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会員寄稿

場

寛

之

ドは３００ｂ／秒ほどであった
が、それが今や光ブロードバン
ドサービスの登場により各家庭
でも２００Ｍｂ（２億ｂ）／秒
のサービスが受けられるように
なり（この三十年間で約六十七
万倍ものスピードアップ ）、こん
な未来（現在 ）が訪れるなんて 、
果たして学生時代の私に想像が
できただろうか？ そしてこれ
から先、電気通信はいったいど
こまで進化していくのだろう？
現物と違わないリアルな３Ｄ立
体映像が光ファイバーで配信さ
れるようになったり、もっと先
の時代には夢の「テレポーテー
ション」まで出来るようになっ
てしまうのだろうか？未来の電
気通信、考えただけでワクワク
して く る 。
一九八五年、日本電信電話公
社が民営化され、日本電信電話
株式会社（ＮＴＴ）に生まれ変
わっ たこの年、私は弘前大学に
入学 した。理学部・物理学科に
所属 し、自然界の普遍的な法則
を学 ぶ傍ら、幼少時代から無類
の音 楽好きが高じて海外のロッ
クや ジャズに憧れながら音楽漬

（ 平成 元 年
理学 部 物理 学 科卒 業 ）

橋

「電 気通信」 に
夢を 託して

「時間と空間（距離）を越え
られる手段 」・・・そのひとつの
答えが「電気通信」である。電
話や電子メールを使えば、たと
え地球の裏側にいる友人でも今
すぐに連絡が取れる・・・これ
が「電気通信」の成せる業であ
る。私が学生時代（一九八〇年
代後半）には、電気通信といえ
ばまだまだ「黒電話」が一般的
であったが、あれから二十年以
上が過ぎた現在、光ファイバー
網の整備によりひかりブロード
バン ド サ ー ビス が 急 速 に 拡 大し 、
アナログ電話からひかり電話、
携帯電話からスマートフォン・
タブレット端末への世代交代が
進み、さらには技術の進歩とと
もにインターネット関連のサー
ビスも多種多様な発展を遂げ、
いつでもどこでもネットで動画
を観たり音楽を聴いたり、ネッ
トでショッピングも当たり前の
時代 となるなど、昨今の電気通
信を 取り巻く環境は物凄いスピ
ード で 変 化 を遂 げ て い る 。
アナログ電話線を用いてパソ
コン 通信が始まったのが一九八
〇年 代早々、当時の通信スピー

けの毎日を送る学生であった。
その頃は、現在のようにネット
音楽配信やライブストリーム中
継などは存在せず、テレビやラジ
オ、そしてレコードが音楽を楽
しむ 最 も 一 般 的な 方 法 で あ っ た 。
しかし当時の弘前は音楽好き
の私にとってあまり望ましい状
況ではなかった。品数が豊富な
レコード店も数少なく、テレビ
番組も限られ、コンサートを観
るためには時間とお金をかけて
東京や仙台まで行かなければな
らず、経済的に余裕の少ない学
生は限られた中で自分の身の丈
に合った形で音楽を楽しむしか
なか っ た 。
音楽と物理学の探求に試行錯
誤しながらも大学四年となり、
「電磁気学研究室（佐藤幸三郎
先 生 ）」 に 所 属 し 、「 人 工 衛 星 画
像解析による岩木山周辺エリア
の積雪量観測」に関する卒業研
究に明け暮れていたそんなある
日 、理学部内の就職掲示版に「Ｎ
ＴＴ電報電話局施設見学会」の
掲示を偶然見つけた。当時、Ｎ
ＴＴに関する知識と言えば「電
話会社 」以外にはほとんど無く 、
それでも就職に向けた企業研究
の一環でその施設見学会に参加
することにしたのだが、それが
後々の私の人生を決定付ける出
来事 になるとは、まさかその時
には 思 い も しな か っ た 。
後日、ＮＴＴ施設見学会に参
加、 その際に配られたパンフレ

ッ ト 中 の 、『 ISDN : Integrated
』 という
Services Digital Network

聞きなれない言葉に目が止まっ
た 。『 ISDN
』 はディジタル化さ
れた通信ネットワークの事で、
今までのアナログ電話網に比べ
はるかに高速で高品質な通信サ
ービ ス が 提 供 でき る と い う も の 、
それを見た私は、『この ISDN
と
いうディジタル・ネットワークを
使って映像配信ができれば、弘前
に居ながら東京のライブコンサー
トを楽しめるようになるかも知
れない。音楽の新しい楽しみ方
を創れるかも知れない！』と途
端に興味が溢れ出し、ＮＴＴ入
社を 強 く 意 識 する よ う に な った 。
一九八九年四月、念願叶って
ＮＴＴに入社することができ、
私は「電気通信」を生涯の仕事
とする事を決意した。入社後は
社会人としての基礎、仕事の基
礎を一から叩き込まれ、必死に
仕事を覚えながら次第に日々の
業務に忙殺されるようになり、
いつしか音楽の世界とも疎遠に
なりながら、それでも将来は必
ず自分の夢（ネットワーク・ラ
イブ中継）を実現するために、
あきらめずにチャンスを待って
いた。そして入社から九年（一
九九八年 ）、世の中はマルチメデ
ィア全盛の時代を迎え、私は映
像配信サービス開発のプロジェ
ク ト に 配 属 と な り 、『 ISDNマ ル
チメ ディア会議システム多地点
接続 サービス』を全国展開する
仕事 に携わる事となった。まさ
に私 がやりたかった事であり、
夢の 実現に向けたスタートライ
ンに たどり着いた瞬間だった。
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そ れ か ら 間 も なく 、 ISDNで
最大 ３８４ｋ ｂｐｓ 帯域で の高
品質 な映像配 信が可 能なテ レビ
会議 システム が開発 され、 テレ
ビ中 継と同等 の３０ ｆｐｓ の映
像を ネットワ ークで 配信す るこ
とが 可能とな り、前 述の多 地点
接続 サービス と組み 合わせ る事
で最 終的に私 の夢で あった 『高
品質 ライブ映 像配信 サービ スの
提供 』に辿り 着く事 ができ たの
であ る。この サービ スは後 に国
際映 画祭や企 業トッ プの講 演会
中継 など幅広 いシー ンで利 用さ
れる ようにな った。
二〇 一〇年 四月、私 は青森 支
店に転 勤とな り、大 学を卒業 し
て以来 二十一 年ぶり に青森、 弘
前に戻 ってき た。本 当に久し ぶ
りの青 森と弘 前、当 時に比べ だ
いぶ街 並みも 変わっ ていたが 、
随所に 残る懐 かしい 風景が私 を
暖かく 迎えて くれた 。現在、 私
はＮＴ Ｔ青森 グルー プの一員 と
して法 人営業 の仕事 に携わり 、
安心・ 安全、 便利で 快適な光 ブ
ロード バンド サービ スをより 多
くの皆 様に便 利にご 利用頂く 事
をミッ ション に日々 の業務に 取
り組んでいる 。私はこれまで「電
気通信 」を生 涯の仕 事と位置 づ
け、自 分の夢 の実現に 向けて 多
くの事 にチャ レンジし てきた 。
これか らも「 電気通信 」を生 涯
の仕事として 、皆さんのために、
そして 自分の 新たな夢 の実現 の
ために 、チャ レンジ精 神を失 わ
ずにあ らゆる 事に取り 組んで い
きたい と考え ている。
平 成二十三 年度末 をもっ て、
物理理科学科 竹ヶ原克彦教
授、 物質創 成化学科 長岐 正彦
教授 、物質 創成化学 科 長 尾至
孝准 教授、 知能機械 工学科 牧
野英 司教授 の四名の 先生方 がご
退職 されま す。ご退 職の先 生方
にお かれま しては、 永年に わた
る教 育研究 活動、及 び同樹 会に
対す るご尽 力に対し 厚く御 礼を
申し 上げる とともに 、今後 益々
のご 活躍と 同樹会へ の変わ らぬ
ご支 援を宜 しくお願 い申し 上げ
ます 。なお 、各先生 方から 本学
部に おける様 々な思 い出や 出来
事に 纏わるお 言葉を 頂戴し まし
た。 在学時代 にお世 話にな った
先生 のお顔、 お言葉 に、当 時を
懐か しみなが らお読 み頂け れば
幸い です。

