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主な利点

Amazon Lookout for Vision とは ?
Amazon Lookout for Vision を使用して、工業製品の視覚的欠陥を正確かつ大規模に見つけることができま
す。工業製品の部品の欠落、車両や構造物の損傷、生産ラインの異常、シリコンウエハーやプリント基板
のコンデンサの欠落など、品質が重要視される物品の微小な欠陥もコンピュータビジョンで識別すること
ができます。

主な利点
Amazon Lookout for Vision には次の利点があります。

• プロセスを迅速かつ効率的に改善 — Amazon Lookout for Vision を使用して、コンピュータビジョン
ベースの検査を産業プロセスに迅速かつ効率的に大規模に実装できます。ベースラインの良品画像を 30 
枚程度用意すれば、Lookout for Vision が欠陥検出用のカスタム ML モデルを自動で構築します。その
後、IP カメラからの画像をバッチまたはリアルタイムで処理して、へこみ、スクラッチ、傷などの異常
を迅速かつ正確に特定できます。

• 生産品質を高め、迅速に — Amazon Lookout for Vision を使用すると、生産プロセスの欠陥をリアルタ
イムで削減できます。視覚的な異常をダッシュボードで確認し、報告することで、不良の発生を未然に
防ぎ、生産品質の向上とコスト削減を実現します。

• 運用コストの削減 — Amazon Lookout for Visionは、目視検査データの傾向をレポートし、不良率の高
い工程を特定したり、最近の不良のばらつきにフラグを立てたりすることができます。この情報を使っ
て、コストのかかる計画外のダウンタイムが発生する前に、プロセスラインのメンテナンスを予定する
か、別の機械に生産を振り向けるかを決定することができます。

Amazon Lookout for Vision をエンドユーザーとし
て初めてお使いですか ?

初めて Amazon Lookout for Vision をご利用になる方は、以下の項目を順番にお読みいただくことをお勧め
します。

1. Amazon Lookout for Vision をセットアップする (p. 2) – このセクションでは、お客様のアカウント
情報を設定します。

2. Amazon Lookout for Vision の使用を開始する (p. 23) – このセクションでは、最初の Amazon 
Lookout for Vision モデルの作成について説明します。

1
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ステップ 1: AWS アカウントを作成する

Amazon Lookout for Vision をセット
アップする

このセクションでは、AWS アカウントにサインアップして、Amazon Lookout for Vision を設定します。

AWSAmazon Lookout for Vision をサポートするリージョンについては、「Amazon Lookout for Vision エ
ンドポイントとクォータ」を参照してください。

トピック
• ステップ 1: AWS アカウントを作成する (p. 2)
• ステップ 2: アクセス許可の設定 (p. 3)
• ステップ 3: コンソールバケットの作成 (p. 5)
• ステップ 4:AWS CLI とAWS SDK クスをセットアップする (p. 7)
• ステップ 5: (オプション) 独自の AWS Key Management Service キーを使用する (p. 15)

ステップ 1: AWS アカウントを作成する
このステップでは、AWSアカウントにサインアップして管理者ユーザーを作成します。

トピック
• AWS アカウントにサインアップする (p. 2)
• 管理ユーザーを作成する (p. 2)

AWS アカウントにサインアップする
AWS アカウント がない場合は、以下のステップを実行して作成します。

AWS アカウント にサインアップするには

1. https://portal.aws.amazon.com/billing/signup を開きます。
2. オンラインの手順に従います。

サインアップ手順の一環として、通話呼び出しを受け取り、電話のキーパッドを用いて検証コードを
入力するように求められます。

AWS アカウント にサインアップすると、AWS アカウントのルートユーザー が作成されます。ルー
トユーザーには、アカウントのすべての AWS のサービス とリソースへのアクセス権があります。セ
キュリティのベストプラクティスとして、管理ユーザーに管理アクセスを割り当て、ルートユーザー
のみを使用してルートユーザーアクセスが必要なタスクを実行してください。

AWS のサインアップ処理が完了すると、ユーザーに確認メールが送信されます。https://aws.amazon.com/
の [My Account] (アカウント) をクリックして、いつでもアカウントの現在のアクティビティを表示し、ア
カウントを管理することができます。

管理ユーザーを作成する
AWS アカウント にサインアップした後、日常的なタスクにルートユーザーを使用しないように、管理
ユーザーを作成します。
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ステップ 2: アクセス許可の設定

AWS アカウントのルートユーザー をセキュリティで保護する

1. [ルートユーザー] を選択し、AWS アカウント のメールアドレスを入力して、アカウント所有者とし
て AWS Management Console にサインインします。次のページでパスワードを入力します。

ルートユーザーを使用してサインインする方法については、AWS サインイン ユーザーガイドの
「ルートユーザーとしてサインインする」を参照してください。

2. ルートユーザーの多要素認証 (MFA) を有効にします。

手順については、IAM ユーザーガイドの「AWS アカウント のルートユーザーの仮想 MFA デバイスを
有効にする (コンソール)」を参照してください。

管理ユーザーを作成する

• 日常的な管理タスクのためには、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) の管理
ユーザーに管理アクセスを割り当てます。

手順については、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイドの「開
始方法」を参照してください。

管理ユーザーとしてサインインする

• IAM Identity Center ユーザーとしてサインインするには、IAM Identity Center ユーザーの作成時に E 
メールアドレスに送信されたサインイン URL を使用します。

IAM Identity Center ユーザーを使用してサインインする方法については、AWS サインイン ユーザー
ガイドの「AWS アクセスポータルにサインインする」を参照してください。

ステップ 2: アクセス許可の設定
Amazon Lookout for Vision を使用するには、Lookout for Vision コンソール、AWS SDK オペレーション、
モデルトレーニングに使用するAmazon S3 バケットへのアクセス権限が必要です。

Note

AWSSDK オペレーションのみを使用する場合は、AWS SDK オペレーションの範囲内にあるポリ
シーを使用できます。詳細については、「SDK アクセス許可の設定 (p. 10)」を参照してくだ
さい。

トピック
• AWS マネージドポリシーによるコンソールアクセスの設定 (p. 3)
• Amazon S3 バケット許可をセッティングする (p. 4)
• 権限の割り当て (p. 5)

AWS マネージドポリシーによるコンソールアクセス
の設定
以下の AWS マネージドポリシーを使用して、Amazon Lookout for Vision コンソールおよび SDK オペ
レーションに適切なアクセス許可を適用します。

• AmazonLookoutVisionConsoleFullAccess (p. 210)— Amazon Lookout for Vision コンソールおよ
び SDK オペレーションへのフルアクセスを許可します。コンソールバケットを作成するための

3

https://console.aws.amazon.com/
https://docs.aws.amazon.com/signin/latest/userguide/console-sign-in-tutorials.html#introduction-to-root-user-sign-in-tutorial
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_mfa_enable_virtual.html#enable-virt-mfa-for-root
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_mfa_enable_virtual.html#enable-virt-mfa-for-root
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/getting-started.html
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/getting-started.html
https://docs.aws.amazon.com/signin/latest/userguide/iam-id-center-sign-in-tutorial.html


Amazon Lookout for Vision デベロッパーガイド
Amazon S3 バケット許可をセッティングする

AmazonLookoutVisionConsoleFullAccess アクセス許可が必要です。詳細については、「ステッ
プ 3: コンソールバケットの作成 (p. 5)」を参照してください。

• AmazonLookoutVisionConsoleReadOnlyAccess (p. 213)— Amazon Lookout for Vision コンソールおよ
び SDK オペレーションへの読み取り専用アクセスを許可します。

権限を割り当てるには、を参照してください権限の割り当て (p. 5)。

AWS 管理ポリシーの詳細については、「AWS 管理ポリシー」を参照してください。

Amazon S3 バケット許可をセッティングする
Amazon Lookout for Vision では、Amazon S3 バケットを使用して以下のファイルを保存します。

• データセットイメージ — モデルのトレーニングに使用される画像。詳細については、「データセットを
作成する (p. 38)」を参照してください。

• Amazon SageMaker Ground Truth 形式のマニフェストファイル。たとえば、 SageMaker GroundTruth 
ジョブからのマニフェストファイル出力などです。詳細については、「Amazon SageMaker Ground 
Truth マニフェストファイルを使用してデータセットを作成する (p. 44)」を参照してください。

• モデルトレーニングからの出力。

コンソールを使用する場合、Lookout for Vision はプロジェクトを管理するために Amazon S3 バ
ケット (コンソールバケット) を作成します。LookoutVisionConsoleReadOnlyAccess および
LookoutVisionConsoleFullAccess 管理ポリシーには、コンソールバケットの Amazon S3 アクセス
許可が含まれます。

コンソールバケットを使用して、データセットイメージと SageMaker Ground Truth 形式のマニフェスト
ファイルを保存できます。または、別の Amazon S3 バケットを使用できます。バケットは AWS アカウン
トで所有され、Lookout for Vision を使用している AWS リージョンに配置されている必要があります。

別のバケットを使用するには、目的のユーザーまたはグループに次のポリシーを追加します。my-bucket
を希望するバケットの名前に置き換えます。IAM ポリシー追加の詳細については、「IAM ポリシーの作
成」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "LookoutVisionS3BucketAccessPermissions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:ListBucket" 
            ],             
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::my-bucket" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "LookoutVisionS3ObjectAccessPermissions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:GetObjectVersion", 
                "s3:PutObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::my-bucket/*" 
            ] 
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        } 
    ]
}

権限を割り当てるには、を参照してください権限の割り当て (p. 5)。

権限の割り当て
アクセスを提供するには、ユーザー、グループ、またはロールにアクセス許可を追加します。

• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) のユーザーとグループ:

アクセス許可セットを作成します。「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユー
ザーガイド」の「シークレットの作成と管理」の手順に従ってください。

• ID プロバイダーを通じて IAM で管理されているユーザー:

ID フェデレーションのロールを作成する。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サードパー
ティー ID プロバイダー (フェデレーション) 用のロールの作成」を参照してください。

• IAM ユーザー:
• ユーザーが設定できるロールを作成します。手順については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユー

ザー用ロールの作成」を参照してください。
• (非推奨) ポリシーをユーザーに直接アタッチするか、ユーザーをユーザーグループに追加します。

「IAM ユーザーガイド」の「ユーザー (コンソール) へのアクセス許可の追加」の指示に従います。

ステップ 3: コンソールバケットの作成
Amazon Lookout for Vision コンソールを使用するには、コンソールバケットと呼ばれます。コンソールバ
ケットには以下が格納されます。

• コンソールを使用してデータセットにアップロードする画像 (p. 41)。
• コンソールから開始するモデルトレーニングのトレーニング結果 (p. 67)。
• 試験検出結果 (p. 83)。
• コンソールを使用して S3 バケット内の画像に自動的にラベルを付けてデータセットを作成する

と (p. 42)、コンソールが作成する一時的なマニフェストファイル。コンソールはマニフェストファイ
ルを削除しません。

最初に新しいAWSリージョンで Amazon Lookout for Vision コンソールを開くと、Lookout for Vision は
ユーザーに代わってコンソールバケットを作成します。コンソールバケット名は、SDK オペレーション
やデータセットの作成などのコンソール作業で必要になる場合があるので、SDK オペレーションやデー
タセットの作成などのコンソール作業で必要になる場合があるので、AWS SDK オペレーションやデータ
セットの作成などのコンソール作業で必要になる場合があるので、SDK オペレーションやデータセットの
作成などの

または、Amazon S3 を使用してコンソールバケットを作成できます。Amazon S3 バケットポリシーに
よって Amazon Lookout for Vision コンソールがコンソールバケットを正常に作成できない場合は、この方
法を使用してください。たとえば、Amazon S3 バケットの自動作成を禁止するポリシーなどです。

Note

Lookout for Vision コンソールではなくAWS SDK のみを使用している場合は、コンソールバケッ
トを作成する必要はありません。選択した名前の別の S3 バケットを使用できます。

コンソールバケット名の形式はlookoutvision- <region>-です<random value>。ランダム値により、バ
ケット名の間に衝突が発生しないようにします。
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ルでのコンソールバケットの作成

トピック
• Amazon Lookout for Vision コンソールでのコンソールバケットの作成 (p. 6)
• Amazon S3 でのコンソールバケットの作成 (p. 6)
• コンソールバケット設定 (p. 7)

Amazon Lookout for Vision コンソールでのコンソール
バケットの作成
Amazon Lookout for VisionAWS コンソールを使用してリージョンのコンソールバケットを作成するには、
以下の手順に従います。有効になっている S3 バケット設定の詳細については、を参照してくださいコン
ソールバケット設定 (p. 7)。

Amazon Lookout for Vision コンソールを使用してコンソールバケットを作成するには

1. AmazonLookoutVisionConsoleFullAccess使用しているユーザーまたはグループに許可があるこ
とを確認します。詳細については、「ステップ 2: アクセス許可の設定 (p. 3)」を参照してくださ
い。

2. https://console.aws.amazon.com/lookoutvision/ で Amazon Lookout for Vision コンソールを開きます。
3. ナビゲーションバーで、[] リージョンを選択します。AWSコンソールバケットの作成対象となるリー

ジョンを選択します。
4. [Get started] (開始する) を選択します。
5. 現在の AWS リージョンで初めてコンソールを開く場合は、[初回設定] ダイアログボックスで次の操

作を行います。

a. 表示されている Amazon S3 バケットの名前をコピーします。この情報は後で必要になります。
b. Amazon Lookout for Vision にコンソールバケットの作成を代行させる場合は、[Create S3 バケッ

トを作成する] (バケットを作成する) を選択します。

AWS現在のリージョンのコンソールバケットがすでに存在する場合、「初回設定」ダイアログボック
スは表示されません。

6. ブラウザウィンドウを閉じます。

Amazon S3 でのコンソールバケットの作成
Amazon S3 を使用してコンソールバケットを作成できます。Amazon S3 のバージョニングを有効にして
バケットを作成する必要があります。Amazon S3 ライフサイクル設定を使用して、最新でない (以前の) 
バージョンのオブジェクトを削除し、不完全なマルチパートアップロードを削除することをお勧めしま
す。オブジェクトの最新バージョンを削除するライフサイクル設定はお勧めしません。Amazon Lookout 
for Vision コンソールで作成したコンソールバケットに対して有効にする S3 バケット設定の詳細について
は、を参照してくださいコンソールバケット設定 (p. 7)。

1. AWSコンソールバケットを作成するリージョンを決定します。サポートされているリージョンの詳細
については、「Amazon Lookout for Vision エンドポイントとクォータ」を参照してください。

2. 「バケットの作成」の S3 コンソールの指示に従ってバケットを作成します。次のコマンドを実行し
ます

a. ステップ 3 では、先頭に付くバケット名を指定しますlookoutvision-region-your-
identifier。region前のステップで選択したリージョンコードに変更します。your-
identifierお好みのユニークな識別子に変更してください。例えば、lookoutvision-us-
east-1-my-console-bucket-1 です。
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b. ステップ 4 では、AWS使用するリージョンを選択します。
3. 「バケットのバージョニングを有効にする」の S3 コンソールの指示に従って、バケットのバージョ

ニングを有効にします。
4. (オプション)「バケットのライフサイクル設定を設定する」の S3 コンソールの指示に従って、バケッ

トのライフサイクル設定を指定します。以下を実行して、最新でない (以前の) バージョンのオブジェ
クトを削除し、不完全なマルチパートアップロードを削除します。ステップ 6、8、9、10 を実行する
必要はありません。

a. ステップ 5 では、[バケット内のすべてのオブジェクトに適用] (Apply) を選択します。
b. ステップ 7 では、「最新でないバージョンのオブジェクトを完全に削除」と「期限切れのオブ

ジェクト削除マーカーまたは不完全なマルチパートアップロードを削除」を選択します。
c. ステップ 11 では、オブジェクトの最新でないバージョンを削除するまでの待機日数を入力しま

す。
d. ステップ 12 では、不完全なマルチパートアップロードを削除するまでの待機日数を入力しま

す。

コンソールバケット設定
Amazon Lookout for Vision コンソールでコンソールバケットを作成すると、コンソールバケットで次の設
定が有効になります。

• コンソールバケット内のオブジェクトのバージョン管理。
• コンソールバケット内のオブジェクトのサーバー側の暗号化。
• 最新でないオブジェクトの削除 (30 日間) と不完全なマルチパートアップロード (3 日間) のライフサイ

クル設定。
• コンソールバケットへのパブリックアクセスをブロックする。

ステップ 4:AWS CLI とAWS SDK クスをセット
アップする

以下の手順では、AWS Command Line Interface (AWS CLI) と AWS SDK のインストール方法を示しま
す。このドキュメントの例ではAWS CLI、Python、および JavaAWS SDK を使用しています。

トピック
• AWSSDK をインストールする (p. 7)
• プログラム的なアクセス権を付与する (p. 8)
• SDK アクセス許可の設定 (p. 10)
• Amazon Lookout for Vision オペレーションに問い合わせる (p. 13)

AWSSDK をインストールする
AWS SDK をダウンロードして設定するには、以下の手順に従います。

AWS CLI と AWS SDK をセットアップするには

• 使用する AWS CLI と AWS SDK をダウンロードしてインストールします。このガイドではAWS 
CLI、、Java、Python の例を紹介します。AWS SDK のインストールについては、「アマゾン ウェブ 
サービスのツール」を参照してください。
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プログラム的なアクセス権を付与する
AWS CLIこのガイドのおよびコード例は、ローカルコンピュータまたは Amazon Elastic Compute 
CloudAWS インスタンスなどの他の環境で実行できます。サンプルを実行するには、サンプルが使用する
AWS SDK オペレーションへのアクセスを許可する必要があります。

トピック
• ローカルコンピュータでのコードの実行 (p. 8)
• AWS環境でのコードの実行 (p. 9)

ローカルコンピュータでのコードの実行
ローカルコンピューターでコードを実行するには、短期認証情報を使用してユーザーにAWS SDK 操作
へのアクセスを許可することをお勧めします。AWS CLIおよびコード例をローカルコンピュータで実
行する方法の詳細については、を参照してくださいローカルコンピュータでのプロファイルを使用す
る (p. 9)。

AWS Management Console の外部で AWS を操作するには、ユーザーはプログラムによるアクセスが必要
です。プログラムによるアクセスを許可する方法は、AWS にアクセスしているユーザーのタイプによって
異なります。

ユーザーにプログラムによるアクセス権を付与するには、以下のいずれかのオプションを選択します。

どのユーザーがプログラムによ
るアクセスを必要としますか?

To By

ワークフォース ID

(IAM Identity Center で管理され
ているユーザー)

一時的な認証情報を使用し
て、AWS CLI、AWS SDK、また
は AWS API へのプログラムによ
るリクエストに署名します。

使用するインターフェイス用の
手順に従ってください。

• AWS CLI については、「AWS 
Command Line Interface ユー
ザーガイド」の「AWS IAM 
Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) を使用す
るための AWS CLI の設定」を
参照してください。

• AWS SDK、ツール、および 
AWS API については、「AWS 
SDK とツールリファレンスガ
イド」の「IAM Identity Center 
認証」を参照してください。

IAM 一時的な認証情報を使用し
て、AWS CLI、AWS SDK、また
は AWS API へのプログラムによ
るリクエストに署名します。

「IAM ユーザーガイド」の
「AWS リソースでの一時的な認
証情報の使用」の指示に従って
ください。

IAM (非推奨)
長期的な認証情報を使用
して、AWS CLI、AWS 
SDK、AWS API へのプログラ
ムによるリクエストに署名しま
す。

使用するインターフェイス用の
手順に従ってください。

• AWS CLI については、「AWS 
Command Line Interface ユー
ザーガイド」の「IAM ユー
ザー認証情報を使用した認
証」を参照してください。
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どのユーザーがプログラムによ
るアクセスを必要としますか?

To By

• AWS SDK とツールについて
は、「AWS SDK とツールリ
ファレンスガイド」の「長
期認証情報を使用して認証す
る」を参照してください。

• AWS API については、「IAM 
ユーザーガイド」の「IAM 
ユーザーのアクセスキーの管
理」を参照してください。

ローカルコンピュータでのプロファイルを使用する
で作成した短期認証情報を使用して、AWS CLIこのガイドのおよびコード例を実行できますロー
カルコンピュータでのコードの実行 (p. 8)。認証情報やその他の設定情報を取得するため
に、lookoutvision-access例では次のような名前のプロファイルを使用します。

session = boto3.Session(profile_name='lookoutvision-access')
lookoutvision_client = session.client("lookoutvision")

プロファイルが表すユーザーには、Lookout for VisionAWS SDK操作および例で必要なその他のSDK操作
を呼び出す権限が必要です。詳細については、「SDK アクセス許可の設定 (p. 10)」を参照してくださ
い。権限を割り当てるには、を参照してください権限の割り当て (p. 12)。

AWS CLIおよびコード例で動作するプロファイルを作成するには、次のいずれかを選択してください。作
成するプロファイルの名前がであることを確認してくださいlookoutvision-access。

• IAM によって管理されているユーザー —「IAM ロールへの切り替え (AWS CLI)」の指示に従います。
• ワークフォースアイデンティティ (ユーザーが管理するユーザーAWS IAM Identity Center (successor 

to AWS Single Sign-On)) —「使用する AWS CLI の設定」の指示に従いますAWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-On)。コード例では、IAM Identity Center による認証を可能にする AWS 
Toolkit をサポートする統合開発環境 (IDE) を使用することをお勧めします。Java の例については、
「Java で構築を始める」を参照してください。Python の例については、「Python でビルドを始める」
を参照してください。詳細については、「IAM Identity Center 認証情報」を参照してください。

Note

コードを使用して、短期の認証情報を取得できます。詳細については、「IAM ロールへの切り替
え (AWS API)」(AWS API)) を参照してください。IAM Identity Center の場合は、「CLI アクセス
用の IAM ロール認証情報の取得」の手順に従って、ロールの短期認証情報を取得します。

AWS環境でのコードの実行
AWSAWS Lambda関数で実行されているプロダクションコードなどの環境では、ユーザー認証情報を使用
してAWS SDK 呼び出しに署名しないでください。代わりに、コードに必要な権限を定義するロールを設
定します。次に、コードが実行される環境にロールをアタッチします。ロールをアタッチして一時的な認
証情報を利用できるようにする方法は、コードを実行する環境によって異なります。

• AWS Lambda関数 — Lambda 関数の実行ロールを引き継ぐときに、Lambda が関数に自動的に提供する
一時的な認証情報を使用します。認証情報は Lambda 環境変数で使用できます。プロファイルを指定す
る必要はありません。詳細については、「Lambda 実行ロール」を参照してください。

• Amazon EC2 — Amazon EC2 インスタンスメタデータのエンドポイント認証情報プロバイダーを使用し
ます。プロバイダは、Amazon EC2 インスタンスにアタッチした Amazon EC2 インスタンスプロファイ
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ルを使用して、認証情報を自動的に生成して更新します。詳細については、「Amazon EC2 インスタン
スで実行されるアプリケーションにアクセス許可を付与する」を参照してください。

• Amazon エラスティックコンテナサービス — コンテナ認証情報プロバイダを使用してくださ
い。Amazon ECS は認証情報をメタデータエンドポイントに送信して更新します。指定するタスク IAM 
ロールは、アプリケーションが使用する認証情報を管理するための戦略を提供します。詳細について
は、「AWS サービスの使用」を参照してください。

• Greengrass コアデバイス — X.509 証明書を使用して TLS 相互認証プロトコルを使用してAWS IoT 
Core に接続します。これらの証明書により、デバイスは AWS 認証情報なしで AWS IoT と通信できま
す。AWS IoT 認証情報プロバイダーは X.509 証明書を使用してデバイスを認証し、権限が制限された一
時的なセキュリティトークンの形式で AWS 認証情報を発行します。詳細については、「AWS サービス
の使用」を参照してください。

認証情報プロバイダーの詳細については、「標準化された認証情報プロバイダー」を参照してください。

SDK アクセス許可の設定
Amazon Lookout for Vision SDK オペレーションを利用するには、Lookout for Vision API およびモデルト
レーニングに使用する Amazon S3 バケットへのアクセス権限が必要です。

トピック
• SDK 操作権限の付与 (p. 10)
• Amazon S3 バケット許可を付与する (p. 11)
• 権限の割り当て (p. 12)

SDK 操作権限の付与
タスクの実行に必要なアクセス許可のみを付与することをお勧めします (最小特権ア
クセス許可)。たとえば、電話をかけるにはDetectAnomalies、実行する権限が必要で
すlookoutvision:DetectAnomalies。操作の権限を確認するには、API リファレンスを確認してくだ
さい。

アプリケーションを使い始めたばかりの場合は、必要な特定の権限がわからない場合があるため、より幅
広い権限から始めることができます。 AWS管理ポリシーによって、使用開始に役立つアクセス許可が提供
されます。

• AmazonLookoutVisionFullAccess (p. 209)— Amazon Lookout for Vision SDK オペレーションへのフル
アクセスを許可します。

• AmazonLookoutVisionReadOnlyAccess (p. 208)— 読み取り専用の SDK 操作へのアクセスを許可しま
す。

コンソールの管理ポリシーは、SDK オペレーションのアクセス権限も提供します。詳細については、「ス
テップ 2: アクセス許可の設定 (p. 3)」を参照してください。

AWS 管理ポリシーの詳細については、「AWS 管理ポリシー」を参照してください。

アプリケーションに必要な権限がわかったら、ユースケースに応じたカスタマー管理ポリシーを定義す
ることで、アクセス許可をさらに減らすことをお勧めします。詳細については、「カスタマー管理ポリ
シー」を参照してください。

Note

s3:PutObject入門手順には権限が必要です。詳細については、「ステップ 1: マニフェストファ
イルを作成し、画像をアップロードする (p. 23)」を参照してください。
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権限を割り当てるには、を参照してください権限の割り当て (p. 12)。

Amazon S3 バケット許可を付与する
モデルをトレーニングするには、イメージ、マニフェストファイル、およびトレーニング出力を格納する
ための適切なアクセス許可を持つ Amazon S3 バケットが必要です。バケットは AWS アカウントによって
所有され、Amazon Lookout for Vision を使用している AWS リージョンにある必要があります。

SDK 専用の管理ポリシー (AmazonLookoutVisionFullAccessおよ
びAmazonLookoutVisionReadOnlyAccess) には Amazon S3 バケットの許可が含まれておらず、既存
のコンソールバケットを含む使用するバケットにアクセスするには、以下の許可ポリシーを適用する必要
があります。

コンソールの管理ポリシー (AmazonLookoutVisionConsoleFullAccessおよ
びAmazonLookoutVisionConsoleReadOnlyAccess) はコンソールバケットへのアクセス許可を含め
ます。SDK オペレーションでコンソールバケットにアクセスしていて、コンソール管理ポリシーのアクセ
ス許可を持っている場合は、次のポリシーを使用する必要はありません。詳細については、「ステップ 2: 
アクセス許可の設定 (p. 3)」を参照してください。

タスク許可の決定

次の情報を使用して、実行するタスクに必要なアクセス許可を決定します。

データセットの作成

でデータセットを作成するにはCreateDataset、次の権限が必要です。

• s3:GetBucketLocation — Lookout for Vision により、バケットがLookout for Visionを使用している
のと同じ地域にあることを検証することができます。

• s3:GetObject — DatasetSource 入力パラメータで指定されたマニフェストファイルへのアクセス
を許可します。。マニフェストファイルの S3 オブジェクトのバージョンを正確に指定したい場合は、
マニフェストファイル上で s3:GetObjectVersion も必要です。詳細については、「S3 バケットで
バージョニングを使用する」を参照してください。

モデルの作成

でモデルを作成するにはCreateModel、次の権限が必要です。

• s3:GetBucketLocation — Lookout for Vision により、バケットがLookout for Visionを使用している
のと同じ地域にあることを検証することができます。

• s3:GetObject — プロジェクトのトレーニングデータセットとテストデータセットで指定された画像
へのアクセスを許可します。

• s3:PutObject — 指定したバケットにトレーニング出力を格納するアクセス許可。OutputConfig パ
ラメータで出力バケットの場所を指定します。オプションで、S3Location 入力フィールドの Prefix
フィールドで指定されたオブジェクトキーのみに許可を絞り込むことができます。詳細については、
「」を参照してくださいOutputConfig。

イメージ、マニフェストファイル、およびトレーニング出力へアクセスする

Amazon S3 バケットのアクセス許可は、Amazon Lookout for Vision オペレーションのレスポンスを表示
するために必要ありません。操作の応答で参照される画像、マニフェストファイル、トレーニング出力に
アクセスする場合は、s3:GetObject 許可が必要です。バージョン管理された Amazon S3 オブジェクト
にアクセスする場合は、s3:GetObjectVersion アクセス許可が必要です。
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Amazon S3 バケットポリシーをセッティングする

以下のポリシーを使用して、データセットの作成 (CreateDataset)、モデルの作成 (CreateModel)、画
像、マニフェストファイル、およびトレーニング出力へのアクセスに必要な Amazon S3 バケットの権限
を指定できます。[my-bucket] (マイバケット) の値を使用したいバケットの名前に変更します。

ポリシーは、ニーズに合わせて調整できます。詳細については、「タスク許可の決定 (p. 11)」を参照し
てください。目的のユーザーにポリシーを追加します。IAM ポリシーの作成の詳細については、「IAM ポ
リシーを作成する」 を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "LookoutVisionS3BucketAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:GetBucketLocation", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::my-bucket" 
            ], 
            "Condition": { 
                "Bool": { 
                    "aws:ViaAWSService": "true" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "LookoutVisionS3ObjectAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:GetObjectVersion", 
                "s3:PutObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::my-bucket/*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "Bool": { 
                    "aws:ViaAWSService": "true" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

権限を割り当てるには、を参照してください権限の割り当て (p. 12)。

権限の割り当て
アクセスを提供するには、ユーザー、グループ、またはロールにアクセス許可を追加します。

• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) のユーザーとグループ:

アクセス許可セットを作成します。「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユー
ザーガイド」の「シークレットの作成と管理」の手順に従ってください。

• ID プロバイダーを通じて IAM で管理されているユーザー:

ID フェデレーションのロールを作成する。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サードパー
ティー ID プロバイダー (フェデレーション) 用のロールの作成」を参照してください。

• IAM ユーザー:
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• ユーザーが設定できるロールを作成します。手順については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユー
ザー用ロールの作成」を参照してください。

• (非推奨) ポリシーをユーザーに直接アタッチするか、ユーザーをユーザーグループに追加します。
「IAM ユーザーガイド」の「ユーザー (コンソール) へのアクセス許可の追加」の指示に従います。

Amazon Lookout for Vision オペレーションに問い合わ
せる
次のコードを実行して、Amazon Lookout for Vision API を呼び出せることを確認します。このコードに
は、AWSAWS現在のリージョンにあるアカウント内のプロジェクトが一覧表示されます。以前にプロジェ
クトを作成したことがない場合、応答は空ですが、ListProjectsオペレーションを呼び出すことができ
ることを確認できます。

一般に、サンプル関数を呼び出すには、AWS SDK Lookout for Vision クライアントとその他の必須パラ
メータが必要です。AWS SDK Lookout for Vision クライアントはメイン関数で宣言されています。

コードが失敗した場合は、使用するユーザーに正しいアクセス許可があることを確認します。ま
た、Amazon Lookout for VisionAWS はすべてのリージョンで利用できるわけではないため、AWS使用し
ているリージョンも確認してください。

Amazon Lookout for Vision オペレーションを呼び出す場合は

1. まだとAWS SDK をインストールして設定していない場合は、AWS CLIインストールして設定してく
ださい。詳細については、「ステップ 4:AWS CLI とAWS SDK クスをセットアップする (p. 7)」
を参照してください。

2. 次のサンプルコードを使用して、プロジェクトを表示します。

CLI

list-projects コマンドを使用して、アカウントのプロジェクトを一覧表示します。

aws lookoutvision list-projects \
--profile lookoutvision-access

 

Python

このコードは、AWSドキュメント SDK GitHub の例のリポジトリから引用しています。詳しい事
例は [こちら] です。

# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

from botocore.exceptions import ClientError
import boto3

class GettingStarted: 

    @staticmethod 
    def list_projects(lookoutvision_client): 
        """ 
        Lists information about the projects that are in in your AWS account 
        and in the current AWS Region. 

        :param lookoutvision_client: A Boto3 Lookout for Vision client. 
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        """ 
        try: 
            response = lookoutvision_client.list_projects() 
            for project in response["Projects"]: 
                print("Project: " + project["ProjectName"]) 
                print("ARN: " + project["ProjectArn"]) 
                print() 
            print("Done!") 
        except ClientError: 
            raise
def main(): 
    session = boto3.Session(profile_name='lookoutvision-access') 
    lookoutvision_client = session.client("lookoutvision") 
     
    GettingStarted.list_projects(lookoutvision_client)

if __name__ == "__main__": 
    main()

Java V2

このコードは、AWSドキュメント SDK GitHub の例のリポジトリから引用しています。詳しい事
例は [こちら] です。

/* 
   Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. 
   SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/

package com.example.lookoutvision;

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.services.lookoutvision.LookoutVisionClient;
import software.amazon.awssdk.services.lookoutvision.model.ProjectMetadata;
import 
 software.amazon.awssdk.services.lookoutvision.paginators.ListProjectsIterable;
import software.amazon.awssdk.services.lookoutvision.model.ListProjectsRequest;
import software.amazon.awssdk.services.lookoutvision.model.LookoutVisionException;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

public class GettingStarted { 

    public static final Logger logger = 
 Logger.getLogger(GettingStarted.class.getName()); 

    /** 
     * Lists the Amazon Lookoutfor Vision projects in the current AWS account and 
     * AWS Region. 
     *  
     * @param lfvClient   An Amazon Lookout for Vision client. 
     * @return List<ProjectMetadata> Metadata for each project. 
     */ 
    public static List<ProjectMetadata> listProjects(LookoutVisionClient lfvClient) 
            throws LookoutVisionException { 

        logger.log(Level.INFO, "Getting projects:"); 
        ListProjectsRequest listProjectsRequest = ListProjectsRequest.builder() 
                .maxResults(100) 
                .build(); 

14

https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/main/javav2/example_code/lookoutvision/src/main/java/com/example/lookoutvision/ListProjects.java


Amazon Lookout for Vision デベロッパーガイド
ステップ 5: (オプション) 独自のAWS KMSキーを使用する

        List<ProjectMetadata> projectMetadata = new ArrayList<>(); 

        ListProjectsIterable projects = 
 lfvClient.listProjectsPaginator(listProjectsRequest); 

        projects.stream().flatMap(r -> r.projects().stream()) 
                .forEach(project -> { 
                    projectMetadata.add(project); 
                    logger.log(Level.INFO, project.projectName()); 
                }); 

        logger.log(Level.INFO, "Finished getting projects."); 

        return projectMetadata; 

    } 

    public static void main(String[] args) throws Exception { 

        try { 

            // Get the Lookout for Vision client. 
            LookoutVisionClient lfvClient = LookoutVisionClient.builder() 
                    
 .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("lookoutvision-access")) 
                    .build(); 

            List<ProjectMetadata> projects = Projects.listProjects(lfvClient); 

            System.out.printf("Projects%n--------%n"); 

            for (ProjectMetadata project : projects) { 
                System.out.printf("Name: %s%n", project.projectName()); 
                System.out.printf("ARN: %s%n", project.projectArn()); 
                System.out.printf("Date: %s%n%n", 
 project.creationTimestamp().toString()); 
            } 

        } catch (LookoutVisionException lfvError) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Could not list projects: {0}: {1}", 
                    new Object[] { lfvError.awsErrorDetails().errorCode(), 
                            lfvError.awsErrorDetails().errorMessage() }); 
            System.out.println(String.format("Could not list projects: %s", 
 lfvError.getMessage())); 
            System.exit(1); 
        } 

    }

}

ステップ 5: (オプション) 独自の AWS Key 
Management Service キーを使用する

AWS Key Management Service (KMS) を使用して、Amazon S3 バケットに保存する入力画像および動画
のキーを管理できます。

デフォルトでは、イメージは AWS が所有および管理するキーで暗号化されます。また、独自の AWS Key 
Management Service (KMS) キーを使用することもできます。詳細については、「AWS Key Management 
Service の概念」を参照してください。
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独自の KMS キーを使用する場合は、次のポリシーを使用して KMS キーを指定します。kms_key_arn を
使用する KMS キー (または KMS エイリアス ARN) の ARN に変更します。または、* を指定して、任意の 
KMS キーを使用します。ユーザーまたはロールへのポリシーの追加に関しては、「IAM ポリシーの作成」
を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "LookoutVisionKmsDescribeAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "kms:DescribeKey", 
            "Resource": "kms_key_arn" 
        }, 
        { 
            "Sid": "LookoutVisionKmsCreateGrantAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "kms:CreateGrant", 
            "Resource": "kms_key_arn", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "kms:ViaService": "lookoutvision.*.amazonaws.com" 
                }, 
                "Bool": { 
                    "kms:GrantIsForAWSResource": "true" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}
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Amazon Lookout for Vision について
Amazon Lookout for Vision を使用して、次のようなタスクで工業製品の視覚的欠陥を正確かつ大規模に見
つけることができます。

• 損傷した部品の検出 — 製造および組み立ての過程で、製品の表面の品質、色、形状に損傷がある箇所を
特定します。

• 不足しているコンポーネントの特定 — オブジェクトの有無、有無、または配置に基づいて、不足してい
るコンポーネントを特定します。例えば、プリント基板のコンデンサが欠けている場合などです。

• プロセス上の問題の発見 — シリコンウェーハの同じ箇所に繰り返し傷が付くなど、パターンが繰り返さ
れる欠陥を検出します。

Lookout for Vision を使用すると、画像内の異常の存在を予測するコンピュータービジョンモデルを作
成できます。Amazon Lookout for Vision がモデルのトレーニングとテストに使用する画像を提供しま
す。Amazon Lookout for Vision は、トレーニングしたモデルの評価と改善に使用できるメトリクスを提供
しています。AWSトレーニング済みのモデルをクラウドでホストすることも、モデルをエッジデバイスに
デプロイすることもできます。簡単な API オペレーションは、モデルが行った予測を返します。

モデルを作成、評価、使用するための一般的なワークフローは次のとおりです。

トピック
• モデルのタイプを選択する (p. 18)
• モデルを作成する (p. 19)
• モデルの評価 (p. 21)
• モデルを使用する (p. 21)
• お使いのモデルをエッジデバイスで使用する (p. 21)
• ダッシュボードを使用する (p. 22)
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モデルのタイプを選択する
モデルを作成する前に、どのタイプのモデルを使用するかを決定する必要があります。イメージ分類とイ
メージセグメンテーションの 2 種類のモデルを作成できます。ユースケースに基づいて作成するモデルの
タイプを決定します。

画像分類のモデル
画像に異常があるかどうかを確認するだけでよく、その場所を知る必要がない場合は、画像分類モデルを
作成します。画像分類モデルは、画像に異常があるかどうかを予測します。予測には、予測の精度に対す
るモデルの信頼度が含まれます。モデルには、画像に見つかった異常の場所に関する情報は提供されませ
ん。

画像セグメンテーションモデル
傷の位置など、異常の場所を知る必要がある場合は、画像セグメンテーションモデルを作成してくださ
い。Amazon Lookout for Vision モデルでは、セマンティックセグメンテーションを使用して、画像上の異
常の種類 (傷や欠けている部分など) があるピクセルを識別します。

Note

セマンティックセグメンテーションモデルは、さまざまなタイプの異常を検出します。個々
の異常に関するインスタンス情報は提供されません。たとえば、画像にへこみが2つある場
合、Lookout for Visionは両方のへこみに関する情報を、へこみの異常タイプを表す1つのエンティ
ティにまとめて返します。

Amazon Lookout for Vision セグメンテーションモデルでは、次のことが予測されます。

分類
モデルは、分析した画像の分類 (正常/異常) を返します。これには、予測に対するモデルの信頼度が含まれ
ます。分類情報はセグメンテーション情報とは別に計算されるため、それらの間の関係は想定しないでく
ださい。

セグメント化
モデルは、画像上で異常が発生しているピクセルをマークする画像マスクを返します。データセットの異
常ラベルに割り当てられた色に従って、さまざまなタイプの異常が色分けされます。異常ラベルは異常の
タイプを表します。たとえば、次の画像の青いマスクは、自動車に見つかったスクラッチ異常タイプの位
置を示しています。

モデルはマスク内の各異常ラベルのカラーコードを返します。また、このモデルは、異常ラベルに含まれ
る画像の被覆率も返します。
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Lookout for Vision セグメンテーションモデルでは、さまざまな基準を使用してモデルの分析結果を分析で
きます。例:

• 異常箇所 — 異常の場所を知る必要がある場合は、セグメンテーション情報を使用して異常をカバーする
マスクを確認してください。

• 異常の種類 — セグメンテーション情報を使用して、画像に含まれる異常の種類が許容範囲を超えている
かどうかを判断します。

• 対象範囲 — セグメンテーション情報を使用して、異常タイプが画像の許容範囲を超える範囲をカバーし
ているかどうかを判断します。

• 画像の分類 — 異常の場所を知る必要がない場合は、分類情報を使用して画像に異常があるかどうかを判
断します。

サンプルコードについては、「画像内の異常を検出する (p. 98)」を参照してください。

どのタイプのモデルを使用するかを決めたら、モデルを管理するためのプロジェクトとデータセットを作
成します。ラベルを使用すると、画像を正常か異常かに分類できます。ラベルには、マスクや異常タイプ
などのセグメンテーション情報も識別できます。データセット内の画像にどのようにラベルを付けるかに
よって、Lookout for Vision が作成するモデルのタイプが決まります。

画像セグメンテーションモデルにラベルを付けることは、画像分類モデルにラベルを付けることよりも複
雑です。セグメンテーションモデルをトレーニングするには、トレーニング画像を正常または異常として
分類する必要があります。また、異常画像ごとに異常マスクと異常タイプを定義する必要があります。分
類モデルでは、トレーニング画像を正常か異常かを識別するだけで済みます。

モデルを作成する
モデルを作成する手順は、プロジェクトの作成、データセットの作成、モデルのトレーニングです。

プロジェクトの作成
作成したデータセットとモデルを管理するためのプロジェクトを作成します。プロジェクトは、単一タイ
プの機械部品の異常を検出するなど、単一のユースケースに使用する必要があります。

ダッシュボードを使用して、プロジェクトの概要を確認できます。詳細については、「Amazon Lookout 
for Vision ダッシュボードを使用する (p. 160)」を参照してください。

詳細情報:プロジェクトを作成する (p. 36)。

データセットを作成します。
モデルをトレーニングするには、Amazon Lookout for Vision のユースケースに適した通常のオブジェクト
と異常なオブジェクトの画像が必要です。これらの画像はデータセットで提供します。

データセットとは、画像とその画像を説明するラベルの集合のことです。画像は、異常が発生する可能性
のある単一タイプのオブジェクトを表している必要があります。詳細については、「データセットの画像
の準備 (p. 39)」を参照してください。

Amazon Lookout for Vision では、シングルデータセットを使用するプロジェクトを作成したり、個別のト
レーニングデータセットとテストデータセットを持つプロジェクトを作成できます。トレーニング、テス
ト、およびパフォーマンスチューニングをより細かく制御する必要がある場合を除き、単一のデータセッ
トプロジェクトを使用することをお勧めします。

画像をインポートしてデータセットを作成します。画像のインポート方法によっては、画像にラベルが付
けられる場合もあります。そうでない場合は、コンソールを使用して画像にラベルを付けます。
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画像のインポート
Lookout for Vision コンソールでデータセットを作成する場合は、次のいずれかの方法で画像をインポート
できます。

• ローカルコンピュータから画像をインポートします (p. 41)。画像にはラベルが付いていません。
• S3 バケットから画像をインポートします (p. 42)。Amazon Lookout for Vision では、画像を含むフォ

ルダー名を使用して画像を分類できます。normal通常の画像に使用します。anomaly異常な画像に使
用します。セグメンテーションラベルを自動的に割り当てることはできません。

• Amazon SageMaker Ground Truth マニフェストファイルをインポートします (p. 44)。マニフェスト
ファイル内の画像にはラベルが付けられます。独自のマニフェストファイルを作成してインポートでき
ます。画像が多数ある場合は、 SageMaker Ground Truth ラベリングサービスの利用を検討してくださ
い。次に、Amazon SageMaker Ground Truth ジョブから出力マニフェストファイルをインポートしま
す。

画像にラベルを付ける
ラベルは、データセット内の画像を説明するものです。ラベルは、画像が正常か異常か (分類) かを指定し
ます。ラベルには、画像上の異常箇所 (セグメンテーション) も記述されます。

画像にラベルが付いていない場合は、コンソールを使用してラベルを付けることができます。

データセット内の画像に割り当てるラベルによって、Lookout for Vision が作成するモデルのタイプが決ま
ります。

イメージ分類
画像分類モデルを作成するには、Lookout for Vision コンソールを使用して (p. 63)、データセット内の
画像を正常または異常として分類します。

CreateDatasetオペレーションを使用して、分類情報を含むマニフェストファイルからデータセットを
作成することもできます (p. 47)。

画像セグメンテーション
画像セグメンテーションモデルを作成するには、Lookout for Vision コンソールを使用して (p. 64)、
データセット内の画像を正常または異常として分類します。また、画像上の異常領域（存在する場合）の
ピクセルマスクと、個々の異常マスクの異常ラベルを指定します。

CreateDatasetオペレーションを使用して、セグメンテーションおよび分類情報を含むマニフェスト
ファイルからデータセットを作成することもできます (p. 49)。

プロジェクトに個別のトレーニングデータセットとテストデータセットがある場合は、Lookout for Vision 
はトレーニングデータセットとテストモデルのタイプを学習して決定します。テストデータセットの画像
にも同じ方法でラベルを付ける必要があります。

詳細:データセットの作成 (p. 38)

モデルをトレーニングする
トレーニングは、モデルを作成し、画像内の異常の存在を予測するようにトレーニングします。モデルを
トレーニングするたびに、モデルの新しいバージョンが作成されます。

トレーニングのスタート時に、Amazon Lookout for Vision は、モデルのトレーニングに最適なアルゴリ
ズムを選択します。モデルはトレーニングされ、テストされます。ではAmazon Lookout for Vision の使
用を開始する (p. 23)、シングルデータセットのプロジェクトでトレーニングを行う場合、データセッ
トは内部で分割され、トレーニングデータセットとテストデータセットが作成されます。個別のトレー
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ニングデータセットとテストデータセットを持つプロジェクトを作成することもできます。この設定で
は、Amazon Lookout for Vision はトレーニングデータセットを使用してモデルをトレーニングし、テスト
データセットでモデルをテストします。

Important

モデルを正常にトレーニングするのにかかる時間に対して課金されます。

詳細情報:モデルのトレーニング (p. 66)。

モデルの評価
テスト中に作成されたパフォーマンスメトリックを使用して、モデルのパフォーマンスを評価します。

パフォーマンスメトリクスを使用すると、トレーニングしたモデルのパフォーマンスをよりよく理解し、
実運用で使用する準備ができたかどうかを判断することができます。

詳細:モデルの改善 (p. 75)

パフォーマンスメトリクスの結果、改善が必要な場合は、新しい画像で検出タスクを試行することによ
り、トレーニングデータを追加することができます。タスクが完了したら、結果を確認し、検証済みの
画像をトレーニングデータセットに追加できます。または、新しいトレーニング画像をデータセットに直
接追加することもできます。次に、モデルを再トレーニングし、パフォーマンスメトリックを再確認しま
す。

詳細:トライアル検出タスクによるモデルの検証 (p. 83)

モデルを使用する
AWSクラウドでモデルを使用する前に、StartModelモデルを操作で開始します。コンソールからモデルの
StartModel CLI コマンドを取得できます。

詳細情報:モデルの開始 (p. 89)。

トレーニング済みの Amazon Lookout for Vision モデルは、入力された画像に正常なコンテンツまたは異常
なコンテンツが含まれているかどうかを予測します。モデルがセグメンテーションモデルの場合、予測に
は異常が見つかったピクセルをマークする異常マスクが含まれます。

モデルを使用して予測を行うには、DetectAnomaliesオペレーションを呼び出し、ローカルコンピューター
から入力画像を渡します。DetectAnomalies を呼び出す CLI コマンドは、コンソールから取得すること
ができます。

詳細情報:画像内の異常を検出する (p. 98)。
Important

モデルの稼働時間に応じて課金されます。

モデルを使用しなくなった場合は、StopModelオペレーションを使用してモデルを停止します。CLI コマ
ンドは、コンソールから取得できます。

詳細情報:モデルを停止する (p. 93)。

お使いのモデルをエッジデバイスで使用する
Lookout for VisionAWS IoT Greengrass Version 2 モデルはコアデバイスで使用できます。
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詳細:エッジデバイスで Amazon Lookout for Vision モデルを使用する (p. 126)。

ダッシュボードを使用する
ダッシュボードを使用して、すべてのプロジェクトの概要と個々のプロジェクトの概要情報を取得できま
す。

詳細:ダッシュボードを使用してください (p. 160)。
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を作成し、画像をアップロードする

Amazon Lookout for Vision の使用を
開始する

スタートガイドを開始する前に、「」を読むことをお勧めしますAmazon Lookout for Vision につい
て (p. 17)。

スタートガイドでは、サンプルのイメージセグメンテーションモデルを作成する方法を示していま
す (p. 18)。画像分類モデルの例を作成する場合は (p. 18)、を参照してください画像分類データセットで
す (p. 192)。

サンプルモデルをすぐに試してみたい場合は、トレーニング画像とマスク画像の例を用意しています。ま
た、画像セグメンテーションマニフェストファイルを作成する (p. 49) Python スクリプトも提供してい
ます。マニフェストファイルを使用してプロジェクトのデータセットを作成します。データセット内の画
像にラベルを付ける必要はありません。独自の画像を使用してモデルを作成する場合、データセットの画
像にラベルを付ける必要があります。詳細については、「データセットを作成する (p. 38)」を参照して
ください。

私たちが提供する画像は、通常のクッキーと異常なクッキーのものです。異常クッキーは、クッキーの形
状全体にひびが入っています。画像を使用してトレーニングしたモデルは、次の例に示すように、分類 
(正常または異常) を予測し、異常クッキーの亀裂の領域 (マスク) を見つけます。

トピック
• ステップ 1: マニフェストファイルを作成し、画像をアップロードする (p. 23)
• ステップ 2: モデルを作成する (p. 24)
• ステップ 3: モデルを開始する (p. 29)
• ステップ 4: 画像を分析する (p. 31)
• ステップ 5: モデルを停止する (p. 34)
• 次のステップ (p. 35)

ステップ 1: マニフェストファイルを作成し、画像
をアップロードする

この手順では、Amazon Lookout for Vision ドキュメントリポジトリをコンピューターに複製します。次
に、Python (バージョン 3.7 以降) スクリプトを使用してマニフェストファイルを作成し、トレーニング画
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像とマスク画像を指定した Amazon S3 の場所にアップロードします。マニフェストファイルを使用して
モデルを作成します。後で、ローカルリポジトリのテストイメージを使用してモデルを試します。

マニフェストファイルを作成して画像をアップロードするには

1. 「ビジョン用 Amazon ルックアウトの設定」の手順に従って Amazon Lookout for Vision をセット
アップします (p. 2)。必ず Python 用のAWS SDK をインストールしてください。

2. Lookout for VisionAWS を使いたいリージョンで、S3 バケットを作成します。
3. Amazon S3 バケットに、という名前のフォルダを作成しますgetting-started。
4. フォルダの Amazon S3 URI と Amazon リソースネーム (ARN) を書き留めます。これらを使用して権

限を設定し、スクリプトを実行します。
5. スクリプトを呼び出すユーザーに、s3:PutObject操作を呼び出す権限があることを確認してくださ

い。以下のフォーマットを使用できます。権限を割り当てるには、を参照してください権限の割り当
て (p. 12)。

{ 
 "Version": "2012-10-17", 
 "Statement": [{ 
  "Sid": "Statement1", 
  "Effect": "Allow", 
  "Action": [ 
   "s3:PutObject" 
  ], 
  "Resource": [ 
   "arn:aws:s3::: ARN for S3 folder in step 4/*" 
  ] 
 }]
}

6. lookoutvision-accessという名前のローカルプロファイルがあり、そのプロファイルユーザーが
前のステップの権限を持っていることを確認してください。詳細については、「ローカルコンピュー
タでのプロファイルを使用する (p. 9)」を参照してください。

7. コマンドプロンプトで以下のコマンドを入力して、Amazon Lookout for Vision ドキュメントリポジト
リをコンピュータに複製します。

git clone https://github.com/awsdocs/amazon-lookout-for-vision-developer-guide

8. コマンドプロンプトで、次の操作を行います。

a. Lookout for Visiongetting-started ドキュメンテーションリポジトリ内のフォルダに移動しま
す。

b. 次のコマンドを実行してマニフェストファイルを作成し、ステップ 4 で書き留めた Amazon S3 
パスにトレーニングイメージとイメージマスクをアップロードします。

python getting_started.py S3-URI-from-step-4

c. スクリプトが完了したら、train.manifestCreate dataset using manifest file:ス
クリプトの後に表示されるファイルへのパスを書き留めておきます。パスは次のようになりま
す。s3://path to getting started folder/manifests/train.manifest

ステップ 2: モデルを作成する
このプロシージャでは、Amazon S3 バケットにアップロードしたイメージとマニフェストファイルを使用
してプロジェクトとデータセットを作成します。次に、モデルを作成し、モデルトレーニングの評価結果
を表示します。
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入門用マニフェストファイルからデータセットを作成するため、データセットの画像にラベルを付ける必
要はありません。独自の画像を使用してデータセットを作成するときは、画像にラベルを付ける必要があ
ります。詳細については、「画像にラベルを付ける (p. 62)」を参照してください。

Important

モデルのトレーニングが成功すると課金されます。

モデルを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/lookoutvision/ で Amazon Lookout for Vision コンソールを開きます。
2. Amazon S3 バケットを作成したのと同じAWSリージョンにいることを確認しますステップ 1: マニ

フェストファイルを作成し、画像をアップロードする (p. 23)。リージョンを変更するには、ナビ
ゲーションバーで現在表示されているリージョン名を選択します。切り替え先となるリージョンを選
択します。

3. [Get started] (開始する) を選択します。

4. 「プロジェクト」セクションで、「プロジェクトを作成」を選択します。

5. 「プロジェクトの作成」ページで、次の操作を行います。

a. [プロジェクト名] に、と入力しますgetting-started。
b. [Create project] (プロジェクトの作成) を選択します。
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6. プロジェクトページの「仕組み」セクションで、「データセットの作成」を選択します。

7. 「データセットの作成」ページで、次の操作を行います。

a. [Create a single dataset] (シングルデータセットを作成する) をクリックします。
b. 「イメージソース設定」セクションで、「 SageMaker Ground Truth」のラベルが付いたイメージ

をインポートを選択します。
c. .manifest ファイルの場所には、のステップ 6.c でメモしたマニフェストファイルの Amazon 

S3 の場所を入力しますステップ 1: マニフェストファイルを作成し、画像をアップロード
する (p. 23)。Amazon S3 の場所は次のようになるはずですs3://path to getting 
started folder/manifests/train.manifest

d. [Create dataset] (データセットの作成) を選択します。
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8. プロジェクトの詳細ページの [画像] セクションに、データセットの画像が表示されます。各データ
セット画像の分類と画像セグメンテーション情報 (マスクと異常ラベル) を表示できます。画像を検索
したり、ラベル付けステータス（ラベル付き/ラベルなし）で画像をフィルタリングしたり、画像に割
り当てられた異常ラベルで画像をフィルタリングしたりすることもできます。
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9. プロジェクトの詳細ページで、[Train model] (モデルのトレーニング) を選択します。

10. [鉄道モデルの詳細] ページで、[鉄道モデル] を選択します。
11. [Do you want to train your model?] （モデルをトレーニングしますか？) ダイアログボックス

で、[Train model] (モデルのトレーニング) を選択します。
12. プロジェクトモデルページでは、トレーニングが開始されたことがわかります。モデルバージョンの 

[ステータス] 列を表示して、現在のステータスを確認します。モデルのトレーニングは完了までに少
なくとも 30 分かかります。ステータスが「トレーニング完了」に変わると、トレーニングは正常に
終了しました。

13. トレーニングが終了したら、モデルページでモデルモデル1を選択します。

14. モデルの詳細ページの [パフォーマンスメトリクス] タブに評価結果が表示されます。次のメトリック
があります。

• モデルによって行われた分類予測の全体的なモデルパフォーマンスメトリック (精度 (p. 76)、再
現率 (p. 76)、および F1 スコア (p. 77))。
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• テスト画像で見つかった異常ラベルのパフォーマンスメトリック（平均IoU (p. 77)、F1スコア）

• テスト画像の予測 (p. 78) (分類、セグメンテーションマスク、異常ラベル)

モデルトレーニングは非決定的であるため、評価結果はこのページに表示されている結果と異なる場
合があります。詳細については、「Amazon Lookout for Vision モデルの改善 (p. 75)」を参照して
ください。

ステップ 3: モデルを開始する
このステップでは、モデルのホスティングを開始して、画像を解析できるようにします。詳細について
は、「トレーニング済みの Amazon Lookout for Vision モデルの実行 (p. 87)」を参照してください。

Note

モデルの稼働時間に応じて課金されます。モデルを止めてくださいステップ 5: モデルを停止す
る (p. 34)。
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モデルを起動するには。

1. モデルの詳細ページで、[モデルを使用] を選択し、[API をクラウドに統合] を選択します。

2. AWS CLIコマンドセクションで、start-modelAWS CLIコマンドをコピーします。

3. が Amazon Lookout for VisionAWS コンソールを使用しているのと同じリージョンで実行するように
設定されていることを確認してください。AWS CLIAWSAWS CLIが使用するリージョンを変更するに
は、を参照してくださいAWSSDK をインストールする (p. 7)。

4. コマンドプロンプトで、start-modelコマンドを入力して、モデルを起動しま
す。lookoutvisionプロファイルを使用して認証情報を取得する場合は、--profile 
lookoutvision-accessパラメーターを追加します。例:

aws lookoutvision start-model \ 
  --project-name getting-started \ 
  --model-version 1 \ 
  --min-inference-units 1 \ 
  --profile lookoutvision-access

コールが成功すると、次の出力が表示されます。

{ 
    "Status": "STARTING_HOSTING"
}

5. コンソールに戻り、ナビゲーションペインの [Models] を選択します。
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6. [ステータス] 列のモデル (モデル 1) のステータスが [ホスト済み] と表示されるまで待ちます。以前に
プロジェクトでモデルをトレーニングしたことがある場合は、最新のモデルバージョンが完了するま
でお待ちください。

ステップ 4: 画像を分析する
このステップでは、モデルを使用してイメージを解析します。お使いのコンピューターの Lookout for 
Vision ドキュメントリポジトリの「はじめに」test-images フォルダーで使用できるサンプル画像が用
意されています (p. 23)。詳細については、「画像内の異常を検出する (p. 98)」を参照してくださ
い。

イメージを分析するには

1. 「モデル」ページで、モデル「モデル 1」を選択します。

2. モデルの詳細ページで、[モデルを使用] を選択し、[API をクラウドに統合] を選択します。

3. AWS CLIコマンドセクションで、detect-anomaliesAWS CLIコマンドをコピーします。

4. コマンドプロンプトで、detect-anomalies前のステップのコマンドを入力して異常な画像を解析
します。--bodyパラメーターには、コンピューターの (p. 23)「はじめに」test-images フォル
ダーにある異常な画像を指定します。lookoutvisionプロファイルを使用して認証情報を取得する
場合は、--profile lookoutvision-accessパラメーターを追加します。例:

aws lookoutvision detect-anomalies \ 
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  --project-name getting-started \ 
  --model-version 1 \ 
  --content-type image/jpeg \ 
  --body /path/to/test-images/test-anomaly-1.jpg \ 
  --profile lookoutvision-access

出力は次の例のようになります:

{ 
    "DetectAnomalyResult": { 
        "Source": { 
            "Type": "direct" 
        }, 
        "IsAnomalous": true, 
        "Confidence": 0.983975887298584, 
        "Anomalies": [ 
            { 
                "Name": "background", 
                "PixelAnomaly": { 
                    "TotalPercentageArea": 0.9818974137306213, 
                    "Color": "#FFFFFF" 
                } 
            }, 
            { 
                "Name": "cracked", 
                "PixelAnomaly": { 
                    "TotalPercentageArea": 0.018102575093507767, 
                    "Color": "#23A436" 
                } 
            } 
        ], 
        "AnomalyMask": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAkAAAAMACA......" 
    }
}

5. 出力で、以下の点に注意してください。

• IsAnomalousは予測分類のブール値です。 true画像が異常な場合は、それ以外の場合false。
• Confidenceは、Amazon Lookout for Vision の予測に対する信頼度を示しています。0 は信頼度が

最も低く、1 は最も信頼度が高いです。
• Anomaliesイメージ内で見つかった異常のリストです。 Nameアノマリーラベルです。
PixelAnomalyアノマリーの面積の合計パーセンテージ (TotalPercentageArea) とアノマリー
ラベルの色 (Color) が含まれます。リストには、画像で見つかった異常以外の領域をカバーする
「背景」異常も含まれています。

• AnomalyMask分析した画像上の異常の位置を示すマスク画像です。

次の例に示すように、応答内の情報を使用して、分析したイメージと異常マスクをブレンドして表示
できます。サンプルコードについては、「分類とセグメンテーションの情報を表示する (p. 107)」を
参照してください。
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6. コマンドプロンプトで、「はじめに」test-images フォルダーにある通常のイメージを解析
します。lookoutvisionプロファイルを使用して認証情報を取得する場合は、--profile 
lookoutvision-accessパラメーターを追加します。例:

aws lookoutvision detect-anomalies \ 
  --project-name getting-started \ 
  --model-version 1 \ 
  --content-type image/jpeg \ 
  --body /path/to/test-images/test-normal-1.jpg \ 
  --profile lookoutvision-access

出力は次の例のようになります:

{ 
    "DetectAnomalyResult": { 
        "Source": { 
            "Type": "direct" 
        }, 
        "IsAnomalous": false, 
        "Confidence": 0.9916400909423828, 
        "Anomalies": [ 
            { 
                "Name": "background", 
                "PixelAnomaly": { 
                    "TotalPercentageArea": 1.0, 
                    "Color": "#FFFFFF" 
                } 
            } 
        ], 
        "AnomalyMask": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAkAAAA....." 
    }
}

7. 出力では、falseIsAnomalousの値が画像に異常がないと分類されていることに注
意してください。Confidence分類に自信を持てるかどうかの判断に役立ちます。ま
た、Anomaliesbackgroundアレイには異常ラベルしかありません。
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ステップ 5: モデルを停止する
このステップでは、モデルのホスティングを停止します。モデルの稼働時間に応じて課金されます。モデ
ルを使用していない場合は、停止する必要があります。次に必要になったときに、モデルを再起動できま
す。詳細については、「Amazon Lookout for Vision モデルの開始 (p. 89)」を参照してください。

モデルを停止するには。

1. ナビゲーションペインで、[Models] を選択します。

2. 「モデル」ページで、モデル「モデル 1」を選択します。

3. モデルの詳細ページで、[モデルを使用] を選択し、[API をクラウドに統合] を選択します。

4. AWS CLIコマンドセクションで、stop-modelAWS CLIコマンドをコピーします。

5. コマンドプロンプトで、stop-modelAWS CLI前のステップのコマンドを入力して、モデルを停
止します。lookoutvisionプロファイルを使用して認証情報を取得する場合は、--profile 
lookoutvision-accessパラメーターを追加します。例:

aws lookoutvision stop-model \ 
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  --project-name getting-started \ 
  --model-version 1 \ 
  --profile lookoutvision-access

コールが成功すると、次の出力が表示されます。

{ 
    "Status": "STOPPING_HOSTING"
}

6. コンソールに戻り、左側のナビゲーションページで [モデル] を選択します。
7. [ステータス] 列のモデルのステータスが [トレーニング完了] になると、モデルは停止します。

次のステップ
独自の画像を使用してモデルを作成する準備ができたら、プロジェクトを作成します (p. 36)の指示に
従って開始します。手順には、Amazon Lookout for Vision コンソールとAWS SDK を使用してモデルを作
成する手順が含まれています。

他のサンプルデータセットを試してみたい場合は、を参照してくださいサンプルコードとデータセッ
ト (p. 192)。
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Amazon Lookout for Vision モデルの
作成

Amazon Lookout for Vision モデルは、モデルのトレーニングに使用される画像のパターンを見つけること
によって、新しい画像の異常の存在を予測する機械学習モデルです。このセクションでは、モデルの作成
とトレーニングを行う方法を説明します。モデルをトレーニングしたら、そのパフォーマンスを評価する
必要があります。詳細については、「Amazon Lookout for Vision モデルの改善 (p. 75)」を参照してく
ださい。

最初のモデルを作成する前に、「」と「」Amazon Lookout for Vision について (p. 17) を読むことを
お勧めしますAmazon Lookout for Vision の使用を開始する (p. 23)。AWSSDK を使用している場合、
「Amazon Lookout for Vision オペレーションに問い合わせる (p. 13)」を読んでください。

トピック
• プロジェクトを作成します (p. 36)
• データセットを作成する (p. 38)
• 画像にラベルを付ける (p. 62)
• モデルのトレーニング (p. 66)
• トラブルシューティングのモデルトレーニング (p. 71)

プロジェクトを作成します
プロジェクトは、Amazon Lookout for Vision モデルを作成および管理するために必要なリソースのグルー
プです。プロジェクトでは、次のものが管理されます。

• データセット — モデルのトレーニングに使用される画像と画像ラベル。詳細については、「データセッ
トを作成する (p. 38)」を参照してください。

• モデル — 異常を検出するためにトレーニングするソフトウェア。モデルのバージョンは複数持つことが
できます。詳細については、「モデルのトレーニング (p. 66)」を参照してください。

単一のタイプの機械部品の異常を検出するなど、単一のユースケースにプロジェクトを使用することをお
勧めします。

Note

AWS CloudFormation を使用して、Amazon Lookout for Vision プロジェクトをプロビジョニ
ングおよび設定することができます。詳細については、「Vision sion kkkookkkkkkkkkkAWS 
CloudFormation (p. 223)」を参照してください。

プロジェクトを表示するには、「プロジェクトの表示 (p. 162)」を参照してください。または、[Amazon 
Lookout for Vision ダッシュボードを使用する (p. 160)] を開きます。モデルを削除するには、「モデルの
削除 (p. 185)」を参照してください。

トピック
• プロジェクトの作成 (コンソール) (p. 37)
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• プロジェクトの作成 (SDK) (p. 37)

プロジェクトの作成 (コンソール)
次の手順は、コンソールを使ってプロジェクトを作成する方法です。

プロジェクトを作成するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/lookoutvision/ で Amazon Lookout for Vision コンソールを開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[Projects] (プロジェクト) を選択します。
3. [Create project] (プロジェクトの作成) を選択します。
4. [Project name] (プロジェクト名) にプロジェクトの名前を入力します。
5. [Create project] (プロジェクトの作成) を選択します。プロジェクトの詳細ページが表示されます。
6. データセットを作成するには、「データセットを作成する (p. 38)」の手順に従います。

プロジェクトの作成 (SDK)
CreateProjectオペレーションを使用して、Amazon Lookout for Vision プロジェクトを作成しま
す。CreateProject からの応答には、プロジェクト名とプロジェクトの Amazon リソースネーム (ARN) 
が含まれています。その後、CreateDatasetを呼び出して、トレーニングとテストデータセットをプロ
ジェクトに追加します。詳細については、「マニフェストファイル (SDK) を使用したデータセットの作
成 (p. 58)」を参照してください。

プロジェクトで作成したプロジェクトを表示するには、ListProjects を呼び出します。詳細について
は、「プロジェクトの表示 (p. 162)」を参照してください。

プロジェクトを作成するには (SDK)

1. まだをインストールして設定していない場合は、とAWS SDKAWS CLI をインストールして設定しま
す。詳細については、「ステップ 4:AWS CLI とAWS SDK クスをセットアップする (p. 7)」を参照し
てください。

2. 以下のサンプルコードを使用してモデルを作成します。

CLI

project-name の値をプロジェクトで使用する名前に変更します。

aws lookoutvision create-project --project-name project name \ 
  --profile lookoutvision-access

Python

このコードは、AWSドキュメント SDK GitHub サンプルリポジトリから引用しています。詳しい
事例は [こちら] です。

    @staticmethod 
    def create_project(lookoutvision_client, project_name): 
        """ 
        Creates a new Lookout for Vision project. 

