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新潟地震と新潟市民

一一都市災害とその教訓トー

渡 辺 一 夫

1. はじめに一一教訓の整理一一

1964年 6月16日13時2分，新潟県から秋田県にかけての，主として海岸地方に大地

震が起こり，かなりの被害を出した。翌17日の調べでは新潟市の震度 5 （信濃川河口

付近では部分的に震度 7の地域もある ことが，後日明らかにされた）新潟県の死者と

行方不明者23（全国計36），全域家屋642(994）であり，国鉄は，戦後最大の被害を出

した，といわれる。

地震から 5日目，私は法政大学地理学科の学生 4名と新潟市に行き，まだ生なまし

い状態にある被害を観察する機会を得た。ここでは，新聞記事および私のききとり調

査を主に，新潟市の都市災害というあまりにも貴重な体験をどのように理解したかを

述べ，皆様のご教示を得たいと思う。私は建築 ・土木についての知識が足りないの

で，正しい表現をとれない部分もあると思うが，専攻の地理学の例から，し、し、うるこ

とを中心に話をすすめたし、。また，資料 ・新聞などの記事の引用と解釈についての責

任はすべて筆者にあることを最初に明記しておきたL、。

新潟地震とその被災の出方について，われわれ国民が得た教訓は実に多く，かっ貴

重である。大まかに整理をした程度のままで述べれば，①市民の側からは火災をほと

んど出さなかったこと，初期防火の勝利が証明されたこと。②戦後急速に発達したピ

ノレ建築技術の耐震性のテストケースだったこと。③同様に，戦後急速に発達し展開し

た，石油化学を中心とする重化学工業地帯の災害のテストケースとなったこと。③地

盤調査 ・研究と，その結果の土木建築技術面への活用のあいだに，ギャップがあった

こと。当然，その間隙を埋める手だてを緊急に講じなければならないこと。⑤沖積層

や地盤の研究を，防災的見地から地域の条件にあわせてキメこまかくみてゆく必要が

あること。⑥マンモス企業群と地方自治体の関係の正しいあり方について多くの示唆

をうけたこと。⑦都市計画，工業配置計画，工場のレイアウト等の計画を，市民生活

の安全性の点から，緊急に検討しなおす必要があること。③防災都市の建設のための

努力が緊急に必要なこと等が，私の研究の立場からし、L、うることであった。他のかた



極圏焼失
区コ浸水

第 1図新潟市概念図

／； 
J毎

渡辺新潟地震と新潟市民 157 

C出所〕 分県地図，2.5万分の 1地形図，毎日新聞19日朝刊（浸水の部分），県港湾局 新潟港図を参照して筆者

編集。

（注j 正嫡ではないが本文の，大たいの概念を把握する程度に使用されたい．本文に出てくる地名は，次のと

おりである。

pp 県営ふとう 中中央ふとう R 臨港ふとう A 川岸町県営アパート l入船町 Y 柳島町 x；昭

和大横 B 万代橋 K 県庁 f；古町通り SY：柾谷小路（繁華街） NT 新潟鉄工 DK 電気化学工業

NKK’日本鋼管 NR 新潟硫酸 SS 昭和石油 JR 日本硫曹 JP 日石 MK 三菱金属 RS 歴世舷池

N 沼垂 S 新潟駅 前臨港町 事防線とした運河。

がただったらもっと専門的な他の視角をおとりになるであろう，とも思われるが。

つけ加えておけば，新聞記事に“砂丘都市の悲劇！”とか“砂上の楼閣”とかし、う大

見出しがあったが，これは国民にたし、して誤解をあたえることもはなはだしし、。第 1

報の印象をみて，何も知らぬデスクがこんな見出しをつけたのだろうか，と善意に解

釈してあげたいところだが，新潟市でひどくやられた所は砂丘の上ではなし、。こんな

ところにも，都市の発達についての歴史と地理の方面一一率直にし、えば，地理には真

剣さのない太平ムード的趣味的なものも少なくない一一ーからの研究を科学的分析に耐

え得る，まことに正しいものとしておかなければならない必要性がひそんでいるよう

に恩われる。

新潟地方は普から「越後地震」，「佐渡 ・越後の国大いに震う」などといわれる記事
2) 

