
弁理士科研究室
特許・意匠・商標など知的財産の専門家を志す

税理士科研究室

学生研究室
案内

令和3年度

学生研究室
案内
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日本大学法学部では，正課外の活動として，難関国家試験・公務員試験
などの合格を目指して努力している学生の勉強をサポートするために，６
つの学生研究室（司法科研究室，司法書士科研究室，弁理士科研究室，税
理士科研究室，行政科研究室，公認会計士科研究室）を設置しています。
これらの各研究室では，目標とする試験に応じて，専任教員をはじめと
する学内外の講師による講義や実務の第一線で活躍する実務家による学習
指導を実施し，資格取得の専門機関と連携した模擬試験を実施するなど，
様々な講座を提供しています。公務員志望者に対しては，課外講座を実施
している他，論文添削や模擬面接などの試験対策を行っています。その他，
指導の一環として夏期に合宿を実施し，本学教員，本学OB・OGや仲間との
交流を深めることを通じて，学習意欲を高める工夫もなされています。
法学部 ５号館に学生研究室を設置していますが，５号館の ２階には学生
研究室を担当する専任の職員を配置し，皆さんの積極的な学習を支援する
体制を整えるとともに，学習環境を向上させるために，５号館 ５階から９階
の各研究室に専用の学習机・共有図書を備え付けた自習室や共同学習スペー
スを用意し，皆さんが集中して学習できる環境を提供しています。
今日まで，皆さんの先輩たちは，夢の実現を目指して各種国家試験や公
務員試験などに挑戦してきました。皆さんも，各種国家試験や公務員試験
などに果敢に挑戦することを期待しています。私たち法学部の教職員一同
は，将来の夢と目標に向かって各種国家試験や公務員試験などに挑戦し，
努力している皆さんを全力でサポートいたします。

９階　司法科研究室B

８階　司法科研究室A，ラウンジ

７階　行政科研究室，共同研究室，ラウンジ

６階　公認会計士科研究室，税理士科研究室，ラウンジ

５階　司法書士科研究室，弁理士科研究室，ラウンジ

４階　講堂

３階　講堂

２階　司法科研究室事務室，その他の研究室事務室

１階　事務局（研究事務課）

平成 28年 3月に完成した建物です。

最新の設備をそなえた環境で学べます。

５号館について

日本大学法学部長
小田　司 教授

学部長ご挨拶
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このパンフレットを読んでいる皆さんの中には「弁理士」という言葉を初めて聞いた方も多いのでは
ないでしょうか？弁理士は，一言で言えば，知的財産権法のプロフェッショナルです。例えば，特許（技
術）や商標（ブランド），著作権（コンテンツ）という言葉は皆さんも一度は聞いたことがあるのではな
いでしょうか？つまり，弁理士とは“目に見えない財産”を取り扱う専門家になります。
私は，企業内弁理士として働いており，主に知財戦略の立案及び策定を主に担当しています。具体的
には，社内で新規事業を立ち上げる際に，競合他社の特許や商標をチェックし競合他社の知財を侵害し
ないように注意しつつ，ビジネスモデル，事業のコアとなる技術，またその周辺の技術を洗い出し，知
財のポートフォリオを組んでいきます。知財のポートフォリオを組むことにより，競合他社や新規参入
企業が自社の事業領域に入ってくることを排除しつつ（市場の独占），また，反対に市場規模そのものを
広げたい場合にはポートフォリオを他者にライセンスすることで自社にライセンス料が入る仕組みを検
討したりしています（オープン＆クローズ戦略）。
常に新しいビジネスや技術に触れることができ，刺激的な毎日を送れるため，非常にやりがいを感じ
ています。

弁理士を目指す方は 28頁の弁理士科研究室へ

３6年前に，無謀にも青森市内で税理士事務所を２6歳で開業してしまった。その頃には「ニセ税理士」な
るものが多くいて，本物ならば喰って行けるのではと妙な自信だけは持って税理士業務をしてきた。
税理士とは「暇さえあればゴルフに出掛け，たまに事務所にいれば客と話ばかりし，夜は会議と称して
飲み歩いている遊び人」と，息子は思っていたに違いない。その息子も母校日大法学部を卒業し，東京の
大手税理士法人で勤務税理士として頑張っている。青森に帰ってきて，事務所を継いでくれることを期
待している。
税理士会役職として税理士業の広報をし，多くの会員税理士とも交流している今日でも，税理士をめ
ざして税理士科研究室で勉強していたころを懐かしく思う。一緒に勉強したライバル達とは今も交流が
ある。税理士科研究室は，私の原点です。

