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理窓技術士会
会長

松野 直

運営委員 / 広報担当

2011.3.11 の東日本大震災から 4 年経過した今日、

長谷川 貢

当会は、10 月〜 11 月に「こうよう会首都圏地

ようやく震災時の真実が語られ、また各地で温度

区『就職・進学懇談会』」に公務員・企業の 2 部門

差はあるものの、防災に対して様々な取り組みが

に講師を派遣しました。本年度も大学及び理窓会

実施されている。このようなとき、今一度原点に立

等と協力し活動の輪を広め、諏訪東京理科大学と

ち返って、防災、特に大規模地震による都市火災に

の接触を強めています。当会が定期的に開催して

ついて考えてみようと講演会を企画し、2015.12.5、

いる技術懇話会は、「リニア地下鉄」
「サイバー 攻

13：30 〜 16：30 の日程で第 67 回理窓光学会講演

撃対応」等種々のテーマで講演、多数の学生の参

会を開催した。会員各位にはメールで、一般同窓

加もあり、活性化が図れました。理窓会の皆様の

には当会のＨＰや理窓会のＦＢでご案内した。

参加大歓迎です。また会員募集をしており、技術

御講演は東京理科大学大学院国際火災科学研究

士資格有無に関わらず、当会に関心のある方の入

科の山内幸雄氏（S48OB、博士〔工学〕）と関澤

会を歓迎します。入会お申込み、お問い合わせは、

愛氏（博士〔工学〕）にお願いした。

下記メールあてへお願いします。（理窓技術士会

山内講師には「ロウソクの科学」と火災と題し

運営委員会のメールアドレス）

て、火災発生に至る過程を、多くの研究論文を参

（risougijyutsushi̲committee@alumni.tus.ac.jp）

考にしながら、また実際のロウソクの炎の観察を

（1）ホームカミングデー「理窓技術士会コーナー」

通しての丁寧な解説があり、さらにモデル実験を

葛飾キャンパス（H27.10.25）

通して現実に即した場合の対処の仕方までお話戴

当会の活動報告の展

いた。特に火災特有のフラッシュオーバーのメカ

示のほか理大学生クラ

ニズムとその爆発的な威力に改めて火災の怖さを

ブ「Mice」と連携しマイ

知った。

クロマウスという迷路

関澤講師には、火災を巨視的な見地で捉え、大

脱出ロボット実演を行

地震に依って大都市に「もし同時多発火災が発生

いました。ちびっこか

したら」と題してお話戴いた。東日本大震災、阪

らご年配の方まで大勢のお客様が見えました。学生

神淡路大震災における火災の現状を動画や写真で

たちが一生懸命にサービスしてくれたので大変盛

見、被害の膨大さに改めて驚き、また当時の消防

り上がり、実演時間を延長したほどでした。また来

庁等の対応、消火、救助の現実から、避難の仕方

客者から当会の活動や技術士資格の質問などあり、

に至るまでお話戴いた。特に多発的火災において

当会への関心を高める意義深いイベントでした。

は最後の避難判断は自分であるとの言葉が印象に

（2）工場見学会：
『東芝エレベータ保守施設見学会』

残った。

東芝エレベータ（株）府中事業所（H27.11.24）

大規模地震に伴う倒壊・多発的火災への対応は

「安全・安心・快適」な昇降機の高品質なサー

ボランティアの協力も必要で、大規模火災に発展

ビスを提供するための保守技術・研修センターを

する前の約 1 時間が重要とのことである。

見学しました。保守技術の拠点であり、お客様か

理窓光学会への入会、次回講演会の詳細は当会

ら信頼される人材を育成しているところです。参

ＨＰをご覧下さい。

加者から日常利用するエレベーターの安全等多く
の質問もあり、大変有意義な見学会でした。
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関連団体通信
理窓知的財産クラブ

