シンジェンタジャパン㈱ 代表取締役社長 篠原聡明

れていると思いますが、ご紹介いた

だけますか？

ければならないでしょう。
昆

篠原

には地域に根ざしたローカル産業と

㈱

篠原聡明氏（シンジェンタジャパン

ます 。
日本の農業

らっしゃるのかうかがいたいと思い

いくであろう日本の農業に貢献する

などを集約して、これから変わって

しているいろいろなノウハウや情報

ローバル企業として世界各地で展開

る技術やサービス、もしくは、グ

の課題は、シンジェンタが持ってい

篠原

ル企業と緩やかな提携をして、同じ

蓄積できない部分についてはローカ

けでなく、１社だけではノウハウを

ウスの事業を面積単位で受け持つだ

ね。こういうところでは、独自にハ

約的な施設栽培をしている地域です

いるのは、スペインやオランダの集

サルティング的な事業展開が進んで

そのうえで我々がどうするべき
か考えなければいけないということ

に応じて展開しています。農業コン

昆吉則（本誌編集長）

いうイメージがありますが、ふたを

ことだと思います。

生産者を種子や肥料、農薬、機械、

そうですね。各国の農業事情
ですね。

は昔からお付き合いがありますが、

開けてみるとやはりグローバリゼー

昆

かん水システムなどシステム的にサ

その現実を踏まえての私ども

世界の農薬業界も日本の業界も、農

ションが進んでいる産業のひとつと

な生産者を対象にした栽培管理の技

ポートしているようです。生産者か

日本農業が直 面 し て い る
グローバリゼ ー シ ョ ン の 波

業の情勢も小売の情勢も、社会その

認識しています。例えば家畜の餌は

術指導は求められていますよね。貴

としての責任と誇りを持つべきだと

日本の食生活が成り立っています。

もの飼料穀物を海外から輸入して、

とでは異なるアプローチで取り組ま

います。もちろん、先進国と途上国

ンサルティングが海外では機能して

トータルな意味合いでの栽培管理コ

社の農薬や資材だけじゃなくて、

かお金が取れないんですよね。農業

ングが必要だと思いますが、なかな

昆

料をいただいています。

らは面積当たりでコンサルティング

代表取締役社長）

ものが変わってきましたね。その反

国内の農業で自給できている部分は

言いながら、いろんなかかわりをさ

う現実があることを認識しておかな

まず、日本の農業の背景にはそうい

篠原社長と

面で農業は職業であり、産業であ

３割以下ですね。毎年１４００万

せていただいてきました。初めに日

日本でもそういうコンサルティ

本の農業界にどんな認識を持ってい

t

例えば、事業的経営者や先端的

り、事業であるわけだから、生産者

種子、農薬等の資材販売から栽培指導まで展開するシンジェンタジャパン
㈱。世界の動きを捉える外資企業ならではの視点で、日本農業を俯瞰的に
眺め、そして微に入り細に穿つ策を打つ。こういった発想力はどこから生
まれるのか。篠原聡明社長に話を聞いた。
文／平井ゆか・編集部

栽培から売り方までトータルにかかわる事業展開

将来の日本農業を担う生産者とともに歩む

イ ン タ ビ ュ ー
編 集 長
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そうですね。施設園芸の場合は

