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運営委員 / 広報担当

長谷川 貢

今年は、春先の九州地方の地震から始まり、立て

当会の技術懇話会には、会員以外の参加者も

続けの台風上陸で、日本列島のいたるところに大き

だんだん増加し、その機会に入会される方も多く

な被害が出ている。しかも、これまで予期しなかっ

なってきました。技術懇話会のあと毎回懇親会を

た地方での被害が大きく、復興にはまだまだ時間

開催しており、講演の先生と参加者の交流の場と

がかかりそうである。被災地の方々にお見舞い申し
上げるとともに一日でも早い復旧復興を祈念する。

なっています。11 月には、工場見学会も予定して

さて、2016.10.30 は母校東京理科大学葛飾キャ

おりますので、理窓会の皆様も是非参加して下さ

ンパスでのホームカミングデーである。昨年以上

い。当会に関心のある方の入会を歓迎します。当学

に沢山の催し物が準備されている。当理窓光学会

関係者以外からの参加要請に応え会則の改訂も行

も、運営委員の諸氏が光学に絡めて、

いました。入会お申込み、お問い合わせは、下記へ

1）リバーサルミラー

お願いします。
（理窓技術士会のメールアドレス）

2）魔鏡

（risougijyutsushi̲committee@alumni.tus.ac.jp）

をテーマに選定し、企画・検討を進めている。

（1）第 69 回技術懇話会

1）については、鏡で見ている自分の顔は、他人

（PORTA：H28.7.9）

「Safety2.0 時代の列車制御を展望する」

が見ている顔とは左右逆になることに注目し、も

日本大学理工学部教授（工学博士） 中村英夫氏

し自分の顔が、他人の見ている顔（写真の顔）に見
えたらどう感じるかを多くの人に実際に体験して

「安全」を組み込んだ

もらう。

ものを提供する時代が

2）は、表面には何も描かれていない平面に光を

「Safety1.0」と す れ ば、

あて、壁面に写しだすと、絵や文字が現れるとい

それを進化させて、人

う鏡である。

とものと環境を情報で

当日までに、どのくらいまで完成したものを展
示、体験してもらえるか分からないが、担当者が

つないで、IoT【 Internet of Things 】を活用し

時間を惜しまず挑戦しているので、ぜひその成果

高次元の安全を実現する取り組み「Safety2.0」の

を見て欲しい。また、お子さん、お孫さんにも楽

考え方について、高速・高密度運転を支える列車

しんでもらえると思うので一緒に足を運んで頂き

制御システムを例に講演があり、鉄道に関心のあ

たい。当然、会員各位の協力参加も大歓迎である。

る参加者も多く、質疑時間はその後の懇親会で引

さらに、同会場のスクリーンには、本年 6 月に

き続き語り合える良い機会でした。

行われた、第 68 回理窓光学会講演会での「アイン

（2）第 70 回技術懇話会

シュタイン展を企画して」と題した大石和江氏（東

（森戸記念館 H28.9.10）

「プロセス保証型のものづくり」

京理科大学近代資料館科学コミュニケーター）と

プロセスマネジメントテクノ代表

「一般相対性理論が描く宇宙論」と題した辻川信

永原賢造氏

二氏（東京理科大学理学部教授）のご講演の様子

永原氏は、元（株）リコーで、長年品質保証部門

を放映する予定でいる。史上初めての重力波観測

を担当された専門家である経験から、二度手間を

に関係しており、椅子も用意されているので都合

掛けない 効果的・効率的なプロセス整備と実施

のつく方は、是非視聴して頂きたい。当日は、理

について、お話されました。また環境負荷低減の

窓光学会でご講演された方々の講演要旨、理窓光

目標達成へのプロセス

学会の案内パンフレットも準備している。入会手

などの事例についても

続きもその場で出来るので、担当者にお声掛けし
て欲しい。尚、当会の詳細は下記の HP に掲載さ

解説され、質疑応答の

れているのでご覧頂きたい。

時間では活発な意見交

HP：

換がなされました。

http://risoukai.com/riso-opt/
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理窓ビジネス同友会
会長

