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「なぜ山に登るのか」、永遠に正解のない問いかけ
です。小西浩文氏は、世界の高山に無酸素で挑戦
し、ほとんどけがもなく帰還しました。鍛錬され
た身体もさることながら、その意志、心の力は常
人の域をはるかに超えるものです。今回はその挑
戦をなしえた「力」についてお聞きました。

なぜ山に挑むのか
日比野　これまで、多くの 8,000m 峰に無酸素で
チャレンジされるなど、常人では想像も及ばない
領域の登山に挑まれてきました。山の世界に入ら
れたきっかけはどのようなことですか。

小　西　自分は、兵庫県の宝塚市で育ちました。
南には六甲山系があり、小さい頃から自転車で出
掛け、渓流をさかのぼったりして遊んでいました。
その峡谷にはロッククライミングに適した岩壁が
たくさんあります。高さ 40m ぐらいの垂直に近い
岸壁でしょうか。自らの手でロープを引っ張りな
がら、支点を確保しつつ登る人たちを見て、精神力、
度胸といいますか、そのすごさに小学生ながら感
動していたのです。手や足がかかるような場所は
わずかしかありません。足を踏み外し、支点も外
れると下まで落ちてしまいます。畏敬の念を抱い
ていました。怖いから挑戦した、これがきっかけ
です。

日比野　山に限らず、「危険だからやらない」と考
える人がほとんどです。危険に立ち向かうという、
あえて困難な目標を克服する達成感に魅せられた
のでしょうか。

小　西　もっとシンプルです。恐怖感、恐怖心。
人間にとって生命を落とすのは大問題です。「死ぬ
かもしれない」、だからやるのです。自分の意志で
その世界に突入して、何としても生きて帰ってく
る目標を達成する。小さい頃からそこに生きがい
を感じていたと思います。

日比野　実際に始められたのは高校入学からと聞
きました。

小　西　高校入学と同時に山岳部に入部しまし
た。最初の大きなチャレンジは冬の八ヶ岳・赤岳
の岸壁です。

無酸素登山家
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となる。現在は、経営者向けの講演活動なども続ける。
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日比野　え？　赤岳の頂上に向かう文三郎道（登
山道）を登って行くと左手に見えるあれですか？ 
ある年の 1 月に、ヘルメットを着けて登っている
グループを見たことがあります。特別な人たちに
見えました。午前中は好天でしたが、お昼前ぐら
いから雪になり、その姿が確認できなくなったの
を覚えています。

小　西　そうです。あそこです。入学した高校に
偶然そのような本格的な登山部があり、これも、
やはり自分の人生を方向づけたと思います。

8,000m峰の怖さ
日比野　8,000m 峰に無酸素で計二十数回挑まれた
と聞きましたが、一番充実感があったのはどの山
ですか。また、もう行きたくないと思ったことは
ありますか。

小　西　8,000m 級になりますと、どれも猛烈に手
ごわく、命がかかります。達成すればどの山でも
達成感はありますし、達成できなければ「出直し
て再チャレンジしよう」との思いに至りますから、

「もう来たくない」と考えたこともありません。
実は、私の累計の死亡率は 240％ぐらいになりま
す。例えば、1 回で 10％なら、10 回行くと 100％
として計算しています。1 回成功すれば、次のト
ライでは前回分はリセットされますが、とっくに
死んでいても不思議ではありません。もう一つ数
字を挙げますと、私と一緒に登山された方のうち、
すでに 59 人の方がなんらかの山行で命を落とさ
れました。私と同行中に私を助けてくれ、自分の
命を落としてしまった方もおられます。その方の
遺体の回収もできていません。覚悟が必要な挑戦
です。全てが充実していますし、撤退し、完遂で
きなかった場合は再準備です。恐怖心に打ち勝ち
たいとの思いが原動力ですから、「もうここには来
たくない」はないのです。