弘前大学での
十四年
竹ヶ原

克 彦

理工学研究科
（物理科学科）

平 成十年四 月に理 工学部 に着
任し てから 十四年、 多くの 教職

員及 び学生院 生に支 えられ て無
事定 年退職に 至りま した。 皆様
のご 厚情に感 謝致し ます。
私と 同樹会 との関 わりは、 卒
業祝 賀会に出 席する くらい なの
です が、思い 出を書 くよう にと
のこ とですの で、理 工学部 の学
生諸 君に対し て日ご ろ感じ てい
る印 象を一言 。
学生 諸君の 人生の 一大事、 例
えば 卒業後の 進路決 定とか 、に
於け る意思決 定プロ セスに たい
する 疑問です 。数回 の経験 です
が、 学生が相 談に来 て、ど うし
てそ う決めた のと聞 くと、 それ
なり の理由を 話して くれます 。
「どう してそ れがそ んなに重 要
なの、 むしろ これこ れの方が も
っと大 事で、 そうす るとこう 言
う結論 になる と思う けど」と 話
すと、びっくりした表情を示し 、
し ば ら く 考 え て 、「 な る ほ ど 」
と言っ て納得 して帰 ります。 簡
単に言 えば、 ものご との優先 順
位の付 け方が 、一寸 あるいは 大
幅にずれていると言う感じで
す。学 生諸君 には、 優先順位 と
いう概 念をよ く理解 し、その 付
け方に 関心を 持って 欲しいと 願
ってい ます。
それ では、ご 機嫌よ う。

私が 追 い 求 め た イ ソ

プレノイド分子たち

長 岐 正

彦

理工学研究科
（物質創成化学科）

同樹会の皆さん、こんにちは 。
物質創成化学科（生物有機化学 ）
の長 岐正彦で す。私 も二〇一 二
年三月 で長年 勤務し た大学を 卒
業しま す。
私は 、弘前 大学理学 部（化 学
科）の 一回生 です。 当時は、 一
回生と いうこ とで教 授陣も張 り
切って おられ 、授業 の進行具 合
など東 北大学 に準じ ていたと 聞
いてい ます。 後から 分かった の
ですが 教科書 （物理 化学以外 全
て洋書 ）も同じでした。その後、
東北大学工学研究科（修士課程 ）
を修了 し、一 九七二 年四月に 弘
前大学 教養部 に赴任 しました 。
この頃 は学生 運動が 華々しく 昼
休みに なれば アジ演 説が盛ん で
した。 私は、 化学の松 枝澄教 授
の下で 天然物 、特に「 ヨモギ 類
に含有 するセ スキテル ペンラ ク
トン類 の構造 決定およ びそれ ら
の生物 活性」 について 研究し ま
した。 普通は 、数㎏の ヨモギ か
ら数十㎎の結晶しか得られませ
ん。例 えば、 ヤマヨモ ギ約十 ㎏

から 数回カラ ムクロ マトを 繰り
返し、最終的に酢酸エチルを用い
た再 結晶によ り六〇 ～七〇 ㎎の
キラ キラ輝い た無色 柱状結 晶が
得ら れ、機器 分析を 進めて いく
うち に、これ らのセ スキテ ルペ
ンラク トン類は
Yomogiaretmin
や
Yamayomogininだ と 分 か っ
てき ますが、 小さな マッチ 棒の
軸の 様な結晶 が得ら れる瞬 間、
ある いは結晶 が析出 してく る瞬
間の 感動が忘 れられ ません 。結
果は 教授の勧 めで「 薬学雑 誌」
に投稿しました。やがて
（ 植物化学）も
Phytochemistry
含めてやっと六報くらいにな
り、こ れを纏 めて博 士論文に す
ること にしま した。 しかし論 文
を完成させようしていた矢先
に、指 導教授 が大学 を去るこ と
になり 、纏め ていた 論文が宙 に
浮くこ とにな り途方 に暮れて し
まいま した。 丁度こ の頃、教 養
部解体 の声が あがっ ておりま し
たが、 まわり の温か い支援の お
陰で、 私は東 北大学 の小倉教 授
（反応 研）の もとへ 内地留学 す
ること が出来 ました 。小倉研 で
はイソ プレノ イド類 を合成す る
酵素（ プレニ ルトラ ンスフェ ラ
ーゼ） の中で も、特 にファル ネ
ソール 等を合 成するの に必要 な
ファル ネシル 二リン酸 合成酵 素

(farnesyl diphosphate synthase)
の 遺 伝 子 組 み 換 え 酵 素
（ recombinant FPS
） を 用い た
研究が 盛んに 行われて おり、 私
もこの 酵素の 恩恵を被 ること が
かなっ て、多 くのイソ プレノ イ
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ド類 の合成を 行うこ とが出 来ま
した。 自分の中 では、 十数年 や
って きたセ スキテ ルペンラ クト
ンの構 造決定 から酵 素化学へ 研
究 テーマを 変え るのは若 干抵抗
があ りました が、今 後のこ とを
考える と賢明な 選択で した。 苦
労は しまし たが、 小倉先生 をは
じめ古 山、西 野両先生 （小倉 グ
ル ープで何 れも 東北大教 授）の
助け もありま して論 文もシ ャン
シャンと 受理さ れるよ うになり
まし た。こ れらの成 果を論 文に
纏め母 校であ る東北大 の工学 部
に 提出して 工学 博士号を 取得し
ました 。
今思い返 して も、私の 人生で
最も 辛かっ たのは、 この「 宙に
浮いた 学位論文 、教養 部廃止 、
留学 先での 両親の 死」がほ ぼ同
時に重 なって きた時 期です。 し
かし、一 番幸せ なのは 、内地留
学に より小倉 先生、 古山先 生を
はじめ 共同研究 のでき る仲間 の
先生 方を知 り得た ことです 。勿
論、現 在も共 同研究 は続いて お
り ます。ヨ ーロ ッパ各地 で隔年
ごと に開催さ れる国 際学会 に仲
間の方 々とご一 緒に参 加する こ
とが 出来た という楽 しい思 い出
もたく さんあ ります。
と ころで 、イソ プレノイ ドと
はイ ソプレン （炭素 五個の 小分
子）が連 結して 出来た 化合物を
総称 してい う言葉で 、この 連結
させる 酵素が プレニル トラン ス
フ ェラーゼ です。 イソプ レノイ
ドは揮 発性の 低分子 から車の タ
イヤに使 用され る高分 子の天然
ゴム まであ りますが 、私は 低分

