伸び出し，草取りに追われ

た除草剤を使用 しないことの大変さを味わった

授業の空きコマに， N君の車に同乗して 4人で，ほ

ぼ毎 日通った 1回の作業は 2時間ほどだったが，

手押しの草取り器を使うため，2~3往復で手はパン

パンになった．T君は高校ではバ ドミントン部に属

していたが，その時の練習よりもはるかにきっかっ

た（図 12).

草取りの作業は夏休みも毎日続けた．午前中に草

取り，午後バイ トで，実家は県内にもかかわらず，

里帰りもせずに続けた暑い中，草取りをするのは

とても大変だったが，作業が終わった後の爽快感は

格別だった秋には，ヒ エなどの雑草の除去も必要

で，無殷薬栽培が雑草との戦いとの言葉の意味を思

い知った．

8月には，坂井地区のお祭りに参加してバーベ

キューを焼いたり飲み物を出したりした坂井地区

にこんなにも多くの人がいるのを初めて見たこの

ような活気ある情景が 日常になるように活動を頑

張っていきたいと 思った

インタ ーンに来た新煽大学や神戸大学の学生が

提案した「里の駅」の建設を手伝った．米の無人販

売所を手作業で改装するもので，内装を作 り直し，

図13 里の駅“いちべえ”

区I14 稲刈りとはさ掛け

外装に板を張り，漆喰を塗り，ひさしは筵葺きにし

て，「いちべい」と名付けた地域の主婦たちが，

直売所と して利用し，カキやホウレンソウなどを販

売した（図 13).

稲刈りに先立って，H隊員や地域の区長の指導の

下，竹藪に入って竹を切り出し，はさ掛けのための

稲木を用意した学生と多くの教員が集まって地域

の方々と一緒に稲刈りを行った（図 14)．新褐では

秋に睛れの日が少ないことから，最近では，はさ掛

けはほとんど行われていない．

T君としては，この活動を通して，休耕田で無施

肥でも米が作れること ，1日で照くほど雑草は伸び

ること，農業とくに手作業の大変さ，草取りは大

変だが手作業が確実なことなど多くのことを学ん

だ．祭への参加や里の駅の建設を通して地域の人々
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と交わることができたことが自分の成長に繋がっ