日比野　途方に暮れた場面はありませんでしたか。

小　西　考えるときはあります。しかし一瞬です。
悩んではいられません。その場でじっとしていた
ら全員死んでしまいます。直ちに次の行動を決断
しなければなりません。チョイスは限られている
中で、冷静に判断し、これが正解と思う方法にト
ライするしかないのです。できれば成功したい、
今回の登頂を成し遂げたいとの思いが頭をよぎる
中で、完遂できる可能性があるかないか、冷静に
判断し、少しでも可能性があるなら前に進みます
が、かなり高い確率で死人が出ると判断すれば撤
退です。ギリギリの可能性を検討してジャッジす
るには多くの鍛錬が必要です。

限界を超える
日比野　小西さんの発信に、「限界を超えるには」
があります。面白いのは、「限界を超えよ」ではな
い点です。

小　西　これは単純な話です。トライする意志力
は必須です。意志力なくしては限界をどうこう、
などという話にはなりません。そして重要なのは、
できる無理か、できない無理かの見極めです。こ
れは孫子の有名な言葉ですが、「敵を知り己を知れ
ば百戦危うからず」です。気象まで含めた登山の
対象全体が敵、己は自分とチーム全体です。あら
ゆることを把握しなければなりません。まず、あ
る人の実行可能な上限を上回るのは無理です。し
かし、その人が全力を出し切って、さらに運が幾
分味方すれば突破できる状態、これは成功の可能
性があります。運が味方しても可能性が 0％かど
うか、最悪死人が出てしまうか、それを見極める
ことです。ありとあらゆるシミュレーションをし
て、可能性を探り、運が味方しなかった場合のこ
とも考え、アタックするか、撤退するか慎重かつ
素早く判断しなければなりません。登山隊でいえ
ば、ほとんど不可能なことが分かりきっているの
に敢行して、多くの部下を死なせた隊長がたくさ
んいます。

挑戦しつづけるために
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日比野　チームだとすれば最後はリーダーの力に
なります。

小　西　見極めの次に来るのは身体の鍛錬と意志
力です。身体の鍛錬はやればできますが、簡単で
はありません。常に今の自分の実力より高い負荷
をかけ続けなければなりません。腕立て伏せを毎
日 10 回続けても 11 回できるようにはなりません
よね。そして、一番大事なのは意志力です。これ
がないと土俵に上がれませんが、結構難しい。今日、
日比野さんと私は 15 時に待ち合わせをしまし
た。これで例えば私が遅刻してきたとします。す
ると、「いやぁ、ちょっと道が混んでいて遅れてし
まいました」とか、「会社を出る直前に急用の電話
がかかってきてしまいまして」などと言い訳をす
ると、もっともらしく聞こえますよね。何が問題
なのか、相手に迷惑をかけるだけでなく、自分と
の約束を果たせなかったのが問題なのです。最も
大切な自分自身との約束さえも守れない。そうい
う人に何がどこまでできるのか。出世したい、世
のために役に立ちたい、日本をよくしたい、とか
言っても実行できるわけがありません。そのまま
でいいと考える方はそれでも構わないと思います。

日比野　今、世の中が厳しくなっていて、現状維
持と考えると維持できない。一生懸命ボートを漕

ぎ続けてやっと普通にやっていける感覚です。

小　西　周りは皆頑張りますから、立ち止まって
いるといつの間にかビリになってしまいます。

心をどこに置くか
日比野　先ほど、見極めの重要性を説かれていま
したが、冷静な判断をする際に大事なことについ
て、お考えはありますか。

小　西　一言で表現しますと、「集中できているか」
に尽きるのですが、それが間違うと執着になって
しまいます。執着とは、心の不自由な状態、コン
トロールが利かない状態です。一方、集中とは心
が自分の体に収まっている状態です。

日比野　執着というと、一生懸命に取り組んでは
いるものの、拘りが強くなり過ぎ冷静さを失って、
簡単な必要条件を外してしまうように感じます。

小　西　気の稽古の話をしましょう。立っている
人を私が横から押すとします。押された人は押し
返したくなるのが普通で、反射本能です。そのと
きに押し返さない心にするにはどうするか。心を
どこに置けば、自分で心をコントロールできるか
です。心に住所はあると思いますか？　結論から

小西浩文氏ホームページより

特別対談企画
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いきますと、心は住所不定で、脳の子どもみたい
なものです。心が落ち着くといいますが、どこに
落ち着きますか？

