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自己紹介

呉 和仁 (ごう かずひと)
機械学習ソリューションアーキテクト

今までの経験

• DWH開発

• データエンジニア

• データサイエンティスト

好きなサービス

• Amazon SageMaker
• AWS Lambda



Agenda
• ML パイプライン関連

• Amazon SageMaker Pipelines

• Amazon Managed Workflows for Apache Airflow

• AWS Step Functions

• その他
• Amazon SageMaker Data Wrangler

• Amazon SageMaker Feature Store

• Amazon SageMaker Clarify
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Amazon SageMaker Pipelines

• 機械学習ワークロードの CI/CD を実現
• 機械学習ワークフローのデータロードや
学習処理、モデルの最適化などの一連の
処理ステップを任意のタイミングや所定
の時間に実行できる

• 本番環境にデプロイするのに最適なモデ
ルを選択したり、モデルの自動追跡が可
能。

• 各ステップの処理結果はSageMaker
Experimentsで記録され、モデルの出来
映えや学習パラメータなどを視覚化でき
る

• 定義されたワークフローは再利用や共有
が容易なので、モデルの再生成や改善の
際にも有益

ht tps:/ / aws.amazon.com/ sagemaker/ pipelines/

https://aws.amazon.com/sagemaker/pipelines/


ML のライフサイクルに向けたワークフロー作成の課題

1

2 モデルを開発環境から本番環境に移すには複数のステップが必要
- ML のライフサイクルの各ステップで標準化されたコードをパッケージ化
- 上記のコードパッケージをワークフローへの組み込む
- 各ステップの依存関係の管理
- オーケストレーションされたシーケンシャルなワークフローの実行

モデルの開発、学習、デプロイの反復的なプロセス

3 ワークフローの各ステップのトレーサビリティ

5 ML Ops の一環としてワークフロー全体の自動化とスケーラビリティ

4 数千ものモデルの中から適切なバージョンのモデルのデプロイと管理



Amazon SageMaker Pipelines

数回のクリックで、完全に自動化されたML ワークフローを作成でき、
数ヶ月のコーディングを数時間に削減可能

ML 開発の加速

生成されたモデルを自動で追跡し、構造化された監査証跡を維持することで
手動プロセスを排除

何百もの生成されたモデルを自動で追跡

ビルトインテンプレートを利用して CI /  CD パイプラインをセットアップし、
ワークフローを自動化することでML モデルをスケーラブルにデプロイ可能

本番環境で動く ML モデルを数千にスケール

完全に自動化された
ML ワークフローを
スケーラブルに構築



Amazon SageMaker Pipelines

使いやすい Python SDK で詳細なワークフローを作成して視覚的に管理
ML ワークフローの作成と管理

ML ライフサイクル中の各ステップのコードとデータセット、バージョンの追跡
ガバナンスと監査のためのモデル系統の追跡

カスタマイズしたスケジュールに基づいて全ステップを再実行することで、
モデルを最新の状態に保持

ワークフローの再現と再実行

SageMaker Studio の視覚的なインターフェースでモジュールをデプロイと管理
視覚的にモデルを比較と選択、デプロイ

CI/CD プラクティスを使用して、フルマネージドな ML ワークフローを構築
ビルトイン CI/CD でフルマネージドな ML Ops

トレーニング済モデルをレジストリに集約
モデルレジストリを利用して、一番良いモデルを開発環境から本番環境にデプロイ

主な機能



9© 2020 Amazon Web Services, Inc. or it s affiliates. All rights reserved   |

ワークフローの
作成と管理

#ステップ定義
s t ep_pr ocess = Pr ocess i ngSt ep( # SageMaker Pr ocesser  ででででででででででででで

name=“ Abal onePr ocess", pr ocessor =skl ear n_pr ocessor ,
i nput s=…, out put s=…, code="abal one/ pr epr ocess i ng. py",

