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株式会社FiNC Technologies 

技術推進グループ マネージャー 

メガベンチャーといくつかのスタートアップを経てFiNCに入社 

サーバサイド開発の経験が長いが、現在は機械学習に関する開発チームのマネージャーと
して、食事画像認識システム等の開発に携わる

https://twitter.com/h_kishi
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アプリの食事画像解析機能について



アプリから写真を投稿すると食事内容を認識

食事記録を簡略化するための機能 

2020年3月のアップデートでモデルを
TensorFlowからPyTorchベースに刷新 

食事領域の検知精度が向上 

解析可能な食事メニュー数が400以上に



メニュー名を推定するまでのステップ

①検知

②分類



食事画像解析機能のAWS上の構成

Ruby on Rails 
 on Amazon ECS

推論用の 
カスタムイメージを 
Amazon SageMakerで 

サービング

Amazon S3

1.解析対象の食事画像をアップロード

2. Amazon S3のkeyを送ってリクエスト

3. Amazon S3のkeyを送って推論リクエスト

4. 食事画像をダウンロードして推論



機械学習のワークフロー

データの 
準備

データの 
分析・加工

モデルの 
学習

本番 
デプロイ

Amazon SageMakerの 
サービングを利用



食事画像のアノテーション



アノテーションとは

画像や文字列などデータに対してメタデータを注釈として付与すること 

機械学習の学習データとして利用するための前準備だが、大量に作業をするので、データ
セットを管理するツールや効率化の手法が求められる

 犬

犬の画像分類のためのアノテーションの例



機械学習のワークフロー

データの 
準備

データの 
分析・加工

モデルの 
学習

本番 
デプロイ

ここの話



食事画像解析のためのアノテーション

食事領域の検知のために、食事が写っている領域に境界ボックスをつける 

その食事領域に写っている画像が何かを分類するため、境界ボックスに対して食事メ
ニュー名のラベルをつける

味噌汁

鶏肉の照り焼き

ゆかりご飯

食事画像のアノテーションの例



アノテーションツールの課題

元々FiNCでは内製アノテーションツールをRailsで開発 

自由度が高い反面、いくつか課題があった 

新しいアノテーションの種類を導入するたびに都度開発が必要 
 (特にフロントエンド) 

人件費削減のため、自動化によるアノテーション作業の効率化 

→ マネージドアノテーションツールへの移行を検討

内製アノテーションツールの画面



移行先のアノテーションツールの要件
1. マネージドサービス 

○ 社内の運用に掛かるコストを抑えたい 
○ 後述の自動ラベリングを利用する場合はGPUリソースも必要になる 

2. WebインターフェースだけでなくAPIで操作可能 
○ 定型のタスク設定の使い回し 
○ 前処理、後処理の自動化 

3. 成果物へのアクセスが容易 
○ 数百～の成果物のダウンロードの容易性 

4. 複雑なワークフローもシステム化できる 
○ 複数のタスクのアウトプットをまとめて最終的な成果物とする場合もあるため 

5. 自動ラベリング機能(Active Learning)、それに類する機能をサポート 
○ アノテーション作業の効率化・自動化によるコスト削減



Amazon SageMaker Ground Truth



Amazon SageMaker Ground Truthとは

フルマネージドのアノテーションツールを提供するAWSのサービス 

バウンディングボックス以外にも、セグメンテーションや分類など多種のタスクに対応

引用元: https://aws.amazon.com/jp/sagemaker/groundtruth/

https://aws.amazon.com/jp/sagemaker/groundtruth/


Ground Truthと要件の対応

1. マネージドサービス 
→ フルマネージドである 

2. WebインターフェースだけでなくAPIで操作可能 
→ SDKが提供されている 

3. 成果物へのアクセスが容易 
→ 成果物はAmazon S3に保存される 

4. 複雑なワークフローもシステム化できる 
→ ワークフローを扱うためのAWS Step Functionsから利用可能 

5. 自動ラベリング機能(Active Learning)、それに類する機能をサポート 
→ 自動ラベリングをサポート 



Ground Truthの大まかな仕組み

ワーカー

Amazon S3FiNCの 
オペレーター

食事画像データセット 
アップロード

アノテーションツール画面

アノテーション

Amazon SageMaker 
Ground Truth

構築

アノテーション 
結果の保存

ラベリングジョブ 
(アノテーションジョブ) 

の生成

データ参照



Ground Truthの内部フローとカスタマイズ
前処理用 AWS Lambda (PreHumanTaskLambdaArn) 
● ワーカーがアノテーションする直前に実行されるLambda関数 
● アノテーション結果を保存しているマニフェストのデータを読み込み、ツールのUIで参照した

い場合に独自に定義する

アノテーションツールのUIテンプレート (UiTemplateS3Uri) 
● アノテーションツールのUIテンプレート 
● テンプレートエンジンのLiquidを採用 (基本はHTML/CSS/JSでカスタマイズ可) 
● https://github.com/aws-samples/amazon-sagemaker-ground-truth-task-uis 
(HTMLをブラウザで開くと動作確認できる)

