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オリンピック放送雑感

甲府 旧友会

会長 萩原幸造

今年の夏は梅雨空が長く梅雨明けと同時に猛暑日の連続でしたが、会員の皆さんお変わり

ありませんか。来年 2020年は東京で 2回 目のオリンピックの年です。会員の中には前回 1964

年 (昭和 39年)の東京大会の中継放送に参加された方も居ますが、殆どの方はテレビ放送で

楽しんだことと思います。私も入局 6年 目で、職場と家でオリンピック放送を楽しみました。

オリンピック放送で忘れられないのは女子バレーの決勝,日 本対ソ連戦です。

「東洋の魔女」と言われた日本チームの主将は我が山梨出身の河西昌枝選手、順調に決勝に

進み強敵ソ連との試合、実況担当は鈴木文弥アナウンサー。当時は 3セ ット制で、セットカ

ウント1-1で迎えた第 3セ ット、日本 リー ドでマッチポイントになった時のアナウンス「い

よいよ金メダルポイントであります」その後ラリーが続き,そ の都度何回か「金メグルポイ

ン ト」とアナウンスしたのが伝説のオリンピック中継 となり今でも耳に残っている。日本中

が金メダルに沸いた時の視聴率は史上最高の 85%と いう驚異的な数字でした。

その他体操競技で山下選手の跳馬、当時競技の難易度の最高がCラ ンク、その上だと「ウ

ル トラC」 なる造語をアナウンスして定着させるなど、オリンピック放送では今も記憶に残

る名場面,名 アナウンスが多い。

一方、オリンピックの年は山間部でも鮮明にテレビが視聴出来るよう全国で中継放送所の

建設ラッシュでした。甲府局は坊ヶ峰放送所からの電波を市川大門,下部,身延と受け継ぎそ

の地域に放送するサテライ ト局が誕生。通称オリンピックサテと言われ当時は開局後一定期

間を交替で有人監視する業務があり、末端の身延サテ局に先輩と2人で勤務、門前町の旅館

に泊まリロープウエイで通動した初めての中継放送所業務は懐かしい思い出です。

番組面ではオリンピックを契機に中継機材の開発が急ピッチで進められ陸上競技、水泳な

どに画期的なスローモーションVTRが 導入され、マラソンにヘ リコプターを使っての完全

中継が実現され 日本選手で唯一国立競技場に日の丸を掲揚 した円谷選手のメダル獲得に歓

声があがった。

前回のオリンピックから半世紀余 り、放送技術の進歩には目覚ましいものがあります。来

年の東京大会にはどんな中継機材・手法で放送されるか、こちらもまた楽しみです。いずれ

にしても私ども会員の皆さんは 2回の東京オリンピック放送を楽 しむことができる恵まれ

た世代です。

2020年、元気で東京オリンピックを大いに楽しみましょう。
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特別寄稿 甲府放送局

局長 辻村 和人

甲府旧友会の皆様、お元気ですか。 日頃より大変お世話になつております。今年は、甲府

放送局がテレビ放送を始めて60年の節目の年です。 1959年 (昭和 34年)ですから、

前回の東京オリンピックの 5年前になります。テ レビと共に歩まれた60年の日々。 1日 友会

の皆様はどんな思い出をお持ちでしょうか。皆さんの寄稿を読むのが今から楽しみです。

2020年 の東京オリンピックの開幕まで、あと9か 月となりました。競技が行われるの

は、東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、山梨、静岡、福島、宮城、北海道の 10都道県です。

山梨県では、開幕翌日の 7月 25日 と26日 に、自転車ロー ドレースの男子と女子の競技が

それぞれ行われます。東京の 「武蔵野の森公園」をスター トし、神奈川県、山梨県の道志村

と山中湖村を通って、静岡県の「富士スピー ドウェイ」まで、男子 234キ ロ、女子 137
キロのコースで争われます。56年の歳月を経て、再び開かれる「東京オリンピック」と「パ

