関連団体通信
理窓光学会

理窓技術士会
会長

松野 直

運営委員 / 広報担当

長谷川 貢

平成 28 年 6 月 4 日、第 68 回理窓光学会講演会が

5 月 21日、第 13 回定時総会を開催、役員改選を

開催された。昨年、アインシュタインが一般相対性

行い、山極会長を再選しました。今回の役員改選で

理論を発表してから 100 年目と言うことで、当大学

は、女性委員を選出し、増加傾向にある会員増強を

近代科学資料館では平成 27 年 9 月 25 日から 12 月

さらに加速させることを確認しました。今年度の

10 日まで「アインシュタイン展」を開催した。開催

活動方針は、大学及び理窓会と連携し、キャリア支

中には、アインシュタインが一般相対論により予

援を継続するとともに、当会の特長である技術士

測した重力波を、9 月14 日、アメリカ・ワシントン

支援について、公立となった山口東京理科大学へ

州ハンフォードとルイジアナ州リビングストンに

の支援の継続のほか、理工学部電気電子情報工学

設置されたレーザー干渉計型重力波検出器によっ

科について支援を検討します。また、活動の柱の一

て、世界で初めて検出したことが発表された。まさ

つである技術懇話会（隔月開催）では各界から講師

にタイムリーなニュースであり、本会でも次の内

を招請し、大学の協力も得ながら在学生には無料

容の講演会を企画した。

で公開し、先端技術に関心をもってもらう活動を

****** 第 68 回理窓光学会講演会 ******
日時：2016 年 6 月 4 日（土）13：30 〜 16：30

続けます。工

場所：PORTA 神楽坂 7 階東京理科大学理窓会

季）では現場

場見学会（秋

第 2 会議室

との接触を

講師：東京理科大学近代科学資料館

図ります。当

科学コミュニケーター 大石 和江 氏

会に関心のある方の入会を歓迎します。当学以外

演題：アインシュタイン展を企画して

からの参加要請に応え会則の改訂も行いました。

〜 一般相対性理論への道 〜
講師：東京理科大学理学部教授

辻川

入会申込み、問い合わせは、下記へお願いします。
信二

氏

（理窓技術士会のメールアドレス）

演題：一般相対性理論が描く宇宙論

risougijyutsushi̲committee@alumni.tus.ac.jp

大石先生はアインシュタイン展の企画を担当さ

総会後、理窓ビジネス同友会と共催で特別講演

れており、アインシュタインの生い立ちや、取り巻

会「21 世紀のノーベル賞」を開きました。講演者

きの友との友情、相対性理論に向かう研究の道筋

は科学ジャーナリストの馬場錬成先生です。

等を詳細なパンフレットを基にお話しされた。

当学 OB の馬場先生は、大村智先生のノーベル

それを受けて、辻川先生からは、より詳細に特

賞授賞式に同行され、その様子や大村先生の功績、

殊相対論から一般相対性理論、更には最新宇宙論

ノーベル賞選考の貴重なお話の中に、身内としての

までの研究の様子が説明された。講演後の質疑の

裏話もご披露いただきました。21 世紀に入って日

時間では、相対論の解釈から、空間のゆがみをど

本のノーベル賞受賞が増えており、その傾向が続く

うイメージするかなどと、相次いで質問が出て、そ

のではとの示唆や、大村先生はじめ二度目受賞の可

の後の懇親会でも質問が続くなど活気のある講演

能性がある等、受賞者への豊富な取材経験からの

会となった。詳細は次の HP をご覧ください。

お話がありました。受講者の学生からは、将来ノー

理窓光学会 HP：http://risoukai.com/riso-opt/

ベル賞をめざしたいという意気込みのある発言もあ
り、今後も理科大出身のノーベル賞受賞者が出るこ
とが楽しみと
なります。
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理窓知的財産クラブ
会長

理窓

理窓ビジネス同友会
会長

産形 和央

特許制度では、原則として、世界で発行された

宮川 公治

【ビジネス交流懇親会】

特許公報、学会誌などの刊行物に記載の発明と

毎月第 3 火曜日（1 月・8 月を除く）19 時から、

か、このような発明に基づいて当業者（その分野

PORTA 神楽坂 6 階の理窓会倶楽部にて、ビジネ

の平均的専門家）が容易に発明をすることができ

ス交流懇親会を開催しています。当会への入会を

た発明は、特許されません。刊行物は、日本語だ

ご検討中の方もお気軽にご参加ください。

けではなく英語、スペイン語、フランス語、韓国
語、中国語などどのような言語で記載されていて
もかまいません。とくに、刊行物の中で特許公報
が、一番重要です。そこで、この特許公報をどの
ようにして探し当てるかがキーポイントになり
ます。このかぎが、特許分類です。昔は、この特
許分類には、日本、米国、ドイツ、国際特許分類
ＩＰＣと 4 分類がそれぞれの国で使用されていま
した。日本とドイツがＩＰＣに一本化し、米国分
類とＩＰＣの 2 種類が使用されています。米国分

＊

類は、ＩＰＣの 2 倍の項目数であるため、ＩＰＣ

5 月 17 日（火）のビジネス交流懇親会は、当会の

に歩み寄ろうとはしませんでした。しかし、コン

相談役と顧問をお招きしました。

ピュータによる機械検索が容易となり、しかも過
去の蓄積特許文献を改正ごとに再分類する必要
があり、年々蓄積数が膨大となり、しかも外国特
許文献も利用する必要がありますから、米国もと
うとう音をあげて、ＩＰＣに歩み寄ってきまし
た。ただ、ＩＰＣは国際的な分類であるため改正
に時間がかかるのと機械検索のツールとしては粗
すぎることから、日本は独自のシステム（Ｆター
ム、ＦＩなど）をＩＰＣに付加し、欧州特許庁Ｅ
ＰＯは独自のＩＰＣを基本としたシステムＥＣＬ

