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のパイオニアJames
Gosling氏の力を得て新た
な進路を描く
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カリフォルニア州モスラン
ディングで就航にのぞむ
Wave Glider
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石燃料に頼らずに再利用可能エネルギーのみ 長年の友人で仕事仲間でもあるBill Vass氏
を使用するため、船体を無限に動かすことが （現Liquid Robotics社長兼CEO）から話を
できます。燃料も船員も必要なければ、環境 聞いていました。
破壊につながる排ガスもありません。
Gosling氏は当時のことを次のように語り
James Gosling氏がLiquid Roboticsで ます。
「Billが立ち上げた新しいベンチャー企
チーフ・ソフトウェア・アーキテクトに就任して 業を見に行ったのですが、それはもう感動しま
以来、この異色の航海ロボットのミッションに した。多岐に渡る詳細な海洋データを、もっと
おいてデータ転送/分析に果たすJavaの役 も安く、かつ幅広く取得する方法を生み出し
割はますます重要になっています。Gosling ていたのですから。Wave Gliderにはデータ
氏はSun MicrosystemsでJavaを生み出 に関連する興味深い問題や大規模制御の問
したコンピュータ・サイエンティストとして知ら 題がありますが、どちらもまさに私が長年情
れています。そのGosling氏が現在手がけて 熱を注ぎ続けている問題です。だから私はBill
90
Wave Gliderは、海洋波のエネルギーを いるのが、Wave Gliderの内蔵ソフトウェア に、私もここで働けないかと尋ねました」
使用しているJavaテ 推進力とする自走/自律型海洋ロボットです。 のアーキテクチャ再設計と、リアルタイムの海
Vass氏はすぐにGosling氏を雇い、さま
クノロジー：
水上の姿はあたかもハイテク機能を搭載し 洋情報に直接アクセスするためのData as a ざまな挑戦的プロジェクトに自由に取り組ん
JDK 7
たサーフボードのようですが、その実体は太 Serviceクラウドの改修です。
でもらいました。現在Gosling氏はチーフ・ソ
（NetBeans、
陽電池とさまざまな種類の検査/測定機器で
フトウェア・アーキテクトとして、多数の命令/
Swing、NASA World
覆われた浮遊式プラットフォームです。このプ 人生の変化
制御システムの刷新とネットワーク通信の改
Wind Server）
ラットフォームの下には、波の上下動を推進力 オラクルを離職後、短期間所属したGoogle
善に取り組んでいます。このネットワーク通信
に変えるための翼状パネルを複数備えた水中 も 離 れ て ま だ 間 も な い 2 0 1 1 年 9 月 、 は、Wave Gliderの各ミッションで得たデー
グライダーが潜んでいます。特許を取得した Gosling氏は成長著しいLiquid Roboticsに タをクラウドベースのデータ・リポジトリにアッ
この海洋波動力システムは、バッテリーや化 入社しました。Liquid Roboticsについては、 プロードするためのものです。また、Wave
写真：BOB ADLER
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avaが成功している理由の1つが、そ
の類いまれなる万能性です。インター
LIQUID ROBOTネット・プログラムのアニメーションか
ICS, INC.
ら携帯電話の基盤に至るまで、世界中でもっ
liquidr.com
とも広く普及している言語です。中でも特
に興味深いJavaプログラムが、科学調査用
本社所在地：
カリフォルニア州サニー 機器の「Wave Glider」に組み込まれてい
ベール
ます。Wave Gliderは、カリフォルニア州サ
ニーベールに本社を置くLiquid Robotics
業界：
海洋データの収集、観
の主力製品であり、本年のDuke s Choice
察、観測、調査
Awardを受賞しました（23ページの「Duke
s Choice Awards」をご覧ください）。
従業員数：

企業概要
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Liquid Roboticsの
社長兼CEOを務め
るBill Vass氏
（左）
と同社チーフ・ソフト
ウェア・アーキテクト
のJames Gosling
氏は長年の友人であ
り、共に海洋調査に
携わっている。
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Gliderの各ミッションの追跡、監視、制御を行
うデータ視覚化システムも構築しています。