でにぎやかなところだ。しかしながら，大建築が建造され，近代的ヒツレがたち並ぶよ

うになったのは昭和10年代から戦後である。同時に，臨海工業地帯として石油精製，

ガス化学を中心とする工場が多数設立されたのもその年代である（第 1図参照）。こん

なところに，上述した多くのテストケースとなった事実の一端がある。

第2に，これらの事実が単に新潟市だけにおわるのでなく， 4大工業地帯はじめ，

近く建設される模様の新産業都市や工業整備地域での問題にもつながることである。
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4大工業地帯はすべて（大げさにいえば）沖積地や海岸のデノレタ先端にまでその領域

をのばしている。新産業都市は諏訪 ・松本地区を除けば，大部分が海岸，沖積地・

ということになろう。そこで新潟の「二の舞L、」や「きりきり舞L、」が起こらないと

誰が断言できょう。地震の速報がおわった 1～2日後から，各新聞は「これが東京だ

ったら」（朝日， 17日朝刊）とか，「新潟地震が教えるもの」（毎日， 18日朝刊），「石油火

災に無防備」（日経＇ 18日夕刊），「急げ防災科学の確立」 （読売， 18日朝刊），「都市と

防災を考え直そう」（読売， 19日朝刊）等の特集記事を，あらそって掲載しはじめたの

も当然であろう。

2. 市民の防火活動と港からの救援活動

新潟市民はl0年前の大火の教訓lから，火災に関しては神経質になっていた。そして

地震の時も，まずヵ・ス栓をひねってから外へとび出す，とL、う例は多数知られている

（ノレポになったものでは『逓刊朝日』， 7月3日号， 16頁等）。幸いに関東大震災のよ

うに昼食時ではなく，冬でもなかったが，火を使う事業所，家庭は多かったはずであ

る。しかし市内 2～3個所から小火一ーすぐ消された一ーが出た程度で，市民の聞か

らの火災は全く発生しなかったといってよい。柳島町の F製作所は全焼したが．近く

の人々の話では地震直前に出火したものだともいい，保険会社と払え， 払わぬで争っ

ているとしづ噂があるとし、う。とにかく，市民は夜になって津波の危険も去ると傾い

た家をはなれず，自警団を組織して自分たちの町をまもり〈万代町~たりでは〕「火

事を出さぬよう，むだな火は使わぬよう・・ 0・，必死で注意していた」（毎日，17臼夕刊）。

また，地震と同時に市の公報車や消防自動車，救急車がーせいに「火元に注意」を街

頭で叫んだ。こうして，市民に責任のある火災に関してはついに考えうべき最小の損

害でおさまったのである （おさまらないのは石油会社の大火であり， これについては

後述する）。

水防活動についての詳細は，肝心の東新潟水没地帯に私たちは到達できなかったの

で未詳である。しかしながら，地震によってガタガタになっていた信濃川筋の防潮堤

一一左岸では川のほうへ倒壊したとL、ってし、たーーに高潮（ききとり では 1.5～2mく

らい，基準面換算未詳）が押しょせ，第 1図にみられるような浸水地帯を生じた。そ

して，いわゆるゼロメ ートノレ地帯は海と同じになり ，潮の干満と同じよ うに水嵩も減

ったり増えたりした。柳島町から下流の新潟鉄工 （左岸すなわち西新潟） あたりは浸

水が特に激しく，自衛隊（この部分でも 1,000人以上）が21日から徹夜で 「復港作戦」

を展開，左岸の工場街と住宅をわける入船町通りに土のうを積んで排水した。「復港作

戦」は海と陸の両面から開始され，新潟鉄工前で上幅2～ 3m，水深およそl.5m，土

手の高さ 2m以上にすべく土のうの長械がかけ声とともに積まれていった。そして，

町の側は夕刻jまでに大型，小型種々の可搬排水ポンプで排水され， 1週間ぶりに土が

ーーしかし砂と悪臭を放っ泥とであらわれて， 30cmも上にのせたみるかげもない土が
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一一あらわれた。隊員たちの首すじは土のうのすりきずで赤くはれあがり，市民は大

