車
に興味がなくても、
「自動運転」という

言葉は耳にしたことがあ
るだろう。今は人間が操
作しているが、いずれハ
ンドルを握る必要がなく
なるかもしれない。将来、
車は自律移動する部屋や
家になる

この新しい未来の実現
に向けて、自動運転の開
発競争が加速している。
自動車会社はもちろん、
グーグルも参入し、アッ
プルも研究を進めている
蒸気で走る自動車が誕

とされる。

した。言いたいことがう

一年目は、英語で苦労

たが、大学院で実際に研

と」を考えての選択だっ

一番社会貢献できるこ

しているベンチャーだっ

の半導体チップ）を開発

のＧＰＵ（画像処理専門

フィックスなど複雑な画

高でもトップクラスの進

像描写を行う際に必要で、

究を始めて現実を知った。 た 。 Ｇ Ｐ Ｕ は ３ Ｄ グ ラ

薬の開発はとてつもない

を外しすぎない雰囲気で、 生の頃から続けていたバ

手間と時間がかかる、と

スポーツは言語を越えた

演算能力はＡＩにも広く

に身を置いて、時にガッ

コミュニケーションにな

活用されている。就職の

ツポーズをするほど仕事

本気でやるから、すごく

く、大学では生化学、大

はもともと車好きではな

と言っても、小室さん

からなかった。悶々とし

にをしたいのか、よくわ

が、小室さんは自分がな

持って進路を選んでいた

人たちは将来の目標を

悩んだのは、受験期。友

らしの解放感もあったし、 だのは、まったく門外漢

たけど、初めての一人暮

暇もないぐらい大変だっ

「勉強は寂しさを感じる

だ。

生活もいい思い出ばかり

ことも役に立った。大学

いたま市）で生まれた。父

埼玉の大宮市（現在のさ

英語が必要だぞ」と言わ

親から「これから絶対に

語学学校に通っていた父

仕事で英語を使うために

英語は苦手だったが、

学大学院医学研究科に進

ら、大学院は慶應義塾大

だけ」と約束していたか

留学前から家族と「４年

専攻することを決めた。

３年生の時に、生化学を

学び、２００５年秋、ネ

年間、語学学校で英語を

高校を卒業してから一

「自分の知識を生かして

どを学ぶ。

の分野で、製薬・創薬な

生化学と医科学は地続き

もありましたが、面接官

ても忍耐力が必要な作業
に打ち込んでいるのが、

盛り上がります。高校３

学院では医科学の専攻。

ていた時、たまたまアメ

毎日が楽しかった。ホー

めた。

決め手は、面接だった。
小室美紗さん。自動車

り、アルバイトでカタコ

だ。小室さんはそこに夢

メーカー・本田技研工業

年間、めちゃくちゃ楽し

トでも英語を話し続けた

レーボールと、日本食レ

（以下、ホンダ）で、自動

みました」

それがなぜ今、自動車

ムシックにもなりません

親は主にトラックを作る

れたことも、決め手に

子どもの頃から「勉強

バダ州立大学リノ校に進

Q 高校時代の一番の思い出は？

くれたことが大きかった

仕事は、ＧＰＵ開発を

ですね」

文化祭や体育祭、スポーツ大会などのイ
ベントに燃えていました。文化祭では某芸
人さんのネタを真似したり、スポーツ大会
では「ドッジボールの小室さん」として有
名になりました。

小室さんが就職先に選ん

医科学の修士号を持つ

が社長と部長で、この業
ＩＴスキルゼロで
界に絶対に向いているか
ＧＰＵベンチャーへ
エンジニアとして
らと熱く口説かれまして
外国人チームで勤務 （笑）。個人として認めて

メーカーで働いているの

リカの大学では３年生に

でしたね」

ずっと理科系の授業が

なってから専攻を決める

ろなことを学んでから選

日本の自動車メーカーで

み、医科学を専攻した。

択できるのは、魅力的だ。 好きだったこともあり、

働いていたが、車には「ぜ

なった。

が好き」で、高校は埼玉

Q&A
これがききたい！

だろうか？

2012

ストランでのアルバイト。 中になれない自分を感じ

学校だ。しかし、勉強一

2010

居心地が良かったです。

それから２５２年経った

慶應義塾大学大学院医学研究科入学

文化祭や体育祭はみんな

現在、世界で保有されて

2005

「今まで勉強してきたこ

まく言葉にならず、それ

ネバダ州立大学リノ校入学

とが無駄になるし、親に

色の校風ではなく、充実

2004

た。仕事として続けてい

いる車の数は、 億台を

埼玉県立浦和第一女子高校卒業

く自信を失い、まったく

が嫌で無口になった。突

1985

申し訳ないという気持ち
運転の技術開発に挑んで

この巨大産業の転換期

超える。

埼玉県の大宮で生まれる

と知った。２年間いろい

やりたいことが
見つからず
２年の猶予を求めて
アメリカの大学へ

んぜん興味なかったです

小室さんは１９８５年、

株式会社本田技術研究所に転職
四輪R&Dセンター、統合制御開発室などを経て
現在は先進技術研究所 知能化領域に所属
「ホンダに入ってから、挫折はありません」

いろいろな年齢の人たちと肩を並べて勉
強したこと。私のラボパートナーは60歳の
女性でした。大学は自分で学びたいもの
を学びに来るところなんだと実感し、より
勉強が楽しくなりました。