        :param lookoutvision_client: A Boto3 Lookout for Vision client. 
        :param  project_name: The name for the new project. 
        :return project_arn: The ARN of the new project. 
        """ 
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        try: 
            logger.info("Creating project: %s", project_name) 
            response = 
 lookoutvision_client.create_project(ProjectName=project_name) 
            project_arn = response["ProjectMetadata"]["ProjectArn"] 
            logger.info("project ARN: %s", project_arn) 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't create project %s.", project_name) 
            raise 
        else: 
            return project_arn

Java V2

このコードは、AWSドキュメント SDK GitHub サンプルリポジトリから引用しています。詳しい
事例は [こちら] です。

/** 
 * Creates an Amazon Lookout for Vision project. 
 *  
 * @param lfvClient   An Amazon Lookout for Vision client. 
 * @param projectName The name of the project that you want to create. 
 * @return ProjectMetadata Metadata information about the created project. 
 */
public static ProjectMetadata createProject(LookoutVisionClient lfvClient, String 
 projectName) 
                throws LookoutVisionException { 

        logger.log(Level.INFO, "Creating project: {0}", projectName); 
        CreateProjectRequest createProjectRequest = 
 CreateProjectRequest.builder().projectName(projectName) 
                        .build(); 

        CreateProjectResponse response = 
 lfvClient.createProject(createProjectRequest); 

        logger.log(Level.INFO, "Project created. ARN: {0}", 
 response.projectMetadata().projectArn()); 

        return response.projectMetadata();

}

3. データセットを作成するには、「Amazon SageMaker Ground Truth マニフェストファイルを使用して
データセットを作成する (p. 44)」の手順に従います。

データセットを作成する
データセットには、モデルのトレーニングとテストに使用する画像と割り当てられたラベルが含まれてい
ます。プロジェクトのデータセットは、Amazon Lookout for Vision CreateDatasetコンソールまたはオペ
レーションを使用して作成します。データセットの画像には、作成するモデルのタイプ (画像分類または
画像セグメンテーション) に従ってラベルを付ける必要があります。

トピック
• データセットの画像の準備 (p. 39)
• データセットの作成 (p. 40)
• ローカルコンピュータに保存されている画像を使用してデータセットを作成する (p. 41)
• Amazon S3 バケットに保存されている画像を使用してデータセットを作成します。 (p. 42)
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• Amazon SageMaker Ground Truth マニフェストファイルを使用してデータセットを作成す
る (p. 44)

データセットの画像の準備
データセットを作成するには、画像のコレクションが必要です。画像は PNG または JPEG 形式のファイ
ルである必要があります。必要な画像の数と種類は、プロジェクトに 1 つのデータセットがあるのか、ト
レーニングデータセットとテストデータセットが別々にあるのかによって異なります。

単一データセットプロジェクト
画像分類モデルを作成するには、次が必要です。トレーニングを開始するには、次が必要です。

• 通常のオブジェクトの画像が少なくとも20枚。
• 異常な物体の画像が10枚以上。

画像セグメンテーションモデルを作成するには、次が必要です。

• 各異常タイプの少なくとも20枚の画像。
• 各異常画像（異常タイプが存在する画像）には、1種類の異常のみが必要です。
• 通常のオブジェクトの画像が少なくとも20枚。

トレーニング用とテスト用のデータセットを分けるプロジェクト
画像分類モデルを作成するには、次が必要です。

• トレーニングデータセット内の通常のオブジェクトの画像が少なくとも10枚。
• テストデータセット内の通常のオブジェクトの画像が少なくとも10枚。
• テストデータセット内の異常なオブジェクトの画像が少なくとも10枚。

画像セグメンテーションモデルを作成するには、次が必要です。

• 各データセットには、各異常タイプの画像が少なくとも 10 枚必要です。
• 各異常画像（異常タイプが存在する画像）には、1種類の異常のみが含まれている必要があります。
• 各データセットには、少なくとも 10 枚の正常なオブジェクトの画像が必要です。

より高品質なモデルを作成するには、最小画像数より多くの画像を使用してください。セグメンテーショ
ンモデルを作成する場合は、複数の異常タイプの画像を含めることをお勧めしますが、これらは Lookout 
for Vision がトレーニングを開始するために必要な最低限には含まれません。

画像は単一のタイプのオブジェクトのものである必要があります。また、カメラの位置、ライティング、
オブジェクトのポーズなど、画像の撮影条件を統一しておく必要があります。

プロジェクト内のすべての画像の寸法が同じである必要があります。

トレーニング画像とテスト画像はすべて固有の画像でなければならず、できれば固有のオブジェクトの画
像であることが望まれます。正常な画像は、分析対象のオブジェクトにありえる正常な範囲のバリエー
ションを含んでいる必要があります。異常な画像では、さまざまな異常のサンプルをとらえている必要が
あります。

Amazon Lookout for Vision では、使用できるサンプル画像を提供しています。詳細については、「画像分
類データセットです (p. 192)」を参照してください。
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画像の制限については、「クォータ (p. 226)」を参照してください。

データセットの作成
プロジェクトのデータセットを作成するときは、プロジェクトの初期データセット構成を選択します。ま
た、Lookout for Vision が画像をインポートする場所も選択できます。

プロジェクトのデータセット構成の選択
プロジェクトで最初のデータセットを作成するときは、次のデータセット設定のいずれかを選択します。

• シングルデータセット — シングルデータセットプロジェクトは、単一のデータセットを使用して、モ
デルのトレーニングとテストを行います。単一のデータセットを使用することで、Amazon Lookout for 
Visionがトレーニング画像とテスト画像を選択し、トレーニングを簡素化することができます。す。ト
レーニング中、Amazon Lookout for Vision では、データセットをトレーニングデータセットとテスト
データセットに分割します。分割されたデータセットにはアクセスできません。ほとんどのシナリオで
は、シングルデータセットプロジェクトを使用することをお勧めします。

• トレーニングデータセットとテストデータセットを分離する — トレーニング、テスト、パフォーマンス
チューニングをより細かく制御したい場合は、トレーニングデータセットとテストデータセットを別々
に持つようにプロジェクトを構成することができます。テストに使用する画像をコントロールしたい場
合、または既に使用したいベンチマーク画像セットがある場合は、別のテストデータセットを使用しま
す。

テストデータセットは、既存のシングルデータセットプロジェクトに追加できます。これにより、シング
ルデータセットがトレーニングデータセットになります。トレーニングデータセットとテストデータセッ
トが別々に存在するプロジェクトからテストデータセットを削除すると、そのプロジェクトはシングル
データセットのプロジェクトになります。詳細については、「データセットの削除 (p. 175)」を参照して
ください。

画像のインポート
データセットを作成するときは、画像をインポートする場所を選択します。画像のインポート方法によっ
ては、画像にすでにラベルが付けられている場合があります。データセットの作成後に画像にラベルが付
けられない場合は、を参照してください画像にラベルを付ける (p. 62)。

データセットを作成し、その画像をインポートするには、次のいずれかの方法があります。

• ローカルコンピュータから画像をインポートします (p. 41)。画像にはラベルが付いていませ
ん。Lookout for Vision コンソールを使用して追加またはラベル付けします。

• S3 バケットから画像をインポートします (p. 42)。Amazon Lookout for Vision では、フォルダー名を
使用して画像を分類できます。normal通常の画像に使用します。anomaly異常な画像に使用します。
セグメンテーションラベルを自動的に割り当てることはできません。

• ラベル付きの画像を含む Amazon SageMaker Ground Truth マニフェストファイルをインポートしま
す (p. 44)。独自のマニフェストファイルを作成してインポートできます。画像が多数ある場合は、 
SageMaker Ground Truth ラベリングサービスの利用を検討してください。次に、Amazon SageMaker 
Ground Truth ジョブから出力マニフェストファイルをインポートします。必要に応じて、Lookout for 
Vision コンソールを使用してラベルを追加または変更できます。

AWSSDK を使用している場合は、Amazon SageMaker Ground Truth マニフェストファイルを使用して
データセットを作成します。詳細については、「Amazon SageMaker Ground Truth マニフェストファイル
を使用してデータセットを作成する (p. 44)」を参照してください。

データセットを作成した後に画像にラベルが付けられたら、モデルをトレーニングできます (p. 66)。画
像にラベルが付いていない場合は、作成するモデルのタイプに応じてラベルを追加してください。詳細に
ついては、「画像にラベルを付ける (p. 62)」を参照してください。
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既存のデータセットに画像を追加できます。詳細については、「データセットへの画像の追加 (p. 169)」
を参照してください。

ローカルコンピュータに保存されている画像を使用し
てデータセットを作成する
コンピュータから直接ロードされた画像を使用して、データセットを作成できます。同時にアップロード
できる画像は、30 枚までです。この手順では、シングルデータセットプロジェクト、または個別のトレー
ニングデータセットとテストデータセットを含むプロジェクトを作成できます。

Note

プロジェクトを作成します (p. 36) を完了したばかりの時は、コンソールにプロジェクトダッ
シュボードが表示され、手順 1～3 を行う必要はありません。

ローカルコンピュータ上の画像を使用してデータセットを作成するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/lookoutvision/ で Amazon Lookout for Vision コンソールを開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[Projects] (プロジェクト) を選択します。
3. [Projects] (プロジェクト) ページで、データセットを追加したいプロジェクトを選択します。
4. プロジェクトの詳細ページで、[Create dataset] (データセットの作成) を選択します。
5. [Single dataset] (シングルデータセット) タブまたは [Separate training and test datasets] (トレーニン

グデータセットとテストデータセットを分離する) タブをクリックし、手順に従います。

Single dataset

a. [Dataset configuration] (データセット設定) セクションで、[Create a single dataset] (シングル
データセットを作成する) を選択します。

b. [Image source configuration] (画像ソース設定) セクションで、[Upload images from your 
computer] (コンピュータから画像をアップロードする) を選択します。

c. [Create dataset] (データセットの作成) を選択します。
d. データセットページで、[Add images] (画像を追加する) を選択します。
e. コンピュータファイルからデータセットにアップロードする画像を選択します。画像をドラッ

グするか、ローカルコンピュータからアップロードする画像を選択できます。
f. [Upload images] (画像をアップロード) を選択します。

Separate training and test datasets

a. [Dataset configuration] (データセット設定) セクションで、[Create a training dataset and a test 
dataset] (トレーニングデータセットとテストデータセットを作成する) を選択します。

b. [Training dataset details] (トレーニングデータセット詳細) セクションで、[Upload images from 
your computer] (コンピュータから画像をアップロードする) を選択します。

c. [Test dataset details] (テストデータセット詳細) セクションで、[Upload images from your 
computer] (コンピュータから画像をアップロードする) を選択します。

Note

トレーニングデータセットとテストデータセットは、異なる画像ソースを持つことが
できます。

d. [Create dataset] (データセットの作成) を選択します。データセットページが表示され、それぞ
れのデータセットの[Training] (トレーニング) タブと[Test] (テスト) タブが表示されます。

e. [Actions] (アクション) を選択し、[Add images to training dataset] (トレーニングデータセット
に画像を追加する) をクリックします。
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f. データセットにアップロードする画像を選択します。画像をドラッグするか、ローカルコン
ピュータからアップロードする画像を選択できます。

g. [Upload images] (画像をアップロード) を選択します。
h. ステップ 5e ~ 5g を繰り返します。ステップ 5e で、[Actions] (アクション) を選択しま

す。[Add images to test dataset] (テストデータセットに画像を追加する) をクリックします。
6. 「画像にラベルを付ける (p. 62)」の手順に従って、画像にラベルを付けます。
7. 「モデルのトレーニング (p. 66)」の手順に従って、モデルをトレーニングします。

Amazon S3 バケットに保存されている画像を使用し
てデータセットを作成します。
Amazon S3 バケットに保存されている画像を使用して、データセットを作成できます。このオプションを
使用すると、Amazon S3 バケットのフォルダー構造を使用して、画像を自動的に分類できます。画像は、
コンソールバケットまたはアカウントの別の Amazon S3 バケットに保存できます。

自動ラベル付け用のフォルダの設定
データセットの作成中に、画像を含むフォルダの名前に基づいて画像にラベル名を割り当てることを選択
できます。フォルダは、データセット作成時に S3 URI で指定した Amazon S3 フォルダパスの子である必
要があります。

以下は、スタートガイドのサンプル画像の train フォルダです。Amazon S3 フォルダの場所をS3-
bucket/circuitboard/train/ として指定した場合、normal フォルダ内の画像には、Normal ラベ
ルが付与されます。anomaly フォルダ内の画像には、Anomaly ラベルが割り当てられています。より深
い子フォルダの名前は、画像のラベル付けには使用されません。

S3-bucket 
  ### circuitboard 
    ### train 
        ### anomaly 
            ### train-anomaly_1.jpg 
            ### train-anomaly_2.jpg 
            ### . 
            ### . 
        ### normal 
            ### train-normal_1.jpg 
            ### train-normal_2.jpg 
            ### . 
            ### .
 

Amazon S3 バケットの画像を使用してデータセットを作成する
以下の手順で、Amazon S3 バケットに保存されている分類サンプル画像を使用して (p. 192)、データ
セットを作成します。独自の画像を使用するには、自動ラベル付け用のフォルダの設定 (p. 42) で説明
されているフォルダ構造を作成します。

この手順では、シングルデータセットプロジェクト、または個別のトレーニングデータセットとテスト
データセットを使用するプロジェクトを作成する方法も示します。

画像に自動的にラベルを付けるように選択しない場合は、データセットの作成後に画像にラベルを付ける
必要があります。詳細については、「画像の分類 (コンソール) (p. 63)」を参照してください。

42



Amazon Lookout for Vision デベロッパーガイド
Amazon S3 バケット

Note

プロジェクトを作成します (p. 36) を完了したばかりの時は、コンソールにプロジェクトダッ
シュボードが表示され、手順 1～4 を行う必要はありません。

Amazon S3 バケットに保存されている画像を使用してデータセットを作成するには

1. Amazon S3 バケットにスタートアップ画像をアップロードしていない場合は、それをアップロードし
ます。詳細については、「画像分類データセットです (p. 192)」を参照してください。

2. https://console.aws.amazon.com/lookoutvision/ で Amazon Lookout for Vision コンソールを開きます。
3. 左側のナビゲーションペインで、[Projects] (プロジェクト) を選択します。
4. [Projects] (プロジェクト) ページで、データセットを追加したいプロジェクトを選択します。プロジェ

クトの詳細ページが表示されます。
5. [Create dataset] (データセットの作成) を選択します。[Create dataset] (データセットの作成) ページ

が表示されます。

Tip

スタートガイドの手順に従っている場合は、[Create a training dataset and a test dataset] (ト
レーニングデータセットとテストデータセットを作成する) を選択します。

6. [Single dataset] (シングルデータセット) タブまたは [Separate training and test datasets] (トレーニン
グデータセットとテストデータセットを分離する) タブを選択し、手順に従います。

Single dataset

a. [Dataset configuration] (データセット設定) セクションで、[Create a single dataset] (シングル
データセットを作成する) を選択します。

b. [Image source configuration] (画像ソースの設定) に手順7～9の情報を入力します。

Separate training and test datasets

a. [Dataset configuration] (データセット設定) セクションで、[Create a training dataset and a test 
dataset] (トレーニングデータセットとテストデータセットを作成する) を選択します。

b. トレーニングデータセットについて、手順 7～9 の情報を [Training dataset details] （トレーニ
ングデータセットの詳細) セクションに入力します。

c. テストデータセットについて、手順 7～9 の情報を [Test dataset details]（テストデータセット
の詳細) セクションに入力します。

Note

トレーニングデータセットとテストデータセットは、異なる画像ソースを持つことが
できます。

7. [Import images from Amazon S3 bucket] (Amazon S3 バケットからの画像のインポート) を選択しま
す。

8. S3 URI には、Amazon S3 バケットの場所とフォルダのパスを入力します。bucket を Amazon S3 バ
ケットの名前に変更します。

a. シングルデータセットプロジェクトまたはトレーニングデータセットを作成する場合は、次のよ
うに入力します。:

s3://bucket/circuitboard/train/

b. テストデータセットを作成する場合は、次のように入力します。

s3://bucket/circuitboard/test/
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9. [Automatically attach labels to images based on the folder] (フォルダに基づいて画像にラベルを自動的
に添付する) を選択します。

10. [Create dataset] (データセットの作成) を選択します。ラベル付きの画像を含むデータセットページが
開きます。

11. 「モデルのトレーニング (p. 66)」の手順に従って、モデルをトレーニングします。

Amazon SageMaker Ground Truth マニフェストファ
イルを使用してデータセットを作成する
マニフェストファイルには、モデルのトレーニングとテストに使用できる画像と画像ラベルに関する情報
が含まれています。マニフェストファイルを Amazon S3 バケットに保存し、それを使用してデータセッ
トを作成できます。独自のマニフェストファイルを作成することも、Amazon SageMaker Ground Truth 
ジョブからの出力など、既存のマニフェストファイルを使用することもできます。

トピック
• Amazon Sagemaker Ground Truth ルースジョブを使用する (p. 44)
• マニフェストファイルの作成 (p. 46)

Amazon Sagemaker Ground Truth ルースジョブを使用する
画像にラベルを付けるにはかなりの時間がかかる場合があります。たとえば、異常の周囲にマスクを正確
に描くには、数十秒かかることがあります。画像が数百枚ある場合は、ラベル付けに数時間かかる場合が
あります。自分で画像にラベルを付ける代わりに、Amazon SageMaker Ground Truth の使用を検討してく
ださい。

Amazon SageMaker Ground Truth ical Turk、任意のベンダー会社、または社内のプライベートワーク
フォースのいずれかのワーカーを使用できます。詳細については、「Amazon SageMaker Ground Truth を
使用してデータにラベルを付ける」を参照してください。

Amazon Mechanical Turk 使用には費用がかかります。また、Amazon Ground Truth のラベリング作業が
完了するまでに数日かかる場合があります。コストが問題になる場合や、モデルをすぐにトレーニングす
る必要がある場合は、Amazon Lookout for Vision コンソールを使用して画像にラベルを付けることをお勧
めします (p. 62)。

Amazon SageMaker Ground Truth ラベリングジョブを使用して、画像分類モデルや画像セグメンテーショ
ンモデルに適した画像にラベルを付けることができます。ジョブが完了したら、出力マニフェストファイ
ルを使用して Amazon Lookout for Vision データセットを作成します。

イメージ分類

画像分類モデルの画像にラベルを付けるには、画像分類 (シングルラベル) タスク用のラベル付けジョブを
作成します。

画像セグメンテーション

画像セグメンテーションモデルの画像にラベルを付けるには、画像分類 (シングルラベル) タスク用のラベ
ル付けジョブを作成します。次に、ジョブをチェーンして、画像セマンティックセグメンテーションタス
ク用のラベリングジョブを作成します。

ラベリングジョブを使用して、画像セグメンテーションモデルの部分的なマニフェストファイルを作成す
ることもできます。たとえば、画像分類 (シングルラベル) タスクで画像を分類できます。ジョブの出力
を含む Lookout for Vision データセットを作成したら、Amazon Lookout for Vision コンソールを使用して
データセットの画像にセグメンテーションマスクと異常ラベルを追加します。
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Amazon SageMaker Ground Truth による画像のラベル付け
以下の手順は、Amazon SageMaker Ground Truth 画像のラベル付けタスクで画像にラベルを付ける方法を
示しています。この手順では、画像分類マニフェストファイルを作成し、オプションで画像のラベル付け
タスクを連鎖させて画像セグメンテーションマニフェストファイルを作成します。プロジェクトで別のテ
ストデータセットを作成する場合は、この手順を繰り返して、テストデータセットのマニフェストファイ
ルを作成します。

Amazon SageMaker Ground Truth ス (コンソール) で画像にラベルを付けるには

1. 「ラベリングJob ブの作成 (コンソール)」の指示に従って、画像分類 (単一ラベル) タスクの Ground 
Truth ジョブを作成します。

a. ステップ 10 では、タスクカテゴリのドロップダウンメニューから [画像] を選択し、タスクタイ
プとして [画像分類 (シングルラベル)] を選択します。

b. 手順16では、画像分類 (単一ラベル) ラベリングツールセクションに、「正常」と「異常」の2つ
のラベルを追加します。

2. スタッフが画像の分類を完了するまでお待ちください。
3. 画像セグメンテーションモデルのデータセットを作成する場合は、次の操作を行います。それ以外の

場合は、ステップ 4 に進みます。

a. Amazon SageMaker Ground Truth コンソールで、ラベリングジョブページを開きます。
b. 以前に作成したジョブを選択します。これにより、[Actions] (アクション) メニューが有効になり

ます。
c. [Actions] (アクション) メニューから [Chain] (連鎖) を選択します。ジョブの詳細ページが開きま

す。
d. タスクタイプで、セマンティックセグメンテーションを選択します。
e. [Next] (次へ) を選択します。
f. セマンティックセグメンテーションラベリングツールのセクションで、モデルに検出させたい異

常の種類ごとに異常ラベルを追加します。
g. [作成] を選択します。
h. 作業員が画像にラベルを付けるまで待ってください。

4. Ground Truth コンソールを開き、ラベリングジョブページを開きます。
5. 画像分類モデルを作成する場合は、ステップ 1 で作成したジョブを選択します。画像セグメンテー

ションモデルを作成する場合は、ステップ 3 で作成したジョブを選択します。
6. ラベリングジョブの概要の [出力データセットの場所] で S3 ロケーションを開きま

す。s3://output-dataset-location/manifests/output/output.manifestマニフェスト
ファイルの場所を書き留めておきます。

7. テストデータセットのマニフェストファイルを作成する場合は、この手順を繰り返します。それ以外
の場合は、データセットの作成 (p. 45)の指示に従ってマニフェストファイルを使用してデータセッ
トを作成します。

データセットの作成
以下の手順に従って、のステップ 6 でメモしたマニフェストファイルを使用して、Lookout for Vision 
プロジェクトにデータセットを作成します Amazon SageMaker Ground Truth による画像のラベル付
け (p. 45)。マニフェストファイルは、単一のデータセットプロジェクトのトレーニングデータセット
を作成します。プロジェクトに別のテストデータセットを持たせたい場合は、別の Amazon SageMaker 
Ground Truth ジョブを実行して、テストデータセットのマニフェストファイルを作成できます。また
は、マニフェストファイルを自分で作成することもできます (p. 46)。Amazon S3 バケットまたはロー
カルコンピュータから画像をインポートすることもできます。(モデルをトレーニングする前に、画像にラ
ベルを付ける必要がある場合があります)。

この手順は、プロジェクトにデータセットがないことを前提としています。

45

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/sms-create-labeling-job-console.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/sms-create-labeling-job-console.html


Amazon Lookout for Vision デベロッパーガイド
マニフェストファイル

Lookout for Vision (コンソール) でデータセットを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/lookoutvision/ で Amazon Lookout for Vision コンソールを開きます。
2. [Get started] (開始方法) を選択します。
3. 左側のナビゲーションペインで、[Projects] (プロジェクト) を選択します。
4. マニフェストファイルで使用するために追加するプロジェクトを選択します。
5. [How it works] (操作方法) セクションで、[Create dataset] (データセットを作成する) を選択します。
6. [Single dataset] (シングルデータセット) タブまたは [Separate training and test datasets] (トレーニン

グデータセットとテストデータセットを分離する) タブをクリックし、手順に従います。

Single dataset

1. [Create a single dataset] (シングルデータセットを作成する) をクリックします。
2. 「イメージソース設定」セクションで、「 SageMakerGround Truth」のラベルが付いたイメー

ジをインポートを選択します。
3. .manifest ファイルの場所には、のステップ 6 で書き留めたマニフェストファイルの場所を入力

します Amazon SageMaker Ground Truth による画像のラベル付け (p. 45)。

Separate training and test datasets

1. [Create a training dataset and a test dataset] (トレーニングデータセットとテストデータセット
を作成する) を選択します。

2. 「トレーニングデータセットの詳細」セクションで、「 SageMakerGround Truth」のラベルが
付いた画像のインポートを選択します。

3. .manifest ファイルの場所には、のステップ 6 で書き留めたマニフェストファイルの場所を指定
します Amazon SageMaker Ground Truth による画像のラベル付け (p. 45)。

4. 「テストデータセットの詳細」セクションで、「 SageMaker Ground Truth」のラベルが付い
た画像をインポートを選択します。

5. .manifest ファイルの場所には、のステップ 6 で書き留めたマニフェストファイルの場所を指
定します Amazon SageMaker Ground Truth による画像のラベル付け (p. 45)。テストデータ
セットには別のマニフェストファイルが必要であることを忘れないでください。

7. [Submit] (送信) を選択します。
8. 「モデルのトレーニング (p. 66)」の手順に従って、モデルをトレーニングします。

マニフェストファイルの作成
SageMaker Ground Truth のマニフェストファイルをインポートして、データセットを作成できます。画像
が SageMaker Ground Truth マニフェストファイルではない形式でラベル付けされている場合は、次の情
報を使用して SageMaker Ground Truth マニフェストファイルを作成します。

マニフェストファイルは JSON lines 形式で、各行は画像のラベリング情報を表す完全な JSON オブジェ
クトです。画像分類と画像セグメンテーションにはさまざまな形式があります (p. 49) (p. 47)。マニ
フェストファイルは UTF-8 エンコーディングを使用してエンコードする必要があります。

Note

このセクションの JSON line の例は、読みやすいようにフォーマットされています。

マニフェストファイルで参照される画像は、同じ Amazon S3 バケットに配置する必要があります。マニ
フェストファイルは別のバケットにあることも可能です。JSON line の source-ref フィールドに画像の
位置を指定します。

コードを使用してマニフェストファイルを作成できます。Amazon Lookout for Vision Lab Python 
Notebook は、回路基板サンプル画像用の画像分類マニフェストファイルを作成する方法を示しています。
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また、AWSCode Examples Repository にある「Datasets のサンプルコード」を使用することもできま
す。マニフェストファイルは、カンマ区切り値 (CSV) ファイルを使用して簡単に作成できます。詳細につ
いては、「CSV ファイルからの分類マニフェストファイルの作成 (p. 52)」を参照してください。

トピック
• 画像分類のための JSON line の定義 (p. 47)
• 画像セグメンテーションのための JSON line の定義 (p. 49)
• CSV ファイルからの分類マニフェストファイルの作成 (p. 52)
• マニフェストファイルを使用したデータセットの作成 (コンソール) (p. 57)
• マニフェストファイル (SDK) を使用したデータセットの作成 (p. 58)

画像分類のための JSON line の定義
Amazon Lookout for Vision マニフェストファイルで使用する画像ごとに JSON line を定義します。分類モ
デルを作成する場合は、JSON 行に正常または異常の画像分類を含める必要があります。JSON line は、 
SageMaker Ground Truth Classification Job Output の形式です。マニフェストファイルは、インポートす
る画像ごとに1 行以上の JSON line で構成されます。

分類された画像のマニフェストファイルを作成する

1. 空のテキストファイルを作成します。
2. インポートする画像ごとに JSON line を追加します。各 JSON line は以下のようになります。

{"source-ref":"s3://lookoutvision-console-us-east-1-nnnnnnnnnn/gt-job/manifest/
IMG_1133.png","anomaly-label":1,"anomaly-label-metadata":{"confidence":0.95,"job-
name":"labeling-job/testclconsolebucket","class-name":"normal","human-
annotated":"yes","creation-date":"2020-04-15T20:17:23.433061","type":"groundtruth/
image-classification"}}

3. ファイルを保存します。

Note

.manifest 拡張機能を使用できますですが、必須ではありません。
4. 作成したマニフェストファイルを使用してデータセットを作成します。詳細については、「マニフェ

ストファイルの作成 (p. 46)」を参照してください。

分類の JSON line

このセクションでは、画像を正常または異常として分類する JSON lineを作成する方法について説明しま
す。

異常のある JSON line

次の JSON line は、異常としてラベル付けされた画像を示しています。class-name の値は anomaly で
ある点に注意してください。

{ 
    "source-ref": "s3: //bucket/image/anomaly/abnormal-1.jpg", 
    "anomaly-label-metadata": { 
        "confidence": 1, 
        "job-name": "labeling-job/auto-label", 
        "class-name": "anomaly", 
        "human-annotated": "yes", 
        "creation-date": "2020-11-10T03:37:09.600", 
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        "type": "groundtruth/image-classification" 
    }, 
    "anomaly-label": 1
}                 
                 

正常な JSON line

次の JSON line は、正常としてラベル付けされた画像を示しています。class-name の値は normal であ
る点に注意してください。

{ 
    "source-ref": "s3: //bucket/image/normal/2020-10-20_12-14-55_613.jpeg", 
    "anomaly-label-metadata": { 
        "confidence": 1, 
        "job-name": "labeling-job/auto-label", 
        "class-name": "normal", 
        "human-annotated": "yes", 
        "creation-date": "2020-11-10T03:37:09.603", 
        "type": "groundtruth/image-classification" 
    }, 
    "anomaly-label": 0
}

JSON line のキーと値

次の情報では、Amazon Lookout for Vision JSON lineのキーと値について説明します。

ソースレファレンス

(必須) 画像の Amazon S3 の場所。形式は "s3://BUCKET/OBJECT_PATH" です。インポートされたデー
タセット内の画像は、同じ Amazon S3 バケットに格納する必要があります。

異常ラベル

(必須) ラベル属性。anomaly-label キー、または選択した別のキー名を使用してください。キーバ
リュー (前の例では 0) は Amazon Lookout for Vision で必須ですが、使用されていません。Amazon 
Lookout for Vision が作成する出力マニフェストでは、異常画像の場合は値が 1 に、正常画像の場合は値が
0 に変換されます。class-name の値は、画像が正常か異常かを判断します。

フィールド名に -metadata を付加して特定されるメタデータが必要です。例えば、"anomaly-label-
metadata"。

anomaly-label-metadata

(必須) ラベル属性に関するメタデータ。フィールド名は、ラベル属性に-metadata を付加したものと同じ
でなければなりません。

信頼

(オプション) Amazon Lookout for Vision では現在使用されていません。値を指定する場合は、1 の値
を使用します。

ジョブ名

(オプション) 画像を処理するジョブに対して選択した名前。
クラス名

(必須) 画像に正常なコンテンツが含まれている場合は、normal を指定します。そうでない場合
は、anomaly を指定します。class-nameの値がそれ以外の値の場合、画像はラベルのない画像
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としてデータセットに追加されます。画像にラベルを付けるには、「データセットへの画像の追
加 (p. 169)」を参照してください。

ヒューマンアノテーション

(必須) アノテーションが人間によって完成されている場合、"yes" を指定します。それ以外の場合
は、"no" を指定します。

作成日

(オプション) ラベルが作成された協定世界時 (UTC) の日時。
タイプ

(必須) 画像に適用する処理のタイプ。画像レベルの異常ラベルの場合、値は "groundtruth/image-
classification" です。

画像セグメンテーションのための JSON line の定義
Amazon Lookout for Vision マニフェストファイルで使用する画像ごとに JSON line を定義します。セグ
メンテーションモデルを作成する場合は、JSON 行に画像のセグメンテーションと分類の情報を含める必
要があります。マニフェストファイルは、インポートする画像ごとに1 行以上の JSON line で構成されま
す。

セグメント化された画像用のマニフェストファイルを作成する

1. 空のテキストファイルを作成します。
2. インポートする画像ごとに JSON line を追加します。各 JSON line は以下のようになります。

{"source-ref":"s3://path-to-image","anomaly-label":1,"anomaly-label-metadata":
{"class-name":"anomaly","creation-date":"2021-10-12T14:16:45.668","human-
annotated":"yes","job-name":"labeling-job/classification-job","type":"groundtruth/
image-classification","confidence":1},"anomaly-mask-ref":"s3://path-to-
image","anomaly-mask-ref-metadata":{"internal-color-map":{"0":{"class-
name":"BACKGROUND","hex-color":"#ffffff","confidence":0.0},"1":{"class-
name":"scratch","hex-color":"#2ca02c","confidence":0.0},"2":{"class-name":"dent","hex-
color":"#1f77b4","confidence":0.0}},"type":"groundtruth/semantic-segmentation","human-
annotated":"yes","creation-date":"2021-11-23T20:31:57.758889","job-name":"labeling-job/
segmentation-job"}}

3. ファイルを保存します。
Note

.manifest 拡張機能を使用できますですが、必須ではありません。
4. 作成したマニフェストファイルを使用してデータセットを作成します。詳細については、「マニフェ

ストファイルの作成 (p. 46)」を参照してください。

セグメンテーション JSON line

このセクションでは、画像のセグメンテーションと分類情報を含む JSON lineを作成する方法について説
明します。

次の JSON line は、セグメンテーションと分類の情報を含む画像を示しています。 anomaly-label-
metadata分類情報が含まれています。 anomaly-mask-refanomaly-mask-ref-metadataセグメン
テーション情報が含まれています。

{ 
    "source-ref": "s3://path-to-image", 
    "anomaly-label": 1, 
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    "anomaly-label-metadata": { 
        "class-name": "anomaly", 
        "creation-date": "2021-10-12T14:16:45.668", 
        "human-annotated": "yes", 
        "job-name": "labeling-job/classification-job", 
        "type": "groundtruth/image-classification", 
        "confidence": 1
    }, 
    "anomaly-mask-ref": "s3://path-to-image", 
    "anomaly-mask-ref-metadata": { 
        "internal-color-map": { 
            "0": { 
                "class-name": "BACKGROUND", 
                "hex-color": "#ffffff", 
                "confidence": 0.0 
            }, 
            "1": { 
                "class-name": "scratch", 
                "hex-color": "#2ca02c", 
                "confidence": 0.0
            }, 
            "2": { 
                "class-name": "dent", 
                "hex-color": "#1f77b4", 
                "confidence": 0.0
            } 
        }, 
        "type": "groundtruth/semantic-segmentation", 
        "human-annotated": "yes", 
        "creation-date": "2021-11-23T20:31:57.758889", 
        "job-name": "labeling-job/segmentation-job" 
    }
}                
                 

JSON line のキーと値

次の情報では、Amazon Lookout for Vision JSON lineのキーと値について説明します。

ソースレファレンス

(必須) 画像の Amazon S3 の場所。形式は "s3://BUCKET/OBJECT_PATH" です。インポートされたデー
タセット内の画像は、同じ Amazon S3 バケットに格納する必要があります。

異常ラベル

(必須) ラベル属性。anomaly-label キー、または選択した別のキー名を使用してください。キーバ
リュー (前の例では 1) は Amazon Lookout for Vision で必須ですが、使用されていません。Amazon 
Lookout for Vision が作成する出力マニフェストでは、異常画像の場合は値が 1 に、正常画像の場合は値が
0 に変換されます。class-name の値は、画像が正常か異常かを判断します。

フィールド名に -metadata を付加して特定されるメタデータが必要です。例えば、"anomaly-label-
metadata"。

anomaly-label-metadata

(必須) ラベル属性に関するメタデータ。分類情報が含まれます。フィールド名は、ラベル属性に-metadata
を付加したものと同じでなければなりません。

信頼

(オプション) Amazon Lookout for Vision では現在使用されていません。値を指定する場合は、1 の値
を使用します。
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ジョブ名

(オプション) 画像を処理するジョブに対して選択した名前。
クラス名

(必須) 画像に正常なコンテンツが含まれている場合は、normal を指定します。そうでない場合
は、anomaly を指定します。class-nameの値がそれ以外の値の場合、画像はラベルのない画像
としてデータセットに追加されます。画像にラベルを付けるには、「データセットへの画像の追
加 (p. 169)」を参照してください。

ヒューマンアノテーション

(必須) アノテーションが人間によって完成されている場合、"yes" を指定します。それ以外の場合
は、"no" を指定します。

作成日

(オプション) ラベルが作成された協定世界時 (UTC) の日時。
タイプ

(必須) 画像に適用する処理のタイプ。値を使用してください"groundtruth/image-
classification"。

anomaly-mask-ref

(必須) マスク画像の Amazon S3 の場所。anomaly-mask-refキー名にはを使用するか、任意のキー名を
使用してください。キーはで終わる必要があります-ref。マスク画像には、異常タイプごとに色付きのマ
スクが含まれている必要がありますinternal-color-map。形式は "s3://BUCKET/OBJECT_PATH" で
す。インポートされたデータセット内の画像は、同じ Amazon S3 バケットに格納する必要があります。
マスク画像はポータブルネットワークグラフィック (PNG) 形式の画像でなければなりません。

anomaly-mask-ref-metadata

(必須) 画像のセグメンテーションメタデータ。anomaly-mask-ref-metadataキー名にはを使用する
か、任意のキー名を使用してください。キー名はで終わる必要があります-ref-metadata。

internal-color-map

(必須) 個々の異常タイプに対応する色のマップ。色はマスク画像の色と一致する必要があります 
(anomaly-mask-ref)。
key

(必須) マップへのキー。エントリには、画像上の異常以外の領域を表すクラス名 
BACKGROUND0 が含まれている必要があります。
クラス名

(必須) 傷やへこみなどの異常タイプの名前。
16 進数カラー

(必須) 異常タイプの 16 進数カラー (など)#2ca02c。色はの色と一致する必要がありま
すanomaly-mask-ref。BACKGROUND異常タイプの値は常にです#ffffff。

confidence

(必須) Amazon Lookout for Vision では現在使用されていませんが、フロート値が必要です。
ヒューマンアノテーション

(必須) アノテーションが人間によって完成されている場合、"yes" を指定します。それ以外の場合
は、"no" を指定します。
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作成日

(オプション) セグメンテーション情報が作成された協定世界時 (UTC) の日時。
タイプ

(必須) 画像に適用する処理のタイプ。値を使用してください"groundtruth/semantic-
segmentation"。

CSV ファイルからの分類マニフェストファイルの作成

この Python スクリプトの例は、カンマ区切り値 (CSV) ファイルを使用して画像にラベルを付けること
で、分類マニフェストファイルの作成を簡略化します。CSV ファイルを作成します。

マニフェストファイルには、モデルのトレーニングに使用される画像が記述されます。マニフェストファ
イルは、1 行以上の JSON line で構成されます。JSON の各行は 1 つの画像を記述します。詳細について
は、「画像分類のための JSON line の定義 (p. 47)」を参照してください。

CSV ファイルは、テキストファイル内の複数の行にわたる表形式のデータを表します。行のフィールドは
カンマで区切られます。詳細については、「カンマで区切られた値」を参照してください。このスクリプ
トでは、CSV ファイルの各行に画像の S3 ロケーションと画像の異常分類 (normalまたはanomaly) が含
まれます。各行はマニフェストファイルの JSON 行にマップされます。

たとえば、次の CSV ファイルには、サンプル画像の一部の画像が記述されています (p. 192)。

s3://s3bucket/circuitboard/train/anomaly/train-anomaly_1.jpg,anomaly
s3://s3bucket/circuitboard/train/anomaly/train-anomaly_10.jpg,anomaly
s3://s3bucket/circuitboard/train/anomaly/train-anomaly_11.jpg,anomaly
s3://s3bucket/circuitboard/train/normal/train-normal_1.jpg,normal
s3://s3bucket/circuitboard/train/normal/train-normal_10.jpg,normal
s3://s3bucket/circuitboard/train/normal/train-normal_11.jpg,normal

このスクリプトは、行ごとに JSON 行を生成します。たとえば、以下は最初の行 (s3://s3bucket/
circuitboard/train/anomaly/train-anomaly_1.jpg,anomaly) の JSON 行です。

{"source-ref": "s3://s3bucket/csv_test/train_anomaly_1.jpg","anomaly-label": 1,"anomaly-
label-metadata": {"confidence": 1,"job-name": "labeling-job/anomaly-classification","class-
name": "anomaly","human-annotated": "yes","creation-date": "2022-02-04T22:47:07","type": 
 "groundtruth/image-classification"}}

CSV ファイルに画像の Amazon S3 パスが含まれていない場合は、--s3-pathコマンドライン引数を使用
して画像の Amazon S3 パスを指定します。

マニフェストファイルを作成する前に、スクリプトは CSV ファイルに重複する画像がないか、normalま
たはではない画像分類がないか確認しますanomaly。重複する画像または画像分類エラーが見つかると、
スクリプトは次の処理を行います。

• すべての画像の最初の有効な画像エントリを、重複排除された CSV ファイルに記録します。
• エラーファイルに同じ画像が重複して出現したことを記録します。
• エラーファイルにない、normalanomalyまたはエラーファイルに含まれていない画像分類を記録しま

す。
• マニフェストファイルを作成しません。

エラーファイルには、入力 CSV ファイルで重複画像または分類エラーが見つかった行番号が含まれます。
エラー CSV ファイルを使用して入力 CSV ファイルを更新し、スクリプトを再実行します。または、エ
ラーCSVファイルを使用して、重複除外されたCSVファイルを更新します。このファイルには、固有の画
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像エントリと画像分類エラーのない画像のみが含まれています。更新された重複排除された CSV ファイル
を使用してスクリプトを再実行します。

入力CSVファイルに重複やエラーが見つからない場合、スクリプトは重複除外された画像CSVファイルと
エラーファイルを空として削除します。

この手順では、CSV ファイルを作成し、Python スクリプトを実行してマニフェストファイルを作成しま
す。スクリプトは Python バージョン 3.7 でテストされています。

CSV ファイルからマニフェストファイルを作成する

1. 各行に次のフィールドを含む CSV ファイルを作成します (画像ごとに 1 行)。CSV ファイルにヘッ
ダー行を追加しないでください。

フィールド 1 フィールド 2

画像名または画像の Amazon S3 パス。例え
ば、s3://s3bucket/circuitboard/train/
anomaly/train-anomaly_10.jpg。Amazon 
S3 パスのある画像とない画像を混在させること
はできません。

画像の異常分類 (normalまたはanomaly)。

たとえば、s3://s3bucket/circuitboard/train/anomaly/image_10.jpg,anomalyまた
はimage_11.jpg,normal

2. CSV ファイルを保存します。
3. 以下の Python スクリプトを実行します。以下の引数を指定します。

• csv_file— ステップ 1 で作成した CSV ファイル。
• (オプション)--s3-path s3://path_to_folder/ — 画像ファイル名に追加する Amazon S3 パ

ス (フィールド 1)。フィールド 1 の画像にまだ S3--s3-path パスが含まれていない場合に使用し
ます。

# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier:  Apache-2.0
"""
Purpose
Shows how to create an Amazon Lookout for Vision manifest file from a CSV file.
The CSV file format is image location,anomaly classification (normal or anomaly)
For example:
s3://s3bucket/circuitboard/train/anomaly/train_11.jpg,anomaly
s3://s3bucket/circuitboard/train/normal/train_1.jpg,normal

If necessary, use the bucket argument to specify the Amazon S3 bucket folder for the 
 images.
"""

from datetime import datetime, timezone
import argparse
import logging
import csv
import os
import json

logger = logging.getLogger(__name__)

def check_errors(csv_file): 
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    """ 
    Checks for duplicate images and incorrect classifications in a CSV file. 
    If duplicate images or invalid anomaly assignments are found, an errors CSV file 
    and deduplicated CSV file are created. Only the first 
    occurrence of a duplicate is recorded. Other duplicates are recorded in the errors 
 file. 
    :param csv_file: The source CSV file 
    :return: True if errors or duplicates are found, otherwise false. 
    """ 

    logger.info("Checking %s.", csv_file) 

    errors_found = False 
    errors_file = f"{os.path.splitext(csv_file)[0]}_errors.csv" 
    deduplicated_file = f"{os.path.splitext(csv_file)[0]}_deduplicated.csv" 

    with open(csv_file, 'r', encoding="UTF-8") as input_file,\ 
            open(deduplicated_file, 'w', encoding="UTF-8") as dedup,\ 
            open(errors_file, 'w', encoding="UTF-8") as errors: 

        reader = csv.reader(input_file, delimiter=',') 
        dedup_writer = csv.writer(dedup) 
        error_writer = csv.writer(errors) 
        line = 1 
        entries = set() 
        for row in reader: 

            # Skip empty lines. 
            if not ''.join(row).strip(): 
                continue 

            # Record any incorrect classifications. 
            if not row[1].lower() == "normal" and not row[1].lower() == "anomaly": 
                error_writer.writerow( 
                    [line, row[0], row[1], "INVALID_CLASSIFICATION"]) 
                errors_found = True 

            # Write first image entry to dedup file and record duplicates. 
            key = row[0] 
            if key not in entries: 
                dedup_writer.writerow(row) 
                entries.add(key) 
            else: 
                error_writer.writerow([line, row[0], row[1], "DUPLICATE"]) 
                errors_found = True 
            line += 1 

    if errors_found: 
        logger.info("Errors found check %s.", errors_file) 
    else: 
        os.remove(errors_file) 
        os.remove(deduplicated_file) 

    return errors_found

def create_manifest_file(csv_file, manifest_file, s3_path): 
    """ 
    Read a CSV file and create an Amazon Lookout for Vision classification manifest 
 file. 
    :param csv_file: The source CSV file. 
    :param manifest_file: The name of the manifest file to create. 
    :param s3_path: The Amazon S3 path to the folder that contains the images. 
    """ 
    logger.info("Processing CSV file %s.", csv_file) 
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    image_count = 0 
    anomalous_count = 0 

    with open(csv_file, newline='', encoding="UTF-8") as csvfile,\ 
        open(manifest_file, "w", encoding="UTF-8") as output_file: 

        image_classifications = csv.reader( 
            csvfile, delimiter=',', quotechar='|') 

        # Process each row (image) in the CSV file. 
        for row in image_classifications: 
            # Skip empty lines. 
            if not ''.join(row).strip(): 
                continue 

            source_ref = str(s3_path) + row[0] 
            classification = 0 

            if row[1].lower() == 'anomaly': 
                classification = 1 
                anomalous_count += 1 

           # Create the JSON line. 
            json_line = {} 
            json_line['source-ref'] = source_ref 
            json_line['anomaly-label'] = str(classification) 

            metadata = {} 
            metadata['confidence'] = 1 
            metadata['job-name'] = "labeling-job/anomaly-classification" 
            metadata['class-name'] = row[1] 
            metadata['human-annotated'] = "yes" 
            metadata['creation-date'] = datetime.now(timezone.utc).strftime('%Y-%m-%dT
%H:%M:%S.%f') 
            metadata['type'] = "groundtruth/image-classification" 

            json_line['anomaly-label-metadata'] = metadata 

            output_file.write(json.dumps(json_line)) 
            output_file.write('\n') 
            image_count += 1 

    logger.info("Finished creating manifest file %s.\n" 
                "Images: %s\nAnomalous: %s", 
                manifest_file, 
                image_count, 
                anomalous_count) 
    return image_count, anomalous_count

def add_arguments(parser): 
    """ 
    Add command line arguments to the parser. 
    :param parser: The command line parser. 
    """ 

    parser.add_argument( 
        "csv_file", help="The CSV file that you want to process." 
    ) 

    parser.add_argument( 
        "--s3_path", help="The Amazon S3 bucket and folder path for the images." 
        " If not supplied, column 1 is assumed to include the Amazon S3 path.", 
 required=False 
    )
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def main(): 

    logging.basicConfig(level=logging.INFO, 
                        format="%(levelname)s: %(message)s") 

    try: 

        # Get command line arguments. 
        parser = argparse.ArgumentParser(usage=argparse.SUPPRESS) 
        add_arguments(parser) 
        args = parser.parse_args() 
        s3_path = args.s3_path 
        if s3_path is None: 
            s3_path = "" 

        csv_file = args.csv_file 
        csv_file_no_extension = os.path.splitext(csv_file)[0] 
        manifest_file = csv_file_no_extension + '.manifest' 

        # Create manifest file if there are no duplicate images. 
        if check_errors(csv_file): 
            print(f"Issues found. Use {csv_file_no_extension}_errors.csv "\ 
                "to view duplicates and errors.") 
            print(f"{csv_file}_deduplicated.csv contains the first"\ 
                "occurrence of a duplicate.\n" 
                  "Update as necessary with the correct information.") 
            print(f"Re-run the script with {csv_file_no_extension}_deduplicated.csv") 
        else: 
            print('No duplicates found. Creating manifest file.') 

            image_count, anomalous_count = create_manifest_file(csv_file, 
 manifest_file, s3_path) 

            print(f"Finished creating manifest file: {manifest_file} \n") 

            normal_count = image_count-anomalous_count 
            print(f"Images processed: {image_count}") 
            print(f"Normal: {normal_count}") 
            print(f"Anomalous: {anomalous_count}") 

    except FileNotFoundError as err: 
        logger.exception("File not found.:%s", err) 
        print(f"File not found: {err}. Check your input CSV file.")

if __name__ == "__main__": 
    main()

4. 画像が重複したり、分類エラーが発生したりした場合:

a. エラーファイルを使用して、重複排除された CSV ファイルまたは入力 CSV ファイルを更新しま
す。

b. 更新された重複排除された CSV ファイルまたは更新された入力 CSV ファイルを使用してスクリ
プトを再実行します。

5. テストデータセットを使用する予定の場合は、手順 1 ～ 4 を繰り返して、テストデータセットのマニ
フェストファイルを作成します。

6. 必要に応じて、コンピュータから CSV ファイルの列 1 で指定した (--s3-pathまたはコマンドライ
ンで指定した) Amazon S3 バケットパスに画像をコピーします。画像をコピーするには、コマンドプ
ロンプトで次のコマンドを入力します。

aws s3 cp --recursive your-local-folder/ s3://your-target-S3-location/
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7. の指示に従ってマニフェストファイルを使用したデータセットの作成 (コンソール) (p. 57)、データ
セットを作成します。AWSSDK を使用している場合は、を参照してくださいマニフェストファイル 
(SDK) を使用したデータセットの作成 (p. 58)。

マニフェストファイルを使用したデータセットの作成 (コンソール)

以下の手順では、Amazon S3 バケットに保存されているマニフェストファイルをインポートして、トレー
ニングデータセットまたはテストデータセットを作成する方法を示します。 SageMaker

データセットを作成したら、データセットに画像を追加したり、画像にラベルを追加したりできます。詳
細については、「データセットへの画像の追加 (p. 169)」を参照してください。

SageMaker Ground Truth 形式のマニフェストファイルを使用してデータセットを作成するには 
(コンソール)

1. Amazon Lookout for Vision 互換の Ground Truth ( SageMaker Ground Truth) を作成するか、既存のも
のを使用します。詳細については、「マニフェストファイルの作成 (p. 46)」を参照してください。

2. AWS Management Console にサインインし、Amazon S3 コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。

3. Amazon S3 バケットで、フォルダを作成してマニフェストファイルを格納します。
4. 先ほど作成したフォルダに、マニフェストファイルをアップロードしてください。
5. Amazon S3 バケットで、画像を保存するフォルダを作成します。
6. 作成したフォルダに画像をアップロードします。

Important

各 JSON line の source-ref フィールド値は、フォルダ内の画像にマッピングする必要があ
ります。

7. https://console.aws.amazon.com/lookoutvision/ で Amazon Lookout for Vision コンソールを開きます。
8. [Get started] (開始方法) を選択します。
9. 左側のナビゲーションペインで、[Projects] (プロジェクト) を選択します。
10. マニフェストファイルで使用するために追加するプロジェクトを選択します。
11. [How it works] (操作方法) セクションで、[Create dataset] (データセットを作成する) を選択します。
12. [Single dataset] (シングルデータセット) タブまたは [Separate training and test datasets] (トレーニン

グデータセットとテストデータセットを分離する) タブをクリックし、手順に従います。

Single dataset

1. [Create a single dataset] (シングルデータセットを作成する) をクリックします。
2. 「イメージソース設定」セクションで、「 SageMakerGround Truth」のラベルが付いたイメー

ジをインポートを選択します。
3. [.manifest file location] (マニフェストファイルロケーション) には、マニフェストファイルの場

所を入力します。

Separate training and test datasets

1. [Create a training dataset and a test dataset] (トレーニングデータセットとテストデータセット
を作成する) を選択します。

2. 「トレーニングデータセットの詳細」セクションで、「 SageMakerGround Truth」のラベルが
付いた画像のインポートを選択します。

3. [.manifest file location] (マニフェストファイルロケーション) に、トレーニングマニフェスト
ファイルの場所を入力します。
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4. 「テストデータセットの詳細」セクションで、「 SageMaker Ground Truth」のラベルが付い
た画像をインポートを選択します。

5. [.manifest file location] (マニフェストファイルロケーション) に、テストマニフェストファイル
の場所を入力します。

Note

トレーニングデータセットとテストデータセットは、異なる画像ソースを持つことが
できます。

13. [Submit] (送信) を選択します。
14. 「モデルのトレーニング (p. 66)」の手順に従って、モデルをトレーニングします。

Amazon Lookout for Vision は Amazon S3 バケット datasets フォルダにデータセットを作成します。オ
リジナル .manifest ファイルは変更されないままです。

マニフェストファイル (SDK) を使用したデータセットの作成

CreateDatasetオペレーションを使用して、Amazon Lookout for Vision プロジェクトに関連するデータ
セットを作成します。

シングルデータセットをトレーニングとテストに使用したい場合は、DatasetType 値を train に設定
してシングルデータセットを作成します。トレーニング中、データセットは内部的に分割され、トレーニ
ングデータセットとテストデータセットが作成されます。分割されたトレーニングデータセットとテスト
データセットにはアクセスできません。別のテストデータセットが必要な場合は、test にセットされた
DatasetType 値を設定して CreateDataset を2回呼び出します。トレーニング中、トレーニングデー
タセットとテストデータセットは、モデルのトレーニングとテストに使用されます。

オプションでDatasetSourceパラメータを使用して、データセットの入力に使用される SageMaker 
Ground Truth のマニフェストファイルの場所を指定します。この場合、CreateDataset への呼び出し
は非同期です。現在のステータスを確認するには、DescribeDataset を呼び出します。詳細について
は、「データセットの表示 (p. 166)」を参照してください。インポート中に検証エラーが発生した場合
は、Status の値をCREATE_FAILED とし、ステータスメッセージ (StatusMessage) を設定します。

Tip

入門用サンプルデータセットを使用してデータセットを作成する場合は (p. 23)、スクリプト
で作成されるマニフェストファイル (getting-started/dataset-files/manifests/
train.manifest) を使用してくださいステップ 1: マニフェストファイルを作成し、画像をアッ
プロードする (p. 23)。
回路基板サンプル画像を使用してデータセットを作成する場合は (p. 192)、2 つのオプションが
あります。

1. コードを使用してマニフェストファイルを作成します。「Amazon Lookout for Vision 
Lab」Python Notebook は、回路基板サンプル画像のマニフェストファイルを作成する方法を
示しています。または、AWS サンプルコードリポジトリにある「データセットサンプルコー
ド」を利用します。

2. すでにに従って、Amazon Lookout for Vision コンソールで回路基板のサンプル画像でデー
タセットを作成している場合は、Amazon Lookout for Vision で作成されたマニフェスト
ファイルを再利用してください。トレーニングおよびテストマニフェストファイルの場所
は s3://bucket/datasets/project name/train or test/manifests/output/
output.manifest です。

DatasetSource 指定しない場合では、空のデータセットが作成されます。この場合、CreateDataset
への呼び出しは同期します。後で、を呼び出してデータセットに画像にラベルを付けることができま
すUpdateDatasetEntries。サンプルコードについては、「画像をさらに追加する (SDK) (p. 169)」を参照
してください。
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データセットを置き換える場合は、DeleteDatasetまず既存のデータセットをで削除し、次にを呼び出して
同じデータセットタイプの新しいデータセットを作成しますCreateDataset。詳細については、「デー
タセットの削除 (p. 175)」を参照してください。

データセットを作成すると、モデルを作成できます。詳細については、「モデルをトレーニングする 
(SDK) (p. 67)」を参照してください。

を呼び出すと、データセット内のラベル付き画像 (JSON line) を表示できますListDatasetEntries。ラベル
付き画像を追加するには、UpdateDatasetEntries を呼び出します。

