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本稿はこれらの資料から，新潟地震の災害
報道の実態を振り返るとともに，現在の災害
報道とのつながりについても考察する。

Ⅱ 新潟地震の概要

新潟地震は1964年6月16日午後1時1分に
発生した。気象庁によると，震源は新潟県沖
で，マグニチュードは7.5，新潟市，山形県酒
田市などで震度5を記録した（図1）。地震発
生からまもない午後1時17分に，新潟市松ケ
崎の阿賀野川河口で津波の第1波を観測。津
波は，新潟県大島崎で約5メートル，その周辺
の岩船沿岸などで3 ～ 4メートルに達した。

この地震で，新潟市内各地で「液状化現象」
が発生した。鉄筋コンクリートの建物の多くが
沈んだり傾いたりしたほか，竣工まもない昭和
大橋も落ちた（写真1）。津波と，新潟市の中

Ⅰ はじめに

前回の東京オリンピックが開催された年であ
る昭和39（1964）年の6月16日，「新潟地震 」
が発生した。日本海側を代表する大都市を襲っ
たこの地震は，「現在まで続く実際の災害放送
の形態や内容を決定した」災害とされている1）。

日本の災害報道の歴史を調査する過程で，
NHK放送博物館に，NHK 新潟放送局（以下，
新潟局）の放送原稿（地震発生直後から2週間
分）と，安否放送の原稿やメモが保存されてい
ることが確認できた。さらに，NHK放送文化
研究所（以下，文研）に，発災当日の新潟局の
ラジオ放送を録音したソノシートが保管されて
いることがわかった。約60年前の地方局の災
害発生時の原稿と放送音源がセットで残ってい
るのは極めてまれで，災害報道史上貴重な資
料といえる。

昭和39（1964）年 6月16日，「新潟地震 」が発生した。日本海側を代表する大都市を襲ったこの地震は，「現
在まで続く実際の災害放送の形態や内容を決定した」災害とされている。

日本の災害報道の歴史を調査する過程で，NHK放送博物館に，NHK 新潟放送局の放送原稿（地震発生直後
から2週間分）と，安否放送の原稿やメモが保存されていることが確認できた。さらに，NHK放送文化研究所に，
発災当日の新潟放送局のラジオ放送を録音したソノシートが保管されていることがわかった。約60 年前の地方局
の災害発生時の原稿と放送音源がセットで残っているのは極めてまれで，災害報道史上貴重な資料といえる。

新潟地震において，テレビが被災地の外に被害を伝え，ラジオが被災地向けにきめ細かな情報を伝えるとい
う役割も明確になった。また，「屋上カメラ」は現在のロボットカメラの先駆をなすものであった。伊勢湾台風の
ときに始まった安否放送が，さらに大規模に展開されるなど，現在の災害時の放送の原型が形づくられたのが新
潟地震であった。この資料によって，それらの放送の実態をより具体的に知ることができた。

本稿では，新潟地震の災害報道の実態を振り返るとともに，現在の災害報道とのつながりについても考察した。

昭和 39年新潟地震
～放送原稿とソノシートで振り返る災害報道～

松本大学  入江さやか 
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心部を流れる信濃川の堤
防決壊によって，市内の広
範囲が浸水した（写真2）。
さらに，昭和石油のコンビ
ナートで火災が発生，2週
間にわたって燃え続けた。
新潟地震による死者は26
人，全半 壊 家屋は8,600
棟，浸水家屋は1万5,000
棟余りとなった 2）。

Ⅲ 気象庁・自治体の対応

（1） 気象庁の津波警報は地震の14分後

地震発生と同時に，気象庁の全国の地震観
測実施官署，特に震源に近い新潟県，山形県
の気象台などは，すぐに津波予報業務を開始し
た。各官署は津波電報（津波予報のために緊 
急に打電する地震観測電報）または地震電報
を，この地域の津波予報中枢である仙台管区
気象台や気象庁本庁に報告した。仙台管区気
象台と本庁では，これらのデータをもとに震源
判定・津波判定を行い，地震発生から14分後
の午後1時15分に，北海道から中国地方の日
本海沿岸に津波警報を発表した 3）。現在，地震 
発生から津波警報発表までの時間は2 ～ 3分
だが，当時は5倍以上の時間がかかっていた。

（2） 気象台と自治体間の通信途絶

新潟市内は停電し，電話などのあらゆる通
信手段，道路や鉄道などの交通手段も壊滅状
態になった。新潟県がまとめた『新潟地震の
記録 』によると，気象庁が発表した津波警報