たこれまでは大人といえば親戚のおじさんと話す

くらいで，知らない大人に自分から話しかけること

もできなかったが，半年の活動の中で普通に話せる

ようになったことに自分の成長を大いに感じてい

る．他の女子学生の言葉では， T君はプロジェクト

の始めの頃は，皆のうしろにいて，人に何かを言っ

て貰っているような状態だったが，秋には地域の

人々と普通に話すようになったとのことだった外

から見ても分かるほどの変化があったということ

だろう．

また， T君は，夏の草取りは本当に大変だった，

この苦労を乗り越えたので，何でも出来るという気

分になった．苦しさを乗り越えたことは大きな財産

である．

最終的には， 120kgの米が収穫できた． T君ら 3

人も加わって，これを 2月 10日（日）・ 11日（月）

に東京表参道にある新潟館ネスパスで行われた

「チューリップバレンタイン～胎内市から愛をこ

めて～」のイベントで販売した．

1日目は上手く商品説明をできなかったが， 2日

目には商品のポイントを伝えることが出来た．白米

は完売で，十分たちが作ったものが売れる喜びを味

わったまた，東京や他県の客と話したが，自分が

知らない深い知識を持つ人もおり，ここでも多くの

ことを学んだ． T君と一緒に参加した HK君と H君

は，やらにゃんやレルヒさんなどのゆるキャラを演

じたり，通常の大学生活では味わえない体験をした．

東京という多くの人がいる場所での接客，販売など

は，非常に良い体験となった．次回もこのような事

があったら参加したいと思っている．

来年度は，新入生と共にこの坂井地域で米作りを

行いたい，今後もこの地域に関わり続けたいと， T

君は思っている． しかし， 2年生からはフードコー

スで食品について深く学び，将来は食品会社に就職

して，菓子などの食品開発に携わりたいと考えてい

る．

大学のコンセプトは，「食料産業における高度な

専門性を持ったジェネラリスト」の育成であり，日

本の食料産業の基盤は米作りにあるからこの大学

では田植えから始めると私は言ってきた． T君は，

自分の進路とは異なるが，ジェネラリストの基盤と

して米作りを自ら学んでくれたといえる．講義の空

き時間や夏休みをほぼすべてを費やして，米作り，

地域，そこに住む人々から多くを吸収した．食品加

工の分野に進むにしても，米作りや地域を通して学

んだことは彼の一生の財産になる．思いを持った若

者の前には素晴らしい世界が広がっている．そのよ

うな一歩を踏み出すためのきっかけを作るのが，わ

れわれ大学の大切な役割である．

2. マコモタケ

sさんは，新潟県内の普通高校出身．大学の実習

では扱われないマコモタケに興味を持った．生産だ

けでなく，その機能性解析，加工方法の検討などが

できることも面白いと思った．早川喜郎准教授が中

心となって立ち上げたマコモタケの機能解析を行

うプロジェクトが，学長裁量経費による教員のプロ

ジェクトとして認められており，教員にも熱意を感

じた． sさんは，発酵に興味をもっており，このプ

ロジェクトと並行してワイナリーのプロジェクト

にも参加した．

マコモ (Zizanialatifolia, 真菰）は，イネ科マコ

モ属の多年草で，別名ハナガツミ．東アジア・東南

アジアに分布し，草丈が 2mにもなる．水田で育つ．

近縁種 (Z.aquatica,アメリカマコモ）の種子は wild

riceとも呼ばれ，穀物として食用されている．マコ

モの根元 20cmが食用であり， トウモロコシのよう

な香ばしい香り，タケノコのような食感，クセのな

い優しい味がする．生でも食べられるが，栗みたい

な味，火を通すとエリンギのようと Sさんは言う．

黒穂菌が寄生することで根元が肥大化し，ここが

黒くなることから，かつて「マコモズミ」と呼ばれ，

お歯黒，眉墨漆器の頻料として使われていた．

4月 28日， 10人ほどの学生と教員 5人ほどで鼓

岡（つづみおか）地区に行き，周辺を散策（図 15).

樹齢 500年の縄文杉を見たり，ダムに登ってャッ

ホーと叫んだり，道端にある米の自販機にみんな

ビックリしたりと楽しんだこのプロジェクトの指

導を現地でしてくれたのは，地域おこし協力隊の K

隊員皆のアイドル．埼玉県秩父郡出身で，動画ク

リエイターの経験を経て 2017年 4月に地域おこし

協力隊に着任．この集落の休耕田になっている棚田

では，そばやマコモタケを栽培していたが， K隊員

が加わり，クラウドファンディンを使って，マコモ

タケからジャムやアヒージョなどの加工品を作っ
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図15 マコモタケプロジェクトを行う鼓岡地区の見学

図17 地域の人や教員も加わって手作りの看板を設骰

た．

k隊員は鼓岡での活動の中で考えていた．マコモ

タケはお米よりも育てやすく，棚田でお米を育てら

れない人もマコモタケなら育てられる．しかし，マ

コモタケのことを知らない消費者が多く ，まだその

価値が理解されていない．この後は，「あなたの『美

味しい』が里山の『美しさ』につながるしくみ」を

作る必要がある ．すなわち，マコモタケの商品がき

ちんと売れる→消費が増える→マコモタケの価値

が上がる→栽培が増える→棚田をはじめとした里

山の風景を守ることにつながる，といったことを実

践して行きたいマコモタケと山菜のアヒージョ，

マコモジンジャーなどの瓶詰めがこの地域から販

売されている．

そのような中での学生の登場であった，

三角形の棚田をプロジェクト用に借りることが

できた．5月 28日，マコモタケ植え付け（図 16).

