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自己紹介
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● 鈴木 翔太

● AI本部AIシステム部MLエンジニアリングG 
● DRIVE CHARTのAIシステムリード

● モデル構築部分以外を幅広く担当

■ 学習・分析環境の整備

■ AI/MLモデルの本番組み込み

■ データの前処理・データパイプライン

の開発運用



DeNA事業ポートフォリオ
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● 多種多様な領域でのビジネス・サービス展開

● パートナー企業と共に社会影響の大きなサービス創出

● 大規模インターネットサービスプラットフォームの構築



DeNAのAI事例
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● 多種多様な事業でのAI活用

● パートナー企業と共に社会影響の大きなサービス創出



AIサービス応用を実現するための組織体制
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DRIVE CHART
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DRIVE CHART概要
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● 交通事故削減は喫緊の社会課題
○ 年間47万2165件※1、商用車(事業用)3万2655件※2

● 事故削減はビジネス観点でも重要
○ 営業車、タクシー、運輸業者等
○ 安全はもちろん、評判、修理費用、保険料観点でのニーズ大
○ 高齢ドライバーも増えている

● 危険運転の効果的な改善方法が求められている
○ ドライバーが行動を改善しなければ事故は減らない

※1 平成30年度版 交通安全白書「平成29年度中の交通事故発生件数」
※2 警察庁交通局  平成29年中の交通事故の発生状況



DRIVE CHART概要
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危険運転をAIで検知、レポートし、運転行動の改善指導を行うため
のツール



DRIVE CHART概要
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危険運転を可視化・レポート



DRIVE CHARTの構成技術
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危険運転行動の検知
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車載カメラ画像、GPS、地図データから様々な危険運転を検知

入力情報 検知する危険運転

外向きカメラ 車間距離不足

内向きカメラ 脇見

加速度センサ／GPS 急ブレーキ、急加速、急ハンドル

加速度センサ／GPS／地図データ 一時不停止、制限速度超過



車間距離不足
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走行速度に対して前方の車両との距離が短く、衝突するリスクがま
している状態



車間距離不足

実際の認識結果ではありません

● 前方車両の車両の認識
○ ”概ね対象が検出できている”ではなく、高精度に物体を認識する必要あり
○ 最新のNetworkを採用しつつ、高速化のためNetworkを大幅に軽量化
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車両周辺環境認識
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DEMO



ドライバー状態認識
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DEMO



AI/ML開発するためのシステム構成
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DRIVE CHARTの開発体制
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SageMakerの利用状況
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● これまではSageMaker Notebookのみを使用
○ データの分析、可視化などに使用
○ セキュアなJupyter環境として重宝

AI研究開発
エンジニア

データサイエン
ティスト

AWS KMSで暗号化

IAM Role

Amazon EFS Amazon S3



これまでの学習環境
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Step Server
学習用EC2 ①

(Ondemand Instance)

学習用EC2 ②
(Spot Instance)

Amazon EFS

作成

作成

作成者にアラート通知

データの共有

aws-tools
● EC2インスタンス管理ツール（弊社開発）
● 監視設定、spot設定、DNS紐付け、Role管理などを制御
● 開発者が管理しやすい

停止 SlackAWS Lambda

● aws-toolsで各EC2インスタンスを生成し、インフラ管理から外れないようにチェック
● Spot Instanceの積極的な活用でコスト削減しつつ、停止したときの通知等の工夫をしている



Amazon SageMakerの
学習について

21



自己紹介
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● 外山 寛
● @toyama0919
● AI本部AIシステム部MLエンジニアリングG
● 普段やってること

○ 各種AI projectのインフラ構築 
○ DRIVE CHARTを中心にprojectのML-OPS



DRIVE CHARTの深層学習について
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● LibraryはほぼPyTorch、一部Chainer
● 学習に要する時間は1週間〜1ヶ月程度

● 学習はコストを下げるため、us-east-1を使う。
● 分散学習の需要はいまのところそんなにない。



これまでの学習環境の課題
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● リサーチャーがEC2のインスタンスを管理しないといけない
● インスタンスの落とし忘れによる無駄なコスト
● 独自AMIの構築コストが高い

○ CUDA等のセットアップ
○ セキュリティ対応



SageMakerにすると
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● リサーチャーがEC2のインスタンスを管理しないといけない
→仮想マシンの管理は不要、リサーチャーはpythonだけを相手
にすればよくなる。

● インスタンスの落とし忘れによる無駄なコスト
→学習終了すればcontainerも落ちるためコストが最適化される

● 独自AMIの構築コストが高い
→AWSの公式imageを使うことでsetup時間削減
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1. 高レベルAPIと低レベルAPIについて

2. 学習の流れと概要

3. 最近入った嬉しい機能

4. Local mode



sagemaker-python-sdk
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● pythonでdockerの起動から学習までがシームレスに実行でき
る。

● 高レベルAPIとも言われる
○ 高レベルであるがゆえ、直感的に書ける。

● awscliで実行する `aws SageMaker ~` で実行するのは低レベ
ルAPIと呼ばれ、細かい設定で学習可能。



sagemaker-sdk(高レベルAPI)
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from sagemaker.pytorch import PyTorch

estimator = PyTorch(

    sagemaker_session=sagemaker.Session(),

    role='xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',

    train_instance_type='ml.p3.2xlarge',

    output_path='s3:///path/to/output',

    ...

