
URBAN RESEARCH

身長：165cm サイズ：FREE

コットンボートネックボーダープルオーバー

税込

URBAN RESEARCH Sonny Label

¥4,320

ブルー系その他 FREE ○

この商品は、即日配送なら最短明日の午前中にお届けできます

zozo.jp
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5万円までツケ払いできます
お支払いは8月27日 詳細

ファッション通販サイト ファッションコーディネートアプリ プライベートブランド

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5丁目52-2 青山オーバルビル 3F
株式会社ZOZOテクノロジーズでは、共に働く仲間を募集しています。 

「ZOZO研究所」はZOZOテクノロジーズに所属する研究機関です。

ZOZOグループが運営するZOZOTOWN、WEAR、ZOZOから得たデータを元に、

美しい、カッコいい、かわいいなど、ファッションとは一体何なのかを科学的に解明することを目指し、

博士や研究員、エンジニアやリサーチャーが独自の研究開発を進めています。

ファッションを数値化する

※特定の個人を識別できる情報は使用いたしません。

1億件以上の購買データや

4000万点以上の商品データ、

3,000万人以上のユーザー情報など

1,000万件以上の

コーディネートデータ

プライベートブランドZOZOや

マルチサイズによって集まる

人体計測データ







動画顔認証

防犯カメラ映像の解析で課題となる低解像
度・非正面顔画像に対応、複数人も同時認証

米国国立標準技術研究所のベンチマークNo.1を4回連続獲得

遠隔視線推定

防犯カメラの低解像度映像からでも、
複数人同時かつリアルタイムに視線を推定

10m離れた
カメラからでも
視線を推定

真贋判定
（例：抱っこひも）

画像認識POS：レジ効率化

多様な物品をタグ無しで認識・管理

非可視画像の認識

可視 遠赤外 融合・視認性向上

＋ ＝

視認性向上・常時観察

ご興味がありましたら、以下のアドレスにまでお気軽にお問合せください。

NEC データサイエンス研究所 宮野 h-miyano@cq.jp.nec.com

実世界にある多種多数な物体の種類や状態を
常時まるごと認識・把握し、社会システムを最適化

））
）

））
）

都市・国レベル
での安全保障製造・小売の

効率化

不審物 置き去り

公共空間の
安心・安全

不審移動物体

未知変化発見
興味商品

トレーサビリティ

建造物変化

移動制約者
（白杖・車椅子）

異常検知

購入品認識

多種物体認識

NEC 画像認識の研究開発に関する活動紹介

めざしたい目標

活動テーマのご紹介（一部）

合成開口レーダ（人工衛星による常時観察）



© ABEJA, Inc.

https://twitter.com/ABEJA_Inc

研究成果を
プロダクトにしてみませんか？

ゆたかな世界を、実装する

※業務委託（フルタイム・パートタイム）OK!!

※インターン大歓迎

※アットホームな職場です

https://www.wantedly.com/companies/abeja/projects



職 種・仕事内容

会 社 概 要
会 社 名 株式会社 日立製作所 Hitachi, Ltd.

設 立 年 月 日 大正9年(1920年)2月1日 [創業 明治43年(1910年)]

本 社 〒100-8280 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

従 業 員 数 34,925名(2018年3月末日現在)

連 結 従 業 員 数 307,275名(2018年3月末日現在)

売 上 高 1兆9,302億円(2018年3月期)

連 結 売 上 収 益 9兆3,686億円(2018年3月期)

You hear robotics, what do you imagine, 

science fiction? How about opportunity? 

With the brainpower of the IoT platform,

Hitachi’s robots can access real-time data, 

communicate with one another and work 

alongside us to improve quality of life.

You hear robotics, now imagine what we 

can accomplish together.

募 集 職 種

① AIやIoTを加速させる映像・音声・信号処理・機械学習の研究開発
【具体的には】IoTの普及に対応する映像・音声・信号・機械学習など認識系各メディアのAI処理

を推し進め、ロボティクスやフィジカルセキュリティ領域での研究開発を担当

② 産業向け最先端人工知能・ロボティクス・およびシミュレータ技術の研究開発
【具体的には】人工知能の基盤／応用技術、産業用／人間共生など広範なロボティクス、

ドローン、言語情報いずれかの領域で知能情報処理を推し進める研究開発を担当

勤 務 地 ＜中央研究所＞東京都国分寺市東恋ヶ窪一丁目280番地

処 遇 条 件 研究実績(学会発表)、スキル(プログラミング、チームマネジメント等)を踏まえ決定

連 絡 先 研究開発グループ採用担当（RDG.recruit@rdgml.intra.hitachi.co.jp）

そ の 他

詳細は当社ＨＰをご確認ください
https://js03.jposting.net/hitachi/u/job.phtml

Hitachi Social Innovation

mailto:RDG.recruit@rdgml.intra.hitachi.co.jp
https://js03.jposting.net/hitachi/u/job.phtml