産形 和央

28 年 4 月から職務発明制度が今までの発明の発

宮川 公治

【ビジネス交流懇親会のご案内】

明者帰属の大原則が変更され、企業に帰属とする

毎月第３火曜日（1 月・８月を除く）19 時から、

という大改革が実施されました。これにより、企

PORTA 神楽坂６階

業が金銭以外の報奨を社員に自由に与えること

の理窓会倶楽部に

も可能になりました。しかし、社員の発明表彰に

て、ビジネス交流懇

海外留学とか特別休暇、研究費増額とか個別の部

親会を開催してい

屋の付与などを発明規定に加えようとしたら、研

ます。当会への入会

究部とか人事部、総務部などの他部門の同意が得

をご検討中の方も

られなかったなどの点から、企業サイドからの強
い要望に重い腰を上げた行政当局（特許庁）の努

お気軽にご参加く

力にもかかわらず、この改正の動きを利用した社

ださい。
【納涼会開催のご報告】

内改革の動きは全然といっていいくらいありませ
んので、どうなっているのという印象が否めませ

平成 28 年 8 月 9 日（火）に青百合飯荘 銀座店に

ん。ともかく今後の企業の方針というかどのよう

て、東京支部・からくり会・理窓ビジネス同友会

に運営していくかなどの基本的な方向性が定まら

の合同で納涼会を開催いたしました。42 名の方

ず、やみくもに海外投資（海外への企業進出）を

に参加いただき、ビンゴゲームもあり賑やかな会

行って、挙句の果てに技術が盗まれたとか撤退で

となりました。皆さまありがとうございました。

きないなどといっていてもはじまらないような気
がします。海外進出は、もともと技術移転が主目
的ですので、現地の従業員を採用し教育し、その
結果現地の技術レベルやスキルが向上し、海外投
資の見返りが得られます。そこでは、技術のオー
プン戦略とクローズ戦略をどのように仕分けして
いくかなどが問われるのであって、現地では生産
に特化し、日本では研究開発に特化するなどの方
策もありえます。この場合には頭脳集団としての
研究開発部隊をどのように活性化し、運営してい

☆☆☆☆☆☆☆ 忘年会のご案内 ☆☆☆☆☆☆☆

くかを真剣に検討する必要があります。ただ日本

〜 鬼武みゆき with 渡辺剛が奏でる

では戦後米国などから技術を導入しそれをこなす

音楽の世界を楽しむ 〜

研究と改良に資本と人的資源を投入し、その結果

秋山 仁教授の司会進行で、下記のとおり開催い

欧米に追いついただけであって、企業として発明

たします。詳細、お申込みは HP をご覧ください。

活動のあり方と振興策を真剣に考えたことはない

日 時：平成 28 年 12 月 20 日（火）18：00

でしょう。研究の中核をベンチャー企業や大学に

（忘年会 18：00 〜・音楽会 19：30 〜 20：30）

求めたりする動きがありますが、この場合には、

場 所：アグネスホテル Ｂ１Ｆアグネスホール

企業は研究を事業化するための努力に特化するこ

会 費：10,000 円（お食事はビュッフェスタイル）

とになりますが、その成果は 2，3 年ぐらいしかも
たず、アジア諸国などに追いつかれます。自動車

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

産業だけに頼る日本経済から脱却することも視野
にこれを機に企業内のこれらの問題を検討してみ
たらどうでしょうか。
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理窓教育会
理事
1

松原

秀成

朝 9 時 30 分から午後 4 時 40 分まで一日4 講座で 8 回

会報 48 号の発行

行われます。
講座は論文・教職教養・専門教養（数学・

理窓教育会会報 48 号の中心的内容は、全国教育

理科）で、理窓教育会の会員13 名が約 80 名の学生

会各支部にて取り組まれた書面総会のまとめです。

を指導する予定です。

本部から書面資料を全国支部長に送付し、アンケー

4

坊っちゃん科学賞研究論文コンテスト

ト形式を採り、そのまとめの結果を会報第 48 号に

第 8 回坊っちゃん科学賞研究論文コンテスト

公開します。
（48 号は10 月7日教育会理事会後に全

( 高等学校部門 ) は、例年通り理窓教育会が全面的

国の会員に発送）

に運営に当たり、9 月 10 日（土）31 名の教育会の

2

先生方が全国の高校から応募のあった 169 の論文

教員採用第二次面接試験対策講座の開催
7/2（土）千葉県対策、7/30（土）埼玉県対策、

を分野別審査しました。そして、9 月 16 日（金）に

8/7（土）
・8（日）東京都・他、9日（月）〜 12日（金）

は、理科大の先生方による総合審査会が開催さ

とそれぞれの試験日程に合わせ連続的に開催しま

れ、坊っちゃん科学賞当日発表校の 5 校が決めら

した。講演内容も個人面接をはじめ集団面接、模擬

れました。

授業など地区ごとの試験に合わせ徹底的に指導し

5

教育管理職選考面接勉強会（東京）

ました。この他にも有志・希望者についても全て

9 月 18 日（日）に東京都の管理職選考 1 次合格者

に対応する事ができました。成果が期待されます。

を集めて面接練習勉強会が開かれました。講師・

3

受講生ともに本学出身者だけでなく、他大学出身

教員採用試験対策講座（3 年対応）について
東京理科大学教職支援センター主催の「教員採

者をも巻き込んだ有意義な面接勉強会となりまし

用試験対策講座（事前）
」が 10/2（日）から毎日曜日、

た。

（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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