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Chainerの研究成果を爆速でdeployする
ModelPackageの仕組み



Who?

● 梅澤 慶介

○ 金融マーケット予測モデルの研究開発 @AlpacaJapan
○ Chainer Evangelist ＠Preferred Networks
○ Twitter：@kmechann
○ GitHub：@keisuke-umezawa
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AlpacaJapan
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金融 x 機械学習 がテーマのスタートアップ

主な提供サービス/プロダクト

❖ 銀行・証券会社・信託銀行を中心に  金融機関向けのトレーディング AI技術で多くの実績を保持

「相場予測モデルの構築」のプロジェクトで
協業

「AlpacaSearch for kabu.com」
相互に類似している銘柄のチャートパター
ンを表示

「AI外貨予測」「AI外貨積立」
指定した外貨の為替の変動を予測し、予測
した日に一定金額を積立可能

主要マーケットの短期予測
をリアルタイムで表示

弊社の大規模データ処理
の技術やディープラーニン
グ技術を活用したアプリ
ケーション



AGENDA

● Alpaca Forecast AI Prediction Matrixのご紹介

● Alpacaのデータサイエンスへの取り組み方
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本日のお話

最近Alpacaがブルームバーグと共同リリースしたAlpacaForecast AI Prediction Matrix
の裏側

● ブルームバーグ端末(金融情報を閲覧するための端末)で動作するアプリで、ブ

ルームバーグ端末は世界で40万人以上のユーザー

● Alpacaが研究開発した最新の予測モデルの結果をリアルタイムに届けるためのア

プリ
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Alpacaの予測モデルの触りだけ

● AI・ディープラーニング

に向いているのは大量

に発生したデータからパ

ターンを探す作業

● マーケットにおいて最も

大量に発生している

データはなにか、それが

Tick
● 大量のTickデータから

発生パターンを解析し、

どのようなパターンが発

生したときにプライスが

上がるか・下がるかを

ディープラーニングで学

習
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画像認識向けのCNNを
時系列解析のネットワークとして拡張

ディープニューラルネットワークがマーケットの
特徴的なTickの発生パターンを解析、予測を出
している。

画像認識

Tick発生パターン



Kubernetesによる予測システムの構成
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pred pred pred pred pred pred

adapter adapter

Bloomberg

predictor

RDS

dispatcher dispatcher
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Bloomberg App

pod

StatefulSet

SQS
Deployment
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...

marketstore marketstore
service

dispatch queue
USDJPY EURUSD Nikkei

batch batch

Dockerコンテナが適切にシャーディン
グを行い、冗長化を保ちながらまんべ
んなく分散されるように設計



予測モデルをリアルタイムに実行する工夫
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MarketStoreはAlpacaが独自開発し
たDataFrame配信サーバ

データがすべてnumpyバイナリで直
接MarketStoreから配信されるので
JSON => dfの最も時間がかかる処理
を省略出来る

推論処理そのものよりもその前のTickデータをChainerで処理可能とするまでの
プロセスがリアルタイム処理を行う上では支配的な影響を持つ



予測モデルの処理時間
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Feed Adapters

Predictor

Dispatcher

RDS

(1) SQSにB-PIPEからストリーミングさ
れるレート情報を書き込む

(2) MarketStoreへの書き込み処理

(4) 予測処理内のMarketStoreへのク
エリ

(3) MarketStore内でクエリ可能となる
(書き込み処理後即座に反映 )

(5) 予測処理(前処理・予測処理 )

(6) 予測結果のSQSへの書き込み  

(7) 予測結果のSQSからの取得処理

(8) DBに保存

ストリーミングの
リアルタイム処理

SQSのレイテンシなどで
50msec

クエリ・前処理含めて、
350msecで完了

およそ100ミリ秒

Bloomberg B-PIPE全体のパイプラインとしては500msec程度で予測処
理が完了

API
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Alpacaのデータサイエンスへの取り組み方

● チームでデータサイエンスを行う

○ 私たちは金融分野に特化してデータサ

イエンスに取り組んでいる。それぞれの

メンバーの成果をすぐに共有し、それを

土台により難しい課題に取り組みた

い。

● 研究成果をすぐにユーザに届ける

○ 研究成果は実際にユーザに使用しても

らえた時に、初めてビジネス的な価値

が産まれる。できるだけそれまでのリー

ドタイムを短くしたい。
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チームでデータサイエンスを行うと、
こんなことありませんか・・・？

● なぜかデータが存在しない・・・

● なぜか環境が再現できない・・・

● なぜか渡されたNotebookが動かない・・・

● なぜかscriptが動かなくなっている・・・

● etc...
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研究成果をプロダクトに取り込もうとすると、
こんなことありませんか・・・？

● そもそもプロダクション環境がない・・・

● 現在のプロダクションで稼働するには変更が多すぎる・・・

● 実験で使ったコードを丸々プロダクションのために書き直さないといけない

・・・

● モデルの性能を再現できない・・・

● etc...

