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理窓光学会

会長　　松野　直
　今年も大学・理窓会共催のもと10月31日（日
曜日）にホームカミングデー（ＨＣＤ）が実施さ
れることになり、理窓会を中心として多くの同窓
が協力し合いＨＣＤを盛り上げています。理窓光
学会も積極的に申し込み、東京理科大学および理
窓会の紹介の部に参加することになりました。展
示会場はリニューアルされた3号館3階の331教
室に決まり、理窓光学会運営委員を中心に、
1） 写真で見る理窓光学会の歴史、
2） 同窓で光学界で活躍している人 の々プロフィール
3） 理窓光学会新ＨＰの予告紹介
4） 最近の講演要旨の紹介
の企画展示をします。
　各項目について少し説明をします。1）では前
年までの写真展示に多くの写真を追加、再編集し
たものをスクリーンに映写する。画像の入れ替え
や説明などパワーポイントによって随時挿入する
方式を取りました。2）では、卒業生がどんなとこ
ろで活躍しているか見ることができ、若い方の進
路や目標の一助になることを期待しています。3）
ＨＰをより活用できるものにするために、若い会
員の意見を取り入れリニューアルするためのもの
で、当日参加の同窓のご意見も拝聴したい。4）最
近2,3年の講演要旨を編集したもので、光学会で
どんな講演をしているか、様子を知りたいという
方を対象に企画しました。少数であるが印刷物と
して用意し、ご参加いただいた早い方に差し上げ
る予定です。
　以上のかなり欲張った企画なので不十分な部分
もあるかと思いますが、ぜひご来場いただき、叱
咤激励をお願いする次第です。なお、次回の講演
会の日程は次のように決定しております。

*****************************************************************
第57回理窓光学会講演会

日　時：平成22年12月4日午後1時より
場　所：森戸記念館第2フォーラム
講　師：講演テーマについては現在交渉中
懇親会場：理窓会館3階第1会議室
詳細は下記のＨＰをご覧ください。

http://home.catv.ne.jp/kk/riso-opt/

総務理事　　坂本　功
1．会報第36号の発行

　理窓教育会は年間に2回の会報を発行しており
ます。今回の第36号は、平成22年度理窓教育会総
会を特集として掲載しました。その他の記事の主な
ものは、①東京理科大学出身の新任教師の抱負と
活躍の報告　②全国の教育管理職の昇格状況　③
同窓の活躍の様子として、東京都立工芸高等学校
長・瀧上文雄先生（51理工専）の記事等を掲載いた
しました。瀧上先生は、全国工業高等学校長会副理
事長を務めています。（10月1日に全国の会員へ発
送）
2．指導委員会について

　理窓教育会の指導委員会は、東京理科大学生涯
学習センター主催の教員採用試験対策講座に会員
を講師として推薦しております。さる7月30日に指
導委員会を開き、①講義内容　②科目分担　③テ
キスト作成等について相談しました。
　教員採用試験対策講座は、①3年生講義コース
（10月～12月、日曜日9回、9：30～16：40）　②合
宿コース（3月、2泊3日、野田セミナーハウス）　③
4年生直前コース（4月～5月、日曜日6回、9：30～
16：40）という形で行われています。経験豊かな、
親身になって教える16名の同窓先輩講師のおかげ
で、受講生の中から多数の教員採用試験合格者を
出しております。
　また、8月6日、東京理科大学就職課の依頼を受
けて、教員採用試験第一次合格者に対しての二次
試験対策指導を行いました。個人面接、集団面接、
集団討論、自己アピール文の書き方等、二次試験の
試験官等の経験のある同窓先輩の厳しい指導に、
学生は必死で取り組みました。10月の朗報を期待
しております。

理窓教育会
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理窓技術士会

業務・企画部長　小林満男
1．理窓技術士会通信（第4号）の発行

　年間2回発行しています。本号では、5月22日
に開催された定時総会における藤嶋昭学長からの
特別講演「物華天宝―研究はセンス、雰囲気、そし
て感動が大切―」の模様、年間の活動計画の他、新
たに会員となられた5名から頂いた記事等を掲載
しております。ぜひご覧ください。
2．東芝科学館見学

　技術懇話会活動の一環として、7月10日（土）、
東芝出身会員の案内で、東芝科学館を見学しまし
た。弱電から強電まで、また科学に関する歴史を
電気製品とその物語で分かりやすく展示してあり
有意義なひと時を過ごしました。
3．諏訪東京理科大学で技術懇話会を開催