)
s t ep_t r ai n = Tr ai ni ngSt ep(  # SageMaker Tr ai ni ng ででででででででで

name="Abal oneTr ai n",  es t i mat or =xgb_t r ai n, i nput s={"t r ai n":  …, "val i dat i on":  …}
)
…
st ep_cond = Condi t i onSt ep(  # でででででで

name="Abal oneMSECond", condi t i ons=[ cond_l t e] ,
i f _s t eps=[ s t ep_r egi s t er ,  s t ep_cr eat e_model ,  s t ep_t r ansf or m] , el se_s t eps=[ ] ,  

)
…
# Pi pel i ne でででででででででででででででで
pi pel i ne = Pi pel i ne( name=pi pel i ne_name,

par amet er s=[ …] , s t eps=[ s t ep_pr ocess ,  s t ep_t r ai n,  s t ep_eval ,  s t ep_cond] ,
)

Python SDK を利用して
ML ワークフローを作成

SageMaker Studio で
ワークフローを可視化

データ変換やトレーニング、
デバッグやモデルの最適化を含む
すべてのステップを管理
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モデルパイプライン
の状態可視化

作成済のステップに従い進行中の
ステップをモニタリング

各ステップのログから
成果物を理解する

各ステップのパラメータの
モニタリングと変更、管理
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モデルレジストリから
モデルを選択

モデルレジストリは
トレーニング済モデルの
中央レポジトリ

本番環境のために
モデルレジストリにモデルを登録

SageMaker Studio か Python 
SDK でモデルレジストリに
アクセス
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モデル更新をCI/ CD
パイプライン
で実行

CI/CD プラクティスを利用して
自動デプロイ

ML をスケーラブルに運用

モデルを最新かつ正確に保つ

サンプルコードはこちらから
ht tps:/ / github.com/ aws/ amazon-sagemaker-examples/ t ree/ master/ sagemaker-pipelines

https://github.com/aws/amazon-sagemaker-examples/tree/master/sagemaker-pipelines
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MWAA とは、の前に Apache Airflow とは？



Apache Airflow のユースケース



Apache Airflow のつらさ

セットアップ スケール セキュリティ バージョン
アップ

メンテナンス



Amazon Managed Workflows for Apache Airflow (MWAA)

データエンジニアやデータサイエンティストが AWS 上で
データ処理ワークフローを簡単に実行できるようにする
Apache Airflow のマネージドサービス
Generally available November 24, 2020



MWAAはいつもの Apache Airflow をすぐに提供

• すぐにデプロイ可能
• OSS版 Airflow と同一（当然同じ UI ）
• 複数のデプロイ方法

• AWS マネジメントコンソール
• AWS CLI
• API (boto3 など)
• AWS CloudFormation

Setup



MWAA をどうやって動かすか



MWAA から SageMaker を動かす

SageMaker の Operator が
Apache Airflow 1.10.1 から使えるように
なりました
• SageMakerTrainingOperator
• SageMakerTuningOperator
• SageMakerModelOperator
• SageMakerTransformOperator
• SageMakerEndpointConfigOperator
• SageMakerEndpointOperator
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AWS 
Step Functions
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AWS Step Functions: ワークフローの可視化

コンソール
で可視化

JSONで定義
実行監視

Amazon Confidential
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AWS Step Functions Data Science SDK for Python

• 機械学習エンジニアやデータサイエンティスト向けに
一部のステップに制限して、Python でワークフローの構築が可能

Doc: https://aws-step-functions-data-science-sdk.readthedocs.io/en/stable/

https://aws-step-functions-data-science-sdk.readthedocs.io/en/stable/
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利用イメージ
from stepfunctions.steps.sagemaker import TrainingStep, TuningStep, ModelStep, EndpointConfigStep, EndpointStep

# TrainingStep の定義
t r ai ni ng_s t ep = Tr ai ni ngSt ep( ' Model  Tr ai ni ng' ,  es t i mat or =xgb, dat a={…}, j ob_name="…", wai t _f or _compl et i on=Tr ue)
# XX St ep ででで
…
# devでででででででででででででで
dev_endpoi nt _s t ep = Endpoi nt St ep(

' Updat e Dev Model  Endpoi nt ' , endpoi nt _name=' xgb- dev' ,
endpoi nt _conf i g_name=execut i on_i nput [ ' Model Name' ] , updat e=Fal se

)