テストデータセットとトレーニングデータセットに関する情報を表示するには、「データセットの表
示 (p. 166)」を参照してください。

データセット (SDK) を作成するには

1. まだをインストールして設定していない場合は、とAWS SDKAWS CLI をインストールして設定しま
す。詳細については、「ステップ 4:AWS CLI とAWS SDK クスをセットアップする (p. 7)」を参照し
てください。

2. 次のサンプルコードを使用して、データセットを作成します。

CLI

以下の値を変更します。

• project-name をデータセットと関連付けるプロジェクトの名前に変更します。
• dataset-type を作成したいデータセットの種類に合わせます。(train または test)
• dataset-source をマニフェストファイルの Amazon S3 の保存場所に設定します。
• Bucket をマニフェストファイルを含む Amazon S3 バケットの名前に変更します。
• Key を Amazon S3 バケット内のマニフェストファイルのパスとファイル名に設定します。

aws lookoutvision create-dataset --project-name project\ 
  --dataset-type train or test\ 
  --dataset-source '{ "GroundTruthManifest": { "S3Object": { "Bucket": "bucket", 
 "Key": "manifest file" } } }' \ 
  --profile lookoutvision-access

Python

このコードは、AWSドキュメント SDK GitHub サンプルリポジトリから引用しています。詳しい
事例は [こちら] です。

    @staticmethod 
    def create_dataset(lookoutvision_client, project_name, manifest_file, 
 dataset_type): 
        """ 
        Creates a new Lookout for Vision dataset 

        :param lookoutvision_client: A Lookout for Vision Boto3 client. 
        :param project_name: The name of the project in which you want to 
                             create a dataset. 
        :param bucket: The bucket that contains the manifest file. 
        :param manifest_file: The path and name of the manifest file. 
        :param dataset_type: The type of the dataset (train or test). 
        """ 
        try: 

            bucket, key = manifest_file.replace("s3://", "").split("/", 1) 
            logger.info("Creating %s dataset type...", dataset_type) 
            dataset = { 

59

https://docs.aws.amazon.com/lookout-for-vision/latest/APIReference/API_DeleteDataset
https://docs.aws.amazon.com/lookout-for-vision/latest/APIReference/API_ListDatasetEntries
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/main/python/example_code/lookoutvision/train_host.py


Amazon Lookout for Vision デベロッパーガイド
マニフェストファイル

                "GroundTruthManifest": {"S3Object": {"Bucket": bucket, "Key": key}} 
            } 
            response = lookoutvision_client.create_dataset( 
                ProjectName=project_name, 
                DatasetType=dataset_type, 
                DatasetSource=dataset, 
            ) 
            logger.info("Dataset Status: %s", 
                        response["DatasetMetadata"]["Status"]) 
            logger.info( 
                "Dataset Status Message: %s", 
                response["DatasetMetadata"]["StatusMessage"], 
            ) 
            logger.info("Dataset Type: %s", 
                        response["DatasetMetadata"]["DatasetType"]) 

            # Wait until either created or failed. 
            finished = False 
            status = "" 
            dataset_description = {} 
            while finished is False: 
                dataset_description = lookoutvision_client.describe_dataset( 
                    ProjectName=project_name, DatasetType=dataset_type 
                ) 
                status = dataset_description["DatasetDescription"]["Status"] 

                if status == "CREATE_IN_PROGRESS": 
                    logger.info("Dataset creation in progress...") 
                    time.sleep(2) 
                elif status == "CREATE_COMPLETE": 
                    logger.info("Dataset created.") 
                    finished = True 
                else: 
                    logger.info( 
                        "Dataset creation failed: %s", 
                        dataset_description["DatasetDescription"]["StatusMessage"]) 
                    finished = True 

            if status != "CREATE_COMPLETE": 
                message = dataset_description["DatasetDescription"]
["StatusMessage"] 
                logger.exception("Couldn't create dataset: %s", message) 
                raise Exception(f"Couldn't create dataset: {message}") 

        except ClientError: 
            logger.exception("Service error: Couldn't create dataset.") 
            raise

Java V2

このコードは、AWSドキュメント SDK GitHub サンプルリポジトリから引用しています。詳しい
事例は [こちら] です。

/** 
 * Creates an Amazon Lookout for Vision dataset from a manifest file. 
 * Returns after Lookout for Vision creates the dataset. 
 *  
 * @param lfvClient    An Amazon Lookout for Vision client. 
 * @param projectName  The name of the project in which you want to create a 
 *                     dataset. 
 * @param datasetType  The type of dataset that you want to create (train or 
 *                     test). 
 * @param bucket       The S3 bucket that contains the manifest file. 
 * @param manifestFile The name and location of the manifest file within the S3 
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 *                     bucket. 
 * @return DatasetDescription The description of the created dataset. 
 */
public static DatasetDescription createDataset(LookoutVisionClient lfvClient, 
                String projectName, 
                String datasetType, 
                String bucket, 
                String manifestFile) 
                throws LookoutVisionException, InterruptedException { 

        logger.log(Level.INFO, "Creating {0} dataset for project {1}", 
                        new Object[] { projectName, datasetType }); 

        // Build the request. If no bucket supplied, setup for empty dataset 
 creation. 
        CreateDatasetRequest createDatasetRequest = null; 

        if (bucket != null && manifestFile != null) { 

                InputS3Object s3Object = InputS3Object.builder() 
                                .bucket(bucket) 
                                .key(manifestFile) 
                                .build(); 

                DatasetGroundTruthManifest groundTruthManifest = 
 DatasetGroundTruthManifest.builder() 
                                .s3Object(s3Object) 
                                .build(); 

                DatasetSource datasetSource = DatasetSource.builder() 
                                .groundTruthManifest(groundTruthManifest) 
                                .build(); 

                createDatasetRequest = CreateDatasetRequest.builder() 
                                .projectName(projectName) 
                                .datasetType(datasetType) 
                                .datasetSource(datasetSource) 
                                .build(); 
        } else { 
                createDatasetRequest = CreateDatasetRequest.builder() 
                                .projectName(projectName) 
                                .datasetType(datasetType) 
                                .build(); 
        } 

        lfvClient.createDataset(createDatasetRequest); 

        DatasetDescription datasetDescription = null; 

        boolean finished = false; 

        // Wait until dataset is created, or failure occurs. 
        while (!finished) { 

                datasetDescription = describeDataset(lfvClient, projectName, 
 datasetType); 

                switch (datasetDescription.status()) { 
                        case CREATE_COMPLETE: 
                                logger.log(Level.INFO, "{0}dataset created for 
 project {1}", 
                                                new Object[] { datasetType, 
 projectName }); 
                                finished = true; 
                                break; 
                        case CREATE_IN_PROGRESS: 
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                                logger.log(Level.INFO, "{0} dataset creating for 
 project {1}", 
                                                new Object[] { datasetType, 
 projectName }); 

                                TimeUnit.SECONDS.sleep(5); 

                                break; 

                        case CREATE_FAILED: 
                                logger.log(Level.SEVERE, 
                                                "{0} dataset creation failed for 
 project {1}. Error {2}", 
                                                new Object[] { datasetType, 
 projectName, 
                                                                
 datasetDescription.statusAsString() }); 
                                finished = true; 
                                break; 
                        default: 
                                logger.log(Level.SEVERE, "{0} error when creating 
 {1} dataset for project {2}", 
                                                new Object[] { datasetType, 
 projectName, 
                                                                
 datasetDescription.statusAsString() }); 
                                finished = true; 
                                break; 

                } 
        } 

        logger.log(Level.INFO, "Dataset info. Status: {0}\n Message: {1} }", 
                        new Object[] { datasetDescription.statusAsString(), 
                                        datasetDescription.statusMessage() }); 

        return datasetDescription;

}

3. モデルをトレーニングする (SDK) (p. 67)の手順に従ってモデルをトレーニングします。

画像にラベルを付ける
Amazon Lookout for Vision コンソールを使用して、データセット内の画像に割り当てられたラベルを追
加または変更できます。SDK を使用している場合、ラベルは指定するマニフェストファイルの一部で
すCreateDataset。を呼び出すと、画像のラベルを更新できますUpdateDatasetEntries。サンプルコードに
ついては、「画像をさらに追加する (SDK) (p. 169)」を参照してください。

モデルタイプの選択
画像に割り当てるラベルによって、Lookout for Vision が作成するモデルのタイプが決まります (p. 18)。プ
ロジェクトに別のテストデータセットがある場合は、同じ方法で画像にラベルを付けます。

画像分類のモデル
画像分類モデルを作成するには、各画像を正常または異常に分類します。各画像について、画像の分類 
(コンソール) (p. 63)実行してください。
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画像セグメンテーションモデル
画像セグメンテーションモデルを作成するには、各画像を正常または異常に分類します。異常画像ご
とに、画像上の異常領域ごとにピクセルマスクを指定し、ピクセルマスク内の異常の種類を示す異常
ラベルも指定します。たとえば、次の画像の青いマスクは、車のスクラッチ異常タイプの位置を示して
います。画像には複数の異常ラベルを指定できます。各画像について、画像のセグメント化 (コンソー
ル) (p. 64)実行してください。

画像の分類 (コンソール)
Lookout for Vision コンソールを使用して、データセット内の画像を正常または異常として分類します。分
類されていない画像は、モデルのトレーニングに使用されません。

画像セグメンテーションモデルを作成する場合は、画像を分類する手順を含むこの手順を飛ばして実行し
てください。画像のセグメント化 (コンソール) (p. 64)

Note

データセットを作成する (p. 38) を完了したばかりの場合、コンソールには現在モデルダッ
シュボードが表示されているはずであり、手順 1〜4 を実行する必要はありません。

画像を分類する (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/lookoutvision/ で Amazon Lookout for Vision コンソールを開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[Projects] (プロジェクト) を選択します。
3. [Projects] (プロジェクト) ページで、削除するプロジェクトを選択します。
4. プロジェクトの左のナビゲーションペインで、[Dataset] を選択します。
5. 個別のトレーニングデータセットとテストデータセットがある場合は、使用するデータセットのタブ

を選択します。
6. [ラベル付けを開始] を選択します。
7. [Select all images on this page] (このページのすべての画像を選択) をクリックします。
8. 画像が正常な場合は [通常画像として分類] を選択し、それ以外の場合は [異常画像として分類] を選択

します。各画像の下にラベルが表示されます。
9. 画像のラベルを変更する必要がある場合は、次の操作を行います。

a. 画像の下にある[Anomaly] (異常) または [Normal] (正常) を選択します。
b. 画像の正しいラベルを特定できない場合は、ギャラリーで画像を選択して画像を拡大してくださ

い。
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Note

[Filters] (フィルタ) セクションで目的のラベル、またはラベルの状態を選択することで、画像
ラベルをフィルターすることができます。

10. データセットの全画像が正しくラベル付けされるまで、必要に応じて各ページで手順 7～9 を繰り返
します。

11. [変更の保存] を選択します。
12. 画像のラベル付けが完了したら、モデルをトレーニングできます (p. 66)。

画像のセグメント化 (コンソール)
画像セグメンテーションモデルを作成する場合は、画像を正常または異常として分類する必要がありま
す。また、異常画像にはセグメンテーション情報を追加する必要があります。セグメンテーション情報を
指定するには、まず、モデルに検出させたい異常の種類 (へこみや傷など) ごとに異常ラベルを指定しま
す。次に、データセット内の異常画像の各異常について、異常マスクと異常ラベルを指定します。

Note

画像分類モデルを作成する場合は、画像をセグメント化する必要も、異常ラベルを指定する必要
もありません。

トピック
• 異常ラベルの指定 (p. 64)
• 画像にラベルを付ける (p. 65)
• 注釈ツールによる画像のセグメンテーション (p. 65)

異常ラベルの指定
データセットの画像に含まれる異常の種類ごとに異常ラベルを定義します。

異常ラベルを指定する

1. https://console.aws.amazon.com/lookoutvision/ で Amazon Lookout for Vision コンソールを開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[Projects] (プロジェクト) を選択します。
3. [Projects] (プロジェクト) ページで、削除するプロジェクトを選択します。
4. プロジェクトの左のナビゲーションペインで、[Dataset] を選択します。
5. [異常ラベル] で [異常ラベルを追加] を選択します。以前に異常ラベルを追加したことがある場合は、

[管理] を選択します。
6. ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

a. 追加する異常ラベルを入力し、[異常ラベルを追加] を選択します。
b. モデルに検出させたい異常ラベルをすべて入力するまで、前の手順を繰り返します。
c. (オプション) 編集アイコンを選択して、ラベル名を変更します。
d. （オプション）削除アイコンを選択して、新しい異常ラベルを削除します。データセットが現在

使用している異常タイプは削除できません。
7. Confirm を選択して、新しい異常ラベルをデータセットに追加します。

異常ラベルを指定したら、次のようにして画像にラベルを付けます画像にラベルを付ける (p. 65)。
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画像にラベルを付ける
画像セグメンテーション用に画像にラベルを付けるには、画像を通常画像または異常画像として分類しま
す。次に、注釈ツールを使用して、画像に存在する各タイプの異常の領域をしっかりと覆うマスクを描画
して、画像をセグメント化します。

画像にラベルを付けるには

1. 個別のトレーニングデータセットとテストデータセットがある場合は、使用するデータセットのタブ
を選択します。

2. データセットの異常タイプをまだ指定していない場合は、次のように指定します異常ラベルの指
定 (p. 64)。

3. [ラベル付けを開始] を選択します。
4. [Select all images on this page] (このページのすべての画像を選択) をクリックします。
5. 画像が正常な場合は [通常画像として分類] を選択し、それ以外の場合は [異常画像として分類] を選択

します。
6. 1 つの画像のラベルを変更するには、画像の下の [標準] または [異常] を選択します。

Note

[Filters] (フィルタ) セクションで目的のラベル、またはラベルの状態を選択することで、画像
ラベルをフィルターすることができます。[Sorting options] (並べ替えオプション) で、信頼度
スコアで並べ替えができます。

7. 異常画像ごとに、画像を選択して注釈ツールを開きます。次のようにしてセグメンテーション情報を
追加します注釈ツールによる画像のセグメンテーション (p. 65)。

8. [変更の保存] を選択します。
9. 画像のラベル付けが完了したら、モデルをトレーニングできます (p. 66)。

注釈ツールによる画像のセグメンテーション
注釈ツールを使用して、異常な領域にマスクを付けて画像をセグメント化します。

注釈ツールで画像をセグメント化するには

1. データセットギャラリーで画像を選択して、注釈ツールを開きます。必要に応じて、[ラベリングを開
始] を選択してラベリングモードに入ります。

2. 異常ラベルセクションで、マークしたい異常ラベルを選択します。必要に応じて、[異常ラベルを追加] 
を選択して新しい異常ラベルを追加します。

3. ページの下部にある描画ツールを選択し、異常ラベル用の異常領域をしっかりと覆うマスクを描画し
ます。次の図は、異常をしっかり覆うマスクの例です。
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次に示すのは、異常をしっかりカバーできない不適切なマスクの例です。

4. セグメント化する画像が他にもある場合は、[次へ] を選択し、手順 2 と 3 を繰り返します。
5. [送信] を選択して閉じ、画像の分割を完了します。

モデルのトレーニング
データセットを作成して画像にラベル付けしたら、モデルをトレーニングできます。トレーニングプロセ
スの一環として、テストデータセットが使用されます。シングルデータセットプロジェクトがある場合、
データセット内の画像は、トレーニングプロセスの一部として、テストデータセットとトレーニングデー
タセットに自動的に分割されます。プロジェクトにトレーニングデータセットとテストデータセットがあ
る場合は、データセットを個別にトレーニングおよびテストするために使用されます。

トレーニングが完了したら、モデルのパフォーマンスを評価し、必要な改善を行うことができます。詳細
については、「Amazon Lookout for Vision モデルの改善 (p. 75)」を参照してください。

モデルをトレーニングするために、Amazon Lookout for Vision はソーストレーニングとテスト画像のコ
ピーを作成します。デフォルトでは、コピーされた画像は AWS が所有および管理するキーで暗号化され
ます。独自の AWS Key Management Service (KMS) キーを使用することもできます。詳細については、
「AWS Key Management Service の概念」を参照してください。ソース画像には影響がありません。

モデルには、タグという形でメタデータを付与することができます。詳細については、「モデルのタグ付
け (p. 188)」を参照してください。

モデルをトレーニングするたびに、モデルの新しいバージョンが作成されます。モデルのバージョンが不
要になった場合には、それを削除することができます。詳細については、「モデルの削除 (p. 185)」を参
照してください。

モデルを正常にトレーニングするのにかかる時間に対して課金されます。詳細については、「[Training 
Hours] (トレーニング時間)」を参照してください。

プロジェクト内の既存のモデルを表示するには、モデルの表示 (p. 183)。

Note

データセットを作成する (p. 38) または データセットへの画像の追加 (p. 169) を完了したば
かりの場合。コンソールにはモデルダッシュボードが表示されるはずです。手順 1～4 を行う必要
はありません。

トピック
• モデルのトレーニング (コンソール) (p. 67)
• モデルをトレーニングする (SDK) (p. 67)
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モデルのトレーニング (コンソール)
次の手順では、 コンソールを使用したモデルのトレーニング方法を示します。

モデルをトレーニングするには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/lookoutvision/ で Amazon Lookout for Vision コンソールを開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[Projects] (プロジェクト) を選択します。
3. [Projects] (プロジェクト) ページで、トレーニングしたいモデルを含むプロジェクトを選択します。
4. プロジェクトの詳細ページで、[Train model] (モデルのトレーニング) を選択します。モデルを訓練す

るのに十分なラベル付けされた画像がある場合、[Train model] (モデルのトレーニング) ボタンが利用
できます。ボタンがない場合は、十分なラベル付き画像が揃うまで [add more images] (p. 169) (画
像を追加) してください。

5. (オプション) 独自の AWS KMS 暗号化キーを使用する場合は、次の手順を実行します。

a. [Image data encryption] (画像データの暗号化) で [Customize encryption settings (advanced)] (暗
号化設定のカスタマイズ (アドバンスト)) を選択します。

b. encryption.aws_kms_key に、キーの Amazon リソースネーム (ARN) を入力するか、既存のAWS 
KMSキーを選択します。新しいキーを作成するには、[Create an AWS IMS key] (AWS IMS キー
を作成する) を選択します。

6. (オプション) モデルにタグを追加する場合は、次の操作を行います。

a. [Tags] (タグ) セクションで [Add new tag] (新しいタグを追加する) を選択します。
b. 次のように入力します。

i. [Key] (キー) の中のキーの名前。
ii. [Value] (値) の中のキーの値。

c. タグをさらに追加するには、手順 6a と 6b を繰り返します。
d. (オプション) タグを削除したい場合は、削除したいタグの横にある[Remove] (削除) を選びます。

以前に保存したタグを削除する場合、変更を保存するとそのタグが削除されます。
7. [Train model] (モデルのトレーニング) を選択します。
8. [Do you want to train your model?] （モデルをトレーニングしますか？) ダイアログボックス

で、[Train model] (モデルのトレーニング) を選択します。
9. [Models] (モデル) ビューでは、トレーニングが開始されたことが確認でき、モデルバージョンの

Status カラムを表示することで現在の状態を確認することができます。モデルのトレーニングは、
完了までに時間がかかります。

10. トレーニングが終了したら、そのパフォーマンスを評価できます。詳細については、「Amazon 
Lookout for Vision モデルの改善 (p. 75)」を参照してください。

モデルをトレーニングする (SDK)
CreateModelオペレーションを使用して、モデルのトレーニング、テスト、評価を開始します。Amazon 
Lookout for Vision は、プロジェクトに関連付けられたトレーニングおよびテストデータセットを使用して
モデルをトレーニングします。詳細については、「プロジェクトの作成 (SDK) (p. 37)」を参照してくだ
さい。

CreateModel を呼び出すたびに、モデルの新しいバージョンが作成されます。CreateModel からのレ
スポンスには、モデルのバージョンが含まれます。

モデルトレーニングが成功するごとに課金されます。ClientToken 入力パラメータを使用するこ
とで、ユーザーによる不要なモデルトレーニングの繰り返しによる課金を防止することができま
す。ClientToken は冪等の入力パラメータで、CreateModel が特定のパラメータセットに対して一度
だけ完了するようにします。― 同じ ClientToken 値でCreateModelを繰り返し呼び出すと、トレーニン
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グが繰り返されないようにします。ClientToken に値を指定しない場合では、使用している AWS SDK 
によって値が挿入されます。これにより、ネットワークエラー後の再試行が複数のトレーニングジョブを
開始することを防ぎますが、ご自身のユースケースに合わせて独自の値を用意する必要があります。詳細
については、を参照してくださいCreateModel。

トレーニングが完了するまで少し時間がかかります。現在の状態を確認するには、DescribeModel を
呼び出し、プロジェクト名（CreateProject への呼び出しで指定）とモデルのバージョンを渡しま
す。status フィールドは、モデルトレーニングの現在のステータスを示します。サンプルコードについ
ては、「モデルの表示 (SDK) (p. 183)」を参照してください。

トレーニングが成功すれば、モデルを評価できます。詳細については、「Amazon Lookout for Vision モデ
ルの改善 (p. 75)」を参照してください。

プロジェクトで作成したモデルを表示するには、ListModels を呼び出します。サンプルコードについて
は、「モデルの表示 (p. 183)」を参照してください。

モデル (SDK) をトレーニングするには

1. まだをインストールして設定していない場合は、とAWS SDKAWS CLI をインストールして設定しま
す。詳細については、「ステップ 4:AWS CLI とAWS SDK クスをセットアップする (p. 7)」を参照し
てください。

2. 次のサンプルコードを使用して、モデルをトレーニングします。

CLI

以下の値を変更します。

• project-name に、作成したいモデルを含むプロジェクト名を入力します。
• output-config をトレーニング結果を保存する場所に移動します。以下の値を置き換えま

す。
• output bucket に、Amazon Lookout for Visionがトレーニング結果を保存するAmazon S3

バケットの名前を指定します。
• output folder に、トレーニング結果を保存するフォルダの名前を入力します。
• Key をタグキーの名前で指定します。
• Value に tag_key を関連付けるための値を設定します。

aws lookoutvision create-model --project-name "project name"\ 
  --output-config '{ "S3Location": { "Bucket": "output bucket", "Prefix":  "output 
 folder" } }'\ 
  --tags '[{"Key":"Key","Value":"Value"}]' \ 
  --profile lookoutvision-access

Python

このコードは、AWSドキュメント SDK GitHub サンプルリポジトリから引用しています。詳しい
事例は [こちら] です。

    @staticmethod 
    def create_model( 
            lookoutvision_client, project_name, training_results, tag_key=None, 
            tag_key_value=None): 
        """ 
        Creates a version of a Lookout for Vision model. 

        :param lookoutvision_client: A Boto3 Lookout for Vision client. 
        :param project_name: The name of the project in which you want to create a 
                             model. 
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        :param training_results: The Amazon S3 location where training results are 
 stored. 
        :param tag_key: The key for a tag to add to the model. 
        :param tag_key_value - A value associated with the tag_key. 
        return: The model status and version. 
        """ 
        try: 
            logger.info("Training model...") 
            output_bucket, output_folder = training_results.replace( 
                "s3://", "").split("/", 1) 
            output_config = { 
                "S3Location": {"Bucket": output_bucket, "Prefix": output_folder}} 
            tags = [] 
            if tag_key is not None: 
                tags = [{"Key": tag_key, "Value": tag_key_value}] 

            response = lookoutvision_client.create_model( 
                ProjectName=project_name, OutputConfig=output_config, Tags=tags) 

            logger.info("ARN: %s", response["ModelMetadata"]["ModelArn"]) 
            logger.info("Version: %s", response["ModelMetadata"]["ModelVersion"]) 
            logger.info("Started training...") 

            print("Training started. Training might take several hours to 
 complete.") 

            # Wait until training completes. 
            finished = False 
            status = "UNKNOWN" 
            while finished is False: 
                model_description = lookoutvision_client.describe_model( 
                    ProjectName=project_name, 
                    ModelVersion=response["ModelMetadata"]["ModelVersion"]) 
                status = model_description["ModelDescription"]["Status"] 

                if status == "TRAINING": 
                    logger.info("Model training in progress...") 
                    time.sleep(600) 
                    continue 

                if status == "TRAINED": 
                    logger.info("Model was successfully trained.") 
                else: 
                    logger.info( 
                        "Model training failed: %s ", 
                        model_description["ModelDescription"]["StatusMessage"]) 
                finished = True 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't train model.") 
            raise 
        else: 
            return status, response["ModelMetadata"]["ModelVersion"]

Java V2

このコードは、AWSドキュメント SDK GitHub サンプルリポジトリから引用しています。詳しい
事例は [こちら] です。

/** 
 * Creates an Amazon Lookout for Vision model. The function returns after model 
 * training completes. Model training can take multiple hours to complete. 
 * You are charged for the amount of time it takes to successfully train a model. 
 * Returns after Lookout for Vision creates the dataset. 
 *  
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 * @param lfvClient   An Amazon Lookout for Vision client. 
 * @param projectName The name of the project in which you want to create a 
 *                    model. 
 * @param description A description for the model. 
 * @param bucket      The S3 bucket in which Lookout for Vision stores the 
 *                    training results. 
 * @param folder      The location of the training results within the S3 
 *                    bucket. 
 * @return ModelDescription The description of the created model. 
 */
public static ModelDescription createModel(LookoutVisionClient lfvClient, String 
 projectName, 
                String description, String bucket, String folder) 
                throws LookoutVisionException, InterruptedException { 

        logger.log(Level.INFO, "Creating model for project: {0}.", new Object[] 
 { projectName }); 

        // Setup input parameters. 
        S3Location s3Location = S3Location.builder() 
                        .bucket(bucket) 
                        .prefix(folder) 
                        .build(); 

        OutputConfig config = OutputConfig.builder() 
                        .s3Location(s3Location) 
                        .build(); 

        CreateModelRequest createModelRequest = CreateModelRequest.builder() 
                        .projectName(projectName) 
                        .description(description) 
                        .outputConfig(config) 
                        .build(); 

        // Create and train the model. 
        CreateModelResponse response = lfvClient.createModel(createModelRequest); 

        String modelVersion = response.modelMetadata().modelVersion(); 
        boolean finished = false; 
        DescribeModelResponse descriptionResponse = null; 

        // Wait until training finishes or fails. 

        do { 
                DescribeModelRequest describeModelRequest = 
 DescribeModelRequest.builder() 
                                .projectName(projectName) 
                                .modelVersion(modelVersion) 
                                .build(); 

                descriptionResponse = 
 lfvClient.describeModel(describeModelRequest); 

                switch (descriptionResponse.modelDescription().status()) { 
                        case TRAINED: 
                                logger.log(Level.INFO, "Model training completed 
 for project {0} version {1}.", 
                                                new Object[] { projectName, 
 modelVersion }); 
                                finished = true; 
                                break; 

                        case TRAINING: 
                                logger.log(Level.INFO, 
                                                "Model training in progress for 
 project {0} version {1}.", 
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                                                new Object[] { projectName, 
 modelVersion }); 
                                TimeUnit.SECONDS.sleep(60); 

                                break; 

                        case TRAINING_FAILED: 
                                logger.log(Level.SEVERE, 
                                                "Model training failed for for 
 project {0} version {1}.", 
                                                new Object[] { projectName, 
 modelVersion }); 
                                finished = true; 
                                break; 

                        default: 
                                logger.log(Level.SEVERE, 
                                                "Unexpected error when training 
 model project {0} version {1}: {2}.", 
                                                new Object[] { projectName, 
 modelVersion, 
                                                                
 descriptionResponse.modelDescription() 
                                                                                
 .status() }); 
                                finished = true; 
                                break; 

                } 
        } while (!finished); 

        return descriptionResponse.modelDescription();

}

3. トレーニングが終了したら、そのパフォーマンスを評価できます。詳細については、「Amazon 
Lookout for Vision モデルの改善 (p. 75)」を参照してください。

トラブルシューティングのモデルトレーニング
マニフェストファイルまたはトレーニングイメージに問題があると、モデルトレーニングが失敗する可能
性があります。モデルを再トレーニングする前に、次の潜在的な問題を確認してください。

異常ラベルの色がマスク画像の異常の色と一致しない
画像セグメンテーションモデルをトレーニングする場合、マニフェストファイル内の異常ラベルの色はマ
スク画像の色と一致する必要があります。マニフェストファイル内の画像の JSON 行には、どの色が異常
ラベルに対応するかを Amazon Lookout for Vision に伝えるメタデータ (internal-color-map) が含まれ
ています。たとえば、次の JSONscratch 行の異常ラベルの色はです#2ca02c。

{ 
    "source-ref": "s3://path-to-image", 
    "anomaly-label": 1, 
    "anomaly-label-metadata": { 
        "class-name": "anomaly", 
        "creation-date": "2021-10-12T14:16:45.668", 
        "human-annotated": "yes", 
        "job-name": "labeling-job/classification-job", 
        "type": "groundtruth/image-classification", 
        "confidence": 1
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    }, 
    "anomaly-mask-ref": "s3://path-to-image", 
    "anomaly-mask-ref-metadata": { 
        "internal-color-map": { 
            "0": { 
                "class-name": "BACKGROUND", 
                "hex-color": "#ffffff", 
                "confidence": 0.0 
            }, 
            "1": { 
                "class-name": "scratch", 
                "hex-color": "#2ca02c", 
                "confidence": 0.0
            }, 
            "2": { 
                "class-name": "dent", 
                "hex-color": "#1f77b4", 
                "confidence": 0.0
            } 
        }, 
        "type": "groundtruth/semantic-segmentation", 
        "human-annotated": "yes", 
        "creation-date": "2021-11-23T20:31:57.758889", 
        "job-name": "labeling-job/segmentation-job" 
    }
}                
                 

マスク画像の色が内の値と一致しない場合hex-color、トレーニングは失敗し、マニフェストファイルを
更新する必要があります。

マニフェストファイル内の色の値を更新するには

1. テキストエディタを使用して、データセットの作成に使用したマニフェストファイルを開きます。
2. JSON 行 (画像) ごとに、internal-color-mapフィールド内の色 (hex-color) がマスク画像の異常

ラベルの色と一致することを確認します。

anomaly-mask-refマスク画像の位置をフィールドから取得できます。画像をコンピューターにダウ
ンロードし、次のコードを使用して画像の色を取得します。

from PIL import Image
img = Image.open('path to local copy of mask file')
colors = img.convert('RGB').getcolors() #this converts the mode to RGB
for color in colors:     
    print('#%02x%02x%02x' % color[1]) 
                 

3. 色の割り当てが正しくない画像ごとに、その画像の JSONhex-color 行のフィールドを更新しま
す。

4. 更新マニフェストファイルを保存します。
5. 既存のデータセットをプロジェクトから削除します (p. 175)。
6. 更新されたマニフェストファイルを使用して、プロジェクトに新しいデータセットを作成しま

す (p. 57)。
7. モデルをトレーニングします (p. 66)。

または、ステップ 5 と 6 では、UpdateDatasetEntriesオペレーションを呼び出して更新する画像の更新済
みの JSON 行を指定することで、データセット内の個々の画像を更新できます。サンプルコードについて
は、「画像をさらに追加する (SDK) (p. 169)」を参照してください。
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マスク画像が PNG 形式ではない
画像セグメンテーションモデルをトレーニングする場合、マスク画像は PNG 形式でなければなりませ
ん。マニフェストファイルからデータセットを作成する場合は、参照するマスク画像が PNGanomaly-
mask-ref 形式であることを確認してください。マスク画像が PNG 形式でない場合は、PNG 形式に変換
する必要があります。画像ファイルの拡張子の名前をに変更するだけでは不十分です.png。

Amazon Lookout for Vision SageMaker コンソールまたはGround Truth ルースジョブで作成したマスクイ
メージは PNG 形式で作成されます。これらの画像の形式を変更する必要はありません。

マニフェストファイルの PNG 形式以外のマスク画像を修正するには

1. テキストエディタを使用して、データセットの作成に使用したマニフェストファイルを開きます。
2. JSON 行 (画像) ごとに、画像が PNGanomaly-mask-ref 形式の画像を参照していることを確認しま

す。詳細については、「マニフェストファイルの作成 (p. 46)」を参照してください。
3. 更新されたマニフェストファイルを保存します。
4. 既存のデータセットをプロジェクトから削除します (p. 175)。
5. 更新されたマニフェストファイルを使用して、プロジェクトに新しいデータセットを作成しま

す (p. 57)。
6. モデルをトレーニングします (p. 66)。

セグメンテーションまたは分類ラベルが不正確または
欠落している
ラベルがないか、不正確だと、トレーニングが失敗したり、モデルのパフォーマンスが低下したりする可
能性があります。データセット内のすべての画像にラベルを付けることをお勧めします。すべての画像に
ラベルを付けずにモデルトレーニングが失敗したり、モデルのパフォーマンスが低下したりする場合は、
画像を追加してください。

以下をチェックしてください。

• セグメンテーションモデルを作成する場合、マスクはデータセット画像の異常をしっかりと覆う必要が
あります。データセットのマスクを確認するには、プロジェクトのデータセットギャラリーで画像を表
示します。必要に応じて、イメージマスクを再描画してください。詳細については、「画像のセグメン
ト化 (コンソール) (p. 64)」を参照してください。

• データセット画像内の異常画像が分類されていることを確認してください。画像セグメンテーションモ
デルを作成する場合は、異常画像に異常ラベルと画像マスクが付いていることを確認してください。

作成するモデルのタイプ (セグメンテーションまたは分類 (p. 18) (p. 18)) を覚えておくことが重要です。
分類モデルでは、異常な画像には画像マスクは必要ありません。分類モデル用のデータセット画像には
マスクを追加しないでください。

見つからないラベルを更新するには

1. プロジェクトのデータセットギャラリーを開きます (p. 166)。
2. ラベルのない画像をフィルタリングして、どの画像にラベルが付いていないかを確認します。
3. 以下のいずれかを実行します。

• 画像分類モデルを作成する場合は、ラベルのない各画像を分類します (p. 63)。
• 画像セグメンテーションモデルを作成する場合は、ラベルのない各画像を分類してセグメント

化します (p. 64)。
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4. 画像セグメンテーションモデルを作成する場合は、マスクが欠落している分類済みの異常画像にマ
スクを追加します (p. 65)。

5. モデルをトレーニングします (p. 66)。

不十分なラベルや見つからないラベルを修正しない場合は、ラベル付けされた画像をさらに追
加するか、影響を受けた画像をデータセットから削除することをお勧めします。コンソールか
ら、UpdateDatasetEntriesまたはオペレーションを使用してさらに追加できます。詳細については、
「データセットへの画像の追加 (p. 169)」を参照してください。

画像を削除する場合は、データセットから画像を削除できないため、影響を受ける画像なしでデータセッ
トを再作成する必要があります。詳細については、「データセットからの画像の削除 (p. 173)」を参照し
てください。
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Amazon Lookout for Vision モデルの
改善

トレーニング中、Lookout for Vision はテストデータセットを使用してモデルをテストし、その結果を使用
してパフォーマンスメトリクスを作成します。パフォーマンスメトリクスを使用して、モデルのパフォー
マンスを評価できます。必要に応じて、データセットを改善し、モデルを再トレーニングする手順を実行
できます。

モデルのパフォーマンスに満足している場合は、使用を開始できます。詳細については、「トレーニング
済みの Amazon Lookout for Vision モデルの実行 (p. 87)」を参照してください。

トピック
• ステップ 1: モデルのパフォーマンスを評価する (p. 75)
• ステップ 2: モデルを改善する (p. 78)
• パフォーマンスメトリクスの表示 (p. 79)
• トライアル検出タスクでモデルを検証する (p. 83)

ステップ 1: モデルのパフォーマンスを評価する
パフォーマンスメトリクスは、コンソールからも DescribeModel オペレーションからもアクセスできま
す。Amazon Lookout for Vision は、テストデータセットのパフォーマンスメトリクスのサマリーと、すべ
ての個別画像に対する予測結果を提供します。モデルがセグメンテーションモデルの場合、コンソールに
は各異常ラベルの要約指標も表示されます。

コンソールでパフォーマンスメトリクスとテスト画像予測を表示するには、「パフォーマンスメトリ
クスの表示 (コンソール) (p. 79)」を参照してください。パフォーマンスメトリクスへのアクセス
や、DescribeModel オペレーションによるテスト画像の予測については、「パフォーマンス メトリクス 
(SDK) の表示 (p. 80)」を参照してください。

イメージ分類メトリクス
Amazon Lookout for Vision では、モデルがテスト中に行う分類について、次のメトリクスのサマリーを提
供します。

• 精度 (p. 76)
• リコール (p. 76)
• F1 スコア (p. 77)

画像セグメンテーションモデルメトリクス
モデルが画像セグメンテーションモデルの場合、Amazon Lookout for Vision は各異常ラベルについてサマ
リー画像分類メトリクスとサマリーパフォーマンスメトリクスを提供します (p. 75)。
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• F1 スコア (p. 77)
• ユニオン上の平均交差点 (IoU) (p. 77)

精度
適合率のメトリクスは、ある画像に異常があるとモデルが予測したとき、その予測はどれくらいの頻度で
正しいかという問いに答えるものです。

適合率は、偽陽性のコストが高い場合に便利なメトリクスです。例えば、組み立てられた機械から欠陥で
はない機械部品を取り外すコストなどです。

Amazon Lookout for Vision は、テストデータセット全体の適合率メトリクス値のサマリーを提供します。

適合率は、すべての予測された異常 (真陽性および偽陽性) に対する正しく予測された異常 (真陽性) の割合
です。適合率の計算式は次のとおりです。

適合率値 = 真陽性/(真陽性 + 偽陽性)

適合率の範囲は 0～1 です。Amazon Lookout for Vision コンソールでは、適合率がパーセンテージ値 (0～
100) として表示されます。

適合率の値が高いほど、予測された異常のうち正しいものが多いことを示します。例えば、モデルで 100 
個の画像が異常であると予測するとします。85 個の予測が正しく (真陽性)、15 が誤り (偽陽性) の場合、
適合率は次のように計算されます。

85 真陽性/(85 真陽性 + 15 偽陽性) = 0.85 適合率値

ただし、モデルが 100 個の異常予測のうち 40 個の画像しか正しく予測しなかった場合、結果の適合率値
は、0.40（40/(40 + 60) = 0.40) と低い値になります。この場合、モデルは正しい予測よりも間違った予測
を多く行っているということになります。これを修正するには、モデルを改善することを検討してくださ
い。詳細については、「ステップ 2: モデルを改善する (p. 78)」を参照してください。

詳細については、「適合率と再現率」を参照してください。

リコール
再現率メトリクスは、テストデータセットに含まれる異常画像の総数のうち、何枚が正しく異常画像と予
測されたか という問いに答えるものです。

再現率メトリクスは、偽陰性のコストが高い場合に便利です。例えば、欠陥部品を取り外さないコストが
高い場合です。Amazon Lookout for Vision では、テストデータセット全体の再現率メトリクス値のサマ
リーが提供されます。

再現率は、正しく検出された異常テスト画像の割合です。これは、テストデータセットの画像に実際に異
常な画像が存在する場合、モデルが正しく予測できる頻度を示す指標です。再現率の計算式は次のとおり
です。

再現率値 = 真陽性/(真陽性 + 偽陰性)

再現率の範囲は 0～1 です。Amazon Lookout for Vision コンソールでは、再現率がパーセント値 (0～100) 
として表示されます。

再現率値が大きいほど、より多くの異常な画像が正しく識別されることを示します。例えば、テストデー
タセットに 100 個の異常画像が含まれているとします。モデルが 100 個の異常画像のうち 90 個を正しく
検出した場合、再現率は次のようになります。
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90 真陽性/(90 真陽性 + 10 偽陰性) = 0.90 再現率値

再現率値 0.90 は、モデルがテストデータセット内のほとんどの異常画像を正しく予測していることを示し
ます。モデルが異常画像を 20 個しか正しく予測しない場合、再現率は 0.20 (20/(20 + 80) = 0.20) と低い値
になります。

この場合、モデルの改善を検討する必要があります。詳細については、「ステップ 2: モデルを改善す
る (p. 78)」を参照してください。

詳細については、「適合率と再現率」を参照してください。

F1 スコア
Amazon Lookout for Vision では、テストデータセットの平均モデルパフォーマンススコアが提供されま
す。具体的には、異常分類のモデルのパフォーマンスは F1 スコアというメトリクスで測定されます。こ
れは適合率スコアと再現率スコアの調和平均となります。

F1 スコアは、適合率と再現率の両方を考慮した総合的な指標です。モデルのパフォーマンススコアは 0～
1 の値をとります。値が大きいほど、再現率と適合率の両方でモデルのパフォーマンスが高い事を意味し
ます。例えば、適合率が 0.9、再現率が 1.0 のモデルの場合、F1 スコアは 0.947 になります。

モデルのパフォーマンスが良好でない場合、例えば、適合率が 0.30 と低いと、再現率が 1.0 と高くても 
F1 スコアは0.46になります。同様に、適合率が高くとも (0.95)、再現率が低い場合 (0.20)、F1 スコアは
0.33 になります。どちらの場合も、F1 スコアは低く、これはモデルに問題があることを示しています。

詳細については、「F1 スコア」を参照してください。

ユニオン上の平均交差点 (IoU)
テスト画像内の異常マスクと、モデルがテスト画像に対して予測した異常マスクとの平均オーバーラップ
率。Amazon Lookout for Vision は、各異常ラベルの平均 IoU を返します。返されるのは画像セグメンテー
ションモデルだけです (p. 18)。

パーセンテージ値が低い場合は、モデルがラベルの予測マスクをテスト画像のマスクと正確に一致させて
いないことを示します。

以下の画像は IoU が低くなっています。オレンジ色のマスクはモデルからの予測であり、テスト画像のマ
スクを表す青いマスクをしっかりと覆っていません。

以下の画像は IoU が高くなっています。青いマスク（テスト画像）はオレンジ色のマスク（予測マスク）
でしっかりと覆われています。
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テスト結果
テスト中、モデルはテストデータセット内の各テスト画像の分類を予測します。各予測の結果は、以下の
ように対応するテスト画像のラベル (正常または異常) と比較されます。

• 画像が異常であると正しく予測された場合、真陽性とみなされます。
• 画像が異常であると誤って予測された場合、偽陽性とみなされます。
• 画像が正常であると正しく予測された場合、真陰性とみなされます。
• 画像が正常であると誤って予測された場合、偽陰性とみなされます。

モデルがセグメンテーションモデルの場合、モデルはテスト画像上の異常位置のマスクと異常ラベルも予
測します。

Amazon Lookout for Vision では、比較の結果を使用してパフォーマンスメトリクスが生成されます。

ステップ 2: モデルを改善する
パフォーマンスメトリクスは、モデルを改善できることを示している場合があります。例えば、モデルが
テストデータセット内のすべての異常を検出しない場合、モデルの再現率は低い (再現率メトリクスの値
が低い) ことになります。モデルを改善する必要がある場合は、以下の点を考慮します。

• トレーニングデータセット画像とテストデータセット画像に適切なラベルが付けられていることを確認
します。

• 照明や物体の外観など、画像の撮影条件のばらつきを抑え、同じ種類の物体でモデルをトレーニングさ
せます。

• 画像には必要なコンテンツのみが表示されていることを確認してください。例えば、プロジェクトで機
械部品の異常が検出された場合は、画像内に他のものがないことを確認してください。

• トレーニングデータセットとテストデータセットにラベル付き画像を追加します。テストデータセット
が優れた再現率と適合率を持つにもかかわらず、モデルをデプロイしたときのパフォーマンスが低い場
合、テストデータセットの表示が十分でない可能性があり、それを拡張する必要があります。

• テストデータセットの再現率と適合率が低い場合、状況によってはトレーニングデータセットの再現率
と適合率がトレーニング済みです。トレーニング画像が予想される異常や条件を表していないが、テス
ト画像の画像はそうである場合は、予想される異常や条件を含む画像をトレーニングデータセットに追
加します。テストデータセットの画像が期待どおりの状態ではないが、トレーニング画像が期待どおり
の状態でない場合は、テストデータセットを更新します。

詳細については、「画像をさらに追加する (p. 169)」を参照してください。ラベル付けされた画像をト
レーニングデータセットに追加する別の方法として、検出タスクを試行し、結果を検証する方法があり
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ます。その後、検証済み画像をトレーニングデータセットに追加できます。詳細については、「トライ
アル検出タスクでモデルを検証する (p. 83)」を参照してください。

• トレーニングおよびテストデータセットに、色々な正常画像と異常画像が十分あることを確認します。
画像は、モデルが遭遇する正常画像と異常画像のタイプを表現している必要があります。例えば、回路
基板を解析する場合、抵抗やトランジスタなどの部品の位置やハンダ付けのばらつきを正常な画像とし
て表現する必要があります。異常画像は、部品の取り違えや紛失など、システムが遭遇する可能性のあ
るさまざまな種類の異常を表現している必要があります。

• モデルで検出された異常タイプの平均 IoU が低い場合は、セグメンテーションモデルからのマスク出力
を確認してください。スクラッチなどの一部のユースケースでは、テスト画像の実際のスクラッチに非
常に近いが、ピクセルのオーバーラップが少ないスクラッチがモデルから出力される場合があります。
たとえば、1 ピクセル離れた 2 本のparallel 線。このような場合、平均IOUは予測の成功度を測る指標と
しては信頼できません。

• 画像サイズが小さい場合、または画像の解像度が低い場合は、より高い解像度で画像をキャプチャする
ことを検討してください。画像のサイズは、64 x 64 ピクセルから最大 4096 ピクセル X 4096 ピクセル
の範囲です。

• 異常サイズが小さい場合は、画像を別々のタイルに分割し、タイル化された画像をトレーニングとテス
トに使用することを検討してください。これにより、モデルは画像内の欠陥をより大きなサイズで見る
ことができます。

トレーニングデータセットとテストデータセットを改善したら、モデルを再トレーニングして再評価しま
す。詳細については、「モデルのトレーニング (p. 66)」を参照してください。

メトリクスによってモデルの性能が許容範囲であることが示された場合、テストデータセットに試行検
出タスクの結果を追加することによって、その性能を検証することができます。再トレーニング後、パ
フォーマンスメトリクスは前回のトレーニングでのパフォーマンスメトリクスを確認する必要がありま
す。詳細については、「トライアル検出タスクでモデルを検証する (p. 83)」を参照してください。

パフォーマンスメトリクスの表示
コンソールから、DescribeModel オペレーションを呼び出すことで、パフォーマンスメトリクスを取得
することができます。

トピック
• パフォーマンスメトリクスの表示 (コンソール) (p. 79)
• パフォーマンス メトリクス (SDK) の表示 (p. 80)

パフォーマンスメトリクスの表示 (コンソール)
トレーニングが完了すると、コンソールにパフォーマンスメトリックが表示されます。

Amazon Lookout for Vision コンソールには、テスト中に行われた分類について、次のパフォーマンスメト
リクスが表示されます。

• 精度 (p. 76)
• リコール (p. 76)
• F1 スコア (p. 77)

モデルがセグメンテーションモデルの場合、コンソールには各異常ラベルについて以下のパフォーマンス
指標も表示されます。

• 異常ラベルが見つかったテスト画像の数。
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• F1 スコア (p. 77)
• ユニオン上の平均交差点 (IoU) (p. 77)

テスト結果の概要セクションには、テストデータセット内の画像の正しい予測と誤った予測の合計が表示
されます。また、テストデータセットの個々の画像について、予測されたラベルの割り当てと実際のラベ
ルの割り当てを見ることができます。

以下の手順では、プロジェクトのモデルリストビューからパフォーマンスメトリクスを取得する方法を示
します。

パフォーマンスメトリクスを表示するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/lookoutvision/ で Amazon Lookout for Vision コンソールを開きます。
2. [Get started] (開始方法) を選択します。
3. 左側のナビゲーションペインで、[Projects] (プロジェクト) を選択します。
4. プロジェクトビューで、トレーニングしたいモデルを含むプロジェクトを選択します。
5. 左側のナビゲーションペインで、プロジェクト名の下にある [Models] (モデル) を選択します。
6. モデルリストビューで、表示するモデルのバージョンを選択します。
7. モデルの詳細ページで、[Performance metrics] (パフォーマンスメトリクス) タブでパフォーマンスメ

トリクスを表示します。
8. 次の点に注意してください。

a. モデルパフォーマンスメトリックセクションには、モデルがテスト画像に対して行った分類予測
の全体的なモデルメトリクス（精度、再現率、F1スコア）が含まれています。

b. モデルが画像セグメンテーションモデルの場合、ラベルごとのパフォーマンスセクションには、
異常ラベルが見つかったテスト画像の数が含まれます。また、各異常ラベルの指標 (F1 スコア、
平均 IoU) も表示されます。

c. テスト結果の概要セクションには、Lookout for Vision がモデルを評価するために使用する各テス
ト画像の結果が表示されます。この情報には以下が含まれます。

• すべてのテスト画像の正しい（真陽性）分類予測と誤った（偽陰性）分類予測（正常または異
常）の総数。

• 各テスト画像の分類予測。画像の下に「正解」と表示されている場合、予測された分類は画像
の実際の分類と一致します。そうしないと、モデルが画像を正しく分類しませんでした。

• 画像セグメンテーションモデルでは、モデルが画像に割り当てた異常ラベルと、異常ラベルの
色と一致する画像上のマスクが表示されます。

パフォーマンス メトリクス (SDK) の表示
DescribeModelオペレーションを使用して、モデルのパフォーマンス指標 (分類) の概要、評価マニフェス
ト、およびモデルの評価結果を取得できます。

パフォーマンスメトリクスのサマリーを取得
テスト中にモデルが行った分類予測の要約パフォーマンスメトリクス (精度 (p. 76)、リコー
ル (p. 76)、およびF1 スコア (p. 77)) は、Performanceの呼び出しによって返されるフィールドに
返されますDescribeModel。

        "Performance": { 
            "F1Score": 0.8, 
            "Recall": 0.8, 
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            "Precision": 0.9 
        },

Performanceこのフィールドには、セグメンテーションモデルによって返される異常ラベルのパフォーマ
ンス指標は含まれません。EvaluationResultフィールドから入手できます。詳細については、「評価結
果の検証 (p. 82)」を参照してください。

パフォーマンスメトリクスのサマリーの詳細については、「ステップ 1: モデルのパフォーマンスを評価す
る (p. 75)」を参照してください。サンプルコードについては、「モデルの表示 (SDK) (p. 183)」を参
照してください。

評価マニフェストの使用
評価マニフェストは、モデルのテストに使用される個々の画像のテスト予測メトリクスを提供します。テ
ストデータセット内の各画像について、JSON line には、元のテスト (ground truth) 情報と画像のモデルの
予測が含まれます。Amazon Lookout for Vision では、評価マニフェストを Amazon S3 バケットに格納し
ます。DescribeModel オペレーションからのレスポンスにある EvaluationManifest フィールドから
位置情報を取得することができます。

"EvaluationManifest": { 
            "Bucket": "lookoutvision-us-east-1-nnnnnnnnnn", 
            "Key": "my-sdk-project-model-output/EvaluationManifest-my-sdk-project-1.json" 
        }

ファイル名の形式は、EvaluationManifest-project name.json です。サンプルコードについて
は、「モデルの表示 (p. 183)」を参照してください。

以下のJSON line のサンプルでは、class-name が画像の内容のground truthです。この例では、画像に異
常が含まれています。confidence フィールドは、Amazon Lookout for Vision の予測に対する信頼度を示
しています。

{ 
    "source-ref"*: "s3://customerbucket/path/to/image.jpg", 
    "source-ref-metadata": { 
        "creation-date": "2020-05-22T21:33:37.201882" 
    }, 
    
    // Test dataset ground truth 
    "anomaly-label": 1,  
    "anomaly-label-metadata": { 
        "class-name": "anomaly", 
        "type": "groundtruth/image-classification", 
        "human-annotated": "yes", 
        "creation-date": "2020-05-22T21:33:37.201882", 
        "job-name": "labeling-job/anomaly-detection" 
    }, 
    // Anomaly label detected by Lookout for Vision 
    "anomaly-label-detected": 1, 
    "anomaly-label-detected-metadata": { 
        "class-name": "anomaly", 
        "confidence": 0.9, 
        "type": "groundtruth/image-classification", 
        "human-annotated": "no", 
        "creation-date": "2020-05-22T21:33:37.201882", 
        "job-name": "training-job/anomaly-detection", 
        "model-arn": "lookoutvision-some-model-arn", 
        "project-name": "lookoutvision-some-project-name", 
        "model-version": "lookoutvision-some-model-version" 
    }
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}

評価結果の検証
評価結果には、テスト画像セット全体について、次のような総合的なパフォーマンスメトリクス（分類）
があります。

• 精度 (p. 76)
• リコール (p. 76)
• ROC カーブ (コンソールには表示されません)
• 平均適合率 (コンソールには表示されません)
• F1 スコア (p. 77)

評価結果には、モデルのトレーニングとテストに使用される画像の数も含まれます。

モデルがセグメンテーションモデルの場合、評価結果には、テストデータセットで見つかった各異常ラベ
ルに関する次の指標も含まれます。

• 精度 (p. 76)
• リコール (p. 76)
• F1 スコア (p. 77)
• ユニオン上の平均交差点 (IoU) (p. 77)

Amazon Lookout for Vision では、評価結果を Amazon S3 バケットに格納します。DescribeModel オペ
レーションからの応答で EvaluationResult の値を確認することで、位置を取得することができます。

"EvaluationResult": { 
            "Bucket": "lookoutvision-us-east-1-nnnnnnnnnn", 
            "Key": "my-sdk-project-model-output/EvaluationResult-my-sdk-project-1.json" 
        }

ファイル名の形式は、EvaluationResult-project name.json です。例については、「モデルの表
示 (p. 183)」を参照してください。

次のスキーマは、評価結果を示しています。

    { 
        "Version": 1, 
        "EvaluationDetails": 
        { 
            "ModelArn": "string", // The Amazon Resource Name (ARN) of the model version. 
            "EvaluationEndTimestamp": "string",   // The UTC date and time that evaluation 
 finished. 
            "NumberOfTrainingImages": int,        // The number of images that were 
 successfully used for training. 
            "NumberOfTestingImages": int          // The number of images that were 
 successfully used for testing. 
        }, 
        "AggregatedEvaluationResults": 
        { 
            "Metrics": 
            {                       //Classification metrics. 
                "ROCAUC": float,            // ROC area under the curve. 
                "AveragePrecision": float,  // The average precision of the model. 

82



Amazon Lookout for Vision デベロッパーガイド
モデルの検証

                "Precision": float,         // The overall precision of the model. 
                "Recall": float,            // The overall recall of the model. 
                "F1Score": float,           // The overal F1 score for the model. 
                 