後処理用 AWS Lambda (AnnotationConsolidationLambdaArn) 
● ワーカーがタスクを終了した際に実行されるLambda関数 
● 1つの対象物に2名以上のワーカーがアノテーションをした場合に、アノテーションの結果を組

み合わせて1つの結果にまとめる処理である注釈統合 (Annotation Consolidation)を行う

https://github.com/aws-samples/amazon-sagemaker-ground-truth-task-uis


Ground Truthに移行するにあたっての 
食事画像アノテーション設計



食事画像認識のためのアノテーションの難しさ

● 食事カテゴリの種類が多い 
○ 日本の一般的な食事メニューだけでも数千以上 
○ 加工食品も含めるとさらに膨大な数に 
例: IMD社の提供する食事データベースでは40万件以上のメニュー 

● 食事は地域性に大きく影響を受ける 
○ タスク設計によっては、日本の食文化を理解していなければアノテーション作
業を行うことができない 
= 日本人以外のワーカーにラベルを選択させるのが難しい

https://imd.jp/fdb/


食事画像アノテーションのタスク設計の検討
設計案1:  
ユーザがアプリに投稿した食事画像を使い、
画像に写っている食事全てに対してアノテー
ションを行う

設計案2:  
検索エンジンを利用してキーワードに基づいて
画像を収集し、特定の食事が写っているかどう
かのアノテーションを行う 
(例: 白米ご飯)



設計案1のメリットとデメリット
メリット 

● 本番環境と近いデータセットを使って学
習データを作ることができる

デメリット 

● 同時に選択可能なラベル数が多いため、
ワーカーにとっての難易度が高い 
○ 作業時間が長くなる 
○ 間違ったラベルをつけやすくなる 

● 画像に写る食事メニューの出現頻度が不
均衡なのでデータが偏ってしまう 
○ 例: ご飯や味噌汁が大量に集まる 
○ = コストが無駄に掛かってしまう



設計案2のメリットとデメリット

メリット 

● タスクがシンプルなので、ワーカーにとっ
ての難易度が低くなる 

● サンプル画像を用意すれば、非日本食文化
圏のワーカーでも作業可能

デメリット 

● 実際にFiNCアプリ上でユーザが投稿する
画像と異なる 

● 1タスクの画像枚数が少なくなるので自動
ラベリングの恩恵を受けにくい 

● 「特定の食事が写っている」というバイ
アスがワーカーに掛かった状態でアノ
テーションが行われる



設計案1はGround Truthと相性が悪い
Ground Truthの制限がネックになる 

境界ボックスで同時に選択可能にできるラベル数の上限が30 
(食事メニューのラベル数は1000以上ある) 

カスタムタイプのタスクにすれば上限を無くすことができるが、カスタムタイプだと自動
ラベリングを利用できない 
= ワーカーの人件費の削減ができなくなる 

食事カテゴリを階層化して段階的なジョブに分解する方法もあるが、実行するジョブ数が
増えるとその分ツールの料金が発生する 

最終的に設計案2を採用した！



実際のアノテーションツール画面



AWS Step Functionsを使った 
ワークフローの構築



AWS Step Functionsとは
• 視覚的なワークフローを用いて、複数のサービスを調整して実行するAWSのサービスの1つ 

• ワークフローのことを「ステートマシン」、ワークフロー内の処理のことを「タスク」と
呼ぶ 

• Ground Truthのラベリングジョブ生成や、Lambda関数の実行もタスクの1つとして扱うこ
とができる 

• ステートマシンはJSONで定義する 

Step FunctionsとLambdaを組み合わせることで、柔軟なアノテーショ
ンのワークフローを構築することができる



アノテーションにおけるワークフローの必要性

アノテーションの現場では品質を担保するために、アノテーション結果を検品してから納
品をする形を取ることも多い 

Ground Truth自体にはワークフローを構築する仕組みはないが、ワークフロー構築サービ
スのStep Functionsを利用することで実現できる

ワーカー レビュアー

アノテーション実施

アノテーション結果の 
検品したものを納品アノテーションの 

差し戻し



Step Functionsを利用したワークフローの実例
PrepareForLabeling 

境界ボックスのジョブを開始するための前処理 

入力マニフェストやUIテンプレートの生成を行う 

CreateLabelingJob 

Ground Truthの境界ボックスのジョブを開始する 

PrepareForVerification 

境界ボックス検証のジョブを開始するための前処理 

CreateVerificationJob 

Ground Truthの境界ボックスの検証ジョブを開始する 

CheckVerificationResult 

検証した結果を元に差し戻しが必要かをチェックする 

ChoiceLabelingAgain 

再度アノテーションが必要かどうかで分岐させる 

PrepareForLabelingAgain 

再度アノテーションが必要な対象物のみに絞って、境界ボックスのジョブの前処理を実行 

OutputResult 

成果物を学習データとして利用するための加工処理



Ground Truthのラベリングジョブ生成の定義方法

“arn:aws:stats:::sagemaker:createLabelingJob.sync”で定義 

ラベリングジョブを開始し、同期的にアノテーションが完了するまでウェイトする 

ParametersにはCreateLabelingJobのJSON相当のものを指定する 

参考URL: https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/
API_CreateLabelingJob.html

