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冷え込みの厳しい朝となったが、爽快に晴れ

長谷川 貢

理窓技術士会は、10 月に「諏訪工業メッセ」、
「東

渡った 12 月の第 1 土曜日、本年第 2 回目の講演会

京理科大学ホームカミングデー」に参加しました。

が開催された。講演に先立ち、10 月 26 日、葛飾

また、11 月は工場見学会も開催し、好評に終わり

キャンパスで開催されたＨＣＤの報告があり、当

ました。10 月から 12 月は、こうよう会「就職進学

会の①光道管システムの紹介（住宅照明への応用

懇談会」と経営学部「キャリアデザイン講座」の講

等）②ベンハムのコマ（白黒色から他の色を作れ

師として理窓技術士会会員を派遣しました。

るか？）の展示内容の説明があった。また、第 6 回
会田記念賞受賞の沢辺雅二氏（現 .KK. ミツトヨ顧

（H26.10.26）
（1）ホームカミングデー 葛飾キャンパス

問、工博）執筆の「精密測定器の歴史・ノギスの起
こりと変遷」が当会に寄贈され、将来、近代資料

今回は理窓技術士会の活動報告等の展示や技術

館への寄贈を考えている旨の説明があった。続い

士受験コーナーのほか、工学部の小林宏教授のご

て下記内容の講演会となった。

協力により「マッスルスーツ」の実演を行い、体験

≪

第 65 回理窓光学会講演会

希望者で教室が満員となるなど大盛況でした。

≫

日時：2014 年 12 月 6 日（土） 13：30 〜 16：30
場所：PORTA 神楽坂 7 階第二会議室
＜宇宙大航海〜地球を飛び出し宇宙を旅しよう〜＞
講師：相馬 央令子氏 （H15 年工・電卒）
宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所（工博）
＜日食観測の楽しみ＞
講師：大越 治氏 （S52 年理・応物卒）
国立天文台天文情報センター広報普及員
（2）工場見学会『日本で頑張る工場を見学する会』

相馬氏のお話は 2 部構成で、①ご自身が宇宙に

（H26.11.20）

興味を持ったきっかけとなった宇宙ゴミ②世界で

茨城県にある「㈱ＬＩＸＩＬ下妻工場」と「㈱Ｓ

初めての宇宙ヨット「イカロス号」のお話となっ
た。ご講演は動画やＣＧも使い、丁寧な語りで、

Ｐパーツ本社工場」の見学会を開催し、国内で頑

参加していた教員の方々も授業への導入を考えら

張る各社それぞれのモノづくりのノウハウを見せ

れた様子だった。

ていただきました。

大越氏のお話は、教員経験の豊かさから具体性
があり、時折、
「天文マニアにはなるなよ！」と言
われる所以が随所に溢れていた。日食観測された
回数・場所に圧倒され、さらにはその間に培われ
た写真技術の粋が世界に注目されている裏側を覗
かせて戴いた。
写真撮影前に帰られた方も居られたが大盛会で
あった。
理窓技術士会の「見学会」や「技術懇話会」は、
理窓会会員皆様の参加も歓迎します。
（ＨＰ「理窓技術士会」で開催案内します。）
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理窓博士会
次に特別講演が行われ、本学副学長、森口泰孝
実行委員長