うになるかだと思っています。
昆

ん。オランダのように普及員制度が

あり方も含めてうまくいっていませ

社会の風土というか、制度や組織の

昆

らの状況なのかと思います。

えてきていますが、まだまだこれか

利益を最大化するというやり方も増

篠原

いるのは、水田であり、コメです。

う。日本の農業で一番問題を抱えて

企業が入りやすい土壌もあるでしょ

なっているので、コンサルタントや

世界各地で展開しているいろいろなノウハウや
情報などを集約して、日本の農業に貢献する

なくなって、コンサルタント間で競
者としてマーケットとお付き合いす

すが、世界的に見ても土地利用型の

のセンスもある一定のレベル以上に

規模も大きくなりますから、経営者

争することによって農業技術や農業
るには、そういうことが必要だとく

農業が競争力を高めるには、やはり
生産性を上げなければなりません。

だからこそ、私は生産者が経営

経営が向上するようになるのが望ま
り返し吠えてきたんです（笑）

複合経営を成り立たせるための技術

社内でもよく話しているので

しいと思いますが。

年、早

はコンサルティングを受ける側も農

ムラグがまだあるかもしれません。

けの素地ができる時代背景とのタイ

熟度合いとか、それを受け入れるだ

かったかもしれませんね。市場の成

うまく織り込めるかがポイントだと

それぞれの地域に合った形で、どう

の農地を有効に利用する輪作体系を

とくに府県の場合は、限られた面積

的なブレークスルーが必要ですね。

年か

昆さんが進めてきた先進的な

業を産業としてやっている農業経営

しかし、世代交代も含めて農業

思います。私どもは、病害防除のほ

篠原

体ですから。
昆

かに、例えば温暖な地域であればコ

発想は、日本では

おそらく受け皿が少ないので

篠原

の経営者たちが急激に変化してきて

メと麦の間の数カ月間に、野菜など

篠原

から、できたものを売るところまで

いますよ。ＳＮＳを利用して地域を

を入れ込んで経営を安定させる輪作

はないでしょうか。オランダの場合

一気通貫で見て経営を考えていらっ

越えた情報交換が広がって、地域単

のあり方の提案と、その技術指導を
することでニーズに応えたいと思っ

基本的に農産物を作るところ

おっしゃるとおりですね。

しゃる方であれば、コンサルティン

思考で取り組む生産者がネットワー

位で考えるのではなく、経営者的な
クを組んでいますから。そうなって

ています。

昆

う。こういう経営者は日本にもい

グという考え方が通用するでしょ
らっしゃるのですが、大きな流れで

くると、企業としてもかかわりを作

年前から乾田直播によって代

本誌の読者のなかには、すでに

は消費者に届くまでの流通の仕組み

昆
～

りやすくなるでしょう。

転換点は土地利用型農業

が複雑になっているので、経営効率
を改善するメリットが出にくい環境
になっていると考えています。

かきをしない畑作技術体系を取り入
れている人たちがいます。作業が速
くできるので生産性が上がり、コス

経営者なら当たり前のことなん
篠原

トが下がるわけです。なかにはコメ

昆

点は、土地利用型の農業がいかに経

を ㎏ 当たり６０００円台で作って

経営として最初から最後まで

篠原

営という機能を持つことができるよ

私は日本の農業の重要な転換

18

見て、そのなかで生産性を改善して

ですけどね。

17

60
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篠原 聡明

■プロフィール（しのはら・としあき）

1966年生まれ。明治大学農学部卒業。90年にトモノ農薬㈱に入社し、大阪営業所

の営業地区を担当。96年にノバルティスアグロジャパンに、97年にノバルティス

U S Aに出向（マーケティング担当）。98年に㈱トモノアグリカ本部グループ営業

企画リーダー、2000年にシンジェンタジャパン㈱プロフェッショナルプロダクツ

部部長、06年にシンジェンタフィリピン社長、09年にシンジェンタジャパン㈱取

締役営業本部長、11年に同取締役執行役員・アグリビジネス営業本部長を経て、

14年3月に同代表取締役社長及びシンジェンタ北東アジア地区総支配人に就任し、

（植付時植溝内土壌散布）技術を

次のステップを考えています。黒あ

な農薬のコストは約 ％ と言われて

んですよね。でも、水稲栽培に必要

下げしてくれと言われることがある

が、それを達成するために農薬を値

ましょうという目標を挙げています

篠原

政策も含めて変わっているわけで

術や経営の問題は３年、５年後には

う話をよくしています。ましてや技

いつまで縛られているんですかとい

ないのに、現在という過去の結果に

は現在というのは過去の結果に過ぎ

昆

す。

になっていくだろうということで

寒くなるのは決まっていますから、

れだけ確保できるかですが、秋口に

す。北海道での課題は生育期間をど

篠原

しやすいのですか？

昆

ています。

㈱やまびこさんと協力して、提案し

たノズルから薬液を散布する方法を

をポテトプランターの前後に設置し

