
[ データ整形 -食材ラベル-]

• 110万レシピの材料に対して以下の処理を行い、
30種の食材を選定

•調味料の除去
•記号やアルファベットの除去
•表記揺れの吸収(pykakasi)

•材料を頻出順に並び替え

•全レシピから上記の食材リストの食材を
3つ以上含むレシピを使用

今後の課題

食材情報を考慮した食事画像生成の試み
松平礼史，Jaehyeong Cho，會下拓実，柳井啓司（電気通信大学）

背景

手法 : conditional DCGAN
Generative Adversarial Network(GAN)[1]: 深層学習+生成モデル
用意したサンプルデータ群に似たデータを生成
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GとDを競争させることで訓練データと似たデータを生成できるように最適化

[ データセット]

実験

クックパッドデータセット
・クックパッドに掲載されたデータで、レシピやそれらからなる献立に関するデータが含まれている
・データセットは各料理ごとに12 のテーブルから構成されている

卵, 玉ねぎ, 牛乳, にんじん, じゃがいも, キャベツ, きゅうり, トマト,
ピーマン, 大根,ねぎ, ベーコン, なす, しめじ, 長ネギ, もやし, 海苔,
豆腐, かぼちゃ, 豚肉, 大葉, 鶏もも肉, 白ごま, しいたけ, レタス, 豚ひき肉,
白菜, 豆乳, ほうれん草, とろけるチーズ

食材リスト　30種

[ データ整形 -料理カテゴリラベル-]

料理カテゴリはUECFOOD100[3]を使用
カテゴリラベル : 料理画像をクラス分類モデルに入力した際の認識結果

[ 結果 ]

近年, 深層学習を用いた画像生成・変換に関する研究が熱い，しかし…

文字，顔，居住がメイン
ファッション画像への応用も

食事画像研究にも応用したい…!!
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目的 : レシピデータから食事画像生成

・料理カテゴリ 
・食材

２つの各マルチラベルを考慮して画像を
生成することで好みの食事画像を生成できる

料理100クラス分類
 ResNet-18

Related work ① : DCGAN[1]

課題: 生成画像をコントロール不可能
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シチュー[ 食材変化 ]

[ ノイズ変化 ]
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料理カテゴリ　100種（UECFOOD100）

UECFOOD100 

100種類の料理について
約9,000枚の画像を収録
したデータセット

・食材認識を組み合わせた、より食材を考慮した食事画像生成
・レシピ手順文章からの食事画像生成
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[ カテゴリ変化 ] シチュー      味噌汁

まとめ
・食材指定による変化は小さかったが、ノイズ・カテゴリを変化させた際には
見た目に大きな変化があった

[ 条件付き入力ベクトルの生成 ]

generatorとdiscriminatorの各入力にラベル情報を付与して
学習することでラベルを考慮した画像の生成を実現

Generator
ランダム生成ベクトルを入力，サンプル群に似たデータを
出力することで，Dを騙すことを目的

Discriminator

受取ったデータが，サンプル群のデータ(real)か，
Gにより生成されたデータ(fake) か識別することを目的

Related work ② : Conditional GAN[2]

解決: 任意のクラスの画像生成

condition(ラベル)を考慮したGANの学習

Cookpad レシピデータ

GANによる高解像度の画像生成

GeneratorとDiscriminatorにCNNを組み込む

解決: 学習の精度向上, 高解像度の画像の生成

ノイズ