# でででででででででで
wor kf l ow_def i ni t i on = s t eps . Chai n( [ t r ai ni ng_s t ep, model _s t ep, dev_endpoi nt _conf i g_s t ep, dev_endpoi nt _s t ep, check_s t ep, compar e_s t ep, br anch_poi nt _s t ep] )

# ででででででででででででででで
wor kf l ow = Wor kf l ow( name=' Rout i neJob_{}' . f or mat ( i d) , def i ni t i on=wor kf l ow_def i ni t i on, r ol e=wor kf l ow_execut i on_r ol e, execut i on_i nput =execut i on_i nput )

# ででででででででで
wor kf l ow. cr eat e( )

# ででででででででで
execut i on = wor kf l ow. execut e( i nput s={…})
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どれを選択すればいいのか

• Amazon SageMaker Pipelines

• MWAA

• AWS Step Functions
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Amazon SageMaker Data Wrangler



Amazon SageMaker Data Wrangler

• 迅速かつ容易に機械学習のためのデータを準備するためのサービス
• SageMaker Studio IDEから、S3, Athena, Redshift, Feature Storeなど複数
ソースから１クリックでデータ選択、クエリ、データ変換、可視化等ができます

• 300以上の組み込み変換処理を利用してコード記述なしに処理

• 列タイプの変換、平均・中央値による欠落データ
の補完、列の再スケーリング、データ/時間の埋
み込みなど300以上の事前構成済みデータ変換の
選択肢を提供

• データソースのクエリを記述し、CSV ファイル、
Parquet ファイル、データベーステーブルなどの
さまざまなファイル形式から SageMaker にデー
タを直接インポート可能

ht tps:/ / aws.amazon.com/ sagemaker/ data-wrangler/

https://aws.amazon.com/sagemaker/data-wrangler/


データサイエンティストは多くの時間をデータ準備に費やしている

Source: Forbes survey of 80 data scient ists, March 2016

https://www.forbes.com/sites/gilpress/2016/03/23/data-preparation-most-time-consuming-least-enjoyable-data-science-task-survey-says/?sh=6ad18eb96f63


機械学習におけるデータの準備でよくある課題

1 時間とリソースがかかる

2 複数のツールが必要

3 データ準備のツールは一般的にDevOpsフレンドリーではない

4 一般的なデータ準備のタスクではコードを書く必要がある



SageMaker 
Data Wrangler
機械学習のためのデー
タを準備する最速で簡
単な方法

複数のソースからのデータをサポート
データを素早く選択してクエリを実行

組み込みのデータ変換を使用して、機械学習のために生データを特徴量に変換
組み込みのデータ変換機能でデータを簡単に変換

PySpark、SQL、Pandasで独自のカスタム変換を行う柔軟性
データ変換をカスタマイズ

外れ値や極端な値を素早く検出 - コードを書かなくてもできます
データを視覚的に理解

MLモデルの精度を妨げる可能性のあるデータ準備ワークフローの潜在的な問題を診
断

MLモデルの精度を素早く推定

ワンクリックでデータ準備のワークフローをデプロイ
データ準備のワークフローのすべてのステップを単一の視覚的なインターフェースで
管理し、ワークフローを本番環境に迅速に運用可能にします



SageMaker Data Wrangler
ユースケース

データのクレンジングと
探索

組み込みのデータ変換を使用して、デー
タのクレンジングと探索を高化

速できます

データの可視化と理解 データのエンリッチ

コードを書かなくても、データ
セット内の外れ値や極端な値を

素早く検出できます

組み込みのデータ変換ツールを使用して、
データを高精度なMLモデルを構築するた

めに使用できる形式に変換します



データを素早く選択してクエリを実行する

Amazon Athena, Amazon Redshift, 
AWS Lake Formation, Amazon S3
からデータを、SageMaker Feature 
Storeから特徴量を選択できます

SageMaker Data Wrangler にデータ
をインポートする前に、データソース
に対してクエリを記述できます

CSVファイル、Parquetファイル、
データベーステーブルなど、様々な
ファイル形式のデータを直接Amazon 
SageMakerにインポートすることが
できます