井手本 康

先生より、「東京理科大学の研究戦略」と題して、

（理工学部工業化学科 教授）

研究担当の副学長として、本学のこれからの研究

「第 52 回学位取得者記念講演会・祝賀会」
開催される

戦略について大変興味深いお話をされました。
その後の総会では、活動報告と決算報告、博士

理窓博士会（DR 会）
（会長：幡野純先生）は年一

会会則改正、次期役員・顧問、今後の活動予定と

度の最大の行事である「学位取得者記念講演会・

予算案等が審議され、満場一致で承認されました。

祝賀会」を開催し、博士の学位取得者を応援する

第 2 部では、開会挨拶の後、中根滋理事長、藤嶋

様々な活動を行っております。

昭学長から新取得者に向け、今後の活躍を期待す

平成 26 年は、9 月 27 日に新たに博士の学位を

るご祝辞を賜りました。続いて、こうよう会矢島

取得された同窓約 70 名の方々をお祝いするため

尊会長からの祝辞に続き、新取得者を代表して三

に、学位取得者記念講演会・祝賀会が、神楽坂キャ

井英也様より謝辞が述べられました。

ンパス 1 号館 17 階で開催されました。新取得者の

その後、第 3 回理窓博士会「学術賞」の授与式が

学位の内訳は、理学 33 名、工学 27 名、薬学 9 名、

行われ、兵庫明選考委員長より、選考結果の報告

技術経営 1 名でした。

後、幡野 DR 会会長から石井行弘先生 , 矢島博文

第 1 部では、幡野純 DR 会会長の開会挨拶の後、

先生に記念の賞状が授与されました。引き続き、

新取得者 8 名の記念講演が行われました。時間の

植木キク子 DR 会副会長による乾杯のご発声によ

関係上、発表 8 分、質疑応答 2 分という短い時間で

り懇親会となり、新旧の学位取得者の交流会が盛

ご講演を頂きましたが、バラエティーに富んだ先

大に開催され、あっという間に時が流れました。

端的研究内容を専門外の聴講者にも分かりやすく

閉会時には、当日学会出張で出席できなかった実

説明をして頂いたこともあり、ご講演後、活発な

行委員長の代理の大役を務めていただきました西

質疑応答がなされました。引き続き、ご出席の新

川英一先生の挨拶、万歳三唱で無事盛会のうちに

取得者 16 名の紹介、簡単な自己紹介が行われまし

お開きとすることができました。

た。石神一郎理窓会会長の祝辞に続き、新取得者

本年は、約 90 名の参列者のもと、盛大に本祝賀

を代表して竹内様へ幡野 DR 会会長から記念品が

会を開催することができたのは、同窓をはじめと

授与され、謝辞が述べられました。

する諸先生方のご指導とご協力、関連する事務の

その後、昨年度の記念講演会において、優秀な

方々のご協力の賜物と深く感謝いたしておりま

発表をされた方々へ「学術奨励賞」の授与式が行

す。今後ともこのような歴史のある素晴らしい会

われ、幡野 DR 会会長から賞状が授与され、受賞

を続けていくためにも博士会会員の皆様方のご協

者を代表して宮本様から今後の抱負を含む謝辞が

力ならびに先生方のご指導をよろしくお願い申し

述べられました。引き続き、中根理事長、森口副

上げます。最後に、本記念講演会・祝賀会を実施

学長、石神理窓会会長、幡野 DR 会会長を交えて

するにあたり、多大なご協力をいただきました博

新取得者、学術奨励賞受賞者の記念撮影が行われ

士会の実行委員の皆様に心から御礼申し上げま

ました。

す。
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理窓教育会

理窓知的財産クラブ
理事

松原 秀成

会長

1 教員志望学生への支援活動

産形 和央

現在、職務発明にからみ従来の発明者帰属に代
えて原則所属する企業に帰属させようとする特許

理科大学教職支援センター主催 2 年目となる秋

法の改正問題と、企業がもつ技術情報やノウハウ、

の講座「教員採用対策講座（3 年生コース）」が無事

顧客リストなどの営業秘密を、窃盗とか詐欺とか

終了しました。この講座には理窓教育会の会員 13

脅迫などの不正な手段により取得した個人や企業

名が親身になり指導に携わりました。

ばかりでなく、これらを取得しようとする個人や

講座は 10 月 5 日（日）〜 12 月 7 日（日）の毎日曜

企業に対しても罰則を適用・強化しようとする不

日に 8 回（9：30 〜 16：40）行われました。

正競争防止法の改正問題が話題でしょう。

内容は教職教養 6 回、専門教養 12 回、教育課題・

このうち不正競争防止法は、特許法などと違っ

論作文 14 回で、約 80 名の学生が受講しました。

て、不正競争という「行為」を取り締まり対象とし

この講座の運営・諸準備は、教職支援センター