いる。

※本田技術研究所は本田技研工業の研究領域を担う会社

別の業界で働くことに決

破口になったのは、小学

株式会社 本田技術研究所
先進技術研究所 知能化領域 アシスタントチーフエンジニア

した高校生活だった。

んだ。

小室 美紗 MISA KOMURO

「学校は自由だけど羽目

生したのが、１７６９年。 進んだ。全国の公立女子

Personal Data

県立浦和第一女子高校に

ね（笑）」

GPU開発のベンチャー企業に入社
ゼロからソフトウェア開発を学ぶ

Q アメリカの大学で楽しかったことは？

14

2017

さ

み

む ろ

こ

！？

12
TOSHIN TIMES 2021

自動車業界編

本田技研工業株式会社
（ホンダ）

ＩＴスキルゼロから
自動運転のエンジニアに
テストカーに乗り込んで
業界の最先端を目指す

車の自動運転は、
世界が注目する最先端技術だ。

その技術を開発するエンジニアは、
高度な知識と技術を要する専門家。

しかし、
大学院まで直接関係のない教科を学び、

Ｉ
Ｔスキルゼロで社会人になり、
今、
ホンダで

自動運転の技術開発に携わっている女性がいる。

小室美紗さん―
― 彼女はなぜ自動車業界に飛び込んだのだろうか？

おり先端技術を対象とす
小室さんにとって、刺激

とりが大好きなので、燃

グがあります。私はバグ
えますね（笑）
」

的な日々だろう。
英語が得意な小室さん

る部署で、２０１７年に
入社以来、希望どおり、自

しなければならないから、

研究職とはいえ、成果

期日前にはチーム全体が

を出す必要がある。テス

担当している。新型コロ

重圧と緊張に包まれる。

動運転の研究をしている。 は、スイスの大学とドイ

ナウイルスのパンデミッ

それだけに、テストが成

トの日までに、想定した

ゲーム機やパチンコに使

クが起きる前は、１年に

功した瞬間には、仲間た

ツにある研究施設のホン

用されるＧＰＵを作る知

３、４回はヨーロッパに

ちと思いっきりガッツ

ダ・リサーチインスティ

識は、自動運転の技術に

足を運び、情報交換をし

ポーズをして称え合う。

東京・六本木のミッドタ

も応用できたのだろう

てきたそうだ。海外のメ

ウンにある見晴らしのい

か？

ンバーとのプロジェクト

とおりに車が動くように

「まったく違う技術です

小室さんにとって、これ

自動運転の技術は日進

います」

ということを繰り返して

れを勉強して取り入れる

うな領域を見つけたらそ

おもしろい技術がありそ

たらいいのかを考えて、

題を解決するにはどうし

チーム全員が、個々の課

こともあるという。

もしなかった動きをする

ないこともあるし、予想

動くこともあれば、動か

込む。車が狙いどおりに

ソコンを抱えて車に乗り

テストコースに行き、パ

に１、２回は茨城にある

て、実車でテストする。週

とにプログラミングをし

そうして得た知識をも

いていた父親は運転が好

当に嬉しいです」

の分、車が動いた時は本

いのは大変ですけど、そ

すべてやらなきゃいけな

機材を揃えたり、自分で

く魅力ですよね。必要な

で確認できるのが、すご

せて、車がどう動くかま

たアルゴリズムを車に乗

ー
レ
ド

大橋 悠依 選手（イトマン東進所属 ナガセ社員）

高 速 マ スタ ー 基 礎 力 養 成 講 座（ 共 通 テ スト対 応
英 単 語 1 8 0 0・数 学 計 算 演 習・今 日 の コラム ）も
受験可能