写真1　竣工したばかりの昭和大橋が落ちた
（NHK 新潟放送局『新潟地震』より）

写真2　浸水した新潟市中心部
6月16日午後2時30 分ごろ

（NHK 新潟放送局『新潟地震』より）

図1　新潟地震の震源と震度分布

（「NHKアーカイブスウェブサイト」より）
https://www2.nhk.or.jp/archives/311shogen/disaster_records/detail.cgi?das_id=D0010060013_ 
00000
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は，無線電信で午後1時33分に新潟地方気象
台（以下，気象台）に伝えられたが，通信手段
が絶たれたために県庁などには徒歩で連絡せ
ざるを得なかったという。気象台職員が携帯
無線機を持って県の地震対策本部に到着した
のは午後 2時15分で，津波警報発表から1時
間が過ぎていた。さらに県対策本部にいた新
潟市の連絡員が，市の対策本部にこれを伝え
た。新潟市は午後 2時30 分に市内の沿岸部に

「避難指示」を発表，広報車を出して「高台ま
たは3階以上の建て物へ避難するよう」周知し
た。後述するように，この段階ではすでにラジ
オが津波警報が出たことを伝えており，市街地
には避難者があふれ，警察官や消防職員が誘
導にあたったという4）。

（3） 拡大する石油タンク火災と住民避難

一方，新潟市の沿岸部では石油タンクの大
規模火災が発生していた。地震の発生と同時
に，昭和石油の石油タンクの1基から火災が発
生し，10 分もたたないうちに3万トンのタンク3
基，4万5,000トンのタンク2基が炎上した。こ
の火災は拡大の一途をたどり，タンク143基が
燃え，鎮火まで2週間を要した（写真3）。

タンク火災の現場では，警察が住民の避難
をとりしきった。地震発生まもない午後1時25
分に警察機動隊60人が昭和石油の火災現場
に到着し，危険区域への立ち入りを禁止すると
ともに，工場に隣接する平和町，浜

はま

谷
や

町，臨
港町など一帯の住民を砂丘「物見山」方面へ
避難誘導した。翌17日になっても火災は一向
に衰えず，午前11時ごろには工場内の水素ガ
スに着火して爆発する危険性が高まったことか
ら，警察が工場から半径1,000メートル以内の
居住者に対する「避難説得」に全力をあげた。

昭和石油の風下にあたる臨港町，神明町一帯
は新潟市内で最大の地盤沈下にも見舞われ，
火と水に追われて避難した住民は，信濃川河
口に近い山ノ下護岸に鈴なりとなって，船によ
る救出を待った。工場の火災が延焼した地域
の住民は，長く避難生活を強いられることに
なったという5）。

Ⅳ そのとき NHK新潟放送局は

新潟局は，地震の翌年の1965年に報告書
『新潟地震 』をまとめた（写真4）。

図2は，この報告書に添付されていた「新
潟市中心部被災地図」に追記したものである。
受信料の集金業務で土地勘のある新潟局加入
部（現・営業部）のスタッフが小回りのきくバイ
クで市内を走ってきめ細かく被害情報を収集
し，浸水範囲や石油タンク火災による焼失範
囲，堤防の決壊地点などを地図にまとめたもの
で，取材活動に非常に役立ったという。地図
の右上に示されているのが，石油タンク火災で
焼失した地域，信濃川左岸の×印は堤防が決
壊した範囲，破線で囲んだ部分は建物が全半
壊した地域，実線で囲んだ部分は，浸水した

写真3　石油タンク火災の状況を伝える番組
（NHK総合テレビ1964 年6月21日放送

『報道特集 新潟地震』より）
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地域である。当時の新潟局の関係者によると，
「災害本部の発表のものと，（倒壊家屋数が）
百軒と違わない」正確さだったという6）。
『20世紀放送史 』によると，新潟局では，午 

後1時3分から放送予定のラジオのローカル
ニュースのため，金枝芳美アナウンサーがスタ
ジオに待機していた。地震発生とともに停電し
電灯が消えたが，すぐに無停電装置が作動し
た。金枝アナウンサーは「ただいま地震が発生 
したもようです。激しく揺れています。震源地，
震度など詳しいことは，連絡が入り次第すぐお
伝えします」と第1報を伝えた。新潟局のラジ
オはその後，ラジオ第1・第2共通で地震に関
する情報を放送した 7）。停電し，電話などの通

写真4　NHK新潟放送局が発行した
報告書『新潟地震』（1965）

図 2　NHK 新潟放送局加入部が作成した「新潟市中心部被災地図」

NHKNHK

気象台気象台

×印は堤防決壊範囲

石油タンク火災による
焼失地域

信 濃 川信 濃 川

破線は全半壊地域

実線は水害（浸水）地域

BSN新潟放送BSN新潟放送

※一部追記
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信手段も使えず，自動車などでの移動もままな
らない状況で，住民の情報入手はトランジス
ターラジオだけが頼りであった。新潟局は地震
発生から36時間にわたって放送を継続した 8）。