理窓ビジネス同友会

会長 産形 和央
当クラブの対象は、企業や研究機関などの知的
財産部員、弁理士、弁護士、特許事務所などのパ
テントエンジニア、特許庁の審査審判官、大学の
教員や TLO 関係者など広範囲にわたっています。
職務内容をみてみますと、特許権を付与する立場
（特許庁関係者）、いかにして特許権を取得する人
とそれを援助する人などの権利を取得する立場
（企業、研究機関、TLO などや弁理士やパテント
エンジニアなど）、特許法などの問題点を研究す
る理論構築とか人材育成などの教員などに分かれ
ます。特許問題も高度化ししかも複雑化し、大学
教員も手出しができず、しかも実務家教員も経験
談はできるものの教えることができないなどの事
態が生じています。法科大学院が崩壊しているの
と軌を一にした感じです。それに、実際にはまっ
たく向かない独りよがりの理論を構築しそれを教
えてもその生徒学生が実社会に出てもまったく役
に立たず、企業などでも評判が悪い。また、権利
付与側の考え方とか実務が、権利取得側に理解さ
れないという実態が生じているし、取得側にして
みると主張する考え方ややり方が全否定されてし
まうため、ついていけないとして反発してしまっ
ているのが実情のようです。あげくに、決定的な
ミスを指摘されて、怒り心頭にきている状況も見
受けられます。決定的なミスをするほうが悪いの
か、職務上それを含めて判断するほうが気が利か
ないというのでしょうか、どうなんでしょうか。
実情はなかなか根深く複雑です。
欧州特許庁 EPO の話をしておきます。これは、
欧州の各国がその主権の一部を出しあって設立し
たものですが、いくつか別の顔をもっています。
IIB
（国際特許協会）と INPADOC
（国際特許情報セ
ンター）です。これらの機関を EPO に統合した結
果ですが、前者は、欧州各国特許庁のほとんどは
規模が小さいため、これらの特許庁用の新規性の
調査機関としてハーグに設立され、企業の調査も
行っていました。これが母体となり、ミュンヘン
に審査部を設け EPO が設立されました。ですから
いまでも欧州の特許庁、日本特許庁の PCT 調査
ばかりでなく企業の新規性調査も引き受けていま
す。後者は、特許情報サービスをするために設立
され、各国特許庁が出願データをここに集中させ
るとともに情報をもらうという構図になっていま
す。インパドックパテントファミリーが有名です。

会長

宮川 公治

【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。

【第 36 回定時総会および第 156 回研修会】
平成 27 年 11 月 21 日
（土）、PORTA 神楽坂
にて第 36 回定時総会
および第 156 回研修会
を開催しました。決議
事項に関しましては
原案どおり承認可決
されました。
研修会では、「国際経済の流れと日本経済の実
態」と題し、愛知淑徳大学ビジネス学部の真田幸
光教授にご講演いただきました。懇親会も賑やか
でした。

【今後の予定】
・1 月 19 日（火）新年会・スリランカ料理「KANDY」
・2 月 16 日（火）理事会／ビジネス交流懇親会
「講談と数学は何か関係があるのか？」
・2 月 18 日（木）
理窓ビジネス同友会 WEB サイト
http://kigyou.risou.net/
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理窓教育会
理事

松原 秀成

〜 3 月 2 日まで、合宿コースが実施されます。

1 教員志望学生への支援活動

また、3 月 5 日（土）午後に今年度採用試験に合

理科大教職教育センター主催の秋の講座「教員

格した学生に対し、お祝いの会である「激励会」を

採用対策講座（3 年生コース）」が無事終了しまし

実施します。昨年度から首都圏支部（千葉県・埼

た。この講座は教職教育センター事務職の皆さん

玉県・神奈川県）の教育会支部長さんのご出席を

の多大なご尽力と理窓教育会の会員 12 名が親身

いただき盛大に実施する運びとなりました。

になった準備と指導のおかげで成立しておりま

毎年理科大から 150 名にも及ぶ新規採用教員

す。その成果が教職を目指す多くの学生の皆さん

が、全国の地域に赴任します。理数教育の充実を

に現れております。講座は 10 月 4 日（日）〜 12 月

目指し、この良き伝統を継承し「激励会」を少しで

6 日（日）の毎日曜日に 8 回（9：30 〜 16：40）行わ

も発展させて参りたいと思います。

れました。内容は教職教養 6 回、専門教養 12 回、

3

教育課題・論作文 15 回で約 70 名の学生が受講し

坊っちゃん科学賞研究論文コンテスト
第 7 回坊っちゃん科学賞研究論文コンテスト
（高

ました。数学・理科の専門性と生徒指導など、資

等学校部門）が、10 月 25 日（日）第 10 回理科大ホー

質を育成し、全国の学校に送り出せるよう教育会

ムカミンデー開催の中で、開催されました。坂本

として実践し、支援活動を充実化させています。

功委員長を中心に、大学の職員の皆様とともに 20

2

名を超える理窓教育会の先生方が、運営に携わり

首都圏支部の連携を進めています
教員採用試験対策講座の秋の 3 年生コースは終

無事終了いたしました。論文審査で選ばれた優秀

わりました。次は 1 月の私学対策講座、2 月 29 日

賞 5 校が、素晴らしい研究の成果を発表しました。

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─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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