子を 主に扱っ てきた ことに なり
ます。 一例を挙 げると 昆虫の 間
では 個体間 のコミ ュニケー ショ
ンを取 るため にフェ ロモンと し
て 多くの化 学物 質を利用 するこ
とが 知られて います 。そこ で、
酵素反 応により 、害虫 がコミ ュ
ニケ ーショ ンを取 る際に利 用す
る化合 物と類 似した物 質を害 虫
の 交信撹乱 剤（ 性フェロ モン様
物質 ）として 合成し て随所 に吊
しておけ ば、害 虫の交 信を撹乱
させ オスの メスへの 到達を 妨害
し、徐 々に子 孫を残せ なくさ せ
て 害虫を防 除（ コントロ ール）
するこ とが可 能にな ると考え ま
した。夏 の間中 、フェ ロモン様
活性 実験を 行うため に、お 借り
した黒 石のリン ゴ試験 場へ学 生
たち と通い ました 。本研究 は、
二〇〇 二年に 旭硝子 財団から 助
成を受けて行った実験でした
が、 二〇一一 年の陸 奥新報 に弘
前のリ ンゴ農家 でも、 今後フ ェ
ロモ ン剤と （有機 合成）農 薬と
を併用 させた 方法が 本格採用 さ
れ るという 記事 が載って いまし
た 。（ や は り 、 そ う い う 時 代 が
来たな！と思いました 。）
ま た、私た ちは、 多くの イソ
プレノ イド類 （例えば ハマナ ス
の 香り成分 であ るゲラニ オール
やフ ァルネソ ール） を用い て抗
菌活性試 験を調 査した ところ、
特に黄色ブドウ球菌や
MRSA
等のグ ラム陽 性菌によ く効き 、
さ らに複数 のイソ プレノ イド類
を併用 した場 合には 、飛躍的 な
薬効が期 待でき ること が分かっ
て き ま し た 。（ 勿 論 、 大 腸 菌 や

赤痢 菌などの グラム 陰性菌 に薬
効を示 すイソプ レノイ ド類も あ
り ま す 。） ま た 、 抗 生 物 質 と イ
ソプレ ノイド を併用 した場合 に
も 、優れた 効果 が見出さ れつつ
あ り ま す 。（ イ ソ プ レ ノ イ ド と
併用す ることで 将来的 に、抗 生
物質 の使用 量は、 これまで より
少量で済むのではないだろう
か 、 と 密 か に 考 え て い ま す 。）
「フ ィトン チッド 」という 言
葉を皆さんはご存じでしょう
か？ この正 体は「森 林浴」 など
でスト レス緩 和や心身 のリフ レ
ッ シュ効果 をも たらすと いわれ
ている 揮発性 のイソ プレノイ ド
類です。 町おこ しのた めに、イ
ソプ レノイ ド類（ハ マナス やラ
ベンダ ー）を用 いた生 活空間 の
除菌剤「 iSSOP
」
（イソップは 、
イソプ レノイ ドに因 んで名付 け
た も の で す 。） を 製 造 し 大 学 見
本市（二〇〇七 二
- 〇〇九年イ
ノベーション ジャパン）に出
展し て、ホ テル業 界、タク シー
業界お よび、 マーケ ット業界 等
で 好評を博 しま した。こ れらの
研究 のために 学生た ちとト ゲに
刺され 乍ら夢中 で鰺ヶ 沢のハ マ
ナス 採集し たこと等 今は良 い思
い出で す。
私 の中で は、研 究は楽し くま
だまだ「想い半ば」という気もい
たします が、定 年を迎 えること
にな りまし た。今後 は、自 由な
時間を 活用し て趣味（ フィト ネ
スクラブ、美術館巡り［それにし
ても Den Haag
の マウ リッツ ハ
ウスの〝 真珠の 耳飾り の少女〟
は忘れられません］、そして酒の

肴料 理）を楽 しみ人 生を謳 歌し
たいと 考えてい るとこ ろです 。
四 十年間 の在職期 間を無 事に
過ごす ことが 出来た のも、周 り
の 方々のご 協力 の賜物と 思って
おり ます。
最後に なりま すが同 樹会の皆
様の 、今後 のご発 展とご活 躍を
祈念い たしま す。

変 遷
長

尾 至 孝

理工学研究科
（物質創成化学科）

文 理学部改 組すぐ の弘前 大学
理学部 に入学し 、理学 部化学 科
を卒 業しま した。 数年他所 で過
ごした 後、理 学部化 学科から 理
工学部物 質理工 学科、 物質創成
化学科を経て定年を迎えまし
た。在 職中は皆 様方に 大変お 世
話に なりま した。 この場を 借り
て深く お礼申 し上げ ます。
在 学およ び在職 の間にい ろい
ろな 変化があ りまし た。今 それ
を思い 出してい ます。 入学し た
時の校舎は旧弘前高校のもの
で、入 学式は 今の図書 館付近 に
あ った講堂 で行 われまし た。講
義を うけなが ら太宰 治もこ の講
義室で受 けたの かな等 を思いめ
ぐら しまし た。卒業 の頃に 今理
工学部 一号館 と呼ぶ校 舎の一 部
が 出来上が り、そ の後数 度増築
され今 のロの 字の形 になりま し
た。一階 廊下で その痕 跡を見る
こと ができ ます。し かし見 た目

には 立派でも 、冬に はどこ から
ともな く雪が入 りこん でくる 有
様で した。 理工学 部になっ て二
号館建設、一号館の改修があ
り、今の形になりました。二号館
で使 う実験室 の図面 書きを 病死
した渋谷先生と三回しました
が、 最後は 原案通 りになっ たの
は残念です。見慣れましたが、あ
る 夕方教育 学部 裏でアウ シュビ
ッツ のゲート に似た ものを 見た
時には驚 きまし た。山 形大学で
は整 備され ていまし たが、 土塀
も無く なった のが寂し いです 。
百 二十名 が理学 部に入学 した
が、学 科は決 まって いません で
した。今 の二十 一世紀 教育に対
応す る教養 部の教養 教育修 了後
です。 皆で受講 したた めか、 今
でも みんな と交流 がありま す。
しかし 、今の 二十一 世紀教育 と
は異なり 、お慈 悲で何 とか進級
でき ましたが 、教養 部修了 の壁
が非常 に高く、 専門に 進級し た
者は 八十名 程でし た。
理工 学部にな って講 座制も な
く なり、目 的志 向性が強 くなっ
たた めか、基 礎分野 であっ ても
内容に 統一性が 失われ ている よ
うに 感じら れます。 また具 体的
な 根 拠 を 示 す こ と な く 、「 学 生
の ため」や 「学 生が」等 の言葉
を横 行させて いるよ うに思 われ
ます。時 代と共 に制度 、システ
ム等 は変遷 するだろ うが、 本質
を見失 わない ことが肝 要であ ろ
う。
最後 に理学 部同窓会 を基に し
た同樹会 の益々 の発展 、活躍を
期待 してい ます。
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十一年間を
振り返って
牧 野 英

理工学研究科
（知能機械工学科）

本学 の理学部 が理工 学部に 改
組 され、創 設間 もない知 能機械
システ ム工学 科（現 在の知能 機
械工学科 ）に平 成十三 年四月に
着任 しまし た。でき たばか りの
カリキ ュラムを 育てな がらの 指
導が 始まっ ていま した。
当時 、三年 生になっ たばか り
の学科一 期生と 初めて 出会い、
機械 設計の科 目で彼 らとと もに
テキス トと格闘 し、設 計が進 ん
で喜 んだと いう経 験が強く 印象
に残っ ていま す。半 年をかけ て
行 うこの課 題は 、たいへ んなだ
けに 達成感が あって 、技術 者と
して巣 立った後 にも活 きるよ い
経験 になっ ていると 思いま す。
研究 面では、 初期の 頃の学 生
諸 君といっ しょ に道具を 手作り
して 、実験室 を何も ないと ころ
から立ち 上げた ことも なつかし
い想 い出で す。科学 技術が 大き
く発展 したこ とにあわ せて、 ど
こ の研究室 も設備 ・装置 の近代
化が進 み、研 究環境 がよくな っ
て恵まれ た時代 になっ たと思い
ます 。しか し、既製 のもの を便