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_CreateLabelingJob.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_CreateLabelingJob.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_CreateLabelingJob.html


Ground Truthにおける 
自動ラベリング(Active Learning)の活用



Active Learningとは

機械学習のテクニックの一つ 

アノテーションのタスクの最中に、人がラベルづけを行なったデータから学習して推
論モデルを生成して、以下のようにして作業量を軽減する 

モデルの学習に効果的な画像を優先してアノテーションをさせる 

確信度が高い推論結果を利用して自動ラベリングをする



Ground Truthの自動ラベリングの流れ

ワーカー

1. 所定の量のデータを検証データとして確保

ラベルのない 
データ

ラベルのついた 
データ

Ground Truth



Ground Truthの自動ラベリングの流れ

ワーカー

2. 検証用データ確保後、次バッチのデータを学習データとして、学習をして推論モデルを作成

ラベルのない 
データ

ラベルのついた 
データ

Ground Truth

学習用EC2インスタンス

検証データ

推論モデル

※ EC2インスタンス稼働時間分の料金が必要となるので注意 
参考:https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/sms-automated-labeling.html 

学習データ

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/sms-automated-labeling.html


Ground Truthの自動ラベリングの流れ

ワーカー

3. ラベルがついてないデータの推論を行い、確信度(confident score)が高いものはラベルを 
　 つけ、確信度の低いものはワーカーがラベルづけを行う (以降は2~3を繰り返す)

ラベルのない 
データ 手動で 

ラベルのついた 
データ

Ground 
Truth

推論用 
EC2インスタンス

推論 
モデル

自動で 
ラベルのついた 

データ

確信度の低い 
ラベルのない 
データ

学習用 
EC2インスタンス

確信度
判定



自動ラベリングを有効にする方法

CreateLabelingJob API:
{ 
   ... 
   "LabelingJobAlgorithmsConfig": { 
      // 自動データラベリングに使用するビルトインアルゴリズムのARNを指定 
      "LabelingJobAlgorithmSpecificationArn": "string" 
   }, 
   ... 
}

AWSコンソールで作成:

ビルトインアルゴリズムのARN一覧は以下を参照 
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_LabelingJobAlgorithmsConfig.html#sagemaker-Type-
LabelingJobAlgorithmsConfig-LabelingJobAlgorithmSpecificationArn

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_CreateLabelingJob.html#sagemaker-CreateLabelingJob-request-LabelingJobAlgorithmsConfig
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_LabelingJobAlgorithmsConfig.html#sagemaker-Type-LabelingJobAlgorithmsConfig-LabelingJobAlgorithmSpecificationArn
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_LabelingJobAlgorithmsConfig.html#sagemaker-Type-LabelingJobAlgorithmsConfig-LabelingJobAlgorithmSpecificationArn
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_LabelingJobAlgorithmsConfig.html#sagemaker-Type-LabelingJobAlgorithmsConfig-LabelingJobAlgorithmSpecificationArn


Ground Truthの自動ラベリングのTips

● CreateLabelingJob APIのMaxConcurrentTaskCountでバッチサイズを指
定できる (デフォルト1000) 
○ 少量のデータで自動ラベリングを実施したい場合、この値を小さくすると良い 
○ 参考URL:  

■ https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/
API_HumanTaskConfig.html#sagemaker-Type-HumanTaskConfig-MaxConcurrentTaskCount  

● 食事画像のような1カテゴリの枚数が十分な枚数がない場合、1つのタスクで
複数のラベルづけをする設計すれば、自動ラベリングを利用できる 
○ 自動ラベリングを利用するには最低1250のデータが必要 (推奨は5000) 
○ トレードオフとして、ラベル数が増えるとワーカーにとってタスク難易度が上がる点は注意

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_HumanTaskConfig.html#sagemaker-Type-HumanTaskConfig-MaxConcurrentTaskCount
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_HumanTaskConfig.html#sagemaker-Type-HumanTaskConfig-MaxConcurrentTaskCount


Ground Truthを使う上での注意点



Ground Truthの料金
● ツールの利用料が従量課金 

○ ラベル付き対象物の数/月 
○ 50,000 未満の対象物: 0.08USD 
○ 50,000 ～ 1,000,000 の対象物: 0.04USD 
○ 1,000,000 を超える対象物: 0.02USD 
○ 例えば、5万件をラベルづけしたらツール利用料だけで40万円弱 

● 自動ラベリングでラベルづけされた分も数にカウントされる 
● 1つのワークフローで複数のジョブを実行するようになると、対象物 * ジョブ数分の料金が
掛かるので設計時はこの点も考慮する 

● マネージドサービスに移行することによるツールの運用費の削減や、自動ラベリングによる
ワーカーの人件費の削減などで得られるメリットと比較して、導入を検討する必要がある



今後のアップデートにも期待しています



Thank you!
Hiromichi Kishi

hiromichi.kishi@finc.com

mailto:hiromichi.kishi@finc.com

