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「発想」と「IT」で 

人々の日常に 

新しいワクワクを創造する



オンライン・ファッションレンタルサービス　

airCloset (エアークローゼット)

•プロのスタイリストが洋服を選定
•クリーニング不要、返却期限なし

•取り扱いブランドは300以上
•気に入ったら購入も可能

サービス紹介



リアル・ファッションレンタルショップ

airCloset×ABLE (エアークローゼット×エイブル)

•パーソナルスタイリングを体験可能

サービス紹介



オンライン・パーソナルショッピングアプリ

pickss (ピックス)

•プロのスタイリストが洋服を選定

•お手持ちのアイテムに合わせてコーディネートを提案
•自宅で手持ちのお洋服と合わせて試着可能

サービス紹介



エアークローゼット



エアークローゼットとは

レンタルファッション 取り扱いブランド

国内最大級
新　し　い　か　た　ち　の

ファッションレンタル 
プラットフォーム



環境の変化には新しい価値が求められる

子育てママの環境の変化・・・



これまでにない 
感動する 

洋服との出会い



登録会員数25万人超
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利用ステップ
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利用ステップ登録情報

• 身長・体重 

• 顔・全身写真 

• 採寸情報（スリーサイズなど） 

• 洋服のサイズ（トップス・ボトムス） 

• 好み（色、柄、スタイルなど） 

• 利用シーン 

• その他（職業・年齢など）



利用ステップ
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スタイリストによる選定



利用ステップスタイリング情報

• どのスタイリストが 

• どのユーザに 

• どのアイテムを選び 

• どんなコーディネートをつくり 

• なんてコメントをつけたのか



利用ステップ
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利用ステップフィードバック情報

• デザイン 

• 着心地 

• カラー 

• サイズ感 

• 利用シーン 

• 次回リクエスト



サービスを利用する中で、 
ファッションに関するデータが 
自動的に収集できる仕組み。

サービスの仕組み



利用ステップデータ活用1

×
ユーザ アイテム



利用ステップデータ活用2

×
ユーザ スタイリスト



利用ステップデータ活用3
スタイリスト アイテム

×



利用ステップデータ活用4
倉庫 アイテム

×



利用ステップデータ活用5
地域 アイテム

×



利用ステップデータ活用6

×
ユーザ ショップ



利用ステップユーザ分類
ユーザ

？
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User side architectの略 
ウェブ、アプリといったフロントエンド
が得意なチーム。 
バックエンド、インフラも扱う。

プロダクトグループ/UAチーム

自己紹介



エンジニアグループにあるべきという
議論があった。 
経営層と意思疎通を行うことに意義が
あるために社長室に移行した。 
新しいが今後活躍が期待されるチー
ム。

社長室/データサイエンスチーム 

自己紹介



もともとはReact Native が得意なエンジ
ニア。 
学生時代の生態学研究でちょっと勉強し
たので統計学はちょっと得意。 
現在はエンジニアチームとデータサイエ
ンスチームを掛け持ち。

自己紹介



まず、弊社での機械学習 
に関する取り組み



退会検知

退会しそうなお客様を検知して、 
　　　　　　　　　ワーニングをだす。

行動 モデル 警告

ネクストアクションにつなげる



・Doc2Vecを使ってユーザーフィードバックをベクトルに変
換（①） 
・①とユーザーログとユーザー情報を用いてニューラルネッ
トワークを使い退会確率を推定 

退会検知

precision, recallのちょうどいい塩梅が難しい・・・。 
現状７０％ほどの精度

退会しそうなお客様を検知して、 
　　　　　　　　　ワーニングをだす。



７日後の返却数を推定し、 
　　　　　倉庫内の人員の適切な配置を行う。 

返却数推定

アイテム
返却 倉庫対応

返却数は日によって異なり、適正な人員が必要。 
当日になってリソースを集めることは困難。



７日後の返却数を推定し、 
　　　　　倉庫内の人員の適切な配置を行う。 

返却数推定

誤差12%以内に収まった。

ただし、GWや大雨など突発的な増減があった場合はしばらく
外してしまう・・・ 
LSTMや状態空間モデルを適応してみる予定。

・負の二項回帰、stepwise法によるモデル選択を行い指数式
を推定



本題



・お客様の増加に対して上がるスタイリストの需要 
・しかし、スタイリスト確保が難しい・・・

スタイリングの将来的な課題

将来的にスタイリングのリソース不足 
満足のいくスタイリングを提供できなくなる



・スタイリングの効率化 
・スタイリングの質の担保

ユーザープロファイリング

AIによってお客様のプロファイリング 
を行い効率化を測る

お客様 
理解

スタイリ
ング



お客様に 
とって似合う服

スタイリストによるスタイリング

パーソナルスタイリング

お客様の 
現在の嗜好

お客様が 
なりたい自分



良いコーディネートを送るだけでなく、 

　　・求めているものはなにか 
　　・コーディネートが似合うか 
　　・今の嗜好はどんなか 
など、パーソナルな情報を加味したうえで行なうのがパーソ
ナルスタイリング