いオフィスビルが職場だ。 テュートとの共同研究も

ね。新人ではないので、基

では、前職の多国籍チー

が今の仕事のやりがいだ。

礎的な知識は独学で身に

月歩で、どんどん新しい

「やっぱり、自分が作っ

ものが出てくる。自分の

土 までの申込

ムでの経験が大いに生き

転職するうえで最も重

※ 高０生とは 、高 校 生レベルの 学 力を持 つ 意 欲ある中 学 生 。

00ｍ個人メ
/4

3 講座
2 講座
1 講座

土 までの申込

着けるしかありません。

視したのは、
「研究からテ

※

最大３講座無料招待

高２生・高１生・高０生

m

12 / 11
12 / 18
12 / 25

それは特別な話ではなく、 ているという。

いたからだ。ところがあ

きで、どちらかというと

実は、同じ車業界で働

る日、同じＧＰＵがパチ

自動運転にはそれほど期

勝負が早いし、不具合が

「車両テストすると、思

あればコードが悪いとい

頭のなかを常にアップ

待していない。小室さん

担うソフトウェアエンジ

ストまで、自分で担当す

うようにいかないことは

ニア。もちろん知識ゼロ
ンコに搭載されると聞い

多々あります。そのたび

う白黒はっきりした世界

デートしておくために、
れたのが、ホンダだった。 最新の論文を読み、学会

で、研修でプログラミン

て、少しずつ冷めていく。 ること」。それを任せてく

の目標は、自分が作った

が、性に合っていた。パ

自動運転の車を親にプレ

ソコン一台あれば自分の 「 パ チ ン コ は あ ま り 興 味

に、なにが原因なのか、細

グのベースとなるコン

かく確認します。すぐわ

ピューター言語「Ｃ言

に出て大学の研究者たち

る業界で、自分の能力を

が好きな分野や興味のあ

がなく、やるなら、自分

と交流するだけでなく、

手で思い描いたものを作

ゼントすることだ。

ることができるのも、気

かる時もあるし、複雑に

「父親に納得させる車を

語」を学び、ほかの言語

絡み合っていてよくわか

は仕事をしながら、上司

ユニークなアプローチを

らないこともありますが、 出 し て 、 こ れ も あ り だ

に入った。

しているところがあれば

や先輩社員に聞いたり、

訪ねて話を聞く。今も昔

小室美紗

なりました」

る周りの人への感謝を忘れずに！

配属は外国人チームで、 生かしたいと思うように

そしてそのチャレンジをサポートしてくれ

上司がフランス人、同僚

いうだけのことなので、諦めずにどんど

一年もすると「この業

ん新しいことにチャレンジしてください。

学ぶことが仕事に
自分が組んだ
プログラムで
車が動く喜び
配属されたのは、本田

原因は私が書いたプログ

最後に、わからない、できないことは、

独学で習得した。

も変わらず勉強して新し

「まだ」わからない、「まだ」できないと

なって言わせたいですね」

技術研究所のなかの先進

知識に無駄なものなんて一つもないの

にはブラジル人、中国人、 「 自 分 の 価 値 を 知 り た

で、前向きに学んでほしいです。

界、自分に合ってるな」

数学の行列演算は二度と見ることがな

ラムで、絶対どこかにバ

いと思っていたのに……！

い知識を得るのが好きな

あります。

技術研究所。その名のと

に就くことも、就職後に新しい夢を見つ

い」と軽い気持ちで登録

けてキャリアチェンジすることもできます。

していた転職エージェン

例えば大学の専攻とは関係のない仕事

ロシア人などがいた。営

選択は自由です。

業が取引先と決めた仕様

今考えているよりもずっと自分の人生の

と感じるようになった。

職業選択とは直結していません。

典

3
まず、進学先の選択が必ずしも将来の

プログラムを書いて実際

思っていた授業の内容は意外と出番が

アは引く手あまた」と言

高校生のときに知っておけばよかったな

土 までの申込

ハンドルから手を離してのテストだが、いつでもオーバーライドで
きるような姿勢をとっている。3 オフィスがある東京六本木のミッ
ドタウンは都心にありながら緑も多い。

と思うことを書きます。

特

2

高校生の私へ

象

1 エンジニアは男性が多いが、上司ともフランクに何でも相談
できる雰囲気。2 ドライバーとして自動運転の車両テストも行う。

をチームに共有するのが、 トに「ＡＩ系のエンジニ
われて、心が動いた。
「な
にかを作る仕事なら、や
りがいを持って続けられ
るだろう」と考えた時、思
い浮かんだのが自動車

次に、大人になったら必要ないだろうと

役割の一つだった。しか
し、外国人たちは「なぜ
それが必要で、どういう
メリットがあるのか」を
納得しないと動かない。
その説明をして質の高い

した」

は楽しそうだなと思いま

いう業界で仕事をするの

まだまだ発展途上。そう

のは車だし、自動運転は

「日本が世界に誇れるも

仕事をしてもらうために、 だった。
いつも苦労していた。
それでもモチベーショ
ン高く働いていたのは、
自社のＧＰＵが誰もが知
るゲーム機に搭載されて
いて、やりがいを感じて

Letter to myself in my highschool days

対

1
に動くか、動かないかの

PCで作業をする
際は
ブル ーライトカットの
メガネが必須

お仕事 Item

20
0

TOSHIN TIMES 2021

13

勝利の方程式。

〜№１には理由がある〜

