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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

グローバル

電力品質

測定

部品・

評価の

技術開発

グループへ

水平展開

中国測定

欧州測定

アメリカ測定

東南アジア測定

難燃バリスタ
部品認定化

難燃バリスタ
全社基準化

波形ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ
全社基準化

難燃バリスタ開発

２社目

中国波形
対応

日本 雷測定

波形シミュレーション評価試験開発

ソフト・電源装置開発

世界波形
対応

改訂

グローバル
電源測定体制

構築

1993年

活動完了

1次平滑用アルミ電解コン
部品認定化

技術士合格 無発火
1次平滑用アルミ電解コン

開発

1991年

学位取得の決心
3月



2000年4月、定例の就職推薦の仕事で茨城大学を訪問した。恩師か

ら技術士なら学位を目指してはどうかと言われた。技術士で何人か
の人を学位に導いたと言う。論文を記述したり、英語で発表したり、
ハードルが高そうである。それに自分の研究が学位に値するかどう
かが大変気になった。

恩師は、約10分私の話を聞いて大丈夫と言った。学位取得は、渡部

君が考えているより簡単であり、しかしやさしくないと言った。良く判ら
なかった。最近の学位取得者を紹介していただいた。経験談を聴こう
ということである。11月に東京高等技術専門学校のY先生に会ったと

ころ、大学の先生（私の恩師）のいうとおりに進めば間違いないと言
われた。

キヤノンで学位を取得したMさんからからも激励された。思い切って

進学すれば大丈夫と言う。鉛筆をとってすぐ学位論文の章立てをし
ませんかという言葉に、心から感謝した。



本部長の激励もあり研究の環境の心配はない。データもあり、研究
テーマは纏まってきた。今が、チャンスかもしれないと思った。会社に
いるからこそできる学位取得一本にした。少しでも迷いがあると最後
の力が出ないことを弁理士受験で経験している。目標には、微塵の
迷いをもってならない。これが肝心である。3つ目の資格は、中小小
企業診断士から学位取得に変更した。

そんな時である。2002年の3月18日に先生から電話があり、アメリカ
の10月に学会発表がある。これは、先生が幹事を努めた事があり、

顔が利くと言う。ぜひ参加して下さいと言われた。申し込み期限は、
３日後である。でも、まだ入学手続きもしていない。10月に仕事でア
メリカに行くチャンスは不明である。

よし、その時は、休暇を取って自費でゆけばよい。仕事でアメリカに
行けるかどうかは、そのあと考えればよい。その場で参加を申し込
んだ。



2002年の4月、思い切って母校である茨城大学大学院に入学した。
10年間きちんと仕事をすれば学位をとれると本に書いてあったが、
ほんとに自分が挑戦するとは思っていなかった。

しかし、チャンスが巡ってきた。数少ないチャンスを確実に物にする。
これが大切と思い決心した。

考えもしなかった博士号取得を目標に2005年の３月の学位取得を
目指した。

学位取得に挑む
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2000.5.27 中国 成都

事前にホテルに送付した測定器段ボール

2000.5.26 中国 成都空港

さあ出発

代理店の社長が一族で送迎

パンダ見物より、測定場所が気になる

実は本当に測定できるか不安一杯

一番大切なのは測定器



自作した電源品質測定器（日置電機８８０８の測定状況）
場所：中国 トルファン 郵便局 期間：2000年6月1日～2000年12月2日

安定化電源
東洋電源 タイプＡＧ300Ｆ

ＭＯドライブ

ノートPC
NEC タイプVA30HWSAAB46

ＭＯドライブ

日置電機 タイプ8808
サージ測定用

サンプリング速度2.5μｓに設定
ノートＰＣの向こう側

日置電機 タイプ8808
過電圧測定用

サンプリング速度25μｓに設定
ノートＰＣの向こう側
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想定外の困難にめげない

中国トルファン郵便局 懇親会
白酒 乾杯！

ジャマイカ空港 測定器が通関できず
途方に暮れる調査団

タイ 銀行店舗内
壁コンセントに屋内配線が接続されておらず

測定器の駆動用
コンセント

中国 成都 測定器盗難防止 鉄製の扉

鉄製の扉
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学会発表ポスターであり仕事の完結表現
～岡田君が作成してくれた～



2002年9月アメリカ（東海岸）出張。仕事終了後に学会発表

危険物に
疑われた



ロスアンゼルスからサンデイゴへ
ここでも危険物の疑い



学会で発表するポスターと言ったらにっこりとOK
乗客から頑張れと激励された



2泊3日の学会、英文の暗記に努めた



ポスターの前で説明する



暗記した英語の資料でプレゼン



Thank you, Mr. chairperson.  Good afternoon ladies and 
gentlemen.  My name is Toshinori Watabe.  I am working for 
Canon Inc., and also studying at the Ph. D. course of Ibaraki 
University. （サンキュウ、チェアマンさん。 皆さん、今日

は。 私の名前は、渡部利範です。 私は、キヤノンのために
働いており、また、茨城大学の博士コースで学んでいます。）
（注： Ph. D. は、Doctor of Philosophy と読んで下さい。）

- I am very glad to have an opportunity to tell you the 
improvement of the reliability of electronic components of 
photocopying machines and facsimiles. （私は、複写機と

ファクシミリの電子部品の信頼性の向上をあなた方に告げる
機会を有することを非常に喜んでいます。）

先生に教えていただいた口頭英文



学位取得の本当の大変さを経験

1.学位取得には期限がある。入学から卒業まで4年
その間に既定の数の学会論文の投稿ができないと卒業できないルール
一つの論文を学会の査読を通過するのに1年6か月かかる。

2.3つ目の論文が学会より拒絶され予定どうり卒業でできないことが判った。
会社で論文拒絶の通知を受け、頭が真っ白になった。
今までの苦労が水の泡と思い、帰りの電車の中で涙が出てきた。

3.先生に相談したら、一つだけ方法があると
先生のアドバイスで挽回作戦に出た。
北京の学会で発表すれば間に合うかもしれない、とのアドバイス。
急いで論文記述して、藁にもすがる気持ちで北京へ行った。
この時は、北京駐在のキヤノンの友人にお世話になった。
飛行機のチケット手配、ホテルの予約、 出迎え、ホテルまでの送り迎え
本当にありがたかった。



予定より半年遅れて2005年9月学位取得
～大学の卒業式～



学位取得は本当にうれしかった
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この仕事で学んだこと
～リーダの役割～
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自発： 何事も自ら進んで積極的に行います

自治： 自分自身を管理します

自覚： 自分が置かれている立場、役割り、
状況を良く理解します

私の仕事の心の支えーキヤノンの三自の精神
ー創業者の教え、社員のＤＮＡー
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1.目的を明確にする
一つに絞る
そうすれば、仕事がぶれない

2.期限、最後の落としどころを決める
仕事の成功の見通しを立てる
且つ必ず成功すると信じ切る

3.上司および関係者に相談する
関係者に目的を明確に伝える
全員で仕事の意義を納得する

リーダのミッションを常に意識する



キヤノンで学んだこと

1.高い志をもつ
2.最後までやりきる
3.仲間を大切にする



終