日比野　上ずっていた気持ちが下がるという感覚
はよくあります。

小　西　心は、普通、額の辺りに発生します。と
ころが、ここに置いておくと悪さをする。人間よ
り物理的な力を備えた動物は多く存在します。素
手ではライオンや熊には普通は勝てません。なぜ
人間が地球上で大繁栄できたのか、大きな頭脳を
持っているからです。これは大変ありがたいこと
ですが、そこにオーバーシンキングと呼ばれる欠
点があります。仕事や人間関係で悩むのです。極
端になると錯乱に陥ったり、自殺者が出たりする。
自ら命を絶つ方は、相当の事情があったのでしょ
うが、本当にそのときに命を絶つ以外の道はなかっ
たのか。心が額の辺りにあると、落ち着けば分か
るはずの他の選択肢が、考えられなくなるのです。
では、どこに置けばいいと思いますか。

日比野　腹に落ちるとか、心が落ち着くなどとい
いますから、お腹の辺りでしょうか。

小　西　お腹のどこですか？　座禅を組んでいる
方をご覧になったことがあると思います。彼らは
何か手を組んでいますが、実は手はどうでもよく、
心を丹田に置くためのイメージづくりです。丹田
とは、何かの臓器があるわけではなく、へそ下三
寸辺りの場所のイメージと考えてください。心を
いかにこの丹田に持ってくるか、自分の意志で心
を落ち着かせ、下に持ってくるのです。正反対の
状態の表現で、「怒髪天を衝く」という言葉があり
ます。

日比野　髪の毛が逆立ってしまうような様子で
しょうか。

小　西　そうです。なんで髪が逆立つのか。頭の
付近にあった心が怒りのあまり上に飛び出し、自
分の心に髪が引っ張られたのです。また、「後ろ髪
をひかれる」といいますね。この取材が終わり、
挨拶して別れた後も私が日比野さんとの取材のこ
とを何か考えている状態を想像してください。自
分の心の一部が後ろに残り、自分の髪を引っ張っ
ているのです。心が分断されており、集中できて
いません。心を腹の下に落ち着かせ、どれだけ自
分の支配下においておけるか、その人の力量だと
感じています。

日比野　心が落ち着けば集中につながる。

小　西　私が日比野さんと話をしながらテーブル
の上のカップを持つとき、もうこの状態で心が割
れています。カップを手に取るのに 3 割、日比野
さんの方に 7 割ぐらいでしょうか。どちらにも集
中できていません。だから、ごくまれにカップを
取り損ねたりする。カップなら中身がこぼれるだ
けの話ですが、山では命とりにつながります。よく、
登るときよりも下山中が危ないといいますが、こ
れは下山した後のことに心が一部取られているた
めです。緊張が解ける局面で事故が起きやすいの
は当然です。心が分断されていますから。心を落
ち着かせ、一つひとつの動作に心を向かわせるこ
とで集中でき、事故が防げます。執着とは心が分
断されている状態、集中は心が一つになってお腹
の下に落ち着いている状態です。よくいう無心と
は、心が額の辺りにはなく、丹田付近にある状態
です。

急がば回れ
日比野　最近はデジタル時代になりました。必要
な情報は何でも簡単に手に入ります。自分もその
傾向にあるのですが、試行錯誤がおっくうになっ
てきました。皆、答えをすぐに求めたがるように
見えます。一方で登山は予定どおりいかないこと
の方がむしろ多い。

挑戦しつづけるために
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小　西　そのとおりなのですが、今はコンビニな
時代です、未来はさらにそれが進むでしょう。情
報からモノまで何でもすぐに手に入る。どこで買
えばお得に購入できるかもすぐ分かる。無駄な時
間もなくなりました。ただ、これは、デジタルの
中で生きている人たちが悪いのではなく、時代が
そうさせています。だから、例えば、若い人に、「試
行錯誤しながら頑張ろう。その中に成長があるの
だ！」と言ったところで、納得させるのは無理で
す。スマホを手放すことはできません。心配され
るのは年をとって人生の困難に直面したときにど
う対応できるかです。そこまでの人生でそれなり
に紆余曲折していないと、突然壁が立ちはだかる
とそれこそ途方に暮れてしまいます。それでも、
そこで相応の苦しみが乗り越えられれば大丈夫で
すよ。