税理士を目指す方は 38頁の税理士科研究室へ

弁理士の仕事とやりがい
弁理士

星　　俊輔 さん　　 平成26年　弁理士試験合格
法学部経営法学科卒業
都内民間企業にて勤務

青森の先輩税理士の独り言
税理士

西村　晴夫 さん　　 昭和53年　税理士試験合格
昭和51年　法学部法律学科卒業
日本税理士会連合会理事，東北税理士会
副会長及び青森県支部連合会会長
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弁理士科研究室とは？
すぐれたアイデア（発明）やブランド（商標）などに関する権利を総称して「知的
財産」と呼ばれています。
知的財産の例としては，ノーベル賞を受賞した中村修二博士らが発明した「青色発
光ダイオード」があります。中村博士は，企業在籍中にこの発明を行い，企業から約
8億円をもらっています。今みなさんが何気なく見ている信号機の青色も，この中村
博士の発明品の青色発光ダイオードが使われています。青色発光ダイオードは，様々
なディスプレイの映像を表現するための 3原色の発光素子として，世の中になくては
ならないものとなっています。また知的財産は，特許だけでなく，日本を代表する自
動車メーカー「TOYOTA」のブランド等は商標権で，車のデザインは意匠権により
世界的に保護されています。
このように，特許をはじめとする知的財産は日本国内だけでなく，国際的にもその
重要性が高まっています。
弁理士は，これらの知的財産の創出や，権利の取得，活用をサポートする〝知的財
産に関する専門家（国家資格）〟です。実際の主な仕事としては，特許権，商標権な
どの権利を取得したい方のために，特許庁への手続きの代理を行っています。また，
知的財産の専門家として，特許権などが侵害されたときは，代理人や補佐人として活
躍することもできます。
弁理士は，特許事務所や法律事務所に勤務するのみならず，企業の知的財産部・法
務部や官公庁・大学などでも活躍しています。また，海外の弁理士・弁護士とも一緒
に仕事を行う機会も多く，語学力を活かして国際的な分野でも活躍できます。

弁理士科研究室は，弁理士になることを目標とし，弁理士試験合格を目指す学生の
ために，法学部・国際知的財産研究所に設置された学生研究室です。当研究室は，昭
和34年に設置され，他の大学に類を見ない伝統ある研究室です。
研究室生は，初学者を対象とした基礎講座，少人数形式によるゼミ等において懇切
丁寧な指導を受けることができるため，まったく知識のない状態からでも弁理士試験
の勉強を始めることができます。講師陣は，近年合格した当研究室出身の弁理士であ
り，指導は最新の試験動向を踏まえた内容となっています。研究室生は気軽に講師に
質問ができ，効率よく勉強することができます。
弁理士科研究室には，集中して勉強できる環境作りの一環として，研究室生専用の
自習席が設置されています。また，研究室生は，専用の書庫に設置された弁理士試験
に必要な参考書や資料を自由に閲覧できます。
当研究室では，同じ目標を持った仲間と切磋琢磨するという環境の中で，毎年のよ
うに合格者を輩出しており，早い人は大学在学中に試験に合格しています。また，法
学部卒業後，大学院の所定のコースに進むことで，弁理士試験の試験科目の免除資格
を得ることもできます。
研究室生は，日本大学出身の弁理士によって結成された弁理士桜門会による指導・
就職等の全面的なバックアップを受けることができます。そのため，合格後も各界で
活躍する数多くの先輩弁理士と交流でき，弁理士としてのキャリアを積むためにも貴
重なアドバイスを受けることができます。
合宿等の弁理士科研究室の各行事では，当研究室OB・OGの弁理士が多く参加しま
す。その際，当研究室OB・OGから実際の弁理士業務のやりがいや弁理士試験合格の
秘訣等を聞くことでモチベーションの向上にも繋がります。
弁理士科研究室での勉強は，弁理士資格を取得するための最短コースであり，か
つ，一人前の弁理士となるための最短コースでもあります。

