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本日の内容

• 会社紹介

• 深層学習の活用

– Preferred Networks 事例

– Chainerを活用したWebサービス事例（PaintsChainer）

• PaintsChainerシステム概要

• Chainer Backend for Intel︎® Architecture

• 深層学習の普及・活用に向けて

• 様々なデバイスに展開

Chainerを活用したプロダクト・サービスの事例をご紹介します



会社紹介

Preferred Networks



Preferred Networks (PFN)

ミッション： 現実世界を計算可能にする

設 立：2014年3月

所在地：東京都千代田区大手町（日本）、バークレー（米国）

代表取締役：西川 徹



Preferred Networks (PFN)

事業分野

・交通システム

・産業用ロボット

・バイオヘルスケア

・パーソナルロボット

新規事業分野

・スポーツ

・クリエイティブ

・教育



深層学習の活用

Preferred Networks 事例



交通システム（自動運転）

車載チップ上・百万画素・数十FPSが出るように高速化



産業用ロボット（ピッキング）

ピッキングシステム事例

• 未知の物体でも0.2秒で
ピッキングポイントを推
定



産業用ロボット（ピッキング）

ピッキングシステム事例

• 自由な発話を認識するインタラクティブなピッキング

• Human-Robot Interaction（HRI）部門の Best Paper 

Awardを受賞

• 画像と音声（自然言語）などの複数の情報から、目的物
や動作の対象を特定することで、曖昧な指示にも柔軟に
対応できる



産業用ロボット（ピッキング）



産業システム（外観検査ソリューション）

異常箇所を強調表示

検知結果の説明性が高い

様々な素材の外観検査に対応

布 金属 プラスチック

良品 100枚～
不良品 20枚～

小規模なデータセットでOK

不良箇所アノテーション不要

異常個所を教えず
とも効果高く学習

https://pvi.preferred-networks.jp/

https://pvi.preferred-networks.jp/


自動お片付けロボットシステム（CEATEC 2018）

• 実用的なレベルで世界ではじめて片付けタスクを全自動で実現

– ロボットではよく知られていた未解決問題の一つ

[Wyrobek+ ICRA2008]

• 認識精度の改善が重要な成功因子

– 人による操作では実現できておりハードウェアは十分だった

– 実世界の混み合った環境の認識ができるように

• CEATECでは4日間の展示中、大きなトラブルなく動作した



自動お片付けロボットシステム（CEATEC 2018）



バイオヘルスケア（統合的がん医療システム開発）

人工知能を活用した統合的がん医療システム開発プロジェクト
（Preferred Networks、国立がん研究センター、産総研AIセンター）

臨床情報、マルチオミックスデータ、
医用画像、疫学データを利用し
Precision Medicineの実現を目指す



バイオヘルスケア（統合的がん医療システム開発）

乳がん検査の精度向上に向けた取り組み事例

80%マンモグラフィー

90%
リキッドバイオプシー

（血液中のmicroRNA）
[Shimomura+ Cancer Science 2016]