日比野　今年はコロナ禍の影響がありますが、人
手不足の影響で労働市場は売り手市場が続いてい
ます。その一方で新卒社員の 3 割は 3 年の間に辞
めてしまうとの調査も報告されています。転職が
ダメではありませんが、せっかく考えて選択した
のだから、もうちょっと頑張ってほしい。

小　西　「この会社向いてないな、しんどいな」と
思って辞めてしまう方。結局はその結果は本人に
帰結します。社長をされている知り合いの方が多
く、よく話を聞くのですが、何度も転職されてい
る方は、多くの方が「キャリアアップです」と説
明されるらしいです。見る方はそのように考える
方は少ない。前職でなんらかの困難が発生したと
考えるのが普通で、何度も転職されている方はそ
のたびにこの困難を乗り越えられなかったのでは
ないでしょうか。「あなた、何をキャリアアップし
たいのですか？」ということです。逆に仕事を選
ぶ幅が狭くなっていくケースが多いように感じま
す。

心は顔に刻まれる
日比野　小西さんは、登山に失敗する場合は、出
立前のその方の表情で感じる場合があると説明さ
れています。

小　西　第 16 代米国大統領のエイブラハム・リン
カーンの有名な逸話を紹介します。彼は南北戦争
で疲弊した米国経済を立て直すために、彼のブレー
ンとするための人材を募集します。ある方が元経
済官僚を米国屈指の頭脳の持ち主としてリンカー
ンに紹介します。1 時間ほど会った後、リンカー
ンは断ったそうです。「なんでダメなのですか」と
の紹介者の質問に対し「彼の顔がだめだ」と言っ
たわけです。紹介者は、「顔は生まれつきであって、
彼に責任はないでしょ」と主張するのですが、リン
カーンはこう言いました。「人間は男女の区別なく、
40 歳を過ぎたら自分の顔に責任を持たねばならな
い」。米国の名言の一つです。次は私の造語で私の
言い分ですが、「顔は人生の困難を表し、それまで
の苦難が刻まれている」のです。それでは 30 歳
や 20 歳の方の顔は誰の顔でしょうか。

日比野　親御さんの顔ですか。

小　西　ご両親を含んだ祖先の顔、遺伝子の顔で
す。赤ん坊で生まれてから、世の中のことを考え、
思い、判断し、さまざまな行動をする。これが脳
に刻まれていきます。「深刻に思う」という表現が
あります。はっきりと残るものが脳に深く刻まれ、
年月を置いて顔に出てくるのです。この人生の刻
まれた脳が顔に出てくるのが 40 歳といわれてい
ます。

日比野　若いと顔に騙されるわけですね。（笑）

小　西　若い頃、目が吊り上がって見える人でも、
脳を何年も明るくし続けると表情に表れて目尻が
下がってくるのですよ。会社に一人でも暗い感じ
の方がいると皆が影響を受けるかもしれません。

特別対談企画
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小さな組織では大変です。どうせなら、脳の明る
い人を採用した方がいいですよね。話は戻ります
が、コンビニ時代にどっぷり漬かって生きている
のは決して彼らのせいではありません。ただ、若
いときに試行錯誤、遠回りのないコンビニだけで
過ごすと、そのつけは後になって自らの人生に戻っ
てきます。

隊長（リーダー）の役割
日比野　登山では、8,000m 峰へのアタックともな
れば相当の規模のスタッフ、組織が必要になりま
す。われわれの仕事も一人ではできませんし、場
合によってはお客様もチームの一員といえると思
います。

小　西　チームに求めるのではなく、リーダーに
何を求めるかだと思います。リーダーが自分の組
織をどのような集団にしたいか、これにリーダー
の思いが映し出されます。例えば、起業して年商
5 億円、10 億円とある程度大きくなったら会社を
売却して、また次の会社を作って、というような
リーダーですと、社員はどうでしょう、どのくら
い力を出せるのでしょうか。私は、優秀なリーダー
の条件とは一つだと思っています。部下が 101％
の力を発揮できるよう導くことです。