弁 理 士 と は

どんな研究室か？

弁理士科研究室
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弁理士科研究室在籍者の合格実績（直近 ８年間） 令和 2年 1月判明分

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成2８年度 平成29年度 平成30年度 令和 １年度

2 名 3 名（ 1名） 3名（ 2名） 3名（ 2名） 2名（ 1名） 1名（ 1名） 1名 2名（ 2名）

� ※（　）内は在学中合格者

弁理士科研究室に在籍するためには，入室試験に合格する必要があります。
入室試験の受験資格者は，法学部の学生・大学院生・卒業生，及び他学部の学生・
大学院生・卒業生です。

入室説明会は，毎年 4月と ９月の春と秋 2回行います。
入室説明会の詳細につきましては，本館 1階， 5号館 1階の研究室掲示板に掲示し
ます。
入室説明会では，弁理士試験に関する質問や弁理士科研究室に関する質問を受け付

けます。また，入室説明会では，弁理士科研究室OB・OGの弁理士の先生に来て頂き，
弁理士の業務内容や弁理士の仕事の魅力等を聞くことができます。

入室試験は毎年 4月と ９ 月を予定しています。試験内容は面接です。（年度により
試験内容を変更する場合があります。）
入室試験の日程等につきましては，本館 1階， 5号館 1階の研究室掲示板に掲示し
ます。

弁理士試験の内容
特にありません（学歴，年齢，国籍等による制限は一切ありません）。したがって，
大学 1年生からでも受験することができます。

弁理士試験は，短答式筆記試験，論文式筆記試験，口述試験の 3段階からなり，年
1 回行われます。短答式筆記試験に合格しなければ論文式筆記試験を受験できませ
ん。また，論文式筆記試験に合格しなければ口述試験を受験できません。
弁理士試験の実施スケジュールは，下記のとおりです。

受験願書配布　： 3月上旬〜 4月上旬受験
願書受付　　　： 4月上旬
短答式筆記試験： 5月中旬〜下旬
短答式筆記試験合格発表： ６月上旬
論文式筆記試験：必須科目　 7月上旬

選択科目　 7月下旬

論文式筆記試験合格発表： ９月下旬
口述試験　　：10月中旬
最終合格発表：11月上旬
実務修習　　：12月〜 3月

⑴　短答式筆記試験

試 験 科 目

○�工業所有権（特許，実用新案，意匠，商標）に関する法令（＊出題範囲には，工業所有権に関する条
約に関する規定が含まれており，工業所有権法令の範囲内で条約の解釈・判断を考査します）
○工業所有権に関する条約
○著作権法及び不正競争防止法

出 題 形 式 5枝択一：マークシート方式

出 題 数 ６0題

出題配分比 概ね，特許・実用新案，意匠，商標，条約，著作権法・不正競争防止法は， 2： 1： 1： 1： 1の比率

試 験 時 間 3.5時間

入 室 条 件

入 室 説 明 会

入 室 試 験

受 験 資 格

弁理士試験の実施スケジュール

試 験 科 目
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⑵　論文式筆記試験
論文式筆記試験は，工業所有権に関する法令についての知識を問う【必須科目】と，�
技術に関する知識又は法律に関する知識を問う【選択科目】により構成されています。

試験科目

【必須科目】
○工業所有権に関する法令
⑴特許・実用新案に関する法令（＊出題範囲には，工業所有権に
関する条約に関する規定が含まれており，工業所有権法令の範
囲内で条約の解釈・判断を考査します）
⑵意匠に関する法令
⑶商標に関する法令

【選択科目】
○�次に掲げる選択問題から，受験願書提出時に 1 科目を選択しま
す。

科　目 選　択　問　題

1 理工Ⅰ（機械・応用
力学）

流体力学，熱力学，土質工学，
材料力学

2 理工Ⅱ（数学・物理） 基礎物理学，電磁気学，回路理論
3 理工Ⅲ（化学） 物理化学，有機化学，無機化学
4 理工Ⅳ（生物） 生物学一般，生物化学
5 理工Ⅴ（情報） 情報理論，計算機工学