ラリンピック」を競技開催地で迎えられることは、本当に幸運なことだと感 じています。そ

れは、甲府放送局の職員、スタッフ全員の思いでもあります。

山梨県は東京に近いこともあって、外国の各競技の選手が事前合宿を行 う「ホス トタウン」

が数多くあります。県内の市町村の三分の一を超える 10市町村がホス トタウンで、そのう

ち 9つが、フランスの様々な競技のチームの合宿地です。ぶどうとワインの産地という共通

点からですが、甲府放送局では去年の 10月 から、フランスの言葉と文化を学ぶコーナー「カ

ウン トダウン2020 ホス トタウン山梨」を、夕方の地域番組 「Newsか い ドキ」で毎

週火曜 日にお届けしています。この秋には、ホス トタウンとなっている県内の市町村をめぐ

るキャラバンを「かい ドキ」でお伝えする予定です。オリンピック開幕の約 1か月前の6月

27日 と28日 には、聖火リレーが山梨県にやってきます。山梨県の皆様の記憶に残る聖火

リレーとなるよう、生中継を含めて、たつぷりお伝えしたいと考えています。そして、 7月

の東京オリンピックと8月 のパラリンピック。山梨県ゆかりの選手たちの活躍とそれを応援

する県民の皆様の姿を存分にお伝えすべく、万全の準備を進めてまいります。

甲府放送局が甲府駅北口に移転 して 7年が経ちました。このところ国内の企業では、働き

方の多様化や IT技術の進展で、効率的で働きやすい「スマー ト・オフィス」を導入すると

ころが増えています。甲府局でも全国の放送局に先駆けて、放送部、技術部、企画編成部の

各部に分かれていた 2階のフロアを一体化し、機能別に4つのゾーンにまとめるレイアウト

変更を進めています。 8月 から少しずつ改修を行い、 10月 には本格運用が始まります。協

会貸与のスマホが内線電話代わりとなり、どの席でも仕事ができる「フリーア ドレス」が実

現します。甲府放送局はこれからも時代の変化を先取 りし、「公共メディア」としてチャレン

ジを続けてまいります。ご支援 とご協力をよろしくお願い申し上げます。

，
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第 I部 テレビがニューメディアだつた時代

テレビローカル放送始まる

保坂 弘

昭和 34年 9月 に、甲府局でも総合テレビジョンが放送開始となり、まず、正午と夜

7時のローカルニュースが編成されました。ニュースの最後は天気予報のコーナーで、

この担当となりました。

ラジオ時代からの天気予報は、甲府地方気象台の提供で、これを字幕化したのです。

県内の風景写真をプロの写真家、韮崎市の瀬田千作さんや、甲府市伊勢町の畑野基さん

等、10人程に撮っていただき、テロップ大のスチール写真にして提出してもらいまし

た。

文字は「晴れのちくもり」など、予報を簡略化 したものを、数多く作 り、これに気象

台との約束 した番号をつけて準備 しました。風景写真に、この文字をスーパー して、放

送したものです。

昭和 35年、新年度には、何かローカル番組が作れないか、放送部で話合いました。

しかし、カメラマンなどスタッフが手薄でした。結果的には、スチール写真で、山梨県

内にある5つの国宝と、数多い文化財を紹介する事になり、番組は私が担当になりまし

,,
′_。

当時、県庁広報課のカメラマン河内さんに撮影をお願いして、解説は、県文化財審議

委員の伊藤祖孝さんが当たりました。毎週 3人で県内の寺や神社などを回って取材 しま

した。

当時、テレビは昼休み時間があって、毎 日午後 2時には放送が終 り、午後 5時のニュ

ースから夜の放送が再開されました。そこで午後 2時から、必要とする分量だけ放送し

て番組を終わるとい う自由なものでした。これは毎週木曜日に編成されました。

写真はテロップとして、1回 30枚から40枚を使い構成 したのです。写真が出来上

がるとスタジオで伊藤さんが写真を見ながら説明をして、これを録音して、そのテープ

は飯田町のスタジオに置き、私はタイ トル文字やテロップ写真だけを持って坊ケ峰に行

きます。

坊ケ峰ではこの写真を5枚づつ収めるホルダーに入れて、放送開始時間を待ちます。放

送が始まると、飯田町のスタジオで技術さんが録音テープをスター トします。私は解説

に合わせてホルダーを左右一枚づつ順に引きだしていく簡単なもので、電子紙芝居でし

た。生放送ですからホルダーを引きだす順番を間違えると大変です。あわてて差し戻す

失敗も何度かありました。

しかし、これが、山梨のローカル番組のスター トだつたと、今思 うと感慨もあります。

甲府テレビ開局 60周年特集
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当日、新宿駅で母と落合い、国立競技場に行きましたが、当然のことながら会場は超

