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　学生時代に友人の母国、ネパールを旅し

たことがきっかけで、初めてカメラを手に

したという公文健太郎さん。その後、ネパー

ル、ブラジルをはじめ世界スケールで作品

を撮り続け、自分にとって心地よい“人と

のつながり”をつくっていくことが、作品

づくりの中心にあるのだといいます。

　そんな公文さんが近年テーマにしている

のが、日本の農風景を撮ること。このライ

フワークを「自分のふるさと探しのような

もの」と笑う公文さん。最新作の写真集『耕

す人』（平凡社）の撮影裏話を中心に、お

話をうかがいました。

農家の大福という、贅沢
　2016年に出した写真集『耕す人』では、

僕が各地で撮りためるなかで感動した、日

本の農風景を130点近くおさめています。

撮影させてもらう農家の方には、食べさせ

てもらったりとか、教えてもらったりとか、

人をつなげてもらったりとか。いろいろな

意味で「いただく」機会が多い撮影なので

すが、そのなかでも一番の贅沢といえるの

は「小豆」、しかも大福をいただくことな

んですよ。

　農家にいくとよく、庭先でちょっと小豆

をつくっていますよね。家にあがって小豆

畑のようすがちょっと見えると「お母さん、

小豆もつくってんの？」ときいてみる。「そ

うよ、自家用だけどね」とか返事が戻って

きたら、すかさず「お母さんがつくるあん

こは、うまいんだろうな〜」とかいうと、「な

ら食べてく？」「いくいく！」って（笑）。

冷凍してあったものを解凍して、ストーブ

の上で焼いてもらって。焼いて食べる大

福って、うまいですよね！　すごく思い出

深い食べものです。

　あとの話にも登場しますけど、撮影する

なかで仲良くなった佐賀のレンコン農家か

ら、いまも1ヵ月に1回、いや2週間に1回

のときもあるかな？　自宅に野菜を送って

もらっているんです。荷物には、自分のと

ころでとれた野菜だけでなく、地元で買っ

た野菜とか醤油まで入っていて。僕には息

子がいるんですが、宅急便の人が「ピンポー

ン」って届けに来ると、「あ、ヒロコさん

の野菜だ！」と走っていき、自分で荷をほ
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どいて大喜び。なくなると僕からも「醤油

がないんで」「梅干しがそろそろ……」とか、

お母さんに電話しちゃうんですけどね

（笑）。

　そのレンコン農家で聞いた、忘れられな

い言葉があります。あるとき「ここの朝ご

はんって、贅沢ですね」といったら、そこ

のお父さんが「いやあ、こんなん贅沢じゃ

なか、あるもんしかなか。こういうのを、“質

素な贅沢”っていうんだ」って。

　大福だって、向こうからしたら「こんな

のしかなくてごめんね、冷凍なんだ」って

いうかもしれないけれど、これこそ贅沢。

いただきます、ごちそうさまです、おいし

いです……そういう、食べることにまつわ

るコミュニケーションが、作品を撮る中心

にあります。

振り返るといつも、農があった
　僕がカメラを手にするようになったの

は、学生時代に友人の国、ネパールを旅し

たことがきっかけです。僕は自由学園出身

で［編注：羽仁吉一・もと子夫妻が創設し

た学校法人。自労自治の精神をもとに、毎

日の生活を生徒自身が責任を持って行うこ

とで知られる］、高校1年生には豚の世話を

して、高校3年生では“キノコ部”に所属し

てました（笑）。シイタケを育てて販売を

したり、大きくなりすぎたら加工して佃煮

にしたり、自分たちで売り方を考えて販売

して次の資金にしたり。いまから振り返る

と、農にまつわるいろいろなことを、ふだ

んの生活からしていましたね。

　自由学園では基本的に寮生活なのです

が、中学から一緒のクラスの同級生に、ネ

パール人の留学生がいたんです。高校3年

生のとき初めての海外旅行として、その友

人の家に遊びに行きました。その子のお父

さんが営林関係の責任者の方で、滞在の最

終日に「田舎にある植林地を見に行こう」

と誘ってもらって。あとできいたら自由学

園の林だったのですが、初めての旅でたっ

た一日訪ねただけ。なのに「またここに来

たい！」という気持ちが強く残りました。

それが、以後ずっと僕がつきあうことにな

る、カブレ郡のチャウコット村や、バネパ

という街との出会いでした。

　翌年から現地の植林活動に参加して、父

から譲り受けたカメラを手に、写真も撮り

始めました。絵や文はかけなくても、写真

だったらこの村の美しさを伝えられるだろ

うと。

　チャウコット村は田んぼが一面に広が

り、丘の向こうにはヒマラヤ山脈が見える

ような、いわゆる農村地帯。そう聞くと山

に囲まれた高地のイメージがするかもしれ

ませんが、実は雰囲気が日本に近い。畑で
公文さんにとって、思い出深い食べもののひと
つ「小豆」（撮影：公文健太郎）
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とれるものも、トマト、ナス、キュウリ、