えます。Gosling氏は次のように説明します。
「太平洋をゆっくりと歩くように横断している
様子を想像してみてください。それがWave
「当社のプラットフォームの
Gliderの仕事です」
大部分がソフトウェアに頼って
平均1〜2ノット
（1ノット=約0.5メートル/
海に浮かぶデータセンター
います。Wave Gliderはいわば 秒）
という速度で海を渡ることは、退屈に思え
「当社のプラットフォームの大部
海に浮かぶデータセンターで るかもしれません。
しかし、
この方法以外で安
分がソフトウェアに頼っていま
す。多くのインテリジェンスが 定した監視システムを配備するには、監視シ
す。Wave Gliderはいわば海に浮
組み込まれており、このインテ ステムを目的地まで運ぶ外航船を借りるしか
かぶデータセンターです。多くのイ リジェンスは衛星経由でクラウ ありません。これには1日あたり5万米ドル〜
ドに接続されます」
（Vass氏）
15万米ドルのコストがかかります。おとぎ話
ンテリジェンスが組み込まれてお
の「ウサギとカメ」のように、Wave Gliderは、
り、このインテリジェンスは衛星
現代のおとぎ話
歩みはゆっくりでも信頼できて疲れを知らず
経由でクラウドに接続されます」
Wave Gliderは、1年もの期
無尽蔵のエネルギー源を自由に使用できま
̶Bill Vass氏、Liquid Robotics社長
間 、数 千 マイルに及 ぶような す。実際のところ、
「ゆっくり」は科学計器には
ミッションでも、海洋データを 最適です。高速の航行では集めきれない微細
兼CEO
継続的に収集して転送できま な情報も漏らすことなく、密度の高いデータ・ 現場の取り組み
す。今日までにWave Glider セットを丁寧に収集できるからです。
Gosling氏はコーディングに関わることので
が世界中を航海した総距離は25万海里を超
また、ゆっくり確実に進む方法は、コストの きる小さな開発チームに戻ったことを嬉しく
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面でも優れています。Wave Gliderの優れた
コスト性は米国海洋大気庁、ウッズホール海
洋研究所、モントレー湾水族館研究所、スク
リップス海洋研究所、ハワイ大学といった名高
い研究機関の注目を浴び、現在ではこれらす
べての機関が海洋学の実験にWave Glider
を利用しています。
「 深 海 調 査 用 のブイは非 常にコストが高
く、費用のほとんどは海中でのブイの配備と
メンテナンスに充てられます。しかし、Wave
Gliderでは、特定のグライダーのメンテナン
スが必要になった場合は新しいグライダーを
現場に送って交換し、古いグライダーはその
まま陸地まで航海させて戻すことができます」
（Gosling氏）
Wave Gliderにはさまざまな利用法があ
り、気象観測はほんの一例に過ぎません。海
底油田/ガス調査などの産業や、国防目的、さ
らには北極の水温観測や海中の炭素レベル
測定などの環境事業でも採用されています。
Wave Gliderの内蔵計器で収集された情報
は、科学者が海流、ハリケーン予測、油流出
の検知、海洋生物の調査など、多様な用途の
データを収集するために役立ちます。さらに、
太陽電池が搭載されており、コンピュータや
航行システム、
また船体と陸地とをつなぐイリ
ジウム通信用モデムのための発電を行ってい
ます。

ABOUT US

Java による Wave Glider 内蔵ソフトウェ
アの再構築と海洋情報にリアルタイムでアク
セスする Data as a Service クラウド開発
の最新状況について、Vass 氏に報告する
Gosling 氏 cloud for real-time access
to ocean information.
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ゆっくり確実に
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思っています。既存
のWave Glider内
蔵ソフトウェアの大
断している様子を
部分はCで記述され
想像してみてくだ
ており、小さなマイ
さい。それがWave
クロコントローラ上
Gliderの仕事です」 で稼働します。この
内蔵ソフトウェアの
̶James Gosling
フレームワークは、
氏、Liquid Robotics
一 部 の ケ ースで 限
チーフ・ソフトウェア・ア 界まで複雑化してい
ーキテクト
ました 。そ の ため 、
Gosling氏とチー
ム・メンバーは現在、
命令/制御コンポーネントをJavaで体系的に
書き直し、最新型のARMプロセッサ上で稼働
させる取り組みを行っています。
さらに、Gosling氏はJavaを使用して、顧
客のアプリケーションを統合するためのフ
レームワークを提供するData as a Service
クラウドを開発しています。 Gosling氏いわ
く、
「既存のCプログラムを高度な操縦と移動
が可能な洗練されたアプリケーションに改良
することは困難ですが、Javaではもっと柔軟
に開発できます」
Gosling氏は、Wave Gliderの現在の活
動を顧客がデスクトップで確認するための視
覚化ソフトウェアも開発しています。この開発
ではJDK 7を使用し、Swing GUIウィジェッ
ト・ツールキットのコンポーネントやNASA
World Windの地図コンポーネントを取り入
れています。
Java Foundation Classesに含まれる
Swingは、柔軟なGUIを作成するためのAPI
です。World WindはNASAが開発するオー
プンソースの 地 図インタフェースで あり、
Google Earth同様、パソコン上で利用する
オープンソース・コミュニティでもあります。

JAVA IN ACTION

「 太平洋をゆっく
りと歩くように横

写真提供： LIQUID ROBOTICS

Vass 氏と Gosling 氏、Wave Glider の製造エリア
にて（左上）。Wave Glider の操縦室で Liquid
Robotics のチーム・メンバーと話す Vass 氏（左中
央）。Vass 氏と Gosling 氏、Liquid Robotics の本
社にて。後方のスクリーンには Wave Glider の活動
状況とデータが映し出されている（左下）。海中から見
た Wave Glider（右）
。
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Wave Glider の基本構成を表した図。
本質的に「浮かぶ台車」と言える
Wave Glider は、太陽電池で覆われ、
操縦システム、観測機器制御システム、
衛星通信用のシステムが搭載されている。
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Solar Panel