株式会社　フィックスターズ
 

〒141-0032 東京都品川区大崎 1-11-1
ゲートシティ大崎ウエストタワー 18 階

採用問い合わせ Mail : recruitment@fixstars.com
Tel:03-6420-0753( 平日 10:00 ～ 18:00) Fax : 03-6420-0763

採用サイト QR コード

技術の力が、 世界を変える。

新卒 ・ 中途採用募集中︕

フィックスターズでは、さまざまな経験やスキルをもつ社員が働いています。
技術に貪欲な仲間たちが切磋琢磨し、 エンジニアとして高度な実力を
磨くことができる環境です。 一流のエンジニアに囲まれて実力を磨きませ
んか ?会社説明会も随時実施中︕︕

●応募資格
高専、 大学、 大学院修了見込みの方
または高専、 大学、 大学院卒業の方
情報工学系の学科を卒業される方

※年齢制限無
※既卒者可
※外国人留学生可

　　　 インターン通年募集中︕

※柔軟に相談可能

●実施内容
最先端のソフトウェア開発に関する業務を想定しています。
実施内容はスキルや希望等を考慮し、 総合的に決定します。
具体例
・画像処理や数値計算などのソフトウェア高速化
・機械学習を用いたシステム開発及び高速化
・ HDL や高位合成を用いた回路 ・ システム設計開発
・量子コンピューティング事業立ち上げの補助作業

●対象者
実施期間中に、 高専、 大学、 大学院在学中の方で
C/C++ などのプログラミング経験がある方
●待遇
勤務時間︓原則 10:00 ～ 19:00 の 8 時間勤務　※応相談
時給︓2,000 円　交通費︓支給あり
宿泊先 ・宿泊費︓遠方の方のみこちらで手配いたします。

●実施期間
2～ 3週間程度

●実施場所
本社（JR大崎駅徒歩 1分）または
横浜事業所（JR横浜駅徒歩 5分）







－ 経営とIT、そしてAIをデザインする － 

AI活用コンサルティングサービス「Future AI」            

フューチャー株式会社 では、AI活用コンサルティングサービス「 Future AI 」を提供しています。 
研究開発からシステム導入まで、業種業態を問わず、様々なお客様にご利用いただいています。 

パーソナルカラー診断 
四季をイメージした4タイプに分類し、 

自分に似合う色を見つけます。 

自分では似合う色を見つけにくい。 
プロに依頼するのは敷居が高い。 

プロポーション診断 
様々なパーツ毎の美容理論に基づき、 

顔パーツの特徴や配置が与える印象を判断します。 

”黄金比”やパーツ毎の複数の理論はあるが自分が 
どのような顔バランスなのか総合判断できない。 
主観による判断なので客観的な印象が分からない。 

あなたに似合う色はコレ！ 

パーソナルカラー診断 

春タイプ 夏タイプ 秋タイプ 冬タイプ 

4タイプ 

顔パーツの位置や比率を特徴量とし、 
機械学習により16タイプに分類します。 

春 
夏 
秋 
冬 

顔写真から深層学習により色味や形状の特徴
を捉え、季節タイプ(春夏秋冬)を判定します。 

逆三角形が「正三角形」
に近い程、子供顔！ 

ここの長さが 
3等分であること 

ここの長さが等分であること 

ここの長さが等分であること 

ゴールデンプロポーション 

【事例紹介】パーソナルAIメイクアドバイザー 

従来の「パーソナルカラー診断」「プロポーション診断」は、プロに依頼しないと客観的な印象を
得ることが難しかったが、自分の写真のみでプロによる診断を再現可能。 

Future AI の最新情報のお問合せはこちら ☛ future-ai@future.co.jp            



画像認識技術に関するこれまでの取り組み

(株)KDDI総合研究所
■ ビジョン：豊かな未来への挑戦

新たな価値創造による、人に優しい豊かな社会を目指して

取り組み例

RGB画像

深度情報

センサ情
報

誰が(WHO)
どこで(WHERE)
何を（WHAT)