満員。大歓声に包まれながら、マラソン競技で、 1位になったアベベ・ ビキラ (Abebe

Bikila)、 3位になった円谷睾普選手が競技場に戻って来るのを、この目でしかと見届

けました。

長い人生のなかで、この日が、忘れられない母との一面だったと、今でも沐み心みと

思い出しています。

余談になりますが、オリンピック開会 日 (昭和 39年 10月 10日 )の直前の 10月
1日 に東海道新幹線が開業。その二週間ほどまえ、報道関係者が新幹線に試乗させても

らうことになりました。私もその一員として、これに加わることができました。試乗区

間は東京 一 名古屋間。列車はテス ト運転のため、時々止まったりして、名古屋まで 3

時間ほどかかって着いた記憶があります。

あれから55年。歳月の須実なることを痛感 してお ります。

還暦を迎えたテ レビ

角井雅好

私がNHKア ナとして産声をあげたのは、昭和47年初任地の甲府局でした。当時、

毎日のローカルニュースは、緊急時以外は顔出しはなく、テロップの字と、写真で賄わ

れていました。まるでラジオニュースの読みに画面を付けているような印象でした。今、

ふ り返ってみると、信 じがたい時代です。でも、こんな状況はアッと言 う間に終わり、

ニュースのバス トショット・中継・企画 リポー ト・アナログ・地デジ・ハイビジョン・

BS/CS・ 4K8K・ ・・想像を絶するスピー ドです。入局当時は考えられない「放

送の世界」でした。

そんな中で、私の勤務地も北海道 。東北管内や名古屋 。東京アナウンス室を経て、甲

府で卒業を迎えました。私は今 69歳、甲府で夫婦生活を送 り、子供達と孫 4人 ととも

に生活 しています。来年は 70歳、あと何年元気で楽しい生活が送れるのか、ウォーキ

ングを楽しみながら・・・。
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甲府放送局でテ レビが始まつて間もないころ