リキッドバイオプシー
＋

Deep Learning
99%



バイオヘルスケア
脳腫瘍の検出に向けた取り組み事例

元画像

Prediction Annotation by DoctorInput



クリエイティブ

• Preferred Networksで新規事業として取り組んでいます

PaintsChainer

Crypko

アニメーション映画への技術提供



PaintsChainer

深層学習を利用して自動彩色
を実現したサービス



Crypko

ニューラルネットワークによる高品質な画像生成

無限通りのキャラクター生成が可能



深層学習技術のクリエイティブ領域への適用

©︎あした世界が終わるとしても

映画『あした世界が終わるとしても』

一部キャラクターデザイン案の生成、
群衆モーションの生成に、
Chainerを活用した技術を活用。



©︎あした世界が終わるとしても



深層学習の活用

Chainerを活用したWebサービス事例

（PaintsChainer）



PaintsChainerについて

• 自動着色サービス

• 2016年1月リリース

• 世界188か国からアクセス

– 言語サポート：日本語、英語、中国語

• 無料です

https://paintschainer.preferred.tech/

https://paintschainer.preferred.tech/


PaintsChainer

• Chainerを活用した深層学習技術により、今までにない機能を提供

• リアルタイムに深層学習を活用した処理を行う

• 多くのユーザー様にいつでも自由に使って頂きたい

深層学習技術を提供する際に生じる運用課題



PaintsChainer システム（2016年リリース時）

Internet

GPU

Server
GPU

Server

GPU

Server

GPU

Server

…

GPUが搭載された物理サーバに
グローバルIPアドレスを割り振っ
て運用。
クライアント側のロジックで、
アクセスするサーバを決める。

シンプルではあったが、いろい
ろと問題が発生



運用課題※

• コスト
– GPUサーバのコスト

• 想定以上のアクセス

• サービスを無償で提供し続けるためにも改善が必要

• 運用
– 冗長化、オートスケールをしたかったがGPUリソースのメトリクス

がとりにくかった

– 安定性
• 使い方の問題なのか、当時はGPUが突然ストールすることがあった

– セキュリティ面でも努力が必要な構成
• 簡単な攻撃を受けてサービスが止まる

（※リリース当時の課題です）



運用課題解決に向けて (1/2)
クラウドリソースの活用

大きくは以下の3点

• スケーラビリティ
需要に合わせたリソースの活用
ストレージも含めて考慮

• セキュリティ
無料サービスとはいえユーザーさまから投稿を頂く以上、
最新のセキュリティ標準は満たす

• コスト
無償サービスとして提供を続けるために、初期費用や運用を考慮



運用課題解決に向けて (2/2)
CPUリソースを活用

アーキテクチャ特化の基盤
BLAS, CUDA, etc...

アーキテクチャ特化の
NNライブラリ
cuDNN etc...

演算ライブラリ
CuPy, Numpy, etc...

Chainerはハードウェアアーキテクチャに応じて、バックエンドを柔軟に切り替え
られる → CPUインスタンスでもPaintsChainerの性能要件を満たせる可能性

Chainer

ハードウェアアーキテクチャ
GPU, CPU, etc...

ソフトウェアスタック
イメージ



運用課題解決に向けて (2/2)
CPUリソースを活用 （MKL-DNN※対応）

運用課題を解決するために、インフラとアーキテクチャの見直しを実施
MKL-DNNを採用することでCPUリソースの活用を検討した。

※ディープ・ニューラル・ネットワーク向けインテル® マス・カーネル・ライブラリー

Chainer

Intel® CPU

MKL※※

MKL-DNN
Numpy

※※インテル® マス・
カーネル・ライブラリー

ソフトウェアスタック
イメージ



PaintsChainer システム（2016年～2018年）

Internet

GPU

Server

GPU

Server

MKL-DNN※を利用して一部処理を
cythonでポーティング
※ディープ・ニューラル・ネットワーク向けインテル® マス・
カーネル・ライブラリー

実装コストはかかったが、CPU上で稼働で
きるようになった部分は、普通にAuto 
Scalingできるようになり、運用コストが
劇的に改善した。

懸念：
実装対応コストがかかる。後に新しい機能
（モデル）をサービスに追加していくが、
都度ポーティングする余裕がなく、再び
GPU物理サーバを一部の機能で利用。

…
Auto Scaling group

Amazon CloudFront



Chainer Backend for Intel® Architecture

Chainer v4から公式に導入された（Experimental Feature）
インテル® プロセッサでのChainerの演算処理を高速化するバックエンド。

使い方（詳しくはChainerドキュメントを参照してください）

インストール：
$ pip install ideep4py

環境変数の設定：
環境変数 CHAINER_USE_IDEEP=“auto” を設定する。

例：
$ CHAINER_USE_IDEEP=auto OMP_NUM_THREADS=8 python manage.py runserver --
settings=paintschainer.settings.development



PaintsChainer システム（2018年～現在）

Internet
Chainer Backend for Intel® Architecture
を利用することにより、コードの追加・改
変の必要なしで、PaintsChainerの機能を
C5インスタンスで提供できるようになった

Auto Scaling group

Amazon CloudFront

リリース後からの運用課題を解決

スポットインス
タンスを併用



課題解決（インフラ・アーキテクチャによる対応）

• コスト

– 初期より70%以上のコスト削減を達成（サービス開始時と比較）

• Chainer Backend for Intel® Architectureなどの導入により、
CPUインスタンスでサービスを実現

• 運用

– サービス安定化、効率化

– クラウド移行後は、障害ゼロ



今後に向けて

• PaintsChainerの課題
• Amazon SageMakerの活用



PaintsChainerのモデル管理

Git LFS上に特定の形式でパッケージして
あるモデルファイルをプロセス起動時に
読み込み

models/
├── 1
│ ├── model.py
│ └── model_xxx.npz
├── 2
│ ├── model.py
│ └── model_yyy.npz
…

