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人は誰にでも思いで深い言葉を一つか二つ、持っているのではなかろうか。友人の言葉、先

人の言葉がそれに当てはまるかも知れない。その言葉が、その人の将来を左右する例がある。

心の奥底に刻み込み込まれた一言は、しっかりと受け継がれるのだろう。 

 

しかし、物事はそんなに簡単ではない。その言葉が自分を形作るといっても、形として現れる

のは、相当の時間がかかる。それまで、継続できるかが最大のポイントである。 

 

その間、何回か挫折を味わうこともあろう。最後まで、継続することの難しさを実感する日々で

ある。ここで、私がチャレンジした国家試験の経緯から、その難しさを記述したい。 

 

 

 

 

事例１ 弁理士受験の挫折 

 

 

高校時代、ものすごく勉強のできる同級生がいた。とてもかなわなかった。世の中には優秀な

人がたくさんいる。これから、あのような優秀な人と人生を共に生きなければならない。長い人

生の中で、どうしたらあのような優秀な人に太刀打ちできるのか真剣に考えざるを得なかっ

た。 

 

そんな多感な高校一年生 17 歳の時、私は父を亡くした。父は亡くなる寸前、薬剤師のような

専門職や何かの資格等をひとつ持てと言った。今でも忘れられない一言である。何か一つき

らりと光るものを持つ事は大切だと、母は子供の頃から何度も私に言った。二つは同じ趣旨と

思う。 

 

大学 4 年生の時に、今後の 20 年計画をたてた。将来必ず高齢者社会が訪れる。その時にな

って慌てないように、今から準備すると母に話したら笑われた。今からそんなこと考えてどうす

るのかと。 

 

我々の世代は、団塊の世代である。たくさんの同僚とやってゆかなければならない。私は、40

代、50 代、60 代と年を経るごとに力を発揮できる人になりたいと考えた。 

 

とにかく勉強だけは継続する習慣をつけたかった。父の言葉と高校時代に真剣に考えたこと

で、その後の私を作り上げてゆこうとおぼろげながら決心したような気がする。 



最初に目指した国家試験は弁理士である。将来、独立して仕事ができるものを選択した。仕

事をしながら、5 年間で弁理士試験に合格する。40 代に弁理士の資格を柱に仕事をする事

が、私の人生計画だった。 

 

東京に出てきた時、真っ先に訪問したのが、新宿の紀伊国屋書店である。特許関連の本を

買い込み、勉強を開始した。1 年間勉強をしたが、専門外の法律であり、さっぱり理解できず、

途方にくれた。 

 

そんな時、司法試験の雑誌で、日大の学生が弁理士受験のゼミの仲間を募集している記事

をみた。そのゼミに参加して、法律に詳しい勉強仲間を探すことを思いついた。早速、水道橋

三崎町の日大のキヤンパスに行った。訳を言ってその辺の学生に聞きまくり、何とか教室を探

しあてた。 

 

受験経験者で第一次試験合格者だけを募集していた。私はまだ一度も受験していなかった

ので、ゼミに参加する資格がなかった。本当に辛いものがあった。ここで諦めて帰るわけに行

かなかった。同じように参加資格の無い学生を誘い、3、4 人でゼミを設立した。日大の場所に

ちなんで三崎ゼミと称した。 

 

先生がいないので、その時いっしょにゼミを設立した日大生にお願いして、先輩の弁理士に

顧問になってもらった。これで一応形ができた。当時は、土橋ゼミが有名で毎年何人もそのゼ

ミから合格者がいた。我々もそのようなゼミを目指して、勉強を開始した。 

 

ゼミを開く場所が確保できず困難を極めた。週一回のゼミを開く場所が、毎回異なった。虎ノ

門や霞ヶ関の貸し会議室が定例の場所だった。当時の勤務先のコピアは三鷹市にあったの

で、都内の会議室に 7 時に到着するのは、至難の事だった。3 時間くらいゼミを行い、帰りは

何時も 12 時ごろだったと思う。 

 

