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主な利点

Amazon Rekognition カスタムラベル
とは

Amazon Rekognition カスタムラベルを使用して、ビジネスニーズに合わせたイメージ内のオブジェクトや
ロゴやシーンを特定できます。たとえば、ソーシャルメディアの投稿でロゴを見つけたり、店頭で商品を
識別したり、組立ラインで機械部品を分類したり、健康な植物と感染した植物を区別したり、画像に写っ
ているアニメのキャラクターを見つけたりできます。

画像を分析するためのカスタムモデルを開発することは、時間、専門知識、リソースを必要とする重要な
作業です。多くの場合、完了するまでに数か月かかります。さらに、意思決定を正確に下すのに十分な
データをモデルに提供するには、何千または数万もの手作業でラベル付けされた画像が必要になることが
あります。このデータを生成するには収集に数か月かかることがあり、機械学習で使用できるようにラベ
ラーの大規模なチームが準備しなければならない場合があります。

Amazon Rekognition カスタムラベルは、すでに多くのカテゴリの何千万もの画像でトレーニングされてい
る Amazon Rekognition の既存の機能を拡張します。何千もの画像の代わりに、ユースケースに特化した
少数のトレーニング画像（通常は数百画像以下）をアップロードできます。これを行うには、 easy-to-use 
コンソールを使用します。画像にすでにラベルが付けられている場合は、Amazon Rekognition カスタムラ
ベルを使用してモデルのトレーニングを短時間で開始できます。そうでない場合は、ラベリングインター
フェイス内で画像に直接ラベルを付けるか、Amazon SageMaker Ground Truth を使用して自動的にラベル
を付けることができます。

Amazon Rekognition カスタムラベルが画像セットからトレーニングを開始すると、わずか数時間でカスタ
ム画像分析モデルを作成できます。舞台裏では、Amazon Rekognition Custom Labels が自動的にトレーニ
ングデータをロードして検査し、適切な機械学習アルゴリズムを選択し、モデルをトレーニングし、モデ
ルパフォーマンスメトリックスを提供します。その後、Amazon Rekognition カスタムラベル API を介し
てカスタムモデルを使用し、アプリケーションに統合できます。

トピック
• 主な利点 (p. 1)
• Amazon Rekognition カスタムラベルの使用を選択する (p. 2)
• Amazon Rekognition カスタムラベルを初めてご使用になるユーザー向けの情報 (p. 3)

主な利点
データラベルの簡略化

Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールには、画像にすばやく簡単にラベルを付けることができ
る視覚的なインターフェイスが用意されています。このインターフェースでは、画像全体にラベルを貼
ることができます。 click-and-drag インターフェース付きのバウンディングボックスを使用して、画像
内の特定のオブジェクトを識別してラベルを付けることもできます。また、データセットが大きい場合
は、Amazon SageMaker Ground Truth を使用して大規模に画像に効率的にラベルを付けることができま
す。

自動機械学習

カスタムモデルを構築するために、機械学習の専門知識は必要ありません。Amazon Rekognition カスタム
ラベルには、機械学習を自動的に処理する自動機械学習 (AutoML) 機能が含まれています。トレーニング
画像が提供されると、Amazon Rekognition Custom Labels は自動的にデータの読み込みと検査、適切な機

1

http://aws.amazon.com/sagemaker/groundtruth/


Rekognition カスタムラベルのカスタマイズ
Amazon Rekognition カスタムラベルの使用を選択する

械学習アルゴリズムの選択、モデルのトレーニング、モデルのパフォーマンスメトリクスの提供を行いま
す。

モデル評価、推論、フィードバックの簡略化

カスタムモデルのパフォーマンスをテストセットで評価します。テストセット内のすべての画像につい
て、 side-by-side モデルの予測と割り当てられたラベルの比較を確認できます。また、精度、再現率、F1
スコア、信頼度スコアなどの詳細なパフォーマンス指標を確認することもできます。作成したモデルをす
ぐに画像解析に使用することも、パフォーマンスを向上させるために新しいバージョンを反復してより
多くの画像で再トレーニングすることもできます。モデルを使い始めたら、予測を追跡し、間違いを修正
し、フィードバックデータを使用して新しいモデルバージョンを再トレーニングし、パフォーマンスを改
善します。

Amazon Rekognition カスタムラベルの使用を選択
する

Amazon Rekognition には、画像内のラベル (オブジェクト、シーン、コンセプト) を検索するために使用
できる機能が 2 つあります。Amazon Rekognition カスタムラベルと Amazon Rekognition イメージラベル
検出です。次の情報を使用して、どの機能を使用すべきかを判断してください。

Amazon Rekognition Image のラベル検出
Amazon Rekognition Image のラベル検出機能を使用すると、機械学習モデルを作成しなくても、画像や動
画によく使われるラベルを大規模に識別、分類、検索できます。たとえば、車やトラック、トマト、バス
ケットボール、サッカーボールなど、何千もの一般的なオブジェクトを簡単に検出できます。

アプリケーションで一般的なラベルを見つける必要がある場合は、モデルをトレーニングする必要がな
いため、Amazon Rekognition Image のラベル検出を使用することをお勧めします。Amazon Rekognition 
Image のラベル検出によって検出されたラベルのリストを取得するには、「ラベルの検出」を参照してく
ださい。

組立ラインのカスタム機械部品など、Amazon Rekognition Image のラベル検出では見つからないラベルを
アプリケーションで検索する必要がある場合は、Amazon Rekognition カスタムラベルを使用することをお
勧めします。

Amazon Rekognition Custom Labels
Amazon Rekognition Custom Labels を使用すると、画像内のビジネスニーズに固有のラベル (オブジェク
ト、ロゴ、シーン、コンセプト) を見つける機械学習モデルを簡単にトレーニングできます。

Amazon Rekognition Custom Labels では、画像を分類したり (画像レベルの予測)、画像内のオブジェクト
の位置を検出したり (オブジェクト/バウンディングボックスレベルの予測) したりできます。

Amazon Rekognition カスタムラベルを使用すると、検出できるオブジェクトやシーンの種類をより柔軟に
変更できます。たとえば、Amazon Rekognition の画像ラベル検出を使用して植物や葉を見つけることがで
きます。健康な植物、損傷した植物、感染した植物を区別するには、Amazon Rekognition カスタムラベル
を使用する必要があります。

以下に示しているのは、Amazon Rekognition カスタムラベルの使用例です。

• 選手のジャージやヘルメットに貼られているチームロゴを見分けること
• 組立ライン上の特定の機械部品または製品を区別する
• メディアライブラリで漫画のキャラクターを識別
• 小売店の棚で特定のブランドの商品を探す
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• 農産物の品質 (腐ったもの、熟したもの、生のものなど) の分類

Note

Amazon Rekognition カスタムラベルは、顔の分析、テキストの検出、画像内の危険な画像コ
ンテンツの検出を目的としたものではありません。これらのタスクを実行するには、Amazon 
Rekognition イメージを使用できます。詳細については、「Amazon Rekognition とは」を参照し
てください。

Amazon Rekognition カスタムラベルを初めてご使
用になるユーザー向けの情報

Amazon Rekognition カスタムラベルを初めて使用する場合は、以下のセクションを順に読むことをお勧め
します。

1. Amazon Rekognition カスタムラベルをセットアップする (p. 4) – 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 Rekognition カスタムラベルについて (p. 18)— このセクションでは、モデルを作成するため
のワークフローについて学びます。

3. 新規 Amazon Rekognition カスタムラベルを開始する (p. 25)— このセクションでは、Amazon 
Rekognition カスタムラベルで作成されたサンプルプロジェクトを使用してモデルをトレーニングしま
す。

4. チュートリアル:画像の分類 (p. 41)-このセクションでは、作成したデータセットを使用して画像を分
類する方法を学びます。

3
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ステップ 1: AWS アカウントを作成する

Amazon Rekognition カスタムラベル
をセットアップする

以下の手順は、Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールと SDK をセットアップする方法を示して
います。

Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールは次のブラウザで使用できることに注意してください。

• クローム — バージョン 21 以降
• ファイアフォックス — バージョン 27 またはそれ以降
• マイクロソフトエッジ — バージョン 88 以降
• サファリ — バージョン 7 またはそれ以降。また、Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールで

は Safari を使用してバウンディングボックスを描画することはできません。詳細については、「バウン
ディングボックスでオブジェクトにラベルを付ける (p. 112)」を参照してください。

Amazon Rekognition カスタムラベルを初めて使用する場合は、事前に以下のタスクをすべて実行してくだ
さい。

トピック
• ステップ 1: AWS アカウントを作成する (p. 4)
• ステップ 2: Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールのアクセス許可をセットアップす

る (p. 6)
• ステップ 3: コンソールバケットの作成 (p. 8)
• ステップ 4:AWS CLI とAWS SDK をセットアップする (p. 9)
• ステップ 5: (オプション) トレーニングファイルを暗号化する (p. 15)
• ステップ 6: (オプション) 以前のデータセットを新しいプロジェクトに関連付ける (p. 17)

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アカウントを作成し、管理者ユーザーを作成し、AWS SDK へのプログラムによ
るアクセス権の付与について学びます。

トピック
• AWS アカウントにサインアップする (p. 4)
• 管理ユーザーを作成する (p. 5)
• プログラム的なアクセス (p. 5)

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。
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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。

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。

プログラム的なアクセス
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。
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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

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。

• 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。

ステップ 2: Amazon Rekognition カスタムラベルコ
ンソールのアクセス許可をセットアップする

Amazon Rekognition コンソールを使用するには、に適切なアクセス権限を追加する必要があります。ト
レーニングファイルをコンソールバケット以外のバケットに保存する場合は (p. 8)、追加の権限が必要
です。

トピック
• コンソールアクセスを許可する (p. 7)
• 外部の Amazon S3 3 バケットへのアクセス (p. 8)
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• 権限の割り当て (p. 8)

コンソールアクセスを許可する
Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールを使用するには、Amazon S3、 SageMaker Ground 
Truth、および Amazon Rekognition カスタムラベルを対象とする次の IAM ポリシーが必要です。アクセス
許可の割り当てについては、「」を参照してください権限の割り当て (p. 8)。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:ListAllMyBuckets" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "s3Policies", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:CreateBucket", 
                "s3:GetBucketAcl", 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:GetObjectAcl", 
                "s3:GetObjectVersion", 
                "s3:GetObjectTagging", 
                "s3:GetBucketVersioning", 
                "s3:GetObjectVersionTagging", 
                "s3:PutBucketCORS", 
                "s3:PutLifecycleConfiguration", 
                "s3:PutBucketPolicy", 
                "s3:PutObject", 
                "s3:PutObjectTagging", 
                "s3:PutBucketVersioning", 
                "s3:PutObjectVersionTagging" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::custom-labels-console-*" 

            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "rekognitionPolicies", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "rekognition:*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "groundTruthPolicies", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "groundtruthlabeling:*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
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}

外部の Amazon S3 3 バケットへのアクセス
最初に新しいAWSリージョンで Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールを開くと、Amazon 
Rekognition カスタムラベルはプロジェクトファイルの保存に使用されるバケット (コンソールバケット) 
を作成します。または、独自の Amazon S3 バケット (外部バケット) を使用して、画像またはマニフェス
トファイルをコンソールにアップロードすることもできます。外部バケットを使用するには、前のポリ
シーに次のポリシーブロックを追加します。my-bucketの部分はバケットの名前に置き換えます。

        { 
            "Sid": "s3ExternalBucketPolicies", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetBucketAcl", 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:GetObjectAcl", 
                "s3:GetObjectVersion", 
                "s3:GetObjectTagging", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:PutObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::my-bucket*" 
            ] 
        }

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 Rekognition カスタムラベルプロジェクトを使用して、モデルを作成および管理します。最初に
新しいAWSリージョンで Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールを開くと、Amazon Rekognition 
カスタムラベルはプロジェクトを保存するための 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名は、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、後で参照できる場所にメモしておくとよいでしょう。

8

https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/howtocreatepermissionset.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_create_for-idp.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_create_for-idp.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_create_for-user.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_create_for-user.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_users_change-permissions.html#users_change_permissions-add-console


Rekognition カスタムラベルのカスタマイズ
ステップ 4:AWS CLI とAWS SDK をセットアップする

バケット名の形式は次のとおりです。custom-labels-console-<region>-<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。

コンソールバケットを作成するには

1. ユーザーに正しいアクセス権限があることを確認します。詳細については、「コンソールアクセスを
許可する (p. 7)」を参照してください。

2. AWS Management Consoleにサインインし、https://console.aws.amazon.com/rekognition/ で Amazon 
Rekognition コンソールを開きます。

3. [Get started] (開始する) を選択します。
4. 現在の AWS リージョンでコンソールを初めて開いた場合は、[First Time Set Up] (初回セットアップ) 

ダイアログボックスで以下を実行します。

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 Rekognition カスタムラベルに Amazon S3 バケット (コンソールバケット) の作成を代行

させる場合は、[Create S3 bucket] を選択します。
5. ブラウザウィンドウを閉じます。

ステップ 4:AWS CLI とAWS SDK 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。

トピック
• AWSSDKS をインストールする (p. 9)
• プログラム的なアクセス権を付与する (p. 5)
• SDK アクセス許可の設定 (p. 12)
• Amazon Rekognition カスタムラベルオペレーションを呼び出す (p. 13)

AWSSDKS 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。

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. 10)
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• AWS環境でのコードの実行 (p. 11)

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. 11)。

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。

• 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。

10

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-sso.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-sso.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-sso.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-sso.html
https://docs.aws.amazon.com/sdkref/latest/guide/access-sso.html
https://docs.aws.amazon.com/sdkref/latest/guide/access-sso.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_temp_use-resources.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_temp_use-resources.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-authentication-user.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-authentication-user.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-authentication-user.html
https://docs.aws.amazon.com/sdkref/latest/guide/access-iam-users.html
https://docs.aws.amazon.com/sdkref/latest/guide/access-iam-users.html
https://docs.aws.amazon.com/sdkref/latest/guide/access-iam-users.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_access-keys.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_access-keys.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_access-keys.html


Rekognition カスタムラベルのカスタマイズ
プログラム的なアクセス権を付与する

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. 10)。認証情報やその他の設定情報を取得するために、custom-
labels-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='custom-labels-access')
rekognition_client = session.client("rekognition")

プロファイルが表すユーザーには、Amazon Rekognition カスタムラベル SDKAWS オペレーションおよび
例で必要となるその他の SDK オペレーション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. 12)」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SDK アク
セス許可の設定 (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custom-labels-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)」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関数内で実行され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
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 IAM ロールを使用して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 サービスの利用」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。
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SDK アクセス許可の設定
Amazon Rekognition カスタムラベル SDK オペレーションを使用するには、Amazon Rekognition カスタム
ラベル API と、モデルトレーニングに使用される Amazon S3 バケットへのアクセス許可が必要です。

トピック
• SDK 操作権限の付与 (p. 12)
• AWSSDK の使用に関するポリシーの更新 (p. 12)
• 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DetectCustomLabels、実行する権限が必要で
すrekognition:DetectCustomLabels。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。AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccessAWS管理ポリシーを使用すると、Amazon 
Rekognition カスタムラベル API に完全にアクセスできます。詳細については、「AWS 管理ポリシー:」を
参照してください AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess。アプリケーションに必要なアクセス許可
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、許可をさらに減らしま
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。

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)。

AWSSDK の使用に関するポリシーの更新
AWSSDK を Amazon Rekognition カスタムラベルの最新リリースで使用するには、トレーニングイメージ
とテストイメージを含む Amazon S3 バケットにアクセスするためのアクセス権限を Amazon Rekognition 
カスタムラベルに付与する必要がなくなりました。以前にアクセス許可を追加している場合は、それらを
削除する必要はありません。必要に応じて、rekognition.amazonaws.comプリンシパルのサービスが
あるバケットからポリシーをすべて削除します。例:

"Principal": { 
    "Service": "rekognition.amazonaws.com"
}

詳細については、「バケットポリシーの使用」を参照してください。

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 Rekognition カスタムラベルオペレーション
を呼び出す
次のコードを実行して、Amazon Rekognition カスタムラベル 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、DescribeProjects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 Rekognition 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 クライアントは main 関数で宣言されています。

コードが失敗する場合は、使用しているユーザーに正しいアクセス権限があるかどうかを確認します。
また、Amazon RekognitionAWS カスタムラベル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 Rekognition カスタムラベルオペレーションを呼び出すには

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をまだインストールし
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 をセットアップす
る (p. 9)」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

describe-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 rekognition describe-projects \
--profile custom-labels-access
 

Python

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

"""
This example shows how to describe your Amazon Rekognition Custom Labels projects.
If you haven't previously created a project in the current AWS Region,
the response is an empty list, but does confirm that you can call an
Amazon Rekognition Custom Labels operation.
"""
from botocore.exceptions import ClientError
import boto3

def describe_projects(rekognition_client): 
    """ 
    Lists information about the projects that are in in your AWS account 
    and in the current AWS Region. 

    : param rekognition_client: A Boto3 Rekognition client. 
    """ 
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    try: 
        response = rekognition_client.describe_projects() 
        for project in response["ProjectDescriptions"]: 
            print("Status: " + project["Status"]) 
            print("ARN: " + project["ProjectArn"]) 
            print() 
        print("Done!") 
    except ClientError as err: 
        print(f"Couldn't describe projects. \n{err}") 
        raise

def main(): 
    """ 
    Entrypoint for script. 
    """ 

    session = boto3.Session(profile_name='custom-labels-access') 
    rekognition_client = session.client("rekognition") 

    describe_projects(rekognition_client)

if __name__ == "__main__": 
    main()

Java V2

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

package com.example.rekognition;

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

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DatasetMetadata;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeProjectsRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeProjectsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.ProjectDescription;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;

public class Hello { 

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

    public static void describeMyProjects(RekognitionClient rekClient) { 

        DescribeProjectsRequest descProjects = null; 

        // If a single project name is supplied, build projectNames argument 

        List<String> projectNames = new ArrayList<String>(); 

        descProjects = DescribeProjectsRequest.builder().build(); 
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ニングファイルを暗号化する

        // Display useful information for each project. 

        DescribeProjectsResponse resp = rekClient.describeProjects(descProjects); 

        for (ProjectDescription projectDescription : resp.projectDescriptions()) { 

            System.out.println("ARN: " + projectDescription.projectArn()); 
            System.out.println("Status: " + projectDescription.statusAsString()); 
            if (projectDescription.hasDatasets()) { 
                for (DatasetMetadata datasetDescription : 
 projectDescription.datasets()) { 
                    System.out.println("\tdataset Type: " + 
 datasetDescription.datasetTypeAsString()); 
                    System.out.println("\tdataset ARN: " + 
 datasetDescription.datasetArn()); 
                    System.out.println("\tdataset Status: " + 
 datasetDescription.statusAsString()); 
                } 
            } 
            System.out.println(); 
        } 

    } 

    public static void main(String[] args) { 

        try { 

            // Get the Rekognition client 
            RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder() 
                .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("custom-
labels-access")) 
                .region(Region.US_WEST_2) 
                .build(); 
             
            // Describe projects 

            describeMyProjects(rekClient); 

            rekClient.close(); 

        } catch (RekognitionException rekError) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Rekognition client error: {0}", 
 rekError.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 

    }

}

ステップ 5: (オプション) トレーニングファイルを
暗号化する

次のオプションのいずれかを選択して、コンソールバケットまたは外部の Amazon S3 バケットにある 
Amazon Rekognition Custom Labels マニフェストファイルとイメージファイルを暗号化できます。

• Amazon S3 キー (SSE-S3) を使用してください。
• あなたを使うAWS KMS key.
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で暗号化されたファイルの復号

化AWS Key Management Service

Note

呼び出し側の IAM プリンシパルには、ファイルを復号化するための権限が必要です。詳細につ
いては、「で暗号化されたファイルの復号化AWS Key Management Service (p. 16)」を参照
してください。

Amazon S3 バケットを暗号化する方法については、「Amazon S3 3 バケットのデフォルトのサーバー側
のサーバー側のサーバー側のサーバー側の動作の設定」を参照してください。

で暗号化されたファイルの復号化AWS Key 
Management Service
AWS Key Management Service(KMS) を使用して Amazon Rekognition カスタムラベルのマニフェスト
ファイルとイメージファイルを暗号化する場合は、Amazon Rekognition カスタムラベルを呼び出す IAM 
プリンシパルを KMS キーのキーポリシーに追加します。これにより、Amazon Rekognition カスタムラ
ベルはトレーニング前にマニフェストとイメージファイルを復号化できます。詳細については、「私の 
Amazon S3 3 バケットにはデフォルトでカスタム AWS KMS キーを使用した暗号化があります。ユーザー
がバケットからダウンロードしてバケットにアップロードできるようにするにはどうすればよいですか?

IAM プリンシパルには KMS キーに対する次の権限が必要です。

• キログラム:GenerateDataKey
• kms:Decrypt

詳細については、「AWS Key Management Service (SSE-KMS) に保存された KMS キーによるサーバー側
の暗号化を使ったデータの保護」を参照してください。

コピーしたトレーニング画像やテスト画像の暗号化
モデルをトレーニングするために、Amazon Rekognition カスタムラベルは出典トレーニングとテストイ
メージ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
保存時に暗号化されます。独自のものを使用することもできますAWS KMS key。独自の KMS キーを選択
する場合は、KMS キーに対する次の権限が必要です。

• キログラム:CreateGrant
• キログラム:DescribeKey

コンソールでモデルをトレーニングするとき、CreateProjectVersionまたは操作を呼び出すときに、
オプションで KMS キーを指定します。使用する KMS キーは、Amazon S3 バケット内のマニフェスト
ファイルとイメージファイルの暗号化に使用する KMS キーと同じ KMS キーである必要はありません。詳
細については、「ステップ 5: (オプション) トレーニングファイルを暗号化する (p. 15)」を参照してく
ださい。

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。

モデルをトレーニングする方法については、「Amazon Rekognition カスタムラベルモデルのトレーニン
グ (p. 120)」を参照してください。
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ステップ 6: (オプション) 以前のデータセットを新
しいプロジェクトに関連付ける

新しい Amazon Rekognition カスタムラベルは、プロジェクトでデータセットを管理するようになりまし
た。以前に作成した (以前の) データセットは読み取り専用であり、使用する前にプロジェクトに関連付け
る必要があります。コンソールでプロジェクトの詳細ページを開くと、プロジェクトのモデルの最新バー
ジョンをトレーニングしたデータセットがプロジェクトと自動的に関連付けられます。AWSSDK を使用し
ている場合、データセットとプロジェクトの自動関連付けは行われません。

関連付けられていない以前のデータセットは、モデルのトレーニングに使用されたことはなく、以前の
バージョンのモデルのトレーニングに使用されたこともありません。[以前のデータセット] ページには、
関連するデータセットと関連付けられていないデータセットがすべて表示されます。

関連付けられていない以前のデータセットを使用するには、[以前のデータセット] ページで新しいプロ
ジェクトを作成します。このデータセットは、新しいプロジェクトのトレーニングデータセットになりま
す。以前のデータセットには複数の関連付けが可能なため、既に関連付けられているデータセットのプロ
ジェクトを作成することもできます。

以前のデータセットを新しいプロジェクトに関連付けるには

1. Amazon Rekognition コンソールを https://console.aws.amazon.com/rekognition/ で開きます。
2. 左のペインで、[カスタムラベルを使用] を選択します。Amazon Rekognition カスタムラベルのラン

ディングページが表示されます。
3. 左のナビゲーションペインで、[以前のデータセット] を選択します。
4. データセットビューで、プロジェクトに関連付ける以前のデータセットを選択します。
5. [データセットを使用してプロジェクトを作成] を選択します。
6. [プロジェクトの作成] ページで、[プロジェクト名] に新しいプロジェクトの名前を入力します。
7. [Create project] を選択してプロジェクトを作成します。プロジェクトの作成までに時間がかかる場合

があります。
8. プロジェクトを使用してください。詳細については、「Amazon Rekognition カスタムラベルについ

て (p. 18)」を参照してください。

以前のデータセットをテストデータセットとして使用
する
最初に以前のデータセットを新しいプロジェクトに関連付けることで、以前のデータセットを既存のプ
ロジェクトのテストデータセットとして使用できます。次に、新しいプロジェクトのトレーニングデータ
セットを既存のプロジェクトのテストデータセットにコピーします。

以前のデータセットをテストデータセットとして使用するには

1. の指示に従ってステップ 6: (オプション) 以前のデータセットを新しいプロジェクトに関連付け
る (p. 17)、以前のデータセットを新しいプロジェクトに関連付けます。

2. 新しいプロジェクトからトレーニングデータセットをコピーして、既存のプロジェクトにテストデー
タセットを作成します。詳細については、「既存のデータセット (p. 107)」を参照してください。

3. の指示に従って新しい Amazon Rekognition カスタムラベルプロジェクトを削除する (コンソー
ル) (p. 224)、新しいプロジェクトを削除します。

または、以前のデータセットのマニフェストファイルを使用してテストデータセットを作成することもで
きます。詳細については、「マニフェストファイルの作成 (p. 81)」を参照してください。
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Rekognition カスタムラベルのカスタマイズ
モデルタイプの選択

Amazon Rekognition カスタムラベル
について

このセクションでは、Amazon Rekognition カスタムラベルモデルをコンソールとAWS SDK でトレーニン
グして使用するためのワークフローの概要を説明します。

Note

Amazon Rekognition カスタムラベルがプロジェクト内のデータセットを管理するようになりまし
た。コンソールとAWS SDK を使用して、プロジェクトのデータセットを作成できます。以前に 
Amazon Rekognition カスタムラベルを使用したことがある場合は、古いデータセットを新しいプ
ロジェクトに関連付ける必要がある場合があります。詳細については、「ステップ 6: (オプショ
ン) 以前のデータセットを新しいプロジェクトに関連付ける (p. 17)」を参照してください。

トピック
• モデルタイプの選択 (p. 18)
• モデルの作成 (p. 20)
• モデルの改善 (p. 22)
• モデルの開始 (p. 23)
• 画像を分析する (p. 24)
• モデルの停止 (p. 24)

モデルタイプの選択
最初に、ビジネス目標に応じて、どのタイプのモデルをトレーニングするかを決定します。たとえば、
ソーシャルメディアの投稿で自分のロゴを見つけたり、店の棚で商品を識別したり、組立ラインで機械部
品を分類したりするようにモデルをトレーニングできます。

Amazon Rekognition カスタムラベルでは、次のタイプのモデルをトレーニングできます。

• オブジェクト、シーン、コンセプトを探す (p. 18)
• オブジェクトの場所を検索する (p. 19)
• ブランドの場所を見つけます (p. 20)

トレーニングするモデルのタイプを決定しやすくするために、Amazon Rekognition カスタムラベルには使
用できるサンプルプロジェクトが用意されています。詳細については、「新規 Amazon Rekognition カス
タムラベルを開始する (p. 25)」を参照してください。

オブジェクト、シーン、コンセプトを探す
モデルは、画像全体に関連するオブジェクト、シーン、およびコンセプトの分類を予測します。たとえ
ば、画像に観光名所が含まれているかどうかを判断するモデルをトレーニングできます。プロジェクトの
例については、を参照してくださいイメージ分類 (p. 25)。
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Rekognition カスタムラベルのカスタマイズ
オブジェクトの場所を検索する

あるいは、画像を複数のカテゴリに分類するモデルをトレーニングすることもできます。たとえば、前の
画像には、空の色、反射、湖などのカテゴリが含まれている場合があります。プロジェクトの例について
は、を参照してくださいマルチラベル画像分類 (p. 26)。

オブジェクトの場所を検索する
モデルは画像上のオブジェクトの位置を予測します。予測には、オブジェクト位置のバウンディングボッ
クス情報と、バウンディングボックス内のオブジェクトを識別するラベルが含まれます。たとえば、次の
画像は、コンパレータやポット抵抗など、回路基板のさまざまな部分のバウンディングボックスを示して
います。
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Rekognition カスタムラベルのカスタマイズ
ブランドの場所を見つけます

オブジェクトローカリゼーション (p. 27)このサンプルプロジェクトでは、Amazon Rekognition Custom 
Labels がラベルの付いたバウンディングボックスを使用して、オブジェクトの位置を見つけるモデルをト
レーニングする方法を示しています。

ブランドの場所を見つけます
Amazon Rekognition カスタムラベルは、ロゴなどのブランドの位置を画像上で特定するモデルをトレーニ
ングできます。予測には、ブランドロケーションのバウンディングボックス情報と、バウンディングボッ
クス内のオブジェクトを識別するラベルが含まれます。プロジェクトの例については、を参照してくださ
いブランド検知 (p. 26)。

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

プロジェクトの作成
Amazon Rekognition カスタムラベルプロジェクトは、モデルの作成と管理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 — モデルをトレーニングするために使用される画像と画像ラベル。プロジェクトには、ト
レーニングデータセットとテストデータセットがあります。

• モデル — ビジネスに固有のコンセプト、シーン、オブジェクトを見つけるためにトレーニングするソフ
トウェア。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。

プロジェクトは、回路基板上の回路基板部品を見つけるなど、単一のユースケースに使用することをお勧
めします。

Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールと CreateProjectAPI を使用してプロジェクトを作成でき
ます。詳細については、「プロジェクトの作成 (p. 58)」を参照してください。
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Rekognition カスタムラベルのカスタマイズ
トレーニングデータセットとテストデータセットの作成

トレーニングデータセットとテストデータセットの作
成
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。プロジェクト内で、Amazon 
Rekognition カスタムラベルがモデルのトレーニングとテストに使用するテストデータセットを作成しま
す。

ラベルは、画像内のオブジェクト、シーン、コンセプト、またはオブジェクトの周りのバウンディング
ボックスを識別します。ラベルは画像全体 (画像レベル) に割り当てられるか、画像上のオブジェクトを囲
むバウンディングボックスに割り当てられます。

Important

データセットの画像にどのようにラベルを付けるかによって、Amazon Rekognition カスタムラベ
ルが作成するモデルのタイプが決まります。たとえば、オブジェクト、シーン、コンセプトを見
つけるモデルをトレーニングするには、トレーニングデータセットとテストデータセットの画像
に画像レベルのラベルを割り当てます。詳細については、「目的とするデータセット (p. 63)」
を参照してください。

画像は PNG 形式と JPEG 形式である必要があり、入力画像の推奨事項に従う必要があります。詳細につ
いては、「画像を準備する (p. 66)」を参照してください。

トレーニングデータセットとテストデータセットの作成 (コン
ソール)
単一のデータセットでプロジェクトを開始することも、トレーニングデータセットとテストデータセット
を別々に持つこともできます。シングルデータセットから始めた場合、Amazon Rekognition カスタムラベ
ルはトレーニング中にデータセットを分割して、プロジェクトのトレーニングデータセット（80%）とテ
ストデータセット（20%）を作成します。トレーニングとテストに使用する画像を Amazon Rekognition 
カスタムラベルに決定させたい場合は、1 つのデータセットから始めます。トレーニング、テスト、パ
フォーマンスチューニングを完全に制御するには、トレーニングデータセットとテストデータセットを
別々に持つことをお勧めします。

プロジェクトのデータセットを作成するには、次のいずれかの方法で画像をインポートします。

• ローカルコンピュータから画像をインポートします。
• S3 バケットから画像をインポートします。Amazon Rekognition カスタムラベルでは、画像を含むフォ

ルダー名を使用して画像にラベル付けすることができます。
• Amazon SageMaker Ground Truth マニフェストファイルをインポートします。
• 既存の Amazon Rekognition カスタムラベルデータセットをコピーします。

詳細については、「画像を使ったトレーニングデータセットとテストデータセットの作成 (p. 67)」を参
照してください。

画像のインポート元によっては、画像にラベルが付いていない場合があります。たとえば、ローカルコン
ピューターからインポートされた画像にはラベルが付けられません。Amazon SageMaker Ground Truth マ
ニフェストファイルからインポートされた画像にはラベルが付けられます。Amazon Rekognition カスタム
ラベルコンソールを使用して、ラベルを追加、変更、割り当てることができます。詳細については、「画
像にラベルを付ける (p. 108)」を参照してください。

コンソールを使用して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には、を参照してくだ
さい画像を使ったトレーニングデータセットとテストデータセットの作成 (p. 67)。トレーニングデータ
セットとテストデータセットの作成を含むチュートリアルについては、を参照してくださいチュートリア
ル:画像の分類 (p. 41)。
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モデルをトレーニングする

トレーニングデータセット、テストデータセット (SDK) の作成
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には、CreateDataset API を使用しま
す。Amazon SageMaker 形式のマニフェストファイルを使用するか、既存の Amazon Rekognition カス
タムラベルデータセットをコピーして、データセットを作成できます。詳細については、「トレーニング
データセット、テストデータセット (SDK) の作成  (p. 68)必要に応じて、独自のマニフェストファイル
を作成できます」を参照してください。詳細については、「the section called “マニフェストファイルの作
成” (p. 81)」を参照してください。

モデルをトレーニングする
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ます。モデルの新しいバージョンは、ト
レーニングのたびに作成されます。トレーニング中、Amazon Rekognition カスタムラベルはトレーニン
グしたモデルのパフォーマンスをテストします。結果を使用して、モデルを評価および改善できます。ト
レーニングが完了するまでしばらく時間がかかります。モデルトレーニングが成功した場合にのみ課金さ
れます。詳細については、「Amazon Rekognition カスタムラベルモデルのトレーニング (p. 120)」を
参照してください。モデルトレーニングが失敗した場合は、Amazon Rekognition カスタムラベルからデ
バッグ情報が提供され、これを使用できます。詳細については、「失敗したモデルトレーニングのデバッ
グ (p. 130)」を参照してください。

モデルをトレーニングする (コンソール)
コンソールを使用してモデルをトレーニングするには、を参照してくださいモデルをトレーニングする 
(コンソール) (p. 121)。

モデルをトレーニングする (SDK)
Amazon Rekognition カスタムラベルモデルをトレーニングするには、を呼び出しま
すCreateProjectVersion。詳細については、「モデルをトレーニングする (SDK) (p. 123)」を参照してく
ださい。

モデルの改善
テスト中、Amazon Rekognition カスタムラベルはトレーニング済みモデルの改善に使用できる評価指標を
作成します。

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。F1、精度、再現率などのパフォーマンスメトリクスにより、トレーニングしたモデルのパフォーマン
スを理解し、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。詳細については、「モ
デルを評価するための指標 (p. 168)」を参照してください。

モデルの評価 (コンソール)
パフォーマンスメトリクスを表示するには、「」を参照してください評価指標へのアクセス (コンソー
ル) (p. 171)。

モデルの評価 (SDK)
DescribeProjectVersionsパフォーマンスメトリクスを取得するには、を呼び出してテスト結果を取得
します。詳細については、「Amazon Rekognition カスタムラベル評価メトリクス (SDK) へのアクセ
ス (p. 172)」を参照してください。テスト結果には、分類結果の混同行列など、コンソールにはない指標
が含まれます。テスト結果は次の形式で返されます。
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Rekognition カスタムラベルのカスタマイズ
モデルの改善

• F1 スコア — モデルの精度と再現率の全体的なパフォーマンスを表す単一の値。詳細については、
「F1 (p. 170)」を参照してください。

• サマリーファイルの場所 — テストサマリーには、テストデータセット全体の集計評価メトリックと、
個々のラベルのメトリックが含まれます。 DescribeProjectVersionsサマリーファイルの S3 バ
ケットとフォルダーの場所を返します。詳細については、「サマリーファイル (p. 173)」を参照してく
ださい。

• 評価マニフェストのスナップショットの場所 — スナップショットには、信頼度評価や偽陽性などの二項
分類テストの結果など、テスト結果に関する詳細が含まれています。 DescribeProjectVersionsス
ナップショットファイルの S3 バケットとフォルダーの場所を返します。詳細については、「評価マニ
フェストのスナップショット (p. 174)」を参照してください。

モデルの改善
改善が必要な場合は、トレーニング画像を追加するか、データセットのラベル付けを改善することができ
ます。詳細については、「Amazon Rekognition カスタムラベルモデルの改善 (p. 184)」を参照してくだ
さい。また、モデルが行った予測についてフィードバックを提供し、それを使ってモデルを改善すること
もできます。詳細については、「モデルフィードバックソリューション (p. 316)」を参照してください。

モデルの改善 (コンソール)
データセットに画像を追加するには、を参照してくださいデータセットへの画像の追加 (p. 243)。ラベル
を追加または変更するには、を参照してくださいthe section called “画像にラベルを付ける” (p. 108)。

モデルを再トレーニングするには、を参照してくださいモデルをトレーニングする (コンソー
ル) (p. 121)。

モデルの改善 (SDK)
データセットに画像を追加したり、画像のラベルを変更したりするには、UpdateDatasetEntries API 
を使用します。 UpdateDatasetEntriesマニフェストファイルに JSON 行を更新または追加します。各 
JSON 行には、割り当てられたラベルやバウンディングボックス情報など、1 つの画像に関する情報が含
まれています。詳細については、「画像をさらに追加する (SDK) (p. 244)」を参照してください。データ
セットのエントリを表示するには、ListDatasetEntries API を使用します。

モデルを再トレーニングするには、を参照してくださいモデルをトレーニングする (SDK) (p. 124)。

モデルの開始
モデルを使用する前に、Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールまたはStartProjectVersion
API を使用してモデルを開始します。モデルの実行時間に対して課金されます。詳細については、「ト
レーニング済みモデルの実行 (p. 186)」を参照してください。

モデルの起動 (コンソール)
コンソールを使用してモデルを起動するには、を参照してください新しい Amazon Rekognition カスタム
ラベルモデルの開始 (コンソール) の開始 (p. 189)。

モデルの開始
モデルコールを開始しますStartProjectVersion。詳細については、「新しい Amazon Rekognition カスタム
ラベルモデル (SDK) の開始 (p. 189)」を参照してください。
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画像を分析する

画像を分析する
モデルで画像を分析するには、DetectCustomLabels API を使用します。ローカルイメージ、または S3 
バケットに保存されているイメージを指定できます。オペレーションには、使用するモデルの Amazon リ
ソースネーム (ARN) も必要です。

モデルがオブジェクト、シーン、コンセプトを見つけた場合、応答には画像で見つかった画像レベルのラ
ベルのリストが含まれます。たとえば、次の図は、Rooms サンプルプロジェクトを使用して見つかった画
像レベルのラベルを示しています。

モデルがオブジェクトの位置を検出した場合、応答には画像で見つかったラベルの付いたバウンディング
ボックスのリストが含まれます。バウンディングボックスは、画像上のオブジェクトの位置を表します。
バウンディングボックス情報を使用して、オブジェクトの周囲にバウンディングボックスを描画できま
す。たとえば、次の画像は、回路基板サンプルプロジェクトで見つかった回路基板部品の周りのバウン
ディングボックスを示しています。

詳細については、「トレーニング済みモデルを使用して画像を解析する (p. 205)」を参照してください。

モデルの停止
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、Amazon Rekognition カス
タムラベルコンソールまたはStopProjectVersion API を使用してモデルを停止します。詳細について
は、「新しい Amazon Rekognition カスタムラベルモデルの停止 (p. 196)」を参照してください。

モデルの停止 (コンソール)
実行中のモデルをコンソールで停止するには、「」を参照してください新しい Amazon Rekognition カス
タムラベルモデルの停止 (コンソール) の停止 (p. 196)。

モデルの停止 (SDK)
実行中のモデルを停止するには、StopProjectVersion を呼び出します。詳細については、「新しい 
Amazon Rekognition カスタムラベルモデル (SDK) の停止 (p. 197)」を参照してください。
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Rekognition カスタムラベルのカスタマイズ
チュートリアルビデオ

新規 Amazon Rekognition カスタムラ
ベルを開始する

これらの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 Rekognition カスタムラ
ベルについて (p. 18)。

Amazon Rekognition カスタムラベルを使用して機械学習モデルをトレーニングします。トレーニングされ
たモデルは画像を分析して、ビジネスニーズに固有のオブジェクト、シーン、コンセプトを見つけます。
たとえば、住宅の画像を分類したり、プリント基板上の電子部品の位置を見つけたりするようにモデルを
トレーニングできます。

使い始めやすいように、Amazon Rekognition カスタムラベルにはチュートリアルビデオとサンプルプロ
ジェクトが含まれています。

Note

Amazon RekognitionAWS カスタムラベルがサポートするリージョンとエンドポイントの詳細に
ついては、「Rekognition エンドポイントとクォータ」を参照してください。

チュートリアルビデオ
ビデオでは、Amazon Rekognition カスタムラベルを使用してモデルをトレーニングおよび使用する方法を
示しています。

チュートリアルビデオを見るには

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

2. 左のペインで、[カスタムラベルを使用する] を選択します。Amazon Rekognition カスタムラベルのラ
ンディングページが表示されます。[カスタムラベルを使用する] が表示されない場合は、AWS使用し
ているリージョンが Amazon Rekognition カスタムラベルをサポートしていることを確認してくださ
い。

3. ナビゲーションペインで、[Get starts] を選択します。
4. Amazon Rekognition カスタムラベルとはどのようなものですか？ 、ビデオを選択して概要ビデオを

ご覧ください。
5. ナビゲーションペインで、[Tutorials] を選択します。
6. チュートリアルページで、視聴したいチュートリアルビデオを選択します。

プロジェクトの例
Amazon Rekognition カスタムラベルには、次のサンプルプロジェクトが用意されています。

イメージ分類
画像分類プロジェクト (部屋) では、裏庭、キッチン、パティオなど、画像内の 1 つ以上の世帯の場所を検
索するモデルをトレーニングします。トレーニングとテストの画像は 1 つの場所を表しています。各画像
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には、キッチン、パティオ、living_space など、1 つの画像レベルのラベルが付けられています。分析され
た画像の場合、トレーニングされたモデルは、トレーニングに使用されたイメージレベルのラベルのセッ
トから一致するラベルを 1 つ以上返します。たとえば、モデルは次の画像で living_space というラベルが
見つかる場合があります。詳細については、「オブジェクト、シーン、コンセプトを探す (p. 63)」を参
照してください。

マルチラベル画像分類
マルチラベル画像分類プロジェクト（Flowers）では、花の画像を3つの概念（花の種類、葉の有無、成長
段階）に分類するモデルをトレーニングします。

トレーニング画像やテスト画像には、花の種類にはCamellia、葉のある花には with_leaves、完全に成長し
た花には fully_grown など、コンセプトごとに画像レベルのラベルが付いています。

分析された画像の場合、トレーニングされたモデルは、トレーニングに使用されたイメージレベルのラベ
ルのセットから一致するラベルを返します。たとえば、モデルは次の画像の「mediterranean_spurge」と
「with_leaves」というラベルを返します。詳細については、「オブジェクト、シーン、コンセプトを探
す (p. 63)」を参照してください。

ブランド検知
ブランド検出プロジェクト (Logos) では、Amazon Textract や AWS LambdaAWS などの特定のロゴの位
置を検出するモデルをトレーニングします。トレーニング画像はロゴのみで、lambda や textract などの
画像レベルのラベルが 1 つ付いています。また、ブランド所在地を示すバウンディングボックスを含むト
レーニング画像を使用して、ブランド検出モデルをトレーニングすることもできます。テスト画像には、
建築図などの自然な場所でのロゴの位置を表すラベル付きのバウンディングボックスが付いています。ト
レーニングされたモデルがロゴを検索し、見つかったロゴごとにラベルの付いたバウンディングボックス
を返します。詳細については、「ブランド所在地を探す (p. 65)」を参照してください。
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オブジェクトローカリゼーション
オブジェクトローカリゼーションプロジェクト（回路基板）では、コンパレータや赤外線発光ダイオード
など、プリント回路基板上の部品の位置を見つけるモデルをトレーニングします。トレーニングとテスト
の画像には、回路基板の部品を囲むバウンディングボックスと、バウンディングボックス内の部品を識別
するラベルが含まれています。ラベル名はIR_フォトトランジスタ、ir_led、pot_resistor、およびコンパ
レータです。学習済みモデルは回路基板部品を検索し、見つかった回路部品ごとにラベル付きの境界を返
します。詳細については、「オブジェクトの場所を検索する (p. 64)」を参照してください。

サンプルプロジェクトを使用する
これらの入門ガイドでは、Amazon Rekognition Custom Labels が作成するサンプルプロジェクトを使用し
てモデルをトレーニングする方法を示しています。また、モデルを起動し、それを使用してイメージを解
析する方法についても説明します。

サンプルプロジェクトの作成
はじめに、どのプロジェクトを使用するかを決めてください。詳細については、「ステップ 1: サンプルプ
ロジェクトを選択する (p. 28)」を参照してください。

Amazon Rekognition カスタムラベルは、データセットを使用してモデルのトレーニングと評価 (テス
ト) を行います。データセットは、画像と画像の内容を識別するラベルを管理します。サンプルプロジェ
クトには、トレーニングデータセットと、すべての画像にラベルが付けられたテストデータセットが含
まれています。モデルのトレーニング前に変更を一切する必要はありません。サンプルプロジェクトで
は、Amazon Rekognition カスタムラベルがラベルを使用してさまざまなタイプのモデルをトレーニングす
る 2 つの方法を示しています。

• イメージレベル — ラベルは、画像全体を表すオブジェクト、シーン、またはコンセプトを識別します。
• バウンディングボックス — ラベルはバウンディングボックスの内容を識別します。バウンディングボッ

クスは、画像内のオブジェクトを囲む画像座標のセットです。
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後で独自の画像を使用してプロジェクトを作成するときは、トレーニングデータセットとテストデー
タセットを作成し、画像にラベルを付ける必要があります。詳細については、「モデルタイプの選
択 (p. 18)」を参照してください。

モデルのトレーニング
Amazon Rekognition カスタムラベルがサンプルプロジェクトを作成したら、モデルをトレーニングできま
す。詳細については、「ステップ 2: モデルにトレーニングする (p. 30)」を参照してください。トレー
ニングが完了したら、通常、モデルのパフォーマンスを評価します。サンプルデータセットの画像はすで
に高性能モデルを作成しているため、モデルを実行する前にモデルを評価する必要はありません。詳細に
ついては、「Amazon Rekognition カスタムラベルモデルの改善 (p. 168)」を参照してください。

モデルを使用する
次に、モデルを起動します。詳細については、「ステップ 3: モデルを開始する (p. 32)」を参照してく
ださい。

モデルの実行を開始したら、そのモデルを使用して新しいイメージを分析できます。詳細については、
「ステップ 4: モデルを使用して画像を分析する (p. 33)」を参照してください。

モデルの稼働時間に応じて課金されます。サンプルモデルを使い終わったら、モデルを停止する必要があ
ります。詳細については、「ステップ 5: モデルを停止する (p. 38)」を参照してください。

次のステップ
準備が完了したら、独自のプロジェクトを作成できます。詳細については、「ステップ 6：次のステッ
プ (p. 39)」を参照してください。

ステップ 1: サンプルプロジェクトを選択する
このステップでは、サンプルプロジェクトを選択します。次に、Amazon Rekognition カスタムラベルに
よってプロジェクトとデータセットが自動的に作成されます。モデルのトレーニングに使用されるファイ
ルは、プロジェクトによって管理されます。詳細については、「新しい Amazon Rekognition カスタムラ
ベルプロジェクトの管理 (p. 224)」を参照してください。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、割り当てられたラベル、境界ボックスが含まれています。詳細については、「the 
section called “データセットの管理” (p. 236)」を参照してください。

サンプルプロジェクトの詳細については、を参照してくださいプロジェクトの例 (p. 25)。

サンプルプロジェクトを選択してください

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

2. 左のペインで、[カスタムラベルを使用する] を選択します。Amazon Rekognition カスタムラベルのラ
ンディングページが表示されます。[カスタムラベルを使用する] が表示されない場合は、AWS使用し
ているリージョンが Amazon Rekognition カスタムラベルをサポートしていることを確認してくださ
い。

3. [Get started] (開始する) を選択します。
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4. 「サンプルプロジェクトを探す」で、「サンプルプロジェクトを試す」を選択します。
5. どのプロジェクトを使用するかを決め、サンプルセクションで 「##########」 を選択します。その

後、Amazon Rekognition カスタムラベルがサンプルプロジェクトを作成します。

Note

AWS現在のリージョンでコンソールを初めて開いた場合は、[First Time Up] (初回セットアッ
プ) ダイアログボックスが表示されます。次のコマンドを実行します

1. 表示されている Amazon S3 バケットの名前をメモします。
2. Amazon Rekognition カスタムラベルに Amazon S Amazon S3 バケット (コンソールバ

ケット) の作成を代行させる場合は、[Continue] を選択します。

6. プロジェクトの準備が整ったら、[データセットに移動] を選択します。
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ステップ 2: モデルにトレーニングする
このステップでは、モデルをトレーニングします。トレーニングデータセットとテストデータセットは
自動的に設定されます。トレーニングが正常に完了すると、全体的な評価結果と個々のテスト画像の評
価結果が表示されます。詳細については、「Amazon Rekognition カスタムラベルモデルのトレーニン
グ (p. 120)」を参照してください。

モデルをトレーニングするには

1. データセットページで、[モデルのトレーニング] を選択します。

2. 「鉄道モデル」ページで、「鉄道モデル」を選択します。プロジェクトの Amazon リソースネーム 
(ARN) は、[Choose project] (プロジェクトを選択する) 編集ボックスに表示されます。
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3. [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。

4. トレーニングが完了したら、モデル名を選択します。モデルのステータスが
TRAINING_COMPLETED になると、トレーニングは終了します。

5. 「評価」ボタンを選択すると、評価結果が表示されます。モデルの評価については、「」を参照して
くださいAmazon Rekognition カスタムラベルモデルの改善 (p. 168)。

6. [テスト結果を表示] を選択すると、個々のテスト画像の結果が表示されます。
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7. テスト結果を確認したら、プロジェクト名を選択してモデルページに戻ります。

ステップ 3: モデルを開始する
このステップでは、モデルを開始します。モデルの開始後は、そのモデルを使用して画像を解析できま
す。

モデルの稼働時間に応じて課金されます。画像を解析する必要がない場合はモデルを停止してください。
モデルは後から再起動できます。詳細については、「トレーニングされた新しい新しい新しい Amazon 
Rekognition カスタムラベルモデルの実行 (p. 186)」を参照してください。
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モデルを開始するには

1. モデルページの [モデルの使用] タブを選択します。
2. 「モデルの開始」または「停止」セクションで、次の操作を行います。

a. [Start] (開始) を選択します。
b. [モデルの開始] ダイアログボックスで、[開始] を選択します。

3. モデルが起動するまでお待ちください。[モデルの開始] または [停止] セクションのステータスが [実行
中] のとき、モデルは実行中です。

4. モデルを使用して画像を分類します。詳細については、「ステップ 4: モデルを使用して画像を分析す
る (p. 33)」を参照してください。

ステップ 4: モデルを使用して画像を分析する
DetectCustomLabelsAPI を呼び出して画像を分析します。このステップでは、detect-custom-
labelsAWS Command Line Interface (AWS CLI) コマンドを使用してサンプル画像を分析します。AWS 
CLIコマンドは Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールから取得できます。コンソールは、AWS 
CLIモデルを使用するようにコマンドを設定します。Amazon S3 バケットに保存されているイメージを提
供する必要があるだけです。このトピックでは、各サンプルプロジェクトに使用できる画像を提供しま
す。

Note

コンソールには Python のサンプルコードも用意されています。

detect-custom-labelsからの出力には、画像で見つかったラベルのリスト、バウンディングボックス 
(モデルがオブジェクトの位置を検出した場合)、モデルが予測の精度に自信を持っているかどうかが含ま
れます。
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詳細については、「トレーニング済みモデルを使用して画像を解析する (p. 205)」を参照してください。

イメージを分析するには (コンソール)

1. まだ知識がない場合は、を設定しますAWS CLI。手順については、「the section called “ステップ 
4:AWS CLI とAWS SDK をセットアップする” (p. 9)」を参照してください。

2. まだ知識がない場合は、モデルの実行をスタートします。詳細については、「ステップ 3: モデルを開
始する (p. 32)」を参照してください。

3. 「モデルを使用」タブを選択し、「API コード」を選択します。

4. AWS CLI コマンドを選択します。
5. [画像の分析] セクションで、AWS CLIを呼び出すコマンドをコピーしますdetect-custom-

labels。
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6. サンプルイメージを Amazon S3 バケットにアップロードします。手順については、「サンプル画像
の取得 (p. 36)」を参照してください。

7. コマンドプロンプトで、前のステップでコピーした AWS CLI コマンドを入力します。次の例のよう
になります。

の値は、モデルの Amazon リソースネーム (ARN)--project-version-arn でなければなりませ
ん。の値は、--regionAWSモデルを作成した地域でなければなりません。

前のステップで使用した Amazon S3MY_BUCKET バケットとイメージに変更しま
す。PATH_TO_MY_IMAGE

custom-labels-access (p. 11)プロファイルを使用して認証情報を取得する場合は、--profile 
custom-labels-accessパラメーターを追加します。

aws rekognition detect-custom-labels \ 
  --project-version-arn "model_arn" \ 
  --image '{"S3Object": {"Bucket": "MY_BUCKET","Name": "PATH_TO_MY_IMAGE"}}' \ 
  --region us-east-1 \ 
  --profile custom-labels-access
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モデルがオブジェクト、シーン、コンセプトを見つけた場合、AWS CLIコマンドからの JSON 
出力は次のようになるはずです。 Nameモデルが見つけた画像レベルのラベルの名前です。
Confidence(0-100) は、予測の精度に対するモデルの信頼度です。

{ 
    "CustomLabels": [ 
        { 
            "Name": "living_space", 
            "Confidence": 83.41299819946289 
        } 
    ]
}

モデルがオブジェクトの位置を見つけたり、ブランドを見つけたりすると、ラベルの付いたバウン
ディングボックスが返されます。 BoundingBoxオブジェクトを囲むボックスの位置が含まれます。
Nameモデルがバウンディングボックスで見つけたオブジェクトです。 Confidence境界ボックス内
にオブジェクトが含まれている場合のモデルの信頼度。

{ 
    "CustomLabels": [ 
        { 
            "Name": "textract", 
            "Confidence": 87.7729721069336, 
            "Geometry": { 
                "BoundingBox": { 
                    "Width": 0.198987677693367, 
                    "Height": 0.31296101212501526, 
                    "Left": 0.07924537360668182, 
                    "Top": 0.4037395715713501 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

8. 引き続きモデルを使用して他の画像を分析します。モデルを使用しなくなった場合は、モデルを停止
します。詳細については、「ステップ 5: モデルを停止する (p. 38)」を参照してください。

サンプル画像の取得
DetectCustomLabelsオペレーションでは、次の画像を使用できます。各プロジェクトに 1 つの画像が
あります。イメージを使用するには、S3 バケットにアップロードします。

サンプル画像を使用するには

1. 使用しているサンプルプロジェクトと一致する次の画像を右クリックします。次に、[画像を保存] を
選択して画像をコンピューターに保存します。メニューオプションは、ご使用のブラウザによって異
なる場合があります。

2. AWSアカウントが所有し、Amazon RekognitionAWS カスタムラベルを使用しているのと同じリー
ジョンにある Amazon S3 バケットに画像をアップロードします。

手順については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「Amazon S3 へのオブジェ
クトのアップロード」を参照してください。
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オブジェクトローカリゼーション

ステップ 5: モデルを停止する
このステップでは、モデルの実行を停止します。モデルの稼働時間に応じて課金されます。モデルを使い
終わったら、停止してください。

モデルを停止するには

1. [モデルの開始] または [停止] セクションで [停止] を選択します。

2. モデルの停止ダイアログボックスで、モデルの停止を確認して、モデルを停止したいことを確認しま
す。
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3. [停止] を選択してモデルを停止します。[モデルの開始] または [停止] セクションのステータスが [停止] 
になると、モデルは停止しました。

ステップ 6：次のステップ
サンプルプロジェクトを試し終えたら、独自の画像とデータセットを使用して独自のモデルを作成できま
す。詳細については、「Amazon Rekognition カスタムラベルについて (p. 18)」を参照してください。

次の表のラベル情報を使用して、サンプルプロジェクトと同様のモデルをトレーニングします。

例 トレーニング画像 テスト画像

イメージ分類 (部屋) 1 画像あたり 1 つの画像レベルの
ラベル

1 画像あたり 1 つの画像レベルの
ラベル

マルチラベル分類 (花) 1 つの画像に複数の画像レベルの
ラベルを付ける

1 つの画像に複数の画像レベルの
ラベルを付ける
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ステップ 6：次のステップ

例 トレーニング画像 テスト画像

ブランド検出 (ロゴ) イメージレベルラベル (ラベル付
きバウンディングボックスも使
用できます)

ラベル付きの境界ボックス

画像ローカリゼーション (回路基
板)

ラベル付きの境界ボックス ラベル付きの境界ボックス

には、画像分類モデル用のプロジェクト、データセット、チュートリアル:画像の分類 (p. 41)およびモ
デルを作成する方法が示されています。

データセットの作成とトレーニングモデルの詳細については、を参照してくださいAmazon Rekognition カ
スタムラベルモデルを作成する方法 (p. 58)。
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ステップ 1: 画像を収集する

チュートリアル:画像の分類
このチュートリアルでは、画像に含まれるオブジェクト、シーン、コンセプトを分類するモデルのプロ
ジェクトとデータセットを作成する方法を説明します。モデルは画像全体を分類します。たとえば、この
チュートリアルに従うと、リビングルームやキッチンなどの家庭の場所を認識するようにモデルをトレー
ニングできます。このチュートリアルでは、モデルを使用して画像を分析する方法も説明します。

このチュートリアルを開始する前に、「」を読むことをお勧めしますAmazon Rekognition カスタムラベル
について (p. 18)。

このチュートリアルでは、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、トレーニングおよ
びテストデータセットを作成します。後で、トレーニングおよびテストデータセット内の画像に画像レベ
ルのラベルを割り当てます。

作成したモデルでは、トレーニングデータセットの画像に割り当てた画像レベルのラベルのセットに属す
るものとして画像が分類されます。たとえば、トレーニングデータセットの画像レベルのラベルのセット
がkitchen、、living_roompatio、の場合backyard、モデルはそれらの画像レベルのラベルをすべて
1つの画像で見つけることができる可能性があります。

Note

画像上のオブジェクトの位置を見つけるなど、さまざまな目的でモデルを作成できます。詳細に
ついては、「モデルタイプの選択 (p. 18)」を参照してください。

ステップ 1: 画像を収集する
2 セットの画像が必要です。トレーニングデータセットに追加するセットが1つあります。テストデータ
セットに追加するもう 1 つのセット。画像は、モデルに分類させたいオブジェクト、シーン、コンセプト
を表している必要があります。画像は PNG または JPEG 形式である必要があります。詳細については、
「画像を準備する (p. 66)」を参照してください。

トレーニングデータセットには少なくとも10枚の画像、テストデータセットには10枚の画像が必要です。

まだ画像がない場合は、Rooms のサンプル分類プロジェクトの画像を使用してください。プロジェクトを
作成すると、トレーニングイメージとテストイメージは次の Amazon S3 バケットの場所にあります。

• トレーニング画像 —s3://custom-labels-console-region-numbers/assets/rooms_version 
number_test_dataset/

• テスト画像 —s3://custom-labels-console-region-numbers/assets/rooms_version 
number_test_dataset/

regionAmazon RekognitionAWS カスタムラベルコンソールを使用しているリージョンです。
numbersコンソールがバケット名に割り当てる値です。 Version numberはサンプルプロジェクトの
バージョン番号で、1 から始まります。

以下の手順では、Rooms プロジェクトの画像を、trainingtestコンピューター上のおよびという名前
のローカルフォルダーに保存します。

Rooms サンプルプロジェクト画像ファイルをダウンロードするには

1. Rooms プロジェクトを作成します。詳細については、「ステップ 1: サンプルプロジェクトを選択す
る (p. 28)」を参照してください。
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ステップ 2: クラスを決める

2. コマンドプロンプトを開き、次のコマンドを入力してトレーニング画像をダウンロードします。

aws s3 cp s3://custom-labels-console-region-numbers/assets/rooms_version 
 number_training_dataset/ training --recursive

3. コメントプロンプトで、次のコマンドを入力してテストイメージをダウンロードします。

aws s3 cp s3://custom-labels-console-region-numbers/assets/rooms_version 
 number_test_dataset/ test --recursive

4. 2 つの画像をトレーニングフォルダーから任意の別のフォルダーに移動します。画像を使用して、ス
テップ 9: モデルを使って画像を分析する (p. 53)トレーニングしたモデルを試してみます。

ステップ 2: クラスを決める
モデルに検索させたいクラスのリストを作成します。たとえば、家の部屋を認識するようにモデルをト
レーニングする場合、次の画像を次のように分類できますliving_room。

各クラスはイメージレベルのラベルにマップされます。後で、トレーニングおよびテストデータセット内
の画像に画像レベルのラベルを割り当てます。

ルームのサンプルプロジェクトの画像を使用する場合、画像レベルのラベルは、裏庭、バスルーム、寝
室、クローゼット、玄関、間取り、前庭、キッチン、リビングスペース、パティオです。

ステップ 3: プロジェクトを作成する
データセットとモデルを管理するには、プロジェクトを作成します。プロジェクトごとに、シングルルー
ムの認識など、単一のユースケースに対応する必要があります。

プロジェクトを作成するには (コンソール)

1. まだ知識がない場合は、Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールを設定します。詳細について
は、「Amazon Rekognition カスタムラベルをセットアップする (p. 4)」を参照してください。

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

3. 左のペインで、[カスタムラベルを使用する] を選択します。Amazon Rekognition カスタムラベルのラ
ンディングページが表示されます。

4. Amazon Rekognition カスタムラベルのランディングページで、「はじめに」を選択します

42

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


Rekognition カスタムラベルのカスタマイズ
ステップ 4: トレーニングおよび
テストデータセットを作成する

5. 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。
6. プロジェクトページで、「プロジェクトを作成」を選択します。
7. [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。
8. [プロジェクトを作成] を選択してプロジェクトを作成します。

ステップ 4: トレーニングおよびテストデータセッ
トを作成する

このステップでは、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、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します。同時にアップロードできる画像は、30 枚までです。アップロード
する画像が多数ある場合は、Amazon S3 バケットから画像をインポートしてデータセットを作成すること
を検討してください。詳細については、「Amazon S3 バケット (p. 68)」を参照してください。

データセットの詳細については、「データセットの管理 (p. 236)」を参照してください。

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. 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。

2. [開始設定] セクションで、[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して開始] を選択
します。
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ステップ 4: トレーニングおよび
テストデータセットを作成する

3. [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。

4. [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。

5. [データセットの作成] を選択します。
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ステップ 4: トレーニングおよび
テストデータセットを作成する
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ステップ 4: トレーニングおよび
テストデータセットを作成する

6. 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。

7. データセットページで、[Training] (トレーニング) タブを選択します。
8. [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。

9. [トレーニングデータセットに画像を追加] ダイアログボックスで、[ファイルを選択] を選択します。

10. データセットにアップロードする画像を選択します。同時にアップロードできる画像は、30 枚までで
す。

11. [Upload images] (画像をアップロード) を選択します。Amazon Rekognition カスタムラベルがデータ
セットに画像を追加するまでに数秒かかることがあります。
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ステップ 5: プロジェクトにラベルを追加する

12. トレーニングデータセットに追加する画像が他にもある場合は、手順 9 ～ 12 を繰り返します。
13. [Test] (テスト) タブを選択します。
14. 手順 8 ～ 12 を繰り返して、テストデータセットに画像を追加します。ステップ 8 では、[アクション] 

を選択し、[テストデータセットに画像を追加] を選択します。

ステップ 5: プロジェクトにラベルを追加する
このステップでは、ステップで特定した各クラスのラベルをプロジェクトに追加しますステップ 2: クラス
を決める (p. 42)。
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ステップ 6: トレーニングデータセットとテスト
データセットに画像レベルのラベルを割り当てる

新しいラベルを追加するには (コンソール)

1. データセットギャラリーページで、[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. データセットギャラリーの [ラベル] セクションで、[ラベルの編集] を選択して [ラベルの管理] ダイア
ログボックスを開きます。

3. 編集ボックスに、新しいラベル名を入力します。
4. [ラベルを追加] を選択します。
5. 必要なラベルがすべて作成されるまで、手順 3 と 4 を繰り返します。
6. [保存] を選択して、追加したラベルを保存します。

ステップ 6: トレーニングデータセットとテスト
データセットに画像レベルのラベルを割り当てる

このステップでは、トレーニングデータセットとテストデータセットの各画像に 1 つの画像レベルを割り
当てます。画像レベルのラベルは、各画像が表すクラスです。

画像に画像レベルのラベルを割り当てるには (コンソール)

1. 「データセット」ページで、「トレーニング」タブを選択します。
2. [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。
3. ラベルを追加する画像を 1 つ以上選択します。一度に選択できる画像は 1 枚だけです。ページ上の連

続した範囲の画像を選択するには:

a. 最初の画像を選択します。
b. Shift キーを押したままにします。
c. 2 番目の画像を選択します。最初の画像と 2 番目の画像の間にある画像も選択されます。
d. Shift キーを放します。

4. [画像レベルのラベルを割り当て] を選択します。
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ステップ 7: モデルをトレーニングする

5. 選択した画像に画像レベルのラベルを割り当てるダイアログボックスで、1 つまたは複数の画像に割
り当てるラベルを選択します。

6. [割り当て] を選択して画像にラベルを割り当てます。

7. すべての画像に必要なラベルが付けられるまで、ラベル付けを繰り返します。
8. [Test] (テスト) タブを選択します。
9. 手順を繰り返して、テストデータセットの画像に画像レベルのラベルを割り当てます。

ステップ 7: モデルをトレーニングする
モデルをトレーニングするには、次の手順を使用します。詳細については、「Amazon Rekognition カスタ
ムラベルモデルのトレーニング (p. 120)」を参照してください。

モデルをトレーニングするには (コンソール)

1. 「データセット」ページで、「モデルのトレーニング」を選択します。

2. [モデルのトレーニング] ページで、[モデルのトレーニング] を選択します。プロジェクトの Amazon 
リソースネーム (ARN) は、[プロジェクトを選択] 編集ボックスにあります。
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ステップ 7: モデルをトレーニングする

3. [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。

4. プロジェクトページのモデルセクションでは、トレーニングが進行中であることがわかりま
す。Model Statusモデルバージョンの列を表示することで、現在のステータスを確認できます。モ
デルのトレーニングは、完了までに時間がかかります。
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ステップ 7: モデルをトレーニングする

5. トレーニングが完了したら、モデル名を選択します。モデルのステータスが
TRAINING_COMPLETED になると、トレーニングは終了します。

6. 「評価」ボタンを選択すると、評価結果が表示されます。モデル評価についての詳細は、を参照して
くださいAmazon Rekognition カスタムラベルモデルの改善 (p. 168)。

7. [テスト結果を表示] を選択すると、個々のテスト画像の結果が表示されます。詳細については、「モ
デルを評価するための指標 (p. 168)」を参照してください。

8. テスト結果を確認したら、プロジェクト名を選択してモデルページに戻ります。
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ステップ 8: モデルの開始

ステップ 8: モデルの開始
このステップでは、モデルを開始します。モデルの開始後は、モデルを使用して画像を解析することがで
きます。

モデルの稼働時間に応じて課金されます。画像を解析する必要がない場合はモデルを停止してください。
モデルは後から再起動できます。詳細については、「トレーニングされた新しい新しい新しい Amazon 
Rekognition カスタムラベルモデルの実行 (p. 186)」を参照してください。

モデルを開始するには

1. モデルページの [モデルの使用] タブを選択します。
2. 「モデルの開始」または「停止」セクションで、次の操作を行います。

a. [Start] (開始) を選択します。

b. [モデルの開始] ダイアログボックスで、[開始] を選択します。
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ステップ 9: モデルを使って画像を分析する

3. モデルが起動するまでお待ちください。[モデルの開始] または [停止] セクションのステータスが [実行
中] のとき、モデルは実行中です。

ステップ 9: モデルを使って画像を分析する
DetectCustomLabelsAPI を呼び出して画像を分析します。このステップでは、detect-custom-
labelsAWS Command Line Interface (AWS CLI) コマンドを使用してサンプル画像を分析します。AWS 
CLIコマンドは Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールから取得できます。コンソールは、AWS 
CLIモデルを使用するようにコマンドを設定します。Amazon S3 バケットに保存されている画像を指定す
るだけです。

Note

コンソールには Python のサンプルコードも用意されています。

detect-custom-labelsからの出力には、画像で見つかったラベルのリスト、バウンディングボックス 
(モデルがオブジェクトの位置を検出した場合)、モデルが予測の精度に自信を持っているかどうかが含ま
れます。

詳細については、「トレーニング済みモデルを使用して画像を解析する (p. 205)」を参照してください。

イメージを分析するには (コンソール)

1. まだ知識がない場合は、を設定しますAWS CLI。手順については、「the section called “ステップ 
4:AWS CLI とAWS SDK をセットアップする” (p. 9)」を参照してください。

2. 「モデルを使用」タブを選択し、「API コード」を選択します。
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ステップ 9: モデルを使って画像を分析する

3. AWS CLI コマンドを選択します。
4. [画像の分析] セクションで、AWS CLIを呼び出すコマンドをコピーしますdetect-custom-

labels。
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ステップ 9: モデルを使って画像を分析する

5. Amazon S3 バケットに画像をアップロードします。手順については、「Amazon Simple Storage 
Service ユーザーガイド」の「Amazon S3 へのオブジェクトのアップロード」を参照してくださ
い。Rooms プロジェクトの画像を使用している場合は、別のフォルダーに移動した画像のいずれかを
使用してくださいステップ 1: 画像を収集する (p. 41)。

6. コマンドプロンプトで、前のステップでコピーした AWS CLI コマンドを入力します。次の例のよう
になります。

の値は、モデルの Amazon リソースネーム (ARN)--project-version-arn である必要がありま
す。の値は、--regionAWSモデルを作成した地域でなければなりません。

MY_BUCKETPATH_TO_MY_IMAGEとを、前のステップで使用した Amazon S3 バケットとイメージに
変更します。

custom-labels-access (p. 11)プロファイルを使用して認証情報を取得する場合は、--profile 
custom-labels-accessパラメーターを追加します。

aws rekognition detect-custom-labels \ 
  --project-version-arn "model_arn" \ 
  --image '{"S3Object": {"Bucket": "MY_BUCKET","Name": "PATH_TO_MY_IMAGE"}}' \ 
  --region us-east-1 \ 
  --profile custom-labels-access
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ステップ 10: モデルを停止する

AWS CLIコマンドからの JSON 出力は次のようになります。 Nameモデルが見つけた画像レベルのラ
ベルの名前です。 Confidence(0-100) は、予測の精度に対するモデルの信頼度です。

{ 
    "CustomLabels": [ 
        { 
            "Name": "living_space", 
            "Confidence": 83.41299819946289 
        } 
    ]
}

7. 引き続きモデルを使用して他の画像を分析します。モデルを使用しなくなったら、停止します。

ステップ 10: モデルを停止する
このステップでは、モデルの実行を停止します。モデルの稼働時間に応じて課金されます。モデルを使い
終わったら、停止してください。

モデルを停止するには

1. [モデルの開始] または [停止] セクションで [停止] を選択します。

2. [モデルの停止] ダイアログボックスで、stop と入力してモデルを停止したいことを確認します。
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3. [停止] を選択してモデルを停止します。[モデルの開始] または [停止] セクションのステータスが [停止] 
になると、モデルは停止しました。
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Amazon Rekognition カスタムラベル
モデルを作成する方法

モデルとは、ビジネスに固有のコンセプト、シーン、オブジェクトを見つけるためにトレーニングするソ
フトウェアです。Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールまたはAWS SDK を使用してモデルを作
成できます。Amazon Rekognition カスタムラベルモデルを作成する前に、「」を読むことをお勧めしま
すAmazon Rekognition カスタムラベルについて (p. 18)。

このセクションでは、プロジェクトの作成、さまざまなモデルタイプのトレーニングデータセットとテス
トデータセットの作成、モデルのトレーニングに関するコンソールと SDK の情報を提供します。後のセク
ションでは、モデルを改善して使用する方法を示します。コンソールで特定のタイプのモデルを作成する
方法を示すチュートリアルについては、「」を参照してくださいチュートリアル:画像の分類 (p. 41)。

トピック
• プロジェクトの作成 (p. 58)
• トレーニングデータセットとテストデータセットの作成 (p. 62)
• Amazon Rekognition カスタムラベルモデルのトレーニング (p. 120)
• 失敗したモデルトレーニングのデバッグ (p. 130)

プロジェクトの作成
プロジェクトは、モデルのモデルバージョン、トレーニングデータセット、およびテストデータセットを
管理します。Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールまたは API を使用してプロジェクトを作成
できます。プロジェクトの削除など、その他のプロジェクトタスクについては、を参照してください新し
い Amazon Rekognition カスタムラベルプロジェクトの管理 (p. 224)。

Amazon Rekognition カスタムラベルのプロジェクト
を作成する (コンソール)
Amazon Rekognition カスタムラベルのコンソールを使用して、プロジェクトを作成できます。最初にコ
ンソールを使用する場合、Amazon Rekognition Custom LabelsAWS はアカウントに Amazon S3 バケット 
(コンソールバケット) を作成するように求められます。AWSバケットはプロジェクトファイルの保存に使
用されます。コンソールバケットを作成しない限り、コンソールの Amazon Rekognition カスタムラベル
のコンソールを使用することはできません。

