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1. はじめに
画像認識を用いて推論を行うには、画像を教
師データとして使用するためのアノテーション
という作業が必要である。ディープニューラル
ネットワークを用いる際の教師データ作成と画
像認識における認識精度の担保が困難であった。
この課題を解決し、高精度な機械学習モデルを
作成するには、多くの時間や人手が必要になる。
人を雇い大量のデータセットを作成することが
例として挙げられるが、多くの人を雇ったとし
て、人的コスト・クオリティー・データ管理等
についての課題がある。
これらの課題に対し、少ない人的コスト・大
量のデータセットを短時間で生成する技術が要
求される。これらの課題に対して、アノテーシ
ョンの作業を半自動化することにより、クオリ
ティが確保された大量のデータセットを生成し、
短時間・小工数を実現する手法が提案された[1]。
しかし半自動データセット生成方式について生
成できる教師データ・学習結果の定量的な評価
が少ない。
我々は、自動運転を模した小型ロボットカー
の運転画像を題材とし、半自動データセット生
成方式の定量的な評価とデータセット生成を目
的とした。
2. 従来の手法アノテーションファイル作成方式
本研究の比較対象としている従来手法のアノ
テーションファイル作成方式とは、
A) web カメラを用いて認識したいオブジェク
トの動画を撮影する
B) 撮影した映像に対し、動画処理ソフトウェ
アである FFmpeg を使用し、1 秒あたり 30
枚の画像へ変換
C) 変換された画像を選別

D) 画像内のオブジェクトに対し YOLO を対象
とした学習用データセット作成ソフト
labelImg を用いアノテーションファイル
を作成
3. 半自動データセット生成方式
本研究の評価対象としている生成方式とは、
chroma key を用いて撮影対象を回転させ 360°
撮影する。撮影した動画を画像に変換し、背景
を透過し生成した画像をオブジェクト画像とし
て用いる。背景として用意した画像に座標を指
定する。配置したオブジェクト画像の座標に対
応したアノテーションファイルを生成すること
で、手動で生成するデータセットとそん色ない
クオリティを持った大量のデータセット生成を
短時間で実現する方式である。教師あり学習の
場合アノテーションファイルの作成はすべて手
作業で行うことが一般的である。
高精度な機械学習モデルを用意するには、大
量の教師データが必要になる。少人数で高い認
識精度の機械学習モデルを用意することは困難
である。そのため、アノテーションファイルを
作 成 す る工 数 の一 部 を半 自 動 化し 、 工数 の削
減・大量のデータセット生成を実現する半自動
生成方式が提案された。
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図 1:chroma key を用いた撮影図
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図 3：手作業による修正が必要な画像の例
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表 3：測定結果

darknet + YOLOv4を用いて学習

従来手法
教師データ(クラス数3)

生成された重みデータを用いてmAP測定

図 2：従来方式と半自動データセット生成方式の
フロー比較
4. 評価
半自動データセット生成方式の定量的な評価
を行うため、まずは比較対象として従来手法に
よるアノテーションファイル作成の実験を行っ
た。自動運転を模した小型ロボットカーの運転
画像を題材とし人手により、30 分もしくは 60 分
間で作成可能なアノテーションファイルの数を
計測した。なお本評価では、動画撮影開始から
アノテーションファイル作成完了までの時間を
測定期間とする（図 2）。結果を表 1 に示す。従
来手法の場合、個人差はあるが、1 分間に 10 枚
程度作成できることが分かった。
次に半自動データセット生成方式を用いた際
の、約 60 分間で作成できるアノテーションファ
イルの数・mAP の定量的な評価を行った。テスト
データは学習に用いた教師データとは別に 50 枚
ずつ用意した。従来手法については、通常の画
像を用いた。一方半自動データセット生成手法
については、背景画像+物体の合成画像を用いた。
評価のために用いた開発環境を表 2 に示す。
表 1:従来手法を用いたアノテーションファイル
作成実験結果
被験者A 被験者B 被験者C

時間(分)
ファイル数

60

30

30

609

401

260

表 2:開発環境
PC環境

OS:Ubuntu 16.04
CPU:Intel Xeon W-2125
GPU:NVIDIA RTX 2080
Mem:DDR4-21300 256GB

使用ソフト

YOLOv4
darknet

作成時間(分)
画像修正時間(分)
mAP
学習時間(分)

半自動生成手法
609

1088

60

10

0

46

73.75

64.71

187

253

図 3 のような対象のオブジェクトには空洞が
あったため、オブジェクト画像を修正する必要
があり、背景部分を手動での透過を行った。
表 3 に生成時間及び mAP の評価結果を示す。
教師データ作成時間に関して、従来手法は 1 分
で約 10 枚程度作成可能であるのに対して、半自
動生成手法は 1 分で約 18 枚程度作成可能である
という結果になった。修正時間を考慮しない場
合さらに大量のデータセットを生成することが
可能といえる。mAP は半自動生成手法よりも従来
手法の方が約 11 ポイント高い。アノテーション
ファイル数は従来手法より、1.8 倍の量アノテー
ションファイルを生成出来た。
5. おわりに
本稿は、高精度な機械学習モデルで使用する
アノテーションファイル生成を半自動化する方
式について定量的な評価を行った。
結果として、半自動生成手法は従来手法に対
して約 11 ポイント mAP が低い。半自動生成手法
は短時間で大量の教師データを生成できる可能
性を示した。
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