
「太陽のたねにみちびかれて」～シードセイバーとして生きるとは？

たねに関わる中で、訳出が困難なシードセイバーと
いう言葉や役割を広めることも一つの目的でした。
ここでは、これまでに携わったたねのプロジェクト
の一部や気づきの変化をたねの自分誌風にご紹介し
ます。今、たねに関心を持っている皆さんも、ぜひ
自分のたねの道を振り返り、今まで意識しなかった
ようなたねとの出会いの原点を見つけてください。

たねと遊ぶ
　ケサランパサランを捕まえて育てるために、オシ
ロイバナのたねを集めた。おばあちゃんを手伝っ
て、ヒマワリのたねを採った。ネックレスを作るた
めに、数珠玉を集めた。
それが新宿で育った私のたねとの出会いでした。家
の近所にお米屋さんや乾物屋さんがある”昭和な暮ら
し”の中に、たねもありました。
　学生紛争の中、早稲田大学近所の家の前に立って
いる機動隊にご挨拶をして家に入る。歳の離れた兄
と、下宿の東大生、公正と正義を大切にした父母の
影響を受け、考えごとの多い子供でした。
　天文学者になることと自分の国を作ることが夢。
宮沢賢治やトルストイを始め、農的暮らしを描いた
文学を読み漁りました。夏休みに帰る田舎がなかっ
たので農村に強い憧れを持っていました。小学生の
時には、将来は千葉で自給自足すると言っていたそ
うです。
　食の点では、家庭でも学校でも嫌いなものを食べ
なければならず、なんで人間は食べなければならな
いのか悩みました。食べずに生きられたら、もっと
好きなことばかりできるのに。だから食についての
関心は、食いしん坊だったからではありません。食
べたくないのに食べなければならない自分と、食べ
られないで命を落とす子供が世界にいることの矛
盾。
「なんで戦争するの」「なんで飢えて死ぬ子供がい
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るの？」「なんで世界はこんななの。」「人間て
何？」物心ついた時からの大量の疑問符の答えを探
求する人生が始まってしまったのです。
　振り返れば、今につながる多くの”たね”が心に蒔
かれた子供時代でした。

たねに目覚める
　大人になるにつれ、その関心はエコロジーやコミ
ュニティーへと移ります。学生時代に見たヨーゼ
フ・ボイスやディープエコロジー運動にも多くの影
響を受けました。
　そして、８６年。天体少女だった子供時代からの
ハレー彗星を見るという夢を叶えるため、お金を貯
めて渡豪。それは、シードセイバーズ・ネットワー
ク・オーストラリアが誕生した年。バイロンベイの
あたりには、すでにエコロジカルな共同体や後にオ
ルタナティブと呼ばれるものの息吹がありました。
そして、旅で出会ったハイジという少女の影響で、
ベジタリアニズムに目覚めます。このことをきっか
けに、食べることとと身体の関係の多様性に気づ
き、栄養学や食事法、料理法の世界から解放される
鍵をもらいました。

　帰国後に飛び込んだ会社は、コンセプターという
職種を生んだ不思議な会社。様々な国の雑誌や情報
に囲まれ、いろいろな人や企業と交流し、社会を眺
める機会がありました。
玩具、車、バイク、カメラなどの工業商品…そして
流行や現象そのものを生むこと、未来の潮流を予測
し実験的なものを作るのが仕事でした。その中で、
生活者としては見えてこない企業の秘密や、モノの
原点としての自然資源、お蔵入りする未来的な技
術、国家間の農産物のやりとり、大手企業の責任な
ど、未知の世界を垣間見ました。
　そして、食品と化粧品の企画開発の際に伝統的知
識について調べたことを通して、素材の原点として
の植物遺伝資源に出会い、その世界での意味や重要
性に気づきました。
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　９２年の地球サミットの頃から社会には地球規模
課題と解決のためのアイデアに関する情報が増え、
本来の関心事である自給自足や新しい考え方を学ぶ
機会が増えました。
　その後、アフリカで自給自足コミュニティーをつ
くる神父さんのプロジェクトに関わった際に、福岡
正信さんに出会いました。
　有名な粘土団子の作り方とともに「種子戦争」、
「農と農業を区別する」こと、そして「たねを経済
の仕組みから切り離す」ことを聞いた時、宗教的儀
式を受けたように、私の中でそれまでの様々なこと
がつながり転換しました。まるで、天啓を受けたよ
うに、たねとの運命を感じたのです。

