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１. 中山間地域立地大学におけるフィールド重視教育の必要性
全国の国公立大学は独立行政法人への転換のために従前とは違った方法を取り入れて特徴を出
すことが強く求められている｡ そのための対応策として産学官連携が今後の大学の成否を左右す
ることは, これまで数多く指摘されてきた｡ しかし, 中山間地域に立地している広島県立大学に
とっては都市立地大学と比較して教育研究においては条件不利地域立地の制約を受け, その克服
が大学の存立を左右する｡
広島県立大学は２学部あり､ そのうち生物資源学部には生物資源開発学科 (以下開発学科と略
称) と生物資源管理学科 (以下管理学科と略称) の２学科がある｡ 生物資源開発学科のほうは技
術開発や理化学的な基礎研究が行われており, 産学官連携に敏速に対応しやすく特許の申請が試
みられ, 関連する多くの技術を産業界に提供している｡ それに対して管理学科は技術を直接創出
しているわけではない｡ このため管理学科は教育面で､ 従前とは違った人材を育成することを産
学官連携の核心にしている｡ そこで, フィールド重視型の講義を実施することにより, 技術を地
域に適用させる能力を身につけた人材育成の戦略が試みられた｡ 本論文ではその実施経過, 成果,
意義, 課題を指摘する１)｡

２. 産学官連携におけるフィールド教育重視の背景
以下では生物資源管理学科で取り組まれているフィールド重視型講義のより具体的な背景, 目
的, 内容について産学官連携推進の立場から指摘する２)｡ もっとも, このような枠組みにおける
フィールド教育の歴史は浅く蓄積はあまりない｡ しかし, ここ数年度の実施により, ある程度の
方向づけは期待できる｡
背景の第１は学科目の中には概念型の基礎科目がある一方で, 応用型の専門科目もあることで
ある｡ 後者の場合には, 概念の応用力が求められる｡ しかし, 応用力は机上の理論だけではなく
て､ 現場に適用させてこそ身につく｡ 教科書に登場する様々な概念が現実に適用されうるかを現
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場に即して理解させることが重要である｡ このことは管理学科だけに強く求められているわけで
はない｡ しかし, 生物資源の開発と管理が対象となる管理学科においては特に地域という現場に
即した理解が求められる｡
第２に平成15年の12月から実施された, 学生による授業評価があげられる｡ すなわち, 教員が､
学生から授業のあり方について審査を受ける｡ これは広島県立大学においてはじめての試みであ
る｡ それにより, 授業に対する刺激が教員側に起こり, 従前とは違った方向に取り組まざるを得
ないという事実が突きつけられた｡ かなり耳の痛い批判も学生から予想され, 学生に興味を持た
せる工夫が授業に求められている｡
第３には, 他大学, 特に大都市に立地している大学と差別化をする必要があることである｡ 都
市立地大学と同じ教育を実施したのでは､ 学生は魅力を感じない｡ 都市にはない魅力ある講義を
学生に伝える工夫が必要である｡ それには地域や農村を教育現場にした地域密着型の講義を実施
することが最適の方法である｡ このようなフィールド型講義を実施した結果､ 都市立地大学の学
生とは異なった到達度が見られ､ 従来とは違う人材を社会に送り出すことが期待される｡ 卒業後
の学生の資質や能力において, 異なったものが育成されないと､ 都市立地大学の学生との競争に
負けてしまうという危機感の現れでもある｡
第４に､ 生物資源管理学科の特徴を出すためにもフィールド重視型教育が必要であることであ
る｡ 学科設置当初は農業経営のあり方に焦点が当てられていたが, 昨今ではアグリビジネスが進
展する一方で, 農業の多面的機能が評価されてきたため, 農業経営だけでなくビジネス及び環境
からの教育研究が要請されている｡ すなわち, 今日における管理学科の特徴は生物資源を地域に
還元適用させて, 環境を配慮した地域活性化を実現させるための政策やビジネス企画を主に農学
(生物資源学) に基づいて科学的に解明することである｡ 開発学科が環境や食品に関する技術開
発を受け持つならば, 管理学科の使命はそれを地域に還元適用させてビジネスとして確立させる
企画提言や政策提言を行うことである｡ その結果地域内の様々な資源が新しいビジネスと結合さ