簡単にデータを変換する

300以上の組み込みのデータ変換を使用し
て、1行のコードも書かずにデータを変換
できます

組み込みのデータ変換には、列の型変換、
列の名前変更、列の削除などがあります

PySpark、SQL、Pandasでカスタム変換を
作成できます



データを視覚的に理解する

事前に設定されたビジュアライゼーション
のテンプレートを使用して、データを直感
的に理解できます

事前に設定されたビジュアライゼーション
のテンプレートには、ヒストグラム、散布
図、箱ひげ図、折れ線グラフ、棒グラフな
どがあります

独自のビジュアライゼーションをインタラ
クティブに作成および編集できるため、外
れ値や極端な値を素早く検出できます



データ準備のワークフローを本番環境にデプロイ

データ準備のワークフローを
ノートブックやPythonコードに
エクスポートできます

SageMaker Pipelines とご自身の
ワークフローを統合し、モデルの
デプロイと管理を自動化できます

作成した特徴量を
SageMaker Feature Storeに公開し、
チームやプロジェクト間での再利用や
シンジケーションを可能にします
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Amazon SageMaker Feature Store



Amazon SageMaker Feature Store

• 機械学習の学習・推論に必要な Feature を保
存、更新、取得、共有等を可能にする専用レポ
ジトリ

• 学習中の Feature とリアルタイムの推論のた
めFeature の統合ストアを提供。Feature の一
貫性を保つために、追加コードを記述等は不要

• Amazon SageMaker, Amazon SageMaker
Pipelines と統合して自動化された機械学習
ワークフローを作成可能

• 低レイテンシで使えるオンラインモード、学習
やバッチ推論に使えるオフラインモードを通し
て、学習〜推論の開発を加速

ht tps:/ / aws.amazon.com/ sagemaker/ feature-store/

https://aws.amazon.com/sagemaker/feature-store/


時間も手間も
かかる特徴量
の作成

特徴量作成のため
に、モデルごとに
同じような計算が
必要になる

特徴量を検索し
たり、他のモデ
ルと共有するこ
とが容易でない

学習と推論で特
徴量の整合性を
とる必要がある

ML の生産性をスケールする上での課題



SageMaker 
Feature Store
リアルタイム推論・バ
ッチ推論のための特徴
量を安全に保存・発見
・共有

特徴量を保存するために高い write スループットを兼ね備えている
バッチでもストリーミングでも特徴量を投入可能

リアルタイム推論に利用可能なオンライン特徴量と、モデル学習とバッチ推論
に利用される蓄積データのためのオフライン特徴量を扱える

オンラインとオフラインの特徴量

特徴量を発見するための検索の仕組みを提供している
特徴量の発見と再利用

特徴量のためのメタデータを保存し、簡単に問い合わせて特徴量データを取
り出すための自動のデータカタログ化を活用できる

特徴量のメタデータとデータカタログ

特徴量のデータとメタデータへのアクセス制御と、保存データの暗号化
(encryption at rest), 閉域網での利用を可能にする VPC および Private Link

セキュリティとアクセス制御

完全にマネージドなサービス
オンライン特徴量は低レイテンシの保存領域にキャッシュされる。学習と推論時のデ
ータ不一致による性能劣化を避けるため、オンラインとオフラインの本尊領域は一貫
性を保持する



学習と推論のための SageMakerFeature Store

Online feature store Offline feature store

• 主にリアルタイム推論へ利用される
• 特徴量の最新のコピーのみ保持
• 高い write スループット
• オンライン予測のための低ミリ秒のレイテ
ンシ

• 主にバッチ推論とモデル学習のために利用される
• 特徴量の履歴のための保存領域を提供
• 高い write スループット
• 15分以内に書き込み後の読み込み整合性 (read after 

