
映像情報メディア学会誌 Vol. 68,  No. 6,  pp. 478～480（2014）478（48）

好きこそものの上手なれ

私は，現在，NHK放送技術研究所で

映像符号化の研究に携わっています．

以前は特許庁で審査官をしておりまし

たが，縁あって現職に就いています．

現職と前職でまったく違うことをし

ていると思われるかもしれませんが，

私の中で一貫しているのは，コン

ピュータ，画像，数学が好きというこ

とです．

私は父の仕事の影響で，7歳からパソ

コン（PC）を使い始めました．中学，高

校では通称・数楽班に所属し，休み時

間や部活はPCで遊んでいました．高校

で班長を務めた時には文化祭でPCにつ

いての展示を行いました．女子校でし

たので，相当な変人に見られていたと

思います．その結果，何の迷いもなく

情報系学科を志望し，なるべく女子が

少ない大学を選んで進学しました．

大学に進学して感じたのは，高校の

同級生達は優秀だった，学力に関して

男女は関係ないということです．高校

の成績は大変お粗末なものでしたが，

大学ではそこまで悪くもありませんで

した．一方，体育の授業では男女差を

感じざるをえませんでした．スポーツ

では男女で種目が別れていますし，身

体能力に差があるのは仕方がないこと

だと思っています．

大学時代には興味が高じて秋葉原の

今はなき自作PCショップでアルバイ

トをしていました．ビデオカードなど

自作パーツの商品知識は現在でも役に

立っています．大学ではコンピュータ

アーキテクチャ，画像処理，画像符号

化の研究をしていました．アルバイト

に精を出し過ぎたことや，自分で選ん

だ研究テーマが先進的すぎてつらかっ

たことから，研究ではないものの専門

性が生かせる特許庁に就職しました．

特許庁では，計算機細部というハー

ド/ソフトウェア何でもありの分野に

配属されました．700件ほどの出願を

審査しましたが，何でもありの分野だ

けに出願人はのべ200社以上と多岐に

わたっていました．その中に現所属が

含まれていなかったことが逆に縁に

なっています．審査では，特許法第29

条第2項でいうところの「当業者」目線

で拒絶理由通知を書かなくてはなりま

せんでしたので，大変勉強になりまし

た．文献を読んで技術を把握する能力

とロジカルで説得力のある文章を執筆

する能力が鍛えられましたし，長時間

机に向かっていることが苦にならなく

なりました．

以上ご紹介しましたように，私は大

学から今まで女性が少ないところに所

属しています．あまりない名字や飲み

会が好きなことも相まって，周囲の方

には良くも悪くも私のことを覚えても

らっていると思います．

前例を破ろう！

大変つまらないことかもしれません

が，私は仕事を一番大切にしています．

仕事はお金をいただいてやらせても

らっていますが，家庭はほとんど自分

の意思で選んでいることなので，それ

を言い訳にしたくないと考えています．

このように考えるようになったのは

前職での経験からだと思います．前職

も女性が少ない職場で，所属していた

約300名の部には女性の管理職がいま

せんでした．管理職になるには30歳

前後から忙しい部署で経験を積むのが

通例でしたが，家庭を優先して審査業

務をしている女性が多かったです．そ

れにもしかしたら，人事権のある方々

は，どうせ女性は出世に興味はないだ

ろうとか，せっかく異動させても休ま

れたら困ると考えていたのかもしれま

せん．私はどうなりたいかと考えたと

きに，残念ながらロールモデルとなる

女性はいませんでした．

この状況を打開したいと思い，ロー

ルモデルがいないなら自分がそうなる

しかない，もしかしたら私と同じよう

に家庭より仕事を望む後輩がいるかも

しれない，と考えるようになりました．

この思いは今でも変わりません．そし

て，何をしても「女性にしては」よく

やったと思う人もいると思うので，そ

う思われないよう，しっかりやりたい

と考えています．

人それぞれだと思いますが，私は家

庭のことは状況に応じて分業すればよ

いと考えています．妊娠，出産は女性

しかできませんが，その他は男女に関

係なくできることではないでしょう

か．今や子供は3歳まで家庭で母親が

面倒をみるべきという，いわゆる3歳
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児神話は否定されています．私自身も

