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理窓技術士会
会長

運営委員 / 広報担当

松野 直

長谷川 貢

近年の異常気象の影響から、台風に伴う線状降

理窓技術士会は、今年度の活動として 7 月に大

水帯の発生等で各地に大きな被害が出ておりま

学キャリア支援の講義を行い、また隔月に技術懇

す。該当地区の会員の皆様に、紙面をお借りして

話会を開催しました。技術懇話会は、当会員以外

心よりお見舞い申し上げます。

も多く参加していますので、今後とも理窓会の皆

さて、母校東京理科大学は、来る 10 月 25 日（日）

様の参加お待ちしております。また会員募集をし

10：00 から＜ホームカミングデー 2015 in 葛飾

ており、技術士資格の有無に関わらず、当会に関

キャンパス＞を開催します。当理窓光学会は葛飾

心のある方の入会も歓迎します。入会お申込み、

キャンパス講義棟 331 教室において、
『ピンホール

お問い合わせは、下記メールあてへお願いしま

カメラと一般のレンズ型カメラとどこが違うの？

す。
（理窓技術士会運営委員会のメールアドレス）

（仮題）』をテーマに本年も参画します。それぞれ

（risougijyutsushi̲committee@alumni.tus.ac.jp）

のカメラでの撮影画像を見較べたり、撮影体験で

（1）
『キャリア支援活動・理学部二部の講義』

きるコーナーを準備して、子供から大人まで楽し

理窓技術士会

高野典子氏（H27.7.6）

当会員の高野氏は、キャリア発達セミナー講

める企画を計画しています。多くの同窓、会員、

座・
「先輩の体験談から考える」という授業を行い、

地域の皆様の御参加をお待ちしております。

大学時代から就職、現
在の主婦までに至る
転職の経験談等を話
し、学生に大変好評で
した。
（2）技術懇話会：『リニアメトロ電車の話』
日本地下鉄協会

安藤正博氏（H27.7.11）

世界で初めてリニアモーター方式の地下鉄電車
の導入に奔走した「ミスター・リニアメトロ」と呼
（ベンハムのこまの実演 2014.HCD）

ばれる安藤氏の技術開発・導入の経緯、技術への

次に理窓光学会講演会のお知らせです。

多く、講演会場に椅子も増席、学生からの活発な質

******** 第 67 回理窓光学会講演会 ********
期日：2015 年 12 月 5 日（土）
時間：13：30 〜 16：30
場所：PORTA 神楽坂 7 階理窓会第二会議室

問もあり若い人の活気が感じられ、今後の理科大学

信念などのお話がありました。今回学生の参加者が

及び理窓技術士会の発展につながる講演会でした。
（3）技術懇話会：『サイバーセキュリティ最前線』
国立研究開発法人 情報通信研究機構サイバーセキュリティ研究室室長