NHK放送博物館には，地震発生直後から2
週間分の新潟局の放送原稿（B5判）約3,000
枚（写真5）と，後述する「安否放送」の原稿・
メモやはがきなど約2,000枚が保管されていた。

放送原稿は大半がラジオ用の原稿で，1日分

ごとに紐で綴じられている。テレビ原稿は発災
当日分の1冊のみである。原稿はすべて手書き
で，複写用のカーボン紙が挟まれたままのもの
もある。

発災当日のラジオ放送を録音したEP盤のソ
ノシート（直径17センチ）は，文研の資料棚か
ら見つかった（写真6）。新潟地震の翌1965年
に新潟局が発行した前述の『新潟地震 』に添
付されていたものであった。
『新潟地震 』はNHKの内部向けに作成され

たものであったが，災害情報分野の研究者に
はよく知られた資料で，大学の図書館などにも
所蔵されている。しかし，この資料に添付され
ていた「ソノシート」の存在は知られていなかっ
た。今回見つかったソノシートは，60年近い歳
月を経てホコリにまみれて曲がり，かなり傷ん
ではいたが，専門家の手で音声を取り出してデ
ジタルデータ化することができた。ソノシート
の収録時間は7分25 秒で，以下の14項目が収
録されていた。

 1. ニュース（全国放送，東京発，午後 2時）
 2. 新潟市内の状況中継
 3. お知らせ，注意（火の用心等）
 4. 新潟地方気象台から中継
 5. お知らせ（国鉄関係者への連絡）
 6. お知らせ（日本通運関係者への連絡）
 7. ニュース（全国放送，東京発，午後5時）
 8. 野々山副知事の話
 9. お知らせ（食糧事情）
 10. お知らせ（停電，パトロール実施）
 11. 消息放送（幼稚園児）
 12. 消息放送（旅行者等）
 13. 昭和石油火災現場から状況中継
 14. 立上って下さい（県対策本部から中継）

写真6　今回見つかったソノシートとジャケット

写真5　NHK新潟放送局の放送原稿
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ソノシートに収録された
内容を書き起こしたものを，
文末に掲載した。

以下，原稿とソノシートの
内容から，新潟地震の際の
新潟局の放送についてみて
いく。

（1）地震発生第1報

「ラジオニュース原稿 昭
和39年6月16日」という原
稿綴の中に，地震発生直後
のものとみられる原稿がある

（写真7）。
1枚目の冒頭の「途中でご

ざいますがニュース速報を
おつたえします」という走り
書きの文字からは，予定し
ていたラジオニュースを中断
してこの原稿が読まれたこ
とがわかる。さらに4枚目
の中ほどに「気象台からは
津波警報が出ています 御
注意下さい」と追記されてお
り，津波警報発表の情報を
あとから追加して放送した
ことが確認できた。

実は，こうした原稿以外
にも，地震発生直後には原
稿なしのアドリブの呼びかけ
が相当行われていた。NHK
が発行していた月刊誌『放
送文化 』（1964年8月号）に
は，新潟局関係者の証言が
掲載されている。

途中でございますがニュース
速報をおつたえします。
きょう午後一時すぎ
新潟県下に
かなり強い地震があり

新潟市内は，ガス，水道，電
話，交通機関が
全部とまるなど
かなりの被害が出ています。
今日午後一時二分頃
新潟県下に
かなりつよい地震がありまし
た

各地の震度は
新潟，長岡が震度五の強震
高田が震度四の中震で
地震は一時二分から
五分間ほど続き

その後もぶきみな余震が続い
ています。
気象台からは津波警報が出て
います
御注意下さい。
新潟市内はこの地震のため
信濃川をまたいで

写真7　地震発生直後のラジオ原稿

①

②

③

④

東と西を結ぶ三つの橋のうち
一つは真中からくずれおち
あとの二つも車は通れず
わずかに人だけがひびわれた
橋をとおって
通行しています

〔※下線筆者〕

⑤
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あの日私どもは，デスクに集められた情報を
ノー原稿，ほとんどアドリヴで電波にのせた。
それも三時前後まではNHKの取材網が自主
的に流した情報といっていい。災害状況や避
難の指示，〈冷静に行動してください〉との呼び
かけも最初は現場の判断で独自に流していた。

（※下線筆者）
『放送文化』（1964年8月号）より

停電などの影響で気象台や自治体との連絡
手段がない状況で，新潟局は，独自の判断で
避難の指示などの呼びかけを放送していたの
である。

（2） 津波警報と気象台からの中継

地震発生直後に気象庁は津波警報を発表し
たが，気象台（写真8）と新潟局の間の通信手
段が断たれ，続報が入らない。そこで新潟局
の内山竜一郎アナウンサーが携帯無線を持っ
て気象台に向かった。