だんだんと気の合った仲間が集まってきた。７、８人で、正月や 5 月の連休は民宿やアパート

を貸しきり、合宿をした。これがまた厳しいプログラムだった。一日、10 時間くらい法律の本を

読破するゼミだった。法学部の学生は現役である。私は、ついてゆけそうも無かったが、必死

に頑張った。 

 

私は、法律的感覚を掴み取ることができた。所謂、リーガルマインド（法律的見方）である。そ

の後、これは仕事に大変役にたつ事になる。難しい法律や規格でも、その法律の立法の趣旨

や背景を理解すれば、本質を理解できる事を学んだ。 

 

母親と妹が住むアパートから歩いて５分の場所、三鷹市上連雀に６畳一間のアパートを借りた。

２４歳の時から本格的に勉強を開始した。会社までは、歩いて１０分。通勤距離は無いに等し

い。この環境を大いに利用した。一週間に２０時間、一ヶ月に１００時間、年間１０００時間を３

年間継続しようと思った。 



 

合格した人は、２０００時間から３０００時間の蓄積があった。法律 5 科目の本の絶対量があり、

最低３回を読みこなすだけで、１000 時間はかかると思った。選択科目の電気３科目もかなり

の分量で、電気主任技術者３種の科目に匹敵した。電気科目は会社のテニス仲間と二人で

ゼミを組んだ。 

 

やる気のある弁理士受験仲間を得たので、順調に勉強が進んだ。御茶ノ水の弁理士受験専

門の学校にも入学し、全国区の模擬試験にも参加した。50 番以内に入れば合格する可能性

があった。3 年後にやっとその水準に到達した。 

 

仕事が忙しくなった。今年こそ絶対合格すると念じた年、海外出張となり、2 ヶ月間アメリカで

暮らした。帰った時は、すっかり調子を崩し、その年も不合格だった。ゼミの中から毎年、数人

の合格者がでた。三崎ゼミは、5 年間でトップクラスのゼミになった。 

 

仲間はここ一番の時、会社を辞めて、受験に賭けた。新聞配達、遠洋漁船の船乗り等のアル

バイトで、生計を立てていた。たいしたものである。だんだんと新しいメンバーも加わり、活気

溢れるゼミなった。 

 

私は、一向に合格できない。往復の時間をかけて夜のゼミに参加することに疑問を感じてきた。

近くのメンバー二人で毎週日曜日に勉強することにした。3 年間続けた。その友人は、かなり

成績がよかったが、二次試験で不合格だった。 

 

難しい試験だとつくづく思った。時間をかければ受けるものでは無い。二人で何かが足りない

と深く考えた。 

 

結局、私は一次試験すら８年間合格できなかった。2４歳から 31 歳まで挑戦したが、だめだっ

た。だんだんと限界を感じてきた。なぜ、合格できないのだろう。特許の仕事は、技術者が考

えたことを明細書に記述する仕事が基本。 

 

他人の考えたことを代理で記述することが自分の性格にあっていないことが心のどこかにあっ

たような気がする。迷いがあったのかもしれない。 

 

青春時代は、不合格の連続といえる。弁理士受験は、結婚後に断念した。8 年間の膨大な時

間とエネルギが無駄になったと思った。そんな折、心機一転、キヤノンに転職した。 

 

 

              

事例２ 専門性を極めるため技術士試験に挑戦 

 

 



キヤノンでは、電気安全規格取得の仕事についた。コピア時代からの私の専門である。キヤ

ノンは、完成品メーカであるので、設計者は電気部品の使い方にはすごく興味を持っていた。

電気部品そのもの構造や作り方に余り関心がなかったような気がする。 

 

私は、電気部品、電子部品、プラスチックの勉強を始めた。特に電気回路の AC ラインに接続

される安全規格の認可部品を集中的に研究した。具体的には、X コンデンサ、バリスタ、電源

スイッチ、温度ヒューズ、ｻｰﾓスイッチ、フォトカプラ、トランス等である。 

 

1989 年、実質安全の仕事に就いた。安全規格からの転進である。始めは、大変、戸惑った。

何から手をつけてよいのか全くわからなかった。実質安全の考え方は、キヤノンでは認知され

ていなかったので、課員の士気が上がらず前途多難のスタートだった。 

 

