自動車業界

日
本では今、約８０

インターネットの掲示板

を描いたりしていました。 わずかに手が届かず、後

で友だちも作りましたね」 京農工大学に進学するこ

期試験で合格を掴んだ東

００万台の自動車

が走っている。そのうち

比較的自由に使うことが

う思いはあります。浪人

強すればよかったなとい

「正直、もうちょっと勉

パソコンが身近にあり、 とになった。

自動車が作っているイン

できたのは、父親がソフ

しようかなという気持ち

約２００万台は、トヨタ
ターネットでつながる車

たから。いつも家でパソ

２０１５年からコネク

（コネクティッドカー）だ。 トウェア・エンジニアだっ

もありましたが、せっか

て、その後ろ姿に憧れた。 から、そこで頑張って学

く農工大に合格したんだ

「プログラミングが何か

ミングしている父親を見

ての車をコネクティッド

は理解できなかったんで

コンに向かってプログラ

化することを宣言してお

ティッドカーの本格展開

り、２０２５年には約５

すけど、プログラミン

を始めたトヨタは、すべ

００万台に増えると予想

グってかっこいいしやっ

て補修につなげることも

道路の劣化状況を把握し

合の解消、渋滞の緩和や

アドバイスや車両の不具

のデータを通して運転の

搭載されており、それら

にさまざまなセンサーが

することができる。さら

車両が走った環境を把握

まで練習に明け暮れた。

その日に向けて朝から晩

バンド部の活動に没頭し

る部員が所属するブラス

さんは、１００名を超え

立戸山高校に進学。﨑山

校風」に惹かれて東京都

高校は、「すごく自由な

大学での授業が新鮮でお

ハードウェアについて基

門的にソフトウェアや

になっている。初めて専

とに専門知識を深める形

が分かれていて、学部ご

部と工学部のキャンパス

東京農工大学は、農学

から新しいものをどう生

「研究では、既存の手法

最大の目標に据えていて、 礎から学んだ﨑山さんは、 み、博士号も取得した。

た。文化祭での演奏会を

もしろく感じたという。

み出していくかが問われ

究にも熱中。大学院に進

研究室に入ると、その研

いと就職活動を開始。企

に貢献できる仕事がした

うスキルを生かし、社会

大学で学んだデータを扱

そのまま大学教員の道

してよかったことですね」

授業と研究に熱中し、
大学院で博士号取得
「社会貢献」を目標に
トヨタ自動車に就職

ぼうと思いました」

している。

コネクティッドカーは、 てみたいなと思っていま

可能になる。

特にプログラミングは、

父親の背中を追うように、

音声を圧縮する技術の

そういう力を身につけら

「トヨタのコネクティッ

かで、トヨタでの職務に

情報工学科を志望した。

ドカーが売り出されたば

東京都立戸山高等学校入学。2年生の時、ブラス
バンド部で指揮者を担当した。

東京農工大学工学部入学。学部生時代は学園祭
実行委員としても活動。

2010

トヨタ自動車株式会社に入社し、現在に至る。

や思考力が求められます。 可能性を感じた。

いい社会」づくりに役立

れたのは、大学院に進学

東京都生まれ。小学生の頃は
「ずっと動いていたい
タイプ」
だったが、中学生になると方向転換し、美術
部と家庭科部に入部した。

2007

４年生になり、画像や
てるためにどんな仕事を

ベースとなる信号処理の

1991

で働くソフトウェア・エ

トヨタ自動車株式会社
コネクティッド先行開発部

ンジニアの﨑山亮恵さん

東京農工大学大学院の生物システム応用科学府
に進学。学会の発表会で在学中に15回も海外出
張に行ったのが良い思い出。

2014

に話を聞いた。

練習に明け暮れた
高校のブラスバンド部
父親の仕事に憧れて
情報工学科に進学
１９９１年に東京で生
まれた﨑山さん。子ども
の頃は「めちゃくちゃ、や
んちゃ」で男の子と外で
走り回っていることが多