Amazon Rekognition カスタムラベルのコンソールを使用して、プロジェクトを作成できます。

プロジェクトを作成するには (コンソール)

1. AWS Management Consoleにサインインし、コンソールの https://console.aws.amazon.com/ 
rekognition/ で Amazon Rekognition コンソールを開き、新しい Amazon Rekognition コンソールを開
きます。

2. 左のペインで、[カスタムラベルの使用] を選択します。Amazon Rekognition カスタムラベルのラン
ディングページが表示されます。

3. Amazon Rekognition カスタムラベルのランディングページで、[はじめに] を選択します。
4. 左のペインで、[プロジェクト] を選択します。
5. [Create Project (プロジェクトの作成)] を選択します。
6. [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。
7. [プロジェクトを作成] を選択してプロジェクトを作成します。
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8. の手順に従ってトレーニングデータセットとテストデータセットの作成 (p. 62)、プロジェクト用の
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します。

Amazon Rekognition カスタムラベルのプロジェクト
を作成する (SDK)
を呼び出すことで Amazon Rekognition ラベルのプロジェクトを作成しますCreateProject。レスポンス
は、プロジェクトを識別する Amazon リソースネーム (ARN) です。プロジェクトを作成したら、モデル
のトレーニングとテスト用のデータセットを作成します。詳細については、「画像を使ったトレーニング
データセットとテストデータセットの作成 (p. 67)」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いない場合は、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 をセットアップする (p. 9)」を参照してください。

2. プロジェクトを作成するには、次のコードを使用します。

AWS CLI

次の例では、プロジェクトを作成し、その ARN を表示します。

project-nameの値を作成するプロジェクトの名前に変更します。

aws rekognition create-project --project-name my_project \ 
 --profile custom-labels-access

Python

次の例では、プロジェクトを作成し、その ARN を表示します。以下のコマンドライン引数を指
定します。

• project_name— 作成するプロジェクトの名前。

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

import argparse
import logging
import boto3

from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

def create_project(rek_client, project_name): 
    """ 
    Creates an Amazon Rekognition Custom Labels project 
    :param rek_client: The Amazon Rekognition Custom Labels Boto3 client. 
    :param project_name: A name for the new prooject. 
    """ 

    try: 
        #Create the project. 
        logger.info("Creating project: %s",project_name) 
         
        response=rek_client.create_project(ProjectName=project_name) 
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        logger.info("project ARN: %s",response['ProjectArn']) 

        return response['ProjectArn'] 
    
     
    except ClientError as err:   
        logger.exception("Couldn't create project - %s: %s", project_name, 
 err.response['Error']['Message']) 
        raise

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

    parser.add_argument( 
        "project_name", help="A name for the new project." 
    )

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() 

        print(f"Creating project: {args.project_name}") 

        # Create the project. 
        session = boto3.Session(profile_name='custom-labels-access') 
        rekognition_client = session.client("rekognition") 

        project_arn=create_project(rekognition_client,  
            args.project_name) 

        print(f"Finished creating project: {args.project_name}") 
        print(f"ARN: {project_arn}") 

    except ClientError as err: 
        logger.exception("Problem creating project: %s", err) 
        print(f"Problem creating project: {err}")

if __name__ == "__main__": 
    main()     
   

Java V2

次の例では、プロジェクトを作成し、その ARN を表示します。

次のコマンドライン引数を指定します。

• project_name— 作成するプロジェクトの名前。

/* 

60



Rekognition カスタムラベルのカスタマイズ
プロジェクトの作成 (SDK)

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

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.CreateProjectRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.CreateProjectResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;

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

public class CreateProject { 

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

    public static String createMyProject(RekognitionClient rekClient, String 
 projectName) { 

        try { 

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

            CreateProjectResponse response = 
 rekClient.createProject(createProjectRequest); 

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

            return response.projectArn(); 

        } catch (RekognitionException e) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Could not create project: {0}", 
 e.getMessage()); 
            throw e; 
        } 

    } 

    public static void main(String[] args) { 

        final String USAGE = "\n" + "Usage: " + "<project_name> <bucket> <image>\n
\n" + "Where:\n" 
                + "   project_name - A name for the new project\n\n"; 

        if (args.length != 1) { 
            System.out.println(USAGE); 
            System.exit(1); 
        } 

        String projectName = args[0]; 
        String projectArn = null; 
        ; 

        try { 

            // Get the Rekognition client. 
            RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder() 
                .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("custom-
labels-access")) 
                .region(Region.US_WEST_2) 
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                .build(); 

            // Create the project 
            projectArn = createMyProject(rekClient, projectName); 

            System.out.println(String.format("Created project: %s %nProject ARN: 
 %s", projectName, projectArn)); 

            rekClient.close(); 

        } catch (RekognitionException rekError) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Rekognition client error: {0}", 
 rekError.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 

    }

}

3. レスポンスに表示されるプロジェクト ARN の名前を書き留めておきます。モデルを作成するために
必要になります。

4. の手順に従ってトレーニングデータセット、テストデータセット (SDK) の作成  (p. 68)、プロジェ
クト用の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の
作成

データセットとは、画像とその画像を説明するラベルのことです。プロジェクトには、トレーニングデー
タセットとテストデータセットが必要です。Amazon Rekognition カスタムラベルは、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ます。トレーニング後、Amazon Rekognition Custom Labels は
テストデータセットを使用して、トレーニングされたモデルが正しいラベルをどの程度正確に予測するか
を検証します。

Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールまたはAWS SDK を使用してデータセットを作成でき
ます。データセットを作成する前に、読むことをお勧めしますAmazon Rekognition カスタムラベル
について (p. 18)。その他のデータセットのタスクについては、を参照してくださいデータセットの管
理 (p. 236)。

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を作成する手順は次のとおりです。

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を作成するには

1. トレーニングデータセットとテストデータセットにどのようにラベルを付ける必要があるかを決定し
ます。詳細については, 目的とするデータセット (p. 63)。

2. トレーニングデータセットとテストデータセット用に画像を収集します。詳細については、「the 
section called “画像を準備する” (p. 66)」を参照してください。

3. 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します。詳細については、「画像を使ったト
レーニングデータセットとテストデータセットの作成 (p. 67)」を参照してください。AWSSDK を
使用している場合は、を参照してくださいトレーニングデータセット、テストデータセット (SDK) の
作成  (p. 68)。

4. 必要に応じて、データセットの画像に画像レベルのラベルまたはバウンディングボックスを追加しま
す。詳細については、「画像にラベルを付ける (p. 108)」を参照してください。

データセットを作成すると、モデルをトレーニングできます (p. 120)。

62



Rekognition カスタムラベルのカスタマイズ
目的とするデータセット

トピック
• 目的とするデータセット (p. 63)
• 画像を準備する (p. 66)
• 画像を使ったトレーニングデータセットとテストデータセットの作成 (p. 67)
• 画像にラベルを付ける (p. 108)
• デバッグデータセット (p. 115)

目的とするデータセット
プロジェクト内のトレーニングデータセットとテストデータセットにどのようにラベルを付けるかによっ
て、作成するモデルのタイプが決まります。Amazon Rekognition カスタムラベルを使用すると、次のこと
を行うモデルを作成できます。

• オブジェクト、シーン、コンセプトを探す (p. 63)
• オブジェクトの場所を検索する (p. 64)
• ブランド所在地を探す (p. 65)

オブジェクト、シーン、コンセプトを探す
モデルは、画像全体に関連するオブジェクト、シーン、およびコンセプトを分類します。

画像分類とマルチラベル分類の 2 種類の分類モデルを作成できます。どちらのタイプの分類モデルでも、
モデルはトレーニングに使用されたラベルのセット全体から一致するラベルを 1 つ以上見つけます。ト
レーニングデータセットとテストデータセットには、両方とも少なくとも 2 つのラベルが必要です。

イメージ分類

モデルは、あらかじめ定義されたラベルのセットに属するものとして画像を分類します。たとえば、
画像に居住空間が含まれているかどうかを判断するモデルが必要な場合があります。次の画像には
living_space の画像レベルのラベルが付いている場合があります。

このタイプのモデルでは、トレーニングデータセットとテストデータセットの画像のそれぞれに画像レベ
ルのラベルを 1 つ追加します。プロジェクトの例については、を参照してくださいイメージ分類 (p. 25)。

マルチラベル分類

モデルは、花の種類や葉があるかどうかなど、画像を複数のカテゴリに分類します。たとえば、次の画像
には mediterranean_spurge と no_leaves のイメージレベルラベルが付いている場合があります。
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このタイプのモデルでは、各カテゴリの画像レベルのラベルをトレーニングデータセットとテストデータ
セットの画像に割り当てます。プロジェクトの例については、を参照してくださいマルチラベル画像分
類 (p. 26)。

画像レベルのラベルの割り当て

画像が Amazon S3 バケットに保存されている場合は、フォルダ名を使ってイメージレベルのラベルを自
動的に追加することができます (p. 68)。詳細については、「Amazon S3 バケット (p. 68)」を参照し
てください。データセットを作成した後に、画像レベルのラベルを画像に追加することもできます。詳細
については、を参照してくださいthe section called “画像への画像レベルのラベルの割り当て” (p. 110)。
新しいラベルは、必要に応じて追加できます。詳細については、「ラベルの管理 (p. 108)」を参照してく
ださい。

オブジェクトの場所を検索する
画像内のオブジェクトの位置を予測するモデルを作成するには、トレーニングデータセットとテストデー
タセット内の画像のオブジェクト位置境界ボックスとラベルを定義します。バウンディングボックスは、
オブジェクトをしっかりと囲むボックスです。たとえば、次の画像は、Amazon EchoとAmazon Echo Dot
の周りのバウンディングボックスを示しています。各バウンディングボックスにはラベル (Amazon Echo 
または Amazon Echo Dot) が割り当てられています。

オブジェクトの場所を見つけるには、データセットに少なくとも 1 つのラベルが必要です。モデルトレー
ニング中に、画像上のバウンディングボックスの外側の領域を表す別のラベルが自動的に作成されます。

境界ボックスの割り当て

データセットを作成するときに、画像のバウンディングボックス情報を含めることができます。たとえ
ば、バウンディングボックスを含む SageMaker Ground Truth 形式のマニフェストファイルをインポート
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できます (p. 81)。データセットを作成した後に、バウンディングボックスを追加することもできます。
詳細については、「バウンディングボックスでオブジェクトにラベルを付ける (p. 112)」を参照してくだ
さい。新しいラベルは、必要に応じて追加できます。詳細については、「ラベルの管理 (p. 108)」を参照
してください。

ブランド所在地を探す
ロゴやアニメキャラクターなどのブランドの所在地を調べたい場合は、トレーニングデータセットの画像
に2種類の画像を使用できます。

• ロゴのみの画像。各画像には、ロゴ名を表す画像レベルのラベルが 1 つ必要です。たとえば、次の画像
の画像レベルのラベルは Lambda である可能性があります。

• フットボールの試合や建築図など、自然な場所にロゴが含まれている画像。各トレーニング画像に
は、ロゴの各インスタンスを囲むバウンディングボックスが必要です。たとえば、次の画像は、AWS 
Lambda と Amazon Pinpoint のロゴを囲むラベルの付いたバウンディングボックスが付いたアーキテク
チャ図を示しています。

トレーニング画像に画像レベルのラベルとバウンディングボックスを混在させないことをお勧めします。

テスト画像には、検索したいブランドのインスタンスを囲むバウンディングボックスが必要です。トレー
ニング画像にラベルの付いたバウンディングボックスが含まれている場合にのみ、トレーニングデータ
セットを分割してテストデータセットを作成できます。トレーニング画像に画像レベルのラベルしかない
場合は、ラベル付きのバウンディングボックスが付いた画像を含むテストデータセットを作成する必要が
あります。モデルにブランドの場所を見つけるようにトレーニングする場合は、バウンディングボックス
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でオブジェクトにラベルを付ける (p. 112)画像への画像レベルのラベルの割り当て (p. 110)画像にラベ
ルを付ける方法に従って行ってください。

ブランド検知 (p. 26)このサンプルプロジェクトでは、Amazon Rekognition Custom Labels がラベルの付い
たバウンディングボックスを使用して、オブジェクトの位置を見つけるモデルをトレーニングする方法を
示しています。

モデルタイプのラベル要件
次の表を使用して、画像にラベルを付ける方法を決定します。

画像レベルのラベルとバウンディングボックスでラベル付けされた画像を 1 つのデータセットにまとめる
ことができます。この場合、Amazon Rekognition カスタムラベルは、イメージレベルモデルを作成する
か、オブジェクトロケーションモデルを作成するかを選択します。

例 トレーニング画像 テスト画像

イメージ分類 (p. 63) 1 画像あたり 1 つの画像レベルの
ラベル

1 画像あたり 1 つの画像レベルの
ラベル

マルチラベル分類  (p. 63) 1 つの画像に複数の画像レベルの
ラベル

1 つの画像に複数の画像レベルの
ラベル

ブランド所在地を探す (p. 65) イメージレベルラベル (ラベル付
きバウンディングボックスも使
用できます)

ラベル付き境界ボックス

オブジェクトの場所を検索す
る (p. 64)

ラベル付き境界ボックス ラベル付き境界ボックス

画像を準備する
トレーニングデータセットとテストデータセットの画像には、モデルに検索させたいオブジェクト、シー
ン、またはコンセプトが含まれています。

画像の内容は、トレーニングを受けたモデルに識別させたい画像を表すさまざまな背景と照明にする必要
があります。

このセクションでは、トレーニングおよびテストデータセット内の画像に関する情報が表示されます。

イメージ形式
Amazon Rekognition カスタムラベルモデルには、PNG 形式と JPEG 形式の画像を使用してトレーニン
グできます。同様に、を使用してカスタムラベルを検出するにはDetectCustomLabels、PNG および 
JPEG 形式の画像が必要です。

推奨画像を入力
Amazon Rekognition カスタムラベルでは、モデルのトレーニングとテストに画像が必要です。画像を準備
するには、次のことを検討してください。

• 作成するモデルの特定のドメインを選択します。たとえば、風光明媚なビュー用にモデルを選択し、機
械部品などのオブジェクト用に別のモデルを選択できます。Amazon Rekognition カスタムラベルは、画
像が選択したドメインにある場合に最適に機能します。

66



Rekognition カスタムラベルのカスタマイズ
画像を含むデータセットの作成

• 10 枚以上の画像を使用してモデルをトレーニングします。
• 画像は PNG または JPEG 形式である必要があります。
• さまざまな照明、背景、解像度でオブジェクトを表示する画像を使用してください。
• トレーニングとテストの画像は、モデルに使用したい画像と似ている必要があります。
• 画像に割り当てるラベルを決定します。
• 画像の解像度が十分に大きいことを確認します。詳細については、「Amazon Rekognition Custom 

Labels のガイドラインとクォータ (p. 329)」を参照してください。
• オクルージョンによって、検出したいオブジェクトが見えにくくならないようにしてください。
• 背景とのコントラストが十分である画像を使用します。
• 明るくシャープな画像を使用します。被写体やカメラの動きによってぼやけている可能性のある画像

は、なるべく使用しないでください。
• オブジェクトが画像の大部分を占める画像を使用してください。
• テストデータセットの画像は、トレーニングデータセットにある画像であってはなりません。それらに

は、モデルが分析するようにトレーニングされているオブジェクト、シーン、およびコンセプトを含め
る必要があります。

画像セットサイズ
Amazon Rekognition カスタムラベルでは、画像を使用してモデルをトレーニングします。少なくとも、
トレーニングには少なくとも10枚の画像を使用する必要があります。Amazon Rekognition カスタムラベ
ルは、トレーニングイメージとテストイメージをデータセットに保存します。詳細については、「画像を
使ったトレーニングデータセットとテストデータセットの作成 (p. 67)」を参照してください。

画像を使ったトレーニングデータセットとテストデー
タセットの作成
シングルデータセットを持つプロジェクト、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
トを持つプロジェクトから開始できます。単一のデータセットから始めると、Amazon Rekognition カス
タムラベルはトレーニング中にデータセットを分割して、プロジェクト用のトレーニングデータセット
（80%）とテストデータセット（%20）を作成します。トレーニングやテストに画像を使用する場所を 
Amazon Rekognition カスタムラベルに決定させたい場合は、1 つのデータセットから始めます。トレーニ
ング、テスト、パフォーマンスチューニングを完全に制御するには、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プロジェクトを開始することをお勧めします。

次のいずれかの場所から画像をインポートして、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
タセットを作成できます。

• Amazon S3 バケット (p. 68)
• ローカルコンピュータ (p. 71)
• マニフェストファイル (p. 72)
• 既存のデータセット (p. 107)

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のデータセットを使用してプロジェクトを開始す
る場合は、各データセットに対して異なるソースロケーションを使用できます。

画像のインポート元によっては、画像にラベルが付いていない場合があります。たとえば、ローカルコン
ピューターからインポートされた画像にはラベルが付けられません。Amazon SageMaker Ground Truth マ
ニフェストファイルからインポートされた画像にはラベルが付けられます。Amazon Rekognition カスタ
ムラベルコンソールを使用して、ラベルを追加、変更、および割り当てることができます。詳細について
は、「画像にラベルを付ける (p. 108)」を参照してください。
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画像のアップロードにエラーがある場合、画像が見つからない場合、または画像にラベルがない場合は、
必ずお読みください失敗したモデルトレーニングのデバッグ (p. 130)。

データセットの詳細については、「データセットの管理 (p. 236)」を参照してください。

トレーニングデータセット、テストデータセット (SDK) の作成
AWSSDK を使用して、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できます。

トレーニングデータセット

AWSSDK を使用して、次の方法でトレーニングデータセットを作成できます。

• お客様が提供する Amazon Sagemaker CreateDatasetフォーマットのマニフェストファイルとともに
使用してください。詳細については、「the section called “マニフェストファイルの作成” (p. 81)」
を参照してください。サンプルコードについては、「 SageMaker Ground Truth 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. 73)」を参照してください。

• 既存の Amazon RekognitionCreateDataset カスタムラベルデータセットをコピーするために
使用します。サンプルコードについては、「既存のデータセットを使用したデータセットの作成 
(SDK) (p. 249)」を参照してください。

• で空のデータセットを作成しCreateDataset、後でを使用してデータセットエントリを追加しま
すUpdateDatasetEntries。空のデータセットを作成するには、を参照してくださいプロジェクトへの
データセットの追加 (p. 236)。データセットに画像を追加するには、を参照してください画像をさらに
追加する (SDK) (p. 244)。モデルをトレーニングする前に、データセットのエントリを追加する必要が
あります。

テストデータセット

AWSSDK を使用して、次の方法でテストデータセットを作成できます。

• お客様が提供する Amazon Sagemaker CreateDatasetフォーマットのマニフェストファイルとともに
使用してください。詳細については、「the section called “マニフェストファイルの作成” (p. 81)」
を参照してください。サンプルコードについては、「 SageMaker Ground Truth 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. 73)」を参照してください。

• 既存の Amazon RekognitionCreateDataset カスタムラベルデータセットをコピーするために
使用します。サンプルコードについては、「既存のデータセットを使用したデータセットの作成 
(SDK) (p. 249)」を参照してください。

• で空のデータセットを作成しCreateDataset、後でを使用してデータセットエントリを追加しま
すUpdateDatasetEntries。空のデータセットを作成するには、を参照してくださいプロジェクトへ
のデータセットの追加 (p. 236)。データセットに画像を追加するには、を参照してください画像をさら
に追加する (SDK) (p. 244)。モデルをトレーニングする前に、データセットのエントリを追加する必要
があります。

• トレーニングデータセットを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に分割します。
まず、で空のテストデータセットを作成しますCreateDataset。次に、を呼び出して、トレーニング
データセットのエントリの 20% をテストデータセットに移動しますDistributeDatasetEntries。空のデー
タセットを作成するには、を参照してくださいプロジェクトへのデータセットの追加 (SDK) (p. 237)。
トレーニングデータセットを分割するには、を参照してくださいトレーニングデータセットの配布 
(SDK) (p. 263)。

Amazon S3 バケット
画像は Amazon S3 バケットからインポートされます。AWSコンソールバケットまたはアカウントの別の 
Amazon S3 バケットを使用できます。コンソールバケットを使用している場合は、必要な権限がすでに設
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定されています。コンソールバケットを使用していない場合は、を参照してください外部の Amazon S3 3 
バケットへのアクセス (p. 8)。

Note

AWSSDK を使用して、Amazon S3 バケット内の画像から直接データセットを作成することは
できません。代わりに、画像のソースの場所を参照するマニフェストファイルを作成してくださ
い。詳細については、「マニフェストファイル (p. 72)」を参照してください。

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 フォルダロケーションで指定した Amazon S3 フォルダ
パスの子である必要があります。データセットを作成する方法、を参照してくださいS3 バケットから画像
をインポートしてデータセットを作成する (p. 69)。

たとえば、Amazon S3 バケットのフォルダ構造が次のとおり。Amazon S3 フォルダーの場所を S3-
Bucket/Alexa デバイスとして指定すると、フォルダーエコー内の画像には echo というラベルが割り当て
られます。同様に、echo-dot フォルダー内の画像には echo-dot というラベルが割り当てられます。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。代わりに、Amazon S3 フォルダの場所
の適切な子フォルダが使用されます。たとえば、フォルダー内の画像には echo-dot white-echo-dotsという
ラベルが割り当てられます。S3フォルダーの場所（Alexa-devices）のレベルの画像にはラベルが割り当て
られていません。

フォルダー構造の深い場所にあるフォルダーは、より深い S3 フォルダーの場所を指定することで画像
にラベルを付けることができます。たとえば、S3-Bucket/Alexa-devices /Echo-dot を指定すると、white-
echo-dotフォルダー内の画像にラベルが付けられますwhite-echo-dot。echo など、指定した s3 フォルダー
の場所以外の画像はインポートされません。

S3-bucket
### alexa-devices 
    ### echo 
    #   ### echo-image-1.png 
    #   ### echo-image-2.png 
    #   ### . 
    #   ### . 
    ### echo-dot 
        ### white-echo-dot 
        #   ### white-echo-dot-image-1.png 
        #   ### white-echo-dot-image-2.png 
        # 
        ### echo-dot-image-1.png 
        ### echo-dot-image-2.png 
        ### . 
        ### . 
             

AWS現在のリージョンで最初にコンソールを開いたときに Amazon Rekognition によって作成された 
Amazon S3 バケット (コンソールバケット) を使用することをお勧めします。使用している Amazon S3 バ
ケットがコンソールバケットと異なる (外部) 場合、コンソールはデータセットの作成中に適切な権限を設
定するように求めます。詳細については、「the section called “ステップ 2: コンソールのアクセス許可の
設定” (p. 6)」を参照してください。

S3 バケットから画像をインポートしてデータセットを作成する

次の手順は、コンソールS3バケットに保存されているイメージを使用してデータセットを作成する方法で
す。画像には、保存されているフォルダの名前が自動的に付けられます。

画像をインポートしたら、データセットのギャラリーページから画像を追加したり、ラベルを割り
当てたり、バウンディングボックスを追加したりできます。詳細については、「画像にラベルを付け
る (p. 108)」を参照してください。
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Amazon Simple Storage Service バケットに画像をアップロードする

1. ローカルファイルシステム上にフォルダを作成します。Alexa-devices などのフォルダー名を使用して
ください。

2. 作成したフォルダー内に、使用する各ラベルにちなんだ名前のフォルダーを作成します。たとえ
ば、エコーやエコードット。フォルダ構造は次のようになります。

alexa-devices
### echo
#   ### echo-image-1.png
#   ### echo-image-2.png
#   ### .
#   ### .
### echo-dot 
    ### echo-dot-image-1.png 
    ### echo-dot-image-2.png 
    ### . 
    ### .

3. ラベルに対応する画像を、同じラベル名のフォルダーに配置します。
4. 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。
5. ステップ 1 で作成したフォルダを、初回セットアップ時に Amazon Rekognition カスタムラベルに

よって作成された Amazon S3 バケット (コンソールバケット) に追加します。詳細については、「新
しい Amazon Rekognition カスタムラベルプロジェクトの管理 (p. 224)」を参照してください。

6. Amazon Rekognition コンソールを https://console.aws.amazon.com/rekognition/ で開きます。
7. [カスタムラベルを使用] を選択します。
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. [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。
11. [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。
12. [開始設定] で、[単一のデータセットから開始] または [トレーニングデータセットから開始] を選択し

ます。より高品質なモデルを作成するには、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
のデータセットから開始することをお勧めします。

Single dataset

a. [トレーニングデータセットの詳細] セクションで、[S3 バケットから画像をインポート] を選択
します。

b. 「トレーニングデータセットの詳細」セクションで、「イメージソース設定」セクションの手
順 13 ～ 15 の情報を入力します。

Separate training and test datasets

a. [トレーニングデータセットの詳細] セクションで、[S3 バケットから画像をインポート] を選択
します。

b. 「トレーニングデータセットの詳細」セクションで、「イメージソース設定」セクションの手
順 13 ～ 15 の情報を入力します。

c. [テストデータセットの詳細] セクションで、[S3 バケットからイメージをインポート] を選択し
ます。

d. 「テストデータセットの詳細」セクションで、「イメージソース設定」セクションの手順 13 
～ 15 の情報を入力します。
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13. [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。

14. 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。
15. [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。
16. [データセットの作成] を選択します。プロジェクトのデータセットページが開きます。
17. ラベルを追加または変更する必要がある場合は、行ってください画像にラベルを付ける (p. 108)。
18. 「モデルをトレーニングする (コンソール) (p. 121)」の手順に従って、モデルをトレーニングしま

す。

ローカルコンピュータ
画像は、コンピューターから直接ロードされます。同時にアップロードできる画像は、30 枚までです。

アップロードした画像にはラベルが関連付けられません。詳細については、「画像にラベルを付け
る (p. 108)」を参照してください。アップロードする画像が多い場合は、Amazon S3 バケットの使用を
検討してください。詳細については、「Amazon S3 バケット (p. 68)」を参照してください。

Note

AWSSDK を使用して、ローカル画像を使用してデータセットを作成することはできません。代わ
りに、マニフェストファイルを作成し、画像を Amazon S3 バケットにアップロードしてくださ
い。詳細については、「マニフェストファイル (p. 72)」を参照してください。

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. Amazon Rekognition コンソールを https://console.aws.amazon.com/rekognition/ で開きます。
2. [カスタムラベルを使用] を選択します。
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) 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。
6. [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。
7. [開始設定] で、[単一のデータセットから開始] または [トレーニングデータセットから開始] を選択し

ます。より高品質なモデルを作成するには、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
のデータセットから開始することをお勧めします。

Single dataset

a. 「トレーニングデータセットの詳細」セクションで、「コンピューターから画像をアップロー
ド」を選択します。

b. [データセットの作成] を選択します。
c. プロジェクトのデータセットページで、[画像を追加] を選択します。
d. 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。
e. [Upload images] (画像をアップロード) を選択します。

Separate training and test datasets

a. [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。
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b. [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。

c. [データセットの作成] を選択します。プロジェクトのデータセットページには、それぞれの
データセットの [トレーニング] タブと [テスト] タブが表示されます。

d. [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。

e. 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。
g. 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。
8. 「画像にラベルを付ける (p. 108)」の手順に従って、画像にラベルを付けます。
9. 「モデルをトレーニングする (コンソール) (p. 121)」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
Amazon 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できま
す。Amazon SageMaker Ground Truth ジョブのマニフェストファイルを使用できます。画像やラベルが 
SageMaker Ground Truth マニフェストファイルの形式でない場合は、 SageMaker フォーマットマニフェ
ストファイルを作成し、それを使用してラベル付き画像をインポートできます。

トピック
• SageMaker Ground Truth 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. 72)
• SageMaker Ground Truth 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. 73)
• SageMaker アマゾン・Ground Truth の仕事 (p. 80)
• マニフェストファイルの作成 (p. 81)
• 他のデータセット形式のマニフェストファイルへの変換 (p. 89)

SageMaker Ground Truth 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)

次の手順は、 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
方法です。

1. 次のいずれかを実行して、トレーニングデータセットのマニフェストファイルを作成します。

• の指示に従って、 SageMaker GroundTruth Job を含むマニフェストファイルを作成します
SageMaker アマゾン・Ground Truth の仕事 (p. 80)。

• の手順に従って、独自の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の作
成 (p. 81)。

テストデータセットを作成する場合は、ステップ 1 を繰り返してテストデータセットを作成します。
2. Amazon Rekognition コンソールを https://console.aws.amazon.com/rekognition/ で開きます。
3. [カスタムラベルを使用] を選択します。
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4. [Get started] (開始方法) を選択します。
5. 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。
6. [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。
7. [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。
8. [開始設定] で、[単一のデータセットから開始] または [トレーニングデータセットから開始] を選択し

ます。より高品質なモデルを作成するには、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
のデータセットから開始することをお勧めします。

Single dataset

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

b. .manifest ファイルの場所に、手順 1 で作成したマニフェストファイルの場所を入力します。
c. [データセットの作成] を選択します。プロジェクトのデータセットページが開きます。

Separate training and test datasets

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

b. .manifest ファイルの場所に、ステップ 1 で作成したトレーニングデータセットのマニフェスト
ファイルの場所を入力します。

c. 「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。

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. .manifest ファイルの場所に、ステップ 1 で作成したテストデータセットマニフェストファイル
の場所を入力します。

e. [データセットの作成] を選択します。プロジェクトのデータセットページが開きます。
9. ラベルを追加または変更する必要がある場合は、行ってください画像にラベルを付ける (p. 108)。
10. 「モデルをトレーニングする (コンソール) (p. 121)」の手順に従って、モデルをトレーニングしま

す。

SageMaker Ground Truth 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
次の手順では、CreateDatasetAPI を使ってマニフェストファイルから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 Ground Truth ジョブからの出力など (p. 80)、既存のマニフェストファイルを使用すること
も、独自のマニフェストファイルを作成することもできます (p. 81)。

1. まだとAWS SDKAWS CLI をインストールして設定する必要があります。詳細については、「ステッ
プ 4:AWS CLI とAWS SDK をセットアップする (p. 9)」を参照してください。

2. 次のいずれかを実行して、トレーニングデータセットのマニフェストファイルを作成します。

• の指示に従って、 SageMaker GroundTruth Job を含むマニフェストファイルを作成します
SageMaker アマゾン・Ground Truth の仕事 (p. 80)。

• の手順に従って、独自の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の作
成 (p. 81)。
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テストデータセットを作成する場合は、ステップ 2 を繰り返してテストデータセットを作成します。
3. 次のサンプルコードを使用して、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します。

AWS CLI

次のコードに従って、データセットを作成します。以下に置き換えます:

• project_arn— テストデータセットを追加するプロジェクトの ARN。
• type— 作成するデータセットのタイプ (TRAIN または TEST)
• bucket— データセットのマニフェストファイルを含むバケット。
• manifest_file— マニフェストファイルのパスおよびファイル名。

aws rekognition create-dataset --project-arn project_arn \ 
  --dataset-type type \ 
  --dataset-source '{ "GroundTruthManifest": { "S3Object": { "Bucket": "bucket", 
 "Name": "manifest_file" } } }' \ 
  --profile custom-labels-access

Python

次の値を使用して、データセットを作成します。以下のコマンドラインパラメータを指定しま
す。

• project_arn— テストデータセットを追加するプロジェクトの ARN。
• dataset_type— 作成するデータセットのタイプ (trainまたはtest)。
• bucket— データセットのマニフェストファイルを含むバケット。
• manifest_file— マニフェストファイルのパスおよびファイル名。

#Copyright 2023 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-
rekognition-custom-labels-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

import argparse
import logging
import time
import json
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

def create_dataset(rek_client, project_arn, dataset_type, bucket, manifest_file): 
    """ 
    Creates an Amazon Rekognition Custom Labels dataset. 
    :param rek_client: The Amazon Rekognition Custom Labels Boto3 client. 
    :param project_arn: The ARN of the project in which you want to create a 
 dataset. 
    :param dataset_type: The type of the dataset that you want to create (train or 
 test). 
    :param bucket: The S3 bucket that contains the manifest file. 
    :param manifest_file: The path and filename of the manifest file. 
    """ 

    try: 
        #Create the project 
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        logger.info("Creating %s dataset for project %s",dataset_type, project_arn) 

        dataset_type = dataset_type.upper() 

        dataset_source = json.loads( 
            '{ "GroundTruthManifest": { "S3Object": { "Bucket": "' 
            + bucket 
            + '", "Name": "' 
            + manifest_file 
            + '" } } }' 
        ) 

        response = rek_client.create_dataset( 
            ProjectArn=project_arn, DatasetType=dataset_type, 
 DatasetSource=dataset_source 
        ) 

        dataset_arn=response['DatasetArn'] 

        logger.info("dataset ARN: %s",dataset_arn) 

        finished=False 
        while finished is False: 

            dataset=rek_client.describe_dataset(DatasetArn=dataset_arn) 

            status=dataset['DatasetDescription']['Status'] 
             
            if status == "CREATE_IN_PROGRESS": 
                logger.info("Creating dataset: %s ",dataset_arn) 
                time.sleep(5) 
                continue 

            if status == "CREATE_COMPLETE": 
                logger.info("Dataset created: %s", dataset_arn) 
                finished=True 
                continue 

            if status == "CREATE_FAILED": 
                error_message = f"Dataset creation failed: {status} : 
 {dataset_arn}" 
                logger.exception(error_message) 
                raise Exception (error_message) 
                 
            error_message = f"Failed. Unexpected state for dataset creation: 
 {status} : {dataset_arn}" 
            logger.exception(error_message) 
            raise Exception(error_message) 
             
        return dataset_arn 
    
     
    except ClientError as err: 
        logger.exception("Couldn't create dataset: %s",err.response['Error']
['Message']) 
        raise

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

    parser.add_argument( 
        "project_arn", help="The ARN of the project in which you want to create the 
 dataset." 
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    ) 

    parser.add_argument( 
        "dataset_type", help="The type of the dataset that you want to create 
 (train or test)." 
    ) 

    parser.add_argument( 
        "bucket", help="The S3 bucket that contains the manifest file." 
    ) 
     
    parser.add_argument( 
        "manifest_file", help="The path and filename of the manifest file." 
    )

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() 

        print(f"Creating {args.dataset_type} dataset for project 
 {args.project_arn}") 

        #Create the dataset. 
        session = boto3.Session(profile_name='custom-labels-access') 
        rekognition_client = session.client("rekognition") 

        dataset_arn=create_dataset(rekognition_client,  
            args.project_arn, 
            args.dataset_type, 
            args.bucket, 
            args.manifest_file) 

        print(f"Finished creating dataset: {dataset_arn}") 

    except ClientError as err: 
        logger.exception("Problem creating dataset: %s", err) 
        print(f"Problem creating dataset: {err}")

if __name__ == "__main__": 
    main()     
   

Java V2

次の値を使用して、データセットを作成します。以下のコマンドラインパラメータを指定しま
す。

• project_arn— テストデータセットを追加するプロジェクトの ARN。
• dataset_type— 作成するデータセットのタイプ (trainまたはtest)。
• bucket— データセットのマニフェストファイルを含むバケット。
• manifest_file— マニフェストファイルのパスおよびファイル名。
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/* 
   Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. 
   SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/

package com.example.rekognition;

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.CreateDatasetRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.CreateDatasetResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DatasetDescription;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DatasetSource;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DatasetStatus;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DatasetType;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeDatasetRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeDatasetResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.GroundTruthManifest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.S3Object;

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

public class CreateDatasetManifestFiles { 

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

    public static String createMyDataset(RekognitionClient rekClient, String 
 projectArn, String datasetType, 
            String bucket, String name) throws Exception, RekognitionException { 

        try { 

            logger.log(Level.INFO, "Creating {0} dataset for project : {1} from 
 s3://{2}/{3} ", 
                    new Object[] { datasetType, projectArn, bucket, name }); 

            DatasetType requestDatasetType = null; 

            switch (datasetType) { 
            case "train": 
                requestDatasetType = DatasetType.TRAIN; 
                break; 
            case "test": 
                requestDatasetType = DatasetType.TEST; 
                break; 
            default: 
                logger.log(Level.SEVERE, "Could not create dataset. Unrecognized 
 dataset type: {0}", datasetType); 
                throw new Exception("Could not create dataset. Unrecognized dataset 
 type: " + datasetType); 

            } 

            GroundTruthManifest groundTruthManifest = GroundTruthManifest.builder() 
                    
 .s3Object(S3Object.builder().bucket(bucket).name(name).build()).build(); 

            DatasetSource datasetSource = 
 DatasetSource.builder().groundTruthManifest(groundTruthManifest).build(); 
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            CreateDatasetRequest createDatasetRequest = 
 CreateDatasetRequest.builder().projectArn(projectArn) 
                    
 .datasetType(requestDatasetType).datasetSource(datasetSource).build(); 

            CreateDatasetResponse response = 
 rekClient.createDataset(createDatasetRequest); 

            boolean created = false; 

            do { 

                DescribeDatasetRequest describeDatasetRequest = 
 DescribeDatasetRequest.builder() 
                        .datasetArn(response.datasetArn()).build(); 
                DescribeDatasetResponse describeDatasetResponse = 
 rekClient.describeDataset(describeDatasetRequest); 

                DatasetDescription datasetDescription = 
 describeDatasetResponse.datasetDescription(); 

                DatasetStatus status = datasetDescription.status(); 

                logger.log(Level.INFO, "Creating dataset ARN: {0} ", 
 response.datasetArn()); 

                switch (status) { 

                case CREATE_COMPLETE: 
                    logger.log(Level.INFO, "Dataset created"); 
                    created = true; 
                    break; 

                case CREATE_IN_PROGRESS: 
                    Thread.sleep(5000); 
                    break; 

                case CREATE_FAILED: 
                    String error = "Dataset creation failed: " + 
 datasetDescription.statusAsString() + " " 
                            + datasetDescription.statusMessage() + " " + 
 response.datasetArn(); 
                    logger.log(Level.SEVERE, error); 
                    throw new Exception(error); 

                default: 
                    String unexpectedError = "Unexpected creation state: " + 
 datasetDescription.statusAsString() + " " 
                            + datasetDescription.statusMessage() + " " + 
 response.datasetArn(); 
                    logger.log(Level.SEVERE, unexpectedError); 
                    throw new Exception(unexpectedError); 
                } 

            } while (created == false); 

            return response.datasetArn(); 

        } catch (RekognitionException e) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Could not create dataset: {0}", 
 e.getMessage()); 
            throw e; 
        } 

    } 
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    public static void main(String[] args) { 

        String datasetType = null; 
        String bucket = null; 
        String name = null; 
        String projectArn = null; 
        String datasetArn = null; 

        final String USAGE = "\n" + "Usage: " + "<project_arn> <dataset_type> 
 <dataset_arn>\n\n" + "Where:\n" 
                + "   project_arn - the ARN of the project that you want to add 
 copy the datast to.\n\n" 
                + "   dataset_type - the type of the dataset that you want to 
 create (train or test).\n\n" 
                + "   bucket - the S3 bucket that contains the manifest file.\n\n" 
                + "   name - the location and name of the manifest file within the 
 bucket.\n\n"; 

        if (args.length != 4) { 
            System.out.println(USAGE); 
            System.exit(1); 
        } 

        projectArn = args[0]; 
        datasetType = args[1]; 
        bucket = args[2]; 
        name = args[3]; 

        try { 

            // Get the Rekognition client 
            RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder() 
                .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("custom-
labels-access")) 
                .region(Region.US_WEST_2) 
                .build(); 

             // Create the dataset 
            datasetArn = createMyDataset(rekClient, projectArn, datasetType, 
 bucket, name); 

            System.out.println(String.format("Created dataset: %s", datasetArn)); 

            rekClient.close(); 

        } catch (RekognitionException rekError) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Rekognition client error: {0}", 
 rekError.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } catch (Exception rekError) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Error: {0}", rekError.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 

    }

}

4. ラベルを追加または変更する必要がある場合は、を参照してくださいラベルの管理 (SDK) (p. 110)。
5. 「モデルをトレーニングする (SDK) (p. 123)」の手順に従って、モデルをトレーニングします。
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SageMaker アマゾン・Ground Truth の仕事

Amazon SageMaker Ground Truth を使用すると、ラベル付きイメージセットを作成できる機械学習ととも
に、Amazon Mechanical 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。Amazon Rekognition カスタムラベルは、指定した Amazon S3 バケットか
ら SageMaker Ground Truth マニフェストファイルをインポートします。

Amazon Rekognition カスタムラベルは、 SageMaker 次のGround Truth タスクをサポートしています。

• 画像分類
• バウンディングボックス

インポートするファイルは、イメージとマニフェストファイルです。マニフェストファイルには、イン
ポートする画像のラベルとバウンディングボックスの情報が含まれています。

Amazon Rekognition には、画像が保存されている Amazon S3 バケットにアクセスするためのアクセス許
可が必要です。Amazon Rekognition Custom Labels によってセットアップされたコンソールバケットを使
用している場合、必要な権限はすでに設定されています。コンソールバケットを使用していない場合は、
を参照してください外部の Amazon S3 3 バケットへのアクセス (p. 8)。

SageMaker Ground Truth ジョブによるマニフェストファイルの作成 (コンソール)

以下の手順は、 SageMaker Ground Truth ジョブでラベル付けされた画像を使用してデータセットを作
成する方法を示しています。ジョブの出力ファイルは Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールバ
ケットに保存されます。

SageMaker Ground Truth ジョブ (コンソール) でラベル付けされた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. 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。

2. コンソールバケットに、トレーニング画像を保存するフォルダーを作成します。

Note

コンソールバケットは、AWSリージョンで Amazon Rekognition カスタムラベルコンソール
を初めて開いたときに作成されます。詳細については、「新しい Amazon Rekognition カス
タムラベルプロジェクトの管理 (p. 224)」を参照してください。

3. 作成したフォルダに画像をアップロードします。
4. コンソールバケットに、Ground Truth ジョブの出力を保存するフォルダーを作成します。
5. https://console.aws.amazon.com/sagemaker/ SageMaker  でコンソールを開きます。
6. Ground Truth ラベリングジョブを作成してください。ステップ 2 とステップ 4 で作成したフォルダの 

Amazon S3 URL が必要です。詳細については、「Amazon SageMaker Ground Truth をデータラベリ
ングに使用する」を参照してください。

7. 手順 4output.manifest で作成したフォルダー内のファイルの場所を書き留めておきます。サブ
フォルダーにあるはずですGround-Truth-Job-Name/manifests/output。

8. の指示に従って SageMaker Ground Truth 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. 72)、アップロードされ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。ステップ 8 では、.manifest ファイルの場所に、前のステップで書き留めた場所の Amazon S3 
URL を入力します。AWSSDK を使用している場合は、 SageMaker Ground Truth 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. 73)そうしてください。

9. 手順 1 ～ 6 を繰り返して、テストデータセットの SageMaker Ground Truth ジョブを作成します。
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マニフェストファイルの作成

SageMaker Ground Truth 形式のマニフェストファイルをインポートして、テストデータセットまたはト
レーニング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 形式のマニフェス
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。Amazon Rekognition Custom Labels は、次のフォーマットの JSON lines を持つ SageMaker 
Ground Truth マニフェストをサポートしています。

• 分類Job 出力 — 画像に画像レベルのラベルを追加するために使用します。画像レベルのラベルは、画像
上のシーン、コンセプト、またはオブジェクト (オブジェクトの位置情報が必要ない場合) のクラスを定
義します。画像には複数の画像レベルのラベルを付けることができます。詳細については、「マニフェ
ストファイル内の画像レベルのラベル (p. 82)」を参照してください。

• バウンディングボックスJob 出力 — 画像上の 1 つまたは複数のオブジェクトのクラスと位置にラベル
を付けるために使用します。詳細については、「マニフェストファイル内のオブジェクトローカリゼー
ション (p. 85)」を参照してください。

画像レベルとローカリゼーション (バウンディングボックス) の JSON 行を同じマニフェストファイルに連
結できます。

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をインポートすると、Amazon Rekognition カスタムラベルは制限、構文、およ
びセマンティクスの検証ルールを適用します。詳細については、「マニフェストファイルの検証ルー
ル (p. 88)」を参照してください。

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、イメージが保存されている Amazon S3 バケットとは異なる Amazon S3 バケット内
に存在する可能性があります。JSON line の source-ref フィールドに画像の位置を指定します。

Amazon Rekognition には、画像が保存されている Amazon S3 バケットにアクセスするためのアクセス許
可が必要です。Amazon Rekognition Custom Labels によってセットアップされたコンソールバケットを使
用している場合、必要な権限はすでに設定されています。コンソールバケットを使用していない場合は、
を参照してください外部の Amazon S3 3 バケットへのアクセス (p. 8)。

トピック
• マニフェストファイルの作成 (p. 81)
• マニフェストファイル内の画像レベルのラベル (p. 82)
• マニフェストファイル内のオブジェクトローカリゼーション (p. 85)
• マニフェストファイルの検証ルール (p. 88)

マニフェストファイルの作成

次の手順で、トレーニングおよびテストデータセットを使用してプロジェクトを作成します。データセッ
トは、作成したトレーニングマニフェストファイルとテストマニフェストファイルから作成されます。

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. コンソールバケットに、マニフェストファイルを保存するフォルダーを作成します。
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2. コンソールバケットで、画像を保存するフォルダを作成します。
3. 作成したフォルダに画像をアップロードします。
4. トレーニングデータセット用の SageMaker Ground Truth 形式のマニフェストファイルを作成しま

す。詳細については、マニフェストファイル内の画像レベルのラベル (p. 82)およびマニフェスト
ファイル内のオブジェクトローカリゼーション (p. 85)を参照してください。

Important

各 JSON linessource-ref のフィールド値は、アップロードした画像にマッピングする必要
があります。

5. テストデータセット用の SageMaker Ground Truth 形式のマニフェストファイルを作成します。
6. 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。
7. マニフェストファイルの場所をメモします。
8. の指示に従って SageMaker Ground Truth 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. 72)、アップロードされ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。ステップ 8 では、.manifest ファイルの場所に、前のステップで書き留めた場所の Amazon S3 
URL を入力します。AWSSDK を使用している場合は、 SageMaker Ground Truth 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. 73)そうしてください。

マニフェストファイル内の画像レベルのラベル

画像レベルのラベル (ローカライズ情報を必要としないシーン、コンセプト、またはオブジェクトでラベ
ル付けされた画像) をインポートするには、 SageMaker Ground Truth Classification Job Output 形式の 
JSON 行をマニフェストファイルに追加します。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。

Tip

マニフェストファイルの作成を簡単にするために、CSV ファイルからマニフェストファイルを
作成する Python スクリプトが用意されています。詳細については、「CSV ファイルからのマニ
フェストファイルの作成 (p. 102)」を参照してください。

画像レベルラベルのマニフェストファイルを作成するには

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://custom-labels-console-us-east-1-nnnnnnnnnn/gt-job/
manifest/IMG_1133.png","TestCLConsoleBucket":0,"TestCLConsoleBucket-
metadata":{"confidence":0.95,"job-name":"labeling-job/
testclconsolebucket","class-name":"Echo Dot","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。.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、「

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) (p. 81)」を参照してください。

画像レベルの JSON 行

このセクションでは、シングル画像の JSON lines を作成する方法を説明します。次のイメージについて考
えます。次の画像のシーンは「サンライズ」と呼ばれることがあります。
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Sunrise というシーンを含む前の画像の JSON 行は、次のようになる場合があります。

{ 
    "source-ref": "s3://bucket/images/sunrise.png", 
    "testdataset-classification_Sunrise": 1, 
    "testdataset-classification_Sunrise-metadata": { 
        "confidence": 1, 
        "job-name": "labeling-job/testdataset-classification_Sunrise", 
        "class-name": "Sunrise", 
        "human-annotated": "yes", 
        "creation-date": "2020-03-06T17:46:39.176", 
        "type": "groundtruth/image-classification" 
    }
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}

以下の情報に注意してください。

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。

#########-## _ #####

(必須) ラベル属性。フィールド名を選択します。フィールド値 (前の例では1) はラベル属性識別
子です。Amazon Rekognition カスタムラベルでは使用されず、任意の整数値を使用できます。
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、"testdataset-
classification_Sunrise-metadata"。

#########-## _ #####-メタデータ

(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

(必須) 現在 Amazon Rekognition カスタムラベルでは使用されていませんが、0 から 1 の間の値を入
力する必要があります。

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) 画像に適用されるシーンまたはコンセプトに対して選択したクラス名。例えば、"Sunrise"。
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"no"。

作成日

(必須) 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。画像レベルのラベルの場合、値はです"groundtruth/image-
classification"。

画像への複数の画像レベルのラベルの追加

1 つの画像に複数のラベルを追加することはできます。たとえば、次の JSON では、1 つの画像に「サッ
カー」と「ボール」という 2 つのラベルが追加されます。

{ 
    "source-ref": "S3 bucket location",  
    "sport0":0, # FIRST label 
    "sport0-metadata": {  
        "class-name": "football",  
        "confidence": 0.8,  
        "type":"groundtruth/image-classification",  
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        "job-name": "identify-sport",  
        "human-annotated": "yes",  
        "creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256"  
    }, 
    "sport1":1, # SECOND label 
    "sport1-metadata": {  
        "class-name": "ball",  
        "confidence": 0.8,  
        "type":"groundtruth/image-classification",  
        "job-name": "identify-sport",  
        "human-annotated": "yes",  
        "creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256"  
    }
}  # end of annotations for 1 image 

マニフェストファイル内のオブジェクトローカリゼーション

SageMakerGround Truth Bounding Box Job 出力形式の JSON 行をマニフェストファイルに追加すること
で、オブジェクトローカリゼーション情報でラベル付けされた画像をインポートできます。

ローカリゼーション情報は、画像上のオブジェクトの位置を表します。位置は、オブジェクトを囲むバウ
ンディングボックスで表されます。バウンディングボックス構造には、バウンディングボックスの左上の
座標とバウンディングボックスの幅と高さが含まれます。バウンディングボックス形式の JSON 行には、
画像上の 1 つ以上のオブジェクトの位置を示すバウンディングボックスと、画像上の各オブジェクトのク
ラスが含まれます。

マニフェストファイルは 1 行以上の JSON lines で構成され、各行には 1 つの画像の情報が含まれていま
す。

オブジェクトローカリゼーション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://bucket/images/IMG_1186.png", "bounding-box": {"image_size": 
 [{"width": 640, "height": 480, "depth": 3}], "annotations": [{ "class_id": 1, 
 "top": 251, "left": 399, "width": 155, "height": 101}, {"class_id": 0, "top": 65, 
 "left": 86, "width": 220, "height": 334}]}, "bounding-box-metadata": {"objects": 
 [{ "confidence": 1}, {"confidence": 1}], "class-map": {"0": "Echo", "1": "Echo Dot"}, 
 "type": "groundtruth/object-detection", "human-annotated": "yes", "creation-date": 
 "2013-11-18T02:53:27", "job-name": "my job"}}

3. ファイルを保存します。.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. 先ほど作成した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、「 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) (p. 81)」を参照してください。

オブジェクトバウンディングボックスの JSON 行

このセクションでは、シングル画像の JSON lines を作成する方法を説明します。以下の画像は、Amazon 
EchoデバイスとAmazon Echo Dotデバイスの周囲のバウンディングボックスを示しています。
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以下は、前の画像のバウンディングボックスの JSON 行です。

{ 
 "source-ref": "s3://custom-labels-bucket/images/IMG_1186.png", 
 "bounding-box": { 
  "image_size": [{ 
   "width": 640, 
   "height": 480, 
   "depth": 3 
  }], 
  "annotations": [{ 
   "class_id": 1, 
   "top": 251, 
   "left": 399, 
   "width": 155, 
   "height": 101 
  }, { 
   "class_id": 0, 
   "top": 65, 
   "left": 86, 
   "width": 220, 
   "height": 334 
  }] 
 }, 
 "bounding-box-metadata": { 
  "objects": [{ 
   "confidence": 1 
  }, { 
   "confidence": 1 
  }], 
  "class-map": { 
   "0": "Echo", 
   "1": "Echo Dot" 
  }, 
  "type": "groundtruth/object-detection", 
  "human-annotated": "yes", 
  "creation-date": "2013-11-18T02:53:27", 
  "job-name": "my job" 
 }
}
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以下の情報に注意してください。

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。

###########

(必須) ラベル属性。フィールド名を選択します。画像内で検出された各オブジェクトの画像サイズとバウ
ンディングボックスが含まれます。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、"bounding-box-metadata"。

画像サイズ

(必須) 画像のサイズ (ピクセル単位) を含む単一要素の配列。
• height — (必須) 画像の高さ (ピクセル単位)。
• width — (必須) 画像の奥行き (ピクセル単位)。
• depth — (必須) 画像内のチャンネル数。RGB 画像の場合、値は 3 です。Amazon Rekognition カス

タムラベルでは現在使用されていませんが、値が必要です。
注釈

(必須) 画像内で検出された各オブジェクトのバウンディングボックス情報の配列。
• class_id — (必須) クラスマップ内のラベルにマップします。前述の例では、class_id1 がのオブジェ

クトはイメージの Echo Dot です。
• top — (必須) 画像の上部からバウンディングボックスの上部までの距離（ピクセル単位）。
• left — (必須) 画像の左からバウンディングボックスの左までの距離（ピクセル単位）。
• width — (必須) 境界ボックスの幅 (ピクセル単位)。
• height — (必須) 境界ボックスの高さ (ピクセル単位)。

###########-メタデータ

(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。画像内で検出された各オブジェクトのバウンディングボックス情報の配列。

[オブジェクト]

(必須) 画像内のオブジェクトの配列。インデックスで注釈配列にマップします。信頼度属性は 
Amazon Rekognition カスタムラベルでは使用されません。

クラスマップ

(必須) 画像内で検出されたオブジェクトに適用されるクラスのマップ。
タイプ

(必須) 分類ジョブのタイプ。 "groundtruth/object-detection"ジョブをオブジェクト検出とし
て識別します。

作成日

(必須) ラベルが作成された協定世界時 (UTC) の日時。
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"no"。

ジョブ名

(オプション) 画像を処理するジョブの名前。
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マニフェストファイルの検証ルール

マニフェストファイルをインポートすると、Amazon Rekognition カスタムラベルは制限、構文、およびセ
マンティクスの検証ルールを適用します。 SageMaker Ground Truth ーススキーマは構文検証を強制しま
す。詳細については、「出力」を参照してください。制限とセマンティクスの検証ルールは次のとおりで
す。

Note

• 20% の無効ルールは、すべての検証ルールに累積的に適用されます。無効な JSON が 15%、
画像が 15% 無効など、何らかの組み合わせによってインポートが 20% の制限を超えると、イ
ンポートは失敗します。

• 各データセットオブジェクトはマニフェスト内の 1 行です。空白行や無効な行もデータセット
オブジェクトとしてカウントされます。

• オーバーラップは (テストとトレーニングで共通するラベル)/(トレーニングラベル) です。

トピック
• Limits (p. 88)
• セマンティクス (p. 88)

Limits

検証 制限 エラー発生

マニフェストファイルサイズ 最大で 1 GB エラー

マニフェストファイルの最大行
数

マニフェストの行として最大
250,000のデータセットオブジェ
クト。

エラー

ラベルごとの有効なデータセッ
トオブジェクトの総数の下限

>=1 エラー

ラベルの下限界 > = 2 エラー

ラベルの上限 250 エラー

画像あたりの最小バウンディン
グボックス

0 なし

画像あたりの最大バウンディン
グボックス数

50 なし

セマンティクス

検証 制限 エラー発生

マニフェストが空です エラー

source-ref オブジェクトがない
か、アクセスできない

20% 未満のオブジェクト数 警告

source-ref オブジェクトがない
か、アクセスできない

プロジェクト数 > 20% エラー
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検証 制限 エラー発生

トレーニングデータセットにテ
ストラベルがない

ラベルが 50% 以上重複している エラー

データセット内の同じラベルの
ラベルとオブジェクトの例が混
在しています。データセットオ
ブジェクト内の同じクラスの分
類と検出。

エラーまたは警告なし

テストとトレーニングの間でア
セットが重複している

テストデータセットとトレーニ
ングデータセットが重複しては
いけません。

データセット内の画像は同じバ
ケットからのものでなければな
りません

オブジェクトが別のバケットに
ある場合はエラー

エラー

他のデータセット形式のマニフェストファイルへの変換

次の情報を使用して、 SageMaker さまざまなソースデータセット形式から Amazon 形式のマニフェスト
ファイルを作成できます。マニフェストファイルを作成したら、それ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 (p. 72)」を参照してください。

トピック
• COCO データセットの変換 (p. 89)
• マルチラベルの SageMaker Ground Truth マニフェストファイルの変換 (p. 99)
• CSV ファイルからのマニフェストファイルの作成 (p. 102)

COCO データセットの変換

COCOは、大規模なオブジェクト検出、セグメンテーション、およびキャプションデータセットを指定
するための形式です。この Python の例では (p. 96)、COCO オブジェクト検出形式のデータセットを 
Amazon Rekognition カスタムラベルのバウンディングボックス形式のマニフェストファイルに変換する方
法を示しています (p. 85)。このセクションには、独自のコードを作成するために使用できる情報も含ま
れています。

COCO 形式の JSON ファイルは、データセット全体の情報を提供する 5 つのセクションで構成されていま
す。詳細については、「ココフォーマット (p. 94)」を参照してください。

• info— データセットに関する一般情報。
• licenses — データセット内のイメージのライセンス情報。
• images (p. 94)— データセット内の画像のリスト。
• annotations (p. 95)— データセット内のすべての画像にある注釈（バウンディングボックスを含

む）のリスト。
• categories (p. 96)— ラベルカテゴリのリスト。

Amazon Rekognition カスタムラベルのマニフェストファイルを作成するには、、categoriesおよびリス
トの情報が必要です。imagesannotations

Amazon Rekognition カスタムラベルのマニフェストファイルは JSON 行形式で、各行には画像上の 1 つ
以上のオブジェクトのバウンディングボックスとラベル情報が含まれています。詳細については、「マニ
フェストファイル内のオブジェクトローカリゼーション (p. 85)」を参照してください。
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COCO オブジェクトをカスタムラベルの JSON 行にマッピング

COCO 形式のデータセットを変換するには、COCO データセットを Amazon Rekognition カスタムラベ
ルマニフェストファイルにマッピングしてオブジェクトのローカリゼーションを行います。詳細について
は、「マニフェストファイル内のオブジェクトローカリゼーション (p. 85)」を参照してください。各画
像の JSON 行を作成するには、マニフェストファイルに COCOimagecategory データセットとオブジェ
クトフィールド ID をマッピングする必要があります。annotation

COCO マニフェストファイルの例を次に示します。詳細については、「ココフォーマット (p. 94)」を
参照してください。

{ 
    "info": { 
        "description": "COCO 2017 Dataset","url": "http://cocodataset.org","version": 
 "1.0","year": 2017,"contributor": "COCO Consortium","date_created": "2017/09/01" 
    }, 
    "licenses": [ 
        {"url": "http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/","id": 4,"name": "Attribution 
 License"} 
    ], 
    "images": [ 
        {"id": 242287, "license": 4, "coco_url": "http://images.cocodataset.org/val2017/
xxxxxxxxxxxx.jpg", "flickr_url": "http://farm3.staticflickr.com/2626/xxxxxxxxxxxx.jpg", 
 "width": 426, "height": 640, "file_name": "xxxxxxxxx.jpg", "date_captured": "2013-11-15 
 02:41:42"}, 
        {"id": 245915, "license": 4, "coco_url": "http://images.cocodataset.org/val2017/
nnnnnnnnnnnn.jpg", "flickr_url": "http://farm1.staticflickr.com/88/xxxxxxxxxxxx.jpg", 
 "width": 640, "height": 480, "file_name": "nnnnnnnnnn.jpg", "date_captured": "2013-11-18 
 02:53:27"} 
    ], 
    "annotations": [ 
        {"id": 125686, "category_id": 0, "iscrowd": 0, "segmentation": [[164.81, 
 417.51,......167.55, 410.64]], "image_id": 242287, "area": 42061.80340000001, "bbox": 
 [19.23, 383.18, 314.5, 244.46]}, 
        {"id": 1409619, "category_id": 0, "iscrowd": 0, "segmentation": [[376.81, 
 238.8,........382.74, 241.17]], "image_id": 245915, "area": 3556.2197000000015, "bbox": 
 [399, 251, 155, 101]}, 
        {"id": 1410165, "category_id": 1, "iscrowd": 0, "segmentation": [[486.34, 
 239.01,..........495.95, 244.39]], "image_id": 245915, "area": 1775.8932499999994, "bbox": 
 [86, 65, 220, 334]} 
    ], 
    "categories": [ 
        {"supercategory": "speaker","id": 0,"name": "echo"}, 
        {"supercategory": "speaker","id": 1,"name": "echo dot"} 
    ]
}

次の図は、データセットマップの COCO データセットリストが画像の Amazon Rekognition カスタムラベ
ルの JSON 行にどのように対応しているかを示しています。色が一致すれば、1 つの画像の情報を示しま
す。
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1 行の JSON 行の COCO オブジェクトを取得するには

1. 画像リスト内の各画像について、image_idid注釈フィールドの値が画像フィールドと一致する注釈
リストから注釈を取得します。

2. ステップ 1 で一致した各注釈について、categoriesリストを読
み、categorycategoryidannotationcategory_idフィールドの値がオブジェクトフィールドと
一致する箇所をそれぞれ取得します。

3. image一致した、、categoryおよびオブジェクトを使用して画像の JSON 行を作成しま
す。annotationフィールドをマッピングするには、を参照してくださいCOCO オブジェクトフィー
ルドをカスタムラベルの JSON ラインオブジェクトフィールドにマッピング (p. 91)。

4. imageimagesリスト内の各オブジェクトの JSON 行が作成されるまで、手順 1 ～ 3 を繰り返しま
す。

サンプルコードについては、「COCO データセットの変換 (p. 96)」を参照してください。

COCO オブジェクトフィールドをカスタムラベルの JSON ラインオブジェクトフィールドにマッ
ピング

Amazon Rekognition カスタムラベル JSON 行の COCO オブジェクトを特定したら、COCO オブジェク
トフィールドをそれぞれの Amazon Rekognition カスタムラベル JSON ラインオブジェクトフィールドに
マッピングする必要があります。次の Amazon Rekognition カスタムラベル JSON 行の例では、1 つの画
像 (id=000000245915) が前述の COCO JSON の例にマッピングされています。以下の情報に注意して
ください。

• source-refは Amazon S3 バケット内のイメージの場所のことです。COCO イメージが Amazon S3 
バケットに保存されていない場合は、それらを Amazon S3 バケットに移動する必要があります。

• annotationsリストには、annotation画像上の各オブジェクトのオブジェクトが含まれていま
す。annotationオブジェクトには、バウンディングボックス情報 (top、leftwidth、height) とラ
ベル識別子 (class_id) が含まれます。
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• ラベル識別子 (class_id)class-map はメタデータのリストにマップされます。画像に使用されている
ラベルが一覧表示されます。

{ 
 "source-ref": "s3://custom-labels-bucket/images/000000245915.jpg", 
 "bounding-box": { 
  "image_size": { 
   "width": 640, 
   "height": 480, 
   "depth": 3 
  }, 
  "annotations": [{ 
   "class_id": 0, 
   "top": 251, 
   "left": 399, 
   "width": 155, 
   "height": 101 
  }, { 
   "class_id": 1, 
   "top": 65, 
   "left": 86, 
   "width": 220, 
   "height": 334 
  }] 
 }, 
 "bounding-box-metadata": { 
  "objects": [{ 
   "confidence": 1 
  }, { 
   "confidence": 1 
  }], 
  "class-map": { 
   "0": "Echo", 
   "1": "Echo Dot" 
  }, 
  "type": "groundtruth/object-detection", 
  "human-annotated": "yes", 
  "creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256", 
  "job-name": "my job" 
 }
}

以下の情報を使用して、Amazon Rekognition カスタムラベルのマニフェストファイルフィールドを 
COCO データセットの JSON フィールドにマッピングします。

ソースレファレンス

イメージの場所の S3 形式の URL。画像は S3 バケットに保存されている必要があります。詳細について
は、「ソースレファレンス (p. 87)」を参照してください。coco_urlCOCO フィールドが S3 バケッ
トの場所を指している場合は、coco_urlの値にの値を使用できますsource-ref。または、file_name
(COCO)source-ref フィールドにマッピングし、変換コードに必要な S3 パスを画像が保存されている
場所に追加することもできます。

###########

任意のラベル属性名。詳細については、「########### (p. 87)」を参照してください。

画像サイズ

画像のサイズ (ピクセル単位)。image画像リスト内のオブジェクトにマップします (p. 94)。

• height-> image (p. 94).height
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• width-> image (p. 94).width
• depth-> Amazon Rekognition カスタムラベルでは使用されませんが、値を入力する必要があります。

注釈

annotation オブジェクトのリスト。annotation画像上のオブジェクトごとに 1 つずつあります。

注釈

画像上のオブジェクトの 1 つのインスタンスのバウンディングボックス情報が含まれます。

• class_id->class-map カスタムラベルのリストへの数値IDマッピング。
• top -> bbox (p. 95)[1]
• left -> bbox (p. 95)[0]
• width -> bbox (p. 95)[2]
• height -> bbox (p. 95)[3]

###########-メタデータ

ラベル属性のメタデータ。ラベルとラベル識別子が含まれます。詳細については、「###########-メタ
データ (p. 87)」を参照してください。

オブジェクト

画像内のオブジェクトの配列。annotationsインデックスでリストにマップします。

オブジェクト

• confidence->Amazon Rekognition カスタムラベルでは使用されませんが、値 (1) が必要です。

クラスマップ

画像内で検出されたオブジェクトに適用されるラベル (クラス) のマップ。カテゴリリスト内のカテゴリオ
ブジェクトにマップします。 (p. 96)

• id -> category (p. 96).id
• id value -> category (p. 96).name

type

groundtruth/object-detection を指定してください

ヒューマンアノテーション

yes または no を指定します。詳細については、「###########-メタデータ (p. 87)」を参照してくだ
さい。

作成日->画像.date_キャプチャ済み (p. 94)

画像の作成日時。COCO イメージリスト内のイメージのイメージ.date_captured (p. 94) フィールドに
マップします。Amazon Rekognition カスタムラベルの形式は Y-M-DTH: M: S であることを想定していま
す。creation-date
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ジョブ名

あなたが選んだ仕事名。

ココフォーマット

COCOデータセットは、データセット全体の情報を提供する5つの情報セクションで構成されていま
す。COCOオブジェクト検出データセットの形式は、COCOデータ形式に記載されています。

• info — データセットに関する一般情報。
• ライセンス — データセット内の画像のライセンス情報。
• images (p. 94) — データセット内の画像のリスト。
• 注釈 (p. 95) — データセット内のすべての画像に存在する注釈 (バウンディングボックスを含む) のリ

スト。
• カテゴリ (p. 96) — ラベルカテゴリのリスト。

カスタムラベルマニフェストを作成するには、COCO マニフェストファイル
のannotations、、categoriesおよびリストを使用します。images他のセクション 
(info,licences) は必須ではありません。COCO マニフェストファイルの例を次に示します。

{ 
    "info": { 
        "description": "COCO 2017 Dataset","url": "http://cocodataset.org","version": 
 "1.0","year": 2017,"contributor": "COCO Consortium","date_created": "2017/09/01" 
    }, 
    "licenses": [ 
        {"url": "http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/","id": 4,"name": "Attribution 
 License"} 
    ], 
    "images": [ 
        {"id": 242287, "license": 4, "coco_url": "http://images.cocodataset.org/val2017/
xxxxxxxxxxxx.jpg", "flickr_url": "http://farm3.staticflickr.com/2626/xxxxxxxxxxxx.jpg", 
 "width": 426, "height": 640, "file_name": "xxxxxxxxx.jpg", "date_captured": "2013-11-15 
 02:41:42"}, 
        {"id": 245915, "license": 4, "coco_url": "http://images.cocodataset.org/val2017/
nnnnnnnnnnnn.jpg", "flickr_url": "http://farm1.staticflickr.com/88/xxxxxxxxxxxx.jpg", 
 "width": 640, "height": 480, "file_name": "nnnnnnnnnn.jpg", "date_captured": "2013-11-18 
 02:53:27"} 
    ], 
    "annotations": [ 
        {"id": 125686, "category_id": 0, "iscrowd": 0, "segmentation": [[164.81, 
 417.51,......167.55, 410.64]], "image_id": 242287, "area": 42061.80340000001, "bbox": 
 [19.23, 383.18, 314.5, 244.46]}, 
        {"id": 1409619, "category_id": 0, "iscrowd": 0, "segmentation": [[376.81, 
 238.8,........382.74, 241.17]], "image_id": 245915, "area": 3556.2197000000015, "bbox": 
 [399, 251, 155, 101]}, 
        {"id": 1410165, "category_id": 1, "iscrowd": 0, "segmentation": [[486.34, 
 239.01,..........495.95, 244.39]], "image_id": 245915, "area": 1775.8932499999994, "bbox": 
 [86, 65, 220, 334]} 
    ], 
    "categories": [ 
        {"supercategory": "speaker","id": 0,"name": "echo"}, 
        {"supercategory": "speaker","id": 1,"name": "echo dot"} 
    ]
}

画像リスト

COCO データセットによって参照される画像は images 配列に一覧表示されます。各画像オブジェクトに
は、画像ファイル名などの画像に関する情報が含まれています。次の画像オブジェクト例では、Amazon 
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Rekognition カスタムラベルマニフェストファイルを作成するために次の情報とどのフィールドが必要かを
書き留めておきます。

• id— (必須) 画像の一意の識別子です。ididフィールドは注釈配列のフィールド (バウンディングボック
ス情報が格納されている) にマップされます。

• license— (不要) ライセンスアレイにマップします。
• coco_url— (オプション) イメージの位置。
• flickr_url— (必須ではありません) Flickr 上の画像の場所。
• width— (必須) 画像の幅。
• height— (必須) 画像の高さ。
• file_name— (必須) 画像ファイル名。この例では、file_nameidとが一致しますが、これはCOCO

データセットの要件ではありません。
• date_captured— (必須) 画像がキャプチャされた日付と時刻。

{ 
    "id": 245915, 
    "license": 4, 
    "coco_url": "http://images.cocodataset.org/val2017/nnnnnnnnnnnn.jpg", 
    "flickr_url": "http://farm1.staticflickr.com/88/nnnnnnnnnnnnnnnnnnn.jpg", 
    "width": 640, 
    "height": 480, 
    "file_name": "000000245915.jpg", 
    "date_captured": "2013-11-18 02:53:27"
}

注釈 (バウンディングボックス) リスト

すべての画像のすべてのオブジェクトのバウンディングボックス情報は、注釈リストに保存されます。1 
つの注釈オブジェクトには、1 つのオブジェクトのバウンディングボックス情報と画像上のオブジェクト
のラベルが含まれます。画像上のオブジェクトの各インスタンスには注釈オブジェクトがあります。

次の例では、Amazon Rekognition カスタムラベルのマニフェストファイルを作成するために次の情報とど
のフィールドが必要かを書き留めておきます。

• id— (必須) 注釈の識別子。
• image_id— (必須) imagesid 配列内の画像に対応します。
• category_id— (必須) バウンディングボックス内のオブジェクトを識別するラベルの識別子。idカテ

ゴリ配列のフィールドにマップされます。
• iscrowd— (必須) 画像に多数のオブジェクトが含まれているかどうかを指定します。
• segmentation— (必須) 画像上のオブジェクトのセグメンテーション情報。Amazon Rekognition カス

タムラベルはセグメンテーションをサポートしていません。
• area— (必須) 注釈の領域。
• bbox— (必須) 画像上のオブジェクトを囲むバウンディングボックスの座標 (ピクセル単位) を含みま

す。

{ 
    "id": 1409619, 
    "category_id": 1, 
    "iscrowd": 0, 
    "segmentation": [ 
        [86.0, 238.8,..........382.74, 241.17] 
    ], 
    "image_id": 245915, 
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    "area": 3556.2197000000015, 
    "bbox": [86, 65, 220, 334]
}

カテゴリリスト

ラベル情報はカテゴリ配列に格納されます。次のカテゴリオブジェクトの例では、Amazon Rekognition 
Custom Labels マニフェストファイルを作成するために次の情報と、どのフィールドが必要かを書き留め
ておきます。

• supercategory— (必須) ラベルの親カテゴリ。
• id— (必須) ラベル識別子。idcategory_idannotationフィールドはオブジェクト内のフィールドに

マップされます。次の例では、エコードットの識別子は 2 です。
• name— (必須) ラベル名。

        {"supercategory": "speaker","id": 2,"name": "echo dot"}

COCO データセットの変換

次の Python の例を使用して、COCO 形式のデータセットのバウンディングボックス情報を Amazon 
Rekognition カスタムラベルのマニフェストファイルに変換します。このコードは、作成したマニフェスト
ファイルを Amazon S3 バケットにアップロードします。このコードには、画像のアップロードに使用で
きる AWS CLI コマンドも含まれています。

COCO データセット (SDK) を変換するには

1. まだ実行していない場合:

a. AmazonS3FullAccessアクセス許可があ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. 12)」を参照してください。

b. AWS CLI と 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 をセットアップする (p. 9)」を参照してください。

2. 次の Python コードを使用して COCO データセットを変換します。次の値を設定します。

• s3_bucket— イメージと Amazon Rekognition カスタムラベルマニフェストファイルを保存する 
S3 バケットの名前。

• s3_key_path_images— S3 バケット内のイメージを配置する場所へのパス (s3_bucket)。
• s3_key_path_manifest_file— S3 バケット内のカスタムラベルマニフェストファイルを配置