学生 11人と教員 4人が参加．集落からも 3人が加

わった．マコモタケは多年草のため，前年度越冬し

図16 マコモタケの植え付け

図 18 追肥

た親株を土から引き抜いて，代掻きをした後に植え

つけた大きくなるので株間を空けることが重要で

ある．この日はテレビ取材を受け， Sさんは大いに

緊張した

6月， 看板を手づくりして， 畦に設置（図 17).

7月 15日，草刈り，追肥（図 18).

9月 19日．慣れないカマを使って収穫した（図

19)．初収穫のこの日は 29本収穫．この後の作業も

含めて 310本収穫したが，機械化できず，すべて手

仕事になるため，収穫日が集中することの大変さを

味わった

10月 6日．マコモタケ収穫イベント．学生と教員

に加え，神奈川県などから一般参加もあり， 25人が

外部から参加した．

地元のお母さん方が，マコモタケのきんびら，天

ぷら，甘酢漬け，佃煮，炊き込みご飯を作ってくれ

た（図 20).

この集落には，桐生の姓が多く，このプロジェク

トを支えてくれたマコモタケの師匠，区長，畑の持
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図 19 マコモタケ収穫

ち主，米栽培の農家の4人ともが桐生さんであった．

桐生さんをはじめ，地域の人々の協力があって活動

できたといえる．農業や地域おこしなどの貴重な体

験をしたまた，地域の方々のあたたかさに触れた

ことも大きな収穫だった今後，商品開発に携わり ，

貢献 したいと，メンバーの多くは思っている．とく

に，黒穂菌の利用だ．かつては，眉墨や顔料として

使われていたマコモタケである．食品以外に活用し

たい，「マコモズミ」の価値を見出しいと考えてい

る．

sさんは，入学後は醸造をやりたいと考えて，ワ

イナリーのプロジェクトにも参加してきたが，今は，

地域の人の熱意，何かを興そうとする地域の人々の

行動力に飲み込まれて，マコモタケをなんとかして

売りたいという思いがつよくなっている．マコモタ

ケは美味しいが，それ以上にその機能性に注目して

いる．マイナーな植物だけに情報は少ないが，論文

を読み，基本情報を勉強している．葉には抗酸化作

用があり ，根にはないようであるが，機能性に関し

ては不明な点が多い．この点に関 しては早川准教授

および長島裕二教授が解析を進めており ，近々報告

されるようである．また，黒穂苗は根に集中し，こ

れが植物ホルモンなどにも影響を及ぼすようで，そ

の寄生の様式，植物に対する影響も面白そうである ．

今年は，サンプルが少なすぎ，十分な解析ができ

なかった来年は栽培面積を増やすと共に，栽培記

録をとり，研究を進めたいとくにマコモには良い

保存法がなく，来年はこの点に関しても研究して行

きたし‘ •

図 20 マコモタケの料理

一方，すでにマコモ茶が売られている．これは

あっさりとした緑茶のようなさわやかな味で粉末

の形態で売られている．これに関する商品開発，機

能性解析も行いたい数人のメンバーが続けること

と思う．

来年度は， 1年生に是非，鼓岡集落やマコモタケ

の魅力を知って貰い，一緒に行動したいまた，こ

こから胎内市を多くの人に知って貰う活動に繋げ

たい．マコモの魅力にとらわれて，活動してきたが，

地域の重要性を考えた上でのマコモタケの機能性

解析とそれを活か した販売を今後のテーマにして，

学部，大学院と研究を続けたい．

研究は研究室内だけで行うものではなく， 地域や

現場との繋がりで行うものである地域で活動する

ことによって， Sさんやプロジェクトに参加した学

生たちは，多くのことを感じ，学んだこれを，今

後の勉学や研究に行かして貰いたい．マコモタケの

機能性解析や，黒穂菌の寄生様式の解明，マコモタ

ケの保存 ・加工方法の開発，販売方法の立案など，

サイエンス，テクノロジー，ビジネス，いずれの面

からも切り込むことができる学生たちは，地域か

らとても素晴らしい素材を発掘したと思う．

3. ワイナリー