（以下、アミスター）という殺菌剤

の使用量をできるだけ少なくするた

が、実用化を見込んでいます。薬剤

いて現場で検証しているところです

篠原

てしまうということですか？

対策を１回で済ませることで省力化

開発しています。病気と害虫の初期

と同じタイミングで散布する方法を

チした殺虫剤を、種イモの植え付け

ざ病対策の殺菌剤アミスターにマッ

いますので、単に農薬を値下げした

気温が不安定な春先にいかに早いタ

めに、いずれも必要な場所にだけス

よく生産コストを４割減らし

土壌条件と低温に起因しま

昆

プランターに付けたアプリケー

ションで土壌処理として一緒にやっ

はい。生産者に協力をいただ

ポット的に処理をして、最低限の効

用のジャガイモも厳しくなるので生

は広がるでしょう。それも、でん粉

性の高い甜菜に代わってジャガイモ

例えば、ＴＰＰの影響を受ける可能

なるのではないかと考えています。

てくるなかでもっと早植えが必要に

の段階の準備がされつつあるという

たが、先のことを考えて、まさに次

篠原

ることも必要になってきますね。

と農機メーカーが共同で開発を進め

作業ができるように、農薬メーカー

より合理的に環境負荷の少ない形で

試験場の方々はそれほど問題に

昆

食用や加工用に販売する量が増え

状況です。

そうでないと、変化に対応で

たコンサルタントがいれば、できる

ジャガイモの黒あざ病に対する技術

る。１軒当たりのジャガイモ作付面

昆

そういう風に技術が進むほど、

と思うんです。生産者側がもっと変

検討会を生産者に向けて開催してい

積が増えれば、早く植えざるを得な

わることでお客様によりいいものを

昆

そのとおりですね。企業的な発

想を持てる生産者たちときちんとし

国内の現場を回っていて感じ

はい。研究会は今年の２月で

実際には立場の違う企業がかか

には実需者を交えて進めていくこと
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フロアブル

ところで、４割のコストが削減でき

しょう。そのときに準備ができてい

イミングで植え付けできるかどうか

使って、アミスター

るんですかという議論になりますよ

るだろうかと。そのためには未来か

が重要になります。

果を出す形でコストを含めて最適な

経営を安定させる輪作のあり方の提案と
その技術指導をすることでニーズに応えたい

ね。それよりもどんな投資をしたら

ら逆算していまからやっておきま

昆

ものを提案していきたいなと。

いるという話も聞きます。

効率が上がり、結果的に費用対効果

しょうと呼びかけているんです。

なっていないと話しているようです

昆

をさらに進めるのが狙いです。

が改善するのかという発想が必要に
篠原

が、私はこれから時代状況が変わっ

まったくそのとおりですよ。私

なってくるんじゃないかと思いま

きませんからね。

わらなければいけないでしょう。

らっしゃいますね。

くなる。そう考えていけば、いまか

提供できて、生産者が儲かる仕組み

により生産コストの低減に貢献すべ

篠原

篠原

ら低温による黒あざ病対策の準備を

を作っていると。こうした取り組み

く努力はしております。

るのは、せっかく価値を創造できた

３回目になります。黒あざ病にか

しておく必要があるでしょう。

手探りで始めた共同開発でし

農産物に市場でそれに見合った評価

かったジャガイモは、表皮の見た目

篠原

貴社の取り組みの一つとして、

をしてもらえるような販売の仕方を

す。その対策としてインファロー

が悪くなるので市場価値が下がりま

じつは私どもも先を見据えて

生産者、経営者自身が選んで見つけ

栽培技術から売り方まで
立場を超えた取り組みを

黒あざ病はどういう条件で発生

す。当然、農薬メーカーも技術革新

20

ていくという活動が今後さらに重要

7

も大事ですよね。
れるかという情報交換もしていきた

でのやり方が本当にいいのかを真摯

いで す ね 。

イモをどうしたら市場に高く評価さ

篠原
昆

いと。

と、いまの市場のなかで成功できな

したので違いはわかります。日本の

なって生産者に向き合う活動をして

篠原

す（笑）

て、凍死しそうになるという感じで

私なんか文字どおり、茹で蛙に

企業は何か新しいことやこれまでと

いくＪ Ａや流通、卸の方々とのパー

日本のスーパーマーケットで

に考えて、ときには痛みが生じても

売方法を選ぶことが必要です。です
昆

昆

生産者も評価してもらえる販

が、手間をかけて作った農産物は、
篠原

社長として企業風土をどのように感

なる前にぬるま湯の間に飛び出し

ガイモを洗って、

違うやり方が出てくると、受け入れ

トナーシップが重要になってくると

を並べてみたら、

れいなジャガイモ

たジャガイモとき

産地の、土の付い

際に売り場に同じ

でしょうか？

発想を持ってやってみるのか。後者

までの経験を一旦忘れていろいろな

したところに立ち止まるのか、いま

何もしないでいままでどおりの安定

たことと違うことが起きたときに、