日比野　100％を超える力でしょうか。

小　西　120％の力が出せれば言うことないです
が、そんなの無理です。101％で十分です。現状
を超えればいいのです。これができれば最高のリー
ダーです。10 人の組織、100 人の組織、いろいろ
あると思いますが、その全員が 101％の力を出せ
たら、こんなに強い組織はありません。「デス・ゾー
ン」と呼ばれる 8,000m 峰へのアタックは死と隣
り合わせです。その中でこのリーダーになら死を
恐れずについていける、そのような部下の集まっ
たパーティーはものすごく強い力を発揮します。

日比野　リーダーは自らも 101％の力を出さなけ
ればなりません。

小　西　それができなければ問題外です。そして
リーダーの部下に対する思い、これが必要です。
山でいえば、どんな状況であってもリーダーはス
タッフを守らなければなりません。さらに、それ
を表現できないと部下はついてきません。リーダー
の能力は 2 種類あります。平時におけるものと緊
急時のものです。これはまったく異なる能力で、
兼ね備えていればベストのリーダーでしょう。平
時の場合は、どれだけ愛されるかです。例えば、
何か成功したとき、あるいは成功しようとしてい
るとき、企業として、組織として、集団全員で一
緒に達成するのだという意識、これが重要です。
俺がやっているのだ、ではだめです。自分だけ戦
功を挙げて部下は灰になりましたでは人心は集ま
りません。それと声かけです。現代のようにデー
タや文字でのやりとりが主流になると、なおさら
face to face のコミュニケーションの重要性が増し
てくるでしょう。アクションとしては単純で、皆
がそう思っているのですが、実際はなかなか難し
い。この点での役割はリーダーが主人公です。い
やな上司からでも、声をかけられるのは決して悪
い気持ちではありません。営業の仕事と営業のトッ
プの仕事は別の能力が要求される。バリバリの 4
番バッターが優れた監督になるとは限りません。

小西浩文氏ホームページより

挑戦しつづけるために
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トップになる人に必要なのは対人能力です。

日比野　自分も痛切に感じます。

小　西　一方、緊急時、極限状況にあるときのリー
ダーに必要なものは、第一に勇気です。例えば、
今年はコロナ禍で世界中大変ですが、この中では
力を発揮できない方もいらっしゃるでしょう。平
時の力と極限状況での力、これを高次元で持ち合
わせるのは結構難しい。もう一つ、お話を紹介し
ますが、第二次世界大戦中の英国のウィンストン・
チャーチル首相、彼はまさに極限状況で力を発揮
するリーダーです。彼は一度退きましたが、チェ
ンバレンではヒトラーに勝てないとイギリス国民
は判断し、復帰したのです。戦争終了後、再び首
相の座から降ろされることになります。平時のリー
ダーとしては支持されなかったのです。

危機対応・危険予知
日比野　今年は新型コロナウイルスが世界中を襲
いました。感染症対策などは各企業ともそれなり
に考えていましたが、現実は想定どおりにはいっ
ていません。小西さんは、山では「想定外」では
済まされないと仰っています。

小　西　コロナでもそうですが、現況下でどれだ
け思い切って後手に回らないようにするかです。
想定外を想定内にするのは、実はお金で買える部
分が相当あります。9 割は買えます。ところが、
コロナ対応でいえば、いつ使うかも分からない集
中治療室を平時から多数準備して、さらに医療従
事者を大勢待機させておくことはできません。地
震や、最近特に多発している水害などでいいます
と、安全対策は、ミネラルウォーターを備蓄して
おくことではありません。避難する必要のない地
域、頑丈な建物に最初から住んでおけばいいので
すが、お金がかかります。

日比野　昨年 10 月の水害では首都圏でも 100 万
人単位の人に避難勧告が出されました。移動を伴
う避難などできるはずもなく、ほとんどの人が何
もせずであったと思います。最近では在宅避難と
いう表現が使われるようになりました。