〇さんは，山形県の農業高校出身．小さい時から

農業に興味があり，中学時代にワイン作りをかっこ

いいと思った実家は膜家ではないが，農業高校に

進学 した高校では果樹を専攻したが， 山形県特産

のサクランボとラ ・フランスの栽培が中心で，ブド
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ウ栽培に関しては生食用のものについて少し習っ

た程度であった卒業研究は，ソルゴーを使った篇

作り高校 3年の時に地元の月山ワイナリーに醸造

作業を手伝いに行く機会があって，ワインの奥深さ

にますます魅力を感じ，大学でワインを勉強したい

と思っていた

新潟食料農業大学のオープンキャンパスで阿部

講師と出会い，ワインについて学びたい ！と相談し

たところ， ぜひやりましょう ！と答えてくれ，その

言葉を信じて入学 したこの大学には醸造コースは

ないが，阿部講師が事前に胎内ワイナリーと相談し，

プロジェクトはスタートした

阿部講師の車で送って貰って，毎週火曜日の朝 8

時から昼までプドウ畑で作業．プロジェクトには，

〇さん，H君， Sさんの 3人が参加した．ワイナリー

にお願いしての実習なのでバイト代は出ない

H君の実家は，長野県で味噌の醸造 ・販売と酒屋

を営んでおり，卒業後は店を継ぐ予定である店で

は，信州の地酒や入手困難な国産ワインも扱ってい

る．販売者の立場からだけではなく ，生産者の立場

を経験することで視野を広げたいという思いで参

加した

sさんはマコモタケのプロジェクトの主要メン

バーであるが，醸造に興味があり ，実際に現場で体

験して学びたいという思いがあって参加した

プロジェクトの舞台は胎内高原ワイナリーで

あった．

胎内高原ワイナリ ーは胎内市が運営する 2007年

に設立されたワイナ リー．栽培している品種は，赤

3種類，白4種類で赤の品種はメルロー，ヒ°ノノワー

Jレ，ツ ヴァイゲル トレーベ白の品種はシャルドネ，

アルバリーニョ ，ソービニオン，ケルナー．

図21 胎内高原ワイナリーのブドウ畑

畑の面積は約 6ha,25度もある急傾斜で，最高標

高は 250m. 櫛形山脈の西斜面にあり，胎内市の中

条駅周辺の市街地や広がる農地，その向こうに日本

海が一望できる（図 21)．絶景であるこの高度と

急傾斜が水はけを良くしているまた，この地域の

昼夜の寒暖差がブドウの生育には最適で，おいしい

ブドウが育つ．

栽培管理責任者の SAさん指導のもとワイン用ブ

ドウの栽培を手伝ったワイン用ブドウは， 1本の

木から量は少なくてもおいしさが濃縮されたブド

ウを取るために，あまり大きくならないように育て

る．そのため胎内高原ワイナリーでは生育を抑え，

胎内という土地を活かすために，現在，全畑で無肥

料，無除草剤，無科学農薬で栽培している． SAさ

んは休憩時間中に話を していると止まらなくなる

ほどブドウ愛に溢れていた

5月には，剪定作業から始めた． l房により多く

の栄養が行くように，プドウの木の枝を 10~15本

に減らす作業をした木によって枝の生え方が違う

のでなかなかうまくできず， SAさんからは「ブド

ウは我々が思うように生えてきてはくれないので，

プドウの声を聴くことが大切だ」と教えられた．ま

た「枝を少なくすればいいというわけでもなく，こ

の先枝が折れてしまう可能性もあるのでできるだ

け残しておきたいが，おいしいブドウを作るために

減らさないといけないという気持ちのせめぎあい

が毎年やっていてもある」とも言われた

6月に栄義が分散してしまわないように，枝と枝

の間に生えてくる副梢という枝を切る作業をした

（因 22)．生産者によっては副梢の葉による光合成

でより多くの栄姜を作らせようとこの作業を行わ

ないところもあるが，そうすると果実に日光が当た

図22 副梢取り
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らなくなり風通しが悪くなって病気やカビが発生