する場所へのパス (s3_bucket)。
• local_path— この例で入力 COCO データセットを開き、新しいカスタムラベルマニフェスト

ファイルを保存するローカルパス。
• local_images_path— トレーニングに使用する画像へのローカルパス。
• coco_manifest— 入力 COCO データセットのファイル名。
• cl_manifest_file— この例で作成されたマニフェストファイルの名前。ファイルは、で指

定された場所に保存されますlocal_path。慣例により、ファイルには拡張子が付いています
が.manifest、これは必須ではありません。

• job_name— カスタムラベルジョブの名前。

import json
import os
import random
import shutil
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import datetime
import botocore
import boto3
import PIL.Image as Image
import io

#S3 location for images
s3_bucket = 'bucket'
s3_key_path_manifest_file = 'path to custom labels manifest file/'
s3_key_path_images = 'path to images/'
s3_path='s3://' + s3_bucket  + '/' + s3_key_path_images
s3 = boto3.resource('s3')

#Local file information
local_path='path to input COCO dataset and output Custom Labels manifest/'
local_images_path='path to COCO images/'
coco_manifest = 'COCO dataset JSON file name'
coco_json_file = local_path + coco_manifest
job_name='Custom Labels job name'
cl_manifest_file = 'custom_labels.manifest'

label_attribute ='bounding-box'

open(local_path + cl_manifest_file, 'w').close()

# class representing a Custom Label JSON line for an image
class cl_json_line:   
    def __init__(self,job, img):   

        #Get image info. Annotations are dealt with seperately 
        sizes=[] 
        image_size={} 
        image_size["width"] = img["width"] 
        image_size["depth"] = 3 
        image_size["height"] = img["height"] 
        sizes.append(image_size) 

        bounding_box={} 
        bounding_box["annotations"] = [] 
        bounding_box["image_size"] = sizes 

        self.__dict__["source-ref"] = s3_path + img['file_name'] 
        self.__dict__[job] = bounding_box 

        #get metadata 
        metadata = {} 
        metadata['job-name'] = job_name 
        metadata['class-map'] = {} 
        metadata['human-annotated']='yes' 
        metadata['objects'] = []  
        date_time_obj = datetime.datetime.strptime(img['date_captured'], '%Y-%m-%d %H:
%M:%S') 
        metadata['creation-date']= date_time_obj.strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%S')  
        metadata['type']='groundtruth/object-detection' 
         
        self.__dict__[job + '-metadata'] = metadata

print("Getting image, annotations, and categories from COCO file...")

with open(coco_json_file) as f: 

    #Get custom label compatible info     
    js = json.load(f) 
    images = js['images'] 
    categories = js['categories'] 
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    annotations = js['annotations'] 

    print('Images: ' + str(len(images))) 
    print('annotations: ' + str(len(annotations))) 
    print('categories: ' + str(len (categories)))

print("Creating CL JSON lines...") 
     
images_dict = {image['id']: cl_json_line(label_attribute, image) for image in images}

print('Parsing annotations...')
for annotation in annotations: 

    image=images_dict[annotation['image_id']] 

    cl_annotation = {} 
    cl_class_map={} 

    # get bounding box information 
    cl_bounding_box={} 
    cl_bounding_box['left'] = annotation['bbox'][0] 
    cl_bounding_box['top'] = annotation['bbox'][1] 
  
    cl_bounding_box['width'] = annotation['bbox'][2] 
    cl_bounding_box['height'] = annotation['bbox'][3] 
    cl_bounding_box['class_id'] = annotation['category_id'] 

    getattr(image, label_attribute)['annotations'].append(cl_bounding_box) 

    for category in categories: 
         if annotation['category_id'] == category['id']: 
            getattr(image, label_attribute + '-metadata')['class-map']
[category['id']]=category['name'] 
         
     
    cl_object={} 
    cl_object['confidence'] = int(1)  #not currently used by Custom Labels 
    getattr(image, label_attribute + '-metadata')['objects'].append(cl_object)

print('Done parsing annotations')

# Create manifest file.
print('Writing Custom Labels manifest...')

for im in images_dict.values(): 

    with open(local_path+cl_manifest_file, 'a+') as outfile: 
            json.dump(im.__dict__,outfile) 
            outfile.write('\n') 
            outfile.close()

# Upload manifest file to S3 bucket.
print ('Uploading Custom Labels manifest file to S3 bucket')
print('Uploading'  + local_path + cl_manifest_file + ' to ' + 
 s3_key_path_manifest_file)
print(s3_bucket)
s3 = boto3.resource('s3')
s3.Bucket(s3_bucket).upload_file(local_path + cl_manifest_file, 
 s3_key_path_manifest_file + cl_manifest_file)

# Print S3 URL to manifest file,
print ('S3 URL Path to manifest file. ')
print('\033[1m s3://' + s3_bucket + '/' + s3_key_path_manifest_file + cl_manifest_file 
 + '\033[0m')  
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# Display aws s3 sync command.
print ('\nAWS CLI s3 sync command to upload your images to S3 bucket. ')
print ('\033[1m aws s3 sync ' + local_images_path + ' ' + s3_path + '\033[0m')

3. コードを実行します。
4. プログラム出力で、s3 syncコマンドを書き留めます。これは次の手順で必要です。
5. コマンドラインプロンプトで、s3 sync コマンドを実行します。画像は S3 バケットにアップロード

されます。アップロード中にコマンドが失敗した場合は、ローカルイメージが S3 バケットと同期さ
れるまでコマンドを再実行します。

6. プログラム出力に、マニフェストファイルへの S3 URL パスを書き留めます。これは次の手順で必要
です。

7. の指示に従って SageMaker Ground Truth 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. 72)、アップロードされ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。ステップ 8 では、.manifest ファイルの場所に、前のステップで書き留めた Amazon S3 URL を入
力します。AWSSDK を使用している場合は、 SageMaker Ground Truth 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. 73)そうしてください。

マルチラベルの SageMaker Ground Truth マニフェストファイルの変換

このトピックでは、マルチラベルの Amazon SageMaker Ground Truth マニフェストファイルを Amazon 
Rekognition カスタムラベル形式のマニフェストファイルに変換する方法を説明します。

SageMaker マルチラベルジョブの Ground Truth マニフェストファイルは、Amazon Rekognition カスタ
ムラベル形式のマニフェストファイルとは形式が異なります。マルチラベル分類とは、画像が複数のクラ
スに分類されているが、同時に複数のクラスに属する場合です。この場合、画像にはサッカーやボールな
ど、複数のラベル（マルチラベル）が付けられる可能性があります。

マルチラベルの SageMaker Ground Truth ジョブの詳細については、「画像分類 (マルチラベル)」を参照
してください。マルチラベル形式の Amazon Rekognition カスタムラベルマニフェストファイルについて
は、を参照してくださいthe section called “画像への複数の画像レベルのラベルの追加” (p. 84)。

SageMaker Ground Truth ジョブのマニフェストファイルの取得

次の手順では、Amazon SageMaker Ground Truth ジョブ用の出力マニフェストファイル 
(output.manifest) を取得する方法を説明します。を使用して、output.manifest次の手順の入力と
して使用します。

SageMaker Ground Truth ジョブマニフェストファイルをダウンロードするには

1. https://console.aws.amazon.com/sagemaker/ を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Ground Truth] を選択し、次に [ラベリングジョブ] を選択します。
3. 使用するマニフェストファイルを含むラベリングジョブを選択します。
4. 詳細ページで、[出力データセットの場所] の下のリンクを選択します。Amazon S3 コンソールがデー

タセットの場所で開きます。
5. outputを選択しManifests、次にoutput.manifest。
6. [オブジェクトアクション] を選択し、[ダウンロード] を選択してマニフェストファイルをダウンロー

ドします。

SageMaker マルチラベルマニフェストファイルの変換

以下の手順では、既存のマルチラベル形式のマニフェストファイルから、マルチラベル形式の Amazon 
Rekognition Custom Labels SageMaker GroundTruth マニフェストファイルを作成します。
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Note

コードを実行するには、Python バージョン 3 以降が必要です。

SageMaker マルチラベルのマニフェストファイルを変換するには

1. 以下の Python コードを実行します。 SageMaker Ground Truth ジョブのマニフェストファイルの取
得 (p. 99)コマンドライン引数として、作成したマニフェストファイルの名前を指定します。

# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier:  Apache-2.0
"""
Purpose
Shows how to create and Amazon Rekognition Custom Labels format
manifest file from an Amazon SageMaker Ground Truth Image
Classification (Multi-label) format manifest file.
"""
import json
import logging
import argparse
import os.path

logger = logging.getLogger(__name__)

def create_manifest_file(ground_truth_manifest_file): 
    """ 
    Creates an Amazon Rekognition Custom Labels format manifest file from 
    an Amazon SageMaker Ground Truth Image Classification (Multi-label) format 
    manifest file. 
    :param: ground_truth_manifest_file: The name of the Ground Truth manifest file, 
    including the relative path. 
    :return: The name of the new Custom Labels manifest file. 
    """ 

    logger.info('Creating manifest file from %s', ground_truth_manifest_file) 
    new_manifest_file = f'custom_labels_{os.path.basename(ground_truth_manifest_file)}' 

    # Read the SageMaker Ground Truth manifest file into memory. 
    with open(ground_truth_manifest_file) as gt_file: 
        lines = gt_file.readlines() 

    #Iterate through the lines one at a time to generate the 
    #new lines for the Custom Labels manifest file. 
    with open(new_manifest_file, 'w') as the_new_file: 
        for line in lines: 
            #job_name - The of the Amazon Sagemaker Ground Truth job. 
            job_name = '' 
            # Load in the old json item from the Ground Truth manifest file 
            old_json = json.loads(line) 

            # Get the job name 
            keys = old_json.keys() 
            for key in keys: 
                if 'source-ref' not in key and '-metadata' not in key: 
                    job_name = key 

            new_json = {} 
            # Set the location of the image 
            new_json['source-ref'] = old_json['source-ref'] 

            # Temporarily store the list of labels 
            labels = old_json[job_name] 

            # Iterate through the labels and reformat to Custom Labels format 
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            for index, label in enumerate(labels): 
                new_json[f'{job_name}{index}'] = index 
                metadata = {} 
                metadata['class-name'] = old_json[f'{job_name}-metadata']['class-map']
[str(label)] 
                metadata['confidence'] = old_json[f'{job_name}-metadata']['confidence-
map'][str(label)] 
                metadata['type'] = 'groundtruth/image-classification' 
                metadata['job-name'] = old_json[f'{job_name}-metadata']['job-name'] 
                metadata['human-annotated'] = old_json[f'{job_name}-metadata']['human-
annotated'] 
                metadata['creation-date'] = old_json[f'{job_name}-metadata']['creation-
date'] 
                # Add the metadata to new json line 
                new_json[f'{job_name}{index}-metadata'] = metadata 
            # Write the current line to the json file 
            the_new_file.write(json.dumps(new_json)) 
            the_new_file.write('\n') 

    logger.info('Created %s', new_manifest_file) 
    return  new_manifest_file

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

    parser.add_argument( 
        "manifest_file", help="The Amazon SageMaker Ground Truth manifest file" 
        "that you want to use." 
    )

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() 
        # Create the manifest file 
        manifest_file = create_manifest_file(args.manifest_file) 
        print(f'Manifest file created: {manifest_file}') 
    except FileNotFoundError as err: 
        logger.exception('File not found: %s', err) 
        print(f'File not found: {err}. Check your manifest file.')

if __name__ == "__main__": 
    main()

2. スクリプトに表示される新しいマニフェストファイルの名前を書き留めておきます。これは次の手順
で使用します。

3. マニフェストファイルを保存するために使用する Amazon S3 バケットにマニフェストファイルを
アップロードします。

Note

Amazon Rekognition カスタムラベルが、マニフェストファイルの JSONsource-ref 行の
フィールドで参照されている Amazon S3 バケットにアクセスできることを確認してくださ
い。詳細については、「外部の Amazon S3 3 バケットへのアクセス (p. 8)」を参照してくだ
さい。Ground Truth ジョブが Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールバケットに画
像を保存する場合、権限を追加する必要はありません。
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4. の指示に従って SageMaker Ground Truth 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. 72)、アップロードされ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。ステップ 8 では、.manifest ファイルの場所に、マニフェストファイルの場所の Amazon S3 URL 
を入力します。AWSSDK を使用している場合は、 SageMaker Ground Truth 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. 73)そうしてください。

CSV ファイルからの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、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
は、マルチラベル画像分類またはそれに適しています (p. 26)マルチラベル画像分類 (p. 26)。詳細について
は、「オブジェクト、シーン、コンセプトを探す (p. 18)」を参照してください。

Note

このスクリプトでは、オブジェクトの場所やブランドの場所の検索に適したマニフェストファイ
ルは作成されません (p. 20) (p. 19)。

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ています。たとえば、画
像の位置や画像に割り当てられたラベルなどです。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、「the section called “マニフェス
トファイル内の画像レベルのラベル” (p. 82)」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
はカンマで区切ります。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 ファイルの各行が 1 つの画像を表し、マニフェストファイルの JSON 行に対応していま
す。マルチラベル画像分類をサポートするマニフェストファイルの CSV ファイルを作成するには、各行
に 1 つ以上の画像レベルのラベルを追加します (p. 26)。に適したマニフェストファイルを作成するにはイ
メージ分類 (p. 25)、各行に画像レベルのラベルを 1 つ追加します。

たとえば、次の CSV ファイルには、マルチラベル画像分類 (p. 26) (Flowers) 入門プロジェクトの画像が記
述されています。

camellia1.jpg,camellia,with_leaves
camellia2.jpg,camellia,with_leaves
camellia3.jpg,camellia,without_leaves
helleborus1.jpg,helleborus,without_leaves,not_fully_grown
helleborus2.jpg,helleborus,with_leaves,fully_grown
helleborus3.jpg,helleborus,with_leaves,fully_grown
jonquil1.jpg,jonquil,with_leaves
jonquil2.jpg,jonquil,with_leaves
jonquil3.jpg,jonquil,with_leaves
jonquil4.jpg,jonquil,without_leaves
mauve_honey_myrtle1.jpg,mauve_honey_myrtle,without_leaves
mauve_honey_myrtle2.jpg,mauve_honey_myrtle,with_leaves
mauve_honey_myrtle3.jpg,mauve_honey_myrtle,with_leaves
mediterranean_spurge1.jpg,mediterranean_spurge,with_leaves
mediterranean_spurge2.jpg,mediterranean_spurge,without_leaves

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 
(camellia1.jpg,camellia,with_leaves) の JSON 行です。

{"source-ref": "s3://bucket/flowers/train/camellia1.jpg","camellia": 1,"camellia-metadata":
{"confidence": 1,"job-name": "labeling-job/camellia","class-name": "camellia","human-
annotated": "yes","creation-date": "2022-01-21T14:21:05","type": "groundtruth/image-
classification"},"with_leaves": 1,"with_leaves-metadata":{"confidence": 1,"job-name": 
 "labeling-job/with_leaves","class-name": "with_leaves","human-annotated": "yes","creation-
date": "2022-01-21T14:21:05","type": "groundtruth/image-classification"}}
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CSV の例では、画像への Amazon S3 パスは存在しません。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。

このスクリプトは、各画像の最初のエントリを重複除外された画像 CSV ファイルに記録します。重複除外
された画像 CSV ファイルには、入力 CSV ファイルで見つかった各画像のインスタンスが 1 つ含まれてい
ます。入力 CSV ファイル内でそれ以降に出現する画像は、重複する画像 CSV ファイルに記録されます。
スクリプトで重複画像が見つかった場合は、重複画像の CSV ファイルを確認し、必要に応じて重複除外さ
れた画像の CSV ファイルを更新します。重複除外したファイルを使用してスクリプトを再実行します。入
力 CSV ファイルに重複が見つからない場合、スクリプトは重複排除されたイメージ CSV ファイルと重複
イメージ CSVFile 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。

CSV ファイルから MANIFEST 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 フィールド n

画像名または画像の Amazon 
S3 パス。例えば、s3://my-
bucket/flowers/train/
camellia1.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。

画像の最初の画像レベルラベ
ル。

カンマで区切られた 1 つ以上の
追加の画像レベルのラベル。マ
ルチラベル画像分類をサポート
するマニフェストファイルを作
成する場合にのみ追加してくだ
さい (p. 26)。

たとえば、camellia1.jpg,camellia,with_leavesまたはs3://my-bucket/flowers/
train/camellia1.jpg,camellia,with_leaves

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。
• manifest_file— 作成するマニフェストファイルの名前。
• (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

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

"""
Purpose
Amazon Rekognition Custom Labels model example used in the service documentation.
Shows how to create an image-level (classification) manifest file from a CSV file.
You can specify multiple image level labels per image.
CSV file format is
image,label,label,..

103



Rekognition カスタムラベルのカスタマイズ
画像を含むデータセットの作成

If necessary, use the bucket argument to specify the S3 bucket folder for the images.
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/customlabels-dg/md-gt-cl-transform.html
"""

logger = logging.getLogger(__name__)

def check_duplicates(csv_file, deduplicated_file, duplicates_file): 
    """ 
    Checks for duplicate images in a CSV file. If duplicate images 
    are found, deduplicated_file is the deduplicated CSV file - only the first 
    occurence of a duplicate is recorded. Other duplicates are recorded in 
 duplicates_file. 
    :param csv_file: The source CSV file. 
    :param deduplicated_file: The deduplicated CSV file to create. If no duplicates are 
 found 
    this file is removed. 
    :param duplicates_file: The duplicate images CSV file to create. If no duplicates 
 are found 
    this file is removed. 
    :return: True if duplicates are found, otherwise false. 
    """ 

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

    duplicates_found = False 

    # Find duplicates. 
    with open(csv_file, 'r', newline='', encoding="UTF-8") as f,\ 
            open(deduplicated_file, 'w', encoding="UTF-8") as dedup,\ 
            open(duplicates_file, 'w', encoding="UTF-8") as duplicates: 

        reader = csv.reader(f, delimiter=',') 
        dedup_writer = csv.writer(dedup) 
        duplicates_writer = csv.writer(duplicates) 

        entries = set() 
        for row in reader: 
            # Skip empty lines. 
            if not ''.join(row).strip(): 
                continue 

            key = row[0] 
            if key not in entries: 
                dedup_writer.writerow(row) 
                entries.add(key) 
            else: 
                duplicates_writer.writerow(row) 
                duplicates_found = True 

    if duplicates_found: 
        logger.info("Duplicates found check %s", duplicates_file) 

    else: 
        os.remove(duplicates_file) 
        os.remove(deduplicated_file) 

    return duplicates_found

def create_manifest_file(csv_file, manifest_file, s3_path): 
    """ 
    Reads a CSV file and creates a Custom Labels 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 S3 path to the folder that contains the images. 
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    """ 
    logger.info("Processing CSV file %s", csv_file) 

    image_count = 0 
    label_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 CSV file. 
        for row in image_classifications: 
            source_ref = str(s3_path)+row[0] 

            image_count += 1 

            # Create JSON for image source ref. 
            json_line = {} 
            json_line['source-ref'] = source_ref 

            # Process each image level label. 
            for index in range(1, len(row)): 
                image_level_label = row[index] 

                # Skip empty columns. 
                if image_level_label == '': 
                    continue 
                label_count += 1 

               # Create the JSON line metadata. 
                json_line[image_level_label] = 1 
                metadata = {} 
                metadata['confidence'] = 1 
                metadata['job-name'] = 'labeling-job/' + image_level_label 
                metadata['class-name'] = image_level_label 
                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[f'{image_level_label}-metadata'] = metadata 

                # Write the image JSON Line. 
            output_file.write(json.dumps(json_line)) 
            output_file.write('\n') 

    output_file.close() 
    logger.info("Finished creating manifest file %s\nImages: %s\nLabels: %s", 
                manifest_file, image_count, label_count) 

    return image_count, label_count

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

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 = '' 

        # Create file names. 
        csv_file = args.csv_file 
        file_name = os.path.splitext(csv_file)[0] 
        manifest_file = f'{file_name}.manifest' 
        duplicates_file = f'{file_name}-duplicates.csv' 
        deduplicated_file = f'{file_name}-deduplicated.csv' 

        # Create manifest file, if there are no duplicate images. 
        if check_duplicates(csv_file, deduplicated_file, duplicates_file): 
            print(f"Duplicates found. Use {duplicates_file} to view duplicates " 
                  f"and then update {deduplicated_file}. ") 
            print(f"{deduplicated_file} contains the first occurence of a duplicate. " 
                  "Update as necessary with the correct label information.") 
            print(f"Re-run the script with {deduplicated_file}") 
        else: 
            print("No duplicates found. Creating manifest file.") 

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

            print(f"Finished creating manifest file: {manifest_file} \n" 
                  f"Images: {image_count}\nLabels: {label_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. テストデータセットを使用する予定の場合は、手順 1 ～ 3 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。

5. 必要に応じて、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。次のAWS S3 コマンドを使用して確認します。

aws s3 cp --recursive your-local-folder s3://your-target-S3-location

6. マニフェストファイルを保存するために使用する Amazon S3 バケットにマニフェストファイルを
アップロードします。
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Note

Amazon Rekognition カスタムラベルが、マニフェストファイルの JSONsource-ref 行の
フィールドで参照されている Amazon S3 バケットにアクセスできることを確認してくださ
い。詳細については、「外部の Amazon S3 3 バケットへのアクセス (p. 8)」を参照してくだ
さい。Ground Truth ジョブが Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールバケットに画
像を保存する場合、権限を追加する必要はありません。

7. の指示に従って SageMaker Ground Truth 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. 72)、アップロードされ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。ステップ 8 では、.manifest ファイルの場所に、マニフェストファイルの場所の Amazon S3 URL 
を入力します。AWSSDK を使用している場合は、 SageMaker Ground Truth 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. 73)そうしてください。

既存のデータセット
以前にデータセットを作成したことがある場合は、その内容を新しいデータセットにコピーできま
す。AWSSDK を使用して既存のデータセットからデータセットを作成するには、を参照してください既存
のデータセットを使用したデータセットの作成 (SDK) (p. 249)。

既存の Amazon Rekognition Custom Labels データセット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 Rekognition コンソールを https://console.aws.amazon.com/rekognition/ で開きます。
2. [カスタムラベルを使用] を選択します。
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) 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。
6. [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。
7. [開始設定] で、[単一のデータセットから開始] または [トレーニングデータセットから開始] を選択し

ます。より高品質なモデルを作成するには、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
のデータセットから開始することをお勧めします。

Single dataset

a. 「トレーニングデータセットの詳細」セクションで、「既存の Amazon Rekognition カスタム
ラベルデータセットをコピーする」を選択します。

b. トレーニングデータセットの詳細セクションのデータセット編集ボックスで、コピーするデー
タセットの名前を入力または選択します。

c. [データセットの作成] を選択します。プロジェクトのデータセットページが開きます。

Separate training and test datasets

a. 「トレーニングデータセットの詳細」セクションで、「既存の Amazon Rekognition カスタム
ラベルデータセットをコピーする」を選択します。

b. トレーニングデータセットの詳細セクションのデータセット編集ボックスで、コピーするデー
タセットの名前を入力または選択します。

c. 「テストデータセットの詳細」セクションで、「既存の Amazon Rekognition カスタムラベル
データセットをコピーする」を選択します。

d. [テストデータセットの詳細] セクションの [データセット] 編集ボックスに、コピーするデータ
セットの名前を入力または選択します。
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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。

e. [データセットの作成] を選択します。プロジェクトのデータセットページが開きます。
8. ラベルを追加または変更する必要がある場合は、行ってください画像にラベルを付ける (p. 108)。
9. 「モデルをトレーニングする (コンソール) (p. 121)」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
ラベルは、画像内のオブジェクト、シーン、コンセプト、またはオブジェクトの周りのバウンディング
ボックスを識別します。たとえば、データセットに犬の画像が含まれている場合は、犬の品種のラベルを
追加できます。

画像をデータセットにインポートした後、画像にラベルを追加するか、ラベルが間違っている画像を修正
する必要がある場合があります。たとえば、ローカルコンピューターからインポートされた画像にはラベ
ルが付けられません。データセットギャラリーを使用して、データセットに新しいラベルを追加し、デー
タセット内の画像にラベルとバウンディングボックスを割り当てます。

データセットの画像にどのようにラベルを付けるかによって、Amazon Rekognition カスタムラベルがト
レーニングするモデルのタイプが決まります。詳細については、「目的とするデータセット (p. 63)」を
参照してください。

トピック
• ラベルの管理 (p. 108)
• 画像への画像レベルのラベルの割り当て (p. 110)
• バウンディングボックスでオブジェクトにラベルを付ける (p. 112)

ラベルの管理
Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールを使用してラベルを管理できます。ラベルを管理するため
の特定の API はありません。ラベルは、でデータセットを作成したとき、CreateDatasetまたはでデー
タセットに画像を追加したときにデータセットに追加されますUpdateDatasetEntries。

トピック
• ラベルの管理 (コンソール) (p. 108)
• ラベルの管理 (SDK) (p. 110)

ラベルの管理 (コンソール)
Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールを使用して、データセットにラベルを追加、変更、または
削除できます。データセットにラベルを追加するには、作成した新しいラベルを追加するか、Rekognition 
の既存のデータセットからラベルをインポートします。

トピック
• 新しいラベルを追加 (コンソール) (p. 108)
• ラベルの変更と削除 (コンソール) (p. 109)

新しいラベルを追加 (コンソール)

データセットに追加する新しいラベルを指定できます。
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編集ウィンドウを使用してラベルを追加する

新しいラベルを追加するには (コンソール)

1. Amazon Rekognition コンソールを https://console.aws.amazon.com/rekognition/ で開きます。
2. [カスタムラベルを使用] を選択します。
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) ページで、削除するプロジェクトを選択します。プロジェクトの詳細ページ

が表示されます。
6. トレーニングデータセットにラベルを追加する場合は、「トレーニング」タブを選択します。それ以

外の場合は、「テスト」タブを選択してテストデータセットにラベルを追加します。
7. [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。
8. データセットギャラリーの [ラベル] セクションで、[ラベルの管理] を選択して [ラベルの管理] ダイア

ログボックスを開きます。
9. 編集ボックスに、新しいラベル名を入力します。
10. [ラベルを追加] を選択します。
11. 必要なラベルがすべて作成されるまで、手順 9 と 10 を繰り返します。
12. [保存] を選択して、追加したラベルを保存します。

ラベルの変更と削除 (コンソール)

ラベルをデータセットに追加した後で名前を変更したり、ラベルを削除したりできます。どの画像にも割
り当てられていないラベルのみを削除できます。

既存のラベルの名前を変更または削除するには (コンソール)

1. Amazon Rekognition コンソールを https://console.aws.amazon.com/rekognition/ で開きます。
2. [カスタムラベルを使用] を選択します。
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) ページで、削除するプロジェクトを選択します。プロジェクトの詳細ページ

が表示されます。
6. トレーニングデータセットのラベルを変更または削除する場合は、トレーニングタブを選択します。

それ以外の場合は、「テスト」タブを選択して、テストデータセットのラベルを変更または削除しま
す。

7. [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。
8. データセットギャラリーの [ラベル] セクションで、[ラベルの管理] を選択して [ラベルの管理] ダイア

ログボックスを開きます。
9. 編集または削除するラベルを選択します。
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a. 削除アイコン (X) を選択すると、ラベルがリストから削除されます。
b. ラベルを変更する場合は、編集アイコン (鉛筆とpaper パッド) を選択し、編集ボックスに新しい

ラベル名を入力します。
10. [Save] (保存) を選択して変更を保存します。

ラベルの管理 (SDK)

データセットのラベルを管理する独自の API はありません。CreateDatasetマニフェストファイルまた
はコピーしたデータセットにあるラベルを使用してデータセットを作成する場合は、最初のラベルセット
を作成します。UpdateDatasetEntriesAPI を使用してさらに画像を追加すると、エントリにある新し
いラベルがデータセットに追加されます。詳細については、「画像をさらに追加する (SDK) (p. 244)」を
参照してください。データセットからラベルを削除するには、データセット内のすべてのラベル注釈を削
除する必要があります。

データセットからラベルを削除するには

1. ListDatasetEntriesを呼び出して、データセットのエントリを取得します。サンプルコードにつ
いては、「データセットエントリのリスト (SDK) (p. 259)」を参照してください。

2. ファイル内のラベル注釈をすべて削除します。詳細については、マニフェストファイル内の画像レベ
ルのラベル (p. 82)およびthe section called “マニフェストファイル内のオブジェクトローカリゼー
ション” (p. 85)を参照してください。

3. このファイルを使用して、UpdateDatasetEntries API で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 (SDK) (p. 244)」を参照してください。

画像への画像レベルのラベルの割り当て
画像レベルのラベルを使用して、画像をカテゴリに分類するモデルをトレーニングします。画像レベルの
ラベルは、画像にオブジェクト、シーン、またはコンセプトが含まれていることを示します。例えば、次
の画像は、川を示しています。モデルが画像を河川を含むものとして分類する場合は、河川画像レベルの
ラベルを追加します。詳細については、「目的とするデータセット (p. 63)」を参照してください。
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画像レベルのラベルを含むデータセットには、少なくとも 2 つのラベルを定義する必要があります。各画
像には、画像内のオブジェクト、シーン、またはコンセプトを識別するラベルが少なくとも 1 つ割り当て
られている必要があります。

画像に画像レベルのラベルを割り当てるには (コンソール)

1. Amazon Rekognition コンソールを https://console.aws.amazon.com/rekognition/ で開きます。
2. [カスタムラベルを使用] を選択します。
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) ページで、削除するプロジェクトを選択します。プロジェクトの詳細ページ

が表示されます。
6. プロジェクトの詳細ページで、「画像にラベルを付ける」を選択します
7. トレーニングデータセットにラベルを追加する場合は、「トレーニング」タブを選択します。それ以

外の場合は、「テスト」タブを選択してテストデータセットにラベルを追加します。
8. [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。
9. 画像ギャラリーで、ラベルを追加する画像を 1 つ以上選択します。一度に選択できる画像は 1 ページ

だけです。ページ上の連続した範囲の画像を選択するには:

a. 範囲内の最初の画像を選択します。
b. Shift キーを押したままにします。
c. 最後の画像範囲を選択します。最初の画像と2番目の画像の間にある画像も選択されます。
d. Shift キーを放します。

10. [ラベルを割り当て] を選択します。
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11. 選択した画像にラベルを割り当てるダイアログボックスで、1 つまたは複数の画像に割り当てるラベ
ルを選択します。

12. 画像にラベルを割り当てるには、「画像レベルのラベルを割り当て」を選択します。
13. すべての画像に必要なラベルが付けられるまで、ラベル付けを繰り返します。
14. [Save changes] (変更の保存)を選択して、変更を保存します。
15. [終了] を選択してラベリングモードを終了します。

画像レベルのラベルを割り当て (SDK)

UpdateDatasetEntriesAPI を使用して、画像に割り当てられた画像レベルのラベルを追加または更新
できます。 UpdateDatasetEntries1 行以上の JSON 行が必要です。各 JSON 行は 1 つの画像を表し
ます。画像レベルのラベルが付いた画像の場合、JSON 行は次のようになります。

{"source-ref":"s3://custom-labels-console-us-east-1-nnnnnnnnnn/gt-job/
manifest/IMG_1133.png","TestCLConsoleBucket":0,"TestCLConsoleBucket-
metadata":{"confidence":0.95,"job-name":"labeling-job/
testclconsolebucket","class-name":"Echo Dot","human-annotated":"yes","creation-
date":"2020-04-15T20:17:23.433061","type":"groundtruth/image-classification"}}

source-refフィールドは画像の場所を示します。JSON 行には、画像に割り当てられた画像レベルのラ
ベルも含まれています。詳細については、「the section called “マニフェストファイル内の画像レベルのラ
ベル” (p. 82)」を参照してください。

画像に画像レベルのラベルを割り当てるには

1. を使用して既存のイメージの Get JSON 行を取得しますListDatasetEntries。source-
refフィールドには、ラベルを割り当てる画像の場所を指定します。詳細については、「データセッ
トエントリのリスト (SDK) (p. 259)」を参照してください。

2. 次の情報を使用して、前のステップで返された JSONマニフェストファイル内の画像レベルのラベ
ル (p. 82) 行を更新します。

3. UpdateDatasetEntriesを呼び出して画像を更新します。詳細については、「データセットへの画
像の追加 (p. 243)」を参照してください。

バウンディングボックスでオブジェクトにラベルを付ける
モデルに画像内のオブジェクトの位置を検出させたい場合は、オブジェクトが何で、画像内のどこにある
かを特定する必要があります。バウンディングボックスは、画像内のオブジェクトを分離するボックス
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です。バウンディングボックスを使用して、同じ画像内のさまざまなオブジェクトを検出するようにモデ
ルをトレーニングします。オブジェクトを識別するには、バウンディングボックスにラベルを割り当てま
す。

Note

画像レベルのラベルが付いたオブジェクト、シーン、コンセプトを見つけるようにモデルをト
レーニングしている場合は、このステップを実行する必要はありません。

たとえば、Amazon Echo Dot デバイスを検出するモデルをトレーニングする場合は、画像内の各 Echo 
Dot の周りにバウンディングボックスを描画し、そのバウンディングボックスに Echo Dot という名前の
ラベルを割り当てます。以下の画像は、Echo Dotデバイスの周りのバウンディングボックスを示していま
す。画像には、バウンディングボックスのないAmazon Echoも含まれています。

バウンディングボックスを使用してオブジェクトを検索する (コンソール)

この手順では、コンソールを使用して画像内のオブジェクトの周囲にバウンディングボックスを描画しま
す。バウンディングボックスにラベルを割り当てることで、画像内のオブジェクトを識別することもでき
ます。

Note

Safari ブラウザを使用して画像にバウンディングボックスを追加することはできません。サポー
トされるブラウザについては、を参照してくださいAmazon Rekognition カスタムラベルをセット
アップする (p. 4)。

境界ボックスを追加する前に、データセットに少なくとも 1 つの Labels を追加する必要があります。詳
細については、「新しいラベルを追加 (コンソール) (p. 108)」を参照してください。

1. Amazon Rekognition コンソールを https://console.aws.amazon.com/rekognition/ で開きます。
2. [カスタムラベルを使用] を選択します。
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。
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5. [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。プロジェクトの詳細ページ
が表示されます。

6. プロジェクトの詳細ページで、「画像にラベルを付ける」を選択します
7. トレーニングデータセットの画像にバウンディングボックスを追加する場合は、トレーニングタブを

選択します。それ以外の場合は、[テスト] タブを選択して、テストデータセットの画像にバウンディ
ングボックスを追加します。

8. [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。
9. 画像ギャラリーで、境界ボックスを追加する画像を選択します。
10. [バウンディングボックスを描画] を選択します。バウンディングボックスエディタが表示される前に

一連のヒントが表示されます。
11. 右側のラベルペインで、バウンディングボックスに割り当てるラベルを選択します。
12. 描画ツールで、目的のオブジェクトの左上の領域にポインタを置きます。
13. マウスの左ボタンを押して、オブジェクトの周りにボックスを描きます。バウンディングボックスを

できるだけオブジェクトに近づけるようにしてください。
14. マウスボタンを離します。バウンディングボックスが強調表示されます。
15. ラベルを付ける画像が他にもある場合は、[次へ] を選択します。それ以外の場合は、[完了] を選択し

てラベル付けを終了します。

16. 手順 1 ～ 7 を繰り返して、オブジェクトを含む各画像にバウンディングボックスを作成します。
17. [Save changes] (変更の保存)を選択して、変更を保存します。
18. [終了] を選択してラベリングモードを終了します。

バウンディングボックス (SDK) を使用してオブジェクトを検索する

UpdateDatasetEntriesAPI を使用して、画像のオブジェクトの位置情報を追加または更新できます。
UpdateDatasetEntries1 行以上の JSON 行が必要です。各 JSON 行は 1 つの画像を表します。オブ
ジェクトのローカライズでは、JSON line は次のようになります。

{"source-ref": "s3://bucket/images/IMG_1186.png", "bounding-box": {"image_size": [{"width": 
 640, "height": 480, "depth": 3}], "annotations": [{ "class_id": 1, "top": 251, "left": 
 399, "width": 155, "height": 101}, {"class_id": 0, "top": 65, "left": 86, "width": 220, 
 "height": 334}]}, "bounding-box-metadata": {"objects": [{ "confidence": 1}, {"confidence": 
 1}], "class-map": {"0": "Echo", "1": "Echo Dot"}, "type": "groundtruth/object-detection", 
 "human-annotated": "yes", "creation-date": "2013-11-18T02:53:27", "job-name": "my job"}}

source-refフィールドは画像の場所を示します。JSON 行には、画像上の各オブジェクト用のラベル付
きのバウンディングボックスも含まれています。詳細については、「the section called “マニフェストファ
イル内のオブジェクトローカリゼーション” (p. 85)」を参照してください。
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画像にバウンディングボックスを割り当てるには

1. を使用して既存のイメージの Get JSON 行を取得しますListDatasetEntries。source-
refフィールドには、画像レベルのラベルを割り当てる画像の場所を指定します。詳細については、
「データセットエントリのリスト (SDK) (p. 259)」を参照してください。

2. 次の情報を使用して、前のステップで返された JSONマニフェストファイル内のオブジェクトローカ
リゼーション (p. 85) 行を更新します。

3. UpdateDatasetEntriesを呼び出して画像を更新します。詳細については、「データセットへの画
像の追加 (p. 243)」を参照してください。

デバッグデータセット
データセットの作成中に発生する可能性のあるエラーには、ターミナルエラーと非ターミナルエラーの
2 種類があります。ターミナルエラーにより、データセットの作成または更新が停止する可能性がありま
す。ターミナルエラー以外のエラーが発生しても、データセットの作成や更新は停止しません。

トピック
• ターミナルエラー (p. 115)
• 非端末エラー (p. 118)

ターミナルエラー
ターミナルエラーには、データセットの作成が失敗する原因となるファイルエラーと、Amazon 
Rekognition Custom Labels がデータセットから削除するコンテンツエラーの 2 種類があります。コンテ
ンツエラーが多すぎると、データセットの作成は失敗します。

トピック
• ターミナルファイルエラー (p. 115)
• ターミナルコンテンツエラー (p. 118)

ターミナルファイルエラー

以下はファイルエラーです。ファイルエラーに関する情報
は、DescribeDatasetStatusStatusMessageを呼び出しておよびフィールドを確認することで取得で
きます。サンプルコードについては、「データセットの説明 (SDK) (p. 255)」を参照してください。

• エラー・マニフェスト_アクセス不可_または_サポートされていない_フォーマット (p. 115)
• エラーマニフェストのサイズが大きすぎます (p. 116).
• エラーマニフェスト行数が最大値を超えています (p. 116)
• エラー_権限_マニフェスト_S3_BUCKET (p. 117)
• エラー_エラー_中の_レコード_が多すぎます (p. 117)
• エラーマニフェストのラベルが多すぎます (p. 117)
• エラー_配布用_ラベル_1_の_イメージ_が不十分です (p. 118)

エラー・マニフェスト_アクセス不可_または_サポートされていない_フォーマット

エラーメッセージ

マニフェストファイルの拡張子または内容が無効です。
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トレーニングまたはテストのマニフェストファイルにファイル拡張子がないか、その内容が無効です。

エラー_マニフェスト_アクセス不可_または_サポートされていない_フォーマットのエラーを修正
するには

• トレーニングマニフェストファイルとテストマニフェストファイルの両方で、次の考えられる原因を
確認してください。

• マニフェストファイルにファイル拡張子がありません。慣例により、ファイル拡張子はで
す.manifest。

• マニフェストファイルの Amazon S3 バケットまたはキーが見つかりませんでした。

エラーマニフェストのサイズが大きすぎます

エラーメッセージ

マニフェストファイルサイズがサポートされている最大サイズを超えています。

トレーニングまたはテストのマニフェストのファイルサイズ (バイト単位) が大きすぎます。詳細について
は、「Amazon Rekognition Custom Labels のガイドラインとクォータ (p. 329)」を参照してください。
マニフェストファイルの JSON 行の最大数より少なくても、最大ファイルサイズを超えることがありま
す。

Amazon Rekognition Custom Labels コンソールを使用してエラーを修正することはできません。マニフェ
ストファイルのサイズがサポートされている最大サイズを超えています。

エラー_マニフェスト_サイズが大きすぎます_エラーを修正するには

1. トレーニングマニフェストとテストマニフェストのどれが最大ファイルサイズを超えているかを確認
してください。

2. マニフェストファイル内の大きすぎる JSON 行の数を減らしてください。詳細については、「マニ
フェストファイルの作成 (p. 81)」を参照してください。

エラーマニフェスト行数が最大値を超えています

エラーメッセージ

マニフェストファイルの行が多すぎます。

詳細情報

マニフェストファイルの JSON 行の数 (画像の数) が許容限度を超えています。制限は、イメージレベルモ
デルとオブジェクトロケーションモデルで異なります。詳細については、「Amazon Rekognition Custom 
Labels のガイドラインとクォータ (p. 329)」を参照してください。

JSON 行エラーは、JSONERROR_MANIFEST_ROWS_EXCEEDS_MAXIMUM 行の数が上限に達するまで検証
されます。

Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールを使用してエラーを修正することはできませ
んERROR_MANIFEST_ROWS_EXCEEDS_MAXIMUM。

修正するにはERROR_MANIFEST_ROWS_EXCEEDS_MAXIMUM

• マニフェストの JSON line の数を減らします。詳細については、「マニフェストファイルの作
成 (p. 81)」を参照してください。
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エラー_権限_マニフェスト_S3_BUCKET

エラーメッセージ

S3 バケット許可が間違っています。

Amazon Rekognition カスタムラベルには、トレーニングとテストのマニフェストファイルを含む 1 つ以
上のバケットに対する権限がありません。

Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールを使用して、このエラーを修正することはできません。

エラー_INVALID_PERMISSIONS_MANIFEST_S3_BUCKET のエラーを修正するには

• トレーニングマニフェストとテストマニフェストを含むバケットの権限を確認してください。詳細
については、「ステップ 2: Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールのアクセス許可をセット
アップする (p. 6)」を参照してください。

エラー_エラー_中の_レコード_が多すぎます

エラーメッセージ

マニフェストファイルのターミナルエラーが多すぎます。

修正するにはERROR_TOO_MANY_RECORDS_IN_ERROR

• 端末コンテンツエラーがある JSON 行 (画像) の数を減らします。詳細については、「ターミナルマニ
フェストコンテンツのエラー (p. 143)」を参照してください。

Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールを使用して、このエラーを修正することはできません。

エラーマニフェストのラベルが多すぎます

エラーメッセージ

マニフェストファイルのラベルが多すぎます。

詳細情報

マニフェスト (データセット) 内のユニークラベルの数が許容限度を超えています。トレーニングデータ
セットを分割してテストデータセットを作成する場合、ラベルの数は分割後に決定されます。

エラーマニフェスト_ラベルが多すぎるのを修正するには (コンソール)

• データセットからラベルを削除します。詳細については、「ラベルの管理 (p. 108)」を参照してくだ
さい。ラベルは、データセットの画像とバウンディングボックスから自動的に削除されます。

エラーマニフェスト_ラベルが多すぎるのを修正するには (JSON 行)

• 画像レベルの JSON 行を含むマニフェスト — 画像にラベルが 1 つしかない場合は、目的のラベルを
使用する画像の JSON 行を削除します。JSON 行に複数のラベルが含まれている場合は、目的のラベ
ルの JSON オブジェクトのみを削除します。詳細については、「画像への複数の画像レベルのラベル
の追加 (p. 84)」を参照してください。

オブジェクトロケーションの JSON 行を含むマニフェスト — 削除するラベルのバウンディング
ボックスと関連するラベル情報を削除します。必要なラベルを含む JSON 行ごとにこれを行いま
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す。class-mapobjects配列および配列内の対応するオブジェクトからラベルを削除する必要があ
ります。annotations詳細については、「マニフェストファイル内のオブジェクトローカリゼーショ
ン (p. 85)」を参照してください。

エラー_配布用_ラベル_1_の_イメージ_が不十分です

エラーメッセージ

マニフェストファイルには、データセットを配布するのに十分なラベル付き画像がありません。

データセットの配布は、Amazon Rekognition Custom Labels がトレーニングデータセットを分割してテ
ストデータセットを作成するときに行われます。DistributeDatasetEntriesAPI を呼び出してデータ
セットを分割することもできます。

エラー_マニフェスト_ラベル_が多すぎるのを修正するには

• トレーニングデータセットにラベル付き画像を追加します

ターミナルコンテンツエラー

ターミナルコンテンツエラーは次のとおりです。データセットの作成中に、端末コンテンツエラーのある
画像はデータセットから削除されます。データセットは引き続きトレーニングに使用できます。コンテン
ツエラーが多すぎると、データセット/更新は失敗します。データセットの操作に関連するターミナルコン
テンツエラーは、コンソールに表示されず、DescribeDatasetまたは他の API から返されません。デー
タセットに画像や注釈がないことに気付いた場合は、データセットのマニフェストファイルに次の問題が
ないか確認してください。

• JSON 行の長さが長すぎます。最大長は 100,000 文字です。
• JSONsource-ref 行に値がありません。
• JSONsource-ref 行の値の形式が無効です。
• JSON 行の内容は無効です。
• source-refフィールドの値は複数回表示されます。画像は、データセットで 1 回しか参照できませ

ん。

source-refこのフィールドの詳細については、を参照してくださいマニフェストファイルの作
成 (p. 81)。

非端末エラー
以下は、データセットの作成または更新中に発生する可能性のある非ターミナルエラーです。これらの
エラーにより、JSON 行全体が無効になったり、JSON 行内の注釈が無効になったりする可能性がありま
す。JSON ラインにエラーがある場合、トレーニングには使用されません。JSON 行内の注釈にエラーが
ある場合でも、JSON 行は引き続きトレーニングに使用されますが、壊れた注釈はありません。JSON line 
の詳細については、「」を参照してくださいマニフェストファイルの作成 (p. 81)。

端末以外のエラーには、コンソールから、またはListDatasetEntries API を呼び出すことでアクセス
できます。詳細については、「データセットエントリのリスト (SDK) (p. 259)」を参照してください。

トレーニング中に次のエラーも返されます。モデルをトレーニングする前に、これらのエラーを修
正することをお勧めします。詳細については、を参照してください非ターミナル JSON 行検証エ
ラー (p. 150)。

• エラー_ラベル_属性_なし (p. 152)
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• エラー_ラベル_属性_フォーマット_が無効です (p. 153)
• エラー_ラベル_属性_メタデータ_フォーマット_が無効です (p. 153)
• エラー_ラベル_アトリビュート_無効 (p. 154)
• エラー_無効_バウンディング_ボックス (p. 158)
• エラー_イメージ_ディメンション_が無効です (p. 157)
• エラーバウンディングボックスが小さすぎます (p. 160)
• エラー_有効な_注釈_なし (p. 159)
• エラー_バウンディング_ボックス_コンフィデンス_が見つからない (p. 155)
• エラー_クラス_マップ_ID_が見つかりません (p. 155)
• バウンディングボックスが多すぎます (p. 161)
• エラー_サポートされていない_ユース_ケースタイプ (p. 165)
• エラー_ラベル_名_長さ_が無効です (p. 167)

非ターミナルエラーへのアクセス

コンソールを使用して、データセット内のどの画像に端末エラー以外のエラーがあるかを調べることがで
きます。ListDatasetEntriesAPI を呼び出して、エラーメッセージを取得することもできます。詳細
については、「データセットエントリのリスト (SDK) (p. 259)」を参照してください。

非ターミナルエラーにアクセスするには (コンソール)

1. Amazon Rekognition コンソールを https://console.aws.amazon.com/rekognition/ で開きます。
2. [カスタムラベルを使用] を選択します。
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) ページで、削除するプロジェクトを選択します。プロジェクトの詳細ページ

が表示されます。
6. トレーニングデータセットの非終端エラーを確認したい場合は、トレーニングタブを選択してくださ

い。それ以外の場合は、「テスト」タブを選択すると、テストデータセットの非ターミナルエラーが
表示されます。

7. データセットギャラリーの [ラベル] セクションで、[エラー] を選択します。データセットギャラリー
は、エラーのある画像のみを表示するようにフィルタリングされます。

8. 画像の下にある [エラー] を選択すると、エラーコードが表示されます。非ターミナル JSON 行検証エ
ラー (p. 150)の情報を使用してエラーを修正してください。
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Amazon Rekognition カスタムラベルモデルのト
レーニング

モデルをトレーニングするには、Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールを使用するか、Amazon 
Rekognition カスタムラベル API を使用します。モデルトレーニングが失敗した場合は、失敗したモデル
トレーニングのデバッグ (p. 130)に記載されている情報を使用して失敗の原因を特定します。

Note

モデルを正常にトレーニングするのにかかる時間について請求されます。通常、トレーニングが
完了するまでに30分から24時間かかります。詳細については、「トレーニング時間」を参照して
ください。

モデルがトレーニングされるたびに、モデルの新しいバージョンが作成されます。Amazon Rekognition 
Custom Labels は、プロジェクト名とモデルが作成されたときのタイムスタンプを組み合わせたモデルの
名前を作成します。

モデルをトレーニングするために、Amazon Rekognition カスタムラベルは出典トレーニングとテストイ
メージ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。独自の使用を選択することもできますAWS KMS key。独自の KMS キーを選択する場合
は、KMS キーに対する次の権限が必要です。
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• キログラム:CreateGrant
• キログラム:DescribeKey

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。

KMS サーバー側暗号化 (SSE-KMS) を使用して、Amazon S3 バケット内のトレーニングイメージとテスト
イメージを Amazon Rekognition カスタムラベルにコピーする前に暗号化できます。Amazon Rekognition 
カスタムラベルに画像へのアクセスを許可するには、AWSアカウントに KMS キーに対する次の権限が必
要です。

• キログラム:GenerateDataKey
• kms:Decrypt

詳細については、AWS Key Management Service (SSE-KMS) を参照してください。

モデルをトレーニングすると、そのモデルのパフォーマンスを評価し、改善を行うことができます。詳細
については、「Amazon Rekognition カスタムラベルモデルの改善 (p. 168)」を参照してください。

モデルのタグ付けなど、その他のモデルタスクについては、を参照してください新しい Amazon 
Rekognition カスタムラベルモデルの管理 (p. 275)。

トピック
• モデルをトレーニングする (コンソール) (p. 121)
• モデルをトレーニングする (SDK) (p. 123)

モデルをトレーニングする (コンソール)
Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールを使用してモデルをトレーニングできます。

トレーニングには、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が必要です。プ
ロジェクトにテストデータセットがない場合、Amazon Rekognition Custom Labels コンソールはトレー
ニング中にトレーニングデータセットを分割してプロジェクト用のデータセットを作成します。選択した
画像は代表的なサンプルであり、トレーニングデータセットでは使用されていません。使用できる代替の
テストデータセットがない場合にのみ、トレーニングデータセットを分割することをおすすめします。ト
レーニングデータセットを分割すると、トレーニングに使用できる画像の数が減ります。

Note

モデルをトレーニングするのにかかる時間について請求されます。詳細については、「トレーニ
ング時間」を参照してください。

モデルをトレーニングするには (コンソール)

1. Amazon Rekognition コンソールを https://console.aws.amazon.com/rekognition/ で開きます。
2. [カスタムラベルを使用] 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、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. プロジェクトページで、「モデルをトレーニング」を選択します。
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6. (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。

7. (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。
8. 「鉄道モデル」ページで、「鉄道モデル」を選択します。プロジェクトの Amazon リソースネーム 

(ARN) は、プロジェクトを選択編集ボックスに入力する必要があります。そうでない場合は、プロ
ジェクトの ARN を入力します。

9. [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。
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10. プロジェクトページの「モデル」セクションでは、Model Statusトレーニングが進行中の列で現在
のステータスを確認できます。モデルのトレーニングは、完了までに時間がかかります。

11. トレーニングが完了したら、モデル名を選択します。モデルのステータスが
TRAINING_COMPLETED になると、トレーニングは終了します。トレーニングが失敗した場合は、
お読みください失敗したモデルトレーニングのデバッグ (p. 130)。

12. 次のステップ:モデルを評価します。詳細については, Amazon Rekognition カスタムラベルモデルの改
善 (p. 168).

モデルをトレーニングする (SDK)
CreateProjectVersionを呼び出してモデルをトレーニングします。モデルをトレーニングするには、次の情
報が必要です。
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• 名前-モデルバージョンの一意の名前。
• プロジェクト ARN — モデルを管理するプロジェクトの Amazon リソースネーム (ARN)。
• トレーニング結果の場所 — 結果を保存するAmazon S3場所。コンソールの Amazon S3 バケットと同じ

場所を使用することも、別の場所を選択することもできます。別の場所を選択することをおすすめしま
す。これにより、アクセス権限を設定し、Amazon Rekognition Custom Labels コンソールを使用したト
レーニング出力と名前が競合する可能性を回避できるためです。

Training は、プロジェクトに関連付けられた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しま
す。詳細については、「データセットの管理 (p. 236)」を参照してください。

Note

オプションで、プロジェクトの外部にあるトレーニングデータセットのマニフェストファイルと
テストデータセットのマニフェストファイルを指定できます。外部マニフェストファイルを使用
してデータセットをトレーニングした後にコンソールを開くと、Amazon Rekognition カスタムラ
ベルはトレーニングに使用され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。
外部マニフェストファイルを指定して、プロジェクトのモデルバージョンをトレーニングするこ
とはできなくなりました。詳細については、を参照してくださいCreatePrjectVersion。

CreateProjectVersionからのレスポンスは ARN で、これを使用して以降のリクエストでモデルバー
ジョンを識別できます。ARN を使用してモデルバージョンを保護することもできます。詳細については、
「Amazon Rekognition カスタムラベルプロジェクトのセキュリティ保護 (p. 327)」を参照してくださ
い。

モデルバージョンのトレーニングは、完了までに時間がかかります。このトピックの Python と Java の
例では、トレーニングが完了するまでウェイターを使います。ウェイターは、特定の状態が発生するか
どうかをポーリングするユーティリティメソッドです。または、を呼び出して、トレーニングの現在の
ステータスを取得することもできますDescribeProjectVersions。Statusフィールド値がになる
と、TRAINING_COMPLETEDトレーニングが完了します。トレーニングが完了したら、評価結果を確認し
てモデルの品質を評価できます。

モデルをトレーニングする (SDK)
次の例は、プロジェクトに関連する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してモデルを
トレーニングする方法を示しています。

モデル (SDK) をトレーニングするには

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 をセットアップする (p. 9)」を参照し
てください。

2. 次のサンプルコードを使用して、プロジェクトをトレーニングします。

AWS CLI

次の例では、モデルを作成します。トレーニングデータセットを分割してテストデータセットを
作成します。以下に置き換えます:

• my_project_arnプロジェクトの Amazon リソースネーム (ARN) を使用します。
• version_nameお好みのユニークなバージョン名を使用してください。
• output_bucketに、Amazon Rekognition カスタムラベル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。
• (オプションパラメータ)--kms-key-id に、AWS Key Management Service カスタマーマス

ターキーの識別子
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aws rekognition create-project-version \ 
  --project-arn project_arn \ 
  --version-name version_name \ 
  --output-config '{"S3Bucket":"output_bucket", "S3KeyPrefix":"output_folder"}' \ 
  --profile custom-labels-access

Python

次の例では、モデルを作成します。以下のコマンドライン引数を指定します。

• project_arn— プロジェクトの Amazon リソースネーム (ARN)。
• version_name— 選択したモデルに固有のバージョン名。
• output_bucket— Amazon Rekognition カスタムラベルがトレーニング結果を保存する

Amazon S3バケットの名前。
• output_folder— トレーニング結果を保存するフォルダの名前。

オプションで、以下のコマンドラインパラメータを指定してモデルにタグをアタッチします。

• tag— モデルにアタッチする任意のタグ名。
• tag_valueタグ値。

#Copyright 2023 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-
rekognition-custom-labels-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

import argparse
import logging
import json
import boto3

from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

def train_model(rek_client, project_arn, version_name, output_bucket, 
 output_folder, tag_key, tag_key_value): 
    """ 
    Trains an Amazon Rekognition Custom Labels model. 
    :param rek_client: The Amazon Rekognition Custom Labels Boto3 client. 
    :param project_arn: The ARN of the project in which you want to train a model. 
    :param version_name: A version for the model. 
    :param output_bucket: The S3 bucket that hosts training output. 
    :param output_folder: The path for the training output within output_bucket 
    :param tag_key: The name of a tag to attach to the model. Pass None to exclude 
    :param tag_key_value: The value of the tag. Pass None to exclude 

    """ 

    try: 
        #Train the model 

        status="" 
        logger.info("training model version %s for project %s", 
            version_name, project_arn) 

125



Rekognition カスタムラベルのカスタマイズ
モデルをトレーニングする (SDK)

        output_config = json.loads( 
            '{"S3Bucket": "' 
            + output_bucket 
            + '", "S3KeyPrefix": "' 
            + output_folder 
            + '" }  ' 
        ) 

        tags={} 

        if tag_key is not None and tag_key_value is not None: 
            tags = json.loads( 
                '{"' + tag_key + '":"' + tag_key_value + '"}' 
            ) 

        response=rek_client.create_project_version( 
            ProjectArn=project_arn,  
            VersionName=version_name, 
            OutputConfig=output_config, 
            Tags=tags 
        ) 

        logger.info("Started training: %s", response['ProjectVersionArn']) 

        # Wait for the project version training to complete. 

        project_version_training_completed_waiter = 
 rek_client.get_waiter('project_version_training_completed') 
        project_version_training_completed_waiter.wait(ProjectArn=project_arn, 
        VersionNames=[version_name]) 
     

        # Get the completion status. 
        
 describe_response=rek_client.describe_project_versions(ProjectArn=project_arn, 
            VersionNames=[version_name]) 
        for model in describe_response['ProjectVersionDescriptions']: 
            logger.info("Status: %s", model['Status']) 
            logger.info("Message: %s", model['StatusMessage']) 
            status=model['Status'] 

        logger.info("finished training") 

        return response['ProjectVersionArn'], status 
     
    except ClientError as err: 
        logger.exception("Couldn't create model: %s", err.response['Error']
['Message'] ) 
        raise

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

    parser.add_argument( 
        "project_arn", help="The ARN of the project in which you want to train a 
 model" 
    ) 

    parser.add_argument( 
        "version_name", help="A version name of your choosing." 
    ) 
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    parser.add_argument( 
        "output_bucket", help="The S3 bucket that receives the training results." 
    ) 

    parser.add_argument( 
        "output_folder", help="The folder in the S3 bucket where training results 
 are stored." 
    ) 

    parser.add_argument( 
        "--tag_name",  help="The name of a tag to attach to the model", 
 required=False 
    ) 

    parser.add_argument( 
        "--tag_value",  help="The value for the tag.", required=False 
    )

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() 

        print(f"Training model version {args.version_name} for project 
 {args.project_arn}") 

        # Train the model. 
        session = boto3.Session(profile_name='custom-labels-access') 
        rekognition_client = session.client("rekognition") 

        model_arn, status=train_model(rekognition_client,  
            args.project_arn, 
            args.version_name, 
            args.output_bucket, 
            args.output_folder, 
            args.tag_name, 
            args.tag_value) 

        print(f"Finished training model: {model_arn}") 
        print(f"Status: {status}") 

    except ClientError as err: 
        logger.exception("Problem training model: %s", err) 
        print(f"Problem training model: {err}") 
    except Exception as err: 
        logger.exception("Problem training model: %s", err) 
        print(f"Problem training model: {err}")

if __name__ == "__main__": 
    main()     
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Java V2

次の例では、モデルをトレーニングします。以下のコマンドライン引数を指定します。

• project_arn— プロジェクトの Amazon リソースネーム (ARN)。
• version_name— 選択したモデルに固有のバージョン名。
• output_bucket— Amazon Rekognition カスタムラベルがトレーニング結果を保存する

Amazon S3バケットの名前。
• output_folder— トレーニング結果を保存するフォルダの名前。

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

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.core.waiters.WaiterResponse;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import 
 software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.CreateProjectVersionRequest;
import 
 software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.CreateProjectVersionResponse;
import 
 software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeProjectVersionsRequest;
import 
 software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeProjectVersionsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.OutputConfig;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.ProjectVersionDescription;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.waiters.RekognitionWaiter;

import java.util.Optional;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

public class TrainModel { 

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

    public static String trainMyModel(RekognitionClient rekClient, String 
 projectArn, String versionName, 
            String outputBucket, String outputFolder) { 

        try { 

            OutputConfig outputConfig = 
 OutputConfig.builder().s3Bucket(outputBucket).s3KeyPrefix(outputFolder).build(); 

            logger.log(Level.INFO, "Training Model for project {0}", projectArn); 
            CreateProjectVersionRequest createProjectVersionRequest = 
 CreateProjectVersionRequest.builder() 
                    
 .projectArn(projectArn).versionName(versionName).outputConfig(outputConfig).build(); 

            CreateProjectVersionResponse response = 
 rekClient.createProjectVersion(createProjectVersionRequest); 

            logger.log(Level.INFO, "Model ARN: {0}", response.projectVersionArn()); 
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            logger.log(Level.INFO, "Training model..."); 

            // wait until training completes 

            DescribeProjectVersionsRequest describeProjectVersionsRequest = 
 DescribeProjectVersionsRequest.builder() 
                    .versionNames(versionName) 
                    .projectArn(projectArn) 
                    .build(); 

            RekognitionWaiter waiter = rekClient.waiter(); 

            WaiterResponse<DescribeProjectVersionsResponse> waiterResponse = waiter 
                    
 .waitUntilProjectVersionTrainingCompleted(describeProjectVersionsRequest); 

            Optional<DescribeProjectVersionsResponse> optionalResponse = 
 waiterResponse.matched().response(); 

            DescribeProjectVersionsResponse describeProjectVersionsResponse = 
 optionalResponse.get(); 

            for (ProjectVersionDescription projectVersionDescription : 
 describeProjectVersionsResponse 
                    .projectVersionDescriptions()) { 
                System.out.println("ARN: " + 
 projectVersionDescription.projectVersionArn()); 
                System.out.println("Status: " + 
 projectVersionDescription.statusAsString()); 
                System.out.println("Message: " + 
 projectVersionDescription.statusMessage()); 
            } 

            return response.projectVersionArn(); 

        } catch (RekognitionException e) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Could not train model: {0}", e.getMessage()); 
            throw e; 
        } 

    } 

    public static void main(String args[]) { 

        String versionName = null; 
        String projectArn = null; 
        String projectVersionArn = null; 
        String bucket = null; 
        String location = null; 

        final String USAGE = "\n" + "Usage: " + "<project_name> <version_name> 
 <output_bucket> <output_folder>\n\n" + "Where:\n" 
                + "   project_arn - The ARN of the project that you want to use. \n
\n" 
                + "   version_name - A version name for the model.\n\n" 
                + "   output_bucket - The S3 bucket in which to place the training 
 output. \n\n" 
                + "   output_folder - The folder within the bucket that the 
 training output is stored in. \n\n"; 

        if (args.length != 4) { 
            System.out.println(USAGE); 
            System.exit(1); 
        } 

        projectArn = args[0]; 

129



Rekognition カスタムラベルのカスタマイズ
モデルトレーニングのデバッグ

        versionName = args[1]; 
        bucket = args[2]; 
        location = args[3]; 

        try { 

            // Get the Rekognition client. 
            RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder() 
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("custom-labels-
access")) 
            .region(Region.US_WEST_2) 
            .build(); 

            // Train model 
            projectVersionArn = trainMyModel(rekClient, projectArn, versionName, 
 bucket, location); 

            System.out.println(String.format("Created model: %s for Project ARN: 
 %s", projectVersionArn, projectArn)); 

            rekClient.close(); 

        } catch (RekognitionException rekError) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Rekognition client error: {0}", 
 rekError.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 

    }

}

3. トレーニングが失敗した場合は、お読みください失敗したモデルトレーニングのデバッグ (p. 130)。

失敗したモデルトレーニングのデバッグ
モデルトレーニング中にエラーが発生する可能性があります。Amazon Rekognition カスタムラベル
は、DescribeProjectVersionsコンソールとからのレスポンスでトレーニングエラーを報告します。

エラーは終末的 (トレーニングを継続できない) か、終末的でない (トレーニングを継続できる) かのどちら
かです。トレーニングデータセットとテストデータセットの内容に関連するエラーについては、検証結果 
(マニフェストの概要とトレーニングとテストの検証マニフェスト (p. 135) (p. 133)) をダウンロードで
きます。検証結果のエラーコードを使用して、このセクションの詳細を確認してください。このセクショ
ンでは、マニフェストファイルエラー (マニフェストファイルの内容が検証される前に発生するターミナ
ルエラー) に関する情報も提供します。

Note

マニフェストは、データセットのコンテンツを格納するために使用されるファイルです。

一部のエラーは Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールを使用して修正できます。その他のエ
ラーにより、トレーニングまたはテストのマニフェストファイルを更新する必要がある場合がありま
す。IAM アクセス許可など、他の変更が必要になる場合があります。詳細については、個々のエラーに関
するドキュメントを参照してください。

ターミナルエラー
ターミナルエラーはモデルのトレーニングを停止します。ターミナルトレーニングエラーには、サービス
エラー、マニフェストファイルエラー、マニフェストコンテンツエラーの 3 つのカテゴリがあります。
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コンソールの Amazon Rekognition カスタムラベルでは、プロジェクトページのステータスメッセージ列
にモデルのターミナルエラーが表示されます。

AWSSDK を使用している場合は、からの応答を確認することで、端末マニフェストファイルエラーまたは
端末マニフェストコンテンツエラーが発生したかどうかを確認できますDescribeProjectVersions。この場
合、StatusTRAINING_FAILED値はで、StatusMessageフィールドにはエラーが含まれています。

サービスエラー
ターミナルサービスエラーは、Amazon Rekognition でサービスの問題が発生し、トレーニングを継続でき
ない場合に発生します。たとえば、Amazon Rekognition カスタムラベルが依存している別のサービスの障
害などです。Amazon Rekognition カスタムラベルは、Amazon Rekognition でサービスの問題が発生した
ときに、コンソールにサービスエラーを報告します。AWSSDK を使用する場合、トレーニング中に発生し
たサービスエラーは、InternalServerErrorCreateProjectVersionおよびによって例外として生成され
ますDescribeProjectVersions。

サービスエラーが発生した場合は、モデルのトレーニングを再試行してください。トレーニングが引き続
き失敗する場合は、AWS Support に連絡し、サービスエラーとともに報告されたエラー情報を含めてくだ
さい。

ターミナルマニフェストファイルのエラー
マニフェストファイルエラーは、トレーニングデータセットやテストデータセットのターミナルエラー
で、ファイルレベルまたは複数のファイルにわたって発生します。マニフェストファイルのエラーは、ト
レーニングデータセットとテストデータセットの内容が検証される前に検出されます。マニフェストファ
イルエラーは、非ターミナル検証エラーの報告を防ぎます (p. 132)。たとえば、トレーニングマニフェス
トファイルが空の場合、「マニフェストファイルは空です」というエラーが生成されます。このファイル
は空なので、端末以外の JSON ライン検証エラーは報告されません。マニフェストの概要も作成されませ
ん。

モデルのトレーニングを行う前に、マニフェストファイルのエラーを修正する必要があります。

以下は、マニフェストファイルのエラーの一覧です。

• マニフェストファイルの拡張子または内容が無効です。 (p. 142)
• マニフェストファイルが空です。 (p. 142)
• マニフェストファイルのサイズがサポートされている最大サイズを超えています。 (p. 143)
• S3 バケットの出力 S3 バケットに書き込めません。 (p. 143)
• S3 バケットのアクセス許可が正しくありません。 (p. 143)

ターミナルマニフェストコンテンツのエラー
マニフェストコンテンツエラーは、マニフェスト内のコンテンツに関連するターミナルエラーです。た
とえば、「マニフェストファイルには、ラベルごとのラベル付き画像が不十分で自動分割を実行できませ
ん (p. 145)」というエラーが表示された場合、トレーニングデータセットにはテストデータセットを作成
するのに十分な数のラベル付き画像がないため、トレーニングを完了できません。
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エラーは、コンソールとからの応答で報告されるだけでなくDescribeProjectVersions、他の端末マ
ニフェストコンテンツエラーとともにマニフェストの概要にも報告されます。詳細については、「マニ
フェスト要約を理解する (p. 133)」を参照してください。

端末以外の JSON Line エラーは、トレーニングとテストの検証結果マニフェストで別々に報告されま
す。Amazon Rekognition カスタムラベルで見つかった非終端的な JSON ラインエラーは、トレーニング
を停止するマニフェストコンテンツエラーと必ずしも関係ありません。詳細については、「トレーニング
とテストの検証結果マニフェストの理解 (p. 135)」を参照してください。

モデルのトレーニングを行う前に、マニフェストコンテンツのエラーを修正する必要があります。

マニフェストコンテンツエラーのエラーメッセージは次のとおりです。

• マニフェストファイルには無効な行が多すぎます。  (p. 144)
• マニフェストファイルには、複数の S3 バケットからの画像が含まれています。  (p. 144)
• イメージ S3 バケットの所有者 ID が無効です。  (p. 145)
• マニフェストファイルには、ラベルごとのラベル付けされた画像が不十分なため、自動分割を実行でき

ません。  (p. 145)
• マニフェストファイルのラベルが少なすぎます。  (p. 146)
• マニフェストファイルのラベルが多すぎます。  (p. 147)
• トレーニングマニフェストファイルとテストマニフェストファイルのラベルの重複は {}% 未満です。

 (p. 148)
• マニフェストファイルに使用可能なラベルが少なすぎます。  (p. 148)
• トレーニングマニフェストファイルとテストマニフェストファイルの間で使用可能なラベルの重複が 

{}% 未満です。  (p. 149)
• S3 バケットから画像をコピーできませんでした。  (p. 150)

端末以外の JSON 行検証エラー
JSON ライン検証エラーは、Amazon Rekognition カスタムラベルでモデルのトレーニングを停止する必要
がない非ターミナルエラーです。

JSON 行の検証エラーはコンソールに表示されません。

トレーニングデータセットとテストデータセットでは、JSON ラインは 1 つの画像のトレーニングまたは
テスト情報を表します。JSON 行の検証エラー (無効な画像など) は、トレーニングとテストの検証マニ
フェストで報告されます。Amazon Rekognition カスタムラベルは、マニフェストにある他の有効な JSON 
行を使用してトレーニングを完了します。詳細については、「トレーニングとテストの検証結果マニフェ
ストの理解 (p. 135)」を参照してください。検証ルールについては、「」を参照してくださいマニフェス
トファイルの検証ルール (p. 88)。

Note

JSON ラインエラーが多すぎると、トレーニングが失敗します。

また、端末以外の JSON ラインエラーも修正することをお勧めします。エラーは、future エラーを引き起
こしたり、モデルトレーニングに影響を与えたりする可能性があるためです。

Amazon Rekognition カスタムラベルは、以下の非ターミナルの JSON ライン検証エラーを生成する可能
性があります。

• ソース参照キーがありません。  (p. 151)
• source-ref 値の形式が無効です。  (p. 151)
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• ラベル属性が見つかりません。  (p. 152)
• label 属性 {} の形式が無効です。  (p. 153)
• ラベル属性/メタデータの形式が無効です。  (p. 153)
• 有効なラベル属性が見つかりません。  (p. 154)
• 1 つ以上のバウンディングボックスの信頼値が不足しています。  (p. 155)
• クラスマップに 1 つ以上のクラス ID がありません。  (p. 155)
• JSON 行の形式が無効です。  (p. 156)
• 画像は無効です。 S3 のパスやイメージのプロパティを確認してください。  (p. 157)
• バウンディングボックスにはオフフレーム値があります。  (p. 158)
• バウンディングボックスの高さと幅が小さすぎます。  (p. 160)
• 許容最大数を超えるバウンディングボックスがあります。  (p. 161)
• 有効な注釈が見つかりませんでした。  (p. 159)

マニフェスト要約を理解する
マニフェストサマリーには、次の情報が含まれます。

• ターミナルマニフェストコンテンツのエラー (p. 131)検証中に発生したエラー情報。
• トレーニングデータセットとテストデータセットのエラー位置情報。端末以外の JSON 行検証エ

ラー (p. 132)
• トレーニングデータセットとテストデータセットで見つかった無効な JSON 行の総数などのエラー統

計。

マニフェストの概要は、ない場合はトレーニング中に作成されますターミナルマニフェストファイルのエ
ラー (p. 131)。マニフェストサマリーファイル (manifest_summary.json) の場所を取得するには、を参照
してください検証結果の取得 (p. 139)。

Note

サービスエラーとマニフェストファイルエラーは (p. 131) (p. 131)、マニフェストの概要には
報告されません。詳細については、「ターミナルエラー (p. 130)」を参照してください。

特定のマニフェストコンテンツエラーについては、を参照してくださいターミナルマニフェストコンテン
ツのエラー (p. 143)。

マニフェスト概要ファイル形式
マニフェストファイルには、statisticsと 2 つのセクションがありますerrors。

統計

statisticsトレーニングデータセットとテストデータセットのエラーに関する情報が含まれています。

• training— トレーニングデータセットで見つかった統計とエラー。
• testing— テストデータセットで見つかった統計とエラー。

errors配列内のオブジェクトには、マニフェストコンテンツエラーのエラーコードとメッセージが含まれ
ます。
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error_line_indices配列には、エラーのあるトレーニングマニフェストまたはテストマニフェスト内
の各 JSON 行の行番号が含まれています。詳細については、「トレーニングエラーの修正 (p. 141)」を
参照してください。