上條行雄

私は昭和 32年に、甲府放送局の放送劇団第 9期研修生となり、週に 3日 間ほど、午後

5時半から9時半ごろまで、飯田にあつたNHKに 出入りし、PDやアナウンサーから

レッスンを受け、ラジオの番組に出演 したり、効果音を作って、青春時代をラジォとと

もに過ごしてきました。電話がないので、局から電報で呼び出されると、ボロ電で駆け

付け、終電に間に合わないときには、ハイヤーで送ってもらいました。

昭和 39年の東京オリンピックの年に、PDの 一人から「局で中継車が配備 される予

定で運転手を募集 しているが、局で働 く気はないか。」と誘われて、放送部長や総務部

長の面接を受け、中継車が配備されるまで放送部でニュースデスクの補助をしていまし

た。冨士原局長が遊び上手で、長野、新潟 3局対抗野球大会の折には、日本舞踊をやら

され、宴会の肴にされたこともありました。

坊ケ峰放送所の麓には、技術職員の宿舎があって、甲府から職員を坊ケ峰まで送 り迎

えしていた当時、テロップや写真をタクシーやジープで運んで、送出していました。

ニュースデスク補助は、電話交換手がいて、1日 3回、富士吉田、大月、韮崎、塩山、

鰍沢の通信部から送られてくる、ニュース原稿を書き写すことや、時間の空いた時には、

テロップを書く練習をしていました。写植機のない時代で、手書きでノルマルや、スー

パーを作るのでした。細井画伯がベ レー帽をかぶ り、指導 してくれました。

ポラロイ ドカメラが配備 される前は、現像室 (暗室)に入り、写真の現像・焼き付けも

経験しスチールカメラの取り扱いなど、学ぶことが多かった時代でした。

車両班に移ってからは、トヨタのランクルや三菱のジープで、受信状況調査や送信所

(サテライ ト)建設調査で全県下を隈なく移動 し、民宿や温泉旅館に泊まり歩き、民宿

の有料テレビでは、針金でループアンテナを作 り、盗聴したのも、今となっては懐かし

い思い出です。

アベベが・・、円谷が・・

～オリンピックの思い出～

内藤朋芳

2020年 の東京オ リンピックが目睫に迫 りました。

1964年 (昭和 39年 )の東京オリンピックのとき、私は当時まだ千代田区内幸町

にあつたNHK放 送会館で、国際局報道部に属し、海外放送 「ラジオジャパン」の英語

ニュースの原稿の作成と編集の仕事に携わっていました。

世紀のビッグイベン トなので、なんとかこの機会に競技の一部でも参観 したいと思い、

苦労して国立陸上競技場でのマラソンの当日の券を手に入れることができました。因み

にマラソンコースのスター トとゴール地点は国立陸上競技場でした。

田舎の母にもこのイベントを見せたいものだと思い、入場券を 2枚購入 しました。

４

●
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送設備の工事には甲府市内の旅館から局のジープで通 うこととなりました。

主な仕事は、TV送信機や、その周辺設備の組み立てで、製作メーカーである東芝の

社員とともに作業が続きました。

しかし、この月の 14日 に台風 7号が山梨を直撃、旅館にいた我々の部屋の外窓が強

風でしなり、いまにも屋内へ倒れ掛かるような状況になつたため、H君が手で押さえた

瞬間、ガラスが割れ、H君は手を切ってしまいました、幸い、重傷ではなく、ほっとし

ましたが、ひやっとした瞬間でした。

この間、真夏の工事で汗をふきふきの作業でしたが、ある日は放送機室 (2階 )の床

に巨大なムカデが出現、私を含めて、今までムカデを見たことのない連中で、特にH、

T両君は面白がつてリノリュウムの床に、それぞれ一匹づつビニールテープで張 り付け

て遊んでいましたが、山梨育ちのS君に注意され、慌てて処分 していました。

なんやかや、いろいろありましたが、昭和 34年 9月 18日 、無事開局にこぎつけま

した。

小生は、その後、県内のTV、 FM中継局の工事、保守で、昭和 57年まで甲府、そ

の後、東京・甲府‐千葉と転々としましたが、定年後は「坊ケ峰」の見える石和町で暮ら

しています。

坊ケ峰を見るたびに、巨大ムカデを思い出し、ぞっとしています。

しかし、あれから60年 !ボーット生きてきたような気がしています。

くだらない話で申し訳ありません。

坊ケ峰放送所勤務の思い出

千田雅夫 (川越市在住 )

昭和 34年に入局、2か月の新卒研修が終わって、もらった辞令が「甲府放送局技術部

坊ケ峰放送所駐在」だった。

当時、放送所はまだ工事中で、舎宅もまだ出来ていなかったので、坊ケ峰勤務者は当

面、市内の旅館 (万集閣 ?)に宿泊 し、朝夕、ジープで放送所まで送 り迎えをしてもら

った。

開所当初は今のようにテレビは終 日放送ではなく、昼間数時間の放送休止時間があっ

た。

また、当初は自家発もまだ整備されてなく、時々停電になると送信管の過熱防止のた

めにキャビティの扉を開け図面入れのケースで煽ったりしたこともあった。また、ある

時は地中に埋設 されていた電話線がブル ドーザーで切断され急遠代用線に切 り替えて

放送したこともあった。

また、ローカルの天気予報は放送所から放送されるFSS※の画面に合わせて甲府局

からアナウンサーが音声をながす仕組みでした。 (※ FSS=テ ロップ送出装置)

後程フィルム送像装置が配備されてからは、ニュースフィルムをカメラマンが毎日車

で放送直前にもちこみ、滑 り込みで放送に間に合わせたことも何度かあった。したがっ
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第Ⅱ部 坊ケ峰テレビ放送所勤務の思い出