　東京理科大学TLO諏訪センター（西山勝廣セ
ンター長）と協賛で、9月11日から2日間にわたり、
大学セミナーハウスに泊込みの技術懇話会を開催
しました。茅野商工会議所の白川元専務理事から
来賓の挨拶を賜り、NPO諏訪圏ものつくり推進
機構の細川久副理事長からは諏訪地区の地域おこ
しの取組み現状など、6名から講演を頂きました。
　特別講演では、「蛍光色素波長変換材料による
光合成促進シートの開発」について、谷辰夫電子
システム工学科教授（元学部長）から報告があり
ました。翌日は、実験農場に出かけ、農業法人（株）
光変換光合成促進農法の中澤富夫社長から新規
事業の取組み状況について伺いました。本事業の
益々の発展をお祈りいたします。
4．山口東京理科大卒「技術士補」の指導開始

　今年度JABEEコースを修了し、卒業と同時に
技術士補となられた方々に対し、山口東京理科大
学と連携し修習技術者指導を開始しました。社会
人としての見識を深め、専門知識の習得とコミュ
ニケーション力の向上に力点を置きながら、4年
後の技術士資格取得を目指します。

理窓知的財産クラブ

理窓知的財産クラブ会長　産形和央
　知的財産関係で最近の話題は、今年7月に改正
の不正競争防止法、営業秘密に関する保護強化と
それに伴う罰則の強化です。これとは別に知財高
裁が、いろいろと工夫を凝らした判断を示し、注
目されます。
　注目の判決の1つが、21年1月28日の判決（回
路用接続部材、20年（行ケ）10096号）です。とい
うのはこのごろ審査官審判官が素人化してまとも
に判断できなくなってきているからです。この事
件は、2つの引用例から何となく容易という審決
を取り消したもので、後の事件でも引用されてい
ます。要するに、2つの引用例から容易であると
いうためにはそれ相当の根拠理由が必要で、先行
技術から出発して、出願の発明の先行技術に対す
る特徴(先行技術と相違する構成)に到達するこ
とが容易であったのかどうかを基準として判断す
るべきで、先行技術の内容の検討でも、出願の発
明の特徴点に到達できる試みをしたであろうとい
う推測が成り立つだけでは十分ではなく出願の発
明の特徴点に到達したはずであるという示唆等が
存在することが必要、と厳しく指摘しています。
　もう一つは、22年1月28日の判決（医薬品の第
2薬効に基づく用途発明、21年（行ケ）10033号）
です。判決から日が浅いので今後の注目度いかん
ですが、医薬品の第2用途発明に関して、有用性
を裏付ける薬理データまたはそれと同視するべき
程度の記載がないことを理由にサポート要件違反
(出願発明の裏付けがない)として拒絶した審決が
取り消されたものです。判決は、サポート要件違
反かどうかと発明の裏付けがないとして実施可能
性要件違反かどうかを判断する際には、両者を区
別して検討するべきであるというものです。とい
うのは基本的にサポート要件違反かどうかは、特
許請求の範囲の記載が、発明の詳細な説明の記載
の範囲を超えているのかどうかであるとしていま
す。何となく、裏付けを欠く発明は、実施可能性
要件違反として処理するべきであるということで
す。この考え方は、出願人が一番嫌っていたもの
ですが、元に戻ったような印象を受けます。とも
かく、知財高裁がいろいろと工夫を凝らしていま
すので、注目しましょう。
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理窓博士会

実行委員長　兵庫　明
　理窓博士会による「第48回学位取得者記念講演
会・祝賀会」が開催されました
　理窓博士会（DR会）（会長：石井忠浩先生）では、
定期的に開催する月例会、講演会、年一度の一番
大きな「学位取得者記念講演会・祝賀会」を開催し、
博士の学位取得者を応援する様々な活動を行って
おります。
　今年は、7月の第二土曜日にあたる10日に、新た
に博士の学位を取得された同窓約100名の方々を
お祝いするために、学位取得者記念講演会・祝賀
会が、東京理科大学1号館17階記念講堂にて開催
されました。新取得者の学位の内訳は、理学31名、
工学51名、薬学13名、医学1名、環境学1名でした。
　この会は、第1部（総合司会：井手本康先生）、
第2部（司会：岡村総一郎先生）からなっており、
第1部では新取得者による記念講演会と特別講
演、その後、DR会総会（司会：田所　誠先生）が、
また、第2部では「学術奨励賞」授与式と祝賀会が
行われました。
　第1部では、石井忠浩DR会会長の開催挨拶の
後、藤嶋　昭学長から「良い本を読んで人間的に
より一層高めていって欲しい。学位取得は一つの
ステップです。頑張っていただき理科大の名をよ
り一層高めて欲しい」とのご祝辞を賜りました。