▲新入会員の倉田隆広さんの挨拶

Ａを使用しているのが現状でした。そして、米国
とＥＰＯは共同してＥＣＬＡからＩＰＣを基本の

＊

Cooperative Patent Classiﬁcation（ＣＰＣ）を開

☆☆☆☆☆☆☆ 納涼会のご案内 ☆☆☆☆☆☆☆

発し、米国もＥＰＯもこのＣＰＣ分類を採用する

東京支部・からくり会・理窓ビジネス同友会の

ことになりました。このＣＰＣは、ＩＰＣをもっ

合同で納涼会を開催します。ビンゴゲームも行い

と細分化したものでＩＰＣの記号を使用していま

ます。みなさま奮ってご参加ください。詳細とお申

す。ＣＰＣについてはＥＰＯのホームページに詳

込みにつきましては、当会の HP をご覧ください。

しい説明など載っていますので参照してくださ

日 時： 平成 28 年 8 月 9 日（火）18：30 〜

い。ＣＰＣを利用すると英語の文献はほとんど調

場 所： Blue Lily 青百合飯荘 銀座店

査できます。ただ、ＣＰＣもＩＰＣも基本的に機

会 費： 6,000 円（飲み放題）

能分類で、用途での観点はありません。日本では、
用途分類を作成し、ＣセクションではたとえばＣ

理窓ビジネス同友会 WEB サイト
http://kigyou.risou.net/

ＡＡのように表示してＩＰＣと併用して調査する
ことができるようにしています。
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理事
1

理窓博士会
松原

秀成

幹事

平成 28 年度理窓教育会総会

永田

肇

理窓博士会（DR 会）
（会長幡野純）は、昨年度中

5 月22日（日）10 時 30 分より理事会を行い、書面

に本学で学位（博士）を取得された方々並びに他

総会の議案を検討承認しました。この書面資料を

大学等で学位（博士）を取得された同窓の方々（既

全国支部長に送付し、アンケート形式の書面総会を

に他大学で学位を取得され今回はじめてご連絡を

行いその結果を教育会会報第 48 号に公開します。

頂けた同窓の方々を含みます）をお祝いするため、

2

下記の通り、理窓博士会の通常総会、第 54 回学位

理窓教育会東京支部総会
教育会東京支部総会が 11 時 30 分から行われま

新取得者記念講演会・祝賀会を開催いたします。

した。組織の活性化のために若手教員の組織化が

該当の皆様方（校友関係で学位取得者 ) には、万障

図れるよう努力目標が出されました。午後からは、

お繰り合わせの上ご出席くださいますようご案内

理窓会東京支部と共催で、総会報告会、講演会を

申し上げます。

行いました。懇親会も和やかな雰囲気で大いに盛

記

り上がりました。

日程：平成 28 年 9 月 24 日（土）

3

理窓博士会通常総会 11：00 〜 12：00
神楽坂キャンパス 1 号館 17 階 記念講堂

教員採用試験対策講座・4 年生コース
東京理科大学教職支援センター主催の「教員採

用試験対策講座 4 年生直前コース」が 4/3（日）か

記念講演会 （主催：理窓博士会）
13：00 〜 17：00
神楽坂キャンパス 1 号館 17 階 記念講堂
○学位新取得者による研究成果発表
○特別講演
「あくなき挑戦 ―絶えず何事にも興味を
もち、新製品開発、新事業にチャレンジす
ることに、生きがいを感じる人生―」
ユーヴィックス株式会社
代表取締役 森戸 祐幸 氏

ら毎日曜日、朝 9 時 30 分から午後 4 時 40 分までの
講座が 9 回行われました。理窓教育会の会員 12 名
が約 90 名の学生を指導しました。
4

坊っちゃん科学賞研究論文コンテスト
第 8 回坊っちゃん科学賞研究論文コンテスト

（高等学校部門）については、昨年度に引き続き、
坂本功理窓会副会長（本会総務理事）が実行委員
長を務め、理窓教育会の会員の多くが事務局員及

祝賀会（主催：学校法人東京理科大学）
17：30 〜 19：30
アグネスホテル アグネスホール
東京都新宿区神楽坂 2−20−1（東京理科大学
のすぐ裏手）TEL ： 03−3267−5505

び論文審査委員を担当することになりました。
5

全国同窓高等学校長懇談会
5 月 26 日、全国高等学校長協会総会がさいたま

市で開催されました。その後近くの「バレスホテ
ル大宮」で理事長、常務理事、教職支援センター

参加費は、記念講演会、祝賀会共に無料です。

の教授や教職課程指導室の講師などの大学関係者
の温かい歓迎を受けました。校長を代表して、新

詳しくは、下記の理窓博士会 WEB サイトをご参

潟県私立日本文理高等学校の上野順治校長が挨拶

照ください。本サイトには、これまでの学位新取

を行いました。

得者記念講演会・祝賀会の様子やアルバムなども
公開されていますので、是非ご覧ください
http://www.rs.suwa.tus.ac.jp/risoudr/index.html
お問い合わせは東京理科大学

広報部

校友・

父母支援課までお願いします。
電話 03（5228）7825 ／ FAX 03（5228）8328
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