3歳前から保育所に通っていました．

まして公務員は倍率の高い採用試験が

あり，男女の区別なくそれぞれが一定

以上の能力を持っているとされている

のですから，女性ばかりが家事や育児

を負担して仕事で能力を発揮できない

のは，もったいないことだと感じてい

ました．

2010年の国勢調査によると，夫婦

のいる一般世帯を分母とした共働きの

割合は45.4%だそうです．私の周囲を

見ても共働きではない家庭が多いです

し，女性が働くということに対しての

理解がようやく少しずつ広まってきた

ところかと思います．そのような中，

家庭を優先したいと思っていない女性

もいる，出世に興味がある女性もいる，

と認識していただければ幸いです．

大きい話になりますが，日本政府で

は指導的地位に占める女性の割合を，

2020年までに30%程度とする目標を

掲げています．読者の中には人事権を

お持ちの方もいらっしゃることでしょ

う．女性を登用した前例がないが適し

た方がいるという場合は，ぜひ推薦し

ていただきたいです．出世欲が強くな

くとも，せっかくだからやってみよう

と思う人もいますし，立場が人を作る

こともあります．とにかく女性でもや

れるという前例をつくっていくことが

大事だと考えています．

ただし，女性の登用を増やすという

目的を重視するあまり，遂行能力が充

分ではない人を選んでしまうのは意味

がないと思います．登用された女性も，

その周囲の人も，お互いに不幸になる

のではないでしょうか．

いろいろ言ってしまいましたが，現

職では少数精鋭でやっていることもあ

り，性別や前例に関係なく機会を与え

ていただいていると感じております．

ご理解，ご配慮をいただいている周り

の方々には大変感謝しております．

ライフハック

お固い話はさておき，仕事以外の話

をしたいと思います．我が家は共働き

二人暮らしで，自分の身の回りのこと

は自分でやることを基本としていま

す．私は職場の近くに住んでおります

ので，自分では家事を多めにやってい

ると思っています．仕事優先にしたい

ので，家事を完璧にこなそうとは考え

ていません．食事を作るのは私，片づ

けるのは相手というように大まかに分

業していますが，家事はもっぱら私の

友人が「共働き3種の神器」と呼んでい

る家電たち（図1）にお任せしています．

洗濯乾燥機，食洗機は洗い物を入れ

てピッとお願いするのみです．ロボッ

ト掃除機は，毎朝場所を変えて試運転

してから出かけるのが日課です．スケ

ジュール機能で昼間にもう一度掃除し

てもらいますので，大変な働き者です．

食事は週1回の宅配サービスで頼ん

でいる冷凍おかずセット，材料のカッ

トまでしてあるお料理キットが重宝し

ています．外食することもありますが，

自炊では電気ケトルでお湯を沸かす，

火のとおりにくい根菜は電子レンジで

下ごしらえする，電子レンジ用調理器

具を使うなど，並列化と実行の工夫に

より，高速化を図っています．

コンピュータの高速化で問題になる

のは電力です．我が家でもたびたびブ

レーカが落ちることがあり，無線電力

計（図2）を導入しました．

電力計のおかげで省エネにもつな

がっています．エアコンの定常状態の

消費電力がとても少ないことがわかっ

て感心しつつ，メーカの方はきっと開

発するのに苦労されただろうと思いを

はせています．

私たちはPC，ゲーム，家電製品，

謎解きなどが共通の趣味で，これまで

紹介したようにマニアックな生活をし

ています．家庭のポリシーは，それぞ

れの目標を持って相手に依存しすぎな

い，大変なときは助け合う，です．世

の中にはさまざまな連絡ツールがあり

ますが，お互いに信頼しているせいか，

職場にいるときは仕事モードになって

いるせいか，日中はほとんど連絡しま

せん．連絡がなく帰りが遅いときなど

は，位置情報共有サービスを使うこと

もあります．私は研究発表，展示業務，

規格化会合など出張で家をあけること

も多いですが，適当に距離をとって一

人の時間を持つことが円満な関係を続

けるコツと考えています．それに個人

的には，家庭事情を理由に出張という

仕事のチャンスがなくなり，他の方に

とられるのが嫌なのです．我ながらは

なはだしい負けず嫌いだと思います．

道を切り開こう！

せっかくの機会ですので，今後，日

本の職場でぜひ変えていただきたいと

思っていることを書きたいと思いま

す．法律上は男女に関係ないのですが，

実態としては圧倒的に女性に多い問題

です．
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前例を破ろう！道を切り開こう！
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私が今困っているのは，名前の問題