いに感激していた。土のうは， 18万俵が県下，長野，石川，富山から急送された。後

二者のものは自衛艦，船舶が新潟港沖まで運び，はしけを舟艇が欠壊口に海側から運

んだものもある。県営ふとう（第 1図中PP）や臨海ふとう（ R）が完全に近くやられ

てしまい，また，たとえ使えても背後が水没しているので， うまく港の機能を利用す

ることはできたであろうか？

しかし，海上輸送によって富山，石川，福井から救援物資一一乾パソ，医薬品，救

急資材一ーと赤十字医療班が，中央ふとうに巡視船「おき」で到着したのを手はじめの

機に（17日早朝），音響測深によって着船が可能と判断され， 18日から港の閉鎖が解か

れている。ふとうの突端から町までの聞の浸水地帯をどのようにして運んだかは明ら

かでなし、。なお，20日には佐渡からの 「おけさ丸」（1.000t）が中央ふとうに接岸する

ことができた（新潟日報）。話は古いが， 1959年の伊勢湾台風の折，名古屋港が機能停

止してしまったため，鍋田干拓地その他の海岸堤，河川堤欠壊個所へ海上から土のう

等の仮締切用資材を送る計画は，タ．メになった。 「あの場合，せめて臨港線でも無事

であったら，詩書に材料や機械を送り ，それより船で破堤個所に運んで仮締切を早から
5) 

しめたことは相当なものであったと考えられる。」

精力的に名古屋の都市改造をやりとげた田淵氏のこの言葉を，新潟の臨海部を歩い

ていた私はふと思い出した。関連があるためであろう。仮締切は左岸は21日に成功，

右岸もその後25～26日に通船Jll，県営ふとう，臨港ふとう部分もどうにか完成した模

様である。台風による欠壌はL、わば「点」的にポツポツと欠壊するのだが，地震の場

合は，護岸のいたるところで，「線」的にーせいに水もれが始まるのだ，一－；；＿，た り

まえであるがーーとし、うことをあらためて感じさせられた。

港の被害はきわめて大きかったのであるが，大して報道されなかったといってよ

い。 「施設と海岸をふくめて損害 150億円以上。公共施設の被害は国庫補助対象にな

るが．被害額25億円の臨港ふとうは私営（新潟海陸運送会社の所有）であるため，復

興が問題となり「県営切換えを折衝中」（新潟日報， 20日）である。このような大規模

な会社組織のふとうは，日本では非常に珍しいことだが，港湾筋設による収入よりも

倉庫業 ・不動産業などの方がはるかに大きい割合を占めている模様であり，前者の県

営移管の問題はそれほどこじれないように思う。

3. 精油所の火災・消火活動・都市計画

前述のように市民の側からの火災防止活動や避難行動（詳述できず残念に思う）に

ついては，大いに賞讃したし、と思うのであるが．どうにも理解できないのは石油精製

工場の火災である。原因については，新聞記事によれば石油タンクの本体と浮き蓋の

衝突による火花説と静電気説とがあり，今後研究されるであろうが，初期の防火活動

が，いかなる理由であるにもせよ（後述），とにかく行なわれえず，ついに火元の昭和
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石油新潟精油所の新工場（昨年夏に完成した）ばかりか，隣接する三菱砿業，歴世砿油

