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理窓技術士会

運営委員広報担当　稲田　聡
　この度の東日本大震災により、亡くなられた
方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被
災された方々に心よりお見舞い申し上げます。
（1）技術懇話会（毎月1回）

①第37回　（平成23年1月15日）
　「日本の技術力とグローバル市場」
　講演者：小泉 智善 氏 　技術士（情報工学）
②第38回　（平成23年3月12日）
　東日本大震災により延期
③第38回　（平成23年5月28日）
理窓技術士会総会後の特別講演会

　「1968年以来今日まで43年間私の液晶ディスプレイの研究」
　講演者：小林駿介先生　山口東京理科大学教授
　　　　　液晶研究所　所長

（2）第8回総会（5月28日）

　新会館になって初めての第8回理窓技術士会総
会が河合委員による司会で開催されました。三澤
会長の挨拶のあと議長の選出、議事録作成人と議
事録署名人の選出が行われました。その後式次第
に則って議事が進行しました。
　特別講演は山口東京理科大学小林教授による液
晶に関する興味深いお話から英語教育に関する事
など、大変楽しい講演を聞くことができました。
その後の懇親会では今年の技術士試験合格者を迎
え、活気ある情報交換が行われました。
（3）入会金・年会費の改定がありました

　今総会におきまして修習技術者と首都圏以外に
居住する会員の年会費が改正されました。これに
より該当の会員（東京・神奈川・千葉・埼玉以外
に在住の会員）の年会費は2000円となりました。
また入会金も1000円となりました。
　これを機会にまだ入会されていない技術士の
方々は、是非入会を御検討下さい。

理窓光学会

会長　　松野　直
　2011.3.11の未曾有の大震災と原発事故による被
害は、被災地から全国へと広がりつつあります。
震災からの復興は被災地の人たちの努力と多くの
ボランティアにより明るい兆しが幾つか見え始め
ていますが、原発事故の対策と収束はまだ見通し
が立っていません。そのような緊迫した折ではあ
りますが、理窓光学会ではこれを一つの契機とし
て、世界のエネルギー問題を再考察するため、下
記の内容の講演会を企画しました。 
　西尾先生は、超伝導物質を利用した省エネル
ギー化に焦点をあて、太陽光を電気エネルギーに
変換する半導体素子の役割と、風力発電による電
力輸送に超伝導線を活用する実験例について講演
されました。
　谷先生は、太陽エネルギーを総合的にとらえ、
その活用方法と、太陽電池の構造はどのように開
発されていくか、エネルギー変換効率を上げる
にはどうするか、世界的に見てどの国が生産力を
もっているか等の情勢分析もし、日本の現状や先
の西尾先生の超伝導線による電力輸送（外国例）
にも関連づけ、いま何をすべきかを示唆した興味
深い内容でした。

*******第58回理窓光学会定期講演会*******
日　 時：平成23年6月18日（土）13：30～
講演会：PORTA神楽坂7階　理窓会第2会議室
①　「省エネルギー社会に向けた超伝導体の活用」
｠｠ 　西尾太一郎氏（東京理科大学理学部講師）　
②　「太陽エネルギー利用技術の現状と将来」
　｠　 谷　辰夫氏　（東京理科大学名誉教授）
懇親会：（17：00～）同館6階理窓会倶楽部談話室

───────────
次回開催予定：平成23年11/下旬～12/上旬の（土）
HPもご覧下さい。 http://risoukai.com/riso-opt/
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が約80名の学生を指導しました。

4．工学部二部入学前集中講義

　理窓教育会が工学部二部より依頼を受けて、入
学前の集中講義を理窓教育会の会員が行いました。
　高校の選択科目の多様化や、大学の推薦入試な
どの影響で、微分・積分や物理などの力が不十分
のまま、入学してくる学生が増えています。
　4月４日、5日、6日､ ８日の４日間、理窓教育
会の会員が約300名の新入生に二次関数から微
分・積分まで、力学を中心とした物理を演習形式
で講義しました。アンケートで「入学してやって
いける自信がついた」等、好評でした。