そして日本が栽培方法を教えたというアス

パラガスなど。人の感じ、食材、宗教観も

近く、僕はすごい虜になって。大学の4年

間のうち約1年はネパールに滞在した計算

になるくらい、行ったり来たりを繰り返し

ていました。

僕の「ふるさと」を撮る
　チャウコット村で出逢った女の子、ゴマ

が結婚してバネパで暮らし、そこで産まれ

た子が大きくなって……という、ある家族

の時間を撮りためた写真が『BANEPA—

ネパール 邂逅の街』（青弓社）『ゴマの洋

品店』『世界のともだち 07ネパール—祈り

の街のアヌスカ』（偕成社）などの本とし

て世に出ることになりました。できるだけ

たくさんの人に観てもらいたいと、ある編

集者の方に送ったところ「一度、作品を見

せに遊びにおいで」と声をかけてもらって。

そこでなぜか、僕にとってのふるさとであ

る高知の話を、熱く語ったんですよね（笑）。

　父の実家がもともと高知で、子どもの頃

はすでに古い家屋しか残っていなかったの

ですが、夏休みになると虫取りをしたり、

魚釣りをしたり。裏山は五台山という四国

八十八ヶ所の山で、時期になるとそこから

沢ガニがおりてきて、外にある台所の壁全

面が沢ガニでびっしりになる。五右衛門風

呂も当然だったし、お手洗いも古い汲み取

り式だったし、雷が鳴るともう家全体が揺

れるみたいなすごいところでしたけど。で

も僕にとっては、そこで過ごす時間の流れ

がすごく好きだった。

　そんな話を延々としていたら、「そこま

で愛情があるのなら、高知のユズを撮る仕

事があるけどやってみる？」といっても

らって。その場で決まったのが、以後2年

半続く「ふるさとの台所」という、雑誌『家

の光』の連載でした。地元の農家に、食材

や料理を紹介してもらう内容です。当時僕

は30歳になる手前で、連載に登場する農

家のお母さんたちには、本当の息子のよう

によくしてもらいました。

ふるさとは、日本の農風景と気づく
　そのうちまた別の仕事で「自分にとって

のふるさとを撮る」という依頼がきたんで

公文健太郎さん

公文さんの作品集とエッセイの一部。「書くの
は好きではない、胃が悪くなるから」といいつ
つも、闊達な文章



－ 5 －

す。若い写真家が自分の故郷を一眼レフで

撮るという企画でした。シリーズものの初

回なので何をしてもいい、といわれてあら

ためて「自分のふるさとってどこだろう？」

と考えました。

　僕は中学から実家をでて自由学園に入り

ましたし、理想の故郷だった高知は家が古

くなりすぎて取り壊していましたから、そ

の時点ではもう撮るものがない。そこでふ

と思い出したのが、取材で出会った佐賀の

レンコン農家でした。

　その頃はまだ、うちの息子は連れていっ

たことはなかったかな？　でも連載が終

わってからもつきあいは続いていて、まさ

に田舎のおばあちゃんみたいに、会ったこ

ともない息子のことも、まるで孫のように

かわいがってくれている。そこを取材しよ

うって決めたんですよ。

　こうやって人とのつながりから「この人

を撮ろう」と思ったときに初めて、農業そ

のものを見ることになったと思うんです。

当たり前に見ていた光景だったから、わざ

わざ写真の作品にしなくても思っていたの

ですが。撮ってみたらちゃんと、自分にし

か撮れない絵を撮ることができる！　と気

づきました。

　あちこち旅していて「いいなあ」と思う

のって、実は全部、農風景なんですよ。人

の生活があるなかできれいだと思う風景っ

て、里山だったり、人の手がかかっている

もの。とすれば農業が変われば、日本の風

景が変わってしまう。だからこそ「いま撮っ

ておかなければ」というのが、大きなきっ

かけになったんです。

余計なものが写っているようにしたい
　自分の作品として『耕す人』を撮ること

にして決めたのは、これまで足を運んだ農

家も含めて、すべてデジタルではなくフィ

ルムで撮りなおすこと。この作品ではほぼ、

35mmのレンズ1本で撮っているんです。人

間の眼に近い画角の、自然に近い形で写真

を撮ると親しみやすいし、あとで見たとき

に写真の読みがいがある。意図していると

きもあるんですけど、ついでに写っちゃっ

たものが、あとから見ると「おおお」と気

づくことがあります。

　たとえば串柿を干しているおじさんを撮

るのに、“おじさんそのもの”を撮ってしま

うと、それ以上の解釈が出てこないと思っ

ていて。このときはある程度ねらって撮り

ましたけど……霧が立ちこめるなか、串柿

を干す光景を撮った写真があります（和歌

山県かつらぎ町で撮影）。

　この産地はずっと、正月用の串柿で生計

を立ててきたところなんです。でも最近、

仲良しの佐賀のレンコン農家にて。水浴びして
いるのは、公文さんの息子さん（撮影：公文健
太郎）