どのように (HOW)
なぜ（WHY)人物認識技術

行動認識 姿勢推定

自己位置推定 点群生成・圧縮

全身骨格推定 手領域推定 指関節推定

ACM MM WS2018にて一部発表

VPS (Visual Positioning System) GANによる3次元点群生成

骨格+2 Stream CNNベース行動推定 59点の骨格抽出に基づく姿勢推定

Beyond Two-stream: Skeleton-based Three-stream 
Networks for Action Recognition in Videos, ICPR2018

Representation Learning using a Multi-task Learning Strategy via Parallel 
Subset Reconstruction for 3D Point Cloud Generation, IROS2019

RGB画像によるロバストな
特徴点群地図の構築

スマホの正確な
位置と向きの推定

活用事例

1. 宅内トレーニング

CEATEC2018
WBSやNHK等で放送

2. スポーツコーチング

タグラグビードリームマッチ(3/14)
秩父宮ラグビーみなとまつり(6/1)

3. 選手行動解析

クライミング世界大会(5/12)
日テレ, J SPORTS等で放送

認識する

インターン・社員募集

連絡先：KDDI総合研究所 メディア認識G
田坂 和之 <ka-tasaka@kddi-research.jp>





無人AIレジによる新しい購買体験

◇サインポストの企業理念

《社会に新たな価値を創出し続ける》

《お客さまと社会に感謝される仕事を》

《社員が仕事を通じて成長するのを支援し社員とその家族を幸せに》

店舗の人手不足

課題

買い物ピーク時間の

待ち行列

地方買い物難民

（700万人）

店舗の増加

スピーディー

レジ人手減少

新規出店

ハードル引下げ

行列解消による

機会損失減少

顧
客

店
舗

利便性の向上

経営課題の解決

簡単

解決シナリオ

◇店舗での買い物における課題／解決シナリオ

◇製品概要

● レジに商品を置くだけで認識可能な設置型レジ

● ディープラーニング技術を応用し、商品を画像で一括認識

※従来のレジはバーコード読取りで個別認識

Wonder Register （ワンダーレジ）–世界初 A.I. 搭載レジスター

人間が商品を認識するように、A.I.とカメラで商品を認識。

認識に迷うものは、A.I.も「わからない」と回答。

● 完全スルー型（自動改札機やETCレーンのように）

● AI搭載の人追跡・商品認識機能により、合計金額を算出し無人決済

● 利用者の動線や売り場レイアウト等の分析が可能

Super Wonder Register （スーパーワンダーレジ）– A.I.無人決済システム

◇イノベーション事業の取り組み

様々な社会問題を解決するため、独自開発の人工知能「SPAI」で無人AIレジをはじめ幅広い分野の

イノベーションに取り組んでいる。地方創生。新技術の社会実装。海外進出。

AI、画像認識技術を

活用したレジによって

顧客、店舗の課題を解決！

サインポスト株式会社

企業理念に基づき

イノベーション事業を展開



-  最先端のAI技術  -

コンピュータビジョン技術とデータサイエンス技術から、
ドライバーの危険運転行動を検出し、交通事故低減へ。

標識／レーン認識・3D 再構成技術により、
自動運転時代を先取りした地図の生成を可能に。

構造的な敵対生成学習により、高品質な全身キャラ生成、
構造変化が大きい画像間の中割生成を実現。

どんな人の声でも、目的話者に合わせた声に
変換する独自の深層学習モデルを開発。

原画1 原画2
動画

目的話者の声の特徴に変換目的話者の声の特徴に変換

深層学習

機械学習モデルの構築に優れた知見と経験を持つKaggle
人材にとって魅力的な「社内Kaggleランク制度」の導入。

〔1〕Home Credit Default Risk : 2nd(2018/8)
〔２〕Santander Customer Transaction Prediction : 2nd, 8th, 9th(2019/4)
〔３〕Quora Insincere Questions Classification : 4th (2019/2)
〔４〕Google Analytics Customer Revenue Prediction : 4th(2019/2)

出典：SSS・STL・WAO 2017「ずんだホライずん」
参考：アニメーターWeb レポート(http://animatorweb.jp/)



www.huawei.com

Tokyo Research Center, Huawei Technologies Japan K. K.

HUAWEI JAPAN

WE’RE
HIRING
SALARY

HIGHLY 
COMPETITIVE

CONTACT: JRCHR@HUAWEI.COM

QUALIFICATION 

REQUIREMENTS
BS/MS/PhD Degree on 

Computer Science, 

Electronic Engineering 

or related majors.