                "PixelAnomalyClassMetrics":     //Segmentation metrics. 
                [ 
                    { 
                        "Precision": float,       // The precision for the anomaly label. 
                        "Recall": float,          // The recall for the anomaly label. 
                        "F1Score": float,         // The F1 score for the anomaly label. 
                        "AIOU" : float,           // The average Intersection Over Union 
 for the anomaly label. 
                        "ClassName": "string"   // The anomaly label. 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }

トライアル検出タスクでモデルを検証する
モデルの品質を検証または改善したい場合は、トライアル検出タスクを実行できます。トライアル検出タ
スクは、提供された新しい画像の異常を検出します。

検出結果を確認し、検証した画像をデータセットに追加できます。個別のトレーニングデータセットとテ
ストデータセットがある場合、検証済みの画像がトレーニングデータセットに追加されます。

ローカルコンピュータからの画像、または Amazon S3 バケットにある画像を検証できます。検証済み画
像をデータセットに追加する場合、S3 バケットに配置された画像は、データセット内の画像と同じ S3 バ
ケット内に存在する必要があります。

Note

トライアル検出タスクを実行するには、S3 バケットでバージョニングが有効になっていること
を確認します。詳細については、「バージョニングの使用」を参照してください。コンソールバ
ケットは、バージョニングが有効になっている状態で作成されます。

デフォルトでは、画像は AWS が所有および管理するキーで暗号化されます。また、独自の AWS Key 
Management Service (KMS) キーを使用することもできます。詳細については、「AWS Key Management 
Service の概念」を参照してください。

トピック
• トライアル検出タスクの実行 (p. 83)
• トライアル検出結果の確認 (p. 84)
• 注釈ツールによるセグメンテーションラベルの修正 (p. 85)

トライアル検出タスクの実行
トライアル検出タスクを実行するには、次の手順を実行します。

トライアル検出を実行するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/lookoutvision/ で Amazon Lookout for Vision コンソールを開きます。
2. [Get started] (開始方法) を選択します。
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3. 左側のナビゲーションペインで、[Projects] (プロジェクト) を選択します。
4. プロジェクトビューで、トレーニングしたいモデルを含むプロジェクトを選択します。
5. 左側のナビゲーションペインで、プロジェクト名の下にある [Trial detections] (トライアル検出) を選

択します。
6. [トライアル検出] ビューで、[Run trial detection] (トライアル検出の実行) を選択します。
7. [Run trial detection] (トライアル検出の実行) ページで、[Task name] (タスク名) にトライアル検出タス

クの名前を入力します。
8. [Choose model] (モデル選択) で、使用するそのモデルのバージョンを選択します。
9. 次のように、画像のソースに従って画像をインポートします。

• Amazon S3 バケットからソース画像をインポートする場合は、S3 URI を入力します。

Tip

スタートガイドのサンプル画像を使用している場合は、[extra_images] (エクストライメー
ジ) フォルダーを使用します。Amazon S3 URI は s3://your bucket/circuitboard/
extra_images です。

• コンピュータから画像をアップロードする場合は、[Detect anomalies] (異常を検出する) を選択した
後に画像を追加してください。

10. (オプション) 独自の AWS KMS 暗号化キーを使用する場合は、次の手順を実行します。

a. [Image data encryption] (画像データの暗号化) については、[Customize encryption settings 
(advanced)] (暗号化設定のカスタマイズ (詳細)) を選択します。

b. [encryption.aws_kms_key] に、キーの Amazon リソースネーム (ARN) を入力するか、既存の 
AWS KMS キーを選択します。新しいキーを作成するには、[Create an AWS IMS key] (AWS IMS 
キーを作成する) を選択します。

11. [Detect anomalies] (異常を検出する) を選択してから、[Run trial detection] (トライアル検出を実行す
る) を選択して、トライアル検出タスクを開始します。

12. [トライアル検出] ビューで現在のステータスを確認します。トライアル検出が完了するまでに時間が
かかる場合があります。

トライアル検出結果の確認
トライアル検出の結果を検証すると、モデルの改善に役立ちます。

パフォーマンスメトリクスが悪い場合は、トライアル検出を実行してモデルを改善し、検証済みの画像を
データセット (別のデータセットがある場合は、トレーニングデータセット) に追加します。

モデルのパフォーマンスメトリクスは良好で、トライアル検出の結果が悪い場合は、検証済み画像をデー
タセット (トレーニングデータセット) に追加してモデルを改善できます。別のテストデータセットがある
場合は、テストデータセットに画像を追加することを検討してください。

検証済み画像をデータセットに追加したら、モデルを再トレーニングして再評価します。詳細について
は、「モデルのトレーニング (p. 66)」を参照してください。

トライアル検出の結果を検証するには

1. https://console.aws.amazon.com/lookoutvision/ で Amazon Lookout for Vision コンソールを開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[Projects] (プロジェクト) を選択します。
3. [Projects] (プロジェクト) ページで、削除するプロジェクトを選択します。プロジェクトのダッシュ

ボードが表示されます。
4. 左側のナビゲーションペインで、[Trial detections] (トライアル検出) を選択します。

84

https://console.aws.amazon.com/lookoutvision/


Amazon Lookout for Vision デベロッパーガイド
注釈ツールによるセグメンテーションラベルの修正

5. 検証したいトライアル検出を選択します。
6. [トライアル検出] ページで、[Verify machine predictions] (マシンの予測を確認する) を選択します。
7. [Select all images on this page] (このページのすべての画像を選択) をクリックします。
8. 予測が正しい場合は、[Verify as correct] (正しいことを確認する) を選択します。それ以外の場合

は、[Verify as incorrect] (正しくないことを確認する) を選択します。予測と予測の信頼スコアは、各
画像の下に表示されます。

9. 画像のラベルを変更する必要がある場合は、以下を実行します。

a. 画像の下の [Correct] (正しい)、または[Incorrect] (正しくない) のいずれかを選びます。
b. 画像の正しいラベルを特定できない場合は、ギャラリーで画像を選択して画像を拡大してくださ

い。

Note

[Filters] (フィルタ) セクションで目的のラベル、またはラベルの状態を選択することで、画像
ラベルをフィルターすることができます。[Sorting options] (並べ替えオプション) で、信頼度
スコアで並べ替えができます。

10. モデルがセグメンテーションモデルで、画像のマスクまたは異常ラベルが間違っている場合は、画像
の下の「異常領域」を選択し、注釈ツールを開きます。注釈ツールによるセグメンテーションラベル
の修正 (p. 85)を実行してセグメンテーション情報を更新します。

11. すべての画像が検証されるまで、必要に応じて各ページで手順 7～10 を繰り返します。
12. [Add verified images to dataset] (検証済み画像をデータセットに追加する) を選択します。個別のデー

タセットがある場合、画像はトレーニングデータセットに追加されます。
13. モデルをトレーニングする 詳細については、「the section called “モデルのトレーニング” (p. 66)」を

参照してください。

注釈ツールによるセグメンテーションラベルの修正
注釈ツールを使用して、異常な領域にマスクを付けて画像をセグメント化します。

注釈ツールを使用して画像のセグメンテーションラベルを修正するには

1. データセットギャラリーの画像の下にある異常領域を選択して、注釈ツールを開きます。
2. マスクの異常ラベルが正しくない場合は、マスクを選択し、異常ラベルで正しい異常ラベルを選択し

ます。必要に応じて、[異常ラベルを追加] を選択して新しい異常ラベルを追加します。
3. マスクが正しくない場合は、ページの下部にある描画ツールを選択し、異常な領域をしっかりと覆う

マスクを描いて異常ラベルを作成します。次の図は、異常をしっかり覆うマスクの例です。

以下は、適合率が低い場合、適合率が低い場合、状況によっては異常を隠します。
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4. 修正する画像が他にもある場合は、[次へ] を選択し、手順 2 と 3 を繰り返します。
5. [送信] を選択して閉じ、画像の更新を完了します。
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トレーニング済みの Amazon Lookout 
for Vision モデルの実行

モデルの使用すると、まずモデルの開始する必要がありますStartModel。Amazon Lookout for Vision コ
ンソールは、モデルの開始と停止に使用できる AWS CLI コマンドを提供しています。このセクションで
は、使用できるサンプルコードについて説明します。

モデルの開始後は、DetectAnomalies オペレーションを使用して画像の異常を検出することができま
す。詳細については、「画像内の異常を検出する (p. 98)」を参照してください。

トピック
• 推論ユニット (p. 87)
• アベイラビリティーゾーン (p. 88)
• Amazon Lookout for Vision モデルの開始 (p. 89)
• Amazon Lookout for Vision モデルの停止 (p. 93)

推論ユニット
モデルを開始すると、Amazon Lookout for Vision は、推論ユニットと呼ばれる最低 1 つのコンピューティ
ングリソースをプロビジョニングします。StartModel API への MinInferenceUnits 入力パラメータ
で、使用する推論単位数を指定します。モデルのデフォルトの割り当ては 1 推論単位です。

Important

モデルの稼働時間数と、モデルの実行中にモデルが使用する推論ユニットの数に対して課金さ
れます。たとえば、モデルを 2 推論単位で開始し、モデルを 8 時間使用すると、16 推論時間 (8 
時間使用すると、16 推論時間) に対して課金されます。詳細については、「Amazon Lookout for 
Vision の価格」を参照してください。を呼び出してモデルを明示的に停止しないとStopModel、
モデルを使って積極的に画像を分析していなくても課金されます。

1 つの推論ユニットがサポートする 1 秒あたりのトランザクション (TPS) は、次の影響を受けます。

• Lookout for Vision がモデルのトレーニングに使用するアルゴリズム。モデルをトレーニングすると、複
数のモデルがトレーニングされます。Lookout for Vision では、データセットのサイズと正常画像と異常
画像の構成に基づいて、最適なパフォーマンスを備えたモデルが選択されます。

• 高解像度の画像では、解析に時間がかかります。
• 小さいサイズの画像 (MB単位) は、大きな画像よりも速く分析されます。

推論ユニットによるスループットの管理
アプリケーションの要求に応じて、モデルのスループットを上げたり下げたりすることができます。ス
ループットを上げるには、追加の推論ユニットを使用します。推論ユニットを追加するたびに、処理速度
が 1 推論単位増加します。必要な推論単位数の計算については、「Amazon Rekognition カスタムラベル
の推論単位の計算」と「Amazon Lookout for Vision モデルの推論単位の計算」を参照してください。モデ
ルのサポートされるスループットを変更する場合は、次の 2 つのオプションがあります。

手動で推論ユニットを追加または削除します
モデルを停止し (p. 93)、必要な数の推論ユニット数で再起動します (p. 89)。この方法の欠点は、モ
デルが再起動中にリクエストを受信できず、需要の急増を処理するために使用できないことです。モデル
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のスループットが安定していて、ユースケースで 10 ～ 20 分のダウンタイムを許容できる場合は、この方
法を使用してください。例としては、毎週のスケジュールを使用してモデルへの呼び出しをバッチ処理す
る場合が挙げられます。

推論ユニットの自動スケーリング
モデルの使用すると、モデルが使用する推論ユニットの数を自動的に開始します。需要が高まる
と、Amazon Lookout for Vision はモデルに推論ユニットを追加し、需要が減るとそれらを削除します。

Lookout for Vision がモデルの推論単位を自動的にスケーリングできるようにするには、モデルを起動
し (p. 89)、MaxInferenceUnitsパラメーターを使用して使用できる推論単位の最大数を設定しま
す。推論ユニットの最大数を設定すると、使用できる推論ユニットの数を制限することで、モデルの実
行コストを管理できます。最大単位数を指定しない場合、Lookout for Vision はモデルを自動的にスケー
リングせず、開始時の推論単位の数だけを使用します。推論ユニットの最大数については、「Service 
Quotas」を参照してください。

MinInferenceUnitsパラメーターを使用して推論単位を指定することもできます。これにより、モデル
の最小スループットを指定できます。

Note

Lookout for Vision コンソールでは、推論ユニットの最大数を設定することはできません。代わり
に、MaxInferenceUnitsStartModelオペレーションの入力パラメータを指定してください。

Lookout for Vision には、モデルの現在の自動スケーリングステータスを判断するために使用できる以下の 
Amazon CloudWatch Logs メトリックスが用意されています。

メトリクス 説明

DesiredInferenceUnits Lookout for Vision がスケールアップまたはスケー
ルダウンする推論ユニットの数。

InServiceInferenceUnits モデルが使用する推論ユニットの数。

DesiredInferenceUnits= の場合InServiceInferenceUnits、Lookout for Vision は現在推論ユニッ
トの数をスケーリングしていません。

DesiredInferenceUnits> の場合InServiceInferenceUnits、Lookout for 
VisionDesiredInferenceUnits が次の値までスケールアップされます。

DesiredInferenceUnits< の場合InServiceInferenceUnits、Lookout for 
VisionDesiredInferenceUnits はという値までスケールダウンされます。

Lookout for Vision によって返されるメトリックスとフィルタリングディメンションの詳細については、
「Amazon による Lookout for Vision のモニタリング」を参照してください CloudWatch。

モデルに要求した推論ユニットの最大数を調べるには、DescribeModelMaxInferenceUnitsを呼び出し
て応答のフィールドを確認します。

アベイラビリティーゾーン
Amazon Lookout for Vision; は、AWSリージョン内の複数のアベイラビリティーゾーンに推論ユニットを
分散させ、可用性を高めています。詳細については、アベイラビリティーゾーンを参照してください。ア
ベイラビリティーゾーンの停止や推論ユニットの障害から実稼働モデルを保護するために、少なくともつ
の推論ユニットを使用して実稼働モデルを開始してください。

アベイラビリティーゾーンの停止が発生すると、アベイラビリティーゾーン内のすべての推論ユニットが
使用できなくなり、モデルの容量が削減されます。DetectAnomaliesへの呼び出しは、残りの推論ユニッ
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トに再配信されます。このような呼び出しは、残りの推論ユニットのサポートされる Transactions Per 
Seconds (Transactions Per Seconds) を超えていなければ成功します。AWSアベイラビリティーゾーンの
修復後、推論ユニットが再起動され、フルキャパシティが復元されます。

1 つの推論ユニットに障害が発生すると、同じアベイラビリティーゾーンで新しい推論ユニットを自動的
に開始します。新しい推論ユニットが始まるまで、モデル容量は減少します。

Amazon Lookout for Vision モデルの開始
Amazon Lookout for Vision モデルを使用して異常を検出するには、まずモデルを開始する必要がありま
す。モデルを開始するには、StartModelAPI を呼び出して以下を渡します。

• ProjectName— 開始したいモデルを含むプロジェクト名を入力します。
• ModelVersion— 開始したいモデルのバージョン
• MinInferenceUnits— 推論ユニットの最小数 詳細については、「推論ユニット (p. 87)」を参照してく

ださい。
• (オプション) MaxInferenceUnits— Amazon Lookout for Vision がモデルを自動的にスケーリングす

るために使用できる推論ユニットの最大数。詳細については、「推論ユニットの自動スケーリン
グ (p. 88)」を参照してください。

Amazon Lookout for Vision コンソールには、モデルの開始と停止に使用できるサンプルコードが用意され
ています。

Note

モデルの稼働時間に応じて課金されます。実行中のモデルを停止するには、「Amazon Lookout 
for Vision モデルの停止 (p. 93) 」を参照してください。
AWSSDKを使用すると、Lookout forAWS Visionが利用可能なすべてのリージョンのランニングモ
デルを表示できます。コード例については、find_running_models.py を参照してください。

トピック
• モデルの起動 (コンソール) (p. 89)
• Amazon Lookout for Vision モデル (SDK) を起動する (p. 90)

モデルの起動 (コンソール)
Amazon Lookout for Vision コンソールは、モデルの開始と停止に使用できる AWS CLI コマンドを提供し
ています。モデルの開始後、画像内の異常の検出を開始できます。詳細については、「画像内の異常を検
出する (p. 98)」を参照してください。

モデル(コンソール)を起動するには

1. まだをインストールして設定していない場合は、とAWS SDKAWS CLI をインストールして設定しま
す。詳細については、「ステップ 4:AWS CLI とAWS SDK クスをセットアップする (p. 7)」を参照し
てください。

2. https://console.aws.amazon.com/lookoutvision/ で Amazon Lookout for Vision コンソールを開きます。
3. [Get started] (開始方法) を選択します。
4. 左側のナビゲーションペインで、[Projects] (プロジェクト) を選択します。
5. [Projects] (プロジェクト) リソースページで、開始するモデルを含むプロジェクトを選択します。
6. [Models] (モデル) セクションで、開始するモデルを選択します。
7. モデルの詳細ページで、[モデルを使用] を選択し、[API をクラウドに統合] を選択します。
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Tip

モデルをエッジデバイスにデプロイする場合は、[モデルパッケージジョブの作成] を選択し
ます。詳細については、「Amazon Lookout for Vision モデルのパッケージング (p. 131)」
を参照してください。

8. AWS CLI コマンドで、を呼び出すAWS CLIstart-model コマンドをコピーします。
9. コマンドプロンプトで、前のステップでコピーした start-model コマンドを入力しま

す。lookoutvisionプロファイルを使用して認証情報を取得する場合は、--profile 
lookoutvision-accessパラメーターを追加します。

10. コンソールで、左のナビゲーションページから[Models] (モデル) を選択します。
11. モデルの現在のステータスは、[Status] (ステータス) 欄をチェックします。ステータスが[Hosted] (ホ

スト済み) の場合、このモデルを使用して画像内の異常を検出できます。詳細については、「画像内
の異常を検出する (p. 98)」を参照してください。

Amazon Lookout for Vision モデル (SDK) を起動する
モデルを開始するには、StartModelオペレーションを呼び出します。

モデルの開始までに時間がかかる場合があります。電話で現在のステータスを確認できま
すDescribeModel。詳細については、「モデルの表示 (p. 183)」を参照してください。

モデル (SDK) を起動するには

1. まだをインストールして設定していない場合は、とAWS SDKAWS CLI をインストールして設定しま
す。詳細については、「ステップ 4:AWS CLI とAWS SDK クスをセットアップする (p. 7)」を参照し
てください。

2. 次のサンプルコードを使用して、モデルを開始します。

CLI

以下の値を変更します。

• project-name に開始したいモデルを含むプロジェクト名を入力します。
• model-version に開始したいモデルのバージョンを入力します。
• --min-inference-units で使用する推論単位の数を指定します。
• (オプション)--max-inference-units Amazon Lookout for Vision がモデルを自動的にス

ケーリングするために使用できる推論ユニットの最大数まで。

aws lookoutvision start-model --project-name "project name"\ 
  --model-version model version\ 
  --min-inference-units minimum number of units\ 
  --max-inference-units max number of units \ 
  --profile lookoutvision-access

Python

このコードは、AWSドキュメント SDK GitHub の例リポジトリから引用しています。詳しい事例
は [こちら] です。

    @staticmethod 
    def start_model( 
            lookoutvision_client, project_name, model_version, min_inference_units, 
 max_inference_units = None): 
        """ 
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        Starts the hosting of a Lookout for Vision model. 

        :param lookoutvision_client: A Boto3 Lookout for Vision client. 
        :param project_name:  The name of the project that contains the version of 
 the 
                              model that you want to start hosting. 
        :param model_version: The version of the model that you want to start 
 hosting. 
        :param min_inference_units: The number of inference units to use for 
 hosting. 
        :param max_inference_units: (Optional) The maximum number of inference 
 units that 
        Lookout for Vision can use to automatically scale the model. 
        """ 
        try: 
            logger.info( 
                "Starting model version %s for project %s", model_version, 
 project_name) 
             
            if max_inference_units is None: 
                lookoutvision_client.start_model( 
                    ProjectName = project_name, 
                    ModelVersion = model_version, 
                    MinInferenceUnits = min_inference_units) 

            else: 
                lookoutvision_client.start_model( 
                    ProjectName = project_name, 
                    ModelVersion = model_version, 
                    MinInferenceUnits = min_inference_units, 
                    MaxInferenceUnits = max_inference_units) 

            print("Starting hosting...") 

            status = "" 
            finished = False 

            # Wait until hosted or failed. 
            while finished is False: 
                model_description = lookoutvision_client.describe_model( 
                    ProjectName=project_name, ModelVersion=model_version) 
                status = model_description["ModelDescription"]["Status"] 

                if status == "STARTING_HOSTING": 
                    logger.info("Host starting in progress...") 
                    time.sleep(10) 
                    continue 

                if status == "HOSTED": 
                    logger.info("Model is hosted and ready for use.") 
                    finished = True 
                    continue 

                logger.info("Model hosting failed and the model can't be used.") 
                finished = True 

            if status != "HOSTED": 
                logger.error("Error hosting model: %s", status) 
                raise Exception(f"Error hosting model: {status}") 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't host model.") 
            raise
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Java V2

このコードは、AWSドキュメント SDK GitHub の例リポジトリから引用しています。詳しい事例
は [こちら] です。

/** 
 * Starts hosting an Amazon Lookout for Vision model. Returns when the model has 
 * started or if hosting fails. You are charged for the amount of time that a 
 * model is hosted. To stop hosting a model, use the StopModel operation. 
 *  
 * @param lfvClient   An Amazon Lookout for Vision client. 
 * @param projectName The name of the project that contains the model that you 
 *                    want to host. 
 * @modelVersion The version of the model that you want to host. 
 * @minInferenceUnits The number of inference units to use for hosting. 
 * @maxInferenceUnits The maximum number of inference units that Lookout for 
 *                    Vision can use for automatically scaling the model. If the 
 *                    value is null, automatic scaling doesn't happen. 
 * @return ModelDescription The description of the model, which includes the 
 *         model hosting status. 
 */
public static ModelDescription startModel(LookoutVisionClient lfvClient, String 
 projectName, String modelVersion, 
        Integer minInferenceUnits, Integer maxInferenceUnits) throws 
 LookoutVisionException, InterruptedException { 

    logger.log(Level.INFO, "Starting Model version {0} for project {1}.", 
            new Object[] { modelVersion, projectName }); 

    StartModelRequest startModelRequest = null; 

    if (maxInferenceUnits == null) { 

        startModelRequest = 
 StartModelRequest.builder().projectName(projectName).modelVersion(modelVersion) 
                .minInferenceUnits(minInferenceUnits).build(); 
    } else { 
        startModelRequest = 
 StartModelRequest.builder().projectName(projectName).modelVersion(modelVersion) 
                
 .minInferenceUnits(minInferenceUnits).maxInferenceUnits(maxInferenceUnits).build(); 
    } 

    // Start hosting the model. 
    lfvClient.startModel(startModelRequest); 

    DescribeModelRequest describeModelRequest = 
 DescribeModelRequest.builder().projectName(projectName) 
            .modelVersion(modelVersion).build(); 

    ModelDescription modelDescription = null; 

    boolean finished = false; 
    // Wait until model is hosted or failure occurs. 
    do { 

        modelDescription = 
 lfvClient.describeModel(describeModelRequest).modelDescription(); 

        switch (modelDescription.status()) { 

        case HOSTED: 
            logger.log(Level.INFO, "Model version {0} for project {1} is running.", 
                    new Object[] { modelVersion, projectName }); 
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            finished = true; 
            break; 

        case STARTING_HOSTING: 
            logger.log(Level.INFO, "Model version {0} for project {1} is 
 starting.", 
                    new Object[] { modelVersion, projectName }); 

            TimeUnit.SECONDS.sleep(60); 

            break; 
        case HOSTING_FAILED: 
            logger.log(Level.SEVERE, "Hosting failed for model version {0} for 
 project {1}.", 
                    new Object[] { modelVersion, projectName }); 
            finished = true; 
            break; 

        default: 
            logger.log(Level.SEVERE, "Unexpected error when hosting model version 
 {0} for project {1}: {2}.", 
                    new Object[] { projectName, modelVersion, 
 modelDescription.status() }); 
            finished = true; 
            break; 

        } 

    } while (!finished); 

    logger.log(Level.INFO, "Finished starting model version {0} for project {1} 
 status: {2}", 
            new Object[] { modelVersion, projectName, 
 modelDescription.statusMessage() }); 

    return modelDescription;

}

3. コードの出力が Model is hosted and ready for use の場合、このモデルを使用して画像内の
異常を検出できます。詳細については、「画像内の異常を検出する (p. 98)」を参照してください。

Amazon Lookout for Vision モデルの停止
実行中のモデルを停止するには、StopModelオペレーションを呼び出して以下を渡します。

• [Project] (プロジェクト) — 停止するモデルを含むプロジェクトの名前。
• ModelVersion— 停止するモデルのバージョン

Amazon Lookout for Vision コンソールには、モデルの停止に使用できるサンプルコードが用意されていま
す。

Note

モデルの稼働時間に応じて課金されます。

トピック
• モデルの停止 (コンソール) (p. 94)
• Amazon Lookout for Vision モデル (SDK) を停止する (p. 94)
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モデルの停止 (コンソール)
次の手順のステップを実行し、コンソールを使用してモデルを停止します。

モデルを停止するには (コンソール)

1. まだをインストールして設定していない場合は、とAWS SDKAWS CLI をインストールして設定しま
す。詳細については、「ステップ 4:AWS CLI とAWS SDK クスをセットアップする (p. 7)」を参照し
てください。

2. https://console.aws.amazon.com/lookoutvision/ で Amazon Lookout for Vision コンソールを開きます。
3. [Get started] (開始方法) を選択します。
4. 左側のナビゲーションペインで、[Projects] (プロジェクト) を選択します。
5. [Projects] (プロジェクト) リソースページで、停止したいモデルを含むプロジェクトを選択します。
6. [Models] (モデル) セクションで、停止するモデルを選択します。
7. モデルの詳細ページで、[モデルを使用] を選択し、[API をクラウドに統合] を選択します。
8. AWS CLI コマンドで、を呼び出すAWS CLIstop-model コマンドをコピーします。
9. コマンドプロンプトで、前のステップでコピーした stop-model コマンドを入力しま

す。lookoutvisionプロファイルを使用して認証情報を取得する場合は、--profile 
lookoutvision-accessパラメーターを追加します。

10. コンソールで、左のナビゲーションページから[Models] (モデル) を選択します。
11. モデルの現在のステータスは、[Status] (ステータス) 欄をチェックします。[Status] (ステータス) 欄の

値が[Training complete] (トレーニング済み) の場合、このモデルは停止しています。

Amazon Lookout for Vision モデル (SDK) を停止する
モデルを停止するには、StopModelオペレーションを呼び出します。

モデルの停止までに時間がかかる場合があります。現在のステータスを確認するには、DescribeModel
を使用します。

モデルを停止するには (SDK)

1. まだをインストールして設定していない場合は、とAWS SDKAWS CLI をインストールして設定しま
す。詳細については、「ステップ 4:AWS CLI とAWS SDK クスをセットアップする (p. 7)」を参照し
てください。

2. 次のサンプルコードを使用して、実行中のモデルを停止します。

CLI

以下の値を変更します。

• project-name に停止するモデルが含まれているプロジェクトの名前を入力します。
• model-version に停止するモデルのバージョンを入力します。

aws lookoutvision stop-model --project-name "project name"\ 
    --model-version model version \ 
  --profile lookoutvision-access

Python

このコードは、AWSドキュメント SDK GitHub の例リポジトリから引用しています。詳しい事例
は [こちら] です。
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    @staticmethod 
    def stop_model(lookoutvision_client, project_name, model_version): 
        """ 
        Stops a running Lookout for Vision Model. 

        :param lookoutvision_client: A Boto3 Lookout for Vision client. 
        :param project_name: The name of the project that contains the version of 
                             the model that you want to stop hosting. 
        :param model_version:  The version of the model that you want to stop 
 hosting. 
        """ 
        try: 
            logger.info("Stopping model version %s for %s", model_version, 
 project_name) 
            response = lookoutvision_client.stop_model( 
                ProjectName=project_name, ModelVersion=model_version) 
            logger.info("Stopping hosting...") 

            status = response["Status"] 
            finished = False 

            # Wait until stopped or failed. 
            while finished is False: 
                model_description = lookoutvision_client.describe_model( 
                    ProjectName=project_name, ModelVersion=model_version) 
                status = model_description["ModelDescription"]["Status"] 

                if status == "STOPPING_HOSTING": 
                    logger.info("Host stopping in progress...") 
                    time.sleep(10) 
                    continue 

                if status == "TRAINED": 
                    logger.info("Model is no longer hosted.") 
                    finished = True 
                    continue 

                logger.info("Failed to stop model: %s ", status) 
                finished = True 

            if status != "TRAINED": 
                logger.error("Error stopping model: %s", status) 
                raise Exception(f"Error stopping model: {status}") 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't stop hosting model.") 
            raise

Java V2

このコードは、AWSドキュメント SDK GitHub の例リポジトリから引用しています。完全な例を
こちら を参照してください。

/** 
 * Stops the hosting an Amazon Lookout for Vision model. Returns when model has 
 * stopped or if hosting fails. 
 *  
 * @param lfvClient   An Amazon Lookout for Vision client. 
 * @param projectName The name of the project that contains the model that you 
 *                    want to stop hosting. 
 * @modelVersion The version of the model that you want to stop hosting. 
 * @return ModelDescription The description of the model, which includes the 
 *         model hosting status. 
 */
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public static ModelDescription stopModel(LookoutVisionClient lfvClient, String 
 projectName, 
                String modelVersion) throws LookoutVisionException, 
 InterruptedException { 

        logger.log(Level.INFO, "Stopping Model version {0} for project {1}.", 
                        new Object[] { modelVersion, projectName }); 

        StopModelRequest stopModelRequest = StopModelRequest.builder() 
                        .projectName(projectName) 
                        .modelVersion(modelVersion) 
                        .build(); 

        // Stop hosting the model. 

        lfvClient.stopModel(stopModelRequest); 

        DescribeModelRequest describeModelRequest = DescribeModelRequest.builder() 
                        .projectName(projectName) 
                        .modelVersion(modelVersion) 
                        .build(); 

        ModelDescription modelDescription = null; 

        boolean finished = false; 
        // Wait until model is stopped or failure occurs. 
        do { 

                modelDescription = 
 lfvClient.describeModel(describeModelRequest).modelDescription(); 

                switch (modelDescription.status()) { 

                        case TRAINED: 
                                logger.log(Level.INFO, "Model version {0} for 
 project {1} has stopped.", 
                                                new Object[] { modelVersion, 
 projectName }); 
                                finished = true; 
                                break; 

                        case STOPPING_HOSTING: 
                                logger.log(Level.INFO, "Model version {0} for 
 project {1} is stopping.", 
                                                new Object[] { modelVersion, 
 projectName }); 

                                TimeUnit.SECONDS.sleep(60); 

                                break; 

                        default: 
                                logger.log(Level.SEVERE, 
                                                "Unexpected error when stopping 
 model version {0} for project {1}: {2}.", 
                                                new Object[] { projectName, 
 modelVersion, 
                                                                
 modelDescription.status() }); 
                                finished = true; 
                                break; 

                } 

        } while (!finished); 
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        logger.log(Level.INFO, "Finished stopping model version {0} for project {1} 
 status: {2}", 
                        new Object[] { modelVersion, projectName, 
 modelDescription.statusMessage() }); 

        return modelDescription;

}
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画像内の異常を検出する
トレーニング済みの Amazon Lookout for Vision モデルを使用して画像内の異常を検出するに
は、DetectAnomaliesオペレーションを呼び出します。の結果には、DetectAnomalies画像に1つ以上の
異常が含まれていると分類するブーリアン予測と、その予測に対する信頼度の値が含まれる。モデルが画
像セグメンテーションモデルの場合、結果にはさまざまな種類の異常の位置を示す色付きのマスクも含ま
れます。

Note

DetectAnomalies を実行する前に、まずモデルを StartModel オペレーションで開始してく
ださい。詳細については、「Amazon Lookout for Vision モデルの開始 (p. 89)」を参照してくださ
い。モデルが実行される時間 (分単位) と、モデルが使用する異常検出ユニットの数に対して課金
されます。モデルを使用していない場合は、StopModel オペレーションでモデルを停止します。
詳細については、「Amazon Lookout for Vision モデルの停止 (p. 93)」を参照してください。

トピック
• 通話 DetectAnomalies (p. 98)
• からの回答を理解する DetectAnomalies (p. 101)
• 画像に異常があるかどうかの判別 (p. 102)
• 分類とセグメンテーションの情報を表示する (p. 107)
• AWS Lambda関数による異常の検出 (p. 117)

通話 DetectAnomalies
DetectAnomalies を実行するには、以下を指定します。

• [Project] (プロジェクト) — 使用するモデルを含むプロジェクトの名前。
• ModelVersion— 使用したいモデルのバージョン。
• ContentType— 分析する画像のタイプ。有効な値は、image/png (PNG 形式の画像) とimage/jpeg

(JPG 形式の画像) です。
• [Body] (本文) — 画像を表す暗号化されていないバイナリバイト。

画像は、モデルのトレーニングに使用される画像と同じ寸法である必要があります。

次の例は、DetectAnomalies を呼び出す方法を示しています。Python と Java の例の関数応答を使用し
て、で関数を呼び出すことができます画像に異常があるかどうかの判別 (p. 102)。

AWS CLI

この AWS CLI コマンドでは、DetectAnomalies CLI オペレーションの JSON 出力を表示します。
次の入力パラメータの値を変更します。:

• project name に使用するプロジェクトの名前を入力します。
• model version に使用するモデルのバージョンを入力します。
• content type に使用したい画像の種類を入力します。有効な値は、image/png (PNG 形式の画

像) とimage/jpeg (JPG 形式の画像) です。
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• file name に使用する画像のパスとファイル名を指定します。ファイルタイプがの値と一致して
いることを確認しますcontent-type。

aws lookoutvision detect-anomalies  --project-name project name\ 
    --model-version model version\ 
    --content-type content type\ 
    --body file name \ 
    --profile lookoutvision-access

Python

完全なコード例については、を参照してくださいGitHub。

    def detect_anomalies(lookoutvision_client, project_name, model_version, photo): 
        """ 
        Calls DetectAnomalies using the supplied project, model version, and image. 
        :param lookoutvision_client: A Lookout for Vision Boto3 client. 
        :param project: The project that contains the model that you want to use. 
        :param model_version: The version of the model that you want to use. 
        :param photo: The photo that you want to analyze. 
        :return: The DetectAnomalyResult object that contains the analysis results. 
        """ 

        image_type = imghdr.what(photo) 
        if image_type == "jpeg": 
            content_type = "image/jpeg" 
        elif image_type == "png": 
            content_type = "image/png" 
        else: 
            logger.info("Invalid image type for %s", photo) 
            raise ValueError( 
                f"Invalid file format. Supply a jpeg or png format file: {photo}") 

        # Get images bytes for call to detect_anomalies 
        with open(photo, "rb") as image: 
            response = lookoutvision_client.detect_anomalies( 
                ProjectName=project_name, 
                ContentType=content_type, 
                Body=image.read(), 
                ModelVersion=model_version) 

        return response['DetectAnomalyResult']

Java V2

   public static DetectAnomalyResult detectAnomalies(LookoutVisionClient lfvClient, 
 String projectName, 
            String modelVersion, 
            String photo) throws IOException, LookoutVisionException { 
        /** 
         * Creates an Amazon Lookout for Vision dataset from a manifest file. 
         * Returns after Lookout for Vision creates the dataset. 
         *  
         * @param lfvClient    An Amazon Lookout for Vision client. 
         * @param projectName  The name of the project in which you want to create a 
         *                     dataset. 
         * @param modelVersion The version of the model that you want to use. 
         * 
         * @param photo        The photo that you want to analyze. 
         *  
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         * @return DetectAnomalyResult The analysis result from DetectAnomalies. 
         */ 

        logger.log(Level.INFO, "Processing local file: {0}", photo); 

        // Get image bytes. 

        InputStream sourceStream = new FileInputStream(new File(photo)); 
        SdkBytes imageSDKBytes = SdkBytes.fromInputStream(sourceStream); 
        byte[] imageBytes = imageSDKBytes.asByteArray(); 

        // Get the image type. Can be image/jpeg or image/png. 
        String contentType = getImageType(imageBytes); 

        // Detect anomalies in the supplied image. 
        DetectAnomaliesRequest request = 
 DetectAnomaliesRequest.builder().projectName(projectName) 
                .modelVersion(modelVersion).contentType(contentType).build(); 

        DetectAnomaliesResponse response = lfvClient.detectAnomalies(request, 
                RequestBody.fromBytes(imageBytes)); 

        /* 
         * Tip: You can also use the following to analyze a local file. 
         * Path path = Paths.get(photo); 
         * DetectAnomaliesResponse response = lfvClient.detectAnomalies(request, path); 
         */ 
        DetectAnomalyResult result = response.detectAnomalyResult(); 

        String prediction = "Prediction: Normal"; 

        if (Boolean.TRUE.equals(result.isAnomalous())) { 
            prediction = "Prediction: Anomalous"; 
        } 

        // Convert confidence to percentage. 
        NumberFormat defaultFormat = NumberFormat.getPercentInstance(); 
        defaultFormat.setMinimumFractionDigits(1); 
        String confidence = String.format("Confidence: %s", 
 defaultFormat.format(result.confidence())); 

        // Log classification result. 
        String photoPath = "File: " + photo; 
        String[] imageLines = { photoPath, prediction, confidence }; 
        logger.log(Level.INFO, "Image: {0}\nAnomalous: {1}\nConfidence {2}", 
 imageLines); 

        return result; 

    } 

    // Gets the image mime type. Supported formats are image/jpeg and image/png. 
    private static String getImageType(byte[] image) throws IOException { 

        InputStream is = new BufferedInputStream(new ByteArrayInputStream(image)); 
        String mimeType = URLConnection.guessContentTypeFromStream(is); 

        logger.log(Level.INFO, "Image type: {0}", mimeType); 

        if (mimeType.equals("image/jpeg") || mimeType.equals("image/png")) { 
            return mimeType; 
        } 
        // Not a supported file type. 
        logger.log(Level.SEVERE, "Unsupported image type: {0}", mimeType); 
        throw new IOException(String.format("Wrong image type. %s format isn't 
 supported.", mimeType)); 
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    }

からの回答を理解する DetectAnomalies
からの応答は、トレーニングするモデルのタイプ (分類モデルまたはセグメンテーションモデ
ル)DetectAnomalies によって異なります。どちらの場合も、DetectAnomalyResultレスポンスはオブ
ジェクトです。

分類モデル
モデルがの場合画像分類のモデル (p. 18)、DetectAnomaliesからの応答には以下が含まれます。

• IsAnomalous— 画像に1つ以上の異常が含まれていることを示すブーリアン指標。
• [Confidence] (信頼度) — Amazon Lookout for Vision の異常予測の精度に対する信頼度 

(IsAnomalous)。Confidence は 0～1 の浮動小数点値です。値が高いほど、信頼度が高いことを示し
ます。

• [Source] (送信元) — DetectAnomalies に渡されたイメージに関する情報。

{ 
    "DetectAnomalyResult": { 
        "Source": { 
            "Type": "direct" 
        }, 
        "IsAnomalous": true, 
        "Confidence": 0.9996867775917053 
    }
}

画像に異常があるかどうかを判断するには、IsAnomalousフィールドをチェックして、Confidenceその
値がニーズに見合った大きさであることを確認します。

DetectAnomalies で返される信頼度の値が低すぎると感じる場合は、モデルの再トレーニングを検討し
てください。サンプルコードについては、「分類 (p. 102)」を参照してください。

セグメンテーションモデル
モデルがの場合画像セグメンテーションモデル (p. 18)、応答には分類情報と、イメージマスクや異常タイ
プなどのセグメンテーション情報が含まれます。分類情報はセグメンテーション情報とは別に計算される
ため、それらの間の関係は想定しないでください。コード例については、「」セグメント化 (p. 104) と
「」を参照してください分類とセグメンテーションの情報を表示する (p. 107)。

• IsAnomalous(分類) — 画像を正常か異常かに分類するブール型インジケーター。
• [Confidence] (信頼度) — Amazon Lookout for Vision の分類の精度に対する信頼度 (IsAnomalous)。
Confidence0 から 1 までの浮動小数点値です。値が高いほど、信頼度が高いことを示します。

• [Source] (送信元) — DetectAnomalies に渡されたイメージに関する情報。
• AnomalyMask(セグメンテーション) — 分析した画像で見つかった異常をカバーするピクセルマスク。画

像に1つ以上の異常が含まれている場合があります。マスクマップの色は異常のタイプを示します。マ
スクの色は、トレーニングデータセット内の異常タイプに割り当てられた色に対応しています。マスク
カラーから異常タイプを見つけるには、ColorPixelAnomalyAnomaliesリストで返された各異常の
フィールドをチェックします。サンプルコードについては、「分類とセグメンテーションの情報を表示
する (p. 107)」を参照してください。
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• 異常 (セグメンテーション) — 画像で見つかった異常のリスト。各異常には、異常タイプ (Name) とピ
クセル情報 (PixelAnomaly) が含まれます。 TotalPercentageArea異常がカバーする画像の領域の
パーセンテージです。 Colorアノマリーのマスクカラーです。

リストの最初の要素は常に画像の背景 (BACKGROUND) を表す異常タイプなので、異常と見なすべきでは
ありません。Amazon Lookout for Vision は、レスポンスに背景異常タイプを自動的に追加します。デー
タセットでバックグラウンド異常タイプを宣言する必要はありません。

{ 
    "DetectAnomalyResult": { 
        "Source": { 
            "Type": "direct" 
        }, 
        "IsAnomalous": true, 
        "Confidence": 0.9996814727783203, 
        "Anomalies": [ 
            { 
                "Name": "background", 
                "PixelAnomaly": { 
                    "TotalPercentageArea": 0.998999834060669, 
                    "Color": "#FFFFFF" 
                } 
            }, 
            { 
                "Name": "scratch", 
                "PixelAnomaly": { 
                    "TotalPercentageArea": 0.0004034999874420464, 
                    "Color": "#7ED321" 
                } 
            }, 
            { 
                "Name": "dent", 
                "PixelAnomaly": { 
                    "TotalPercentageArea": 0.0005966666503809392, 
                    "Color": "#4DD8FF" 
                } 
            } 
        ], 
        "AnomalyMask": "iVBORw0....." 
    }
}

画像に異常があるかどうかの判別
画像に異常があるかどうかを判断するには、さまざまな方法があります。選択する方法は、ユースケース
とモデルのタイプによって異なります。考えられる解決策は次のとおりです。

トピック
• 分類 (p. 102)
• セグメント化 (p. 104)

分類
IsAnomalous画像を異常として分類します。Confidenceこのフィールドを使用して、画像が実際に異常
かどうかを判断します。値が高いほど、信頼度が高いことを示します。たとえば、信頼度が 80% を超える
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場合にのみ、製品に欠陥があると判断できます。分類モデルまたは画像セグメンテーションモデルによっ
て分析された画像を分類できます。

Python

完全なコード例については、を参照してくださいGitHub。

    def reject_on_classification(image, prediction, confidence_limit): 
        """ 
        Returns True if the anomaly confidence is greater than or equal to  
        the supplied confidence limit. 
        :param image: The name of the image file that was analyzed. 
        :param prediction: The DetectAnomalyResult object returned from DetectAnomalies 
        :param confidence_limit: The minimum acceptable confidence. Float value between 
 0 and 1. 
        :return: True if the error condition indicates an anomaly, otherwise False. 
        """ 

        reject = False 

        logger.info("Checking classification for %s", image) 

        if prediction['IsAnomalous'] and prediction['Confidence'] >= confidence_limit: 
            reject = True 
            reject_info=(f"Rejected: Anomaly confidence 
 ({prediction['Confidence']:.2%}) is greater" 
                    f" than limit ({confidence_limit:.2%})") 
            logger.info("%s", reject_info) 

        if not reject: 
            logger.info("No anomalies found.") 
        return reject

Java V2

    public static boolean rejectOnClassification(String image, DetectAnomalyResult 
 prediction, float minConfidence) { 
        /** 
         * Rejects an image based on its anomaly classification and prediction 
         * confidence 
         *  
         * @param image         The file name of the analyzed image. 
         * @param prediction    The prediction for an image analyzed with 
         *                      DetectAnomalies. 
         * @param minConfidence The minimum acceptable confidence for the prediction 
         *                      (0-1). 
         *  
         * @return boolean True if the image is anomalous, otherwise False. 
         */ 

        Boolean reject = false; 

        logger.log(Level.INFO, "Checking classification for {0}", image); 

        String[] logParameters = { prediction.confidence().toString(), 
 String.valueOf(minConfidence) }; 

        if (Boolean.TRUE.equals(prediction.isAnomalous()) && prediction.confidence() >= 
 minConfidence) { 
            logger.log(Level.INFO, "Rejected: Anomaly confidence {0} is greater than 
 confidence limit {1}", 
                    logParameters); 
            reject = true; 
        } 
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        if (Boolean.FALSE.equals(reject)) 
            logger.log(Level.INFO, ": No anomalies found."); 

        return reject; 

    }

セグメント化
モデルが画像セグメンテーションモデルの場合、セグメンテーション情報を使用して画像に異常があるか
どうかを判断できます。画像セグメンテーションモデルを使用して画像を分類することもできます。イ
メージマスクを取得して表示するコードの例については、を参照してください。分類とセグメンテーショ
ンの情報を表示する (p. 107)

異常が含まれている領域
画像の異常箇所のカバー率 (TotalPercentageArea) を使用してください。たとえば、異常領域が画像
の 1% を超える場合、製品に欠陥があると判断できます。

Python

完全なコード例については、を参照してくださいGitHub。

    def reject_on_coverage(image, prediction, confidence_limit, anomaly_label, 
 coverage_limit): 
        """ 
        Checks if the coverage area of an anomaly is greater than the coverage limit 
 and if 
        the prediction confidence is greater than the confidence limit. 
        :param image: The name of the image file that was analyzed. 
        :param prediction: The DetectAnomalyResult object returned from DetectAnomalies 
        :param confidence_limit: The minimum acceptable confidence (float 0-1). 
        :anomaly_label: The anomaly label for the type of anomaly that you want to 
 check. 
        :coverage_limit: The maximum acceptable percentage coverage of an anomaly 
 (float 0-1). 
        :return: True if the error condition indicates an anomaly, otherwise False. 
        """ 

        reject = False 

        logger.info("Checking coverage for %s", image) 

        if prediction['IsAnomalous'] and prediction['Confidence'] >= confidence_limit: 
            for anomaly in prediction['Anomalies']: 
                if (anomaly['Name'] == anomaly_label and  
                        anomaly['PixelAnomaly']['TotalPercentageArea'] > 
 (coverage_limit)): 
                    reject = True 
                    reject_info=(f"Rejected: Anomaly confidence 
 ({prediction['Confidence']:.2%}) " 
                        f"is greater than limit ({confidence_limit:.2%}) and 
 {anomaly['Name']} " 
                        f"coverage ({anomaly['PixelAnomaly']
['TotalPercentageArea']:.2%}) " 
                        f"is greater than limit ({coverage_limit:.2%})") 

                    logger.info("%s", reject_info) 

        if not reject: 
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            logger.info("No anomalies found.") 

        return reject

Java V2

    public static Boolean rejectOnCoverage(String image, DetectAnomalyResult 
 prediction, float minConfidence, 
            String anomalyType, float maxCoverage) { 
        /** 
         * Rejects an image based on a maximum allowable coverage area for an anomaly 
         * type. 
         *  
         * @param image         The file name of the analyzed image. 
         * @param prediction    The prediction for an image analyzed with 
         *                      DetectAnomalies. 
         * @param minConfidence The minimum acceptable confidence for the prediction 
         *                      (0-1). 
         * @param anomalyTypes  The anomaly type to check. 
         * @param maxCoverage   The maximum allowable coverage area of the anomaly 
 type. 
         *                      (0-1). 
         *  
         * @return boolean True if the coverage area of the anomaly type exceeds the 
         *         maximum allowed, otherwise False. 
         */ 

        Boolean reject = false; 

        logger.log(Level.INFO, "Checking coverage for {0}", image); 

        if (Boolean.TRUE.equals(prediction.isAnomalous()) && prediction.confidence() >= 
 minConfidence) { 
            for (Anomaly anomaly : prediction.anomalies()) { 

                if (Objects.equals(anomaly.name(), anomalyType) 
                        && anomaly.pixelAnomaly().totalPercentageArea() >= maxCoverage) 
 { 

                    String[] logParameters = { prediction.confidence().toString(), 
                            String.valueOf(minConfidence), 
                            
 String.valueOf(anomaly.pixelAnomaly().totalPercentageArea()), 
                            String.valueOf(maxCoverage) }; 
                    logger.log(Level.INFO, 
                            "Rejected: Anomaly confidence {0} is greater than 
 confidence limit {1} and " + 
                                    "{2} anomaly type coverage is higher than coverage 
 limit {3}\n", 
                            logParameters); 
                    reject = true; 

                } 
            } 
        } 

        if (Boolean.FALSE.equals(reject)) 
            logger.log(Level.INFO, ": No anomalies found."); 

        return reject; 
    }
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異常タイプの数
画像に見つかったさまざまな異常タイプ (Name) の数を使用してください。たとえば、2 種類以上の異常が
ある場合、製品に欠陥があると判断できます。

Python

完全なコード例については、を参照してくださいGitHub。

    def reject_on_anomaly_types(image, prediction, confidence_limit, 
 anomaly_types_limit): 
        """ 
        Checks if the number of anomaly types is greater than than the anomaly types 
        limit and if the prediction confidence is greater than the confidence limit. 
        :param image: The name of the image file that was analyzed. 
        :param prediction: The DetectAnomalyResult object returned from DetectAnomalies 
        :param confidence: The minimum acceptable confidence. Float value between 0 and 
 1. 
        :param anomaly_types_limit: The maximum number of allowable anomaly types 
 (Integer). 
        :return: True if the error condition indicates an anomaly, otherwise False. 
        """ 

        logger.info("Checking number of anomaly types for %s",image) 

        reject = False 

        if prediction['IsAnomalous'] and prediction['Confidence'] >= confidence_limit: 

            anomaly_types = {anomaly['Name'] for anomaly in prediction['Anomalies']\ 
                if anomaly['Name'] != 'background'} 

            if len (anomaly_types) > anomaly_types_limit: 
                    reject = True 
                    reject_info = (f"Rejected: Anomaly confidence 
 ({prediction['Confidence']:.2%}) " 
                    f"is greater than limit ({confidence_limit:.2%}) and " 
                    f"the number of anomaly types ({len(anomaly_types)-1}) is " 
                    f"greater than the limit ({anomaly_types_limit})") 

                    logger.info("%s", reject_info) 

        if not reject: 
            logger.info("No anomalies found.") 
        return reject

Java V2

    public static Boolean rejectOnAnomalyTypeCount(String image, DetectAnomalyResult 
 prediction, 
            float minConfidence, Integer maxAnomalyTypes) { 

        /** 
         * Rejects an image based on a maximum allowable number of anomaly types. 
         * 
         * @param image           The file name of the analyzed image. 
         * @param prediction      The prediction for an image analyzed with 
         *                        DetectAnomalies. 
         * @param minConfidence   The minimum acceptable confidence for the predictio 
         *                        (0-1). 
         * @param maxAnomalyTypes The maximum allowable number of anomaly types. 
         *  
         * @return boolean True if the image contains more than the maximum allowed 
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         *         anomaly types, otherwise False. 
         */ 

        Boolean reject = false; 

        logger.log(Level.INFO, "Checking coverage for {0}", image); 

        Set<String> defectTypes = new HashSet<>(); 

        if (Boolean.TRUE.equals(prediction.isAnomalous()) && prediction.confidence() >= 
 minConfidence) { 
            for (Anomaly anomaly : prediction.anomalies()) { 
                defectTypes.add(anomaly.name()); 
            } 
            // Reduce defect types by one to account for 'background' anomaly type. 
            if ((defectTypes.size() - 1) > maxAnomalyTypes) { 
                String[] logParameters = { prediction.confidence().toString(), 
                        String.valueOf(minConfidence), 
                        String.valueOf(defectTypes.size()), 
                        String.valueOf(maxAnomalyTypes) }; 
                logger.log(Level.INFO, "Rejected: Anomaly confidence {0} is >= minimum 
 confidence {1} and " + 
                        "the number of anomaly types {2} > the allowable number of 
 anomaly types {3}\n", logParameters); 
                reject = true; 
            } 

        } 

        if (Boolean.FALSE.equals(reject)) 
            logger.log(Level.INFO, ": No anomalies found."); 

        return reject; 
    }

分類とセグメンテーションの情報を表示する
この例は、分析された画像を表示し、分析結果を重ね合わせています。応答に異常マスクが含まれる場
合、マスクは関連する異常タイプの色で表示されます。

画像分類と画像セグメンテーション情報を表示するには

1. まだの場合は、 以下のことを実行してください。

a. まだとAWS SDK をインストールして設定していない場合は、AWS CLIインストールして設定
してください。詳細については、「ステップ 4:AWS CLI とAWS SDK クスをセットアップす
る (p. 7)」を参照してください。

b. モデルをトレーニングする (p. 36)。
c. モデルを開始する (p. 89)。

2. 呼び出し元のユーザーが、DetectAnomalies使用するモデルのバージョンへのアクセス権を持って
いることを確認します。詳細については、「SDK アクセス許可の設定 (p. 10)」を参照してください。

3. 次のコードを使用します。

Python

次のサンプルコードは、提供された画像の異常を検出します。この例では、次のコマンドライン
オプションを使用します。

• project — 使用するプロジェクトの名前。
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• version — プロジェクト内で使用するモデルのバージョンを指定します。
• image — ローカル画像ファイル (JPEG または PNG 形式) のパスとファイル。

# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
"""
Shows how to detect and show anomalies in an image using a trained Amazon Lookout
for Vision model. The script displays the analysed image and overlays mask and 
 analysis
output.
"""

import argparse
import logging
import io
import boto3
from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont

from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

class ShowAnomalies: 
    """ 
    Class to detect and show anomalies in an image analyzed by detect_anomalies. 
    """ 

    @staticmethod 
    def draw_line(draw, text, fnt,  y_coordinate, color): 
        """ 
        Draws a line of text on the supplied drawing surface. 
        :param draw: The surface on which to draw the text. 
        :param text: The text to draw in the drawing surface. 
        :param fnt: The font for the text. 
        :param y_coordinate: The y position for the text. 
        :param color: The color for the text. 
        :returns The y coordinate for the next line of text. 
        """ 
        text_width, text_height = draw.textsize(text, fnt) 
        draw.rectangle([(10, y_coordinate), (text_width + 10, 
                                             y_coordinate + text_height)], 
 fill="black") 
        draw.text((10, y_coordinate), text, fill=color, font=fnt) 

        y_coordinate += text_height 

        return y_coordinate 

    @staticmethod 
    def draw_analysis_text(image, analysis): 
        """ 
        Draws classification and segmentation info onto supplied image 
        overlay analysis results on an image analyzed by detect_anomalies. 
        :param analysis: The response from a call to detect_anomalies. 
        :returns Nothing 
        """ 

        ## Calculate a reasonable font size based on image width. 
        font_size = int(image.size[0]/32) 

        fnt = ImageFont.truetype('/Library/Fonts/Tahoma.ttf', font_size) 
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        draw = ImageDraw.Draw(image) 

        y_coordinate = 0 

        # Draw classification information. 
        prediction = "Anomalous" if analysis["DetectAnomalyResult"]["IsAnomalous"] 
 \ 
            else "Normal" 

        confidence = analysis["DetectAnomalyResult"]["Confidence"] 
        found_anomalies = analysis["DetectAnomalyResult"]['Anomalies'] 
        segmentation_info = False 

        logger.info("Prediction: %s", format(prediction)) 
        logger.info("Confidence: %s", format(confidence)) 

        y_coordinate = 0 
        y_coordinate = ShowAnomalies.draw_line( 
            draw, "Classification", fnt, y_coordinate, "white") 
        y_coordinate = ShowAnomalies.draw_line( 
            draw, f"  Prediction: {prediction}", fnt, y_coordinate, "white") 
        y_coordinate = ShowAnomalies.draw_line( 
            draw, f"  Confidence: {confidence:.2%}", fnt, y_coordinate, "white") 

        # Draw segmentation information, if present. 
        if (len(found_anomalies)) > 1: 
            logger.info("Anomalies:") 

            y_coordinate = ShowAnomalies.draw_line( 
                draw, "Segmentation:", fnt, y_coordinate, "white") 
            for i in range(1, len(found_anomalies)): 

                # Only display info if more than 0% coverage found. 
                percent_coverage = found_anomalies[i]['PixelAnomaly']
['TotalPercentageArea'] 
                if percent_coverage > 0: 
                    segmentation_info = True 
                    logger.info("  %s", found_anomalies[i]['Name']) 
                    logger.info("    Color: %s", 
                                found_anomalies[i]['PixelAnomaly']['Color']) 
                    logger.info("    Area: %s", percent_coverage) 
                    y_coordinate = ShowAnomalies.draw_line( 
                        draw, 
                        f"  Anomaly: {found_anomalies[i]['Name']}. Area: 
 {percent_coverage:.2%}", 
                        fnt, 
                        y_coordinate, 
                        found_anomalies[i]['PixelAnomaly']['Color']) 

            if not segmentation_info: 
                y_coordinate = ShowAnomalies.draw_line( 
                    draw, "No segmentation information found.", fnt, y_coordinate, 
 "white") 

    @staticmethod 
    def show_anomaly_prediction(lookoutvision_client, project_name, model_version, 
 photo): 
        """ 
        Detects anomalies in an image (jpg/png) by using your Amazon Lookout for 
 Vision 
        model. Displays the image and overlays prediction information text. 
        :param lookoutvision_client: An Amazon Lookout for Vision Boto3 client. 
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        :param project_name: The name of the project that contains the model that 
        you want to use. 
        :param model_version: The version of the model that you want to use. 
        :param photo: The path and name of the image in which you want to detect 
        anomalies. 
        """ 
        try: 

            logger.info("Detecting anomalies in %s", photo) 

            image = Image.open(photo) 
            image_type = Image.MIME[image.format] 

            # Check that image type is valid. 
            if image_type not in ("image/jpeg", "image/png"): 
                logger.info("Invalid image type for %s", photo) 
                raise ValueError( 
                    f"Invalid file format. Supply a jpeg or png format file: 
 {photo}" 
                ) 

            # Get images bytes for call to detect_anomalies. 
            image_bytes = io.BytesIO() 
            image.save(image_bytes, format=image.format) 
            image_bytes = image_bytes.getvalue() 

            # Analyze the image. 
            response = lookoutvision_client.detect_anomalies( 
                ProjectName=project_name, 
                ContentType=image_type, 
                Body=image_bytes, 
                ModelVersion=model_version 
            ) 

            # Overlay mask onto analyzed image. 
            image_mask_bytes = response["DetectAnomalyResult"]["AnomalyMask"] 
            image_mask = Image.open(io.BytesIO(image_mask_bytes)) 

            final_img = Image.blend(image, image_mask, 0.5) \ 
                if response["DetectAnomalyResult"]["IsAnomalous"] else image 

            # Overlay analysis output on image. 
            ShowAnomalies.draw_analysis_text(final_img, response) 

            final_img.show() 

        except ClientError as err: 
            logger.info(format(err)) 
            raise

def add_arguments(parser): 
    """ 
    Adds command line arguments to the parser. 
    :param parser: The command line parser. 
    """ 

    parser.add_argument( 
        "project", help="The project containing the model that you want to use." 
    ) 
    parser.add_argument( 
        "version", help="The version of the model that you want to use." 
    ) 
    parser.add_argument( 
        "image", 
        help="The file that you want to analyze. " 
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        "Supply a local file path.", 
    )

def main(): 
    """ 
    Entrypoint for anomaly detection example. 
    """ 

    try: 
        logging.basicConfig(level=logging.INFO, 
                            format="%(levelname)s: %(message)s") 

        session = boto3.Session( 
            profile_name='lookoutvision-access') 

        lookoutvision_client = session.client("lookoutvision") 

        parser = argparse.ArgumentParser(usage=argparse.SUPPRESS) 

        add_arguments(parser) 

        args = parser.parse_args() 

        # Analyze the image and show results. 
        ShowAnomalies.show_anomaly_prediction( 
            lookoutvision_client, args.project, args.version, args.image 
        ) 

    except ClientError as err: 
        print("A service error occured: " + 
              format(err.response["Error"]["Message"])) 
    except FileNotFoundError as err: 
        print("The supplied file couldn't be found: " + err.filename) 
    except ValueError as err: 
        print("A value error occured. " + format(err)) 
    else: 
        print("Successfully completed analysis.")

if __name__ == "__main__": 
    main()

Java 2

次のサンプルコードは、提供された画像の異常を検出します。この例では、次のコマンドライン
オプションを使用します。

• project — 使用するプロジェクトの名前。
• version — プロジェクト内で使用するモデルのバージョンを指定します。
• image — ローカル画像ファイル (JPEG または PNG 形式) のパスとファイル。

/* 
   Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. 
   SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/

package com.example.lookoutvision;

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.core.SdkBytes;
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import software.amazon.awssdk.core.sync.RequestBody;
import software.amazon.awssdk.services.lookoutvision.LookoutVisionClient;
import software.amazon.awssdk.services.lookoutvision.model.Anomaly;
import software.amazon.awssdk.services.lookoutvision.model.DetectAnomaliesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.lookoutvision.model.DetectAnomaliesResponse;
import software.amazon.awssdk.services.lookoutvision.model.DetectAnomalyResult;
import software.amazon.awssdk.services.lookoutvision.model.LookoutVisionException;

import java.io.BufferedInputStream;
import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.net.URLConnection;

import java.text.NumberFormat;
import java.awt.*;
import java.awt.font.LineMetrics;
import java.awt.image.BufferedImage;
import javax.imageio.ImageIO;
import javax.swing.*;

import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

// Finds anomalies on a supplied image.
public class ShowAnomalies extends JPanel {
/** 
 * Finds and displays anomalies on a supplied image. 
 */ 

    private static final long serialVersionUID = 1L; 
    private transient BufferedImage image; 
    private transient BufferedImage maskImage; 
    private transient Dimension dimension; 
    public static final Logger logger = 
 Logger.getLogger(ShowAnomalies.class.getName()); 

    // Constructor. Finds anomalies in a local image file. 
    public ShowAnomalies(LookoutVisionClient lfvClient, String projectName, String 
 modelVersion, 
            String photo) throws IOException, LookoutVisionException { 

        logger.log(Level.INFO, "Processing local file: {0}", photo); 

        maskImage = null; 

        // Get image bytes and buffered image. 
        InputStream sourceStream = new FileInputStream(new File(photo)); 
        SdkBytes imageSDKBytes = SdkBytes.fromInputStream(sourceStream); 
        byte[] imageBytes = imageSDKBytes.asByteArray(); 
        ByteArrayInputStream inputStream = new 
 ByteArrayInputStream(imageSDKBytes.asByteArray()); 
        image = ImageIO.read(inputStream); 

        // Get the image type. Can be image/jpeg or image/png. 
        String contentType = getImageType(imageBytes); 

        // Set the size of the window that shows the image. 
        setWindowDimensions(); 

        // Detect anomalies in the supplied image. 
        DetectAnomaliesRequest request = 
 DetectAnomaliesRequest.builder().projectName(projectName) 
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                .modelVersion(modelVersion).contentType(contentType).build(); 

        DetectAnomaliesResponse response = lfvClient.detectAnomalies(request, 
                RequestBody.fromBytes(imageBytes)); 

        /* 
         * Tip: You can also use the following to analyze a local file. 
         * Path path = Paths.get(photo); 
         * DetectAnomaliesResponse response = lfvClient.detectAnomalies(request, 
 path); 
         */ 
        DetectAnomalyResult result = response.detectAnomalyResult(); 

         
        if (result.anomalyMask() != null){ 
            SdkBytes maskSDKBytes = result.anomalyMask(); 

            ByteArrayInputStream maskInputStream = new 
 ByteArrayInputStream(maskSDKBytes.asByteArray()); 
            maskImage = ImageIO.read(maskInputStream); 
        } 

        drawImageInfo(result); 

    } 

    // Sets window dimensions to 1/2 screen size, unless image is smaller. 
    public void setWindowDimensions() { 
        dimension = java.awt.Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize(); 

        dimension.width = (int) dimension.getWidth() / 2; 
        dimension.height = (int) dimension.getHeight() / 2; 

        if (image.getWidth() < dimension.width || image.getHeight() < 
 dimension.height) { 
            dimension.width = image.getWidth(); 
            dimension.height = image.getHeight(); 
        } 
        setPreferredSize(dimension); 

    } 

    private int drawLine(Graphics2D g2d, String line, FontMetrics metrics, int 
 yPos, Color color) { 
    /** 
    * Draws a line of text at the spsecified y position and color. 
    * confidence 
    *  
    * @param g2D The Graphics2D object for the image. 
    * @param line The line of text to draw. 
    * @param metrics The font information to use. 
    * @param yPos The y position for the line of text. 
    *  
    * @return  The yPos for the next line of text. 
    */ 

        int indent = 10; 

        // Get text height, width, and descent. 
        int textWidth = metrics.stringWidth(line); 
        LineMetrics lm = metrics.getLineMetrics(line, g2d); 
        int textHeight = (int) lm.getHeight(); 
        int descent = (int) lm.getDescent(); 

        int y2Pos = (yPos + textHeight) - descent; 
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        // Draw black rectangle. 
        g2d.setColor(Color.BLACK); 
        g2d.fillRect(indent, yPos, textWidth, textHeight); 

        // Draw text. 
        g2d.setColor(color); 
        g2d.drawString(line, indent, y2Pos); 

        yPos += textHeight; 

        return yPos; 

    } 

    public void drawImageInfo(DetectAnomalyResult result) { 
    /**  
     * Draws the results from DetectAnomalies onto the output image. 
     *  
     * @param result The response from a call to 
     *               DetectAnomalies. 
     *  
     */ 

        // Set up drawing. 
        Graphics2D g2d = image.createGraphics(); 
         
        if (result.anomalyMask() != null){ 
            Composite composite = g2d.getComposite(); 
            g2d.setComposite(AlphaComposite.SrcOver.derive(0.5f)); 
            int x = (image.getWidth() - maskImage.getWidth()) / 2; 
            int y = (image.getHeight() - maskImage.getHeight()) / 2; 
            g2d.drawImage(maskImage, x, y, null); 
            // Set composite for overlaying text. 
            g2d.setComposite(composite); 
        } 

        //Calculate font size based on arbitary 32 pixel image width. 
        int fontSize = (image.getWidth() / 32); 
       

        g2d.setFont(new Font("Tahoma", Font.PLAIN, fontSize)); 
        Font font = g2d.getFont(); 
        FontMetrics metrics = g2d.getFontMetrics(font); 

        // Get classification information. 

        String prediction = "Prediction: Normal"; 

        if (Boolean.TRUE.equals(result.isAnomalous())) { 
            prediction = "Prediction: Anomalous"; 
        } 

        // Convert prediction to percentage. 
        NumberFormat defaultFormat = NumberFormat.getPercentInstance(); 
        defaultFormat.setMinimumFractionDigits(1); 
        String confidence = String.format("Confidence: %s", 
 defaultFormat.format(result.confidence())); 

        // Draw classification information. 
        int yPos = 0; 

        yPos = drawLine(g2d, "Classification:", metrics, yPos, Color.WHITE); 
        yPos = drawLine(g2d, prediction, metrics, yPos, Color.WHITE); 
        yPos = drawLine(g2d, confidence, metrics, yPos, Color.WHITE); 

        // Draw segmentation info. 
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        yPos = drawLine(g2d, "Segmentation:", metrics, yPos, Color.WHITE); 

        // Ignore background label, so size must be > 1 
        if (result.anomalies().size() > 1) { 
            for (Anomaly anomaly : result.anomalies()) { 
                if (anomaly.name().equals("background")) 
                    continue; 
                String label = String.format("Anomaly: %s. Area: %s", 
 anomaly.name(), 
                        
 defaultFormat.format(anomaly.pixelAnomaly().totalPercentageArea())); 
                Color anomalyColor = 
 Color.decode((anomaly.pixelAnomaly().color())); 
                yPos = drawLine(g2d, label, metrics, yPos, anomalyColor); 

            } 

        } else { 
            drawLine(g2d, "None found.", metrics, yPos, Color.WHITE); 

        } 

        g2d.dispose(); 

    } 

    @Override 
    public void paintComponent(Graphics g) 
    /** 
     * Draws the image and analysis results. 
     *  
     * @param g The Graphics context object for drawing. 
     *          DetectAnomalies. 
     *  
     */ 
    { 

        Graphics2D g2d = (Graphics2D) g; // Create a Java2D version of g. 