写真8　新潟地震の津波で浸水した新潟地方気象台。
中央の塔の上に避難している人々が見える

（1964 年6月16日 新潟地方気象台ウェブサイトより）

「内山君！ すぐ気象台へ行ってくれ！」放送部
長の声がとんできた。彼はすぐにウォーキー・
トーキー（携帯無線）を持って外へ出た。道
路はいたるところ盛り上がり，傾き，割れ，地
下水が吹き上げていた。彼は泣き叫ぶ市民の
群をかきわけながら走った。気象台は信濃川
畔にある。当然，津波が予想されたので群衆
の流れに逆行していたわけである。気がつい
てみると回りに人影もなく，濁水はすでに腰
のあたりにさかまいていた。しかし気象台は目
の前である。水の中に孤立した気象台三階の
窓から，誰れかが身をのり出して，彼に逃げ
るようどなっている。第何波かの津波が，た
ちまち彼を押し流した。
一時五十分，彼は気象台に一番乗り，津波警
報を刻 ，々局へ送って市民の動揺をおさえる
放送作戦に大きく貢献した 9）。

『放送文化』（1964 年8月号）より

現在の災害取材の安全管理思想からはおよ
そ考えられない指示と行動だが，内山アナウン
サーは気象台にたどり着いた。気象台の屋上
で気象台長にインタビューしたものが，ソノシー
トに収録された「4.新潟地方気象台から中継」
である。

こうした地震直後のNHKの放送は，沿岸部
の住民の避難に役立っていた。『新潟地震の
記録 』によると，新潟県が沿岸部の30の自治
体を調査したところ，17の自治体が津波警報を

「ラジオ」で知り，1つの自治体は「テレビ」で
知ったと回答した 10）。佐渡島の両津市（現・佐
渡市）は午後1時25分にラジオで津波警報を
覚知したのち，「緊急避難命令」を広報車で周
知し，住民は高台へ避難している。このほかに
も，紫

し

雲
うん

寺
じ

町（現・新
し ば

発田
た

市），岩室村（現・
新潟市西

にし

蒲
かん

区），寺
てら

泊
どまり

町（現・長岡市），小
木町（現・佐渡市）が，ラジオで津波警報を知
り，「避難指示」を出している。電話などの通
信機能が停止している状況にあって，ラジオ・

「内山君！ すぐ気象台へ行ってくれ！」放送部
長の声がとんできた。彼はすぐにウォーキー・
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る富山放送局の呉羽山送信所で受信し，これ
を全国向けに放送した。はじめは質の悪かっ
た映像も次第に鮮明になったという。テレビで
は，夜間も随時，特設ニュース枠を設け，被
害状況を伝えた 15）。

新潟地震では，後年のテレビの防災報道・
災害報道で重要な役割を果たすロボットカメラ

（天気カメラ）の先鞭となる「屋上カメラ」が登
場した。

最初にカメラを屋上に上げたのは，地震の
揺れで社屋が被災したBSN新潟放送であっ
た。『新潟放送十五年のあゆみ』によると，地
震発生から40 分後の午後1時40 分，液状化
現象によって傾斜した自家発電装置を「強行運
転 」し，電源車にケーブルを接続，午後 2時
15分に屋上からの中継を開始した。午後 2時
30 分すぎには，信濃川を遡上する津波の映像
をとらえた 16）。この映像を録画したビデオは東
京のキー局に送られ，新潟の被災状況を伝え
る映像として全国放送された。

一方，NHKは，BSNに遅れて午後 2時半に，
中継車から取り外したテレビカメラを屋上に据
えつけ（写真9），さらに午後3時15分にはよ
り高い地上40メートルの鉄塔上にカメラを引き

写真9　NHK新潟放送局はカメラを屋上に
上げて新潟市内の被害を中継した

（NHK 新潟放送局『新潟地震』より）

テレビが伝えた津波警報が，自治体の避難指
示と住民の避難行動につながった 11）。

（3） 全国放送

『NHK年鑑 ’65』によると，東京のNHK本
部からの全国向けラジオ放送は，午後1時15
分の津波警報の発表を受けて，午後1時25分
と同37分に津波警報を臨時ニュースで放送，
その後も定時ニュースも含めて，津波警報，地
震の被害状況などを速報していった 12）。ただ，
新潟局と東京本部や各放送局を結ぶ回線，一
般の加入電話もすべて不通になっており，新潟
局からの映像や音声，原稿を受け取れない状
況であった。そこで東京では，千葉県にある
NHKの外国放送受信所で新潟局ローカルの
ラジオ放送を傍受して録音し，「東京で聞いた
NHK 新潟放送局の放送によりますと」というク
レジットをつけた原稿にして，午後3時37分に
放送した。このとき，ようやく新潟の被災状況
が全国に伝わったのである13）。