エラー

トレーニングデータセットとテストデータセットの両方にまたがるエラー。たとえば、は、エラー_使用可
能_ラベル_オーバーラップが不十分です (p. 149)トレーニングデータセットとテストデータセットと重複
する使用可能なラベルが足りない場合に発生します。

{ 
    "statistics": { 
        "training":  
            { 
                "use_case": String, # Possible values are IMAGE_LEVEL_LABELS, 
 OBJECT_LOCALIZATION and NOT_DETERMINED 
                "total_json_lines": Number,   # Total number json lines (images) in the  
 training manifest. 
                "valid_json_lines": Number,   # Total number of JSON Lines (images) that 
 can be used for training. 
                "invalid_json_lines": Number, # Total number of invalid JSON Lines. They 
 are not used for training. 
                "ignored_json_lines": Number, # JSON Lines that have a valid schema but 
 have no annotations. The aren't used for training and aren't counted as invalid. 
                "error_json_line_indices": List[int], # Contains a list of line numbers for 
 JSON line errors in the training dataset. 
                "errors": [ 
                    { 
                        "code": String, # Error code for a training manifest content error. 
                        "message": String # Description for a training manifest content 
 error. 
                    } 
                ] 
            }, 
        "testing":  
            { 
                "use_case": String, # Possible values are IMAGE_LEVEL_LABELS, 
 OBJECT_LOCALIZATION and NOT_DETERMINED 
                "total_json_lines": Number, # Total number json lines (images) in the 
 manifest. 
                "valid_json_lines": Number,  # Total number of JSON Lines (images) that can 
 be used for testing. 
                "invalid_json_lines": Number, # Total number of invalid JSON Lines. They 
 are not used for testing. 
                "ignored_json_lines": Number, # JSON Lines that have a valid schema but 
 have no annotations. They aren't used for testing and aren't counted as invalid. 
                "error_json_line_indices": List[int], # contains a list of error record 
 line numbers in testing dataset. 
                "errors": [ 
                    { 
                        "code": String,   # # Error code for a testing manifest content 
 error. 
                        "message": String # Description for a testing manifest content 
 error. 
                    } 
                ]   
            } 
    }, 
    "errors": [ 
        { 
            "code": String, # # Error code for errors that span the training and testing 
 datasets. 
            "message": String # Description of the error. 
        } 
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    ]
}

マニフェスト要約の例
次の例は、ターミナルマニフェストのコンテンツエラー (マニフェスト内の無効な行が多すぎま
す (p. 144)) を示すマニフェストの要約の一部です。error_json_line_indicesこの配列には、対
応するトレーニングまたはテスト検証マニフェストの非終端JSONラインエラーの行番号が含まれていま
す。

{ 
    "errors": [], 
    "statistics": { 
        "training": { 
            "use_case": "NOT_DETERMINED", 
            "total_json_lines": 301, 
            "valid_json_lines": 146, 
            "invalid_json_lines": 155, 
            "ignored_json_lines": 0, 
            "errors": [ 
                { 
                    "code": "ERROR_TOO_MANY_INVALID_ROWS_IN_MANIFEST", 
                    "message": "The manifest file contains too many invalid rows." 
                } 
            ], 
            "error_json_line_indices": [  
                15, 
                16, 
                17, 
                22, 
                23, 
                24, 
                 . 
                 . 
                 . 
                 .                  
                300 
            ] 
        }, 
        "testing": { 
            "use_case": "NOT_DETERMINED", 
            "total_json_lines": 15, 
            "valid_json_lines": 13, 
            "invalid_json_lines": 2, 
            "ignored_json_lines": 0, 
            "errors": [], 
            "error_json_line_indices": [  
                13, 
                15 
            ] 
        } 
    }
} 
                 
             

トレーニングとテストの検証結果マニフェストの理解
トレーニング中、Amazon Rekognition カスタムラベルは検証結果マニフェストを作成し、端末以外の 
JSON 行エラーを記録します。検証結果マニフェストは、エラー情報が追加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のコピーです。トレーニングが完了すると、検証マニフェストにアクセスで
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きます。詳細については、「検証結果の取得 (p. 139)」を参照してください。Amazon Rekognition カス
タムラベルでは、エラーの場所や JSON 行のエラー数などの JSON 行エラーの概要情報を含むマニフェス
トサマリーも作成されます。詳細については、「マニフェスト要約を理解する (p. 133)」を参照してくだ
さい。

Note

検証結果 (トレーニングとテストの検証結果マニフェストとマニフェストの概要) は、存在しない
場合にのみ作成されますターミナルマニフェストファイルのエラー (p. 131)。

マニフェストには、データセット内の各画像の JSON 行が含まれています。検証結果マニフェストでは、
エラーが発生した JSON 行に JSON 行のエラー情報が追加されます。

JSON ラインエラーは、1 つの画像に関連する非終端エラーです。非ターミナル検証エラーは、JSON 行
全体または一部のみを無効にする可能性があります。たとえば、JSON ラインで参照されている画像が 
PNG または JPG 形式でない場合、ERROR_INVALID_IMAGE (p. 157)エラーが発生し、JSON ライン全
体がトレーニングから除外されます。トレーニングは他の有効な JSON ラインで続けられます。

JSON ライン内でエラーが発生すると、その JSON ラインをまだトレーニングに使用できる可能性があり
ます。たとえば、ラベルに関連付けられた 4 つのバウンディングボックスのうちの 1 つの左の値が負の
場合でも、モデルは他の有効なバウンディングボックスを使用してトレーニングされます。無効なバウン
ディングボックス (エラー_無効_バウンディング_ボックス (p. 158)) については、JSON ラインエラー情
報が返されます。この例では、エラー情報は、annotationエラーが発生したオブジェクトに追加されま
す。

などの警告エラーはトレーニングには使用されず警告_注釈なし (p. 163)、マニフェストの概要では無視
された JSON 行 (ignored_json_lines) としてカウントされます。詳細については、「マニフェスト要
約を理解する (p. 133)」を参照してください。さらに、無視された JSON 行は、トレーニングとテスト
のエラーしきい値の 20% にはカウントされません。

特定の非ターミナルデータ検証エラーについては、を参照してください非ターミナル JSON 行検証エ
ラー (p. 150)。

Note

データ検証エラーが多すぎる場合、トレーニングは中止され、マニフェスト内の無効な行が多す
ぎます (p. 144)マニフェストの概要にターミナルエラーが報告されます。

JSON ラインエラーの修正については、を参照してくださいトレーニングエラーの修正 (p. 141)。

JSON line Error 形式
Amazon Rekognition カスタムラベルは、非端末検証エラー情報をイメージレベルとオブジェクトローカリ
ゼーション形式の JSON 行に追加します。詳細については、「the section called “マニフェストファイルの
作成” (p. 81)」を参照してください。

画像レベルエラー

次の例は、画像レベルの JSONError ラインの配列を示しています。エラーには 2 つのセットがありま
す。ラベル属性メタデータ (この例では sport-metadata) に関連するエラーと画像に関連するエラー。エ
ラーには、エラーコード (コード)、エラーメッセージ (メッセージ) が含まれます。詳細については、「マ
ニフェストファイル内の画像レベルのラベル (p. 82)」を参照してください。

{ 
    "source-ref": String, 
    "sport": Number, 
    "sport-metadata": { 
        "class-name": String, 
        "confidence": Float, 
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        "type": String, 
        "job-name": String, 
        "human-annotated": String, 
        "creation-date": String, 
        "errors": [ 
            { 
                "code": String, # error codes for label 
                "message": String # Description and additional contextual details of the 
 error 
            } 
        ]  
    }, 
    "errors": [ 
        { 
            "code": String, # error codes for image 
            "message": String # Description and additional contextual details of the error 
        } 
    ]
}

オブジェクトローカリゼーションエラー

次の例は、オブジェクトローカリゼーション JSON Line のエラー配列を示しています。JSON ラインに
は、次の JSONErrors ラインセクションのフィールドの配列情報が含まれています。Error各オブジェ
クトには、エラーコードとエラーメッセージが含まれます。

• ラベル属性 — ラベル属性フィールドのエラー。bounding-box例を参照してください。
• 注釈 — 注釈エラー (バウンディングボックス) は、annotationsラベル属性内の配列に格納されます。
• ラベル属性メタデータ — ラベル属性メタデータのエラー。bounding-box-metadata例を参照してく

ださい。
• image — ラベル属性、注釈、ラベル属性メタデータフィールドに関連しないエラー。

詳細については、「マニフェストファイル内のオブジェクトローカリゼーション (p. 85)」を参照してく
ださい。

{ 
    "source-ref": String, 
    "bounding-box": { 
        "image_size": [ 
            { 
                "width": Int, 
                "height": Int, 
                "depth":Int, 
            } 
        ], 
        "annotations": [ 
            { 
                "class_id": Int, 
                "left": Int, 
                "top": Int, 
                "width": Int, 
                "height": Int, 
                "errors": [   # annotation field errors 
                    { 
                        "code": String, # annotation field error code 
                        "message": String # Description and additional contextual details 
 of the error 
                    } 
                ] 
            } 
        ], 
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        "errors": [ #label attribute field errors 
            { 
                "code": String, # error code 
                "message": String # Description and additional contextual details of the 
 error 
            } 
        ]  
    }, 
    "bounding-box-metadata": { 
        "objects": [ 
            { 
                "confidence": Float 
            } 
        ], 
        "class-map": { 
            String: String 
        },  
        "type": String, 
        "human-annotated": String, 
        "creation-date": String, 
        "job-name": String, 
        "errors": [  #metadata field errors 
            { 
                "code": String, # error code 
                "message": String # Description and additional contextual details of the 
 error 
            } 
        ]  
    }, 
   "errors": [  # image errors 
        { 
            "code": String, # error code 
            "message": String # Description and additional contextual details of the error 
        } 
    ]  
 }

JSON line line エラーの例
次のオブジェクトローカリゼーション JSON 行 (読みやすいようにフォーマットされています)エラーバ
ウンディングボックスが小さすぎます (p. 160) はエラーを示しています。この例では、バウンディング
ボックスの寸法 (高さと幅) は 1 x 1 以下です。

{ 
    "source-ref": "s3://bucket/Manifests/images/199940-1791.jpg", 
    "bounding-box": { 
        "image_size": [ 
            { 
                "width": 3000, 
                "height": 3000, 
                "depth": 3 
            } 
        ], 
        "annotations": [ 
            { 
                "class_id": 1, 
                "top": 0, 
                "left": 0, 
                "width": 1, 
                "height": 1,  
                "errors": [ 
                    { 
                        "code": "ERROR_BOUNDING_BOX_TOO_SMALL", 
                        "message": "The height and width of the bounding box is too small." 
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                    } 
                ] 
            }, 
            { 
                "class_id": 0, 
                "top": 65, 
                "left": 86, 
                "width": 220, 
                "height": 334 
            } 
        ] 
    }, 
    "bounding-box-metadata": { 
        "objects": [ 
            { 
                "confidence": 1 
            }, 
            { 
                "confidence": 1 
            } 
        ], 
        "class-map": { 
            "0": "Echo", 
            "1": "Echo Dot" 
        }, 
        "type": "groundtruth/object-detection", 
        "human-annotated": "yes", 
        "creation-date": "2019-11-20T02:57:28.288286", 
        "job-name": "my job" 
    }
}

検証結果の取得
検証結果には、ターミナルマニフェストコンテンツのエラー (p. 131)およびのエラー情報が含まれます端
末以外の JSON 行検証エラー (p. 132)。検証結果ファイルには 3 つあります。

• training_manifest_with_validation.json — JSON ラインエラー情報が追加されたトレーニングデータセッ
トのマニフェストファイルのコピー。

• testing_manifest_with_validation.json — JSON ラインエラー情報が追加されたテストデータセットのマ
ニフェストファイルのコピー。

• manifest_summary.json — トレーニングデータセットとテストデータセットで見つかったマニフェス
トコンテンツエラーと JSON ラインエラーの概要。詳細については、「マニフェスト要約を理解す
る (p. 133)」を参照してください。

トレーニングマニフェストとテスト検証マニフェストの内容については、を参照してください失敗したモ
デルトレーニングのデバッグ (p. 130)。

Note

• 検証結果は、ターミナルマニフェストファイルのエラー (p. 131)トレーニング中に何も生成さ
れない場合にのみ作成されます。

• トレーニングマニフェストとテストマニフェストの検証後にサービスエラーが発生した場
合 (p. 131)、検証結果は作成されますが、DescribeProjectVersionsからの応答には検証結果
ファイルの場所は含まれません。

トレーニングが完了または失敗したら、Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールを使用して検証結
果をダウンロードするか、DescribeProjectVersionsAPI を呼び出して Amazon S3 バケットの場所を取得で
きます。
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検証結果の取得 (コンソール)
コンソールを使用してモデルをトレーニングする場合は、次の図に示すように、プロジェクトのモデルの
リストから検証結果をダウンロードできます。

モデルの詳細ページから検証結果をダウンロードすることもできます。

詳細については、「モデルをトレーニングする (コンソール) (p. 121)」を参照してください。

検証結果の取得 (SDK)
モデルトレーニングが完了すると、Amazon Rekognition カスタムラベルはトレーニング中に指定さ
れた Amazon S3 バケットに検証結果を保存します。S3 バケットの場所は、トレーニングの完了後に
DescribeProjectVersionsAPI を呼び出すことで取得できます。モデルのトレーニングについては、「」を
参照してくださいモデルをトレーニングする (SDK) (p. 123)。

トレーニングデータセット (TrainingDataResult) とテストデータセット () ValidationDataのオブジェクトが
返されます。TestingDataResultマニフェストの概要が返されますManifestSummary。

Amazon S3 バケットの場所を取得したら、検証結果をダウンロードできます。詳細については、「S3 バ
ケットからオブジェクトをダウンロードする方法」を参照してください。 。また、GetObject オペレー
ションを使用することもできます。

検証データ (SDK) を取得するには

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 をセットアップする (p. 9)」を参照し
てください。

2. 次の例を使用して、検証結果の場所を取得します。

Python

を、モデルを含むプロジェクトの Amazon リソースネーム (ARN)project_arn に置き換
えます。詳細については、「新しい Amazon Rekognition カスタムラベルプロジェクトの管
理 (p. 224)」を参照してください。version_nameをモデルバージョンの名前に置き換えま
す。詳細については、「モデルをトレーニングする (SDK) (p. 123)」を参照してください。

import boto3
import io
from io import BytesIO
import sys
import json

def describe_model(project_arn, version_name): 
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    client=boto3.client('rekognition') 
     
    response=client.describe_project_versions(ProjectArn=project_arn, 
        VersionNames=[version_name]) 

    for model in response['ProjectVersionDescriptions']: 
        print(json.dumps(model,indent=4,default=str)) 
        
def main(): 

    project_arn='project_arn' 
    version_name='version_name' 

    describe_model(project_arn, version_name)

if __name__ == "__main__": 
    main()

3. プログラム出力で、ValidationTestingDataResultTrainingDataResultおよびオブジェクト
内のフィールドを書き留めます。マニフェストの概要が掲載されていますManifestSummary。

トレーニングエラーの修正
マニフェストの概要を使用して、ターミナルマニフェストコンテンツのエラー (p. 131)端末以外の JSON 
行検証エラー (p. 132)トレーニング中に遭遇した内容を特定します。マニフェストのコンテンツエラーを
修正する必要があります。異常のある JSON line line line のエラーを修正することもお勧めします。特定
のエラーについては、「」非ターミナル JSON 行検証エラー (p. 150) と「」を参照してくださいターミ
ナルマニフェストコンテンツのエラー (p. 143)。

トレーニングに使用したトレーニングまたはテストデータセットを修正できます。または、トレーニング
とテストの検証マニフェストファイルで修正を行い、それを使用してモデルをトレーニングすることもで
きます。

修正したら、更新されたマニフェストをインポートしてモデルを再トレーニングする必要があります。詳
細については、「マニフェストファイルの作成 (p. 81)」を参照してください。

次の手順は、マニフェスト概要を使用して、ターミナルマニフェストの内容エラーを修正する方法です。
手順では、トレーニングとテストの検証マニフェストにある JSON Line エラーを見つけて修正する方法も
示しています。

Amazon Rekognition カスタムラベルのトレーニングエラーを修正するには

1. 検証結果ファイルをダウンロードします。ファイル名は
training_manifest_with_validation.json、testing_manifest_with_validation.json、manifest_summary.json
です。詳細については、「検証結果の取得 (p. 139)」を参照してください。

2. マニフェストサマリーファイル (manifest_summary.json) を開きます。
3. マニフェストサマリーにエラーを修正します。詳細については、「マニフェスト要約を理解す

る (p. 133)」を参照してください。
4. マニフェストの概要で、error_line_indicestraining配列を繰り返し処理し、対応する 

JSONtraining_manifest_with_validation.json 行番号でエラーを修正します。詳細につい
ては、「the section called “トレーニングとテストの検証結果マニフェストの理解” (p. 135)」を参照
してください。

5. error_line_indicestesting配列を繰り返し処理し、対応する 
JSONtesting_manifest_with_validation.json 行番号でエラーを修正します。

6. 検証マニフェストファイルをトレーニングデータセットとテストデータセットとして使用してモデル
を再トレーニングします。詳細については、「the section called “モデルのトレーニング” (p. 120)」
を参照してください。
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AWSSDK を使用していて、トレーニングデータマニフェストファイルまたはテスト検証データマニフェス
トファイルのエラーを修正する場合は、TrainingDataTestingDataおよび入力パラメータ内の検証データマ
ニフェストファイルの場所を使用してくださいCreateProjectVersion。詳細については、「モデルをトレー
ニングする (SDK) (p. 123)」を参照してください。

JSON line line の優先順位
次の JSON ラインエラーが最初に検出されます。これらのエラーのいずれかが発生した場合、JSON Line 
エラーの検証は停止されます。他の JSON Line エラーを修正する前に、これらのエラーを修正する必要が
あります。

• SOURCE_REF
• エラー_ソース_参照_フォーマット_が無効です
• エラー_ラベル_属性_なし
• エラー_ラベル_属性_フォーマット_が無効です
• エラー_ラベル_属性_メタデータ_フォーマット_が無効です
• エラー_バウンディング_ボックス_コンフィデンス_が見つからない
• エラー_クラス_マップ_ID_が見つかりません
• エラー_無効_JSON_LINE

ターミナルマニフェストファイルのエラー
このトピックでは、について説明しますターミナルマニフェストファイルのエラー (p. 131)。マニフェス
トファイルのエラーには、関連するエラーコードはありません。ターミナルマニフェストファイルエラー
が発生しても、検証結果マニフェストは作成されません。詳細については、「マニフェスト要約を理解す
る (p. 133)」を参照してください。ターミナルマニフェストエラーにより、非ターミナル JSON 行検証
エラー (p. 150)の報告が妨げられます。

マニフェストファイルの拡張子または内容が無効です。
トレーニングまたはテストのマニフェストファイルにファイル拡張子がないか、その内容が無効です。

エラーを修正するにはマニフェストのファイル拡張子または内容が無効です。

• トレーニングマニフェストファイルとテストマニフェストファイルの両方で、次の考えられる原因を
確認してください。

• マニフェストファイルにファイル拡張子がありません。慣例により、ファイル拡張子はで
す.manifest。

• マニフェストファイルの Amazon S3 バケットまたはキーが見つかりませんでした。

マニフェストファイルが空です。

トレーニングに使用されたトレーニングまたはテストのマニフェストファイルは存在しますが、空です。
マニフェストファイルには、トレーニングとテストに使用する各イメージの JSON 行が必要です。

エラーを修正するにはマニフェストファイルが空です。

1. どのトレーニングマニフェストまたはテストマニフェストが空かを確認してください。
2. 空のマニフェストファイルに JSON 行を追加します。詳細については、「マニフェストファイルの作

成 (p. 81)」を参照してください。または、コンソールで新しいデータセットを作成します。詳細に
ついては、「the section called “画像を含むデータセットの作成” (p. 67)」を参照してください。

142

https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_TestingData
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_TrainingData
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_CreateProjectVersion


Rekognition カスタムラベルのカスタマイズ
ターミナルマニフェストコンテンツのエラー

マニフェストファイルのサイズがサポートされている最大サイズ
を超えています。

トレーニングまたはテストのマニフェストのファイルサイズ (バイト単位) が大きすぎます。詳細について
は、「Amazon Rekognition Custom Labels のガイドラインとクォータ (p. 329)」を参照してください。
マニフェストファイルの JSON 行の最大数より少なくても、最大ファイルサイズを超えることがありま
す。

Amazon Rekognition Custom Labels コンソールを使用してエラーを修正することはできません。マニフェ
ストファイルのサイズがサポートされている最大サイズを超えています。

エラーを修正するには、マニフェストファイルのサイズがサポートされている最大サイズを超え
ています。

1. トレーニングマニフェストとテストマニフェストのうち、どのマニフェストが最大ファイルサイズを
超えているかを確認してください。

2. マニフェストファイル内の大きすぎる JSON 行の数を減らしてください。詳細については、「マニ
フェストファイルの作成 (p. 81)」を参照してください。

S3 バケットのアクセス許可が正しくありません。
Amazon Rekognition カスタムラベルには、トレーニングとテストのマニフェストファイルを含む 1 つ以
上のバケットに対する権限がありません。

Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールを使用してこのエラーを修正することはできません。

エラーを修正するには S3バケットの権限が正しくありません。

• トレーニングマニフェストとテストマニフェストを含むバケットの権限を確認してください。詳細
については、「ステップ 2: Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールのアクセス許可をセット
アップする (p. 6)」を参照してください。

S3 バケットの出力 S3 バケットに書き込めません。

サービスがトレーニング出力ファイルを生成することができません。

エラーを修正するには出力S3バケットに書き込めません。

• OutputConfigへの入力パラメータの Amazon S3 CreateProjectVersionバケット情報が正しいことを確
認します。

Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールを使用して、このエラーを修正することはできません。

ターミナルマニフェストコンテンツのエラー
このトピックでは、ターミナルマニフェストコンテンツのエラー (p. 131)マニフェストの概要で報告
された内容について説明します。マニフェストの概要には、検出された各エラーのエラーコードとメッ
セージが含まれます。詳細については、「マニフェスト要約を理解する (p. 133)」を参照してくださ
い。ターミナルマニフェストのコンテンツエラーは、の報告を停止しません端末以外の JSON 行検証エ
ラー (p. 132)。
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マニフェスト内の無効な行が多すぎます
エラーメッセージ
マニフェストファイルには無効な行が多すぎます。

詳細情報
無効なコンテンツを含む JSON 行が多すぎると、ERROR_TOO_MANY_INVALID_ROWS_IN_MANIFESTエ
ラーが発生します。

Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールを使用し
て、ERROR_TOO_MANY_INVALID_ROWS_IN_MANIFESTエラーを修正することはできません。

マニフェスト内の無効な行が多すぎるというエラーを修正するには

1. マニフェストに JSON ラインエラーがないか確認してください。詳細については、「トレーニングと
テストの検証結果マニフェストの理解 (p. 135)」を参照してください。

2. エラーがある JSON line line の修正詳細については、「」を参照してください非ターミナル JSON 行
検証エラー (p. 150)。

複数の S3 バケット内のエラー画像
エラーメッセージ
マニフェストファイルには、複数の S3 バケットからの画像が含まれています。

詳細情報
マニフェストは、1 つのバケットに保存されている画像のみを参照できます。各 JSON 行には、イメージ
ロケーションの Amazon S3source-ref ロケーションの値が格納されます。次の例では、バケット名は
my-bucket です。

"source-ref": "s3://my-bucket/images/sunrise.png"

Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールを使用して、このエラーを修正することはできません。

修正するにはERROR_IMAGES_IN_MULTIPLE_S3_BUCKETS

• すべての画像が同じ Amazon S3 バケットにあり、すべての JSON 行の値が画像が保存されているバ
ケットを参照していることを確認してください。source-refまたは、優先する Amazon S3 バケッ
トを選択し、source-ref希望するバケットを参照していない JSON 行を削除してください。

エラー_権限_画像_S3_BUCKET_が無効です
エラーメッセージ
イメージの S3 バケットの権限が無効です。

詳細情報
画像を含む Amazon S3 バケットのアクセス許可が正しくありません。

Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールを使用して、このエラーを修正することはできません。
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修正するにはERROR_INVALID_PERMISSIONS_IMAGES_S3_BUCKET

• 画像を含むバケットの権限を確認してください。source-ref画像のの値には、バケットの場所が含
まれます。

エラー_無効な_イメージ_S3_バケット_所有者
エラーメッセージ

イメージ S3 バケットの所有者 ID が無効です。

詳細情報

トレーニングまたはテストイメージを含むバケットの所有者は、トレーニングまたはテストマニフェスト
を含むバケットの所有者とは異なります。次のコマンドを使用して、バケットの所有者を見つけることが
できます。

aws s3api get-bucket-acl --bucket bucket name

OWNERIDイメージとマニフェストファイルを保存するバケットと一致する必要があります。

エラー_INVALID_IMAGES_S3_BUCKET_OWNER を修正するには

1. トレーニング、テスト、アウトプット、およびイメージバケットの希望する所有者を選択します。所
有者には Amazon Rekognition カスタムラベルを使用する権限が必要です。

2. 目的の所有者が現在所有していないバケットごとに、優先所有者が所有する新しい Amazon S3 バ
ケットを作成します。

3. 古いバケットの内容を新しいバケットにコピーします。詳細については、「Amazon S3 バケット間で
オブジェクトをコピーするには、どうしたらいいですか? を参照してください。 。

Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールを使用して、このエラーを修正することはできません。

エラー_オートスプリット_の_ラベル_1_の_イメージ_が不十分で
す
エラーメッセージ

マニフェストファイルには、ラベルごとのラベル付けされた画像が不十分なため、自動分割を実行できま
せん。

詳細情報

モデルトレーニング中に、トレーニングデータセットの画像の 20% を使用してテストデータセットを作成
できます。ERROR_INSOFFICIENT_IMAGES_PER_LABEL_FOR_AUTOSPLIT は、許容できるテストデー
タセットを作成するのに十分な画像がない場合に発生します。

Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールを使用して、このエラーを修正することはできません。

AUTOSPLITのラベルあたりの画像数が足りないというエラーを修正するには

• トレーニングデータセットにさらにラベル付き画像を追加します。トレーニングデータセットに画像
を追加するか、トレーニングマニフェストに JSON 行を追加することで、Amazon Rekognition カス
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タムラベルコンソールに画像を追加できます。詳細については、「データセットの管理 (p. 236)」を
参照してください。

エラー・マニフェスト・ラベルが少なすぎます
エラーメッセージ
マニフェストファイルのラベルが少なすぎます。

詳細情報
トレーニングデータセットとテストデータセットには、必要な最小数のラベルが付けられています。最
小値は、データセットが画像レベルのラベル (分類) を検出するようにモデルをトレーニング/テストする
か、モデルがオブジェクトの位置を検出するかによって異なります。トレーニングデータセットを分割
してテストデータセットを作成する場合、データセット内のラベルの数はトレーニングデータセットの分
割後に決定されます。詳細については、「Amazon Rekognition Custom Labels のガイドラインとクォー
タ (p. 329)」を参照してください。

ERROR_MANIFEST_TOO_FEW_LABELS (コンソール) を修正するには

1. データセットに新しいラベルを追加します。詳細については、「ラベルの管理 (p. 108)」を参照して
ください。

2. データセットの画像に新しいラベルを追加します。モデルがイメージレベルのラベルを検出した場合
は、を参照してください画像への画像レベルのラベルの割り当て (p. 110)。モデルがオブジェクトの
位置を検出した場合は、を参照してくださいthe section called “バウンディングボックスでオブジェク
トにラベルを付ける” (p. 112)。

エラー・マニフェスト_TOO_FEW_LABELS (JSON 行) を修正するには

• 新しいラベルが付いた新しい画像に JSON 行を追加します。詳細については、「マニフェストファ
イルの作成 (p. 81)」を参照してください。モデルが画像レベルのラベルを検出した場合、class-
nameフィールドに新しいラベル名を追加します。たとえば、次の画像のラベルは「サンライズ」で
す。

{ 
    "source-ref": "s3://bucket/images/sunrise.png", 
    "testdataset-classification_Sunrise": 1, 
    "testdataset-classification_Sunrise-metadata": { 
        "confidence": 1, 
        "job-name": "labeling-job/testdataset-classification_Sunrise", 
        "class-name": "Sunrise", 
        "human-annotated": "yes", 
        "creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256", 
        "type": "groundtruth/image-classification" 
    }
}

モデルがオブジェクトの位置を検出したら、次の例に示すようにclass-map、新しいラベルを追加し
ます。

{ 
 "source-ref": "s3://custom-labels-bucket/images/IMG_1186.png", 
 "bounding-box": { 
  "image_size": [{ 
   "width": 640, 
   "height": 480, 
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   "depth": 3 
  }], 
  "annotations": [{ 
   "class_id": 1, 
   "top": 251, 
   "left": 399, 
   "width": 155, 
   "height": 101 
  }, { 
   "class_id": 0, 
   "top": 65, 
   "left": 86, 
   "width": 220, 
   "height": 334 
  }] 
 }, 
 "bounding-box-metadata": { 
  "objects": [{ 
   "confidence": 1 
  }, { 
   "confidence": 1 
  }], 
  "class-map": { 
   "0": "Echo", 
   "1": "Echo Dot" 
  }, 
  "type": "groundtruth/object-detection", 
  "human-annotated": "yes", 
  "creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256", 
  "job-name": "my job" 
 }
}

クラスマップテーブルをバウンディングボックス注釈にマッピングする必要があります。詳細につい
ては、「マニフェストファイル内のオブジェクトローカリゼーション (p. 85)」を参照してくださ
い。

エラーマニフェストのラベルが多すぎます
エラーメッセージ
マニフェストファイルのラベルが多すぎます。

詳細情報

マニフェスト (データセット) 内のユニークラベルの数が許容限度を超えています。トレーニングデータ
セットを分割してテストデータセットを作成する場合、ラベルの数は分割後に決定されます。

エラーマニフェスト_ラベルが多すぎるのを修正するには (コンソール)

• ラベルをデータセットから除去します。詳細については、「ラベルの管理 (p. 108)」を参照してくだ
さい。ラベルは、データセットの画像とバウンディングボックスから自動的に削除されます。

エラーマニフェスト_ラベルが多すぎるのを修正するには (JSON 行)

• 画像レベルの JSON 行を含むマニフェスト — 画像にラベルが 1 つしかない場合は、目的のラベルを
使用する画像の JSON 行を削除します。JSON 行に複数のラベルが含まれている場合は、目的のラベ
ルの JSON オブジェクトのみを削除します。詳細については、「画像への複数の画像レベルのラベル
の追加 (p. 84)」を参照してください。
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オブジェクトロケーションの JSON 行を含むマニフェスト — 削除するラベルのバウンディング
ボックスと関連するラベル情報を削除します。必要なラベルを含む JSON 行ごとにこれを行いま
す。class-mapobjects配列および配列内の対応するオブジェクトからラベルを削除する必要があ
ります。annotations詳細については、「マニフェストファイル内のオブジェクトローカリゼーショ
ン (p. 85)」を参照してください。

エラー_ラベル_オーバーラップ_が不十分です
エラーメッセージ
トレーニングマニフェストファイルとテストマニフェストファイルのラベルの重複は {}% 未満です。

詳細情報
テストデータセットのラベル名とトレーニングデータセットのラベル名の重複は 50% 未満です。

エラー_不十分_ラベル_オーバーラップを修正するには (コンソール)

• トレーニングデータセットからラベルを削除します。または、より一般的なラベルをテストデータ
セットに追加してください。詳細については、「ラベルの管理 (p. 108)」を参照してください。ラベ
ルは、データセットの画像とバウンディングボックスから自動的に削除されます。

トレーニングデータセット (JSON ライン) からラベルを削除して 
ERROR_INSOFFICIENT_LABEL_OVERLAP を修正するには

• 画像レベルの JSON 行を含むマニフェスト — 画像にラベルが 1 つしかない場合は、目的のラベルを
使用する画像の JSON 行を削除します。JSON 行に複数のラベルが含まれている場合は、目的のラベ
ルの JSON オブジェクトのみを削除します。詳細については、「画像への複数の画像レベルのラベル
の追加 (p. 84)」を参照してください。削除するラベルを含むマニフェストの JSON 行ごとにこれ
を行います。

オブジェクトロケーションの JSON 行を含むマニフェスト — 削除するラベルのバウンディング
ボックスと関連するラベル情報を削除します。必要なラベルを含む JSON 行ごとにこれを行いま
す。class-mapobjects配列および配列内の対応するオブジェクトからラベルを削除する必要があ
ります。annotations詳細については、「マニフェストファイル内のオブジェクトローカリゼーショ
ン (p. 85)」を参照してください。

テストデータセット (JSON ライン) に共通ラベルを追加して 
ERROR_INSOFFICIENT_LABEL_OVERLAP を修正するには

• トレーニングデータセットにすでにラベルが付けられた画像を含む JSON ラインをテストデータセッ
トに追加します。詳細については、「マニフェストファイルの作成 (p. 81)」を参照してください。

エラーマニフェスト_使用可能なラベル_が少なすぎます
エラーメッセージ
マニフェストファイルに使用可能なラベルが少なすぎます。

詳細情報
トレーニングマニフェストには、画像レベルのラベル形式とオブジェクトロケーション形式
の JSON 行を含めることができます。トレーニングマニフェストにある JSON 行のタイプに
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応じて、Amazon Rekognition Custom Labels はイメージレベルのラベルを検出するモデル
を作成するか、オブジェクトの位置を検出するモデルを作成するかを選択します。Amazon 
Rekognition カスタムラベルは、選択した形式ではない JSON 行の有効な JSON レコードを除外しま
す。ERROR_MANIFEST_TOO_FEW_USABLE_LABELS は、選択したモデルタイプマニフェストのラベル
の数がモデルをトレーニングするには不十分な場合に発生します。

画像レベルのラベルを検出するモデルをトレーニングするには、少なくとも 1 つのラベルが必要です。位
置をオブジェクト化するモデルをトレーニングするには、少なくとも 2 つのラベルが必要です。

ERROR_MANIFEST_TOO_USABLE_LABELS_TOO_FEW_LABELS (コンソール) を修正するには

1. use_caseマニフェストの概要のフィールドを確認してください。
2. の値と一致するユースケース（画像レベルまたはオブジェクトローカリゼーション）のラベルをト

レーニングデータセットに追加しますuse_case。詳細については、「ラベルの管理 (p. 108)」を参
照してください。ラベルは、データセットの画像とバウンディングボックスから自動的に削除されま
す。

ERROR_MANIFEST_TOO_USABLE_LABELS_TOO_FEW_LABELS (JSON 行) を修正するには

1. use_caseマニフェストの概要のフィールドを確認してください。
2. の値と一致するユースケース（画像レベルまたはオブジェクトローカリゼーション）のラベルをト

レーニングデータセットに追加しますuse_case。詳細については、「マニフェストファイルの作
成 (p. 81)」を参照してください。

エラー_使用可能_ラベル_オーバーラップが不十分です
エラーメッセージ

トレーニングマニフェストファイルとテストマニフェストファイルの間で使用可能なラベルの重複が {}% 
未満です。

詳細情報

トレーニングマニフェストには、画像レベルのラベル形式とオブジェクトロケーション形式の JSON 行を
含めることができます。トレーニングマニフェストの形式に応じて、Amazon Rekognition Custom Labels 
は、画像レベルのラベルを検出するモデルを作成するか、オブジェクトの位置を検出するモデルを作成す
るかを選択します。Amazon Rekognition カスタムラベルは、選択したモデル形式ではない JSON 行には
有効な JSON レコードを使用しません。ERROR_INSOFFICIENT_USABLE_LABEL_OVERLAP は、使用
されているテストラベルとトレーニングラベルの重複が 50% 未満の場合に発生します。

ERROR_INSFAULENT_USABLE_LABEL_OVERLAP (コンソール) を修正するには

• トレーニングデータセットからラベルを削除します。または、より一般的なラベルをテストデータ
セットに追加してください。詳細については、「ラベルの管理 (p. 108)」を参照してください。ラベ
ルは、データセットの画像とバウンディングボックスから自動的に削除されます。

トレーニングデータセット (JSON ライン) からラベルを削除して 
ERROR_INSOFFICIENT_USABLE_LABEL_OVERLAP を修正するには

• 画像レベルのラベルの検出に使用されるデータセット — 画像にラベルが 1 つしかない場合は、目的
のラベルを使用する画像の JSON 行を削除します。JSON 行に複数のラベルが含まれている場合は、
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目的のラベルの JSON オブジェクトのみを削除します。詳細については、「画像への複数の画像レベ
ルのラベルの追加 (p. 84)」を参照してください。削除するラベルを含むマニフェストの JSON 行
ごとにこれを行います。

オブジェクトの位置の検出に使用されるデータセット — 削除するラベルのバウンディングボッ
クスと関連するラベル情報を削除します。必要なラベルを含む JSON 行ごとにこれを行いま
す。class-mapobjects配列および配列内の対応するオブジェクトからラベルを削除する必要があ
ります。annotations詳細については、「マニフェストファイル内のオブジェクトローカリゼーショ
ン (p. 85)」を参照してください。

テストデータセット (JSON ライン) に共通ラベルを追加して 
ERROR_INSOFFICIENT_USABLE_LABEL_OVERLAP を修正するには

• トレーニングデータセットにすでにラベルが付けられた画像を含む JSON ラインをテストデータセッ
トに追加します。詳細については、「マニフェストファイルの作成 (p. 81)」を参照してください。

エラー_失敗_イメージ_S3_COPY
エラーメッセージ

S3 バケットから画像をコピーできませんでした。

詳細情報

サービスはデータセット内のどの画像もコピーできませんでした。

Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールを使用して、このエラーを修正することはできません。

エラー_FAILED_IMAGES_S3_COPYを修正するには

1. 画像の権限を確認してください。
2. を使用している場合はAWS KMS、バケットポリシーを確認してください。詳細については、「で暗

号化されたファイルの復号化AWS Key Management Service (p. 16)」を参照してください。

マニフェストファイルのターミナルエラーが多すぎます。

ターミナルコンテンツエラーを含む JSON 行が多すぎます。

修正するにはERROR_TOO_MANY_RECORDS_IN_ERROR

• 端末コンテンツエラーがある JSON 行 (画像) の数を減らします。詳細については、「ターミナルマニ
フェストコンテンツのエラー (p. 143)」を参照してください。

Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールを使用して、このエラーを修正することはできません。

非ターミナル JSON 行検証エラー
このトピックでは、トレーニング中に Amazon Rekognition カスタムラベルによって報告された端末以外
の JSON 行検証エラーを一覧表示します。エラーは、トレーニングとテストの検証マニフェストに報告
されます。詳細については、「トレーニングとテストの検証結果マニフェストの理解 (p. 135)」を参照

150



Rekognition カスタムラベルのカスタマイズ
非ターミナル JSON 行検証エラー

してください。トレーニングマニフェストファイルまたはテストマニフェストファイルの JSON ライン
を更新することで、非ターミナルの JSON ラインエラーを修正できます。マニフェストから JSON 行を
削除することもできますが、そうするとモデルの品質が低下する可能性があります。ターミナル以外の検
証エラーが多い場合は、マニフェストファイルを再作成するほうが簡単かもしれません。検証エラーは通
常、手動で作成したマニフェストファイルで発生します。詳細については、「マニフェストファイルの作
成 (p. 81)」を参照してください。検証エラーの修正については、「」を参照してくださいトレーニング
エラーの修正 (p. 141)。一部のエラーは Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールを使用して修正
できます。

エラー_ソース_参照_が見つかりません
エラーメッセージ

ソース参照キーがありません。

詳細情報

JSON linesource-ref のフィールドには、イメージの Amazon S3 の場所が含まれます。このエラー
は、source-refキーがないか、スペルが間違っているときに発生します。このエラーは通常、手動で作
成したマニフェストファイルで発生します。詳細については、「マニフェストファイルの作成 (p. 81)」
を参照してください。

修正するにはERROR_MISSING_SOURCE_REF

1. source-refキーが存在し、スペルが正しいことを確認してください。source-ref完全なキーと値
は次のようになります"source-ref": "s3://bucket/path/image"。

2. JSONsource-ref 行のキーを更新します。または、マニフェストファイルから JSON 行を削除して
ください。

Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールを使用して、このエラーを修正することはできません。

エラー_ソース_参照_フォーマット_が無効です
エラーメッセージ

source-ref 値の形式が無効です。

詳細情報

source-refキーは JSON 行にありますが、Amazon S3 パスのスキーマが正しくありません。たとえ
ば、https://....S3://....パスはの代わりになります。ERROR_INVALID_SOURCE_REF_FORMAT 
エラーは通常、手動で作成したマニフェストファイルで発生します。詳細については、「マニフェスト
ファイルの作成 (p. 81)」を参照してください。

修正するにはERROR_INVALID_SOURCE_REF_FORMAT

1. スキーマがそうであることを確認してください"source-ref": "s3://bucket/path/image"。
例えば、"source-ref": "s3://custom-labels-console-us-east-1-1111111111/
images/000000242287.jpg"。

2. マニフェストファイルの JSON 行を更新または削除します。

Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールを使用して、これを修正することはできませ
んERROR_INVALID_SOURCE_REF_FORMAT。
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エラー_ラベル_属性_なし
エラーメッセージ

ラベル属性が見つかりません。

詳細情報

-metadataラベル属性またはラベル属性キー名 (あるいはその両方) が無効または欠落し
ています。次の例では、bounding-boxbounding-box-metadataまたはキー (または両
方)ERROR_NO_LABEL_ATTRIBUTES が欠落している場合に発生します。詳細については、「マニフェス
トファイルの作成 (p. 81)」を参照してください。

{ 
 "source-ref": "s3://custom-labels-bucket/images/IMG_1186.png", 
 "bounding-box": { 
  "image_size": [{ 
   "width": 640, 
   "height": 480, 
   "depth": 3 
  }], 
  "annotations": [{ 
   "class_id": 1, 
   "top": 251, 
   "left": 399, 
   "width": 155, 
   "height": 101 
  }, { 
   "class_id": 0, 
   "top": 65, 
   "left": 86, 
   "width": 220, 
   "height": 334 
  }] 
 }, 
 "bounding-box-metadata": { 
  "objects": [{ 
   "confidence": 1 
  }, { 
   "confidence": 1 
  }], 
  "class-map": { 
   "0": "Echo", 
   "1": "Echo Dot" 
  }, 
  "type": "groundtruth/object-detection", 
  "human-annotated": "yes", 
  "creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256", 
  "job-name": "my job" 
 }
}

ERROR_NO_LABEL_ATTRIBUTESエラーは通常、手動で作成したマニフェストファイルで発生します。詳
細については、「マニフェストファイルの作成 (p. 81)」を参照してください。

修正するにはERROR_NO_LABEL_ATTRIBUTES

1. -metadataラベル属性識別子とラベル属性識別子キーが存在し、キー名の綴りが正しいことを確認し
ます。

2. マニフェストファイルの JSON 行を更新または削除します。
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Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールを使用して、修正することはできませ
んERROR_NO_LABEL_ATTRIBUTES。

エラー_ラベル_属性_フォーマット_が無効です
エラーメッセージ

label 属性 {} の形式が無効です。

詳細情報

ラベル属性キーのスキーマがないか、無効です。ERROR_INVALID_LABEL_ATTRIBUTE_FORMAT エ
ラーは通常、手動で作成したマニフェストファイルで発生します。詳細については、を参照してくださ
いマニフェストファイルの作成 (p. 81)。

修正するにはERROR_INVALID_LABEL_ATTRIBUTE_FORMAT

1. ラベル属性キーの JSON Line セクションが正しいことを確認します。次のオブジェクトロケーション
の例では、image_sizeannotationsおよびオブジェクトが正しい必要があります。ラベル属性キー
には名前が付けられていますbounding-box。

 "bounding-box": { 
  "image_size": [{ 
   "width": 640, 
   "height": 480, 
   "depth": 3 
  }], 
  "annotations": [{ 
   "class_id": 1, 
   "top": 251, 
   "left": 399, 
   "width": 155, 
   "height": 101 
  }, { 
   "class_id": 0, 
   "top": 65, 
   "left": 86, 
   "width": 220, 
   "height": 334 
  }] 
 },

2. マニフェストファイルの JSON 行を更新または削除します。

Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールを使用して、このエラーを修正することはできません。

エラー_ラベル_属性_メタデータ_フォーマット_が無効です
エラーメッセージ

ラベル属性メタデータの形式が無効です。

詳細情報

ラベル属性メタデータキーのスキーマがないか、無効で
す。ERROR_INVALID_LABEL_ATTRIBUTE_METADATA_FORMAT エラーは通常、手動で作成したマニ
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フェストファイルで発生します。詳細については、「マニフェストファイルの作成 (p. 81)」を参照して
ください。

修正するにはERROR_INVALID_LABEL_ATTRIBUTE_FORMAT

1. ラベル属性メタデータキーの JSON Line スキーマが次の例のようになっていることを確認します。ラ
ベル属性メタデータキーには名前が付けられていますbounding-box-metadata。

 "bounding-box-metadata": { 
  "objects": [{ 
   "confidence": 1 
  }, { 
   "confidence": 1 
  }], 
  "class-map": { 
   "0": "Echo", 
   "1": "Echo Dot" 
  }, 
  "type": "groundtruth/object-detection", 
  "human-annotated": "yes", 
  "creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256", 
  "job-name": "my job" 
 }

2. マニフェストファイルの JSON 行を更新または削除します。

Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールを使用して、このエラーを修正することはできません。

エラー_ラベル_アトリビュート_無効

エラーメッセージ

有効なラベル属性が見つかりません。

詳細情報

JSON 行に有効なラベル属性が見つかりませんでした。Amazon Rekognition カスタムラベルは、ラベル
属性とラベル属性識別子の両方をチェックします。ERROR_INVALID_LABEL_ATTRIBUTE_FORMAT エ
ラーは通常、手動で作成したマニフェストファイルで発生します。詳細については、を参照してくださ
いマニフェストファイルの作成 (p. 81)。

JSON SageMaker 行のマニフェスト形式がサポートされていない場合、Amazon Rekognition カスタムラ
ベルは JSON 行を無効とマークし、ERROR_NO_VALID_LABEL_ATTRIBUTESエラーが報告されます。現
在、Amazon Rekognition カスタムラベルは分類ジョブ形式とバウンディングボックス形式をサポートして
います。詳細については、「マニフェストファイルの作成 (p. 81)」を参照してください。

修正するにはERROR_NO_VALID_LABEL_ATTRIBUTES

1. ラベル属性キーとラベル属性メタデータの JSON が正しいことを確認します。
2. マニフェストファイルの JSON 行を更新または削除します。詳細については、「the section called “マ

ニフェストファイルの作成” (p. 81)」を参照してください。

Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールを使用して、このエラーを修正することはできません。

154



Rekognition カスタムラベルのカスタマイズ
非ターミナル JSON 行検証エラー

エラー_バウンディング_ボックス_コンフィデンス_が見つからな
い
エラーメッセージ

1 つ以上のバウンディングボックスの信頼値が不足しています。

詳細情報

1 つまたは複数のオブジェクト位置バウンディングボックスのコンフィデンスキーがありません。
次の例に示すように、バウンディングボックスのコンフィデンスキーは、ラベル属性メタデータで
す。ERROR_MISSING_BOUNDING_BOX_CONFIDENCE エラーは通常、手動で作成したマニフェスト
ファイルで発生します。詳細については、「the section called “マニフェストファイル内のオブジェクト
ローカリゼーション” (p. 85)」を参照してください。

 "bounding-box-metadata": { 
  "objects": [{ 
   "confidence": 1 
  }, { 
   "confidence": 1 
  }],

修正するにはERROR_MISSING_BOUNDING_BOX_CONFIDENCE

1. objectsラベル属性の配列に、annotationsラベル属性配列内のオブジェクトと同じ数の信頼キー
が含まれていることを確認します。

2. マニフェストファイルの JSON 行を更新または削除します。

Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールを使用して、このエラーを修正することはできません。

エラー_クラス_マップ_ID_が見つかりません
エラーメッセージ

クラスマップに 1 つ以上のクラス ID がありません。

詳細情報

注釈 (バウンディングボックス)class_id 内のオブジェクトには、ラベル属性メタデータクラスマップ 
(class-map) に一致するエントリがありません。詳細については、「マニフェストファイル内のオブジェ
クトローカリゼーション (p. 85)」を参照してください。ERROR_MISSING_CLASS_MAP_ID エラーは
通常、手動で作成したマニフェストファイルで発生します。

クラスマップ ID が見つからないというエラーを修正するには

1. 次の例に示すように、各注釈 (バウンディングボックス)class-map オブジェクトの値に対応する配
列の値があることを確認します。class_idannotationsclass_map配列と配列の要素数は同じで
なければなりません。

{ 
 "source-ref": "s3://custom-labels-bucket/images/IMG_1186.png", 
 "bounding-box": { 
  "image_size": [{ 
   "width": 640, 
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   "height": 480, 
   "depth": 3 
  }], 
  "annotations": [{ 
   "class_id": 1,  
   "top": 251, 
   "left": 399, 
   "width": 155, 
   "height": 101 
  }, { 
   "class_id": 0, 
   "top": 65, 
   "left": 86, 
   "width": 220, 
   "height": 334 
  }] 
 }, 
 "bounding-box-metadata": { 
  "objects": [{ 
   "confidence": 1 
  }, { 
   "confidence": 1 
  }], 
  "class-map": { 
   "0": "Echo", 
   "1": "Echo Dot" 
  },  
  "type": "groundtruth/object-detection", 
  "human-annotated": "yes", 
  "creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256", 
  "job-name": "my job" 
 }
}

2. マニフェストファイルの JSON 行を更新または削除します。

Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールを使用して、このエラーを修正することはできません。

エラー_無効_JSON_LINE
エラーメッセージ

JSON 行の形式が無効です。

詳細情報

JSON 行に予期しない文字が見つかりました。JSON 行は、エラー情報のみを含む新しい JSON 行に置き
換えられます。ERROR_INVALID_JSON_LINE エラーは通常、手動で作成したマニフェストファイルで発
生します。詳細については、「the section called “マニフェストファイル内のオブジェクトローカリゼー
ション” (p. 85)」を参照してください。

Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールを使用して、このエラーを修正することはできません。

修正するにはERROR_INVALID_JSON_LINE

1. マニフェストファイルを開き、ERROR_INVALID_JSON_LINE エラーが発生している JSON 行に移動
します。

2. JSON 行に無効な文字が含まれていないことと、;,必須文字または文字が欠落していないことを確認
します。

3. マニフェストファイルの JSON 行を更新または削除します。
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ERROR_INVALID_IMAGE
エラーメッセージ

画像が無効です。S3 のパスやイメージのプロパティを確認してください。

詳細情報

source-refが参照しているファイルは有効な画像ではありません。考えられる原因には、画像の縦横
比、画像のサイズ、画像形式などがあります。

詳細については、「ガイドラインとクォータ (p. 329)」を参照してください。

修正するにはERROR_INVALID_IMAGE

1. 以下をチェックしてください。

• 画像の縦横比は 20:1 未満です。
• 画像のサイズが 15 MB を超えています
• 画像は PNG または JPEG 形式です。
• source-refの画像へのパスが正しいです。
• 画像の最小画像サイズは 64 ピクセル x 64 ピクセルです。
• 画像の最大画像サイズは 4096 ピクセル x 4096 ピクセル未満です。

2. マニフェストファイルの JSON 行を更新または削除します。

Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールを使用して、このエラーを修正することはできません。

エラー_イメージ_ディメンション_が無効です
エラーメッセージ

画像の寸法が許容サイズと一致していません。

詳細情報

で参照されている画像は、source-ref許可されている画像サイズに準拠していません。最小サイズは 64 
ピクセルです。最大サイズは 4096 ピクセルです。 ERROR_INVALID_IMAGE_DIMENSIONバウンディング
ボックス付きの画像について報告されています。

詳細については、「ガイドラインとクォータ (p. 329)」を参照してください。

修正するにはERROR_INVALID_IMAGE_DIMENSION (コンソール)

1. Amazon S3 バケット内の画像を Amazon Rekognition カスタムラベルが処理できるディメンションで
更新します。

2. Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールで、次の操作を行います。

a. 画像から既存のバウンディングボックスを削除します。
b. バウンディングボックスを画像に再度追加します。
c. 変更を保存します。

詳細については, バウンディングボックスでオブジェクトにラベルを付ける (p. 112).
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修正するにはERROR_INVALID_IMAGE_DIMENSION (SDK)

1. Amazon S3 バケット内の画像を Amazon Rekognition カスタムラベルが処理できるディメンションで
更新します。

2. を呼び出して、画像の既存の JSON 行を取得しますListDatasetEntries。SourceRefContains入力パ
ラメータには、Amazon S3 の場所と画像のファイル名を指定します。

3. UpdateDatasetEntriesを呼び出して、画像の JSON 行を指定します。の値が Amazon S3source-ref
バケットのイメージの場所と一致することを確認します。バウンディングボックスの注釈を、更新さ
れた画像に必要なバウンディングボックスのサイズに合わせて更新します。

{ 
 "source-ref": "s3://custom-labels-bucket/images/IMG_1186.png", 
 "bounding-box": { 
  "image_size": [{ 
   "width": 640, 
   "height": 480, 
   "depth": 3 
  }], 
  "annotations": [{ 
   "class_id": 1, 
   "top": 251, 
   "left": 399, 
   "width": 155, 
   "height": 101 
  }, { 
   "class_id": 0, 
   "top": 65, 
   "left": 86, 
   "width": 220, 
   "height": 334 
  }] 
 }, 
 "bounding-box-metadata": { 
  "objects": [{ 
   "confidence": 1 
  }, { 
   "confidence": 1 
  }], 
  "class-map": { 
   "0": "Echo", 
   "1": "Echo Dot" 
  }, 
  "type": "groundtruth/object-detection", 
  "human-annotated": "yes", 
  "creation-date": "2013-11-18T02:53:27", 
  "job-name": "my job" 
 }
}

エラー_無効_バウンディング_ボックス
エラーメッセージ

バウンディングボックスにはオフフレーム値があります。

詳細情報

バウンディングボックス情報は、画像フレームから外れているか、負の値を含む画像を指定します。
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詳細については、「ガイドラインとクォータ (p. 329)」を参照してください。

修正するにはERROR_INVALID_BOUNDING_BOX

1. annotations配列内のバウンディングボックスの値を確認します。

 "bounding-box": { 
  "image_size": [{ 
   "width": 640, 
   "height": 480, 
   "depth": 3 
  }], 
  "annotations": [{ 
   "class_id": 1, 
   "top": 251, 
   "left": 399, 
   "width": 155, 
   "height": 101 
  }] 
 },

2. マニフェストファイルから JSON 行を更新または削除します。

Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールを使用して、このエラーを修正することはできません。

エラー_有効な_注釈_なし
エラーメッセージ

有効な注釈が見つかりませんでした。

詳細情報

JSON ラインの注釈オブジェクトには、有効なバウンディングボックス情報が含まれていません。

修正するにはERROR_NO_VALID_ANNOTATIONS

1. annotations有効なバウンディングボックスオブジェクトを含むように配列を更新します。また、ラ
ベル属性メタデータ内の対応するバウンディングボックス情報 (confidenceおよびclass_map) が
正しいことを確認してください。詳細については、「マニフェストファイル内のオブジェクトローカ
リゼーション (p. 85)」を参照してください。

{ 
 "source-ref": "s3://custom-labels-bucket/images/IMG_1186.png", 
 "bounding-box": { 
  "image_size": [{ 
   "width": 640, 
   "height": 480, 
   "depth": 3 
  }], 
  "annotations": [ 
     {               
   "class_id": 1,    #annotation object 
   "top": 251, 
   "left": 399, 
   "width": 155, 
   "height": 101 
  }, { 
   "class_id": 0, 
   "top": 65, 
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   "left": 86, 
   "width": 220, 
   "height": 334 
  }] 
 }, 
 "bounding-box-metadata": { 
  "objects": [ 
  >{                 
   "confidence": 1          #confidence  object 
  },  
        { 
   "confidence": 1 
  }], 
  "class-map": {   
   "0": "Echo",    #label  
   "1": "Echo Dot" 
  }, 
  "type": "groundtruth/object-detection", 
  "human-annotated": "yes", 
  "creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256", 
  "job-name": "my job" 
 }
}

2. マニフェストファイルから JSON 行を更新または削除します。

Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールを使用して、このエラーを修正することはできません。

エラーバウンディングボックスが小さすぎます
エラーメッセージ
バウンディングボックスの高さと幅が小さすぎます。

詳細情報
バウンディングボックスのサイズ (高さと幅) は 1 x 1 ピクセルより大きくなければなりません。

トレーニング中、Amazon Rekognition カスタムラベルは、画像のサイズが 1280 ピクセルを超える場合、
画像のサイズを変更します (ソース画像には影響しません)。生成されるバウンディングボックスの高さと
幅は 1 x 1 ピクセルより大きくなければなりません。バウンディングボックスの位置は、オブジェクト位
置 JSON Lineannotations の配列に格納されます。詳細については、「マニフェストファイル内のオブ
ジェクトローカリゼーション (p. 85)」を参照してください。

 "bounding-box": { 
  "image_size": [{ 
   "width": 640, 
   "height": 480, 
   "depth": 3 
  }], 
  "annotations": [{ 
   "class_id": 1, 
   "top": 251, 
   "left": 399, 
   "width": 155, 
   "height": 101 
  }] 
 }, 
             

エラー情報が注釈オブジェクトに追加されます。
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エラー_バウンディング_ボックス_が小さすぎるのを修正するには

• 次のいずれかのオプションを選択します。

• 小さすぎるバウンディングボックスのサイズを大きくしてください。
• 小さすぎるバウンディングボックスを削除します。バウンディングボックスの削除については、を

参照してくださいバウンディングボックスが多すぎます (p. 161)。
• マニフェストから画像 (JSON 行) を削除します。

バウンディングボックスが多すぎます
エラーメッセージ

許容最大数を超えるバウンディングボックスがあります。

詳細情報

バウンディングボックスの数が上限値 (50) を超えています。余分なバウンディングボックスは Amazon 
Rekognition カスタムラベルコンソールで削除することも、JSON 行から削除することもできます。

修正するにはERROR_TOO_MANY_BOUNDING_BOXES (コンソール)。

1. 削除するバウンディングボックスを決定します。
2. Amazon Rekognition コンソールを https://console.aws.amazon.com/rekognition/ で開きます。
3. [カスタムラベルを使用] を選択します。
4. [Get started] (開始する) を選択します。
5. 左側のナビゲーションペインで、使用するデータセットを含むプロジェクトを選択します。
6. [Datasets] (データセット) セクションで、使用するデータセットを選択します。
7. データセットギャラリーページで、[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。
8. バウンディングボックスを削除する画像を選択します。
9. [バウンディングボックスを描画] を選択します。
10. 描画ツールで、削除するバウンディングボックスを選択します。
11. キーボードの Delete キーを押して、バウンディングボックスを削除します。
12. バウンディングボックスを十分に削除するまで、前の 2 つの手順を繰り返します。
13. 「完了」を選択します
14. [Save changes] (変更の保存)を選択して、変更を保存します。
15. [終了] を選択してラベリングモードを終了します。

バウンディングボックスが多すぎるエラー (JSON 行) を修正します。

1. マニフェストファイルを開き、ERROR_TOO_MANY_BOUNDING_BOXES エラーが発生した JSON 
行に移動します。

2. 削除するバウンディングボックスごとに以下を削除します。

• annotationannotations必要なオブジェクトを配列から削除します。
• confidenceobjects対応するオブジェクトをラベル属性メタデータの配列から削除します。
• 他のバウンディングボックスで使用されなくなった場合は、class-mapラベルをから削除してくだ

さい。
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次の例を使用して、削除するアイテムを特定してください。

{ 
 "source-ref": "s3://custom-labels-bucket/images/IMG_1186.png", 
 "bounding-box": { 
  "image_size": [{ 
   "width": 640, 
   "height": 480, 
   "depth": 3 
  }], 
  "annotations": [ 
     {               
   "class_id": 1,    #annotation object 
   "top": 251, 
   "left": 399, 
   "width": 155, 
   "height": 101 
  }, { 
   "class_id": 0, 
   "top": 65, 
   "left": 86, 
   "width": 220, 
   "height": 334 
  }] 
 }, 
 "bounding-box-metadata": { 
  "objects": [ 
  >{                 
   "confidence": 1          #confidence  object 
  },  
        { 
   "confidence": 1 
  }], 
  "class-map": {   
   "0": "Echo",    #label  
   "1": "Echo Dot" 
  }, 
  "type": "groundtruth/object-detection", 
  "human-annotated": "yes", 
  "creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256", 
  "job-name": "my job" 
 }
}

警告_注釈なし_レコード
警告メッセージ

レコードには注釈が付いていません。

詳細情報

Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールを使用してデータセットに追加された画像にはラベルが付
いていませんでした。画像の JSON 行はトレーニングには使用されません。

{ 
    "source-ref": "s3://bucket/images/IMG_1186.png", 
    "warnings": [ 
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        { 
            "code": "WARNING_UNANNOTATED_RECORD", 
            "message": "Record is unannotated." 
        }  
    ]
} 
             

警告_注釈なし_レコードを修正するには

• Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールを使用して画像にラベルを付けます。手順について
は、「画像への画像レベルのラベルの割り当て (p. 110)」を参照してください。

警告_注釈なし
警告メッセージ

注釈は提供されていません。

詳細情報

オブジェクトローカリゼーション形式の JSON 行には、人間 (human-annotated = yes) で注釈が
付けられていても、バウンディングボックス情報は含まれていません。JSON ラインは有効ですが、ト
レーニングには使用されません。詳細については、「トレーニングとテストの検証結果マニフェストの理
解 (p. 135)」を参照してください。

{ 
    "source-ref": "s3://bucket/images/IMG_1186.png", 
    "bounding-box": { 
        "image_size": [ 
            { 
                "width": 640, 
                "height": 480, 
                "depth": 3 
            } 
        ], 
        "annotations": [ 
            
        ], 
        "warnings": [ 
            { 
                "code": "WARNING_NO_ATTRIBUTE_ANNOTATIONS", 
                "message": "No attribute annotations were found." 
            } 
        ] 
    }, 
    "bounding-box-metadata": { 
        "objects": [ 
            
        ], 
        "class-map": { 
            
        }, 
        "type": "groundtruth/object-detection", 
        "human-annotated": "yes", 
        "creation-date": "2013-11-18 02:53:27", 
        "job-name": "my job" 
    }, 
    "warnings": [ 
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        { 
            "code": "WARNING_NO_ANNOTATIONS", 
            "message": "No annotations were found." 
        }  
    ]
} 

             

「注釈なし」の警告を修正するには

• 次のいずれかのオプションを選択します。

• バウンディングボックス (annotations) 情報を JSON ラインに追加します。詳細については、
「マニフェストファイル内のオブジェクトローカリゼーション (p. 85)」を参照してください。

• マニフェストから画像 (JSON 行) を削除します。

警告_属性_注釈_なし
警告メッセージ
属性注釈は提供されていません。

詳細情報

オブジェクトローカリゼーション形式の JSON 行には、人間 (human-annotated = yes) で注釈が付け
られていても、バウンディングボックスの注釈情報は含まれていません。annotationsアレイは存在しな
いか、入力されていません。JSON ラインは有効ですが、トレーニングには使用されません。詳細につい
ては、「トレーニングとテストの検証結果マニフェストの理解 (p. 135)」を参照してください。

{ 
    "source-ref": "s3://bucket/images/IMG_1186.png", 
    "bounding-box": { 
        "image_size": [ 
            { 
                "width": 640, 
                "height": 480, 
                "depth": 3 
            } 
        ], 
        "annotations": [ 
            
        ], 
        "warnings": [ 
            { 
                "code": "WARNING_NO_ATTRIBUTE_ANNOTATIONS", 
                "message": "No attribute annotations were found." 
            } 
        ] 
    }, 
    "bounding-box-metadata": { 
        "objects": [ 
            
        ], 
        "class-map": { 
            
        }, 
        "type": "groundtruth/object-detection", 
        "human-annotated": "yes", 
        "creation-date": "2013-11-18 02:53:27", 
        "job-name": "my job" 
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    }, 
    "warnings": [ 
        { 
            "code": "WARNING_NO_ANNOTATIONS", 
            "message": "No annotations were found." 
        } 
    ]
}             

警告_属性_なし_注釈を修正するには

• 次のいずれかのオプションを選択します。

• JSON ラインに 1annotation つ以上のバウンディングボックスオブジェクトを追加します。詳細
については、「マニフェストファイル内のオブジェクトローカリゼーション (p. 85)」を参照して
ください。

• バウンディングボックス属性を削除します。
• マニフェストから画像 (JSON 行) を削除します。JSON ラインに他の有効なバウンディングボック

ス属性が存在する場合は、代わりに JSON ラインから無効なバウンディングボックス属性だけを削
除できます。

エラー_サポートされていない_ユース_ケースタイプ
警告メッセージ

詳細情報
type groundtruth/image-classificationフィールドの値はまたはではありませんgroundtruth/
object-detection。詳細については、「マニフェストファイルの作成 (p. 81)」を参照してくださ
い。

{ 
    "source-ref": "s3://bucket/test_normal_8.jpg", 
    "BB": { 
        "annotations": [ 
            { 
                "left": 1768, 
                "top": 1007, 
                "width": 448, 
                "height": 295, 
                "class_id": 0 
            }, 
            { 
                "left": 1794, 
                "top": 1306, 
                "width": 432, 
                "height": 411, 
                "class_id": 1 
            }, 
            { 
                "left": 2568, 
                "top": 1346, 
                "width": 710, 
                "height": 305, 
                "class_id": 2 
            }, 
            { 
                "left": 2571, 
                "top": 1020, 
                "width": 644, 
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                "height": 312, 
                "class_id": 3 
            } 
        ], 
        "image_size": [ 
            { 
                "width": 4000, 
                "height": 2667, 
                "depth": 3 
            } 
        ] 
    }, 
    "BB-metadata": { 
        "job-name": "labeling-job/BB", 
        "class-map": { 
            "0": "comparator", 
            "1": "pot_resistor", 
            "2": "ir_phototransistor", 
            "3": "ir_led" 
        }, 
        "human-annotated": "yes", 
        "objects": [ 
            { 
                "confidence": 1 
            }, 
            { 
                "confidence": 1 
            }, 
            { 
                "confidence": 1 
            }, 
            { 
                "confidence": 1 
            } 
        ], 
        "creation-date": "2021-06-22T09:58:34.811Z", 
        "type": "groundtruth/wrongtype", 
        "cl-errors": [ 
            { 
                "code": "ERROR_UNSUPPORTED_USE_CASE_TYPE", 
                "message": "The use case type of the BB-metadata label attribute metadata 
 is unsupported. Check the type field." 
            } 
        ] 
    }, 
    "cl-metadata": { 
        "is_labeled": true 
    }, 
    "cl-errors": [ 
        { 
            "code": "ERROR_NO_VALID_LABEL_ATTRIBUTES", 
            "message": "No valid label attributes found." 
        } 
    ]
} 

エラー_サポートされていない_ケース_タイプ_を修正するには

• 以下のオプションのいずれかを選択します。

• 作成するモデルのタイプに応じてgroundtruth/object-detection、typeフィールドの値
を、groundtruth/image-classificationまたはに変更します。詳細については、「マニフェ
ストファイルの作成 (p. 81)」を参照してください。

• マニフェストから画像 (JSON 行) を削除します。
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エラー_ラベル_名_長さ_が無効です
詳細情報

ラベル名の長さが長すぎます。最大長は 256 文字です。

エラー_無効な_ラベル_名の_長さを修正するには

• 以下のオプションのいずれかを選択します。

• ラベル名の長さを 256 文字以下に減らします。
• マニフェストから画像 (JSON 行) を削除します。
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Amazon Rekognition カスタムラベル
モデルの改善

トレーニングが完了すると、モデルのパフォーマンスを評価します。Amazon Rekognition カスタムラベ
ルには、各ラベルの概要指標と評価指標が用意されています。使用可能なメトリクスの詳細については、
「」を参照してくださいモデルを評価するための指標 (p. 168)。メトリクスを使用してモデルを改善する
には、を参照してくださいAmazon Rekognition カスタムラベルモデルの改善 (p. 184)。

モデルの適合率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、「トレーニングされた新
しい新しい新しい Amazon Rekognition カスタムラベルモデルの実行 (p. 186)」を参照してください。

トピック
• モデルを評価するための指標 (p. 168)
• 評価指標へのアクセス (コンソール) (p. 171)
• Amazon Rekognition カスタムラベル評価メトリクス (SDK) へのアクセス (p. 172)
• Amazon Rekognition カスタムラベルモデルの改善 (p. 184)

モデルを評価するための指標
モデルのトレーニングが完了すると、Amazon Rekognition Custom Labels はモデルテストのメトリクスを
返し、これを使用してモデルのパフォーマンスを評価できます。このトピックでは、利用可能な指標と、
トレーニングしたモデルが適切に機能しているかどうかを確認する方法について説明します。

Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールには、トレーニング結果の概要として、また各ラベルのメ
トリックとして、次のメトリックが表示されます。

• 精度 (p. 169)
• リコール (p. 170)
• F1 (p. 170)

私たちが提供する各指標は、Machine Learning モデルのパフォーマンスを評価するために一般的に使用さ
れる指標です。Amazon Rekognition Custom Labels は、テストデータセット全体のテスト結果のメトリッ
クスと、各カスタムラベルのメトリクスを返します。また、テストデータセット内の各画像のトレーニン
グ済みカスタムモデルのパフォーマンスを確認することもできます。詳細については、「評価指標へのア
クセス (コンソール) (p. 171)」を参照してください。

モデルのパフォーマンスの評価
テスト中、Amazon Rekognition カスタムラベルはテスト画像にカスタムラベルが含まれているかどうかを
予測します。信頼スコアは、モデルの予測の確実性を定量化する値です。

カスタムラベルの信頼スコアがしきい値を超える場合、モデル出力にはこのラベルが含まれます。予測
は、以下の方法で分類できます。

• 正解 — Amazon Rekognition カスタムラベルモデルは、テスト画像内のカスタムラベルの存在を正しく
予測します。つまり、予測されたラベルは、その画像の「グラウンドトゥルス」ラベルでもあります。
たとえば、Amazon Rekognition カスタムラベルは、画像にサッカーボールが含まれている場合にサッ
カーボールのラベルを正しく返します。

168



Rekognition カスタムラベルのカスタマイズ
想定しきい値

• 誤検知 — Amazon Rekognition カスタムラベルモデルは、テスト画像内のカスタムラベルの存在を
誤って予測します。つまり、予測ラベルは画像のグラウンドトゥルースラベルではありません。たとえ
ば、Amazon Rekognition Custom Labels はサッカーボールのラベルを返しますが、その画像のグラウン
ドトゥルースにはサッカーボールのラベルがありません。

• 誤検知 — Amazon Rekognition Custom Labels モデルでは、画像にカスタムラベルが存在することは予
測されませんが、その画像の「原理」にはこのラベルが含まれます。たとえば、Amazon Rekognition カ
スタムラベルでは、サッカーボールを含む画像の「サッカーボール」カスタムラベルは返されません。

• 真否定 — Amazon Rekognition カスタムラベルモデルは、カスタムラベルがテスト画像に存在しないこ
とを正しく予測します。たとえば、Amazon Rekognition カスタムラベルでは、サッカーボールが含まれ
ていない画像のサッカーボールラベルは返されません。

コンソールでは、テストデータセット内の各画像の真陽性、偽陽性、および偽陰性の値にアクセスできま
す。詳細については、「評価指標へのアクセス (コンソール) (p. 171)」を参照してください。

これらの予測結果を使用して、各ラベルの次の指標と、テストセット全体の集計が計算されます。同じ定
義がモデルによってバウンディングボックスレベルで行われる予測にも当てはまりますが、すべてのメト
リックが各テスト画像の各バウンディングボックス（予測またはグラウンドトゥルス）で計算される点が
異なります。

ユニオン（IoU）上の交差点と物体検出
ユニオン上の交差点 (IoU) は、2 つのオブジェクトバウンディングボックスが結合された領域で重なってい
るパーセンテージを測定します。範囲は 0 (最小オーバーラップ) から 1 (完全なオーバーラップ) です。テ
スト中、グラウンドトゥルースバウンディングボックスと予測バウンディングボックスの IoU が 0.5 以上
であれば、予測バウンディングボックスは正しいことになります。

想定しきい値
Amazon Rekognition カスタムラベルは、各カスタムラベルの想定しきい値 (0-1) を自動的に計算します。
カスタムラベルの想定しきい値を設定することはできません。各ラベルの想定しきい値は、この値を超え
ると予測が真陽性または偽陽性とカウントされます。テストデータセットに基づいて設定されます。想定
される閾値は、モデルトレーニング中にテストデータセットで達成された最高の F1 スコアに基づいて計
算されます。