坊ケ峰テレビ放送所は昭和 34年の開局時から昭和40年まで有人放送所として

技術職員が勤務 していました。その当時の思い出話を寄稿 して頂きました。

調査で温泉付 き、良か つたですね ′

真砂 武 (姫路市在住)

小生は、昭和 34年 8月 に甲府技術部坊ケ峰放送所に赴任 しました。

スキー等に遊び惚けていたせいか、甲府勤番として初の現業勤務に就くことになりま

した。翌 9月 には総合テレヒ (VHF-1チ ャンネル)の放送が始まり、運用・保全に

努めてきました。

そんな折 り、本部から「甲府局の放送サービスエ リア図を作れ」との調査依頼が来ま

した。本部では、テ レビの全国展開から置局計画の資料作 り等に携わっていました。ま

た新 しくなった東京タワー局の官庁検査などにも駆 り出された経験もあってか、主要機

材が支給され、後はすべて任せるとのことでした。

測定車に受信アンテナやバッテリ電源の搭載、機器の固定等と大変でした。電界強度

測定器は出力を記録計に接続、各測定点では 50メ ー トル程度移動させて、そのレベル

変化を描かせ、50%値 を割 り出しては地図上にプロットします。その集積で描かれた

のが電界強度別に表示 したサービスエ リア図です。

余録が付いて、湯量豊富な川浦温泉やぬる湯の下部温泉など信玄の隠 し湯を巡ること

ができ、実にラッキーでした。

技術屋は堅物、思い出もこんな処でしょう。

なお小生は、その後 4年のお勤めを終え、東京オリンピックの準備が進む、放送セン

ター建設本部の統括部に移らさせて貰いました。

甲府にテ レビ局ができてか ら60年 もたつのか ′

柏村光雄

前住所の横浜から甲府に向かうため、新宿から蒸気機関車に曳かれた客車の窓辺に

(前任部署「技術現業局整備部」の仲間が見送 りにきて差し入れてくれた)冷凍蜜柑の

網袋を置き、笹子駅でのスイッチバックを物珍 しく経験 しながら、 トンネルを潜 り、汽

車の吐き出す煤煙で顔やシャツのエ リを黒くよごして、飯田町の木造 2階建ての甲府放

送局に着いたのは昭和 34年 8月 の暑い日でした。

甲府のテレビ放送開始のため集められ着任 したメンバーのうちT君、H君 とは同年輩

のよしみで、以後、何かと一緒の行動することになりました。

TV放送所の位置する「坊ケ峰」の麓の社宅は未完成のため、同じく建設中のTV放
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番古い記憶として残っています。