する可能性がある．ここでは，ワインに使われるブ

ドウがなる「フルーツゾーン」といわれる部分のみ

切った時々副梢がどれなのかわからないような枝

もあって，見分けるのが難しかった

7月にはフルーツゾーンの葉を摘む作業をした．

副梢取りと同じく，実に日光を当てて風通しを良く

することで病気やカビの発生を防ぐために葉を摘

んだこの作業は写真で比較しても分からないくら

い，微妙な作業だが，この繊細な作業によって，良

いブドウが育つ．

この頃，一番多かった作業はブドウの枝入れで

あった（図 23)．風の影孵で枝が折れないように 2

本の紐の間に枝を入れていく作業．枝を入れても後

日風で紐から外れてしまい，何度も入れなおしが必

要で，自然相手の大変さを実感した．

また品種によって枝の硬さが違い，柔らかくしな

りやすいものもあれば硬くて無理して紐の中に入

れようとするとすぐに折れてしまうものもあり，難

しかった

9月初旬からブドウの収穫が始まった（図 24).

猛暑で生育が早まり，また何度も台風が訪れたため

収穫も例年より早い時期に行うことになった．収穫

するときは雨などの影響でカビがついたもの，ヒ ン゚

ク色っぽく腐っているものは外しながら収穫した．

畑によって実のなり方がかなり違っていたのが印

象的だった

ここで，ワイン用ブドウを味わった感想は，と

ても甘い！ブドウの果汁に含まれているブドウ糖

を，酵母がアルコールに変えるので生食用よりも糖

度は高い必要がある．ワイン用ブドウは生食用と比

／ 

図 23 枝入れ

べて，粒が小さく皮が厚くて酸味もしつかりあるの

が特徴である．プドウをつまみながら収穫していい

かどうか迷ったが，ついおいしくて食べ続けてし

まった

また全畑で無肥料，無除草剤，無化学農薬で栽培

しているので，日当たりや土壌の違いが大きくプド

ウの味に出たり，病害虫や動物などの影孵も受けや

すかった栽培を続けて行く中で，ブドウを取り巻

く環境が少しずつ変化し，胎内という上地柄が投影

されて，複雑なワインの味が作られるのだと感じた．

土壌に関しては，ここを管理している胎内市も気

にしており，本大学の柴田誠助教が調査を行ってい

る．

私は， ドイツ南部フライプルグ市近くのビシュ

フィンゲン村で勝村調査を行ったことがあるが，村

の小さな観光案内所にあるワイン作り説明コー

ナーに 3mほどの土壌断面サンプルが飾られ，それ

ぞれの層の説明が書かれていたことを思い出す．ワ

インの味は土が作るのである．本場のワイン生産者

は土壌を熟知している．

〇さんたちは，醸造所を見学した醸造の過程と

ともに，ここに行きっくまでの試行錯誤の話を聞い

た．できるだけ酸素に触れないようにすることでフ

レッシュさを保つなど，少しのことでも妥協せずに

醗造作業をすることで胎内でとれたブドウの個性

を活かしたワインに仕上げる努力をしていた

このようにブドウの栽培から酸造までを一貫し

て，胎内高原で生産されたワインは， 2013年， 2014

年の国産ワインコンクールで2年連続金賞を受賞し

ている ．2017年も日本ワインコンクールで赤部門 2

本，白部門で 1本が入賞した．この賞を取るまで様々

図 24 ワイン用プドウの収穫
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な困難に直面したが，胎内の土地を活かした ここで