－ 6 －

気候が変わって霧がよく発生するそうで

す。霧って実は、串柿をつくる環境にとっ

ては最悪。湿度が高くて、串柿が黴（か）

びてしまうんですよ。だから外で干すだけ

では、なかなかいい干し柿ができない。

　もうこれで生計を立てるのは無理、家の

中で乾燥機をかけるか、アルコールを塗る

かしかない、というくらいになっているそ

うなんです。そうなるといま、見ている農

風景って変わりますよね。立ちこめる霧は

幻想的なようでいて、地球温暖化とか、こ

の土地の歴史とか、これからのことも全部、

暗示しているんです。

　この間なんて、写真展のためにフィルム

をプリントして選んで、会場に飾って会期

が1週間過ぎたところで初めて「これ最

高！」って知った事実があったんですよ。

青森のゴボウ農家のおばちゃんがビニール

のヤッケをかぶっている写真で、ヤッケに

当て布があるんですよ。モノクロだから色

はよくわからないんだけど、「こういうの

を撮りたかったんだ！」って思うものがズ

バリ、写ってました。

　同じ青森の酪農家では「お父さんお母さ

ん、記念に撮っておこうよ」って二人のポー

トレートを撮ってみたら、お母さんのヤッ

ケが♡、お父さんのズボンが迷彩でした。

おしゃれだなあと、あとから気づいて写真

集に選びました。撮っているときに気づい

てはいても、あとになって初めてわかるこ

ともある。もちろん、基本的にはねらって

撮ることが多いですが。僕には「余計なも

のができるだけ、写っているようにしたい」

という思いがあります。

記憶から呼び戻す、日本の色
　技術的なことになりますが、この写真集

では僕なりの色遣いをだせるように、ネガ

フィルムで撮影してプリントしています。

僕はそもそも、日本の色とか、自然の作る

色に興味があります。これは“湿気がある

国”だからこそ、でる色だと思っているん

です。

　デジタルカメラで撮るとどうしても、撮っ

てすぐその場で画面を確認して、目の前の

現実と見比べて色を調整してしまうんで

す。もちろんパソコン上でも“現像”といっ

て、あとから色を決められるんですけど。

でもネガフィルムで撮ると、撮ったときに

は何が撮れたかよくわからないし、色の情

報もプリントするときに初めて決まる。

　だからたとえば、夕日を浴びる収穫直前

の田んぼの風景を撮ったら、現像室でプリ

ントするときに、まず撮影時のことを思い

出すんです。そのときはある人とちょっと

ケンカをしていて、すごい焦っていたんで

すけど（笑）。でも同時にこの風景が撮れ

て「ああ、よかった」とも思った。

　その夕日の感じって、小学生の時に「家

に6時には帰ってこい」っていわれたのに

ちょっと遅れちゃって、なんかおしっこし

たくなるような感じで焦って帰る……あの

ときの感じの色だなとか、子どもの頃のこ

とも頭に浮かべながら、現像するときに色

をつくっていきます。

　こんなふうに自分の“記憶色”をもう一回
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呼び戻す作業は、自分のなかで欠けていた

ものに気づいてもう一回、構築していくよ

うな作業なんです。

　それがこの作品を全て、ネガフィルムで

撮っている理由でもあります。

面白がることが大切
　日本に限らず、今後も海外での撮影も続

けていきます。結局、自分との接点がある

ものでないと、面白くないと思うんです。

僕の写真の師匠の一人である本橋成一さん

に「面白がりなさい」、とよくいわれたん

ですが、本当の意味で面白いと感じられる

ようになったのは、『耕す人』からかもし

れません。力が抜けたんですかね。

　ネパールは取材していてずっと楽しかっ

たし、自分との接点もあるけれど、結局、

本当のところはわからないな……と気づい

たところもあるんです。ネパール語が

ちょっとできるようになっても、日本語の

ようには、自分の素直な気持ちは伝えられ

ないですから。

　もちろん『耕す人』の撮影だって、わか

らない土地ばかりだけれども、人の営みが

つくる風景にやっぱり興味があります。「日

本の農業を撮ること」はすごく大きなテー

マなので、最初から大上段にふりかぶって

やろうとしたら、とても無理。

　けれど丹念に一つひとつ、点を打つよう

にして撮っていけば、いつか線になって面

になっていく。それを続けるうちに、人間

てなんだろうとか、自然ってなんだろうと

か、大きくいえばそういうことにつながっ

ていくと、信じてやってます。

インタビューに登場した、公文さんの著作

『耕す人』
平凡社 刊 ￥5,200＋（税）、2016年7月
発売

「日本の風景」は「農業の風景」だ──。
北は北海道紋別郡から、南は沖縄県西
表島まで、気鋭の写真家が撮り歩いた

「美しき農村」。


