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株式会社バオバブ

学習データ構築サービスのご案内



Baobabがご提供するサービス

１．ツールを使った学習データの作成および収集 
Baobabでは画像・音声データ作成および収集のため、さまざまなツールを準備
し、お客様のニーズにマッチした高品質な学習データを安定的かつスピーディーに
ご提供しています。 

当資料でご紹介するツールを使い、トレーニングを受けたバオバブの作業者
（=Baopart）がデータ作成および収集を行います。 
*以下にご紹介するツールは全てBaopart専用ツールです。 

２．作業ルール、マニュアルの作成のお手伝い 
データ作成・収集時のルール・マニュアル作成からお手伝いをいたします。 

３．品質管理 
Baopartには、作業前に各プロジェクトのルールに沿ったトレーニングを行ってい
ます。 
また、いずれのツールも管理画面からバオバブの管理者およびBaopartリーダーが
データのチェックを行い、厳しくデータの品質管理を行っています。 
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学習データ構築サービス 
ツールのご紹介 

*以下にご紹介するツールは全てBaopart専用です。
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画像・動画キャプション付けツール 

Baobab-Caption



Baobab-Captionとは

〇　画像・動画にキャプション付けができる、Webツール

（Baobab-Caption作業者用画面）



Baobab-Captionでできること 

男性が立ってい
る

白い服を着た男
性

男性がかき氷を
作っている

男性がテーブルの
横に立っている 

女性が男性を見てい
る

屋外でかき氷を売っ
ている。

〇最大8名のBaopartが、1つの画像・動画に対し同時にキャプション付け 
　することが可能（最大8キャプション/画像・動画） 
〇日本語キャプションの他、英語、中国語など、各種言語に対応 
　　　　　　　　　



Baobab-Captionの納品データ

〇CSV形式での納品 

[CSVファイル] 
　Image File Caption Text

xxxx(ファイル名）.png 男性が立っている
xxxx(ファイル名）.png 白い服を着た男性
xxxx(ファイル名）.png 男性がかき氷を作っている
xxxx(ファイル名）.png 男性がテーブルの横に立っている
xxxx(ファイル名）.png 女性が男性を見ている
xxxx(ファイル名）.png 屋外でかき氷を売っている
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画像収集・タグ/キャプション付けアプリ 

Moringa-i



Moringa-iとは

〇　画像収集および提供された画像にタグ付け・キャプション付けができる、 
　　スマートフォン用アプリ

（アプリ・プロジェクトリスト画面）



Moringa-iでできること 

〇画像収集（jpeg形式・海外での画像収集も可能) 
〇収集した画像へのタグ付け、キャプション付け 
〇お客様より提供された画像へのタグ付け、キャプション付け 
〇日本語の他、英語、中国語（簡体字・繁体字）対応　*タグは英語のみとなります　　　　　　　　　

（キャプション付け画面） 
最大100文字、3キャプションま

で付与可能です

（タグ付け画面） 
最大20タグの付与可能です



Moringa-iの納品データ

〇収集画像データはjpeg形式 

〇タグ・キャプションのデータはCSV形式での納品 

[CSVファイル：画像収集&タグ・キャプション付けした場合]　 

*GPSデータは、Baopartが同意した場合にのみ取得可能となります。 

[CSVファイル：ご提供いただいた画像にタグ・キャプション付けした場合]　 

filename latitude longitude country address tag1 tag2 caption1 caption2 caption3

file_00001.jp
g

xx.xxx
xxx

xxx.xxxx
xxx Japan

Japan, 〒xxx-xxxx 
Tokyo, Chiyoda-ku, 
Yurakucho outside landscape

青い空に鳥が飛ん
でいる

file_00002.jp
g

xx.xxx
xxx

xxx.xxxx
xxx England

England, 
Bloomsbury, 
London WC1B 3DG outside city

three people are 
standing on the 
sidewalk.

filename tag1 tag2 caption1 caption2 caption3

file_00001.jpg outside landscape 青い空に鳥が飛んでいる
file_00002.jpg outside city three people are standing on the sidewalk.
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音声収集・タグ付けアプリ 

Moringa-v



Moringa-vとは

〇　音声収集および収集した音声にタグ付けができる、スマートフォン用アプリ

（アプリ・プロジェクトリスト画面）



Moringa-vでできること 

〇音声収集（WAV形式、海外での画像収集も可能) 
〇収集した音声へのタグ付け 
〇日本語の他、英語・中国語など各種言語対応　*タグは英語のみとなります　　　　　　　　　

（音声収集画面) 
最大30秒の音声が収集可能です

（タグ付け画面） 
最大20タグの付与可能です



Moringa-vの納品データ

〇音声データはWAV形式 

〇キャプションのデータはCSVでの納品 

 [CSVファイル]　 

filename tag1 tag2 tag3 tag4 tag5 tag6

filename_00001.wav noises crowd morning 　 　 　

filename_00002.wav people stormy city night 　 　 　

filename_00003.wav noises night 　 　 　 　
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矩形付け・タグ付けツール 

Hawk



Hawkとは

〇　画像に矩形付け・タグ付けができるWebツールです

（Hawk作業画面）



Hawkでできること 

〇画像への矩形付け・タグ付け　　　　　　　　　

（矩形付け作業画面) 
さらに微細な対象への矩形付けも可能です



Hawkの納品データ

〇json形式での納品 

 [jsonファイル]　 
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特徴点・領域指定ツール 

Baobab Pose Annotation



Baobab Pose Annotationとは

〇　対象物の特徴点付け・領域指定ができるWebツールです

（Baobab Pose Annotation 作業画面）



Baobab Pose Annotationでできること 

〇対象物の特徴点付け・領域指定 
例えば、人間や動物の顔（目鼻耳口）、身体（肩、肘、手首、腰、膝、足首） 
などの特徴点を指定し、対象物を領域指定することができます。 

