
教員名 山肩 洋子 研究場所 本郷キャンパス ( 工学部 2 号館） 分野 メディア情報処理、食の AI

メディア情報処理技術を使って人々の食をもっと豊かに
　食は生まれてから死ぬまで絶え間なく続く生命活動です。1日 3食 80 年間生きるならば実に 8万 7千回以上食べる機会が与え
られています。食を選び、調理し、食べるという活動の中には、解決すべき多くの課題が含まれています。私たちの研究室は、画
像・映像処理や自然言語処理、音声対話システム、情報検索、機械学習など幅広い AI 技術を活用し、人々のもっと豊かな食の実
現を目指します。当研究室は相澤・山崎・松井研究室と合同で運営を行っており、学生は同じ部屋で研究生活を送ります。

ウェアラブルカメラによる自動食事記録
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手順文書の意味解析に基づくレシピ検索、推薦
　オンライン上には数えきれないほどのレシピが見つかりま
すが、いったいどのレシピを選んだらいいのでしょうか？
「肉じゃが」を検索すると 1万件以上のレシピがみつかること
から、調理手順説明文の意味理解を行うことが重要です。レ
シピは料理を作る工程を記した手順文書ですから、一般的な
文書と異なり、明確な構造をもちます。我々は自然言語処理
技術によりレシピテキストから作業のフローグラフを抽出 ( 右
上図 ) し、異なるレシピ間の相違を自動的に抽出することで、
「手順文書」に注目したレシピ検索・推薦システムを開発して
います。英文レシピも扱っています。

レシピフロー
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肉じゃが レシピフロー

グラフ間マッピングによるレシピ間の際の発見
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自然言語処理によるレシピ文書の解析

食事画像からの食材推定
　既存の食事管理アプリでは料理名で栄養データベースを検
索して摂取栄養価を推定しますが、同名の料理でもレシピに
よって栄養価は大きく異なります。 私たちはレシピに基づき栄
養価を計算するため、食事の画像からその材料を推定する画
像認識モデルを開発しています。「塩」や「砂糖」といった目
に見えない食材も推定できるよう、料理名と材料リストを同
時に推定するマルチタスクラーニングを採用しています。

食事写真からの材料推定

RecipeLogでレシピを作成 FoodLog Athlで食事記録
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レシピ記録支援アプリ RecipeLog の開発
　私たちが摂取している栄養を知るためには、食べた食事を
記録することが第一歩です。ですが、同じ「肉じゃが」でも
レシピによって栄養価は大きく異なります。そこで私たちは、
AI がユーザの入力を予測することで、ユーザが自分のレシピ
を少ない入力操作で記録することができるスマホアプリ
RecipeLogの開発を行っています。相澤研が開発し、すでに
サービス提供に至っている食事管理アプリ FoodLog Athlと連
携することで、家庭内の食事履歴を正確に記録し、栄養摂取
量を把握することが可能となります。アスリートや病を抱え
た方々だけでなく、誰もが自分が摂取している食を理解し、
より健康的な生涯を送れる世界の実現を目指します。

ウェアラブルカメラによる自動食事記録
　未来の食事記録はどのようになるでしょうか。私たちは、 ウ
ェアラブルカメラを用いた食事記録システムを開発していま
す。カメラを装着したまま食事をすることで、その人が何を、
どのような順番でどれだけの量食べ、またどれだけ残したか
を記録することができます。このような記録映像を AI により
解析すれば、 食事の速さや順番に注目した食事指導や、残した
量を考慮した栄養摂取量の記録が可能になるでしょう。その
アプリケーションの実現を目指して、大規模なデータ収集と、
それに基づく解析モデルの構築に取り組んでいます。

問い合わせ先：
yamakata@mi.u-tokyo.ac.jp


