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坂根進と開高健＝ワインとパイプの肝胆ドラマ 

 坂根進という人物に関してはあまり知られていない。実は彼こそが芥川賞作家として、

またサン・アドのコピー・ライターとして名を馳せた開高健の傍らで、常にアート・

ディレクターを務めた人間なのである。しかも彼はそのサン・アドを常にリードし、

サントリーに加えてホンダやソニーの仕事までも取り込んだ敏腕アート・ディレクター

で、2 代目株式会社サン・アドの生え抜き社長に抜擢された人物でもあった。 

 二人の出会いは壽屋宣伝部(後にサントリー宣伝部）に始る。坂根は大学を中退後、

いくつかの企業を渡り歩いて壽屋にたどり着いた。一方の開高は大学在学中に、書籍

の輸入商社であった北尾書店に入社するかたわら、矢沢永一が主催する同人誌

『えんぴつ』に参加、ここで知り合った 7 歳年上の詩人牧羊子と同棲の後いわゆる

出来ちゃった婚、長女道子が誕生することとなる。他方、牧羊子は壽屋の宣伝部に在籍、

子育てに専念したいので退社したいが、代わりに亭主である開高を雇ってくれと壽屋に

申し出、これがすんなり認められて、壽屋宣伝部への中途採用が決まった次第である。 

 坂根と開高の最初の仕事はPR 誌『洋酒天国』の発行に伴う編集作業であったが、

当時の広告業界はまだ職種が未分化で、一人でデザインもする、コピーも書く、時には

写真も撮る、イラストも描くといった状態だった。ここでその才能を如何なく発揮

したのが坂根で、出版社での仕事を経験していたこともあり、一人で 2 役も 3 役も

こなしていた。当初の開高は坂根の掌で踊らされていた感がなくもない。開高は

『裸の王様』で芥川賞を受賞すると壽屋を退社して、執筆業に専念する一方、朝日新聞

の臨時特派員としてベトナム戦争を取材、一時は死を覚悟するほどの辛酸を舐めた。

しかし開高はその後もサン･アドを経由してコピー・ライターとしてもその才能を発揮

した。彼のキャッチ・フレーズには、広告を超えた人生観というか哲学がしばしば

匂い立ち、トリスウィスキーの「人間らしくやりたいナ」だとか、サントリー・

ピュアモルトウィスキー山崎 12 年ものコピー「なにも足さない。なにも引かない。」

など、サントリーの企業理念を見事に表現して見せた。 

 一方。坂根は株式会社サン・アド社長に就任後、『トリス広告 2５年史』（1975 年

＝昭和 50 年 9 月株式会社サン･アド発行）の編纂や、サン･アド退社後には『万祝』

(まいわい：1992年＝平成4年5月岩崎美術社より限定1480部発行)などエディトリアル

の分野でも活躍することとなった。また株式会社サン･アドの社長を退任してからの

坂根は、全国の博覧会や展覧会に情熱を傾け、他界するまで生涯現役を務めた。この

点では開高とも似ていたが、坂根は開高より 10 年近く長く生きたため、晩年は、

開高亡き後の寂しさを、美食におぼれ自らの健康に留意する事はなかった。体重は

80kg を超え、この点でも開高とよく似ている。以下の記述と写真は坂根と開高の

人間ドラマであり、Wikipedia にもまだ確かな記述のない坂根進の人間像である。 
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彼の一周忌に株式会社サン・アドから出版された『坂根進･想』(Memories of Sakane Susumu=

非売品)の表紙である。この似顔絵の版画は、坂根自身が18歳(昭和25年)のときに彫あげた

もので、在りし日の坂根の特徴を巧みに捉えている。またこの書籍に寄稿された方々は 20

世紀の広告業会はもとより、文学や芸術などの分野に携われている方々、さらには彼の趣味

の仲間など、各業界の著名人が名を連ねている。いずれの方々も坂根と厚い親交があった方々で、

彼の人情の温かさと、心の広さを物語るものである。書籍はネット書店等で入手可能である。 
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茅ヶ崎の海岸近くにある『開高健記念館』。近隣の土地を市が買い取り、茅ヶ崎市縁の文化人の

資料館として、今後、発展させてゆく計画も着々と進められているという(神奈川県茅ヶ崎市)。 

 

開高健の晩年は、必ずしも安穏なものではなかった。家庭内での居心地は悪く、彼は美食と酒

に浸った。記念館に入ると、開高健の言葉が刻まれており、その奥は限りなく深い。 
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[坂根進(1931.08.28～1999.12.21.67 歳)と開高健(1930.12.30～1989.12.09.58 歳)] 