チャーがあります。自分がやってき

ように思います。

う発想がどんどん広がってきている

者のために一緒にやりましょうとい

んとも、将来の日本農業を担う生産

やっていたのが、全農さんとも卸さ

と一般の商社流通と２つに分かれて

考えています。いままでは全農流通

私自身、日本企業にもおりま

飛び込んでいくような気概がない

買い取る方々に高く評価されるとい
は、ほとんど土が付いた茶色い状態

じていらっしゃいますか？

変化にどう向き合うのか
発想を転換するカルチャー

うサイクルができないと広がらない
でジャガイモを販売していますが、
篠原

販売の工夫と言いますと？

ですからね。例えば、黒あざ病にか
黒あざ病の防除をしたきれいなジャ
消費者に「きれい

るまでに時間がかかります。シン

シンジェンタという外資企業の

かっていない表皮のきれいなジャガ

さ」をアピールす

ジェンタには、発想を転換するカル

どちらを選ぶの

のまずどうしたらできるかを考えて

昆

これからは同じ立場で一緒に

実

るというのはどう

か。消費者のニー

やってみるというところがシンジェ

篠原

例えば、いま、野菜の生産か

昆

ら消費まで全体を考えようという取

具体的にはどのように商売のや

ズを探ってみたい

り方が変わってきていますか？
くなると言われるなかで、その変化

り組みを進めています。

これまで築いてきた市場が小さ

ンタには必要な資質です。
と洗ったイモが売

に即して新しい役割を担うことが求

昆

ヨーロッパだ

ですね。

り場にありますよ

められていきますね。

スもあるんですよね。

昆

ね。洗いイモとい

篠原

篠原 トマトの事例ですね。傘下の

全農さんと組んでやられたケー
うジャンルができ

はいけないと話しています。いまま

ときには痛みが生じても飛び込んでいくような
気概がないと、いまの市場のなかで成功できない

よく社内でも茹で蛙になって
ることで、ジャガ
イモの需要が変わ
るかもしれないと
いう提案は面白い
ですね。
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避け、ＩＰＭという概念を基本とし

ければなりません。抵抗性の出現を

き物は増えているんです。コミュニ

えていないのですが、他に比べて生

ています。

ても技術及び研究の蓄積だけは続け

選択されることですが、日本におい

ん。最終的には消費者のみなさんが

して、それに合った農薬を提案する

ティーを巻き込んで、田んぼに入っ

昆

しています。農薬のプログラムは変

などの栽培指導を進めると同時に、
て農薬などの化学的防除に頼るので

て一緒に見てもらうと、登米の水田

なっていくほど価格は高くなり、

果だけでなく、確実に持続可能でな

ブランドのコンセプトを作り、全農
はなく、生物的防除や輪作などの栽

環境のすばらしさがわかるんですよ

とは思っていますが。

たんですけど、住みついたようで

篠原

昆 まだ品種も栽培、流通、その先

避の一手になるかもしれません。

きるというのはさまざまなリスク回

カーにとっては、国内で材料調達で

ぜひ、将来的には貴社もお取り
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Ｊ Ａ の生産者に対して、種子を提案

の持つ流通チャネルでどう販売して
培管理の最適化により消費者が受け
ね。

世界中のトウモロコシがＧＭに

いくのかという部分にもかかわりま
入れてくれるクオリティの農産物を

した。こういう事業展開のことを
昆

を求める方もいるので、
Non-GMO
そこに商売が生まれますよね。

いかに作っていくか。そこが本質だ

いいですね。こういう地域を巻

我々はインテグレーテッド・プロ
昆

す。これも、たまたまご縁があって

とくにお菓子など食品メー

な農産物というのも気持ち悪いです

の取り組みです。

篠原

デューサー（

ね。もともとは技術開発する側が安

き込んでやるのが大事なんですよ。

： 以 下 、Ｉ Ｐ ） と 呼 ん で
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のは、多収性はもとより、天候不順

いかに生産者が作った農産物

をお客様が高く買ってくださるよう

て、積極的に消費者に向けたお取り

と思っています。そこに、水田イノ

収穫時に倒れないことでした。

でも受粉しやすく、短稈で最終的に

昆 単にトウモロコシの生産だけで

きにトウモロコシは扱っていまし

に貢献できるか。それが私どもの事

組みをされてきましたよね。

ベーションの取り組みとして子実ト

国産 Non-GMO
トウモロコシの可能性

業の究極の目標だと思っています。
篠原

ウモロコシの生産を推進するうえで

私は農薬を使うこともＧＭ（遺

そのためのツールとして、私どもの

だ い て い るＪ Ａ み や ぎ 登 米 で は 、

私どもの製品を使用していた

種子の品種があり、農薬の技術があ

「田んぼの生き物調査」を地域の
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