5．全国同窓高等学校長懇談会

　例年、全国高等学校長協会の総会が開催される
日に合わせて、東京理科大学が全国の同窓の高等
学校長を招いて、懇談会を行っております。今年
度は5月25日（水）ホテルモントレ横浜で行われ
ました。同窓高等学校長が、理事長、常務理事、学
長、教職支援センターの委員の教授や、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、山形県立山形南高等
学校の布川元校長が挨拶を行いました。

総務理事　　坂本　功
1．平成23年度理窓教育会総会

　昨年同様、全国の支部長に議案を送り、アン
ケート形式の書面総会を行いました。現在集計作
業中です。結果を理窓教育会報第38号に載せ公開
します。

2．理窓教育会東京支部総会

　全国で支部総会がもたれますが、全国に先駆け
て東京支部総会が5月22日（日）に行われました。
　富岡康夫氏が新会長に
就任しました。理窓教育会
東京支部総会の後、引き続
いて理窓会東京支部総会
が行われ、その後、合同の
懇談会が和やかに行われ
ました。

3．「教員採用試験対策講座・4年生直前コース」

　東京理科大学生涯学習センターの公開講座教員
採用試験対策講座・｢4年生直前コース｣が4月17
日からの毎日曜日朝9時30分から午後４時30分
までの講座が6回行われ、理窓教育会の会員15名

理窓教育会

富岡康夫
新会長挨拶
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会長　宮川公治
第93回ゴルフコンペの報告

　平成23年５月14日（土）、アスレチックゴルフ
倶楽部にて、第93回理窓ビジネス同友会ゴルフコ
ンペを開催いたしました。
＜成績＞
　優　勝　堀越　公義
　準優勝　大久保　理
　 3　位　福原　清二
　Ｂ　Ｇ　宮川　公治（82）

＊ 次回は平成23年11月12
日に理窓会会長杯と共
催で開催いたしますので
奮ってご参加ください。

懇親会の報告

　平成23年５月25日（水）理窓会倶楽部にて、当
会の相談役・顧問をご招待し懇親会を行いました。
諏訪部相談役、横田相談役、菅原相談役、駒井顧
問、渡邊顧問、松井顧問の方々にお越しいただき、
参加者は入会希望者も含め総勢23名でした。
　初めに、宮川会長より現状報告および挨拶がな
され、諏訪部相談役の乾杯のご発声で元気よくス
タートし、とても賑やかな懇親会になりました。
当会は発足から30年が過ぎましたが、今後も先輩
方との交流を大切にして活動していきます。
技術士会と共催で研修会を開催

　5月28日（土）に、第38回技術懇話会が開催さ
れました。理窓ビジネス同友会と理窓技術士会の
共催による特別講演会として、山口東京理科大学
教授の小林先生をお迎えし、ご講演を頂きまし
た。詳細につきましては、技術士会の頁に掲載が
あるので、割愛させていだきます。