　　　　　　　　　

（特徴点・領域指定の作業画面) 
1画像に対して、複数の対象物について作業が可能です。



Baobab Pose Annotationの納品データ

〇CSV形式での納品 

 [CSVファイル]　 
Image File Name Key Points Segmentation

sample_image.JPG

[[{"name":"nose","position":[458.18,421.23]},{"name":"left eye","position":
[413.84,338.09]},{"name":"right eye","position":[349.18,437.86]},{"name":"left 
ear","position":[302.99,219.85]},{"name":"right ear","position":[155.19,406.45]},
{"name":"left shoulder","position":[515.45,360.26]},{"name":"right 
shoulder","position":null},{"name":"left elbow","position":[696.51,530.23]},
{"name":"right elbow","position":[580.12,637.39]},{"name":"left wrist","position":
[714.98,803.66]},{"name":"right wrist","position":[530.23,859.09]},{"name":"left 
hip","position":[1030.91,356.57]},{"name":"right hip","position":null},{"name":"left 
knee","position":[1102.96,521]},{"name":"right knee","position":null},{"name":"left 
ankle","position":[1265.54,563.49]},{"name":"right ankle","position":
[1115.89,587.51]}]]

[[{"segment":[[55.43,349.18],[125.63,339.94],[199.53,341.79],[227.24,258.65],[229.09,216.16],
[208.77,133.02],[219.85,109],[291.91,142.26],[327.01,175.51],[376.89,212.46],[447.1,253.11],
[478.5,299.3],[554.25,286.36],[698.36,254.96],[790.73,253.11],[877.56,266.04],[982.87,293.75],
[1029.06,299.3],[1029.06,245.72],[1060.46,221.7],[1115.89,221.7],[1130.67,319.62],
[1123.28,351.03],[1152.84,415.69],[1173.16,450.79],[1219.35,460.03],[1237.83,476.66],
[1291.4,567.18],[1339.44,668.8],[1354.22,726.07],[1337.59,755.63],[1315.42,772.26],
[1289.56,764.87],[1245.21,729.76],[1224.89,689.12],[1226.74,600.44],[1182.4,589.35],
[1208.27,659.56],[1191.64,711.29],[1158.38,727.92],[1104.81,663.25],[1095.57,604.13],
[908.97,618.91],[803.66,600.44],[748.24,585.66],[746.39,679.88],[744.54,775.95],
[751.93,831.38],[763.02,886.8],[748.24,908.97],[718.68,945.92],[674.34,958.85],[654.02,912.67],
[618.91,884.95],[637.39,822.14],[631.85,763.02],[626.3,727.92],[605.98,783.34],[600.44,864.63],
[585.66,942.23],[589.35,984.72],[563.49,993.96],[548.71,1030.91],[487.74,1010.58],
[465.57,955.16],[485.89,896.04],[493.28,849.85],[506.22,803.66],[487.74,729.76],[410.15,665.1],
[323.31,580.12],[314.08,530.23],[245.72,506.22],[173.67,469.27],[70.21,430.47],[42.49,378.74]]}]]
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ピッキングポイントのアノテーションツール 

Bin Box Annotation Tool 



Bin Box Annotation Toolとは

〇　対象物への領域指定及びピッキングポイント付与ができるWebツールです

（Bin Box Annotation Tool 作業画面）



Bin Box Annotation Toolでできること

〇 アイテムの領域指定及びピッキングポイント付け 
　 ピッキングをするアイテムへの領域指定、ピッキングポイントの付与の他、 
　 アイテムの箱（Bundle Box）、またアイテム自体が格納されている箱 
　（Bin Box）に対する領域指定が可能です。

（Bin Box Annotation Tool 作業画面）



Bin Box Annotation Toolの納品データ

〇CSV形式での納品 

 [CSVファイル]　 
Image File 
Name Item Boxes Picking Points Bundle Boxes Segmentation

sample_im
age.JPG

[{"x":401.6,"y":
353.59999999999997,"width":
110.39999999999998,"height":
115.20000000000005},{"x":
472.00000000000006,"y":
435.20000000000005,"width":
52.7999999999999,"height":
123.20000000000005}]

[{"x":442.34000396728516,"y":
381.2,"width":43.31999206542969,"height":
60},{"x":474.34000396728516,"y":
470.8,"width":43.31999206542969,"height":
60},{"x":475.9400039672852,"y":
470.8,"width":43.31999206542969,"height":
60}]

[{"x":544,"y":652.8,"width":
129.60000000000002,"height":
137.60000000000002},{"x":686.4,"y":
641.6,"width":120,"height":
163.19999999999993},{"x":550.4,"y":
584,"width":126.39999999999998,"height":
70.39999999999998},{"x":686.4,"y":
606.4,"width":
121.60000000000002,"height":40},{"x":
686.4,"y":518.4,"width":120,"height":
92.80000000000007},{"x":556.8,"y":
505.6,"width":
137.60000000000002,"height":
86.39999999999998},{"x":569.6,"y":
444.8,"width":
123.19999999999993,"height":64},{"x":
568,"y":345.6,"width":
116.79999999999995,"height":
94.39999999999998},{"x":820.8,"y":
334.4,"width":
129.60000000000002,"height":
187.20000000000005}]

[{"x":401.6,"y":353.59999999999997,"width":
110.39999999999998,"height":
115.20000000000005}]


