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チラシ × 食材
レコメンド機能



概要

※チラシ画像 当社 サンプル画像です。



概要

【リリース】

   2020 / 3 / 19 ~ Android / iOS

【 らい】

   チラシ × レシピがもたらす

　・ユーザー 利便性向上

　・店頭販促等 シナジー効果

【本日話す機能】

   食材レコメンド



利用データ

チラシ画像

・.jpg
・.pdf



利用データ

食材

・自社DB



利用データ

レシピ

・自社DB



利用データ

ユーザー行動ログ

・自社データ分析基盤

・ランキング制御



アーキテクチャ

ニアリアルタイム

  SQS

疎結合

  レコメンドロジックだけ改善

  AppとWebで利用

  セキュリティ（権限分離）

スケーラビリティ

  kubernetes デプロイメント



03
チラシ画像
      ×
画像処理



PoC

チラシ 画像からど ように食材を抽出するか？



PoC



PoC

以下 3つ 手段を検討、比較

・ルールベース

　各種画像処理 手法組合せ

・DeepLearning
　SageMaker ビルトインアルゴリズム（Object Detection, Semantic Segmentation）

・OCR
　VisionAPI



画像処理

光 三原色（RGB）

255, 255, 255

0, 255, 0255, 0, 0

0, 0, 255



画像処理

・グレースケール変換

・ガウシアンフィルタ

・ヒストグラム判定

・領域抽出



画像処理

    部分的にいい あったけども。。。



画像処理

    ほとんどこんなん。



画像処理

    部分的にうまくいきそうな気配 ありつつ、汎化性能担保が難しそうだった



ディープラーニング 検証

    ObjectDetectionと

↑PASCAL VOC



ディープラーニング 検証

アノテーション（学習）

・2週間かけて1000枚



ディープラーニング 検証

アノテーション（学習） 結果

・肉に偏った



ディープラーニング 検証

Sagemakerビルトインアルゴリズム（ObjectDetection） 利用まで 流れ
https://github.com/aws/amazon-sagemaker-examples/blob/master/introduction_to_amazon_algorithms/object_detection_pascalvoc_coco/object_detection_recordio_format.ipynb

https://github.com/aws/amazon-sagemaker-examples/blob/master/introduction_to_amazon_algorithms/object_detection_pascalvoc_coco/object_detection_recordio_format.ipynb


ディープラーニング 検証

物体検出 結果



ディープラーニング 検証

・肉 いい感じに検知できていた。学習量多けれ うまくいけそう。

・と いえ、本番環境で 牛肉、豚肉、鶏肉、各部位、など細かく出し分けたい。

・やっ り汎化性能へ 不安 あった。 ConfidenceScore 閾値調整。野菜、魚、様々なチラシ。

・なにより、アノテーションをあとどれくらいする必要がある か。。。。



ディープラーニング 検証

SemanticSegmentationと



ディープラーニング 検証

アノテーション 苦労を味わっていた で、

学習済みモデル（PascalVOC）でど 程度できるか確認した程度

・やっ り手軽にできそうじゃなかった



VisionAPI

事前トレーニング済み機械学習モデルを用いた画像認識 API。
今回、OCRとして画像内 文字を抽出。

↓できること

ラベル検出

顔検出

テキスト検出

ロゴ検出

ランドマーク検出

セーフサーチ（不適切なコンテンツ）検出

画像プロパティ検出

クロップヒント検出

ウェブ検出

オブジェクト ローカライズ



VisionAPI

リンク先でデモできる

https://cloud.google.com/vision

https://cloud.google.com/vision


VisionAPI

早い（学習不要、API叩くだけ）、うまい（高精度）、安い、だった



VisionAPI

早い（学習不要、API叩くだけ）

サンプルコード：
https://cloud.google.com/vision/docs/handwriting

https://cloud.google.com/vision/docs/handwriting


VisionAPI

うまい（高精度）



VisionAPI

誤検知 例

原材料名：食用ごま油、
とうもろこし、香料、（原材料
一部に大豆を含む）



VisionAPI

安い

VisionAPI SageMaker

主な料金
1,001～5,000,000 ユニット/月 場合

$1.5 / 1,000ユニット

ml.m4.xlarge 推論エンドポイント ※
$0.361/時間

月額換算 × 10 24時間 × 31日

月額試算 $15 $268

※別途訓練、ストレージ、データ処理料金有



VisionAPI

VisionAPI利用決定



VisionAPI

エラーハンドリング：API用に画像サイズ縮小

https://cloud.google.com/vision/quotas

https://cloud.google.com/vision/quotas


04デプロイ



ワークフロー

・シンプルさ

・監視



ワークフロー

↓ワークフロー

①チラシ画像取得

②画像前処理

③VisionAPI
④レコメンド

⑤データロード



ワークフロー

こんな感じ



デプロイメント

・k8sクラスタ：1マスター1ノード。ノード内に3podで並列処理

・高可用性99.9%



リビジョン管理

デプロイメント リビジョン管理で annotations 大事



リビジョン管理

$kubectl rollout history deployments chirashi-recipe-recommender

なんかあったら

$kubectl rollout undo deployments chirashi-recipe-recommender
でロールバックする



まとめ

・チラシ おすすめ食材抽出が VisionAPIで簡単にできた

　・ やい、うまい、やすい

・色々なデータを駆使してサービスを作る 楽しい



一緒に働く仲間を募集！

・食と暮らし 課題を解決したいメンバーを募集してます

・フルクラウドでAWSとGCP両方触れる環境

・少人数で裁量もって業務できる



一緒に働く仲間を募集！



Thank you