６ 法律（弁理士の業務
に関する法律）

民法＊1

＊ 1 ：総則，物権，債権が範囲となります。

試験時間
【必須科目】
特許・実用新案： 2時間，意匠：1.5時間，商標：1.5時間
【選択科目】1.5時間

配点比率 特許・実用新案，意匠，商標，選択科目は， 2： 1： 1： 1の比率
⑶　口述試験

試験科目

○工業所有権に関する法令
⑴特許・実用新案に関する法令（＊出題範囲には，工業所有権に
関する条約に関する規定が含まれており，工業所有権法令の範
囲内で条約の解釈・判断を考査します）
⑵意匠に関する法令
⑶商標に関する法令

試験時間 各科目とも10分程度

試験方法 面接方式（受験者が各科目の試験室を順次移動する方法により実施
します。）
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弁理士試験には，種々の免除制度があります。その中で，学生の皆さんが今後適用
を受け得る可能性のある免除制度は次のとおりです。
⑴　短答式筆記試験の免除
○短答式筆記試験合格者は，短答式筆記試験の合格発表の日から 2年間，短答式筆
記試験が免除されます。
○工業所有権に関する科目の所定の単位を修得し大学院を修了した方は，大学院の
課程を修了した日から 2年間，工業所有権に関する法令，工業所有権に関する条
約の試験科目が免除されます（本学大学院法学研究科私法学専攻知的財産コース
で本制度利用可）。

⑵　論文式筆記試験（必須科目）の免除
○論文式筆記試験（必須科目）合格者は，論文式筆記試験の合格発表の日から 2年
間，論文式筆記試験（必須科目）が免除されます。

⑶　論文式筆記試験（選択科目）の免除
○論文式筆記試験（選択科目）合格者
論文式筆記試験の合格発表の日から永続的に論文式筆記試験（選択科目）が免除
されます。
○修士又は博士の学位を有する方
論文式筆記試験（選択科目）の「科目」（工業所有権に関する法令を除く弁理士
の業務に関する法律，例えば，民法（総則，物権，債権の範囲），民事訴訟法，
著作権法，不正競争防止法，独占禁止法，行政法，国際私法，種苗法，半導体集
積回路の回路配置に関する法律，関税法，不当景品類及び不当表示防止法，国際
経済法など）に関する研究により所定の修士又は博士の学位を有する方のうち，
学位授与に係る論文の審査に合格した方は，論文式筆記試験（選択科目）が免除
されます（本学大学院法学研究科私法学専攻知的財産コースで本制度利用可）。
○他の公的資格者
所定の公的資格者（司法試験合格者，司法書士，行政書士，技術士，一級建築
士，第一種電気主任技術者，第二種電気主任技術者，薬剤師，情報処理技術者，
電気通信主任技術者）については，各資格に対応する論文式筆記試験（選択科目）
が免除されます。

令和元年度弁理士試験の実施結果
合格者統計
志願者数 3,862人

合格者数 284人

合格率 7.2％

平均受験回数 4.07回

弁理士試験の免除制度

合格者の構成
○年齢別�

10代：0.0％，20代：16.9％，30代：49.3%，40代：21.5%，50代：9.5%，
60代以上：2.9%

最年少：20歳　　最年長：76歳

○職業別�

会社員：46.1%，特許事務所：34.5%，無職：8.8%，公務員：4.6%，
学生：2.8%，法律事務所：0.7%，教員：0.7％，その他：1.8％

○男女別�

男性：73.6%，女性：26.4%

○出身校別�

理工系：78.2%，法文系：17.3%，その他：4.6％
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弁理士科研究室講義案内
弁理士科研究室における講義の年間スケジュールは，主に下記のとおりとなりま
す。秋入室生については一部科目について講師の講義ビデオを視聴して学習もできま
す。講義は，基本 1コマ 2時間です。