利に 使うだけ よりは 、研究 に必
要なも のを自作 してで も整備 し
てい く経験 の方が 、教育的 な観
点から は、よ り大き な実りを も
た らすこと もあ ると思い ます。
理 工 学部 就 職対 策 委員 長
学生 諸君に は、大 学にいる 間
に、覚 える勉強 から考 える勉 強
有 賀 義 明
への 切り換 えをし っかりや って
ほしい と思っ ています 。その た
就 職氷河期 の中で 最も就 職率
め に、卒業 研究 や修士の 研究は
が 低かった 二〇 〇〇年度 以降、
かっ こうの教 材であ ると考 えて
二〇〇七 年度ま では就 職状況は
やってき ました 。研究 を遂行す
緩やか に好転し つつあ りまし た
る中で「 WHY
と WHAT
を 忘れ
が、二 〇〇八 年九月の リーマ ン
ショッ クを契 機に、 それまで の
ないよ うに、 手の平に 書いて お
傾向 が反転 し就職環 境は厳 しく
け ば」と、 冗談 と本気半 々でよ
なり つつあ ります 。二〇一 一年
く言っ てきた もので した。こ れ
三 月十一日 には 東北地方 太平洋
らがある 程度で きるよ うになっ
沖地震が 発生し 、津波 による壊
て初 めて、 自立して やって いく
滅的な 被害、原 子力発 電所の 過
HOWが 身 に つ くのだ と 思いま
酷事故 、それ に伴う 放射線災 害
す。
等に よって社 会にも 大きな 影響
在職 中、本 学で勉強 をさせ た
が及 びつつ あります 。国際 的に
い若い人 材を発 掘する ために、
は、 EU
の経済危機、 TPP
の参
毎年 、北海道 の高校 を訪ね 歩い
加 問題、イ ラク 制裁決議 等々、
てきま した。訪 問先で 先生を し
政治・ 経済にか かわる 多くの 問
てい る本学 理学部 ＯＢにた びた
題に直 面しつ つありま す。こ う
び出く わし、 大きな サポート を
した中 、本学 全体の 就職率は 、
い た だ き ま し た 。「 弘 大 理 工
( ) 二〇 〇七年度 九〇・ 八％、 二〇
〇八 年度九 一・一％ 、二〇 〇九
学部 ＯＢです 」と言 ってい ただ
年 度八五・ 八％ 、二〇一 〇年度
くと、 ほんとう にほっ とした も
八五・四 ％とな ってい ます。
ので す。
大学院 博士前 期課程 への進学
今年 の正月に 、ある 卒業生 が
率は、二〇〇六年度三五・一％ 、
年 賀状に「 大学 での六年 間で学
二〇〇 七年度 三〇・ 三％、二 〇
んだことが財産になっていま
〇八 年度三 八・二％ 、二〇 〇九
す」と書 いてき てくれ ました。
年度 四七・ 五％、 二〇一〇 年度
教師 冥利に つきると いうも ので
四 二・八％ と推 移してい ます。
す。卒 業生が 、自信を もって さ
就職環境 と大学 院進学 率との関
っ そうと活 動して いる姿 を想像
連性に ついては 、就職 環境が 良
しなが ら、定 年後の 日々を過 ご
好な場 合には 早めに 就職しよ う
していき たいと 思いま す。十一
とす る学生が 増える ため進 学率
が低 くなり 、就職環 境が悪 化す
年間 、お世 話になり ました 。

ると 就職が思 うよう に行か ない
状況 を反映 して進 学率が高 くな
る 傾向があ りま す。
理工学部 の就 職率は、 二〇〇
六年度 九六・五 ％、二 〇〇七 年
度九七 ・四％ 、二〇〇 八年度 九
八・ 六％、二 〇〇九 年度九 五・
九％ 、二〇 一〇年度 九五・ 〇％
と推 移し、 大学院 博士前期 課程
の 就職率は 、二 〇〇六年 度一〇
〇％、二 〇〇七 年度一 〇〇％、
二〇〇 八年度 九八・三 ％、二 〇
〇九年 度九七 ・〇％ 、二〇一 〇
年度 九六・八 ％と推 移して いま
す。 理工学 部、理工 学研究 科と
もに 高い水 準にあ りますが 、最
近の就職 環境の 悪化を 反映して
やや低 下の傾向 があり ます。
二〇 一〇年度 の場合 、理工 学
部卒業生（二〇一一年三月卒業 ）
の就 職先は、 建設業 、製造 業、
電気 ・ガス ・熱供 給・水道 業、
情報通信業、運輸・郵便業、
卸・小売 業、金 融・保 険業、飲
食店・ 宿泊業、 公務員 、教員 等
でした 。また 、大学院 博士前 期
課程 修了生の 就職先 は 、
製造 業 、
情報 通信業 、電気・ ガス・ 熱供
給・ 水道業 、建設 業、運輸 ・郵
便 業、卸・ 小売 業、公務 員、教
員等でし た。就 職先の 比率は、
年度に よって 変化しま すが、 学
部の卒 業生に 関して は 、
製造 業 、
情報 通信業、 公務員 、教員 の比
率が 比較的 高く、博 士前期 課程
修了 生に関 しては 、製造業 、情
報通信業 の比率 が比較的 高いで
す。
出身 地域と就 職地域 につい て
は、二 〇一〇 年度の 学部卒業 生
の場合、青森県出身四一・四％ 、
北海 道出身 三〇・ 二％、東 京・
関 東出身五 ・六 ％に対し て、就

職地 域は、青 森県三 〇・八 ％、
北海 道一三 ・五％ 、東京・ 関東
二 九・三％ でし た。博士 前期課
程修了生では、青森県出身四
四・九 ％、北海 道出身 二一・ 八
％、東 京・関 東出身五 ・一％ に
対し て、就職 地域は 、青森 県一
八・ 〇％、 北海道四 ・九％ 、東
京・ 関東五 〇・八 ％でした 。学
部 卒業生の 場合 は出身地 域の地
元に就職 する傾 向が強 く、博士
前期課 程修了 生では首 都圏に 就
職する 比率が 高くな る傾向が あ
りま す。
二 〇一一年 度の就 職環境 は、
二〇 一〇年 度より も厳しい 状況
になって おり、 超氷河 期という
表現も 使われつ つあり ます。 最
近の就 職事情 として、 複数の 内
定を獲 得する 学生と 一つも内 定
を取 れない学 生に分 かれる 、二
極化の現象が指摘されていま
す 。就職活 動で は、コミ ュニケ
ーション 能力、 人柄、 仕事に対
する熱 意などの 重要性 がよく 指
摘され ますが 、内定を 獲得す る
ため には、な ぜその 企業で なけ
れば だめな のか、そ の企業 に入
って 何をし たいの か、将来 どの
よ うな仕事 をし たいのか 、将来
の夢は何 なのか 、こう した事項
につい て、自 分自身の 考えを 自
分自身 の言葉 で臆せ ずに熱心 に
語れ るかどう かが重 要なフ ァク
ター になり ます。
こ れから 就職活動 に臨む 学生
は、自分 で考え 、自分の 考えを
持ち、 何をやり たいの か、な ぜ
やりた いのか 等につい て自分 の
言葉で 熱く語 れるよ うに、普 段
から 主体的に 自律的 に自己 研鑚
を日 々積み 重ねて おくこと が大
切 と思いま す。