        // Draw the image. 
        g2d.drawImage(image, 0, 0, dimension.width, dimension.height, this); 

    } 

    // Gets the image mime type. Supported formats are image/jpeg and image/png. 

    private String getImageType(byte[] image) throws IOException 
    /** 
     * Gets the file type of a supplied image. Raises an exception if the image 
     * isn't compatible with with Amazon Lookout for Vision. 
     *  
     * @param image The image that you want to check. 
     *  
     * @return String The type of the image. 
     */ 

    { 
        InputStream is = new BufferedInputStream(new ByteArrayInputStream(image)); 
        String mimeType = URLConnection.guessContentTypeFromStream(is); 

        logger.log(Level.INFO, "Image type: {0}", mimeType); 

        if (mimeType.equals("image/jpeg") || mimeType.equals("image/png")) { 
            return mimeType; 
        } 
        // Not a supported file type. 
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        logger.log(Level.SEVERE, "Unsupported image type: {0}", mimeType); 
        throw new IOException(String.format("Wrong image type. %s format isn't 
 supported.", mimeType)); 
    } 

    public static void main(String[] args) throws Exception { 

        String photo = null; 
        String projectName = null; 
        String modelVersion = null; 

        final String USAGE = "\n" + 
                "Usage:\n" + 
                "    DetectAnomalies <project> <version> <image> \n\n" + 
                "Where:\n" + 
                "    project - The Lookout for Vision project.\n\n" + 
                "    version - The version of the model within the project.\n\n" + 
                "    image - The path and filename of a local image. \n\n"; 

        try { 

            if (args.length != 3) { 
                System.out.println(USAGE); 
                System.exit(1); 
            } 

            projectName = args[0]; 
            modelVersion = args[1]; 
            photo = args[2]; 
            ShowAnomalies panel = null; 

            // Get the Lookout for Vision client. 
            LookoutVisionClient lfvClient = LookoutVisionClient.builder() 
                
 .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("lookoutvision-access")) 
                .build(); 

            // Create frame and panel. 
            JFrame frame = new JFrame(photo); 
            frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 

            panel = new ShowAnomalies(lfvClient, projectName, modelVersion, photo); 

            frame.setContentPane(panel); 
            frame.pack(); 
            frame.setVisible(true); 

        } catch (LookoutVisionException lfvError) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Lookout for Vision client error: {0}: {1}", 
                    new Object[] { lfvError.awsErrorDetails().errorCode(), 
                            lfvError.awsErrorDetails().errorMessage() }); 
            System.out.println(String.format("lookout for vision client error: %s", 
 lfvError.getMessage())); 
            System.exit(1); 

        } catch (FileNotFoundException fileError) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Could not find file: {0}", 
 fileError.getMessage()); 
            System.out.println(String.format("Could not find file: %s", 
 fileError.getMessage())); 
            System.exit(1); 

        } catch (IOException ioError) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "IO error {0}", ioError.getMessage()); 
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            System.out.println(String.format("IO error: %s", 
 ioError.getMessage())); 
            System.exit(1); 
        } 

    }
}

4. モデルを引き続き使用する予定がない場合は、モデルを停止してください (p. 93)。

AWS Lambda関数による異常の検出
AWS Lambda は、サーバーをプロビジョニングまたは管理せずにコードを実行できるようにするコン
ピューティングサービスです。たとえば、アプリケーションコードをホストするサーバーを作成しなくて
も、モバイルアプリケーションから送信された画像を分析できます。以下の手順は、を呼び出す Lambda 
関数を作成する方法を示していますDetectAnomalies。この関数は、提供された画像を解析し、その画像に
異常があるかどうかの分類を返します。手順には、Amazon S3 バケット内のイメージまたはローカルコン
ピューターから提供されたイメージを使用して Lambda 関数を呼び出す方法を示す Python コードの例が
含まれています。

トピック
• ステップ 1:AWS Lambda 関数を作成する (コンソール) (p. 117)
• ステップ 2: (オプション) レイヤーを作成する (コンソール) (p. 119)
• ステップ 3: Python コードの追加 (コンソール) (p. 119)
• ステップ 4: Lambda 関数を試す (p. 122)

ステップ 1:AWS Lambda 関数を作成する (コンソー
ル)
このステップでは、AWS空の関数と、DetectAnomalies関数がオペレーションを呼び出せるようにする 
IAM 実行ロールを作成します。また、分析用の画像を保存する Amazon S3 バケットへのアクセス権も付
与します。以下の環境変数も指定します。

• Lambda 関数に使用させたいビジョン用 Amazon Lookout プロジェクトとモデルバージョン。
• モデルに使用させたい信頼限界。

後で、ソースコードと、オプションでレイヤーを Lambda 関数に追加します。

AWS Lambda関数を作成するには (コンソール)

1. AWS Management Console にサインインして AWS Lambda コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/lambda/) を開きます。

2. [Create function] (関数の作成) を選択します。詳細については、「コンソールで Lambda 関数を作成
する」 を参照してください。

3. 次のオプションを選択します。

• Author from scratch (製作者を最初から) を選択します。
• [関数名] に値を入力します。
• ランタイムには Python 3.9 を選択してください。
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4. [関数の作成]AWS Lambda を選択して関数を作成します。
5. 機能ページで、[設定] タブを選択します。
6. [環境変数] ペインで、[編集] を選択します。
7. 次の環境変数を設定します。変数ごとに [環境変数を追加] を選択し、変数のキーと値を入力します。

キー 値

プロジェクト名 使用したいモデルが含まれている Lookout for 
Vision プロジェクト。

モデルバージョン 使用したいモデルのバージョン。

信頼 予測が異常であることを示すモデルの信頼度の
最小値 (0 ～ 100)。信頼度が低い場合、分類は正
常とみなされます。

8. [保存] を選択して環境変数を保存します。
9. [権限] ペインの [ロール名] で、実行ロールを選択して IAM コンソールでそのロールを開きます。
10. [権限] タブで、[権限の追加] を選択し、次に [インラインポリシーの作成] を選択します。
11. JSON タブを選択し、ポリシーを次のポリシーに置き換えます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": "lookoutvision:DetectAnomalies", 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "DetectAnomaliesAccess" 
        } 
    ]
}

12. [ポリシーの確認] を選択します。
13. ポリシーの名前を入力します (例:DetectCustomLabels-access)。
14. [ポリシーの作成] を選択します。
15. 分析用のイメージを保存して Amazon S3 バケットに保存する場合は、ステップ 10 ～ 14 を繰り返し

ます。

a. ステップ 11 では、次のポリシーを使用してください。####/####### Amazon S3 バケットと分
析するイメージへのフォルダパスに置き換えます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "S3Access", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:GetObject", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::bucket/folder path/*" 
        } 
    ]
}

b. ステップ 13 では、S3Bucket-Access など、別のポリシー名を選択します。

118



Amazon Lookout for Vision デベロッパーガイド
ステップ 2: (オプション) レイヤーを作成する (コンソール)

ステップ 2: (オプション) レイヤーを作成する (コン
ソール)
この例を実行するには、この手順を実行する必要はありません。DetectAnomaliesこのオペレーショ
ンは、AWS SDK for Python (Boto3) の一部としてデフォルトの Lambda Python 環境に含まれていま
す。Lambda 関数の他の部分でデフォルトの Lambda PythonAWS 環境にない最新のサービス更新が必要
な場合は、このステップを実行して、最新の Boto3 SDK リリースを関数に追加してください。

まず、Boto3 SDK を含む .zip ファイルアーカイブを作成します。次に、レイヤーを作成し、そのレイヤー
に.zip ファイルアーカイブを追加します。詳細については、「Lambda 関数でのレイヤーの使用」を参照
してください。

レイヤーを作成して追加するには (コンソール)

1. コマンドプロンプトを開き、次のコマンドを入力します。

pip install boto3 --target python/.
zip boto3-layer.zip -r python/ 
                 

2. zip ファイル (boto3-layer.zip) の名前を書き留めておきます。この手順のステップ 6 で必要になりま
す。

3. AWS Lambda コンソールを (https://console.aws.amazon.com/lambda/) 開きます。
4. ナビゲーションペインで [Layers] (レイヤー) を選択します。
5. [Create layer] (レイヤーの作成) を選択します。
6. [Name] (名前) と [Description] (説明) の値を入力します。
7. [.zip ファイルをアップロード] を選択し、[アップロード] を選択します。
8. ダイアログボックスで、この手順のステップ 1 で作成した.zip ファイルアーカイブ (boto3-layer.zip) 

を選択します。
9. 互換性のあるランタイムについては、Python 3.9 を選択してください。
10. [作成] を選択してレイヤーを作成します。
11. ナビゲーションペインのメニューアイコンを選択します。
12. ナビゲーションペインで、[Functions] (関数) を選択します。
13. リソースリストで、で作成した関数を選択しますステップ 1:AWS Lambda 関数を作成する (コンソー

ル) (p. 117)。
14. [コード] タブを選択します。
15. 「レイヤー」セクションで、「レイヤーを追加」を選択します。
16. [カスタムレイヤー] を選択します。
17. [カスタムレイヤー] で、手順 6 で入力したレイヤー名を選択します。
18. [バージョン] でレイヤーバージョンを選択します。1 にする必要があります。
19. [Add] (追加) を選択します。

ステップ 3: Python コードの追加 (コンソール)
このステップでは、Lambda コンソールコードエディタを使用して、Lambda 関数に Python コードを追加
します。このコードは、DetectAnomalies提供された画像をを使用して分析し、分類を返します (画像
が異常な場合は true、画像が正常な場合は false)。提供されたイメージは、Amazon S3 バケットに保存す
ることも、Byte64 でエンコードされたイメージとして提供することもできます。
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Python コードを追加する (コンソール)

1. コードエディターで、lambda_function.py のコードを次のコードに置き換えます。

# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

"""
Purpose
An AWS lambda function that analyzes images with an Amazon Lookout for Vision model.
"""
import base64
import imghdr
from os import environ
from io import BytesIO
import logging
import boto3

from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

# Get the model and confidence.
project_name = environ['PROJECT_NAME']
model_version = environ['MODEL_VERSION']
min_confidence = int(environ.get('CONFIDENCE', 50))

lookoutvision_client = boto3.client('lookoutvision')

def lambda_handler(event, context): 
    """ 
    Lambda handler function 
    param: event: The event object for the Lambda function. 
    param: context: The context object for the lambda function. 
    return: The labels found in the image passed in the event 
    object. 
    """ 

    try: 
         
        file_name = "" 

        # Determine image source. 
        if 'image' in event: 
            # Decode the encoded image 
            image_bytes = event['image'].encode('utf-8') 
            img_b64decoded = base64.b64decode(image_bytes) 
            image_type = get_image_type(img_b64decoded) 
            image = BytesIO(img_b64decoded) 
            file_name = event['filename'] 

        elif 'S3Object' in event: 
            bucket = boto3.resource('s3').Bucket(event['S3Object']['Bucket']) 
            image_object = bucket.Object(event['S3Object']['Name']) 
            image = image_object.get().get('Body').read() 
            image_type = get_image_type(image) 
            file_name = f"s3://{event['S3Object']['Bucket']}/{event['S3Object']
['Name']}" 

        else: 
            raise ValueError( 

120



Amazon Lookout for Vision デベロッパーガイド
ステップ 3: Python コードの追加 (コンソール)

                'Invalid image source. Only base 64 encoded image bytes or images in S3 
 buckets are supported.') 

        # Analyze the image. 
        response = lookoutvision_client.detect_anomalies( 
            ProjectName=project_name, 
            ContentType=image_type, 
            Body=image, 
            ModelVersion=model_version) 

        reject = reject_on_classification( 
            response['DetectAnomalyResult'], 
 confidence_limit=float(environ['CONFIDENCE'])/100) 

        status = "anomalous" if reject else "normal" 

        lambda_response = { 
            "statusCode": 200, 
            "body": { 
                "Reject": reject, 
                "RejectMessage": f"Image {file_name} is {status}." 
            } 
        } 

    except ClientError as err: 
        error_message = f"Couldn't analyze {file_name}. " + \ 
            err.response['Error']['Message'] 

        lambda_response = { 
            'statusCode': 400, 
            'body': { 
                "Error": err.response['Error']['Code'], 
                "ErrorMessage": error_message, 
                "Image": file_name 
            } 
        } 
        logger.error("Error function %s: %s", 
                     context.invoked_function_arn, error_message) 

    except ValueError as val_error: 

        lambda_response = { 
            'statusCode': 400, 
            'body': { 
                "Error": "ValueError", 
                "ErrorMessage": format(val_error), 
                "Image": event['filename'] 
            } 
        } 
        logger.error("Error function %s: %s", 
                     context.invoked_function_arn, format(val_error)) 

    return lambda_response

def get_image_type(image): 
    """ 
    Gets the format of the image. Raises an error 
    if the type is not PNG or JPEG. 
    :param image: The image that you want to check. 
    :return The type of the image. 

    """ 
    image_type = imghdr.what(None, image) 

    if image_type == "jpeg": 
        content_type = "image/jpeg" 
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    elif image_type == "png": 
        content_type = "image/png" 
    else: 
        logger.info("Invalid image type") 
        raise ValueError( 
            "Invalid file format. Supply a jpeg or png format file.") 
    return content_type

def reject_on_classification(prediction, confidence_limit): 
    """ 
    Returns True if the anomaly confidence is greater than or equal to 
    the supplied confidence limit. 
    :param image: The name of the image file that was analyzed. 
    :param prediction: The DetectAnomalyResult object returned from DetectAnomalies 
    :param confidence_limit: The minimum acceptable confidence. Float value between 0 
 and 1. 
    :return: True if the error condition indicates an anomaly, otherwise False. 
    """ 

    reject = False 

    if prediction['IsAnomalous'] and prediction['Confidence'] >= confidence_limit: 
        reject = True 
        reject_info = (f"Rejected: Anomaly confidence ({prediction['Confidence']:.2%}) 
 is greater" 
                       f" than limit ({confidence_limit:.2%})") 
        logger.info("%s", reject_info) 

    if not reject: 
        logger.info("No anomalies found.") 
    return reject

2. [Deplodence] を選択して、Lambda 関数をデプロイします。

ステップ 4: Lambda 関数を試す
このステップでは、コンピューター上の Python コードを使用して、ローカルイメージまたは Amazon 
S3 バケット内のイメージを Lambda 関数に渡します。ローカルコンピューターから渡される画像
は、6291456 バイト未満でなければなりません。画像が大きい場合は、Amazon S3 バケットに画像を
アップロードし、画像への Amazon S3 パスを指定してスクリプトを呼び出します。Amazon S3 バケット
へのアップロードについては、「オブジェクトのアップロードする」を参照してください。

Lambda 関数を作成したのと同じAWSリージョンで実行してください。LambdaAWS 関数のリージョン
は、Lambda コンソールの関数詳細ページのナビゲーションバーで確認できます。

AWS Lambda関数がタイムアウトエラーを返す場合は、Lambda 関数関数のタイムアウト期間を延長しま
す。詳細については、「関数タイムアウトの設定 (コンソール)」を参照してください。

コードから Lambda 関数を呼び出す方法の詳細については、「AWS Lambda関数の呼び出し」を参照して
ください。

Lambda 関数を試すには

1. まだの場合は、 以下のことを実行してください。

a. lambda:InvokeFunctionクライアントコードを使用するユーザーに権限があることを確認して
ください。以下の権限を使用できます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
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    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "LambdaPermission", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "lambda:InvokeFunction", 
            "Resource": "ARN for lambda function" 
        } 
    ]
}

Lambda 関数の ARN は、Lambda コンソールの関数概要から取得できます。

アクセスを提供するには、ユーザー、グループ、またはロールにアクセス許可を追加します。

• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) のユーザーとグループ:

アクセス許可セットを作成します。「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On) ユーザーガイド」の「シークレットの作成と管理」の手順に従ってください。

• ID プロバイダーを通じて IAM で管理されているユーザー:

ID フェデレーションのロールを作成する。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サー
ドパーティー ID プロバイダー (フェデレーション) 用のロールの作成」を参照してください。

• IAM ユーザー:
• ユーザーが設定できるロールを作成します。手順については、「IAM ユーザーガイド」の

「IAM ユーザー用ロールの作成」を参照してください。
• (非推奨) ポリシーをユーザーに直接アタッチするか、ユーザーをユーザーグループに追加し

ます。「IAM ユーザーガイド」の「ユーザー (コンソール) へのアクセス許可の追加」の指示
に従います。

b. Python 用のAWS SDK をインストールして設定します。詳細については、「ステップ 4:AWS CLI 
とAWS SDK クスをセットアップする (p. 7)」を参照してください。

c. のステップ 7ステップ 1:AWS Lambda 関数を作成する (コンソール) (p. 117) で指定したモデル
を起動します (p. 89)。

2. 次のコードを、client.pyという名前のファイルに保存します。

# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

"""
Purpose: Shows how to call the anomaly detection
AWS Lambda function.
"""
from botocore.exceptions import ClientError

import argparse
import logging
import base64
import json
import boto3
from os import environ

logger = logging.getLogger(__name__)

def analyze_image(function_name, image): 
    """ 
    Analyzes an image with an AWS Lambda function. 
    :param image: The image that you want to analyze. 
    :return The status and classification result for 
    the image analysis. 
    """ 
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    lambda_client = boto3.client('lambda') 

    lambda_payload = {} 

    if image.startswith('s3://'): 
        logger.info("Analyzing image from S3 bucket: %s", image) 
        bucket, key = image.replace("s3://", "").split("/", 1) 
        s3_object = { 
            'Bucket': bucket, 
            'Name': key 
        } 
        lambda_payload = {"S3Object": s3_object} 

    # Call the lambda function with the image. 
    else: 
        with open(image, 'rb') as image_file: 
            logger.info("Analyzing local image image: %s ", image) 
            image_bytes = image_file.read() 
            data = base64.b64encode(image_bytes).decode("utf8") 
            lambda_payload = {"image": data, "filename": image} 

    response = lambda_client.invoke(FunctionName=function_name, 
                                    Payload=json.dumps(lambda_payload)) 
    return json.loads(response['Payload'].read().decode())

def add_arguments(parser): 
    """ 
    Adds command line arguments to the parser. 
    :param parser: The command line parser. 
    """ 

    parser.add_argument( 
        "function", help="The name of the AWS Lambda function " 
        "that you want to use to analyze the image.") 
    parser.add_argument( 
        "image", help="The local image that you want to analyze.")

def main(): 
    """ 
    Entrypoint for script. 
    """ 
    try: 
        logging.basicConfig(level=logging.INFO, 
                            format="%(levelname)s: %(message)s") 

        # Get command line arguments. 
        parser = argparse.ArgumentParser(usage=argparse.SUPPRESS) 
        add_arguments(parser) 
        args = parser.parse_args() 

        # Analyze image and display results. 

        result = analyze_image(args.function, args.image) 

        status = result['statusCode'] 

        if status == 200: 
            classification = result['body'] 
            print(f"classification: {classification['Reject']}") 
            print(f"Message: {classification['RejectMessage']}") 
        else: 
            print(f"Error: {result['statusCode']}") 
            print(f"Message: {result['body']}") 
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    except ClientError as error: 
        logging.error(error) 
        print(error)

if __name__ == "__main__": 
    main()

3. コードを実行します。コマンドライン引数には、Lambda 関数名と分析するローカルイメージへのパ
スを指定します。例:

python client.py function_name /bucket/path/image.jpg

成功すると、画像で見つかった異常の分類が出力されます。分類が返されない場合は、のステップ 7 
で設定した信頼度値を下げることを検討してくださいステップ 1:AWS Lambda 関数を作成する (コン
ソール) (p. 117)。

4. Lambda 関数を使い終わり、そのモデルが他のアプリケーションで使用されていない場合は、モ
デルを停止します (p. 93)。次回 Lambda 関数を使用するときには、必ずモデルを起動してくださ
い (p. 89)。
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エッジデバイス上で Amazon Lookout 
for Vision モデルを使用する

Amazon Lookout for Vision モデルは、によって管理されているエッジデバイスで使用できますAWS IoT 
Greengrass Version 2。AWS IoT Greengrass は、オープンソースのモノのインターネット (IoT) エッジラ
ンタイムおよびクラウドサービスです。これを使用して、デバイス上で IoT アプリケーションを構築、デ
プロイ、管理できます。詳細については、「AWS IoT Greengrass」を参照してください。

クラウドでトレーニングしたのと同じ Amazon Lookout for Vision モデルを、AWS IoT Greengrass V2互換
性のあるエッジデバイスにデプロイします。その後、デプロイしたモデルを使用して、データをクラウド
に継続的にストリーミングすることなく、工場のフロアなどのオンプレミスで異常検出を実行できます。
これにより、帯域幅のコストを最小限に抑え、リアルタイムの画像分析で異常をローカルで検出できま
す。

Tip

で Lookout for Vision モデルをデプロイする前にAWS IoT Greengrass、AWS IoT Greengrass 
Version 2開発者ガイドを読むことをお勧めします。詳細については、「AWS IoT Greengrass と
は」を参照してください。 。

Lookout for VisionAWS IoT Greengrass V2 モデルをコアデバイスに使用するには、モデルとサポートソ
フトウェアをコンポーネントとしてコアデバイスにデプロイします。コンポーネントとは、Greengrass 
コアデバイス上で動作する Lookout for Vision モデルなどのソフトウェアモジュールです。コンポーネン
トには 2 つの形式があります。カスタムコンポーネントは自分で作成し、自分だけがアクセスできるコン
ポーネントです。プライベートコンポーネントとも呼ばれます。AWS付属コンポーネントは、AWS以下を
提供するビルド済みコンポーネントです。パブリックコンポーネントとも呼ばれます。詳細については、
「https://docs.aws.amazon.com/greengrass/v2/developerguide/public-components.html」を参照してくだ
さい。

Lookout for Vision モデルのコアデバイスにデプロイするコンポーネントとサポートソフトウェアは次のと
おりです。

• モデルコンポーネント。Lookout for Vision モデルを含むカスタムコンポーネント。モデルコンポー
ネントを作成するには、Lookout for Vision を使用してモデルパッケージジョブを作成します。モデル
パッケージ化ジョブは、モデル用のコンポーネントを作成し、そのコンポーネントを内部でカスタム
コンポーネントとして使用できるようにしますAWS IoT Greengrass V2。詳細については、「Amazon 
Lookout for Vision モデルのパッケージング (p. 131)」を参照してください。

• クライアントアプリケーションコンポーネント。ビジネス要件に合わせてコードを実装するカスタムコ
ンポーネント。たとえば、組み立て後に撮影した画像から異常な回路基板を見つけることです。詳細に
ついては、「クライアントアプリケーションコンポーネントを書く (p. 138)」を参照してください。

• Amazon Lookout for Vision エッジエージェントコンポーネント。モデルを使用および管理するための 
APIAWS を提供する付属コンポーネント。たとえば、クライアントアプリケーションコンポーネントの
コードでは、DetectAnomalies API を使用して画像の異常を検出できます。Lookout for Vision Edge 
Agent コンポーネントは、モデルコンポーネントの依存関係です。モデルコンポーネントをデプロイす
ると、コアデバイスに自動的にインストールされます。詳細については、「Amazon Lookout for Vision 
エッジエージェント API リファレンス (p. 150)」を参照してください。

モデルコンポーネントとクライアントアプリケーションコンポーネントを作成したら、AWS IoT 
Greengrass V2を使用してコンポーネントと依存関係をコアデバイスにデプロイできます。詳細について
は、「コンポーネントをデバイスにデプロイする (p. 147)」を参照してください。
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Important

モデルがコアデバイスで行う予測は、DetectAnomaliesクラウドでホストされている同じモデ
ルを使用して行われた予測とは異なる場合があります。 本番環境で使用する前に、モデルをコア
デバイスでテストすることをお勧めします。   
デバイスホストモデルとクラウドホストモデル間の予測の不一致を減らすには、トレーニング
データセット内の正常画像や異常画像の数を増やすことをお勧めします。既存の画像を再利用し
てトレーニングデータセットのサイズを増やすことはお勧めしません。

AWS IoT Greengrass Version 2モデルとクライアン
トアプリケーションコンポーネントのコアデバイス
へのデプロイ

Amazon Lookout for VisionAWS IoT Greengrass Version 2 モデルとクライアントアプリケーションコン
ポーネントをコアデバイスにデプロイする手順は次のとおりです。

1. AWS IoT Greengrass Version 2でコアデバイスをセットアップします (p. 130)。
2. Lookout for Vision を使用してモデルパッケージジョブを作成します (p. 131)。ジョブによってモデル

コンポーネントが作成されます。
3. クライアントアプリケーションコンポーネントを記述します (p. 138)。コンポーネントはビジネスロ

ジックを実装します。
4. を使用して、AWS IoT Greengrass V2モデルコンポーネントとクライアントアプリケーションコンポー

ネントをコアデバイスにデプロイします (p. 147)。

コンポーネントと依存関係がコアデバイスにデプロイされたら、コアデバイスでモデルを使用できます。
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Note

Lookout for Vision モデルとクライアントアプリケーションコンポーネントを作成してデプロイす
るには、AWSAWS同じリージョンとアカウントを使用する必要があります。

AWS IoT Greengrass Version 2コアデバイス要件
Amazon Lookout for VisionAWS IoT Greengrass Version 2 モデルをコアデバイスで使用するには、モデル
にコアデバイスのさまざまな要件があります。

トピック
• テスト済みのデバイス、チップアーキテクチャ、オペレーティングシステム (p. 128)
• コアデバイスのメモリとストレージ (p. 129)
• 必要なソフトウェア (p. 129)

テスト済みのデバイス、チップアーキテクチャ、オペ
レーティングシステム
Amazon Lookout for Vision は以下のハードウェアで動作することを期待しています。

• CPU アーキテクチャ
• X86_64 (x86 命令セットの 64 ビットバージョン)
• Aarch64 (ARMv8 64 ビット CPU)

• (GPU アクセラレーションによる推論のみ) 十分なメモリ容量を備えた NVIDIA GPU アクセラレータ (実
行中のモデルでは 6.0 GB 以上)。

Amazon Lookout for Vision チームは、以下のデバイス、チップアーキテクチャ、オペレーティングシステ
ムで Lookout for Vision モデルをテストしました。

デバイス

デバイス オペレーティング
システム

アーキテクチャ アクセラレーター コンパイラオプ
ション

jetson_xavier 
(NVIDIA® ジェッ
トソン AGX ザビ
エル)

Linux Aarch64 NVIDIA {"gpu-code": 
"sm_72", "trt-
ver": "7.1.3", 
"cuda-ver": 
"10.2"}

{"gpu-code": 
"sm_72", "trt-
ver": "8.2.1", 
"cuda-ver": 
"10.2"}

g4dn.xlarge 
(NVIDIA T4 テンソ
ルコア GPU を搭
載した EC2 インス
タンス (G4))

Linux X86_64/X86-64 NVIDIA {"gpu-code": 
"sm_75", "trt-
ver": "7.1.3", 
"cuda-ver": 
"10.2"}
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デバイス オペレーティング
システム

アーキテクチャ アクセラレーター コンパイラオプ
ション

g5.xlarge (NVIDIA 
A10G テンソルコ
ア GPU を搭載し
た EC2 インスタン
ス (G5))

Linux X86_64/X86-64 NVIDIA {"gpu-code": 
"sm_80", "trt-
ver": "8.2.0", 
"cuda-ver": 
"11.2"}

c5.2xlarge 
(Amazon EC2 C5 
インスタンス)

Linux X86_64/X86-64 CPU {"mcpu": 
"core-avx2"}

コアデバイスのメモリとストレージ
単一モデルと Amazon Lookout for Vision Edge エージェントを実行するには、コアデバイスに次のメモリ
とストレージの要件があります。クライアントアプリケーションコンポーネントには、より多くのメモリ
とストレージが必要になる場合があります。

• ストレージ — 少なくとも 1.5 GB。
• メモリ — 実行中のモデルでは少なくとも 6.0 GB。

必要なソフトウェア
コアデバイスには、次のソフトウェアが必要です。

ジェットソン・デバイス
コアデバイスが Jetson デバイスの場合は、コアデバイスに次のソフトウェアがインストールされている必
要があります。

ソフトウェア サポートされるバージョン

Jetパック SDK 4.4 から 4.6.1

ビジョンエッジエージェントバージョン 1.x 用 
Lookout 用の Python および Python 仮想環境

3.8 または 3.9

X86 ハードウェア
コアデバイスが x86 ハードウェアを使用している場合は、コアデバイスに次のソフトウェアがインストー
ルされている必要があります。

CPU 推論

ソフトウェア サポートされるバージョン

ビジョンエッジエージェントバージョン 1.x 用 
Lookout 用の Python および Python 仮想環境

3.8 または 3.9
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GPU アクセラレーション推論

ソフトウェアバージョンは、使用する NVIDIA GPU のマイクロアーキテクチャによって異なります。

Ampere 以前のマイクロアーキテクチャを搭載した NVIDIA GPU (計算能力は 8.0 未満)

Ampere 以前のマイクロアーキテクチャ (計算能力が 8.0 未満) を搭載した NVIDIA GPU に必要なソフト
ウェア。gpu-codeは以下でなければなりませんsm_80。

ソフトウェア サポートされるバージョン

エヌビディア・クーダ 10.2

NVIDIA TensorRT 7.1.3 以上および 8.0.0未満

ビジョンエッジエージェントバージョン 1.x 用 
Lookout 用の Python および Python 仮想環境

3.8 または 3.9

Ampere マイクロアーキテクチャを搭載した NVIDIA GPU (コンピューティング機能 8.0)

Ampere マイクロアーキテクチャを搭載した NVIDIA GPU に必要なソフトウェア (計算能力は 8.0)。gpu-
codeでなければなりませんsm_80）。

ソフトウェア サポートされるバージョン

エヌビディア・クーダ 11.2

NVIDIA TensorRT 8.2.0

ビジョンエッジエージェントバージョン 1.x 用 
Lookout 用の Python および Python 仮想環境

3.8 または 3.9

AWS IoT Greengrass Version 2コアデバイスのセッ
トアップ

Amazon Lookout for Vision を使用すると、モデルコンポーネント、Amazon Lookout for Vision エッジ
エージェントコンポーネント、AWS IoT Greengrass V2およびクライアントアプリケーションコンポー
ネントをコアデバイスに簡単にデプロイできます。AWS IoT Greengrass Version 2使用できるデバイスと
ハードウェアの詳細については、「」を参照してくださいAWS IoT Greengrass Version 2コアデバイス要
件 (p. 128)。

コアデバイスのセットアップ
次の情報を使用して、コアデバイスをセットアップします。

コアデバイスをセットアップするには

1. GPU ライブラリを設定します。GPU アクセラレーション推論を使用していない場合は、このステッ
プを実行しないでください。

a. CUDA をサポートする GPU が搭載されていることを確認します。詳細については、「CUDA 対
応の GPU を持っていることを確認」を参照してください。
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b. 次のいずれかを実行して、デバイス上で CUDA、cuDNN、TensorRT をセットアップします。

• Jetson デバイスを使用している場合は、 JetPack バージョン 4.4-4.6.1 をインストールしま
す。詳細については、「JetPack アーカイブ」を参照してください。

• x86 ベースのハードウェアを使用していて、NVIDIA GPU マイクロアーキテクチャを備えた 
NVIDIA GPU マイクロアーキテクチャを備えている場合は、次の手順を実行ます:
1. 「Linux 用 NVIDIA CUDA インストールガイド」の指示に従って、CUDA バージョン 10.2 を

セットアップします。
2. NVIDIA cuDNN ドキュメントの指示に従って、cuDNN をインストールします。
3. NVIDIA TENSORRT ドキュメントの指示に従って、TensorRT をセットアップします (バー

ジョン 7.1.3 以降、ただし 8.0.0 より前のバージョン)。
• x86 ベースのハードウェアを使用していて、NVIDIA GPU マイクロアーキテクチャが 8.0の場

合、次の手順を実行ます:
1. 「Linux 用 NVIDIA CUDA インストールガイド」の指示に従って、CUDA (バージョン 11.2) 

をセットアップします。
2. NVIDIA cuDNN ドキュメントの指示に従って、cuDNN をインストールします。
3. NVIDIA TENSORRT ドキュメントの指示に従って TensorRT (バージョン 8.2.0) をセット

アップします。
c. AWS IoT Greengrass Version 2コアデバイスに Core ソフトウェアをインストールします。詳細

については、AWS IoT Greengrass Version 2開発者ガイドの「AWS IoT Greengrass Core ソフト
ウェアのインストール」を参照してください。

d. モデルを保存する Amazon S3 バケットから読み込むには、AWS IoT Greengrass Version 2セッ
トアップ中に作成した IAM ロール (トークン交換ロール) にアクセス許可をアタッチします。詳細
については、「コンポーネントアーティファクトの S3 バケットへのアクセスを許可する」を参
照してください。

2. コマンドプロンプトで次のコマンドを入力して、Python と Python 仮想環境をコアデバイスにインス
トールします。

sudo apt install python3.8 python3-venv python3.8-venv

3. 次のコマンドを使用して、Greengrass ユーザーをビデオグループに追加します。これによ
り、Greengrass のデプロイされたコンポーネントは GPU にアクセスできるようになります。

sudo usermod -a -G video ggc_user

4. (オプション) 別のユーザーから Lookout for Vision Edge エージェント API を呼び出す場合
は、ggc_group必要なユーザーをに追加してください。これにより、ユーザーは UNIX ドメインソ
ケット経由で Lookout for Vision Edge エージェントと通信できるようになります。

sudo usermod -a -G ggc_group $(whoami)

Amazon Lookout for Vision モデルのパッケージン
グ

モデルパッケージングジョブは、Amazon Lookout for Vision モデルをモデルコンポーネントとしてパッ
ケージ化します。

モデルパッケージ化ジョブを作成するには、パッケージ化するモデルを選択し、ジョブが作成するモデル
コンポーネントの設定を指定します。パッケージ化できるのは、トレーニングに成功したモデルのみで
す。
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Lookout for Vision コンソールまたはAWS SDK を使用して、モデルパッケージングジョブを作成できま
す。作成したモデルパッケージジョブに関する情報も取得できます。詳細については、「モデルパッケー
ジングジョブに関する情報の取得 (p. 137)」を参照してください。AWS IoT Greengrass V2コンソールま
たはAWS SDKAWS IoT Greengrass Version 2 を使用してコンポーネントをコアデバイスにデプロイでき
ます。

トピック
• Package 設定 (p. 132)
• モデルのパッケージング (コンソール) (p. 134)
• モデルのパッケージング (SDK) (p. 134)
• モデルパッケージングジョブに関する情報の取得 (p. 137)

Package 設定
以下の情報を使用して、モデルパッケージングジョブのパッケージ設定を決定してください。

モデルパッケージジョブを作成するには、モデルのパッケージング (コンソール) (p. 134)またはを参照し
てくださいモデルのパッケージング (SDK) (p. 134)。

トピック
• ターゲットハードウェア (p. 132)
• コンポーネント設定 (p. 133)

ターゲットハードウェア
モデルのターゲットデバイスまたはターゲットプラットフォームを選択できますが、両方を選択すること
はできません。詳細については、「テスト済みのデバイス、チップアーキテクチャ、オペレーティングシ
ステム (p. 128)」を参照してください。

ターゲットデバイス

モデルのターゲットデバイス (NVIDIA® Jetson AGX ザビエルなど)。コンパイラオプションを指定する必
要はありません。

ターゲットプラットフォーム

Amazon Lookout for Vision は以下のプラットフォーム設定をサポートしています。

• X86_64 (x86 命令セットの 64 ビットバージョン) および Aarch64 (ARMv8 64 ビット CPU) アーキテク
チャ。

• Linux オペレーティングシステム。
• NVIDIA または CPU アクセラレータを使用して推論します。

ターゲットプラットフォームに適したコンパイラオプションを指定する必要があります。

コンパイラオプション

コンパイラオプションでは、AWS IoT Greengrass Version 2コアデバイスのターゲットプラットフォーム
を指定できます。現在、次のコンパイラオプションを指定できます。

NVIDIA アクセラレーター

• gpu-code— モデルコンポーネントを実行するコアデバイスの GPU コードを指定します。
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• trt-ver— TensorRT のバージョンを x.y.z 形式で指定します。
• cuda-ver— CUDA バージョンを x.y 形式で指定します。

CPU アクセラレーター

• （オプション）mcpu— 命令セットを指定します。例: core-avx2。値を指定しない場合は、Lookout 
for Vision がその値を使用しますcore-avx2。

JSON 形式でオプションを使用します。例:

{"gpu-code": "sm_75", "trt-ver": "7.1.3", "cuda-ver": "10.2"}

その他の例については、「テスト済みのデバイス、チップアーキテクチャ、オペレーティングシステ
ム (p. 128)」を参照してください。

コンポーネント設定
モデルパッケージ化ジョブは、モデルを含むモデルコンポーネントを作成します。ジョブによってアー
ティファクトが作成され、AWS IoT Greengrass V2それを使用してモデルコンポーネントがコアデバイス
にデプロイされます。

既存のコンポーネントと同じコンポーネント名とコンポーネントバージョンのモデルコンポーネントを作
成することはできません。

コンポーネント名

Lookout for Vision がモデルのパッケージ化時に作成するモデルコンポーネントの名前。AWS IoT 
Greengrass V2指定したコンポーネント名がコンソールに表示されます。コンポーネント名は、クライア
ントアプリケーションコンポーネント用に作成するレシピで使用します。詳細については、「クライアン
トアプリケーションコンポーネントの作成 (p. 143)」を参照してください。

コンポーネントの説明

(オプション) モデルコンポーネントの説明。

コンポーネントのバージョン

モデルコンポーネントのバージョン番号。デフォルトのバージョン番号を使用するか、独自のバージョ
ンを入力します。バージョン番号は、セマンティックバージョン番号システム（major.minor.patch）に
従う必要があります。例えば、バージョン 1.0.0 は、コンポーネントの最初のメジャーリリースを表して
います。詳細については、セマンティックバージョニング 2.0.0 を参照してください。値を指定しない場
合、Lookout for Vision はモデルのバージョン番号を使用してバージョンを生成します。

コンポーネントの場所

モデルパッケージングジョブにモデルコンポーネントのアーティファクトを保存する Amazon S3 の場
所。Amazon S3 バケットは、使用する AWS リージョンおよび AWS アカウントに存在する必要がありま
すAWS IoT Greengrass Version 2。Amazon S3 バケットを作成するには、「バケットの作成」を参照して
ください。

タグ

タグを使用して、コンポーネントを識別、整理、検索、フィルタリングできます。各タグは、ユーザー定
義のキーと値で構成されるラベルです。タグは、モデルパッケージングジョブによってモデルコンポーネ
ントが Greengrass に作成されるときに、モデルコンポーネントに添付されます。コンポーネントは AWS 
IoT Greengrass V2 リソースです。タグは、モデルなどの Lookout for Vision リソースには付けられませ
ん。詳細については、 「AWS リソースにタグ付けする」を参照してください。
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モデルのパッケージング (コンソール)
Amazon Lookout for Vision コンソールを使用して、モデルパッケージングジョブを作成できます。

パッケージ設定の詳細については、「」を参照してくださいPackage 設定 (p. 132)。

モデル (コンソール) をパッケージ化するには

1. Lookout for Vision がパッケージングジョブのアーティファクト (モデルコンポーネント) を保存するた
めに使用する Amazon S3 バケットを作成するか、既存のバケットを再利用します。

2. https://console.aws.amazon.com/lookoutvision/ で Amazon Lookout for Vision コンソールを開きます。
3. [Get started] (開始方法) を選択します。
4. 左側のナビゲーションペインで、[Projects] (プロジェクト) を選択します。
5. プロジェクトセクションで、パッケージングするモデルを含むプロジェクトを選択します。
6. 左のナビゲーションペインのプロジェクト名の下で、[エッジモデルパッケージ] をクリックします。
7. モデルパッケージングジョブセクションで、「モデルパッケージングジョブの作成」を選択します。
8. パッケージの設定を入力します。詳細については、「Package 設定 (p. 132)」を参照してくださ

い。
9. [モデルパッケージジョブの作成] を選択します。
10. パッケージングジョブが終了するまでお待ちください。ジョブのステータスが「成功」になると、

ジョブは終了します。
11. モデル・パッケージング・ジョブセクションでパッケージング・ジョブを選択します。
12. モデルコンポーネントのデプロイを続行するには、[Greengrass でのデプロイを続行] を選択しま

すAWS IoT Greengrass Version 2。詳細については、「コンポーネントをデバイスにデプロイす
る (p. 147)」を参照してください。

モデルのパッケージング (SDK)
モデルパッケージ化ジョブを作成して、モデルをモデルコンポーネントとしてパッケージ化します。モデ
ルパッケージジョブを作成するには、StartModelPackagingJobAPI を呼び出します。ジョブが完了するま
でに時間がかかる場合があります。現在の状態を確認するには、DescribeModelPackagingJobStatus電話
してレスポンス内のフィールドを確認します。

パッケージ設定の詳細については、「」を参照してくださいPackage 設定 (p. 132)。

次の手順は、AWS CLI を使用してパッケージングジョブを開始する方法を示しています。ターゲットプ
ラットフォームまたはターゲットデバイス用にモデルをパッケージ化できます。Java コードの例について
は、を参照してくださいStartModelPackagingJob。

モデルのパッケージングするには (SDK)

1. まだをインストールして設定していない場合は、およびAWS SDK をインストールして設定していな
い場合はAWS CLI、インストールして設定してください。詳細については、「ステップ 4:AWS CLI と
AWS SDK クスをセットアップする (p. 7)」を参照してください。

2. モデルのパッケージ化ジョブを開始するための適切なアクセス許可があることを確認してください。
詳細については、を参照してくださいStartModelPackagingJob。

3. 次の CLI コマンドを使用して、ターゲットデバイスまたはターゲットプラットフォーム用にモデルを
パッケージ化します。

Target platform

次の CLI コマンドは、ターゲットプラットフォーム用のモデルを NVIDIA アクセラレータでパッ
ケージ化する方法を示しています。
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以下の値を変更します。

• project_nameにパッケージングするモデルを含むプロジェクトの名前を入力します。
• model_versionをパッケージ化するモデルのバージョンを入力します。
• （オプション）descriptionモデルパッケージングジョブの説明に。
• architectureAWS IoT Greengrass Version 2モデルコンポーネントを実行するコアデバイス

のアーキテクチャ (ARM64またはX86_64) に接続します。
• gpu_codeモデルコンポーネントを実行するコアデバイスの GPU コードに。
• trt_verコアデバイスにインストールした TensorRT バージョンを入力します。
• cuda_verコアデバイスにインストールした CUDA バージョンを入力します。
• component_name作成したいモデルコンポーネントの名前にしますAWS IoT Greengrass V2。
• (オプション)component_version パッケージ化ジョブが作成するモデルコンポーネントの

バージョンに。major.minor.patch の形式を使用します。例えば、1.0.0 は、コンポーネン
トの最初のメジャーリリースを表しています。

• bucketパッケージングジョブがモデルコンポーネントのアーティファクトを保存する Amazon 
S3 バケットに送信します。

• prefixパッケージングジョブがモデルコンポーネントのアーティファクトを保存する Amazon 
S3 バケット内の場所に移動します。

• (オプション)component_description モデルコンポーネントの説明を入力します。
• (オプション)tag_key1tag_key2 およびモデルコンポーネントに添付されているタグのキー

に。
• (オプション)tag_value1tag_value2 およびモデルコンポーネントに添付されているタグの

キー値に。

aws lookoutvision start-model-packaging-job \ 
  --project-name project_name \ 
  --model-version model_version \ 
  --description="description" \ 
  --configuration 
 "Greengrass={TargetPlatform={Os='LINUX',Arch='architecture',Accelerator='NVIDIA'},CompilerOptions='{\"gpu-
code\": \"gpu_code\", \"trt-ver\": \"trt_ver\", \"cuda-ver\": 
 \"cuda_ver\"}',S3OutputLocation={Bucket='bucket',Prefix='prefix'},ComponentName='Component_name',ComponentVersion='component_version',ComponentDescription='component_description',Tags=[{Key='tag_key1',Value='tag_value1'}, 
 {Key='tag_key2',Value='tag_value2'}]}" \ 
  --profile lookoutvision-access

例:

aws lookoutvision start-model-packaging-job \ 
  --project-name test-project-01 \ 
  --model-version 1 \ 
  --description="Model Packaging Job for G4 Instance using TargetPlatform Option" \ 
  --configuration 
 "Greengrass={TargetPlatform={Os='LINUX',Arch='X86_64',Accelerator='NVIDIA'},CompilerOptions='{\"gpu-
code\": \"sm_75\", \"trt-ver\": \"7.1.3\", \"cuda-ver\": 
 \"10.2\"}',S3OutputLocation={Bucket='bucket',Prefix='test-project-01/
folder'},ComponentName='SampleComponentNameX86TargetPlatform',ComponentVersion='0.1.0',ComponentDescription='This 
 is my component',Tags=[{Key='modelKey0',Value='modelValue'}, 
 {Key='modelKey1',Value='modelValue'}]}" \ 
  --profile lookoutvision-access

Target Device

次の CLI コマンドを使用して、ターゲットデバイス用のモデルをパッケージ化します。
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以下の値を変更します。

• project_nameにパッケージングするモデルを含むプロジェクトの名前を入力します。
• model_versionをパッケージ化するモデルのバージョンを入力します。
• （オプション）descriptionモデルパッケージングジョブの説明に。
• component_name作成したいモデルコンポーネントの名前にしますAWS IoT Greengrass V2。
• (オプション)component_version パッケージ化ジョブが作成するモデルコンポーネントの

バージョンに。major.minor.patch の形式を使用します。例えば、1.0.0 は、コンポーネン
トの最初のメジャーリリースを表しています。

• bucketパッケージングジョブがモデルコンポーネントのアーティファクトを保存する Amazon 
S3 バケットに送信します。

• prefixパッケージングジョブがモデルコンポーネントのアーティファクトを保存する Amazon 
S3 バケット内の場所に移動します。

• (オプション)component_description モデルコンポーネントの説明を入力します。
• (オプション)tag_key1tag_key2 およびモデルコンポーネントに添付されているタグのキー

に。
• (オプション)tag_value1tag_value2 およびモデルコンポーネントに添付されているタグの

キー値に。

aws lookoutvision start-model-packaging-job \ 
  --project-name project_name \ 
  --model-version model_version \ 
  --description="description" \ 
  --configuration 
 "Greengrass={TargetDevice='jetson_xavier',S3OutputLocation={Bucket='bucket',Prefix='prefix'},ComponentName='component_name',ComponentVersion='component_version',ComponentDescription='component_description',Tags=[{Key='tag_key1',Value='tag_value1'}, 
 {Key='tag_key2',Value='tag_value2'}]}" \ 
  --profile lookoutvision-access
 

例:

aws lookoutvision start-model-packaging-job \ 
  --project-name project_01 \ 
  --model-version 1 \ 
  --description="description" \ 
  --configuration 
 "Greengrass={TargetDevice='jetson_xavier',S3OutputLocation={Bucket='bucket',Prefix='component_folder'},ComponentName='jetson_component',ComponentVersion='2.0.0',ComponentDescription='jetson 
 model component',Tags=[{Key='tag_key1',Value='tag_value1'}, 
 {Key='tag_key2',Value='tag_value2'}]}" \ 
  --profile lookoutvision-access

4. JobName 応答内の「」を書き留めます。これは次の手順で必要です。例:

{ 
    "JobName": "6bcfd0ff-90c3-4463-9a89-6b4be3daf972"
}

5. DescribeModelPackagingJobを呼び出して、ジョブの現在のステータスを取得します。以下を変
更します。

• project_nameに使用するプロジェクトの名前に変更します。
• job_nameを、前のステップで書き留めたジョブの名前に変更します。
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aws lookoutvision describe-model-packaging-job \ 
    --project-name project_name \ 
    --job-name job_name \ 
    --profile lookoutvision-access

の値がの場合、Statusモデルのパッケージ化ジョブは完了ですSUCCEEDED。値が異なる場合は、し
ばらく待ってからやり直してください。

6. AWS IoT Greengrass V2を使用してデプロイを続行します。詳細については、「コンポーネントをデ
バイスにデプロイする (p. 147)」を参照してください。

モデルパッケージングジョブに関する情報の取得
Amazon Lookout for Vision コンソールおよびAWS SDK を使用して、作成したモデルパッケージングジョ
ブに関する情報を取得できます。

トピック
• モデルパッケージングジョブ情報の取得 (コンソール) (p. 137)
• モデルパッケージングジョブ情報 (SDK) の取得 (p. 137)

モデルパッケージングジョブ情報の取得 (コンソール)

モデルパッケージングジョブの情報を取得するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/lookoutvision/ で Amazon Lookout for Vision コンソールを開きます。
2. [Get started] (開始方法) を選択します。
3. 左側のナビゲーションペインで、[Projects] (プロジェクト) を選択します。
4. [プロジェクト] セクションで、表示するモデルパッケージングジョブが含まれているプロジェクトを

選択します。
5. 左のナビゲーションペインのプロジェクト名の下で、[エッジモデルパッケージ] をクリックします。
6. モデルパッケージングジョブセクションで、表示するモデルパッケージングジョブを選択します。モ

デルパッケージジョブの詳細ページが表示されます。

モデルパッケージングジョブ情報 (SDK) の取得

AWSSDK を使用して、プロジェクト内のモデルパッケージ化ジョブを一覧表示し、特定のモデルパッケー
ジ化ジョブに関する情報を取得できます。

モデルパッケージングの仕事を一覧表示する
ListModelPackagingJobsAPI を呼び出すことで、プロジェクト内のモデルパッケージジョブを一覧表示で
きます。レスポンスには、ModelPackagingJobMetadata各モデルのパッケージ化ジョブに関する情報を提
供するオブジェクトのリストが含まれます。また、リストが不完全な場合に次の結果セットを取得するた
めに使用できるページ分割トークンも含まれています。

モデルパッケージングジョブを一覧表示するには

1. まだをインストールして設定していない場合は、およびAWS SDK をインストールして設定していな
い場合はAWS CLI、インストールして設定してください。詳細については、「ステップ 4:AWS CLI と
AWS SDK クスをセットアップする (p. 7)」を参照してください。
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2. 次の CLI コマンドを使用します。project_name使用するプロジェクトの名前に変更します。

aws lookoutvision list-model-packaging-jobs \ 
  --project-name project_name \ 
  --profile lookoutvision-access

モデルパッケージングジョブについて説明する

DescribeModelPackagingJobAPI を使用して、モデルパッケージングジョブに関する情報を取得します。
レスポンスは、ModelPackagingDescriptionジョブの現在のステータスやその他の情報を含むオブジェクト
です。

パッケージを説明するには

1. まだをインストールして設定していない場合は、およびAWS SDK をインストールして設定していな
い場合はAWS CLI、インストールして設定してください。詳細については、「ステップ 4:AWS CLI と
AWS SDK クスをセットアップする (p. 7)」を参照してください。

2. 次の CLI コマンドを使用します。以下を変更します。

• project_nameに使用するプロジェクトの名前に変更します。
• job_name仕事の名前に。電話をかけると、ジョブ名 (JobName) が表示されま

すStartModelPackagingJob。

aws lookoutvision describe-model-packaging-job \ 
    --project-name project_name \ 
    --job-name job_name \ 
    --profile lookoutvision-access

クライアントアプリケーションコンポーネントを書
く

クライアントアプリケーションコンポーネントは、AWS IoT Greengrass Version 2ユーザーが記述するカ
スタムコンポーネントです。Amazon Lookout for VisionAWS IoT Greengrass Version 2 モデルをコアデバ
イスで使用するために必要なビジネスロジックを実装します。

モデルにアクセスするには、クライアントアプリケーションコンポーネントは Lookout for Vision Edge 
Agent コンポーネントを使用します。Lookout for Vision Edge Agent コンポーネントには、モデルを使用
して画像を分析し、コアデバイスでモデルを管理するために使用する API が用意されています。

Lookout for Vision エッジエージェント API は gRPC を使用して実装され、これは遠隔でプロシージャ呼
び出しを行うためのプロトコルです。詳細については、「gRPC」を参照してください。コードを書くに
は、gRPC がサポートする任意の言語を使用できます。Python コードの例を提供します。詳細について
は、「クライアントアプリケーションコンポーネントでのモデルの使用 (p. 140)」を参照してください。

Note

Lookout for Vision エッジエージェントコンポーネントは、デプロイするモデルコンポーネントの
依存関係です。モデルコンポーネントをコアデバイスに展開すると、自動的にコアデバイスに展
開されます。

クライアントアプリケーションコンポーネントを作成するには、次の手順を実行します。
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1. gRPC を使用するように環境を設定し (p. 139)、サードパーティのライブラリをインストールしま
す。

2. モデルを使用するコードを記述します (p. 140)。
3. コードをカスタムコンポーネントとしてコアデバイスにデプロイします (p. 147)。

カスタム GStreamer パイプラインで異常検出を実行する方法を示すクライアントアプリケーションコン
ポーネントの例については、https://github.com/awslabs/aws-greengrass-labs-lookoutvision-gstreamer を参
照してください。

環境のセットアップ
クライアントコードを記述するには、開発環境を Amazon Lookout for VisionAWS IoT Greengrass Version 
2 モデルコンポーネントと依存関係をデプロイしたコアデバイスにリモートで接続します。または、コア
デバイスにコードを記述することもできます。詳細については、「AWS IoT Greengrass 開発ツール」と
「AWS IoT Greengrass コンポーネントの開発」を参照してください。

クライアントコードでは、gRPC クライアントを使用して Amazon Lookout for Vision Edge エージェント
にアクセスする必要があります。このセクションでは、gRPC を使用して開発環境をセットアップする方
法と、DetectAnomaliesサンプルコードに必要なサードパーティの依存関係をインストールする方法を
示します。

クライアントコードの記述が完了したら、カスタムコンポーネントを作成し、そのカスタムコンポーネン
トをエッジデバイスにデプロイします。詳細については、「クライアントアプリケーションコンポーネン
トの作成 (p. 143)」を参照してください。

トピック
• gRPC のセットアップ (p. 139)
• サードパーティーの依存関係の追加 (p. 140)

gRPC のセットアップ
開発環境では、Lookout for Vision Edge エージェント API を呼び出すためにコード内で使用する gRPC ク
ライアントが必要です。そのためには、.protoから利用できるサービス定義ファイルを使用して gRPC 
スタブを作成しますGitHub。

Note

サービス定義ファイルは Lookout for Vision Edge Agent アプリケーションバンドルから入
手することもできます。アプリケーションバンドルは、Lookout for Vision Edge Agent コ
ンポーネントがモデルコンポーネントの依存関係としてインストールされたときにインス
トールされます。アプリケーションバンドルは、にあります/greengrass/v2/packages/
artifacts-unarchived/aws.iot.lookoutvision.EdgeAgent/edge_agent_version/
lookoutvision_edge_agent。Lookout for Visionedge_agent_version エッジエージェン
トのバージョンに置き換えます。アプリケーションバンドルを入手するには、Lookout for Vision 
Edge エージェントをコアデバイスにデプロイする必要があります。

gRPC を設定するには

1. .protoGitHubからサービス定義ファイルをダウンロードします。
2. 次のコマンドを使用して、Lookout for Vision Edge Agent.proto のサービス定義から Python クライ

アントインターフェイスを生成します。

%%bash
python3 -m pip install grpcio
python3 -m pip install grpcio-tools
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python3 -m grpc_tools.protoc --proto_path=. --python_out=. --grpc_python_out=. edge-
agent.proto

コマンドが成功すると、edge_agent_pb2_grpc.pyedge_agent_pb2.pyスタブとがワーキング
ディレクトリに作成されます。

3. モデルを使用するクライアントコードを記述します。詳細については、「クライアントアプリケー
ションコンポーネントでのモデルの使用 (p. 140)」を参照してください。

サードパーティーの依存関係の追加
DetectAnomaliesサンプルコードでは、Pillow ライブラリを使用して画像を操作します。詳細について
は、「画像バイトによる異常検知 (p. 142)」を参照してください。

次のコマンドを使用して Pillow ライブラリをインストールします。

python3 -m pip install Pillow

クライアントアプリケーションコンポーネントでのモ
デルの使用
クライアントアプリケーションコンポーネントのモデルを使用する手順は、クラウドでホストされている
モデルを使用する手順と似ています。

1. モデルの実行を開始します。
2. 画像内の異常を検出します。
3. モデルが不要になった場合は、モデルを停止します。

Amazon Lookout for Vision エッジエージェントには、モデルを開始し、画像内の異常を検出し、モデルを
停止する API が用意されています。API を使用してデバイス上のモデルを一覧表示し、デプロイされたモ
デルに関する情報を取得することもできます。詳細については、「Amazon Lookout for Vision エッジエー
ジェント API リファレンス (p. 150)」を参照してください。

エラー情報は、gRPC ステータスコードを確認することで取得できます。詳細については、「エラー情報
を取得する (p. 143)」を参照してください。

コードを書くには、gRPC がサポートする任意の言語を使用できます。Python コードの例を提供します。

トピック
• クライアントアプリケーションコンポーネントでのスタブの使用 (p. 140)
• モデルの開始 (p. 141)
• 異常検出 (p. 141)
• モデルの停止 (p. 142)
• デバイス上のモデルを一覧表示する (p. 143)
• モデルの記述する (p. 143)
• エラー情報を取得する (p. 143)

クライアントアプリケーションコンポーネントでのスタブの使用
次のコードを使用して、Lookout for Vision Edge エージェントを介してモデルへのアクセスを設定しま
す。
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import grpc
from edge_agent_pb2_grpc import EdgeAgentStub
import edge_agent_pb2 as pb2

# Creating stub. 
 with grpc.insecure_channel("unix:///tmp/aws.iot.lookoutvision.EdgeAgent.sock") as channel: 
    stub = EdgeAgentStub(channel) 
    # Add additional code that works with Edge Agent in this block to prevent resources 
 leakage

モデルの開始
モデルを開始するには、StartModel (p. 157) API を呼び出します。モデルの開始まで
に時間がかかる場合があります。を呼び出すことで、現在のステータスを確認できま
すDescribeModel (p. 154)。statusフィールドの値が Running の場合、モデルは実行中です。

コードの例
component_name をモデルコンポーネントの名前に置き換えてください。

import time

import grpc
from edge_agent_pb2_grpc import EdgeAgentStub
import edge_agent_pb2 as pb2

model_component_name = "component_name"

def start_model_if_needed(stub, model_name): 
    # Starting model if needed. 
    while True: 
        model_description_response = 
 stub.DescribeModel(pb2.DescribeModelRequest(model_component=model_name)) 
        if model_description_response.model_description.status == pb2.RUNNING: 
            print("Model is already running.") 
            break 
        elif model_description_response.model_description.status == pb2.STOPPED: 
            print("Starting the model.") 
            stub.StartModel(pb2.StartModelRequest(model_component=model_name)) 
            continue 
        print(f"Waiting for model to start.") 
        if model_description_response.model_description.status != pb2.STARTING: 
            break 
        time.sleep(1.0)

# Creating stub.
with grpc.insecure_channel("unix:///tmp/aws.iot.lookoutvision.EdgeAgent.sock") as channel: 
    stub = EdgeAgentStub(channel) 
    start_model_if_needed(stub, model_component_name)

異常検出
DetectAnomalies (p. 150)API を使用して、画像の異常を検出します。

DetectAnomaliesこの操作では、画像のビットマップが RGB888 圧縮形式で渡されることを前提として
います。最初のバイトは赤のチャンネル、2 番目のバイトは緑のチャンネル、3 番目のバイトは青のチャ
ンネルを表します。BGR などの別の形式で画像を提供した場合、 DetectAnomalies からの予測は正しくあ
りません。
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デフォルトでは、OpenCV は画像ビットマップに BGR 形式を使用します。OpenCV を使用して解析用の
画像をキャプチャする場合はDetectAnomalies、画像をに渡す前に画像を RGB888 形式に変換する必要
がありますDetectAnomalies。

画像バイトによる異常検知

画像を画像バイトとして指定することで、画像内の異常を検出できます。次の例では、ローカルファイル
システムに保存されている画像から画像バイトが取得されます。

sample.jpg を、分析するイメージファイルの名前に置き換えます。component_name をモデルコン
ポーネントの名前に置き換えてください。

import time

from PIL import Image
import grpc
from edge_agent_pb2_grpc import EdgeAgentStub
import edge_agent_pb2 as pb2

model_component_name = "component_name"

....
# Detecting anomalies.
def detect_anomalies(stub, model_name, image_path): 
    image = Image.open(image_path) 
    image = image.convert("RGB") 
    detect_anomalies_response = stub.DetectAnomalies( 
        pb2.DetectAnomaliesRequest( 
            model_component=model_name, 
            bitmap=pb2.Bitmap( 
                width=image.size[0] 
                height=image.size[1] 
                byte_data=bytes(image.tobytes()) 
            )  
        ) 
    ) 
    print(f"Image is anomalous - 
 {detect_anomalies_response.detect_anomaly_result.is_anomalous}") 
    return detect_anomalies_response.detect_anomaly_result

# Creating stub.
with grpc.insecure_channel("unix:///tmp/aws.iot.lookoutvision.EdgeAgent.sock") as channel: 
    stub = EdgeAgentStub(channel) 
    start_model_if_needed(stub, model_component_name) 
    detect_anomalies(stub, model_component_name, "sample.jpg")

共有メモリセグメントによる異常検知

POSIX 共有メモリセグメントのイメージバイトとしてイメージを指定することで、イメージ内の異常を検
出できます。最適なパフォーマンスを得るために、 DetectAnomalies リクエストには共有メモリを使用す
ることをお勧めします。詳細については、「DetectAnomalies (p. 150)」を参照してください。

モデルの停止
モデルを使用しなくなった場合は、モデルの実行を停止するStopModel (p. 158) API。

stop_model_response = stub.StopModel( 
    pb2.StopModelRequest( 
         model_component=model_component_name    
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    )
)
print(f"New status of the model is {stop_model_response.status}") 

デバイス上のモデルを一覧表示する
the section called “ListModels” (p. 156)API を使用して、デバイスにデプロイされているモデルを一覧表
示できます。

models_list_response = stub.ListModels( 
    pb2.ListModelsRequest()
)
for model in models_list_response.models: 
    print(f"Model Details {model}")

モデルの記述する
DescribeModel (p. 154)API を呼び出すことで、デバイスにデプロイされたモデルに関する情報を取得
できます。DescribeModelを使用するとモデルの現在の状態を知るのに便利です。たとえば、を呼び出
す前にモデルが実行中かどうかを知る必要がありますDetectAnomalies。サンプルコードについては、
「モデルの開始 (p. 141)」を参照してください。

エラー情報を取得する
gRPC ステータスコードは API の結果を報告するために使用されます。

次の例に示すように、RpcError例外をキャッチすることでエラー情報を取得できます。エラーステータ
スコードの詳細については、API のリファレンストピックを参照してください (p. 150)。

# Error handling.
try: 
    stub.DetectAnomalies(detect_anomalies_request)
except grpc.RpcError as e: 
    print(f"Error code: {e.code()}, Status: {e.details()}")