講座名 内　容 期　間

基礎講座

特許法 6ヵ月間

意匠法 〃

商標法 〃

条約 〃

著作権法・不正競争防止法 11月～12月

民法 6月～12月

論文答案練習会
短答式 11月～ 4月

論文式 11月～ 3月， 6月

口述練習会 模試形式 10月

合宿 OB・OG弁理士による特別講義 8月

竹内　敏夫（教授）
小野　友彰（弁理士）
西口　　克（弁理士）
関　　大祐（弁理士）
星　　俊輔（弁理士）
村越　亮太（弁理士）

笹野　拓馬（弁理士）
佐藤　雄哉（弁理士）
林　　哲彦（弁理士）
新井　　宏（弁理士）
村野　直仁（弁理士）
近藤　華子（弁理士）

（順不同）

奨学金
弁理士試験の受験を志す者で，次の条件を備えているものは，「法学部杉林奨学金」
の給付を受けることができます。
・法学部又は大学院法学研究科に在学中の学生であること。
・学業成績が優秀で，人物が優れていること。

毎年，弁理士科研究室に所属する多くの学生が，この「法学部杉林奨学金」の給付
を受けています。

講 　 義

講 　 師
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合格者紹介①

「とりあえずやってみよう！」
小山田圭佑（令和元年度弁理士試験合格）

（令和 3年 3月法学部経営法学科卒業）

私は大学 1年次に弁理士科研究室に入室し， 2回の受験を経て，弁理士試験に最終
合格することができました。
最初になぜ私がこの勉強を始めようと思ったのかとこの勉強をしてよかったと思う
ことをお話しします。
私は付属高校出身なのですが，学部選びの際に知的財産に少し興味があったので法
学部に入学しました。法学部に入学してから弁理士の存在を知り，なんとなくやって
みるかという軽い気持ちで勉強を始めました。弁理士の勉強をしてよかったなと思う
ことは時間をうまく使えるようになったことです。「遊び」「アルバイト」「学校の授業」
と両立しながら，弁理士の勉強をしなければならなかったので，勉強してから友達と
遊ぶ，アルバイトをしてから勉強をするなど時間をうまく使えるようになりました。
次に，本研究室に入るメリットを 3つお話しします。
一つ目は，切磋琢磨しあえる仲間が身近にいるという点です。弁理士試験に合格す
るためには長期間の勉強が必要となるので，この長い期間一人で勉強をするのは中々
過酷です。私自身何度も挫折しそうになりましたが，仲間がいたから勉強を続けられ
たと思います。
二つ目は，金銭面についてです。通常であれば，弁理士試験の勉強をするためには
資格予備校に通わなければならず，多額の授業料を払う必要があります。
一方，本研究室を利用すれば，高い費用を払って予備校になど行く必要はありませ
ん。
三つ目は，普通の大学生活を送っていただけでは関わることができない人に出会え
るということです。本研究室は長い歴史のある研究室ですので，OB・OGの方々がた
くさんいます。自分の事務所を持っている方，事務所で働いている方，企業の法務
部，知財部で働いている方など様々です。そのような方々とお話をすることができ相
談にも乗っていただけるので，知識が増え，いろいろな考え方ができるようになりま
す。また，他の学生に比べ，就職活動も有利になると思います。出会いを増やすとい
う意味で本研究室に入ってみるのもいいかもしれないですね。
最後に，少しでも弁理士という資格に興味がある方は，とりあえず挑戦してみてく
ださい。大学生活は自分のやりたいことが自由にできる最後の時間です。「遊び」に
しろ，「勉強」にしろ，自分が少しでも興味を持ったことがあればとことん挑戦して
ください。そして，有意義な学生生活を送ってください。