ソノシートの「7. ニュース（全国放送，東京
発，午後5時）」も，そのようにして放送された
ものである。放送局が自局の放送を傍受して，
改めて電波に乗せるという対応は，極めて異例
のことであった。

（4） 屋上カメラ

『NHK年鑑 ’65』によると，テレビ放送は，
午後1時18分からローカル，続いて全国放送
で地震の情報，津波警報の臨時ニュースを放
送した。「とくに午後5時30 分と午後6時過ぎ
には地震のなま中継を商業放送に先がけて放
送した」との記述があり，民放との競争意識が
うかがわれる14）。

中継映像は，新潟局からの電波を，隣接す
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上げ，中継を続けた 17）。
屋上の鉄塔に重さ100キロを超えるカメラと

機材を上げた理由は，「中継車の移動による情
報速報が不能なら，もっと視界の効くところと
いうので，地上四十数メーターの局屋上の鉄
塔へカメラを上げることにした」からだという。
NHKのカメラも，信濃川を遡上する津波や石
油タンクの火災，津波警報を知って避難する
人々の姿などを伝えた 18）。屋上カメラの実況中
継は，最初は新潟ローカル放送で行われ，そ

の数時間後には，富山放送
局・金沢放送局を通じて全
国に中継された。屋上カメ
ラの中継で使われた原稿が
写真10である。

屋上カメラによる中継は，
1955年の新潟大火で，BSN 
新潟放送の前身である「ラ
ジオ新潟」が屋上から行っ
た実況中継の延長線上に位
置するものである。新潟大
火の際に「ラジオ新潟」は，
台風による暴風が吹き，焼
けたトタン板が飛んでくる中
で，屋上の鉄柵に体を縛り
つけたアナウンサーが市内
で延焼する火災の状況を中
継し，その情報が住民の避
難につながったとされる19）。

新潟大火ではラジオの音
声だったものが，新潟地震
ではテレビの映像に変わり，
災害の実情がより生 し々く全
国に放送されるようになっ
た。こうした高所からの中

①

②

③

それではここで
NHK新潟放送会館の屋上か
ら中継します

夜に入った新潟市は
全市が停電して
まっくらな中に
石油タンクの火災が
今もあかあかと
空をこがして燃えさかってい
ます

この火災は，
新潟港の入り口に近い
成沢石油，昭和石油など
三カ所でおきたもので，
いつ鎮火するか
全く見通しが立っていません

写真10　屋上カメラの中継原稿

継は，現在，災害報道に不可欠となっている
遠隔操作の「ロボットカメラ（天気カメラ）」の
先駆けとなったといえる。

（5） 安否放送

新潟地震は平日の昼間に発生した。移動も
ままならず，通信も途絶している状況で，被災
地の住民には，家族や知人の安否を確認する
手立てがなかった。『20 世紀放送史 』による
と，発災当日の午後，取材先の記者から「修
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学旅行中の女子高校生の一行は無事に避難し
ていることを放送で伝えてほしい」という要請
があり，新潟局がラジオでこれを放送したとこ
ろ，その直後から個人の安否放送を求める要
望が殺到し始めたという20）。そこで新潟局は，
午後3時すぎから「消息放送」，現在でいう「安
否情報 」の放送に踏み切った。新潟局には放
送を依頼する人々が詰めかけて行列ができた

（写真11）。地震発生から1週間にラジオで放

送した安否情報は，NHKが3,000 件，BSN
新潟放送が5,000 件だった。

本部のラジオ局編成部長兼報道部長の高澤
正樹は「個人の消息なんかを放送したら電波法
違反に問われるのではないか」と一瞬思った
が，「1人の消息を放送すれば，それを聞く関
係者が30人はいるだろう。3,000人分を放送
すれば聴取者は約10万人。これは“特定個人
向けの通信”などではなくて“一般向け放送”
だ」という理屈を考えたという21）。

NHK放送博物館に保存されていた安否放
送の資料は，NHKの原稿用紙に書かれたもの
だけでなく，新潟県庁など自治体の用箋，メ
モ用紙，名刺，封書，はがき，チラシの裏な
ど多種多様である（写真12）。地震発生2日後
の18日からは，必要事項を記入する専用の用
紙も用意された。内容は，自らの無事と居場
所を伝えるもの，安否のわからない家族などに
向けて連絡を求めるものが混在している。安
否の連絡を受け取る手段がないために，連絡
先を「NHK 新潟放送局」としているものも数
多くみられた。