 ともにサントリー宣伝部の出身である。日本の広告業界に明るい光が差し込み始めた1960年代 

サントリー宣伝部には他にも山口瞳、柳原良平、酒井睦雄、杉木直也などがいた。当時は6人の侍

とか、部長の山崎隆夫各氏を含めて7 人の侍として持て囃された。しかしこの中で最も中心的な

人物が坂根進であったことは、あまり知られていない。実は彼こそがこのチームをリードした人物

であり、日本グラフィックデザイナーズ協会会長の亀倉雄策氏を、副会長として補佐した人間でもある。

サントリー宣伝部は1964 年5 月に独立、(株)サン・アドとなったが、サントリーの宣伝部長OBがサン･

アド社長を勤めた。これに対し坂根は生え抜きでサン･アド社長となった人物であり、本田技研(株)、

ソニーをスポンサーに加え原宿サン･アドを創設した人物でもあった。退職後は『博覧会・展示会』

のプロデューサーを勤め、名古屋の『世界デザイン博』では総合プロデューサーの責務を果たした。

ただ坂根は人前で自己主張することを好まず、裏方に徹し、品田正平氏と共に若い広告作家を

育てることに努力した男でもあった。この中には西村佳也氏、仲畑貴志氏などがいる。 

 彼は私生活に関して語ることはなく、学歴も職歴も定かではない。昭和6年生まれ、松江高校の

出身で、千葉大学工学部写真工学科を中退、桜クレパスに入社後、田辺製薬、主婦の友社と渡り歩き、

サントリーに流れ着いたという。関西在住時代には小磯良平氏に洋画を学び、小磯の描いた『少女像』

を贈られている。坂根に関して確かなことは、日本の20 世紀最後の｢趣味人｣だったことかもしれない。

サバイバルナイフをよく収集し、アメリカで最も著名なナイフ作家ボブ･ラブレス(Bob Waldorf Loveless 

=1929.01.02～2010.09.02.81歳)とも極めて親しく、京都や日光を一緒に旅行していた。またローマン

グラスといわれる古いガラス器や19世紀のガラス器、陶磁器を初め、コースターからマッチ、はては

エクスリブリス(蔵書票)までも収集、ワインに関してはフランスの殆どのワインを記憶しているほどで、

銀座の裏町はもとより、パリの飲み屋街の常連でもあり、あのマキシムにも予約ナシで入れたという。

その上、利き酒もすれば日本料理、フランス料理もこなし、生け花や茶の湯もよくし、書道の師範

も務めていた。この他にも日本の刃物、特に大工道具をよく集め、四国の鍛冶職人白鷹氏に弟子

入りして、切り出しナイフを100本も自分で叩き出し、これを『東京デザイナーズ･スペース』の

イベントで、全会員のイニシャルを入れて贈ったという。また彼の逸話の中には、関西で千年桜が

枯死した時これを買取り、その太い部分を3 枚の板にして、家具師黒田辰秋氏に依頼してウチ２枚で

２つの座卓を作らせ、一つを黒澤明監督に、もう一つを開高健に贈ったという。残りの１枚は自分

で使おうと思ったらしく遺品の中に残されていた。当時は黒澤監督の御殿場別荘が焼失した時で、

再建時にこれを贈ったのだという。また残余の木で版木板を100枚ほど作って保管していた。ヤマザクラ

は版木板としては最高級品だったからだろう。またベニスだかローマでは『川浚いの権利』が販売

されるそうで、ある橋から橋の間を自費で浚い、そこから出た物を全て私有化できるというもので、

坂根はこの権利を買い取り、川浚いさせたと言われているが、陶器のカケラしか出て来なかった

ようで、話題に上ることはあまりなかった。また中国の古い硯や、多くの砥石、さらには江戸時代

の布地、ヨーロッパの古い鋏や、刃物類なども集めており、その収集品をストックするために

マンションを購入するほどであった。開高はそんな坂根を『最後の晩餐』の「玄人はだし」中で 
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 その頃の坂根君は雑誌のレイアウトであれ、新聞広告の写真であれ、何をやらしてもノンノン 