等の事業所，それと平和町，船江町，臨港町一帯の住宅約 350糠を焼いてしまった。

初期消火が可能であるか否かは．直接当事者に会うことができなかったために正確に

判断し，評価することができなL、。しかし考えられる手段は，いろいろある（消防

法や危険物取締り関係法規）。たとえば．重油や原油タンクなら，液体表面上の空気

との接触部の油温を下げるため， タンクの頂から水のシャワーをタンク外壁に~びせ

るか，タンク内に強制環流装置（噴流式のポンプ等）をつけて液体表面の熱せられる

のを防ぐ。これらの装置は．ついていたはずである。 火災初期なら消防ポソプ車の放

水も同様の意味をもっ。推測すれば停電．断水であろう。週刊誌によると，このいき

さつは次のようである。昭石に 3台あった化学消防車の車庫の前に“断層”ができて

出せなし、。化学消火剤を使うのに必要な水が出なし、。ついに全員待避（サンデー毎日，

7月5日号， 17～18頁）。タンクのまわりの防油堤がこわれ，重油だか原油が流れて沸

とうし，危険であったのだ。一方，白石では蒸溜装置のパイプがこわれて漏れるガソ

リンとカ・スをきけながら，必死でコックをしめてまわり，事なきを得ている。昭石で

は燃えるにまかせられ， 4万キロリットノレ 2基， 3万キロリットノレ 3基のタンFをは

じめ大小 100余の石油タンクが燃え，ついにその火は全精油所の精泊施設と，隣合う

三菱砿業，歴世砿油，その他の工場と， 350戸余にわたる臨港町，入船町等の住宅街

をひとなめにした。消防署は東西両新潟市にひとつずつ， 15台余りの消防車の全力を

あげて消火に努力した。消火隊は運河（南北にはしるもので第 1図中の率印）を防火

線にして町に火の飛ぶのを防ごうとしたが，運河に石油が流れて火がつき，この防火

線はたちまち火の海となってしまった・－－。臨港町一帯，このあたりへソまでっかる

水の中に没していた家々の人びとは，速くに避難していた。一一「水素に火がつくぞ，

10キロ以内全滅だぞ。....・ー命がないぞ・・・。四エチノレ鉛に火が入りそうだ。みんなキ

チカ・イになるぞ，早う待避しろ ・・」（桃山小学校の生徒たちと先生 3人は，中野山小

学校へ 8キロも走って逃げている）。誰もいない町はとうとう「火攻め水攻め」にお

って焼けおちた。消防車の活躍は非常にけなげであったのにもかかわらず。

石油タンクの火災はそれだけですまなかった。市営住宅，建売住宅や社宅を含め

て，戦後ぞくぞくと建設された庶民たちの，工場や職場の労働者の住宅街が，まきぞ

えをくった。どうし、うわけだろうか。新聞にのった写真では，巨大な石油タンクの脇

腹にへばりつくように（望遠写真だからだろう）ささやかな住宅が建っている。この

点である。次に，「地震については震度5までは安全を保てるような設備をほどこして

あるが，こんどの地震は震度 7で，いわば天災だ」とし、う石油会社側が被災者同盟の

組織者たちに語った言葉，化学消防車が出動できなかったこと．等々 。

第 1の点はこうだ。 1947～48年ごろから，当時砂丘とその近くの砂地だったところ

に新市街ができた。 「それからあとで」昭和石油ができた。市街地の住人たちはハゾ

コをついて猛反対をしたが，精油所側の 「絶対に安全ですから」としづ言葉を信じて
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不満ではあったが納得した。しかしいざ石油タンクが建造されてみると，それに最

も近い家は幅lOmの道路しか聞にはいっていないのだ。精油所内の装置やタンクの配

置のプランというかレイアウトというか，それは見事なものだったろう。しかし敷

地の内と外との結びつきは本質的に無関係ではないのに全く考・えられなかったのだろ

うか。計画的に臨海工業地帯や住宅地を造成できる立場にあった市の側でも，計画を

すすめる上で，なぜこのような所に石油をもってきたのだろうか。あるいは百歩ゆず

って，なぜきちんと都市計画地区とし，工場専用地区を矩形にして一一現状ではかな

りのデコボコがあり ，そのへこんだ所に住宅がはまりこんでいる形ーーしかもグ リソ

ベノレト等で住宅地区との問に緩街地帯をつくらなかったのか。たしかに京浜や阪神，

たとえば川崎の桜本や大阪の西淀川では，都市計画もろくにない時代にいつのまにか

大小工場群と小さな住宅の混在地帯と化してしまった。なぜいまの時代にそのまねを

しなければならないのか。索漠とした四日市のまねをしなければならないのか一、

いわゆる先進国アメリ カ，イギリスでもソ連でも，石油化学工場の敷地内はインダス

トリアノレ ・パークであり ，敷地外は公共用地として緑地をつくり（ソ連等ではその幅

が広いので，その緑地帯の中にリクリエーション施設がはまりこんでいる一一）， 工

場専用地区と住宅地区をこのように分けることを実行しているのである。地価の高い

日本で ，とし寸前に考える必要があったのではないか。また，今後，石油コンビ

ナー トの建設地域ではぜひともこのような都市建設のABCを忘れることのないよう，

正しい都市設計をしてもらいたいことである。

第 2の点，化学車が昭和石油に 3台，市の消防署に 1台（？）。しかも前者は前述の

ように使用不能。さきに会社が「震度5まで大丈夫」といったのは石油精製設備だけ

のことで，断水や地割れは，震度5まではおきないはずだというのか。これでは何百

台の化学車があっても無意味だろう。何百台あっても使い方による。しかも，初期消

火が何よりも必要なその時に，なぜ動けなし、のか。 化学車はかぎりではないはずだ。

昭石は 45億の費用をかけて昨年に完成した。日産能力は旧設備の7,000パレ／レから 4

万7,000バレノレに，飛躍的に上昇した。これだけで昭和石油全体の能力の40%近く ，こ

こだけで日本全国の精油能力の 3～4%を占める。 日本海側としては最大のものであ

る。この尾大な施設に対し， 600万から750万円（化学車はいろいろの性能がある。空

港にある優秀なものならし200万円）の化学車3台ではーーと思うのは素人だからであ

うろか。

同じく，地方自治体としても，化学車を出動させることができたのは17日に東京か

らの応援をまってからというのでは心ぼそい話である。しかし，地方財政の，現在の

ような組み方では到底石油対策のために何台も化学率を備えることは不可能である。

NHKTV （東京では第 1チャンネノレ）では， 17日午後 7時に岡田放送記者が現地でこう

述懐している。

「－－ まあ，それにも増して近代産業とですね，それから自治体との災害に対する
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カのアソパヲ γス主いうものが，はっきり出たわけですね，ええ，…・・。とくに消防