クライアントアプリケーションコンポーネントの作成
gRPC スタブを生成し、クライアントアプリケーションコードの準備ができたら、クライアントアプリ
ケーションコンポーネントを作成できます。作成するコンポーネントは、AWS IoT Greengrass Version 
2AWS IoT Greengrass V2コアデバイスにデプロイするカスタムコンポーネントです。作成したレシピに
は、カスタムコンポーネントが記述されています。レシピには、デプロイする必要のある依存関係も含ま
れます。この場合、作成したモデルコンポーネントを指定しますAmazon Lookout for Vision モデルのパッ
ケージング (p. 131)。コンポーネントレシピの詳細については、「AWS IoT Greengrass Version 2コン
ポーネントレシピのリファレンス」を参照してください。

このトピックの手順では、レシピファイルからクライアントアプリケーションコンポーネントを作成
し、AWS IoT Greengrass V2それをカスタムコンポーネントとして公開する方法を示します。AWS IoT 
Greengrass V2コンソールまたはAWS SDK を使用してコンポーネントを公開できます。

カスタムコンポーネントの作成の詳細については、AWS IoT Greengrass V2ドキュメントの以下を参照し
てください。

• デバイス上でコンポーネントを開発およびテストする
• AWSIoT Greengrass コンポーネントの作成
• コアデバイスにデプロイするコンポーネントをパブリッシュ
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トピック
• クライアントアプリケーションコンポーネントを公開するための IAM 権限 (p. 144)
• レシピの作成 (p. 144)
• クライアントアプリケーションコンポーネントの公開 (コンソール) (p. 146)
• クライアントアプリケーションコンポーネント (SDK) の公開 (p. 146)

クライアントアプリケーションコンポーネントを公開するための 
IAM 権限
クライアントアプリケーションコンポーネントを作成して公開するには、次の IAM 権限が必要です。

• greengrass:CreateComponentVersion

• greengrass:DescribeComponent

• s3:PutObject

レシピの作成
このプロシージャでは、簡単なクライアントアプリケーションコンポーネントのレシピを作成します。の
コードには、lookoutvision_edge_agent_example.pyデバイスにデプロイされたモデルが一覧表示
され、コンポーネントをコアデバイスにデプロイした後に自動的に実行されます。出力を表示するには、
コンポーネントをデプロイした後にコンポーネントログを確認します。詳細については、「コンポーネン
トをデバイスにデプロイする (p. 147)」を参照してください。準備ができたら、以下の手順に従って、ビ
ジネスロジックを実装するコードのレシピを作成します。

レシピは JSON または YAML 形式のファイルとして作成します。また、クライアントアプリケーション
コードを Amazon S3 バケットにアップロードします。

クライアントアプリケーションコンポーネントのレシピを作成するには

1. まだ作成していない場合、gRPC スタブファイルを作成します。詳細については、「gRPC のセット
アップ (p. 139)」を参照してください。

2. 次のコードをというファイルに保存します。lookoutvision_edge_agent_example.py

import grpc
from edge_agent_pb2_grpc import EdgeAgentStub
import edge_agent_pb2 as pb2

# Creating stub.
with grpc.insecure_channel("unix:///tmp/aws.iot.lookoutvision.EdgeAgent.sock") as 
 channel: 
    stub = EdgeAgentStub(channel) 
    # Add additional code that works with Edge Agent in this block to prevent resources 
 leakage 

    models_list_response = stub.ListModels( 
        pb2.ListModelsRequest() 
    ) 
    for model in models_list_response.models: 
        print(f"Model Details {model}")

3. Amazon S3 バケットを作成 (または既存のバケットを使用) して、クライアントアプリケーションコ
ンポーネントのソースファイルを保存します。バケットは、AWSAWS IoT Greengrass Version 2ア
カウントと Amazon Lookout for VisionAWS を使用しているのと同じリージョンにある必要がありま
す。
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4. 前の手順で作成した Amazon S3lookoutvision_edge_agent_example.py バケットにアップ
ロードします。edge_agent_pb2_grpc.py and edge_agent_pb2.py各ファイルの Amazon S3 
パスをメモしておきます。edge_agent_pb2_grpc.pyedge_agent_pb2.py作成してログインしま
したgRPC のセットアップ (p. 139)。

5. エディターで、次の JSON または YAML レシピファイルを作成します。

• model_componentモデルコンポーネントの名前にします。詳細については、「コンポーネント設
定 (p. 133)」を参照してください。

• URI エントリを、、の S3 パスに変更しま
すedge_agent_pb2.py。lookoutvision_edge_agent_example.pyedge_agent_pb2_grpc.py

JSON

{ 
  "RecipeFormatVersion": "2020-01-25", 
  "ComponentName": "com.lookoutvision.EdgeAgentPythonExample", 
  "ComponentVersion": "1.0.0", 
  "ComponentType": "aws.greengrass.generic", 
  "ComponentDescription": "Lookout for Vision Edge Agent Sample Application", 
  "ComponentPublisher": "Sample App Publisher", 
  "ComponentDependencies": { 
    "model_component": { 
      "VersionRequirement": ">=1.0.0", 
      "DependencyType": "HARD" 
    } 
  }, 
  "Manifests": [ 
    { 
      "Platform": { 
        "os": "linux" 
      }, 
      "Lifecycle": { 
        "install": "pip3 install grpcio grpcio-tools protobuf Pillow", 
        "run": { 
          "script": "python3 {artifacts:path}/lookoutvision_edge_agent_example.py" 
        } 
      }, 
      "Artifacts": [ 
        { 
          "Uri": "S3 path to lookoutvision_edge_agent_example.py" 
        }, 
        { 
          "Uri": "S3 path to edge_agent_pb2_grpc.py" 
        }, 
        { 
          "Uri": "S3 path to edge_agent_pb2.py" 
        } 
      ] 
    } 
  ], 
  "Lifecycle": {}
}

YAML

---
RecipeFormatVersion: 2020-01-25
ComponentName: com.lookoutvison.EdgeAgentPythonExample
ComponentVersion: 1.0.0
ComponentDescription: Lookout for Vision Edge Agent Sample Application
ComponentPublisher: Sample App Publisher
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ComponentDependencies: 
   model_component: 
    VersionRequirement: '>=1.0.0' 
    DependencyType: HARD
Manifests: 
  - Platform: 
      os: linux 
    Lifecycle: 
      install: |- 
        pip3 install grpcio 
        pip3 install grpcio-tools 
        pip3 install protobuf 
        pip3 install Pillow 
      run: 
        script: |-  
          python3 {artifacts:path}/lookout_vision_agent_example.py 
    Artifacts: 
      - URI: S3 path to lookoutvision_edge_agent_example.py
      - URI: S3 path to edge_agent_pb2_grpc.py
      - URI: S3 path to edge_agent_pb2.py

6. JSON ファイルまたは YAML ファイルをコンピューターに保存します。
7. 次のいずれかを実行して、クライアントアプリケーションコンポーネントを作成します。

• AWS IoT Greengrassコンソールを使いたいなら、クライアントアプリケーションコンポーネントの
公開 (コンソール) (p. 146)そうしてください。

• AWSSDK を使いたいなら、クライアントアプリケーションコンポーネント (SDK) の公
開 (p. 146)そうしてください。

クライアントアプリケーションコンポーネントの公開 (コンソー
ル)
AWS IoT Greengrass V2コンソールを使用して、クライアントアプリケーションコンポーネントを公開で
きます。

クライアントアプリケーションコンポーネントを公開するには

1. まだ作成していない場合は、を実行してクライアントアプリケーションコンポーネントのレシピを作
成しますレシピの作成 (p. 144)。

2. https://console.aws.amazon.com/iot/AWS IoT Greengrass でコンソールを開きます
3. 左側のナビゲーションペインの Greengrass で、[コンポーネント] を選択します。
4. [マイコンポーネント] で [コンポーネントを作成] を選択します。
5. JSON 形式のレシピを使用する場合は、「コンポーネントの作成」ページで「レシピを JSON として

入力」を選択します。YAML 形式のレシピを使用する場合は、「レシピを YAML 形式で入力」を選択
します。

6. 「レシピ」で、既存のレシピを、で作成した JSON または YAMLレシピの作成 (p. 144) レシピに置
き換えます。

7. [Create component] (コンポーネントの作成) を選択します。
8. 次に、クライアントアプリケーションコンポーネントをデプロイします (p. 147)。

クライアントアプリケーションコンポーネント (SDK) の公開
CreateComponentVersionAPI を使用してクライアントアプリケーションコンポーネントを公開できます。
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クライアントアプリケーションコンポーネント (SDK) を公開するには

1. まだ作成していない場合は、を実行してクライアントアプリケーションコンポーネントのレシピを作
成しますレシピの作成 (p. 144)。

2. コマンドプロンプトに次のコマンドを入力して、クライアントアプリケーションコンポーネントを作
成します。recipe-fileで作成したレシピファイルの名前に置き換えますレシピの作成 (p. 144)。

aws greengrassv2 create-component-version --inline-recipe fileb://recipe-file

応答内のコンポーネントの ARN をメモしておきます。これは次の手順で必要です。
3. 次のコマンドを使用して、クライアントアプリケーションコンポーネントのステータスを取得

します。を、component-arn以前のステップでメモした ARN に置き換えます。の値がの場
合、componentStateクライアントアプリケーションコンポーネントは準備完了ですDEPLOYABLE。

aws greengrassv2 describe-component --arn component-arn

4. 次に、クライアントアプリケーションコンポーネントをデプロイします (p. 147)。

コンポーネントをデバイスにデプロイする
AWS IoT Greengrass Version 2モデルコンポーネントとクライアントアプリケーションコンポーネントを
コアデバイスにデプロイするには、AWS IoT Greengrass V2コンソールまたは CreateDeploymentAPI を使
用します。詳細については、「デプロイメントの作成」または「AWS IoT Greengrass Version 2開発者ガ
イド」を参照してください。コアデバイスにデプロイされたコンポーネントの更新については、「デプロ
イの改訂」を参照してください。

トピック
• コンポーネントをデプロイするための IAM 権限 (p. 147)
• コンポーネントのデプロイ (コンソール) (p. 147)
• コンポーネント (SDK) のデプロイ (p. 149)

コンポーネントをデプロイするための IAM 権限
を使用してコンポーネントをデプロイするにはAWS IoT Greengrass V2、次のアクセス許可が必要です。

• greengrass:ListComponents
• greengrass:ListComponentVersions
• greengrass:ListCoreDevices
• greengrass:CreateDeployment
• greengrass:GetDeployment
• greengrass:ListDeployments

CreateDeploymentGetDeploymentそして依存アクションがあります。詳細については、「AWS IoT 
Greengrass V2 で定義されるアクション」を参照してください。

IAM 権限の変更については、「ユーザーの権限の変更」を参照してください。

コンポーネントのデプロイ (コンソール)
次の手順を使用して、クライアントアプリケーションコンポーネントをコアデバイスにデプロイします。
クライアントアプリケーションはモデルコンポーネントに依存します (モデルコンポーネントは Lookout 
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for Vision Edge エージェントに依存します)。クライアントアプリケーションコンポーネントをデプロイす
ると、モデルコンポーネントと Lookout for Vision Edge Agent のデプロイも開始されます。

Note

コンポーネントを既存のデプロイメントに追加できます。コンポーネントをモノグループにデプ
ロイすることもできます。

この手順を実行するには、AWS IoT Greengrass V2コアデバイスを設定する必要があります。詳細につい
ては、「AWS IoT Greengrass Version 2コアデバイスのセットアップ (p. 130)」を参照してください。

コンポーネントをデバイスにデプロイするには

1. https://console.aws.amazon.com/iot/AWS IoT Greengrass でコンソールを開きます。
2. 左側のナビゲーションペインの「Greengrass」で、「デプロイメント」を選択します。
3. [デプロイメント] で [作成] を選択します。
4. [Specify device state] (ターゲットを指定) ページで、次を実行します。

1. [Deployment information] (デプロイ情報) で、デプロイの名前を入力または変更して、わかりやすく
します。

2. [デプロイターゲット] で [コアデバイス] を選択し、ターゲット名を入力します。
3. [Next] (次へ) を選択します。

5. [Select components] (コンポーネントの選択) ページで、次の手順を実行します:

1. [マイコンポーネント] で、クライアントアプリケーションコンポーネントの名前を選択します 
(com.lookoutvison.EdgeAgentPythonExample)。

2. [次へ] を選択します。
6. [コンポーネントの設定] ページで、現在の設定をそのまま使用して [次へ] を選択します。
7. [詳細設定の構成] ページで、現在の設定をそのまま使用して [次へ] を選択します。
8. レビューページで [Deploy] を選択し、コンポーネントのデプロイを開始します。

デプロイステータスの確認 (コンソール)
デプロイのステータスは、AWS IoT Greengrass V2コンソールで確認できます。クライアントアプリケー
ションコンポーネントがサンプルレシピとコードを使用している場合はthe section called “クライアントア
プリケーションコンポーネントの作成” (p. 143)、デプロイが完了した後にクライアントアプリケーショ
ンコンポーネントのログを確認してください。成功すると、ログにはコンポーネントにデプロイされてい
る Lookout for Vision モデルのリストが含まれます。

AWSSDK を使用してデプロイステータスを確認する方法については、「デプロイステータスの確認」を参
照してください。

デプロイのステータスを確認するには

1. https://console.aws.amazon.com/iot/AWS IoT Greengrass でコンソールを開きます
2. 左側ナビゲーションペインで、[コアデバイス] をクリックします。
3. Greengrass コアデバイスで、コアデバイスを選択します。
4. 「デプロイメント」タブを選択すると、現在のデプロイステータスが表示されます。
5. デプロイが成功したら（ステータスが「完了」）、コアデバイスでターミナルウィンドウを開き、に

あるクライアントアプリケーションコンポーネントのログを確認します/greengrass/v2/logs/
com.lookoutvison.EdgeAgentPythonExample.log。デプロイでサンプルレシピとコードを使
用している場合、ログにはからの出力が含まれますlookoutvision_edge_agent_example.py。
例:
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Model Details model_component:"ModelComponent"

コンポーネント (SDK) のデプロイ
以下の手順に従って、クライアントアプリケーションコンポーネント、モデルコンポーネント、および 
Amazon Lookout for Vision Edge エージェントをコアデバイスにデプロイします。

1. deployment.jsonコンポーネントのデプロイ設定を定義するファイルを作成します。このファイル
は、次の例のようになります。

{ 
  "targetArn":"targetArn", 
  "components": { 
    "com.lookoutvison.EdgeAgentPythonExample": { 
      "componentVersion": "1.0.0", 
      "configurationUpdate": { 
      } 
    } 
  }
}

• [targetArn] フィールドで targetArn をデプロイのターゲット (モノまたはモノのグループ) の 
Amazon リソースネーム (ARN) に置き換えます。形式は以下のとおりです。
• モノ: arn:aws:iot:region:account-id:thing/thingName
• モノのグループ: arn:aws:iot:region:account-id:thinggroup/thingGroupName

2. デプロイターゲットに、修正が必要な既存のデプロイがあるかどうかを確認します。次のコマンドを
実行します

a. 次のコマンドを実行して、デプロイターゲットのデプロイを一覧表示します。はターゲットの
AWS IoT モノまたはモノグループの Amazon リソースネーム (ARN)targetArn に置き換えま
す。現在の AWS リージョンのモノの ARN を取得するには、コマンドを使用しますaws iot 
list-things。

aws greengrassv2 list-deployments --target-arn targetArn

レスポンスには、ターゲットの最新デプロイのリストが含まれています。レスポンスが空の場合
は、ターゲットに既存のデプロイがありません。ステップ 3 にスキップできます。そうでない場
合は、次のステップで使用するため、レスポンスから deploymentId をコピーします。

b. 次のコマンドを実行して、デプロイの詳細を取得します。これらの詳細には、メタデータ、コン
ポーネント、ジョブ設定が含まれます。を、以前のステップで取得した IDdeploymentId に置
き換えます。

aws greengrassv2 get-deployment --deployment-id deploymentId

c. 前のコマンドのレスポンスにある次のキーと値のペアを deployment.json にコピーします。これ
らの値を、新しいデプロイに変更することができます。

• deploymentName— デプロイメントの名前。
• components-デプロイのコンポーネント。コンポーネントをアンインストールする場合は、こ

のオブジェクトから削除してください。
• deploymentPolicies— デプロイメントのポリシー。
• tags-デプロイのタグ。
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3. 次のコマンドを実行して、デバイスにコンポーネントをデプロイします。応答内のdeploymentIdの
値をメモしておきます。

aws greengrassv2 create-deployment \ 
    --cli-input-json file://path/to/deployment.json

4. 次のコマンドを実行すると、デプロイのステータスを取得できます。deployment-id前のステッ
プで書き留めた値に変更します。の値がの場合、deploymentStatusデプロイは正常に完了しまし
たCOMPLETED。

aws greengrassv2 get-deployment --deployment-id deployment-id

5. デプロイが成功したら、コアデバイスでターミナルウィンドウを開き、にあるクライ
アントアプリケーションコンポーネントのログを確認します/greengrass/v2/logs/
com.lookoutvison.EdgeAgentPythonExample.log。デプロイでサンプルレシピとコードを使
用している場合、ログにはからの出力が含まれますlookoutvision_edge_agent_example.py。
例:

Model Details model_component:"ModelComponent"

Amazon Lookout for Vision エッジエージェント API 
リファレンス

このセクションは、Amazon Lookout for Vision Edge エージェントの API リファレンスです。

モデルによる異常検知
DetectAnomalies (p. 150)API を使用して、AWS IoT Greengrass Version 2コアデバイスで実行中のモデ
ルを使用して画像の異常を検出します。

モデル情報を取得する
コアデバイスにデプロイされたモデルに関する情報を取得する API。

• ListModels (p. 156)
• DescribeModel (p. 154)

モデルの実行
コアデバイスにデプロイされている Amazon Lookout for Vision モデルを起動および停止するための API。

• StartModel (p. 157)
• StopModel (p. 158)

DetectAnomalies
提供された画像の異常を検出します。
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DetectAnomaliesからのレスポンスには、画像に1つ以上の異常が含まれているというブーリアン予測
と、その予測に対する信頼度の値が含まれる。モデルがセグメンテーションモデルの場合、応答には以下
が含まれます。

• 各アノマリータイプを独自の色でカバーするマスク画像。DetectAnomaliesマスクイメージを共有メ
モリに保存することも、マスクをイメージバイトとして返すこともできます。

• 異常タイプがカバーする画像の領域のパーセンテージです。
• マスク画像の異常タイプの16進数カラー。

Note

DetectAnomalies使用するモデルは実行中である必要があります。DescribeModel (p. 154) を
呼び出すことで、現在のステータスを取得できます。モデルの実行を開始するには、を参照して
くださいStartModel (p. 157)。

DetectAnomaliesインターリーブされた RGB888 形式のパックされたビットマップ (画像) をサポートし
ます。最初のバイトは赤のチャンネル、2 番目のバイトは緑のチャンネル、3 番目のバイトは青のチャン
ネルを表します。BGR などの別の形式で画像を提供した場合、 DetectAnomalies からの予測は正しくあり
ません。

デフォルトでは、OpenCV は画像ビットマップに BGR 形式を使用します。OpenCV を使用して解析用の
画像をキャプチャする場合はDetectAnomalies、画像をに渡す前に画像を RGB888 形式に変換する必要
がありますDetectAnomalies。

サポートされている最小画像サイズは 64x64 ピクセルです。サポートされている最大画像サイズは 4096 x 
4096 ピクセルです。

イメージは protobuf メッセージで送信することも、共有メモリセグメントを介して送信することもできま
す。大きな画像を protobuf メッセージにシリアル化すると、への呼び出しの待ち時間が大幅に増加する可
能性がありますDetectAnomalies。レイテンシーを最小限に抑えるには、共有メモリを使用することを
お勧めします。

rpc DetectAnomalies(DetectAnomaliesRequest) returns (DetectAnomaliesResponse); 
   

DetectAnomaliesRequest
の入力パラメータDetectAnomalies。

message Bitmap { 
  int32 width = 1; 
  int32 height = 2; 
  oneof data {  
    bytes byte_data = 3; 
    SharedMemoryHandle shared_memory_handle = 4; 
  }
}

message SharedMemoryHandle { 
  string name = 1; 
  uint64 size = 2; 
  uint64 offset = 3;
}     
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message AnomalyMaskParams {
SharedMemoryHandle shared_memory_handle = 2;
}

message DetectAnomaliesRequest {
string model_component = 1;
Bitmap bitmap = 2;
AnomalyMaskParams anomaly_mask_params = 3;
}

ビットマップ
分析したい画像DetectAnomalies。

幅

画像の幅 (ピクセル単位)。

height

画像の高さ (ピクセル単位)。

byte_data

protobuf メッセージで渡された画像バイト数。

共有メモリーハンドル

共有メモリセグメントに渡された画像バイト数。

SharedMemoryHandle

POSIX 共有メモリセグメントを表します。

name

POSIX メモリセグメントの名前。共有メモリーの作成については、shm_open を参照してください。

size

オフセットから始まる画像バッファのサイズ (バイト単位)。

offset

共有メモリセグメントの先頭から画像バッファの先頭までのオフセット (バイト単位)。

AnomalyMaskParams
アノマリーマスクを出力するためのパラメータ。(セグメンテーションモデル)。

共有メモリーハンドル

shared_memory_handle指定されなかった場合は、マスクの画像バイトが含まれます。

DetectAnomaliesRequest
モデル_コンポーネント

AWS IoT Greengrass V2使用するモデルを含むコンポーネントの名前。

ビットマップ

152

https://man7.org/linux/man-pages/man3/shm_open.3.html


Amazon Lookout for Vision デベロッパーガイド
DetectAnomalies

分析したい画像DetectAnomalies。

アノマリー・マスク・パラメーター

マスクを出力するためのオプションパラメータ。(セグメンテーションモデル)。

DetectAnomaliesResponse
からの応答DetectAnomalies.

message DetectAnomalyResult {
bool is_anomalous = 1;
float confidence = 2;
Bitmap anomaly_mask = 3;
repeated Anomaly anomalies = 4;
}

message Anomaly {
string name = 1;
PixelAnomaly pixel_anomaly = 2;

message PixelAnomaly {
float total_percentage_area = 1;
string hex_color = 2;
}

message DetectAnomaliesResponse { 
  DetectAnomalyResult detect_anomaly_result = 1;
}

アノマリー
画像に見つかった異常を表します。(セグメンテーションモデル)。

name

画像で見つかった異常タイプの名前。 nameトレーニングデータセットの異常タイプにマッピングされま
す。このサービスは、 DetectAnomalies応答フォームにバックグラウンド異常タイプを自動的に挿入しま
す。

ピクセル・アノマリー

アノマリータイプを対象とするピクセルマスクに関する情報。

PixelAnomaly
アノマリータイプを対象とするピクセルマスクに関する情報。(セグメンテーションモデル)。

総パーセンテージエリア

異常タイプがカバーする画像の面積のパーセンテージ。

16 進数_カラー

画像上の異常タイプを表す 16 進数のカラー値。色は、トレーニングデータセットで使用されている異常
タイプの色に対応しています。
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DetectAnomalyResult

is_anomalous

画像に異常が含まれているかどうかを示します。 true画像に異常が含まれている場合。 false画像が正
常であれば。

confidence

DetectAnomalies予測の精度を示す信頼度。 confidenceは 0 から 1 までの浮動小数点値です。

アノマリーマスク

shared_memory_handle が指定されていない場合、マスクの画像バイトが含まれます。(セグメンテーショ
ンモデル)。

異常

入力画像内で見つかった 0 個以上の異常のリスト。(セグメンテーションモデル)。

ステータスコード

コード 数値 説明

OK 0 DetectAnomalies予測に成功
しました

UNKNOWN 2 不明なエラーが発生しました。

引数が無効です 3 1 つ以上の入力パラメータが無効
です。詳細については、エラー
メッセージを参照してくださ
い。

NOT_FOUND 5 指定された名前のモデルが見つ
かりませんでした。

リソース_使い果たされた 8 この操作を実行するため
のリソースが不足していま
す。たとえば、The Lookout 
for Vision Edge Agentはへ
の通話率に追いつけませ
んDetectAnomalies。詳細に
ついては、エラーメッセージを
参照してください。

PRECONDITION 9 DetectAnomaliesRUNNING 状
態ではないモデルに対して呼び
出されました。

内部 13 内部エラーが発生しました。

DescribeModel
AWS IoT Greengrass Version 2Core デバイスにデプロイされている Amazon Lookout for Vision モデルに
ついて説明します。
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rpc DescribeModel(DescribeModelRequest) returns (DescribeModelResponse);

DescribeModelRequest

message DescribeModelRequest { 
  string model_component = 1;
}

モデル_コンポーネント

AWS IoT Greengrass V2記述するモデルを含むコンポーネントの名前。

DescribeModelResponse

message ModelDescription { 
  string model_component = 1; 
  string lookout_vision_model_arn = 2; 
  ModelStatus status = 3; 
  string status_message = 4;
}

message DescribeModelResponse { 
  ModelDescription model_description = 1;
}

ModelDescription

モデル_コンポーネント

Amazon Lookout for VisionAWS IoT Greengrass Version 2 モデルを含むコンポーネントの名前。

lookout_vision_model_arn

AWS IoT Greengrass V2コンポーネントの生成に使用された Amazon Lookout for Vision モデルの Amazon 
リソースネーム ARN。

ステータス

モデルの現在のステータス。詳細については、「ModelStatus (p. 159)」を参照してください。

ステータスメッセージ

モデルのステータスメッセージ。

ステータスコード

コード 数値 説明

OK 0 通話は成功しました。

UNKNOWN 2 不明なエラーが発生しました。
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コード 数値 説明

引数が無効です 3 1 つ以上の入力パラメータが無効
です。詳細については、エラー
メッセージを参照してくださ
い。

NOT_FOUND 5 指定された名前のモデルが見つ
かりませんでした。

内部 13 内部エラーが発生しました。

ListModels
AWS IoT Greengrass Version 2コアデバイスにデプロイされたモデルを一覧表示します。

rpc ListModels(ListModelsRequest) returns (ListModelsResponse);

ListModelsRequest
message ListModelsRequest {}

ListModelsResponse

message ModelMetadata { 
  string model_component = 1; 
  string lookout_vision_model_arn = 2; 
  ModelStatus status = 3; 
  string status_message = 4;
}

message ListModelsResponse { 
  repeated ModelMetadata models = 1;
}

ModelMetadata
モデル_コンポーネント

Amazon Lookout for VisionAWS IoT Greengrass Version 2 モデルを含むコンポーネントの名前。

lookout_vision_model_arn

AWS IoT Greengrass V2コンポーネントの生成に使用された Amazon Lookout for Vision モデルの Amazon 
リソースネーム (ARN)。

ステータス

モデルの現在のステータス。詳細については、「ModelStatus (p. 159)」を参照してください。

ステータスメッセージ

モデルのステータスメッセージ。
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ステータスコード

コード 数値 説明

OK 0 通話は成功しました。

UNKNOWN 2 不明なエラーが発生しました。

内部 13 内部エラーが発生しました。

StartModel
AWS IoT Greengrass Version 2コアデバイスで実行されているモデルを起動します。モデルの実行
を開始するまでに時間がかかる場合があります。現在のステータスを確認するには、を呼び出しま
すDescribeModel (p. 154)。Statusフィールドがの場合、モデルは実行中ですRUNNING。

同時に実行できるモデルの数は、コアデバイスのハードウェア仕様によって異なります。

rpc StartModel(StartModelRequest) returns (StartModelResponse);

StartModelRequest

message StartModelRequest { 
  string model_component = 1;
}

モデル_コンポーネント

AWS IoT Greengrass Version 2開始したいモデルを含むコンポーネントの名前。

StartModelResponse
message StartModelResponse { 
  ModelStatus status = 1;
}

ステータス

モデルの現在のステータス。応答は、STARTING呼び出しが成功した場合です。詳細については、
「ModelStatus (p. 159)」を参照してください。

ステータスコード

コード 数値 説明

OK 0 モデルが起動しています

UNKNOWN 2 不明なエラーが発生しました。

引数が無効です 3 1 つ以上の入力パラメータが無効
です。詳細については、エラー
メッセージを参照してくださ
い。
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コード 数値 説明

NOT_FOUND 5 指定された名前のモデルが見つ
かりませんでした。

リソース_使い果たされた 8 この操作を実行するためのリ
ソースが不足しています。たと
えば、モデルを読み込むのに十
分なメモリがないとします。詳
細については、エラーメッセー
ジを参照してください。

PRECONDITION 9 このメソッドは、STOPPED ま
たは FAILED 状態ではないモデ
ルに対して呼び出されました。

内部 13 内部エラーが発生しました。

StopModel
AWS IoT Greengrass Version 2コアデバイスで実行されているモデルを停止します。 StopModelモデル
が停止した後に戻ります。Status応答のフィールドがの場合、STOPPEDモデルは正常に停止しました。

  rpc StopModel(StopModelRequest) returns (StopModelResponse);

StopModelRequest

message StopModelRequest { 
  string model_component = 1;
}

モデル_コンポーネント

AWS IoT Greengrass Version 2停止するモデルを含むコンポーネントの名前。

StopModelResponse

message StopModelResponse { 
  ModelStatus status = 1;
}

ステータス

モデルの現在のステータス。応答は、STOPPED呼び出しが成功した場合です。詳細については、
「ModelStatus (p. 159)」を参照してください。

ステータスコード

コード 数値 説明

OK 0 モデルは停止しています。
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コード 数値 説明

UNKNOWN 2 不明なエラーが発生しました。

引数が無効です 3 1 つ以上の入力パラメータが無効
です。詳細については、エラー
メッセージを参照してくださ
い。

NOT_FOUND 5 指定された名前のモデルが見つ
かりませんでした。

PRECONDITION 9 このメソッドは、RUNNING 状態
ではないモデルに対して呼び出
されました。

内部 13 内部エラーが発生しました。

ModelStatus
AWS IoT Greengrass Version 2コアデバイスにデプロイされたモデルのステータス。現在のステータスを
取得するには、を呼び出しますDescribeModel (p. 154)。

enum ModelStatus { 
  STOPPED = 0; 
  STARTING = 1; 
  RUNNING = 2; 
  FAILED = 3; 
  STOPPING = 4;
}
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Amazon Lookout for Vision ダッシュ
ボードを使用する

ダッシュボードには、先週に検出された異常の総数など、Amazon Lookout for Vision プロジェクトのメト
リクスの概要が表示されます。ダッシュボードを使用すると、すべてのプロジェクトの概要と、個々のプ
ロジェクトの概要が表示されます。メトリクスを表示するタイムラインを選択できます。ダッシュボード
を使用して新しいプロジェクトを作成することもできます。

[Overview] (概要) セクションには、プロジェクトの総数、画像の総数、およびすべてのプロジェクトで検
出された画像の総数が表示されます。

[Projects] (プロジェクト) セクションには、個々のプロジェクトに関する次の概要情報が表示されます。

• 検出された異常の総数。
• 処理された画像の合計数。
• 総異常比率 (つまり、異常を検出された画像の割合)。
• グラフは、選択した時間枠における異常検出を示します。

プロジェクトに関する詳しい情報も取得できます。

ダッシュボードを使うには

1. 「https://console.aws.amazon.com/lookoutvision/」 で Amazon Lookout for Vision コンソールを開きま
す。

2. [Get started] (開始方法) を選択します。
3. 左のナビゲーションペインの [Dashboard] (ダッシュボード) を選択します。
4. 特定の期間のメトリクスを表示するには、以下の作業を実行します。
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a. ダッシュボードの右上で、時間枠を選択します。
b. [更新] ボタンを選択して、ダッシュボードに新しいタイムラインを表示します。

5. プロジェクトの詳細を確認するには、「プロジェクト」セクションでプロジェクト名を選択します
(例:ManufacturingLine01)。

6. プロジェクトを作成するには、[Projects] (プロジェクト) セクションの [Create project] (プロジェクト
の作成) を選択します。
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Amazon Lookout for Vision リソース
を管理する

コンソールまたは AWS SDK を使用して Amazon Lookout for Vision リソースを管理できます。Amazon 
Lookout for Vision には次のリソースがあります。

• プロジェクト
• データセット
• モデル
• トライアル検出

Note

トライアル検出タスクは削除できません。また、AWS SDK を使用してトライアル検出を管理す
ることもできません。

トピック
• プロジェクトの表示 (p. 162)
• プロジェクトの削除 (p. 165)
• データセットの表示 (p. 166)
• データセットへの画像の追加 (p. 169)
• データセットからの画像の削除 (p. 173)
• データセットの削除 (p. 175)
• プロジェクトからのデータセットのエクスポート (SDK) (p. 177)
• モデルの表示 (p. 183)
• モデルの削除 (p. 185)
• モデルのタグ付け (p. 188)
• トライアル検出タスクを表示する (p. 191)

プロジェクトの表示
Amazon Lookout for Vision プロジェクトのリストと個々のプロジェクトに関する情報は、コンソールか
ら、または AWS SDK を使用して取得することができます。

Note

プロジェクトのリストは結果整合性があります。プロジェクトを作成または削除する場合は、プ
ロジェクトリストが最新になるまでに少し待たなければならない場合があります。

プロジェクトの表示 (コンソール)
次の手順のステップを実行し、コンソールでプロジェクトを表示します。

プロジェクトを表示するには

1. https://console.aws.amazon.com/lookoutvision/ で Amazon Lookout for Vision コンソールを開きます。
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2. [Get started] (開始方法) を選択します。
3. 左側のナビゲーションペインで、[Projects] (プロジェクト) を選択します。プロジェクトビューが表示

されます。
4. プロジェクト名を選択して、プロジェクトの詳細を表示します。

プロジェクトの表示 (SDK)
プロジェクトは、単一のユースケースでデータセットとモデルを管理します。たとえば、機械部品の異常
を検出します。次の例では、ListProjects を呼び出してプロジェクトのリストを取得します。

プロジェクトを表示するには (SDK)

1. まだをインストールしてしていない場合は、AWS CLIインストールして設定して設定して設定して設
定して設定して設定して設定して設定して設定して設定して設定して設定して設定して設定AWS 詳細
については、「ステップ 4:AWS CLI とAWS SDK クスをセットアップする (p. 7)」を参照してくださ
い。

2. 次のサンプルコードを使用して、プロジェクトを表示します。

CLI

list-projects コマンドを使用して、アカウントのプロジェクトを一覧表示します。

aws lookoutvision list-projects \ 
  --profile lookoutvision-access
 

describe-project コマンドを使用して、プロジェクトに関する情報を取得します。

project-name の値を記述するプロジェクトの名前に変更します。

aws lookoutvision describe-project --project-name project_name \ 
  --profile lookoutvision-access

Python

このコードは、AWSドキュメント SDK GitHub の例リポジトリから引用しています。詳しい事例
は [こちら] です。

    @staticmethod 
    def list_projects(lookoutvision_client): 
        """ 
        Lists information about the projects that are in in your AWS account 
        and in the current AWS Region. 

        :param lookoutvision_client: A Boto3 Lookout for Vision client. 
        """ 
        try: 
            response = lookoutvision_client.list_projects() 
            for project in response["Projects"]: 
                print("Project: " + project["ProjectName"]) 
                print("\tARN: " + project["ProjectArn"]) 
                print("\tCreated: " + str(["CreationTimestamp"])) 
                print("Datasets") 
                project_description = lookoutvision_client.describe_project( 
                    ProjectName=project["ProjectName"]) 
                if not project_description["ProjectDescription"]["Datasets"]: 
                    print("\tNo datasets") 
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                else: 
                    for dataset in project_description["ProjectDescription"]
["Datasets"]: 
                        print(f"\ttype: {dataset['DatasetType']}") 
                        print(f"\tStatus: {dataset['StatusMessage']}") 

                print("Models") 
                response_models = lookoutvision_client.list_models( 
                    ProjectName=project["ProjectName"]) 
                if not response_models["Models"]: 
                    print("\tNo models") 
                else: 
                    for model in response_models["Models"]: 
                        Models.describe_model( 
                            lookoutvision_client, project["ProjectName"], 
                            model["ModelVersion"]) 

                print("------------------------------------------------------------
\n") 
            print("Done!") 
        except ClientError: 
            logger.exception("Problem listing projects.") 
            raise

Java V2

このコードは、AWSドキュメント SDK GitHub の例リポジトリから引用しています。詳しい事例
は [こちら] です。

/** 
 * Lists the Amazon Lookout for Vision projects in the current AWS account and AWS 
 * Region. 
 *  
 * @param lfvClient   An Amazon Lookout for Vision client. 
 * @param projectName The name of the project that you want to create. 
 * @return List<ProjectMetadata> Metadata for each project. 
 */
public static List<ProjectMetadata> listProjects(LookoutVisionClient lfvClient) 
                throws LookoutVisionException { 

        logger.log(Level.INFO, "Getting projects:"); 
        ListProjectsRequest listProjectsRequest = ListProjectsRequest.builder() 
                        .maxResults(100) 
                        .build(); 

        List<ProjectMetadata> projectMetadata = new ArrayList<>(); 

        ListProjectsIterable projects = 
 lfvClient.listProjectsPaginator(listProjectsRequest); 

        projects.stream().flatMap(r -> r.projects().stream()) 
                        .forEach(project -> { 
                                projectMetadata.add(project); 
                                logger.log(Level.INFO, project.projectName()); 
                        }); 

        logger.log(Level.INFO, "Finished getting projects."); 

        return projectMetadata;

}
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プロジェクトの削除
プロジェクトの削除は、コンソールのプロジェクトビューページから、または DeleteProject オペレー
ションによって行うことができます。

プロジェクトの データセットの から参照される画像は削除されません。

プロジェクトの削除 (コンソール)
以下の手順に従って、プロジェクトを削除します。コンソールプロシージャを使用すると、関連するモデ
ルのバージョンとデータセットが削除されます。

プロジェクトを削除するには

1. https://console.aws.amazon.com/lookoutvision/ で Amazon Lookout for Vision コンソールを開きます。
2. [Get started] (開始方法) を選択します。
3. 左側のナビゲーションペインで、[Projects] (プロジェクト) を選択します。
4. [Projects] (プロジェクト) ページで、削除するプロジェクトを選択します。
5. ページの上部で、[Delete] (削除) を選択します。
6. [Delete] (削除) ダイアログボックスで、[delete] (削除) と入力し、プロジェクトを削除することを確認

します。
7. 必要であれば、関連する データセットやモデルを削除することを 選択します。
8. [Delete project] （プロジェクトを削除）を選択します。

プロジェクトの削除 (SDK)
Amazon Lookout for Vision プロジェクトを削除するにはDeleteProject、削除したいプロジェクト名を入力
します。

プロジェクトを削除するには、まず、プロジェクト内のすべてのモデルを削除する必要があります。詳細
については、「モデルの削除 (SDK) (p. 186)」を参照してください。また、モデルに関連付けられている
データセットを削除する必要があります。詳細については、「データセットの削除 (p. 175)」を参照して
ください。

プロジェクトの削除にはしばらくかかることがあります。その間は、プロジェクトのステータスは
DELETING です。その後に DeleteProject を呼び出したときに、削除したプロジェクトが含まれていな
い場合は、プロジェクトが削除されます。

プロジェクトを削除するには (SDK)

1. まだをインストールしてしていない場合は、AWS CLIインストールして設定して設定して設定して設
定して設定して設定して設定して設定して設定して設定して設定して設定して設定して設定AWS 詳細
については、「ステップ 4:AWS CLI とAWS SDK クスをセットアップする (p. 7)」を参照してくださ
い。

2. プロジェクトを削除するには、次のコードを使用します。

AWS CLI

project-name の値を削除するプロジェクトの名前に変更します。

aws lookoutvision delete-project --project-name project_name \ 
  --profile lookoutvision-access 
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Python

このコードは、AWSドキュメント SDK GitHub の例リポジトリから引用しています。詳しい事例
は [こちら] です。

    @staticmethod 
    def delete_project(lookoutvision_client, project_name): 
        """ 
        Deletes a Lookout for Vision Model 

        :param lookoutvision_client: A Boto3 Lookout for Vision client. 
        :param project_name: The name of the project that you want to delete. 
        """ 
        try: 
            logger.info("Deleting project: %s", project_name) 
            response = 
 lookoutvision_client.delete_project(ProjectName=project_name) 
            logger.info("Deleted project ARN: %s ", response["ProjectArn"]) 
        except ClientError as err: 
            logger.exception("Couldn't delete project %s.", project_name) 
            raise

Java V2

このコードは、AWSドキュメント SDK GitHub の例リポジトリから引用しています。詳しい事例
は [こちら] です。

/** 
 * Deletes an Amazon Lookout for Vision project. 
 *  
 * @param lfvClient   An Amazon Lookout for Vision client. 
 * @param projectName The name of the project that you want to create. 
 * @return String The ARN of the deleted project. 
 */
public static String deleteProject(LookoutVisionClient lfvClient, String 
 projectName) 
                throws LookoutVisionException { 

        logger.log(Level.INFO, "Deleting project: {0}", projectName); 

        DeleteProjectRequest deleteProjectRequest = DeleteProjectRequest.builder() 
                        .projectName(projectName) 
                        .build(); 

        DeleteProjectResponse response = 
 lfvClient.deleteProject(deleteProjectRequest); 

        logger.log(Level.INFO, "Deleted project: {0} ARN: {1}", 
                        new Object[] { projectName, response.projectArn() }); 

        return response.projectArn();

}

データセットの表示
プロジェクトには、モデルのトレーニングとテストに使用する単一のデータセットを使用できます。また
は、個別のトレーニングデータセットとテストデータセットを使用することもできます。コンソールを使
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用して、検証テストを表示できます。また、DescribeDataset オペレーション を使用してデータセット
に関する情報を取得することができます (トレーニングまたはテスト)。

プロジェクト内のデータセットの表示 (コンソール)
次の手順のステップを実行し、コンソールでプロジェクトのデータセットを表示します。

データセットを表示するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/lookoutvision/ で Amazon Lookout for Vision コンソールを開きます。
2. [Get started] (開始方法) を選択します。
3. 左側のナビゲーションペインで、[Projects] (プロジェクト) を選択します。
4. [Projects] (プロジェクト) ページで、表示したいデータセットを含むプロジェクトを選択します。
5. 左のナビゲーションペインで [Dataset] (データセット) を選択して、データセットの詳細を表示しま

す。トレーニングデータセットとテストデータセットがある場合は、各データセットのタブが表示さ
れます。

プロジェクト内のデータセットの表示 (SDK)
プロジェクトに関連するトレーニングまたはテストデータセットに関する情報を取得できま
す。DescribeDataset

データセット (SDK) を表示するには

1. まだをインストールしてしていない場合は、AWS CLIインストールして設定して設定して設定して設
定して設定して設定して設定して設定して設定して設定して設定して設定して設定して設定AWS 詳細
については、「ステップ 4:AWS CLI とAWS SDK クスをセットアップする (p. 7)」を参照してくださ
い。

2. 次のサンプルコードを使用して、データセットを表示します。

CLI

以下の値を変更します。

• project-name に表示したいモデルを含むプロジェクト名を入力します。
• dataset-type を表示したいデータセットの種類に合わせます。(train または test)

aws lookoutvision describe-dataset --project-name project name\ 
  --dataset-type train or test \ 
  --profile lookoutvision-access

Python

このコードは、AWSドキュメント SDK GitHub の例リポジトリから引用しています。詳しい事例
は [こちら] です。

    @staticmethod 
    def describe_dataset(lookoutvision_client, project_name, dataset_type): 
        """ 
        Gets information about a Lookout for Vision dataset. 

        :param lookoutvision_client: A Boto3 Lookout for Vision client. 
        :param project_name: The name of the project that contains the dataset that 
                             you want to describe. 
        :param dataset_type: The type (train or test) of the dataset that you want 
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                             to describe. 
        """ 
        try: 
            response = lookoutvision_client.describe_dataset( 
                ProjectName=project_name, DatasetType=dataset_type) 
            print(f"Name: {response['DatasetDescription']['ProjectName']}") 
            print(f"Type: {response['DatasetDescription']['DatasetType']}") 
            print(f"Status: {response['DatasetDescription']['Status']}") 
            print( 
                f"Message: {response['DatasetDescription']['StatusMessage']}") 
            print( 
                f"Images: {response['DatasetDescription']['ImageStats']['Total']}") 
            print( 
                f"Labeled: {response['DatasetDescription']['ImageStats']
['Labeled']}") 
            print( 
                f"Normal: {response['DatasetDescription']['ImageStats']
['Normal']}") 
            print( 
                f"Anomaly: {response['DatasetDescription']['ImageStats']
['Anomaly']}") 
        except ClientError: 
            logger.exception("Service error: problem listing datasets.") 
            raise 
        print("Done.")

Java V2

このコードは、AWSドキュメント SDK GitHub の例リポジトリから引用しています。詳しい事例
は [こちら] です。

/** 
 * Gets the description for a Amazon Lookout for Vision dataset. 
 *  
 * @param lfvClient   An Amazon Lookout for Vision client. 
 * @param projectName The name of the project in which you want to describe a 
 *                    dataset. 
 * @param datasetType The type of the dataset that you want to describe (train 
 *                    or test). 
 * @return DatasetDescription A description of the dataset. 
 */
public static DatasetDescription describeDataset(LookoutVisionClient lfvClient, 
                String projectName, 
                String datasetType) throws LookoutVisionException { 

        logger.log(Level.INFO, "Describing {0} dataset for project {1}", 
                        new Object[] { datasetType, projectName }); 

        DescribeDatasetRequest describeDatasetRequest = 
 DescribeDatasetRequest.builder() 
                        .projectName(projectName) 
                        .datasetType(datasetType) 
                        .build(); 

        DescribeDatasetResponse describeDatasetResponse = 
 lfvClient.describeDataset(describeDatasetRequest); 
        DatasetDescription datasetDescription = 
 describeDatasetResponse.datasetDescription(); 

        logger.log(Level.INFO, "Project: {0}\n" 
                        + "Created: {1}\n" 
                        + "Type: {2}\n" 
                        + "Total: {3}\n" 
                        + "Labeled: {4}\n" 
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                        + "Normal: {5}\n" 
                        + "Anomalous: {6}\n", 
                        new Object[] { 
                                        datasetDescription.projectName(), 
                                        datasetDescription.creationTimestamp(), 
                                        datasetDescription.datasetType(), 
                                        
 datasetDescription.imageStats().total().toString(), 
                                        
 datasetDescription.imageStats().labeled().toString(), 
                                        
 datasetDescription.imageStats().normal().toString(), 
                                        
 datasetDescription.imageStats().anomaly().toString(), 
                        }); 

        return datasetDescription;

}

データセットへの画像の追加
データセットを作成したら、データセットに画像を追加したい場合があります。たとえば、モデルへの評
価でモデルの品質を高めることができます。そして、さらに画像を追加することで、モデルの品質を高め
ることができます。テストデータセットを作成している場合、画像を追加すると、モデルのパフォーマン
ス指標の精度が向上します。

データセットの更新後、モデルを再トレーニングします。

トピック
• 画像をさらに追加する (p. 169)
• 画像をさらに追加する (SDK) (p. 169)

画像をさらに追加する
ローカルコンピュータから画像をアップロードすることで、データセットに画像を追加できます。SDK で
さらにラベル付き画像を追加するには、UpdateDatasetEntriesオペレーションを使用します。

データセットに画像を追加するには (コンソール)

1. [Actions] (アクション) をクリックし、画像を追加するデータセットを選択します。
2. データセットにアップロードする画像を選択します。画像をドラッグするか、ローカルコンピュータ

からアップロードする画像を選択できます。同時にアップロードできる画像は、30 枚までです。
3. [Upload images] (画像をアップロード) を選択します。
4. [変更の保存] を選択します。

画像の追加が終わったら、モデルのトレーニングに使用できるようにラベルを付ける必要があります。詳
細については、「画像の分類 (コンソール) (p. 63)」を参照してください。

画像をさらに追加する (SDK)
SDK でさらにラベル付き画像を追加するには、UpdateDatasetEntriesオペレーションを使用します。追加
する画像を含むマニフェストファイルを指定します。マニフェストファイルの JSONsource-ref 行の
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フィールドに画像を指定して、既存の画像を更新することもできます。詳細については、「マニフェスト
ファイルの作成 (p. 46)」を参照してください。

データセット (SDK) に画像を追加するには (SDK)

1. まだをインストールしてしていない場合は、AWS CLIインストールして設定して設定して設定して設
定して設定して設定して設定して設定して設定して設定して設定して設定して設定して設定AWS 詳細
については、「ステップ 4:AWS CLI とAWS SDK クスをセットアップする (p. 7)」を参照してくださ
い。

2. 次のサンプルコードを使用して、データセットに画像を追加します。

CLI

以下の値を変更します。

• project-nameに更新するデータセットを含むプロジェクト名を入力します。
• dataset-type更新するデータセットのタイプ (trainまたはtest) に設定します。
• changesデータセットの更新を含むマニフェストファイルの場所に移動します。

aws lookoutvision update-dataset-entries\ 
    --project-name project\ 
    --dataset-type train or test\ 
    --changes fileb://manifest file \ 
    --profile lookoutvision-access

Python

このコードは、AWSドキュメント SDK GitHub の例リポジトリから引用しています。詳しい事例
は [こちら] です。

    @staticmethod 
    def update_dataset_entries(lookoutvision_client, project_name, dataset_type, 
 updates_file): 
        """ 
        Adds dataset entries to an Amazon Lookout for Vision dataset.     
        :param lookoutvision_client: The Amazon Rekognition Custom Labels Boto3 
 client. 
        :param project_name: The project that contains the dataset that you want to 
 update. 
        :param dataset_type: The type of the dataset that you want to update (train 
 or test). 
        :param updates_file: The manifest file of JSON Lines that contains the 
 updates.  
        """ 

        try: 
            status = "" 
            status_message = "" 
            manifest_file = "" 

            # Update dataset entries 
            logger.info(f"""Updating {dataset_type} dataset for project 
 {project_name}
with entries from {updates_file}.""") 

            with open(updates_file) as f: 
                manifest_file = f.read() 

            lookoutvision_client.update_dataset_entries( 
                ProjectName=project_name, 
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                DatasetType=dataset_type, 
                Changes=manifest_file, 
            ) 

            finished = False 
            while finished == False: 

                dataset = 
 lookoutvision_client.describe_dataset(ProjectName=project_name, 
                                                                
 DatasetType=dataset_type) 

                status = dataset['DatasetDescription']['Status'] 
                status_message = dataset['DatasetDescription']['StatusMessage'] 

                if status == "UPDATE_IN_PROGRESS": 
                    logger.info( 
                        (f"Updating {dataset_type} dataset for project 
 {project_name}.")) 
                    time.sleep(5) 
                    continue 

                if status == "UPDATE_FAILED_ROLLBACK_IN_PROGRESS": 
                    logger.info( 
                        (f"Update failed, rolling back {dataset_type} dataset for 
 project {project_name}.")) 
                    time.sleep(5) 
                    continue 

                if status == "UPDATE_COMPLETE": 
                    logger.info( 
                        f"Dataset updated: {status} : {status_message} : 
 {dataset_type} dataset for project {project_name}.") 
                    finished = True 
                    continue 

                if status == "UPDATE_FAILED_ROLLBACK_COMPLETE": 
                    logger.info( 
                        f"Rollback complated after update failure: {status} : 
 {status_message} : {dataset_type} dataset for project {project_name}.") 
                    finished = True 
                    continue 

                logger.exception( 
                    f"Failed. Unexpected state for dataset update: {status} : 
 {status_message} : {dataset_type} dataset for project {project_name}.") 
                raise Exception( 
                    f"Failed. Unexpected state for dataset update: {status} : 
 {status_message} :{dataset_type} dataset for project {project_name}.") 

            logger.info(f"Added entries to dataset.") 

            return status, status_message 

        except ClientError as err: 
            logger.exception( 
                f"Couldn't update dataset: {err.response['Error']['Message']}") 
            raise

Java V2

このコードは、AWSドキュメント SDK GitHub の例リポジトリから引用しています。詳しい事例
は [こちら] です。
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/** 
 * Updates an Amazon Lookout for Vision dataset from a manifest file. 
 * Returns after Lookout for Vision updates the dataset. 
 *  
 * @param lfvClient    An Amazon Lookout for Vision client. 
 * @param projectName  The name of the project in which you want to update a 
 *                     dataset. 
 * @param datasetType  The type of the dataset that you want to update (train or 
 *                     test). 
 * @param manifestFile The name and location of a local manifest file that you want 
 to 
 * use to update the dataset. 
 * @return DatasetStatus The status of the updated dataset. 
 */

public static DatasetStatus updateDatasetEntries(LookoutVisionClient lfvClient, 
 String projectName, 
                String datasetType, String updateFile) throws 
 FileNotFoundException, LookoutVisionException, 
                InterruptedException { 

        logger.log(Level.INFO, "Updating {0} dataset for project {1}", 
                        new Object[] { datasetType, projectName }); 

        InputStream sourceStream = new FileInputStream(updateFile); 
        SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromInputStream(sourceStream); 

        UpdateDatasetEntriesRequest updateDatasetEntriesRequest = 
 UpdateDatasetEntriesRequest.builder() 
                        .projectName(projectName) 
                        .datasetType(datasetType) 
                        .changes(sourceBytes) 
                        .build(); 

        lfvClient.updateDatasetEntries(updateDatasetEntriesRequest); 

        boolean finished = false; 
        DatasetStatus status = null; 

        // Wait until update completes. 

        do { 

                DescribeDatasetRequest describeDatasetRequest = 
 DescribeDatasetRequest.builder() 
                                .projectName(projectName) 
                                .datasetType(datasetType) 
                                .build(); 
                DescribeDatasetResponse describeDatasetResponse = lfvClient 
                                .describeDataset(describeDatasetRequest); 

                DatasetDescription datasetDescription = 
 describeDatasetResponse.datasetDescription(); 

                status = datasetDescription.status(); 

                switch (status) { 

                        case UPDATE_COMPLETE: 
                                logger.log(Level.INFO, "{0} Dataset updated for 
 project {1}.", 
                                                new Object[] { datasetType, 
 projectName }); 
                                finished = true; 
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                                break; 

                        case UPDATE_IN_PROGRESS: 

                                logger.log(Level.INFO, "{0} Dataset update for 
 project {1} in progress.", 
                                                new Object[] { datasetType, 
 projectName }); 
                                TimeUnit.SECONDS.sleep(5); 

                                break; 

                        case UPDATE_FAILED_ROLLBACK_IN_PROGRESS: 
                                logger.log(Level.SEVERE, 
                                                "{0} Dataset update failed for 
 project {1}. Rolling back", 
                                                new Object[] { datasetType, 
 projectName }); 

                                TimeUnit.SECONDS.sleep(5); 

                                break; 

                        case UPDATE_FAILED_ROLLBACK_COMPLETE: 
                                logger.log(Level.SEVERE, 
                                                "{0} Dataset update failed for 
 project {1}. Rollback completed.", 
                                                new Object[] { datasetType, 
 projectName }); 
                                finished = true; 
                                break; 

                        default: 
                                logger.log(Level.SEVERE, 
                                                "{0} Dataset update failed for 
 project {1}. Unexpected error returned.", 
                                                new Object[] { datasetType, 
 projectName }); 
                                finished = true; 

                } 

        } while (!finished); 

        return status;

}

3. 前のステップを繰り返し、他のデータセットタイプの値を指定します。

データセットからの画像の削除
データセットから画像を直接削除することはできません。代わりに、既存のデータセットを削除し、削除
する画像を含まない新しいデータセットを作成する必要があります。イメージを削除する方法は、既存の
データセット (マニフェストファイル (p. 57)、Amazon S3 バケット (p. 42)、またはローカルコンピュー
タ (p. 41)) にイメージをインポートした方法によって異なります。

AWSSDK を使用して画像を削除することもできます。これは、画像セグメンテーションマニフェストファ
イルなしで画像セグメンテーションモデルを作成する場合に便利で (p. 49)、Amazon Lookout for Vision コ
ンソールで画像マスクを再描画する必要がなくなります。
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トピック
• データセットからの画像の削除 (コンソール) (p. 174)
• データセット (SDK) からの画像の削除 (p. 174)

データセットからの画像の削除 (コンソール)
Amazon Lookout for Vision コンソールでデータセットから画像を削除するには、以下の手順を使用しま
す。

データセット (コンソール) から画像を削除するには

1. プロジェクトのデータセットギャラリーを開きます (p. 166)。
2. 削除する画像の名前を書き留めます。
3. 既存のデータセットを削除します (p. 175)。
4. 以下のいずれかを実行します。

• マニフェストファイルを使用してデータセットを作成した場合は、以下の作業を行います。

a. テキストエディタで、データセットの作成に使用したマニフェストファイルを開きます。
b. ステップ 2 で書き留めます。画像の JSON 行は、source-refフィールドを確認することで

識別できます。
c. マニフェストファイルを保存します。
d. 更新されたマニフェストファイルを使用して新しいデータセットを作成します (p. 57)。

• Amazon S3 バケットからインポートしたイメージからデータセットを作成した場合は、以下の作
業を行います。

a. ステップ 2 でメモした画像を Amazon S3 バケットから削除します。
b. Amazon S3 バケットの残りのイメージを使用して新しいデータセットを作成します (p. 42)。

画像をフォルダー名で分類する場合、次のステップで画像を分類する必要はありません。
c. 以下のいずれかを実行します。

• 画像分類モデルを作成する場合は、ラベルのない各画像を分類します (p. 63)。
• 画像セグメンテーションモデルを作成する場合は、ラベルのない各画像を分類してセグ

メント化します (p. 64)。
• ローカルコンピューターからインポートした画像からデータセットを作成した場合は、次の操作

を行います。

a. コンピュータに、使用する画像を含むフォルダを作成します。データセットから除去する画
像を含めないでください。詳細については、「ローカルコンピュータに保存されている画像
を使用してデータセットを作成する (p. 41)」を参照してください。

b. ステップ 4.a で作成したフォルダに、画像を含むデータセットを作成します (p. 41)。
c. 以下のいずれかを実行します。

• 画像分類モデルを作成する場合は、ラベルのない各画像を分類します (p. 63)。
• 画像セグメンテーションモデルを作成する場合は、ラベルのない各画像を分類してセグ

メント化します (p. 64)。
5. モデルをトレーニングします (p. 67)。

データセット (SDK) からの画像の削除
AWSSDK を使用して、データセットから画像を削除できます。
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データセット (SDK) から画像を削除するには

1. プロジェクトのデータセットギャラリーを開きます (p. 166)。
2. 削除する画像の名前を書き留めます。
3. ListDatasetEntriesオペレーションを使用してデータセットの JSON 行をエクスポートします。
4. エクスポートした JSON 行を含むマニフェストファイルを作成します (p. 46)。
5. テキストエディタで、マニフェストファイルを開きます。
6. ステップ 2 で書き留めます。画像の JSON 行は、source-refフィールドを確認することで識別でき

ます。
7. マニフェストファイルを保存します。
8. 既存のデータセットを削除します (p. 175)。
9. 更新されたマニフェストファイルを使用して新しいデータセットを作成します (p. 58)。
10. モデルをトレーニングします (p. 66)。

データセットの削除
プロジェクトからのデータセットの削除は、コンソールから、または DeleteDataset オペレーション
によって行うことができます。データセットが参照している画像は削除されません。トレーニングデー
タセットとテストデータセットがあるプロジェクトからテストデータセットを削除すると、プロジェク
トはシングルデータセットプロジェクトに戻ります。残りのデータセットはトレーニング中に分割され、
トレーニングデータセットとテストデータセットが作成されます。トレーニングデータセットを削除する
と、新しいトレーニングデータセットを作成するまで、プロジェクト内のモデルをトレーニングすること
はできません。

データセットの削除 (コンソール)
以下の手順のステップを実行し、データセットを削除します。プロジェクト内のすべてのデータセットを
削除すると、[Create dataset] (データセットを作成する) ページが表示されます。

データセットを削除するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/lookoutvision/ で Amazon Lookout for Vision コンソールを開きます。
2. [Get started] (開始方法) を選択します。
3. 左側のナビゲーションペインで、[Projects] (プロジェクト) を選択します。
4. [Projects] (プロジェクト) ページで、削除したいデータセットを含むプロジェクトを選択します。
5. 左のナビゲーションペインの [Dataset] (データセット) を選択します。
6. [Actions] (アクション) をクリックし、削除するデータセットを選択します。
7. [Delete] (削除) ダイアログボックスで、[delete] (削除) と入力し、データセットを削除することを確認

します。
8. [Delete training dataset] (トレーニングデータセットの削除) または [Delete test dataset] (テストデータ

セットの削除) を選択して、データセットを削除します。

データセットの削除 (SDK)
DeleteDataset オペレーションを使用してデータセットを削除する。

データセットを削除するには (SDK)

1. まだをインストールしてしていない場合は、AWS CLIインストールして設定して設定して設定して設
定して設定して設定して設定して設定して設定して設定して設定して設定して設定して設定AWS 詳細
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については、「ステップ 4:AWS CLI とAWS SDK クスをセットアップする (p. 7)」を参照してくださ
い。

2. モデルを削除するには、次のサンプルコードを使用します。

CLI

以下の値を変更します。

• project-name に削除したいモデルを含むプロジェクト名を入力します。
• 削除したいデータセットに応じて、dataset-type を train または test のいずれかに設定

します。シングルデータセットプロジェクトがある場合は、train を指定すると、データセッ
トが削除されます

aws lookoutvision delete-dataset --project-name project name\ 
  --dataset-type dataset type \ 
  --profile lookoutvision-access

Python

このコードは、AWSドキュメント SDK GitHub の例リポジトリから引用しています。詳しい事例
は [こちら] です。

    @staticmethod 
    def delete_dataset(lookoutvision_client, project_name, dataset_type): 
        """ 
        Deletes a Lookout for Vision dataset 

        :param lookoutvision_client: A Boto3 Lookout for Vision client. 
        :param project_name: The name of the project that contains the dataset that 
                             you want to delete. 
        :param dataset_type: The type (train or test) of the dataset that you 
                             want to delete. 
        """ 
        try: 
            logger.info( 
                "Deleting the %s dataset for project %s.", dataset_type, 
 project_name) 
            lookoutvision_client.delete_dataset( 
                ProjectName=project_name, DatasetType=dataset_type) 
            logger.info("Dataset deleted.") 
        except ClientError: 
            logger.exception("Service error: Couldn't delete dataset.") 
            raise