◆弁理士試験合格者からのメッセージ
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合格者紹介②

弁理士という仕事
近藤　華子（令和元年度弁理士試験合格）

（平成30年 3 月法学部経営法学科卒業）
（令和 2年 3月大学院法学研究科修了）

新入生の皆さん，ご入学おめでとうございます。
この研究室案内を手に取っていただいた方に，「弁理士科研究室に所属し，在学中
に国家資格である弁理士試験に合格する」という選択肢があることを知っていただけ
たら幸いです。
私は，日本大学附属の中高一貫校を卒業しています。法学部経営法学科は私が目標
としていた進路でしたが，今までに一般受験を乗り越えたという成功体験を持ってい
なかった私は，自分に自信がなく，そのような状態で社会人になることにとても不安
を感じていました。
学生生活の中で最後まで何かをやり遂げるということは，私にとっては，自信をつ
けるために不可欠なことであり，その手段として資格の取得を目指しました。
弁理士は知的財産のプロフェッショナルです。知的財産というものは名前こそ馴
染みがないかと思いますが，私たちの生活に溢れているとても身近なものの総称で
す。最先端の技術や優れたデザインのプロダクト，商品やサービスが有するブランド
価値などは私たちを魅了し，購買意欲をかき立てます。世の中には素晴らしい技術や
製品・サービスが溢れていますが，アイデア，研究，製品化，販売といった全ての過
程に沢山の人が携わっており，多くの費用と時間，努力の結晶としてそれらは私たち
の生活の一部となっていきます。この結晶がいわゆる知的財産です。技術やブランド
価値を第三者の不正な使用から守り，良いモノが正当に利益を生むことができるシス
テムが確立されることは，社会に良い循環を与えます。弁理士の仕事は知的財産を守
り，このシステムを支えることです。私はこのような仕事にとっても魅力を感じ，数
ある士業の中で弁理士を志しました。
弁理士を目指すにあたって，弁理士科研究室に入室して本当に良かったと思ってい
ます。
私は弁理士試験に合格するために必要な知識の全てを弁理士科研究室で学びまし
た。研究室の先生方は知的財産法を体系的に教えてくださるので，入室当時初学者
だった私でも挫折することなく最終合格することができました。先生方は本当に親身
になって勉強のサポートをしてくださります。どんな受験機関を探してもこんなに熱
心に勉強に付き合ってくださる先生方はいらっしゃらないと思います。このように弁
理士科研究室には信頼できる講師の先生方の存在をはじめ，十分な資料，自習環境，
一緒に勉強に励むことのできる先輩や同期といった，とても良い環境が揃っていま
す。
最後になりますが，在学中に国家資格を取得しておくことは，今後の就職活動やそ
の後の生活において大きな自信になりますし，何よりアドバンテージのひとつになる
と私は思っています。
弁理士科研究室は弁理士に興味のある室生をいつでも募集しています。
私自身も，弁理士試験合格を目指す学生のサポートができるよう最大限努力します
ので是非一緒に弁理士科研究室で頑張りましょう！
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合格者紹介③

思い立ったらすぐに！
村越　亮太（平成2９年度弁理士試験合格）

（平成28年 3 月法学部法律学科卒業）
（平成30年 3 月大学院知的財産研究科修了）
（平成30年 4 月より都内特許事務所勤務）

私は大学 4年次である平成27年度に弁理士科研究室に入室し， 2回の受験を経て，
平成2９年度の弁理士試験に最終合格することができました。
なぜ私が弁理士という資格を取得するために勉強を始めたのか，最初にお話させて
頂きます。
私は大学 1年生から 3年生まで，サークル活動やアルバイトといった学外活動に学
生生活のほとんどを充て，遊んでばかりの毎日を送っていました。
もともと知的財産法のゼミナールである加藤浩教授のゼミナールに所属していたの
で，「知的財産」というものは比較的身近にあり，卒業後は一般企業の知的財産部や
法務部に就職できたらいいなと考えていました。
しかし，上述の通り，毎日遊び呆けていた私には，これといった，いわゆる自己
PRや長所もなく，このままではいけない思い，また，自分にも何か武器になるよう
なものが欲しいと考え，難関資格である弁理士試験に挑戦しようと決意しました。
本研究室に入室して良かったと思う点は大きく分けますと三つあります。
一つ目は，長期休みや年末年始を問わず，ほぼ毎日開館している 5号館という校舎

があります。そこには自習室が設けられており，一人一人に個別の自習席が与えられ
ることです。テキストといった教材や，文房具等，全て置くことができます。私は入
室してからの 2年間はほぼ毎日そこに通いました。祝日や曜日を気にせず，毎日自習
できる環境が整っていたことは，私が早期に合格できたことの大きな要因の一つであ
ると思います。
二つ目は，切磋琢磨し合える仲間や，分からない事をすぐ質問できる先輩がすぐ身
近にいることです。上述の通り，自習室は基本的にはほぼ毎日開いているため，勉強
仲間や先輩ともほぼ毎日会うことになります。
弁理士試験に最終合格するには，①短答試験，②論文試験，③口述試験の三つの試
験に合格しなければなりません。一部の人を除き， 2回以上の受験，すなわち 2年以
上勉強しなければならないケースがほとんどです。
このように長期に渡って，しかも，ほぼ毎日勉強することになるのですが，これは
容易なものではなく，なかなか過酷なものだと思います。また私は，高校進学も大学
進学も，いわゆる推薦を利用していたので，今までに受験勉強というものを経験した
ことがありませんでした。
もし一緒に勉強したり，質問したりできる仲間や先輩がいなかったら，途中で受験
を諦めていたかもしれません。それゆえ，同期や先輩にはとても感謝しています。
三つ目は，お金についてです。一般の資格予備校は水道橋にも多々ありますが，そ