ラベルの想定しきい値は、モデルのトレーニング結果から取得できます。詳細については、「評価指標へ
のアクセス (コンソール) (p. 171)」を参照してください。

想定される閾値を変更することは、通常、モデルの精度と再現性を向上させるために使用されます。詳細
については、「Amazon Rekognition カスタムラベルモデルの改善 (p. 184)」を参照してください。モデ
ルが想定するラベルしきい値を設定することはできないため、DetectCustomLabelsMinConfidence入
力パラメータを指定して画像を解析しても同じ結果が得られます。詳細については、「トレーニング済み
モデルを使用して画像を解析する (p. 205)」を参照してください。

精度
Amazon Rekognition カスタムラベルは、各ラベルの精度メトリックとテストデータセット全体の平均精度
メトリックを提供します。

適合率は、すべてのラベルのしきい値は、すべてのモデル予測子 (真陽性) の割合です。しきい値を大き
くすると、モデルが行う予測が少なくなる可能性があります。ただし、一般的には、低い閾値に比べて、
偽陽性に対する真陽性の比率が高くなります。適合率の範囲は 0～1 で、値が大きいほど適合率が高くと
も。

たとえば、ある画像にサッカーボール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。サッカーボールが8個と岩が5個ある画像があるとします。モデルが 9 個のサッカーボール (8 個
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は正しく予測され、1 個は誤検知) を予測した場合、この例の精度は 0.89 です。ただし、モデルが画像内
で 13 個のサッカーボールを予測し、8 個が正しく、5 個が不正だった場合、結果の精度は低くなります。

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
Amazon Rekognition カスタムラベルには、各ラベルの平均リコールメトリックとテストデータセット全体
の平均リコールメトリックが表示されます。

リコール率とは、テストセットのラベルのうち、想定されるしきい値を正しく上回ると予測された割合で
す。これは、テストセットの画像に実際に存在するカスタムラベルをモデルが正しく予測できる頻度を示
す指標です。再現率の範囲は 0～1 です。値が大きいほどリコール率が高いことを示します。

たとえば、画像にサッカーボールが 8 個含まれている場合、正しく検出されるのはいくつですか? 画像に
サッカーボールが8個と岩が5個あるこの例では、モデルがサッカーボール5個を検出した場合、リコール
値は0.62です。再トレーニング後、新しいモデルが画像に存在していた 8 個すべてを含む 9 個のサッカー
ボールを検出した場合、リコール値は 1.0 になります。

詳細については、「適合率と再現率」を参照してください。

F1
Amazon Rekognition Custom Labels は、F1 スコアメトリックスを使用して、各ラベルの平均モデルパ
フォーマンスとテストデータセット全体の平均モデルパフォーマンスを測定します。

モデルのパフォーマンスは、すべてのラベルの適合率と再現率の両方を考慮した総合的な指標です。 (た
とえば、F1 スコアや平均精度)。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。具体的には、分類タスクの
モデルパフォーマンスは通常 F1 スコアで測定されます。このスコアは、適合率スコアと再現率スコアの
調和平均です。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。

F1 スコアの値が高い場合は、モデルが精度と再現率の両方で良好であることを示します。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、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。

メトリクスの使用
トレーニングした特定のモデルについて、またアプリケーションによっては、MinConfidence入力パラ
メーターを使用して、精度と再現率をトレードオフできますDetectCustomLabels。MinConfidence値
が大きいほど、一般的に精度は高くなりますが (サッカーボールの予測がより正確になり)、想起率は低く
なります (実際のサッカーボールを見逃す可能性が高くなります)。MinConfidence値が低いほど、想起
率は高くなりますが（実際のサッカーボールがより正確に予測される）、精度は低くなります（これら
の予測の多くは誤りになります）。詳細については、「トレーニング済みモデルを使用して画像を解析す
る (p. 205)」を参照してください。

メトリクスは、必要に応じてモデルのパフォーマンスを改善するために取るべきステップについても教え
てくれます。詳細については、「Amazon Rekognition カスタムラベルモデルの改善 (p. 184)」を参照し
てください。

Note

DetectCustomLabels0 ～ 100 の範囲の予測を返します。これは 0 ～ 1 のメトリック範囲に対
応します。
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評価指標へのアクセス (コンソール)
テスト中、モデルはテストデータセットに照らしてパフォーマンスが評価されます。テストデータセット
のラベルは、実際の画像が表すものを表しているため、「根拠のあるもの」と見なされます。テスト中、
モデルはテストデータセットを使用して予測を行います。予測されたラベルはグラウンドトゥルースラベ
ルと比較され、結果はコンソールの評価ページに表示されます。

Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールには、モデル全体のサマリーメトリックスと個々のラベル
のメトリックが表示されます。コンソールで利用できるメトリックは、精度再現率、F1 スコア、信頼度、
信頼度しきい値です。詳細については、「Amazon Rekognition カスタムラベルモデルの改善 (p. 168)」
を参照してください。

コンソールを使用して、個々のメトリクスに集中できます。たとえば、ラベルの精度の問題を調べるに
は、トレーニング結果をラベルと誤検出の結果でフィルタリングできます。詳細については、「モデルを
評価するための指標 (p. 168)」を参照してください。

トレーニング後、トレーニングデータセットは読み取り専用になります。モデルを改善する場合は、ト
レーニングデータセットを新しいデータセットにコピーできます。データセットをコピーして、モデルの
新しいバージョンをトレーニングします。

このステップでは、コンソールを使用して、コンソール内のトレーニング結果にアクセスします。

評価メトリクスにアクセスするには (コンソール)

1. Amazon Rekognition コンソールを https://console.aws.amazon.com/rekognition/ で開きます。
2. [カスタムラベルを使用] を選択します。
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) ページで、評価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) で、評価したいモデルを選択します。
7. 評価結果を確認するには、「評価」タブを選択します。モデルの評価については、「」を参照してく

ださいAmazon Rekognition カスタムラベルモデルの改善 (p. 168)。
8. [テスト結果を表示] を選択すると、個々のテスト画像の結果が表示されます。詳細については、「モ

デルを評価するための指標 (p. 168)」を参照してください。
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9. テスト結果を確認したら、プロジェクト名を選択してモデルページに戻ります。

10. メトリクスを使用して、モデルのパフォーマンスを評価します。詳細については、「Amazon 
Rekognition カスタムラベルモデルの改善 (p. 184)」を参照してください。

Amazon Rekognition カスタムラベル評価メトリク
ス (SDK) へのアクセス

DescribeProjectVersionsこのオペレーションでは、コンソールで提供されるもの以外のメトリックにもア
クセスできます。
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コンソールと同様に、DescribeProjectVersionsテスト結果の概要情報として、また各ラベルのテス
ト結果として、次の指標にアクセスできます。

• 精度 (p. 169)
• リコール (p. 170)
• F1 (p. 170)

すべてのラベルの平均しきい値と個々のラベルのしきい値が返されます。

DescribeProjectVersionsまた、分類と画像検出 (画像上のオブジェクトの位置) に関する以下の指標
にもアクセスできます。

• 画像分類用の混同行列。詳細については、「モデルの混同マトリックスの表示 (p. 177)」を参照してく
ださい。

• 画像検出の平均平均精度 (mAP)。
• 画像検出の平均平均想起率 (mAR)。

DescribeProjectVersionsまた、真陽性、偽陽性、偽陰性、真陰性の値にもアクセスできます。詳細
については、「モデルを評価するための指標 (p. 168)」を参照してください。

集計された F1 スコアメトリックは、によって直接返されますDescribeProjectVersions。その他のメ
トリックスには、Amazon S3サマリーファイル (p. 173)評価マニフェストのスナップショット (p. 174)
バケットに保存されているおよびファイルからアクセスできます。詳細については、「サマリーファイル
と評価マニフェストのスナップショット (SDK) へのアクセス (p. 177)」を参照してください。

トピック
• サマリーファイル (p. 173)
• 評価マニフェストのスナップショット (p. 174)
• サマリーファイルと評価マニフェストのスナップショット (SDK) へのアクセス (p. 177)
• モデルの混同マトリックスの表示 (p. 177)
• 参考:トレーニング結果概要ファイル (p. 182)

サマリーファイル
サマリーファイルには、モデル全体に関する評価結果情報と各ラベルのメトリックが含まれています。
指標は、精度、再現率、F1スコアです。モデルのしきい値も提供されます。サマリーファイルの場所に
は、EvaluationResultが返すオブジェクトからアクセスできますDescribeProjectVersions。詳細
については、「参考:トレーニング結果概要ファイル (p. 182)」を参照してください。

以下に示しているのは、サマリーファイルの例です。

{ 
  "Version": 1, 
  "AggregatedEvaluationResults": { 
    "ConfusionMatrix": [ 
      { 
        "GroundTruthLabel": "CAP", 
        "PredictedLabel": "CAP", 
        "Value": 0.9948717948717949 
      }, 
      { 
        "GroundTruthLabel": "CAP", 
        "PredictedLabel": "WATCH", 
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        "Value": 0.008547008547008548 
      }, 
      { 
        "GroundTruthLabel": "WATCH", 
        "PredictedLabel": "CAP", 
        "Value": 0.1794871794871795 
      }, 
      { 
        "GroundTruthLabel": "WATCH", 
        "PredictedLabel": "WATCH", 
        "Value": 0.7008547008547008 
      } 
    ], 
    "F1Score": 0.9726959470546408, 
    "Precision": 0.9719115848331294, 
    "Recall": 0.9735042735042735 
  }, 
  "EvaluationDetails": { 
    "EvaluationEndTimestamp": "2019-11-21T07:30:23.910943", 
    "Labels": [ 
      "CAP", 
      "WATCH" 
    ], 
    "NumberOfTestingImages": 624, 
    "NumberOfTrainingImages": 5216, 
    "ProjectVersionArn": "arn:aws:rekognition:us-east-1:nnnnnnnnn:project/my-project/
version/v0/1574317227432" 
  }, 
  "LabelEvaluationResults": [ 
    { 
      "Label": "CAP", 
      "Metrics": { 
        "F1Score": 0.9794344473007711, 
        "Precision": 0.9819587628865979, 
        "Recall": 0.9769230769230769, 
        "Threshold": 0.9879502058029175 
      }, 
      "NumberOfTestingImages": 390 
    }, 
    { 
      "Label": "WATCH", 
      "Metrics": { 
        "F1Score": 0.9659574468085106, 
        "Precision": 0.961864406779661, 
        "Recall": 0.9700854700854701, 
        "Threshold": 0.014450683258473873 
      }, 
      "NumberOfTestingImages": 234 
    } 
  ]
}

評価マニフェストのスナップショット
評価マニフェストのスナップショットには、テスト結果に関する詳細情報が含まれています。スナップ
ショットには、各予測の信頼度が含まれます。また、画像の実際の分類（真陽性、真陰性、偽陽性、また
は偽陰性）と比較した予測の分類も含まれます。

テストやトレーニングに使用できる画像のみが含まれているため、ファイルはスナップショットで
す。間違った形式の画像など、検証できない画像はマニフェストに含まれません。テストスナップ
ショットの場所には、TestingDataResultによって返されたオブジェクトからアクセスできま
すDescribeProjectVersions。トレーニングスナップショットの場所には、TrainingDataResultに
よって返されたオブジェクトからアクセスできますDescribeProjectVersions。
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スナップショットは SageMaker Ground Truth マニフェスト出力形式で、検出のバイナリ分類の結果など
の追加情報を提供するフィールドが追加されています。次のスニペットは、追加フィールドを示していま
す。

"rekognition-custom-labels-evaluation-details": { 
    "version": 1, 
    "is-true-positive": true, 
    "is-true-negative": false, 
    "is-false-positive": false, 
    "is-false-negative": false, 
    "is-present-in-ground-truth": true 
    "ground-truth-labelling-jobs": ["rekognition-custom-labels-training-job"]
}

• version —rekognition-custom-labels-evaluation-details マニフェストスナップショット内
のフィールドフォーマットのバージョン。

• is-true-positive...。— 信頼スコアとラベルの最小しきい値の比較に基づく予測のバイナリ分類。
• is-present-in-ground-true — モデルによって行われた予測がトレーニングに使用されるグラウンドトゥ

ルース情報に含まれている場合は true、そうでない場合は false。この値は、信頼スコアがモデルによっ
て計算された最小閾値を超えているかどうかに基づくものではありません。

• ground-truth-labeling-jobs— トレーニングに使用されるマニフェストラインのグラウンドトゥルース
フィールドのリスト。

SageMaker Ground Truth マニフェストの形式については、「出力」を参照してください。

以下は、画像分類とオブジェクト検出のメトリックを示すテストマニフェストのスナップショットの例で
す。

// For image classification
{ 
  "source-ref": "s3://test-bucket/dataset/beckham.jpeg", 
  "rekognition-custom-labels-training-0": 1, 
  "rekognition-custom-labels-training-0-metadata": { 
    "confidence": 1.0, 
    "job-name": "rekognition-custom-labels-training-job", 
    "class-name": "Football", 
    "human-annotated": "yes", 
    "creation-date": "2019-09-06T00:07:25.488243", 
    "type": "groundtruth/image-classification" 
  }, 
  "rekognition-custom-labels-evaluation-0": 1, 
  "rekognition-custom-labels-evaluation-0-metadata": { 
    "confidence": 0.95, 
    "job-name": "rekognition-custom-labels-evaluation-job", 
    "class-name": "Football", 
    "human-annotated": "no", 
    "creation-date": "2019-09-06T00:07:25.488243", 
    "type": "groundtruth/image-classification", 
    "rekognition-custom-labels-evaluation-details": { 
      "version": 1, 
      "ground-truth-labelling-jobs": ["rekognition-custom-labels-training-job"], 
      "is-true-positive": true, 
      "is-true-negative": false, 
      "is-false-positive": false, 
      "is-false-negative": false, 
      "is-present-in-ground-truth": true 
    } 
  }
}
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// For object detection
{ 
  "source-ref": "s3://test-bucket/dataset/beckham.jpeg", 
  "rekognition-custom-labels-training-0": { 
    "annotations": [ 
      { 
        "class_id": 0, 
        "width": 39, 
        "top": 409, 
        "height": 63, 
        "left": 712 
      }, 
      ... 
    ], 
    "image_size": [ 
      { 
        "width": 1024, 
        "depth": 3, 
        "height": 768 
      } 
    ] 
  }, 
  "rekognition-custom-labels-training-0-metadata": { 
    "job-name": "rekognition-custom-labels-training-job", 
    "class-map": { 
      "0": "Cap", 
      ... 
    }, 
    "human-annotated": "yes", 
    "objects": [ 
      { 
        "confidence": 1.0 
      }, 
      ... 
    ], 
    "creation-date": "2019-10-21T22:02:18.432644", 
    "type": "groundtruth/object-detection" 
  }, 
  "rekognition-custom-labels-evaluation": { 
    "annotations": [ 
      { 
        "class_id": 0, 
        "width": 39, 
        "top": 409, 
        "height": 63, 
        "left": 712 
      }, 
      ... 
    ], 
    "image_size": [ 
      { 
        "width": 1024, 
        "depth": 3, 
        "height": 768 
      } 
    ] 
  }, 
  "rekognition-custom-labels-evaluation-metadata": { 
    "confidence": 0.95, 
    "job-name": "rekognition-custom-labels-evaluation-job", 
    "class-map": { 
      "0": "Cap", 
      ... 
    }, 
    "human-annotated": "no", 
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のスナップショット (SDK) へのアクセス

    "objects": [ 
      { 
        "confidence": 0.95, 
        "rekognition-custom-labels-evaluation-details": { 
          "version": 1, 
          "ground-truth-labelling-jobs": ["rekognition-custom-labels-training-job"], 
          "is-true-positive": true, 
          "is-true-negative": false, 
          "is-false-positive": false, 
          "is-false-negative": false, 
          "is-present-in-ground-truth": true 
        } 
      }, 
      ... 
    ], 
    "creation-date": "2019-10-21T22:02:18.432644", 
    "type": "groundtruth/object-detection" 
  }
}

サマリーファイルと評価マニフェストのスナップ
ショット (SDK) へのアクセス
トレーニングの結果を得るには、電話してくださいDescribeProjectVersions。サンプルコードについて
は、「モデルの説明 (SDK) (p. 286)」を参照してください。

メトリクスの場所は、ProjectVersionDescriptionレスポンスフォームで返されま
すDescribeProjectVersions。

• EvaluationResult— サマリーファイルの場所。
• TestingDataResult— テストに使用された評価マニフェストのスナップショットの場所。

F1 スコアとサマリーファイルの場所が返されますEvaluationResult。例:

"EvaluationResult": { 
                "F1Score": 1.0, 
                "Summary": { 
                    "S3Object": { 
                        "Bucket": "echo-dot-scans", 
                        "Name": "test-output/EvaluationResultSummary-my-echo-dots-project-
v2.json" 
                    } 
                } 
            }

評価マニフェストのスナップショットは、 --output-configで指定した入力パラメータで指定された場
所に保存されますモデルをトレーニングする (SDK) (p. 123)。

Note

トレーニングの請求された時間 (秒単位) が戻されますBillableTrainingTimeInSeconds。

Amazon Rekognition カスタムラベルによって返されるメトリクスの詳細については、「」を参照してくだ
さいAmazon Rekognition カスタムラベル評価メトリクス (SDK) へのアクセス (p. 172)。

モデルの混同マトリックスの表示
混同行列を使用すると、モデルがモデル内の他のラベルと混同しているラベルを確認できます。混同行列
を使用することで、改善点をモデルに集中させることができます。
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モデル評価時に、Amazon Rekognition カスタムラベルはテスト画像を使用して誤識別 (混乱した) ラベル
を識別することで混乱マトリックスを作成します。Amazon Rekognition カスタムラベルでは、分類モデル
の混乱マスを作成するだけです。分類マトリクスは、Amazon Rekognition カスタムラベルがモデルトレー
ニングに作成するサマリーファイルからアクセスできます。Amazon Rekognition カスタムラベルコンソー
ルでは混同マトリックスを表示できません。

トピック
• 混同マトリックスの使用 (p. 178)
• モデルの混同行列の取得 (p. 179)

混同マトリックスの使用
次の表は、ルーム画像分類サンプルプロジェクトの混乱マトリックスです (p. 25)。列見出しは、テスト画
像に割り当てられたラベル (グラウンドトゥルースラベル) です。行見出しは、モデルがテスト画像に対し
て予測するラベルです。各セルは、グラウンドトゥルースラベル（列）にするべきラベル（行）の予測の
パーセンテージです。たとえば、バスルームに関する予測の 67% がバスルームと正しくラベル付けされ
ていました。バスルームの 33% がキッチンと誤ってラベル付けされていました。予測ラベルがグラウンド
トゥルースラベルと一致する場合、高性能モデルではセル値が高くなります。これらは、最初と最後の予
測値ラベルとグラウンドトゥルースラベルまでの対角線として表示されます。セルの値が 0 の場合、セル
のグラウンドトゥルースラベルであるはずのセルの予測ラベルは予測されませんでした。

Note

モデルは非決定的であるため、Rooms プロジェクトのトレーニングで得られる混同行列のセル値
は次の表と異なる場合があります。

混乱マトリックスは、注目すべき領域を特定します。たとえば、混同行列では、モデルが 50% の確率でク
ローゼットを寝室と混同していることがわかります。このような場合は、クローゼットや寝室の画像をト
レーニングデータセットにさらに追加する必要があります。また、既存のクローゼットと寝室の画像に正
しいラベルが付けられていることを確認してください。これにより、モデルが 2 つのラベルをよりよく区
別できるようになります。データセットに画像を追加するには、「」を参照してくださいデータセットへ
の画像の追加 (p. 243)。

混乱マトリックスは役に立ちますが、他の指標を考慮することも重要です。たとえば、予測の 100% が 
floor_plan ラベルを正しく検出しました。これは優れたパフォーマンスを示しています。ただし、テスト
データセットには floor_plan ラベルの付いた画像が 2 つしかありません。また、living_space ラベルが付
いた画像が 11 枚あります。この不均衡はトレーニングデータセット（13枚の living_space 画像と 2 枚
のクローゼット画像）にもあります。より正確な評価を得るには、あまり目立たないラベル (この例では
平面図) の画像を追加して、トレーニングデータセットとテストデータセットのバランスをとってくださ
い。ラベルごとのテストイメージの数を確認するには、を参照してください評価指標へのアクセス (コン
ソール) (p. 171)。

Ground Truth ラベル

予測ラ
ベル

裏庭 浴室 寝室 クロー
ゼット

entry_wayフロア
プラン

フロン
トヤー
ド

キッチ
ン

リビン
グ・ス
ペース

パティ
オ

裏庭 75% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 0% 0% 0%

浴室 0% 67% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

寝室 0% 0% 82% 50% 0% 0% 0% 0% 9% 0%

クロー
ゼット

0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

entry_way0% 0% 0% 0% 33% 0% 0% 0% 0% 0%
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Ground Truth ラベル

予測ラ
ベル

裏庭 浴室 寝室 クロー
ゼット

entry_wayフロア
プラン

フロン
トヤー
ド

キッチ
ン

リビン
グ・ス
ペース

パティ
オ

フロア
プラン

0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%

フロン
トヤー
ド

25% 0% 0% 0% 0% 0% 67% 0% 0% 0%

キッチ
ン

0% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 88% 0% 0%

リビン
グ・ス
ペース

0% 0% 18% 0% 67% 0% 0% 12% 91% 33%

パティ
オ

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 67%

モデルの混同行列の取得
次のコードでは、DescribeProjectsDescribeProjectVersionsおよび操作を使用してモデルのサマリーファイ
ルを取得します (p. 173)。次に、サマリーファイルを使用してモデルの混同行列を表示します。

モデル (SDK) の混同マスを表示するには (SDK)

1. まだをインストールして設定していない場合は、AWS CLIとのAWS SDK を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 をセットアップする (p. 9)」を参
照してください。

2. 次のコードを使用して、モデルの混同行列を表示します。以下のコマンドライン引数を指定します。

• project_name— 使用するプロジェクトの名前。プロジェクト名は Amazon Rekognition カスタム
ラベルコンソールのプロジェクトページから取得できます。

• version_name— 使用するモデルのバージョン。バージョン名は Amazon Rekognition カスタムラ
ベルコンソールのプロジェクト詳細ページから取得できます。

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

"""
Purpose

Shows how to display the confusion matrix for an Amazon Rekognition Custom labels image
classification model.
"""

import json
import argparse
import logging
import boto3
import pandas as pd
from botocore.exceptions import ClientError
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logger = logging.getLogger(__name__)

def get_model_summary_location(rek_client, project_name, version_name): 
    """ 
    Get the summary file location for a model. 

    :param rek_client: A Boto3 Rekognition client. 
    :param project_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the project that contains the 
 model. 
    :param model_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the model. 
    :return: The location of the model summary file. 
    """ 

    try: 
        logger.info( 
            "Getting summary file for model %s in project %s.", version_name, 
 project_name) 

        summary_location = "" 

        # Get the project ARN from the project name. 
        response = rek_client.describe_projects(ProjectNames=[project_name]) 

        assert len(response['ProjectDescriptions']) > 0, \ 
            f"Project {project_name} not found." 

        project_arn = response['ProjectDescriptions'][0]['ProjectArn'] 

        # Get the summary file location for the model. 
        describe_response = 
 rek_client.describe_project_versions(ProjectArn=project_arn, 
                                                                 
 VersionNames=[version_name]) 
        assert len(describe_response['ProjectVersionDescriptions']) > 0, \ 
            f"Model {version_name} not found." 

        model=describe_response['ProjectVersionDescriptions'][0] 

        evaluation_results=model['EvaluationResult'] 

        summary_location=(f"s3://{evaluation_results['Summary']['S3Object']['Bucket']}" 
                            f"/{evaluation_results['Summary']['S3Object']['Name']}") 

        return summary_location 

    except ClientError as err: 
        logger.exception( 
            "Couldn't get summary file location: %s", err.response['Error']['Message']) 
        raise

def show_confusion_matrix(summary): 
    """ 
    Shows the confusion matrix for an Amazon Rekognition Custom Labels 
    image classification model. 
    :param summary: The summary file JSON object. 
    """ 
    pd.options.display.float_format = '{:.0%}'.format 

    # Load the model summary JSON into a DataFrame. 

    summary_df = pd.DataFrame( 
        summary['AggregatedEvaluationResults']['ConfusionMatrix']) 
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    # Get the confusion matrix. 
    confusion_matrix = summary_df.pivot_table(index='PredictedLabel', 
                                              columns='GroundTruthLabel', 
                                              fill_value=0.0).astype(float) 

    # Display the confusion matrix. 
    print(confusion_matrix)

def get_summary(s3_resource, summary): 
    """ 
    Gets the summary file. 
    : return: The summary file in bytes. 
    """ 
    try: 
        summary_bucket, summary_key = summary.replace( 
            "s3://", "").split("/", 1) 

        bucket = s3_resource.Bucket(summary_bucket) 
        obj = bucket.Object(summary_key) 
        body = obj.get()['Body'].read() 
        logger.info( 
            "Got summary file '%s' from bucket '%s'.", 
            obj.key, obj.bucket_name) 
    except ClientError: 
        logger.exception( 
            "Couldn't get summary file '%s' from bucket '%s'.", 
            obj.key, obj.bucket_name) 
        raise 
    else: 
        return body

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

    parser.add_argument( 
        "project_name", help="The ARN of the project in which the model resides." 
    ) 
    parser.add_argument( 
        "version_name", help="The version of the model that you want to describe." 
    )

def main(): 
    """ 
    Entry point for script. 
    """ 

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

    try: 

        # Get the command line arguments. 
        parser = argparse.ArgumentParser(usage=argparse.SUPPRESS) 
        add_arguments(parser) 
        args = parser.parse_args() 

        print( 
            f"Showing confusion matrix for: {args.version_name} for project 
 {args.project_name}.") 
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        session = boto3.Session(profile_name='custom-labels-access') 
        rekognition_client = session.client("rekognition") 
        s3_resource = session.resource('s3') 

        # Get the summary file for the model. 
        summary_location = get_model_summary_location(rekognition_client, 
 args.project_name, 
                                                      args.version_name 
                                                      ) 
        summary = json.loads(get_summary(s3_resource, summary_location)) 

        # Check that the confusion matrix is available. 
        assert 'ConfusionMatrix' in summary['AggregatedEvaluationResults'], \ 
            "Confusion matrix not found in summary. Is the model a classification 
 model?" 

        # Show the confusion matrix. 
        show_confusion_matrix(summary) 
        print("Done") 

    except ClientError as err: 
        logger.exception("Problem showing confusion matrix: %s", err) 
        print(f"Problem describing model: {err}") 

    except AssertionError as err: 
        logger.exception( 
            "Error: %s.\n", err) 
        print( 
            f"Error: {err}\n")

if __name__ == "__main__": 
    main()

参考:トレーニング結果概要ファイル
トレーニング結果の概要には、モデルの評価に使用できる指標が含まれています。サマリーファイルは、
コンソールのトレーニング結果ページに指標を表示するためにも使用されます。サマリーファイルは、ト
レーニング後に Amazon S3 バケットに格納されます。サマリーファイルを取得するには、を呼び出しま
すDescribeProjectVersion。サンプルコードについては、「サマリーファイルと評価マニフェストの
スナップショット (SDK) へのアクセス (p. 177)」を参照してください。

サマリーファイル
次の JSON がサマリーファイルの形式です。

EvaluationDetails (セクション 3)

トレーニングタスクに関する概要情報。これには、モデルが属するプロジェクトの ARN 
(ProjectVersionArn)、トレーニングが終了した日付と時刻、評価されたモデルのバージョン 
(EvaluationEndTimestamp)、トレーニング中に検出されたラベルのリスト (Labels) が含ま
れます。 トレーニング (NumberOfTrainingImages) と評価に使用される画像の数も含まれま
す。NumberOfTestingImages

AggregatedEvaluationResults (セクション 1)

AggregatedEvaluationResultsを使用して、テストデータセットと併用すると、トレーニング済みモ
デルの全体的なパフォーマンスを評価できます。、、のメトリックにはPrecisionRecall、F1Score集
計されたメトリックが含まれます。オブジェクト検出 (画像上のオブジェクトの位置) で
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は、AverageRecall (mAR) とAveragePrecision (mAP) のメトリックが返されます。分類 (画像内の
オブジェクトのタイプ) では、混同行列メトリックが返されます。

LabelEvaluationResults (セクション 2)

labelEvaluationResultsを使用して、個々のラベルのパフォーマンスを評価できます。ラベル
は、各ラベルのF1スコアでソートされます。含まれる指標はPrecision、、RecallF1Score、およ
びThreshold (分類に使用) です。

ファイル名は以下のような形式になりますEvaluationSummary-ProjectName-VersionName.json。

{ 
  "Version": "integer", 
  // section-3 
  "EvaluationDetails": { 
    "ProjectVersionArn": "string", 
    "EvaluationEndTimestamp": "string", 
    "Labels": "[string]", 
    "NumberOfTrainingImages": "int", 
    "NumberOfTestingImages": "int" 
  }, 
  // section-1 
  "AggregatedEvaluationResults": { 
    "Metrics": { 
      "Precision": "float", 
      "Recall": "float", 
      "F1Score": "float", 
      // The following 2 fields are only applicable to object detection 
      "AveragePrecision": "float", 
      "AverageRecall": "float", 
      // The following field is only applicable to classification 
      "ConfusionMatrix":[ 
        { 
          "GroundTruthLabel": "string", 
          "PredictedLabel": "string", 
          "Value": "float" 
        }, 
        ... 
      ], 
    } 
  }, 
  // section-2 
  "LabelEvaluationResults": [ 
    { 
      "Label": "string", 
      "NumberOfTestingImages", "int", 
      "Metrics": { 
        "Threshold": "float", 
        "Precision": "float", 
        "Recall": "float", 
        "F1Score": "float" 
      }, 
    }, 
    ... 
  ]
}
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Amazon Rekognition カスタムラベルモデルの改善
機械学習モデルのパフォーマンスは、カスタムラベル (関心のある特定のオブジェクトやシーン) の複雑さ
と変動性、提供するトレーニングデータセットの品質と代表力、モデルのトレーニングに使用されるモデ
ルフレームワークと機械学習方法などの要因に大きく依存します。

Amazon Rekognition カスタムラベルを使用すると、このプロセスが簡単になり、機械学習の専門知識は必
要ありません。ただし、優れたモデルを構築するプロセスでは、多くの場合、データを繰り返し処理し、
必要なパフォーマンスを達成するためにモデルを改善する必要があります。以下は、モデルを改善する方
法に関する情報です。

データ
一般に、より質の高いデータを大量に使用することで、モデルの品質を向上させることができます。オブ
ジェクトやシーンがはっきりと写っていて、不要なアイテムが散らかっていないトレーニング画像を使用
してください。オブジェクトの周りのバウンディングボックスには、オブジェクトが完全に見えていて、
他のオブジェクトに隠されていないことを示すトレーニング画像を使用してください。

トレーニングデータセットとテストデータセットが、最終的に推論を実行する画像のタイプと一致してい
ることを確認してください。ロゴなど、トレーニング用の例がいくつかしかないオブジェクトの場合は、
テスト画像のロゴの周りにバウンディングボックスを配置する必要があります。これらの画像は、オブ
ジェクトをローカライズするシナリオを表したり、説明したりしています。

トレーニングまたはテストデータセットにさらに画像を追加するには、を参照してくださいデータセット
への画像の追加 (p. 243)。

誤検出の削減 (精度の向上)
• まず、想定しきい値を上げると、誤検出を減らしながら正しい予測を維持できるかどうかを確認しま

す。ある時点で、特定のモデルでは精度と再現率とのトレードオフが原因で、これによるメリットは小
さくなります。ラベルの想定しきい値を設定することはできませんが、MinConfidence入力パラメー
タに高い値を指定することで同じ結果が得られますDetectCustomLabels。詳細については、「ト
レーニング済みモデルを使用して画像を解析する (p. 205)」を参照してください。

• 1 つ以上の対象カスタムラベル (A) が、同じクラスのオブジェクトと常に混同されることがあります 
(ただし、関心のあるラベルではありません) (B)。参考までに、B をオブジェクトクラスラベルとして
トレーニングデータセットに追加してください（誤検出が発生した画像と一緒に）。事実上、新しい
トレーニング画像を通じて、モデルが A ではなく B を予測することを学習する手助けになります。
トレーニングデータセットに画像を追加するには、を参照してくださいデータセットへの画像の追
加 (p. 243)。

• 2 つのカスタムラベル (A と B) によってモデルが混乱していることに気付くかもしれません。ラベル A 
のテスト画像にはラベル B が付いていると予測され、その逆も同様です。その場合は、まずトレーニ
ングセットとテストセットに誤ったラベルが付けられていないことを確認します。データセットギャラ
リーを使用して、データセットに割り当てられたラベルを管理します。詳細については、「ラベルの管
理 (p. 108)」を参照してください。また、この種の混乱に関連するトレーニングイメージをさらに追加
すると、再トレーニングされたモデルが A と B をよりよく区別しやすくなります。トレーニングデータ
セットにイメージを追加するには、を参照してくださいデータセットへの画像の追加 (p. 243)。

偽陰性の削減 (想起率の向上)
• 想定されるしきい値には低い値を使用してください。ラベルの想定しきい値を設定することは

できませんが、MinConfidenceより低い入力パラメータをに指定しても同じ結果が得られま
すDetectCustomLabels。詳細については、「トレーニング済みモデルを使用して画像を解析す
る (p. 205)」を参照してください。
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• より良い例を使用して、オブジェクトとそれらが表示される画像の両方の多様性をモデル化してくださ
い。

• ラベルを覚えやすい2つのクラスに分けてください。たとえば、良いクッキーと悪いクッキーの代わり
に、良いクッキー、焦げたクッキー、壊れたクッキーを用意して、モデルがそれぞれのユニークな概念
をよりよく学習できるようにすることができます。
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トレーニングされた新しい新しい新
しい Amazon Rekognition カスタムラ
ベルモデルの実行

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。コンソールまたはAWS SDK を使
用してモデルを起動および停止できます。コンソールには、使用できる SDK 操作の例も含まれています。

トピック
• 推論ユニット (p. 186)
• アベイラビリティーゾーン (p. 188)
• 新しい Amazon Rekognition カスタムラベルモデルの開始 (p. 188)
• 新しい Amazon Rekognition カスタムラベルモデルの停止 (p. 196)
• 実行時間と使用された推論単位の報告 (p. 202)

推論ユニット
モデルを開始するときに、モデルが使用する推論ユニットと呼ばれるコンピューティングリソースの数を
指定します。

Important

モデルの実行方法に基づいて、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 時間実行時間× 2 推論単位) に対して課金されます。詳細について
は、「推論時間」を参照してください。モデルを明示的に停止しないと、モデルを使って積極的
に画像を分析していなくても料金が請求されます (p. 196)。

1 つの推論ユニットがサポートする TPS (Transactions Per Seconds (TPS) は、次の影響を受けます。

• 画像レベルのラベルを検出するモデル (分類) は、通常、バウンディングボックスを使用してオブジェク
トを検出してローカライズする (オブジェクト検出) モデルよりもTPSが高くなります。

• モデルの複雑さ。
• 高解像度の画像では、解析に時間がかかります。
• 画像内のオブジェクトの数が多いほど、解析に時間がかかります。
• 小さい画像は、大きな画像よりも速く分析されます。
• イメージのバイトとして渡されたイメージは、最初に Amazon S3 バケットにイメージをアップロード

し、アップロードされたイメージを参照するよりも速く分析されます。画像バイトとして渡される画像
は 4.0 MB 未満でなければなりません。画像をほぼリアルタイムで処理する場合や、画像サイズが 4.0 
MB 未満の場合は、画像バイトを使用することをお勧めします。たとえば、IP カメラからキャプチャさ
れた画像。

• Amazon S3 バケットに保存された画像を処理する方が、画像をダウンロードして画像バイトに変換し、
その画像バイトを分析用に渡すよりも高速です。

• Amazon S3 バケットに既に保存されたイメージを分析する方が、イメージのバイトとして渡されたイ
メージを分析するよりもおそらく高速です。これは、画像サイズが大きい場合に特に当てはまります。
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呼び出しの数が、モデルが使用する推論単位の合計によってサポー
トされる最大 TPSDetectCustomLabels を超えると、Amazon 
RekognitionProvisionedThroughputExceededException カスタムラベルは例外を返します。

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。

推論ユニットの手動による追加または削除
モデルを停止し (p. 196)、必要な数の推論ユニット数で再起動します (p. 188)。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
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
モデルが需要の急増に対応する必要がある場合、Amazon Rekognition カスタムラベルはモデルが使用する
推論ユニットの数を自動的にスケーリングできます。需要が増えると、Amazon Rekognition カスタムラベ
ル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。

Amazon Rekognition Custom Labels 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. 188)、MaxInferenceUnitsパラメータ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。最大ユニット数を指定しない場合、Amazon Rekognition カスタムラ
ベルはモデルを自動的にスケーリングせず、開始時の推論ユニット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、推論単位の最小数も指定できます。これにより、モデ
ルの最小スループットを指定できます。1 つの推論ユニットは 1 時間の処理時間を表し、モデルの最小ス
ループットを指定できます。

Note

Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールでは、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、MaxInferenceUnitsStartProjectVersionオペレーションの入力パラ
メータを指定してください。

Amazon Rekognition カスタムラベルには、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
使用できる次の 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 Amazon Rekognition カスタムラベルのスケール
アップまたはスケールダウンの対象となる推論ユ
ニットの数。

InServiceInferenceUnits モデルが使用している推論ユニットの数。

DesiredInferenceUnits= の場合InServiceInferenceUnits、Amazon Rekognition カスタムラベ
ルは現在、推論ユニットの数をスケーリングしていません。
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DesiredInferenceUnits> の場合InServiceInferenceUnits、Amazon 
RekognitionDesiredInferenceUnits カスタムラベルはの値までスケールアップされます。

DesiredInferenceUnits< の場合InServiceInferenceUnits、Amazon 
RekognitionDesiredInferenceUnits カスタムラベルはの値までスケールダウンされます。

Amazon Rekognition カスタムラベル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、「RekognitionCloudWatch のメトリクス」を参照してください。

モデルに要求した推論ユニットの最大数を調べるに
は、DescribeProjectsVersionMaxInferenceUnitsを呼び出して応答のフィールドを確認します。
サンプルコードについては、「モデルの説明 (SDK) (p. 286)」を参照してください。

アベイラビリティーゾーン
Amazon Rekognition Custom Labels 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 2 つの推論ユニットを使用して実稼働モデルを開始します。

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。DetectCustomLabelsへの呼び出しは、残りの
推論ユニッ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 TPS 
(Transactions Per Seconds を超えていなければ成功します。AWS がアベイラビリティーゾーンを修復し
た後、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、Amazon Rekognition カスタムラベルは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。

新しい Amazon Rekognition カスタムラベルモデル
の開始

Amazon Rekognition カスタムラベルモデルの実行を開始するには、StartProjectVersionコンソールまたは
オペレーションを使用します。

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。詳細については、「トレーニングされた新しい新しい新しい Amazon Rekognition カスタ
ムラベルモデルの実行 (p. 186)」を参照してください。

モデルの起動には数分かかることがあります。モデルの準備状況の現在の状態を確認するには、プロジェ
クトまたは使用の詳細ページを確認してくださいDescribeProjectVersions。

モデルを起動したらDetectCustomLabels、を使用してモデルを使用してイメージを解析します。詳細につ
いては、「トレーニング済みモデルを使用して画像を解析する (p. 205)」を参照してください。コンソー
ルには、呼び出すサンプルコードも用意されていますDetectCustomLabels。

トピック
• 新しい Amazon Rekognition カスタムラベルモデルの開始 (コンソール) の開始 (p. 189)
• 新しい Amazon Rekognition カスタムラベルモデル (SDK) の開始 (p. 189)
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新しい Amazon Rekognition カスタムラベルモデルの
開始 (コンソール) の開始
以下の手順に従って、コンソールで Amazon Rekognition カスタムラベルモデルの実行を開始します。モ
デルはコンソールから直接起動することも、コンソールから提供されるAWS SDK コードを使用すること
もできます。

モデル(コンソール)を起動するには

1. Amazon Rekognition コンソールを https://console.aws.amazon.com/rekognition/ で開きます。
2. [カスタムラベルを使用] を選択します。
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. 「モデルを使用」タブを選択します。
8. 以下のいずれかを実行します。

Start model using the console

「モデルの開始」または「停止」セクションで、次の操作を行います。

1. 使用したい推論ユニットの数を選択します。詳細については、「トレーニングされた新しい新
しい新しい Amazon Rekognition カスタムラベルモデルの実行 (p. 186)」を参照してくださ
い。

2. [Start] (開始) を選択します。
3. [モデルの開始] ダイアログボックスで、[開始] を選択します。

Start model using the AWS SDK

「モデルを使用する」セクションで、次の操作を行います。

1. [API コード] を選択します。
2. AWS CLI または Python のいずれかを選択します。
3. スタートモデルで、サンプルコードをコピーします。
4. サンプルコードを使用して、モデルを開始します。詳細については、「新しい Amazon 

Rekognition カスタムラベルモデル (SDK) の開始 (p. 189)」を参照してください。
9. プロジェクト概要ページに戻るには、ページの上部でプロジェクト名を選択します。
10. Model セクションで、モデルのステータスを確認します。モデルステータスが RUNNING の場合、モ

デルを使用して画像を解析できます。詳細については、「トレーニング済みモデルを使用して画像を
解析する (p. 205)」を参照してください。

新しい Amazon Rekognition カスタムラベルモデル 
(SDK) の開始
モデルを開始するには、StartProjectVersionAPI を呼び出し、モデルの Amazon リソースネーム 
(ARN)ProjectVersionArn を入力パラメータに渡します。使用する推論ユニットの数も指定します。詳
細については、「トレーニングされた新しい新しい新しい Amazon Rekognition カスタムラベルモデルの
実行 (p. 186)」を参照してください。

189

https://console.aws.amazon.com/rekognition/
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_StartProjectVersion


Rekognition カスタムラベルのカスタマイズ
モデルの開始 (SDK) の開始

モデルの開始までに時間がかかる場合があります。このトピックの Python と Java の例では、ウェイ
ターを使ってモデルが起動するのを待ちます。ウェイターは、特定の状態が発生するかどうかをポーリ
ングするユーティリティメソッドです。または、を呼び出して現在のステータスを確認することもできま
すDescribeProjectVersions。

モデル (SDK) を起動するには

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 をセットアップする (p. 9)」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

project-version-arnの値に開始したいモデルの ARN に変更します。の値で使用する推論単
位の数を変更します。--min-inference-unitsオプションで、Amazon Rekognition--max-
inference-units カスタムラベルがモデルの自動スケーリングに使用できる推論単位の最大数
に変更します。

aws rekognition start-project-version  --project-version-arn model_arn \ 
  --profile custom-labels-access \ 
  --min-inference-units minimum number of units
  --max-inference-units maximum number of units
                            

Python

以下のコマンドラインパラメータを指定します。

• project_arn— 開始したいモデルを含むプロジェクトの ARN。
• model_arn— 開始したいモデルの ARN。
• min_inference_units— 使用したい推論ユニットの数。
• (オプション)--max_inference_units Amazon Rekognition カスタムラベルがモデルの自動

スケーリングに使用できる推論ユニットの最大数。

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

"""
Purpose
Shows how to start running an Amazon Lookout for Vision model.
"""

import argparse
import logging
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

def get_model_status(rek_client, project_arn, model_arn): 
    """ 
    Gets the current status of an Amazon Rekognition Custom Labels model 
    :param rek_client: The Amazon Rekognition Custom Labels Boto3 client. 
    :param project_name:  The name of the project that you want to use. 
    :param model_arn:  The name of the model that you want the status for. 
    :return: The model status 
    """ 
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    logger.info("Getting status for %s.", model_arn) 

    # Extract the model version from the model arn. 
    version_name = (model_arn.split("version/", 1)[1]).rpartition('/')[0] 

    models = rek_client.describe_project_versions(ProjectArn=project_arn, 
                                                  VersionNames=[version_name]) 

    for model in models['ProjectVersionDescriptions']: 

        logger.info("Status: %s", model['StatusMessage']) 
        return model["Status"] 

    error_message = f"Model {model_arn} not found." 
    logger.exception(error_message) 
    raise Exception(error_message)

def start_model(rek_client, project_arn, model_arn, min_inference_units, 
 max_inference_units=None): 
    """ 
    Starts the hosting of an Amazon Rekognition Custom Labels model. 
    :param rek_client: The Amazon Rekognition Custom Labels Boto3 client. 
    :param project_name:  The name of the project that contains 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: The number of inference units to use for auto-
scaling 
    the model. If not supplied, auto-scaling does not happen. 
    """ 

    try: 
        # Start the model 
        logger.info(f"Starting model: {model_arn}. Please wait....") 

        if max_inference_units is None: 
            rek_client.start_project_version(ProjectVersionArn=model_arn, 
                                             
 MinInferenceUnits=int(min_inference_units)) 
        else: 
            rek_client.start_project_version(ProjectVersionArn=model_arn, 
                                             MinInferenceUnits=int( 
                                                 min_inference_units), 
                                             
 MaxInferenceUnits=int(max_inference_units)) 

        # Wait for the model to be in the running state 
        version_name = (model_arn.split("version/", 1)[1]).rpartition('/')[0] 
        project_version_running_waiter = rek_client.get_waiter( 
            'project_version_running') 
        project_version_running_waiter.wait( 
            ProjectArn=project_arn, VersionNames=[version_name]) 

        # Get the running status 
        return get_model_status(rek_client, project_arn, model_arn) 

    except ClientError as err: 
        logger.exception("Client error: Problem starting model: %s", err) 
        raise

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

191



Rekognition カスタムラベルのカスタマイズ
モデルの開始 (SDK) の開始

    """ 

    parser.add_argument( 
        "project_arn", help="The ARN of the project that contains that the model 
 you want to start." 
    ) 
    parser.add_argument( 
        "model_arn", help="The ARN of the model that you want to start." 
    ) 
    parser.add_argument( 
        "min_inference_units", help="The minimum number of inference units to use." 
    ) 
    parser.add_argument( 
        "--max_inference_units",  help="The maximum number of inference units to 
 use for auto-scaling the model.", required=False 
    )

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() 

        # Start the model. 
        session = boto3.Session(profile_name='custom-labels-access') 
        rekognition_client = session.client("rekognition") 
         
        status = start_model(rekognition_client, 
                             args.project_arn, args.model_arn, 
                             args.min_inference_units, 
                             args.max_inference_units) 

        print(f"Finished starting model: {args.model_arn}") 
        print(f"Status: {status}") 

    except ClientError as err: 
        error_message = f"Client error: Problem starting model: {err}" 
        logger.exception(error_message) 
        print(error_message) 

    except Exception as err: 
        error_message = f"Problem starting model:{err}" 
        logger.exception(error_message) 
        print(error_message)

if __name__ == "__main__": 
    main()

Java V2

以下のコマンドラインパラメータを指定します。

• project_arn— 開始したいモデルを含むプロジェクトの ARN。
• model_arn— 開始したいモデルの ARN。
• min_inference_units— 使用したい推論ユニットの数。
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• (オプション)max_inference_units — Amazon Rekognition カスタムラベルがモデルの自動
スケーリングに使用できる推論ユニットの最大数。値を指定しない場合、自動スケーリングは
行われません。

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

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.core.waiters.WaiterResponse;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import 
 software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeProjectVersionsRequest;
import 
 software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeProjectVersionsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.ProjectVersionDescription;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.ProjectVersionStatus;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
import 
 software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.StartProjectVersionRequest;
import 
 software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.StartProjectVersionResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.waiters.RekognitionWaiter;

import java.util.Optional;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

public class StartModel { 

    public static final Logger logger = 
 Logger.getLogger(StartModel.class.getName()); 
     
     
     
    public static int findForwardSlash(String modelArn, int n) { 

        int start = modelArn.indexOf('/'); 
        while (start >= 0 && n > 1) { 
            start = modelArn.indexOf('/', start + 1); 
            n -= 1; 
        } 
        return start; 

    } 

    public static void startMyModel(RekognitionClient rekClient, String projectArn, 
 String modelArn, 
            Integer minInferenceUnits, Integer maxInferenceUnits 
            ) throws Exception, RekognitionException { 

        try { 
             
            logger.log(Level.INFO, "Starting model: {0}", modelArn); 
             
            StartProjectVersionRequest startProjectVersionRequest = null; 
             
            if (maxInferenceUnits == null) { 
                startProjectVersionRequest = StartProjectVersionRequest.builder() 
                    .projectVersionArn(modelArn) 
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                    .minInferenceUnits(minInferenceUnits) 
                    .build(); 
            } 
            else { 
                startProjectVersionRequest = StartProjectVersionRequest.builder() 
                        .projectVersionArn(modelArn) 
                        .minInferenceUnits(minInferenceUnits) 
                        .maxInferenceUnits(maxInferenceUnits) 
                        .build(); 
                 
            } 

            StartProjectVersionResponse response = 
 rekClient.startProjectVersion(startProjectVersionRequest); 

            logger.log(Level.INFO, "Status: {0}", response.statusAsString() ); 
             
             
            // Get the model version 

            int start = findForwardSlash(modelArn, 3) + 1; 
            int end = findForwardSlash(modelArn, 4); 

            String versionName = modelArn.substring(start, end); 

            // wait until model starts 

            DescribeProjectVersionsRequest describeProjectVersionsRequest = 
 DescribeProjectVersionsRequest.builder() 
                    .versionNames(versionName) 
                    .projectArn(projectArn) 
                    .build(); 

            RekognitionWaiter waiter = rekClient.waiter(); 

            WaiterResponse<DescribeProjectVersionsResponse> waiterResponse = waiter 
                    
 .waitUntilProjectVersionRunning(describeProjectVersionsRequest); 

            Optional<DescribeProjectVersionsResponse> optionalResponse = 
 waiterResponse.matched().response(); 

            DescribeProjectVersionsResponse describeProjectVersionsResponse = 
 optionalResponse.get(); 

            for (ProjectVersionDescription projectVersionDescription : 
 describeProjectVersionsResponse 
                    .projectVersionDescriptions()) { 
                if(projectVersionDescription.status() == 
 ProjectVersionStatus.RUNNING) { 
                    logger.log(Level.INFO, "Model is running" ); 
                  
                } 
                else { 
                    String error = "Model training failed: " + 
 projectVersionDescription.statusAsString() + " " 
                            + projectVersionDescription.statusMessage() + " " + 
 modelArn; 
                    logger.log(Level.SEVERE, error); 
                    throw new Exception(error); 
                } 
                 
            } 
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        } catch (RekognitionException e) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Could not start model: {0}", e.getMessage()); 
            throw e; 
        } 

    } 

    public static void main(String[] args) { 

        String modelArn = null; 
        String projectArn = null; 
        Integer minInferenceUnits = null; 
        Integer maxInferenceUnits = null; 
         

        final String USAGE = "\n" + "Usage: " + "<project_name> <version_name> 
 <min_inference_units> <max_inference_units>\n\n" + "Where:\n" 
                + "   project_arn - The ARN of the project that contains the model 
 that you want to start. \n\n" 
                + "   model_arn - The ARN of the model version that you want to 
 start.\n\n" 
                + "   min_inference_units - The number of inference units to start 
 the model with.\n\n" 
                + "   max_inference_units - The maximum number of inference units 
 that Custom Labels can use to " 
                + "   automatically scale the model. If the value is null, 
 automatic scaling doesn't happen.\n\n"; 

        if (args.length < 3  || args.length >4) { 
            System.out.println(USAGE); 
            System.exit(1); 
        } 

        projectArn = args[0]; 
        modelArn = args[1]; 
        minInferenceUnits=Integer.parseInt(args[2]); 
         
        if (args.length == 4) { 
            maxInferenceUnits = Integer.parseInt(args[3]); 
        } 
   
        try { 

            // Get the Rekognition client. 
            RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder() 
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("custom-labels-
access")) 
            .region(Region.US_WEST_2) 
            .build(); 

            // Start the model. 
            startMyModel(rekClient, projectArn, modelArn, minInferenceUnits, 
 maxInferenceUnits); 
             

            System.out.println(String.format("Model started: %s", modelArn)); 

            rekClient.close(); 

        } catch (RekognitionException rekError) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Rekognition client error: {0}", 
 rekError.getMessage()); 
            System.exit(1); 
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        } catch (Exception rekError) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Error: {0}", rekError.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 

         

    }

}

新しい Amazon Rekognition カスタムラベルモデル
の停止

Amazon Rekognition カスタムラベルモデルの実行を停止するには、StopProjectVersionコンソールまたは
オペレーションを使用します。

トピック
• 新しい Amazon Rekognition カスタムラベルモデルの停止 (コンソール) の停止 (p. 196)
• 新しい Amazon Rekognition カスタムラベルモデル (SDK) の停止 (p. 197)

新しい Amazon Rekognition カスタムラベルモデルの
停止 (コンソール) の停止
次の手順を使用して、実行中の Amazon Rekognition カスタムラベルモデルをコンソールで停止します。
コンソールから直接モデルを停止することも、コンソールから提供されるAWS SDK コードを使用するこ
ともできます。

モデル (コンソール) を停止するには

1. Amazon Rekognition コンソールを https://console.aws.amazon.com/rekognition/ で開きます。
2. [カスタムラベルを使用] を選択します。
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. プロジェクトリソースページで、停止するトレーニングモデルが含まれている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. 「モデルを使用」タブを選択します。
8. Stop model using the console

1. 「モデルの開始」または「停止」セクションで、「停止」を選択します。
2. 「モデルの停止」(Stop model) ダイアログボックスで、「stop」と入力してモデルを停止する

ことを確認します。
3. [停止] を選択してモデルを停止します。

Stop model using the AWS SDK

「モデルを使用する」セクションで、次の操作を行います。

1. [API コード] を選択します。
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2. AWS CLI または Python のいずれかを選択します。
3. Stop モデルでサンプルコードをコピーします。
4. サンプルコードを使用して、モデルを停止します。詳細については、「新しい Amazon 

Rekognition カスタムラベルモデル (SDK) の停止 (p. 197)」を参照してください。
9. ページの上部でプロジェクト名を選択すると、プロジェクト概要ページに戻ります。
10. Model セクションで、モデルのステータスを確認します。モデルステータスが STOPPED になる

と、モデルは停止しました。

新しい Amazon Rekognition カスタムラベルモデル 
(SDK) の停止
モデルを停止するには、StopProjectVersionAPI を呼び出し、モデルの Amazon リソースネーム 
(ARN)ProjectVersionArn を入力パラメータに渡します。

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、DescribeProjectVersions を使用します。

モデル (SDK) を停止するには

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 をセットアップする (p. 9)」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

project-version-arnの値に停止するモデルバージョンの ARN に変更します。

aws rekognition stop-project-version --project-version-arn "model arn" \ 
  --profile custom-labels-access

Python

次の例では、すでに実行されているモデルを停止します。

以下のコマンドラインパラメータを指定します。

• project_arn— 停止するモデルを含むプロジェクトの ARN。
• model_arn— 停止するモデルの ARN。

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

"""
Purpose
Shows how to stop a running Amazon Lookout for Vision model.
"""

import argparse
import logging
import time
import boto3

from botocore.exceptions import ClientError
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logger = logging.getLogger(__name__)

def get_model_status(rek_client, project_arn, model_arn): 
    """ 
    Gets the current status of an Amazon Rekognition Custom Labels model 
    :param rek_client: The Amazon Rekognition Custom Labels Boto3 client. 
    :param project_name:  The name of the project that you want to use. 
    :param model_arn:  The name of the model that you want the status for. 
    """ 

    logger.info ("Getting status for %s.", model_arn) 

    # Extract the model version from the model arn. 
    version_name=(model_arn.split("version/",1)[1]).rpartition('/')[0] 

    # Get the model status. 
    models=rek_client.describe_project_versions(ProjectArn=project_arn, 
    VersionNames=[version_name]) 

    for model in models['ProjectVersionDescriptions']:  
        logger.info("Status: %s",model['StatusMessage']) 
        return model["Status"] 

    # No model found. 
    logger.exception("Model %s not found.", model_arn) 
    raise Exception("Model %s not found.", model_arn)

def stop_model(rek_client, project_arn, model_arn): 
    """ 
    Stops a running Amazon Rekognition Custom Labels Model. 
    :param rek_client: The Amazon Rekognition Custom Labels Boto3 client. 
    :param project_arn: The ARN of the project that you want to stop running. 
    :param model_arn:  The ARN of the model (ProjectVersion) that you want to stop 
 running. 
    """ 

    logger.info("Stopping model: %s", model_arn) 

    try: 
        # Stop the model. 
        response=rek_client.stop_project_version(ProjectVersionArn=model_arn) 

        logger.info("Status: %s", response['Status']) 

        # stops when hosting has stopped or failure. 
        status = "" 
        finished = False 

        while finished is False: 

            status=get_model_status(rek_client, project_arn, model_arn) 

            if status == "STOPPING": 
                logger.info("Model stopping in progress...") 
                time.sleep(10) 
                continue 
            if status == "STOPPED": 
                logger.info("Model is not running.") 
                finished = True 
                continue 

            error_message = f"Error stopping model. Unexepected state: {status}" 
            logger.exception(error_message) 
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            raise Exception(error_message) 

        logger.info("finished. Status %s", status) 
        return status 

    except ClientError as err: 
        logger.exception("Couldn't stop model - %s: %s", 
           model_arn,err.response['Error']['Message']) 
        raise

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

    parser.add_argument( 
        "project_arn", help="The ARN of the project that contains the model that 
 you want to stop." 
    ) 
    parser.add_argument( 
        "model_arn", help="The ARN of the model that you want to stop." 
    )

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() 

        # Stop the model. 
        session = boto3.Session(profile_name='custom-labels-access') 
        rekognition_client = session.client("rekognition") 

        status=stop_model(rekognition_client, args.project_arn, args.model_arn) 

        print(f"Finished stopping model: {args.model_arn}") 
        print(f"Status: {status}") 

    except ClientError as err: 
        logger.exception("Problem stopping model:%s",err) 
        print(f"Failed to stop model: {err}") 
     
    except Exception as err: 
        logger.exception("Problem stopping model:%s", err) 
        print(f"Failed to stop model: {err}")

if __name__ == "__main__": 
    main()     
   

Java V2

以下のコマンドラインパラメータを指定します。

• project_arn— 停止するモデルを含むプロジェクトの ARN。
• model_arn— 停止するモデルの ARN。
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/* 
   Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. 
   SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/

package com.example.rekognition;

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import 
 software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeProjectVersionsRequest;
import 
 software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeProjectVersionsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.ProjectVersionDescription;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.ProjectVersionStatus;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.StopProjectVersionRequest;
import 
 software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.StopProjectVersionResponse;

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

public class StopModel { 

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

    public static int findForwardSlash(String modelArn, int n) { 

        int start = modelArn.indexOf('/'); 
        while (start >= 0 && n > 1) { 
            start = modelArn.indexOf('/', start + 1); 
            n -= 1; 
        } 
        return start; 

    } 

    public static void stopMyModel(RekognitionClient rekClient, String projectArn, 
 String modelArn) 
            throws Exception, RekognitionException { 

        try { 

            logger.log(Level.INFO, "Stopping {0}", modelArn); 

            StopProjectVersionRequest stopProjectVersionRequest = 
 StopProjectVersionRequest.builder() 
                    .projectVersionArn(modelArn).build(); 

            StopProjectVersionResponse response = 
 rekClient.stopProjectVersion(stopProjectVersionRequest); 

            logger.log(Level.INFO, "Status: {0}", response.statusAsString()); 

            // Get the model version 

            int start = findForwardSlash(modelArn, 3) + 1; 
            int end = findForwardSlash(modelArn, 4); 
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            String versionName = modelArn.substring(start, end); 

            // wait until model stops 

            DescribeProjectVersionsRequest describeProjectVersionsRequest = 
 DescribeProjectVersionsRequest.builder() 
                    .projectArn(projectArn).versionNames(versionName).build(); 

            boolean stopped = false; 

            // Wait until create finishes 

            do { 

                DescribeProjectVersionsResponse describeProjectVersionsResponse = 
 rekClient 
                        .describeProjectVersions(describeProjectVersionsRequest); 

                for (ProjectVersionDescription projectVersionDescription : 
 describeProjectVersionsResponse 
                        .projectVersionDescriptions()) { 

                    ProjectVersionStatus status = 
 projectVersionDescription.status(); 

                    logger.log(Level.INFO, "stopping model: {0} ", modelArn); 

                    switch (status) { 

                    case STOPPED: 
                        logger.log(Level.INFO, "Model stopped"); 
                        stopped = true; 
                        break; 

                    case STOPPING: 
                        Thread.sleep(5000); 
                        break; 

                    case FAILED: 
                        String error = "Model stopping failed: " + 
 projectVersionDescription.statusAsString() + " " 
                                + projectVersionDescription.statusMessage() + " " + 
 modelArn; 
                        logger.log(Level.SEVERE, error); 
                        throw new Exception(error); 

                    default: 
                        String unexpectedError = "Unexpected stopping state: " 
                                + projectVersionDescription.statusAsString() + " " 
                                + projectVersionDescription.statusMessage() + " " + 
 modelArn; 
                        logger.log(Level.SEVERE, unexpectedError); 
                        throw new Exception(unexpectedError); 
                    } 
                } 

            } while (stopped == false); 

        } catch (RekognitionException e) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Could not stop model: {0}", e.getMessage()); 
            throw e; 
        } 

    } 

    public static void main(String[] args) { 
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        String modelArn = null; 
        String projectArn = null; 

        final String USAGE = "\n" + "Usage: " + "<project_name> <version_name>\n\n" 
 + "Where:\n" 
                + "   project_arn - The ARN of the project that contains the model 
 that you want to stop. \n\n" 
                + "   model_arn - The ARN of the model version that you want to 
 stop.\n\n"; 

        if (args.length != 2) { 
            System.out.println(USAGE); 
            System.exit(1); 
        } 

        projectArn = args[0]; 
        modelArn = args[1]; 

        try { 

            // Get the Rekognition client. 
            RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder() 
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("custom-labels-
access")) 
            .region(Region.US_WEST_2) 
            .build(); 

            // Stop model 
            stopMyModel(rekClient, projectArn, modelArn); 

            System.out.println(String.format("Model stopped: %s", modelArn)); 

            rekClient.close(); 

        } catch (RekognitionException rekError) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Rekognition client error: {0}", 
 rekError.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } catch (Exception rekError) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Error: {0}", rekError.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 

    }

}

実行時間と使用された推論単位の報告
2022年8月以降にモデルをトレーニングして開始した場合は、InServiceInferenceUnits CloudWatch 
Amazonの指標を使用して、モデルの実行時間と、その時間に使用された推論ユニットの数を判断できま
す (p. 186)。

Note

AWSリージョンにモデルが 1 つしかない場合
は、StartprojectVersionStopProjectVersion成功した呼び出しと着信呼び出しを追跡す
ることで、モデルの実行時間を調べることもできます CloudWatch。このアプローチは、指標に
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はモデルに関する情報が含まれていないため、AWSリージョンで複数のモデルを実行している場
合は機能しません。
またはStartProjectVersion、StopProjectVersion (requestParametersイベント履歴
のフィールドにあるモデル ARN を含む)AWS CloudTrail との呼び出しを追跡するために使用する
こともできます。 CloudTrail イベントは 90 日間に制限されていますが、CloudTrailLake には最
大 7 年間保存できます。

以下の手順では、以下のグラフを作成します。

• モデルの実行に費やした時間数。
• モデルが使用した推論ユニットの数。

過去15か月までの期間を選択できます。メトリクスの保持の詳細については、「メトリクスの保持」を参
照してください。

モデルに使用するモデル期間と推論単位を決定するには

1. にサインインしてAWS Management Console、https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ 
CloudWatch  でコンソールを開きます。

2. 左のナビゲーションペインで、[Metrics] の下の [All metrics] を選択します。
3. コンテンツペインで、[Source] タブを選択します。
4. [ダッシュボード] ボタンが選択されていることを確認します。
5. 編集ボックスで、既存の JSON を次の JSON に置き換えます。以下の値を変更します。

• Project_Name— グラフにしたいモデルを含むプロジェクト。
• Version_Name— グラフにしたいモデルのバージョン。
• AWS_Region—AWS モデルを含むリージョン。AWSページ上部のナビゲーションバーにあるリー

ジョンセレクターをチェックして、 CloudWatch コンソールが同じリージョンにあることを確認し
ます。必要に応じて更新します。

{ 
    "sparkline": true, 
    "metrics": [ 
        [ 
            { 
                "expression": "SUM(m1)*m1", 
                "label": "Inference units used", 
                "id": "e1" 
            } 
        ], 
        [ 
            { 
                "expression": "DATAPOINT_COUNT(m1)*m1/m1", 
                "label": "Hours running", 
                "id": "e2" 
            } 
        ], 
        [ 
            "AWS/Rekognition", 
            "InServiceInferenceUnits", 
            "ProjectName", 
            "Project_Name", 
            "VersionName", 
            "Version_Name", 
            { 
                "id": "m1", 
                "visible": false 
            } 
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報告期間と推論単位

        ] 
    ], 
    "view": "singleValue", 
    "stacked": false, 
    "region": "AWS_Region", 
    "stat": "Average", 
    "period": 3600, 
    "title": "Hours run and inference units used"
}

6. [更新] を選択します。
7. ページの上部で、タイムラインを選択します。タイムラインで使用された推論ユニットと実行時間の

数値が表示されます。グラフのギャップは、モデルが実行されていなかった時間を示しています。

8. (オプション) [アクション] を選択し、[ダッシュボードに追加] を選択してグラフをダッシュボードに追
加する-改善されました。
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トレーニング済みモデルを使用して
画像を解析する

トレーニング済みの Amazon Rekognition カスタムラベルモデルを使用して画像を分析するに
は、DetectCustomLabelsAPI を呼び出します。その結果、画像に特定のオブジェクト、シーン、または概
念が含まれていることが予測されます。DetectCustomLabels

呼び出すにはDetectCustomLabels、以下を指定します。

• 使用したいAmazon Rekognition カスタムラベルモデルの Amazon リソースネーム (ARN)。
• モデルに予測させたい画像。入力イメージとして、イメージのバイト配列 (base64 エンコードされたイ

メージのバイト) を指定するか、Amazon S3 オブジェクトを指定できます。詳細については、「画像」
を参照してください。

カスタムラベルは、カスタムラベルオブジェクトの配列で返されます。各カスタムラベルは、画像にある 
1 つのオブジェクト、シーン、またはコンセプトを表します。カスタムラベルには以下が含まれます。

• 画像にあるオブジェクト、シーン、またはコンセプトのラベル。
• 画像内のオブジェクトのバウンディングボックス。バウンディングボックスの座標は、オブジェクトが

ソース画像上のどこにあるかを示します。座標値は、イメージサイズ全体の比率です。詳細について
は、を参照してくださいBoundingBox。 DetectCustomLabelsモデルがオブジェクトの位置を検出す
るようにトレーニングされている場合にのみ、バウンディングボックスを返します。

• Amazon Rekognition カスタムラベルは、ラベルと境界ボックスの精度を示す Amazon Rekognition の信
頼度。

検出の信頼度に基づいてラベルをフィルタリングするには、MinConfidence目的の信頼レベルと
一致する値を指定します。たとえば、予測の精度を高める必要がある場合は、に高い値を指定しま
すMinConfidence。信頼度に関係なくすべてのラベルを取得するには、MinConfidence値を 0 に指定
します。

モデルのパフォーマンスは、モデルトレーニング中に計算された再現率と精度の指標によって部分的に測
定されます。詳細については、「モデルを評価するための指標 (p. 168)」を参照してください。

モデルの精度を上げるには、に高い値を設定しますMinConfidence。詳細については、「誤検出の削減 
(精度の向上) (p. 184)」を参照してください。

モデルのリコール率を高めるには、の値を下げてくださいMinConfidence。詳細については、「偽陰性
の削減 (想起率の向上) (p. 184)」を参照してください。

の値を指定しない場合MinConfidence、Amazon Rekognition カスタムラベルはそのラベルの想定され
たしきい値に基づいてラベルを返します。詳細については、「想定しきい値 (p. 169)」を参照してくださ
い。ラベルの想定しきい値は、モデルのトレーニング結果から取得できます。詳細については、「モデル
をトレーニングする (コンソール) (p. 121)」を参照してください。

MinConfidence入力パラメータを使用して、コールに必要なしきい値を指定することになります。の値
を下回る信頼度で検出されたラベルは、MinConfidenceレスポンスで返されません。また、ラベルの想
定しきい値は、レスポンスにラベルを含めることには影響しません。
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Note

Amazon Rekognition のカスタムラベルのメトリックスは、想定されたしきい値を 0 ～ 1 の浮動
小数点値として表します。の範囲は、しきい値を、パーセンテージ値 (0 ～ 100)MinConfidence
に正規化します。 DetectCustomLabels からの信頼レスポンスは、パーセンテージでも返されま
す。

特定のラベルのしきい値を指定することもできます。たとえば、精度メトリックがラベル A には許容され
るが、ラベル B には許容されない場合、別のしきい値 (MinConfidence) を指定する場合は、次の点を考
慮してください。

• 1 つのラベル (A) だけを対象とする場合は、MinConfidenceの値を目的のしきい値に設定します。
応答では、信頼度が次の値より大きい場合にのみ、ラベル A の予測が (他のラベルと一緒に) 返されま
すMinConfidence。返される他のラベルをすべて除外する必要があります。

• 複数のラベルに異なるしきい値を設定する場合は、次を行います。
1. には 0 の値を使用してくださいMinConfidence。値が 0 の場合、検出の信頼度に関係なく、すべて

のラベルが返されます。
2. 返されたラベルごとに、ラベルの信頼度がラベルに必要なしきい値を超えていることを確認して、必

要なしきい値を適用します。

詳細については、「Amazon Rekognition カスタムラベルモデルの改善 (p. 168)」を参照してください。

DetectCustomLabels 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。詳細については、「Amazon Rekognition カスタムラベルモデルのトレーニン
グ (p. 120)」を参照してください。DetectCustomLabelsMaxResults入力パラメータを指定すること
で、返されるカスタムラベルの数を制限できます。結果は、最も信頼度の高いものから最も低いものの順
にソートされて返されます。

を呼び出す他の例についてはDetectCustomLabels、を参照してください例 (p. 316)。

保護の詳細についてはDetectCustomLabels、を参照してください確保する 
DetectCustomLabels (p. 328)。

カスタムラベル (API) を検出するには

1. まだ実行していない場合:

a. DetectCustomLabelsAmazonS3ReadOnlyAccess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、「SDK アクセス許可の設定 (p. 12)」を参照してください。

b. AWS CLI と 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 をセットアップする (p. 9)」を参照してください。

2. モデルをトレーニングしてデプロイします。詳細については、「Amazon Rekognition カスタムラベル
モデルを作成する方法 (p. 58)」を参照してください。

3. 呼び出し元のユーザーがDetectCustomLabels、ステップ 2 で使用したモデルにアクセスできるこ
とを確認します。詳細については、「確保する DetectCustomLabels (p. 328)」を参照してくださ
い。

4. 分析する先の画像を S3 バケットにアップロードします。

手順については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「Amazon S3 へのオブジェ
クトのアップロード」を参照してください。Python、Java、Java 2 の例では、ローカル画像ファイル
を使用して未加工のバイトを使用して画像を渡す方法も示しています。ファイルは 4 MB より小さく
なければなりません。

5. 以下の例を使用して、DetectCustomLabels オペレーションを呼び出します。Python と Java の例
では、次の画像のように画像を表示し、解析結果を重ね合わせます。

206

https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/user-guide/UploadingObjectsintoAmazonS3.html


Rekognition カスタムラベルのカスタマイズ

AWS CLI

この AWS CLI コマンドでは、DetectCustomLabels 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。

• bucketステップ 4 で使用した Amazon S3 バケットの名前を付けます。
• image手順 4 でアップロードした入力画像ファイルの名前を使用します。
• projectVersionArn使用したいモデルの ARN を指定します。

aws rekognition detect-custom-labels --project-version-arn model_arn \ 
   --image '{"S3Object":{"Bucket":"bucket","Name":"image"}}' \ 
   --min-confidence 70 \ 
   --profile custom-labels-access

Python

次のコード例では、イメージ内の境界ボックスとイメージレベルのラベルを表示します。

ローカルイメージを解析するには、プログラムを実行し、次のコマンドライン引数を指定しま
す。

• イメージを解析する先のモデルの ARN。
• ローカルイメージファイルの名前と場所。

Amazon S3 バケットに保存されているイメージを解析するには、プログラムを実行し、次のコマ
ンドライン引数を指定します。

• イメージを解析する先のモデルの ARN。
• ステップ 4 で使用した Amazon S3 バケット内の画像の名前と場所。
• --bucket##### — ステップ 4 で使用した Amazon S3 バケット。

# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
"""
Purpose
Amazon Rekognition Custom Labels detection example used in the service 
 documentation:
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/customlabels-dg/detecting-custom-
labels.html
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Shows how to detect custom labels by using an Amazon Rekognition Custom Labels 
 model.
The image can be stored on your local computer or in an Amazon S3 bucket.
"""

import io
import logging
import argparse
import boto3
from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont

from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

def analyze_local_image(rek_client, model, photo, min_confidence): 
    """ 
    Analyzes an image stored as a local file. 
    :param rek_client: The Amazon Rekognition Boto3 client. 
    :param s3_connection: The Amazon S3 Boto3 S3 connection object. 
    :param model: The ARN of the Amazon Rekognition Custom Labels model that you 
 want to use. 
    :param photo: The name and file path of the photo that you want to analyze. 
    :param min_confidence: The desired threshold/confidence for the call. 
    """ 

    try: 
        logger.info("Analyzing local file: %s", photo) 
        image = Image.open(photo) 
        image_type = Image.MIME[image.format] 

        if (image_type == "image/jpeg" or image_type == "image/png") is False: 
            logger.error("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() 

        response = rek_client.detect_custom_labels(Image={'Bytes': image_bytes}, 
                                                   MinConfidence=min_confidence, 
                                                   ProjectVersionArn=model) 

        show_image(image, response) 
        return len(response['CustomLabels']) 

    except ClientError as client_err: 
        logger.error(format(client_err)) 
        raise 
    except FileNotFoundError as file_error: 
        logger.error(format(file_error)) 
        raise

def analyze_s3_image(rek_client, s3_connection, model, bucket, photo, 
 min_confidence): 
    """ 
    Analyzes an image stored in the specified S3 bucket. 
    :param rek_client: The Amazon Rekognition Boto3 client. 
    :param s3_connection: The Amazon S3 Boto3 S3 connection object. 
    :param model: The ARN of the Amazon Rekognition Custom Labels model that you 
 want to use. 
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    :param bucket: The name of the S3 bucket that contains the image that you want 
 to analyze. 
    :param photo: The name of the photo that you want to analyze. 
    :param min_confidence: The desired threshold/confidence for the call. 
    """ 

    try: 
        # Get image from S3 bucket. 

        logger.info("analyzing bucket: %s image: %s", bucket, photo) 
        s3_object = s3_connection.Object(bucket, photo) 
        s3_response = s3_object.get() 

        stream = io.BytesIO(s3_response['Body'].read()) 
        image = Image.open(stream) 

        image_type = Image.MIME[image.format] 

        if (image_type == "image/jpeg" or image_type == "image/png") is False: 
            logger.error("Invalid image type for %s", photo) 
            raise ValueError( 
                f"Invalid file format. Supply a jpeg or png format file: {photo}") 

        ImageDraw.Draw(image) 

        # Call DetectCustomLabels. 
        response = rek_client.detect_custom_labels( 
            Image={'S3Object': {'Bucket': bucket, 'Name': photo}}, 
            MinConfidence=min_confidence, 
            ProjectVersionArn=model) 

        show_image(image, response) 
        return len(response['CustomLabels']) 

    except ClientError as err: 
        logger.error(format(err)) 
        raise

def show_image(image, response): 
    """ 
    Displays the analyzed image and overlays analysis results 
    :param image: The analyzed image 
    :param response: the response from DetectCustomLabels 
    """ 
    try: 
        font_size = 40 
        line_width = 5 

        img_width, img_height = image.size 
        draw = ImageDraw.Draw(image) 

        # Calculate and display bounding boxes for each detected custom label. 
        image_level_label_height = 0 

        for custom_label in response['CustomLabels']: 
            confidence = int(round(custom_label['Confidence'], 0)) 
            label_text = f"{custom_label['Name']}:{confidence}%" 
            fnt = ImageFont.truetype('Tahoma.ttf', font_size) 
            text_width, text_height = draw.textsize(label_text, fnt) 

            logger.info("Label: %s", custom_label['Name']) 
            logger.info("Confidence:  %s", confidence) 

            # Draw bounding boxes, if present 
            if 'Geometry' in custom_label: 
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                box = custom_label['Geometry']['BoundingBox'] 
                left = img_width * box['Left'] 
                top = img_height * box['Top'] 
                width = img_width * box['Width'] 
                height = img_height * box['Height'] 

                logger.info("Bounding box") 
                logger.info("\tLeft: {0:.0f}".format(left)) 
                logger.info("\tTop: {0:.0f}".format(top)) 
                logger.info("\tLabel Width: {0:.0f}".format(width)) 
                logger.info("\tLabel Height: {0:.0f}".format(height)) 

                points = ( 
                    (left, top), 
                    (left + width, top), 
                    (left + width, top + height), 
                    (left, top + height), 
                    (left, top)) 
                # Draw bounding box and label text 
                draw.line(points, fill="limegreen", width=line_width) 
                draw.rectangle([(left + line_width, top+line_width), 
                                (left + text_width + line_width, top + line_width + 
 text_height)], fill="black") 
                draw.text((left + line_width, top + line_width), 
                          label_text, fill="limegreen", font=fnt) 

            # draw image-level label text. 
            else: 
                draw.rectangle([(10, image_level_label_height), 
                                (text_width + 10, image_level_label_height
+text_height)], fill="black") 
                draw.text((10, image_level_label_height), 
                          label_text, fill="limegreen", font=fnt) 

                image_level_label_height += text_height 

        image.show() 

    except Exception as err: 
        logger.error(format(err)) 
        raise

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

    parser.add_argument( 
        "model_arn", help="The ARN of the model that you want to use." 
    ) 

    parser.add_argument( 
        "image", help="The path and file name of the image that you want to 
 analyze" 
    ) 
    parser.add_argument( 
        "--bucket",  help="The bucket that contains the image. If not supplied, 
 image is assumed to be a local file.", required=False 
    )

def main(): 

    try: 
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        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() 

        label_count = 0 
        min_confidence = 50 

        session = boto3.Session(profile_name='custom-labels-access') 
        rekognition_client = session.client("rekognition") 

        if args.bucket is None: 
            # Analyze local image. 
            label_count = analyze_local_image(rekognition_client, 
                                              args.model_arn, 
                                              args.image, 
                                              min_confidence) 
        else: 
            # Analyze image in S3 bucket. 
            s3_connection = session.resource('s3') 
            label_count = analyze_s3_image(rekognition_client, 
                                           s3_connection, 
                                           args.model_arn, 
                                           args.bucket, 
                                           args.image, 
                                           min_confidence) 

        print(f"Custom labels detected: {label_count}") 

    except ClientError as client_err: 
        print("A service client error occurred: " + 
              format(client_err.response["Error"]["Message"])) 

    except ValueError as value_err: 
        print("A value error occurred: " + format(value_err)) 

    except FileNotFoundError as file_error: 
        print("File not found error: " + format(file_error)) 

    except Exception as err: 
        print("An error occurred: " + format(err))

if __name__ == "__main__": 
    main()

Java

次のコード例では、イメージ内の境界ボックスとイメージレベルのラベルを表示します。

ローカルイメージを解析するには、プログラムを実行し、次のコマンドライン引数を指定しま
す。

• イメージを解析する先のモデルの ARN。
• ローカルイメージファイルの名前と場所。

Amazon S3 バケットに保存されているイメージを解析するには、プログラムを実行し、次のコマ
ンドライン引数を指定します。

• イメージを解析する先のモデルの ARN。
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• ステップ 4 で使用した Amazon S3 バケット内の画像の名前と場所。
• ステップ 4 で使用したイメージが含まれている Amazon S3 バケット。

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

package com.amazonaws.samples;

import java.awt.*;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.io.IOException;
import java.util.List;
import javax.imageio.ImageIO;
import javax.swing.*;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.awt.font.FontRenderContext;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.InputStream;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.ByteArrayOutputStream;

import com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;

import com.amazonaws.services.rekognition.model.BoundingBox;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.CustomLabel;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DetectCustomLabelsRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DetectCustomLabelsResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Image;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.S3Object;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.S3ObjectInputStream;

import com.amazonaws.services.rekognition.model.AmazonRekognitionException;
import com.amazonaws.services.s3.model.AmazonS3Exception;
import com.amazonaws.util.IOUtils;

// Calls DetectCustomLabels and displays a bounding box around each detected image.
public class DetectCustomLabels extends JPanel { 

    private transient DetectCustomLabelsResult response; 
    private transient Dimension dimension; 
    private transient BufferedImage image; 

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

    // Finds custom labels in an image stored in an S3 bucket. 
    public DetectCustomLabels(AmazonRekognition rekClient, 
            AmazonS3 s3client, 
            String projectVersionArn, 
            String bucket, 
            String key, 
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            Float minConfidence) throws AmazonRekognitionException, 
 AmazonS3Exception, IOException { 

        logger.log(Level.INFO, "Processing S3 bucket: {0} image {1}", new Object[] 
 { bucket, key }); 

        // Get image from S3 bucket and create BufferedImage 
        com.amazonaws.services.s3.model.S3Object s3object = 
 s3client.getObject(bucket, key); 
        S3ObjectInputStream inputStream = s3object.getObjectContent(); 
        image = ImageIO.read(inputStream); 

        // Set image size 
        setWindowDimensions(); 

        DetectCustomLabelsRequest request = new DetectCustomLabelsRequest() 
                .withProjectVersionArn(projectVersionArn) 
                .withImage(new Image().withS3Object(new 
 S3Object().withName(key).withBucket(bucket))) 
                .withMinConfidence(minConfidence); 

        // Call DetectCustomLabels 

        response = rekClient.detectCustomLabels(request); 
        logFoundLabels(response.getCustomLabels()); 
        drawLabels(); 

    } 

    // Finds custom label in a local image file. 
    public DetectCustomLabels(AmazonRekognition rekClient, 
            String projectVersionArn, 
            String photo, 
            Float minConfidence) 
            throws IOException, AmazonRekognitionException { 

        logger.log(Level.INFO, "Processing local file: {0}", photo); 

        // Get image bytes and buffered image 
        ByteBuffer imageBytes; 
        try (InputStream inputStream = new FileInputStream(new File(photo))) { 
            imageBytes = ByteBuffer.wrap(IOUtils.toByteArray(inputStream)); 
        } 

        // Get image for display 
        InputStream imageBytesStream; 
        imageBytesStream = new ByteArrayInputStream(imageBytes.array()); 

        ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream(); 
        image = ImageIO.read(imageBytesStream); 
        ImageIO.write(image, "jpg", baos); 

        // Set image size 
        setWindowDimensions(); 

        // Analyze image 
        DetectCustomLabelsRequest request = new DetectCustomLabelsRequest() 
                .withProjectVersionArn(projectVersionArn) 
                .withImage(new Image() 
                        .withBytes(imageBytes)) 
                .withMinConfidence(minConfidence); 

        response = rekClient.detectCustomLabels(request); 

        logFoundLabels(response.getCustomLabels()); 
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        drawLabels(); 

    } 

    // Log the labels found by DetectCustomLabels 
    private void logFoundLabels(List<CustomLabel> customLabels) { 
        logger.info("Custom labels found"); 
        if (customLabels.isEmpty()) { 
            logger.log(Level.INFO, "No Custom Labels found. Consider lowering min 
 confidence."); 
        } else { 
            for (CustomLabel customLabel : customLabels) { 
                logger.log(Level.INFO, " Label: {0} Confidence: {1}", 
                        new Object[] { customLabel.getName(), 
 customLabel.getConfidence() }); 
            } 

        } 
    } 

    // 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; 
        if (image.getWidth() < dimension.width) { 
            dimension.width = image.getWidth(); 
        } 
        dimension.height = (int) dimension.getHeight() / 2; 

        if (image.getHeight() < dimension.height) { 
            dimension.height = image.getHeight(); 
        } 

        setPreferredSize(dimension); 

    } 

    // Draws the image containing the bounding boxes and labels. 
    @Override 
    public void paintComponent(Graphics g) { 

        Graphics2D g2d = (Graphics2D) g; // Create a Java2D version of g. 

        // Draw the image. 
        g2d.drawImage(image, 0, 0, dimension.width, dimension.height, this); 

    } 

    public void drawLabels() { 
        // Draws bounding boxes (if present) and label text. 

        int boundingBoxBorderWidth = 5; 
        int imageHeight = image.getHeight(this); 
        int imageWidth = image.getWidth(this); 

        // Set up drawing 
        Graphics2D g2d = image.createGraphics(); 
        g2d.setColor(Color.GREEN); 
        g2d.setFont(new Font("Tahoma", Font.PLAIN, 50)); 
        Font font = g2d.getFont(); 
        FontRenderContext frc = g2d.getFontRenderContext(); 
        g2d.setStroke(new BasicStroke(boundingBoxBorderWidth)); 

        List<CustomLabel> customLabels = response.getCustomLabels(); 
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        int imageLevelLabelHeight = 0; 
        for (CustomLabel customLabel : customLabels) { 

            String label = customLabel.getName(); 

            int textWidth = (int) (font.getStringBounds(label, frc).getWidth()); 
            int textHeight = (int) (font.getStringBounds(label, frc).getHeight()); 

            // Draw bounding box, if present 
            if (customLabel.getGeometry() != null) { 

                BoundingBox box = customLabel.getGeometry().getBoundingBox(); 
                float left = imageWidth * box.getLeft(); 
                float top = imageHeight * box.getTop(); 

                // Draw black rectangle 
                g2d.setColor(Color.BLACK); 
                g2d.fillRect(Math.round(left + (boundingBoxBorderWidth)), 
 Math.round(top + (boundingBoxBorderWidth)), 
                        textWidth + boundingBoxBorderWidth, textHeight + 
 boundingBoxBorderWidth); 

                // Write label onto black rectangle 
                g2d.setColor(Color.GREEN); 
                g2d.drawString(label, left + boundingBoxBorderWidth, (top + 
 textHeight)); 

                // Draw bounding box around label location 
                g2d.drawRect(Math.round(left), Math.round(top), 
 Math.round((imageWidth * box.getWidth())), 
                        Math.round((imageHeight * box.getHeight()))); 
            } 
            // Draw image level labels. 
            else { 
                // Draw black rectangle 
                g2d.setColor(Color.BLACK); 
                g2d.fillRect(10, 10 + imageLevelLabelHeight, textWidth, 
 textHeight); 
                g2d.setColor(Color.GREEN); 
                g2d.drawString(label, 10, textHeight + imageLevelLabelHeight); 

                imageLevelLabelHeight += textHeight; 
            } 

        } 
        g2d.dispose(); 

    } 

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

        String photo = null; 
        String bucket = null; 
        String projectVersionArn = null; 
        float minConfidence = 50; 

        final String USAGE = "\n" + "Usage: " + "<model_arn> <image> <bucket>\n\n" 
 + "Where:\n" 
                + "   model_arn - The ARN of the model that you want to use. \n\n" 
                + "   image - The location of the image on your local file system 
 or within an S3 bucket.\n\n" 
                + "   bucket - The S3 bucket that contains the image. Don't specify 
 if image is local.\n\n"; 

        // Collect the arguments. If 3 arguments are present, the image is assumed 
 to be 
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        // in an S3 bucket. 

        if (args.length < 2 || args.length > 3) { 
            System.out.println(USAGE); 
            System.exit(1); 
        } 

        projectVersionArn = args[0]; 
        photo = args[1]; 

        if (args.length == 3) { 
            bucket = args[2]; 
        } 

        DetectCustomLabels panel = null; 

        try { 

            AWSCredentialsProvider provider =new 
 ProfileCredentialsProvider("custom-labels-access"); 
  
            AmazonRekognition rekClient = AmazonRekognitionClientBuilder.standard() 
                    .withCredentials(provider) 
                    .withRegion(Regions.US_WEST_2) 
                    .build(); 
           

            AmazonS3 s3client = AmazonS3ClientBuilder.standard() 
            .withCredentials(provider) 
            .withRegion(Regions.US_WEST_2) 
            .build(); 

            // Create frame and panel. 
            JFrame frame = new JFrame("Custom Labels"); 
            frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 

            if (args.length == 2) { 
                // Analyze local image 
                panel = new DetectCustomLabels(rekClient, projectVersionArn, photo, 
 minConfidence); 
            } else { 
                // Analyze image in S3 bucket 
                panel = new DetectCustomLabels(rekClient, s3client, 
 projectVersionArn, bucket, photo, minConfidence); 
            } 

            frame.setContentPane(panel); 
            frame.pack(); 
            frame.setVisible(true); 

        } catch (AmazonRekognitionException rekError) { 
            String errorMessage = "Rekognition client error: " + 
 rekError.getMessage(); 
            logger.log(Level.SEVERE, errorMessage); 
            System.out.println(errorMessage); 
            System.exit(1); 
        } catch (FileNotFoundException fileError) { 
            String errorMessage = "File not found: " + photo; 
            logger.log(Level.SEVERE, errorMessage); 
            System.out.println(errorMessage); 
            System.exit(1); 
        } catch (IOException fileError) { 
            String errorMessage = "Input output exception: " + 
 fileError.getMessage(); 
            logger.log(Level.SEVERE, errorMessage); 
            System.out.println(errorMessage); 
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            System.exit(1); 
        } catch (AmazonS3Exception s3Error) { 
            String errorMessage = "S3 error: " + s3Error.getErrorMessage(); 
            logger.log(Level.SEVERE, errorMessage); 
            System.out.println(errorMessage); 
            System.exit(1); 
        } 

    }
}

Java V2

次のコード例では、イメージ内の境界ボックスとイメージレベルのラベルを表示します。

ローカルイメージを解析するには、プログラムを実行し、次のコマンドライン引数を指定しま
す。

• projectVersionArn— イメージを解析する先のモデルの ARN。
• photo— ローカルイメージファイルの名前と場所。

S3 バケットに保存されているイメージを分析するには、プログラムを実行し、次のコマンドライ
ン引数を指定します。

• イメージを解析する先のモデルの ARN。
• ステップ 4 で使用した S3 バケット内のイメージの名前と場所。
• ステップ 4 で使用したイメージが含まれている Amazon S3 バケット。

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

package com.example.rekognition;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.core.ResponseBytes;
import software.amazon.awssdk.core.SdkBytes;
import software.amazon.awssdk.core.sync.ResponseTransformer;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.S3Object;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Image;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DetectCustomLabelsRequest;
import 
 software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DetectCustomLabelsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.CustomLabel;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.BoundingBox;

import software.amazon.awssdk.services.s3.S3Client;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.GetObjectRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.GetObjectResponse;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.NoSuchBucketException;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.NoSuchKeyException;

import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;
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import java.io.InputStream;
import java.util.List;

import java.awt.*;
import java.awt.font.FontRenderContext;
import java.awt.image.BufferedImage;
import javax.imageio.ImageIO;
import javax.swing.*;

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

// Calls DetectCustomLabels on an image. Displays bounding boxes or
// image level labels found in the image.
public class ShowCustomLabels extends JPanel { 

    private transient BufferedImage image; 
    private transient DetectCustomLabelsResponse response; 
    private transient Dimension dimension; 
    public static final Logger logger = 
 Logger.getLogger(ShowCustomLabels.class.getName()); 

    // Finds custom labels in an image stored in an S3 bucket. 
    public ShowCustomLabels(RekognitionClient rekClient, 
            S3Client s3client, 
            String projectVersionArn, 
            String bucket, 
            String key, 
            Float minConfidence) throws RekognitionException, 
 NoSuchBucketException, NoSuchKeyException, IOException { 

        logger.log(Level.INFO, "Processing S3 bucket: {0} image {1}", new Object[] 
 { bucket, key }); 
        // Get image from S3 bucket and create BufferedImage 
        GetObjectRequest requestObject = 
 GetObjectRequest.builder().bucket(bucket).key(key).build(); 
        ResponseBytes<GetObjectResponse> result = s3client.getObject(requestObject, 
 ResponseTransformer.toBytes()); 
        ByteArrayInputStream bis = new ByteArrayInputStream(result.asByteArray()); 
        image = ImageIO.read(bis); 

        // Set image size 
        setWindowDimensions(); 

        // Construct request parameter for DetectCustomLabels 
        S3Object s3Object = S3Object.builder().bucket(bucket).name(key).build(); 

        Image s3Image = Image.builder().s3Object(s3Object).build(); 

        DetectCustomLabelsRequest request = 
 DetectCustomLabelsRequest.builder().image(s3Image) 
                
 .projectVersionArn(projectVersionArn).minConfidence(minConfidence).build(); 

        response = rekClient.detectCustomLabels(request); 
        logFoundLabels(response.customLabels()); 
        drawLabels(); 

    } 

    // Finds custom label in a local image file. 
    public ShowCustomLabels(RekognitionClient rekClient, 
            String projectVersionArn, 
            String photo, 
            Float minConfidence) 
            throws IOException, RekognitionException { 
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        logger.log(Level.INFO, "Processing local file: {0}", photo); 
        // Get image bytes and buffered image 
        InputStream sourceStream = new FileInputStream(new File(photo)); 
        SdkBytes imageBytes = SdkBytes.fromInputStream(sourceStream); 
        ByteArrayInputStream inputStream = new 
 ByteArrayInputStream(imageBytes.asByteArray()); 
        image = ImageIO.read(inputStream); 

        setWindowDimensions(); 

        // Construct request parameter for DetectCustomLabels 
        Image localImageBytes = Image.builder().bytes(imageBytes).build(); 

        DetectCustomLabelsRequest request = 
 DetectCustomLabelsRequest.builder().image(localImageBytes) 
                
 .projectVersionArn(projectVersionArn).minConfidence(minConfidence).build(); 

        response = rekClient.detectCustomLabels(request); 

        logFoundLabels(response.customLabels()); 
        drawLabels(); 

    } 

    // 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; 
        if (image.getWidth() < dimension.width) { 
            dimension.width = image.getWidth(); 
        } 
        dimension.height = (int) dimension.getHeight() / 2; 

        if (image.getHeight() < dimension.height) { 
            dimension.height = image.getHeight(); 
        } 

        setPreferredSize(dimension); 

    } 

    // Draws bounding boxes (if present) and label text. 
    public void drawLabels() { 

        int boundingBoxBorderWidth = 5; 
        int imageHeight = image.getHeight(this); 
        int imageWidth = image.getWidth(this); 

        // Set up drawing 
        Graphics2D g2d = image.createGraphics(); 
        g2d.setColor(Color.GREEN); 
        g2d.setFont(new Font("Tahoma", Font.PLAIN, 50)); 
        Font font = g2d.getFont(); 
        FontRenderContext frc = g2d.getFontRenderContext(); 
        g2d.setStroke(new BasicStroke(boundingBoxBorderWidth)); 

        List<CustomLabel> customLabels = response.customLabels(); 

        int imageLevelLabelHeight = 0; 
        for (CustomLabel customLabel : customLabels) { 

            String label = customLabel.name(); 
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            int textWidth = (int) (font.getStringBounds(label, frc).getWidth()); 
            int textHeight = (int) (font.getStringBounds(label, frc).getHeight()); 

            // Draw bounding box, if present 
            if (customLabel.geometry() != null) { 

                BoundingBox box = customLabel.geometry().boundingBox(); 
                float left = imageWidth * box.left(); 
                float top = imageHeight * box.top(); 

                // Draw black rectangle 
                g2d.setColor(Color.BLACK); 
                g2d.fillRect(Math.round(left + (boundingBoxBorderWidth)), 
 Math.round(top + (boundingBoxBorderWidth)), 
                        textWidth + boundingBoxBorderWidth, textHeight + 
 boundingBoxBorderWidth); 

                // Write label onto black rectangle 
                g2d.setColor(Color.GREEN); 
                g2d.drawString(label, left + boundingBoxBorderWidth, (top + 
 textHeight)); 

                // Draw bounding box around label location 
                g2d.drawRect(Math.round(left), Math.round(top), 
 Math.round((imageWidth * box.width())), 
                        Math.round((imageHeight * box.height()))); 
            } 
            // Draw image level labels. 
            else { 
                // Draw black rectangle 
                g2d.setColor(Color.BLACK); 
                g2d.fillRect(10, 10 + imageLevelLabelHeight, textWidth, 
 textHeight); 
                g2d.setColor(Color.GREEN); 
                g2d.drawString(label, 10, textHeight + imageLevelLabelHeight); 

                imageLevelLabelHeight += textHeight; 
            } 

        } 
        g2d.dispose(); 

    } 

    // Log the labels found by DetectCustomLabels 
    private void logFoundLabels(List<CustomLabel> customLabels) { 
        logger.info("Custom labels found:"); 
        if (customLabels.isEmpty()) { 
            logger.log(Level.INFO, "No Custom Labels found. Consider lowering min 
 confidence."); 

        } 
        else { 
        for (CustomLabel customLabel : customLabels) { 
            logger.log(Level.INFO, " Label: {0} Confidence: {1}", 
                    new Object[] { customLabel.name(), 
 customLabel.confidence() } ); 
            } 
        } 
    } 

    // Draws the image containing the bounding boxes and labels. 
    @Override 
    public void paintComponent(Graphics g) { 

        Graphics2D g2d = (Graphics2D) g; // Create a Java2D version of g. 
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        // Draw the image. 
        g2d.drawImage(image, 0, 0, dimension.width, dimension.height, this); 

    } 

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

        String photo = null; 
        String bucket = null; 
        String projectVersionArn = null; 

        final String USAGE = "\n" + "Usage: " + "<model_arn> <image> <bucket>\n\n" 
 + "Where:\n" 
                + "   model_arn - The ARN of the model that you want to use. \n\n" 
                + "   image - The location of the image on your local file system 
 or within an S3 bucket.\n\n" 
                + "   bucket - The S3 bucket that contains the image. Don't specify 
 if image is local.\n\n"; 

        // Collect the arguments. If 3 arguments are present, the image is assumed 
 to be 
        // in an S3 bucket. 

        if (args.length < 2 || args.length > 3) { 
            System.out.println(USAGE); 
            System.exit(1); 
        } 

        projectVersionArn = args[0]; 
        photo = args[1]; 

        if (args.length == 3) { 
            bucket = args[2]; 
        } 

        float minConfidence = 50; 

        ShowCustomLabels panel = null; 

        try { 
            // Get the Rekognition client 

            // Get the Rekognition client. 
            RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder() 
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("custom-labels-
access")) 
            .region(Region.US_WEST_2) 
            .build(); 

            S3Client s3Client = S3Client.builder() 
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("custom-labels-
access")) 
            .region(Region.US_WEST_2) 
            .build(); 

            // Create frame and panel. 
            JFrame frame = new JFrame("Custom Labels"); 
            frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 

            if (args.length == 2) { 
                // Analyze local image 
                panel = new ShowCustomLabels(rekClient, projectVersionArn, photo, 
 minConfidence); 
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            } else { 
                // Analyze image in S3 bucket 
                panel = new ShowCustomLabels(rekClient, s3Client, 
 projectVersionArn, bucket, photo, minConfidence); 
            } 

            frame.setContentPane(panel); 
            frame.pack(); 
            frame.setVisible(true); 

        } catch (RekognitionException rekError) { 

            String errorMessage = "Rekognition client error: " + 
 rekError.getMessage(); 
            logger.log(Level.SEVERE, errorMessage); 
            System.out.println(errorMessage); 
            System.exit(1); 
        } catch (FileNotFoundException fileError) { 
            String errorMessage = "File not found: " + photo; 
            logger.log(Level.SEVERE, errorMessage); 
            System.out.println(errorMessage); 
            System.exit(1); 
        } catch (IOException fileError) { 
            String errorMessage = "Input output exception: " + 
 fileError.getMessage(); 
            logger.log(Level.SEVERE, errorMessage); 
            System.out.println(errorMessage); 
            System.exit(1); 
        } catch (NoSuchKeyException bucketError) { 
            String errorMessage = String.format("Image not found: %s in bucket 
 %s.", photo, bucket); 
            logger.log(Level.SEVERE, errorMessage); 
            System.out.println(errorMessage); 
            System.exit(1); 
        } catch (NoSuchBucketException bucketError) { 
            String errorMessage = "Bucket not found: " + bucket; 
            logger.log(Level.SEVERE, errorMessage); 
            System.out.println(errorMessage); 
            System.exit(1); 
        } 

    }
}

DetectCustomLabels オペレーションリクエスト
DetectCustomLabels オペレーションでは、入力イメージを base64 でエンコードされたバイト配列、
または Amazon S3 バケットに保存されたイメージとして指定します。以下の JSON リクエストの例で
は、 Amazon S3 からロードしたイメージを表示します。

{ 
    "ProjectVersionArn": "string",  
     "Image":{  
        "S3Object":{ 
            "Bucket":"string", 
            "Name":"string", 
            "Version":"string" 
         } 
    }, 
    "MinConfidence": 90, 
    "MaxLabels": 10,
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}

DetectCustomLabels オペレーションレスポンス
DetectCustomLabelsオペレーションからの次の JSON 応答は、次の図で検出されたカスタムラベルを
示しています。

{ 
    "CustomLabels": [ 
        { 
            "Name": "MyLogo", 
            "Confidence": 77.7729721069336, 
            "Geometry": { 
                "BoundingBox": { 
                    "Width": 0.198987677693367, 
                    "Height": 0.31296101212501526, 
                    "Left": 0.07924537360668182, 
                    "Top": 0.4037395715713501 
                } 
            } 
        } 
    ]
}
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プロジェクトの管理

Amazon Rekognition カスタムラベル
例

このセクションでは、Amazon Rekognition カスタムラベルモデルのトレーニングと使用に使用するワーク
フローの概要を説明します。また、AWS SDK を使用してモデルをトレーニングおよび使用するための概
要情報も含まれています。

新しい Amazon Rekognition カスタムラベルプロ
ジェクトの管理

Amazon Rekognition カスタムラベルでは、プロジェクトを使用して特定のユースケース用に作成したモ
デルを管理します。プロジェクトは、データセット、モデルトレーニング、モデルバージョン、モデル評
価、およびプロジェクトモデルの実行を管理します。

トピック
• 新しい Amazon Rekognition カスタムラベルプロジェクトを削除する (p. 224)
• プロジェクトの説明 (SDK) (p. 231)
• を使ったプロジェクトの作成AWS CloudFormation (p. 235)

新しい Amazon Rekognition カスタムラベルプロジェ
クトを削除する
プロジェクトを削除するには、Amazon Rekognition コンソールを使用するか DeleteProjectAPI を呼び出
します。プロジェクトを削除するには、まず、関連する各モデルを削除する必要があります。削除したプ
ロジェクトまたはモデルは、削除を取り消すことはできません。

トピック
• 新しい Amazon Rekognition カスタムラベルプロジェクトを削除する (コンソール) (p. 224)
• 新しい Amazon Rekognition カスタムラベルプロジェクトの削除 (SDK) (p. 226)

新しい Amazon Rekognition カスタムラベルプロジェクトを削除
する (コンソール)
プロジェクトページからプロジェクトを削除するか、プロジェクトの詳細ページからプロジェクトを削除
できます。次の手順は、[project] (プロジェクト) ページを使用してプロジェクトを削除する方法を示して
います。

Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールは、プロジェクトの削除中に関連するモデルとデータセッ
トを自動的に削除します。プロジェクトの実行中またはトレーニング中の場合は、プロジェクトを削除で
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きません。実行中のモデルを停止するには、「新しい Amazon Rekognition カスタムラベルモデル (SDK) 
の停止 (p. 197) 」を参照してください。モデルがトレーニング中の場合は、プロジェクトを削除する前に
終了するまで待ちます。

プロジェクトを削除するには (コンソール)

1. Amazon Rekognition コンソールを https://console.aws.amazon.com/rekognition/ で開きます。
2. [カスタムラベルを使用] を選択します。
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) ページで、削除するプロジェクトの横のボタンを選択します。

6. ページの上部で、[Delete] (削除) を選択します。「プロジェクトの削除」ダイアログ・ボックスが表
示されます。

7. プロジェクトに関連モデルがない場合:

a. プロジェクトを削除するには、delete と入力します。
b. [削除] を選択してプロジェクトを削除します。

8. プロジェクトに関連するモデルまたはデータセットがある場合:

a. delete と入力し、データセットの削除を確認します。
b. モデルにデータセット、モデル、またはその両方があるかどうかに応じて、[関連モデルの削除] 

または [関連するデータセットの削除] または [関連するデータセットとモデルの削除] のいずれか
を選択します。モデルの削除が完了するまでに時間がかかる場合があります。

Note

コンソールは、トレーニング中または実行中のモデルを削除できません。リストされて
いる実行中のモデルをすべて停止してからもう一度試し、トレーニングとしてリストさ
れているモデルが終了するまで待ってください。
モデルの削除中にダイアログボックスを閉じても、モデルは引き続き削除されます。後
で、この手順を繰り返してプロジェクトを削除できます。
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c. delete と入力し、プロジェクトを削除することを確認します。
d. [削除] を選択してプロジェクトを削除します。

新しい Amazon Rekognition カスタムラベルプロジェクトの削除 
(SDK)
新しい Amazon Rekognition カスタムラベルプロジェクトを削除するにはDeleteProject、削除する
プロジェクトの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。AWSアカウント内のプロジェクト
の ARN を確認するには、までお電話くださいDescribeProjects。ProjectDescriptionレスポンスには
オブジェクトの配列が含まれます。プロジェクト ARNProjectArn がフィールドです。プロジェ
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クト名を使用して、プロジェクトの ARN を識別できます。例えば、arn:aws:rekognition:us-
east-1:123456789010:project/project name/1234567890123。

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と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、「新しい Amazon Rekognition カスタムラベルモデルの削除 
(SDK) (p. 276)」および「データセットの削除 (p. 270)」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 DescribeProjects 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設定していない場合は、インストールして設定していない場合は、AWS 
CLIAWS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 をセッ
トアップする (p. 9)」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-arn の値を削除するプロジェクトの名前に変更します。

aws rekognition delete-project --project-arn project_arn \ 
  --profile custom-labels-access 
                         

Python

以下のコードを使用します。以下のコマンドラインパラメータを指定します。

• project_arn— 削除するプロジェクトの ARN。

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

"""
Purpose
Amazon Rekognition Custom Labels project example used in the service documentation:
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/customlabels-dg/mp-delete-
project.html
Shows how to delete an existing Amazon Rekognition Custom Labels project.  
You must first delete any models and datasets that belong to the project.
"""

import argparse
import logging
import time
import boto3

from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

def find_forward_slash(input_string, n): 
    """ 
    Returns the location of '/' after n number of occurences.  
    :param input_string: The string you want to search 
    : n: the occurence that you want to find. 
    """ 
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    position = input_string.find('/') 
    while position >= 0 and n > 1: 
        position = input_string.find('/', position + 1) 
        n -= 1 
    return position

def delete_project(rek_client, project_arn): 
    """ 
    Deletes an Amazon Rekognition Custom Labels project. 
    :param rek_client: The Amazon Rekognition Custom Labels Boto3 client. 
    :param project_arn: The ARN of the project that you want to delete. 
    """ 

    try: 
        # Delete the project 
        logger.info("Deleting project: %s", project_arn) 

        response = rek_client.delete_project(ProjectArn=project_arn) 

        logger.info("project status: %s",response['Status']) 

        deleted = False 

        logger.info("waiting for project deletion: %s", project_arn) 

        # Get the project name 
        start = find_forward_slash(project_arn, 1) + 1 
        end = find_forward_slash(project_arn, 2) 
        project_name = project_arn[start:end] 

        project_names = [project_name] 

        while deleted is False: 

            project_descriptions = rek_client.describe_projects( 
                ProjectNames=project_names)['ProjectDescriptions'] 

            if len(project_descriptions) == 0: 
                deleted = True 

            else: 
                time.sleep(5) 

        logger.info("project deleted: %s",project_arn) 

        return True 

    except ClientError as err: 
        logger.exception( 
            "Couldn't delete project - %s: %s", 
            project_arn, err.response['Error']['Message']) 
        raise

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

    parser.add_argument( 
        "project_arn", help="The ARN of the project that you want to delete." 
    )
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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() 

        print(f"Deleting project: {args.project_arn}") 

        # Delete the project. 
        session = boto3.Session(profile_name='custom-labels-access') 
        rekognition_client = session.client("rekognition") 

        delete_project(rekognition_client, 
                       args.project_arn) 

        print(f"Finished deleting project: {args.project_arn}") 

    except ClientError as err: 
        error_message = f"Problem deleting project: {err}" 
        logger.exception(error_message) 
        print(error_message)

if __name__ == "__main__": 
    main()

Java V2

以下のコードを使用します。以下のコマンドラインパラメータを指定します。

• project_arn— 削除するプロジェクトの ARN。

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

package com.example.rekognition;

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

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DeleteProjectRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DeleteProjectResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeProjectsRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeProjectsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.ProjectDescription;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;

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

    public static void deleteMyProject(RekognitionClient rekClient, String 
 projectArn) throws InterruptedException { 

        try { 

            logger.log(Level.INFO, "Deleting project: {0}", projectArn); 

            // Delete the project 

            DeleteProjectRequest deleteProjectRequest = 
 DeleteProjectRequest.builder().projectArn(projectArn).build(); 
            DeleteProjectResponse response = 
 rekClient.deleteProject(deleteProjectRequest); 

            logger.log(Level.INFO, "Status: {0}", response.status()); 

            // Wait until deletion finishes 

            Boolean deleted = false; 

            do { 

        DescribeProjectsRequest describeProjectsRequest = 
 DescribeProjectsRequest.builder().build(); 
                    DescribeProjectsResponse describeResponse = 
 rekClient.describeProjects(describeProjectsRequest); 
                    List<ProjectDescription> projectDescriptions = 
 describeResponse.projectDescriptions(); 

                    deleted = true; 

                    for (ProjectDescription projectDescription : 
 projectDescriptions) { 

                        if (Objects.equals(projectDescription.projectArn(), 
 projectArn)) { 
                            deleted = false; 
                            logger.log(Level.INFO, "Not deleted: {0}", 
 projectDescription.projectArn()); 
                            Thread.sleep(5000); 
                            break; 
                        } 
                    } 

            } while (Boolean.FALSE.equals(deleted)); 

            logger.log(Level.INFO, "Project deleted: {0} ", projectArn); 

        } catch ( 

        RekognitionException e) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Client error occurred: {0}", e.getMessage()); 
            throw e; 
        } 

    } 

    public static void main(String[] args) { 

        final String USAGE = "\n" + "Usage: " + "<project_arn>\n\n" + "Where:\n" 
             + "   project_arn - The ARN of the project that you want to delete.\n
\n"; 
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        if (args.length != 1) { 
             System.out.println(USAGE); 
          System.exit(1); 
        } 

        String projectArn = args[0]; 

        try { 

            RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder() 
                .region(Region.US_WEST_2) 
                .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("custom-
labels-access")) 
                .build(); 

            // Delete the project. 
            deleteMyProject(rekClient, projectArn); 

            System.out.println(String.format("Project deleted: %s", projectArn)); 

            rekClient.close(); 

        } catch (RekognitionException rekError) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Rekognition client error: {0}", 
 rekError.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 

        catch (InterruptedException intError) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Exception while sleeping: {0}", 
 intError.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

}

プロジェクトの説明 (SDK)
DescribeProjectsAPI を使用して、プロジェクトに関する情報を取得できます。

プロジェクトを説明するには (SDK)

1. まだをインストールして設定していない場合は、インストールして設定していない場合は、AWS 
CLIAWS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 をセッ
トアップする (p. 9)」を参照してください。

2. 次のサンプルコードを使用して、プロジェクトを説明します。project_name説明するプロジェクト
の名前に置き換えます。指定しない場合は--project-names、すべてのプロジェクトの説明が返さ
れます。

AWS CLI

aws rekognition describe-projects --project-names project_name \ 
  --profile custom-labels-access

Python

以下のコードを使用します。以下のコマンドラインパラメータを指定します。
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• project_name — 説明するプロジェクトの名前。名前を指定しない場合は、すべてのプロジェク
トの説明が返されます。

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

"""
Purpose
Shows how to describe an Amazon Rekognition Custom Labels project.
"""
import argparse
import logging
import json
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

def display_project_info(project): 
    """ 
    Displays information about a Custom Labels project. 
    :param project: The project that you want to display information about. 
    """ 
    print(f"Arn: {project['ProjectArn']}") 
    print(f"Status: {project['Status']}") 

    if len(project['Datasets']) == 0: 
        print("Datasets: None") 
    else: 
        print("Datasets:") 

    for dataset in project['Datasets']: 
        print(f"\tCreated: {str(dataset['CreationTimestamp'])}") 
        print(f"\tType: {dataset['DatasetType']}") 
        print(f"\tARN: {dataset['DatasetArn']}") 
        print(f"\tStatus: {dataset['Status']}") 
        print(f"\tStatus message: {dataset['StatusMessage']}") 
        print(f"\tStatus code: {dataset['StatusMessageCode']}") 
        print() 
    print()

def describe_projects(rek_client, project_name): 
    """ 
    Describes an Amazon Rekognition Custom Labels project, or all projects. 
    :param rek_client: The Amazon Rekognition Custom Labels Boto3 client. 
    :param project_name: The project you want to describe. Pass None to describe 
 all projects. 
    """ 

    try: 
        # Describe the project 
        if project_name is None: 
            logger.info("Describing all projects.") 
        else: 
            logger.info("Describing project: %s.",project_name) 

        if project_name is None: 
            response = rek_client.describe_projects() 
        else: 
            project_names = json.loads('["' + project_name + '"]') 
            response = rek_client.describe_projects(ProjectNames=project_names) 
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        print('Projects\n--------') 
        if len(response['ProjectDescriptions']) == 0: 
            print("Project(s) not found.") 
        else: 
            for project in response['ProjectDescriptions']: 
                display_project_info(project) 

        logger.info("Finished project description.") 

    except ClientError as err: 
        logger.exception( 
            "Couldn't describe project - %s: %s", 
            project_name,err.response['Error']['Message'] ) 
        raise

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

    parser.add_argument( 
        "--project_name",  help="The name of the project that you want to 
 describe.", required=False 
    )

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() 

        print(f"Describing projects: {args.project_name}") 

        # Describe the project. 
        session = boto3.Session(profile_name='custom-labels-access') 
        rekognition_client = session.client("rekognition") 

        describe_projects(rekognition_client, 
                          args.project_name) 

        if args.project_name is None: 
            print("Finished describing all projects.") 
        else: 
            print("Finished describing project %s.", args.project_name) 

    except ClientError as err: 
        error_message = f"Problem describing project: {err}" 
        logger.exception(error_message) 
        print(error_message)

if __name__ == "__main__": 
    main()
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Java V2

以下のコードを使用します。以下のコマンドラインパラメータを指定します。

• project_name— 説明するプロジェクトの ARN。名前を指定しない場合は、すべてのプロ
ジェクトの説明が返されます。

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

package com.example.rekognition;

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

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DatasetMetadata;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeProjectsRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeProjectsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.ProjectDescription;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;

public class DescribeProjects { 

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

    public static void describeMyProjects(RekognitionClient rekClient, String 
 projectName) { 

        DescribeProjectsRequest descProjects = null; 

        // If a single project name is supplied, build projectNames argument 

        List<String> projectNames = new ArrayList<String>(); 

        if (projectName == null) { 
            descProjects = DescribeProjectsRequest.builder().build(); 
        } else { 
            projectNames.add(projectName); 
            descProjects = 
 DescribeProjectsRequest.builder().projectNames(projectNames).build(); 
        } 

        // Display useful information for each project. 

        DescribeProjectsResponse resp = rekClient.describeProjects(descProjects); 

        for (ProjectDescription projectDescription : resp.projectDescriptions()) { 

            System.out.println("ARN: " + projectDescription.projectArn()); 
            System.out.println("Status: " + projectDescription.statusAsString()); 
            if (projectDescription.hasDatasets()) { 
                for (DatasetMetadata datasetDescription : 
 projectDescription.datasets()) { 
                    System.out.println("\tdataset Type: " + 
 datasetDescription.datasetTypeAsString()); 
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                    System.out.println("\tdataset ARN: " + 
 datasetDescription.datasetArn()); 
                    System.out.println("\tdataset Status: " + 
 datasetDescription.statusAsString()); 
                } 
            } 
            System.out.println(); 
        } 

    } 

    public static void main(String[] args) { 

        String projectArn = null; 

        // Get command line arguments 

        final String USAGE = "\n" + "Usage: " + "<project_name>\n\n" + "Where:\n" 
                + "   project_name - (Optional) The name of the project that you 
 want to describe. If not specified, all projects " 
                + "are described.\n\n"; 

        if (args.length > 1) { 
            System.out.println(USAGE); 
            System.exit(1); 
        } 

        if (args.length == 1) { 
            projectArn = args[0]; 
        } 

        try { 

            // Get the Rekognition client 
            RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder() 
                .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("custom-
labels-access")) 
                .region(Region.US_WEST_2) 
                .build(); 
             
            // Describe projects 

            describeMyProjects(rekClient, projectArn); 

            rekClient.close(); 

        } catch (RekognitionException rekError) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Rekognition client error: {0}", 
 rekError.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 

    }

}

を使ったプロジェクトの作成AWS CloudFormation
Amazon Rekognition カスタムラベルは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。
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AWS CloudFormationを使用して、Amazon Rekognition カスタムラベル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。

を使用するとAWS CloudFormation、テンプレートを再利用して Amazon Rekognition カスタムラベルプロ
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、AWS同じプロ
ジェクトを複数のリージョンで何度でもプロビジョニングできます。

新しい Amazon RekognitionAWS CloudFormation カスタムラベ
ルとテンプレート
Amazon Rekognition カスタムラベル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。

Amazon Rekognition カスタムラベルプロジェクトのリファレンス (JSON テンプレートと YAML テンプ
レートの例を含む) については、「Rekognition リソースタイプのリファレンス」を参照してください。

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

データセットの管理
データセットには、モデルのトレーニングまたは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。このセクションのトピックでは、Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールとAWS SDK 
を使用してデータセットを管理する方法を示します。

トピック
• プロジェクトへのデータセットの追加 (p. 236)
• データセットへの画像の追加 (p. 243)
• 既存のデータセットを使用したデータセットの作成 (SDK) (p. 249)
• データセットの説明 (SDK) (p. 255)
• データセットエントリのリスト (SDK) (p. 259)
• トレーニングデータセットの配布 (SDK) (p. 263)
• データセットの削除 (p. 270)

プロジェクトへのデータセットの追加
既存のプロジェクトに追加できます。既存のデータセットを置き換える場合は、まず既存のデータセット
を削除します。詳細については、「データセットの削除 (p. 270)」を参照してください。次に、新しい
データセットを追加します。
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トピック
• プロジェクトへのデータセットの追加 (コンソール) (p. 237)
• プロジェクトへのデータセットの追加 (SDK) (p. 237)

プロジェクトへのデータセットの追加 (コンソール)
Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールを使用して、トレーニングデータセットまたはテストデー
タセットをプロジェクトに追加できます。

プロジェクトにデータセットを追加するには

1. Amazon Rekognition コンソールを https://console.aws.amazon.com/rekognition/ で開きます。
2. 左のペインで [Use カスタムラベルを使用します] を選択します。Amazon Rekognition カスタムラベ

ルのランディングページが表示されます。
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. データセットを追加する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 [Datasets] (データセットセット) を選択

します。
6. プロジェクトに既存のデータセットがない場合は、データセットの作成ページが表示されます。次の

コマンドを実行します

a. データセットの作成ページで、画像ソース情報を入力します。詳細については、「the section 
called “画像を含むデータセットの作成” (p. 67)」を参照してください。

b. [Project] を選択します。
7. プロジェクトに既存のデータセット (トレーニングまたはテスト) がある場合は、プロジェクトの詳細

ページが表示されます。次のコマンドを実行します

a. [Actions] ページで、[Actions] を選択します。
b. トレーニングデータセットを追加する場合は、[トレーニングデータセットの作成] を選択しま

す。
c. テストデータセットを追加する場合は、[テストデータセットの作成] を選択します。
d. データセットの作成ページで、画像ソース情報を入力します。詳細については、「the section 

called “画像を含むデータセットの作成” (p. 67)」を参照してください。
e. [Project] を選択します。

8. データセットに画像を追加します。詳細については、「画像をさらに追加する (コンソー
ル) (p. 243)」を参照してください。

9. データセットにラベルを追加します。詳細については、「新しいラベルを追加 (コンソー
ル) (p. 108)」を参照してください。

10. イメージにラベルを追加します。画像レベルのラベルを追加する場合は、を参照してくださいthe 
section called “画像への画像レベルのラベルの割り当て” (p. 110)。バウンディングボックスを追加す
る場合は、を参照してくださいバウンディングボックスでオブジェクトにラベルを付ける (p. 112)。
詳細については、「目的とするデータセット (p. 63)」を参照してください。

プロジェクトへのデータセットの追加 (SDK)
次の方法で、既存のプロジェクトに列車またはテストデータセットを追加できます。

• 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ます。詳細については、「 SageMaker Ground 
Truth 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. 73)」を参照してください。
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• 空のデータセットを作成し、後でそのデータセットを設定します。次のコード例は、空のデータセッ
ト。空のデータセットを作成した後にエントリを追加するには、を参照してくださいデータセットへの
画像の追加 (p. 243)。

データセットをプロジェクトに追加するには (SDK)

1. まだをインストールして設定していない場合は、AWS CLIAWS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 をセットアップする (p. 9)」を参照してくださ
い。

2. 次の例を使用して、JSON 行をデータセットに追加します。

CLI

project_arnデータセットセットを追加するプロジェクトに置き換えま
す。dataset_typeTRAINをに置き換えてトレーニングデータセットを作成するかTEST、テスト
データセットを作成します。

aws rekognition create-dataset --project-arn project_arn \ 
  --dataset-type dataset_type \ 
  --profile custom-labels-access

Python

次のコードを使用して、データセットを作成します。次のコマンドラインオプションを入力しま
す。

• project_arn— テストデータセットを追加するプロジェクトの ARN。
• type— 作成するデータセットの種類の種類に合わせます。(train または test)

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

import argparse
import logging
import time
import boto3

from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

def create_empty_dataset(rek_client, project_arn, dataset_type): 
    """ 
    Creates an empty Amazon Rekognition Custom Labels dataset. 
    :param rek_client: The Amazon Rekognition Custom Labels Boto3 client. 
    :param project_arn: The ARN of the project in which you want to create a 
 dataset. 
    :param dataset_type: The type of the dataset that you want to create (train or 
 test). 
    """ 

    try: 
        #Create the dataset. 
        logger.info("Creating empty %s dataset for project %s", 
            dataset_type, project_arn) 

        dataset_type=dataset_type.upper() 

        response = rek_client.create_dataset( 
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            ProjectArn=project_arn, DatasetType=dataset_type 
        ) 

        dataset_arn=response['DatasetArn'] 

        logger.info("dataset ARN: %s", dataset_arn) 

        finished=False 
        while finished is False: 

            dataset=rek_client.describe_dataset(DatasetArn=dataset_arn) 

            status=dataset['DatasetDescription']['Status'] 
             
            if status == "CREATE_IN_PROGRESS": 
                 
                logger.info(("Creating dataset: %s ", dataset_arn)) 
                time.sleep(5) 
                continue 

            if status == "CREATE_COMPLETE": 
                logger.info("Dataset created: %s", dataset_arn) 
                finished=True 
                continue 

            if status == "CREATE_FAILED": 
                error_message = f"Dataset creation failed: {status} : 
 {dataset_arn}" 
                logger.exception(error_message) 
                raise Exception(error_message) 
                 
            error_message = f"Failed. Unexpected state for dataset creation: 
 {status} : {dataset_arn}" 
            logger.exception(error_message) 
            raise Exception(error_message) 
             
        return dataset_arn 
        
    except ClientError as err:   
        logger.exception("Couldn't create dataset: %s", err.response['Error']
['Message']) 
        raise

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

    parser.add_argument( 
        "project_arn", help="The ARN of the project in which you want to create the 
 empty dataset." 
    ) 

    parser.add_argument( 
        "dataset_type", help="The type of the empty dataset that you want to create 
 (train or test)." 
    )

def main(): 

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

    try: 
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        # Get command line arguments. 
        parser = argparse.ArgumentParser(usage=argparse.SUPPRESS) 
        add_arguments(parser) 
        args = parser.parse_args() 

        print(f"Creating empty {args.dataset_type} dataset for project 
 {args.project_arn}") 

        # Create the empty dataset. 
        session = boto3.Session(profile_name='custom-labels-access') 
        rekognition_client = session.client("rekognition") 

        dataset_arn=create_empty_dataset(rekognition_client,  
            args.project_arn, 
            args.dataset_type.lower()) 

        print(f"Finished creating empty dataset: {dataset_arn}") 

    except ClientError as err: 
        logger.exception("Problem creating empty dataset: %s", err) 
        print(f"Problem creating empty dataset: {err}") 
    except Exception as err: 
        logger.exception("Problem creating empty dataset: %s", err) 
        print(f"Problem creating empty dataset: {err}")

if __name__ == "__main__": 
    main()     
   

Java V2

次のコードを使用して、データセットを作成します。次のコマンドラインオプションを入力しま
す。

• project_arn— テストデータセットを追加するプロジェクトの ARN。
• type— 作成するデータセットの種類の種類に合わせます。(train または test)

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

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.CreateDatasetRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.CreateDatasetResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DatasetDescription;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DatasetStatus;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DatasetType;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeDatasetRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeDatasetResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;

import java.net.URI;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

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

    public static String createMyEmptyDataset(RekognitionClient rekClient, String 
 projectArn, String datasetType) 
            throws Exception, RekognitionException { 

        try { 

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

            DatasetType requestDatasetType = null; 

            switch (datasetType) { 
            case "train": 
                requestDatasetType = DatasetType.TRAIN; 
                break; 
            case "test": 
                requestDatasetType = DatasetType.TEST; 
                break; 
            default: 
                logger.log(Level.SEVERE, "Unrecognized dataset type: {0}", 
 datasetType); 
                throw new Exception("Unrecognized dataset type: " + datasetType); 

            } 

            CreateDatasetRequest createDatasetRequest = 
 CreateDatasetRequest.builder().projectArn(projectArn) 
                    .datasetType(requestDatasetType).build(); 

            CreateDatasetResponse response = 
 rekClient.createDataset(createDatasetRequest); 

            boolean created = false; 
             
            //Wait until updates finishes 

            do { 

                DescribeDatasetRequest describeDatasetRequest = 
 DescribeDatasetRequest.builder() 
                        .datasetArn(response.datasetArn()).build(); 
                DescribeDatasetResponse describeDatasetResponse = 
 rekClient.describeDataset(describeDatasetRequest); 

                DatasetDescription datasetDescription = 
 describeDatasetResponse.datasetDescription(); 

                DatasetStatus status = datasetDescription.status(); 

                logger.log(Level.INFO, "Creating dataset ARN: {0} ", 
 response.datasetArn()); 

                switch (status) { 

                case CREATE_COMPLETE: 
                    logger.log(Level.INFO, "Dataset created"); 
                    created = true; 
                    break; 

                case CREATE_IN_PROGRESS: 
                    Thread.sleep(5000); 
                    break; 
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                case CREATE_FAILED: 
                    String error = "Dataset creation failed: " + 
 datasetDescription.statusAsString() + " " 
                            + datasetDescription.statusMessage() + " " + 
 response.datasetArn(); 
                    logger.log(Level.SEVERE, error); 
                    throw new Exception(error); 

                default: 
                    String unexpectedError = "Unexpected creation state: " + 
 datasetDescription.statusAsString() + " " 
                            + datasetDescription.statusMessage() + " " + 
 response.datasetArn(); 
                    logger.log(Level.SEVERE, unexpectedError); 
                    throw new Exception(unexpectedError); 
                } 

            } while (created == false); 

            return response.datasetArn(); 

        } catch (RekognitionException e) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Could not create dataset: {0}", 
 e.getMessage()); 
            throw e; 
        } 

    } 

    public static void main(String args[]) { 

        String datasetType = null; 
        String datasetArn = null; 
        String projectArn = null; 

        final String USAGE = "\n" + "Usage: " + "<project_arn> <dataset_type>\n\n" 
 + "Where:\n" 
                + "   project_arn - the ARN of the project that you want to add 
 copy the datast to.\n\n" 
                + "   dataset_type - the type of the empty dataset that you want to 
 create (train or test).\n\n"; 
               

        if (args.length != 2) { 
            System.out.println(USAGE); 
            System.exit(1); 
        } 

        projectArn = args[0]; 
        datasetType = args[1]; 
         
        try { 

            // Get the Rekognition client 
            RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder() 
                .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("custom-
labels-access")) 
                .region(Region.US_WEST_2) 
                .build(); 

            // Create the dataset 
            datasetArn = createMyEmptyDataset(rekClient, projectArn, datasetType); 
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            System.out.println(String.format("Created dataset: %s", datasetArn)); 

            rekClient.close(); 

        } catch (RekognitionException rekError) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Rekognition client error: {0}", 
 rekError.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } catch (Exception rekError) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Error: {0}", rekError.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 

    }

}

3. データセットに画像を追加します。詳細については、「画像をさらに追加する (SDK) (p. 244)」を参
照してください。

データセットへの画像の追加
Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールを使用するかUpdateDatasetEntries API を呼び出す
ことができます。

トピック
• 画像をさらに追加する (コンソール) (p. 243)
• 画像をさらに追加する (SDK) (p. 244)

画像をさらに追加する (コンソール)
Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールを使用するときは、ローカルコンピュータから画像をアッ
プロードします。画像は、データセットの作成に使用された画像が保存されている Amazon S3 バケット
の場所 (コンソールまたは外部) に追加されます。

データセットに画像を追加するには (コンソール)

1. Amazon Rekognition コンソールを https://console.aws.amazon.com/rekognition/ で開きます。
2. 左のペインで [Use カスタムラベルを使用します] を選択します。Amazon Rekognition カスタムラベ

ルのランディングページが表示されます。
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. 使用する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 [Datasaset] (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、画像を追加するデータセットを選択します。
7. 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。
8. [Upload images] (画像をアップロード) を選択します。
9. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。
10. 画像にラベルを付けます。詳細については、「画像にラベルを付ける (p. 108)」を参照してくださ

い。
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画像をさらに追加する (SDK)
UpdateDatasetEntriesマニフェストファイルに JSON 行を更新または追加します。JSON 
行を byte64GroundTruth でエンコードされたデータオブジェクトとしてフィールドに渡しま
す。AWSUpdateDatasetEntriesSDKを使用してデータをエンコードします。各 JSON 行には、割り当
てられたラベルやバウンディングボックス情報など、1 つの画像に関する情報が含まれています。例:

{"source-ref":"s3://bucket/image","BB":{"annotations":
[{"left":1849,"top":1039,"width":422,"height":283,"class_id":0},
{"left":1849,"top":1340,"width":443,"height":415,"class_id":1},
{"left":2637,"top":1380,"width":676,"height":338,"class_id":2},
{"left":2634,"top":1051,"width":673,"height":338,"class_id":3}],"image_size":
[{"width":4000,"height":2667,"depth":3}]},"BB-metadata":{"job-name":"labeling-job/
BB","class-map":
{"0":"comparator","1":"pot_resistor","2":"ir_phototransistor","3":"ir_led"},"human-
annotated":"yes","objects":[{"confidence":1},{"confidence":1},{"confidence":1},
{"confidence":1}],"creation-date":"2021-06-22T10:11:18.006Z","type":"groundtruth/object-
detection"}}

詳細については、「マニフェストファイルの作成 (p. 81)」を参照してください。

source-refフィールドを使用して、更新する画像を識別します。source-refデータセットに一致する
フィールド値が含まれていない場合、JSON 行が新しい画像として追加されます。

データセットに画像を追加するには (SDK)

1. まだをインストールして設定していない場合は、AWS CLIAWS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 をセットアップする (p. 9)」を参照してくださ
い。

2. 次の例を使用して、JSON 行をデータセットに追加します。

CLI

の値は、GroundTruth実際に使用するJSONラインに置き換えます。JSON 行内の特殊文字はす
べてエスケープする必要があります。

aws rekognition update-dataset-entries\ 
  --dataset-arn dataset_arn \ 
  --changes '{"GroundTruth" : "{\"source-ref\":\"s3://your_bucket/your_image
\",\"BB\":{\"annotations\":[{\"left\":1776,\"top\":1017,\"width\":458,\"height
\":317,\"class_id\":0},{\"left\":1797,\"top\":1334,\"width\":418,\"height\":415,
\"class_id\":1},{\"left\":2597,\"top\":1361,\"width\":655,\"height\":329,\"class_id
\":2},{\"left\":2581,\"top\":1020,\"width\":689,\"height\":338,\"class_id\":3}],
\"image_size\":[{\"width\":4000,\"height\":2667,\"depth\":3}]},\"BB-metadata\":
{\"job-name\":\"labeling-job/BB\",\"class-map\":{\"0\":\"comparator\",\"1\":
\"pot_resistor\",\"2\":\"ir_phototransistor\",\"3\":\"ir_led\"},\"human-annotated
\":\"yes\",\"objects\":[{\"confidence\":1},{\"confidence\":1},{\"confidence\":1},
{\"confidence\":1}],\"creation-date\":\"2021-06-22T10:10:48.492Z\",\"type\":
\"groundtruth/object-detection\"}}" }' \ 
  --cli-binary-format raw-in-base64-out \ 
  --profile custom-labels-access

Python

以下のコードを使用します。以下のコマンドラインパラメータを指定します。

• dataset_arn — 更新するデータセットの ARN。
• updates_file — JSON ラインの更新を含むファイル。
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# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

"""
Purpose
Shows how to add entries to an Amazon Rekognition Custom Labels dataset.
"""

import argparse
import logging
import time
import json
import boto3

from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

def update_dataset_entries(rek_client, dataset_arn, updates_file): 
    """ 
    Adds dataset entries to an Amazon Rekognition Custom Labels dataset.     
    :param rek_client: The Amazon Rekognition Custom Labels Boto3 client. 
    :param dataset_arn: The ARN of the dataset that yuo want to update. 
    :param updates_file: The manifest file of JSON Lines that contains the 
 updates.  
    """ 

    try: 
        status="" 
        status_message="" 

        # Update dataset entries. 
        logger.info("Updating dataset %s", dataset_arn) 

        with open(updates_file) as f: 
            manifest_file = f.read() 

         
        changes=json.loads('{ "GroundTruth" : ' + 
            json.dumps(manifest_file) +  
            '}') 
         
        rek_client.update_dataset_entries( 
            Changes=changes, DatasetArn=dataset_arn 
        ) 

        finished=False 
        while finished is False: 

            dataset=rek_client.describe_dataset(DatasetArn=dataset_arn) 

            status=dataset['DatasetDescription']['Status'] 
            status_message=dataset['DatasetDescription']['StatusMessage'] 
             
            if status == "UPDATE_IN_PROGRESS": 
                 
                logger.info("Updating dataset: %s ", dataset_arn) 
                time.sleep(5) 
                continue 

            if status == "UPDATE_COMPLETE": 
                logger.info("Dataset updated: %s : %s : %s", 
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                    status, status_message, dataset_arn) 
                finished=True 
                continue 

            if status == "UPDATE_FAILED": 
                error_message = f"Dataset update failed: {status} : 
 {status_message} : {dataset_arn}" 
                logger.exception(error_message) 
                raise Exception (error_message) 
                 
            error_message = f"Failed. Unexpected state for dataset update: 
 {status} : {status_message} : {dataset_arn}" 
            logger.exception(error_message) 
            raise Exception(error_message) 
             
        logger.info("Added entries to dataset") 
         
        return status, status_message 
    
     
    except ClientError as err:   
        logger.exception("Couldn't update dataset: %s", err.response['Error']
['Message']) 
        raise

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

    parser.add_argument( 
        "dataset_arn", help="The ARN of the dataset that you want to update." 
    ) 

    parser.add_argument( 
        "updates_file", help="The manifest file of JSON Lines that contains the 
 updates." 
    )

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() 

        print(f"Updating dataset {args.dataset_arn} with entries from 
 {args.updates_file}.") 

        # Update the dataset. 
        session = boto3.Session(profile_name='custom-labels-access') 
        rekognition_client = session.client("rekognition") 

        status, status_message=update_dataset_entries(rekognition_client,  
            args.dataset_arn, 
            args.updates_file) 

        print(f"Finished updates dataset: {status} : {status_message}") 

    except ClientError as err: 
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        logger.exception("Problem updating dataset: %s", err) 
        print(f"Problem updating dataset: {err}") 

    except Exception as err: 
        logger.exception("Problem updating dataset: %s", err) 
        print(f"Problem updating dataset: {err}")

if __name__ == "__main__": 
    main()     
   

Java V2

• dataset_arn — 更新するデータセットの ARN。
• 更新ファイル — JSON ラインの更新を含むファイル。

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

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.core.SdkBytes;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DatasetChanges;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DatasetDescription;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DatasetStatus;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeDatasetRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeDatasetResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
import 
 software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.UpdateDatasetEntriesRequest;
import 
 software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.UpdateDatasetEntriesResponse;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.InputStream;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

public class UpdateDatasetEntries { 

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

    public static String updateMyDataset(RekognitionClient rekClient, String 
 datasetArn, 
            String updateFile             
            ) throws Exception, RekognitionException { 

        try { 

            logger.log(Level.INFO, "Updating dataset {0}", 
                    new Object[] { datasetArn}); 

            InputStream sourceStream = new FileInputStream(updateFile); 
            SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromInputStream(sourceStream); 
             
            DatasetChanges datasetChanges = DatasetChanges.builder() 
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                    .groundTruth(sourceBytes).build(); 

            UpdateDatasetEntriesRequest updateDatasetEntriesRequest = 
 UpdateDatasetEntriesRequest.builder() 
                    .changes(datasetChanges) 
                    .datasetArn(datasetArn) 
                    .build(); 
             
            UpdateDatasetEntriesResponse response = 
 rekClient.updateDatasetEntries(updateDatasetEntriesRequest); 

            boolean updated = false; 
             
            //Wait until update completes 

            do { 

                DescribeDatasetRequest describeDatasetRequest = 
 DescribeDatasetRequest.builder() 
                        .datasetArn(datasetArn).build(); 
                DescribeDatasetResponse describeDatasetResponse = 
 rekClient.describeDataset(describeDatasetRequest); 

                DatasetDescription datasetDescription = 
 describeDatasetResponse.datasetDescription(); 

                DatasetStatus status = datasetDescription.status(); 

                logger.log(Level.INFO, " dataset ARN: {0} ", datasetArn); 

                switch (status) { 

                case UPDATE_COMPLETE: 
                    logger.log(Level.INFO, "Dataset updated"); 
                    updated = true; 
                    break; 

                case UPDATE_IN_PROGRESS: 
                    Thread.sleep(5000); 
                    break; 

                case UPDATE_FAILED: 
                    String error = "Dataset update failed: " + 
 datasetDescription.statusAsString() + " " 
                            + datasetDescription.statusMessage() + " " + 
 datasetArn; 
                    logger.log(Level.SEVERE, error); 
                    throw new Exception(error); 

                default: 
                    String unexpectedError = "Unexpected update state: " + 
 datasetDescription.statusAsString() + " " 
                            + datasetDescription.statusMessage() + " " + 
 datasetArn; 
                    logger.log(Level.SEVERE, unexpectedError); 
                    throw new Exception(unexpectedError); 
                } 

            } while (updated == false); 

            return datasetArn; 

        } catch (RekognitionException e) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Could not update dataset: {0}", 
 e.getMessage()); 
            throw e; 
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        } 

    } 

    public static void main(String args[]) { 

        String updatesFile = null; 
        String datasetArn = null; 

        final String USAGE = "\n" + "Usage: " + "<project_arn> <dataset_arn> 
 <updates_file>\n\n" + "Where:\n" 
                + "   dataset_arn - the ARN of the dataset that you want to update.
\n\n" 
                + "   update_file - The file that includes in JSON Line updates.\n
\n"; 

        if (args.length != 2) { 
            System.out.println(USAGE); 
            System.exit(1); 
        } 

        datasetArn = args[0]; 
        updatesFile = args[1]; 

        try { 

            // Get the Rekognition client. 
            RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder() 
                .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("custom-
labels-access")) 
                .region(Region.US_WEST_2) 
                .build(); 

             // Update the dataset 
            datasetArn = updateMyDataset(rekClient, datasetArn, updatesFile); 

            System.out.println(String.format("Dataset updated: %s", datasetArn)); 

            rekClient.close(); 

        } catch (RekognitionException rekError) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Rekognition client error: {0}", 
 rekError.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } catch (Exception rekError) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Error: {0}", rekError.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 

    }

}

既存のデータセットを使用したデータセットの作成 
(SDK)
以下の手順は、CreateDataset操作を使用して、既存のデータセットを使用してデータセットを作成する方
法を示しています。
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1. まだをインストールして設定していない場合は、AWS CLIAWS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 をセットアップする (p. 9)」を参照してくださ
い。

2. 次のサンプルコードを使用して、別のデータセットをコピーしてデータセットを作成します。

AWS CLI

次のコードを使用して、データセットを作成します。以下に置き換えます:

• project_arn— データセットを追加するプロジェクトの ARN。
• dataset_type— プロジェクトで作成するデータセット (TRAINまたはTEST) のタイプを指定

します。
• dataset_arn— コピーするデータセットの ARN を入力します。

aws rekognition create-dataset --project-arn project_arn \ 
  --dataset-type dataset_type \ 
  --dataset-source '{ "DatasetArn" : "dataset_arn" }' \ 
  --profile custom-labels-access

Python

次の例では、既存のデータセットを使用してデータセットを作成し、その ARN を表示します。

このプログラムを実行するには、次のコマンドライン引数を入力します。

• project_arn— 使用するプロジェクトの ARN。
• dataset_type— 作成するプロジェクトデータセットのタイプ (trainまたはtest)。
• dataset_arn— データセットを作成するデータセットの ARN。

# Copyright 2023 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-custom-labels-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

import argparse
import logging
import time
import json
import boto3

from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

def create_dataset_from_existing_dataset(rek_client, project_arn, dataset_type, 
 dataset_arn): 
    """ 
    Creates an Amazon Rekognition Custom Labels dataset using an existing dataset. 
    :param rek_client: The Amazon Rekognition Custom Labels Boto3 client. 
    :param project_arn: The ARN of the project in which you want to create a 
 dataset. 
    :param dataset_type: The type of the dataset that you want to create (train or 
 test). 
    :param dataset_arn: The ARN of the existing dataset that you want to use. 
    """ 

    try: 
        # Create the dataset 
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        dataset_type=dataset_type.upper() 

        logger.info( 
            "Creating %s dataset for project %s from dataset %s.", 
                dataset_type,project_arn, dataset_arn) 

        dataset_source = json.loads( 
            '{ "DatasetArn": "' + dataset_arn + '"}' 
        ) 

        response = rek_client.create_dataset( 
            ProjectArn=project_arn, DatasetType=dataset_type, 
 DatasetSource=dataset_source 
        ) 

        dataset_arn = response['DatasetArn'] 

        logger.info("New dataset ARN: %s", dataset_arn) 

        finished = False 
        while finished is False: 

            dataset = rek_client.describe_dataset(DatasetArn=dataset_arn) 

            status = dataset['DatasetDescription']['Status'] 

            if status == "CREATE_IN_PROGRESS": 

                logger.info(("Creating dataset: %s ", dataset_arn)) 
                time.sleep(5) 
                continue 

            if status == "CREATE_COMPLETE": 
                logger.info("Dataset created: %s", dataset_arn) 
                finished = True 
                continue 

            if status == "CREATE_FAILED": 
                error_message = f"Dataset creation failed: {status} : 
 {dataset_arn}" 
                logger.exception(error_message) 
                raise Exception(error_message) 

            error_message = f"Failed. Unexpected state for dataset creation: 
 {status} : {dataset_arn}" 
            logger.exception(error_message) 
            raise Exception(error_message) 

        return dataset_arn 

    except ClientError as err: 
        logger.exception( 
            "Couldn't create dataset: %s",err.response['Error']['Message'] ) 
        raise

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

    parser.add_argument( 
        "project_arn", help="The ARN of the project in which you want to create the 
 dataset." 
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    ) 

    parser.add_argument( 
        "dataset_type", help="The type of the dataset that you want to create 
 (train or test)." 
    ) 

    parser.add_argument( 
        "dataset_arn", help="The ARN of the dataset that you want to copy from." 
    )

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() 

        print( 
            f"Creating {args.dataset_type} dataset for project {args.project_arn}") 

        # Create the dataset. 
        session = boto3.Session(profile_name='custom-labels-access') 
        rekognition_client = session.client("rekognition") 

        dataset_arn = create_dataset_from_existing_dataset(rekognition_client, 
                                     args.project_arn, 
                                     args.dataset_type, 
                                     args.dataset_arn) 

        print(f"Finished creating dataset: {dataset_arn}") 

    except ClientError as err: 
        logger.exception("Problem creating dataset: %s", err) 
        print(f"Problem creating dataset: {err}") 
    except Exception as err: 
        logger.exception("Problem creating dataset: %s", err) 
        print(f"Problem creating dataset: {err}")

if __name__ == "__main__": 
    main()

Java V2

次の例では、既存のデータセットを使用してデータセットを作成し、その ARN を表示します。

このプログラムを実行するには、次のコマンドライン引数を入力します。

• project_arn— 使用するプロジェクトの ARN。
• dataset_type— 作成するプロジェクトデータセットのタイプ (trainまたはtest)。
• dataset_arn— データセットを作成するデータセットの ARN。

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

package com.example.rekognition;

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.CreateDatasetRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.CreateDatasetResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DatasetDescription;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DatasetSource;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DatasetStatus;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DatasetType;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeDatasetRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeDatasetResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;

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

public class CreateDatasetExisting { 

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

    public static String createMyDataset(RekognitionClient rekClient, String 
 projectArn, String datasetType, 
            String existingDatasetArn) throws Exception, RekognitionException { 

        try { 

            logger.log(Level.INFO, "Creating {0} dataset for project : {1} from 
 dataset {2} ", 
                    new Object[] { datasetType.toString(), projectArn, 
 existingDatasetArn }); 

            DatasetType requestDatasetType = null; 

            switch (datasetType) { 
            case "train": 
                requestDatasetType = DatasetType.TRAIN; 
                break; 
            case "test": 
                requestDatasetType = DatasetType.TEST; 
                break; 
            default: 
                logger.log(Level.SEVERE, "Unrecognized dataset type: {0}", 
 datasetType); 
                throw new Exception("Unrecognized dataset type: " + datasetType); 

            } 

            DatasetSource datasetSource = 
 DatasetSource.builder().datasetArn(existingDatasetArn).build(); 

            CreateDatasetRequest createDatasetRequest = 
 CreateDatasetRequest.builder().projectArn(projectArn) 
                    
 .datasetType(requestDatasetType).datasetSource(datasetSource).build(); 

            CreateDatasetResponse response = 
 rekClient.createDataset(createDatasetRequest); 

            boolean created = false; 
             
            //Wait until create finishes 
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            do { 

                DescribeDatasetRequest describeDatasetRequest = 
 DescribeDatasetRequest.builder() 
                        .datasetArn(response.datasetArn()).build(); 
                DescribeDatasetResponse describeDatasetResponse = 
 rekClient.describeDataset(describeDatasetRequest); 

                DatasetDescription datasetDescription = 
 describeDatasetResponse.datasetDescription(); 

                DatasetStatus status = datasetDescription.status(); 

                logger.log(Level.INFO, "Creating dataset ARN: {0} ", 
 response.datasetArn()); 

                switch (status) { 

                case CREATE_COMPLETE: 
                    logger.log(Level.INFO, "Dataset created"); 
                    created = true; 
                    break; 

                case CREATE_IN_PROGRESS: 
                    Thread.sleep(5000); 
                    break; 

                case CREATE_FAILED: 
                    String error = "Dataset creation failed: " + 
 datasetDescription.statusAsString() + " " 
                            + datasetDescription.statusMessage() + " " + 
 response.datasetArn(); 
                    logger.log(Level.SEVERE, error); 
                    throw new Exception(error); 

                default: 
                    String unexpectedError = "Unexpected creation state: " + 
 datasetDescription.statusAsString() + " " 
                            + datasetDescription.statusMessage() + " " + 
 response.datasetArn(); 
                    logger.log(Level.SEVERE, unexpectedError); 
                    throw new Exception(unexpectedError); 
                } 

            } while (created == false); 

            return response.datasetArn(); 

        } catch (RekognitionException e) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Could not create dataset: {0}", 
 e.getMessage()); 
            throw e; 
        } 

    } 

    public static void main(String[] args) { 

        String datasetType = null; 
        String datasetArn = null; 
        String projectArn = null; 
        String datasetSourceArn = null; 

        final String USAGE = "\n" + "Usage: " + "<project_arn> <dataset_type> 
 <dataset_arn>\n\n" + "Where:\n" 
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                + "   project_arn - the ARN of the project that you want to add 
 copy the datast to.\n\n" 
                + "   dataset_type - the type of the dataset that you want to 
 create (train or test).\n\n" 
                + "   dataset_arn - the ARN of the dataset that you want to copy 
 from.\n\n"; 

        if (args.length != 3) { 
            System.out.println(USAGE); 
            System.exit(1); 
        } 

        projectArn = args[0]; 
        datasetType = args[1]; 
        datasetSourceArn = args[2]; 

        try { 

            // Get the Rekognition client 
            RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder() 
                .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("custom-
labels-access")) 
                .region(Region.US_WEST_2) 
                .build(); 

            // Create the dataset 
            datasetArn = createMyDataset(rekClient, projectArn, datasetType, 
 datasetSourceArn); 

            System.out.println(String.format("Created dataset: %s", datasetArn)); 

            rekClient.close(); 

        } catch (RekognitionException rekError) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Rekognition client error: {0}", 
 rekError.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } catch (Exception rekError) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Error: {0}", rekError.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 

    }

}

データセットの説明 (SDK)
DescribeDatasetAPI を使用して、データセットに関する情報を取得できます。

データセットを記述するには (SDK)

1. まだをインストールして設定していない場合は、AWS CLIAWS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 をセットアップする (p. 9)」を参照してくださ
い。

2. 次のサンプルコードを使用して、データセットを説明します。

AWS CLI

dataset-arnの値を記述したいデータセットの ARN に変更します。
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aws rekognition describe-dataset --dataset-arn dataset_arn \ 
  --profile custom-labels-access

Python

以下のコードを使用します。以下のコマンドラインパラメータを指定します。

• dataset _arn — 記述したいデータセットの ARN。

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

"""
Purpose
Shows how to describe an Amazon Rekognition Custom Labels dataset.
"""

import argparse
import logging
import boto3

from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

def describe_dataset(rek_client, dataset_arn): 
    """ 
    Describes an Amazon Rekognition Custom Labels dataset. 
    :param rek_client: The Amazon Rekognition Custom Labels Boto3 client. 
    :param dataset_arn: The ARN of the dataset that you want to describe. 