の弱体化，こう Lづ地方自治体の湯合ですね・....，消防能力が非常に弱いわけですね。

…当然，こう L、う災害に備えるべき施設をつくるべき必要があるわけです。なおか

つ，それに対する防禦力という，自衛消防力がぜんぜんないということから，手がつ

けられなくなるとL、うわけですね。」

石油タ γクの規格にも問題があろう。日本の石油産業は株式取得，技術提携等の関

係でアメリカのプラント設計を基本にしているし，設備一式がそっくり輸入される場

合も多いと聞く。カリフオ／レニアを除けば大体地震のないアメリカの石油プラントや

タンFの規格がそのまま日本にもちこまれるのであろう（また，たとえ JISのような

ものがある場合でも，日本のそれは大体にゆるいのではないか）。 「タ γFの耐震に

はあまり注意が払われていない…・・－。その理由は，...・・アメリカから直輸入されてい

るからだという」（毎日， 17日夕刊）。勿論，消防法や危険物取締法の点では昭石も白

石もちゃんとそれを守っていたはずであり，法的には落度がないのだろう。しかしわ

りきれないのは「火攻め水攻め」にあった庶民である。法的には，ふりあげたこぶし

のやりどころがないのである。どうにもふしきfなことである。

4. 傾いたピJI,..と横たおしのアパートについて一一キメこまかな地盤調査と都市の

発達史調査の必要性一一

「新潟交通本社まえのパス車庫は 1mも沈み，逆に厚さ25cmもあるコソクリート広

場が小山のようにもりあがった0 ・ー－割れ目からアッとL、う聞に泥が吹き出して自転

車やパイクを一瞬のうちに埋めてしまったJ（朝日，17日夕刊）。「新潟駅周辺， 4～5

階だてのピ／レというピルが 2m近くもズプリともぐり込んでいたり，－－－そしてピノレ

の 1階あたりは地下からふき出した濁流に洗われ，まわりはどこから出たのか一面の

砂地」，私が行ったときは「砂地」はプルドーザーやそツコでもっていったあとだが，

依然としてピノレが沈下をつつ・け，ピノレと道路のあいだから河）｜｜か沼地の堆積物と思わ

れる青ねんどやヘドロがとび出していた。砂だけではない。乾くと手といわず衣服と

いわず真白になる。ここが新聞記事とちがう点であり，重要な点ではないかと思う。

もうひとつ，新聞記事では，こんなこともいっていた。と断定できないとすれば，

L、かにもこう L、L、たげであった。それは戦前の古い建築物である県庁庁舎や万代橋が

全く無事に生き残った。しかし新しい戦後の建築物や構造物はみんなひっくりかえ

ったり，傾いたりした。たとえば， 5日まえに花やかに幕をとじた国体の競技場であ

り，昭和大橋であり，新潟駅前のピノレ街であり ，川岸町の横転したアパートであ り，

e ー・ということになる。折から会期中であった参院本会議でも，社会党につきあげら

れた建設大臣が同じようにそれを認めて「今後善処したL、」と述べた。

しかし，これはおかしL、。新潟の場合，地盤の種類が侵大の問題なのである。天然

7fλ開発のためのボーリングの結果はあるが，全市域の各 の々ビノレがみな傾きがちだ
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ったりする程度のキメこまかな結果を出せるほどの密度ではなL、。しかし，それなら