たくさんの優秀な設計者に何を伝えれば、こちらを振り向いてくれるかを考えた。そして選択し

たのは、電気部品の電気的安全性である。これを土台に実質安全の考えかたを一気に広め

ようと思った。これなら、私の今までの勉強が生かせる。 

 

優秀な部下、設計者、工場技術者、評価部門の技術者の大変な協力で、アルミ電解コンコン

デンサ、X コンデンサ、バリスタの安全性を高め、電気部品の業界に新しい風を吹き込んだ。

更に、温度ヒューズ、サーﾓスィッチ等に関しては、新しいコンセプトで複写機や LBP の安全

性を飛躍的に高めることができた。 

 

1996 年ごろから、これらの研究結果で国家試験に合格できないものかと考え始めた。４７歳の

とき、１０年計画で国家試験を３つ取得する計画を立てた。技術士、労働安全コンサルタント、

中小企業診断士である。一つの国家試験に 3 年かかる計算である。 

 

技術士と労働安全コンサルタントは、今までの実質安全の活動を自分なりに纏め、技術的専

門性を磨き、幅広い知識を得たいと考えたからである。中小企業診断士は、技術以外の知識

も大切と考えたことによる。技術関連の最難関国家試験の技術士は、２０代の弁理士受験時

代の悔しさを挽回するためもあった。 

 

技術士は、３０代からねらいを定めていた国家試験であるが、それまで受験するとは考えてい

なかった。今までの電気部品の研究実績を重ね、その結果を学会で発表、新聞掲載、雑誌

掲載、特許取得等、10 年間計画的に進めてきた。これも技術士にチャレンジする大きな支え

だった。勉強や研究を継続してよかったと思った。 

 

1997 年に技術士受験をスタートした。技術士試験は、全て論文試験である。午前の 3 時間の

経験論文、午後 4 時間の技術テーマの知識論文。合計 7 時間を一日で書き上げる。経験論

文のテーマに選択したのは、アルミ電解コンデンサの発火メカニズムと対策、および高圧リー

ク試験によるプラスツックの安全性評価の二つである。 

 



これ以外にも 3 つほど纏めた。わかりやすく書く。これが基本。何度も書き直して完成させる。

経験論文は毎年同じ問題がでるので、試験前には、図表も含め、完全に暗記する。 

 

知識論文は、範囲が広すぎて要領がつかめなった。最近の照明の新技術、風力発電、電子

機器の雷対策、携帯電話と PHS の技術的動向、電子機器の信頼性設計等の問題を、自分

の意見を入れながら 800 字から 1600 字以内で記述する。参考書はないので、自分で作る。 

 

図書館での専門書のコピー。本屋に行き、かなりの本を買い込み、自分の言葉で書き挙げる。

この時は、弁理士受験で鍛えた論文の書き方が大変役にたった。大よそシナリオが判れば、

何とか書き上げることができた。 

 

3 年後には、30 テーマ、約 100 ページの最新技術動向の自作本ができた。弁理士受験の答

案練習に較べれば、労力と時間は、数分の一だった。 

 

自分の考えかたを記述するので、ある一面、楽しろかった。仕事で、十分役にたったことも楽

しい理由かもしれないも。論文記述していると、受験勉強をしているのか、仕事をしているのか

判らなくなる。それでいいと思った。 

 

あらゆることに興味を持ち、その技術の原理、応用、自分の専門性との関連を纏めるのは、ま

さに勉強そのものである。身の回りの家電製品、電車、高圧搭、雷の自然現象、TV アンテナ

等全てが勉強対象である。 

 

大好きなサイクリングを控えないと通信教育のレポートの期日に間に合わないことも何度もあ

った。2 回目の試験の時は、夏休みの 3 週間連続して勉強した。試験の二日前に高熱をだし

た。試験は受けたが、あえなく不合格。 

 