ずいずいやってのけるうえに、何を聞いても、ア、それ、僕知ってるというので、エンサイクロ 

ペディアをもじって、坂根エンサイとか、何でも知ってる坂根君などと呼ばれていた。その後、 

彼は会社をやめて、“サン･アド”という小さなデザイン会社をやりだし、現在その会社の社長 

であるが、昔から一貫して私生活をひたかくしにかくすという奇癖があり、私は20 数年も付き 

合っていながら、彼の下宿、アパート、マンション、どれも覗いたことがない。女友達にも 

紹介されたことがない。独身貴族であることは誰でも知ってるが、マンションが都内に3 つある 

という説がある。また別の説によるとそれぞれにべつべつの女友達が入っているという説もある。 

すごい物持ちなのでその3 人の女はディープ・スローターだけれど、いつもみんな軽い咽頭炎を

わずらっているという説がある。もう20 年近く彼は何を聞いても、ア、それ、僕知っていると

いうほかに、ア、そこ、僕いったことあるというのと、ア、それ、僕持ってるの二つが加わり、

事実、知ってもいるし、旅もしてるし、持ってもいるので、近頃では謎の坂根と呼ばれるように

なった。そのうちの持ってるということになると、中国の硯、ヨーロッパのガラス器、銘品ぶどう

酒、一本鍛えのアメリカ正宗(ナイフ)、いずれもなみなみでないコレクションである。総称して

コレクション・サカネスクと呼ばれている。コレクターというものは財力、知力、精力、を総動員

してブツを蒐集にかかるが、人によっては、ある段階まで来ると、魔群が通過し、某日、理由

もなくフッとイヤになることがある。私も何度かあるが、最近ではパイプ集めがイヤになっている。

30 年近くかかって、100 本近く集めたのが、某日、魔にやられ、吸うことはつづけているけれど

集めることはフッと、止まってしまったのである。坂根君はぶどう酒を買いあさり、飲みあさり、

ひたすら励んでいたが、近年そのフッがきた。そうなると愛が憎に転化し、見るのもイヤになって

くる。何百本というぶどう酒の山に彼は吐き気を催し、誰ぞにくれてやるワと口走っているその

さなかにたまたま私は行会った。そこで同情のあげく、酒のわからないヤツにつぎ込んだところで

ドブに捨てるようなもんだから、オレに鑑賞させて頂きたいと、申出た。坂根君はその場でOKし、

一昨年の暮れに100 本。去年の暮れに発作を起こしてまた100 本、これは1 本ずつが恐ろしい

銘と年号のをドカドカと持ってきてくれた。この傾性をつくづく眺め、私としてはぶどう酒の

つぎに彼が世界の紙幣のコレクションに熱中してくれないものかと、ひそかに希望している。 

この謎の紳士が御多分に洩れず食徒であって、鑑賞のほかに実践もする。出雲ソバの手打ち、 

うどんの手打ち、魚の粕漬け、牛肉の味噌漬、チーズケーキなどがそのレパートリーの一部で 

ある。とりわけチーズケーキは、いつのまにどこでどうやって体得したのか、食べた人はみな 

口をそろえて絶賛するのである。サン･アド社は赤坂に『茶展』という小さな喫茶店を経営して 

いるが、そこで客にだすチーズケーキは彼が作ったものか、閣僚に作り方を教えて作らせたもの

かであって、“銭がとれる”かどうかという水準はとっくに突破してしまっているのである。 

私はお菓子類は、和、漢、洋を問わず食わず嫌いなので、ガトォ･フロマージュ･ア･ラ･サカネ 

は噂を聞くだけで、ただし彼のことだから、持ち前の完璧主義で、徹底的なものを作っている 

ことだろうと、推察だけついていた。それを、いよいよ本日、一瞥するのである。 
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 と綴っている。また彼はバイクのＡ級ライセンスも取得、鈴鹿サーキットにもよく出没し、自らも

レースに参加していたらしい。若い頃からでかいバイクを乗り回していたようで、一説には

暴走族上がりとの説もあるほどで、都内新宿あたりのレコード店で、革ジャンに身を包み、マイルス･

デイヴィスやコルトレーンなどの、ジャズの名盤を何枚も買いあさる姿が目撃されたとも言

われている。そんな坂根の人生の中でホンダは、いわば彼の青春そのものであったようで、

原宿サン・アドはそうしたサントリー以外の新たなスポンサー、とりわけホンダを獲得するために、

坂根がサン･アド社長時代の1975年(昭和50年)10月に設立した代理店であった。しかし彼は

会社経営や、個人としての資本参加には全く意識が向いてなかったようで、株式等は社長を退任する

時点ですべて返納している。あくまでも物作りに徹し、広告の制作活動も、その物作りと同レベルで

認識していたようである。 

 こうした彼の思想から、坂根と懇意にしていたアメリカのナイフ作家ボブ･ラブレス、

開高に言わせれば、一本鍛えのアメリカ正宗(ナイフ)が、猛烈なホンダファンだったことから、

ラブレスを本田社長に紹介したことがあった。この時代はホンダがアメリカのマスキー上院

議員が提唱したクルマの厳しい排気ガス規制、俗にいうところの『マスキー法』にかなった

『ＣＶＣＣエンジン』を1972年に開発した直後で、ラブレスもホンダの物作りに共感して

いたらしい。常に新しい技術を追い求めた本田社長と、新しい広告表現を求めた坂根進と、

そしてアメリカのサバイバルナイフの世界に新風を吹き込んだラブレスと、3人の間には、

物作りという土俵の上では、共通する概念を持っていたのだろう。｢インテグラ｣という当時

ホンダが新発売したクルマの車名は、このときのボブ・ラブレスの語ったナイフの話から

生まれたのだという。本田社長がラブレスの話に共感して命名したらしい。 

 また坂根は他人の家を訪問するとき、あるいは他人との交流を始めるときには必ず、お土産を持参

する男でもあった。前述の『坂根進･想』(Memories of Sakane Susumu)を読むと、そういう坂根

の生き様が如実に見えてくる。天保山にあった『サントリー美術館』には坂根がヨーロッパ

から買い求めて来たグラスやビールジョッキの類が、しばしば持ち込まれて、坂根はそれを

ただ置いて帰って行ったらしい。このため館長も困り果てて、『このままにしておくわけ

にも行かないので、清算して欲しい』と申出たほどだった。また博多にある然るスナックの

ママに坂根はお土産だといってガレのグラスを持って来て、ママが「そんな高価な物は貰え

ません」というと、坂根は「永久リースだと思って飾って置いてください」と言ったという。

一事が万事、坂根にはこんな気前のよさがあった。そしてこうした贈り物はそれぞれの心の

奥までも見据えた上でのプレゼントだったらしい。博多のママは当時まだ店を出して日も浅く、

店内にはいくつかのガラス器が並べられている程度で、坂根が「ママはガラスが好きなの？」

と聞かれたとき､「そのうち店が繁盛したらガレでも買いたいですね」と言ったのを坂根は

覚えていて、プレゼントとなったらしい。 

 中学･高校の同級生には写真家の奈良原一高、詩人で文学者の入沢康夫(日本芸術院会員)、

後輩にはイラストレーターの山口はるみなどの各氏がいる。 
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坂根の趣味の一つには版画があって、中学の頃から作品を残している。これは『じゃがたらぶみ』

という川上澄生の版画書籍である。昭和49年8月に500部発行されたもので、珍しく｢経文折｣に

なっており、表紙には杉の正目板が用いられている。出版社は東峰書房で価格は8,500円だった。 
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内容はこんな和洋折衷の版画で彩られており、川上澄生独自の世界が広がっている。坂根は

川上澄夫の版画にはかなりの愛着を持っていたようで、いくつかの書籍が残されている。 
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坂根の蔵書に残されていた同じく川上澄生の書籍である。1974年に濤書房から1,200円で発行

されている。この書籍はサントリーローヤルのCMにも登場しているので、ご記憶の方も多かろう。 
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 さてそのサントリーローヤルのCMであるが、これをご記憶の方は、筆者も含めて多分、団塊の