演題：ロウソクの科学と火災、
［煙の正体と光を利用した感知技術］
講師 1：山内 幸雄 先生（工学博士）
東京理科大学
火災科学研究センター 客員准教授

井上大介氏（H27.9.19）
世界的に脅威となっているサイバー攻撃の最前
線でご活躍の井上氏が、今現在のサイバー攻撃を
迫真の映像で解説し

演題： （未定）
講師 2： 詳細を打ち合わせ中

ました。大学の先生方
や学生も参加し、この

2 人目のご講演を含めて、講演の詳細は決定次

問題への関心の高さ

第、会員の皆様にはメールで配信します。当会の

がうかがわれました。

ＨＰも引き続きご覧ください。
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理窓ビジネス同友会
会長

会長 産形 和央
今年改正された特許法の中で企業、大学、研究
者などにとって重要なものとして職務発明につい
てのものがあります。企業の知財部などの人と話
していると誤解している部分がありますので、改
めて認識しなおす必要があります。
今次の改正の施行は、来年の 4 月と考えられて
いますが、この改正特許法が施行された時点で、
みなさんの企業・大学などでの職務発明制度は、
3 つの体系に分かれます。①は旧来の制度、すなわ
ち、平成 16 年改正前の特許法に基づく職務発明制
度、②は平成 16 年改正法に基づく職務発明制度、
③は平成 27 年改正法に基づく職務発明制度です。
今次の改正法で、注意していただきたいのは、職
務発明制度の基本は、あくまで、特許を受ける権利
の原始的帰属は、発明者であって、企業や大学では
ないという点です。ただ、就業規則や発明規程など
で、企業や大学が特許を受ける権利を原始的に取
得すると規定した場合にはそうなるということで
あって、何も措置しない場合には①や②のままとな
ります。企業や大学が特許を受ける権利を原始的
に取得できるといっても、労働組合などと協議する
こと、社員に開示すること、さらに報奨内容につい
て社員から意見を聴取することの 3 つの手続要件
が企業に求められるとされています。この点の手
続きについては、法律的な拘束力はないものの社
内手続きについての指針を特許庁が審議会の意見
を聴取したうえで公表することになっています。
この職務発明制度での対象は、単に研究者や一
般従業員などを対象とするものではなく、特許法
でいう従業者等という場合には、企業でいえば、
会長、社長、執行役員、研究所長、部長、課長など
会社で働く者の全部を対象とする、あるいは意味
するものですから、単に課長や部長が部内で課内
で説明すればことが済むような問題ではありませ
ん。社長など役員、部課長など管理職さらには一
般職員を含めた全社一丸となった対応や意見聴取
などが求められることになると思います。大学や
企業などと共同研究をする場合には、相手がどの
ような職務発明制度、つまり上記①②③のうちの
どれをとっているかを確認しないと後でとんでも
ないことになる場合がありますし、技術流出や企
業秘密漏えいなどとも直接関係して対応がとれな
くなることもあります。ご注意ください。

宮川 公治

【数学と音楽を楽しむ会】
2015 年 7 月 8 日、アグ
ネスホテルにて、『数学
と音楽を楽しむ会』を開
催しました。当会理事
の秋山 仁先生が講演を
し、次に大山平一郎氏
と対談。演奏は全て曲
の解説付きで分かりや
すく、深く音楽を楽しむことができました。アン
コール曲は理科大の校歌で大好評でした。

【ビジネス交流懇親会】
毎月（1 月・8 月は除く）第３火曜の 19 時から、
理窓会倶楽部にて、ビジネス交流懇親会を開催し
ています。入会をご検討中の方もぜひご参加くだ
さい。ベテランと若手が混ざり和やかな雰囲気の
中で情報交換ができます。また、資料など配布し
会社ＰＲもできます。

【今後の予定】
・10 月 20 日（火） 理事会／ビジネス交流懇親会
・10 月 25 日（日） ホームカミングデー
・10 月 31 日（土） 出発

高野山旅行

・11 月 21 日（土） 定時総会・講演会・懇親会
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理窓教育会
理事
1

松原 秀成
から教員採用試験合格者を多数出しております。

会報 46 号の発行
理窓教育会会報第 46 号の巻頭言は、『次期学習

3

第二次試験対策講座
まず今回は、教員採用試験一次試験で集団面接

指導要領高校科目「数理探究」の新設を切望する』
の表題で本会富岡康夫会長が教育会の思いを述べ

を取り入れた千葉県対策として 7 月 4 日（土）に実

ています。そして、平成 27 年度理窓教育会総会並

施しました。さらに第二次試験を早めに実施する

びに「書面総会」を特集しました。その他の記事で

埼玉県高校向けに対して 8 月 1 日（土）に行いまし

主なものは、①本学出身の新任教員の抱負と活躍

た。そして、8 月 8、9 日は東京都、千葉県、神奈

の報告 ②全国の教育管理職の昇格状況 ③同窓の

川県、さいたま市、その他の地区に分かれ、理窓

活躍として、前神奈川県立総合教育センター企画

教育会の先生方が、その地区の試験内容に応じた

調整部長杉坂郁子先生の記事等を掲載しました。

面接や模擬授業等を徹底的に指導しました。成果
が期待されます。

（10 月 2 日に全国の会員へ発送）
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教員採用試験対策講座について

坊っちゃん科学賞研究論文コンテスト

教員採用試験対策講座は、①事前対策コース（27

第 7 回坊っちゃん科学賞研究論文コンテスト

年 10 月〜 12 月、8 回） ②合宿コース（28 年 3 月、2

（高等学校部門）については、例年のとおり、理窓
教育会が全面的に運営に関わっています。

泊 3 日） ③直前コース（28 年 3 月〜 4 月、6 回。加

9 月 5 日（土）に 25 名の理窓教育会の先生方が、

えて 5 〜 6 月に特別論作文・模擬試験対策 2 回）と
いう形で行われます。経験豊かで親身になって教

全国の高校から応募のあった 152 の論文を審査し

える同窓先輩講師のおかげで、本講座受講生の中

ました（分野別審査）。

（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─6351
TEL.03
TEL.03─3269
3269─6351
6351 FAX.03─3269─6354
FAX.03 3269─6354
FAX.03─3269
6354

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