write consistency)が得られる



ストリーミングでの投入

SageMaker Feature Store – データの投入
Feature store に対して高いスループットでコストが最適化されたデータ投入が可能

バッチでの投入

• ストリーミングで投入するためのAPI提供
• Online Store に直接入れることもでき、同

時にOffline Storeに同期させることができる
• 投入時にデータ形式や権限などを検証

• SageMaker Spark コンテナから Offline 
Store にデータを投入できる

• Offline Store にのみ投入できるし、
Online/Offline Store の双方に投入でき
る

• 投入時にデータ形式や権限などを検証

Amazon SageMaker 
Feature Store

Online Store

Offline Store



Feature Group を利用した特徴量の管理

Feature Groups という集合に特徴量
を保存する

Feature Group の metadata を定義
する

Online および/または Offline の
Storage のために Feature Group の
設定を行う

Feature Groupのためにデータカタロ
グを作る

RecordIdentifier や EventTime とい
った必須の Feature を与える

Feature Group にタグを付けることで、
metadata を包括的に管理できる



Feature Store からの特徴量の検索

存在するすべての Feature 
Groups のリストを閲覧する

Feature Groupの名前や説明、
タグや metadata を検索するこ
とによって興味のある Feature 
を簡単に探索する

スキーマを理解するために
Feature Group の詳細を確認す
る



Amazon SageMaker Feature Store 利用の流れ

ストリーミング

バッチ Offline 
feature store

未処理の
オリジナルデ

ータ

生データ

より良いモデル
のために、生デ
ータを価値のあ
る特徴へ変換

特徴作成

Amazon 
SageMaker 

Feature Store

機械学習のために特徴
を保存、発見、共有

レポジトリにスト
リーミングまたは
バッチ形式の特徴

を移動

データ投入

オンライン・オフライ
ンの保存領域が一貫性

と精度を維持

保存

リアルタイムやバッ
チ実行のアプリケー
ションや、モデル学

習に利用

提供

Online Feature 
Store

リアルタイム
推論

バッチ推論

モデル学習

サンプルコードはこちら
ht tps:/ / github.com/ aws/ amazon-sagemaker-examples/ blob/ master/ sagemaker-

featurestore/ sagemaker_featurestore_fraud_detect ion_python_sdk.ipynb

https://github.com/aws/amazon-sagemaker-examples/blob/master/sagemaker-featurestore/sagemaker_featurestore_fraud_detection_python_sdk.ipynb
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Amazon SageMaker Clarify



Amazon 
SageMaker
Clarify
機械学習モデルを説明
し、データやモデルに
偏りがないか評価する

トレーニングデータの属性間の偏りを検出
データ準備時のバイアスの検出

モデルに多様なバイアスがどの程度存在するかを評価
訓練されたモデルのバイアスを検出

モデルの挙動に対する各特徴量の相対的な重要性を理解
モデルの全体的な動作を説明

個々の推論における各特徴量の相対的な重要性を理解
個別の予測を説明する

現実世界の状況の変化によるドリフトの検出とアラートの提供
時間経過によるバイアスとモデル挙動のドリフトを検出

監査人に全体的なレポートを提供する
内部のリスクチームと外部の規制機関が必要とする可視性を提供
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学習データの
収集と準備

モデルの学習と
チューニング

モデルの評価と
適正の確認

モデルの本番環境への
デプロイ

本番環境にある
モデルの監視

バイアス評価値の測定 バイアス評価値の
測定と調整

説明性評価値の
測定

モデルの評価値を
保存バイアス評価値の測定

説明性評価値の
測定

バイアス評価値のド
リフトを監視

説明性評価値の
ドリフトを監視

SageMaker
Data Wrangler

SageMaker
Training
Autopilot

Hyperparameter 
Tuning

SageMaker
Processing

SageMaker
Hosting

SageMaker
Model Monitor

ht tps:/ / github.com/ aws/ amazon-sagemaker-
examples/ blob/ 1938d0b99a6319ea8da5a0d52e864ed8da5b4ba5/ sagemaker_processing/ fairness_and_explainability/ fairness_and_explainability.ipynb

https://github.com/aws/amazon-sagemaker-examples/blob/1938d0b99a6319ea8da5a0d52e864ed8da5b4ba5/sagemaker_processing/fairness_and_explainability/fairness_and_explainability.ipynb
https://github.com/aws/amazon-sagemaker-examples/blob/1938d0b99a6319ea8da5a0d52e864ed8da5b4ba5/sagemaker_processing/fairness_and_explainability/fairness_and_explainability.ipynb
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