シードバンクでの学びと、たねの学校
　それ以降は、自給自足コミュニティーを作る人々
をワクワクしながら手伝いつつ、地域のたね探し
や、食べ物の残りのたねを袋に入れてお祭りで配っ
ていました。９０年代半ばには、ゴミを宝にすると
いう考え方はかっこいいものでした。
　そして１９９９年に千葉県香取市に念願の移住。
理由は、農法の実験と平和の勉強でした。２０００
年にピースシードを設立。小さなたねを通して、世
界を考えることもその活動コンセプトにありまし
た。
　おばあちゃん、おじいちゃんが育てているたねを
探し、昔話を聞き取り、そのたねを継がせていただ
くことに活動の原点がありました。私たちが持って
いるたねは、有名品種や特徴的な豪華な品種という
わけではありません。地味だけれど地域の中で大切
に長年自家採種されたもの、自家採種した方との出
会いの中でいただいた、記憶が詰まったたねでし
た。　
　そして、環境循環型農業の会社がスポンサーとな
ってくださり、オーストラリア・シードセイバー
ズ・ネットワークにシードバンクの運営方法を学び
に行き、適切な技術と運営手法の助言を受け、西洋
的なたねの考え方に触れました。その頃、シードバ
ンクはメモリーバンクだということを学びました。
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　その後、シードセイバーズネットワーク・ジャパ
ンを準備しましたが、まずは世界から見て少し特殊
な日本の状況を学ぼうと思い、仲間の助言もあって
休止しました。
　当時の私は、飢餓や貧困や環境という地球規模課
題からたねに出会ったので、「たねは人類共通の財
産（遺産）」という理念をなんの疑問符もなく受け
入れていました。
　その結果、求める人には誰にでも分け隔てなくた
ねを渡さなければいけないと思い、結果的にたねが
戻ってこないというシードバンクの危機を味わいま
す。
　これは、理念と現実の重要な学びのきっかけとな
り、活動の中で「たねの学校」などの学び場づくり
の重さが増したのです。
　そもそも自分が生徒になりたいのに先生が不在。
それが学校を作るという情熱の源でした。論文や書
籍を読み、様々な先生に連絡しました。無視される
こともしばしば。そして、相手をしていただける程
度の知識や、お付き合いしていただく上での相手方
のメリットを考えるようになりました。なかには、
連絡を取るまで何年もかかった方もいます。

普遍性と多様性を扱う組織としてのあり方の模索
　たねは多様性というキーワードを内包します。そ
こで、ピースシードとしての組織の形も熟慮しまし
た。その結果、メンバー制もネットワークもやらな
いことにしました。各地で多様にカラフルに広がる
のが良いと考えたからです。
　当時、種子団体は珍しかったので、沖縄から北海
道まで、様々な方から問い合わせがありました。ほ
とんどが、たねが欲しい、メンバーになりたい、と
いうものでした。でも、私たちは全国ネットワーク
を作らないと決めていたので、連絡を下さった方に
は、自分の足元で活動を始めることを勧め、必要な
際には小さなお手伝いをしました。そして、小さな
勉強会やたねの交換会を通して、たねの大切さを広
めていきました。
また事業を通して小さな雛形を作ることを大事にし
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ていました。

政策提言に携わる
　２００６年に千葉で生物多様性戦略の提言を作る
動きがあり、生まれて初めて「たねと生物多様性」
に関する政策提言に関わりました。千葉にいる著名
な農家の方々と共に、有機農業に向いた種子の開発
などの他、２０１０年に名古屋で行われる国連の生
物多様性条約第十回締約国会議（COP10)を、たね
の普及啓発の機会とすることを盛り込みました。
　その時に、千葉の生物多様性の提言のプレゼンテ
ーションを見た千葉県立中央博物館の方のご縁で、
同博物館が行う「房総の村のフィールド・ミュージ
アム～おばあちゃんの畑プロジェクト」にたねのア
ドバイザーとして、立ち上げから関わることになり
ました。
　地方行政、研究者、農家やシードセイバー、博物
館や学校などの教育機関が協働する事業を行うのは
夢でしたから、仲間たちのためにもモデルになるも
のを作れるのではないかとワクワクしました。

国際会議で語られる植物遺伝資源と日々の営みの乖
離に気づく
　生物多様性条約締約国会議に向けた全国のネット
ワーク作りのために動く中で、生物多様性条約とた
ねは関係ないと考える関係者が非常に多いことを知
りました。なぜなら条約には植物遺伝資源と書かれ
ていたからです。
　そこで初めて、国際会議で扱われる概念と、私た
ちが大好きなたねやそれに関わる営みの間に横たわ
る如何ともしがたい関係に気づきました。
　そして、国際会議での決定が私たちの当たり前の
日々の営みを潰さないように、空間を確保しなけれ
ばいけない、誰かが見ていなければいけない、と思
ったのです。それが、遺伝学も農学も素人である私
が、国際会議に参加する理由の一つです。
　さらに「Farmer’s Rights/農民の権利」という概念
に触れた際、強く惹かれると共に、j徐々に違和感が
生まれました。本来、自家採種は権利を叫んで闘う
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ようなものではないはず。自家採種やたねの交換は
「Basic Human Needs」なんだから。そもそも私た
ちは活動家ではなく、実践者なのだ。そういう抵抗
が生まれ、探求のテーマとなりました。