数理科学科

知能機械工学科

電子情報工学科

地球環境学科

数理科 学科
弘 前大学大 学院

七名

一八名

その他 、東北大 学大学 院、
九州 大学大 学院

物理科 学科
弘 前大学大 学院

その他、 東北大 学大学 院、

一二 名

一二名

大阪大 学大 学院、名 古屋大
学 大学院

弘 前大学 大学院

物質 創成化 学科

地球 環境学 科
弘前大 学大学院

その他、北海道大学大学院 、

二五 名

東 京工業 大学大 学院

電子 情報工 学科
弘前大学 大学院

その他 、公 立はこだ て未来
大 学大学 院、北海 道大学 大

三二名

学院、 東北大学 大学院 、筑
波大 学大学 院

知能機 械工学科
弘 前大学 大学院

平 成二十二 年度

理工学研究科
就職状況
分野別グラフ

地球環境学専攻

電子情報システム工学専攻

知能機械システム工学専攻

数理システム科学専攻
物質理工学専攻

平 成二十二 年度

物理科学科

理 工 学 部就 職 状 況 分 野別 グ ラ フ

物質創成化学科
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紙 上企 業 訪問

ナンバー １

清 二

同 樹会十 二号の 発行に際 し寄
稿 する機会 をい ただき光 栄に思
い ます。私 は化 学科物理 化学研
究 室に所属 し片 桐先生、 須藤先
生 、長尾先 生の 指導を受 けまし
た 。正直に 言っ て当時の 物理化
学 研究室は あま り人気が ありま
せ んでした 。特 に女子の 人気は
低 く男子だ けのユ ニーク な集団
で した。お 蔭様で 何人かと は今
でも お付き 合いを させてい ただ
いて おりま す。私 の希望は でき
れば 地元へ の就職 でした。 しか
し、地元の求人はほとんど無く、
仙台 、東京 、大阪 の説明会 へも
足を 運びま したが 意に沿う 会社
はあ りませ んでし た。半ば 関東
への 就職も 止む無 しと考え てい
た晩 秋、片 桐先生 から部屋 へ来
るよ うにと 連絡が ありまし た。
「弘 前市が 誘致す る企業で 化学
系の 学生を 募集し ている。 あな
たの 希望に 合って いるよう なの
で す ぐ に 行 き な さ い 。」 こ れ が
三十 年にな る会社 人生との 最初
の接 点でし た。半信 半疑で 部屋
を出 ようと する私に 「量子 化学

（昭和五十五年
理学部化学科卒業）

川 村

弘前航空電子株式会社

工場をめざして

(4)

をや っている なんて 言った らだ
めだよ。誰もわからないから。」
と旅 立ちへの アドバ イスを して
いた だいたの を今で も覚え てい
ます 。私が勤 務する 弘前航 空電
子株 式会社は 東京に 本社を 置く
日本 航空電子 工業株 式会社 が１
００ ％出資し ている コネク ター
の製 造会社で す。コ ネクタ ーの
説明 は省略し ますが 、流行 のス
マー トフォン をはじ め自動 車、
パソコン、家電製品、通信機器 、
産業 機器、新 幹線、 宇宙ロ ケッ
トな ど電気、 電子製 品のあ らゆ
るも のに使わ れてい ます。 製造
工程 を簡単に 説明す ると金属 プ
レ ス 、 め っ き （ 表 面 処 理 ）、 プ
ラスチ ック射 出成形 、組立と い
う順に なりま す。そ の製造に 必
要な金 型や設 備など の道具は 設
計から 製作ま で社内 で手がけ ま
す。私 の最初 の仕事 はめっき で
した。 コネク ターの 接点には 電
気を安 定に流 すため に金や銀 め
っきを してい ます。 腐食から ま
もるた めにい ろいろ な処理も 施
してい ます。 これら の皮膜や 処
理液の 分析・ 研究・ 開発、工 程
や設備 の設計 ・製作 を仲間と い
っしょ に行な ってき ました。 毒
劇物等 化学薬 品の管 理、職場 環
境の管 理、公 害防止上 の管理 も
重要な 業務で す。今は 現役エ ン
ジニア をリタ イヤし全 般の管 理
業務を 行って います。 現在同 樹
会メン バーが 九名いま す。私 を
含め理 学部卒 が三名、 理工学 部
卒が六 名です 。従業員 五百数 十
名のう ちの九 名ですか ら比率 的

には 少ないで すが、 いずれ も製
造（ 前述のプ レス、 めっき 、成
形 、 組 立 の 工 程 が あ る ）、 生 産
技術 （製造の 各工程 毎に担 当者
がお り新製品 、新規 設備の 立上
げ や 改 善 を 行 う ）、 金 型 部 （ 製
造で使用する金型の設計、製作 、
改 善 を 行 う ）、 品 質 保 証 部 （ 全
社の 品質保証 体制を 整備し 関係
部 門 と い っ し ょ に 実 施 す る ）、
生産 管理部（ お客様 からの 受注
をも とに生産 計画を 立て納 期通
りに 製品をお 届けす る）な どで
重要 な役割を 担って います 。製
品や電子基板の小型化、薄型化、
高機 能化がも の凄い スピード で
進んで います 。商品 のライフ サ
イクル はどん どん短 くなって い
ます。 コスト ダウン 競争が激 化
し海外 へ生産 をシフ トする会 社
が増え てきて います 。日本航 空
電子工 業株式 会社に おいても 売
上、生 産の半 分は海 外という 状
況です 。この 先日本 の製造業 に
おいて 、地方 工場は 生き残っ て
いくことが出来るのでしょう
か。し かし、 このよ うに先の 見
通しが 難しく 厳しい 状況だか ら
こそ我 々の真 価が問 われると 考
えてい ます。 お客様 のニーズ を
いち早 く形に して津 軽の地か ら
世界へ 最先端 のコネク ターを お
届けする。競争相手は世界です 。
多くの 理工学 部卒業生 が日本 航
空電子 工業（ 東京）で も活躍 し
ていま す。彼 らの力と 地域の 皆
様のご 協力の 下、弘前 航空電 子
はもの づくり ナンバー １工場 を
めざし ていき ます。最 後に、 同

樹会 の益々の ご発展 と会員 皆様
のご 健勝を祈 念して 筆を終 えさ
せて いただき ます。

平成二十二年度

理工学部卒業・
理工学研究科修了
祝 賀 会

平成 二十三 年三月 二十三日 に
例年 通り、平 成二十 二年度 理工
学部 卒業・理 工学研 究科修 了祝
賀会 の開催を 予定し ておりま し
たが、平成二十三年三月十一日に
発生し ました 東北地 方太平洋 大
地震に より中 止いた しました 。
理工学 部同樹 会では 、平成二 十
二年度 理工学 部卒業 ・理工学 研
究科修了祝賀会費相当分とし
て、義 援金二 十万円 を朝日新 聞
社を通 じて送 金いた しました 。
被害に あわれ た多く の方々に 、
謹んで お見舞 い申し 上げます 。

理工 学部学生 、理工 学研究 科
大学院 生は、 日々研究 活動に 努
力して います 。特に、 学会等 か
らの表 彰を受 けた学生 は以下 の
とおり です（ 平成二十 三年四 月
以 降 ）。 今 後 と も 学 生 の 活 躍 に
是非ご 期待く ださい。

