現在私は，朝日放送の制作技術セン
ターポスプログループという，番組収
録や編集を行う部署に所属しています．
小さい頃からテレビが大好きで，夢
はアナウンサになることでした．しか
し，結局違う形で入社することとなり
ました…．

私の理系生活
なぜ理系に進んだのかというと，数
学が大好きで国語が大嫌いだったから
です．特に現代文というものが苦手で，
一刻も早く答えのはっきりしない問題
から解き放たれたい，と心から願って
いました．逆に数学はとても楽しかっ
たので，高校の進路選択では迷うこと
なく理系に進みました．

入社直後に更新された第 2 リニア編集室にて

高校では大好きな数学が一気に難し
くなりついていけず，普段から努力で
きない私は浪人生活を余儀なくされま

いない一人ぼっちのキャンパスライフ

周波数分割多重）に関する研究をさせて

した…．この浪人生活は，努力という

を過ごすことで，心が強くなりました．

いただきました．

ことを覚え根性も備わった，人生の中

3 年生になってようやく男子学生と

放送局で何をしたいのか特に考えて

で非常に重要な 1 年だったように思い

も溶け込めるようになり，地味とはい

いなかった私ですが，研究を進める中

ます．

え楽しい学生生活を送っていた頃，東

で通信方式の勉強をさせていただいた

京のキー局 2 社から技術採用募集の

ので，せっかくならその勉強を活かし

ほとんど女子のいないキャンパスライ

DM が送られてきました．進級するだ

たい！とマスター（放送として送り出

フが始まりました．

結果めでたく工学部電気系に合格，

けでも精一杯の私が，大学院に行って

す部署）配属を希望するようになりま

「リケジョ」という素敵な言葉がない

意味があるのだろうか…と思い，アナ

した．

当時，電気系に入るような女子と話を

ウンサではないもののテレビ局の入社

してくれる男子学生などほとんどおら

試験を受けることにしました．

ず，女子がいないというよりも友達が

†朝日放送株式会社 制作技術センター
"Tackling with the Progress of Broadcast
Technologies" by Yukiko Kusumoto (Production
Engineering Center, Asahi Broadcasting
Corporation, Osaka)

余談ですが，先生方からいただいた
ありがたき教えの一つに「技術職であ

結局キー局は落ちてしまったのです

るならば学会には入会すべし」という

が，その後めでたく朝日放送に技術で

のがありました．この教えだけは当会

採用していただきました．

会員となることで，しっかり実践して

4 年生になって配属された研究室の先

います．

生によるご配慮で，OFDM（Orthogonal
Frequency Division Multiplexing：直交
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輝け！ リケジョ：（第 28 回）楠本由希子