世代以前に、この世に生を受けられた方々であろうか。それはさておき、BGMが流れてローヤル

のボトルが暗い画面の中にクッキリと浮かび上がっている。その傍らにはこの川上澄生

の『いろは人物』の本が開かれて置いてある。そして形の美しいナイフが画面に現れると、

ローヤルのキャップをとめてある紐が切られて、サントリーローヤルのロゴがかぶさって

CMが終わる。実はその封を切るナイフこそ、次に登場する“ラブレス”のナイフだったので

ある。坂根は自分の趣味の世界で、こうしたCMを作り続けていた男でもあった。 

 

これこそ開高健が語るところの一本鍛えのアメリカ正宗である。ナイフの切れ味もさることながら、

手元に掘り込まれたヌード(赤円内)が、世界の若者に受けてヒット商品になった。上はナイフ

マガジンの2002年2月号、次頁は４月号よりコピーし使用。撮影者は上下とも金子成美氏である。 

 ところで詩人でもあり、コピー・ライターでもあり、サン・アドのクリエーターでもある

高橋睦郎氏によれば、あの「アンクル・トリス」の原形も坂根氏によるものだったと、人伝

に聞いたという話を、『坂根進･想』に寄せている。事実、その姿は坂根氏自身の中年太りした

格好にも、良く似ている。それでも若い頃はテニスの選手として国体にも出場したのだという。

野球も結構得意で、草野球のピッチャーをやっていたらしい。そういえばあのテニスの錦織圭

選手も、松江の出身だった。そしてもう一つ高橋睦郎氏は、開高健が芥川賞を受賞した

『裸の王様』も、坂根氏の体験が元になっているという話も聞いたことがあると、記している。

良きにつけ、悪しきにつけ、坂根はサン・アドの牽引車だったのだろう。そしてそのことは

同時に日本の広告業の牽引車でもあったのである。  
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上の写真は坂根が自ら修行までして作ったといわれる切り出しナイフの世界である。先にも記した

ように､『東京デザイナーズ･スペース』のイベントで、会員のイニシャルを入れて贈った。

 

こちらは坂根が遺した海外のマッチで、４列それぞれ別々のものである。広告が入っていない

ところを見ると、空港の売店などで売られていたものなのだろう。どれもやたらと左右に大きい。  
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これも坂根が集めていたマッチの一つである。銀座小川軒のマッチで、なぜかこれだけは和紙

に丁寧に貼られていた。現在は、代官山で営業している超高級料理店小川軒のルーツのようだ。 

小川軒は今も昔も超高級店で、 

庶民がそうそう行ける店ではない。 

檀一雄氏や邱永漢氏などが愛用していた。 

それにしても右側のマッチの裏面の 

時刻表のAMとPMが入れ違っている。 

こういう表記方法が馴染んでいなかった 

時代のものなのだろう。 

電話番号には局番も付いてない。 

そんな古きよき時代、多分昭和初期の、 

マッチと思われる。 

まっ、超高級店のちょっとした 

ご愛嬌といったところか。 
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 前ページは坂根がコレクションしたエクスリブリス(蔵書票)である。ドイツ人のグーテンベルク

(Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg、1398年頃～1468年2月3日)の発明に

よる印刷技術が進歩すると、貴族たちはこぞって書籍を自ら発行したり購入した。しかし書籍

が貴重品だった時代、これを回し読みするのが当たり前だった。そこで、これは俺の本という

意味で、書籍の巻末にこの蔵書票を貼付した。当初はモノクロ印刷で、主に家紋を記したが、

次第にカラー化され、またデザインにも工夫がなされるようになった。上右のものは女性の名が

見え、下の蔵書票には図書館の名が記されている。当初はドイツから、そして西欧へと広がった。
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 蔵書票はやがて日本にも持ち込まれ、特に著名な版画家や画家などが、デザインやビジュアル

の制作に参入するに及んで、1950年～60年代頃に流行した。この時代は川上澄生の他、棟方志功

や、池田満寿夫などが現れて、蔵書票を集める人間も増加し、ちょっとしたブームになった。

坂根もその一人だったわけだが、彼はもともと自分でも版画を制作していたこともあって、

このブームに一番乗りしたのだろう。また川上澄生の版画は縮小すればそのまま蔵書票のように

なり、例えば川上の『とらんぷ西洋骨牌』(昭和49年二見書房刊）などは蔵書票そのものだった。 

 

 
こんな版画による可愛らしい蔵書票が人気を集めた。部数的にも版画がちょうど良かったのだろう。 



 

 

16 

16

 

 

これは日本蔵書票協会の蔵書票である。1937年(昭和12年)刊の文字が見える。 

 
蔵書票は次第にデザイン的にも優れたものが現れようになり、流行にも拍車をかけた。 
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坂根はまた多くの海外の絵本を蔵書していた。イラストを描くときに参考にしていたらしい。

 

絵本の中には開くと立体になる絵本も多く残されていた。しかしこの手の絵本は、製造コスト

がかかるためか、現在では殆ど見られなくなってしまった。猫は本物で、茨城県結城市に

ある『日本花の会』桜見本園で、偶然小生の誕生日の日に拾って来た三毛猫ユキちゃんである。 
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開高健の『最後の晩餐』に記されている、坂根が持っているというその中国の硯である。 
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中国の硯はどういうわけか45個あるという。また坂根が執着していた砥石も45個である。

偶然なのか、何か理由があるのか定かではない。ただ硯の中には三越で行われた『硯展』に

展示するために、三越本店から坂根の自宅まで、わざわざ借りに来たものもあったという。
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この硯は墨池の中に牛が寝転んでいた。丘や海にある白い斑は硯石のものである。 
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これは小さな硯だったが、裏面にはハスの文様が施されていた。                    