)

estimator.fit(inputs={'training': "s3://path/to/dataset/MNIST"})



boto3(低レベルAPI)
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import boto3

region = boto3.Session().region_name

sm = boto3.Session().client('sagemaker')

training_job_params = {

    "ResourceConfig": {

        "InstanceCount": 1,

        "InstanceType": "ml.m4.xlarge",

        "VolumeSizeInGB": 5

    }

    ...

}

sm.create_training_job(**training_job_params)



30

1. 高レベルAPIと低レベルAPIについて

2. 学習の流れと概要

3. 最近入った嬉しい機能

4. Local mode



学習時にpresetされる環境変数
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環境変数 内容

SM_MODEL_DIR 学習後のモデルの保存先

SM_OUTPUT_DATA_DIR モデル以外の出力ファイルの保存先

SM_NUM_GPUS コンテナに割り振られたGPU数

SM_NUM_CPUS コンテナに割り振られたCPU数

SM_CHANNEL_XXXXXX
学習のデータセットのpath
(XXXXXXはチャンネル名で次ページで説明)



学習処理におけるChannel
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estimator = PyTorch(...)

estimator.fit(inputs={

'training': "file:///path/to/dataset/MNIST/train"},

'test: "file:///path/to/dataset/MNIST/test"}

)

この「training」の箇所を
Channel名と呼ぶ

container上では以下のようになる

SM_CHANNEL_TRAINING=/opt/ml/input/data/training
SM_CHANNEL_TEST=/opt/ml/input/data/test



argparseで使う
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parser = argparse.ArgumentParser()

parser.add_argument('--train-data-dir', type=str, default=os.environ['SM_CHANNEL_TRAINING'])

parser.add_argument('--test-data-dir', type=str, default=os.environ['SM_CHANNEL_TEST'])

parser.add_argument('--model-dir', type=str, default=os.environ['SM_MODEL_DIR'])

parser.add_argument('--output-data-dir', type=str, default=os.environ['SM_OUTPUT_DATA_DIR'])

parser.add_argument('--num-gpus', type=int, default=os.environ['SM_NUM_GPUS'])

parser.add_argument('--num-cpus', type=int, default=os.environ['SM_NUM_CPUS'])

argparseのデフォルト値として環境変数を設定するやり方が一般的



HPがargparseに変換される
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estimator = PyTorch(

    hyperparameters={

      "lr": 0.00,

      "momentum": 0.0,

      "batch_size": 32,

      "decay": 0.0000,

      "losstype": 'l2'

    },

    ...

)

parser.add_argument('--lr', type=float, default=0.01)

parser.add_argument('--momentum', type=float, default=0.1)

parser.add_argument('--decay', type=float, default=0.0001)

parser.add_argument('--batch-size', type=int, default=32)

parser.add_argument('--losstype', type=str, default="l2")

hyperparametersとなっているが任意の値をcontainer側に自由に渡せる



SageMakerのPytorch対応状況
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● サポートしているバージョン
○ 0.4.0
○ 1.0.0
○ 1.1.0

● 最新の1.2.0はまだ未対応(近いうちに対応されそうではある)
● tensorflow, mxnetに比べると新機能の対応が遅い

○ 大体Chainerも似たような感じ
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1. 高レベルAPIと低レベルAPIについて

2. 学習の流れと概要

3. 最近入った嬉しい機能

4. Local mode



managed spot training
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managed spot training
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● spot instance相当の価格で学習できる

○ p2, p3だと60% off位の価格が相場

● checkpointをs3に取ることで、中断した際の再開を可能にする。

○ 再開する処理自体は自分で実装する必要がある
● オンデマンド実行との比較の節約率が表示されてお得な気分に

なれる



managed spot training

39



managed spot training例
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estimator = PyTorch(

    role='xxxxxxxxxxxxxx',

    train_instance_type='ml.p2.xlarge',

    output_path='s3:///path/to/output',

    train_max_run=3600, # トレーニングジョブの最大実行時間

    train_use_spot_instances=True, # マネージドスポットトレーニングを有効化

    train_max_wait=3600, # トレーニングジョブの最大待機時間+実行時間 (>=train_max_run)

    ...