32QAM のコンスタレーション監視中
初めて大学の勉強が実戦に活かされました．
中継車にてワイヤレス受信コントロールなどのセッティング中

放送局での技術の仕事

けてくれ，今後は映像技術だけでなく

機種の携帯をたくさん並べてチェック

パソコンにも精通するべきだと，故障

する毎日を送っていました．

マスター希望で入社したのですが配

したパソコンをどこからか毎日見つけ

またショッピングサイトを立ち上げ

属されたのは録画部
（ポスプロ）
でした．

てきて修理をするようにいわれ，私は

ることができ，番組で紹介した商品を

当時朝日放送にはもう一人技術の女性

修理を繰り返す日々が続きました．

WEB でポチ購入していただけるよう

社員がおり，その先輩も録画部でした．

嫌々ながら何とか課題をこなしていた

になりました．

女同士の相談も気軽にできたこともあ

私は，ふと気がつくと家でもパソコン

その後，新システムに入れ替えたと

り，社会人生活が思いがけず楽しくス

を自作し，日本橋の電気街に行っては

聞いていますが，何もないところから

タートできたことを会社にも先輩にも

お店の方やコアな方々と話しをしつつ

立ち上げることの難しさと楽しさは，

感謝しています．

ジャンク品をあさり，技術女子である

技術職だからこそ味わえるものだと

ことを存分に楽しんでいた気がします．

思っています．

新入社員の私がまず驚いたのが，当
時まだ残っていた 1 インチ VTR テープ

会社でも，電子テロップシステム構築

そしてようやく，番組制作現場であ

でした．カセットにも入っていない

という大きな案件を任せられ，メーカ

る制作技術センター VE グループに異

テープに指を引っ掛けながら VTR に

選定から技術要件の洗い出しなど，本

動することができました．編集の仕事

テープをセットしていくのです．市販

当に楽しい仕事をさせてもらいました．

をし始めてから抱いていた「番組制作

のビデオテープでもカセットに入って

その当時は社内をベースバンド信号

現場に行ってみたい」という希望が叶

いるというのに，テレビの放送に使う

でつなぎ各サブへ分配するという，ア

大切なテープが丸出しなんて！ それ

メリカ製の機材を使用していました．

に，テロップ装置といい，黒の厚紙に

とても故障が多くて愛着がわいていま

スイッチャをさせていただいている時

白で文字が書かれているカードを装置

したが，とうとうサーバから各サブで

間は，人生の中でこんなに集中するこ

に装填し，その信号をもとにテレビ画

同じ素材が送出できるという仕組みに

とがあっただろうか…と思うくらい集

面にスーパーするのです．あまりのア

変わりました．

中しないとできない仕事で，貴重な経

ナログ感に驚愕しました．
数年後，女性技術職の先輩が総合職
へ異動され，ただ 1 人の技術女性社員

今では当たり前なシステムですが，
非常に便利になり加速度的に番組スー
パーが増えたと思います．

いました．
現場の仕事は本当に楽しくて，特に

験をさせていただきました．
しかし考えていた以上に力の必要な
仕事が多く，機材積み込みや中継現場

となってしまった私は，総合職へ異動

その後，デジアサというディジタルコ

のセッティングでは，本当に屈強な

希望を出そうか悩みました．テレビ局

ンテンツ系の関連会社が立ち上がるこ

方々に助けていただきました．初めて

はどうしても総合職が華やかで技術職

とになり，出向させていただきました．

女性だからこその辛さにぶち当たった

は地味に見えてしまうものです．

今までとは違った視点から仕事を見

気がします．

そんな時，私に大きな影響を与える

ることができ，いい経験ができたと思

周りに助けていただきながらゴルフ

ことになる先輩が録画部へ異動されて

います．ただディジタルコンテンツに

中継などの仕事にも出掛けました．ワ

きました．あまりにも映像技術を知ら

は非常に疎く，必死で映像をエンコー

イヤレスカメラで使用する電波周りの

ない私に根気よく勉強テーマを出し続

ドして携帯用サイトに UP し，異なる

管理を担当し，初めて大学の勉強が役
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放送業界の技術進歩に向き合って

るソフトを使用しやすい環境となり，
多種多様な映像表現が可能となりまし
た．現在はまだテープ納品が主流です
のでリニア編集機も必要だと考えてい
るものの，すでに番組の収録は主に
サーバで行われており，いずれテープ
は消え行く運命に立たされています．
すべての素材受け渡しがファイルにな
る近い将来に向けてどのように進めて
いけばいいのか…など技術の進化に合
わせた対応を求められています．
現在私は，ファイルライブラリーシス
テム構築のプロジェクトに参加させて
もらっています．まずはそのシステム
ハイタワー上からはゴルフ場が見渡せ気持ちいいですが，日焼けには要注意です．

に投入する素材を，テープからファイ
ル化する仕組みを現在構築中です．次
期ライブラリーシステムはファイル化
のメリットを存分に生かし，メディア
から解放された便利さを兼ね備えたシ
ステムとなる予定で，そのでき上がり
を密かに楽しみにしているところです．

学生のみなさんへ
日々の技術進歩を感じることは嬉し
くもあり勉強することが多すぎて辛く
もありますが，そんな中で「自分にで
きることは何なのか」いつも考えるの
ですが，入社して〇年，いまだに答え
が出たことがありません．それでも自
信を持って言えることは，仕事が楽し
昨年 8 月に高校野球の 4K 中継を行った際，スーパー送出の応援で久々の現場へ．

いということ，そして「リケジョ」に
なってよかったということです．
今後は朝日放送にも女性技術社員を

に立ちました．

われています．

もっと採用していただいて，一度は女
性ならではのシステムを作ってみたい

本当はもう少し現場の仕事に携わっ

以前はほぼリニア編集だったのがほ

ていたかったものの，体調を崩したの

とんどノンリニア中心の編集に変わり

をきっかけに，ポスプロチームへ戻る

ました．ノンリニア編集機の価格が一

女子学生のみなさんはもちろん男子

こととなりました．

気に下がっていて，数千万円していた

学生のみなさんも，テレビ局の技術に

ものが今や数十万〜数百万円と完全に

興味ある方はぜひ，朝日放送にも関心

桁が変わり購入しやすくなりました．

を寄せてもらえるとうれしいです．よ

お世話になっていた古巣ですのであ
る程度の仕事の流れはわかっていると
自負していたのですが，思った以上に

ノンリニア作業が中心となったこと

ファイル化が進んでおり日々勉強に追

から，テロップやエフェクトを作成す

と思っています．

ろしくお願いします！
（2016 年 1 月 29 日受付）
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