しかできないワ インを作るという信念がこうした

評価につながっていると感じた

次に H君の感想を書く ．

SAさんと 出会えたことで新たな出会いの輪が広

がった ．酒屋の長谷川屋，カ ーブドッジの カン

ティーナ ・ジーオセットを紹介してもらい，見学に

行った

長谷）l|屋では，多くのことを学んだが，とくに印

象に残ったことは，長谷川屋が一番大事にしている

「人とのつながり」である．酒屋でも自営業でもそ

うだが，一人で店を大きく していくことは難しい

自分の持っている人脈や元々店に出入りしていた

人とのつながりをできるだけ使って，店を大きく し

てい<,という ことを聞いたこれは H君の実家の

商店にも共通して言える．

カープドッジのカンティ ーナ ・ジーオセッ トでは，

栽培と醸造責任者の案内の下，圃場での作業体験を

した．圃場で栽培されていたのはツヴァイゲルト

レーベワインに使われるフルーツゾーンの部分か

ら外れたブ ドウを小さいうちに取る作業をしたそ

の後，醸造所も見学 した胎内ワイナリーとの違い

も見ることができ ，ブ ドウの栽培について理解が深

まった

胎内ワイナリーでは，栽培，醸造を行っている地

元のお父さんたちにも作業を教えてもらい，一緒に

休憩を して時には差し入れでスイカを食べたりと ，

とてもお世話になった畑では，毎日ブドウの管理

が行われていて，おいしさが詰まった立派なブドウ

ができるのはたくさんの人たちの支えがあるから

こそだと感じた

H君は，このプロジェク トに参加する前は，所詮，

販売者は販売者でしかなく，生産者は生産者でしか

ない，という風に全く別の立場であると考えていた

が，この活動の経験や SAさんの話を聴いているう

ちに立場は違うけれど，考え方は共通 しているもの

があるという風に考えるようになった描いていた

方向と違う方向であったが，自分の中ではものすご

く視野が広がり， このプロジェクトに参加して本当

に良かった

〇さんが語ったことをまとめる．

日当たりの違いや風の当たり方，標高など畑ごと

の栽培環境がブドウに影響しやすいというと ころ

因25 醗造所見学

自分たちで育てたプドウが樽に仕込まれてい
た．

がワインの奥深さにつながっているということを

感じている．微妙な違いによって出るブドウの個性

をもっと勉強したい

自分たちが作業 した畑で収穫したプドウは樽詰

めされ，醸造所で眠っている ．この樽を醸造所を見

学した際に見てとても感動した 20歳になったら自

分たちが携わったワ インをぜひ飲んでみたいと考

えている（図 25).

ワイナリーでの体験を通して，庄内平野と砂の多

い胎内ワイナリーの畑の土地の違いを感じた．栽培

環境の違いいわば良くない土地でも植物は頑張っ

て生きている．土地に合わせたブ ドウや野菜の栽培

に興味が湧いた 2年生進学時にはアグリコースに

進み，広く学びたい．土から考えたいワイン造り

に携わりたい

大学では，アグ リコースの他にフー ドコースとア

グリコースがある．フー ドコース関連授業では，食

品加工 ・製造についても輿味深く学んできたが，ゲ

ストスピーカーと 呼ばれる外部の研究所や企業の

専門家による講義では，話しにリアリティを感じて

面白かったパン酵母を売るといった職業があるこ

となどにも猥かされた

ビジネスコース関連授業では，入学前には面白く

なさそうと思っていたが，学ぶ中で，これからの農

業にはビジネスについて学ぶことは絶対に必要だ

と考えるようになったフー ドサービスについての

講義では，どうやったら売れるかといったビジネス

マインドは，農業者にとって必要なことと強く感じ
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たまた，機械化の重要性はだれでも分かるが，農

