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01AutoML Vision



視覚
Sight

言語
Language

構 化
Structured data

画像分析
AutoML Vision

テキスト分析
AutoML Natural Language

機械翻訳
AutoML Translation

構 化データ分析
AutoML Tables beta

動画分析
AutoML Video beta

Cloud AutoML
機械学習モデルをデータに合わせて自動カスタマイズ



Cloud AutoML 
ML 開発を ML で自動化

Cloud AutoML
Dataset

Train Deploy Serve

Generate predictions 
with a REST API



アップデートデプロイ性能評価
機械学習
モデルの
最適化

機械学習
モデルの
デザイン

データの
前処理

Cloud AutoML のメリット
カスタムモデル開発における煩雑な作業を自動化することができる！



AutoML Vision
画像認識・物体検知のカスタム ML モデル作成



http://www.youtube.com/watch?v=9R_Q2Eh777s&t=81


シーンの分類 行動の検知 物体の検知動画の分類

Predict labels on entire videos 
(not segments within the 
video)

Predict shot boundaries 
inside a video, and predict 
labels on each of those 
those shots

Use a 1-second sliding 
window to predict actions, 
e.g., goal celebration

Predict bounding boxes 
and start/end tracks of 
objects inside videos, 
e.g., track a drifting car

AutoML Video Intelligence
動画分析のカスタム ML モデル作成



AutoML Translation

学習データとなる
原文と翻訳文

モデルの学習 評価

AutoML Translation
文書翻訳のカスタム ML モデル作成



AutoML Natural Language
文章の分類・固有表現抽出のカスタム ML モデル作成



AutoML Natural Language
小説の分類例



https://cloudplatform-jp.googleblog.com/2018/07/AutoML-LIFULL.html

物件画像のカテゴリ分類

物件画像の分類（キッチン、バスルームなど）

 AutoML で大幅な性能向上



電子部品の不良検知（京セラ）

電子部品の外観検査において、AutoML Vision, Visual Inspection, Edge TPU を
用いて不良品の自動検知を実施

生産ラインにおける外観検査の自動化が実現され，作業効率が大幅に向上した

２．不良検知（AutoML Vision & Edge TPU ）
● 欠陥部は基板部品上の小さな点や線として現れる

● 欠陥部はランダムに複数発生する

● 数万回／日・ラインの予測頻度

適合率: 93.433%, 
再現率: 93.433%, 
推論レイテンシー: 8.98ms/回

１．データ前処理（AutoML Vision）

● 撮像画像から各基板部品の画像を切り出し

１．データ前処理

２．不良検知

＜結果＞
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AI Platform 
Pipelines



"ML ライフサイクル管理の欠如"

シナリオ:

データサイエンティストが  Notebook を作成

PoC からプロダクションにデプロイ

プロダクション導入に成功！

… そして数年後  ...



ML Ops とは何か？

ML Ops とは、ML システム開発と ML システム運用の
統合化のためのプラクティス （DevOps for ML）

ML システム開発から運用にいたるすべてのステップで
自動化とモニタリングを導入。

属人性を排除し、再現性の高い ML インフラを実現する





ML ライフサイクル管理の

ための

パイプライン構築

ML Ops のための各種コンポーネントを
レゴブロックのようにつなぎあわせる

ML ライフサイクル管理の自動化を実現



AI Platform Pipelines



ML パイプラインの可
視化

Label 1

Label 2

Label 3

Label 4

Data 
pre-processing 

& validation

Feature 
engineering

Training models 
in parallel

Score on test set 
& pick best 

model

Deploy for 
serving



https://docs.google.com/file/d/1-xKtEiBzp9GEJ518VUKmcjTByghnN2PC/preview
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オンデマンド製 サービスにおけるML
システムの活用

株式会社カブク CEO&CTO
足立　昌彦



オンデマンド製 サービスにおけるML
システムの活用

株式会社カブク CEO&CTO
足立　昌彦



Kabukuの紹介

ものづくりの民主化へ

オンデマンド製 プラットフォーム
Kabuku Connect

製 コンサル
ティングサービス

即時見積サービス 設備用加工部品
一括調達サービス

簡易設計・調達
サービス

お客様のものづくりをデジタル技術で迅 ・簡単・便利にします

企画・設計〜試作・量産の全
フェーズでプロがお客様のも
のづくりを手厚くサポート

特注加工図面 (3D/2D)をアッ
プロードするだけで見積、発
注できる簡単Web製

図面一式お任せ下さい。数百
を超える工場ネットワークで調
達コストを大幅削減

追加工プレートの設計・調達
工数を大幅削減。簡単に作図
でき自動見積り、簡単発注

https://kabuku.io/consulting/  https://kabuku.io/quote/  https://kabuku.io/bundle/  https://kabuku.io/plate-builder/ 