小　西　東京壊滅に備えて、首都機能をあちこち
に作っておき、いざとなれば簡単に政府関係者が
移動できるようにしておく。絵空事はいくらでも
言えます。山でも相当な部分はお金で買える。ス
タッフを多数雇って、ルートを開拓してもらえば
安全度は極端に高まります。ただ、できません。
だから実施可能な範囲でできるだけのことを想定
しておくのですが、これが難しい。人はそれを結
構やりません。大丈夫だと思い込み、考察の対象
にすらしないのです。

日比野　山で対応できる手段は、事前に準備した
範囲に限られます。

小　西　実は準備段階でも心の要素が大きいので
す。物理的な対応は情報収集力、資金力でほぼ決
まります。あるときですが、私の知り合いのクラ
イマーが 7,000m 峰にチャレンジするので、私の
自宅で壮行会を開いていました。しばらく談笑し
ていたのですが、K2 ＊でのある遭難事故の話題に
なったとき、彼とは思えぬような雑なことを言い
始めました。「みんな死んじまったみたいですよ」
などと、亡くなった登山家に対する配慮も尊敬も
感じられない発言をしたのです。彼は 8,000m 峰
をいくつも登頂したエキスパートですが、その晩
の表情は、普段と比べ目が吊り上がっているよう
に見えました。彼が雪崩に遭って亡くなったのは
その 3 週間後のことです。「あいつ、なんか変だぞ」
彼を送り出した後、私がそう言ったのを妻は覚え
ていました。私は現地にいたわけではなく、軽々
なことを言う資格はありません。ただ、雪崩のあっ

＊    カラコルム山脈にある世界第 2 位の高山。エベレストよりも難しいといわれている。

特別対談企画
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た斜面の写真を見たときには、少し驚きました。「こ
の大斜面を正面から登る」と判断するクライマー
は少数でしょう。危険予知も心の問題が大きい。
心を落ち着かせ、冷静に判断できるかどうか、大
きな差がつく部分だと思います。先ほどの登山家
のような異変の例は数多く見てきました。

日比野　さまざまなことを想定する、あるいは経
験の及ばない範囲まで危険を予知するのは難しい
ことです。

小　西　まず体を鍛えるのは必要です。そして心
の稽古です。心の稽古といいましてもシミュレー
ションではなく、どれだけ困難な局面の場数を踏
んでいるか、どれだけ痛い目に遭っているかです。

「かわいい子には旅をさせよ」といいます。昔の旅
行は今とは危険度は大違いです。江戸時代だって、
箱根を越えて、大井川を渡って、簡単なことでは
ありません。盗賊に襲われるし、毒を盛られて金
銀を取られてなど日常茶飯事です。命がけです。
できるだけ若いうちに困難を経験させることで、
今後の人生を無事乗り越えてくださいという意味
が込められています。「ライオンはわが子を谷に突
き落とす」も同じ意味です。人間に例えてそうい
われているのです。

最後に
日比野　世の中を変えていくのはやはり若い人た
ちです。彼らへのメッセージをお願いします。

小　西　人間は防衛本能を持っています。それを
解除して可能な限り挑戦してほしい。今なら、40
歳前半ぐらいまでなら、失敗してもまだまだ若い。
それが 60 歳近くになると、「あの人、いい年をし
て」となります。若いと「あいつまだ若いから仕
方ないな」となるのです。周りが許してくれますし、
限界を超えて積んだ経験が後年自分を助けてくれ
ます。若いときにどれだけ正面から困難を経験し
ているか。順風満帆はできれば避けたい。年を取
ると病気も患いやすい。チャンスもどんどん減っ
てきます。環境、学校、人間関係、会社に恵まれ
50 歳まできて、突然会社から放り出されたらどう
しますか。大変な人が多いです。阪神淡路大震災
のときも震災後しばらくしてから自殺者が増えま
した。現状を正確に把握できる状況になると、絶
望して命を絶つのです。長く生きれば生きるほど、
困難な局面は増えます。若いうちに多くの到底不
可能と思われることや、逆境に立ち向かってほし
いです。

日比野　今後もご活躍を期待します。本日はあり
がとうございました。

挑戦しつづけるために