（6） 通信手段としての「ラジオ」

新潟地震の放送で特徴的なのは，自治体や
国鉄（現・JR），日本通運など公共性の高い組
織内部の連絡を，ラジオ放送が代行していた
ことである。ソノシートの項目5，6の「お知ら
せ」では，国鉄の新潟支社や日本通運の新潟
支店から，県内の出先への指示や連絡を放送
している。このほかにも，「県内各市町村の消
防主管課長さん 本日開催予定の会議は中止し
ます 防災本部」といった行政機関の間の連絡
事項も放送されていたとみられる（写真13）。

このように，新潟地震では，通信と交通の

写真11　新潟局玄関に設けられた「たずね人」
（安否放送）の受付

（NHK 新潟放送局『新潟地震』より）

写真12　新潟局に寄せられた安否放送の要請
（個人名は消去）
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機能が停止している中で，ラジオ放送が通信
手段としても活用されていた点も注目される。

Ⅴ まとめ

1959年の伊勢湾台風の甚大な被害を教訓
に，国は1961年に「災害対策基本法」を制定
した。災害対策基本法では，NHKは国の指
定公共機関に，民放は地方の指定公共機関に
指定され，防災対策の責務を負うことになった。

その3年後に起きたのが新潟地震であった。

事実このときのラジオが果たした役割は，本
来の客観的報道の媒体にとどまらず，民心の
恐怖と不安をおさえる役割と，さらに避難の
指示や尋ね人放送などにおいて行政面の指導
的役割まで果たしている。（※下線筆者）

『放送文化』（1964 年8月号）より

午後1時すぎに地震が発生し，県庁の部課
長クラスが招集されて災害対策本部が設置さ
れたのが午後 2時近くだったという。「とかく
緊急情報は中央（東京）の本庁へ流れ，肝心
のお膝元には，かならずしも充分にコミュニ
ケートされなかった」がゆえに，ラジオが「行
政面での指導的な役割」を果たさざるを得な

かったという22）。現在，NHKと民放は，災害
時において「報道機関 」と「指定公共機関 」
の2つの役割を担っているが，それが明確に
形となって表れた最初の災害が，新潟地震で
あったといえよう。

新潟地震において，テレビが被災地の外に
被害を伝え，ラジオが被災地向けにきめ細か
な情報を伝えるという役割も明確になった。　

また，「屋上カメラ」は現在のロボットカメラ
の先駆をなすものであった。伊勢湾台風のとき
に始まった安否放送が，さらに大規模に展開
されるなど，現在の災害時の放送の原型が形
づくられたのが新潟地震であった。今回の資
料によって，それらの放送の実態をより具体的
に知ることができた。

新潟地震に詳しい東京大学総合防災情報研
究センターの関谷直也准教授は，今回取り上
げた資料の意義・価値について，「新潟地震は，
被災地の状況がテレビの中継によって全国に
伝えられた初めての大規模災害だが，今回の
資料で，放送局が地震発生直後から危機感を
持って避難を呼びかけ，それを聞いた多くの市
民がビルの屋上や高台に避難していたことが明
らかになった。また，原稿の内容から，政府
が初動の段階で1923年の関東大震災に匹敵
する甚大な災害であるという認識を持ち，社会
的混乱を抑制しようと迅速に動いていたことな
ども知ることができた。地震のあとにまとめら
れた公式な報告書や記録ではみえてこない同
時代的なさまざまな知見が得られる貴重な資
料だ」と高く評価している。

新潟地震ではトランジスターラジオが唯一の
情報源であり，通信手段にもなった。これは
決して昔話ではない。2018年9月6日に発生し
た「平成30年北海道胆

い

振
ぶり

東部地震」では，北

写真13　封筒の切れ端に書かれた，
会議の中止を知らせる放送用のメモ
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海道のほぼ全域で電力供給が止まり，携帯電
話の基地局も影響を受けた。スマートフォンは
もちろん，固定電話，インターネット回線も使
えなくなり，地震発生当日に利用できた情報端
末・機器の第1位は「ラジオ」であった 23）。

約60年前の新潟地震の資料は，当時の切迫
した状況を追体験できるものであり，同様の災
害が発生した場合，現在の放送局は適時・適
切に対応できるのかを改めて問いかけている。