﨑山 亮恵 Akie Sakiyama

年に入社以来、この部署

その結果、第一志望には

処するのかという分析力

に進む選択肢もあったが、

Q
しているのか、２０１８

トヨタが掲げる「いい町、 フトウェア・エンジニア。 と振り返る。

ネクティッド先行開発部。 ら、将来目指したのは、ソ

用を担っているのが、コ

そのデータの分析や活

高３秋の最後の文化祭

業の採用試験を受けるな

今後、どういう仕事が
重要になると思いますか？

るので、課題を見つける

趣味は旅行ですね。
コロナ前は海外に
も行っていましたが、最近は京都や沖
縄など国内旅行が多いです。あとは犬
が好きで、最近2匹目の犬を飼い始め
て、溺愛しています（笑）

発想力と、それにどう対

運転の様子や車両の状況、 した」

Q どうやってストレスを発散していますか？

じで、すごく楽しかった」

Q&A
これがききたい！

まで部活をやり遂げなが 「 パ ズ ル を 解 い て い る 感

社会がどんどんデジタル化していくな
かで、自動運転をはじめ、世の中の不
便をなくしていくためにどうソフトウェア
やデータを活用していくのかを考える
仕事が重要になってくると思います。

2018

かったが、自宅のパソコ
ンで遊ぶのも好きだった。
「小学生の頃からパソコ
ンでゲームをしたり、絵

Personal Data
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ソフトウェア・エンジニア編
トヨタ自動車株式会社