                     

この硯も同様に裏面にも文様が施されている。            
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これらの遺品は、坂根進の親族によって大切に保管されている。 
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そして坂根のもう一つの収集品はローマングラスを初めとする古いガラス器である。 

 

ペルシャの砂の中から出土したイスラム時代の古代グラス、これを一般的にローマングラスと呼んで

いる。1,000 年以上も砂の中にあったため、ガラスの中に含まれている珪酸や酸化アルミニウムなどが

土中の鉄分や銅、マグネシウムなどと化学変化を起こして銀化し、複雑な文様を作り出している。 

 

右はローマングラスだが左の 2 点はずっと新しいものと思われる。しかしともに大きく破損している。
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これは 19 世紀のグラスだが、デザインにはイスラム文化の影響を強く受けているように見える。 

十字軍時代にイスラム文化圏からヨーロッパへ伝わったガラス製造技術は、13 世紀になると地中海の

対岸であるヴェネツィア共和国で新たな発展を遂げる。同国はもともと東方世界とヨーロッパ世界

との中継ぎ貿易によって利益を得ていたが、ヨーロッパでガラス製品に対する人気が高いことに

目をつけて、独自にガラス器の生産を始めたのである。しかしヴェネツィア共和国内には原材料も

技術者も乏しく、当時最も高いガラス製造技術を保有していたアンティオキアと協定を結び、原材料

やガラス職人までもヴェネツィアに移住させることにより、利益の確保を得ようともくろんだ。この結果

デザインは次第に東西折衷型のものが多く登場することとなった。このガラス器も坂根の遺品である。
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これも坂根が遺したグラスであるが詳細ははっきりしない。ただ右側の赤いグラスは、ガラス製法の

粋が尽くされ、黒く写っている部分には金が施され、ステムにはツイストがアレンジされている。 
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これは現代のヴェネツィアングラスである。時代が進み、ヴェネツィアングラスとしての地歩が確立

されて来ると、政府は技術の漏洩を恐れて、地域内のガラス職人を近隣のムラノ島へ移住させた。

これは技術の漏洩を防ぐとともに、強力な保護政策のもと、新たな技術革新を促すものでもあった。

そして地中海独特の華やかな色彩も加わって、新たなアートとしての発展を遂げる。しかしムラノ島を

脱出して技術を持ち去る者も多く、特にルネッサンス期になると、ヨーロッパの各地で素晴らしいガラス

文化が開花することとなった。ガラス器は世界に広がりながら芸術としての地位を確立して行くのである。 
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写真は坂根が生前所有していた７寸の両刃の鋸である。作者は２代目宮野鉄之助で、箱書には

『湖上の月』という銘が入っている。鉄之助は特に人気があり、100万円以上の代物だという。 



 

 

28 

28

 

 坂根進は前述のごとく島根県松江市の出身である。先祖は『札差』だったようだが、父親は

旧国鉄の職員だったという。松江市は先の大戦では幸い戦火を免れ、この地には東京や大阪から

疎開してきた著名人や文化人も多かったらしく、そうした文化人の中で、坂根は少年時代を過ご

した。この地は近隣の出雲市、安来市を含めて文化遺跡も極めて多く、特に鉄器の生産に

おいては古い歴史を持ち、安来市には高い技術力を誇る『日立金属』の安来工場がある。坂根

はそんな故郷の伝統を背にして、優れた金属製品に敬意を抱きつつ、刃物を蒐集してきたのだ

ろう。将来はそんな博物館を持つことも夢に描いていたようで、鉄仲間の友人には、その

心のうちを明かしていたようだ。このため鋸のみならず、鉄釘を削り込んだとも伝えられて

いる『千代鶴』のカンナや切り出し、さらには寺社仏閣などを作るときに用いる特殊な鑿や

金槌など、特に職人的な工具類や、またそうした物を作る職人の仕事には、金に糸目を惜しまず、

購入していたようである。開高健がいみじくも「コレクション・サカネスク」と呼んだ背景は、

こんなところにあったわけで、必ずしも単なる物集めではなかったように思える。ガラス器

や陶器の収集にしても、これはサントリーの業務関連のものが多く、エクスリブリス(蔵書票）

やマッチ箱は、いわば最小限のデザインスペースであったわけで、マッチ箱に至っては広告の

原点的ツールでもあったことを、決して忘れてはならないのだろう。 

 

これは坂根が特に執心していた砥石である。明治年間に作成されたもので、1点のしみも不純物も

含まれてない。左右は270ｍｍ、幅は110ｍｍ、高さは95ｍｍあって、重さは6.5キロほどある。

箱書には、本鳴滝合砥(ｱﾜｾﾄﾞ)第3回内国勧業博覧会受賞と記され、この砥石が並のものではない

ことを物語っている。バブルの頃には1,000万円以上もしたらしいが、今では価格よりもその希少

価値が注目されている。鳴滝は京都の西北、嵐山に近い砥石の産地で、その地名を呼称にしている。 
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こちらは鳴滝に隣接した『木津山』の砥石である。左右240ｍｍ、幅140ｍｍ、厚さは50ｍｍで、