業者ば慎重であり導入までに時間がかかる，また，

コンピュータに大きなハードルを感じていること

も機械化導入のネックであることを理解した一方，

農業は勘でも出来る部分があり，このことが技術を

次世代に伝える難しさに繋がっており， ICTによる

匠の技の伝承の必要性など多くのことを学んだ．

〇さんは，ワイナリーは農業の 6次産業化を体験

できる良い場所なので，新入生たちのための見学会

を開くのがよいと最後に語った．彼女たちが得た経

験を是非次の世代にも繋いで行けるようサポート

して行きたいと私は思っている．

おわりに

学生たちのプロジェクトは始まったばかりであ

る．しかし，実質半年の活動の中で，彼らは多くの

ことを学んだことは確実であり，一回り大きく成長

した．本人たちもそのように感じているし，外から

見ていても明らかである．農業や地域に関する知識

は格段に増えている．素晴らしい事である．若い彼

らは，急速な勢いで多くを吸収する．

彼らはプロジェクトの中でいやな思いをするこ

とはなかったと，いずれもが言う．若者が出ていっ

てしまった集落に元気な子たちが入って来てくれ，

一生懸命に地域の中で活動する姿を見て，地域の人

たちは大事にしてくれたのだろう．このような地域

において，地域の人々と学生たちが上手い形で融合

したと言える．この地域では，地域おこし協力隊が

すでに活躍し，成果を挙げつつあることも幸いで

あった．協力隊の隊員が地域の人々と学生の間に

入って， うまく繋いでくれたことも大きかった．

大学が，実習や部活動として枠をはめることなし

に，教員が個人の資格でプロジェクトに加わったこ

とも学生に取って良かったのではないかと思う．大

学としては，公用車の使用を認める程度であった．

大学が口を出さないことによって，やる気がある学

生だけが参加し，毎回，自由な雰囲気で活動するこ

とができた．強化クラブの自転車部に属する学生も

練習の合間に駆けつけ，彼らの練習時間を削ぐこと

なしに，プロジェクトに加わることもあったという．

こういった自由な雰囲気が良い結果を招いたと思

う．

活動する地域との連携を予め整えておいた阿部

講師をはじめとする教員たちの役割も大きかった

と思う．地域と連携しての活動は，きっかけ作りが

重要である．

教員たちが，大枠を作って，手助けをすることに

より，学生たちは楽に動き始めることができた．農

業を一から勉強してみたい，農業の中でも有機農業

やこれまで知らなかったマコモタケのような作物

を学んでみたい，地域の活性化を手伝ってみたいと

いった，多様でいながら強い意志を持った大学生が，

この大学には沢山いる．しかし，これは，われわれ

の大学に限ったことではなく，多くの大学にも，少

しの手助けだけで一歩を踏み出す学生たちは沢山

いるのだと思う．

彼らを見て，もう一つ感じたことがある．それは，

これほどまでに熱意を持って，プロジェクトに取り

組んでいながら，自分の人生を冷静に考えているこ

とである．地域おこしのためには，どっぷりと地域

に入り込んで活動する方法もあるが，地域を知った

上で，自分の能力を発揮することの重要性を知って

いる．一生懸命，田の草取りをして東京にまで行っ

て米を売る体験をしても，このプロジェクトの中で

暮らすのではなく，自分らしく，自分の人生をどの

ように生きるべきかを冷静に考えている．マコモに

関してもそうである．地域と結びついて，地域を大

きく発展させるためには，自分自身がマコモの栽培

を行うのではなく，自分の能力をマコモの機能解析

に振り向けた方が適切であると，自分の生かし方を

考えている．

彼らのように，熱く活動し，冷静に判断する若者

たちが，日本の農業や食料産業の明日をきっと良い

形にしてくれると，私は 1年を振り返って感じてい

る．また，このような，若者が活動しやすい大学や

地域を準備することが，我々大人の使命だと思って

いる．
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