れる可能性が生じ, 所得が地域内に循環して地域が活性化される｡ これこそが管理学科が従来か
ら主張してきた技術と経営と地域との三位一体による発展の姿である｡
しかし, 農村調査演習の科目創設に代表されるカリキュラムの変更は３､ ４年度前からようや
く実施されたばかりであるのに加え, 平成19年度で管理学科が廃止されるという事態になってい
る｡ そのため, 新県立大学における教育分野に引き継ぐことが目標となっている｡ 平成16年度の
入試は管理学科最後の学生を迎える選抜試験であったが, 後期の志願倍率が19倍と当初の激減予
想を大きく裏切る結果となり, 地元密着型のカリキュラムへの期待が潜在的にいかに大きいかを
改めて認識したしだいである｡
図―１は教育成果を目指した産学官の望ましい連携関係を示す｡ 一般的にフィールド教育の場
の確保は困難で情報として入りにくい｡ 偶然に左右されることが多い｡ したがって ｢官｣ におい
ては, その場の情報提供や産と学との ｢あいだを取り持つ｣ コーディネートの役割が期待される｡
｢産｣ においては産業界及び企業にてフィールド教育の場を提供する｡ 生物資源管理学科の場合
には､ 食品産業及び農業を主体に ｢産｣ をとらえている｡ 平成15年度の場合には庄原市の生産者
と食彩館 ｢ゆめさくら｣ に場の提供をお願いした｡ ｢産｣ におけるフィールド重視教育への期待
が生じるのは以下の背景があるからである｡ 第１にフィールド教育の場を提供することによる
｢ビジネスへの刺激｣ である｡ 学生の斬新なアイデアがビジネス誘因にあたえる効果は無視しが
たいとする企業は潜在的には数多く存在すると思われる｡
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第２に外部からの問題点指摘の機会が得られることである｡ それは改革への着眼点として, 又
はビジネスシーズの発見ということで､ 外部からの情報や指摘を吸収することによって､ 企業自
身が問題点を発見するきっかけになるということである｡
｢官｣ のフィールド教育への期待については詳細な指摘はできないが, 直接的には先に提唱し
た技術, 地域, 経営の三位一体関係において ｢地域政策および計画への提言｣ が期待されること
である｡

３. 管理学科におけるフィールド教育の実施状況
１) 農村調査演習
｢農村調査演習｣ は管理学科の宮本誠教授担当の３年生必修科目で､ 管理学科の学生のみが受
講できる科目である｡ 個別経営農家における経営状況の現地実態調査が科目の内容である｡ 現地
調査に入る前に ｢農村調査｣ という必修科目が課せられる｡ 農村調査に必要な概念の習得及び庄
原市の農業集落を調査対象に設定した聞き取り項目の検討が主要な講義内容である｡ 具体的には､
調査対象農家を選定して､ 事前の農業経営の実態を詳しく調べ､ 調査の技術的方法などを履修さ
せて､ ８月上旬にゼミ別に農家経営調査を行う｡ その他､ 市役所及びＪＡなども調査対象には含
まれているが､ 経験の浅い学生が独自に調査を遂行することは困難であるため､ ゼミ別に教員が
調査対象農家まで引率する｡ 対象農家は稲作, 酪農, 畜産, 果樹, 野菜, 花卉, 育苗など多岐に
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渡っている｡ 農業経営や後継者問題など関連する項目の聞き取り調査が行われる｡
調査した結果は２つの方法で公表されている｡ 第1が報告書による公表で, 調査対象農家だけで
なく, JA,市役所などの関連機関にも配布される｡ 第2が調査対象農家を招いての報告会による公
表で, 平成15年度は10月15日に実施された｡ 調査を受けた農家の方が県立大学に来ていただいて､
学生は調査結果を報告する｡ 全体としては調査農家の現状指摘が多いが中には課題が指摘される
こともあった｡ このような学生から課題指摘は調査対象農家の方も注目され, 更なる厳しい指摘
を要望する発言もあるなど関心の高さがうかがえた｡ 特に本年度では､ 詳細かつ深い経営分析､
シンクタンクへの期待も寄せられた｡
２) 食料加工流通論
｢食料加工流通論｣ は筆者が担当する３年生の選択科目で､ 管理学科と開発学科の学生が受講
できる｡ 地域の生物資源活用を目指し, そのための商品開発を対象にした科目である｡ この科目
履修には４つの段階があり学生自身が商品開発プランを提出し評価を受けて単位が取得できる｡
