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「ファッションを数値化する」 
をミッションとする研究開発組織
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つくったもの - コーディネートの欠損を予測する

クエリ 予測結果

0.18 0.13 0.10 0.51 0.08

0.40 0.14 0.08 0.01 0.38

0.74 0.01 0.04 0.12 0.08

左端のアイテム がground truth
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つくったもの - コーディネートの欠損を予測する

FITBfour：欠損したアイテムのカテゴリと異なるカテゴリのアイテムを含む4択 
FITBfive/eight：欠損したアイテムのカテゴリと同じカテゴリのアイテムのみからなる5択/8択

提案手法

Style BiLSTM 
(Nakamura2018)

FITBfour FITBfive

0.703

0.551

BiLSTM(Han2017)

0.715

0.780

Max Pooling

-

-

FITBeight

0.431

-

-

0.2280.323 0.592
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つくったもの - 欠損予測の根拠を可視化する

クエリ 予測結果

左端のアイテム がground truth
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つくったもの - コーディネートをサンプリングする

初期値 サンプルされたOutfit

靴を固定してそれ以外をサンプリング
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talkのスコープ

SageMakerを利用した機械学習アルゴリズムの開発から学習実行まで 
（アノテーションやデプロイの話題は出てきません）

いくつかの工夫によってアルゴリズム開発時の

試行錯誤を高速化できました

talkのサマリ
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なぜSageMakerを導入したのか

•モデルの肥大化に伴い1回の実験に必要な計算時間が増加していた 
•スケーラビリティとコストの両立

実験規模の増加

•MLを実装するエンジニアの増加 
•ユーザー追加と権限管理

ユーザーの増加

•野良インスタンスの撲滅 
•すべてのインスタンスが証明書の発行された状態で管理できる

管理コスト
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SageMakerの導入によって開発・実験環境の柔軟性が向上した

Amazon EC2

Amazon EC2

Amazon EC2

Amazon
SageMaker

Instance

Instance

Instance

Instance

導入前 導入後

•独立したEC2が複数台立ち並ぶ 
•各自が空いているインスタンスを     
見つけて計算を実行

•ユーザーが自分専用のnotebook       
インスタンスを保有する 

•APIでMLインスタンスを立ち上げ実行
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開発・実験環境を移行する際に躓いた箇所がいくつか存在した

Amazon
SageMaker

Instance

Instance

Instance

Instance

開発 実行 学習

開発時
まともなエディタや前処理のための
リソースがない（準備が面倒）

実行時
データ転送の仕組みがわかりにくい

学習時
学習の進捗状況が見えない          
（確認が面倒）
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SageMakerを便利に使うためにやったこと

•開発時: まともなエディタや前処理のためのリソースがない（準備が面倒） 
•実行時: データ転送の仕組みがわかりにくい 
•学習時: 学習の進捗状況が見えない（確認が面倒）
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SageMakerを便利に使うためにやったこと

•開発時: まともなエディタや前処理のためのリソースがない（準備が面倒） 
‣SageMaker SDKを開発機にインストールした 
•実行時: データ転送の仕組みがわかりにくい 
•学習時: 学習の進捗状況が見えない（確認が面倒）
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導入当初はローカルで開発したスクリプトをSageMakerに同期して学習を
実行する想定だった

Amazon
SageMaker

 
Instance
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ところが、使ってみると追加開発や前処理・後処理が必要になることがわかった

• まともなエディタが無い 
• notebookインスタンス
のインスタンスタイプ切
り替えは面倒 

• 学習用インスタンス用に  
前処理スクリプトを書き  
換えるのは面倒

Amazon
SageMaker

 
 

 
Instance
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そこで、SageMaker SDKを開発機にインストール

> pip install sagemaker

Amazon EC2
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Amazon
SageMaker

Amazon EC2 Instance

EC2がnotebookインスタンスのように使え、かつ重たい処理の実行や開発
が行えるようになった
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Amazon
SageMaker

Amazon EC2 Instance

EC2がnotebookインスタンスのように使え、かつ重たい処理の実行や開発
が行えるようになった

学習を実行するスクリプトも.py形式で管理

SageMaker API利用して学習を実行
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学習の実行もjupyter notebookでなくpythonスクリプトとなり，実験条件
の管理も簡単になった
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SageMakerを便利に使うためにやったこと