（いりえ さやか※）
※執筆時は，NHK放送文化研究所・メディア研究部所属

注：
 1） 廣井脩（1996）「災害放送の歴史的展開」『放送

学研究』No. 46
 2） 国立天文台編『理科年表』（2022）丸善出版
 3） 気象庁（1965）「気象庁技術報告第043号 昭和

39年6月16日新潟地震調査報告」
 4） 新潟県編（1965）『新潟地震の記録―地震の発生

と応急対策―』
 5） 同上
 6） NHK 新潟放送局（1965）『新潟地震』
 7） 災害の初動段階でラジオ第1・第2，総合テレビ

と教育テレビ（現・Eテレ）で共通の内容を放送
するのは，どのチャンネルでも必要な情報が得ら
れるようにという配慮で，伊勢湾台風を教訓とし
て始めた措置であった。

 8） 日本放送協会（2001）『20世紀放送史（上）』
 9） 日本放送協会（1964）「特集・死斗！6月16日の

放送局」『放送文化』1964年8月号　
 10） BSN新潟放送は被害で放送が一時中断したが，

地震発生から2時間後の午後3時5分からラジオ
放送を再開した。各自治体が津波警報を覚知し
た時間から判断すると，これらはNHKのラジオ・
テレビ放送である。

 11） 前掲 注4
 12） 日本放送協会（1965）『NHK年鑑’65』
 13） 前掲 注8
 14） 前掲 注12
 15） 前掲 注8
 16） 新潟放送社史編纂委員会編（1967）『新潟放送

十五年のあゆみ』新潟放送

 17） 前掲 注8
 18） 前掲 注6
 19） 前掲 注16
 20） 災害時の安否情報の放送はこれが初めてではな

く，1959年の伊勢湾台風の際に，NHK名古屋
中央放送局が，浸水域で孤立した住民から伝言
を受け取り，「罹災者だより」として放送し，個人
の安否を伝えた実績がある。

 21） 前掲 注8
 22） 前掲 注9
 23） 入江さやか・西久美子（2019）「北海道ブラックア

ウト どのメディアが機能したのか～『北海道胆振
東部地震』 メディア利用動向インターネット調査
から～」『放送研究と調査』2019年2月号
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ソノシートのジャケット中面には，以下の説明文と，14 項目の「録音順序」が掲載されていた。
「このソノシートは，昭和39年6月16日（火）新潟地震当日のNHKの放送から抜萃

すい

したものです」

1. ニュース（全中，東京発，午後 2時，無線中継）
 2時のニュースです。
 今日午後，新潟を中心とする日本海沿岸に大きな地震があり，
 新潟，山形，酒田，秋田……

2. 新潟市内の状況中継（春日町附近から無線中継）
 ええ，お聞きのように今サイレン（注：背景にサイレンの音）を，音を響かせながら消防自動車が一台通り過ぎて

まいりましたが，今わたくしどもの立っておりますのは，鉄道病院の近く，春日町の四つ角のところでございま
すが，大変な車の混雑ぶりでございます。なんとか表通りに出たいという車が数知らず集まっておりますが，さ
てこの四つ角までまいりまして一切今，にっちもさっちもいかないといった状態で，車が全部立ち往生しており
ます。まだまだ道の上には大きな穴がぼっこりと空いておりまして，そこから温泉のようにこんこんと水が湧き
出ておりますが，その水に……

3. お知らせ，注意（火の用心等，スタジオから）
 ……新潟市内は地震のため現在，停電，そして電話線も切れておりまして，非常に混乱状態にあります。どう

か冷静な判断で，気を落ち着けて行動していただきたいと思います。なお，火の元には十分お気をつけ願いた
いと思います。

4. 新潟地方気象台から中継（無線中継）
 スタジオ ： えー，感度がちょっと悪いんですが，内山アナウンサー。
 アナ ： 内山です。わたくし今，気象台の観測塔の上に立っております。
 スタジオ ： あ，そうですか。えーと，現在のその状況というものはどうでしょう。
 アナ ： えー，私の前にちょうど台長さんがいらっしゃいますので。
    えー，気象台の方々も全部観測塔の上にのぼっていらっしゃいます。
 スタジオ ： あー，そうですか。えー……
 アナ ： お話を聞きますから。
 スタジオ ： そうですね，よろしくお願いします。
 アナ ： どうもご苦労さまです。
 台長 ： いいえ，どうも，恐ろしかったですね。みなさんも恐ろしかったと思います。

  もう発表でご存じと思いますけれども，新潟県の沖合で〇〇（注：ノイズで聞き取りにくい）地震があり
まして，津波も警報を出しましたけれども，はたして津波がまいりました。この観測棟の上から見て
いますというと，2時半ですね，14時半ごろに大きな，第3波ですが，これが，第3波が一番大きく
て，やってまいりまして，気象台の方でも水びたし（注：ノイズで聞き取りにくい）になりました。それか
ら今ほんの少し前ですね，3時ちょうどにですね，第4波がやってまいりました。第4波のほうは小
さいようです。ですからこの調子ですと，もうあと減衰していくのではないかと，まだあと何波か来
るでしょうけれども，減衰するのではないかと思います……