    """ 

    try: 
        # Describe the dataset 
        logger.info("Describing dataset %s", dataset_arn) 

        dataset = rek_client.describe_dataset(DatasetArn=dataset_arn) 

        description = dataset['DatasetDescription'] 

        print(f"Created: {str(description['CreationTimestamp'])}") 
        print(f"Updated: {str(description['LastUpdatedTimestamp'])}") 
        print(f"Status: {description['Status']}") 
        print(f"Status message: {description['StatusMessage']}") 
        print(f"Status code: {description['StatusMessageCode']}") 
        print("Stats:") 
        print( 
            f"\tLabeled entries: {description['DatasetStats']['LabeledEntries']}") 
        print( 
            f"\tTotal entries: {description['DatasetStats']['TotalEntries']}") 
        print(f"\tTotal labels: {description['DatasetStats']['TotalLabels']}") 

    except ClientError as err: 
        logger.exception("Couldn't describe dataset: %s", 
                         err.response['Error']['Message']) 
        raise

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

    parser.add_argument( 
        "dataset_arn", help="The ARN of the dataset that you want to describe." 
    )

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() 

        print(f"Describing dataset {args.dataset_arn}") 

        # Describe the dataset. 
        session = boto3.Session(profile_name='custom-labels-access') 
        rekognition_client = session.client("rekognition") 

        describe_dataset(rekognition_client, args.dataset_arn) 

        print(f"Finished describing dataset: {args.dataset_arn}") 

    except ClientError as err: 
        error_message=f"Problem describing dataset: {err}" 
        logger.exception(error_message) 
        print(error_message) 
    except Exception as err: 
        error_message = f"Problem describing dataset: {err}" 
        logger.exception(error_message) 
        print(error_message)

if __name__ == "__main__": 
    main()

Java V2

• dataset _arn — 記述したいデータセットの ARN。

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

package com.example.rekognition;

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DatasetDescription;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DatasetStats;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeDatasetRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeDatasetResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
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import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

public class DescribeDataset { 

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

    public static void describeMyDataset(RekognitionClient rekClient, String 
 datasetArn) { 

        try { 

            DescribeDatasetRequest describeDatasetRequest = 
 DescribeDatasetRequest.builder().datasetArn(datasetArn) 
                    .build(); 
            DescribeDatasetResponse describeDatasetResponse = 
 rekClient.describeDataset(describeDatasetRequest); 

            DatasetDescription datasetDescription = 
 describeDatasetResponse.datasetDescription(); 
            DatasetStats datasetStats = datasetDescription.datasetStats(); 

            System.out.println("ARN: " + datasetArn); 
            System.out.println("Created: " + 
 datasetDescription.creationTimestamp().toString()); 
            System.out.println("Updated: " + 
 datasetDescription.lastUpdatedTimestamp().toString()); 
            System.out.println("Status: " + datasetDescription.statusAsString()); 
            System.out.println("Message: " + datasetDescription.statusMessage()); 
            System.out.println("Total Labels: " + 
 datasetStats.totalLabels().toString()); 
            System.out.println("Total entries: " + 
 datasetStats.totalEntries().toString()); 
            System.out.println("Entries with labels: " + 
 datasetStats.labeledEntries().toString()); 
            System.out.println("Entries with at least 1 error: " + 
 datasetStats.errorEntries().toString()); 

        } catch (RekognitionException rekError) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Rekognition client error: {0}", 
 rekError.getMessage()); 
            throw rekError; 
        } 

    } 

    public static void main(String[] args) { 

        final String USAGE = "\n" + "Usage: " + "<dataset_arn>\n\n" + "Where:\n" 
                + "   dataset_arn - The ARN of the dataset that you want to 
 describe.\n\n"; 

        if (args.length != 1) { 
            System.out.println(USAGE); 
            System.exit(1); 
        } 

        String datasetArn = args[0]; 

        try { 

            // Get the Rekognition client. 
            RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder() 
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            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("custom-labels-
access")) 
            .region(Region.US_WEST_2) 
            .build(); 

             // Describe the dataset. 
            describeMyDataset(rekClient, datasetArn); 

            rekClient.close(); 

        } catch (RekognitionException rekError) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Rekognition client error: {0}", 
 rekError.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 

    }

}

データセットエントリのリスト (SDK)
ListDatasetEntriesAPI を使用して、データセット内の各画像の JSON 行を一覧表示できます。詳細
については、「マニフェストファイルの作成 (p. 81)」を参照してください。

データセットエントリを一覧表示するには (SDK)

1. まだをインストールして設定していない場合は、AWS CLIAWS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 をセットアップする (p. 9)」を参照してくださ
い。

2. 次のサンプルコードを使用して、データセット内のエントリを表示します。

AWS CLI

dataset-arnの値をリストするデータセットの ARN に変更します。

aws rekognition list-dataset-entries --dataset-arn dataset_arn \ 
  --profile custom-labels-access

エラーがある JSON 行のみを一覧表示するには、を指定しますhas-errors。

aws rekognition list-dataset-entries --dataset-arn dataset_arn \ 
  --has-errors \ 
  --profile custom-labels-access

Python

以下のコードを使用します。以下のコマンドラインパラメータを指定します。

• dataset _arn — リストしたいデータセットの ARN。
• show_errors_only —true エラーのみを表示するかどうかを指定します。 falseそうでなけれ

ば。

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

"""
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Purpose
Shows how to list the entries in an Amazon Rekognition Custom Labels dataset.
"""

import argparse
import logging
import boto3

from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

def list_dataset_entries(rek_client, dataset_arn, show_errors): 
    """ 
    Lists the entries in an Amazon Rekognition Custom Labels dataset. 
    :param rek_client: The Amazon Rekognition Custom Labels Boto3 client. 
    :param dataset_arn: The ARN of the dataet that you want to use. 
    """ 

    try: 
        # List the entries. 
        logger.info("Listing dataset entries for the dataset %s.", dataset_arn) 

        finished = False 
        count = 0 
        next_token = "" 
        show_errors_only = False 

        if show_errors.lower() == "true": 
            show_errors_only = True 

        while finished is False: 

            response = rek_client.list_dataset_entries( 
                DatasetArn=dataset_arn, 
                HasErrors=show_errors_only, 
                MaxResults=100, 
                NextToken=next_token) 

            count += len(response['DatasetEntries']) 

            for entry in response['DatasetEntries']: 
                print(entry) 

            if 'NextToken' not in response: 
                finished = True 
                logger.info("No more entries. Total:%s", count) 
            else: 
                next_token = next_token = response['NextToken'] 
                logger.info("Getting more entries. Total so far :%s", count) 

    except ClientError as err: 
        logger.exception( 
            "Couldn't list dataset: %s", 
             err.response['Error']['Message']) 
        raise

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

    parser.add_argument( 
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        "dataset_arn", help="The ARN of the dataset that you want to list." 

    ) 

    parser.add_argument( 
        "show_errors_only", help="true if you want to see errors only. false 
 otherwise." 
    )

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() 

        print(f"Listing entries for  dataset {args.dataset_arn}") 

        # List the dataset entries. 
        session = boto3.Session(profile_name='custom-labels-access') 
        rekognition_client = session.client("rekognition") 

        list_dataset_entries(rekognition_client, 
                             args.dataset_arn, 
                             args.show_errors_only) 

        print(f"Finished listing entries for dataset: {args.dataset_arn}") 

    except ClientError as err: 
        error_message = f"Problem listing dataset: {err}" 
        logger.exception(error_message) 
        print(error_message) 
    except Exception as err: 
        error_message = f"Problem listing dataset: {err}" 
        logger.exception(error_message) 
        print(error_message)

if __name__ == "__main__": 
    main()

Java V2

以下のコードを使用します。以下のコマンドラインパラメータを指定します。

• dataset _arn — リストしたいデータセットの ARN。
• show_errors_only —true エラーのみを表示するかどうかを指定します。 falseそうでなけれ

ば。

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

package com.example.rekognition;
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import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.ListDatasetEntriesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
import 
 software.amazon.awssdk.services.rekognition.paginators.ListDatasetEntriesIterable;

import java.net.URI;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

public class ListDatasetEntries { 

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

    public static void listMyDatasetEntries(RekognitionClient rekClient, String 
 datasetArn, boolean showErrorsOnly) 
            throws Exception, RekognitionException { 

        try { 

            logger.log(Level.INFO, "Listing dataset {0}", new Object[] 
 { datasetArn }); 

            ListDatasetEntriesRequest listDatasetEntriesRequest = 
 ListDatasetEntriesRequest.builder() 
                    
 .hasErrors(showErrorsOnly).datasetArn(datasetArn).maxResults(1).build(); 

            ListDatasetEntriesIterable datasetEntriesList = rekClient 
                    .listDatasetEntriesPaginator(listDatasetEntriesRequest); 

            datasetEntriesList.stream().flatMap(r -> r.datasetEntries().stream()) 
                    .forEach(datasetEntry -> 
 System.out.println(datasetEntry.toString())); 

        } catch (RekognitionException e) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Could not update dataset: {0}", 
 e.getMessage()); 
            throw e; 
        } 

    } 

    public static void main(String args[]) { 

        boolean showErrorsOnly = false; 
        String datasetArn = null; 

        final String USAGE = "\n" + "Usage: " + "<project_arn> <dataset_arn> 
 <updates_file>\n\n" + "Where:\n" 
                + "   dataset_arn - the ARN of the dataset that you want to update.
\n\n" 
                + "   show_errors_only - true to show only errors. false otherwise.
\n\n"; 

        if (args.length != 2) { 
            System.out.println(USAGE); 
            System.exit(1); 
        } 

        datasetArn = args[0]; 
        if (args[1].toLowerCase().equals("true")) { 
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            showErrorsOnly = true; 
        } 

        try { 

            // Get the Rekognition client. 
            RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder() 
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("custom-labels-
access")) 
            .region(Region.US_WEST_2) 
            .build(); 

             // list the dataset entries. 

            listMyDatasetEntries(rekClient, datasetArn, showErrorsOnly); 

            System.out.println(String.format("Finished listing entries for : %s", 
 datasetArn)); 

            rekClient.close(); 

        } catch (RekognitionException rekError) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Rekognition client error: {0}", 
 rekError.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } catch (Exception rekError) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Error: {0}", rekError.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 

    }

}

トレーニングデータセットの配布 (SDK)
Amazon Rekognition カスタムラベルには、モデルをトレーニングデータセットとテストデータセットが必
要です。

API を使用している場合は、API を使用してトレーニングデータセットの 20% を空のテストデータセット
に分散できます。DistributeDatasetEntriesトレーニングデータセットの配布は、使用可能なマニフェスト
ファイルが 1 つしかない場合に役立ちます。単一のマニフェストファイルを使用してトレーニングデータ
セットを作成します。次に、空のテストデータセットを作成し、DistributeDatasetEntriesを使用し
てテストデータセットにデータを入力します。

Note

Amazon Rekognition Custom Labels コンソールを使用して単一のデータセットプロジェクトか
ら始める場合、Amazon Rekognition Custom Labels はトレーニング中にトレーニングデータセッ
トを分割 (分配) してテストデータセットを作成します。トレーニングデータセットのエントリの 
20% がテストデータセットに移動されます。

トレーニングデータセット (SDK)

1. まだをインストールして設定していない場合は、AWS CLIAWS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 をセットアップする (p. 9)」を参照してくださ
い。

2. プロジェクトを作成します。詳細については、「Amazon Rekognition カスタムラベルのプロジェクト
を作成する (SDK) (p. 59)」を参照してください。
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3. トレーニングデータセットを作成します。データセットについては、「」を参照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の作成 (p. 62)。

4. 空のテストデータセットを作成します。
5. 次のコード例を使用して、トレーニングデータセットのエントリの 20% をテストデータセットに分散

します。を呼び出すことで Amazon リソースネーム (ARN) を取得できますDescribeProjects。サンプ
ルコードについては、「プロジェクトの説明 (SDK) (p. 231)」を参照してください。

AWS CLI

使用するデータセットの ARNStraining_dataset-arntest_dataset_arn の値とで変更し
ます。

aws rekognition distribute-dataset-entries --datasets ['{"Arn": 
 "training_dataset_arn"}, {"Arn": "test_dataset_arn"}'] \ 
  --profile custom-labels-access

Python

以下のコードを使用します。以下のコマンドラインパラメータを指定します。

• training_dataset_arn — エントリの配布元となるトレーニングデータセットの ARN。
• test_dataset_arn — エントリを配布するテストデータセットの ARN。

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

import argparse
import logging
import time
import json
import boto3

from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

def check_dataset_status(rek_client, dataset_arn): 
    """ 
    Checks the current status of a dataset. 
    :param rek_client: The Amazon Rekognition Custom Labels Boto3 client. 
    :param dataset_arn: The dataset that you want to check. 
    :return: The dataset status and status message. 
    """ 
    finished = False 
    status = "" 
    status_message = "" 

    while finished is False: 

        dataset = rek_client.describe_dataset(DatasetArn=dataset_arn) 

        status = dataset['DatasetDescription']['Status'] 
        status_message = dataset['DatasetDescription']['StatusMessage'] 

        if status == "UPDATE_IN_PROGRESS": 

            logger.info("Distributing dataset: %s ", dataset_arn) 
            time.sleep(5) 
            continue 
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        if status == "UPDATE_COMPLETE": 
            logger.info( 
                "Dataset distribution complete: %s : %s : %s", 
                    status, status_message, dataset_arn) 
            finished = True 
            continue 

        if status == "UPDATE_FAILED": 
            logger.exception( 
                "Dataset distribution failed: %s : %s : %s", 
                    status, status_message, dataset_arn) 
            finished = True 
            break 

        logger.exception( 
            "Failed. Unexpected state for dataset distribution: %s : %s : %s", 
            status, status_message, dataset_arn) 
        finished = True 
        status_message = "An unexpected error occurred while distributing the 
 dataset" 
        break 

    return status, status_message

def distribute_dataset_entries(rek_client, training_dataset_arn, test_dataset_arn): 
    """ 
    Distributes 20% of the supplied training dataset into the supplied test 
 dataset. 
    :param rek_client: The Amazon Rekognition Custom Labels Boto3 client. 
    :param training_dataset_arn: The ARN of the training dataset that you 
 distribute entries from. 
    :param test_dataset_arn: The ARN of the test dataset that you distribute 
 entries to. 
    """ 

    try: 
        # List dataset labels. 
        logger.info("Distributing training dataset entries (%s) into test dataset 
 (%s).", 
            training_dataset_arn,test_dataset_arn) 
                     

        datasets = json.loads( 
            '[{"Arn" : "' + str(training_dataset_arn) + '"},{"Arn" : "' + 
 str(test_dataset_arn) + '"}]') 

        rek_client.distribute_dataset_entries( 
            Datasets=datasets 
        ) 

        training_dataset_status, training_dataset_status_message = 
 check_dataset_status( 
            rek_client, training_dataset_arn) 
        test_dataset_status, test_dataset_status_message = check_dataset_status( 
            rek_client, test_dataset_arn) 

        if training_dataset_status == 'UPDATE_COMPLETE' and test_dataset_status == 
 "UPDATE_COMPLETE": 
            print("Distribution complete") 
        else: 
            print("Distribution failed:") 
            print( 
                f"\ttraining dataset: {training_dataset_status} : 
 {training_dataset_status_message}") 
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            print( 
                f"\ttest dataset: {test_dataset_status} : 
 {test_dataset_status_message}") 

    except ClientError as err: 
        logger.exception( 
            "Couldn't distribute dataset: %s",err.response['Error']['Message'] ) 
        raise

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

    parser.add_argument( 
        "training_dataset_arn", help="The ARN of the training dataset that you want 
 to distribute from." 
    ) 

    parser.add_argument( 
        "test_dataset_arn", help="The ARN of the test dataset that you want to 
 distribute to." 
    )

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() 

        print( 
            f"Distributing training dataset entries ({args.training_dataset_arn}) 
 "\ 
            f"into test dataset ({args.test_dataset_arn}).") 

        # Distribute the datasets. 

        session = boto3.Session(profile_name='custom-labels-access') 
        rekognition_client = session.client("rekognition") 

        distribute_dataset_entries(rekognition_client, 
                                   args.training_dataset_arn, 
                                   args.test_dataset_arn) 

        print("Finished distributing datasets.") 

    except ClientError as err: 
        logger.exception("Problem distributing datasets: %s", err) 
        print(f"Problem listing dataset labels: {err}") 
    except Exception as err: 
        logger.exception("Problem distributing datasets: %s", err) 
        print(f"Problem distributing datasets: {err}")

if __name__ == "__main__": 
    main()
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Java V2

以下のコードを使用します。以下のコマンドラインパラメータを指定します。

• training_dataset_arn — エントリの配布元となるトレーニングデータセットの ARN。
• test_dataset_arn — エントリを配布するテストデータセットの ARN。

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

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DatasetDescription;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DatasetStatus;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeDatasetRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeDatasetResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DistributeDataset;
import 
 software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DistributeDatasetEntriesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;

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

public class DistributeDatasetEntries { 

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

    public static DatasetStatus checkDatasetStatus(RekognitionClient rekClient, 
 String datasetArn) 
            throws Exception, RekognitionException { 

        boolean distributed = false; 
        DatasetStatus status = null; 

        // Wait until distribution completes 

        do { 

            DescribeDatasetRequest describeDatasetRequest = 
 DescribeDatasetRequest.builder().datasetArn(datasetArn) 
                    .build(); 
            DescribeDatasetResponse describeDatasetResponse = 
 rekClient.describeDataset(describeDatasetRequest); 

            DatasetDescription datasetDescription = 
 describeDatasetResponse.datasetDescription(); 

            status = datasetDescription.status(); 

            logger.log(Level.INFO, " dataset ARN: {0} ", datasetArn); 

            switch (status) { 

            case UPDATE_COMPLETE: 
                logger.log(Level.INFO, "Dataset updated"); 
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                distributed = true; 
                break; 

            case UPDATE_IN_PROGRESS: 
                Thread.sleep(5000); 
                break; 

            case UPDATE_FAILED: 
                String error = "Dataset distribution failed: " + 
 datasetDescription.statusAsString() + " " 
                        + datasetDescription.statusMessage() + " " + datasetArn; 
                logger.log(Level.SEVERE, error); 
                break; 

            default: 
                String unexpectedError = "Unexpected distribution state: " + 
 datasetDescription.statusAsString() + " " 
                        + datasetDescription.statusMessage() + " " + datasetArn; 
                logger.log(Level.SEVERE, unexpectedError); 

            } 

        } while (distributed == false); 

        return status; 

    } 

    public static void distributeMyDatasetEntries(RekognitionClient rekClient, 
 String trainingDatasetArn, 
            String testDatasetArn) throws Exception, RekognitionException { 

        try { 

            logger.log(Level.INFO, "Distributing {0} dataset to {1} ", 
                    new Object[] { trainingDatasetArn, testDatasetArn }); 

            DistributeDataset distributeTrainingDataset = 
 DistributeDataset.builder().arn(trainingDatasetArn).build(); 

            DistributeDataset distributeTestDataset = 
 DistributeDataset.builder().arn(testDatasetArn).build(); 

            ArrayList<DistributeDataset> datasets = new ArrayList(); 

            datasets.add(distributeTrainingDataset); 
            datasets.add(distributeTestDataset); 

            DistributeDatasetEntriesRequest distributeDatasetEntriesRequest = 
 DistributeDatasetEntriesRequest.builder() 
                    .datasets(datasets).build(); 

            rekClient.distributeDatasetEntries(distributeDatasetEntriesRequest); 

            DatasetStatus trainingStatus = checkDatasetStatus(rekClient, 
 trainingDatasetArn); 
            DatasetStatus testStatus = checkDatasetStatus(rekClient, 
 testDatasetArn); 

            if (trainingStatus == DatasetStatus.UPDATE_COMPLETE && testStatus == 
 DatasetStatus.UPDATE_COMPLETE) { 
                logger.log(Level.INFO, "Successfully distributed dataset: {0}", 
 trainingDatasetArn); 

            } else { 
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                throw new Exception("Failed to distribute dataset: " + 
 trainingDatasetArn); 
            } 

        } catch (RekognitionException e) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Could not distribute dataset: {0}", 
 e.getMessage()); 
            throw e; 
        } 

    } 

    public static void main(String[] args) { 

        String trainingDatasetArn = null; 
        String testDatasetArn = null; 

        final String USAGE = "\n" + "Usage: " + "<training_dataset_arn> 
 <test_dataset_arn>\n\n" + "Where:\n" 
                + "   training_dataset_arn - the ARN of the dataset that you want 
 to distribute from.\n\n" 
                + "   test_dataset_arn - the ARN of the dataset that you want to 
 distribute to.\n\n"; 

        if (args.length != 2) { 
            System.out.println(USAGE); 
            System.exit(1); 
        } 

        trainingDatasetArn = args[0]; 
        testDatasetArn = args[1]; 

        try { 

            // Get the Rekognition client. 
            RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder() 
                .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("custom-
labels-access")) 
                .region(Region.US_WEST_2) 
                .build(); 

            // Distribute the dataset 
            distributeMyDatasetEntries(rekClient, trainingDatasetArn, 
 testDatasetArn); 

            System.out.println("Datasets distributed."); 

            rekClient.close(); 

        } catch (RekognitionException rekError) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Rekognition client error: {0}", 
 rekError.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } catch (Exception rekError) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Error: {0}", rekError.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 

    }

}
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データセットの削除
プロジェクトからトレーニングデータセットとテストデータセットを削除できます。

トピック
• データセットの削除 (コンソール) (p. 270)
• Amazon Rekognition カスタムラベルデータセットの削除 (SDK) (p. 270)

データセットの削除 (コンソール)
データセットを削除するには、次の手順に従います。その後、プロジェクトに 1 つのデータセット (ト
レーニングまたはテスト) が残っている場合は、プロジェクトの詳細ページが表示されます。プロジェク
トに残りのデータセットがない場合は、データセットの作成ページが表示されます。

トレーニングデータセットを削除する場合、モデルをトレーニングする前に、プロジェクト用の新しいト
レーニングデータセットを作成する必要があります。詳細については、「画像を使ったトレーニングデー
タセットとテストデータセットの作成 (p. 67)」を参照してください。

テストデータセットを削除すると、新しいテストデータセットを作成せずにモデルをトレーニングできま
す。トレーニング中、トレーニングデータセットは分割され、プロジェクト用の新しいテストデータセッ
トが作成されます。トレーニングデータセットを分割すると、トレーニングに使用できる画像の数が減り
ます。品質を維持するために、モデルをトレーニングする前に新しいテストデータセットを作成すること
をお勧めします。詳細については、「プロジェクトへのデータセットの追加 (p. 236)」を参照してくださ
い。

データセットを削除するには

1. Amazon Rekognition コンソールを https://console.aws.amazon.com/rekognition/ で開きます。
2. 左のペインで [Use カスタムラベルを使用します] を選択します。Amazon Rekognition カスタムラベ

ルのランディングページが表示されます。
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. 削除するデータセット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 [Datasaset] (データセット) を選択しま

す。
6. アクションを選択
7. トレーニングデータセットを削除するには、[トレーニングデータセットの削除] を選択します。
8. テストデータセットを削除するには、[テストデータセットの削除] を選択します。
9. [トレーニングデータまたはテストデータセットの削除] ダイアログボックスに「delete」と入力して、

データセットの削除を確定します。
10. データセットを削除するには、[トレーニングデータセットまたはテストデータセットの削除] を選択

します。

Amazon Rekognition カスタムラベルデータセットの削除 (SDK)
Amazon Rekognition ネーム (ARN) DeleteDatasetを呼び出して指定するには、削除するデータセット
の Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。プロジェクト内のトレーニングデータセットとテス
トデータセットの ARN を取得するには、を呼び出しますDescribeProjects。ProjectDescriptionレスポン
スにはオブジェクトの配列が含まれます。データセット ARN (DatasetArn) とデータセットのタイプ 
(DatasetType)Datasets がリストにあります。

トレーニングデータセットを削除すると、モデルをトレーニングする前に、プロジェクト用の新しいト
レーニングデータセットを作成する必要があります。テストデータセットを削除した場合、モデルをト
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レーニングする前に新しいテストデータセットを作成する必要があります。詳細については、「プロジェ
クトへのデータセットの追加 (SDK) (p. 237)」を参照してください。

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設定していない場合は、AWS CLIAWS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 をセットアップする (p. 9)」を参照してくださ
い。

2. 次のコードを使用して、データセットを削除します。

AWS CLI

の値を削除するデータセットの ARNdataset-arn を使用して変更します。

aws rekognition delete-dataset --dataset-arn dataset-arn \ 
  --profile custom-labels-access

Python

以下のコードを使用します。以下のコマンドラインパラメータを指定します。

• dataset _arn — 削除するデータセットの ARN。

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

"""
Purpose
Shows how to delete an Amazon Rekognition Custom Labels dataset.
"""
import argparse
import logging
import time
import boto3

from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

def delete_dataset(rek_client, dataset_arn): 
    """ 
    Deletes an Amazon Rekognition Custom Labels dataset. 
    :param rek_client: The Amazon Rekognition Custom Labels Boto3 client. 
    :param dataset_arn: The ARN of the dataset that you want to delete. 
    """ 

    try: 
        # Delete the dataset, 
        logger.info("Deleting dataset: %s", dataset_arn) 

        rek_client.delete_dataset(DatasetArn=dataset_arn) 

        deleted = False 

        logger.info("waiting for dataset deletion %s", dataset_arn) 

        # Dataset might not be deleted yet, so wait. 
        while deleted is False: 
            try: 
                rek_client.describe_dataset(DatasetArn=dataset_arn) 
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                time.sleep(5) 
            except ClientError as err: 
                if err.response['Error']['Code'] == 'ResourceNotFoundException': 
                    logger.info("dataset deleted: %s", dataset_arn) 
                    deleted = True 
                else: 
                    raise 

        logger.info("dataset deleted: %s", dataset_arn) 

        return True 

    except ClientError as err: 
        logger.exception("Couldn't delete dataset - %s: %s", 
                         dataset_arn, err.response['Error']['Message']) 
        raise

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

    parser.add_argument( 
        "dataset_arn", help="The ARN of the dataset that you want to delete." 
    )

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() 

        print(f"Deleting dataset: {args.dataset_arn}") 

        # Delete the dataset. 
        session = boto3.Session(profile_name='custom-labels-access') 
        rekognition_client = session.client("rekognition") 

        delete_dataset(rekognition_client, 
                       args.dataset_arn) 

        print(f"Finished deleting dataset: {args.dataset_arn}") 

    except ClientError as err: 
        error_message = f"Problem deleting dataset: {err}" 
        logger.exception(error_message) 
        print(error_message)

if __name__ == "__main__": 
    main()

Java V2

以下のコードを使用します。以下のコマンドラインパラメータを指定します。
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• dataset _arn — 削除するデータセットの ARN。

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

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

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DeleteDatasetRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DeleteDatasetResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeDatasetRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;

public class DeleteDataset { 

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

    public static void deleteMyDataset(RekognitionClient rekClient, String 
 datasetArn) throws InterruptedException { 

        try { 

            logger.log(Level.INFO, "Deleting dataset: {0}", datasetArn); 

            // Delete the dataset 

            DeleteDatasetRequest deleteDatasetRequest = 
 DeleteDatasetRequest.builder().datasetArn(datasetArn).build(); 

            DeleteDatasetResponse response = 
 rekClient.deleteDataset(deleteDatasetRequest); 

            // Wait until deletion finishes 

            DescribeDatasetRequest describeDatasetRequest = 
 DescribeDatasetRequest.builder().datasetArn(datasetArn) 
                    .build(); 

            Boolean deleted = false; 

            do { 

                try { 

                    rekClient.describeDataset(describeDatasetRequest); 
                    Thread.sleep(5000); 
                } catch (RekognitionException e) { 
                    String errorCode = e.awsErrorDetails().errorCode(); 
                    if (errorCode.equals("ResourceNotFoundException")) { 
                        logger.log(Level.INFO, "Dataset deleted: {0}", datasetArn); 
                        deleted = true; 
                    } else { 
                        logger.log(Level.SEVERE, "Client error occurred: {0}", 
 e.getMessage()); 
                        throw e; 
                    } 
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                } 

            } while (Boolean.FALSE.equals(deleted)); 

            logger.log(Level.INFO, "Dataset deleted: {0} ", datasetArn); 

        } catch ( 

        RekognitionException e) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Client error occurred: {0}", e.getMessage()); 
            throw e; 
        } 

    } 

    public static void main(String args[]) { 

        final String USAGE = "\n" + "Usage: " + "<dataset_arn>\n\n" + "Where:\n" 
                + "   dataset_arn - The ARN of the dataset that you want to delete.
\n\n"; 

        if (args.length != 1) { 
            System.out.println(USAGE); 
            System.exit(1); 
        } 

        String datasetArn = args[0]; 

        try { 

            // Get the Rekognition client. 
            RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder() 
                .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("custom-
labels-access")) 
                .region(Region.US_WEST_2) 
                .build(); 

            // Delete the dataset 
            deleteMyDataset(rekClient, datasetArn); 

            System.out.println(String.format("Dataset deleted: %s", datasetArn)); 

            rekClient.close(); 

        } catch (RekognitionException rekError) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Rekognition client error: {0}", 
 rekError.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 

        catch (InterruptedException intError) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Exception while sleeping: {0}", 
 intError.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 

    }

}
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新しい Amazon Rekognition カスタムラベルモデル
の管理

Amazon Rekognition カスタムラベルモデルは、新しい画像に含まれるオブジェクト、シーン、コンセプト
の存在を予測する数学モデルです。これは、モデルのトレーニングに使用した画像からパターンを見つけ
ることによって行われます。このセクションでは、モデルをトレーニングする方法、パフォーマンスを評
価する方法、モデルを改善する方法を示します。また、モデルを使用できるようにする方法と、モデルが
不要になったときにモデルを削除する方法についても説明します。

トピック
• 新しい Amazon Rekognition カスタムラベルモデルの削除 (p. 275)
• モデルにタグを付ける (p. 281)
• モデルの説明 (SDK) (p. 286)
• 新しい Amazon Rekognition カスタムラベルモデルのコピー (SDK) (p. 291)

新しい Amazon Rekognition カスタムラベルモデルの
削除
Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールまたは DeleteProjectVersionAPI を使用して、モデルを削
除できます。実行中またはトレーニング中の場合は、モデルを削除できません。実行中のモデルを停止す
るには、StopProjectVersionAPI を使用します。詳細については、「新しい Amazon Rekognition カスタム
ラベルモデル (SDK) の停止 (p. 197)」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。

削除したモデルは元に戻せません。

トピック
• 新しい Amazon Rekognition カスタムラベルモデルの削除 (コンソール) (p. 275)
• 新しい Amazon Rekognition カスタムラベルモデルの削除 (SDK) (p. 276)

新しい Amazon Rekognition カスタムラベルモデルの削除 (コン
ソール)
次の手順では、プロジェクトの詳細ページからモデルを削除する方法を示します。モデルの詳細ページか
らモデルを削除することもできます。

モデルを削除するには (コンソール)

1. Amazon Rekognition コンソールを https://console.aws.amazon.com/rekognition/ で開きます。
2. [カスタムラベルを使用] を選択します。
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. 削除するモデルを含む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開きます。
6. [Models] (モデル) セクションで、削除したいモデルを選択します。

Note

モデルを選択できない場合、そのモデルは実行中かトレーニング中であり、削除できませ
ん。Status フィールドを確認して、実行中のモデルを停止してからもう一度試すか、トレー
ニングが終了するまでお待ちください。
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7. [モデルの削除] を選択すると、[モデルの削除] ダイアログボックスが表示されます。
8. delete と入力して、削除を確定します。
9. [削除] を選択してモデルを削除します。モデルの削除が完了するまでに時間がかかる場合がありま

す。

Note

モデルの削除中にダイアログボックスを閉じても、モデルは引き続き削除されます。

新しい Amazon Rekognition カスタムラベルモデルの削除 (SDK)
Amazon Rekognition カスタムラベルモデルを削除するにはDeleteProjectVersion、削除したいモデ
ルの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。モデル ARN は、Amazon Rekognition カスタム
ラベルコンソールのモデル詳細ページの「モデルを使用する」セクションから取得できます。また
は、DescribeProjectVersions電話して以下を提供してください。

• モデルが関連付けられているプロジェクト (ProjectArn) の ARN。
• モデルのバージョン名 (VersionNames)。

モデル ARN は、ProjectVersionArnProjectVersionDescriptionDescribeProjectVersionsレスポン
スから取得したオブジェクト内のフィールドです。

実行中またはトレーニング中の場合は、モデルを削除できません。モデルが実行中かトレーニング中かを
判断するには、DescribeProjectVersionsStatusProjectVersionDescriptionを呼び出してモデルのオブジェ
クトのフィールドを確認します。実行中のモデルを停止するには、StopProjectVersionAPI を使用します。
詳細については、「新しい Amazon Rekognition カスタムラベルモデル (SDK) の停止 (p. 197)」を参照し
てください。削除するには、モデルのトレーニングが完了するまで待つ必要があります。

モデルを削除するには (SDK)

1. まだをインストールして設定していない場合は、AWS CLIAWS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 をセットアップする (p. 9)」を参照してくださ
い。

2. モデルを削除するには、次のコードを使用します。

AWS CLI

project-version-arn の値を削除するプロジェクトの名前に変更します。

aws rekognition delete-project-version --project-version-arn model_arn \ 
  --profile custom-labels-access

Python

以下のコマンドラインパラメータを指定します。

• project_arn— 削除したいモデルを含むプロジェクトの ARN。
• model_arn— 削除するモデルバージョンの ARN。

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

"""
Purpose
Shows how to delete an existing Amazon Rekognition Custom Labels model.
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"""

import argparse
import logging
import time
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

def find_forward_slash(input_string, n): 
    """ 
    Returns the location of '/' after n number of occurences.  
    :param input_string: The string you want to search 
    : n: the occurence that you want to find. 
    """ 
    position = input_string.find('/') 
    while position >= 0 and n > 1: 
        position = input_string.find('/', position + 1) 
        n -= 1 
    return position

def delete_model(rek_client, project_arn, model_arn): 
    """ 
    Deletes an Amazon Rekognition Custom Labels model. 
    :param rek_client: The Amazon Rekognition Custom Labels Boto3 client. 
    :param model_arn: The ARN of the model version that you want to delete. 
    """ 

    try: 
        # Delete the model 
        logger.info("Deleting dataset: {%s}", model_arn) 

        rek_client.delete_project_version(ProjectVersionArn=model_arn) 

        # Get the model version name 
        start = find_forward_slash(model_arn, 3) + 1 
        end = find_forward_slash(model_arn, 4) 
        version_name = model_arn[start:end] 

        deleted = False 

        # model might not be deleted yet, so wait deletion finishes. 
        while deleted is False: 
            describe_response = 
 rek_client.describe_project_versions(ProjectArn=project_arn, 
                                                                     
 VersionNames=[version_name]) 
            if len(describe_response['ProjectVersionDescriptions']) == 0: 
                deleted = True 
            else: 
                logger.info("Waiting for model deletion %s", model_arn) 
                time.sleep(5) 

        logger.info("model deleted: %s", model_arn) 

        return True 

    except ClientError as err: 
        logger.exception("Couldn't delete model - %s: %s", 
                         model_arn, err.response['Error']['Message']) 
        raise
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def add_arguments(parser): 
    """ 
    Adds command line arguments to the parser. 
    :param parser: The command line parser. 
    """ 

    parser.add_argument( 
        "project_arn", help="The ARN of the project that contains the model that 
 you want to delete." 
    ) 

    parser.add_argument( 
        "model_arn", help="The ARN of the model version that you want to delete." 
    )

def confirm_model_deletion(model_arn): 
    """ 
    Confirms deletion of the model. Returns True if delete entered. 
    :param model_arn: The ARN of the model that you want to delete. 
    """ 
    print(f"Are you sure you wany to delete model {model_arn} ?\n", model_arn) 

    start = input("Enter delete to delete your model: ") 
    if start == "delete": 
        return True 
    else: 
        return False

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() 

        if confirm_model_deletion(args.model_arn) is True: 
            print(f"Deleting model: {args.model_arn}") 

            # Delete the model. 
            session = boto3.Session(profile_name='custom-labels-access') 
            rekognition_client = session.client("rekognition") 

            delete_model(rekognition_client, 
                         args.project_arn, 
                         args.model_arn) 

            print(f"Finished deleting model: {args.model_arn}") 
        else: 
            print(f"Not deleting model {args.model_arn}") 

    except ClientError as err: 
        print(f"Problem deleting model: {err}")

if __name__ == "__main__": 
    main()
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Java V2

• project_arn— 削除したいモデルを含むプロジェクトの ARN。
• model_arn— 削除するモデルバージョンの ARN。

//Copyright 2021 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-custom-labels-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

import java.net.URI;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;

import 
 software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DeleteProjectVersionRequest;
import 
 software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DeleteProjectVersionResponse;
import 
 software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeProjectVersionsRequest;
import 
 software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeProjectVersionsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;

public class DeleteModel { 

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

    public static int findForwardSlash(String modelArn, int n) { 

        int start = modelArn.indexOf('/'); 
        while (start >= 0 && n > 1) { 
            start = modelArn.indexOf('/', start + 1); 
            n -= 1; 
        } 
        return start; 

    } 

    public static void deleteMyModel(RekognitionClient rekClient, String 
 projectArn, String modelArn) 
            throws InterruptedException { 

        try { 

            logger.log(Level.INFO, "Deleting model: {0}", projectArn); 

            // Delete the model 

            DeleteProjectVersionRequest deleteProjectVersionRequest = 
 DeleteProjectVersionRequest.builder() 
                    .projectVersionArn(modelArn).build(); 

            DeleteProjectVersionResponse response = 
                    rekClient.deleteProjectVersion(deleteProjectVersionRequest); 

            logger.log(Level.INFO, "Status: {0}", response.status()); 

            // Get the model version 
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            int start = findForwardSlash(modelArn, 3) + 1; 
            int end = findForwardSlash(modelArn, 4); 

            String versionName = modelArn.substring(start, end); 

            Boolean deleted = false; 

            DescribeProjectVersionsRequest describeProjectVersionsRequest = 
 DescribeProjectVersionsRequest.builder() 
                    .projectArn(projectArn).versionNames(versionName).build(); 

            // Wait until model is deleted. 

            do { 

                DescribeProjectVersionsResponse describeProjectVersionsResponse = 
 rekClient 
                        .describeProjectVersions(describeProjectVersionsRequest); 

                if 
 (describeProjectVersionsResponse.projectVersionDescriptions().size()==0) { 
                    logger.log(Level.INFO, "Waiting for model deletion: {0}", 
 modelArn); 
                    Thread.sleep(5000); 
                } else { 
                    deleted = true; 
                    logger.log(Level.INFO, "Model deleted: {0}", modelArn); 
                } 
                 
            } while (Boolean.FALSE.equals(deleted)); 

            logger.log(Level.INFO, "Model deleted: {0}", modelArn); 

        } catch ( 

        RekognitionException e) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Client error occurred: {0}", e.getMessage()); 
            throw e; 
        } 

    } 

    public static void main(String args[]) { 

        final String USAGE = "\n" + "Usage: " + "<project_arn> <model_arn>\n\n" + 
 "Where:\n" 
                + "   project_arn - The ARN of the project that contains the model 
 that you want to delete.\n\n" 
                + "   model_version - The ARN of the model that you want to delete.
\n\n"; 

        if (args.length != 2) { 
            System.out.println(USAGE); 
            System.exit(1); 
        } 

        String projectArn = args[0]; 
        String modelVersion = args[1]; 

        try { 

            RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder().build(); 

            // Delete the model 
            deleteMyModel(rekClient, projectArn, modelVersion); 
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            System.out.println(String.format("model deleted: %s", modelVersion)); 

            rekClient.close(); 

        } catch (RekognitionException rekError) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Rekognition client error: {0}", 
 rekError.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 

        catch (InterruptedException intError) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Exception while sleeping: {0}", 
 intError.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 

    }

}

モデルにタグを付ける
タグを使用して、Amazon Rekognition 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、モデルの請求額を判断しやすくするに
は、Cost centerモデルにキーをタグ付けし、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、リソースタグ を使って AWS リソースへアクセスの制御 を参照します。

• 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、「トレーニングされた新しい新しい
新しい Amazon Rekognition カスタムラベルモデルの実行 (p. 186)」を参照してください。

Amazon Rekognition 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. 281)
• モデルタグの表示 (p. 282)
• モデルのタグ付け (SDK) (p. 282)

モデルのタグ付け (コンソール)
Rekognition 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、
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

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、
「Amazon Rekognition カスタムラベルモデルのトレーニング (p. 120)」を参照してください。
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コンソールを使用して既存のモデルにタグを追加または削除するには

1. Amazon Rekognition コンソールを https://console.aws.amazon.com/rekognition/ で開きます。
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
Amazon Rekognition コンソールを使用して、モデルに追加された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 (p. 283)」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. Amazon Rekognition コンソールを https://console.aws.amazon.com/rekognition/ で開きます。
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

AWS CLI次の例のタグは次の形式です。
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--tags '{"key1":"value1","key2":"value2"}' 

または、この形式を使用できます。

--tags key1=value1,key2=value2

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 をセットアップす
る (p. 9)」を参照してください。

新しいモデルにタグを追加する

CreateProjectVersionオペレーションを使用して作成時に、モデル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 rekognition create-project-version --project-arn project arn \ 
  --version-name version_name \ 
  --output-config '{ "S3Location": { "Bucket": "output bucket", "Prefix":  "output 
 folder" } }' \ 
  --tags '{"key1":"value1","key2":"value2"}' \ 
  --profile custom-labels-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. 123)」 を参照し
てください。

既存のモデルにタグを追加する

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。次の例は、2 
つのタグを追加する方法を示しています。

aws rekognition tag-resource --resource-arn resource-arn \ 
  --tags '{"key1":"value1","key2":"value2"}' \ 
  --profile custom-labels-access

モデルの ARN はを呼び出すことで取得できますCreateProjectVersion。

モデルタグの一覧表示

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 
ARN を指定します。ResourceArn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 rekognition list-tags-for-resource --resource-arn resource-arn \ 
  --profile custom-labels-access

出力には、モデルに添付されたタグのリストが表示されます。

{ 
    "Tags": { 
        "Dept": "Engineering", 
        "Name": "Ana Silva Carolina", 
        "Role": "Developer" 
    }
}
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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、DescribeProjectVersions で
モデルのリストを取得します。次に、DescribeProjectVersions 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。

次の Python 3 の例は、すべてのプロジェクトで特定のタグキーと値を検索する方法を示しています。出力
には、一致するキーが見つかったプロジェクト ARN とモデル ARN が含まれます。

タグ値を検索するには

1. 以下のコードを、find_tag.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 find a tag value that's associated with models within
your Amazon Rekognition Custom Labels projects.
"""
import logging
import argparse
import boto3

from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

def find_tag_in_projects(rekognition_client, key, value): 
    """ 
    Finds Amazon Rekognition Custom Label models tagged with the supplied key and key 
 value. 
    :param rekognition_client: An Amazon Rekognition boto3 client. 
    :param key: The tag key to find. 
    :param value: The value of the tag that you want to find. 
    return: A list of matching model versions (and model projects) that were found. 
    """ 
    try: 

        found_tags = [] 
        found = False 

        projects = rekognition_client.describe_projects() 
        # Iterate through each project and models within a project. 
        for project in projects["ProjectDescriptions"]: 
            logger.info("Searching project: %s ...", project["ProjectArn"]) 

            models = rekognition_client.describe_project_versions( 
                ProjectArn=(project["ProjectArn"]) 
            ) 

            for model in models["ProjectVersionDescriptions"]: 
                logger.info("Searching model %s", model["ProjectVersionArn"]) 

                tags = rekognition_client.list_tags_for_resource( 
                    ResourceArn=model["ProjectVersionArn"] 
                ) 

                logger.info( 
                    "\tSearching model: %s for tag: %s value: %s.", 
                    model["ProjectVersionArn"], 
                    key, 
                    value, 
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                ) 
                # Check if tag exists. 

                if key in tags["Tags"]: 
                    if tags["Tags"][key] == value: 
                        found = True 
                        logger.info( 
                            "\t\tMATCH: Project: %s: model version %s", 
                            project["ProjectArn"], 
                            model["ProjectVersionArn"], 
                        ) 
                        found_tags.append( 
                            { 
                                "Project": project["ProjectArn"], 
                                "ModelVersion": model["ProjectVersionArn"], 
                            } 
                        ) 

        if found is False: 
            logger.info("No match for Tag %s with value %s.", key, value) 
        return found_tags 
    except ClientError as err: 
        logger.info("Problem finding tags: %s. ", format(err)) 
        raise

def main(): 
    """ 
    Entry point for example. 
    """ 
    logging.basicConfig(level=logging.INFO, 
                        format="%(levelname)s: %(message)s") 

    # Set up command line arguments. 
    parser = argparse.ArgumentParser(usage=argparse.SUPPRESS) 

    parser.add_argument("tag", help="The tag that you want to find.") 
    parser.add_argument("value", help="The tag value that you want to find.") 

    args = parser.parse_args() 
    key = args.tag 
    value = args.value 

    print(f"Searching your models for tag: {key} with value: {value}.") 

    session = boto3.Session(profile_name='custom-labels-access') 
    rekognition_client = session.client("rekognition") 

    # Get tagged models for all projects. 
    tagged_models = find_tag_in_projects(rekognition_client, key, value) 

    print("Matched models\n--------------") 
    if len(tagged_models) > 0: 
        for model in tagged_models: 
            print( 
                "Project: {project}\nModel version: {version}\n".format( 
                    project=model["Project"], version=model["ModelVersion"] 
                ) 
            ) 

    else: 
        print("No matches found.") 

    print("Done.")
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if __name__ == "__main__": 
    main()

2. コマンドプロンプトで次のコマンドを入力します。#####、検索したいキー名とキー値に置き換えま
す。

python find_tag.py key value

モデルからタグを削除する
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 (ResourceArn) の 
ARN と 削除したいタグキー (Tag-Keys) を指定します。

aws rekognition untag-resource --resource-arn resource-arn \ 
  --tag-keys '["key1","key2"]' \ 
  --profile custom-labels-access

または、tag-keysこの形式で指定することもできます。

--tag-keys key1,key2 

モデルの説明 (SDK)
DescribeProjectVersionsAPI を使用して、モデルのバージョンを取得できます。指定しない
とVersionName、DescribeProjectVersionsプロジェクト内のすべてのモデルバージョンの説明を返
します。

モデル (SDK) を説明します

1. まだをインストールして設定していない場合は、AWS CLIAWS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 をセットアップする (p. 9)」を参照してくださ
い。

2. 次のサンプルコードを使用して、モデルのバージョンを説明します。

AWS CLI

project-arnの値を記述するプロジェクトの ARN に変更します。version-nameの値を記述す
るモデルのバージョンを入力します。

aws rekognition describe-project-versions --project-arn project_arn \ 
  --version-names version_name \ 
  --profile custom-labels-access

Python

以下のコードを使用します。以下のコマンドラインパラメータを指定します。

• project_arn — 説明するモデルの ARN。
• model_version — 説明するモデルのバージョンを入力します。

例: python describe_model.py project_arn model_version

# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
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"""
Purpose
Shows how to describe an Amazon Rekognition Custom Labels model.
"""
import argparse
import logging
import boto3

from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

def describe_model(rek_client, project_arn, version_name): 
    """ 
    Describes an Amazon Rekognition Custom Labels model. 
    :param rek_client: The Amazon Rekognition Custom Labels Boto3 client. 
    :param project_arn: The ARN of the prject that contains the model. 
    :param version_name: The version name of the model that you want to describe. 
    """ 

    try: 
        # Describe the model 
        logger.info("Describing model: %s for project %s", 
                    version_name, project_arn) 

        describe_response = 
 rek_client.describe_project_versions(ProjectArn=project_arn, 
                                                                 
 VersionNames=[version_name]) 
        for model in describe_response['ProjectVersionDescriptions']: 
            print(f"Created: {str(model['CreationTimestamp'])} ") 
            print(f"ARN: {str(model['ProjectVersionArn'])} ") 
            if 'BillableTrainingTimeInSeconds' in model: 
                print( 
                    f"Billing training time (minutes): 
 {str(model['BillableTrainingTimeInSeconds']/60)} ") 
            print("Evaluation results: ") 
            if 'EvaluationResult' in model: 
                evaluation_results = model['EvaluationResult'] 
                print(f"\tF1 score: {str(evaluation_results['F1Score'])}") 
                print( 
                    f"\tSummary location: s3://{evaluation_results['Summary']
['S3Object']['Bucket']}/{evaluation_results['Summary']['S3Object']['Name']}") 

            if 'ManifestSummary' in model: 
                print( 
                    f"Manifest summary location: s3://{model['ManifestSummary']
['S3Object']['Bucket']}/{model['ManifestSummary']['S3Object']['Name']}") 
            if 'OutputConfig' in model: 
                print( 
                    f"Training output location: s3://{model['OutputConfig']
['S3Bucket']}/{model['OutputConfig']['S3KeyPrefix']}") 
            if 'MinInferenceUnits' in model: 
                print( 
                    f"Minimum inference units: {str(model['MinInferenceUnits'])}") 
            if 'MaxInferenceUnits' in model: 
                print( 
                    f"Maximum Inference units: {str(model['MaxInferenceUnits'])}") 

            print("Status: " + model['Status']) 
            print("Message: " + model['StatusMessage']) 

    except ClientError as err: 
        logger.exception( 
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            "Couldn't describe model: %s", err.response['Error']['Message']) 
        raise

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

    parser.add_argument( 
        "project_arn", help="The ARN of the project in which the model resides." 
    ) 
    parser.add_argument( 
        "version_name", help="The version of the model that you want to describe." 
    )

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() 

        print( 
            f"Describing model: {args.version_name} for project 
 {args.project_arn}.") 

        # Describe the model. 
        session = boto3.Session(profile_name='custom-labels-access') 
        rekognition_client = session.client("rekognition") 

        describe_model(rekognition_client, args.project_arn, 
                       args.version_name) 

        print( 
            f"Finished describing model: {args.version_name} for project 
 {args.project_arn}.") 

    except ClientError as err: 
        error_message = f"Problem describing model: {err}" 
        logger.exception(error_message) 
        print(error_message) 
    except Exception as err: 
        error_message = f"Problem describing model: {err}" 
        logger.exception(error_message) 
        print(error_message)

if __name__ == "__main__": 
    main()

Java V2

以下のコードを使用します。以下のコマンドラインパラメータを指定します。

• project_arn — 説明するモデルの ARN。
• model_version — 説明するモデルのバージョンを入力します。
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/* 
   Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. 
   SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/

package com.example.rekognition;

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import 
 software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeProjectVersionsRequest;
import 
 software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeProjectVersionsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.EvaluationResult;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.GroundTruthManifest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.OutputConfig;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.ProjectVersionDescription;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;

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

public class DescribeModel { 

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

    public static void describeMyModel(RekognitionClient rekClient, String 
 projectArn, String versionName) { 

        try { 

            // If a single version name is supplied, build request argument 

            DescribeProjectVersionsRequest describeProjectVersionsRequest = null; 

            if (versionName == null) { 
                describeProjectVersionsRequest = 
 DescribeProjectVersionsRequest.builder().projectArn(projectArn) 
                        .build(); 
            } else { 
                describeProjectVersionsRequest = 
 DescribeProjectVersionsRequest.builder().projectArn(projectArn) 
                        .versionNames(versionName).build(); 
            } 

            DescribeProjectVersionsResponse describeProjectVersionsResponse = 
 rekClient 
                    .describeProjectVersions(describeProjectVersionsRequest); 

            for (ProjectVersionDescription projectVersionDescription : 
 describeProjectVersionsResponse 
                    .projectVersionDescriptions()) { 

                System.out.println("ARN: " + 
 projectVersionDescription.projectVersionArn()); 
                System.out.println("Status: " + 
 projectVersionDescription.statusAsString()); 
                System.out.println("Message: " + 
 projectVersionDescription.statusMessage()); 

289



Rekognition カスタムラベルのカスタマイズ
モデルの説明 (SDK)

                if (projectVersionDescription.billableTrainingTimeInSeconds() != 
 null) { 
                    System.out.println( 
                            "Billable minutes: " + 
 (projectVersionDescription.billableTrainingTimeInSeconds() / 60)); 
                } 

                if (projectVersionDescription.evaluationResult() != null) { 
                    EvaluationResult evaluationResult = 
 projectVersionDescription.evaluationResult(); 

                    System.out.println("F1 Score: " + evaluationResult.f1Score()); 
                    System.out.println("Summary location: s3://" + 
 evaluationResult.summary().s3Object().bucket() + "/" 
                            + evaluationResult.summary().s3Object().name()); 
                } 

                if (projectVersionDescription.manifestSummary() != null) { 
                    GroundTruthManifest manifestSummary = 
 projectVersionDescription.manifestSummary(); 
                    System.out.println("Manifest summary location: s3://" + 
 manifestSummary.s3Object().bucket() + "/" 
                            + manifestSummary.s3Object().name()); 

                } 

                if (projectVersionDescription.outputConfig() != null) { 
                    OutputConfig outputConfig = 
 projectVersionDescription.outputConfig(); 
                    System.out.println( 
                            "Training output: s3://" + outputConfig.s3Bucket() + 
 "/" + outputConfig.s3KeyPrefix()); 
                } 

                if (projectVersionDescription.minInferenceUnits() != null) { 
                    System.out.println("Min inference units: " + 
 projectVersionDescription.minInferenceUnits()); 
                } 

                System.out.println(); 

            } 

        } catch (RekognitionException rekError) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Rekognition client error: {0}", 
 rekError.getMessage()); 
            throw rekError; 
        } 

    } 

    public static void main(String args[]) { 

        String projectArn = null; 
        String versionName = null; 

        final String USAGE = "\n" + "Usage: " + "<project_arn> <version_name>\n\n" 
 + "Where:\n" 
                + "   project_arn - The ARN of the project that contains the models 
 you want to describe.\n\n" 
                + "   version_name - (optional) The version name of the model that 
 you want to describe. \n\n" 
                + "                  If you don't specify a value, all model 
 versions are described.\n\n"; 

        if (args.length > 2 || args.length == 0) { 
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            System.out.println(USAGE); 
            System.exit(1); 
        } 

        projectArn = args[0]; 

        if (args.length == 2) { 
            versionName = args[1]; 
        } 

        try { 

            // Get the Rekognition client. 
            RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder() 
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("custom-labels-
access")) 
            .region(Region.US_WEST_2) 
            .build(); 

             // Describe the model 
            describeMyModel(rekClient, projectArn, versionName); 

            rekClient.close(); 

        } catch (RekognitionException rekError) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Rekognition client error: {0}", 
 rekError.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 

    }

}

新しい Amazon Rekognition カスタムラベルモデルの
コピー (SDK)
CopyProjectVersionオペレーションを使用して、Amazon Rekognition カスタムラベルモデルバージョンを
ソース Amazon Rekognition カスタムラベルプロジェクトから宛先プロジェクトにコピーできます。宛先
プロジェクトは、AWS別のアカウントでも、AWS同じアカウントでもかまいません。一般的なシナリオ
は、AWSAWSテスト済みモデルを開発用アカウントから本番用アカウントにコピーすることです。

または、ソースデータセットを使用して宛先アカウントのモデルをトレーニングすることもできま
す。CopyProjectVersionオペレーションを使用することには、以下の利点があります。

• モデルの動作は一貫しています。モデルトレーニングは非決定的であり、同じデータセットで
トレーニングされた 2 つのモデルが同じ予測を行うとは限りません。でモデルをコピーする
と、CopyProjectVersionコピーしたモデルの動作がソースモデルと一致していることを確認でき、
モデルを再テストする必要がなくなります。

• モデルトレーニングは不要です。これにより、モデルのトレーニングが成功するたびに料金が請求され
るため、費用を節約できます。

AWSモデルを別のアカウントにコピーするには、AWS宛先アカウントに Amazon Rekognition カスタムラ
ベルプロジェクトが必要です。プロジェクトの作成の詳細については、「」を参照してくださいプロジェ
クトの作成 (p. 58)。AWS必ず宛先アカウントでプロジェクトを作成してください。
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プロジェクトポリシーは (p. 292)、コピーするモデルバージョンにコピー権限を設定するリソースベー
スのポリシーです。AWS宛先プロジェクトがソースプロジェクトと異なるアカウントにある場合は、プロ
ジェクトポリシーを使用する必要があります (p. 292)。

同じアカウント内のモデルバージョンをコピーする場合、プロジェクトポリシーを使用する必要はありま
せん (p. 292)。ただし、これらのリソースをより細かく管理したい場合は、アカウント間プロジェクトで
プロジェクトポリシーを使用することもできます (p. 292)。

PutProjectPolicyオペレーションを呼び出すことで、プロジェクトポリシーをソースプロジェクトにアタッ
チします。

CopyProjectVersionAWSを使用してモデルを別のリージョンのプロジェクトにコピーすることはでき
ません。また、Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールを使用してモデルをコピーすることはでき
ません。このような場合、ソースモデルのトレーニングに使用したデータセットを使用して、ターゲット
プロジェクトのモデルをトレーニングできます。詳細については、「Amazon Rekognition カスタムラベル
モデルのトレーニング (p. 120)」を参照してください。

ソースプロジェクトからコピー先プロジェクトにモデルをコピーするには、次の操作を行います。

モデルをコピーするには

1. プロジェクトポリシードキュメントを作成します (p. 292)。
2. プロジェクトポリシーをソースプロジェクトにアタッチします (p. 294)。
3. CopyProjectVersionオペレーションを含むモデルをコピーします (p. 299)。

プロジェクトからプロジェクトポリシーを削除するには、を呼び出しますDeleteProjectPolicy。
プロジェクトに添付されているプロジェクトポリシーのリストを取得するには、を呼び出しま
すListProjectPolicies。

トピック
• プロジェクトポリシードキュメントの作成 (p. 292)
• プロジェクトポリシーのアタッチ (SDK) (p. 294)
• モデルのコピー (SDK) (p. 299)
• プロジェクトポリシーの一覧表示 (SDK) (p. 307)
• プロジェクトポリシーの削除 (SDK) (p. 311)

プロジェクトポリシードキュメントの作成
Rekognition Custom Labels は、プロジェクトポリシーと呼ばれるリソースベースのポリシーを使用して、
モデルバージョンのコピー権限を管理します。プロジェクトポリシーは JSON 形式のドキュメントです。

プロジェクトポリシーは、モデルバージョンをソースプロジェクトから宛先プロジェクトにコピーする主
権限を許可または拒否します。AWS宛先プロジェクトが別のアカウントにある場合は、プロジェクトポリ
シーが必要です。これは、AWS宛先プロジェクトがソースプロジェクトと同じアカウントにあり、特定の
モデルバージョンへのアクセスを制限したい場合にも当てはまります。たとえば、AWSアカウント内の特
定の IAM ロールへのコピー権限を拒否できます。

次の例では、arn:aws:iam::111111111111:role/Adminプリンシパルがモデルバージョンをコピー
できますarn:aws:rekognition:us-east-1:123456789012:project/my_project/version/
test_1/1627045542080。

{ 
  "Version":"2012-10-17", 
  "Statement":[ 
    { 
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      "Effect":"Allow", 
      "Principal":{ 
        "AWS":"arn:aws:iam::111111111111:role/Admin" 
      }, 
      "Action":"rekognition:CopyProjectVersion", 
      "Resource":"arn:aws:rekognition:us-east-1:111111111111:project/my_project/version/
test_1/1627045542080" 
    } 
  ]
}

Note

Action、Resource、Principal、Effectはプロジェクトポリシードキュメントの必須フィー
ルドです。
actionサポートされているのはだけですrekognition:CopyProjectVersion。
NotAction、NotResource、NotPrincipalおよびは禁止フィールドであり、プロジェクトポ
リシー文書には記載しないでください。

プロジェクトポリシーを指定しなくても、AWSソースプロジェクトと同じアカウントのプリンシパルがモ
デルをコピーできます。ただし、プリンシパルに ID ベースのポリシー (たとえば、呼び出しを許可する) 
が設定されていれば、 AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccessソースプロジェクトと同じア
カウントのプリンシパルがモデルをコピーできますCopyProjectVersion。

以下の手順では、の Python サンプルで使用できるプロジェクトポリシードキュメントファイルを作成し
ますプロジェクトポリシーのアタッチ (SDK) (p. 294)。put-project-policyAWS CLIコマンドを使用
する場合は、プロジェクトポリシーを JSON 文字列として指定します。

プロジェクトポリシードキュメントを作成するには

1. テキストエディタで、次のドキュメントを作成します。以下の値を変更します。

• 効果 —ALLOW コピー許可を与えるように指定します。DENYコピー許可を拒否するように指定しま
す。

• プリンシパル — 指定したモデルバージョンへのアクセスを許可または拒否するプリンシパル
にResource。たとえば、AWS別のアカウントの AWS アカウントプリンシパルを指定できます。
使用できるプリンシパルには制限がありません。詳細については、「プリンシパルの指定」を参照
してください。

• リソース — コピー権限を指定するモデルバージョンの Amazon リソースネーム (ARN)。ソースプ
ロジェクト内のすべてのモデルバージョンに権限を付与する場合は、次の形式を使用してくださ
いarn:aws:rekognition:region:account:project/source project/version/*

{ 
  "Version":"2012-10-17", 
  "Statement":[ 
    { 
      "Effect":"ALLOW or DENY", 
      "Principal":{ 
        "AWS":"principal" 
      }, 
      "Action":"rekognition:CopyProjectVersion", 
      "Resource":"Model version ARN" 
    } 
  ]
}

2. プロジェクトポリシーをコンピュータに保存します。
3. の指示に従って、プロジェクトポリシーのアタッチ (SDK) (p. 294)プロジェクトポリシーをソースプ

ロジェクトにアタッチします。
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プロジェクトポリシーのアタッチ (SDK)
PutProjectpolicyオペレーションを呼び出すことで、プロジェクトポリシーを Amazon Rekognition カスタ
ムラベルプロジェクトにアタッチします。

PutProjectPolicy追加するプロジェクトポリシーごとに呼び出すことで、複数のプロジェクトポリシー
をプロジェクトにアタッチします。1 つのプロジェクトに最大 5 つのプロジェクトプロジェクトポリシー
を添付できます。プロジェクトポリシーをさらに追加する必要がある場合は、上限の引き上げをリクエス
トできます (p. 329)。

一意のプロジェクトポリシーを初めてプロジェクトにアタッチするときは、PolicyRevisionId入力パ
ラメータにリビジョン ID を指定しないでください。PutProjectPolicyからのレスポンスは、Amazon 
Rekognition カスタムラベルが作成するプロジェクトポリシーのリビジョン ID です。リビジョン ID を使
用して、プロジェクトポリシーの最新リビジョンを更新または削除できます。Amazon Rekognition カスタ
ムラベルには、プロジェクトポリシーの最新リビジョンのみが保存されます。プロジェクトポリシーの以
前のリビジョンを更新または削除しようとすると、InvalidPolicyRevisionIdExceptionエラーが表
示されます。

既存のプロジェクトポリシーを更新するには、PolicyRevisionId入力パラメータにプロジェクトポリ
シーのリビジョン ID を指定します。を呼び出すと、プロジェクト内のプロジェクトポリシーのリビジョン 
ID を取得できますListProjectPolicies。

ソースプロジェクトにプロジェクトポリシーをアタッチすると、ソースプロジェクトからターゲットプロ
ジェクトにモデルをコピーできます。詳細については、「モデルのコピー (SDK) (p. 299)」を参照してく
ださい。

プロジェクトからプロジェクトポリシーを削除するには、を呼び出しますDeleteProjectPolicy。
プロジェクトに添付されているプロジェクトポリシーのリストを取得するには、を呼び出しま
すListProjectPolicies。

プロジェクトポリシーをプロジェクトにアタッチするには (SDK)

1. まだをインストールして設定していない場合は、AWS CLIAWS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 をセットアップする (p. 9)」を参照してくださ
い。

2. プロジェクトポリシードキュメントを作成します (p. 292)。
3. 次のコードを使用して、AWSコピーするモデルバージョンを含む信頼するアカウントのプ

ロジェクトにプロジェクトポリシーをアタッチします。プロジェクト ARN を取得するに
は、を呼び出しますDescribeProjects。モデルバージョンを取得するには ARN を呼び出しま
すDescribeProjectVersions。

AWS CLI

以下の値を変更します。

• project-arnAWSコピーするモデルバージョンを含む信頼するアカウントのソースプロジェ
クトの ARN に。

• policy-name選択したポリシー名に。
• principalで指定したモデルバージョンへのアクセスを許可または拒否するプリンシパル

にModel version ARN。
• project-version-arnコピーするモデルバージョンの ARN に入力します。

既存のプロジェクトポリシーを更新する場合は、policy-revision-idパラメータを指定し、
目的のプロジェクトポリシーのリビジョン ID を指定します。

aws rekognition put-project-policy \ 
  --project-arn project-arn \ 
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  --policy-name policy-name \ 
  --policy-document '{ "Version":"2012-10-17", "Statement":
[{ "Effect":"ALLOW or DENY", "Principal":{ "AWS":"principal" }, 
 "Action":"rekognition:CopyProjectVersion", "Resource":"project-version-arn" }]}' \ 
  --profile custom-labels-access

Python

以下のコードを使用します。以下のコマンドラインパラメータを指定します。

• project_arn— プロジェクトポリシーを追加するソースプロジェクトの ARN。
• policy_name— 選択したポリシー名。
• project_policy— プロジェクトポリシードキュメントを含むファイル。
• policy_revision_id— (オプション)。プロジェクトポリシーの既存のリビジョンを更新す

る場合は、プロジェクトポリシーのリビジョン ID を指定します。

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

"""
Purpose
Amazon Rekognition Custom Labels model example used in the service documentation:
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/customlabels-dg/md-copy-model-
sdk.html
Shows how to attach a project policy to an Amazon Rekognition Custom Labels 
 project.
"""

import boto3
import argparse
import logging
import json
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

def put_project_policy(rek_client, project_arn, policy_name, policy_document_file, 
 policy_revision_id=None): 
    """ 
    Attaches a project policy to an Amazon Rekognition Custom Labels project. 
    :param rek_client: The Amazon Rekognition Custom Labels Boto3 client. 
    :param policy_name: A name for the project policy. 
    :param project_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the source project 
    that you want to attach the project policy to. 
    :param policy_document_file: The JSON project policy document to 
    attach to the source project. 
    :param policy_revision_id: (Optional) The revision of an existing policy to 
 update. 
    Pass None to attach new policy. 
    :return The revision ID for the project policy. 
    """ 

    try: 

        policy_document_json = "" 
        response = None 

        with open(policy_document_file, 'r') as policy_document: 
            policy_document_json = json.dumps(json.load(policy_document)) 

        logger.info( 

295



Rekognition カスタムラベルのカスタマイズ
モデルのコピー (SDK)

            "Attaching %s project_policy to project %s.",  
            policy_name, project_arn) 

        if policy_revision_id is None: 
            response = rek_client.put_project_policy(ProjectArn=project_arn, 
                                                     PolicyName=policy_name, 
                                                     
 PolicyDocument=policy_document_json) 

        else: 
            response = rek_client.put_project_policy(ProjectArn=project_arn, 
                                                     PolicyName=policy_name, 
                                                     
 PolicyDocument=policy_document_json, 
                                                     
 PolicyRevisionId=policy_revision_id) 

        new_revision_id = response['PolicyRevisionId'] 

        logger.info( 
            "Finished creating project policy %s. Revision ID: %s", 
            policy_name, new_revision_id) 

        return new_revision_id 

    except ClientError as err: 
        logger.exception( 
            "Couldn't attach %s project policy to project %s: %s }", 
            policy_name, project_arn, err.response['Error']['Message'] ) 
        raise

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

    parser.add_argument( 
        "project_arn",  help="The Amazon Resource Name (ARN) of the project " 
        "that you want to attach the project policy to." 
    ) 
    parser.add_argument( 
        "policy_name",  help="A name for the project policy." 