Java V2

このコードは、AWSドキュメント SDK GitHub の例リポジトリから引用しています。詳しい事例
は [こちら] です。

/** 
 * Deletes the train or test dataset in an Amazon Lookout for Vision project. 
 *  
 * @param lfvClient   An Amazon Lookout for Vision client. 
 * @param projectName The name of the project in which you want to delete a 
 *                    dataset. 
 * @param datasetType The type of the dataset that you want to delete (train or 
 *                    test). 
 * @return Nothing. 
 */
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public static void deleteDataset(LookoutVisionClient lfvClient, String projectName, 
 String datasetType) 
                throws LookoutVisionException { 

        logger.log(Level.INFO, "Deleting {0} dataset for project {1}", 
                        new Object[] { datasetType, projectName }); 

        DeleteDatasetRequest deleteDatasetRequest = DeleteDatasetRequest.builder() 
                        .projectName(projectName) 
                        .datasetType(datasetType) 
                        .build(); 

        lfvClient.deleteDataset(deleteDatasetRequest); 

        logger.log(Level.INFO, "Deleted {0} dataset for project {1}", 
                        new Object[] { datasetType, projectName });

}

プロジェクトからのデータセットのエクスポート 
(SDK)

AWSSDK を使用して Amazon Lookout for Vision プロジェクトから Amazon S3 バケットの場所にデータ
セットをエクスポートできます。

データセットをエクスポートすると、ソースプロジェクトのデータセットのコピーを使用して Lookout for 
Vision プロジェクトを作成するなどのタスクを実行できます。モデルの特定のバージョンに使用されてい
るデータセットのスナップショットを作成することもできます。

この手順の Python コードは、プロジェクトのトレーニングデータセット (マニフェストとデータセットイ
メージ) を指定した Amazon S3 の場所にエクスポートします。プロジェクト内に存在する場合、コード
はテストデータセットのマニフェストとデータセットの画像もエクスポートします。宛先は、ソースプロ
ジェクトと同じ Amazon S3 バケットにあっても、別の Amazon S3 バケットにあってもかまいません。こ
のコードは、ListDatasetEntriesオペレーションを使用してデータセットのマニフェストファイルを取得し
ます。Amazon S3 オペレーションは、データセットのイメージと更新されたマニフェストファイルを宛先
の Amazon S3 の場所にコピーします。

この手順では、プロジェクトのデータセットをエクスポートする方法を示します。また、エクスポートし
たデータセットを使用して新規プロジェクトを作成する方法も示します。

プロジェクトからデータセットをエクスポートするには (SDK)

1. まだをインストールしてしていない場合は、AWS CLIインストールして設定して設定して設定して設
定して設定して設定して設定して設定して設定して設定して設定して設定して設定して設定AWS 詳細
については、「ステップ 4:AWS CLI とAWS SDK クスをセットアップする (p. 7)」を参照してくださ
い。

2. データセットのエクスポート先の Amazon S3 パスを決定します。送信先が Amazon Lookout for 
Vision AWSがサポートするリージョンにあることを確認してください。新しい Amazon S3 バケット
を作成するには、「バケットの作成」を参照してください。

3. ユーザーが、データセットのエクスポート先の Amazon S3 パスと、ソースプロジェクトデータセッ
トのイメージファイルの S3 ロケーションへのアクセス権限を持っていることを確認してください。
画像ファイルはどの場所にも置けることを前提とした次のポリシーを使用できます。bucket/path
を、データセットのエクスポート先のバケットとパスに置き換えます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
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    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "PutExports", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "S3:PutObjectTagging", 
                "S3:PutObject" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::bucket/path/*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "GetSourceRefs", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:GetObjectTagging", 
                "s3:GetObjectVersion" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

アクセスを提供するには、ユーザー、グループ、またはロールにアクセス許可を追加します。

• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) のユーザーとグループ:

アクセス許可セットを作成します。「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) 
ユーザーガイド」の「シークレットの作成と管理」の手順に従ってください。

• ID プロバイダーを通じて IAM で管理されているユーザー:

ID フェデレーションのロールを作成する。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サード
パーティー ID プロバイダー (フェデレーション) 用のロールの作成」を参照してください。

• IAM ユーザー:
• ユーザーが設定できるロールを作成します。手順については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM 

ユーザー用ロールの作成」を参照してください。
• (非推奨) ポリシーをユーザーに直接アタッチするか、ユーザーをユーザーグループに追加しま

す。「IAM ユーザーガイド」の「ユーザー (コンソール) へのアクセス許可の追加」の指示に従い
ます。

4. dataset_export.py次のコードをというファイルに保存します。

"""
Purpose

Shows how to export the datasets (manifest files and images)
from an Amazon Lookout for Vision project to a new Amazon  
S3 location.
"""

import argparse
import json
import logging

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

def copy_file(s3_resource, source_file,  destination_file): 
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    """ 
    Copies a file from a source Amazon S3 folder to a destination 
    Amazon S3 folder. 
    The destination can be in a different S3 bucket. 
    :param s3: An Amazon S3 Boto3 resource. 
    :param source_file: The Amazon S3 path to the source file. 
    :param destination_file: The destination Amazon S3 path for  
    the copy operation. 
    """ 

    source_bucket, source_key = source_file.replace("s3://", "").split("/", 1) 
    destination_bucket, destination_key = destination_file.replace( 
        "s3://", "").split("/", 1) 

    try: 

        bucket = s3_resource.Bucket(destination_bucket) 
        dest_object = bucket.Object(destination_key) 
        dest_object.copy_from(CopySource={ 
            'Bucket': source_bucket, 
            'Key': source_key 
        }) 
        dest_object.wait_until_exists() 
        logger.info("Copied %s to %s", source_file, destination_file) 
    except ClientError as error: 
        if error.response['Error']['Code'] == '404': 
            error_message = f"Failed to copy {source_file} to " \ 
                f"{destination_file}. : {error.response['Error']['Message']}" 
            logger.warning(error_message) 
            error.response['Error']['Message'] = error_message 
        raise

def upload_manifest_file(s3_resource, manifest_file, destination): 
    """ 
    Uploads a manifest file to a destination Amazon S3 folder. 
    :param s3: An Amazon S3 Boto3 resource. 
    :param manifest_file: The manifest file that you want to upload. 
    :destination: The Amazon S3 folder location to upload the manifest 
    file to. 
    """ 

    destination_bucket, destination_key = destination.replace( 
        "s3://", "").split("/", 1) 

    bucket = s3_resource.Bucket(destination_bucket) 

    put_data = open(manifest_file, 'rb') 
    obj = bucket.Object(destination_key + manifest_file) 

    try: 
        obj.put(Body=put_data) 
        obj.wait_until_exists() 
        logger.info( 
            "Put manifest file '%s' to bucket '%s'.", obj.key, 
            obj.bucket_name) 
    except ClientError: 
        logger.exception( 
            "Couldn't put manifest file '%s' to bucket '%s'.", obj.key, 
            obj.bucket_name) 
        raise 
    finally: 
        if getattr(put_data, 'close', None): 
            put_data.close()

179



Amazon Lookout for Vision デベロッパーガイド
プロジェクトからのデータセットのエクスポート (SDK)

def get_dataset_types(lookoutvision_client, project): 
    """ 
    Determines the types of the datasets (train or test) in an 
    Amazon Lookout for Vision project. 
    :param lookoutvision_client: A Lookout for Vision Boto3 client. 
    :param project: The Lookout for Vision project that you want to check. 
    :return: The dataset types in the project. 
    """ 

    try: 
        response = lookoutvision_client.describe_project(ProjectName=project) 

        datasets = [] 

        for dataset in response['ProjectDescription']['Datasets']: 
            if dataset['Status'] in ("CREATE_COMPLETE", "UPDATE_COMPLETE"): 
                datasets.append(dataset['DatasetType']) 
        return datasets 

    except lookoutvision_client.exceptions.ResourceNotFoundException: 
        logger.exception("Project %s not found.", project) 
        raise

def process_json_line(s3_resource, entry, dataset_type, destination): 
    """ 
    Creates a JSON line for a new manifest file, copies image and mask to 
    destination. 
    :param s3_resource: An Amazon S3 Boto3 resource. 
    :param entry: A JSON line from the manifest file. 
    :param dataset_type: The type (train or test) of the dataset that 
    you want to create the manifest file for. 
    :param destination: The destination Amazon S3 folder for the manifest 
    file and dataset images. 
    :return: A JSON line with details for the destination location. 
    """ 
    entry_json = json.loads(entry) 

    print(f"source: {entry_json['source-ref']}") 

    # Use existing folder paths to ensure console added image names don't clash. 
    bucket, key = entry_json['source-ref'].replace( 
        "s3://", "").split("/", 1) 
    logger.info("Source location: %s/%s", bucket, key) 

    destination_image_location = destination + dataset_type + "/images/" + key 

    copy_file(s3_resource, entry_json['source-ref'], 
              destination_image_location) 

    # Update JSON for writing. 
    entry_json['source-ref'] = destination_image_location 

    if 'anomaly-mask-ref' in entry_json: 

        source_anomaly_ref = entry_json['anomaly-mask-ref'] 
        mask_bucket, mask_key = source_anomaly_ref.replace( 
            "s3://", "").split("/", 1) 

        destination_mask_location = destination + dataset_type + "/masks/" + \ 
            mask_key 
        entry_json['anomaly-mask-ref'] = destination_mask_location 

        copy_file(s3_resource, source_anomaly_ref, 
                  entry_json['anomaly-mask-ref']) 
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    return entry_json

def write_manifest_file(lookoutvision_client, s3_resource, project,  dataset_type, 
 destination): 
    """ 
    Creates a manifest file for a dataset. Copies the manifest file and 
    dataset images (and masks, if present) to the specified Amazon S3 destination. 
    :param lookoutvision_client: A Lookout for Vision Boto3 client. 
    :param project: The Lookout for Vision project that you want to use. 
    :param dataset_type: The type (train or test) of the dataset that 
    you want to create the manifest file for. 
    :param destination: The destination Amazon S3 folder for the manifest file 
    and dataset images. 
    """ 

    try: 

        # Create a reusable Paginator 
        paginator = lookoutvision_client.get_paginator('list_dataset_entries') 

        # Create a PageIterator from the Paginator 
        page_iterator = paginator.paginate(ProjectName=project, 
                                           DatasetType=dataset_type, 
                                           PaginationConfig={ 
                                               'PageSize': 100 
                                           } 
                                           ) 

        output_manifest_file = dataset_type + ".manifest" 

        # Create manifest file then upload to Amazon S3 with images. 
        with open(output_manifest_file, "w", encoding="utf-8") as manifest_file: 

            for page in page_iterator: 
                for entry in page['DatasetEntries']: 

                    try: 
                        entry_json = process_json_line( 
                            s3_resource, entry, dataset_type, destination) 

                        manifest_file.write(json.dumps(entry_json) + "\n") 

                    except ClientError as error: 
                        if error.response['Error']['Code'] == '404': 
                            print(error.response['Error']['Message']) 
                            print(f"Excluded JSON line: {entry}") 
                        else: 
                            raise 
        upload_manifest_file(s3_resource, output_manifest_file, 
                             destination + "datasets/") 

    except ClientError: 
        logger.exception("Problem getting dataset_entries") 
        raise

def export_datasets(lookoutvision_client, s3_resource, project, destination): 
    """ 
    Exports the datasets from an Amazon Lookout for Vision project to a specified 
    Amazon S3 destination. 
    :param project: The Lookout for Vision project that you want to use. 
    :param destination: The destination Amazon S3 folder for the exported datasets. 
    """ 
    # Add trailing backslash, if missing. 
    destination = destination if destination[-1] == "/"  \ 
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        else destination+"/" 

    print(f"Exporting project {project} datasets to {destination}.") 

    # Get each dataset and export to destination. 

    dataset_types = get_dataset_types(lookoutvision_client, project) 
    for dataset in dataset_types: 

        logger.info("Copying %s dataset to %s.", dataset, destination) 

        write_manifest_file(lookoutvision_client, s3_resource, project, dataset, 
                            destination) 

    print("Exported dataset locations") 
    for dataset in dataset_types: 
        print(f"   {dataset}: {destination}datasets/{dataset}.manifest") 

    print("Done.")

def add_arguments(parser): 
    """ 
    Adds command line arguments to the parser. 
    :param parser: The command line parser. 
    """ 

    parser.add_argument( 
        "project", help="The project that contains the dataset.") 
    parser.add_argument("destination", help="The destination Amazon S3 folder.")

def main(): 
    """ 
    Exports the datasets from an Amazon Lookout for Vision project to a 
    destination Amazon S3 location. 
    """ 
    logging.basicConfig(level=logging.INFO, 
                        format="%(levelname)s: %(message)s") 
    parser = argparse.ArgumentParser(usage=argparse.SUPPRESS) 
    add_arguments(parser) 

    args = parser.parse_args() 

    try: 

        session = boto3.Session(profile_name='lookoutvision-access') 
        lookoutvision_client = session.client("lookoutvision") 
        s3_resource = session.resource('s3') 
         
        export_datasets(lookoutvision_client, s3_resource, 
                        args.project, args.destination) 
    except ClientError as err: 
        logger.exception(err) 
        print(f"Failed: {format(err)}")

if __name__ == "__main__": 
    main()

5. コードを実行します。以下のコマンドライン引数を指定します。

• project — エクスポートするデータセットを含むソースプロジェクトの名前。
• 送信先 — データセットの送信先の Amazon S3 パス。

182



Amazon Lookout for Vision デベロッパーガイド
モデルの表示

例えば、python dataset_export.py myproject s3://bucket/path/ です。
6. コードに表示されるマニフェストファイルの場所を書き留めておきます。ステップ 8 で必要になりま

す。
7. の手順に従って、エクスポートしたデータセットを使用して新しい Lookout for Vision プロジェクトを

作成しますプロジェクトを作成します (p. 36)。
8. 以下のいずれかを実行します。

• Lookout for Vision コンソールを使用して、以下の指示に従って新しいプロジェクトのデータセッ
トを作成しますマニフェストファイルを使用したデータセットの作成 (コンソール) (p. 57)。ス
テップ 1 ～ 6 を行う必要はありません。

ステップ 12 では、以下の作業を行います。

a. ソースプロジェクトにテストデータセットがある場合は、[トレーニングデータセットとテス
トデータセットを分離] を選択し、それ以外の場合は 1 つのデータセットを選択します。

b. .manifest ファイルの場所には、手順 6 で書き留めた適切なマニフェストファイル (トレーニ
ングまたはテスト) の場所を入力します。

• CreateDatasetオペレーションを使用して、にあるコードを使用して新しいプロジェクト
のデータセットを作成しますマニフェストファイル (SDK) を使用したデータセットの作
成 (p. 58)。manifest_fileパラメータには、手順 6 で書き留めたマニフェストファイルの場所
を使用します。ソースプロジェクトにテストデータセットがある場合は、コードをもう一度使用
してテストデータセットを作成します。

9. 準備ができたら、モデルのトレーニング (p. 66)の指示に従ってモデルをトレーニングします。

モデルの表示
プロジェクトには、モデルの複数のバージョンを含めることができます。また、 コンソールを使用してプ
ロジェクトのモデルを表示することもできます。また、ListModels オペレーションを使用することもで
きます。

Note

モデルのリストには結果整合性があります。モデルを作成する場合は、モデルリストが最新にな
るまでに少し待たなければならない場合があります。

モデルの表示 (コンソール)
次の手順のステップを実行し、コンソールでプロジェクトのモデルを表示します。

モデルを表示するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/lookoutvision/ で Amazon Lookout for Vision コンソールを開きます。
2. [Get started] (開始方法) を選択します。
3. 左側のナビゲーションペインで、[Projects] (プロジェクト) を選択します。
4. [Projects] (プロジェクト) ページで、表示したいモデルを含むプロジェクトを選択します。
5. 左のナビゲーションペインで [Models] (モデル) を選択して、モデルの詳細を表示します。

モデルの表示 (SDK)
モデルのバージョンを表示するには、ListModels オペレーションを使用します。特定のモデルバージョ
ンに関する情報を取得するには、DescribeModel オペレーションを使用します。次の例では、プロジェ
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クト内のすべてのモデルのバージョンを一覧表示し、個々のモデルバージョンのパフォーマンスおよび出
力コンフィギュレーション情報を表示します。

モデルを表示するには (SDK)

1. まだをインストールしてしていない場合は、AWS CLIインストールして設定して設定して設定して設
定して設定して設定して設定して設定して設定して設定して設定して設定して設定して設定AWS 詳細
については、「ステップ 4:AWS CLI とAWS SDK クスをセットアップする (p. 7)」を参照してくださ
い。

2. 次のサンプルコードを使用して、モデルを一覧表示し、モデルに関する情報を取得します。

CLI

list-models コマンドを使用すると、プロジェクト内のモデルを一覧表示できます。

次の値を変更します。

• project-name に表示したいモデルを含むプロジェクト名を入力します。

aws lookoutvision list-models --project-name project name \ 
  --profile lookoutvision-access

モデルについての情報を取得するには、describe-model コマンドを使用します。以下の値を
変更します。

• project-name に表示したいモデルを含むプロジェクト名を入力します。
• model-version に記述するモデルのバージョンを入力します。

aws lookoutvision describe-model --project-name project name\ 
    --model-version model version \ 
   --profile lookoutvision-access

Python

このコードは、AWSドキュメント SDK GitHub の例リポジトリから引用しています。詳しい事例
は [こちら] です。

    @staticmethod 
    def describe_models(lookoutvision_client, project_name): 
        """ 
        Gets information about all models in a Lookout for Vision project. 

        :param lookoutvision_client: A Boto3 Lookout for Vision client. 
        :param project_name: The name of the project that you want to use. 
        """ 
        try: 
            response = lookoutvision_client.list_models(ProjectName=project_name) 
            print("Project: " + project_name) 
            for model in response["Models"]: 
                Models.describe_model( 
                    lookoutvision_client, project_name, model["ModelVersion"]) 
                print() 
            print("Done...") 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't list models.") 
            raise

184

https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/main/python/example_code/lookoutvision/train_host.py


Amazon Lookout for Vision デベロッパーガイド
モデルの削除

Java V2

このコードは、AWSドキュメント SDK GitHub の例リポジトリから引用しています。詳しい事例
は [こちら] です。

/** 
 * Lists the models in an Amazon Lookout for Vision project. 
 *  
 * @param lfvClient   An Amazon Lookout for Vision client. 
 * @param projectName The name of the project that contains the models that 
 *                    you want to list. 
 * @return List <Metadata> A list of models in the project. 
 */
public static List<ModelMetadata> listModels(LookoutVisionClient lfvClient, String 
 projectName) 
                throws LookoutVisionException { 

        ListModelsRequest listModelsRequest = ListModelsRequest.builder() 
                        .projectName(projectName) 
                        .build(); 

        // Get a list of models in the supplied project. 
        ListModelsResponse response = lfvClient.listModels(listModelsRequest); 

        for (ModelMetadata model : response.models()) { 
                logger.log(Level.INFO, "Model ARN: {0}\nVersion: {1}\nStatus: 
 {2}\nMessage: {3}", new Object[] { 
                                model.modelArn(), 
                                model.modelVersion(), 
                                model.statusMessage(), 
                                model.statusAsString() }); 
        } 

        return response.models();

}

モデルの削除
モデルのバージョンを削除するには、コンソールまたは DeleteModel オペレーションを使用します。実
行中またはトレーニング中のモデルバージョンを削除することはできません。

モデルがバージョンを実行している場合は、まず StopModel オペレーションを使用して、モデルバー
ジョンを停止します。詳細については、「Amazon Lookout for Vision モデルの停止 (p. 93)」を参照してく
ださい。モデルがトレーニング中の場合は、モデルを削除する前に終了するまで待ちます。

モデルの削除には数秒かかることがあります。モデルが削除されたかどうかを確認するに
は、、、ListProjects、モデルのバージョン (ModelVersion)Models が配列にあるかどうかをチェックし
てください。

モデルの削除 (コンソール)
コンソールからモデルを削除するには、次の手順を実行します。

モデルを削除するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/lookoutvision/ で Amazon Lookout for Vision コンソールを開きます。
2. [Get started] (開始方法) を選択します。
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3. 左側のナビゲーションペインで、[Projects] (プロジェクト) を選択します。
4. [Projects] (プロジェクト) ページで、削除したいモデルを含むプロジェクトを選択します。
5. 左のナビゲーションペインで [モデル] （モデル）を選択します。
6. [Models] (モデル) ビューで、削除するモデルの横のボタンを選択します。
7. ページの上部で、[Delete] (削除) を選択します。
8. [Delete] (削除) ダイアログボックスで、[delete] (削除) と入力し、モデルを削除することを確認しま

す。
9. [Delete model] (モデル削除) を選択してモデルを削除します。

モデルの削除 (SDK)
DeleteModel オペレーションでモデルを削除するには、次の手順に従います。

モデルを削除するには (SDK)

1. まだ、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、AWS CLI、、、、、、、、、、AWS詳細につ
いては、「ステップ 4:AWS CLI とAWS SDK クスをセットアップする (p. 7)」を参照してください。

2. モデルを削除するには、次のサンプルコードを使用します。

CLI

以下の値を変更します。

• project-name に削除したいモデルを含むプロジェクト名を入力します。
• model-version に削除するモデルのバージョンを入力します。

aws lookoutvision delete-model --project-name project name\ 
  --model-version model version \ 
  --profile lookoutvision-access

Python

このコードは、AWSドキュメント SDK GitHub の例リポジトリから引用しています。詳しい事例
は [こちら] です。

    @staticmethod 
    def delete_model(lookoutvision_client, project_name, model_version): 
        """ 
        Deletes a Lookout for Vision model. The model must first be stopped and 
 can't 
        be in training. 

        :param lookoutvision_client: A Boto3 Lookout for Vision client. 
        :param project_name: The name of the project that contains the desired 
 model. 
        :param model_version: The version of the model that you want to delete. 
        """ 
        try: 
            logger.info("Deleting model: %s", model_version) 
            lookoutvision_client.delete_model( 
                ProjectName=project_name, ModelVersion=model_version) 

            model_exists = True 
            while model_exists: 
                response = 
 lookoutvision_client.list_models(ProjectName=project_name) 
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                model_exists = False 
                for model in response["Models"]: 
                    if model["ModelVersion"] == model_version: 
                        model_exists = True 

                if model_exists is False: 
                    logger.info("Model deleted") 
                else: 
                    logger.info("Model is being deleted...") 
                    time.sleep(2) 

            logger.info("Deleted Model: %s", model_version) 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't delete model.") 
            raise

Java V2

このコードは、AWSドキュメント SDK GitHub の例リポジトリから引用しています。詳しい事例
は [こちら] です。

/**
* Deletes an Amazon Lookout for Vision model.
*  
* @param lfvClient    An Amazon Lookout for Vision client. Returns after the model 
 is deleted.
* @param projectName  The name of the project that contains the model that you want 
 to delete.
* @param modelVersion The version of the model that you want to delete.
* @return void
*/
public static void deleteModel(LookoutVisionClient lfvClient, 
                String projectName, 
                String modelVersion) throws LookoutVisionException, 
 InterruptedException { 

        DeleteModelRequest deleteModelRequest = DeleteModelRequest.builder() 
                        .projectName(projectName) 
                        .modelVersion(modelVersion) 
                        .build(); 

        lfvClient.deleteModel(deleteModelRequest); 

        boolean deleted = false; 

        do { 

                ListModelsRequest listModelsRequest = ListModelsRequest.builder() 
                                .projectName(projectName) 
                                .build(); 

                // Get a list of models in the supplied project. 
                ListModelsResponse response = 
 lfvClient.listModels(listModelsRequest); 

                ModelMetadata modelMetadata = response.models().stream() 
                                .filter(model -> 
 model.modelVersion().equals(modelVersion)).findFirst() 
                                .orElse(null); 

                if (modelMetadata == null) { 
                        deleted = true; 
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                        logger.log(Level.INFO, "Deleted: Model version {0} of 
 project {1}.", 
                                        new Object[] { modelVersion, 
 projectName }); 

                } else { 
                        logger.log(Level.INFO, "Not yet deleted: Model version {0} 
 of project {1}.", 
                                        new Object[] { modelVersion, 
 projectName }); 
                        TimeUnit.SECONDS.sleep(60); 
                } 

        } while (!deleted);

}

モデルのタグ付け
タグを使用して、Amazon Lookout for Vision モデルを識別、整理、検索、フィルタリングできます。各タ
グは、ユーザー定義のキーと値で構成されるラベルです。たとえば、モデルの課金を決定しやすくするた
めには、モデルに Cost center キーでタグ付けし、適切なコストセンター番号を値として追加します。
詳細については、 「AWS リソースにタグ付けする」を参照してください。

タグを使用して、次の操作を行います。

• コスト配分タグを使用して、モデルの課金の追跡をします。詳細については、「コスト配分タグの使
用」を参照してください。

• IAM (Identity and Access Management) を用いて、モデルへのアクセスを制御します。詳細について
は、IAM ユーザーガイドの「リソースタグを使用した AWS リソースへのアクセスの制御」を参照して
ください。

• モデル管理を自動化します。例えば、業務時間外に開発モデルを停止する自動起動または停止スクリ
プトを実行し、コストを削減することができます。詳細については、「トレーニング済みの Amazon 
Lookout for Vision モデルの実行 (p. 87)」を参照してください。

Amazon Lookout for Visionのコンソールを使用するか、AWS SDK を使用することでモデルにタグ付けす
ることができます。

トピック
• モデルのタグ付け (コンソール) (p. 188)
• モデルのタグ付け (SDK) (p. 189)

モデルのタグ付け (コンソール)
Amazon Lookout for Vision コンソールを使用して、モデルにタグを追加したり、モデルに追加されたタグ
を表示したり、タグを削除したりできます。

タグの追加または削除 (コンソール)
この手順では、既存のモデルにタグを追加する方法、または既存のモデルからタグを削除する方法につい
て説明します。トレーニング中に新しいモデルにタグを追加することもできます。詳細については、「モ
デルのトレーニング (p. 66)」を参照してください。
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既存のモデルにタグを追加または削除するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/lookoutvision/ で Amazon Lookout for Vision コンソールを開きます。
2. [Get started] (開始方法) を選択します。
3. ナビゲーションペインで、[Projects]  (プロジェクト)を選択します。
4. [Projects] (プロジェクト) リソースページで、タグ付けしたいモデルを含むプロジェクトを選択しま

す。
5. ナビゲーションペインの、以前に選択したプロジェクトの下で、[Models] (モデル) を選択します。
6. [Models] (モデル) セクションで、タグを追加するモデルを選択します。
7. モデルの詳細ページで、[Tags] (タグ) タブを選択します。
8. [Tags] (タグ)タブで、[Manage tags] (タグの管理)を選択します。
9. [Manage tags] (タグの管理) ページで、[Add new tag] (タグの追加) を選択します。
10. キーと値を入力します。

a. [Key] (キー) に、キーの名前を入力します。
b. [Value] (値)に値を入力します。

11. さらにタグを追加するには、手順 9～10 を繰り返します。
12. (オプション) タグを削除するには、削除したいタグの横にある[Remove] (削除) を選択します。以前に

保存したタグを削除する場合、変更を保存するとそのタグが削除されます。
13. [Save changes] (変更の保存)を選択して、変更を保存します。

モデルタグの表示 (コンソール)
Amazon Lookout for Vision コンソールを使用して、モデルに追加されているタグを表示できます。

プロジェクト内のすべてのモデルに追加されたタグを表示するには、AWS SDK を使用する必要がありま
す。詳細については、「モデルタグの一覧表示 (SDK) (p. 190)」を参照してください。

モデルに追加されたタグを表示するには

1. https://console.aws.amazon.com/lookoutvision/ で Amazon Lookout for Vision コンソールを開きます。
2. [Get started] (開始方法) を選択します。
3. ナビゲーションペインで、[Projects] (プロジェクト)を選択します。
4. [Projects] (プロジェクト) リソースページで、タグを表示したいモデルを含むプロジェクトを選択しま

す。
5. ナビゲーションペインの、以前に選択したプロジェクトの下で、[Models] (モデル) を選択します。
6. [Models] (モデル) セクションで、タグを表示するモデルを選択します。
7. モデルの詳細ページで、[Tags] (タグ) タブを選択します。タグは[Tags] (タグ) セクションに示されて

います。

モデルのタグ付け (SDK)
AWS SDKを使用することで、以下のことが可能になります。

• 新しいモデルにタグを追加する
• 既存のモデルにタグを追加する
• モデルに追加されたタグを一覧表示する
• モデルからタグを削除する
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このセクションには AWS CLI の例が含まれます。AWS CLI をまだインストールしていない場合は、「ス
テップ 4:AWS CLI とAWS SDK クスをセットアップする (p. 7)」を参照してください。

新しいモデルへのタグの追加 (SDK)
CreateModelオペレーションを使用してモデルを作成するときに、タグを追加できます。Tags 配列入力パ
ラメータで 1 つ以上のタグを指定します。

aws lookoutvision create-model --project-name "project name"\ 
  --output-config '{ "S3Location": { "Bucket": "output bucket", "Prefix":  "output 
 folder" } }'\ 
  --tags '[{"Key":"Key","Value":"Value"}]' \ 
  --profile lookoutvision-access

モデルの作成とトレーニングの詳細については、「モデルをトレーニングする (SDK) (p. 67)」 を参照して
ください。

既存のモデルへのタグの追加 (SDK)
既存のモデルに 1 つ以上のタグを追加するには、TagResourceオペレーションを使用します。モデルの 
Amazon リソースネーム (ARN) (ResourceArn) と、追加したいタグ (Tags) を指定します。

aws lookoutvision tag-resource --resource-arn "resource-arn"\ 
  --tags '[{"Key":"Key","Value":"Value"}]' \ 
  --profile lookoutvision-access

Java コードの例については、を参照してくださいTagModel。

モデルタグの一覧表示 (SDK)
モデルに追加されたタグを一覧表示するには、ListTagsForResourceオペレーションを実行し、モデルの 
Amazon リソースネーム (ARN)、(ResourceArn) を指定します。応答は、指定されたモデルに追加されて
いるタグキーと値のマップです。

aws lookoutvision list-tags-for-resource --resource-arn resource-arn \ 
  --profile lookoutvision-access 
                     

プロジェクト内のどのモデルに特定のタグがあるかを確認するには、ListModels でモデルのリストを
取得します。次に、ListModels からの応答で各モデルに対して ListTagsForResource を呼び出しま
す。ListTagsForResource からのレスポンスを検査して、必要なタグが存在するかどうかを確認しま
す。

Java コードの例については、を参照してくださいListModelTags。すべてのプロジェクトでタグの値を検
索する Python コードの例については、（find_tag.py からタグへのタグリストアップ）を呼び出します。

モデルからタグを削除する (SDK)
モデルから 1 つ以上のタグを削除するには、UntagResourceオペレーションを使用します。モデルの 
Amazon リソースネーム (ARN) (ResourceArn) と、削除したいタグ (Tag-Keys) を指定します。

aws lookoutvision untag-resource --resource-arn resource-arn\ 
  --tag-keys '["Key"]' \ 
  --profile lookoutvision-access 
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Java コードの例については、を参照してくださいUntagModel。

トライアル検出タスクを表示する
コンソールを使用して、トライアル検出を表示できます。AWS SDK を使用してトライアル検出タスクを
表示することはできません。

Note

トライアル検出のリストには結果整合性があります。トライアル検出を作成する場合は、トライ
アル検出リストが最新になるまでに少し待たなければならない場合があります。

トライアル検出タスクの表示 (コンソール)
以下の手順に従って、トライアル検出を表示します。

トライアル検出タスクを表示するには

1. https://console.aws.amazon.com/lookoutvision/ で Amazon Lookout for Vision コンソールを開きます。
2. [Get started] (開始方法) を選択します。
3. 左のナビゲーションペインで [Trial detections] (トライアル検出) を選択します。
4. [トライアル検出] ページで、トライアル検出タスクを選択して詳細を表示します。
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サンプルコードとデータセット
以下に、Amazon Lookout for Vision で使用できるコード例とデータセットを示します。

トピック
• コードの例 (p. 192)
• データセットの例 (p. 192)

コードの例
Amazon Lookout for Vision のコードサンプルは次のとおりです。

例 説明

GitHub Amazon Lookout for Vision モデルのトレーニング
とホストする Python コードのサンプルです。

Amazon Lookout for Vision Lab 回路基板のサンプル画像でモデルを作成するため
に使用できるPython (p. 192) Notebook。

Python サンプルコード Amazon Lookout for Vision ドキュメントで使われ
ているPython のサンプルです。

Java サンプルコード Amazon Lookout for Vision ドキュメントで使用さ
れている Java のサンプルです。

データセットの例
Amazon Lookout for Vision で使用できるデータセットサンプルは次のとおりです。

トピック
• 画像セグメンテーションデータセット (p. 192)
• 画像分類データセットです (p. 192)

画像セグメンテーションデータセット
Amazon Lookout for Vision の使用を開始する (p. 23)には、画像セグメンテーションモデルの作成に使用で
きる壊れた (p. 18) Cookie のデータセットが用意されています。

画像セグメンテーションモデルを作成する別のデータセットについては、「GPU を使用せずにエッジで 
Amazon Lookout for Vision を使用して異常の場所を特定する」を参照してください。

画像分類データセットです
Amazon Lookout for Vision では、画像分類モデルを作成するために使用できる回路基板のサンプル画像を
提供しています (p. 18)。
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https://github.com/aws-samples/amazon-lookout-for-vision GitHub リポジトリから画像をコピーできます。
画像は circuitboard フォルダにあります。

circuitboard フォルダには以下のフォルダがあります。

• train — トレーニングデータセットで使用できる画像。
• test — テストデータセットで使用できる画像。
• extra_images— トライアル検出を実行したり、DetectAnomaliesオペレーションでトレーニングした

モデルを試すために使用できる画像です。

train と test のフォルダには、それぞれ normal というサブフォルダ (正常な画像を含む) と anomaly
というサブフォルダ (異常のある画像を含む) があります。

Note

後でコンソールでデータセットを作成するときに、Amazon Lookout for Visionは、フォルダ名 
(+anomaly) を使ってnormal、画像に自動的にラベル付けすることができます。詳細について
は、「the section called “Amazon S3 バケット” (p. 42)」を参照してください。

データセットイメージを準備するには

1. https://github.com/aws-samples/amazon-lookout-for-vision リポジトリのクローンをコンピュータに作
成します。詳細については、「リポジトリのクローン作成」を参照してください。

2. Amazon S3 バケットを作成する。詳細については、「S3 バケット作成方法」を参照してください。
3. コマンドプロンプトで次のコマンドを入力して、コンピュータから Amazon S3 バケットにデータ

セットイメージをコピーします。

aws s3 cp --recursive your-repository-folder/circuitboard s3://your-bucket/circuitboard

画像をアップロードしたら、モデルを作成できます。以前に回路基板の画像をアップロードした Amazon 
S3 ロケーションの画像を追加することで、画像を自動的に分類できます。モデルのトレーニングが成功す
るたびに、またモデルが稼働している (ホストされている) 時間に応じて課金されることに注意してくださ
い。

分類モデルを作成するには

1. 行うプロジェクトの作成 (コンソール) (p. 37)。
2. 行うAmazon S3 バケットに保存されている画像を使用してデータセットを作成します。 (p. 42)。

• ステップ 6 では、[トレーニングデータセットとテストデータセットの分離] タブを選択します。
• ステップ 8a では、「データセットイメージを準備するには」でアップロードしたトレーニングイ

メージの (p. ) S3 URI を入力します。例: s3://your-bucket/circuitboard/train。
ステップ 8b では、テストデータセットの S3 URI を入力します。例えば、s3://your-bucket/
circuitboard/test。

• 必ず手順 9 を実行してください。
3. 行うモデルのトレーニング (コンソール) (p. 67)。
4. 行うモデルの起動 (コンソール) (p. 89)。
5. 行う画像内の異常を検出する (p. 98)。test_imagesフォルダーの画像を使用できます。
6. モデルが完成したら、してくださいモデルの停止 (コンソール) (p. 94)。
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Amazon Lookout for Vision のセキュ
リティ

AWS では、クラウドセキュリティを最優先事項としています。AWS のユーザーは、セキュリティを最も
重視する組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャを利用でき
ます。

セキュリティは、AWS とユーザーの間の責任共有です。責任共有モデルでは、これをクラウドのセキュリ
ティおよびクラウド内のセキュリティと説明しています。

• クラウドのセキュリティ - AWS は、AWS クラウドで AWS のサービスを実行するインフラストラク
チャを保護する責任を負います。また、AWS は、使用するサービスを安全に提供します。AWS コンプ
ライアンスプログラムの一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効性をテス
トおよび検証しています。Amazon Lookout for Vision に適用するコンプライアンスプログラムの詳細
については、「コンプライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス」、をご参照くださ
い。

• クラウド内のセキュリティ - ユーザーの責任は、使用する AWS のサービスに応じて異なります。ま
た、ユーザーは、データの機密性、企業要件、および適用法令と規制などのその他要因に対する責任も
担います。

このドキュメントは、Lookout for Vision を使用する際の責任共有モデルの適用方法を理解するのに役立ち
ます。以下のトピックでは、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を達成するために Lookout for 
Vision を設定する方法を示します。また、Lookout for Vision リソースのモニタリングや保護に AWS の他
のサービスを利用する方法についても説明します。

トピック
• Amazon Lookout for Vision におけるデータ保護 (p. 194)
• Amazon Lookout for Vision 用 Identity and Access Management (p. 196)
• Amazon Lookout for Vision のコンプライアンス検証 (p. 216)
• Amazon Lookout for Vision での耐障害性 (p. 217)
• Amazon Lookout for Vision のインフラストラクチャセキュリティ (p. 217)

Amazon Lookout for Vision におけるデータ保護
AWS の責任共有モデルは、Amazon Lookout for Vision のデータ保護に適用されます。このモデルで説明
されているように、AWS は、AWS クラウド のすべてを実行するグローバルインフラストラクチャを保
護する責任を負います。顧客は、このインフラストラクチャでホストされているコンテンツに対する管
理を維持する責任があります。このコンテンツには、使用される AWS のサービス のセキュリティ構成
と管理タスクが含まれます。データプライバシーの詳細については、「データプライバシーのよくある質
問」を参照してください。欧州でのデータ保護の詳細については、AWS セキュリティブログに投稿された
「AWS 責任共有モデルおよび GDPR」のブログ記事を参照してください。

データを保護するため、AWS アカウント の認証情報を保護し、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) または AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して個々のユーザーを
セットアップすることをお勧めします。この方法により、それぞれのジョブを遂行するために必要なアク
セス許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデータを保護することをお勧めします。

• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
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• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 が必要です。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS のサービス 内でデフォルトである、すべてのセキュリティ管理に加え、AWS の暗号化ソリュー

ションを使用します。
• Amazon Macie などの高度なマネージドセキュリティサービスを使用します。これらは、Amazon S3 に

保存されている機密データの検出と保護を支援します。
• コマンドラインインターフェイスまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 検証

済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。利用可能な FIPS エンド
ポイントの詳細については、連邦情報処理規格 (FIPS) 140-2を参照してください。

顧客の E メールアドレスなどの機密情報は、タグや Name フィールドなどの自由形式のテキストフィー
ルドに格納しないことを強くお勧めします。これは、コンソール、API、、またはAWS SDK によって 
Lookout for Vision や他のAWS のサービスを使用する場合も同様です。AWS CLI名前に使用する自由記述
のテキストフィールドやタグに入力したデータは、課金や診断ログに使用される場合があります。外部
サーバーへ URL を供給する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するために、認証情報を URL に
含めないことを強くお勧めします。

データ暗号化
以下の情報は、Amazon Lookout for Vision がお客様のデータを保護するためにデータ暗号化を使用してい
る箇所を説明するものです。

保管中の暗号化
イメージ

モデルをトレーニングするために、Amazon Lookout for Vision は、ソーストレーニングとテスト画像のコ
ピーを作成します。コピーされた画像は、Amazon Simple Storage Service (S3)に保存される際、AWS 所
有のキー またはお客様が提供するキーを用いたサーバーサイドの暗号化により、暗号化されます。キー
は、AWS Key Management Service (SSE-KMS) を使用して保存されます。ソースイメージには影響しま
せん。詳細については、「モデルのトレーニング (p. 66)」を参照してください。

Amazon Lookout for Vision のモデル

デフォルトでは、トレーニングされたモデルとマニフェストファイルは、AWS Key Management 
Service (SSE-KMS) に保存された KMS キーによるサーバー側暗号化を使用して、Amazon S3 で暗号
化されます。Lookout for Vision は AWS 所有のキー を使用します。詳細については、「サーバー側
の暗号化を使用したデータの保護」を参照してください。トレーニング結果は、CreateModel への
output_bucket 入力パラメータで指定されたバケットに書き込まれます。トレーニング結果は、バケッ
ト (output_bucket) に構成された暗号化設定を使用して暗号化されます。

Amazon Lookout for Vision コンソールバケット

Amazon Lookout for Vision コンソールは、プロジェクトを管理するために使用できる Amazon S3 バケッ
ト（コンソールバケット）を作成します。コンソールバケットは、デフォルトの Amazon S3 暗号化を使
用して暗号化されます。詳細については、「Amazon Simple Storage Service の S3 バケットのデフォルト
の暗号化について」を参照してください。独自の KMS キーを使用している場合は、作成後にコンソール
バケットを設定します。詳細については、「サーバー側の暗号化を使用したデータの保護」を参照してく
ださい。Amazon Lookout for Vision は、コンソールバケットへのパブリックアクセスをブロックします。

転送中の暗号化
Amazon Lookout for Vision API エンドポイントは、HTTPS による安全な接続のみをサポートしていま
す。すべての通信は、Transport Layer Security (TLS) で暗号化されます。
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キーの管理
Amazon S3 バケットに保存する入力画像の暗号化は、AWS Key Management Service（KMS）を使って
管理することができます。詳細については、「ステップ 5: (オプション) 独自の AWS Key Management 
Service キーを使用する (p. 15)」を参照してください。

デフォルトでは、画像は AWS が所有および管理するキーで暗号化されます。また、独自の AWS Key 
Management Service (KMS) キーを使用することもできます。詳細については、「AWS Key Management 
Service の概念」を参照してください。

インターネットトラフィックのプライバシー
Amazon Lookout for Vision の Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) エンドポイントは、Amazon 
Lookout for Vision への接続のみを許可する VPC 内の論理的なエンティティです。Amazon VPC はリク
エストを Amazon Lookout for Vision にルーティングし、レスポンスを VPC に戻すようにルーティング
します。詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「VPC エンドポイント」を参照してく
ださい。Amazon Lookout for Vision で Amazon VPC エンドポイントを使用する方法については、「イ
ンターフェイスエンドポイント (AWS PrivateLink) を使用して Amazon Lookout for Vision にアクセスす
る (p. 224)」を参照してください。

Amazon Lookout for Vision 用 Identity and Access 
Management

AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全に制御する
ために役立つ AWS のサービス です。IAM 管理者は、誰を認証 (サインイン) し、誰に Amazon Lookout for 
Vision リソースの使用を許可する (アクセス許可を持たせる) かを制御します。IAM は、追加費用なしで使
用できる AWS のサービス です。

トピック
• 対象者 (p. 196)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 197)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 199)
• Amazon Lookout for Vision と IAM との連携について (p. 201)
• Amazon Lookout for Vision の アイデンティティベースポリシー例 (p. 206)
• Amazon Lookout for Vision の AWS 管理ポリシー (p. 208)
• Amazon Lookout for Vision アイデンティティとアクセスのトラブルシューティング (p. 214)

対象者
AWS Identity and Access Management (IAM) の用途は、Amazon Lookout for Visionで行う作業によって異
なります。

サービスユーザー – ジョブを実行するために Lookout for Vision サービスを使用する場合は、管理者から必
要なアクセス許可と認証情報が与えられます。作業を実行するためにさらに多くの Lookout for Vision の特
徴を使用するとき、追加の許可が必要になる場合があります。アクセスの管理方法を理解しておくと、管
理者に適切な許可をリクエストするうえで役立ちます。Lookout for Vision の特徴にアクセスできない場合
は、「Amazon Lookout for Vision アイデンティティとアクセスのトラブルシューティング (p. 214)」 を
参照してください。

サービス管理者 - 社内の Lookout for Vision リソースを担当している場合は、通常、Lookout for Vision へ
のフルアクセスがあります。サービスのユーザーがどの Lookout for Vision 機能やリソースにアクセスする
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必要があるかを決定するのは管理者の仕事です。その後、IAM 管理者にリクエストを送信して、サービス
ユーザーの許可を変更する必要があります。このページの情報を確認して、IAM の基本概念を理解してく
ださい。お客様の会社で Lookout for Vision で IAM を利用する方法の詳細については、「Amazon Lookout 
for Vision と IAM との連携について (p. 201) 」をご参照ください。

IAM 管理者 - IAM 管理者は、Lookout for Vision へのアクセスを管理するポリシーの作成方法の詳細を学び
たいと思うかもしれません。IAM で使用できる Lookout for Vision アイデンティティベースのポリシーの例
を表示するには、「Amazon Lookout for Vision の アイデンティティベースポリシー例 (p. 206)」 を参照
してください。

アイデンティティを使用した認証
認証とは、アイデンティティ認証情報を使用して AWS にサインインする方法です。ユーザーは、AWS ア
カウントのルートユーザー として、または IAM ロールを引き受けることによって、認証済み (AWS にサ
インイン済み) である必要があります。

ID ソースから提供された認証情報を使用して、フェデレーティッドアイデンティティとして AWS にサイ
ンインできます。 AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)フェデレーティッドアイデ
ンティティの例としては、(IAM Identity Center) ユーザー、会社のシングルサインオン認証、Google また
は Facebook の認証情報などがあります。フェデレーティッドアイデンティティとしてサインインする場
合、IAM ロールを使用して、前もって管理者により ID フェデレーションが設定されています。フェデレー
ションを使用して AWS にアクセスする場合、間接的にロールを引き受けることになります。

ユーザーのタイプに応じて、AWS Management Console または AWS アクセスポータルにサインインでき
ます。AWS へのサインインの詳細については、AWS サインイン ユーザーガイドの「AWS アカウント に
サインインする方法」を参照してください。

プログラムを使用して AWS にアクセスする場合、AWS は software development kit (SDK) とコマンドラ
インインターフェイス (CLI) を提供して、認証情報を使用しリクエストに暗号で署名します。AWS ツール
を使用しない場合は、リクエストに自分で署名する必要があります。自分でリクエストに署名するための
推奨される方法については、「AWS 全般のリファレンス」の「署名バージョン 4 の署名プロセス」を参
照してください。

使用する認証方法を問わず、セキュリティ情報の提供を追加でリクエストされる場合もあります。例え
ば、AWS は、アカウントのセキュリティを強化するために多要素認証 (MFA) を使用することをお勧め
します。詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイ
ド」の「Multi-factor authentication」(多要素認証) および「IAM ユーザーガイド」の「AWS での多要素認
証 (MFA) の使用」を参照してください。

AWS アカウント ルートユーザー
AWS アカウント を作成する場合は、このアカウントのすべての AWS のサービス とリソースに対して
完全なアクセス権を持つ 1 つのサインインアイデンティティから始めます。この ID は AWS アカウント
ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した E メールアドレスとパスワードでサインインする
ことによってアクセスできます。日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めし
ます。ルートユーザーの認証情報を保護し、それらを使用してルートユーザーのみが実行できるタスクを
実行します。ルートユーザーとしてサインインする必要があるタスクの完全なリストについては、「AWS 
Account Management 全般のリファレンスガイド」の「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」を参照
してください。

フェデレーティッド ID
ベストプラクティスとして、管理者アクセスを必要とするユーザーを含む人間のユーザーに対し、ID プロ
バイダーとのフェデレーションを使用して、一時的な認証情報の使用により、AWS のサービス にアクセ
スすることを要求します。

フェデレーティッド ID は、エンタープライズユーザーディレクトリ、ウェブ ID プロバイダー、AWS 
Directory Service、Identity Center ディレクトリのユーザーか、または ID ソースから提供された認証情報
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を使用して AWS のサービス にアクセスするユーザーです。フェデレーティッド ID が AWS アカウント 
にアクセスすると、ロールが継承され、ロールは一時的な認証情報を提供します。

アクセスを一元管理する場合は、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) を使用す
ることをお勧めします。IAM Identity Center でユーザーとグループを作成するか、すべての AWS アカウ
ント とアプリケーションで使用するために、独自の ID ソースで一連のユーザーとグループに接続して同
期することもできます。IAM Identity Center の詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「What is IAM Identity Center?」(IAM Identity Center とは) を参
照してください。

IAM ユーザーとグループ
IAM ユーザーは、1 人のユーザーまたは 1 つのアプリケーションに対して特定の許可を持つ AWS アカ
ウント 内のアイデンティティです。可能であれば、パスワードやアクセスキーなどの長期的な認証情報
を保有する IAM ユーザーを作成する代わりに、一時的な認証情報を使用することをお勧めします。ただ
し、IAM ユーザーとの長期的な認証情報が必要な特定のユースケースがある場合は、アクセスキーをロー
テーションすることをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「長期的な認証情報を必要
とするユースケースのためにアクセスキーを定期的にローテーションする」を参照してください。

IAM グループは、IAM ユーザーの集団を指定するアイデンティティです。グループとしてサインイン
することはできません。グループを使用して、複数のユーザーに対して一度に許可を指定できます。
多数のユーザーグループがある場合、グループを使用することで許可の管理が容易になります。例え
ば、IAMAdmins という名前のグループを設定して、そのグループに IAM リソースを管理する許可を与え
ることができます。

ユーザーは、ロールとは異なります。ユーザーは 1 人の人または 1 つのアプリケーションに一意に関連
付けられますが、ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。ユーザーには
永続的な長期の認証情報がありますが、ロールでは一時的な認証情報が提供されます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザー (ロールではなく) の作成が適している場合」を参照してくださ
い。

IAM ロール
IAM ロールは、特定の許可を持つ、AWS アカウント 内のアイデンティティです。これは IAM ユーザーに
似ていますが、特定のユーザーには関連付けられていません。ロールを切り替えることによって、AWS 
Management Console で IAM ロールを一時的に引き受けることができます。ロールを引き受けるに
は、AWS CLI または AWS API オペレーションを呼び出すか、カスタム URL を使用します。ロールを使
用する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールの使用」を参照してください。

IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます。

• フェデレーティッドユーザーアクセス – フェデレーティッドアイデンティティに許可を割り当てるに
は、ロールを作成してそのロールの許可を定義します。フェデレーティッドアイデンティティが認証
されると、そのアイデンティティはロールに関連付けられ、ロールで定義されている許可が付与されま
す。フェデレーションの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Creating a role for a third-party 
Identity Provider」(サードパーティーアイデンティティプロバイダー向けロールの作成) を参照してく
ださい。IAM アイデンティティセンターを使用する場合、許可セットを設定します。アイデンティティ
が認証後にアクセスできるものを制御するため、IAM Identity Center は、アクセス許可セットを IAM の
ロールに関連付けます。アクセス許可セットの詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「アクセス許可セット」を参照してください。

• 一時的な IAM ユーザー許可 - IAM ユーザーまたはロールは、特定のタスクに対して複数の異なる許可を
一時的に IAM ロールで引き受けることができます。

• クロスアカウントアクセス - IAM ロールを使用して、自分のアカウントのリソースにアクセスすること
を、別のアカウントの人物 (信頼済みプリンシパル) に許可できます。クロスアカウントアクセスを許可
する主な方法は、ロールを使用することです。ただし、一部の AWS のサービス では、(ロールをプロキ
シとして使用する代わりに) リソースにポリシーを直接添付できます。クロスアカウントアクセスにお
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けるロールとリソースベースのポリシーの違いについては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールと
リソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。

• クロスサービスアクセス - 一部の AWS のサービス では、他の AWS のサービス の機能を使用します。
例えば、サービスで呼び出しを行うと、通常そのサービスによって Amazon EC2 でアプリケーションが
実行されたり、Amazon S3 にオブジェクトが保存されたりします。サービスでは、呼び出し元プリンシ
パルの許可、サービスロール、またはサービスにリンクされたロールを使用してこれを行う場合があり
ます。
• プリンシパル許可 - IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行する場合、その

ユーザーはプリンシパルと見なされます。ポリシーによって、プリンシパルに許可が付与されます。
一部のサービスを使用する際に、アクションを実行することで、別のサービスの別のアクションがト
リガーされることがあります。この場合、両方のアクションを実行するための許可が必要です。ポリ
シー内で、アクションに追加の依存アクションが必要かどうかを確認するには、サービス認証リファ
レンスの「Amazon Lookout for Vision のアクション、リソース、および条件キー」を参照してくださ
い。

• サービスロール - サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロー
ルです。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「AWS のサービス にアクセス許可を委任するロールの作成」を参照して
ください。

• サービスにリンクされたロール - サービスにリンクされたロールは、AWS のサービス にリンクされ
たサービスロールの一種です。サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き
受けることができます。サービスにリンクされたロールは、AWS アカウント に表示され、サービス
によって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの許可を表示できますが、編
集することはできません。

• Amazon EC2 で実行されているアプリケーション - EC2 インスタンスで実行され、AWS CLI または 
AWS API 要求を行っているアプリケーションの一時的な認証情報を管理するには、IAM ロールを使用
できます。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロールを EC2 
インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、インスタンス
にアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルにはロールが含
まれ、EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時的な認証情報を取得することができます。詳細
については、「IAM ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに 
IAM ロールを使用して許可を付与する」を参照してください。

IAM ロールと IAM ユーザーのどちらを使用するかについては、「IAM ユーザーガイド」の「(IAM ユー
ザーではなく) IAM ロールをいつ作成したら良いのか?」を参照してください。

ポリシーを使用したアクセスの管理
AWS でアクセスをコントロールするには、ポリシーを作成して AWS アイデンティティまたはリソースに
アタッチします。ポリシーは AWS のオブジェクトであり、アイデンティティやリソースに関連付けて、
これらのアクセス許可を定義します。AWS は、プリンシパル (ユーザー、ルートユーザー、またはロー
ルセッション) がリクエストを行うと、これらのポリシーを評価します。ポリシーでの許可により、リク
エストが許可されるか拒否されるかが決まります。大半のポリシーは JSON ドキュメントとして AWS に
保存されます。JSON ポリシードキュメントの構造と内容の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「JSON ポリシー概要」を参照してください。

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

デフォルトでは、ユーザーやロールにアクセス許可はありません。IAM 管理者は、リソースで必要なアク
ションを実行するためのアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理
者はロールに IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができます。

IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクションの許可を定義します。例え
ば、iam:GetRole アクションを許可するポリシーがあるとします。このポリシーがあるユーザー
は、AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API からロールの情報を取得できます。

199

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_compare-resource-policies.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_compare-resource-policies.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/list_awskeymanagementservice.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_create_for-service.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_use_switch-role-ec2.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_use_switch-role-ec2.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id.html#id_which-to-choose_role
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id.html#id_which-to-choose_role
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies.html#access_policies-json


Amazon Lookout for Vision デベロッパーガイド
ポリシーを使用したアクセスの管理

アイデンティティベースのポリシー
アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーのグループ、ロールなど、アイデンティ
ティに添付できる JSON 許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが実行
できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成する
方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

アイデンティティベースのポリシーは、さらにインラインポリシーまたはマネージドポリシーに分類でき
ます。インラインポリシーは、単一のユーザー、グループ、またはロールに直接埋め込まれます。マネー
ジドポリシーは、AWS アカウント 内の複数のユーザー、グループ、およびロールに添付できるスタンド
アロンポリシーです。マネージドポリシーには、AWS マネージドポリシーとカスタマーマネージドポリ
シーがあります。マネージドポリシーまたはインラインポリシーのいずれかを選択する方法については、
「IAM ユーザーガイド」の「マネージドポリシーとインラインポリシーの比較」を参照してください。

リソースベースのポリシー
リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。リソースベース
のポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられます。
リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定の
リソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。

リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリ
シーでは IAM の AWS マネージドポリシーは使用できません。

アクセスコントロールリスト (ACL)
アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかをコントロールします。ACL はリソースベースのポリ
シーに似ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

Simple Storage Service (Amazon S3)、AWS WAF、および Amazon VPC は、ACL をサポートするサービ
スの例です。ACL の詳細については、「Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイド」の「アク
セスコントロールリスト (ACL) の概要」を参照してください。

その他のポリシータイプ
AWS では、その他の一般的ではないポリシータイプもサポートしています。これらのポリシータイプで
は、より一般的なポリシータイプで付与された最大の許可を設定できます。

• アクセス許可の境界 - アクセス許可の境界は、アイデンティティベースのポリシーによって IAM エン
ティティ (IAM ユーザーまたはロール) に付与できる許可の上限を設定する高度な機能です。エンティ
ティにアクセス許可の境界を設定できます。結果として得られるアクセス許可は、エンティティのアイ
デンティティベースポリシーとそのアクセス許可の境界の共通部分になります。Principal フィール
ドでユーザーまたはロールを指定するリソースベースのポリシーでは、アクセス許可の境界は制限され
ません。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。アクセス許可
の境界の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM エンティティのアクセス許可の境界」を参
照してください。

• サービスコントロールポリシー (SCP) - SCP は、AWS Organizations で組織や組織単位 (OU) の最大許
可を指定する JSON ポリシーです。AWS Organizations は、顧客のビジネスが所有する複数の AWS ア
カウント をグループ化し、一元的に管理するサービスです。組織内のすべての機能を有効にすると、
サービスコントロールポリシー (SCP) を一部またはすべてのアカウントに適用できます。SCP はメン
バーアカウントのエンティティに対するアクセス許可を制限します (各 AWS アカウントのルートユー
ザー など)。Organizations と SCP の詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「SCP の
仕組み」を参照してください。
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• セッションポリシー - セッションポリシーは、ロールまたはフェデレーティッドユーザーの一時的な
セッションをプログラムで作成する際にパラメータとして渡す高度なポリシーです。結果としてセッ
ションの許可される範囲は、ユーザーまたはロールのアイデンティティベースポリシーとセッションポ
リシーの共通部分になります。また、リソースベースのポリシーから許可が派生する場合もあります。
これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「セッションポリシー」を参照してください。

複数のポリシータイプ
1 つのリクエストに複数のタイプのポリシーが適用されると、結果として作成される許可を理解するのが
さらに難しくなります。複数のポリシータイプが関連するとき、リクエストを許可するかどうかを AWS 
が決定する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「ポリシーの評価ロジック」を参照してく
ださい。

Amazon Lookout for Vision と IAM との連携について
Lookout for Vision へのアクセスを管理するために IAM を使用する前に、Lookout for Vision で使用できる 
IAM の機能について説明します。

Amazon Lookout for Vision で使用できる IAM 機能

IAM 機能 Lookout for Vision

アイデンティティベースのポリシー (p. 201) はい

リソースベースのポリシー (p. 202) いいえ

ポリシーアクション (p. 202) はい

ポリシーリソース (p. 203) はい

ポリシー条件キー (サポート固有) (p. 203) はい

ACL (p. 204) いいえ

ABAC (ポリシー内のタグ) (p. 204) 部分的

テンポラリ認証情報 (p. 205) はい

プリンシパル許可 (p. 205) はい

サービスロール (p. 205) いいえ

サービスにリンクされたロール (p. 205) いいえ

Lookout for VisionAWS とその他のサービスがほとんどの IAM 機能と連携する方法の概要を把握するに
は、IAM ユーザーガイドの「IAM と連携するAWSのサービス」を参照してください。

Lookout for Vision

アイデンティティベースのポリシーのサポート はい

アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーグループ、ロールなど、アイデンティティ
に添付できる JSON アクセス許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが
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実行できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成
する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

IAM アイデンティティベースのポリシーでは、許可または拒否するアクションとリソース、アクションを
許可または拒否する条件を指定できます。プリンシパルは、それが添付されているユーザーまたはロール
に適用されるため、アイデンティティベースのポリシーでは指定できません。JSON ポリシーで使用でき
るすべての要素について学ぶには、「IAM ユーザーガイド」の「IAM JSON ポリシーの要素のリファレン
ス」を参照してください。

Lookout for Vision

Lookout for Vision アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、「Amazon Lookout for Vision 
の アイデンティティベースポリシー例 (p. 206)」 を参照してください。

Lookout for Vision リソースベースのポリシー

リソースベースのポリシーのサポート いいえ

リソースベースのポリシーは、リソースにアタッチする JSON ポリシードキュメントです。リソースベー
スのポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられま
す。リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定
のリソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。

クロスアカウントアクセスを有効にするには、全体のアカウント、または別のアカウントの IAM エンティ
ティを、リソースベースのポリシーのプリンシパルとして指定します。リソースベースのポリシーにクロ
スアカウントのプリンシパルを追加しても、信頼関係は半分しか確立されない点に注意してください。プ
リンシパルとリソースが異なる AWS アカウント にある場合、信頼できるアカウントの IAM 管理者は、リ
ソースにアクセスするための許可をプリンシパルエンティティ (ユーザーまたはロール) に付与する必要も
あります。IAM 管理者は、アイデンティティベースのポリシーをエンティティにアタッチすることで許可
を付与します。ただし、リソースベースのポリシーで、同じアカウントのプリンシパルへのアクセス権が
付与されている場合は、ID ベースのポリシーをさらに付与する必要はありません。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。

Lookout for Vision

ポリシーアクションに対するサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どの
プリンシパル がどの リソース に対してどのような 条件 下で アクション を実行できるかということで
す。

JSON ポリシーの Action 要素には、ポリシー内のアクセスを許可または拒否するために使用できるアク
ションが記述されます。ポリシーアクションの名前は通常、関連する AWS API オペレーションと同じで
す。一致する API オペレーションのない許可のみのアクションなど、いくつかの例外があります。また、
ポリシーに複数のアクションが必要なオペレーションもあります。これらの追加アクションは、依存アク
ションと呼ばれます。