理窓知的財産クラブ

理窓知的財産クラブ会長　産形和央
　近年、社外技術を活用して研究開発や製品化を
行うオープン･イノベーションが進展するなどの
環境変化に対応し、ライセンス契約の保護強化や
共同研究等における発明者保護を図り、また、イ
ノベーションの裾野を広げる等の観点からユー
ザーの利便性を向上させるとともに、知的財産を
巡る紛争を迅速・効率的に解決するために審判制
度を見直すことなどの観点から特許法の改正が行
われ、6月8日に公布され、24年4月からの実施
を目指しています。改正は3年ぶりです。
　一方米国でもひさしぶりに特許法の改正が議会
を通るのではないかと期待されています。6月23
日に下院で可決した法案は、司法委員会スミス委
員長による修正などが含まれていますが、上院で
可決された法案と複数の相違点があるものの核心
部分は共通しています。今後は、下院法案を上院が
再可決するか、両院協議会で同一の内容に調整し
て両院で再可決する必要があります。
　改正された特許法には①通常実施権を登録しな
くても特許権者が代わったとしても有効である点、
②無効審判で、無効と判断される場合などは事前の
審決が出され、それに応じた訂正請求をすることが
でき、その結果特許有効の審決が出されるので、無
効判断を回避できるようになることと、逆に訂正請
求を適切に行うことができず、最終的に無効審決と
なった場合には審決取消訴訟を提訴しても、もはや
訂正審判を請求することができなくなる点、③侵害
訴訟や仮処分申請において侵害と判断されてその
訴訟･仮処分が確定してしまった後で、無効審判の
無効審決が出され確定しても、そのことを理由とし
て再審請求をして損害賠償金の返還を求めたり、違
法仮処分による損害賠償を求めることができなくな
る点、④発明の新規性喪失の例外規定の見直しと
して、特許庁長官指定の学会などでの発表などに限
定されていたものが、これらの要件がなくなり、30
条の適用の出願が非常にしやすくなる点などが含
まれます。いずれも権利紛争がらみのものが多いの
で、注意する必要があります。

理窓ビジネス同友会

理窓 2011年7月号.indb   22 11/07/25   20:03



23

11・7　理窓

紹介し、大学が保有している特許権を有効に活用
する手助けをすることです。
　理窓会の会員が所属している企業の方々が必要
としている技術がございましたら、我々理窓ビジ
ネス同友会に連絡下さい。御社の未来を輝かせる
技術を紹介することができるかも知れません。
新リーフレット作成中

　当会の新しいリーフレット
を作成中です。次号の「理科大
today」に同封させていただきま
すので、ご覧ください。

事務局移転のご案内

３月下旬に、当会の事務局が移転しました。
＜新しい連絡先＞
〒162－0825　東京都新宿区神楽坂2－6－1

PORTA神楽坂7F
FAX：03（4333）0345　e-mail：info@kigyou.risou.net
※ 電話はございません。お問
合せはe-mailまたはFAXで
お願いいたします。

ＴＬＯとの交流

　理窓ビジネス同友会は、東京理科大学科学技術
交流センター（承認ＴＬＯ）と交流し、大学が保
有している特許権を有効に利用することに協力す
ることになりました。
　ＴＬＯ（技術移転機関）の主な役割は、本学が保
有する知的財産を企業等に技術移転することによ
り、大学の第３の使命である社会貢献（知の社会
への還元）を果たすとともに、本学の教育、研究
の活性化を支援することです。また、ライセンス
の供与によって民間企業が新規事業などを創出し
て収益を揚げ、大学がその収益の一部を特許料収
入として取得し、大学の新たな研究資金に充てる
ことにより、さらに新しい研究を行ったり新しい
技術を開発したりすることができるわけです。Ｔ
ＬＯは、いわば大学と産業界の橋渡し役、すなわ
ち仲人役をすることになります。
　このため、ＴＬＯでは、約450名の教員とその研
究内容を紹介した「INNOVATION NAVIGATOR」
という産学官連携情報誌を発行し、大学の先生方
の研究技術分野、研究技術内容（セールスポイン
ト）などを紹介しています。この情報誌の中には、
理窓ビジネス同友会の会員が必要としている新し
い研究成果や新しい技術が既に掲載されているか
も知れません。
　我々理窓ビジネス同友会の役割は、この情報誌
に記載されている研究技術分野を必要としている
理窓ビジネス同友会の会員や民間企業をＴＬＯに

ポルタ神楽坂事務局

理窓 2011年7月号.indb   23 11/07/25   20:03



関連団体通信関連団体通信

24

一般入試志願者一般入試志願者　　4年連続で5万人を超える4年連続で5万人を超える

　東京理科大学理窓博士会では、新たに博士の学
位を取得された同窓ならびに本学教員をお招きし
て、例年7月上旬に記念講演会・祝賀会を開催し
ておりましたが、本年は、東日本大震災の影響に
よる諸般の事情により、9月下旬の開催とするこ
とと致しました。なにとぞ、ご理解を賜りますよ
うお願い申し上げます。

