
10

　「歩いて健康、登って元気」ということで、
一億二千万人総登山者化計画を提唱している。理
窓会会員諸賢にも、山登りをして頂きたく思う。
　たかが山登りである。いわんや日本の山である。
本格的な装備なんてなくても登れる、と言う方は
多い。実際、この夏の富士山でもジーパンに運動
靴という登山者を大勢見た。それで登れなかった
人もいるが、登っちゃった奴も多い。ここに日本
の山の難しさがある。
　仮に、ハイキングはジーパンに運動靴でいいけ
ど、登山はダメ、としよう。ところで、ハイキン
グってどんなこと、登山との違いはなに、とか質
問されることがある。一般的な答えとして、「ハイ
キングは易しい山歩き、登山はリスクの大きな山
登り」がある。前述した「日本の山の難しさ」とは、
どこまでがハイキングで、どからが登山なのか、
その線引きが不明瞭なところにある。
　高尾山がハイキングの対象であることは、誰に
も異論のないところであろう。その先に陣場山が
ある。この山もハイキングだ。その先に三頭山が
ある。陣場山がハイキングなんだから、三頭山も
ハイキング。その先に雲取山がある。同様にして、
ハイキング。雲取山は奥秩父主脈の東端、西端に
盟主金峰山がある。同様にして、ハイキング。こ
の伝でいくと日本中の山は、どこでもハイキング

になってしまう。ジーパンに運動靴で登って問題
無し、ということになってしまう。ホントかな。
日本の山の難しいところだ。
　昨年、大遭難のあった北海道大雪山系、旭岳
からトムラウシ山の縦走も、無風快晴だったら、
ジーパンに運動靴で行けないことはない。しかし、
悪天候を考えたら、ジーパンに運動靴で行くわけ
にはいかない。このレベルの山になると多くの人
は、「登山」と考える。
　さて、「はじめの一歩」だ。山登りでも始めてみ
ようかと思ったら、とりあえずジーパンに運動靴
で、なんて考えず、トレッキングシューズ、ザッ
ク、雨具など基本的な装備を揃えることから始め
て頂きたい。
　テニスにはテニスシューズ、ゴルフにはゴルフ
シューズがある。山登りだって山登り用の靴があ
る。昨今ではトレッキングシューズと呼ぶのが普
通になっている。運動靴で高尾山に登れるが、ト
レッキングシューズでの方が無理なく登れて疲れ
が少ない。
　ザックは自分の背中に合った背負い易いものを
選ぶ。過日訪れた、丹沢大山でのこと。ジーパン
に運動靴、ショルダーバッグで登ってくるのには
驚かされた。山登りは今回限り、と考えている方
が山用具にお金をかけたくない気持ちは理解出来
るが、ぼくとしては生涯の趣味として欲しい。そ
のためのはじめの一歩なんだから、基本的な装備
購入をお勧めするわけなのだ。
　雨具は 濡゙れない、蒸れない ど宣伝されている
透湿防水素材、ゴアテックスの雨具がベスト。高
価だがいざという時に信頼性が高い。
　靴・ザック・雨具に速乾性の下着やシャツ、伸
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降る日もあるが、満天の星空、無風快晴の日もあ
るのである。
　初心者には、身近に経験者を見つけて連れて
いって貰うことをアドバイスしているが、そうそ
う見つかるものではない。他人を当てにしないで
自分で登ることを考えた方が早い。仲間を探し、ガ
イドブックを良く読んでプランニングすればいい。
　「山登り、はじめの一歩」、踏み出してみませんか。

縮性のある山用パンツなど購入すると、ざっと10
万円をオーバーする。はじめの一歩で自分に投資
しておくと、初めての山で雨に降られるなど、つ
まらない思いをしても、山を止めるわけにはいか
ない。２回目にチャレンジ、それも雨だったりし
て、３回目も雨なんて運のない人もいたりする。
それでも、４～５回行っているうちに素晴らしい
山との出逢いがあることを、岩崎が保証しよう。
これがジーパンに運動靴だったら、ヤメタヤメタ
になってしまう。
　９月下旬、中央アルプスの空木岳に登ってき
た。１日目は雨、午後から天気は回復してきて、
２日目は晴天という天気予報を信じて池山尾根を
登った。午後になって薄日が射し天気回復の兆し
があったが、結局回復せず終日雨の中、そんな日
の行動はみんな無口。空木岳に立ち、下って木曽
殿山荘に入った。オーナーの沢木夫妻が出迎えて
くれる。お二人の笑顔に冷えきった体が温かくな
る。岩崎推奨の三ツ星山小屋。この天気で予約の
ほとんどはキャンセル、泊まり客はぼくら４人と
宝剣山荘から縦走してきた２人の計６人。静かな
夜であった。
　夜中、トイレに起きて外に出ると、終日雨だっ
たことがウソみたいに満天の星空、目の前にオリ
オンが輝いている。山が止められなくなる瞬間だ。
翌朝は無風快晴、前日無口だった４人は、明るく
談笑しながら山を下っていったのであった。雨の
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　1945年3月、東京大井町に生まれる。東京理科大学中退。63
年から69年まで昭和山岳会に在籍、登山の基本を学ぶ。
　無名山塾主宰、日本登山インストラクターズ協会理事長。
　ホームページ　www.iwasaki-motoo.com

問合せ先
　撰事務所　〒170－0005　東京都豊島区南大塚1－53－8

　TEL　03（3942）0087　　FAX　03（3942）0392

※無名山塾及び遠足倶楽部　問合せ先
　無名山塾　〒170－0005　東京都豊島区南大塚1－39－2　フラット三栄1F

　TEL　03（3941）3481　　FAX　03（3941）3482
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