ば，空中写真や古地図をたよりに割合手早く仕事ができるのではないか。

同じように，（はじめに述べたが）新聞の大見出しに「砂上の接関」といい， 「砂

丘都市の悲劇」というが，くずれやすく最も悪い地盤＝砂という印象を与えられて，

いまでもぬぐし、きれないことも一緒に考えたし、。ふたたび新聞記事を引用しよう。中

野（都立大教授）「新潟は古い町で，その古い町は砂丘の上にある。ここはほとんど被

害はなし、。しかし同じ砂地でも信濃川の音の川すじのところは砂の下の地盤がきわめ

て柔らかし、から，集中的に被害をうけている。だから同じ町でも 1i線を画して被害の

出ているところと出ていないところがある」。塚田（知事）「気象台長とも話したので

すが，被害の大きかったのは，地盤のゆるかったところ，川の岸なのです」（読売， 19

日朝刊，「都市と防災を考え直そう」）。

いまの信濃川の川岸と，普の（といっても新しい）旧河床のヘドロ地帯から，昔の

新潟（いまの西新潟）のあった砂丘（砂堆かもしれぬ）の上までのあいだ，デノレタ堆穣

物とか沖積層とかし、つでも．いろいろな物質からなるいくつものゾーンに分けられる。

みなゆれ方もちがうし，沈下のやり方もちがうだろうし，たまたま 2つのゾー γにま

たがっていた建築物は，かりにフリクション・パイノレを基礎に打ってあったとして

も，不同沈下を起こすかもしれなし、。横すべりのしかたも，亀裂のはし、り方も，クイ

ッタサンド現象も，みなちがって起こるであろう。

第2に，我田引水になるが新潟市の都市地理的・歴史的発達を，防災の見方を織り

こみながら考えてゆくことが必要である。新聞の「古いものが良くて，新しいものは

みな悪L、」と（予期せざるキャンベーンになった）いわんばかりのし、し、方は，この点を

全く考－えていなL、。新潟の古い絵図をみると，集落は信濃川の河口の洲にある 2つの

村から発生している。河道の変遷の後，砂堆（砂丘の端に番所がある）の地帯に，つ

まり今から思えばヘドロよりもはるかに堅固な（といって洪積台地ほどの地耐力はな

いだろうが）地帯に古い新潟の町ができた。名前からして古そうな古町通り，県庁，

市役所，市の中心の柾谷小路のあたりがそれらしL、。ところが，当時の沼垂村（名前

からしてニタ＝湿地だ。しかしこういう地名による判断は，手いたいしっぺ返しをさ

れることがあるので，これ以上不確実なことはいわないことにしよう）の沼霊地区に

港（いまの県営ふとりがつくられ，鉄道もできた。新潟港の機能は沼垂がわに移り，

そこに市街ができた。臨港ふとうも建設され，一層港の機能は高まった。3つの橋が

この 2つの市街をむすんでかけられた。戦後，新潟駅は新しく現在の位置に移り，駅

前にはにぎやかなピル街が建設されつつあった。このあたりは信濃川のかつての河道

であり，ヘドロ地帯であり，地媛が悪かった・ー…。都市の発達史概説はこんなことに

なろう。川岸町付近のききとりでは，今の越後線の走っている白山浦あたりの土手が

昔の信濃川堤防であり．それより川側はかなり新しい埋立地であり，音はポート遊び

をやったところだ，ということである。地盤をみたわけではないが埋立ての土の下10
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mや20mくらいはヘドロの層（多少のねんどか砂が互層になっているのかもしれない