　その後、永田　肇先生の司会により、新取得者
9名の記念講演が以下の内容で行われました。
・島崎勇一様（S56物・理） 
「自動車用ガソリンエンジンの燃焼診断法の確
立と制御技術への応用に関する研究」
・中村守里也様（H3電気・理工） 
「空間ＣＤＭＡとイメージファイバとを用いた
二次元並列多重光インターコネクトの研究」
・越地福朗様 （H14電気・理工） 
「人体通信用機器の設計に関する研究」
・原　利英様 （H17情報・理工）
「高精度配列アライメント法の開発およびド
ラッグデリバリーシステムにおける薬剤動態モ
デルの構築」
・渥美　晋様（H22 総合化学研究科）
「14C年代測定のためのABA処理法の化学的検
証とカマン･カレホユックの14C編年への応用」
・坂尻徹也様（H11化・理）
「ヒト血清トランスフェリンとそのレセプター
間の分子認識機構」
・有安真也様（H16化・理）
「DNA認識ジンクフィンガー・メタロチオネイ
ン融合タンパク質を介したDNA上での金クラ
スターの配列」
・大篭友博様（H17応生・理工） 
「細胞接着分子ICAM-5の細胞内品質管理に関わ
るアスパラギン結合型糖鎖の構造と機能の解明」
・梅澤雅和様（H18薬・薬）
「実験的子宮内膜症病変モデルを用いた疾患発
生メカニズムの研究」
　時間の関係上、10分という短い時間でご講演
を頂きましたが、先端的研究内容を専門外の聴講
者にも分かりやすく説明をして頂いたこともあ
り、ご講演後、活発な質疑応答がなされました。
　その後、飯田洋市先生の司会で新取得者の紹介
と記念品贈呈が行われました。新取得者を代表し
て川端麗香様へ石井DR会会長から記念品が授与
され、謝辞が述べられた後、新取得者の記念撮影

学長祝辞開会の挨拶
（石井DR会会長）
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　松浦大輔様（H20材料・基礎工研）
　山本紘司様（H16情報・理工）
　山本隆彦様（H16電気・理工）

　その後、総会にて就任が決定した尾立晋祥DR
会新会長からご挨拶があり、今後の抱負などが語
られた後、齊藤隆夫DR会代表幹事の乾杯のご発
声により懇親会となり、新旧の学位取得者の交流
会が盛大に開催されました。
　本年も盛大に本祝賀会を開催できたことは、同
窓をはじめとする諸先生方のご指導とご協力の賜
物と感謝いたしております。今後とも新旧博士会
会員の皆様方のご協力ならびに先生方のご指導を
よろしくお願い申し上げます。
　最後に、本記念講演会・祝賀会を実施するにあ
たり、多大なご協力を頂きました実行委員の皆様
に心から御礼申し上げます。

実行委員名（順不同）
原田紀枝子、半谷精一郎、武田正之、小向得優、小
茂田昌代、青山隆夫、渡邉　昇、西川英一、岡田紀
夫、大和田勇人，井手本康、岡村総一郎、野澤昌弘、
田所　誠、鳥越幹二郎、鈴木智順、郡司天博、安藤
靜敏、内呂拓実、色川勝己、飯田洋市、瀬尾　隆、
佐々木健夫、椎名　勇、松田一朗、保倉明子、浜本
隆之、常盤和靖、柴　建次、長谷川幹雄、永田　肇、
藤本憲次郎、杉山　睦、福地　裕、宮崎　淳、佐藤
広生、吉田孝博、友田敬士郎、廣田慶司、相馬央令
子、土屋博之、山本隆彦

