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自己紹介

鮫島 正樹

• ソリューションアーキテクト

• 機械学習サービス担当

• 好きなサービス

• Amazon SageMaker

• AWS Cloud9
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• 機械学習に対する AWS のミッション

• AWS の機械学習サービス

• まとめ



機械学習に対するAWS のミッション



AWS のミッション

Amazon における機械学習の経験を
すべての開発者に届けること



10,000 以上のお客様が機械学習に AWS を利用



AWS が選ばれる理由

成熟したサービ

スを幅広く提供

機械学習の困難

な課題を解決

75%の分類・

予測コスト削減、

70%のデータ

準備コスト削減

主要なフレーム

ワークをサポート

機械学習に最適

化された環境

2018年1月か

ら200以上の

機能・サービ

スがリリース

TensorFlow の

プロジェクトの

うち85%が

AWSで稼働

DAWN のベン

チマークでは、

優れた結果を示

している



AWS の機械学習サービス



AWS の機械学習サービススタック

AI サービス

ML サービス

ML フレームワーク & 
インフラストラクチャ

機械学習の深いスキルなしに、機械学習をア
プリケーションに組み込める

機械学習のモデルを高速に開発・学習・デプ
ロイできる

高性能なインフラストラクチャを自由に選ぶ
ことができる

AI: Art i f ic ia l  Intel l igence (人工知能),  ML: Machine Learning (機械学習)



AI サービス

• データを用意するだけで、API から機械学習を利用できる

• 利用する機械学習は、 AWS によって最適な実装がされている

API

イヌ

ユーザ
AWS の AI サービス



AI サービスの範囲

10種類の AI サービスを提供し、機械学習が必要な分野をカバー

静止画・動画認識 音声処理 テキスト処理

チャットボット 時系列データ予測 レコメンデーション



AI サービスの範囲

10種類の AI サービスを提供し、機械学習が必要な分野をカバー

静止画・動画認識 音声処理 テキスト処理

チャットボット 時系列データ予測 レコメンデーション

New

New New



静止画・動画認識

Amazon Rekognition
& Amazon Rekognition Video 

Amazon Textract

女性

幸せ

笑顔

静止画・動画の物体認識・顔分析など 画像の英数字テキスト認識

Name: Masaki Samejima
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音声処理

音声からテキストへ変換
(13種の言語対応、日本語非対応)

Amazon Transcribe Amazon Polly

テキストから音声へ変換

Today is June 13.

Amazon
Transcribe

Amazon
Polly



テキスト処理

Amazon Translate Amazon Comprehend

• 言語間の機械翻訳

• 日本語含む25言語対応

文書の解析
(6言語対応, 日本語非対応) 

機械学習入門

Introduction to 
machine learning

Amazon.com, Inc. is 
located in Seattle,WA
and was founded
July 5th, 1994.

Amazon Comprehend Medical
は医療文書に特化



チャットボット

Amazon Lex

• 英語の音声やテキストを利用して対
話可能なボットを構築するサービス

• 困難な音声認識や意味理解は
Amazon Lex が行う

• GUI を利用して、対話内容を開発で
きる



時系列データ予測

Amazon Forecast 

高速に予測可能 あらゆる履歴データに
対応

特徴

高精度な予測

複数時系列
データを利用可

機械学習の
自動化

結果の可視化・
アプリへの組み込み

予測と再学習の
スケジューリング



レコメンデーション

Amazon Personalize 

リアルタイム 様々な商品・
サービスに適用可

特徴

エンドユーザの
操作を逐次反映

機械学習の自動化 SageMakerからの
アルゴリズム持ち込み

高精度な
レコメンデーション

学習継続による
性能改善

粒度は1日単位



AWS の機械学習サービススタック
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ML サービス: Amazon SageMaker

• ニーズにあわせて独自の機械学習サービスを実装する場合

• Amazon SageMaker がサービス実装に必要な環境を提供

APIユーザ Amazon SageMaker

新しい元号は？

令和
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ML フレームワーク/インフラストラクチャ

エッジデバイスも含め、機械学習の環境を自由に構築できる

フレームワーク 計算環境

+

利用環境

GPU CPU

+
インスタンス

/エッジデバイス



まとめ



まとめ

• AWS では、成熟した機械学習サービスを幅広く提供し
ており、ML スタックという考え方で、用途に応じた柔
軟な選択が可能

• AI サービスを利用することで既存のアプリケーション
にMLを簡単に組み込むことができる

• Amazon SageMaker を利用すれば、独自の機械学習モ
デルの開発・学習・推論も効率的に実施できる