通常の砥石よりもかなり大きい。当初は大きめの鉋の刃や、刀等を研ぐのに用いるように

切り出されたのだろう。とはいえ天然のものだから、大きな砥石の層がなければ大きな

ものを掘り出すことはできない。そういう点で、この砥石には価値があるというわけである。 

この砥石の裏側には100と入っており、100万円で売られたらしい。この砥石を販売した

畑中砥石店の現在のご主人は、「うちの親父は100万円以上の数字を知らなかったからな～」と

しみじみと語り、この砥石の価格がそんなものではなかったことをほのめかしていらした。 

 ところで、この砥石は鉄と同様に、戦国時代以前から大事な戦略商品であった。というのも、

当時の戦争はよく切れる刀や槍が、勝敗を大きく左右することが少なくなかったからである。

織田信長が、火縄銃を手に入れる以前より、戦国大名の中で頭一つ抜きん出て来たのも美濃の刀

鍛冶を早くから配下に収めていたからであることを見逃すことはできない。同時に各藩は砥石

山を領地内にひそかに保有して、鋭利な武器の生産に、力を注いだ。こうした砥石山は京都の西、

愛宕山の周辺に多く、現在でもこの山裾は福知山にかけて、良質の砥石鉱山が散在している。 

 こうした諸般の事情もあって坂根は砥石に強い興味を持ち始めたのだろう。ある種、硯の

蒐集とも共通する魅力があったのかも知れない。というのは前述の本鳴滝合砥の肌触りは、

むしろ硯に勝るキメの細かなツルツル感がある。この砥石で研ぎ澄まされた刃物の刃先にも、

このツルツル感は当然伝播していることだろう。此処に人間坂根進の深淵が見えてくるように

思える。開高健が『坂根氏が作るガトォ･フロマージュ･ア･ラ･サカネのことを、噂を聞くだけで､

ただし彼のことだから、持ち前の完璧主義で、徹底的なものを作っていることだろうと、推察

だけついていた。』と語っているのにも、それなりの理由があったわけである。 

 さて今から数十年前の話になるが、ＴＢＳ系列で『そこが知りたい』という番組があった。

1982年～1997年まで続いた番組で、砥石が取上られたことがある。このとき明治時代の国内博で、
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通産大臣賞を受賞した先の砥石を持参した出演者が、この砥石は数千万円するとホラを吹いた。 

ところがその後、これとは違う砥石を持って坂根氏が現れて、これは1億円以上するものだと、

これまた豪語したという。坂根の説によれば、実はこの砥石山の上に学校が出来て、露天掘りが

できなくなった。このためこの砥石を新たに掘ろうと思ったら、坑道をかなり掘って鉱脈まで

たどり着かなければならず、その工費が数億円になるから、いまやこの砥石は1億円以上だと

主張したのである。なるほどご説はごもっともではあるが、こうした商品は売れてナンボの世界

である。番組内ではその後、大工さんと研ぎ士が現れて、この砥石で鉋を研いで、ヒノキの板を

削ると、かん高いピ～という音を立てて、数ミクロンの極めて薄い皮が削れたという。勿論

砥石も鉋も、研ぎ士も大工も一流の役者ぞろい。当然といえば当然であるが、あの坂根がこんな

カタチで登場するとは思っても見なかった。しかしこの現場に立ち会った研士の土田昇氏は、

当時のことをよく覚えてらして｢大工さんの手配をしたのも私なんですよ。｣と言われていた。そして

その1億円という代物が下の砥石である。(誠文堂新光社『大工道具・砥石と研ぎの技法』参照）

 

この砥石は左右280ｍｍ、幅100ｍｍ、高さ85ｍｍである。先の本鳴滝合砥と同様に手触り

は誠に滑らかで、１点のシミも、またクモリもない。土の宝石とでも言うべきものなのだろう。 

 

この砥石は余りに大きすぎたので２分割して重ね、周囲に麻布を巻き漆で接着したのだという。

中央の線がその痕跡で『兄弟砥石』と称し、コレクション・サカネスクの中に収められている。 
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『コレクション・サカネスク』の中でも、特に大きな比重を占めていたのが刃物の類である。

ボブ･ラブレスの件は先に触れたとおりであるが、こちらの方はドイツで製造されている俗に

『百丁出し』と言われているナイフである。写真が不鮮明で解りにくいが、上に写っている

写真は全体を上から見たところ、下の２丁はそれぞれ収納されている刃物を引き出した写真で、

右側は普通のナイフ、左側は鋸になっている。この要領で栓抜きが出てきたり、ハサミが出て

きたり、缶切りが出てきたりで、日常生活に必要な刃物が殆ど集約されている。しかし実際には

重量が１キログラムもあって重すぎて実用にはならない。せいぜいキャンプとか軍隊で用い

られるものなのだろう。では何故こんな物が作られたかと言えば、一つは技術の伝承であり、

もう一つは優れた技術の誇示と宣伝である。もともとこうした製造は、長い歴史の中で、ドイツ

では各ギルドが行っていた。ギルドとは中世の西欧諸都市で結成された職業別の組合組織で、

商業ギルドや諸工業ギルドなど、さまざまなものがあった。ドイツではZunift、イタリアでは

Arti 、イギリスではGuild と呼ばれており、日本ではイギリスの呼称がそのまま用いられている。

これだけ多くの刃物を収納して、なおかつ何時でも引き出せるように製造するには高度の技術

が必要である。この技術を守るために厳しい徒弟制度がしかれ、厳格な身分制度が存在していた。

ヨーロッパではこうした伝統技術によって、日本人がブランド品としてお好みの、靴でも鞄でも

背広でも、延々と作られて来たのである。この技術を後世に伝えるために、このナイフは１年

かけて一つ作っているらしい。従ってこの３つの刃物を作るのに３年かかったことになる。

金属はさすがに現代のものでステンレス製である。ツカの部分には白蝶貝が用いられており、

材質にもこだわりが見える。このためその価格も桁外れで、約１万ユーロほどだったらしい。

坂根は先にも述べたように、こうした技術者による手工業的な傑作には、金銭を惜しむことが

なかったようで、自分自身の職人としての姿を重ね合わせていたようにも見える。これこそ

開高健が言うところの『ガトォ･フロマージュ･ア･ラ･サカネ』の真髄と見ることが出来ようか。 
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 開高と坂根の深い関係を如実に物語るものとして、この灰皿がある。灰皿は質の良くない