このアクションは、関連付けられたオペレーションを実行するための許可を付与するポリシーで使用され
ます。
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Lookout for Vision アクションのリストを表示するには、「サービス認証リファレンス」の「Amazon 
Lookout for Vision アクションのリストを表示するには、「サービス認証リファレンス」の「Amazon 
Lookout for Vision アクションを参照してください。

Lookout for Vision ポリシーアクションは、アクションの前に以下のプレフィックスを使用します。

lookoutvision

単一のステートメントで複数のアクションを指定するには、アクションをカンマで区切ります。

"Action": [ 
      "lookoutvision:action1", 
      "lookoutvision:action2" 
         ]

Lookout for Vision アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、「Amazon Lookout for Vision 
の アイデンティティベースポリシー例 (p. 206)」 を参照してください。

Lookout for Vision

ポリシーリソースに対するサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、ど
のプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Resource JSON ポリシー要素は、オブジェクトあるいはアクションが適用されるオブジェクトを指定し
ます。ステートメントには、Resource または NotResource 要素を含める必要があります。ベストプラ
クティスとして、Amazon リソースネーム (ARN) を使用してリソースを指定します。これは、リソースレ
ベルの許可と呼ばれる特定のリソースタイプをサポートするアクションに対して実行できます。

オペレーションのリスト化など、リソースレベルの許可をサポートしないアクションの場合は、ステート
メントがすべてのリソースに適用されることを示すために、ワイルドカード (*) を使用します。

"Resource": "*"

Lookout for Vision リソースタイプとその ARN のリストを表示するには、「サービス認証リファレンス」
の「Amazon Lookout for Vision で定義されているリソース」を参照してください。どのアクションで各リ
ソースの ARN を指定できるかについては、「Amazon Lookout for Vision で定義されるアクション」を参
照してください。

Lookout for Vision アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、「Amazon Lookout for Vision 
の アイデンティティベースポリシー例 (p. 206)」 を参照してください。

Lookout for Vision

サービス固有のポリシー条件キーのサポート はい
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管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、ど
のプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Condition 要素 (または Condition ブロック) を使用すると、ステートメントが有効な条件を指定でき
ます。Condition 要素はオプションです。イコールや未満などの条件演算子を使用して条件式を作成す
ることで、ポリシーの条件とリクエスト内の値を一致させることができます。

1 つのステートメントに複数の Condition 要素を指定する場合、または 1 つの Condition 要素に複数
のキーを指定する場合、AWS では AND 論理演算子を使用してそれらを評価します。単一の条件キーに複
数の値を指定する場合、AWS では OR 論理演算子を使用して条件を評価します。ステートメントの許可が
付与される前にすべての条件が満たされる必要があります。

条件を指定する際にプレースホルダー変数も使用できます。例えば IAM ユーザーに、IAM ユーザー名が
タグ付けされている場合のみリソースにアクセスできる許可を付与することができます。詳細について
は、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの要素: 変数およびタグ」を参照してください。

AWS はグローバル条件キーとサービス固有の条件キーをサポートしています。すべての AWS グローバル
条件キーを確認するには、「IAM ユーザーガイド」の「AWS グローバル条件コンテキストキー」を参照し
てください。

Lookout for Vision 条件キーのリストについては、サービス認証リファレンスの「Amazon Lookout for 
Vision の条件キー」を参照してください。どのアクションおよびリソースで条件キーを使用できるかにつ
いては、「Amazon Lookout for Vision で定義されるアクション」を参照してください。

Lookout for Vision アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、「Amazon Lookout for Vision 
の アイデンティティベースポリシー例 (p. 206)」 を参照してください。

LLookout for Vision

ACL のサポート いいえ

アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかを制御します。ACL はリソースベースのポリシーに似
ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

Lookout for Vision

ABAC (ポリシー内のタグ) のサポート 部分的

属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) は、属性に基づいてアクセス許可を定義する認可戦略で
す。AWS では、属性はタグと呼ばれます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール)、および多
数の AWS リソースに添付できます。エンティティとリソースのタグ付けは、ABAC の最初のステップで
す。その後、プリンシパルのタグがアクセスしようとしているリソースのタグと一致した場合に操作を許
可するように ABAC ポリシーをします。

ABAC は、急速に成長している環境でポリシー管理が面倒な状況に役立ちます。

タグに基づいてアクセスを管理するには、aws:ResourceTag/key-name、aws:RequestTag/key-
name、または aws:TagKeys の条件キーを使用して、ポリシーの 条件要素 でタグ情報を提供します。

サービスがすべてのリソースタイプに対して 3 つの条件キーすべてをサポートする場合、そのサービスの
値ははいです。サービスが一部のリソースタイプに対してのみ 3 つの条件キーすべてをサポートする場
合、値は部分的です。
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ABAC の詳細については、IAM ユーザーガイドの「ABAC とは?」を参照してください。ABAC をセット
アップするステップを説明するチュートリアルについては、「IAM ユーザーガイド」の「属性に基づくア
クセスコントロール (ABAC) を使用する」を参照してください。

Lookout for Vision での一時的な認証情報の使用

一時認証情報のサポート はい

AWS のサービス には、一時認証情報を使用してサインインしても機能しないものがあります。一時的な
認証情報を利用できる AWS のサービス を含めた詳細情報については、IAM ユーザーガイドの「IAM と連
携する AWS のサービス」を参照してください。

ユーザー名とパスワード以外の方法で AWS Management Console にサインインする場合は、一時認証情
報を使用していることになります。例えば、会社の Single Sign-On (SSO) リンクを使用して AWS にアク
セスすると、そのプロセスは自動的に一時認証情報を作成します。また、ユーザーとしてコンソールにサ
インインしてからロールを切り替える場合も、一時認証情報が自動的に作成されます。ロールの切り替え
に関する詳細については、IAM ユーザーガイドの「ロールへの切り替え (コンソール)」を参照してくださ
い。

一時認証情報は、AWS CLI または AWS API を使用して手動で作成できます。作成後、一時認証情報を使
用して AWS にアクセスできるようになります。AWS は、長期的なアクセスキーを使用する代わりに、一
時認証情報を動的に生成することをお勧めします。詳細については、「IAM の一時的セキュリティ認証情
報」を参照してください。

Lookout for Vision のクロスサービスプリンシパル許可

プリンシパル許可のサポート はい

IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行するユーザーは、プリンシパルと見なさ
れます。ポリシーは、プリンシパルにアクセス許可を付与します。一部のサービスを使用する際に、アク
ションを実行することで、別のサービスの別のアクションがトリガーされることがあります。この場合、
両方のアクションを実行するための許可が必要です。ポリシー内で、アクションに追加の依存アクション
が必要かどうかを確認するには、サービス認証リファレンスの「Amazon Lookout for Vision のアクショ
ン、リソース、および条件キー」を参照してください。

Lookout for Vision サービスの役割

サービスロールに対するサポート いいえ

サービスロールとは、サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロール
です。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、「IAM 
ユーザーガイド」の「AWS のサービス にアクセス許可を委任するロールの作成」を参照してください。

Warning

サービスロールの許可を変更すると、Lookout for Vision の機能が破損する可能性がありま
す。Lookout for Vision が指示する場合以外は、サービスロールを編集しないでください。

Lookout for Vision

サービスリンクロールのサポート いいえ
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サービスリンクロールは、AWS のサービスにリンクされているサービスロールの一種です。サービスは、
ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き受けることができます。サービスにリンクされた
ロールは、AWS アカウント に表示され、サービスによって所有されます。IAM 管理者は、サービスリン
クロールのアクセス許可を表示できますが、編集することはできません。

サービスリンクロールの作成または管理の詳細については、「IAM と提携する AWS のサービス」を参照
してください。表の中から、[Service-linked role] (サービスにリンクされたロール) 列に Yes と記載され
たサービスを見つけます。サービスにリンクされたロールに関するドキュメントをサービスで表示するに
は、[Yes] (はい) リンクを選択します。

Amazon Lookout for Vision の アイデンティティベー
スポリシー例
デフォルトでは、ユーザーおよびロールには、Lookout for Vision リソースを作成または変更するアクセス
許可はありません。また、AWS Management Console、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、また
は AWS API を使用してタスクを実行することもできません。IAM 管理者は、リソースで必要なアクショ
ンを実行するためのアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理者は
ロールに IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができます。

これらサンプルの JSON ポリシードキュメントを使用して、IAM アイデンティティベースのポリシーを作
成する方法については、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

リソースタイプごとの ARN の形式を含む、Lookout for Vision で定義されるアクションとリソースタイプ
の詳細については、「サービス認証リファレンス」の「Amazon Lookout for Vision のアクション、リソー
ス、および条件キー」を参照してください。

トピック
• ポリシーのベストプラクティス (p. 206)
• Amazon Lookout for Vision のシングルプロジェクトにアクセスする (p. 207)
• タグベースのポリシーの例 (p. 207)

ポリシーのベストプラクティス
ID ベースのポリシーは、ユーザーのアカウントにあるLookout for Vision リソースを誰かが作成、アクセ
ス、削除できるどうかを決定します。これらのアクションを実行すると、AWS アカウント に追加料金が
発生する可能性があります。アイデンティティベースポリシーを作成したり編集したりする際には、以下
のガイドラインと推奨事項に従ってください。

• AWS マネージドポリシーを使用して開始し、最小特権の許可に移行する – ユーザーとワークロードへ
の許可の付与を開始するには、多くの一般的なユースケースのために許可を付与する AWS マネージド
ポリシーを使用します。これらは AWS アカウント で使用できます。ユースケースに応じた AWS カス
タマーマネージドポリシーを定義することで、許可をさらに減らすことをお勧めします。詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「AWS マネージドポリシー」または「AWS ジョブ機能の管理ポリ
シー」を参照してください。

• 最小特権を適用する – IAM ポリシーで許可を設定するときは、タスクの実行に必要な許可のみを付与し
ます。これを行うには、特定の条件下で特定のリソースに対して実行できるアクションを定義します。
これは、最小特権アクセス許可とも呼ばれています。IAM を使用して許可を適用する方法の詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのポリシーとアクセス許可」を参照してください。

• IAM ポリシーで条件を使用してアクセスをさらに制限する – ポリシーに条件を追加して、アクション
やリソースへのアクセスを制限できます。例えば、ポリシー条件を記述して、すべてのリクエストを 
SSL を使用して送信するように指定することができます。また、AWS のサービス などの特定の AWS 
CloudFormation を介して使用する場合、条件を使用してサービスアクションへのアクセスを許可する
こともできます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の [IAM JSON policy elements: Condition]
(IAM JSON ポリシー要素：条件) を参照してください。
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• IAM Access Analyzer を使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的な許可を確保する - IAM Access 
Analyzer は、新規および既存のポリシーを検証して、ポリシーが IAM ポリシー言語 (JSON) および IAM 
のベストプラクティスに準拠するようにします。IAM Access Analyzer は 100 を超えるポリシーチェッ
クと実用的な推奨事項を提供し、安全で機能的なポリシーを作成できるようサポートします。詳細につ
いては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer ポリシーの検証」を参照してください。

• 多要素認証 (MFA) を要求する – AWS アカウント で IAM ユーザーまたはルートユーザーを要求するシナ
リオがある場合は、セキュリティを強化するために MFA をオンにします。API オペレーションが呼び
出されるときに MFA を必須にするには、ポリシーに MFA 条件を追加します。詳細については、「IAM 
ユーザーガイド」の「MFA 保護 API アクセスの設定」を参照してください。

IAM でのベストプラクティスの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのセキュリティのベ
ストプラクティス」を参照してください。

Amazon Lookout for Vision のシングルプロジェクトにアクセス
する
この例では、AWSアカウントのユーザーに Amazon Lookout for Vision プロジェクトの 1 つへのアクセス
権を付与します。

{ 
    "Sid": "SpecificProjectOnly", 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "lookoutvision:DetectAnomalies" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:lookoutvision:us-east-1:123456789012:model/myproject/*"
}

タグベースのポリシーの例
タグベースのポリシーとは、プリンシパルとしてのタグ付けされたリソースで実行できるアクションを指
定する JSON ポリシードキュメントです。

タグを使用したリソースへのアクセス

このサンプルポリシーは、AWS アカウントのユーザーまたはロールに、キーstageと
値DetectAnomaliesproductionでタグ付けされた任意のモデルでオペレーションを使用する権限を付
与します。

{  
    "Version": "2012-10-17",  
    "Statement": [  
        {  
            "Effect": "Allow",  
            "Action": [  
                "LookoutVision:DetectAnomalies"  
            ],  
            "Resource": "*",  
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:ResourceTag/stage": "production"  
                }  
            }  
        }  
   ]
}
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タグを使用して、特定の Amazon Lookout for Vision オペレーションへのアクセスを拒否する

このポリシー例では、AWS アカウントのユーザーまたはロールが、stageキーと値がタグ付けされたモデ
ルで、DeleteModelStopModelproductionまたはオペレーションを呼び出す権限を拒否しています。

{  
    "Version": "2012-10-17",  
    "Statement": [  
        {  
            "Effect": "Deny",  
            "Action": [  
                "LookoutVision:DeleteModel", 
                "LookoutVision:StopModel"  
            ],  
            "Resource": "*",  
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:ResourceTag/stage": "production"  
                }  
            }  
        }  
   ]
}

Amazon Lookout for Vision の AWS 管理ポリシー

ユーザー、グループ、ロールに許可を追加するには、自分でポリシーを作成するよりも、AWS マネージ
ドポリシーを使用する方が簡単です。チームに必要な許可のみを提供する IAM カスタマーマネージドポリ
シーを作成するには、時間と専門知識が必要です。すぐに使用を開始するために、AWS マネージドポリ
シーを使用できます。これらのポリシーは、一般的なユースケースをターゲット範囲に含めており、AWS 
アカウント で利用できます。AWS マネージドポリシーの詳細については、IAM ユーザーガイドの「AWS 
マネージドポリシー」を参照してください。

AWS のサービス は、AWS マネージドポリシーを維持し、更新します。AWS マネージドポリシーの許可
を変更することはできません。サービスでは、新しい機能を利用できるようにするために、AWS マネージ
ドポリシーに許可が追加されることがあります。この種類の更新は、ポリシーがアタッチされている、す
べてのアイデンティティ (ユーザー、グループおよびロール) に影響を与えます。新しい機能が立ち上げら
れた場合や、新しいオペレーションが使用可能になった場合に、各サービスが AWS マネージドポリシー
を更新する可能性が最も高くなります。サービスは、AWS マネージドポリシーから許可を削除しないた
め、ポリシーの更新によって既存の許可が破棄されることはありません。

さらに、AWS では、複数のサービスにまたがるジョブ機能のためのマネージドポリシーもサポートしてい
ます。例えば、ViewOnlyAccess AWS マネージドポリシーでは、多くの AWS のサービス およびリソー
スへの読み込み専用アクセスを許可します。あるサービスで新しい機能を立ち上げる場合は、AWS は、追
加された演算とリソースに対し、読み込み専用の許可を追加します。ジョブ機能ポリシーのリストと説明
については、IAM ユーザーガイドのジョブ機能の AWS 管理ポリシーを参照してください。

AWS 管理ポリシー: AmazonLookoutVisionReadOnlyAccess
以下の Amazon Lookout for Vision アクション (SDK オペレーション) で、Amazon Lookout 
for Vision (およびその依存関係) に対する読み取り専用アクセスをユーザーに許可する
AmazonLookoutVisionReadOnlyAccess ポリシーを使用します。例えば、DescribeModel を使用し
て、既存のモデルに関する情報を取得します。
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• DescribeDataset
• DescribeModel
• DescribeModelPackagingJob
• DescribeProject
• ListDatasetEntries
• ListModelPackagingJobs
• ListModels
• ListProjects
• ListTagsForResource

読み取り専用アクションを呼び出すために、ユーザーは Amazon S3 バケットのアクセス許可を必要とし
ません。ただし、オペレーションレスポンスには Amazon S3 バケットへの参照が含まれる場合があり
ます。例えば、source-ref からのレスポンス内の ListDatasetEntries エントリは Amazon S3 バ
ケット内の画像への参照です。ユーザーが参照バケットにアクセスする必要がある場合は、Amazon S3 バ
ケットのアクセス許可を追加します。例えば、ユーザーは、source-ref フィールドから参照される画
像をダウンロードしたいと思うかも知れません。詳細については、「Amazon S3 バケット許可を付与す
る (p. 11)」を参照してください。

AmazonLookoutVisionReadOnlyAccess ポリシーは IAM ID に添付できます。

許可の詳細

このポリシーには、以下の許可が含まれています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "LookoutVisionReadOnlyAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "lookoutvision:DescribeDataset", 
                "lookoutvision:DescribeModel", 
                "lookoutvision:DescribeProject", 
                "lookoutvision:DescribeModelPackagingJob", 
                "lookoutvision:ListDatasetEntries", 
                "lookoutvision:ListModels", 
                "lookoutvision:ListProjects", 
                "lookoutvision:ListTagsForResource", 
                "lookoutvision:ListModelPackagingJobs" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

AWS 管理ポリシー: AmazonLookoutVisionFullAccess
以下の Amazon Lookout for Vision アクション (SDK オペレーション) で、Amazon Lookout for Vision (およ
びその依存関係) に対するフルアクセスをユーザーに許可する AmazonLookoutVisionFullAccess ポリ
シーを使用します。例えば、Amazon Lookout for Vision コンソールを使用せずにモデルをトレーニングで
きます。詳細については、「アクション」を参照してください。
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データセットの作成 (CreateDataset) またはモデルの作成 (CreateModel) を行うには、データセット
イメージ、Amazon SageMaker Ground Truth マニフェストファイル、およびトレーニング出力を保存す
るAmazon S3バケットへのフルアクセス権限がユーザーに付与されている必要があります。詳細について
は、「ステップ 2: アクセス許可の設定 (p. 3)」を参照してください。

また、AmazonLookoutVisionConsoleFullAccess ポリシーを使用して Amazon Lookout for Vision 
SDK アクションにアクセス許可を付与することもできます。

AmazonLookoutVisionFullAccess ポリシーは IAM ID に添付できます。

許可の詳細

このポリシーには、以下の許可が含まれています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "LookoutVisionFullAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "lookoutvision:*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

AWS 管理ポリシー: AmazonLookoutVisionConsoleFullAccess
AmazonLookoutVisionFullAccess ポリシーを使用して、Amazon Lookout for Vision コンソール、ア
クション (SDK オペレーション)、およびサービスの依存関係へのフルアクセスをユーザーに許可します。
詳細については、「Amazon Lookout for Vision の使用を開始する (p. 23)」を参照してください。

LookoutVisionConsoleFullAccess ポリシーには、Amazon Lookout for Vision コンソールバケット
に対するアクセス許可が含まれます。コンソールバケットの詳細については、「ステップ 3: コンソール
バケットの作成 (p. 5)」 を参照してください。データセット、画像、および Amazon SageMaker Ground 
Truth マニフェストファイルを別の Amazon S3 バケットに格納するには、ユーザーに追加の権限が必要で
す。詳細については、「the section called “Amazon S3 バケット許可をセッティングする” (p. 4)」を参照
してください。

IAM ID に AmazonLookoutVisionConsoleFullAccess ポリシーをアタッチできます。

アクセス許可のグループ化

このポリシーは、提供された一連のアクセス許可に基づくステートメントごとにグループ化されます。

• LookoutVisionFullAccess — すべての Lookout for Vision アクションを実行するためのアクセスを
許可します。

• LookoutVisionConsoleS3BucketSearchAccess — 発信者が所有するすべての Amazon S3 バケッ
トのリストを許可します。Lookout for Vision では、このアクションを使用して AWS リージョン固有の 
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Lookout for Vision コンソールバケットが呼び出し元のアカウントに存在する場合、そのバケットを特定
します。

• LookoutVisionConsoleS3BucketFirstUseSetupAccessPermissions — Lookout for Vision コ
ンソールバケットの名前パターンに一致する Amazon S3 バケットの作成と設定を許可します。Lookout 
for Vision では、これらのアクションを使用して、リージョン固有の Lookout for Vision コンソールバ
ケットが見つからない場合に、Lookout for Vision コンソールバケットを作成および設定します。

• LookoutVisionConsoleS3BucketAccess — Lookout for Vision コンソールバケット名パ
ターンに一致するバケットに対する依存する Amazon S3 アクションを許可します。Lookout for 
Vision は、Amazon S3 バケットからデータセットを作成する際と、トライアル検出タスクを開
始する際に、s3:ListBucket を使用して画像オブジェクトを検索します。Lookout for Vision は
s3:GetBucketLocation  と s3:GetBucketVersioning を用いて、以下の一環としてバケットの 
AWS リージョン、所有者、コンフィギュレーションを検証しています。
• データセットの作成
• モデルのトレーニング
• トライアル検出タスクの開始
• トライアル検出フィードバックの実行

LookoutVisionConsoleS3ObjectAccess — Lookout for Vision コンソールバケット名パターンに一
致するバケット内の Amazon S3 オブジェクトの読み取りと書き込みを許可します。Lookout for Vision 
では、これらのアクションを使用して、コンソールギャラリービューに画像を表示し、データセットで
使用する新しい画像をアップロードします。さらに、これらの権限により、Lookout for Vision は、デー
タセットの作成、モデルのトレーニング、トライアル検出タスクの開始、および試行検出フィードバッ
クの実行中にメタデータを書き出すことができます。

• LookoutVisionConsoleDatasetLabelingToolsAccess— SageMaker GroundTruth Amazonに依
存するラベル作成アクションを許可します。Lookout for Vision は、これらのアクションを使用して S3 
バケットをスキャンして画像を検索し、 GroundTruth マニフェストファイルを作成し、試行検出タスク
の結果を検証ラベルで注釈付けします。

• LookoutVisionConsoleDashboardAccess-Amazon CloudWatch のメトリクスを読み取ることがで
きます。Lookout for Vision では、これらのアクションを使用して、ダッシュボードのグラフと異常が検
出された統計情報を入力します。

• LookoutVisionConsoleTagSelectorAccess — アカウント固有のタグキーとタグ値の提案の読み
取りを許可します。Lookout for Visionは、[Manage tags] (タグ管理) コンソールページでタグキーとタグ
値の推奨値を提供するために、これらの許可を使用します。

• LookoutVisionConsoleKmsKeySelectorAccess — AWS Key Management Service (KMS) のキー
とエイリアスのリストアップを可能にします。Amazon Lookout for Vision は、この権限を使用して、
暗号化のために顧客が管理する KMS キーをサポートする特定の Lookout for Vision アクションの推
奨[Tags] (タグ) の選択で KMS キーを入力することができます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "LookoutVisionFullAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "lookoutvision:*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "LookoutVisionConsoleS3BucketSearchAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:ListAllMyBuckets" 
            ], 
            "Resource": "*" 
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        }, 
        { 
            "Sid": "LookoutVisionConsoleS3BucketFirstUseSetupAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:CreateBucket", 
                "s3:PutBucketVersioning", 
                "s3:PutLifecycleConfiguration", 
                "s3:PutEncryptionConfiguration", 
                "s3:PutBucketPublicAccessBlock" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::lookoutvision-*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "LookoutVisionConsoleS3BucketAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetBucketAcl", 
                "s3:GetBucketVersioning" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::lookoutvision-*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "LookoutVisionConsoleS3ObjectAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:GetObjectVersion", 
                "s3:PutObject", 
                "s3:AbortMultipartUpload", 
                "s3:ListMultipartUploadParts" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::lookoutvision-*/*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "LookoutVisionConsoleDatasetLabelingToolsAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "groundtruthlabeling:RunGenerateManifestByCrawlingJob", 
                "groundtruthlabeling:AssociatePatchToManifestJob", 
                "groundtruthlabeling:DescribeConsoleJob" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "LookoutVisionConsoleDashboardAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudwatch:GetMetricData", 
                "cloudwatch:GetMetricStatistics" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "LookoutVisionConsoleTagSelectorAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "tag:GetTagKeys", 
                "tag:GetTagValues" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "LookoutVisionConsoleKmsKeySelectorAccess", 

212



Amazon Lookout for Vision デベロッパーガイド
AWS 管理ポリシー

            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:ListAliases" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

AWS 管理ポリシー: 
AmazonLookoutVisionConsoleReadOnlyAccess
AmazonLookoutVisionConsoleReadOnlyAccess ポリシーを使用して、Amazon Lookout for Vision コ
ンソール、アクション (SDK オペレーション)、およびサービスの依存関係への読み取り専用アクセスを
ユーザーに許可します。

AmazonLookoutVisionConsoleReadOnlyAccess ポリシーには、Amazon Lookout for Vision コン
ソールバケットに対する Amazon S3 アクセス許可が含まれます。データセットイメージまたは Amazon 
SageMaker Ground Truth マニフェストファイルが別の Amazon S3 バケットにある場合、ユーザーに追
加の権限が必要です。詳細については、「the section called “Amazon S3 バケット許可をセッティングす
る” (p. 4)」を参照してください。

IAM ID に AmazonLookoutVisionConsoleReadOnlyAccess ポリシーをアタッチできます。

アクセス許可のグループ化

このポリシーは、提供された一連のアクセス許可に基づくステートメントごとにグループ化されます。

• LookoutVisionReadOnlyAccess — Lookout for Vision 読み取り専用アクションを実行するためのア
クセスを許可します。

• LookoutVisionConsoleS3BucketSearchAccess — 発信者が所有するすべての Amazon S3 バケッ
トのリストを許可します。Lookout for Vision では、このアクションを使用して AWS リージョン固有の 
Lookout for Vision コンソールバケットが発信者のアカウントに存在する場合、そのバケットを特定しま
す。

• LookoutVisionConsoleS3ObjectReadAccess — Lookout for Vision コンソールバケットで Amazon 
S3 オブジェクトと Amazon S3 オブジェクトのバージョンを読み込むことができます。Lookout for 
Vision では、これらのアクションを使用して、データセット、モデル、およびトライアル検出で画像を
表示します。

• LookoutVisionConsoleDashboardAccess— Amazon CloudWatch のメトリクスを読み取ることが
できます。Lookout for Vision では、これらのアクションを使用して、検出されたダッシュボードグラフ
および異常の統計情報を入力します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "LookoutVisionReadOnlyAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "lookoutvision:DescribeDataset", 
                "lookoutvision:DescribeModel", 
                "lookoutvision:DescribeProject", 
                "lookoutvision:DescribeTrialDetection", 
                "lookoutvision:DescribeModelPackagingJob", 
                "lookoutvision:ListDatasetEntries", 
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                "lookoutvision:ListModels", 
                "lookoutvision:ListProjects", 
                "lookoutvision:ListTagsForResource", 
                "lookoutvision:ListTrialDetections", 
                "lookoutvision:ListModelPackagingJobs" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "LookoutVisionConsoleS3BucketSearchAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:ListAllMyBuckets" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "LookoutVisionConsoleS3ObjectReadAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:GetObjectVersion" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::lookoutvision-*/*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "LookoutVisionConsoleDashboardAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudwatch:GetMetricData", 
                "cloudwatch:GetMetricStatistics" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Lookout for Vision AWS 管理ポリシーの更新について

Lookout for Vision の AWS 管理ポリシーの更新に関する詳細を、このサービスがこれらの変更の追跡を開
始した以降の分について表示します。このページの変更に関する自動通知については、Lookout for Vision
ドキュメント履歴ページの RSS フィードを購読してください。

変更 説明 日付

Lookout for Vision は変更の追跡
を開始しました

Amazon Lookout for Vision が 
AWS 管理ポリシーの変更のト
ラッキングを開始しました。

2021 年 3 月 1 日

Amazon Lookout for Vision アイデンティティとアクセ
スのトラブルシューティング
次の情報は、Lookout for Vision と IAM の使用に伴って発生する可能性がある一般的な問題の診断や修復に
役立ちます。
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トピック
• Lookout for Vision でアクションを実行する権限がない (p. 215)
• iam を実行する権限がないPassRole (p. 215)
• 自分の以外のユーザーに Lookout for VisionAWS アカウント リソースへのアクセスを許可したいと考

えています (p. 215)

Lookout for Vision でアクションを実行する権限がない
あるアクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合、そのアクションを実行できるよう
にポリシーを更新する必要があります。

次のエラー例は、mateojackson IAM ユーザーがコンソールを使用して、ある my-example-
widget リソースに関する詳細情報を表示しようとしたことを想定して、その際に必要な
lookoutvision:GetWidget アクセス許可を持っていない場合に発生するものです。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 lookoutvision:GetWidget on resource: my-example-widget

この場合、lookoutvision:GetWidget アクションを使用して my-example-widget リソースへのア
クセスを許可するように、mateojackson ユーザーのポリシーを更新する必要があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。

iam を実行する権限がないPassRole
iam:PassRoleアクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、ポリシーを更新して 
Lookout for Vision にロールを渡すことができるようにする必要があります。

一部の AWS のサービス では、新しいサービスロールまたはサービスにリンクされたロールを作成せず
に、既存のロールをサービスに渡すことが許可されています。そのためには、サービスにロールを渡す許
可が必要です。

以下の例のエラーは、という IAM ユーザーがコンソールを使用して Lookout for Visionmarymajor でアク
ションを実行しようする場合に発生します。ただし、このアクションをサービスが実行するには、サービ
スロールから付与されたアクセス許可が必要です。Mary には、ロールをサービスに渡す許可がありませ
ん。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

この場合、メアリーのポリシーを更新してメアリーに iam:PassRole アクションの実行を許可する必要
があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。

自分の以外のユーザーに Lookout for VisionAWS アカウント リ
ソースへのアクセスを許可したいと考えています
他のアカウントのユーザーや組織外のユーザーが、リソースにアクセスするために使用できるロールを
作成できます。ロールの引き受けを委託するユーザーを指定することができます。リソースベースのポリ
シーまたはアクセス制御リスト (ACL) をサポートするサービスの場合、それらのポリシーを使用して、リ
ソースへのアクセスを付与できます。
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詳細については、以下を参照してください。

• Lookout for Vision がこれらの機能をサポートしているかどうかを確認するには、「Amazon Lookout for 
Vision と IAM との連携について (p. 201)」 を参照してください。

• 所有している AWS アカウント 全体のリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM ユー
ザーガイド」の「所有している別の AWS アカウント アカウントへのアクセス権を IAM ユーザーに提
供」を参照してください。

• サードパーティーの AWS アカウント にリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM 
ユーザーガイド」の「第三者が所有する AWS アカウント へのアクセス権を付与する」を参照してくだ
さい。

• ID フェデレーションを介してアクセスを提供する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「外部で
認証されたユーザー (ID フェデレーション) へのアクセスの許可」を参照してください。

• クロスアカウントアクセスでのロールとリソースベースのポリシーの使用の違いの詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点」を参照してくださ
い。

Amazon Lookout for Vision のコンプライアンス検
証

サードパーティーの監査者は、さまざまな AWS コンプライアンスプログラムの一環として Amazon 
Lookout for Vision のセキュリティとコンプライアンスを評価します。Amazon Lookout for Visionは、一般
データ保護規則 (GDPR)に準拠しています。

AWS のサービス が特定のコンプライアンスプログラムの対象であるかどうかを確認するには、「コンプ
ライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス のサービス」をご覧いただき、関心のあるコ
ンプライアンスプログラムを選択してください。一般的な情報については、AWS コンプライアンスプログ
ラムを参照してください。

AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細については、
「AWS Artifact におけるダウンロードレポート」を参照してください。

AWS のサービス を使用する際のユーザーのコンプライアンス責任は、ユーザーのデータの機密性や貴社
のコンプライアンス目的、適用される法律および規制によって決まります。AWS では、コンプライアンス
に役立つ次のリソースを提供しています。

• セキュリティとコンプライアンスのクイックスタートガイド — これらのデプロイガイドでは、アーキテ
クチャ上の考慮事項について説明し、セキュリティとコンプライアンスに重点を置いたベースライン環
境を AWS にデプロイするためのステップを示します。

• 「アマゾン ウェブ サービスでの HIPAA のセキュリティとコンプライアンスのためのアーキテクチャ」 
– このホワイトペーパーは、企業が AWS を使用して HIPAA 対象アプリケーションを作成する方法を説
明しています。

Note

すべての AWS のサービス が HIPAA 適格であるわけではありません。詳細については、
「HIPAA 対応サービスのリファレンス」を参照してください。

• AWS コンプライアンスのリソース– このワークブックおよびガイドのコレクションは、顧客の業界と拠
点に適用されるものである場合があります。

• AWS Config デベロッパーガイドのルールでのリソースの評価 - AWS Config サービスでは、自社のプラ
クティス、業界ガイドライン、および規制に対するリソースの設定の準拠状態を評価します。

• AWS Security Hub – この AWS のサービス は、AWS 内のセキュリティ状態の包括的ビューを提供し
ます。Security Hub では、お客様の AWS リソースを評価し、セキュリティ業界の標準やベストプラク
ティスへの準拠を確認するために、セキュリティコントロールを使用しています。サポートされている
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サービスとコントロールのリストについては、「Security Hub コントロールリファレンス」を参照して
ください。

• AWS Audit Manager - この AWS のサービス は AWS の使用状況を継続的に監査し、リスクの管理方法
やコンプライアンスを業界スタンダードへの準拠を簡素化するために役立ちます。

Amazon Lookout for Vision での耐障害性
AWS のグローバルインフラストラクチャは AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンを中心に構築
されます。AWSリージョンには、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネットワーク
でConnectされている複数の物理的に独立・隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。アベイラ
ビリティーゾーンでは、ゾーン間で中断することなく自動的にフェイルオーバーするアプリケーションと
データベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーンは、従来の単一または複
数のデータセンターインフラストラクチャよりも可用性、耐障害性、および拡張性が優れています。

AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンの詳細については、AWS グローバルインフラストラク
チャを参照してください。

Amazon Lookout for Vision のインフラストラク
チャセキュリティ

マネージドサービスである Amazon Lookout for Vision は、Amazon Web Services: セキュリティプロセス
の概要ホワイトペーパーに記載されている AWS グローバルネットワークセキュリティの手順で保護され
ています。

AWS が公開した API コールを使用して、ネットワーク経由で Lookout for Vision にアクセスします。ク
ライアントで Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降がサポートされている必要があります。TLS1.2以降
が推奨されています。また、DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) や ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-
Hellman) などの Perfect Forward Secrecy (PFS) を使用した暗号スイートもクライアントでサポートされ
ている必要があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポートされ
ています。

また、リクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットアクセス
キーを使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、
一時的なセキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。
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Amazon Lookout for Vision
モニタリングは、Amazon Lookout for Vision および AWS のその他のソリューションの信頼性、可用性、
パフォーマンスを維持するための重要な部分です。AWS には、Lookout for Vision を監視して異常を検出
した場合に報告し、必要に応じて自動的に対処するために、次のモニタリングツールが用意されていま
す。

• Amazon は、AWSのリソースおよび CloudWatchAWSで実行しているアプリケーションをリアルタイム
でモニタリングします。メトリクスの収集と追跡、カスタマイズしたダッシュボードの作成、および指
定したメトリクスが指定したしきい値に達したときに通知またはアクションを実行するアラームの設定
を行うことができます。例えば、Amazon EC2 インスタンスの CPU CloudWatch 使用率などのメトリク
スを追跡し、必要に応じて新しいインスタンスを自動的に起動することができます。詳細については、
「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」を参照してください。

• Amazon CloudWatch Logs では、Amazon EC2 インスタンス、、、その他ソースから得たログファイル
のモニタリング、保存 CloudTrail、およびアクセスが可能です。 CloudWatch ログは、ログファイル内
の情報をモニタリングし、特定のしきい値に到達するときに通知します。高い耐久性を備えたストレー
ジにログデータをアーカイブすることも可能です。詳細については、「Amazon CloudWatch Logs ユー
ザーガイド」を参照してください。

• Amazon EventBridge を使用して、AWSのサービスを自動化し、アプリケーションの可用性の問題や
リソースの変更などのシステムイベントに自動的に対応できます。AWSサービスからのイベントは、 
EventBridge ほぼリアルタイムにに提供されます。簡単なルールを記述して、注目するイベントと、
イベントがルールに一致した場合に自動的に実行するアクションを指定できます。詳細については、
「Amazon EventBridge ユーザーガイド」を参照してください。

• AWS CloudTrail は、AWSアカウントにより、またはそのアカウントに代わって行われた API コールや
関連イベントを取得し、指定した Amazon S3 バケットにログファイルを配信します。AWS を呼び出し
たユーザーとアカウント、呼び出し元の IP アドレス、および呼び出しの発生日時を特定できます。詳細
については、AWS CloudTrailユーザーガイドを参照してください。

Amazon による Lookout for Vision のモニタリング 
CloudWatch

Lookout for Vision をモニタリングすることで CloudWatch、raw データを収集し、リアルタイムに近い読
み取り可能なメトリクスに加工することができます。これらの統計は 15 か月間保持されるため、履歴情
報にアクセスし、ウェブアプリケーションまたはサービスの動作をより的確に把握できます。また、特
定のしきい値を監視するアラームを設定し、これらのしきい値に達したときに通知を送信したりアクショ
ンを実行したりできます。詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」を参照してくださ
い。

Lookout for Vision サービスは、AWS/LookoutVision名前空間の以下のメトリクスをレポートします。

メトリクス 説明

DetectedAnomalyCount プロジェクトで検出された異常の数

有効な統計:Sum,Average

単位: 個

ProcessedImageCount 異常検出を実行した画像の合計数

有効な統計:Sum,Average

218

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/
https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/


Amazon Lookout for Vision デベロッパーガイド
によるモニタリング CloudWatch

メトリクス 説明
単位: 個

InvalidImageCount 無効で結果を返せなかった画像の数

有効な統計:Sum,Average

単位: 個

SuccessfulRequestCount 成功した API 呼び出しの数

有効な統計:Sum,Average

単位: 個

ErrorCount API エラーの数

有効な統計:Sum,Average

単位: 個

ThrottledCount スロットリングが原因で発生した API エラーの数

有効な統計:Sum,Average

単位: 個

Time Lookout for Vision が異常検出をコンピューティングする
時間 (ミリ秒)

有効な統計:Data Samples,Average

単位:Average 統計の場合はミリ秒、Data Samples 統
計の場合はカウント値

MinInferenceUnits StartModelリクエスト中に指定された推論単位の最小
数

有効な統計: Average

単位: 個

MaxInferenceUnits StartModelリクエスト中に指定された推論単位の最大
数。

有効な統計: Average

単位: 個

DesiredInferenceUnits Lookout for Vision がスケールアップまたはスケールダウ
ンする推論ユニットの数。

有効な統計: Average

単位: 個
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メトリクス 説明

InServiceInferenceUnits モデルで使用している推論単位の数。

有効な統計: Average

平均統計を使用して、使用されたインスタンス数の 1 分
間の平均を取得することをお勧めします。

単位: 個

Lookout for Vision のメトリクスでサポートされるディメンションは以下のとおりです。

ディメンション 説明

ProjectName プロジェクトごとにメトリクスを分割して、どのプロ
ジェクトに問題があるのか、更新が必要なのかを確認す
ることができます。

ModelVersion モデルのバージョンごとにメトリクスを分割し、どのモ
デルに問題があるか、更新が必要かを確認することがで
きます。

での Vision API 呼び出しのロギング用ルックアウ
トAWS CloudTrail

Amazon Lookout for Vision はAWS CloudTrail、ユーザー、ロール、または Lookout for Vision のAWS
のサービスによって実行されたアクションを記録するサービスであると統合されています。 CloudTrail 
は、Lookout for Vision のすべての API コールをイベントとしてキャプチャします。キャプチャされた
呼び出しには、Lookout for Vision コンソールからの呼び出しと、Lookout for Vision API オペレーション
へのコード呼び出しが含まれます。追跡を作成する場合は、Lookout for Vision CloudTrail のイベントな
ど、Amazon S3 バケットへのイベントの継続的な配信を有効にすることができます。証跡を設定しない場
合でも、 CloudTrail コンソールの [イベント履歴] で最新のイベントを表示できます。の IP アドレス、リ
クエスト者、リクエスト日時などの詳細を確認できます。 CloudTrail

詳細については CloudTrail、『AWS CloudTrailユーザーガイド』を参照してください。

の Amazon Lookout for Vision CloudTrail
CloudTrail は、AWSアカウント作成時にアカウントで有効になります。Lookout for Vision でアクティビ
ティが発生すると、そのアクティビティは CloudTrail イベント履歴AWSのその他のサービスイベントと一
緒にイベントに記録されます。AWS アカウントで最近のイベントを表示、検索、ダウンロードできます。
詳細については、「 CloudTrail イベント履歴でのイベントの表示」を参照してください。

Lookout for Vision のイベントを含む、AWS アカウントのイベントの継続的な記録については、追跡を作
成します。追跡により、 CloudTrail ログファイルを Amazon S3 バケットに配信できます。デフォルトで
は、コンソールで作成した追跡がすべての AWS リージョンに適用されます。追跡は、AWS パーティショ
ンのすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した Simple Storage Service (Amazon S3) 
バケットにログファイルを配信します。さらに、AWS CloudTrail より詳細な分析とログで収集されたデー
タに基づいた行動のためにその他のサービスを設定できます。詳細については、次を参照してください。

• 追跡を作成するための概要
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• CloudTrail サポート対象のサービスとインテグレーション
• の Amazon SNS CloudTrail
• CloudTrail ログファイルを複数のリージョンから受け取るおよび複数のアカウントから CloudTrail ログ

ファイルを受け取る

Lookout for Vision の全てのアクションは CloudTrail によって記録され、Lookout for Vision API リファレン
スドキュメントに記載されます。たとえば、、DetectAnomaliesStartModelおよびアクションを呼び
出すとCreateProject、 CloudTrail ログファイルにエントリが生成されます。

Amazon Lookout for Vision API コールをモニタリングすると、次の API コールが表示される場合がありま
す。

• ルックアウトビジョン:StartTriallDetection
• ルックアウトビジョン:ListTriallDetection
• ルックアウトビジョン:DescribeTrialDetection

これらの特別なコールは、Amazon Lookout for Vision でトライアル検出に関連するさまざまなオペレー
ションをサポートするために使用されます。詳細については、「トライアル検出タスクでモデルを検証す
る (p. 83)」を参照してください。

各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。同一性情報は次の
判断に役立ちます。

• リクエストが、ルートと AWS Identity and Access Management ユーザー認証情報のどちらを使用して
送信されたか。

• リクエストが、ロールとフェデレーティッドユーザーのどちらの一時的なセキュリティ認証情報を使用
して送信されたか。

• リクエストが、別の AWS のサービスによって送信されたかどうか。

詳細については、「CloudTrail userIdentity 要素」を参照してください。

Lookout for Vision ログファイルのエントリについて
追跡は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信できるようにする設定で
す。 CloudTrail ログエントリには、1 つ、または複数のログエントリがあります。イベントは、任意の
ソースからの単一の要求を表し、要求されたアクション、アクションの日時、要求パラメーターなどに関
する情報が含まれます。 CloudTrail ログファイルは、パブリック API コールの順序付けられたスタックト
レースではないため、特定の順序では表示されません。

以下の例は、 CloudTrail CreateDatasetアクションのログエントリを示しています。

{ 
  "eventVersion": "1.08", 
  "userIdentity": { 
    "type": "AssumedRole", 
    "principalId": "AROAYN4CJAYDEXAMPLE:user", 
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/MyUser", 
    "accountId": "123456789012", 
    "accessKeyId": "ASIAYN4CJAYEXAMPLE", 
    "sessionContext": { 
      "sessionIssuer": { 
        "type": "Role", 
        "principalId": "AROAYN4CJAYDCGEXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin", 
        "accountId": "123456789012", 
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        "userName": "Admin" 
      }, 
      "webIdFederationData": {}, 
      "attributes": { 
        "mfaAuthenticated": "false", 
        "creationDate": "2020-11-20T13:15:09Z" 
      } 
    } 
  }, 
  "eventTime": "2020-11-20T13:15:43Z", 
  "eventSource": "lookoutvision.amazonaws.com", 
  "eventName": "CreateDataset", 
  "awsRegion": "us-east-1", 
  "sourceIPAddress": "128.0.0.1", 
  "userAgent": "aws-cli/3", 
  "requestParameters": { 
    "projectName": "P1", 
    "datasetType": "train", 
    "datasetSource": { 
      "groundTruthManifest": { 
        "s3Object": { 
          "bucket": "myuser-bucketname", 
          "key": "training.manifest" 
        } 
      } 
    }, 
    "clientToken": "EXAMPLE-0526-47dd-a5d3-2ca975820a34" 
  }, 
  "responseElements": { 
    "status": "CREATE_IN_PROGRESS" 
  }, 
  "requestID": "EXAMPLE-15e1-4bc9-be38-cda2537c75bf", 
  "eventID": "EXAMPLE-c5e7-43e0-8449-8d9b87e15acb", 
  "readOnly": false, 
  "eventType": "AwsApiCall", 
  "managementEvent": true, 
  "eventCategory": "Management", 
  "recipientAccountId": "123456789012"
}
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Vision sion kkkookkkkkkkkkkAWS 
CloudFormation

Amazon Lookout for Vision は AWS CloudFormation と統合されています。これは、リソースとインフラ
ストラクチャの作成と管理の所要時間を短縮できるように AWS リソースをモデル化して設定するための
サービスです。必要なすべての AWS リソースを記述するテンプレートを作成すると、これらのリソース
が AWS CloudFormation で自動的にプロビジョニングおよび設定されます。

AWS CloudFormation を使用して、Amazon Lookout for Vision をプロビジョニングおよび設定することが
できます。

AWS CloudFormation を使用すると、テンプレートを再利用してLookout for Vision プロジェクトをいつで
も繰り返しセットアップできます。プロジェクトを一度記述するだけで、同じプロジェクトを複数の AWS 
アカウントとリージョンで何度でもプロビジョニングできます。

Lookout for Vision と AWS CloudFormation テンプ
レート

Lookout for Visionと関連サービスのためのプロジェクトをプロビジョニングし設定するためには、AWS 
CloudFormation テンプレートを理解する必要があります。テンプレートは、JSONまたはYAMLでフォー
マットされたテキストファイルです。これらのテンプレートには、AWS CloudFormation スタックにプ
ロビジョニングしたいリソースを記述します。JSONやYAMLに不慣れな方は、AWS CloudFormation 
Designerを使えば、 AWS CloudFormation テンプレートを使いこなすことができます。詳細については、
「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「AWS CloudFormation Designer とは」を参照してくださ
い。

JSON テンプレートと YAML テンプレートの例を含むLookout for VisionLookoutVision

AWS CloudFormation の詳細はこちら
AWS CloudFormation の詳細については、以下のリソースを参照してください。

• AWS CloudFormation
• AWS CloudFormation ユーザーガイド
• AWS CloudFormation API リファレンス
• AWS CloudFormation コマンドラインインターフェイスユーザーガイド
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インターフェイスエンドポイン
ト (AWS PrivateLink) を使用して 
Amazon Lookout for Vision にアクセ
スする

AWS PrivateLinkを使用して、VPC と Amazon Lookout for Vision との間でプライベート接続を作成できま
す。インターネットゲートウェイ、VPN 接続、AWS Direct Connect接続のいずれかを使用せずに、VPC 
内にあるかのように Lookout for Vision にアクセスできます。VPC のインスタンスは、パブリック IP アド
レスがなくても DeteLookout for Vision にアクセスできます。

このプライベート接続を確立するには、AWS PrivateLink を利用したインターフェイスエンドポイントを
作成します。インターフェイスエンドポイントに対して有効にする各サブネットにエンドポイントネット
ワークインターフェイスを作成します。これらは Lookout for Vision に送信されるトラフィックのエントリ
ポイントとして機能する、リクエスタ管理型のネットワークインターフェイスです。

詳細については、「AWS PrivateLink Guide (AWS PrivateLink ガイド)」の「Access an AWS のサービス 
using an interface VPC endpoint (インターフェイス VPC エンドポイントを使用して にアクセスする)」を
参照してください。

Lookout for Vision VPC エンドポイントに関する考
慮事項

Lookout for Vision のインターフェースエンドポイントを設定する前に、AWS PrivateLinkガイドの「考慮
事項」を確認してください。

Lookout for Vision は、インターフェイスエンドポイント経由での API アクションのすべてを呼び出すこと
をサポートしています。

VPC エンドポイントポリシーは、Vision の DeteLookout for Vision ではサポートされていません。デフォ
ルトでは、インターフェイスエンドポイント経由での Lookout for Vision へのフルアクセスが許可されてい
ます。または、セキュリティグループをエンドポイントのネットワークインターフェイスに関連付けて、
インターフェイスエンドポイントを介した Lookout for Vision へのトラフィックを制御することもできま
す。

Lookout for Vision 用のインターフェイス VPC エン
ドポイントの作成

Amazon VPC コンソールまたはAWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、Lookout for Vision 
のインターフェイスエンドポイントを作成できます。詳細については、「AWS PrivateLink ガイド」の
「インターフェイスエンドポイントの作成」を参照してください。

以下のサービス名を使用して、Lookout for Vision のインターフェイスエンドポイントを作成します。
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com.amazonaws.region.lookoutvision

インターフェイスエンドポイントのプライベート DNS を有効にすると、デフォルトのリージョナル DNS 
名を使用して Lookout for Vision に API リクエストを実行できます。例えば、lookoutvision.us-
east-1.amazonaws.com。

Lookout for Vision 用の VPC エンドポイントポリ
シーの作成

エンドポイントポリシーは、インターフェイスエンドポイントにアタッチできる IAM リソースです。デ
フォルトのエンドポイントポリシーでは、インターフェイスエンドポイント経由での Lookout for Vision へ
のフルアクセスが許可されています。VPC から Lookout for Vision へのアクセス許可をコントロールする
には、カスタムエンドポイントポリシーをインターフェイスエンドポイントに添付します。

エンドポイントポリシーは、以下の情報を指定します。

• アクションを実行できるプリンシパル (AWS アカウント、IAM ユーザー、IAM ロール)。
• 実行可能なアクション。
• このアクションを実行できるリソース。

詳細については、「AWS PrivateLink ガイド」の「Control access to services using endpoint policies (エン
ドポイントポリシーを使用してサービスへのアクセスをコントロールする)」を参照してください。

例: Lookout for Vision アクションの VPC エンドポイントポリシー

Lookout for Vision のカスタムエンドポイントポリシーの例を次に示します。このポリシーをインター
フェイスエンドポイントに添付すると、VPC インターフェースエンドポイントにアクセスできるすべて
のユーザーが、myModelプロジェクトに関連付けられた Lookout for VisionDetectAnomalies モデルの 
APImyProject オペレーションを呼び出すことを許可するように指定されます。

{ 
   "Statement":[ 
      { 
         "Principal":"*", 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "lookoutvision:DetectAnomalies" 
         ], 
         "Resource": "arn:aws:lookoutvision:us-west-2:123456789012:model/myProject/myModel" 
      } 
   ]
}
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Amazon Lookout for Vision での
クォータ

次の表では、Amazon Lookout for Vision 内の現在のクォータについて説明します。変更可能なクォータの
詳細については、[AWS service quotas] (AWS サービスクォータ)を参照してください。

モデルクォータ
次のクォータは、モデルのテスト、トレーニング、および機能に適用されます。

リソース クォータ

サポートされるファイル形式 PNG および JPEG 画像形式

Amazon S3 バケット内の画像ファイルの最小画像
寸法

64 ピクセル×64 ピクセル

Amazon S3 バケット内の画像ファイルの最大画像
寸法

4096 ピクセル × 4096 ピクセルが最大です。小さ
いサイズは速くアップロードできます。

プロジェクトで使用する画像ファイルの画像寸法
が異なる場合

データセット内の画像はすべて同じ寸法でなけれ
ばなりません。

Amazon S3 バケット内の画像ファイルの最大ファ
イルサイズ

8 MB

ラベルの欠如 トレーニングの前に、画像に正常または異常のラ
ベルを付ける必要があります。ラベルのない画像
は、トレーニング中に無視されます。

トレーニングデータセットで正常とラベル付けさ
れた画像の最小数

トレーニングデータセットとテストデータセット
が別々のプロジェクトの場合は 10。シングルデー
タセットを持つプロジェクトの場合は 20。

トレーニングデータセット内の異常とラベル付け
された画像の最小数

トレーニングデータセットとテストデータセット
が別々のプロジェクトの場合は 0。シングルデータ
セットを持つプロジェクトの場合は 10。

データセットあたりの画像の最大数 16,000

テストデータセットで正常とラベル付けされた画
像の最小数

10

テストデータセット内の異常とラベル付けされた
画像の最小数

10

データセットあたりの画像の最大数。 4,000

トライアル検出データセット内のイメージの最大
数

2,000

データセットマニフェストファイルの最大サイズ 1 GB
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リソース クォータ

モデル内の最大トレーニングデータセット数 1

最大トレーニング時間 24 時間

最大テスト時間 24 時間

プロジェクト内の異常ラベルの最大数 100

マスク画像上の異常ラベルの最大数 20

異常ラベルの画像の最小数。カウントするには、
画像に 1 種類の異常ラベルのみが含まれている必
要があります。

シングルデータセットプロジェクトの場合は 20。

異常箇所特定のためのトレーニング画像の最大数 8000

異常箇所特定のためのテスト画像の最大数 800
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Amazon Lookout for Vision のドキュ
メント履歴

次の表は、Amazon Lookout for Vision デベロッパーガイドの各リリースにおける重要な変更点を説明した
ものです。このドキュメントの更新に関する通知については、RSS フィードでサブスクライブできます。

• ドキュメントの最新更新日:2023 年 2 月 20 日

変更 説明 日付

Lambda 関数の例を追加しまし
た (p. 228)

AWS Lambda関数を使用して異
常を見つける方法を示す例。詳細
については、「AWS Lambda 関
数による異常の検出」を参照して
ください。

2023 年 2 月 20 日

AWS WAF の IAM ガイダンスを
更新しました (p. 228)

IAM のベストプラクティスに
沿ったガイドを更新しました。詳
細については、「IAM のセキュ
リティのベストプラクティス」 
を参照してください。

2023 年 2 月 8 日

データセットのエクスポート例
を追加 (p. 228)

ListDatasetEntriesオペ
レーションを使用して Amazon 
Lookout for Vision プロジェクト
からデータセットをエクスポー
トする方法を示す Python の例
を追加しました。詳細について
は、「プロジェクト (SDK) から
のデータセットのエクスポート」
を参照してください。

2022 年 12 月 2 日

「はじめに」トピックを更新し
ました (p. 228)

「はじめに」を更新し、サンプ
ルデータセットを使用して画像
セグメンテーションモデルを作成
する方法を説明しました。詳細に
ついては、「Amazon Lookout for 
Vision の開始方法」の「Amazon 
Lookout for Vision の開始方法」
を参照してください。

2022 年 10 月 20 日

トラブルシューティングトピッ
クの追加 (p. 228)

モデルトレーニングのトラブル
シューティングトピックを追加
しました。詳細については、「ト
レーニング済みのトレーニング済
みのトレーニング済みのトラブル
シューティング済みのトレーニン
グ済みのトラブルシューティング

2022 年 10 月 17 日

Amazon SageMaker Ground 
Truth ジョブの使用に関するト
ピックを追加しました (p. 228)

自分で画像にラベルを付ける代
わりに、Amazon SageMaker 
Ground Truth ジョブを使用して

2022 年 8 月 19 日
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分類モデルや画像セグメンテー
ションモデル用の画像にラベルを
付けることができます。詳細につ
いては、「Amazon SageMaker 
Ground Truth ジョブの使用」を
参照してください。

Amazon Lookout for Vision で
は、異常位置特定が可能になり
ました。 (p. 228)

セグメンテーションモデルを作
成して、画像上でさまざまな種類
の異常 (傷、へこみ、裂け目など) 
がある箇所、異常のラベル、異
常の大きさを調べることができま
す。詳細については、「トレーニ
ング済みの Amazon Lookout for 
Vision モデルの実行」を参照して
ください。

2022 年 8 月 16 日

Amazon Lookout for Vision で
は、エッジデバイスで CPU 推論
が可能になりました。 (p. 228)

Amazon Lookout for Vision モデ
ルを、GPU アクセラレータを必
要とせずに、CPU だけで Linux 
を実行する x86 コンピューティ
ングプラットフォームでローカル
に推論を実行するようにデプロイ
できるようになりました。詳細に
ついては、「CPU アクセラレー
タ」を参照してください。

2022 年 8 月 16 日

Amazon Lookout for Vision で
は、推論ユニットを自動的にス
ケーリングできるようになりま
した。 (p. 228)

需要の急増に対応するた
め、Amazon Lookout for Vision 
ではモデルが使用する推論ユニッ
トの数をスケーリングできるよう
になりました。詳細については、
「トレーニング済みの Amazon 
Lookout for Vision モデルの実
行」を参照してください。

2022 年 8 月 16 日

Java の例が追加されまし
た (p. 228)

Amazon Lookout for Vision 開発
者ガイドに Java の例が含まれる
ようになりました。詳細につい
ては、「AWSSDKの開始方法」
の」」」」」」」」」」」」」」」」

2022 年 5 月 2 日

エッジデバイスへのモデル導入
の一般公開 (p. 228)

AWS IoT Greengrass Version 2が
管理するエッジデバイスへのモデ
ル展開が一般公開されました。詳
細については、「エッジデバイス
で Amazon Lookout for Vision モ
デルの使用」」を参照してくださ
い。

2022 年 3 月 14 日

コンソールバケット情報を更新
しました (p. 228)

コンソールバケットの内容とコ
ンソールバケットを作成する代
替方法に関する情報を更新しまし
た。詳細については、「ステッ
プ 4: コンソールバケットの作
成」」」」」」」」」」」」」」」」
を参照してください。

2022 年 3 月 7 日
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CSV ファイルからのマニフェス
トファイルの作成 (p. 228)

CSV ファイルから分類情報を読
み取るスクリプトを使用して、マ
ニフェストファイルの作成を簡略
化できるようになりました。詳細
については、「CSV ファイルか
らのマニフェストファイル作成」
の」」」」」」」」」」」」」」」」」

2022 年 2 月 10 日

エッジデバイスへのモデル展開
のプレビューリリース (p. 228)

AWS IoT Greengrass Version 2が
管理するエッジデバイスへのモ
デル展開のプレビューリリース
が利用可能になりました。詳細
については、「エッジデバイス
で Amazon Lookout for Vision モ
デルの使用」」を参照してくださ
い。

2021 年 12 月 7 日

新しい Python と Java 2 の例が
追加されました (p. 228)

DetectAnomalies で画像を解
析するための Python と Java 2 
の例を追加しました。詳細につ
いては、「画像内の異常を検出す
る」を参照してください。

2021 年 9 月 7 日

新規 AWS 管理ポリシーを追加し
ました。 (p. 228)

Amazon Lookout for Vision
は、AWS 管理ポリシーをサポー
トするようになりました。詳細に
ついては、「Amazon Lookout for 
Vision の AWS 管理ポリシー」を
参照してください。

2021 年 5 月 11 日

推論ユニット情報を更新しまし
た。 (p. 228)

推論ユニットとその請求方法に
ついて説明した情報を追加しまし
た。詳細については、「トレーニ
ング済みの Amazon Lookout for 
Vision モデルの実行」を参照して
ください。

2021 年 3 月 15 日

Amazon Lookout for Vision の一
般への提供状況。 (p. 228)

Amazon Lookout for Vision 
が一般利用可能になりまし
た。Python のコード例を更新
し、モデルのトレーニングなどの
非同期タスクを扱えるようにしま
した。

2021 年 2 月 17 日

タグ付けと AWS CloudFormation 
サポートを追加しまし
た。 (p. 228)

Amazon Lookout for Vision の
モデルへのタグ付けと、AWS 
CloudFormation とのプロジェク
ト作成が可能になりました。詳
細については、「モデルにタグを
付ける」と「AWS での Amazon 
Lookout for Vision プロジェク
トの作成」を参照してください 
CloudFormation。

2021 年 1 月 31 日

新しい特徴とガイド (p. 228) 本書は、Amazon Lookout for 
Visionサービス Amazon Lookout 
for Vision デベロッパーガイド の
初回リリースです。

2020 年 12 月 1 日

230

https://docs.aws.amazon.com/lookout-for-vision/latest/developer-guide/ex-csv-manifest.html
https://docs.aws.amazon.com/lookout-for-vision/latest/developer-guide/ex-csv-manifest.html
https://docs.aws.amazon.com/lookout-for-vision/latest/developer-guide/models-devices.html
https://docs.aws.amazon.com/lookout-for-vision/latest/developer-guide/models-devices.html
https://docs.aws.amazon.com/lookout-for-vision/latest/developer-guide/models-devices.html
https://docs.aws.amazon.com/lookout-for-vision/latest/developer-guide/inference-detect-anomalies.html
https://docs.aws.amazon.com/lookout-for-vision/latest/developer-guide/inference-detect-anomalies.html
https://docs.aws.amazon.com/lookout-for-vision/latest/developer-guide/security-iam-awsmanpol.html
https://docs.aws.amazon.com/lookout-for-vision/latest/developer-guide/security-iam-awsmanpol.html
https://docs.aws.amazon.com/lookout-for-vision/latest/developer-guide/running-model.html
https://docs.aws.amazon.com/lookout-for-vision/latest/developer-guide/running-model.html
https://docs.aws.amazon.com/lookout-for-vision/latest/developer-guide/running-model.html
https://docs.aws.amazon.com/lookout-for-vision/latest/developer-guide/model-train.html#create-model-sdk
https://docs.aws.amazon.com/lookout-for-vision/latest/developer-guide/tagging-model.html
https://docs.aws.amazon.com/lookout-for-vision/latest/developer-guide/tagging-model.html
https://docs.aws.amazon.com/lookout-for-vision/latest/developer-guide/creating-projects-with-cloudformation.html
https://docs.aws.amazon.com/lookout-for-vision/latest/developer-guide/creating-projects-with-cloudformation.html
https://docs.aws.amazon.com/lookout-for-vision/latest/developer-guide/creating-projects-with-cloudformation.html


Amazon Lookout for Vision デベロッパーガイド

AWS 用語集
最新の AWS の用語については、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS 用語集」を参照してください。
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翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。
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