ている関係上、米国などに比べて、処罰する対象

の事務職の方々のご努力のおかげでもあります。

が非常に狭いといわれています。米国や韓国では、

数学・理科の専門性と生徒指導など、資質を育成

刑事罰の対象が不正な手段により取得した場合に

し、全国の学校に送り出せるよう教育会として実

限らず、未遂の場合であっても、また企業が刑事

践し、支援活動を充実させています。

告訴しなくても処罰の対象となりますし、不正取

2

得した営業秘密を使用して製造した製品も輸入禁

首都圏支部の連携を進めています

止となるとともに、差止めの時効もありません（日

教員採用試験対策講座の秋の 3 年生コースは終

本では、3 年で時効）
。どうしてこのような改正を

わりました。次は 1 月の私学対策講座、3 月 2 日〜

行わなければならないかといいますと、1 つは、サ

4 日まで、合宿コースが実施されます。

イバー攻撃など情報を盗み出すことが行われはじ

また、3 月 7 日（土）午後に今年度採用試験に合

めたこと、もう1 つは、韓国のポスコなど外国企業

格した学生に対し、お祝いの会である「激励会」を

がからんだ大型訴訟案件が続発しはじめたことな

実施します。今年度から首都圏支部（千葉県・埼

どがあるようです。そして、技術情報が不正流出

玉県・神奈川県）にお声をかけ、激励会のご案内

したことを裁判所で立証しようとしても、営業秘

をする運びとなりました。毎年理科大から 150 名

密であることと営業秘密としてちゃんと管理され

にも及ぶ新規採用教員が、全国の地域に赴任しま

ていたことを立証しなければならず、このうち特

す。理数教育の充実を目指し、この良き伝統を継

に秘密管理に問題があるなどして、容易には認め

承し「激励会」を少しでも発展させたいと思いま

てもらえないという背景があります。今度の改正

す。

ではこの立証負担を軽減することも考えられてい

3

るようです。また、罰則の対象者も 2 次取得者から

坊っちゃん科学賞研究論文コンテスト

もっと広げて 3 次以降の取得者も対象とするとか、

第 6 回坊っちゃん科学賞研究論文コンテスト

営業秘密の漏えい場所が国内ばかりでなく国外で

（高等学校部門）が、10 月 26 日（日）第 9 回ホーム

あっても対象とされるようですので、海外生産拠

カミンデーの中で、開催されました。坂本功委員

点工場からの生産技術情報の漏えいの防止にも多

長を中心に、大学の職員の皆様とともに 20 名を超

少歯止めがかかるのではないでしょうか。ただし、

える理窓教育会の先生方が、運営に携わり無事終

海外へ工場を移転させるということは、とくにそ

了いたしました。論文審査で選ばれた優秀賞 5 校

の国への技術移転という意味合いもありますか

が、素晴らしい研究の成果を発表しました。

ら、労働集約型の産業の工場ではまずこのような
ことは望めませんし、ごく限られた製品の場合し
か効果がないかもしれません。
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理窓ビジネス同友会
会長

宮川 公治

【定時総会を開催しました】

【ビジネス交流懇親会】

平成 26 年 11 月 22 日（土）、ポルタ神楽坂にて、

毎月（1 月、8 月を除く）第 3 火曜日にビジネス

第 35 回理窓ビジネス同友会定時総会を開催しま

交流懇親会を開催しています。会員の方も入会を

た。次期会長には、宮川会長が再任されました。

ご検討中の方もぜひご参加ください。

総会後の第 155 回研修会では、愛知淑徳大学ビ
ジネス学部の真田幸光教授に「国際経済の流れと
日本経済の実態」についてご講演いただきました。

【理窓会会長杯ゴルフ会】
11 月 8 日（土）に理窓会会長杯ゴルフ会（理窓ビ
ジネス同友会共催）
が、アスレチックゴ
ルフ倶楽部で開催さ
れました。
優

勝

第3位

伊藤精俊氏／準優勝

宮川公治氏

岡崎俊樹氏／Ｂ

岡崎俊樹氏

Ｇ

謹 賀 新 年
（株）大和メディアクリエイティブは理窓会を応援しています。

●印刷をテーマに未来をみつめる
印刷をテーマに未来をみつめる
（創業１９２８年）

あなたの想いを
本にします。

株式会社

大和メディアクリエイティブ

〒162 0824 東京都新宿区揚場町 2─20
〒162─0824
2 20 大和ビル TEL.03─3269
TEL.03 3269─6351
TEL.03─3269─6351
6351 FAX.03─3269
FAX.03 3269─6354
FAX.03─3269─6354
6354

http://www.yamato-p.co.jp/
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