ヒスイで出来ており、もとはと言えば開高のものだった。1960年、中国訪問日本文学代表団の

一員としてノーベル文学賞作家大江健三郎氏らと共に開高が訪中した際、毛沢東主席、周恩来首相

に接見し、お土産として貰って来たものである。1974年、開高は茅ヶ崎に家を新築して(現在は開高

健記念館)、親しい友人を招いてささやかな新築パーティーを行った。このとき開高は毛沢東から

貰って来たこの灰皿を、自慢げに見せびらかしたのだという。嫉妬心と悪戯心を起こした

坂根は、帰りにその灰皿を上着のポケットに入れて、失敬してきたという次第である。坂根が開高

に送ったというビンテージワイン200本は、あるいはその返礼だったのかもしれない。 

 また開高は、自分のパイプのコレクションをしばしば坂根に披瀝したらしい。これがきっかけ

となって、坂根はやがてパイプを自分で作ることを思いたち、パイプ製作の道具をあれこれ

と買い込んだ。電動の糸鋸や、歯医者が用いるような電動の先の細かいグラインダー、目の

大きいものから小さいものまで数々の手動のヤスリ、そして特殊な彫刻刀、さらにはツヤ

を出すためのニスの類などである。そして坂根が 3 つ所有していたというマンションの一つを、

その作業場に当てることにしたというわけである。やがて出来上がったのが、下の写真の

上の三つのパイプで、下の三つは開高にもらったものだという。そして残った二つのマンション

のうち、一つを骨董ガラス器と陶器の保管スペースに、もう一つは珍品ワインの貯蔵庫として

用いていたらしい。以上が開高健が『最後の晩餐』の｢玄人はだし｣に記した『コレクション・

サカネスク』の一部始終というわけである。また坂根はワインの知識を開高に陳述し、やがて

開高もワインに嵌まり、1973年『ロマネ・コンティ・1935年』が生まれることになったのである。 
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上の3本は坂根が自分で制作したパイプで、下の3本は開高から貰ったパイプである。 
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坂根の工房マンションからは、他にもこんなパイプが出てきた。どれも目下制作中のもので、

まるでパイプの製造工程を図解したかのように、それぞれのステージが揃っている。 
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この他にも5本の製作中のパイプがあり、こんな形状になっている。いちばん下のパイプは、

P31上・中央のパイプと、同じデザインに仕上げようとしていたようである。  
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1937年醸造のロマネ・コンティ。1937年は第二次世界大戦の直前で、英国ではチェンバレン

の挙国一致内閣が成立し軍備拡張へと進み、アジアでは日中戦争に突入。日独伊の三国防共協定

が成立した時代であった。開高健の短編作品である『ロマネ･コンティ･1935 年』流に言えば、

このワインはそんな動乱の時代を見つめて、今日まで生き延びて来たワインなのである。 
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一方こちらのロマンネコンティは 1965 年のもので、サントリーが広告の全盛期に突入した

頃のものである。その後 1989 年、開高健は｢なにも足さない。なにも引かない。」で、

サントリー・ピュアモルトウィスキー山崎12 年ものの広告コピーを制作、サントリーの世界観

を構築したのだった。このときアート・ディレクターを務めたのが同僚の坂根進だった。 
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開高と坂根は肝胆相照らす間柄で、小説『ロマネ･コンティ･1935年』に登場する会社重役とは

坂根進のことで、このワインはその坂根が所蔵した遺品である。坂根は多くのボトルを残したまま

他界したが、開高とともにサントリーがワイン業界に進出する契機を作った人間でもあった。この

2本のボトルは、今はひっそりとワインセラーの中で眠っている(花の縁04－02－04参照)。 
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 しかしこうして“サカネスク”の一つ一つを取り上げて見ると、仕事に関してはどう