•開発時: まともなエディタや前処理のためのリソースがない（準備が面倒） 
•実行時: データ転送の仕組みがわかりにくい 
•学習時: 学習の進捗状況が見えない（確認が面倒）
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SageMakerを便利に使うためにやったこと

•開発時: まともなエディタや前処理のためのリソースがない（準備が面倒） 
•実行時: データ転送の仕組みがわかりにくい 
‣勉強した 
•学習時: 学習の進捗状況が見えない（確認が面倒）
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Chainer Estimatorは3種類の入力を提供している

source_dir

hyperparameters

inputs



notebookインスタンス S3 MLインスタンス

22

source_dirは圧縮されてS3経由でMLインスタンスに展開される

src/ 
├ train.py 
├ xxx

•エントリポイントとrequirements.txt、その他学習の実行に必要な.pyファイル 
•fit()実行後にtarで圧縮され、S3経由でMLインスタンスに展開される

source_dir

sourcedir.tar.gz s3://<bucket_name>/<job_name>/
source/sourcedir.tar.gz

/usr/local/lib/python3.5/
dist-packages/ 
├ train.py

source_dir

hyperparameters

inputs



notebookインスタンス train.py（エントリポイント）
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hyperparametersはエントリポイントの対応するargumentに渡される

hyperparameters={‘minibatch’: 64, 
                             ‘lr’: 0.01}

•ミニバッチや学習率などの実験条件を辞書形式で入力 
•エントリポイントの起動引数として解釈される

hyperparameters

parser = argparse.ArgumentParser() 
parser.add_argument(‘̶minibatch’) 
parser.add_argument(‘̶lr’)

source_dir

hyperparameters

inputs
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•主に学習データと学習済みモデル 
•S3パスがMLインスタンスの物理パスに読み替えられる

inputs

notebookインスタンス train.py（エントリポイント）

inputs={‘inp’: ‘s3://bucket/path/to/data/dir/, 
            ‘pretrained’:’s3://bucket/pretrained/model/dir'}

parser.add_argument(‘̶inp’,    
        default=os.environ[‘SM_CHANNEL_INP’]) 
parser.add_argument(‘̶pretrained’, 
        default=os.environ[‘SM_CHANNEL_PRETRAINED’])

source_dir

hyperparameters

inputs

inputsはS3ディレクトリをMLインスタンスにコピーして，コピー先のパスを
対応する環境変数に渡す
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•MLインスタンスにおけるカレントディレクトリは /（ルートディレクトリ） 
•開発環境を想定したパス指定は破綻する 
•MLインスタンスから.py以外のファイルにアクセスする方法は， 
•パスを通す／ルートディレクトリからの絶対パス指定／S3経由でファイルを渡す

notebookインスタンス上での解釈

MLインスタンス上での解釈

(current_dir)/configs/experiment1.yml

/configs/experiment1.yml

（失敗例1）ローカルとMLインスタンスではカレントディレクトリが異なる 
ため，パス直書きによる設定ファイルのloadに失敗した

MLインスタンス上での実際のパス
/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/
configs/experiment1.yml

実験条件をyamlで管理している場合，
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• upload_data()でyaml   
ファイルもまとめてS3に
アップロード 

• 利用するyamlファイル   
（実験条件）は
hyperparameterとして
指定 

• MLインスタンス上のyaml
ファイルのパスはfit()から
連携

設定ファイルは一旦S3にアップロードしてからファイル名を
hyperparameterとして指定
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（失敗例2）source_dirの転送時に不要なファイルまで転送しようとして   
学習開始までに余計な時間がかかった

SageMaker/ 
└ <repository>/ 

    ├ requirements.txt 

    ├ train.py 

    ├ .git 

    └ run_training.ipynb
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SageMaker/ 
└ <repository>/ 