第１段階は商品開発の基礎もいうべきマーケティングについて, 基本的な概念を習得する｡ 特に
商品開発戦略の核心となる４Ｐ, ３Ｃ, ＳＷＯＴに焦点をあてて学習する３)｡
第２段階においては､ 起業家精神の真髄を習得する｡ これには様々なオプションがあるが､ 教
員が概念を中心に講義するよりも､ 起業に成功した人や経験者を大学に招いて講義していただく
のが最適な方法である｡ 今年度は､ 畜産の飼料企業である ｢オールインワン｣ の前社長の木村勝
紀氏にお願いした｡ 木村氏は､ アメリカの農業協同組合論のテキスト (英語文献) の翻訳をされ
た方である｡ 以前, 筆者が農業協同組合論の講義を担当していた関係で技術と経営を両立させた
輝かしい木村氏の業績を知り, 起業家精神を学生に伝えるに最適の講師ではないかと判断し, 平
成15年の11月と12月の２回にわたって講義が実現した｡
第３段階が商品開発の現場に学生を出向かせて実際の商品開発のコンセプト及びその実態を学
習することである｡ 昨年度は庄原食彩館 ｢ゆめさくら｣ の商品開発担当石谷薫氏に講師を依頼し
た｡ 石谷氏から ｢ゆめさくら｣ で取り組まれている商品開発のコンセプト, 現状, 課題について
講義していただいた｡ その際, 菊芋の商品開発に対する学生の斬新なアイデアに期待を示された｡
第４段階が学生自身による商品開発のプランの提出と評価である｡ 評価は教員 (筆者) と企業
側の共同で行う｡ 企業側の評価担当者は､ 地域密着事業に精通している現場担当者にした｡ 平成
14年度は広島市のシンクタンクである有限会社地域開発研究所所長和田崇氏, 平成15年度は ｢ゆ
めさくら｣ の商品開発担当者石谷薫氏である｡ 大学側がマーケティングの基礎理論の理解度や起
業家熱意を評価のポイントにしている｡ 一方企業側は, 現場の判断に基づいて評価する｡

４. 成果と課題
１) 評価
以下では, 食料加工流通論に焦点をあてて成果と課題を指摘する｡ 平成14年度は商品開発にお
ける立地要因を捨象した比較的自由なプランを提出させた｡ 起業家を招いての特別講義はなかっ
たが, 実施初年度にもかかわらず力作が多かった｡
平成14年度の第1位は ｢あったか屋｣ で高齢者向けの冷凍食品開発プランの提案である｡ 条件
不利地域居住の疾病や障害のある高齢者にとって安定した食材確保は容易ではない｡ そこでこの
ような状況にある高齢者に抵抗がないような福祉ＨＭＲ (ホームミールリプレイスメント, 惣菜
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ではなくて､ 食事内容そのものを提供する) が鮮度, 保存, 味覚等に配慮した冷凍食品として提
案されている｡
この提案が特に注目されたのは, 商品開発のコンセプトとして条件不利地域における高齢者を
対象にしたことである｡ 高齢者は一般的に冷凍食品に対する抵抗が強いとされている｡ コロッケ
などの単品では特に抵抗が強いが, ＨＭＲ型であれば食事全体が提供されるため抵抗が少なくな
ると判断した提案である｡ このように条件不利性の克服と高齢者福祉対応型ＨＭＲの冷凍食品開
発が高く評価され第1位となった｡
第２位は ｢おにぎりカフェ､ 米､ Come｣ である｡ 普通の米の小売販売でなく, 米に関する情
報や, 女性向けの包装の工夫が特徴である｡ 消費者に来店しやすい雰囲気を与えて, 来てくださ
いとCome (Kome＝米), とをかけている｡
平成15年度は､ 備北地域を念頭においた中山間地域に限定した商品開発プランを提出させた｡
教員サイドの評価ポイントは, 既述の通りマーケティングの基礎論や起業熱意である｡ 現場サイ
ドの評価は庄原食彩館 ｢ゆめさくら｣ の石谷薫氏が担当した｡ 着眼点は発想力 (アイデア), 話
題性, 実現性, 行動力等である｡
第１位は ｢エノキちゃん｣｡ これはエノキタケの栽培セットで, 単なるエノキタケ製品ではな
く, エノキタケの生育過程の学習ができる小学校向けの教材である｡ 身近な食材であるエノキタ
ケが中山間地域特有の産品であることを, 小学校の教材を通して認識するだけでなく, 製品とし
てのエノキタケが栽培努力によって食材となることを学習して, 中山間地域の現状を知る機会に
もなる｡ 家庭用に普及すればその効果はもっと高まる｡ この提案は着眼点, 発想力が優れている
だけでなく, 農業の多面的機能を身近な教育 (教材) を通じて理解させるという実現性にも期待