5. お知らせ（国鉄被害の報告，緊急連絡，スタジオから）
 緊急のお知らせをいたします。列車の停止状況，旅客の被害状況，線路の被害状況，駅舎の被害状況，通信・

電気の被害，そのほかについて被害状況を調査のうえ，各現場長は，あらゆる方法を用いて，至急，国鉄新
潟支社に連絡してください。

6. お知らせ（日通へのお知らせ，県対策本部から無線中継）
 日本通運の新潟支店からのお知らせで，新潟管内の新津，三条，新発田，それに吉田，4つの支店の車は，

できる限り新潟支店に集結してください。なお道路は帝石橋が通れます。また，給水用のドラム缶が不足して
おりますので，できるだけ集めて持ってきてください。新潟通運……

ソノシート NHK新潟放送局「新潟地震 NHK放送から」
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7. ニュース（全中，東京発，午後5時，無線中継）
 NHKの新潟放送局のラジオ放送を東京のNHKで聞いたところによりますと，新潟市内は各地で地割れができ 

て道路が寸断されたうえ，市内のビルの中にはかなり傾いたものもあります。また信濃川の堤防が陥没したた
め，電電公社のビルなど市内の各地で浸水しており，先の国体（※）に備えて新しく作りかえたばかりの信濃川
の昭和大橋も真ん中付近で2つに割れてしまい，赤い橋の欄干が信濃川に落ち込んで地震のものすごさをみ
せております。また新潟港にあるガソリンタンクなどで火災が発生して，市の上空は原爆のキノコ雲のような
真っ黒な煙で覆われているということであります。市民たちは突然の大地震に着の身着のまま外に飛び出すの
がやっとで，新潟大学の構内などに避難しており，家族の安否を気遣って目を血走らせております。市内は現
在，停電になっているほか，電話も不通，水道も断水しており…… （※下線筆者）

8. 野々山副知事の話（県対策本部長代理，県民への呼びかけ，県対策本部から無線中継）
 こちら6号です。えー，ただいま県庁前のラジオカーに野々山副知事からおいでを願いました。
 副知事からお話し願いたいと思います。
 「副知事の野々山です。きょうの1時2分の突然の災害で，市民のみなさんも大変ご心配のように存じますが，

県はただいま対策に万全を期しております。どうぞ流言，その他に迷わされず，落ち着いて頑張っていただきた
いということを切にお願い申し上げます……」

9. お知らせ（食糧事情，スタジオから）
 ……お米が3か月分，また味噌は2か月分，それから缶詰は15日分の在庫があるということでございますので。

えー，まずまず，食糧品の心配はありませんから，買いだめなどしませんようにという，市の防災本部からのお
知らせでございます。

 また，野菜の朝市はいつものとおり店を出すということでございます。近郷の農家の方はいつものとおり野菜を
出荷していただきたいと思います。それから東市場……

10. お知らせ（停電，パトロール実施，県対策本部から無線中継）
 ただいま……今夜停電になりますので，火災や盗難の予防にも十分ご注意ください。警察では徹夜で市内の

パトロールを強化しますから，それぞれご家庭では安心して家庭の仕事に専念していただきたいという，こう
いう警察からのお知らせ……

11. 消息放送（幼稚園児，県対策本部から無線中継）
 あべあきこちゃん，はだまみちゃん，うきべともこちゃん，やまぐちよしひろちゃん，それから，しがよしのりちゃ

ん，さがゆみこちゃん，わたなべみよしちゃん，なりたあきひこちゃん，主に東新潟にお住まいの方々だそう
でございますが，9人の方が現在，しんよう保育園に残っております。おかあさんたちのおいでをお待ちしてお
ります。また川岸町の公衆……

12. 消息放送（旅行者等，スタジオから）
 佐渡金沢高校生徒・職員は全員無事で，弁天町青年の家に宿泊しております。秋田・辻兵百貨店の団体111

名全員は無事で，新潟駅客車の中に宿泊しております。

13. 昭和石油火災現場から状況中継（無線中継）
 真っ黒な本当に真っ黒な2本のキノコ雲が依然として3,000メートルの上空まで立ちのぼっておりまして，新潟

市の上空3分の2を覆い尽くした感じであります。今また右手で火の手がぱあっと上がっております。そして炎
が地面を這って激しく燃え上がっております。火が火を呼ぶというのでございましょうか，（サイレン）そのたび 
にあたりの草むらがぱあっと明るくなりまして，炎と煙が混ざった異様な，不気味な光景が目の前500メートル
で音もなく，時折「ドカン」という音はしますが，本当に燃えているときは……

14. 立上って下さい（県対策本部から無線中継）
 水が心配でございます。さらには災害のあとにつきものの疫病が心配されますが，どうぞひとつ，不安な夜を

お過ごしのみなさま，もう一度，新潟国体で示した団結の力を発揮して，この災害から立ち上がっていただき
たいと思います。

（※筆者注：新潟県では，地震直前の6月6 ～ 11日に第19回国民体育大会が開催されたばかりだった）
以上