です．私の職場では，現状，杉藤泰子

を発明者として特許出願することがで

きません．名前が違うと外部から見た

ときに同じ人だと思ってもらえない不

都合があります．特に研究者は業績の

積み重ねが大切ですので，同じ名前を

名乗り続けることに意義があります．

私の場合は，家庭事情を知られたく

ないということも大きいです．名字は

何になったの？ など，どこからか知っ

たのか聞いてくる方がいて，個人的に

は嫌な思いをしています．

話を戻すと，前職でも同じ問題があ

りました．審査官は個人名で特許査定，

拒絶査定という行政処分ができる珍し

い立場にあります．ご参考までに，図3

に私の審査官名が初めて載った特許公

報を示します．

審査官が拒絶査定をする前には拒絶

理由通知を出す必要があります．前職

では，拒絶理由通知は旧姓で良いが，

特許査定，拒絶査定は戸籍上の名前を

使用するというルールがありました．

その理由として，職場内のシステムに

は一つの名前しか登録できないこと，

他省庁に前例がないことがありまし

た．これは，現職でも同様です．

確かに，特許庁のホームページには，

発明者の氏名は戸籍上の名前とするよ

うに書いてあります．

しかし，これはあくまでも行政庁の

見解であり，判例に基づくものではあ

りません．他力本願な言い方になりま

すが，特許法第36条第1項第2号にあ

る「発明者の氏名」は戸籍上の名前とす

る必要があるのか，誰かが裁判を起こ

すことによって，ようやく法解釈が明

らかになるのです．これまでにも行政

庁が出していた指針が裁判によって

覆った例があります．

一方，特許法上の「代理人」になれる

弁理士は，旧姓で法務を行うことがで

きます．弁理士になるには民間団体で

ある日本弁理士会に登録する必要があ

りますが，その際に旧姓で登録するこ

とができるのです．弁護士の登録につ

いても同様です．

一般的には職場も民間団体ですが，

弁理士や弁護士の場合と同様に，戸籍

上の名前と旧姓のマッチングがとれて

いることを証明できれば事足りるので

はないでしょうか．

行政手続き，社内手続き等には，戸

籍上の名前でなくてはならないことも

あると思いますが，そうでなくても構

わないこともあると思います．これら

の線引きをして，できるだけ広い範囲

で旧姓を使えるようにしていただきた

いです．民間企業の中には，源泉徴収

票，保険証も旧姓で発行しているとこ

ろもあると知人から聞いています．

個人的には，国民総背番号制が導入

されれば，名前が違っていても一意に

特定でき，旧姓の使用範囲が広くなる

のではないかとか，夫婦別姓が導入さ

れればいいな，と考えております．

まったくピンとこない方もいるかも

しれませんが，こういった二重生活に

苦を感じている人もいることを知って

いただければ幸いです．また，このよ

うな取組みを行うことで，多様性のあ

るより良い職場を作ることができ，優

秀な人材を採ることもできるという会

社側のメリットもあるのではないで

しょうか．

考えてみれば，そもそも職場で旧姓

が使えるようになったこと自体，大変

なことだったと思います．先輩方が

作ってくださった道を，引き続き切り

開いていきたいです．

あともう少しおつきあい下さい

残された誌面ももうわずかです．こ

こまでの主義主張で，面識がない方に

は面倒な奴だと思われたかもしれませ

んが，普段は気楽な感じで過ごしてい

ます．接した人から話しやすいと思わ

れる人になりたいと思っていますし，

雰囲気を悪くして，これだから女性は

ヒステリックだとか思われるのが嫌だ

からです．ですので，面識がある方は

本文を読まれてこんな暑苦しいくらい

の強い思いがあったのかと思われたか

もしれません．

本人としては真面目モードとその他

モードとのギャップを楽しんでいると

ころもあります．審査官時代には出願

人の方と面接をする機会がありました

が，厳しい文面の拒絶理由通知をも

らったけれど，面接でこんな人が出て

きて大丈夫なのか？ と思っていらっ

しゃるのではないかなどと考えていま

した．

人前でピエロを演じるのに抵抗があ

る方もいるでしょうが，雰囲気を盛り

上げるにはどちらかというと女性の方

が有利かなと考えてふるまっていま

す．これまでに職場の親睦会幹事をす

る機会が何度かありました．わざわざ

指南役の親幹事に立候補したこともあ

ります．いずれも拙い芸を披露するな

ど，場を盛り上げるべく楽しんでやら

せてもらいました．

以上，長きに渡り，個人的なことを

述べてまいりましたが，一行分でもご

参考になることがありましたら幸いで

す．今回このような機会をいただき，

自分の棚卸しをすることができました．

感謝を申し上げるとともに，これから

も楽しく，ときに真面目に，前例を破

り，道を切り開いていきたいと考えて

おります．現在の研究についてはまっ

たく触れませんでしたが，学会活動を

通じてご報告したいと思いますので，

今後ともよろしくお願いいたします．
（2014年3月31日受付）

輝け！ リケジョ：（第11回）杉藤泰子

図3 初めて名前が載った特許公報