    ├ requirements.txt 

    ├ train.py 

    ├ .git 

    └ run_training.ipynb

（失敗例2）source_dirの転送時に不要なファイルまで転送しようとして   
学習開始までに余計な時間がかかった

SageMaker/ 
└ <repository>/ 

    ├ requirements.txt 

    ├ train.py 

    ├ .git 

    ├ run_training.ipynb 

    ├ run_training-Copy1.ipynb 

    ├ ・・・ 

    ├ run_training-Copy m-Copy n.ipynb 

    └ tmp/ 

        ├ img_1.jpg 

        ├ ・・・ 

        └ img_n.jpg
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（失敗例2）source_dirの転送時に不要なファイルまで転送しようとして   
学習開始までに余計な時間がかかった

SageMaker/ 
└ <repository>/ 

    ├ requirements.txt 

    ├ train.py 

    ├ .git 

    ├ run_training.ipynb 

    ├ run_training-Copy1.ipynb 

    ├ ・・・ 

    ├ run_training-Copy m-Copy n.ipynb 

    └ tmp/ 

        ├ img_1.jpg 

        ├ ・・・ 

        └ img_n.jpg

• 開発環境の作業ディレクトリより下は.ipynb
や結果の画像などを出力するため散らかり 
やすい 

• これらはすべて学習には必要のない無駄な 
ファイル 

• 無駄なファイルをsource_dir以下に置くと
MLインスタンスへの転送に時間がかかる
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SageMaker/ 
├ <repository>/ 

│ ├ requirements.txt 

│ ├ train.py 

│ └ .git 

│ 

└ projects/ 

    └ <project_name>/ 

        ├ run_training.ipynb 

        ├ run_training-Copy1.ipynb 

        └ src -> /home/ec2-user/SageMaker/<repository>

作業ディレクトリとレポジトリを分離してレポジトリへのシンボリックリンク
を張った
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SageMaker/ 
├ <repository>/ 

│ ├ requirements.txt 

│ ├ train.py 

│ └ .git 

│ 

└ projects/ 

    └ <project_name>/ 

        ├ run_training.ipynb 

        ├ run_training-Copy1.ipynb 

        └ src -> /home/ec2-user/SageMaker/<repository>

• レポジトリとipynb置き場を
分離した 

• レポジトリはipynb置き場の
下からシンボリックリンクで
指定

作業ディレクトリとレポジトリを分離してレポジトリへのシンボリックリンク
を張った
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SageMakerを便利に使うためにやったこと

•開発時: まともなエディタや前処理のためのリソースがない（準備が面倒） 
•実行時: データ転送の仕組みがわかりにくい 
•学習時: 学習の進捗状況が見えない（確認が面倒）
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SageMakerを便利に使うためにやったこと

•開発時: まともなエディタや前処理のためのリソースがない（準備が面倒） 
•実行時: データ転送の仕組みがわかりにくい 
•学習時: 学習の進捗状況が見えない（確認が面倒） 
‣進捗を可視化・保存するためのChainer Extensionを開発した
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•学習には数日かかる 
•SageMakerは学習終了時に
所定のディレクトリをS3に
uploadする

Amazon
SageMaker

exec

results

n days

Client

SageMakerには学習の途中経過を出力・保存する機能が備わっていない
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途中経過を出力・保存する機能をChainer Extensionとして開発した

Amazon
SageMaker

exec

Amazon S3

results

n days

Chainer 
Extension 

•学習途中の状態を保存・出力
するChainer Extensionを開発
した 
•スナップショットの保存 
•ログの出力

Client



Amazon
SageMaker

Snapshot

log

Amazon S3
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snapshot 
snapshot_object

LogReport 
PlotReport

•snapshotが出力した最新のスナップショットはBoto3でS3に転送する 
•LogReportが出力したログはIncoming WebHookを利用してSlackにポストする

Chainerの出力を外部ツールに連携

Chainer Extensionが出力するスナップショットとログをそれぞれS3と
Slackに転送する
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実際のslackの画面



38

SageMakerを便利に使うためにやったこと

•開発時: まともなエディタや前処理のためのリソースがない（準備が面倒） 
‣（解決）SageMaker SDKを開発機にインストールした 

•実行時: データ転送の仕組みがわかりにくい 
‣（解決）仕組みを調査してちょっと工夫した 

•学習時: 学習の進捗状況が見えない（確認が面倒） 
‣（解決）進捗を可視化・保存するためのChainer Extensionを開発した

いくつかの工夫によってアルゴリズム開発時の

試行錯誤を高速化できました