■理工学研究科博士前期課程
（ 地球環 境学コー ス）一 年の
佐 藤和敏 君が、 ベストポ スタ
ー賞を 受賞。
■理工 学研究 科博士後 期課程 修
了生 の石田 水里さ ん（二〇 一
〇 年三月修 了）が 、学会 の優
秀 論文賞 を受賞 。
■理工学研究科博士前期課程
（知 能機械工 学コー ス）二 年
の石 郷岡将 平君が、 日本機 械
学 会若手優 秀講演 フェロ ー賞
を 受賞。
■理工学研究科博士前期課程
（知 能機械工 学コー ス）一年
の吉 原直洋 君が、日 本火災 学
会 学生奨励 賞を受 賞。
■理工学研究科博士前期課程
（知能機 械工 学コース ）二年
の鈴木 佑太君 が、計 測自動制
御学 会東北 支部優秀 発表奨 励
賞を 受賞。
■理工学研究科博士前期課程
（ 物質創 成化学 コース） 一年
の浅井 伸太朗 君が、 平成二十
三年 度化学系 学協会 東北大 会
優秀 ポスタ ー賞を 受賞。
■理工学研究科博士前期課程
（ 知能機 械工学 コース） 二年
の鵜沼潤 君が 、日本非 破壊検
査協 会新進賞 を受賞 。
■理工学研究科博士前期課程
（ 知能機械 工学コ ース） 二年
の 堀秀輔 君が、日 本金属 学会
二〇一一 年秋 季講演大 会優秀
ポスタ ー賞を 受賞。
■理工学研究科博士前期課程
（知 能機械 工学コ ース）一 年
の 吉原直 洋君 、
齋 藤啓太 君が 、
日 本燃焼 学会優 秀作品賞 を受
賞。

菅
岡

正
俊

裕
一

昨年 三月十 一日に発 生した 東
北地 方太平洋 沖地震 による 東日
本大 震災で は、巨大 な津波 によ
って 多くの 尊い命が 失われ 、福
島第 一原子 力発電 所の事故 は未
だ 予断を許 さな い状況が 続いて
います。 同樹会 会員の皆 様ある
いはご家 族の中 には、 直接的・
間接的 に被災さ れた方 々、仕 事
が影響 を受け たり復旧 ・復興 に
携わっ ている 方々もい らっし ゃ
るかも しれま せん。 ここでは 、
震災 に対して 理工学 部では どの
よう な対応を して来 たのか 、附
属施設である地震火山観測所
と、 地球環 境学科 の地震・ 自然
防 災工学系 教員の 活動を紹 介し
ま す。
○本震直 後から の停電
地震火 山観測 所では、 東北地
方北部 から北海 道南部 の範囲 に
設置さ れてい るおよそ 百六十 箇
所の地 震計か らの信 号を、常 時
リアルタイムで受信していま
す。 三月十一 日には 本震の 揺れ
が始 まって 間もなく して東 北地
方が 広域に 停電した ため、 デー

片

理工学研究科（地球環境学科）

小

理工学研究科附属地震火山観測所

東日 本 大震 災 と
理 工学 部の
地震・防災研究
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タの 送受信が できな くなり まし
た。 地震観 測所であ りなが ら、
地震 の発生 状況が わからな いと
い う非常に もどか しい状 況でし
た 。その時 小菅 は、弘前 大学か
らの概算 要求の 説明の ために、
他学部 の教員や 財務部 の職員 と
一緒に 、東京霞 ヶ関の 文部科 学
省のビ ルにお りました 。弘前 へ
の帰路 が全て 断たれ て浜松町 で
帰宅難 民とな りまし たが、幸 い
なこ とに翌朝 十二日 の始発 から
動い たモノ レールで 羽田空 港に
行く ことが でき、キ ャンセ ル待
ちの チケッ トを入 手して昼 過ぎ
に は弘前に 戻り ました。 その時
はまだ停 電状態 でした。 観測所
の渡邉和 俊助手 から弘 前での様
子を聞 き、とり あえず 弘前の 連
続デー タだけ でも取ろ うと、 記
録計を バッテ リーで起 動させ ま
した。 停電は その日 の夕方に な
って 回復しま した。 データ 収録
のコ ンピュー タには 障害が あり
ませ んでし たが、多 くの観 測点
から の信号 は途絶 えたまま でし
た 。観測点 側での 停電がま だ続
い ていたた めで す。
○余震の 発生
大きな 地震が 起こると その後
に多数 の余震が 発生し ます。 余
震の中で最大のもの（最大余震）
は、本 震のマ グニチ ュードよ り
も１小 さい程 度のも のが発生 す
る例 が多くあ ります 。東北 地方
太平 洋沖地 震の本震 のマグ ニチ
ュー ドは９ ．０です ので、 マグ

ニチ ュード８ 前後の ものが 起こ
りう ること になりま す。こ の規
模の 大地震 が起こ ると、本 震に
よ り被害を 受けて いる建 物や地
盤 が緩んで いる ところ、 あるい
は津波で被害を受けた地域で
は、さ らに被害 を受け る可能 性
があり ます。ま た、最 大余震 は
本震の 断層の 両端で発 生する こ
とが多 くあり ます。 断層部分 は
ずれ動 いたの にその 外側は動 い
てい ないので 、両端 部には 変形
が集 中した 状態にな ってい て、
それ を解消 するため に大き な余
震が 起こる と考え られます 。東
北 地方太平 洋沖 地震の断 層の北
端は青森 県東方 沖にあた ります
ので、そ こでの 地震発 生状況を
監視す る必要が ありま した。 し
かし、 余震が 岩手県か ら千葉 県
の沖合 にかけ ての非常 に広い 範
囲で多 数発生 し、さ らに、余 震
域か ら離れた 場所で の誘発 地震
も各 地で頻発 してい ました 。そ
のた めに気 象庁の震 源決定 も大
幅な 遅れを 余儀な くされて いま
し た。そこ で、青 森県東方 沖の
地 震活動状 況は 弘大で監 視する
しかない と考え て、震 源決定作
業を最 優先に進 めまし た。
○震源 決定
今回 は時間と の勝負 です。 そ
こで、 記録を ぱっと 見て沖合 の
余震ではないものはスキップ
し、 できるだ け震源 に近い 観測
点を 使って そこそこ の精度 で震
源が 求まれ ばよしと しまし た。

震源 分布は、 一日以 内の地 震、
三日 以内の 地震、そ れ以前 の地
震で 色分け をして 図を作り 、理
工 学部一号 館正面 玄関に 表示し
て 随時更新 しま した。そ の場所
には緊急 地震速 報の端 末も設置
して、 事務室か らも素 早く確 認
ができるようにしました 。また 、
地震火 山観測 所のホー ムペー ジ
には東 北地方 太平洋 沖地震の 特
集ペー ジを作 り、震 源分布を 掲
載し ました。 震源決 定結果 を見
ると 、余震 は岩手県 北部の 沖合
より も北で はあまり 発生し てい
ませ ん。余 震が発 生してい ない
領 域は、一 九九 四年三陸 はるか
沖地震が 発生し た領域に ほぼ対
応します 。地震 が発生 するとそ
の場所での変形のエネルギー
（歪エ ネルギ ー）が解 消され ま
すので 、この 領域では 次の大 地
震を起 こす歪 エネル ギーはあ ま
り蓄 積されて いなか ったも のと
考え られます 。三陸 はるか 沖地
震は 青森県 、特に八 戸市に 大き
な被 害をも たらし ましたが 、こ
の 地震が起 こって いたこと によ
り 、東北地 方太 平洋沖地 震の断
層のすべ りが青 森県沖 までは達
しなか ったと考 えられ ます。こ
のよう な結果を 取りま とめた 論
文が、 日本地 震学会等 が共同 で
発行している
Earth Planets
Space誌 の東北地方太平洋沖地
震特 集号に掲 載され ました 。理
工学 部から はからは もう一 編、
東北地方太平洋沖地震に伴っ