が行われました。
　つぎに大和田勇人
先生の司会で特別講
演が行われ、今年坊っ
ちゃん賞を受賞され
た、寄本義一様（凸版
印刷株式会社　本部
長付、45電・工）より、
「より良い未来のため
のICカードの国際規
格化」と題して、IC
カードの中身から始
まり、標準化の裏話や苦労話など、社会で仕事を
していく上で参考となる示唆に富んだお話しをさ
れました。
　その後の総会では、石井忠浩DR会会長の勇退
に伴い新会長と副会長の選出が行われ、新会長
に尾立晋祥氏（38物・理）、副会長に植木キク子
氏（36物・理）の就任が決定されました。また、石
井忠浩DR会会長の顧問への就任も決定されまし
た。続いて幹事の改選案、会則の改訂案、活動報
告と決算報告、今後の活動予定と予算案等が審議
され、満場一致で承認されました。
　第2部では、澤　芳昭常務理事（理事長代理）の
祝辞、池北雅彦理窓会副会長（理窓会会長代理）の
祝辞に続き、新取得者を代表して島崎勇一様より
謝辞が述べられた後、第3回理窓博士会「学術奨
励賞」の授与式が行われ、石井DR会会長から次
の方々に記念の盾が授与されました。
　高橋克宗様（H15応化・理）
　塚本浩司様（S60物・理工）

学位新取得者の皆様

寄本様による特別講演
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理窓ビジネス同友会

会長　宮川公治
「総会のお知らせ」

　理窓ビジネス同友会では、第31回総会を11月
20日（土）に理窓会館で開催します。
　総会後は、NHK「クローズアップ現代」などに
出演されているアジア経済動向の専門家、愛知淑
徳大学真田幸光教授に講演をお願いしています。
　講演会は、会員以外でも参加できますので、是
非お立ち寄りください。

「第92回ゴルフ会」

　平成22年11月6日（土）に理窓会会長杯がアス
レチックゴルフ倶楽部で開催されますが、理窓ビ
ジネス同友会ではこのゴルフ会を例年共催致して
おります。会員の方々、奮ってご参加ください。
　参加申込書は、理窓会会長杯ゴルフコンペ申込
書をご使用ください。

「懇親会」

　理窓ビジネス同友会では毎月第3火曜日19：00
頃から、理窓会倶楽部で懇親会を開催していま
す。ご入会ご希望の方は、一度ご参加いただき、
自己のビジネスに役立ち、自己啓発になるかどう
か、本会の雰囲気を一度体験してください。

「忘年会」

　理窓ビジネス同友会の忘年会は、12月21日（火）
アグネスホテルのレストランで、理事長、理窓会会
長をご招待して開催します。是非ご参加ください。

「ホームカミングデー」

　10月31日（日）に開催されるホームカミング
デーに、「理窓ビジネス同友会」では、同窓出会い
の広場に席を設けます。友人との待ち合わせ、会
場で一服の場所にご利用ください。

「会社セミナー」

　理窓ビジネス同友会では後輩の就職活動援助の
一環として、大学就職課と協力し、各キャンパス
で毎年「会社セミナー」を開催しています。
神楽坂キャンパス　2010年10月02日
野田キャンパス　　2010年10月16日
山口キャンパス　　2010年11月20日
諏訪キャンパス　　2011年2月3～4日
　同窓生が勤務されている企業に優先的に参加し
て頂いています。理窓ビジネス同友会では、「よろ
ず相談コーナー」を担当し、両親にも、大学教職
員にも相談できない様々な事柄のアドバイスを
行っています。

「事務局からのお知らせ」

　今年1月から、事務局が機能せず、この期間に入
会申し込みをされた方々をはじめ会員の皆様にご
迷惑をお掛けしました事をお詫び申し上げます。
　この度、菅原寛子さんに事務局のお手伝いをお
願いすることに致しました。以後、よろしく御願
い致します。又、この度事務局の不手際の回復作
業に献身的にご協力いただいた各理事、監事、会
員の方々に感謝申し上げます。

「名刺」

　理窓ビジネス同友会の会員の方々には、無償で
名刺を作成しています。本会ホームページから「名
刺申込書」に必要事項をご記入の上、事務局へ郵
送していただければ約10日後にお渡し致します。

「RISOU QUARTERLY」

　理窓4月号に「RISOU QUARTERLY」が無く
なった旨編集後記に記載されましたが、事務局
が混乱した為、間違って記載されたもの思われま
す。事務局が順調に機能し始めましたので近日中
に、「RISOU QUARTERLY」を再開する予定です。
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