れに通おうとしますと，何十万という授業料を払わなければならないことになります。
一方，本研究室であれば，その10分の 1の費用も掛かりません。格安の値段で弁理
士試験対策の授業を受けられ，かつ，自習席まで与えてくれるような良い環境は，本
研究室以外にはないと断言できると思います。
この研究室案内を手にとって読まれている方は，少なくとも弁理士という職に興味
を持ち，また，勉強に対する意識がある方だと思います。勉強を始めるのが早いこと
に越したことはありませんが，遅いということはありません。
是非，本研究室に入室し，弁理士を目指してみては如何でしょうか。
皆さんとお会いできる日を楽しみにしています。
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合格者紹介④

勉強するなら！
折原　俊一（平成27年度弁理士試験合格）

（平成2６年 3 月法学部公共政策学科卒業）
（平成28年 3 月大学院知的財産研究科修了）
（平成28年 4 月より都内の民間企業にて勤務）

この学生研究室案内をご覧になっているほとんどの方が，「弁理士？聞いたことな
いなぁ」と思われるでしょう。私の友人も弁理士の話をすると，ほとんどの友人が
「何でも屋さんの資格？」と勘違いします。したがって，最初に，【知的財産】と【弁
理士】について，簡単にご説明いたします。
知的財産と聞くと，自分達の生活とは遠いものに感じるかもしれませんが，生活を
していると，知的財産に触れる機会がたくさんあります。例えば，スマートフォンに
は，発明の約10万の特許，ブランドの商標等の知的財産が関わっています。つまり，
【我々の生活と知的財産は密接な関係】にあるのです。また，昨今の便利で豊かな生
活は，企業や発明家がたくさんの発明をしたことによって作られました。しかし，発
明をしたら自動的に特許として保護されるわけではありません。特許庁に対して，権
利をください！と言って，それが認められて初めて特許権として保護されるのです。
この作業は，専門的な知識を要し，簡単なものではありません。そこで，弁理士が，
この作業の間に入って，特許庁に対して権利をくださいと言うのです。これが，弁理
士の主な仕事で，弁理士とは【知的財産のプロフェショナル】と呼ばれる人達なので
す。
次に，なぜ，私が弁理士資格の取得に向けて勉強をしようと思ったのかについてお
話します。私の大学 1年〜 3年生の生活は，サークル活動やアルバイト等遊んでばか
りでした。しかし，【ゼミナール】が私に弁理士資格取得という道を教えてくれまし
た。大学 3年時より知的財産法のゼミ（加藤浩教授）に所属し，ゼミ生と知的財産を
学んでいくうちに知的財産に惹かれていくと共に，弁理士資格を知りました。そこ
で，【勉強するなら，難関資格の弁理士試験に挑戦してやろう！】と思い，大学 4年
時より弁理士科研究室に在籍し，弁理士資格の取得に向けて勉強をしました。
そして，弁理士科研究室に入るメリットについてお話いたします。今回は， 2つの
メリットをお話します。まず 1つが，【一緒に勉強できる仲間がいること】です。研
究室に所属し，勉強をしていくと，辛いことがたくさん待っています。誘惑は多い
し，お金はないし，友人達が遊んでいる中で，私達は勉強しなければなりません。こ
のような状況に，一人で挑むとなると気持ちが折れていたかもしれません。しかし，
弁理士科研究室は，一緒に勉強できる仲間がいます。辛い勉強も，一緒に勉強できる
仲間がいれば乗り越えていけます！もう 1つが，【長い伝統と素晴らしい講師や先輩
方がいること】です。入室するまで知らなかったことですが，弁理士科研究室の歴史
は古く，たくさんの弁理士の先輩方がこの研究室にはおります。また，わかりやすく
丁寧な授業をしてくださる講師の方もいます。これにより，様々な貴重な話を聞ける
だけでなく，格安の値段で授業を受けられます。これも，長い伝統と素晴らしい講師
や先輩方がいる】からこそできることです。
もし，これをご覧の方で，とりあえず資格を取りたいと思っていらっしゃる方がい
たら，学生研究室に入室することを強くお勧めいたします。それは，弁理士科研究室
以外の研究室でもよいと思いますし，簿記検定等でも良いとも思います。しかし，勉
強するならば，ちょっとした資格ではなく，難関資格に挑んでみませんか？
弁理士科研究室は，そういったチャレンジ精神を持つ方をお待ちしております！！！
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合格者紹介⑤