14



AlpacaデータサイエンスチームのMission

● 諸々の課題をどうやって解決するかというと、
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AlpacaデータサイエンスチームのMission

● 諸々の課題をどうやって解決するかというと、
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エンジニアリング



チームでデータサイエンスを行うために

1. データを共有できるように、

a. DB等でデータを一箇所で管理

b. データパイプラインで更新作業を自動化

2. 環境を共通化できるように、

a. コンテナによる開発・実験

3. 後々に実験が再現できるように、

a. Test可能な方法で実験を行う

b. Notebookによる実験は行わない、可視化のため

だけに使う

4. 誰でも実験を再現できるように、

a. 前処理・学習・評価を一連のパイプラインとして管

理

b. 可読なモデルフォーマットによる実験内容の管理
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自社開発



研究成果をすぐにユーザに提供するために

1. プロダクションを大幅に変更しなくても良いように、

a. 共通プラットフォーム Alpaca Forecasting 
Platformの開発

b. データサイエンス部分のコードの共有・ライブラ

リ化

c. 実験とプロダクションでのモデルフォーマットの

共通化

2. プロダクションで性能を再現できるように、

a. データサイエンス部分のコードの共有・ライブラ

リ化

b. 実験とプロダクションでのモデルフォーマットの

共通化
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自社開発

自社開発

自社開発

自社開発

自社開発



共通の解決策

1. プロダクションを大幅に変更しなくても

良いように、

a. 共通プラットフォーム 
Alpaca Forecasting 
Platformの開発

b. データサイエンス部分の

コードの共有・ライブラリ化

c. 実験とプロダクションでの

モデルフォーマットの共通

化

2. プロダクションで性能を再現できるよう

に、

a. データサイエンス部分の

コードの共有・ライブラリ化

b. 実験とプロダクションでの

モデルフォーマットの共通

化
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ModelPackageの
開発ニーズ



ModelPackageの目的と実装
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目的

1. 実験とプロダクションで共通のフォーマットでモデルを定義する

2. 可読なモデルフォーマットで実験を管理する

実装

1. 実験とプロダクションに必要なインタフェースを定義し、両環境でそれを呼び出

す

2. それぞれのインタフェースの実装をyamlファイルで定義できるようにする



ModelPackageのインタフェース

ModelPackageは以下を行うインタフェース

が提供されている。

● データの前処理

● 正答ラベルの作成

● 推論

プロダクションでは、データの前処理と推論

のインタフェースを呼び出すようになってい

る。

新しいモデルをデプロイする時もこのインタ

フェースさえ満たしていれば即時にリリース

可能。
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ModelPackage

build_dataset

calc_labels

predict_with_df



STRICTLY CONFIDENTIAL AND FOR INTERNAL USE ONLY

実験でのModelPackageの使い方
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Experiments Pipeline

Dataset
Step

Label
Step

Train
Step

Prediction
Step

Pointed function is called by task.

ModelPackage

build_dataset

calc_labels

predict_with_df

実験・プロダクションでは同じインタフェースを呼び出すことで、同じ動作をすることが保

証されている。



ModelPackageの定義ファイル

すべての予測モデルはModelPackageとい

うパッケージ形式で管理

● データの前処理

● 正答ラベルの作成

● 学習・推論

などなど、予測モデルを動作させるすべての

情報がyamlファイルで記載され

ModelPackage内部で保持

ロードされたModelPackageは自分に保存

された情報から、自分がどのように動作すれ

ばいいか一意に決定する
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例: 特徴量をどのように生成するかを
YAMLファイルで管理している



まとめ

● Alpacaのエンジニアリングによるデータサイエンスへの取り組みのご紹介

○ エンジニアリングにより、チームで問題解決 & 即時デプロイを達成している

○ そのなかでも、特にModelPackageのご紹介

● 弊社のデータエンジニアリングやモデルの話はまた機会があれば

○ サンプルが足りない（普遍性が長期間存続しない）

■ データオーギュメンテーションは完全に研究レベル

○ 錯誤相関・評価方法（汎用性のあるパターンかどうかが重要）

■ 汎化性能ってそもそも何？

○ 膨大な探索空間（予測時間軸、ウィンドウサイズ、etc...）
■ ていうか1分後予測と10分後予測で別物の問題だった、、、

○ 時系列方向のリーク防止保証

■ マーケット予測あるある: Batch Normalizationで先読みして精度出てライ

ブで死亡
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We're hiring!!
https://www.wantedly.com/companies/alpacadb

● Web Engineer
● Infrastructure Engineer
● ML/AI Enginner
● Fintech Engineer