3 回目の試験の時がチャンスだった。しかし、母が病気になり、気になって試験の勉強に集中

できなかった。その年は母の看病をみることに専念し、受験は断念しようと思った。来年受け

ればよいと。1999 年の 5 月である。 

 

母の病気の原因を探すため、いろいろと方策を練り病院と医者を変えた。効をそうして、7 月

上旬に少しずつ直り始めた。試験までは、あと 40 日もある。新しい事を勉強せず、今までの蓄

積だけをひたすら覚える。これで行こうと決心した。 

 

これ以上勉強できないくらいと思うくらい机に向かい、集中した。8 月になり、母が退院した。

夏休み、私は所沢から母が住む稲城市のマンションに毎日通い勉強した。なんと、母が私の

お昼を作ってくれた。必死に勉強する息子の姿を見て元気が出たと言う。 

 

8 月の技術士の試験日と PL 裁判によるカナダとの TV 会議日がぶつかった。どちらも大切な

日であるが、試験を受けることを選択した。上司には、大変申し訳ない事をした。何回もこんな



ことはできない。今回だめだったら試験は諦めるしかないと思った。 

 

だから、どうしても合格しなければならいと堅く決意した。今での弁理士受験も含め、国家試

験の中で一番集中した。早稲田大学で試験を受けた。背水の陣とはこのような時を言うのかも

しれないと思った。木曜日の試験後は立てないくらい疲れた。 

 

仕事があるので、次の日は出社した。カナダの PL 裁判の準備がある。すぐ、トロントに出張し

なければならなかった。疲れを癒す暇もなく、9 月上旬、飛行機に乗った。 

 

カナダでの裁判は、厳しい場面があったが、原告棄却で何とか勝訴した。このＰＬ裁判は大変

良い経験だった。このような場面で、カナダやアメリカの技術士（プロフェッシヨナル エンジニ

ア）の出番があるのかと思った。 

 

私の技術士としての出番もいろいろ考えれば在ると考えた。同行した部品商社の責任者の人

と話したことも、技術士への合格への思いをより強くした。このような人にも私の技術が展開で

きる。どうか合格しているようにと願いながら、カナダから 10 月 4 日に帰国した。 

 

1999 年 11 月の論文試験の発表があり、合格していた。次は、30 分の面接試験である。2000

年 2 月の最終合格発表の日、日刊工業新聞で自分の名前を見た時は、頬をつたわる熱い涙

がとまらなかった。 

 

ついに、３年かけて、技術士（電気・電子）に合格した。いくつかの困難を乗り越えた合格のう

れしさは、格別の思いだった。これで、やっと一つの目標が終わった。 

 

 

 

 

事例３ あと二つの資格の取得 

 

 

休むまもなく、2000 年の３月から、労働安全コンサルタントに挑戦した。一度気を緩めて中断

すると、勉強する習慣に戻すのに時間がかかるからである。労働安全の試験は、技術士の特

権で試験科目の 1 部が免徐（論文試験）になるので、択一試験のみである。労働安全衛生法

の法律と職場の安全性の基本的な知識を問う問題である。 

 

合格体験談の参加申し込みは、多数いるとのことで、断られた。事務局にお願いして特別に

参加できた。建設分野、電気工事、ダム工事の現場、職場安全場等範囲が広すぎる。的を絞

って勉強しないと合格できないと思った。 

 

過去の問題を調べることが先決と、問題集を探した。本屋には、在庫がない。（財）労働安全



コンサルタント協会に直接行ったところ、一冊しかないのでの、売るわけにはゆかないと言う。

8 月に新刊が出るから待てと言う。それでは困るので、その場でコピーをしたいとお願いした。 

 

事務所で 300 ページ全てをコピーするのは気が引けた。コピー機が何度もジャムする。なんと、

キヤノンのＮＰシリーズである。ちょうどサービスマンが来たが、文句も言えずコピーは 50 ペー

ジくらいで、断念した。 

 

5 月の連休には、どうしても過去の問題を整理したかった。そこで、ＮＦＴＹの受験者フーラム

掲示板に私の欲しい本がないかを問い合わせた。すぐ返事があった。大阪の旭日屋書店の

棚に一冊置いてあったと言う。すぐ電話して、取り寄せた。5 月の連休にかなり進んだ。 

 

