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これか

したんですね。
そのころの話をお願いします。

なかで、
世界にどういう課題があり、
何がボト

ら情報科学科に来ようとしている人へのメッ

僕は昔から、
OSやミドルウェアのようなシス

PFIで海外との仕事で知
太田 直接の契機は、

ルネックになっているか、
世界にどんなデータ

セージをお願いできますか。

テムソフトウェアが好きでした。
世の中を支え

り合った人と
「アメリカで会社作らない？」
とい

ベースや解析システムがあり、
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どうなるかわかりません
（笑）
。

んでいた有名な国際学会の論文は、
いまだに

じ物をネットワーク経由で配信できるのは、
と

―― それはどんな会社なんですか?

読んでいるんです。

てつもない魅力です。
個人でチョコレートを40

1985年生まれ。東京大学大学院情報理工学研究科修士課程修

太田

―― 会社でしているプログラミング以外のこ

万人に売るビジネスはできないものね。
人より

了。2008年、チームunknownのメンバーとしてACM ICPC国際

を、
僕らが開発したクラウドプラットフォームに

とは、
どこで身に付いたのですか？

得意なことを、
いかに現実世界に応用するか、

どんどん送ってもらい、
並列処理によって短時

最
太田 やっぱり最初に創設にかかわったPFI。

それはいちばん楽しい仕事。

クチャ（PFI）の創設に参画するとともに、大規模データの分散処

間で集計・分析し、
結果を返す、
そういうサービ

初6、
7人で始めて、
徐々に売上げやメンバーが

いま3年生？ ちょうどCPU実験のころ？ 大学

理ソフトウェアHadoopの普及とコミュニティを牽引。2011年に米

スです。

増えて30人以上に成長してくると、組織をつく

時代のなかでも、
君たちくらいのころはすごく

エンジンを事業の中核とする、株式会社プリファードインフラストラ

Treasure Data, Inc. ファウンダー、最高技術責任者

たこういう技術A、
それとは別の技術Bがあり、

生のあいだは、
週に1回フランス語と体育の授

大会に出場、13位を獲得。学部課程在学中の2006年、全文検索

Kazuki Ohta

にも慣れました。

学して）
すぐに来たかったなあ。
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