　この「人々とたねの未来作業部会」という時限的
ネットワークには、様々な農法、思想を超えた人と
組織のキーパーソンが、「たねを大切にする心」だ
けに焦点を絞って参集しました。
　代表を務めた、当時学芸大学におられた木俣先生
の熱意で、都内と名古屋の会場を使い、インターネ
ットで各地の農家を繋いでの連続学習会が開かれま
した。そこで、基礎的な学習や意見交換をしなが
ら、政策提言を作りました。参画した人々の情熱の
中で、数え切れないほどの様々なプロジェクトが共
時性の中で起きました。
　国際会議場での多様な作物の展示発表、地域の学
校との連携で栽培された作物、海外ゲストを交えた
国際フォーラム、国際機関と一緒に制作した冊子、
Tシャツ作りや、各地のたねの関係者が参集した交
流会などが行われました。
　この機会を利用した２００８年からのたねや作物
多様性についてのメディア露出も、一定の成果があ
ったと思います。

Cop10後の東日本大震災
　移住以来、千葉から出ずに暮らしましたが、
Cop10では名古屋に行く機会があり、各地のたねの
関係者と、ようやく実際に顔をあわせることができ
ました。
　Cop10の後は、念願のシードセンターを千葉に作
る予定でしたが、東日本大震災がありました。それ
をきっかけに、土地探しから考え直すリセットの時
間がやってきました。
　それも運命だと受け止め、機会があるままに、国
際会議や研究での出張に参加させていただくように
なりました。日本の状況を再発見する機会を得た
り、苦手な法律や政策のことにも触れ続けました。
いつか社会の役に立つこともあるかもしれない、と
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考えて受け入れています。ともすれば挫けてしまう
心を支え、知らない道が新たに引かれてゆくような
感覚で、とてもありがたいことでした。
　そして、今もまだ、自分が歩んできた”たねの
道”、感じている世界と、国際会議で話されているた
ねのことが繋がらないままです。
　そして、私以上に、会議で議論されているたねの
ことを、遠い世界で行われる、自分たちと関係がな
い何か、と感じている仲間たちがいます。一方で、
本気で解決を探り、素晴らしい成果を出す研究者の
方々や海外のシードセイバーやNGOの人々もいる。

　一方で、そういう頭の中のごちゃごちゃとした音
も、畑に入ってしまうと、いつのまにか消えてしま
います。重たい問題も、たねに触れていると消えて
しまうのです。たねは蒔いて採種すればあっという
間に、大量に増える。そのたねをポケットにたくさ
ん持っているのに、何を不安に思う必要があるのだ
ろうか？たねから学び、技術を磨き、哲学し、畑を
訪問しあい、心が通う友にたねを分ける。誰がこれ
を止められるだろうか？私たちはひっそりとやって
いるのだから。
  たねはそもそも愛しい何かであり、畑や田んぼ
は、太陽の元、清々しい心でいられる場なのです。

都市に戻る
　２０１７年１月。事情が重なり、１８年ぶりに一
時的に東京に戻りました。その直後の日本の農業政
策の種子問題。東京にいる者の役ということで、再
び、法律の世界に関わりができました。そして、あ
る弁護士の方との出会いをきっかけに、自分が思い
描いていることを実現するには、法律の後付けが必
要だということを今までとは異なるレベルで納得し
ました。
　また、都会では多くのひとびとに会いますが、シ
ードセイバーだと自己紹介するたびに、関心を持た
れます。2000年ごろは珍しくなかった言葉が、通じ
なくなっている。それは都市に来るまで知らないこ
とでした。日本のたねの世界が、長らく産業中心に
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なっていったためだろうか？２０００年頃は、おば
あちゃんのたねを探す人々が少なくありませんでし
た。でも、今、たねのシーンは、裾野の拡大ととも
に、オーガニックマーケットや、種子屋が供給する
ブランド品種や豪華な品種が主流になっているよう
に思います。
　しかしながら、世界を眺めれば、シードセイバー
の役割は確実に増えていると思います。シードセイ
バーとは何か、というのは終わったテーマではな
く、これからのテーマでもあるのだと認識していま
す。

考えも一巡し、新たな道を探る
　今、目の前に畑がある暮らしから、週末に農村へ
通う生活に戻ったことで、再び心に子供時代のよう
な渇望が生まれ始めています。都市と農村という対
比を当たり前に受け入れていましたが、今は、その
その二項対立が消えつつあります。東京で育ち、仕
事をして培ったことの全ては、今後のたねのプロジ
ェクトや、仲間たちが困った時に役立つと受け入れ
ることができました。
　ただ心静かにたねをあやす暮らしに戻りたい、と
願う、もはや言いたいことがほとんどない自分もい
ますが、それは憧れてきたたねのおばあちゃんにな
れる日が近づいているという素敵な兆候かもしれま
せん。
　そんなことを夢想しながら、もうしばらくの間、
社会で起きているたねの騒動や、ここまでたねに導
かれて学んだことを、まとめていこうと思います。
1冊くらいは本を書いて、太陽のもとに還りたいと
考えています。

今回は、素晴らしい機会をいただき、誠にありがと
うございました。

※資料は、生物多様性条約第１０回締約国会議の際
に発行した「Geneflow　作物の多様性を守る人々」
創刊時から寄稿させていただいた「自休自足」第一
プログレスより抜粋。
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※「人々とたねの未来作業部会」は、「人々とたね
の未来フォーラム」として小さなシンポジウムを行
なってきました。２０２０年の「国連生物多様性の
１０年」の締めくくりの年に向けて、再び広く動き
出す準備をしています。
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