スタイリストによるスタイリング

これまでにないファッション 
との出会いを提供する



スタイリストによるスタイリング

今日はここ！ 
お客様にとって似合う服 

を推定するAIの話

お客様に 
とって似合う服

お客様の 
現在の嗜好

お客様が 
なりたい自分



似合うって？



その前に 
ドメイン知識の習得



そもそも似合うとはなんなのか？ 
どこから似合うがくるのか？

ドメイン知識の話

それを探るために、パーソナルスタイリスト
の作田麻衣子さんに全面的にご協力いただきまし
た。



ドメイン知識の話

作田麻衣子さん
2008年 イメージコンサルタント資格取得 
2009年 GSA１期生　Brushup Course修了 
　         NY研修参加コーディネートコンペ優勝 
2010年 グローバルスタイルに所属、活動開始 
2013年 心理カウンセラーに師事、 
　　　  心理セラピスト資格を取得 
2014 年 パーソナルショッパー 
　　　（パーソナルスタイリスト）として活動開始 
2015 年 airClosetスーパーバイザー 就任



ドメイン知識の話

イメージコンサルタント
大統領選などで使われる、どう見えるかといったイ
メージをコンサルティングする職種 

心理セラピスト
ユーザーの心理を学び、なりたい自分になることを
サポートできるように

airClosetスーパーバイザー
通常のスタイリストが一日2件ほど選定するのに対
して、スタイリング提供システムを活用することで
４年間で約1万件のスタイリングを行う。



ドメイン知識の話

要するに、 
すごい方にお手伝いいただいた！



ヒアリングを続けて 
わかった 

似合うって？



• 服には様々なベクトルがある 

• お客様にも同様のベクトルがある 

• これらによって似合うが決まる 

• 顔や髪、目、骨格といった要素などによって変わって
くる。 

• 甘辛、モダン・トラディショナル、色味といった尺度

似合うって？

もっと、 
　　骨格がこうなっていると・・・や 
　　目がこういった形だと・・・ 
などもあるが概要としてはこのような感じ・・・！！



やりたいこと



やりたいこと

【甘辛】：X 
【モダ・トラ】：Y 
【色味】：[Z,Z,Z,Z]

ユーザー情報 
＋ 
写真

顔や骨格、髪色や目色から決まっているということ
は、 
このようなことが可能。なはず・・・・・！！

Sample



早速取り掛かろうにも 
アノテーションで苦戦・・・



アノテーションで苦戦

【甘辛】：X 
【モダ・トラ】：Y 
【色味】：[Z,Z,Z,Z]

ユーザー情報 
＋ 
写真

【甘辛】、【モダ・トラ】、【色味】をつけなければなら
ないが、作田さんと腕の超良いスタイリストさんでなけれ
ばこの作業はできない・・・・（抽象的な項目なため尺度
がぶれやすい・・・）

Sample



やりたいこと

二人しかいないため、効率よくアノテーション作業を行っ
ていただく必要があった 
自分がアプリケーションエンジニアでもある点を活かし、
アノテーション作業者にアノテーションをしてもら
うためだけの画面を作成

やっていくうちにラベルとなるデータの種類のピボット
や、UIなどの改修を３回行い完成・・！！



独自のUI

甘辛、モダン・トラディ
ショナルを二次元で表現

お客様の色味を入力する
ためのインターフェース



やりはじめたら 
全然進まない問題



アノテーション時間かかる問題

普段の業務があるなか、なかなか時間を割けなかっ
た。 
交渉に交渉を重ねて時間を割いてやってもらうも一日
やっても５０件程度しかできなかった・・・・。 
かなりしっかりみたうえで判断するので一件１０分近
くかかる。