が）でもあろうか。駅前ピノレ街の傾動沈下，昭和大橋，川岸町アパート，みなこのよ

うな軟弱地盤ではないか。もう一度いえば，軟弱地盤→新市街地ということになった

のである。古い新潟，砂丘の上の古い町や漁村部，こんな所にピノレがあれば，傾きも

倒れもせず，日新しくさわぎたてることもないのでひっそりと立っている 0・・。とい

うことになる。実際，柾谷小路や古町の目ぬき通りの商店街は，商品そのものと断水

・閉店の被害はあったが，建物はちょっと見たのではわからぬ被害か，あるし、は全く

シャンとしていた。勿論，このような地区では砂の吹き上げ現象もみられない。

正しい解釈にちかづく第一歩は，①木曽川や東京低地で作成されたような精密な

(l /3,000程度のくわしい）地盤高図や地形分類図，地盤の構成物質の分布図などを作

成すること，②都市発達の地理的，歴史的研究を防災に関する面をおりこみながらあ

とづけること，③現実の建築にあたっては土木屋さんは地質学や沖積層の研究者の意

見をきくこと一一あたりまえなのだが，その連絡がなかったことが地震によって証明

された一一ーである。地味ではあるが，非常に大切な有意義な仕事が地理学，地図学，

地質学の方面でも行なわれてきた。地形分類図，コアサンプリング，空中写真による

作業のスピード化，簡易水準測量をとおして精密、な地盤高を見出す作業 等。前述

のごとく都市の発展の歴史地理的研究，都市内部の機能の変化，既往災害資料分析，

等々 ，もすすむであろう。伊勢湾台風の時にも，今回も「地図は知っていた」とい

う言葉が出た。伊勢湾では多数の人が水死した鍋田干妬地前面はミオスジにあたって

おり，その深い部分を高潮がエネノレギーを凝集させて進み，防潮堤をつき破り，干拓

地の土をもとの海ほどの深さにけずりとった。地形分類図はそれを警告するかのよう

に，できていたのだが一一。今回も地形分類図が役に立ったはずである。死児の歳を

数えるようなことだが。地震予知についての研究も一層進み， 15年前に予告されてい

たとも考えられる（当時東北大の中村左衛門太郎教授が，新潟地方に地震が“近い”

のを讐告された）。この新潟地震で何かのよい発見があることを期待したL、。

横たおしになった県営住宅 υII岸町）第4号棟も，その設計にはあやまりはないと

思う。横転しても倒壊どころかヒ ビひとつ入っていなし、。ただ，底面一一横たおしだ

から側面からみえるーーをみると，素朴ながら疑問がわく。割架が捨てコンク リート

でくっついて， l mほど地中に入っているだけである。東京低地の防潮堤工事のケー

ソンなどをみた目にはあまりにも簡単というほかはなし、。勿論，その下には松丸太を

かなり打って摩擦杭としていたのであろうが，役に立たなかった。もっとも，スチー

／レ・ パイノレやコンクリート ・パイノレを打つような工事が一般になったのは，この建物

ができてからより後のことなのだが。摩嫁杭では，沈下をさまたげることはできない

が，水平のまま沈下する可能性はあり，横転とL、う世にも珍しい事故は防げたのでは

なレだろうか。
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第 2図 新潟市付近地鍛高図（1959年）および沈下速度（1958年 2～10月）

等地盤税制m)

わ ーーー、0.6;;t下速度
S吹 いm／日）

工→jKm 、
〔出所〕 新潟県 『新潟の地盤沈下』（第2輯）， 1962年， p.366より。ただし岡原図は君事値線が1本途中で消

えていて粗雑（この図中の？印）。
1日当り沈下量は中野尊正 ・武久義彦 「新潟の地盤沈下」（論文入『地理学評論』 33のl (1960), 

2頁の原図の信濃川沿いの部分だけを大体の見当で入れたもの。したがって等値線の位置は必ずしも
正確ではない。

（注）地盤高は 1959年4月現在。それ以降かなり下ってゼロメート Jレ地帯がひろがったはずだが，資料が入手
できなかった。そこでやむなく，同じ項の年の 1日当り沈下量をこの地図上にひきうつしたのである。あと
は想像するよP手はない。図中の記号は次のとおりである。
K：県庁 C：市役所 SS：昭和石油 S 新潟駅 N 新潟県営ふとう R 私営の臨港ふとう B 万代経

AP：飛行場

なお，地銀高の数値はTP換算，既往最高潮位は 1935年11月8日の＋l.300，朔望平均満湖面＝＋0.595，平
均潮位＝＋Oお O

5. 地盤沈下について

これについては，私は全くわからないので第2図を示すにとどめる（第 2図参照）。

ひとこといえば，最近はかなり改善されたそうであるが， l950～60年ころには，新潟

の地盤沈下は日本第 1のスピードであった。西大阪では，年間14cm沈下するというの

で， ゴウゴウたる世論が沸きあがった（これについては次号で多少問題としたい）。

ところが，新潟では，たとえば1957年 1年間に山下町では60cmも沈下している。ほと

んど知られることもなく沈下はじわじわとスピードをかけてきた模様である。巨大都

市と地方都市のちがL、といってよいか，わるし、かわからないが，さきほどの精油会社

のところで述べたような，地方自治体と大企業との関連の問題が，大きくクローズア

ップされてしかるべきであろう。急速に沈下してひろがったゼロメートル地帯の仮締

切堤が，はたして初夏の集中豪雨や秋の台風シーズンを無事にこすかどうか一一ー祈る
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ような気持になるのは新潟市民たちだけではない。