て、 地震の起 こりや すさが どの
よう に変わ ったかを 数値的 に評
価し た論文 （理工 学研究科 博士
後 期課程の 学生と 理工学 研究科
（ 地球環境 学科 ）佐藤魂 夫教授
との共著 ）が掲載されています 。
東北地 方太平 洋沖地震 はこれ
までに 経験した ことが なかっ た
超巨大 地震で あったた めに、 全
国の関 係機関 が連携 してその 発
生機構 の解明 に取り 組んでい ま
す。 その一環 として の合同 余震
観測 も行わ れていて 、弘前 大学
では 岩手県 八幡平市 と一戸 町に
臨時 観測点 を設置 して観測 を行
っ ています 。
○本震記 録の回 収
話は三月 十一 日に戻り ます。
停電の ために観 測点か らはデ ー
タを送 り出す ことがで きなく な
りまし たが、 弘前大学 の観測 点
では送 信した データ と同じも の
がデ ータ送信 装置の コンパ クト
フラ ッシュ（ ＣＦ） カード に書
き込 まれて います。 送信装 置に
は無 停電電 源装置 をつない でい
ま したので 、その バッテリ ーが
保 っていた 間の データは ＣＦカ
ードに書 かれて いるは ずです。
そこで 、震源決 定作業 の時間遅
れがあ まりなく なって から、 各
観測点 のＣＦ カードの 回収に 行
きまし た。そ の時期 にもまだ ガ
ソリン は入手 困難で したので 、
六ヶ 所村の泊 観測点 には電 車と
バス を乗り 継いで、 最後は 徒歩
で行 きまし た。電車 内では ノー
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トパ ソコンで 震源決 定作業 を行
いま した。 また、津 軽半島 先端
の三 厩観測 点に至 る県道は 冬期
閉 鎖中でし たので 、雪道 を３㎞
程 歩いて行 きま した。こ のよう
にして回 収した データ から描い
た本震 の記録を 図に示 します 。

震動 の大きさ につい ては、 例え
ば二 〇〇八年 に岩手 県北部 沿岸
で発 生した マグニチ ュード ６．
８の 地震の 方が大 きいです が、
震 動継続時 間は東 北地方太 平洋
沖地震の方が圧倒的に長いで
す。震動 継続時 間は、 断層の長
さを断 層のずれ が伝わ る速さで
割った もの、す なわち 断層が ず
れ終わ るまで の時間に 相当し ま
す。東 北地方 太平洋 沖地震の 断
層の長 さは５ ００㎞ 程度もあ り
ます ので、そ の大き さが地 震波
形の 震動継 続時間に 現れて いる
ので す。

○弘 前での揺 れ
こ こからは 、観測 所以外 のデ
ータ を用い た調査 結果につ いて
述 べます。 地震の 際に弘 前の震
度 は４と発 表さ れました が、こ
れは市内 数カ所 にある 震度計の
計測結 果のうち 、最大 のもの が
発表さ れた結果 です。 一方、 弘
前大学 の構内 にある地 震火山 観
測所内 の地震 計から 算出した 震
度は３ となっ ていま す。気象 庁
管理 のものに 加え、 大学が 独自
に設置したものから判断する
と、 弘前市 内各地の 震度は ３～
４に 分布し ていま す。この よう
に 、大学周 辺で は揺れて いる時
間は長い ものの 、強さは それほ
どのものではありませんでし
た。さ らに、地 震後の 混乱が 収
まると 、青森 県内では 津波被 害
以外に は大き な被害が ないこ と
がわか りまし た。
○被 害状況の 調査
これ までに も地震 被害が発 生
した 際には 、被害状 況の把 握に
つと め、近 隣であ れば調査 に行
っ ておりま したが 、今回は 被害
が 甚大であ り、 直後の調 査は救
難活動を 阻害す る可能 性がある
こと、 ガソリン の入手 が困難な
ことか ら、しば らくの 間は調 査
を控え ており ました。 しかし な
がら、 建設工 学系の 各種学会 か
ら学術 的調査 の依頼 、特に被 災
地域 の北側の 状況の 調査を 実施
して 欲しい との依頼 があっ たこ
とか ら、ガ ソリンが 安定的 に供

給さ れるのを 待って 調査を 実施
しま した。
具 体的に は、土木 学会の 調査
の一環として、理工学研究科（地
球 環境学科 ）上 原子晶久 助教が
取り纏め 役とな り、全 国から駆
けつけ た四名の 研究者 の方々 と
ともに 、岩手県 内陸部 の道路 構
造物の 調査を 三月二十 五日、 二
十六日 に行い ました 。対象地 域
はそれ ほど強 い揺れ ではなか っ
たこ とから、 被害は 新幹線 の橋
脚程 度でし た。高速 道路や 一般
国道 は通行 可能で、 被災地 域へ
の物 資運搬 に利用 されてい まし
た 。さらに 、四 月七日の 余震で
岩手県南 部で再 度被害が 発生し
たことか ら、追 加調査 を行いま
した。 その後、 このグ ループ は
津波に より流 された橋 梁につ い
て数度 の追加 調査とそ の分析 を
行って います 。
また 、地盤 工学会 の調査の 一
環と して、片 岡が取 り纏め 役に
なり 、九州 からの六 名の調 査員
と青 森県の 研究者 四名とで 、青
森 県から岩 手県宮 古市まで の太
平 洋沿岸の 被害 を四月四 日～六
日にかけ て調査 しまし た。上記
の学会 調査団の 報告は 、学会内
部だけ ではなく 、学会 誌など で
報告し ていま す。
調査 地域の 地震の揺 れはそ れ
ほど強 いもの ではな かったと 述
べま したが、 岩手県 以北（ おお
よそ 盛岡市 ）から青 森県に かけ
ての 最大震 度は岩手 県滝沢 村の