日時：平成23年9月24日（土） 13：30～19：00

会場：神楽坂校舎1号館17階記念講堂・大会議室
特別講演：「ホール素子開発の夢と教訓　～科学
を創り科学を応用～」

 柴﨑一郎氏（S41理・物卒，H11坊ちゃん賞
受賞，豊橋技術科学大学大学院）

会費：10,000円
 （祝賀会会費5,000円・記念品代1口3,000円・
博士会年会費2,000円を含む）

主催：理窓博士会
 （DR会, http://www.rs.suwa.tus.ac.jp/risoudr/）

問合せ先：〒162－8601　新宿区神楽坂1－3
東京理科大学理学部第一部応用物理学科気付　理窓DR会
電話　03－3260－4272　内線2441／FAX　03－3260－4772
岡村 総一郎（実行委員長）　sokamura@rs.kagu.
tus.ac.jp　内線2441 （神楽坂校舎）

　本学の平成23年度一般入学試験（B方式・C方
式）は、2月3日（木）の経営学部B方式から始まり、
3月24日（木）の工学部第二部C方式までの日程
が滞りなく実施されました。平成23年度の一般入
学試験（A方式・B方式・C方式）の志願者数は5
万2,108人となり、平成22年度の5万499人を大き
く上回り、4年連続で5万人を超え、また過去5年
間で最も高い数字となりました。
　入試形態別にみると、A方式が1万5,863人（前
年度比962人増）、B方
式が3万2,758人（前年度
比917人増）、C方式が
3,487人（前年度比270人
減）となり、前年度の高
倍率を反映してC方式
が多少減少したものの、
全体では志願者数が増
加しました。
　平成23年度は就職に
有利であること、昨年
の日本人のノーベル賞

受賞などの影響で理工系人気が高まり、「理高文
低」と予想されていました。また一方で、経済状
況の悪化等で「地元志向」「国公立志望」も強まっ
ていました。そのような中、本学ではA方式、B
方式ともにほぼ全ての地域で志願者が増加しまし
た。これは本学の伝統である「実力主義」の教学方
針のもと、卒業時の質の保証を確立し、「就職に強
い大学」であると広く認知されていることが、こ
のような結果をもたらしたものと考えられます。

2011年度一般入試　学部別志願者数
学部 A方式 B方式 C方式 合計（人）

理一 3,470 8,006 809 12,285
工一 2,408 6,252 675 9,335
薬学 1,129 2,069 241 3,439
理工 5,354 11,641 1,324 18,319
基礎工 1,096 2,315 328 3,739
経営 1,630 1,491 49 3,170
昼間部合計 15,087 31,774 3,426 50,287
理二 528 633 － 1,161
工二 248 351 61 660
夜間部合計 776 984 61 1,821
大学合計 15,863 32,758 34,847 52,108
※A方式：大学入試センター試験による入試
　B方式：本学独自入試
　C方式：大学入試センター試験利用と本学独自試験の併用型入試

2011年度私立大学一般入試志願者数
大学名 志願者数（人）

1 明治大学 113,905
2 早稲田大学 113,653
3 法政大学 92,819
4 日本大学 92,186
5 中央大学 86,115
6 関西大学 84,883
7 近畿大学 81,389
8 立命館大学 76,011
9 立教大学 67,837
10 東洋大学 67,538
11 青山学院大学 53,961
12 東京理科大学 52,108
13 同志社大学 48,509
14 慶応義塾大学 46,693
15 関西学院大学 45,821
4月12日現在／代々木ゼミナール調べ

理窓博士会

第49回　同窓学位取得者記念講演会・
祝賀会　延期のお知らせ

東京理科大学報vol.181より
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