この時ばかりは、何でもやってみるものだとつくづく思った。 

 

8 月は、自宅のコピー機をふんだんに利用して、過去の問題と回答集をつくった。法律問題と

選択問題は弁理士試験で相当鍛えられていたので、その時の方法を採った。法律の趣旨を

よく理解する。似たような法律は、比較して違いを明確にして暗記する等の択一試験のテクニ

ックである。 

 

8 月下旬には、暗記すべき項目を特定した。後の項目は、迷わず捨てる。不得手な建設や土

木の専門的知識は、覚える対象からはずす。6 割とれば、合格できる。 

 

その甲斐あってか、筆記試験に合格できた。今度は、2001 年 2 月の面接試験日と PL 裁判の

調査のための米国アトランタ海外出張がぶつかった。何度か、試験事務局に面接試験日を

変更できないかと掛け合ったが、規定により、だめとのこと。 

 

今回は、仕事を優先し、試験は諦めた。来年がんばることとした。直前になり予定が早まった。

試験に間に合いそうに成ったので、参考書持参で出張し、ホテルで勉強した。幸運なことに、

調査が早めに終わり、試験日の 5 日前に帰国できた。 

 

成田についたときは、これで合格できると確信した。２00１年に労働安全コンサルタントにも合

格した。馴染みない資格だが、私にとっては、自分の専門性を第三者（例、官庁）に証明する

貴重な資格である。 

 

2001 年は、技術士の新しい部門の綜合監理部門に挑戦した。ちょうど PL 統括室の室長にな

ったので、好都合だった。この部門は、危機管理を主に問う資格である。仕事のアイデアを考

えながら、試験勉強をした。 

 

あまり力が入らなかった。もともと予定していなかった資格であり、専門性を広げるには、幅が

不足だった。こんな姿勢では、とても合格できない。やはり、不合格だった。仕事がうまくいっ

たので、良しとした。 



 

4 月になり、定例の就職推薦の仕事で茨城大学を訪問した。何人かの先生から技術士です

かと言われた。恩師の先生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柚賀先生に会ったところ、大学の先生（つまり私の恩師）の

いうとうりに進めば間違いないと言われた。大下さんの紹介で、キヤノンで学位を取得した松

島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。 

 

まだ、中小企業診断士への思いがあり、日本マンパワーの通信教育の講座に入ったりした。

学位か中小企業診断士か、かなり迷っていた。大学院に入学して、私の研究が学位に値しな

いと判断されたら、元も子もない。 

 

学位は、実績と 3 年間研究できる環境があり、上司の理解がなければ無理な相談である。本

部長に相談したら激励された。よし、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。 

 

中小小企業診断士の受験は、後でもよい。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。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。

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。学



位取得を目指し、いままでの仕事を学術論文の形にまとめている。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。 

 

 

 

 

よくここまできたなと言うのが実感である。挫折にもめげず、そして何年も諦めず目標を達成し

てきたと自分でも思う時がある。この動機はなんだろう。単に、父と母の言葉だけではない。 

 

弁理士試験、キヤノンへの転職等の経験からだんだんと形成されてきたと思う。初めから、そ

れほどの強い動機を持ち合わせたわけで無いような気がする。 

 

一番の動機は、勉強しなければ能力は必ずジリ貧になることへの恐れである。学校だけの力

はたかが知れている。社会にでれば、学校時代の優劣は、あまり関係なくなる。だから、常に

勉強しなければならないと考えた。 

 

何か勉強していると、勉強している意義を深く考え、これで自分の人生はいいのかと考える。

かなり真剣に自分のこれからの将来について考える。合格しないと、自分の無力を痛切に感

じる。 

 

試験の世界では年齢は関係ない。会社も関係ない。何時も自分だけの力だけである。謙虚な

自分にならないと仲間が出来ない。このような世界に常に接していると、世の中の厳しさを強く

感じ、また新しい自分を発見できる。大変刺激になる。 

 

 

                                     以上 

 

 