６弱 ですが、 震度６ 弱はこ の一
地点 だけで あり、震 度５強 を観
測し た地点 も散見 されるだ けで
す 。太平洋 に面し た地域 では青
森 県八戸市 と岩 手県普代 村と宮
古市の三 箇所で 震度５ 強が観測
されて います。 そこで 、一九 九
四年三 陸はるか 沖地震 の際に 八
戸市役所で観測された地震動
と、同 じ地点 におけ る今回の 地
震動を 比較し てみた ところ、 三
陸は るか沖地 震の地 震動の 方が
強い 揺れで あること が分か りま
した 。同様 な比較を 青森市 にお
いて も行い ました 。一九六 八年
十 勝沖地震 の地 震動と今 回の地
震動の比 較では 、一九六 八年十
勝沖地震の方が強い揺れでし
た。こ のことは 、今回 の地震 に
構造物 が耐え られたこ とを良 し
とせず 、さら に地震対 策に励 む
必要が あるこ とを意 味してい る
と思 います。
○お わりに
平 成二十三 年度前 期に小 菅が
開講 した 世紀教 育テーマ 科目
「 地震と地 球の科 学」は例 年よ
り 多くの学 生が 受講しま した。
その初回 の授業 時に、 三月十一
日には どこでど のよう にしてい
たのか というア ンケー トを行 い
ました 。その 結果を見 ると、 就
職活動 や春休 みで、 少なくな い
学生が 首都圏 に出か けていて 、
弘前 まで戻る のに苦 労した 様子
が窺 えまし た。中に は、し ばら
く避 難所暮 らしをし た学生 もい
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まし た。また 、留学 先のド イツ
で、 ホーム ステイ先 の家族 と一
緒に 津波の 映像を 見ていた とい
う 学生もい ました 。仙台 の泉区
に 住んでい る学 生は、震 動で家
の中がめ ちゃめ ちゃに なったに
も関わ らず、友 人と一 緒に近 所
の高齢 者の安否 確認を して、 食
事を運 んであ げたりし たそう で
す。彼 は、そ の様子 をＡ４版 の
用紙の 両面に びっし りと書い て
くれ ました。 弘前大 学の学 生が
自ら そのよ うに行動 したこ とに
は感 心させ られまし た。
理 工学部 の地震・ 自然防 災工
学 系教員は 、こ こに紹介 した以
外にも、 震災に 関する研 究に共
同して取 り組ん でいま す。その
一部で ある「東 日本大 震災を 踏
まえた 長期的 地震防災 力向上 プ
ロジェ クト」 は平成二 十三年 度
学長指 定重点 研究に 選定され ま
した 。平成二 十三年 十一月 と十
二月 に弘前大 学研究 成果公 開シ
ンポ ジウム が東京と 弘前で 開催
され 、上記 プロジ ェクトに つい
て は小菅と 理工学 研究科（ 地球
環 境学科） 有賀 義明教授 が発表
しました 。東北 地方太 平洋沖地
震と東 日本大震 災に関 しては、
解明す べき課題 がまだ 多く残 さ
れてい ます。 理工学部 におい て
も、上 記プロ ジェク トのタイ ト
ルにあ ります ように 、長期的 視
点か らその研 究に取 り組ん でい
ると ころで す。

弘前大学理工学部同樹会報

平成24年２月28日発行

平成22年度

第12号

弘前大学理工学部同樹会決算書

平成23年３月31日

◎収入の部
項
繰

（円）
目

越

予 算 額
金

7,602,459

決

算 額

差

額

7,602,459

摘

要

0
正会員

114人

学部 １年（23年度入学）

会

費

3,640,000

1,140,000

△ 2,500,000

入

計

0

145

11,242,459

8,742,604

490,000円

36人

360,000円

1人

10,000円

１年（22年度入学）

〃

２年

〃

３年

0人

0円

〃

４年

23人

230,000円

1人

10,000円

院生 １年

収

49人

〃

既卒

雑

4人

40,000円

〃

２年

0人

0円

〃

後期課程

0人

0円

145 預金利息
△ 2,499,855

◎支出の部
項

（円）
目

予 算 額

決

算 額

弘前大学同窓会費

240,000

240,000

印

費

255,000

252,000

卒業・修了祝賀会費

300,000

15,000

代

84,000

0

通 信 ・ 運 搬 費

40,000

34,890

刷

写

真

差

額

摘

要

0 平成22年度負担金
△ 3,000 会報第11号 1,500部
△ 285,000 （東日本大震災のため祝賀会中止）
、退職教員記念品代（3人）
△ 84,000 （東日本大震災のため祝賀会中止）
加入案内送料（研究科新入生）
（5,250円）
△ 5,110 未加入者へ加入案内送料（学部４年）（26,280円）
幹事会開催案内送料他（3,360円)

会

議

費

10,000

840

事

務

費

120,000

120,000

費

20,000

1,323

郵便振替払込料

18,000

12,720

10,155,459

8,065,831

△ 2,089,628 次年度以降経費引当金を含む

11,242,459

8,742,604

△ 2,499,855

消

予

耗

品

備
計

(9)

費

△ 9,160 お茶代
0 名簿整理及び会費払込案内ほか事務処理謝金
△ 18,677 プリンターラベル用紙他
△ 5,280 会費払込手数料（114人）

弘前大学理工学部同樹会報

平成24年２月28日発行

平成23年度

第12号

弘前大学理工学部同樹会予算書

平成23年４月１日

◎収入の部
項
繰

（円）
目

越

予 算 額
金

会

雑

収

前年度予算額

8,065,831

増

7,602,459

費

3,460,000

3,640,000

入

200

0

11,526,031

11,242,459

計

減

摘

要

463,372
正会員
学部
〃
△ 180,000
〃
〃
院生

346人×＠ 10,000円
311人
5人
5人
20人
5人

１年
２年
３年
４年

200 預金利息
283,572

◎支出の部
項

（円）
目

予 算 額

前年度予算額

増

減

摘

要

弘前大学同窓会費

240,000

240,000

印

費

264,000

255,000

卒業・修了祝賀会費

300,000

300,000

代

84,000

84,000

0 卒業・修了者祝賀会記念写真 160人×＠525円

通 信 ・ 運 搬 費

40,000

40,000

加入案内送料（研究科新入生） 70人×＠90円
0 加入案内送料（学部学生４年） 250人×＠120円
卒業・修了者祝賀会記念写真送料他 3,700円

会

議

費

10,000

10,000

0

事

務

費

120,000

120,000

費

20,000

20,000

0 プリンターラベル用紙、ＰＰＣ用紙他

郵便振替払込料

18,000

18,000

0 会費払込手数料 150人×＠120円

刷

写

消

真

耗

(10)

品

義

援

金

200,000

0

予

備

費

10,230,031

10,155,459

11,526,031

11,242,459

計

0 平成23年度負担金
会報12号 1,500部×＠170円
9,000 郵便振替払込取扱票印字印刷 1,000枚×＠９円
0 120人×＠2,500円

0 名簿整理及び会費払込案内ほか事務処理謝金

200,000 東日本大震災被災者への義援金
74,572 次年度以降経費引当金を含む
283,572

平成十七年度より幹事（会計担
当）を務めております一條です。
平成二十三年二月二十八日、理
工学部同樹会報第十一号を無事発
行し、さて次は平成二十二年度理
工学部卒業・理工学研究科修了祝
賀会の準備にと動いていた矢先、
理工学部一号館四階の居室にいた
私の部屋が大きく動き、停電とな
りました。その瞬間、先日来、学
生時代に過ごした仙台方面で地震
が起こっている報道を思い出し、
ここでこの揺れなら仙台方面は、
とワンセグテレビの映像に絶句し
たことを思い出しつつ、この第十
二号の会報にて、かの大震災に関
連して同樹会からの義援金のご報
告並びに小菅先生、片岡先生から
のご寄稿を掲載しております。
被災地、被災者の皆様が前を向
いて復興に取り組む中、二〇一一
年今年の漢字「絆」に、同樹会の
幹事としての立場から感じ入るも
のがあります。会員寄稿やご退職
の先生方のお言葉、就職支援セン
ターからの情報提供をいただいた
この会報第十二号も、またこれま
での会報や同樹会のその他の事業
も、まさに絆によって生まれるも
のと思います。未曾有の災害にお
いては、当然のことながら絆が大
きな力となるわけですが、普段忘
れがちな絆、当たり前にある絆を
改めて思い、同樹会の役割である
「絆」を、今後どのように発展さ
せてゆけるのか考えてまいりたい
と思います。会員各位におかれま
し ては 、
それぞれのお立場から「絆
としての同樹会」のあり方につい
て、ご提言をお寄せ頂ければ幸い
です。
最後に様々な面にてご協力頂き
ました、理工学研究科事務長始め
事務職員の方々に、この場をお借
りして感謝申し上げる次第です。
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