オンデマンド製 プラットフォーム Kabuku Connect

ものづくりをデジタル化するWebプラットフォーム

切削加工

架台

特殊材加工

大型旋盤（Φ1150）

板金

ロット切削（4000本) 金属3Dプリント†

大型樹脂3Dプリント
(1,000mm)

†本製品は経済産業省案件として、I 様からの依頼で製作しました  



加工製 サービスの課題

出典: 経済産業省 工業統計表 品目編/産業編（抜粋・作成）  

機械・部分品製 事業所数および加工賃収入額の推移
（賃加工に関する統計表） ものづくり人材の過不足状況

出典: ものづくり白書2020  

● ものづくり事業所数が年々減少している
● 1事業所あたりの仕事量は年々増加している
● ものづくり人材（技能人材）が約 70%の企業で不足している

→労働生産性の改善が不可欠



ものづくりサービスの流れと課題

見積り 発注（受注） 製 検査・納品

製 要件などを確定させる製
設計フェーズ

高度な技能者が必要

属人的な製 ノウハウを要す
るため5〜10年の技術経験が
求められる

専門領域のコミュニケーショ
ンが必要

各社毎のフォーマットに対応
が必要になる

非生産活動（効率化対象）



加工製 （例：切削加工）

https://docs.google.com/file/d/1kau_hRspiW6ZguQcClECswRnTHs_tbOa/preview


ものづくりの見積り方法（例：切削加工）

加工図面に記載された 加
工要件を理解する

加工やそのための準備・
後処理などの製 時間を
経験などから導き出す

問題
5〜10年以上の経験が求
められ、かつ、見積りには
数十分〜数時間を要し、
算出額は属人的。

課題
・誰でも簡単に
・誰でも正確に
・誰でも短時間に
見積り業務をできるように
する



Kabukuの見積りシステム（例：切削加工）

https://docs.google.com/file/d/1PisZ2Lqo0V04pEA62NeQDnZe7z1779N1/preview


Auto ML + TensorFlow.js

加工要素の認識をAuto ML Vision Edgeにより端末側で高精度・低遅延で

ユーザは自動認識・抽出された加工要素グループの
プロパティ（図面内の数値情報）を入力・編集するだけ



実データの教師データ化

加工要素の認識ミスは見積り業務（人手による修正）を通して教師データを作成

MLの認識漏れ・ミスはユーザが見積り業務で必要な修正作業
となっており、業務を通して教師データが作成される



Cloud AI Platform Pipelinesによる機械学習の自動化

業務を通して得られた教師データをCloud AI Platform Pipelinesにより機械学習にかか

わるタスクを自動化し認識精度を高度化する

本システムのポイント
・業務を通して教師データを作成
・人系による学習データの最終確認
・学習（Auto ML）の自動化
・他MLモデルとの比較評価
・deployの自動化



オンデマンド製 サービスにおけるMLシステムの効果

見積り 発注（受注） 製 検査・納品

誰でも簡単に短時間で正確
に見積り業務が実施できるよ
うになった

特殊な製 ノウハウを必要と
せず、誰でも数分で見積りが
できるようになった

システム化により専門領域の
コミュニケーションがほとんど
必要なくなった

非生産活動（効率化対象）

効果
従来、専門知識と経験を持った技能士が数十
分〜数時間かけて実施していたものづくりの見
積り業務を誰でも簡単に数分で 正確に実施で
きるようになった。



04まとめ



Cloud AI 導入のポイント

AutoML Vision
ML 開発にかかる時間とコストが大幅に短縮

AI Platform Pipelines
ML Ops: ML 実運用のためのライフサイクル管理

属人性を排除、再現性の高い ML インフラ構築を実現

Cloud AI の製 業への導入

専門家の知識を AI で学習、現場の生産性が大幅に改善



Thank you