が持てる商品開発プランである｡ 第２位が ｢チンする比婆のうまいもん｣ と ｢ママごはん｣ であ
る｡ 両方とも冷凍食品であるが, 前者が県立大学に近い比婆地域の特産物をセットにしたのに対
して, 後者は中山間地域においても女性の社会進出が著しくなった状況に対応した, 朝食のＨＭ
Ｒ型冷凍食品の開発プランである｡ 両方とも地元産食材が活用されている｡
２) 課題
提出されたプランには実現性に疑問の持たれるものも数多く含まれていた｡ 特に現場担当者に
おいて強く指摘されたのが, 原材料の安定的な確保が見通せないプランが目立ったことである｡
それに, 技術や資本といった起業に必要な条件を充分に考慮してのプランとなると現実性はさら
に遠のく｡ しかし, 企業が期待しているのは, 現段階では学生提案の斬新さであり, ひいてはそ
れがビジネス展開への足がかりとなることである｡
ただし, 付随する様々な課題も浮上している｡ 第１に予算の制約があげられる｡ 交通手段の乏
しい中山間地域においては現場までのアクセスは容易ではない｡ これまでは, 現業部門の運転手
によりアクセスは確保されていた｡ ところが, その予算が削減されたため, フィールド教育をス
タートさせる第1歩からつまずいている｡ 学生のかなりの人数が運転免許を持ってはいるが, そ
れを受講の際の条件に課すことはできない｡ 長期的にかつ頻繁に実施することが困難になってい
る｡ その他, フィールド教育充実のために多くの現場担当者や責任者に講師を依頼する必要があ
るのに, 予算制約のため充分な講師謝礼ができないことがあげられる｡
第２に､ 教育成果の地元還元のあり方である｡ 端的には､ 学生の地元 (県北部の中山間地域)
における就職受け入れが､ 十分ではないことがあげられる｡ 一方では学生側の地元就職への熱意
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に左右される場合もある｡ 大学側が人材として地元に送り出す場合には, 教育成果の地元還元の
意義と就職との関係を十分に浸透させる必要がある｡ しかし他方では地元は就業先の受け入れに
積極的に対処する必要がある｡
第３に学内の科目間の調整である｡ 企業における現場研修の方法としてインターンシップがあ
る｡ それとの違いが明確にされねばならない｡ これまで強調されてきたのはフィールド教育とい
うことであり､ 科目の中にそのフィールド性を取り入れた教育をすることである｡ フィールド性
をさらに引き出すためには, フィールド型と基礎理論型との連携による講義を弾力的に取り入れ
たカリキュラムの再編が必要である｡
筆者担当科目外にも, フィールド性を前面に出した教育効果の期待できる科目は多くある｡ 本
論ではその一例を示しただけである｡ これまで, 産学官の連携は主に技術協力のあり方が強調さ
れてきたが, このような教育効果が今後重視されることにより, 教育と技術の双方による相乗効
果が地域に波及することが期待される｡
(注)
１) 本論文は平成15年12月に行われた庄原産学官連携セミナーの筆者の講演を基に加筆訂正した
ものである｡
２) 筆者としてはフィールド教育が大学全体でとりくむべき課題として発展することを希望する
が, 本論文では学科目に焦点を当てて, その推進の意義を解明した｡ これまで, 大学全体と
してはとりくみが不充分だと見て, 学科の科目においてフィールド教育を先行させることが
重要であると判断したためである｡ ただし, フィールド教育へのとりくみは現在のカリキュ
ラムに基づいて行われており, 今回の試みはそれを逸脱したものではない｡ 本論文において
学科という次元で議論しているのは, 筆者が現在生物資源管理学科に所属しており, なおか
つ学科主任であることが反映されたためである｡ したがって本論文は筆者本人の見解であり,
その責任はもちろん筆者にある｡
３) ４ＰはPrice, Place, Product, Promotionの４つのＰを, ３ＣはCompany, Competition, Custome
rの３つのＣを, ＳＷＯＴはStrength, Weakness, Opportunity, Threatの頭文字の結合をそれぞ
れ示す｡ これらは商品開発推進のための基本事項である｡
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