AI development platform ReNom

ReNom IMG

オブジェクト検出モデルをユーザー自らがつくる時代に

画像分析を行うには、画像の教師データをつくる＝「データ・セットの作成」が必要となり、非常にたくさんの教師データ ( 画像のどの部分に何のオブジェクトが写って
いるかというデータ ) を作成しなければいけないため、開発に膨大な時間を要しているのが大きな課題となっています。さらに従来、精度の高い物体検出モデルを得るには検出
したいオブジェクトの特徴を調査し、
それを十分に表現する特徴量を開発しなければならず、
予め使用用途の想定された「学習済みモデルを提供する」ということは難しいことでした。
このそれぞれの課題を解決すべく、GRID は ReNom WEB アプリケーションとして、画像分析を行う時に必要な教師データを作成できる「ReNom TAG」、その教師データを
もとにユーザー自らモデルを作成・比較・予測・評価することができる「ReNom IMG」を開発。画像分析の一連の作業がこの 2 つのアプリケーションで簡易となり、従来
のモデル構築の工数が大幅に削減可能。また AI エンジニアでなくとも、比較的容易にモデル構築が可能となりました。

ReNom TAG

TAG

IMG

オブジェクト検出モデルをユーザー自ら作成できるアプリケーション

画 像 分 析 に 必 要 な 教師データを
簡単に作成できるアプリケーション
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API

画像分類（Classiﬁcation）・物体検出（Object

Detection）・セグメンテーション（Segmentation）の主要
アルゴリズムをサポート。画像系ユーティリティをパッケージ

GUI 「ReNom TAG」は、GUI を用いて検出したい物 体に
バウンディングボックスをつけ、繰り返し学習させることで、
「ReNom IMG」で使用可能な教師データを作成することが
できるアプリケーションツールです。教師データ作成時に
お ける「タグ付け」「確認」の業務フローをスムーズに行う
ために、複数人で教師データを作成することや、データの確認
作業を効率的に行うことができます。

化しています。データオーグメンテーションや、アルゴリズム毎
にデータフォーマットを調整するデータロードや、バウンディング

ボックス関連のユーティリティ、
NMS などをサポートしています。

GUI 「ReNom IMG」は、U I 上で物体検出モデルを簡単に作成できる GUI と、プログラムから
モデルを実装するための Python API からなる AI 開発ツールです。物体検出 AI の構築に必要なプロセス
のなかで、AIアーキテクチャの定義、
パラメータの調整、
評価を簡略化。ユーザーは、
目的ごとに学習用データ・
セットを用意するだけで、AI 構築のフェーズに入ることができます。

〈 エッジデバイスへの学習済みモデル出力 〉

学習済み
モデル

ReNom は、機械学習させた学習済み AI をエッジデバイス（NVIDIA JETSON）
に組み込むことができます。サーバーで学習させたモデルをエッジに連動させ、
さらに、カメラから収集したデータをサーバーで収集し、再度学習させ、学習

学習用サーバー

済 AI を更新していくことが可能です。

画像
データ

Edge device

〈 サポートしているアルゴリズム 〉
クラフィシケーション

■ 画像分類 （Classiﬁcation）
1 枚の画像が何であるのかを分類する
renom_img.api.classiﬁcation

オブジェクトディテクション

■ 物体検出 （Object Detection）

セグメンテーション

■ 領域識別 （Segmentation）

物体が画像のどこに映っているのか検出する
renom_img.api.detection

画像内の領域の意味を識別する
renom_img.api.segmentation

・VGG11

・YOLO

・FCN8s

・VGG19

・SSD

・FCN16s

・VGG16

・YOLO2

・FCN32s
・U-Net

AI development platform ReNom

〈 ReNom IMG の 画像認識開発・運用イメージ 〉
学習済みモデルの自動配布

モデル＆ウエイト

IMG

モデル学習・再学習

IMG

モデル＆ウエイト

ReNom IMG は GUI を用いて画像認識

モデル＆ウエイト

モデルを作成・管理する事ができ、
API では、複雑なモデルをソースコード

API

GUI

IMG

画像データ

Edge device

ストレージ

数行で定義できます。サーバーで学習

GPU サーバー

したモデルをデプロイすると、エッジ

デバイス（NVIDIA JETSON）と自動的に

GPU

連動し、最新のモデルを運用する事
が可能です。

Edge API

予測・画像収集

教師データを作成

TAG

ReNom IMG を JETSON にインストールし、API

モジュールでサーバーの最新モデルをダウンロードし、
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ReNom TAG は GUI を用いて検出したい物体にバウンディング

mountain

エッジで 画像認識を実行、予測結果を既存 のシステム

ボックスをつけ ReNom IMG で使用する教師データを作成する

と連携させます。また、新たな画像データを JETSON で

ことができるアプリケーション。エッジで集めた画像に ReNom

収集し、再学習の素材をストレージに格納することが

TAG で再度教師データをつけ、繰り返し学習させることで、モデル

GUI

できます。

の精度が向上していきます。

〈 ReNom TAG・IMG のモデル開発と ReNom IMG の特徴 〉
ReNom IMG で画像検出モデルの開発スタイルが一変！
エンジニア
A さん

B さん

国立大学・情報工学
大学院卒

これまでの場合
タグ付け

統計理解しています
プログラムができます

私立大学・経済学部卒
パソコンは触れるが
プログラムはできません

特徴１

モデル構築

モデルの評価
タグ付けからモデル評価まで 3 ~ 4 か月

ReNom TAG / ReNom IMG を用いた場合
タグ付け
１〜２日間

モデル構築
１〜２日間

モデルの評価
１日

特徴 2

短時間でモデル構築が可能

タグ付けからモデル評価まで、数日 〜 1 週間 !
予約機能で週末も複数のモデル構築が可能。

エンジニアでなくてもモデル構築が可能

これまでエンジニアが３〜４ヶ月をかけて行っていた

GUI ですぐに精度の確認、比較ができる

「タグ付け」「モデル構築」「評価」作業を、数日〜１週間で行うことができる

万が一、精度が出ない時はタグづけに立ち返り

一連のモデル開発の作業を GUI で行え、難しいアルゴリズム（YOLOv1、

モデルの再構築ができる

YOLOv2、SSD）や、パラメータのことが分からなくてもモデル構築ができる

直感的にさまざまなパターンの学習結果をすぐに確認することができ、

試行錯誤も容易に繰り返しができる

適切なアルゴリズムとパラメータの設定が理解できるようになる

〈 応用分野 〉
製造

交通

製造工程におけるキズ・破損の画
像から、検品を自動判別

車両に搭載したカメラに映し
出された路面の不具合を検出

GRID INC.

www.gridpredict.jp

インフラ
ドローン映像を使った橋梁・橋脚の
腐食やひび割れの外観検査

www.renom.jp

sales@renom.jp