WORKING 
TIME
9 AM – 6 PM

Core time

10 AM – 3PM

Lunch time

Noon – 1 PM

OPEN 
POSITIONS
Image Algorithm Engineer

AR/VR Engineer

Image Quality Engineer

BENEFIT
Social Securities

Health Insurance

National Pension

Labor Insurance

WHERE

Tokyo Research 
Center
8F, Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-4, Konan, 
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan



NTT, the fourth largest telecommunication 

company in the world, contribute to the future of 

heart-to-heart communication by establishing 

advanced AI technologies and providing 

computers with cognitive functions. 

We proposed decision tree latent controller generative adversarial 
network (DTLC-GAN), an extension of a GAN that can learn 
hierarchically interpretable representations without detailed 
supervision.  

We introduced a new hierarchical architecture called DTLC into the 
generator to obtain the latent space in which the lower level codes are 
selectively used depending on the higher level ones. The network is 
optimized with a customized hierarchical conditional mutual 
information criterion and a curriculum learning method, which makes 
it possible to discover hierarchically interpretable representations. 

We are looking for new graduates, postdoc researchers, and 
intern students working in the field of media processing and 
recognition, especially who have expertise in  

• Object recognition 

• Multimodal/crossmodal analysis 

• 3D scene understanding, etc. 

Contact us at recognition-hiring-ml@hco.ntt.co.jp for details. 

☑ 

☑ 

Yokosuka R&D Center Atsugi R&D Center 

Add labels to unlabeled parts iteratively based on a few original labels 

Simple labels + Unlabeled images 
DNN for  

feature extraction 

Corrected / generated labels Highly accurate recognizer 

Training 

Iterative addition of labels 

DNN for inspection 

Representation learning 

Addition of labels 

We aim to reduce maintenance costs through AI 
inspection. Building high-quality datasets is usually 
expensive, since it requires expert knowledge.   

Therefore, we developed label correction 
technology. Our technology can built an accurate 
image recognizer on the basis of a small number 
of simple labelings.  
 

We plan to apply our technology to various tasks 
for smart maintenance such as detection of 
cavities under the road surface and detection of 
road cracks. 

mailto:recognition-hiring-ml@hco.ntt.co.jp
mailto:recognition-hiring-ml@hco.ntt.co.jp
mailto:recognition-hiring-ml@hco.ntt.co.jp
mailto:recognition-hiring-ml@hco.ntt.co.jp
mailto:recognition-hiring-ml@hco.ntt.co.jp


大規模クラスター「MN-1」「MN-1b」
「MN-2」合計で約200ペタフロップスの計算
資源を保有。ディープラーニング・プロセッ
サー「MN-Core」の開発を進め、2020年に
「MN-3」を構築予定。

Amazon Picking Challenge 2016
のPick task部門で2位を獲得。

家電見本市CES 2016で深層学習によ
るミニカーの自動運転デモを展示。
トヨタブースにて「ぶつからない車」

深層学習を使った脳腫瘍の医
用画像解析。（国立がん研究
センターなどと共同研究）

深層学習フレームワーク「Chainer」、ハイパーパラメータ
自動最適化ツール「Optuna」、汎用配列計算ライブラリ
「CuPy」をOSSとして開発・提供。

線画自動着色サービス「PaintsChainer」、キャラ
クター生成プラットフォーム「Crypko」などを開
発。クリエイティブ分野での深層学習の実用化を進
める。

CEATEC JAPAN 2018で、トヨタのHSRを使い「全自動お
片付けロボットシステム」を展示。物をつかむ/置く、動
作計画を立てる、人の指示に対応するなど、ロボットが人
間の生活空間で仕事をするために必要な物体認識・ロボッ
ト制御・音声言語理解技術に最先端の深層学習を応用。

深層学習技術を用いたサッカーのプレー解析
アルゴリズム、および選手の姿勢推定アルゴ
リズムを開発、Sports Technology Lab社に
提供。

映像からリアルタイムに撮影者の位置や三
次元形状を推定する技術SLAMをロボット、
自動車、測量など、位置や形状が重要な分
野に適用。簡単に使用できるフレームワー
クやアルゴリズムを研究開発している。

会社概要

商号 株式会社Preferred Networks
設立 2014年3月
社員数 約250名
本社 東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビル（受付３階）

深層学習などの最先端技術を交通システム、製造業、
バイオヘルスケア、ロボット領域に応用する。

Webサイト・SNS

Website | https://www.preferred-networks.jp/
Twitter | @PreferredNetJP
Blog | https://research.preferred.jp/

ES-26