# -*- coding:utf-8 -*-

import os

from django.conf import settings

class Loader:

def get(self, model_id):

if model_id not in settings.MODELS:

path = '../models/{0}'.format(model_id)

settings.MODELS[model_id] = self.load_model(path)

return settings.MODELS[model_id]

def load_model(self, model_dir):

model_path = os.path.join(model_dir, 'model.py')

model = self._make_model(model_path)

model.load_model(model_dir)

return model

def _make_model(self, path):

env = {}

with open(path) as f:

source = f.read()

exec(source, env)

if 'model' not in env:

raise Exception('`model` is not found.')

model = env['model']

return model

（モデルファイルの読み込み実装例）

左のようなパス
に置かれている
ファイルをexec

して読み込み

ネットワーク、パラメータ、pre/post処理を動的
に読み込むための工夫（手作り感がある）



PaintsChainerのデプロイ

イメージの作成、TerraFormでデプロイ

• モデルの管理とデプロイはスクリプト化されているが、ある程度
インフラの知識と興味がある人しか対応できない

• イメージの管理はプロジェクトのルール



Amazon SageMaker Amazon SageMaker Amazon SageMaker

Ground Truth

• クラウドソーシング活用などアノテーションから学習、デプロイ
まで含めたワークフローの整理、実現

• 簡単に管理できるフルマネージドな開発、運用環境の構築
• さまざまなデバイスや環境に柔軟に対応

サービスで深層学習を活用する場合、ワークフローや学習モデルの
バージョン管理が課題になりましたが、
マネージドサービス等を活用し、モデルの管理と運用を行うことが現
状のベストプラクティスと考えています



深層学習の活用・普及

Chainer



Chainer

https://chainer.org



Chainerチュートリアル

• 数学の基礎、プログラミング言語 Python の基礎から、機械学習・
ディープラーニングの理論の基礎とコーディングまでを幅広く解説

• 無料

https://tutorials.chainer.org



日本メディカルAI学会公認資格
「メディカルAI専門コース」のオンライン講義資料

• 機械学習、ディープラーニングの基礎と医療への応用をオンライン
で学べる

• 無料

https://japan-medical-ai.github.io/medical-ai-course-materials/



深層学習を様々な環境・デバイスに展開



様々な環境、デバイスへ展開

Menoh™️

– ONNX形式の深層学習済みモデルを読み込んで動作させる、
推論専用のライブラリ

– 様々な言語から呼び出せるようなインターフェースを提供

– MenohはMKL-DNNをバックエンドの一つとして持つため、
Intel® CPU上での最適な実行が期待できる。

https://github.com/pfnet-research/menoh



ONNXとは

DLフレームワーク間で学習済みモデルを交換するための
（現状のほぼ）デファクトフォーマット

（https://onnx.ai/supported-tools）

https://onnx.ai/supported-tools


onnx-chainerの使い方例

ChainerはONNX形式のエクスポートをサポートしています



Menohのワークフロー

学習 (Chainer or other DL flameworks)

学習モデルのエクスポート（ONNX形式）

Menohで学習モデルをインポートして活用
• 様々なデバイス、環境で推論が実行できる

• それぞれのサービスやプロダクトで実行速度、消費電力、コストな
どの要件が異なるため、多様な環境サポートはさらに重要になる



Chainer Compiler

ChainerXを活用した深層学習向けコンパイラ

オペレーションが逐次実行される Chainer/CuPy/ChainerX の計算
モデルと異なり、複数のオペレーションからなる計算グラフを作
成できるので、データフォーマットの事前変換や命令の最適化が
可能

https://github.com/pfnet-research/chainer-compiler

Chainerモデルのさらなる高速化、デプロイの簡便化、可搬性の
向上を目指している



まとめ
• 深層学習技術をWebサービスに適用

• 2～3年前と比較すると、明らかに環境が整ってきている

– SageMakerのような機械学習を利用するためのフルマネージドサービ
スの登場

– GPUインスタンスのコストも下がっている

• 当時は運用のためにCPUの活用を推進しましたが、今はサービスに
合わせてアーキテクチャを選択できるはず

– AWS SageMaker x Chainer の事例も多くなっている

深層学習を活用したサービスの構築や差別化を進めてください！



Chainer、PaintsChainer, Crypko および
Menohは、株式会社Preferred Networksの日
本およびその他の国における登録商標または
出願中の商標です。
本資料中に記載されている会社名、製品名等
は一般に各社の登録商標または商標です。