「弁理士」という選択肢
早坂　光紀（平成27年度弁理士試験合格）

（平成27年 3 月法学部法律学科卒業）
（平成25年 8 月都内特許事務所勤務）
（平成28年 4 月より都内の民間企業にて勤務）

私は大学 2年次に弁理士科研究室へ入室し， 3回目の受験で弁理士試験に合格しま
した。弁理士試験は難関国家資格と位置付けられており，私が合格した年も合格率が
６.６％と，合格までの道のりは長く険しいものでした。本稿は私の合格体験記を綴っ
たものです。少しでも皆さんの参考になれば幸いです。
私はかなりの多趣味です。そこで，まず私が受験を始めるにあたり考えたのは，「人
付き合いや趣味を受験勉強で犠牲にしないこと」でした。遊びたいときには遊ぶ，と
いうこれまでのスタイルと，受験勉強とをどれだけ両立できるかということをひとつ
のテーマとしました。長期的なスパンでの，自分の人生設計の選択肢を増やしたいと
いう思いから，弁理士試験に挑戦してみようと思うに至ったのです。
そしてもちろん，「大学生活も手を抜かないこと」は大前提です。ですので，弁理
士試験を始めたことで大学生活が中途半端にならないように，というのはかなり意識
していました。サークルやゼミナール，アルバイト，企業インターンシップ等には積
極的に取り組んできましたが，これらの経験はかけがえのないものとなっています。
学生の若いうちは，人生設計の選択肢は無限にあります。選択肢を増やすために
も，視野を広げ，大学生活も手を抜かないことは重要です。私の中で，弁理士はあく
までも選択肢のひとつにすぎませんでした。
けれども，私にとって，弁理士という選択肢を選んだことは最良かつ最善の選択
だったと思っています。なぜなら，私にとって弁理士という職業は天職であると実感
しているからです。弁理士の仕事は，発明を文章に書き起こして特許出願し，発明を
保護することや，企業のロゴマークや商品名を商標出願し，ブランドを保護すること
など，その他にも書ききれないほど多岐に渡ります。しかし，いずれにせよ，弁理士
の仕事全般にいえることは「文章作成能力」です。在学中から始めた特許事務所での
アルバイトでも文書を作成する機会が多かったのですが，私はもともと文章を書くこ
とが好きだったため，苦ではなく，むしろ楽しく仕事ができました。そのような体験
から，やはり自分の好きなこと・楽しいことを仕事にしたいという思いから，弁理士
を目指すに至りました。
そして，受験生としてはお世辞にも勤勉だったとはいえなかった私が弁理士試験に
合格できたのは，弁理士科研究室のおかげだと思っています。弁理士科研究室の良さ
は，合格に必要な最新の資料・書籍が設けられており，常に利用可能であることで
す。さらに，講義の質が非常に高いことも魅力です。年間で数十万円もかかる予備校
の講義と何ら遜色のない講義を格安で受講できるのは，弁理士科研究室以外にはない
と思います。また，先生方は毎回熱心に講義を行ってくれたり，私たち受験生に親身
になってサポートしてくれます。講師と学生との距離が近いことも他の予備校にはな
い弁理士科研究室ならではの魅力です。
このように，弁理士を目指すならば，弁理士科研究室に入室することが一番の近道
です。弁理士という選択肢を考えている方は，ぜひ，弁理士科研究室へ入室してみて
ください。お待ちしております。