翌年に東京オリンピックがありました。坊ケ峰は電々回線の受け口なので画像が一番

鮮明と云うことでテレビモニターの前にフィルムカメラを据えて、PR用写真の撮影を

命 じられました。開会式が東京ではカラー放送される事に興味はあったものの、オリン

ピックには何の関心も無かったので、女子バレーボールの河西昌枝が山梨出身の有名人

ということも全く知らず、入場行進の彼女たちを写さなければとの意識もありませんで

した。後日、甲府の街中で見た報道各社の速報写真には、当然、彼女がしつかりと写さ

れていました。私の撮った写真は多分使い物にならなかったでしょう。

もう一つの失敗に、選挙の街頭遊説のニュースで音声を止める事故がありました。本

当は街の背景音だったのかも知れませんが、民放のコマーシャル音が混入 していると思

ったので音声を切 りました。紙での記録は無くしてしまいましたが、技術部の方の計ら

いで事故扱いにはならず、逆に表彰して貰ったことを忘れ られずに憶えています。

私の新人時代

梅津 勲

本部での新採研修を終 り、甲府放送局技術部に挨拶 した後、ジープ (ト ヨタの四駆車

で当時の愛称で青ジープ、担当は深沢さん。他に赤ジープと呼んでいたウィリスジープ

があり山中さんが担当でした。)に乗せて頂き、坊ケ峰放送所に初出勤 しました。快晴

のもと、真新しい送信鉄塔が銀色に輝やいて迎えてくれた事を憶えています。

当時は、天野所長の下に、古谷野係長以下、6名 の先輩職員が勤務されてお り、そこ

に新人として私が配属された訳です。昭和 35年 6月 4日 でした。

坊ケ峰放送所開局後まだ 1年末満で、一般家庭にはまだTV受像機が珍しかった時代

で、坊ク峰への見学者が絶えず放送機室の外側にある見学者廊下には多くの人が訪れま

した。敷地の外には見学者をあてにしたおでんやさんの茶店もありました。

放送装置は全部が真空管式で、映像・音声送信機の終段には金属製のラジエターを有

する大形の強制空冷送信管が使用されており、キャビティという金属製の同調箱の中に

収められ、陽極には 4千ボル トの高電圧が印加 され、放送機の威容に圧倒されました。

放送機器が真空管式から固体化に替わった今では、当時の放送機はまるで生き物でSL
のようだったと思い出されます。

放送番組は電電公社のマイクロ回線により坊ケ峰に直接引き込まれていました。

放送装置は故障も多く、現用機のみの一台方式の状況でしたので、停波事故もあり、

放送休止時間には故障時に備えての緊急送出訓練や、週 2回の宿泊勤務は定期保守と緊

急保守で徹宵になることも多かったです。真空管の不良や、部品の焼損等、故障はしば

しば発生しましたが、新人の私にはその都度、勉強の場となりました。

開所当初は、VHF‐ 2chで 放送 していましたが、昭和 36年、チャンネルプラン

の変更に伴いVHF‐ lchに変更されましたが、東京とオフセット式同一チャンネル

だつたため、同一チャンネル混信が関東圏に予想外に発生し、県内でも白根町 (現南ア
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て大雪の時は間に合わなかったこともあった。

また、放送終了後、泊り勤務者は保守点検整備を行 うのが常でしたが、毎日の保守点

検項目を、係長の古谷野さんがきめ細かく作成 してくれていたのには、今、思い出して

も頭が下がる思いです。

また、坊ケ峰は高台のため甲府の街の夜景がみられるというので、時々甲府の街から

夜遅く車で上つてくる人も良くありました。

私は 38年の定期異動で東京に異動 となりましたので教育テ レビの開局には携わる

ことはできませんでしたが、坊ケ峰放送所は最初の赴任地でもあり今でも数々の思い出

が胸に深く残っています。

坊ケ峰放送所の思い出

北原繁義 (横浜市在住 )

私がNHKに 入局して最初の赴任地は甲府放送局の坊ケ峰放送所でした。

勤務 して驚いたことは、機器の真空管が多くて扇風機を廻して冷していました。日に

三回のデータ取 りに、ベテランの先輩が物凄いスピー ドで読み上げるメータの数値を記

録用紙に記入するのが大変でした。この頃のテレビ番組は、甲府局でつくられたフィル

ムによるニュースが主で した。

公休 日には下りの定期便で甲府市内に出かけ、食事や買い物をしたり、野球部に入つ

ていたので、皆さんと早朝、野球の練習をしたりしていました。当時の局長さんが監督

をされていましたので、四局 (新潟、長野、松本、甲府)対抗試合のア トラクションで

武田節の日本舞踊を披露するために、踊 りの練習をしたことが懐かしく思い出されます。

放送所に勤務 した三年間に、教育放送機が入り、その後間もなくして無人化され、全

員が放送所から甲府放送局技術部に移 りました。

二,三年前に坊ケ峰放送所に車で訪れました。寮はなく、あの頃大きいと思っていた

放送所の建物が小さく感 じられました。技術の進歩により、不安定な真空管から半導体

に代わり、機械 と人が一体となって放送をしていたあの頃のことが懐かしく思い出され

ました。

失敗は記憶から消えない

安永啓― (東京都在住 )

甲府ってどうやって行くの
'で着任した坊ケ峰は三食賄い付きの宿舎に、通勤は車で

送迎と、今思えば恵まれた初任地でした。

設備の障害の記憶は少なくて、一度だけ宿舎からの崖道を駆け上がったことを憶えて

はいますが、何のためだつたのか思い出せません。

ケネディ大統領暗殺が報じられた最初の日米衛星中継を明けの勤務で見たことが、一
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