)



trainにEFSを使えるようになった

41



datasetにEFSを使う
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estimator = PyTorch(

    ...

    subnets=['subnet-1', 'subnet-2']

    security_group_ids=['sg-1']

)

efs_input = FileSystemInput(

    file_system_id='fs-xxxxxxxxx',

    file_system_type='EFS',

    directory_path='datasets',

    file_system_access_mode='ro'

)

estimator.fit(efs_input)
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1. 高レベルAPIと低レベルAPIについて

2. 学習の流れと概要

3. 最近入った嬉しい機能

4. Local mode



local modeとは
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● SageMakerをlocalの環境で実行する事ができる。
● データセットもlocalにあるファイルを読み込める。

○ file:://で指定できる。
● docker container自体は通常モードと同じものが起動する。
● 起動が早く、デバッグに向いている

○ 通常モードだとtrainingのインスタンスを起動するだけで5分近
くかかる

● SageMakerを少し体験してみたいようなケースにも最適。
● HP最適化(HyperParameterTuner)など未対応の処理も多い。
● オンプレミスでもSageMakerを動かせる



local modeの学習の内部処理

45

● docker-composeのyamlが自動生成される。
● そのyamlからSageMakerのcontainerが起動される。
● s3にソースコードがアップロードされる(無効にできる)



local modeの設定
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● こうするとs3のソースコードuploadを無効化できる
● roleは/にすることでdummy設定が可能

sagemaker_session = sagemaker.local.LocalSession()

sagemaker_session.config = {'local': {'local_code': True}}

estimator = PyTorch(

    sagemaker_session=sagemaker_session,

    role="/"

    ...

)



local modeが生成するdocker-compose.yaml
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networks:

  SageMaker-local:

    name: sagemaker-local

services:

  algo-1-e35no:

    command: train

    environment:

    - AWS_ACCESS_KEY_ID=xxxxxxxxxxxxxxx

    - AWS_SECRET_ACCESS_KEY=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

    - AWS_REGION=us-east-1

    networks:

      sagemaker-local:

        aliases:

        - algo-1-e35no

    stdin_open: true

    tty: true

    volumes:

    - /private/var/folders/62/t8jxqc3d2lg8284qptpnpcq4rb927p/T/tmpth4mbopo/algo-1-e35no/output:/opt/ml/output

    ...

version: '2.3'

データセットをinputする
箇所がmountされる



local modeの例
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from sagemaker.pytorch import PyTorch

estimator = PyTorch(

    sagemaker_session=sagemaker.local.LocalSession(),

    role='/',

    train_instance_type='local',            # local or local_gpu

    output_path='file:///path/to/output', # file://とすることでlocalのdirectoryを直接参照できる

    ...

)

estimator.fit(inputs={'training': "file:///path/to/dataset/MNIST"})

local_gpuならcudaが
installされたimageから起
動する



Amazon SageMakerの
その他機能、工夫したこと

49



公式docker imageの辛い点
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● cudaは入っている(cuda-10.1)が、cudnnが入ってない

● cythonが入ってない

● ubuntu18の公式imageがない
○ SageMaker移行対象の学習がubuntu18で実施されていた



custom docker imageのbuild(pytorchの場合)
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AWS公式imageをベースにbuildすると楽。
1からimageを作るのは運用が辛い。

FROM 

520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:1.1.0-gpu-py3

RUN python3.6 -m pip install Cython

...



学習終了を検知するevent
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● cloudwatch eventで学習のstatus変更を検知できる。
● 以下の学習statusがある。

○ InProgress
○ Completed
○ Failed
○ Stopping
○ Stopped

● 検知のstatusのfilterがないため、statusのfilterはlambdaなどで
filterする必要あり



SageMaker trainingのcloudwatch eventのcallback
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{

    "version": "0",

    "id": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",

    "detail-type": "SageMaker Training Job State Change",

    "source": "aws.SageMaker",

    "account": "242517259450",

    "time": "2019-09-24T05:01:52Z",

    "region": "us-east-1",

    "detail": {

      "TrainingJobName": "xxxxxxxxxxxxxx-2019-09-24-03-52-01-737",

      "TrainingJobStatus": "Failed",

      "FailureReason": "${スタックトレース}"

      ...

    }

    ...

}

エラーが発生した場合
(Failed)のPythonの
stacktraceが入ってる



学習終了を検知するevent
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Cloudwatch 
events

status変更通知
status変更

lambda



SageMakerの各種上限(Limitation)
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● トレーニングジョブの最長の実行時間
=> 5日間(432000秒)

● ml.p2.XXXXXインスタンスの上限
=> 1

● ml.p3.XXXXXインスタンスの上限
=> 2



SageMakerの各種上限(Limitation)
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● managed spot trainingで実行する場合のspotの上限はまた別
なので注意(ec2と同じ)

● spotの上限申請はまだ申請formが存在しないので, 「spotの上
限緩和お願いします」との旨を暖かく伝える。



困っている点
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● 学習containerに環境変数を渡せない
○ argparseの引数としてしか直接渡す手段がない。
○ 推論endpointは環境変数をdictで渡せる。

■ これと同じことが学習でも出来てほしい。
○ 秘匿値を学習containerに渡して学習したい場合(外部SaaS

の連携とか)、secret manager等を使う必要がある。



We are hiring!
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https://career.dena.jp/job.phtml?job_code=1080