自動車メーカーで働く
ソフトウェア・エンジニア
データを解き明かし
社会に貢献する仕事

父親の仕事に憧れて志した、
ソフトウェア・エンジニアへの道。

大学院で博士号を取得後、

「社会に貢献できる仕事」
を求めて、
トヨタ自動車へ。

トヨタでは、
インターネットでつながる車

「コネクティッドカー」
から得られるデータを分析し、

ドライバーのサポートや歩行者の安全、

町づくりにもつながる仕事に熱中している。

TOSHIN TIMES 2022

は「ニュートラル」でア

クセルを踏み込んだドラ

イバーに向けて、自動的

に注意や休憩を促すこと

ができるようになるそう
だ。

ほかにも続々と、ドラ

打ち合わせ
（部内）

ていない。

せる。しかし、満足はし

じています」と笑顔を見

小さな改善を積み重ねる

くできる可能性がある。

いるので、全国の町を良

ヨタの車は全国を走って

ごく強いんですよね。ト

はない場合があるとわか

「今はデータを活用した

ことで、いい町づくりの

かりで、集まり始めた
バーや社会のためになる

データを使ってドライ

るのがメリットだ。その

それは、お互いにとって

・
フォン
ド
ッ
ヘ
ォン
イヤフ

ドライバーの普段の行

き先を分析し、おススメ

の場所を提案するような

運転を楽しむためのサー

ビスも考案している。

「スキルを生かして社会

に貢献できる仕事がした

た﨑山さんは、今の仕事

け将来の幅が広がると思います。不安で

躊躇ってしまうことも、たくさんあると思いま

す。実際にいっぱい失敗をしてきました

こを通行する車のデータ

データがこれから活用さ

ために、自動車の研究開

学生時代に頑張った分、経験した分だ

重要だなと感じました」
うデータがあるというこ

れるという段階でした。
「新たな価値」を生み出す

人になって非常に役立っています。

応をするだろうと予測を

れぞれのデータが何を意

は確かに危険なのですが、 い」という想いで入社し

今トヨタに入れば、車や

em

に「とてもやりがいを感

ら好奇心を持って挑戦した経験が、社会

を調べたら、ある特徴的

一般的なドライバーに

律的な活動が尊重される風土」
でした。自

な運転の仕方をする人に

とは、こういうことが言

ずつそれまで知られてい

とってはそこまで危険で

振り返ると、高校も大学も、
「自主的・自

他部署との共同作業を
える」と特定していった。 実際にデータを見てみる

なかった重要なデータが

高校時代の自分へ
手紙を書いてもらいました

進めていくうちに、少し

味するのかを理解すると

と、こちらが想定してい

浮かび上がってきた。

とても有益な時間になっ

Letter to myself in my highschool days

して作っています。でも、

ころから始まった。その

ない動きをしていること

険な地点があります。そ

摘されている道路上の危

すいなど世の中でよく指

「例えば、事故が起きや

うな発見が出てきている。 けだ。

リスク減少につながるわ

踏み間違いのケースと

りました」

同様に、危険とされる地

サービスを少しずつ出し

資料作成・
データ解析
（仕込み）

始めている段階なので、

18:00

点を通過する可能性があ

打ち合わせ
（社内他部）

る「特徴的な運転」をす

17:00

お手伝いができたらなと

実機評価

思っています」

14:00

もっといいサービスを出

打ち合わせ
（社外）

したいという気持ちがす

13:00

る人に向けて警報を出せ

ランチ

るようになれば、事故の

9:00

もありました。そういう
た。
こういう場面に遭遇した

発部門の人やトヨタの販

に詳しい人たちとミー

売店で働いている担当者

町づくりを通じて世の中
ングなことだった。

ティングを重ね、
「こうい

のが仕事なのだが、それ

を良くしていくことに貢
「毎日のように膨大な量

スになっているが、そう

﨑山 亮恵

は想像以上にチャレンジ

献できると思ったんです」

のデータが溜まっていき

ドライバーはこういう対

いう事故を起こした人は、

一杯頑張ってください！

例えば近年、ブレーキ

２０１８年春、トヨタ

ますし、センサーの数も

かげです。周りへの感謝を忘れずに、
精

とアクセルの踏み間違い

に入社すると、希望どお

多いので、どのデータを

事故の前にもギアを

人、サポートしてくれる周囲の人たちのお

「例えば車の安全装置は、 気づきから改善が始まる

りコ ネ ク ティッド カ ーの

どう見るのかが難しいん

ままアクセルを踏み込む

「ニュートラル」に入れた

る両親や、つらいときに支えてくれる友

など、社内でも車の特性

データを使うコネクティッ

です。データ活用の知識

などの踏み間違いをして
いるケースが多いことが
わ か っ た （「 ニ ュ ー ト ラ
ル」だとアクセルを踏ん
この傾向が明らかに

でも車は動かない）
。

に取り組めるのは、伸び伸びと育ててくれ

1 開放的な打ち合わせスペースで、業務の状況を共有。2 職場には、仕事に関する専門書がずらっと並ぶ。3 データの分析は、
根気のいる作業。データから読み取れる改善点を洗い出していく。4 「コネクティッド先行開発部」は東京・大手町にオフィスを構え
る。屋外ワーキングスペースで気分転換することも。

なったことで、将来的に

そして、興味のあることに、がむしゃら

ule

イバーの運転の改善や歩

12:00

チャレンジしてみてください！

3
4

による事故がよくニュー

ド先行開発部に配属され

だけあればできる仕事で

▲在宅勤務が増えたこともあり、ヘッドフォ
ンをしながら仕事をしている時間が長いで
す。リモート会議、作業に集中したい時、移
動中……などシーンによってモノを使い分
けています。

ので、いろいろな人たち

た。父親には「データ活

事 It
お仕

データで町づくりに
貢献する仕事！

hed
ある１日のSc

行者の安全につながるよ

データ解析・資料作成

少しでも興味があることは、勇気を持って

2
から話を聞くのはすごく

用って今すごく重要な領

はありませんでした」

他部署と組んで
「データの意味」
を特定
小さな改善を重ねて
町づくりに役立てる
トヨタでの仕事は、そ

10:00

が、だいたいのことは何とかなります
（笑）
。

1
域だから、いいんじゃな
﨑山さんの担当は、車

い」と言われたそうだ。
両データの分析。コネク
ティッドカーは、運転の
様子や車両の状況、車両
が走った環境を把握でき
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