これでは終わらない・・・・！！



アノテーション時間かかる問題

普段の業務のついでに入力してもらえるように、ア
ノテーション作業者のみにこのインターフェー
スが出てくるようにした。

+ 開発依頼があるもの６月のリリースに乗り切らなかったア
プリ改善案件を僕自身がこなして乗せることを条件に作業時
間を確保してもらった（悪魔の契約）。



やっとたまった 
7０0件ほどのデータ



学習を開始するも 
未学習に苦しむ・・・



実に様々なモデルを作った。



そんな時、支えになったのは 
SageMaker



開発手法

開発

PyCharmで開発（data 
scientific modeすばらし
い）。５epochぐらい回して
様子見。



開発手法

開発学習

SageMakerに移行して学習
を進める。 
gpuインスタンスを使って高
速学習させる。

ml.p2.xlargeで
MacBook Proの
1/7ぐらいの時
間で終わる。



開発手法

開発学習

検証

モデル、lossなどを保存して評
価。 
モデルの修正を検討する。



このようなフローで試行錯誤 
を回すことができた



おそらく１００回以上やった



アノテーション開始 
から一ヶ月ほど 
で現在に至れた



ちょっとつらみもあったので 
正直に紹介・・・



sageMaker所感

・Web API作るところもできてなにかと便利（API GateWayな
どもさわる必要がある）。 

・ただ、ちょっと情報が少ない

ドキュメント見ればできるよと言われたけども、実際サンプル
を動かしてみても、ちょっと何が必要でどうなっているのかわ
かるまでに時間がかかった。



sageMaker仕組み

こんな感じで呼び出して学習を開始させる。完了結果はS3に保
存される。

SageMakerインスタンス 
(jupyter) 学習インスタンス

S3



sageMakerつらかったところ

コード上でインスタンスをたてるけども、このentry_pointの内
容のデバッグがきつい・・・。

実行 -> インスタンス作る -> 学習開始 
となるので何かあったときちょっと時間がかかることもあった



sageMaker要望

こんなとき、助かったのがAWSのサポート 

問い合わせるとかなり丁寧に答えてくれる。

PyTorchのサポートバージョンなどではまっていたところ助け
てもらった。

もうちょっとドキュメントがわかりやすくなったらいいなと少
し思う(移行ハンズオンがあるみたいなので、ぜひ行ってみると
いいかも)。 
あとjupyterではなくPyCharmから直接呼び出したい・・・笑



sageMaker結論

結果としてはかなり助けられた。

サポートが優秀なので、サポートを積極的に使っていくべき。 
かなり丁寧な回答が来る。

担当者の方に相談すると、耳寄りな情報をいただけたり、かな
り親身に相談に乗っていただけた。



モデルの試行錯誤



モデルv1

OpenCVをつかって、顔認識させ、顔面器のパスを取得
し、ベクトルに変換し学習させてみた。

200次元

…

x,yの座標で各パーツを捕捉し、NNを
組んだ。 

200次元

…

2次元

甘辛

モダ・トラ



損失関数が全然下がらない 
推定値だいたい０近辺



モデルv2

顔パーツの比率に着目し、新たな指標を作り試してみ
た。
ひたすら作田さんと話し、顔とにらめっこする日々。
目のパッチリ度や輪郭など６指標ほどを編み出したが・・・

同じく、ほとんど学習が進まなかった・・・



もっと、僕がみれていない 
ところで判断しているのでは？



Fine Tuning



モデルv3

OpenCVを使って顔パスに画像を切り取って保存。

Sample



モデルv3

画像をRGBのベクトルに変換して、

[[[100, 64, 2],…],
[103, 10, 1],…], 
[66, 20, 100]…]]]



モデルv3

学習済みモデルにかける。出力を任意の形にする

[[[100, 64, 2],…],
[103, 10, 1],…], 
[66, 20, 100]…]]]

Resnet18

[0.01, 0.12, …]



モデルv3

Resnet18を組み込んだモデルを作成。 
ライブラリはPyTorchを使用。

ユーザー情報

…
画像

Resnet18

…

…
…

…
…

…
…



う。。。



これは微妙・・・



モデルv3

epochと教師データにおけるMSEの関係。 
過学習になって落ちてるだけな感じが・・・。そもそも教師デー
タ相手にMSEが高すぎる・・・。



Resnet152



モデルv4

画像から特徴を抽出しきれていないと思われたため、
Resnet18をResnet152に変更。ネットワーク構造も少しか
え、バッチ正則化も適宜挟んだ。

ユーザー情報

画像

Resnet152

…
…

…
…

…
…

…
…



モデルv4

epochと教師データにおけるMSEの関係。 
最終的に16近辺で止まっていたMSEが１以下まで低下。 



うまくいった！



うまくいった！?



実測データには 
合わないケースが多い



実測値とのズレ

大きくズレてしまっていたりすることが多い。すこし過学習し
ているのと、大きく外れてしまうパターンがある。



なぜ？



欠点

どういう写真をあげてくださいとは書いていないためユ
写真の質がまちまち。



欠点

複数人写っていたりするとどっちかはわからない・・・。 
複数顔検出された場合は一応大きい方を選んでいる。 
スタイリストさんがみる時には、全身写真ややりとりか
らどちらかを判断している。



欠点

本人が映っていないパターンがあったり



欠点

薄暗い照明や



欠点

横向きの写真



欠点

これらの写真はうまくいかなかった。 
顔認識されなかったり、推定値がぶれたり・・・。 

粗い画像も似たところがあった。



欠点

顔の特徴を正しく取得するためには、 
統一されたフォーマットで撮る必要がある。



今後の展望



展望

データ数が少なすぎるため、 
もっと増やした上でやりたい。

テストデータと教師データにわけるとかなり減ってしまうた
め、ごく少量のテストデータしか用意できなかった。



展望

写真のフォーマットを固定させたい

顔認識させて、顔パスで切り取ったデータを使用していた。 
だけども切り取られたものを見ていくと本人でない人になって
いたり、服の一部になっていたり・・・。横顔だった
り・・・・。顔認識されなかったり・・・。 



展望

アプリの中に写真のフォー
マットを統一させる機能を入
れたい。 

動的に顔認識をさせて、正面
かつ顔認識できる状態で写真
を取れる仕組みを実装させて
統一を図りたい。



展望

服についても同様に数値推定を行い、服のベクトルも推定でき
るようにして、お客様に似合う服をレコメンドしたい。

お客様の似合う

お客様にとって似合う服



ご清聴ありがとうございました！