まだまだ，新潟地震の教訓は，尽きるところを知らなL、。私の記述も見聞も粗雑で

主観的で，科学的では全くないと思う。誇大に，あるいは事実を歪曲して恐解してい

ることもあるだろう。それらは全く私の責任である。しかしながら，この新潟地威の

さまざまな教訓を生かして，まことの防災都市建設への意欲が，国民の戸としてわき

起之り，ひいては日本の都市の全部が，工業災害とか人災とかで悩むことのない，完

全防災都市となる計画が，どしどしたてられることを望んでやまなL、。

また，それをやるのはいまをおいてないのではないか。

日本の 4大工業地帯はじめ臨海部市の大部分は，明治半ば以来，沖積地にその下町

をのばし，あるいは臨海性を尊ぶところから埋立てをし，工場地帯づくりをくりかえ

してきた。そして，はじめにも述べたように，今後も新産業都市等の計画にみられる

ように，臨海工業都市はますますその数をまし，大規模化してゆこうとしているので

あるから。

（法政大学文学部助教授，人文地理）

（引用注）

1 ）地震から数日たって落清いた頃に出た週刊誌では次のようだ。たとえば『週刊

競売』 7月 5日号「むかしの砂丘地帯も意外に被害が軽微でJ, ・・というよう

になった（同誌， 「通用する教訓，通用しない教訓」 22～23頁）。また 6月19日読

売紙上では， 「地図は知っている，安全だった古い砂丘の町」のテーマがある。

しかし国民の大部分は第一報の「砂丘都市の悲劇」の強烈な印象に押されて誤解

したまま の者が多いのではないだろうか。

2）文政12年（1828）新発田領内では「田畑地制砂吹出場 281I町余，演主主，半演家

2,375軒」等が出ているし，長岡領内では 「手負死人其数不知，何れも逃出し， 行

先地面割，砂を吹上，老若男女とも足を挟み，泥水を吹出し，往来成兼，其上火

之粉を吹立て」た。 （発信は越後国三条より。大日本地震史料， 530～531頁）。

かなりの被害の記録だということができ ょう 。特に引用 したのは，今回の新潟地

震の特徴のひ とつとしていわれた地盤の流動化現象あるいはFイッ Fサンド現象

をほうふつとさせること一一一つまり ，これは今に始まったことではないことをい

いたかったわけである。

3）北陸諸県の日本赤十字と災害対策本部が，地震のすぐあとに資材，医薬品と用

員をすぐに派遣した，それである。その早手まわしは実にすばらしL、。

4）名古屋港そのものは地盤高が高いので助かったが，背部が低いので，臨港線が

その部分で水没したことを指すのだと思 う（筆者注）。

5）国淵寿郎 「伊勢湾台風と名古屋港」，『月刊名古屋港』， 1954年11～12月合併号。
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6）『週刊朝日』，7月3日号， 18頁では， 「ひきず り出せても地面が亀裂していて使

えない」 とある。

7）地質学では世界的に沖積層の研究が盛んになってきている。 しかし土木 ・建築

関係では，普から地盤調査を重視しない傾向があった。そのうえ，地質学者のこ

の方面での発言力は非常に弱かった。地質学者は，…・・・岩石が，ー ー泥になって

どういう状態にあるか等の研究はあまりやらなかった（東大震研森本教授，毎日新

聞，18日）。

（参考文献）

当時すなわち 6月17日以降の日刊新聞，週刊誌などを主として利用したが，引用し

たものは本文参照。それ以外，まだまとまったものは入手できていないが，たとえ

ば，既刊のものでは次を参照。

工業技術院地質調査所 『新潟地区地盤沈下調査報告苫』，「浅層地質綴第 11欠報告」，

1960. 

新潟県 『新潟の地盤沈下』第 2輯， 1962年 3月。

第 1港湾建設局 ・新潟県 ・新潟市．『新潟の地盤沈下』第 3輯， 1963.

中野尊正 ・武久義彦．「新潟の地盤沈下」，『地理学評論』， 33巻， 1号（1960), 1～ 

？頁

〔後記〉

新潟の石油精製所と臨港地帯民家の火災の火元は，従来昭和石油の大FγF群とさ

れていたが，それはそのままおさまり ，地震後2～3時間たってあらたに「昭石と墳

を接する三菱金属 ・新潟アスファノレ トの3社の境目あたり」から火が出て（第 2発火

点）．それが住宅をも焼いた，という説が有力になった。そうすれば「火元は昭石」と

いう常識的ないい方は，火元が完全に解明される時まで 「お預け」とした方がよいと

思うので，そのように本文をも読みかえていただければ幸いである。（1964.7.28)
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