視覚化ソフトウェアではNASAお
よびアメリカ地質調査所の衛星
画像や航空写真と地形図を重ね
合わせ、世界中の海を漂うWave
Gliderを顧客が追跡できるように
しています。
「この新しいインタフェースには
さまざまな計器から読み出した情
報が表示され、時系列を前後に切
り替えて、Wave Gliderの各ミッ
ションの過程を再現できます。ま
た、複数の船体から取得した遠隔
測定データを取りまとめ、近隣に
いる船 の 航 路を確 認できるよう
に設計されています。そのため、
Wave Gliderが航路帯を通過する必要があ は、その非常に優れたパフォーマンスと信頼
る場合には、タイムラインを示すアニメーショ 性にあります。Javaはクラウドベースのコン
ンを表示し、必要に応じてWave Gliderの航 ポーネントで使用するのに適しており、さらに
路を修正できます」
（Gosling氏）
複雑なデータ構造を処理できるため遠隔測定
World Windの地図を利用したデスクトッ データの分析にも理想的だと、Gosling氏は
プ・インタフェースでは、航路計画から日々の 語ります。
「当社のアプリケーションはWebア
パフォーマンス監視、問題発生時の状況の確 プリケーションではありません。したがって、
認まで、Wave Gliderのミッションの各局面 HTMLコードの生成は問題ではありません。
をアニメーションで見ることができます。
しか 重要なのは、
リモートの情報源にあるデータ
し、航行の大部分で、Wave Gliderは自律的 の自動転送と分析です」
に動作します。Gosling氏は次のように説明
外洋からの衛星通信には法外なコストがか
します。
「Wave Gliderはウェイポイント
（経
由地点）
を辿りながら進み、異常が発生しない
限りは、ただ自分の仕事を続けます。しかし、
時には海流の激しい領域を通過することや、
航路に他の船がいてそのままでは衝突してし
まうようなこともあります。その場合はWave
Gliderから操縦者のiPhoneにメッセージが
送信され、操縦者が別の航路を手動で設定で
きるようになっています」
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Weather Station

科学 / 環境：大気に接しなが
ら海面を航行する Liquid
Robotics の Wave Glider
は、気象データと海象データ
を収集できます。さらに、海中のセンサーを使用し
たリアルタイムの遠隔測定も可能です。
産業 / 工業：Wave Glider は、調査、産出、長期
的監視などのあらゆる段階で、海上エネルギー・プ
ロジェクトをサポートできます。
政治 / 防衛：Wave Glider は、港湾セキュリティか
ら常時監査、海中と空中とのリアルタイム通信まで、
広範な用途に利用できます。

ABOUT US

AIS Antenna

さまざまな
用途

blog

7月に開催されたBay Area All JUG Eventで「Robots

写真提供： LIQUID ROBOTICS
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なぜJAVAか
Gosling氏がJavaを好んで使用する理由

and Water and Whales, Oh My!（ロボットと海とクジラ、
えっ！）」のプレゼンテーションを行うGosling氏
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かるため、Gosling氏は他のプログラミ フォームとなります。どのような計器で
ング領域ではほぼ消え去った「帯域幅が も、内蔵コンピュータに接続して利用で
非常に限られている」という問題と格闘 きます」
（Gosling氏）</article>
しています。衛星リンクを通じて送信さ
れるすべてのデータを密にエンコードし
圧縮しなければなりません。
「当社のサービスとテクノロジーはネッ
トワーク・コストで動いています。通常、
船体と陸地とのデータ伝送は衛星経由
で実行されますが、この伝送には1キロ
バイトあたり約1ドルのコストがかかり
ます。より安価で高速なネットワークを
使用することもありますが、全体的に見
て、海洋上では主にイリジウム通信を使
用しています。そのため、当社で1テラバ
イトのデータを生成するためには、10億
ドルのネットワーク・コストがかかります」
（Gosling氏）
この問題は、船体が陸地近くにあると
きや、広域通信ハブを持つ掘削装置の近
辺にあるときは緩和されます。また、
デー
タがすぐに必要でない場合は、データを
内蔵キャッシュに保管し、後でダウンロー
ドできるため、影響はありません。しか
し、ほとんどのデータ伝送/分析機能で、
経済性の考慮は不可欠です。
Wave Glider開発の大部分でJDK 7
を利用するGosling氏は、Javaデスク
トップ・アプリケーションのフレームワー
クであるNetBeansのヘビー・ユーザー
でもあります。現在は、JDK 8（Java
SE 8のプロトタイプ・リファレンス実装） David Baum。カリフォルニア
を利用できる日を心待ちにしています。 州サンタバーバラを拠点とし、
特に関心があるのがProject Lambda
革新的なビジネス、最新テクノ
です。
ロジー、魅力的なライフスタイ
「水質分析でもクジラの鳴き声の観
測でも、Wave Gliderはあらゆる種類 ルについて執筆活動中。
の検査/測定用計器に対応するプラット

blog

17

