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巻頭言

新型コロナウイルス感染拡大と登山活動について
新型コロナウイルスの感染症が国内で最初に

全国に出されていた緊急事態宣言が解除され

確認されたのが 2020 年 1 月、そのウイルスは瞬

徐々にではあるが登山活動が再開できるように

く間に世界各国で広がり、その感染者数は 8 月 13

なったものの新型コロナウイルスの感染が収ま

日現在で 2062 万人、
死者は 74 万人を超えている。 ったわけでは無い。世界をみればいまだ感染拡大
海外と比較して少ないと言われている日本でも

は続き、一時収まったかに見えた国でも第２波の

感染者は累計で 51,424 人、現在感染者数 14,351

感染拡大が起こっている。日本も例外ではない。

人、死者 979 人に上る。

緊急事態宣言が出され自粛要請が行われたと

新型コロナウイルスの感染症の拡大によって、 き、自粛警察と呼ばれるような人が町を徘徊し、
4 月 7 日には東京を含む 7 都府県に「緊急事態宣

ネットでも何かあれば非難や誹謗中傷を繰り返

言」が出され、16 日には全国が対象となった。そ

した。このような行動は戦時中の異様な状態を彷

れに伴い山岳 4 団体は、4 月 20 日に「登山自粛」 彿させる。それは山での遭難事故に対しても同じ
の呼びかけを行ったのである。山岳団体が登山の

ように向けられた。悲しい話である。

自粛要請をしたのは戦時中も含めて日本では初

一方、新型コロナウイルスの影響で営業休止中

めてのことである。

の山小屋を守ろうと「ヤマップ」と「山と渓谷社」

私たちは 2011 年の東日本大震災のときにも同

がクラウドファンディングを立ち上げ支援する

じような歯がゆい思いをした。震災後は、食糧に

動きが広がった。登山文化自体が危機に瀕してい

も不自由しガソリンも手に入らなくなった。水道

ると考える登山者も多く、1 億円を大きく超える

が止まり給水所通いは 1 週間以上も続いた。当時

支援金が集まった。登山者の心意気が伝わってく

は、会員の多くがライフラインなどの復旧作業や

る話題だ。山屋もまんざら捨てたものじゃない。

避難所や被災地での支援活動に追われる日々が

登山は登山者自らの要求に基づき自ら行うも

続き、山どころではなくなっていた。さらに震災

のであり、それはまた権利でもある。どんな状況

に伴う福島第１原発の爆発事故により放射能漏

下に置かれても、萎縮することなく登山活動を行

れが発生し山間部も含めて汚染された。あまりの

うことが登山文化を守ることになると考えてい

被害の大きさに萎縮し、周りの目を気にして登山

る。この新型コロナウイルス感染症との付き合い

活動が停滞したのである。

は当分の間続きそうである。権利として主張する

山に登ることを目的とする近代登山は芸術と

からには、何かあれば非難し攻撃しようとする人

同じように文化として捉えられている。かつては

たちに付け入る隙を与えないリスク管理は必要

戦争の拡大によって登山活動が著しく阻害され

であろう。私たちの会でも山行を行うに当たって

た時期もあったが、戦争が無くなり平和の中で戦

のガイドラインを作って、その対策に努めてきた。

後の文化・スポーツは発展してきた。世の中が平

登山活動を展開するに当たっては会員それぞれ

和であれば、いくら忙しくても心に余裕が出来れ

が「感染しない、感染させない、遭難事故を起こ

ば登山活動を再開できる。これは私たちが震災を

さない」ことを肝に銘じて行動したいものである。

通して肌で感じたことでもある。

（和泉 功）
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