    ) 

    parser.add_argument( 
        "project_policy",  help="The file containing the project policy JSON" 
    ) 

    parser.add_argument( 
        "--policy_revision_id",  help="The revision of an existing policy to 
 update. " 
        "If you don't supply a value, a new project policy is created.", 
        required=False 
    )

def main(): 

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

    try: 
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        # get command line arguments 
        parser = argparse.ArgumentParser(usage=argparse.SUPPRESS) 
        add_arguments(parser) 

        args = parser.parse_args() 

        print(f"Attaching policy to {args.project_arn}") 

        session = boto3.Session(profile_name='custom-labels-access') 
        rekognition_client = session.client("rekognition") 

        # Attach a new policy or update an existing policy. 

        response = put_project_policy(rekognition_client, 
                                      args.project_arn, 
                                      args.policy_name, 
                                      args.project_policy, 
                                      args.policy_revision_id) 

        print( 
            f"project policy {args.policy_name} attached to project 
 {args.project_arn}") 
        print(f"Revision ID: {response}") 

    except ClientError as err: 
        print("Problem attaching project policy: %s", err)

if __name__ == "__main__": 
    main()

Java V2

以下のコードを使用します。以下のコマンドラインパラメータを指定します。

• project_arn— プロジェクトポリシーを追加するソースプロジェクトの ARN。
• project_policy_name— 選択したポリシー名。
• project_policy_document— プロジェクトポリシードキュメントを含むファイル。
• project_policy_revision_id— (オプション)。プロジェクトポリシーの既存のリビジョン

を更新する場合は、プロジェクトポリシーのリビジョン ID を指定します。

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

package com.example.rekognition;

import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.PutProjectPolicyRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;

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

    public static void putMyProjectPolicy(RekognitionClient rekClient, String 
 projectArn, String projectPolicyName, 
             String projectPolicyFileName, String projectPolicyRevisionId) throws 
 IOException { 

        try { 

            Path filePath = Path.of(projectPolicyFileName); 

             

            String policyDocument = Files.readString(filePath); 

            String[] logArguments = new String[] { projectPolicyFileName, 
 projectPolicyName }; 

            PutProjectPolicyRequest putProjectPolicyRequest = null; 

            logger.log(Level.INFO, "Attaching Project policy: {0} to project: {1}", 
 logArguments); 

            // Attach the project policy. 

            if (projectPolicyRevisionId == null) { 
                putProjectPolicyRequest = 
 PutProjectPolicyRequest.builder().projectArn(projectArn) 
                        
 .policyName(projectPolicyName).policyDocument(policyDocument).build(); 
            } else { 
                putProjectPolicyRequest = 
 PutProjectPolicyRequest.builder().projectArn(projectArn) 
                        
 .policyName(projectPolicyName).policyRevisionId(projectPolicyRevisionId) 
                        .policyDocument(policyDocument) 

                        .build(); 
            } 

            rekClient.putProjectPolicy(putProjectPolicyRequest); 

            logger.log(Level.INFO, "Attached Project policy: {0} to project: {1}", 
 logArguments); 

        } catch ( 

        RekognitionException e) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Client error occurred: {0}", e.getMessage()); 
            throw e; 
        } 

    } 

    public static void main(String args[]) { 

        final String USAGE = "\n" + "Usage: " 
                + "<project_arn> <project_policy_name> <policy_document> 
 <project_policy_revision_id>\n\n" + "Where:\n" 
                + "   project_arn - The ARN of the project that you want to attach 
 the project policy to.\n\n" 
                + "   project_policy_name - A name for the project policy.\n\n" 
                + "   project_policy_document - The file name of the project 
 policy.\n\n" 
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                + "   project_policy_revision_id - (Optional) The revision ID of 
 the project policy that you want to update.\n\n"; 

        if (args.length < 3 || args.length > 4) { 
            System.out.println(USAGE); 
            System.exit(1); 
        } 

        String projectArn = args[0]; 
        String projectPolicyName = args[1]; 
        String projectPolicyDocument = args[2]; 
        String projectPolicyRevisionId = null; 

        if (args.length == 4) { 
            projectPolicyRevisionId = args[3]; 
        } 

        try { 

            RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder() 
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("custom-labels-
access")) 
            .region(Region.US_WEST_2) 
            .build(); 

         
            // Attach the project policy. 
            putMyProjectPolicy(rekClient, projectArn, projectPolicyName, 
 projectPolicyDocument, 
                    projectPolicyRevisionId); 

            System.out.println( 
                    String.format("project policy %s: attached to project: %s", 
 projectPolicyName, projectArn)); 

            rekClient.close(); 

        } catch (RekognitionException rekError) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Rekognition client error: {0}", 
 rekError.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 

        catch (IOException intError) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Exception while reading policy document: 
 {0}", intError.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 

    }

}

4. モデルのコピー (SDK) (p. 299)の指示に従ってモデルバージョンをコピーします。

モデルのコピー (SDK)
CopyProjectVersionAPI を使用して、ソースプロジェクトからターゲットプロジェクトにモデルバー
ジョンをコピーできます。AWS宛先プロジェクトは別のアカウントにあってもかまいませんが、AWS同じ
リージョンでなければなりません。AWS宛先プロジェクトが別のアカウントにある場合 (AWSまたはアカ
ウント内でコピーされたモデルバージョンに特定の権限を付与する場合)、ソースプロジェクトにプロジェ
クトポリシーをアタッチする必要があります。詳細については、「プロジェクトポリシードキュメントの
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作成 (p. 292)」を参照してください。CopyProjectVersionAPI には、Amazon S3 バケットへのアク
セスが必要です。

コピーされたモデルには、ソースモデルのトレーニング結果が含まれますが、ソースデータセットは含ま
れていません。

適切な権限を設定しない限り、AWSソースアカウントは宛先アカウントにコピーされたモデルに対する所
有権を持ちません。

モデル (SDK) をコピーするには

1. まだをインストールして設定していない場合は、AWS CLIAWS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 をセットアップする (p. 9)」を参照してくださ
い。

2. の指示に従って、プロジェクトポリシーのアタッチ (SDK) (p. 294)プロジェクトポリシーをソースプ
ロジェクトにアタッチします。

3. AWSモデルを別のアカウントにコピーする場合は、AWSコピー先のアカウントにプロジェクトがある
ことを確認してください。

4. 次のコードを使用して、モデルバージョンを対象プロジェクトにコピーします。

AWS CLI

以下の値を変更します。

• source-project-arnコピーしたいモデルバージョンを含むソースプロジェクトの ARN。
• source-project-version-arnコピーしたいモデルバージョンの ARN。
• destination-project-arnモデルをコピーするターゲットプロジェクトの ARN。
• version-name宛先プロジェクト内のモデルのバージョン名に。
• bucketソースモデルのトレーニング結果をコピーする S3 バケットに移動します。
• folderソースモデルのトレーニング結果をコピーしたいフォルダーに移動します。bucket

• (オプション)kms-key-id モデルの AWS Key Management Service キーIDを入力します。
• （オプション）key任意のタグキーに。
• （オプション）value任意のタグ値に。

aws rekognition copy-project-version \ 
  --source-project-arn source-project-arn \ 
  --source-project-version-arn source-project-version-arn \ 
  --destination-project-arn destination-project-arn \ 
  --version-name version-name \ 
  --output-config '{"S3Bucket":"bucket","S3KeyPrefix":"folder"}' \ 
  --kms-key-id arn:myKey \ 
  --tags '{"key":"key"}' \ 
  --profile custom-labels-access

Python

以下のコードを使用します。以下のコマンドラインパラメータを指定します。

• source_project_arn—AWS コピーするモデルバージョンを含むソースアカウント内のソー
スプロジェクトの ARN。

• source_project_version-arn—AWS コピーするソースアカウントのモデルバージョンの 
ARN。

• destination_project_arn— モデルをコピーするターゲットプロジェクトの ARN。
• destination_version_name— 宛先プロジェクト内のモデルのバージョン名。
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• training_results— ソースモデルバージョンのトレーニング結果をコピーしたい S3 の場
所。

• (オプション)kms_key_id モデルの AWS Key Management Service キーIDを入力します。
• （オプション）tag_name任意のタグキーに。
• （オプション）tag_value任意のタグ値に。

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

import argparse
import logging
import time
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

def copy_model( 
    rekognition_client, source_project_arn, source_project_version_arn, 
        destination_project_arn, training_results, destination_version_name): 
    """ 
    Copies a version of a Amazon Rekognition Custom Labels model. 

    :param rekognition_client: A Boto3 Amazon Rekognition Custom Labels client. 
    :param source_project_arn: The ARN of the source project that contains the 
    model that you want to copy. 
    :param source_project_version_arn: The ARN of the model version that you want 
    to copy. 
    :param destination_project_Arn: The ARN of the project that you want to copy 
 the model 
    to. 
    :param training_results: The Amazon S3 location where training results for the 
 model 
    should be stored. 
    return: The model status and version. 
    """ 
    try: 
        logger.info("Copying model...%s from %s to %s ", 
 source_project_version_arn, 
                    source_project_arn, 
                    destination_project_arn) 

        output_bucket, output_folder = training_results.replace( 
            "s3://", "").split("/", 1) 
        output_config = {"S3Bucket": output_bucket, 
                         "S3KeyPrefix": output_folder} 

        response = rekognition_client.copy_project_version( 
            DestinationProjectArn=destination_project_arn, 
            OutputConfig=output_config, 
            SourceProjectArn=source_project_arn, 
            SourceProjectVersionArn=source_project_version_arn, 
            VersionName=destination_version_name 
        ) 

        destination_model_arn = response["ProjectVersionArn"] 

        logger.info("Destination model ARN: %s", destination_model_arn) 

        # Wait until training completes. 
        finished = False 
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        status = "UNKNOWN" 
        while finished is False: 
            model_description = 
 rekognition_client.describe_project_versions(ProjectArn=destination_project_arn, 
                    VersionNames=[destination_version_name]) 
            status = model_description["ProjectVersionDescriptions"][0]["Status"] 

            if status == "COPYING_IN_PROGRESS": 
                logger.info("Model copying in progress...") 
                time.sleep(60) 
                continue 

            if status == "COPYING_COMPLETED": 
                logger.info("Model was successfully copied.") 

            if status == "COPYING_FAILED": 
                logger.info( 
                    "Model copy failed: %s ", 
                    model_description["ProjectVersionDescriptions"][0]
["StatusMessage"]) 

            finished = True 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't copy model.") 
        raise 
    else: 
        return destination_model_arn, status

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

    parser.add_argument( 
        "source_project_arn", 
        help="The ARN of the project that contains the model that you want to 
 copy." 
    ) 

    parser.add_argument( 
        "source_project_version_arn", 
        help="The ARN of the model version that you want to copy." 
    ) 

    parser.add_argument( 
        "destination_project_arn", 
        help="The ARN of the project which receives the copied model." 
    ) 

    parser.add_argument( 
        "destination_version_name", 
        help="The version name for the model in the destination project." 
    ) 

    parser.add_argument( 
        "training_results", 
        help="The S3 location in the destination account that receives the training 
 results for the copied model." 
    )

def main(): 

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

    try: 

        # get command line arguments 
        parser = argparse.ArgumentParser(usage=argparse.SUPPRESS) 
        add_arguments(parser) 
        args = parser.parse_args() 

        print( 
            f"Copying model version {args.source_project_version_arn} to project 
 {args.destination_project_arn}") 

        session = boto3.Session(profile_name='custom-labels-access') 
        rekognition_client = session.client("rekognition") 

        # Copy the model. 

        model_arn, status = copy_model(rekognition_client, 
                                       args.source_project_arn, 
                                       args.source_project_version_arn, 
                                       args.destination_project_arn, 
                                       args.training_results, 
                                       args.destination_version_name, 
                                       ) 

        print(f"Finished copying model: {model_arn}") 
        print(f"Status: {status}") 

    except ClientError as err: 
        print(f"Problem copying model: {err}")

if __name__ == "__main__": 
    main()

Java V2

以下のコードを使用します。以下のコマンドラインパラメータを指定します。

• source_project_arn—AWS コピーするモデルバージョンを含むソースアカウント内のソー
スプロジェクトの ARN。

• source_project_version-arn—AWS コピーするソースアカウントのモデルバージョンの 
ARN。

• destination_project_arn— モデルをコピーするターゲットプロジェクトの ARN。
• destination_version_name— 宛先プロジェクト内のモデルのバージョン名。
• output_bucket— ソースモデルバージョンのトレーニング結果をコピーしたい S3 バケッ

ト。
• output_folder— ソースモデルバージョンのトレーニング結果をコピーしたい S3 内のフォ

ルダー。

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

package com.example.rekognition;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
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import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.CopyProjectVersionRequest;
import 
 software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.CopyProjectVersionResponse;
import 
 software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeProjectVersionsRequest;
import 
 software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeProjectVersionsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.OutputConfig;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.ProjectVersionDescription;

import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;

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

public class CopyModel { 

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

    public static ProjectVersionDescription copyMyModel(RekognitionClient 
 rekClient, 
            String sourceProjectArn, 
            String sourceProjectVersionArn, 
            String destinationProjectArn, 
            String versionName, 
            String outputBucket, 
            String outputFolder) throws InterruptedException { 

        try { 

            OutputConfig outputConfig = 
 OutputConfig.builder().s3Bucket(outputBucket).s3KeyPrefix(outputFolder).build(); 

            String[] logArguments = new String[] { versionName, sourceProjectArn, 
 destinationProjectArn }; 

            logger.log(Level.INFO, "Copying model {0} for from project {1} to 
 project {2}", logArguments); 

            CopyProjectVersionRequest copyProjectVersionRequest = 
 CopyProjectVersionRequest.builder() 
                    .sourceProjectArn(sourceProjectArn) 
                    .sourceProjectVersionArn(sourceProjectVersionArn) 
                    .versionName(versionName) 
                    .destinationProjectArn(destinationProjectArn) 
                    .outputConfig(outputConfig) 
                    .build(); 

            CopyProjectVersionResponse response = 
 rekClient.copyProjectVersion(copyProjectVersionRequest); 

            logger.log(Level.INFO, "Destination model ARN: {0}", 
 response.projectVersionArn()); 
            logger.log(Level.INFO, "Copying model..."); 

            // wait until copying completes. 

            boolean finished = false; 

            ProjectVersionDescription copiedModel = null; 

            while (Boolean.FALSE.equals(finished)) { 
                DescribeProjectVersionsRequest describeProjectVersionsRequest = 
 DescribeProjectVersionsRequest.builder() 
                        .versionNames(versionName) 
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                        .projectArn(destinationProjectArn) 
                        .build(); 

                DescribeProjectVersionsResponse describeProjectVersionsResponse = 
 rekClient 
                        .describeProjectVersions(describeProjectVersionsRequest); 

                for (ProjectVersionDescription projectVersionDescription : 
 describeProjectVersionsResponse 
                        .projectVersionDescriptions()) { 

                    copiedModel = projectVersionDescription; 

                    switch (projectVersionDescription.status()) { 

                        case COPYING_IN_PROGRESS: 
                            logger.log(Level.INFO, "Copying model..."); 
                            Thread.sleep(5000); 
                            continue; 

                        case COPYING_COMPLETED: 
                            finished = true; 
                            logger.log(Level.INFO, "Copying completed"); 
                            break; 

                        case COPYING_FAILED: 
                            finished = true; 
                            logger.log(Level.INFO, "Copying failed..."); 
                            break; 

                        default: 
                            finished = true; 
                            logger.log(Level.INFO, "Unexpected copy status %s", 
                                    projectVersionDescription.statusAsString()); 
                            break; 

                    } 

                } 

            } 

            logger.log(Level.INFO, "Finished copying model {0} for from project {1} 
 to project {2}", logArguments); 

            return copiedModel; 

        } catch (RekognitionException e) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Could not train model: {0}", e.getMessage()); 
            throw e; 
        } 

    } 

    public static void main(String args[]) { 

        String sourceProjectArn = null; 
        String sourceProjectVersionArn = null; 
        String destinationProjectArn = null; 
        String versionName = null; 
        String bucket = null; 
        String location = null; 

        final String USAGE = "\n" + "Usage: " 
                + "<source_project_arn> <source_project_version_arn> 
 <destination_project_arn> <version_name> <output_bucket> <output_folder>\n\n" 
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                + "Where:\n" 
                + "   source_project_arn - The ARN of the project that contains the 
 model that you want to copy. \n\n" 
                + "   source_project_version_arn - The ARN of the project that 
 contains the model that you want to copy. \n\n" 
                + "   destination_project_arn - The ARN of the destination project 
 that you want to copy the model to. \n\n" 
                + "   version_name - A version name for the copied model.\n\n" 
                + "   output_bucket - The S3 bucket in which to place the training 
 output. \n\n" 
                + "   output_folder - The folder within the bucket that the 
 training output is stored in. \n\n"; 

        if (args.length != 6) { 
            System.out.println(USAGE); 
            System.exit(1); 
        } 

        sourceProjectArn = args[0]; 
        sourceProjectVersionArn = args[1]; 
        destinationProjectArn = args[2]; 
        versionName = args[3]; 
        bucket = args[4]; 
        location = args[5]; 

        try { 

            // Get the Rekognition client. 
            RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder() 
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("custom-labels-
access")) 
            .region(Region.US_WEST_2) 
            .build(); 

            // Copy the model. 
            ProjectVersionDescription copiedModel = copyMyModel(rekClient, 
                    sourceProjectArn, 
                    sourceProjectVersionArn, 
                    destinationProjectArn, 
                    versionName, 
                    bucket, 
                    location); 

            System.out.println(String.format("Model copied: %s Status: %s", 
                    copiedModel.projectVersionArn(), 
                    copiedModel.statusMessage())); 

            rekClient.close(); 

        } catch (RekognitionException rekError) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Rekognition client error: {0}", 
 rekError.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } catch (InterruptedException intError) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Exception while sleeping: {0}", 
 intError.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 

    }

}
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プロジェクトポリシーの一覧表示 (SDK)
ListProjectPoliciesオペレーションを使用して、Amazon Rekognition カスタムラベルプロジェクトにアタッ
チされているプロジェクトポリシーを一覧表示できます。

プロジェクトにアタッチされたプロジェクトポリシーを一覧表示するには (SDK)

1. まだをインストールして設定していない場合は、AWS CLIAWS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 をセットアップする (p. 9)」を参照してくださ
い。

2. プロジェクトポリシーを一覧表示するには、次のコードを使用します。

AWS CLI

添付プロジェクトポリシーを一覧表示するプロジェクトの Amazonproject-arn リソース名に
変更します。

aws rekognition list-project-policies \ 
  --project-arn project-arn \ 
  --profile custom-labels-access

Python

以下のコードを使用します。以下のコマンドラインパラメータを指定します。

• project_arn — アタッチされたプロジェクトポリシーを一覧表示するプロジェクトの Amazon 
リソースネーム。

例: python list_project_policies.py project_arn

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

"""
Purpose
Amazon Rekognition Custom Labels model example used in the service documentation:
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/customlabels-dg/md-copy-model-
sdk.html
Shows how to list the project policies in an Amazon Rekogntion Custom Labels 
 project.
"""

import argparse
import logging
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

def display_project_policy(project_policy): 
    """ 
    Displays information about a Custom Labels project policy. 
    :param project_policy: The project policy (ProjectPolicy) 
    that you want to display information about. 
    """ 
    print(f"Policy name: {(project_policy['PolicyName'])}") 
    print(f"Project Arn: {project_policy['ProjectArn']}") 
    print(f"Document: {(project_policy['PolicyDocument'])}") 
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    print(f"Revision ID: {(project_policy['PolicyRevisionId'])}") 
    print()

def list_project_policies(rek_client, project_arn): 
    """ 
    Describes an Amazon Rekognition Custom Labels project, or all projects. 
    :param rek_client: The Amazon Rekognition Custom Labels Boto3 client. 
    :param project_arn: The Amazon Resource Name of the project you want to use. 
    """ 

    try: 

        max_results = 5 
        pagination_token = '' 
        finished = False 

        logger.info("Listing project policies in: %s.", project_arn) 
        print('Projects\n--------') 
        while not finished: 

            response = rek_client.list_project_policies( 
                ProjectArn=project_arn, MaxResults=max_results, 
 NextToken=pagination_token) 

            for project in response['ProjectPolicies']: 
                display_project_policy(project) 

            if 'NextToken' in response: 
                pagination_token = response['NextToken'] 
            else: 
                finished = True 

        logger.info("Finished listing project policies.") 

    except ClientError as err: 
        logger.exception( 
            "Couldn't list policies for - %s: %s", 
            project_arn,err.response['Error']['Message']) 
        raise

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

    parser.add_argument( 
        "project_arn",  help="The Amazon Resource Name of the project for which you 
 want to list project policies." 
    )

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() 
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        print(f"Listing project policies in: {args.project_arn}") 

        # List the project policies. 

        session = boto3.Session(profile_name='custom-labels-access') 
        rekognition_client = session.client("rekognition") 

        list_project_policies(rekognition_client, 
                              args.project_arn) 

    except ClientError as err: 
        print(f"Problem list project_policies: {err}")

if __name__ == "__main__": 
    main()

Java V2

以下のコードを使用します。以下のコマンドラインパラメータを指定します。

• project_arn — 一覧表示したいプロジェクトポリシーを含むプロジェクトの ARN。

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

package com.example.rekognition;

import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import 
 software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.ListProjectPoliciesRequest;
import 
 software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.ListProjectPoliciesResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.ProjectPolicy;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;

public class ListProjectPolicies { 

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

    public static void listMyProjectPolicies(RekognitionClient rekClient, String 
 projectArn) { 

        try { 

            logger.log(Level.INFO, "Listing project policies for project: {0}", 
 projectArn); 

            // List the project policies. 

            Boolean finished = false; 
            String nextToken = null; 

            while (Boolean.FALSE.equals(finished)) { 
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                ListProjectPoliciesRequest listProjectPoliciesRequest = 
 ListProjectPoliciesRequest.builder() 
                        .maxResults(5) 
                        .projectArn(projectArn) 
                        .nextToken(nextToken) 
                        .build(); 

                ListProjectPoliciesResponse response = 
 rekClient.listProjectPolicies(listProjectPoliciesRequest); 

                for (ProjectPolicy projectPolicy : response.projectPolicies()) { 

                    System.out.println(String.format("Name: %s", 
 projectPolicy.policyName())); 
                    System.out.println(String.format("Revision ID: %s\n", 
 projectPolicy.policyRevisionId())); 

                } 

                nextToken = response.nextToken(); 

                if (nextToken == null) { 
                    finished = true; 

                } 

            } 

            logger.log(Level.INFO, "Finished listing project policies for project: 
 {0}", projectArn); 

        } catch ( 

        RekognitionException e) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Client error occurred: {0}", e.getMessage()); 
            throw e; 
        } 

    } 

    public static void main(String args[]) { 

        final String USAGE = "\n" + "Usage: " + "<project_arn> \n\n" + "Where:\n" 
                + "   project_arn - The ARN of the project with the project 
 policies that you want to list.\n\n"; 
        ; 

        if (args.length != 1) { 
            System.out.println(USAGE); 
            System.exit(1); 
        } 

        String projectArn = args[0]; 

        try { 

            RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder() 
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("custom-labels-
access")) 
            .region(Region.US_WEST_2) 
            .build(); 
       
            // List the project policies. 
            listMyProjectPolicies(rekClient, projectArn); 

            rekClient.close(); 
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        } catch (RekognitionException rekError) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Rekognition client error: {0}", 
 rekError.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 

    }

}

プロジェクトポリシーの削除 (SDK)
DeleteProjectPolicyオペレーションを使用して、Amazon Rekognition カスタムラベルプロジェクトから既
存のプロジェクトポリシーのリビジョンを削除できます。プロジェクトに添付されているプロジェクトポ
リシーのすべてのリビジョンを削除する場合は、ListProjectPoliciesを使用してプロジェクトに添付されて
いる各プロジェクトポリシーのリビジョン ID を取得します。次に、DeletePolicy各ポリシー名を呼び
出します。

プロジェクトポリシー (SDK) のリビジョンを削除するには

1. まだをインストールして設定していない場合は、AWS CLIAWS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 をセットアップする (p. 9)」を参照してくださ
い。

2. プロジェクトポリシーを削除するには、次のコードを使用します。

DeletePolicy かかるProjectARN、PolicyNameそしてPolicyRevisionId。 ProjectARNこの 
APIPolicyName にはが必要です。 PolicyRevisionIdはオプションですが、アトミックアップ
デートの目的で含めることができます。

AWS CLI

以下の値を変更します。

• policy-name削除したいプロジェクトポリシーの名前を入力します。
• policy-revision-id削除したいプロジェクトポリシーのリビジョン ID を入力します。
• project-arn削除したいプロジェクトポリシーのリビジョンを含むプロジェクトの Amazon 

リソース名を入力します。

aws rekognition delete-project-policy \ 
    --policy-name policy-name \ 
    --policy-revision-id policy-revision-id \ 
    --project-arn project-arn \ 
  --profile custom-labels-access

Python

以下のコードを使用します。以下のコマンドラインパラメータを指定します。

• policy-name— 削除するプロジェクトポリシーの名前です。
• project-arn— 削除したいプロジェクトポリシーを含むプロジェクトの Amazon リソース

ネーム。
• policy-revision-id— 削除したいプロジェクトポリシーのリビジョン ID。

例:python delete_project_policy.py policy_name project_arn####_#####_ID
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# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

"""
Purpose
Amazon Rekognition Custom Labels model example used in the service documentation:
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/customlabels-dg/md-copy-model-
sdk.html
Shows how to delete a revision of a project policy.
"""

import argparse
import logging
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

def delete_project_policy(rekognition_client, policy_name,  project_arn, 
 policy_revision_id=None): 
    """ 
    Deletes a project policy. 

    :param rekognition_client: A Boto3 Amazon Rekognition client. 
    :param policy_name: The name of the project policy that you want to delete. 
    :param policy_revision_id: The revsion ID for the project policy that you want 
 to delete. 
    :param project_arn: The Amazon Resource Name of the project that contains the 
 project policy 
    that you want to delete. 
    """ 
    try: 
        logger.info("Deleting project policy: %s", policy_name) 

        if policy_revision_id is None: 
            rekognition_client.delete_project_policy( 
                PolicyName=policy_name, 
                ProjectArn=project_arn) 

        else: 
            rekognition_client.delete_project_policy( 
                PolicyName=policy_name, 
                PolicyRevisionId=policy_revision_id, 
                ProjectArn=project_arn) 

        logger.info("Deleted project policy: %s", policy_name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't delete project policy.") 
        raise

def confirm_project_policy_deletion(policy_name): 
    """ 
    Confirms deletion of the project policy. Returns True if delete entered. 
    :param model_arn: The ARN of the model that you want to delete. 
    """ 
    print( 
        f"Are you sure you wany to delete project policy {policy_name} ?\n", 
 policy_name) 

    delete = input("Enter delete to delete your project policy: ") 
    if delete == "delete": 
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        return True 
    else: 
        return False

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

    parser.add_argument( 
        "policy_name", help="The ARN of the project that contains the project 
 policy that you want to delete." 
    ) 

    parser.add_argument( 
        "project_arn", help="The ARN of the project project policy you want to 
 delete." 
    ) 

    parser.add_argument( 
        "--policy_revision_id", help="(Optional) The revision ID of the project 
 policy that you want to delete.", 
        required=False 
    )

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() 

        if confirm_project_policy_deletion(args.policy_name) is True: 
            print(f"Deleting project_policy: {args.policy_name}") 

            session = boto3.Session(profile_name='custom-labels-access') 
            rekognition_client = session.client("rekognition") 

            # Delete the project policy. 

            delete_project_policy(rekognition_client, 
                                  args.policy_name, 
                                  args.project_arn, 
                                  args.policy_revision_id) 

            print(f"Finished deleting project policy: {args.policy_name}") 
        else: 
            print(f"Not deleting project policy {args.policy_name}") 
    except ClientError as err: 
        print(f"Couldn't delete project policy in {args.policy_name}: {err}")

if __name__ == "__main__": 
    main()
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Java V2

以下のコードを使用します。以下のコマンドラインパラメータを指定します。

• policy-name— 削除したいプロジェクトポリシーの名前です。
• project-arn— 削除したいプロジェクトポリシーを含むプロジェクトの Amazon リソース

ネーム。
• policy-revision-id— 削除したいプロジェクトポリシーのリビジョン ID。

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

package com.example.rekognition;

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

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import 
 software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DeleteProjectPolicyRequest;

import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;

public class DeleteProjectPolicy { 

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

    public static void deleteMyProjectPolicy(RekognitionClient rekClient, String 
 projectArn, 
            String projectPolicyName, 
            String projectPolicyRevisionId) 
            throws InterruptedException { 

        try { 
            String[] logArguments = new String[] { projectPolicyName, 
 projectPolicyRevisionId }; 

            logger.log(Level.INFO, "Deleting: Project policy: {0} revision: {1}", 
 logArguments); 

            // Delete the project policy. 

            DeleteProjectPolicyRequest deleteProjectPolicyRequest = 
 DeleteProjectPolicyRequest.builder() 
                    .policyName(projectPolicyName) 
                    .policyRevisionId(projectPolicyRevisionId) 
                    .projectArn(projectArn).build(); 

            rekClient.deleteProjectPolicy(deleteProjectPolicyRequest); 

            logger.log(Level.INFO, "Deleted: Project policy: {0} revision: {1}", 
 logArguments); 

        } catch ( 

        RekognitionException e) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Client error occurred: {0}", e.getMessage()); 
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            throw e; 
        } 

    } 

    public static void main(String args[]) { 

        final String USAGE = "\n" + "Usage: " + "<project_arn> 
 <project_policy_name> <project_policy_revision_id>\n\n" 
                + "Where:\n" 
                + "   project_arn - The ARN of the project that has the project 
 policy that you want to delete.\n\n" 
                + "   project_policy_name - The name of the project policy that you 
 want to delete.\n\n" 
                + "   project_policy_revision_id - The revision of the project 
 policy that you want to delete.\n\n"; 

        if (args.length != 3) { 
            System.out.println(USAGE); 
            System.exit(1); 
        } 

        String projectArn = args[0]; 
        String projectPolicyName = args[1]; 
        String projectPolicyRevisionId = args[2]; 

        try { 

            RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder() 
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("custom-labels-
access")) 
            .region(Region.US_WEST_2) 
            .build(); 

            // Delete the project policy. 
            deleteMyProjectPolicy(rekClient, projectArn, projectPolicyName, 
 projectPolicyRevisionId); 

            System.out.println(String.format("project policy deleted: %s revision: 
 %s", projectPolicyName, 
                    projectPolicyRevisionId)); 

            rekClient.close(); 

        } catch (RekognitionException rekError) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Rekognition client error: {0}", 
 rekError.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 

        catch (InterruptedException intError) { 
            logger.log(Level.SEVERE, "Exception while sleeping: {0}", 
 intError.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 

    }

}
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例
このセクションには、Amazon Rekognition カスタムラベルで使用できる例に関する情報が含まれていま
す。

例 説明

モデルフィードバックソリューション (p. 316) 人間による検証を使用してモデルを改善し、新し
いトレーニングデータセットを作成する方法を示
します。

Amazon Rekognition カスタムラベルデ
モ (p. 316)

への呼び出しの結果を表示するユーザー
インターフェイスのデモンストレーショ
ンDetectCustomLabels。

ビデオ分析 (p. 317) DetectCustomLabelsビデオから抽出したフレー
ムの使用方法を示します。

AWS Lambda関数による画像の分析 (p. 319) LambdaDetectCustomLabels 関数でどのように
使用できるかを示します。

CSV ファイルからのマニフェストファイルの作
成 (p. 102)

CSV ファイルを使用して、画像全体に関連するオ
ブジェクト、シーン、コンセプトの検索 (p. 18) (分
類) に適したマニフェストファイルを作成する方法
を示します。

モデルフィードバックソリューション
モデルフィードバックソリューションを使用すると、モデルの予測にフィードバックを提供し、人間によ
る検証を使用して改善を加えることができます。ユースケースによっては、画像が少ないトレーニング
データセットでも成功する可能性があります。より正確なモデルを構築するには、より大きな注釈付きの
トレーニングセットが必要になる場合があります。モデルフィードバックソリューションを使用すると、
モデル支援を通じてより大きなデータセットを作成できます。

モデルフィードバックソリューションをインストールして設定するには、モデルフィードバックソリュー
ションを参照してください。

継続的なモデル改善のワークフローは次のとおりです。

1. モデルの最初のバージョンを (おそらく小さなトレーニングデータセットで) トレーニングします。
2. モデルフィードバックソリューション用の注釈のないデータセットを提供してください。
3. モデルフィードバックソリューションは現在のモデルを使用します。人間による検証ジョブが開始さ

れ、新しいデータセットに注釈が付けられます。
4. モデルフィードバックソリューションは人間のフィードバックに基づいてマニフェストファイルを生成

し、これを使用して新しいモデルを作成します。

Amazon Rekognition カスタムラベルデモ
Amazon Rekognition カスタムラベルのデモンストレーションでは、DetectCustomLabelsAPI を使用して
ローカルコンピューターの画像を分析するユーザーインターフェイスを紹介します。

このアプリケーションには、AWSアカウントの Amazon Rekognition カスタムラベルモデルに関する情
報が表示されます。実行中のモデルを選択すると、ローカルコンピューターから画像を解析できます。
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必要に応じて、モデルを開始できます。実行中のモデルを停止することもできます。このアプリケー
ションは、Amazon Cognito、Amazon S3、アマゾンなどの他のAWS サービスとの統合を示しています 
CloudFront。

詳細については、「Amazon Rekognition カスタムラベルデモ」を参照してください。

ビデオ分析
以下の例では、DetectCustomLabelsビデオから抽出したフレームを使用する方法を示しています。こ
のコードは、movおよびmp4形式のビデオファイルでテストされています。

DetectCustomLabelsキャプチャしたフレームでの使用

1. まだの場合は、とAWS SDKAWS CLI を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 をセットアップする (p. 9)」を参照してください。

2. rekognition:DetectCustomLabelsAmazonS3ReadOnlyAccess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、「ステップ 4:AWS CLI とAWS SDK をセットアップする (p. 9)」を参
照してください。

3. 次のサンプルコードを使用します。videoFileの値をビデオファイルの名前に変更しま
す。projectVersionArnの値を、Amazon Rekognition カスタムラベルモデルの Amazon リソース
ネーム (ARN) に変更します。

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

"""
Purpose
Shows how to analyze a local video with an Amazon Rekognition Custom Labels model.
"""
import argparse
import logging
import json
import math
import cv2
import boto3

from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

def analyze_video(rek_client, project_version_arn, video_file): 
    """ 
    Analyzes a local video file with an Amazon Rekognition Custom Labels model. 
    Creates a results JSON file based on the name of the supplied video file. 
    :param rek_client: A Boto3 Amazon Rekognition client. 
    :param project_version_arn: The ARN of the Custom Labels model that you want to 
 use. 
    :param video_file: The video file that you want to analyze. 
    """ 
     
    custom_labels = [] 
    cap = cv2.VideoCapture(video_file) 
    frame_rate = cap.get(5)  # Frame rate. 
    while cap.isOpened(): 
        frame_id = cap.get(1)  # Current frame number. 
        print(f"Processing frame id: {frame_id}") 
        ret, frame = cap.read() 
        if ret is not True: 
            break 
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        if frame_id % math.floor(frame_rate) == 0: 
            has_frame, image_bytes = cv2.imencode(".jpg", frame) 

            if has_frame: 
                response = rek_client.detect_custom_labels( 
                    Image={ 
                        'Bytes': image_bytes.tobytes(), 
                    }, 
                    ProjectVersionArn=project_version_arn 
                ) 

            for elabel in response["CustomLabels"]: 
                elabel["Timestamp"] = (frame_id/frame_rate)*1000 
                custom_labels.append(elabel) 

    print(custom_labels) 

    with open(video_file + ".json", "w", encoding="utf-8") as f: 
        f.write(json.dumps(custom_labels)) 

    cap.release()

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

    parser.add_argument( 
        "project_version_arn", help="The ARN of the model that you want to use." 
    ) 

    parser.add_argument( 
        "video_file", help="The local path to the video that you want to analyze." 
    )

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() 

        session = boto3.Session(profile_name='custom-labels-access') 
        rekognition_client = session.client("rekognition") 

        analyze_video(rekognition_client, 
                     args.project_version_arn, args.video_file) 

    except ClientError as err: 
        print(f"Couldn't analyze video: {err}")

if __name__ == "__main__": 
    main()
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AWS Lambda関数による画像の分析
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 Python で作成する方法を示していますDetectCustomLabels。この関数は、提供された画像を解析
し、画像で見つかったラベルのリストを返します。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. 319)
• 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. 320)
• ステップ 3: Python コードを追加する (コンソール) (p. 321)
• ステップ 4: Lambda 関数を試す (p. 323)

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、DetectCustomLabels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Amazon Rekognitionカスタムラベルモデル。
• 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。

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

モデル_ARN Lambda 関数に使用させたいモデルの 
Amazon リソースネーム (ARN)。モデル ARN 
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キー 値
は、Amazon Rekognition カスタムラベルコン
ソールのモデルの詳細ページの [モデルの使用] 
タブから取得できます。

信頼 ラベルの予測におけるモデルの信頼性の最小値 
(0 ～ 100)。Lambda 関数は、この値より低い信
頼値のラベルを返しません。

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": "rekognition:DetectCustomLabels", 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "DetectCustomLabels" 
        } 
    ]
}

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. Amazon S3 バケットに分析用に画像を保存する場合は、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。

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。DetectCustomLabelsオペレーショ
ンは、AWS SDK for Boto3 (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。
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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、次のコマンドを使用します。

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. 319)。
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 コードを追加する (コンソール)
このステップでは、Lambda コンソールのコードエディターを使用して、Python コードを Lambda 関数に
追加します。このコードは、DetectCustomLabels提供された画像をで分析し、その画像で見つかった
ラベルのリストを返します。提供されたイメージは、Amazon S3 するか、Byte64 でエンコードされたイ
メージバイトとして提供することができます。

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
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An AWS lambda function that analyzes images with an the Amazon Rekognition
Custom Labels model.
"""
import json
import base64
from os import environ
import logging
import boto3

from botocore.exceptions import ClientError

# Set up logging.
logger = logging.getLogger(__name__)

# Get the model ARN and confidence.
model_arn = environ['MODEL_ARN']
min_confidence = int(environ.get('CONFIDENCE', 50))

# Get the boto3 client.
rek_client = boto3.client('rekognition')

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: 

        # Determine image source. 
        if 'image' in event: 
            # Decode the image 
            image_bytes = event['image'].encode('utf-8') 
            img_b64decoded = base64.b64decode(image_bytes) 
            image = {'Bytes': img_b64decoded} 

        elif 'S3Object' in event: 
            image = {'S3Object': 
                     {'Bucket':  event['S3Object']['Bucket'], 
                      'Name': event['S3Object']['Name']} 
                     } 

        else: 
            raise ValueError( 
                'Invalid source. Only image base 64 encoded image bytes or S3Object are 
 supported.') 

        # Analyze the image. 
        response = rek_client.detect_custom_labels(Image=image, 
            MinConfidence=min_confidence, 
            ProjectVersionArn=model_arn) 

        # Get the custom labels 
        labels = response['CustomLabels'] 

        lambda_response = { 
            "statusCode": 200, 
            "body": json.dumps(labels) 
        } 
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    except ClientError as err: 
        error_message = f"Couldn't analyze image. " + \ 
            err.response['Error']['Message'] 

        lambda_response = { 
            'statusCode': 400, 
            'body': { 
                "Error": err.response['Error']['Code'], 
                "ErrorMessage": error_message 
            } 
        } 
        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) 
            } 
        } 
        logger.error("Error function %s: %s", 
            context.invoked_function_arn, format(val_error)) 

    return lambda_response

2. [Deploy] 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
への画像ファイル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」を参照してください。

Lambda 関数を作成したのと同じAWSリージョンでコードを実行するようにしてください。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. lambda:InvokeFunction許可を得ていることを確認します。以下のフォーマットを使用できます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "InvokeLambda", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "lambda:InvokeFunction", 
            "Resource": "ARN for lambda function" 
        } 
    ]
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}

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。

2. 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 をセットアップする (p. 9)」を参照してください。

3. 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. 319) で指定したモデルを起
動します (p. 188)。

4. 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
Test code for running the Amazon Rekognition Custom Labels Lambda
function example code.
"""

import argparse
import logging
import base64
import json
import boto3

from botocore.exceptions import ClientError

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. 
    """ 

    lambda_client = boto3.client('lambda') 

    lambda_payload = {} 

    if image.startswith('s3://'): 
        logger.info("Analyzing image from S3 bucket: %s", image) 
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        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} 

    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() 

        # Get analysis results. 
        result = analyze_image(args.function, args.image) 
        status = result['statusCode'] 

        if status == 200: 
            labels = result['body'] 
            labels = json.loads(labels) 
            print(f"There are {len(labels)} labels in the image.") 
            for custom_label in labels: 
                confidence = int(round(custom_label['Confidence'], 0)) 
                print( 
                    f"Label: {custom_label['Name']}: Confidence: {confidence}%") 
        else: 
            print(f"Error: {result['statusCode']}") 
            print(f"Message: {result['body']}") 

    except ClientError as error: 
        logging.error(error) 
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ステップ 4: Lambda 関数を試す

        print(error)

if __name__ == "__main__": 
    main()

5. コードを実行します。コマンドライン引数には、分析する Lambda 関数名と画像を指定します。ロー
カルイメージへのパス、または Amazon S3 バケットに保存されているイメージへのパスを提供でき
ます。例:

python client.py function_name s3://bucket/path/image.jpg

イメージが Amazon S3 バケットにある場合は、のステップ 15 で指定したバケットと同じであること
を確認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. 319)。

成功すると、画像で見つかったラベルのリストが出力されます。ラベル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. 319)。

6. 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. 196)。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. 188)。
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Amazon Rekognition カスタムラベ
ルプロジェクトのセキュリティ保護

セキュリティ
顧客がカスタムラベルを検出するために使用するプロジェクト、モデル、DetectCustomLabels操作を
安全に管理できます。

Amazon Rekognition のセキュリティ保護の詳細については、「Amazon Rekognition のセキュリティ」を
参照してください。

Amazon Rekognition カスタムラベルプロジェクト
のセキュリティ保護

ID ベースのポリシーで指定されているリソースレベルのアクセス権限を指定することで、Amazon 
Rekognition Custom Labels プロジェクトを保護できます。詳細については、「アイデンティティベースの
ポリシーおよびリソースベースのポリシー」を参照してください。

保護できる Amazon Rekognition カスタムラベルのリソースは次のとおりです。

リソース Amazon リソースネーム形式

プロジェクト arn: aws: rekognition: *: プロジェクト/ #######/#
#

[Model] (モデル) arn: aws: rekognition: *: プロジェクト/ ####### /
バージョン/ ## /日時

以下の例のポリシーでは、ID アクセス許可を付与する方法を示しています。

• すべてのプロジェクトについて説明してください。
• 特定のモデルを作成、起動、停止、推論に使用します。
• プロジェクトを作成します。特定のモデルを作成して記述します。
• 特定のプロジェクトの作成を拒否します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllResources", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "rekognition:DescribeProjects", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "SpecificProjectVersion", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "rekognition:StopProjectVersion", 
                "rekognition:StartProjectVersion", 
                "rekognition:DetectCustomLabels", 
                "rekognition:CreateProjectVersion" 
            ], 
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確保する DetectCustomLabels

            "Resource": "arn:aws:rekognition:*:*:project/MyProject/version/MyVersion/*" 
       }, 
        { 
            "Sid": "SpecificProject", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "rekognition:CreateProject", 
                "rekognition:DescribeProjectVersions", 
                "rekognition:CreateProjectVersion" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:rekognition:*:*:project/MyProject/*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "ExplicitDenyCreateProject", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "rekognition:CreateProject" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:rekognition:*:*:project/SampleProject/*"] 
        } 
    ]
}

確保する DetectCustomLabels
カスタムラベルの検出に使用される ID は、Amazon Rekognition カスタムラベルモデルを管理する ID とは
異なる場合があります。

IDDetectCustomLabels にポリシーを適用することで、ID のアクセスを保護できます。次の例で
は、DetectCustomLabelsアクセスを特定のモデルのみに制限しています。このアイデンティティに
は、Amazon Rekognition オペレーションへのアクセス権がありません。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "rekognition:DetectCustomLabels" 

            ], 
            "Resource": "arn:aws:rekognition:*:*:project/MyProject/version/MyVersion/*" 
        } 
    ]
}

AWS 管理ポリシー
Amazon RekognitionAmazonRekognitionCustomLabelsFullAccessAWS カスタムラベルへのアク
セスを制御するために使用できる管理ポリシーを提供しています。詳細については、「AWS 管理ポリ
シー:」を参照してください AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess。
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サポートされるリージョン

Amazon Rekognition Custom Labels 
のガイドラインとクォータ

以下のセクションでは、Amazon Rekognition Custom Labels を使用する際のガイドラインとクォータにつ
いて説明します。

サポートされるリージョン
Amazon Rekognition Custom Labels が現在利用可能なAWSリージョンの一覧については「AWS リージョ
ンとエンドポイント」を「Amazon Web Services 全般のリファレンス」でご覧ください。

クォータ
以下は、Amazon Rekognition Custom Labels の制限の一覧です。変更できる制限については、「AWS 
サービスの制限」を参照してください。制限を変更するには、「ケースの作成」を参照してください。

トレーニング
• サポートされているファイル形式は、PNG および JPEG 画像形式です。
• モデルの 1 つのバージョンのトレーニングデータセットの最大数は 1 です。
• データセットのマニフェストファイルの最大サイズは 1 GB です。
• オブジェクト、シーン、コンセプト (分類) データセットごとのユニークラベルの最小数は 2 です。
• オブジェクトロケーション (検出) データセットごとのユニークラベルの最小数は 1 です。
• マニフェストあたりのユニークラベルの最大数は 250 です。
• ラベルあたりの画像の最小数は 1 です。
• オブジェクトロケーション (検出) データセットあたりの画像の最大数は 250,000 です。

アジアパシフィック (ムンバイ) およびヨーロッパ (ロンドン)AWS リージョンの画像の上限は 28,000 枚
です。

• オブジェクト、シーン、コンセプト (分類) データセットあたりの画像の最大数は 500,000 です。デフォ
ルトは 250,000 です。増額をリクエストするには、「ケースの作成」を参照してください。

アジアパシフィック (ムンバイ) およびヨーロッパ (ロンドン)AWS リージョンの画像の上限は 28,000 枚
です。制限の引き上げをリクエストすることはできません。

• 画像あたりのラベルの最大数は 50 です。
• 画像内のバウンディングボックスの最小の数は 0 です。
• 画像内のバウンディングボックスの最大数は 50 です。
• Amazon S3 バケット内の画像ファイルの最小寸法は 64 ピクセル x 64 ピクセルです。
• Amazon S3 バケット内の画像ファイルの最大寸法は 4096 ピクセル x 4096 ピクセルです。
• Amazon S3 バケット内の画像ファイルの最大サイズは 15 MB です。
• 画像の最大縦横比は 20:1 です。
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テスト

テスト
• モデルのバージョンに含まれるテストデータセットの最大数は 1 です。
• データセットのマニフェストファイルの最大サイズは 1 GB です。
• オブジェクト、シーン、コンセプト (分類) データセットごとのユニークラベルの最小数は 2 です。
• オブジェクトロケーション (検出) データセットごとのユニークラベルの最小数は 1 です。
• データセットあたりのユニークラベルの最大数は 250 です。
• ラベルあたりの画像の最小数は 0 です。
• ラベルあたりの画像の最大数は 1000 です。
• オブジェクトロケーション (検出) データセットあたりの画像の最大数は 250,000 です。

アジアパシフィック (ムンバイ) およびヨーロッパ (ロンドン)AWS リージョンの画像の上限は 7,000 枚
です。

• オブジェクト、シーン、コンセプト (分類) データセットあたりの画像の最大数は 500,000 です。デフォ
ルトは 250,000 です。増額をリクエストするには、「ケースの作成」を参照してください。

アジアパシフィック (ムンバイ) およびヨーロッパ (ロンドン)AWS リージョンの画像の上限は 7,000 枚
です。制限の引き上げをリクエストすることはできません。

• マニフェストあたりの画像あたりのラベルの最小数は 0 です。
• マニフェストあたりの画像あたりのラベルの最大数は 50 です。
• マニフェストあたりの画像内のバウンディングボックスの最小数は 0 です。
• マニフェストあたりの画像内のバウンディングボックスの最大数は 50 です。
• Amazon S3 バケット内の画像ファイルの最小寸法は 64 ピクセル x 64 ピクセルです。
• Amazon S3 バケット内の画像ファイルの最大寸法は 4096 ピクセル x 4096 ピクセルです。
• Amazon S3 バケット内の画像の最大ファイルサイズは 15 MB です。
• サポートされているファイル形式は、PNG および JPEG 画像形式です。
• 画像の最大縦横比は 20:1 です。

検出
• 未加工バイトとして渡される画像の最大サイズは 4 MB です。
• Amazon S3 バケット内の画像の最大ファイルサイズは 15 MB です。
• 入力画像ファイル (Amazon S3 バケット内に保存、または画像バイトとして提供) の最小寸法は 64 ピク

セル x 64 ピクセルです。
• 入力画像ファイル (Amazon S3 に保存されているか、画像バイトとして提供される) の最大画像サイズ

は 4096 ピクセル x 4096 ピクセルです。
• サポートされているファイル形式は、PNG および JPEG 画像形式です。
• 画像の最大縦横比は 20:1 です。

モデルコピー
• プロジェクトにアタッチできるプロジェクトポリシーの最大数は (p. 294) 5 です。
• 宛先での同時コピージョブの最大数は 5 です。
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モデルタイプの選択

Amazon Rekognition カスタムラベル 
API リファレンス

Amazon Rekognition カスタムラベル API は Amazon Rekognition API リファレンスコンテンツの一部とし
て文書化されています。これは Amazon Rekognition カスタムラベル API オペレーションのリストで、適
切な Amazon Rekognition API リファレンストピックへのリンクも含まれています。また、このドキュメ
ント内の API リファレンスリンクは、適切な Amazon Rekognition 開発者ガイド API リファレンストピッ
クに移動しています。API の使用についての詳細は、「」を参照してください

このセクションでは、Amazon Rekognition カスタムラベルモデルをコンソールとAWS SDK で
トレーニングして使用するためのワークフローの概要を説明します。

Note

Amazon Rekognition カスタムラベルがプロジェクト内のデータセットを管理するよ
うになりました。コンソールとAWS SDK を使用して、プロジェクトのデータセット
を作成できます。以前に Amazon Rekognition カスタムラベルを使用したことがある
場合は、古いデータセットを新しいプロジェクトに関連付ける必要がある場合があり
ます。詳細については、「ステップ 6: (オプション) 以前のデータセットを新しいプロ
ジェクトに関連付ける (p. 17)」を参照してください。

トピック
• モデルタイプの選択 (p. 18)
• モデルの作成 (p. 20)
• モデルの改善 (p. 22)
• モデルの開始 (p. 23)
• 画像を分析する (p. 24)
• モデルの停止 (p. 24)

モデルタイプの選択
最初に、ビジネス目標に応じて、どのタイプのモデルをトレーニングするかを決定します。た
とえば、ソーシャルメディアの投稿で自分のロゴを見つけたり、店の棚で商品を識別したり、
組立ラインで機械部品を分類したりするようにモデルをトレーニングできます。

Amazon Rekognition カスタムラベルでは、次のタイプのモデルをトレーニングできます。

• オブジェクト、シーン、コンセプトを探す (p. 18)

• オブジェクトの場所を検索する (p. 19)
• ブランドの場所を見つけます (p. 20)
トレーニングするモデルのタイプを決定しやすくするために、Amazon Rekognition カスタム
ラベルには使用できるサンプルプロジェクトが用意されています。詳細については、「新規 
Amazon Rekognition カスタムラベルを開始する (p. 25)」を参照してください。

オブジェクト、シーン、コンセプトを探す
モデルは、画像全体に関連するオブジェクト、シーン、およびコンセプトの分類を予測しま
す。たとえば、画像に観光名所が含まれているかどうかを判断するモデルをトレーニングでき
ます。プロジェクトの例については、を参照してくださいイメージ分類 (p. 25)。
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あるいは、画像を複数のカテゴリに分類するモデルをトレーニングすることもできます。たと
えば、前の画像には、空の色、反射、湖などのカテゴリが含まれている場合があります。プロ
ジェクトの例については、を参照してくださいマルチラベル画像分類 (p. 26)。

オブジェクトの場所を検索する
モデルは画像上のオブジェクトの位置を予測します。予測には、オブジェクト位置のバウン
ディングボックス情報と、バウンディングボックス内のオブジェクトを識別するラベルが含ま
れます。たとえば、次の画像は、コンパレータやポット抵抗など、回路基板のさまざまな部分
のバウンディングボックスを示しています。

オブジェクトローカリゼーション (p. 27)このサンプルプロジェクトでは、Amazon Rekognition 
Custom Labels がラベルの付いたバウンディングボックスを使用して、オブジェクトの位置を
見つけるモデルをトレーニングする方法を示しています。
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ブランドの場所を見つけます

ブランドの場所を見つけます
Amazon Rekognition カスタムラベルは、ロゴなどのブランドの位置を画像上で特定するモデ
ルをトレーニングできます。予測には、ブランドロケーションのバウンディングボックス情報
と、バウンディングボックス内のオブジェクトを識別するラベルが含まれます。プロジェクト
の例については、を参照してくださいブランド検知 (p. 26)。

モデルの作成
モデルを作成する手順は、プロジェクトの作成、トレーニングデータセットとテストデータ
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
Amazon Rekognition カスタムラベルプロジェクトは、モデルの作成と管理に必要なリソース
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 — モデルをトレーニングするために使用される画像と画像ラベル。プロジェ
クトには、トレーニングデータセットとテストデータセットがあります。

• モデル — ビジネスに固有のコンセプト、シーン、オブジェクトを見つけるためにトレーニ
ングするソフトウェア。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。

プロジェクトは、回路基板上の回路基板部品を見つけるなど、単一のユースケースに使用する
ことをお勧めします。

Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールと CreateProjectAPI を使用してプロジェクト
を作成できます。詳細については、「プロジェクトの作成 (p. 58)」を参照してください。

トレーニングデータセットとテストデータセッ
トの作成
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。プロジェクト内
で、Amazon Rekognition カスタムラベルがモデルのトレーニングとテストに使用するテスト
データセットを作成します。
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トレーニングデータセットとテストデータセットの作成

ラベルは、画像内のオブジェクト、シーン、コンセプト、またはオブジェクトの周りのバウン
ディングボックスを識別します。ラベルは画像全体 (画像レベル) に割り当てられるか、画像上
のオブジェクトを囲むバウンディングボックスに割り当てられます。

Important

データセットの画像にどのようにラベルを付けるかによって、Amazon Rekognition 
カスタムラベルが作成するモデルのタイプが決まります。たとえば、オブジェクト、
シーン、コンセプトを見つけるモデルをトレーニングするには、トレーニングデータ
セットとテストデータセットの画像に画像レベルのラベルを割り当てます。詳細につ
いては、「目的とするデータセット (p. 63)」を参照してください。

画像は PNG 形式と JPEG 形式である必要があり、入力画像の推奨事項に従う必要がありま
す。詳細については、「画像を準備する (p. 66)」を参照してください。

トレーニングデータセットとテストデータセットの作成 
(コンソール)
単一のデータセットでプロジェクトを開始することも、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こともできます。シングルデータセットから始めた場合、Amazon 
Rekognition カスタムラベルはトレーニング中にデータセットを分割して、プロジェクトのト
レーニングデータセット（80%）とテストデータセット（20%）を作成します。トレーニング
とテストに使用する画像を Amazon Rekognition カスタムラベルに決定させたい場合は、1 つ
のデータセットから始めます。トレーニング、テスト、パフォーマンスチューニングを完全に
制御するには、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ことをお勧めし
ます。

プロジェクトのデータセットを作成するには、次のいずれかの方法で画像をインポートしま
す。

• ローカルコンピュータから画像をインポートします。

• S3 バケットから画像をインポートします。Amazon Rekognition カスタムラベルでは、画像
を含むフォルダー名を使用して画像にラベル付けすることができます。

• Amazon SageMaker Ground Truth マニフェストファイルをインポートします。
• 既存の Amazon Rekognition カスタムラベルデータセットをコピーします。
詳細については、「画像を使ったトレーニングデータセットとテストデータセットの作
成 (p. 67)」を参照してください。

画像のインポート元によっては、画像にラベルが付いていない場合があります。たとえば、
ローカルコンピューターからインポートされた画像にはラベルが付けられません。Amazon 
SageMaker Ground Truth マニフェストファイルからインポートされた画像にはラベルが付
けられます。Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールを使用して、ラベルを追加、変
更、割り当てることができます。詳細については、「画像にラベルを付ける (p. 108)」を参照
してください。

コンソールを使用して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には、を参
照してください画像を使ったトレーニングデータセットとテストデータセットの作成 (p. 67)。
トレーニングデータセットとテストデータセットの作成を含むチュートリアルについては、を
参照してくださいチュートリアル:画像の分類 (p. 41)。

トレーニングデータセット、テストデータセット (SDK) 
の作成
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には、CreateDataset API を使
用します。Amazon SageMaker 形式のマニフェストファイルを使用するか、既存の Amazon 
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Rekognition カスタムラベルデータセットをコピーして、データセットを作成できます。詳細
については、「トレーニングデータセット、テストデータセット (SDK) の作成  (p. 68)必要に
応じて、独自のマニフェストファイルを作成できます」を参照してください。詳細について
は、「the section called “マニフェストファイルの作成” (p. 81)」を参照してください。

モデルをトレーニングする
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ます。モデルの新しいバージョ
ンは、トレーニングのたびに作成されます。トレーニング中、Amazon Rekognition カスタム
ラベルはトレーニングしたモデルのパフォーマンスをテストします。結果を使用して、モデル
を評価および改善できます。トレーニングが完了するまでしばらく時間がかかります。モデル
トレーニングが成功した場合にのみ課金されます。詳細については、「Amazon Rekognition 
カスタムラベルモデルのトレーニング (p. 120)」を参照してください。モデルトレーニングが
失敗した場合は、Amazon Rekognition カスタムラベルからデバッグ情報が提供され、これを
使用できます。詳細については、「失敗したモデルトレーニングのデバッグ (p. 130)」を参照
してください。

モデルをトレーニングする (コンソール)
コンソールを使用してモデルをトレーニングするには、を参照してくださいモデルをトレーニ
ングする (コンソール) (p. 121)。

モデルをトレーニングする (SDK)
Amazon Rekognition カスタムラベルモデルをトレーニングするには、を呼び出しま
すCreateProjectVersion。詳細については、「モデルをトレーニングする (SDK) (p. 123)」を参
照してください。

モデルの改善
テスト中、Amazon Rekognition カスタムラベルはトレーニング済みモデルの改善に使用でき
る評価指標を作成します。

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。F1、精度、再現率などのパフォーマンスメトリクスにより、トレーニングしたモデル
のパフォーマンスを理解し、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。詳細については、「モデルを評価するための指標 (p. 168)」を参照してください。

モデルの評価 (コンソール)
パフォーマンスメトリクスを表示するには、「」を参照してください評価指標へのアクセス 
(コンソール) (p. 171)。

モデルの評価 (SDK)
DescribeProjectVersionsパフォーマンスメトリクスを取得するには、を呼び出してテスト結
果を取得します。詳細については、「Amazon Rekognition カスタムラベル評価メトリクス 
(SDK) へのアクセス (p. 172)」を参照してください。テスト結果には、分類結果の混同行列な
ど、コンソールにはない指標が含まれます。テスト結果は次の形式で返されます。
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• F1 スコア — モデルの精度と再現率の全体的なパフォーマンスを表す単一の値。詳細につい
ては、「F1 (p. 170)」を参照してください。

• サマリーファイルの場所 — テストサマリーには、テストデータセット全体の集計評価メト
リックと、個々のラベルのメトリックが含まれます。 DescribeProjectVersionsサマ
リーファイルの S3 バケットとフォルダーの場所を返します。詳細については、「サマリー
ファイル (p. 173)」を参照してください。

• 評価マニフェストのスナップショットの場所 — スナップショットには、信頼度評価や
偽陽性などの二項分類テストの結果など、テスト結果に関する詳細が含まれています。
DescribeProjectVersionsスナップショットファイルの S3 バケットとフォルダーの場
所を返します。詳細については、「評価マニフェストのスナップショット (p. 174)」を参照
してください。

モデルの改善
改善が必要な場合は、トレーニング画像を追加するか、データセットのラベル付けを改善
することができます。詳細については、「Amazon Rekognition カスタムラベルモデルの改
善 (p. 184)」を参照してください。また、モデルが行った予測についてフィードバックを提供
し、それを使ってモデルを改善することもできます。詳細については、「モデルフィードバッ
クソリューション (p. 316)」を参照してください。

モデルの改善 (コンソール)
データセットに画像を追加するには、を参照してくださいデータセットへの画像の追
加 (p. 243)。ラベルを追加または変更するには、を参照してくださいthe section called “画像に
ラベルを付ける” (p. 108)。

モデルを再トレーニングするには、を参照してくださいモデルをトレーニングする (コンソー
ル) (p. 121)。

モデルの改善 (SDK)
データセットに画像を追加したり、画像のラベルを変更したりするに
は、UpdateDatasetEntries API を使用します。 UpdateDatasetEntriesマニフェスト
ファイルに JSON 行を更新または追加します。各 JSON 行には、割り当てられたラベルやバ
ウンディングボックス情報など、1 つの画像に関する情報が含まれています。詳細について
は、「画像をさらに追加する (SDK) (p. 244)」を参照してください。データセットのエントリ
を表示するには、ListDatasetEntries API を使用します。

モデルを再トレーニングするには、を参照してくださいモデルをトレーニングする 
(SDK) (p. 124)。

モデルの開始
モデルを使用する前に、Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールまた
はStartProjectVersion API を使用してモデルを開始します。モデルの実行時間に対して
課金されます。詳細については、「トレーニング済みモデルの実行 (p. 186)」を参照してくだ
さい。

モデルの起動 (コンソール)
コンソールを使用してモデルを起動するには、を参照してください新しい Amazon 
Rekognition カスタムラベルモデルの開始 (コンソール) の開始 (p. 189)。
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モデルの開始
モデルコールを開始しますStartProjectVersion。詳細については、「新しい Amazon 
Rekognition カスタムラベルモデル (SDK) の開始 (p. 189)」を参照してください。

画像を分析する
モデルで画像を分析するには、DetectCustomLabels API を使用します。ローカルイメー
ジ、または S3 バケットに保存されているイメージを指定できます。オペレーションには、使
用するモデルの Amazon リソースネーム (ARN) も必要です。

モデルがオブジェクト、シーン、コンセプトを見つけた場合、応答には画像で見つかった画像
レベルのラベルのリストが含まれます。たとえば、次の図は、Rooms サンプルプロジェクト
を使用して見つかった画像レベルのラベルを示しています。

モデルがオブジェクトの位置を検出した場合、応答には画像で見つかったラベルの付いたバウ
ンディングボックスのリストが含まれます。バウンディングボックスは、画像上のオブジェク
トの位置を表します。バウンディングボックス情報を使用して、オブジェクトの周囲にバウン
ディングボックスを描画できます。たとえば、次の画像は、回路基板サンプルプロジェクトで
見つかった回路基板部品の周りのバウンディングボックスを示しています。

詳細については、「トレーニング済みモデルを使用して画像を解析する (p. 205)」を参照して
ください。

モデルの停止
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、Amazon 
Rekognition カスタムラベルコンソールまたはStopProjectVersion API を使用してモデル
を停止します。詳細については、「新しい Amazon Rekognition カスタムラベルモデルの停
止 (p. 196)」を参照してください。

モデルの停止 (コンソール)
実行中のモデルをコンソールで停止するには、「」を参照してください新しい Amazon 
Rekognition カスタムラベルモデルの停止 (コンソール) の停止 (p. 196)。
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モデルの停止 (SDK)
実行中のモデルを停止するには、StopProjectVersion を呼び出します。詳細については、「新
しい Amazon Rekognition カスタムラベルモデル (SDK) の停止 (p. 197)」を参照してくださ
い。

 (p. 18)。

モデルのトレーニング
プロジェクト
• CreateProject— リソース (画像、ラベル、モデル) と操作 (トレーニング、評価、検出) を論理的にグ

ループ化した Amazon Rekognition カスタムラベルプロジェクトを作成します。
• DeleteProject— Amazon Rekognition カスタムラベルプロジェクトを削除します。
• DescribeProjects— Amazon Rekognition カスタムラベルプロジェクト全体のリストを返します。

プロジェクトポリシー
• PutProjectPolicy—AWS 信頼するアカウントの Amazon Rekognition カスタムラベルプロジェクトにプロ

ジェクトポリシーをアタッチします。
• ListProjectPolicies— プロジェクトに添付されているプロジェクトポリシーのリストを返します。
• DeleteProjectPolicy— 既存のプロジェクトポリシーを削除します。

データセット
• CreateDataset— Amazon Rekognition カスタムラベルデータセットを作成します。
• DeleteDataset— Amazon Rekognition カスタムラベルデータセットを削除します。
• DescribeDataset— Amazon Rekognition カスタムラベルデータセットを説明します。
• DistributeDatasetEntries— トレーニングデータセット内のエントリ (イメージ) を、プロジェクトのト

レーニングデータセットおよびテストデータセット全体に分散します。
• ListDatasetEntries— Amazon Rekognition カスタムラベルデータセットのエントリ (画像) のリストを返

します。
• ListDatasetLabels— Amazon Rekognition カスタムラベルデータセットに割り当てられたラベルデータ

セットに割り当てられたラベルのリストを返します。
• UpdateDatasetEntries— Amazon Rekognition カスタムラベルデータセットのエントリ (画像) を追加ま

たは更新します。

モデル
• CreateProjectVersion— Amazon Rekognition カスタムラベルモデルをトレーニングします。
• CopyProjectVersion— Amazon Rekognition カスタムラベルモデルをコピーします。
• DeleteProjectVersion— Amazon Rekognition カスタムラベルモデルモデルを削除します。
• DescribeProjectVersions— 特定のプロジェクト内のすべての Amazon Rekognition カスタムラベルモデ

ルのリストを返します。
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タグ
• TagResource— Amazon Rekognition カスタムラベルモデルに 1 つ以上のキーバリュータグを追加しま

す。
• UntagResource— Amazon Rekognition カスタムラベルモデルから 1 つ以上のタグモデルから 1 つ以上

のタグを削除します。

モデルの使用
• DetectCustomLabels— カスタムラベルモデルを使用して画像を分析します。
• StartProjectVersion— カスタム・ラベル・モデルを起動します。
• StopProjectVersion— カスタム・ラベル・モデルを停止します。
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Amazon Rekognition カスタムラベル
のドキュメント履歴

次の表に、Amazon Rekognition カスタムラベル開発者ガイドの各リリースの重要な変更点を示します。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 4 月 19 日

変更 説明 日付

モデル継続時間のトピックを追
加 (p. 340)

実行時間数とモデルが使用した
推論単位を取得する方法を示しま
す。詳細については、「レポート
の実行時間と使用した推論単位」
を参照してください。

2023 年 4 月 19 日

再編成されたデータセットのコ
ンテンツ (p. 340)

マニフェストファイル作成コンテ
ンツをマニフェストファイルに移
動しました。データセット変換の
トピックを「他のデータセット形
式のマニフェストファイルへの変
換」に移動しました。

2023 年 2 月 20 日

AWS WAF の IAM ガイダンスを
更新しました (p. 340)

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 15 日

分類モデルの混同マトリックス
を表示する (p. 340)

Amazon Rekognition カスタムラ
ベルコンソールには、分類モデル
の混同マトリックスは表示されま
せん。代わりに、AWS SDK を使
用して混同行列を取得して表示で
きます。詳細については、「モデ
ルの混同マトリックスの表示」を
参照してください。

2023 年 1 月 4 日

Lambda 関数の例を更
新 (p. 340)

Lambda 関数の例では、ローカ
ルファイルまたは Amazon S3 バ
ケットから渡されたイメージを分
析する方法を示します。詳細につ
いては、「AWS Lambda 関数に
よる画像の分析」を参照してくだ
さい。

2022 年 12 月 2 日

Amazon Rekognition カスタムラ
ベルでトレーニング済みモデル
をコピーできるようになりまし
た (p. 340)

トレーニング済みモデル
を、AWSAWSAWSあるアカウン
トから同じリージョン内の別の
アカウントにコピーできるように
なりました。詳細については、
[Amazon Rekognition カスタム

2022 年 8 月 16 日
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ラベルモデル] を参照してくださ
い。

Amazon Rekognition カスタム
ラベルで推論単位を自動的にス
ケーリングできるようになりま
した。 (p. 340)

需要の急増に対応するた
め、Amazon Rekognition カスタ
ムラベルでは、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、[Amazon Rekognition 
カスタムラベルモデルの実行] を
参照してください。

2022 年 8 月 16 日

CSV ファイルからのマニフェス
トファイルの作成 (p. 340)

CSV ファイルから画像分類情報
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。マニフェストファイルの作成
の詳細については、Creating file 
file file file file file file file file file 
file file file file file file file file file 
file file file

2022 年 2 月 2 日

Amazon Rekognition カスタム
ラベルがプロジェクトでデータ
セットを管理できるようになり
ました (p. 340)

プロジェクトを使用して、モデ
ルの作成に使用するトレーニング
データセットとテストデータセッ
トを管理できます。詳細について
は、[Amazon Rekognition カスタ
ムラベルについて] を参照してく
ださい。

2021 年 11 月 1 日

Amazon Rekognition カスタムラ
ベルはと統合されていますAWS 
CloudFormation (p. 340)

AWS CloudFormationを使用し
て、Amazon Rekognition Custom 
Labels 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、「によるプロジェクトの作
成」を参照してくださいAWS 
CloudFormation。

2021 年 10 月 21 日

「はじめに」エクスペリエンス
が更新されました (p. 340)

Amazon Rekognition カスタムラ
ベルコンソールに、チュートリ
アルビデオとサンプルプロジェ
クトが含まれるようになりまし
た。詳細については、[Amazon 
Rekognition カスタムラベルを使
い始める] を参照してください。

2021 年 7 月 22 日

しきい値と指標の使用に関する
情報を更新しました (p. 340)

MinConfidence入力パラメー
タを使用して目的のしきい
値を設定する方法に関する情
報DetectCustomLabels。詳細
については、トレーニング済みモ
デルによる画像の分析を参照して
ください。

2021 年 6 月 8 日
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AWS KMS keyサポートの追
加 (p. 340)

独自の KMS キーを使用してト
レーニング画像やテスト画像を暗
号化できるようになりました。詳
細については、Debugging model 
model model model model model 
model model model model model 
model model model

2021 年 5 月 19 日

タグ付けの追加 (p. 340) Amazon Rekognition カスタム
ラベルがタグ付けを新たにサ
ポートしました。タグを使用し
て、Amazon Rekognition Custom 
Labels モデルを識別、整理、検
索、フィルタリングできます。詳
細については、「モデルにタグを
付ける」を参照してください。

2021 年 3 月 25 日

セットアップトピックの更
新 (p. 340)

トレーニングファイルの暗号化
方法に関する設定情報を更新しま
した。詳細については、「ステッ
プ 5: (オプション) トレーニング
ファイルの暗号化」を参照してく
ださい。

2021 年 3 月 18 日

データセットのコピートピック
を追加 (p. 340)

AWSデータセットを別のリー
ジョンにコピーする方法に関する
情報。詳細については、「AWS
データセットの別のリージョンへ
のコピー」を参照してください。

2021年3月5日

Amazon SageMaker 
GroundTruth マルチラベルマニ
フェスト変換トピックを追加し
ました (p. 340)

Amazon SageMaker GroundTruth 
マルチラベル形式のマニフェスト
を Amazon Rekognition のカスタ
ムラベル形式のマニフェストファ
イルに変換する方法に関する情
報。詳細については、「マルチラ
ベルの SageMaker Ground Truth 
マニフェストファイルの変換」を
参照してください。

2021 年 2 月 22 日

モデルトレーニングのデバッグ
情報を追加しました (p. 340)

検証結果マニフェストを使用し
て、モデルトレーニングエラー
に関する詳細なデバッグ情報を
取得できるようになりました。詳
細については、Debugging model 
model training デバッグを参照し
てください。

2020 年 10 月 8 日

COCO トランスフォームの情報
と例を追加 (p. 340)

COCO オブジェクト検出形
式のデータセットを Amazon 
Rekognition カスタムラベルマニ
フェストファイルに変換する方法
に関する情報。詳細については、
「COCOデータセットの変換」を
参照してください。

2020 年 9 月 2 日
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Amazon Rekognition カスタムラ
ベルが単一オブジェクトトレー
ニングをサポートするようにな
りました (p. 340)

1 つのオブジェクトの場所を
検索する Amazon Rekognition 
Custom Labels モデルを作成する
ために、ラベルを 1 つだけ必要
とするデータセットを作成できる
ようになりました。詳細について
は、境界ボックスの作成の詳細に
ついては、境界ボックスの作成を
参照してください。

2020 年 6 月 25 日

プロジェクトとモデルの削除操
作が追加されました (p. 340)

Amazon Rekognition カスタムラ
ベルのプロジェクトとモデルを
コンソールと API で削除できる
ようになりました。詳細につい
ては、[Amazon Rekognition カス
タムラベルモデルの削除 Amazon 
Rekognition を参照してくださ
い。

2020 年 4 月 1 日

Java サンプルが追加されまし
た (p. 340)

プロジェクトの作成、モデルト
レーニング、モデルの実行、およ
び画像分析をカバーする Java の
例を追加しました。

2019 年 12 月 13 日

新しい特徴とガイド (p. 340) これはAmazon Rekognition カス
タムラベルデベロッパーガイドお
よび Amazon Rekognition カスタ
ムラベルデベロッパー向けのガイ
ドの初回リリースです。

2019 年 12 月 3 日
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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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