なっていたのか、気にかかるところである。仕事と趣味の一体化を目論んでいた坂根は、

むしろ仕事においては、なおのこと妥協を許さない傾向にあった。1967 年サントリー

がビール業界に進出した際、タレントとして渡哲也氏を起用した。ロケ地は地中海で、

洋上にヨットを浮かべて、渡哲也がここで“純生”を飲むシーンがあった。このとき

坂根はこのシーンを俯瞰で撮影して、うまそうに“純生”を飲む渡哲也も､そのビール

ジョッキも､真っ青な海も､同一画面の中に撮り込むことを考えたのである。しかし

『ドローン』なんていう機材がなかった時代､これは空撮するか､はたまた陸上の高台

にカメラを据えて超望遠で引っ張るか､マストに登って撮影するか､三つの手法しか

なかった。ご承知のようにヘリで空撮すれば、その振動は画面にも反映さて来る上に、

洋上には大きな風紋ができてしまう。マストにカメラを担いで上るにはカメラが重過ぎる。

当時サン・アドでは、フランス Eclair(ｴｸﾚｰﾙ)社製の 35mm カメラを使用していたが、

これはとんでもない重量で､レンズは殆どがフランス製の Angenieux(ｱﾝｼﾞｭﾆｭｰ)で、

とりわけ CM 撮影等では、ズームを使用する機会も多かったので Angenieux の

25ｍｍ～250mmの10倍ズームレンズが使用されていた。しかしこのレンズも重量が

3 キロもある代物で、これを固定する三脚も一人では担ぐのもシンドイものだった。

そこで坂根は陸上の高台を選択したのである。しかし当時そんな超望遠の映画撮影用の

レンズは世界中どこにもなかった。陸上の高台から洋上のヨットを撮影するには､

250mm 程度のレンズでは役に立たない。そこで坂根は当時､日本工学から発売されて

いたニコンF 用の 400mm､600mm､800mm の超望遠レンズを購入してきた。この

レンズにはニコンの合理精神がかなり反映され、レンズはレンズ部分と鏡胴部分の2つ

に分解することが出来るようになっていた。そして鏡胴部分には絞りや焦点合わせ用の

ヘリコイド、レンズとボディをつなぐジョイント金具、それと絞の数値をカメラと連動

させるための部品等が付属されていた。鏡胴部分はこの 3 つのレンズのどれにでも共通

して使用できるように設計されていたから､この４つの部品が揃えば､400ｍｍ､600ｍｍ､

800ｍｍを自在に使い分けることが出来たのである。そこで坂根はこの鏡胴部分を分解

して､レンズとボディとをジョイントする金具をEclairのボディに連結できるように

加工した。そして地中海を見下ろす崖の上にカメラを据えて、洋上の渡哲也を撮影する

ことにしたというわけである。ところが他にも問題が出てきた。レンズも重いしカメラも

重い。となると両者をジョイントする金具の強度が耐えられそうもなかったのである。

そこでレンズとカメラの下に大きな支持板を設けて､ジョイント部分が破損しないよう

に配慮したのである。このカメラとレンズは今でも残っているが、もうEclair で使われる

ことはない。筆者は中古屋を 3 年ぐらい捜し歩いて､ある日新橋の中古カメラ店で､この

レンズが Hasselblad に使用できる鏡胴部分と、ニコンに使用できる鏡胴部分と 2 本揃

って売られているのを見つけて店主と交渉したのである。そしてニコンの鏡胴だけ3万円
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で購入することに成功した。これで400ｍｍ､600ｍｍ､800mmがニコンのカメラにも

使用できるようになったのである。 

 坂根はこの他にも自分で使うために､いくつものカメラを保有していた。当時国産カメラ

では最高級カメラの一翼を担っていたゼンザブロニカなど、さまざまなカメラを購入して

使用していたが、やがてLinhoh Technika(ﾘﾝﾎﾌﾃﾋﾆｶ)の4×5インチ判カメラまで揃えて、

自分でも撮影するようになり、『洋種天国』の中でもその写真が使用されている。ソフト

フォーカスレンズが好みだったのか､Dagor(ﾀﾞｺﾞｰﾙ)とかEkter(ｴｸﾀｰ)とか、今では幻の

レンズとなったVoigtlander(ﾌｫｸﾄﾚﾝﾀﾞｰ)社製のHeliar(ﾍﾘｱ )ーなども残されていた。仕事に

おいても､そして趣味の世界においても、坂根は頂点を極めないと気がすまない性格だった

のだろう。ない機材はまず買い揃える。買えない機材は手作業でこれを作る。これが坂根

の基本姿勢だったようだ。もし作ってくれる専門家がいなかったなら、彼はグラインダー

でも､ボール盤でも､フライス盤でも､まず工作機械を何でも揃えて､自分で作ることも

厭わなかったろう。例の開高にもらったパイプから、自分でパイプを作るようになった

ごとく･･･。そういえば残されたゼンザブロニカにもニコンの250ｍｍと350mmのレンズ

が付随していた。ご承知のようにゼンザブロニカはもともとがライター会社であって、

カメラ会社ではなかった。したがってボディなどの機械は作れるけれども、レンズ類

はニコンからのOEMに頼っていた。このため通常発売されていたレンズ類は､50mm､

75mm､135mm､200mmだけだった。坂根はこれでは物足りずに 250mm と 350mm

のニコンレンズをブロニカ用に加工して使っていたのである。坂根に言わせれば

『なせばなる、なさねばならぬ何事も、ならぬは人のなさぬなりけり』だったのだろう。 

 さて話をビールに戻すとして、発売当初サントリーはシェアの獲得に苦難の道程を歩む

こととなった。しかし最近では1位がアサヒで約38％､2位がキリンで約33％､3位に

サントリーが入って来て 15％､4 位がサッポロで 12％と､サントリーも後発ながらかなり

健闘してきている。ちなみにウィスキーでは、サントリーが 60％をしめ､これにニッカ

が続いているが､キリンはその他大勢の中にランクされているような状況である。 

 一方この10 年で広告の世界はマス媒体からインターネット系の電子媒体に移行しつつ

ある。もはや面白い広告や、美しい広告は風前の灯で、広告はその文化性や芸術性より

広告効果のみが問われる時代へと変貌している。企業や商品のイメージよりも、売れて

ナンボの価値観が幅を利かせるようになって来たのである。一方、ビールはノンアル

コールや、ビールモドキの開発が進み､｢ニガミばしった｣とか､｢ノドゴシの爽快感｣よりも

アルコール度数○％のほうが目立つようになった。そして政府はこうしたノンアルコール

にも酒税をかけようと懸命になっている。1,000兆円もの国債残高を抱えた日本政府の､

なりふり構わぬ、みっともない姿勢は、すでに政府が破綻していることを証明している。

低金利を無理やり押し付け､インフレ政策を推進するのもこのためで、あらためて

近々このツケが回って来ることを警告しておきたい。(※坂根進は筆者の義兄である） 


