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Amazon Forecast の使用

Amazon Forecast とは
Amazon Forecast は、統計アルゴリズムと機械学習アルゴリズムを使用して、非常に正確な時系列予測
を実現するフルマネージドサービスです。Amazon.comで時系列予測に使用されているのと同じテクノロ
ジーに基づいて、Forecastは次のようなことを行います。 state-of-the-art 履歴データに基づいてfuture 時
系列データを予測するためのアルゴリズム。機械学習の経験は必要ありません。
時系列の予測は、小売、金融、物流、ヘルスケアなどの複数の分野で有益です。Forecast を使用して、在
庫、労働力、ウェブトラフィック、サーバー容量、および財務に関するドメイン固有のメトリクスを予測
することもできます。

Amazon Forecast の技術的側面の詳細については、「Time Series Forecasting Principles with Amazon
Forecast」(Amazon Forecast を使用した時系列予測プリンシプル) を参照してください。
トピック
• Amazon Forecast の使用 (p. 1)
• Amazon Forecast の特長 (p. 2)
• Amazon Forecast の料金 (p. 2)
• Amazon Forecast を初めてお使いになる方向けの情報 (p. 2)

Amazon Forecast の使用
API (p. 223)、AWS Command Line Interface (p. 23) (AWS CLI)、Python ソフトウェア開発キット
(SDK) (p. 12)、および Amazon Forecast コンソール (p. 32)を使用して、時系列データセットをイン
ポートし、予測子をトレーニングし、予測を生成できます。
ここでは、Amazon Forecast の一般的なユースケースを示します。
• 小売の需要計画 – 製品需要を予測し、さまざまな店舗の場所に合わせて、在庫と価格をより正確に設定
できるようにします。
• サプライチェーン計画 – 製造に必要な原材料、サービス、またはその他の項目の量を予測します。
• リソース計画 – 人員配置、広告、エネルギー消費、およびサーバー容量の要件を予測します。
• 運用計画 – ウェブトラフィック、AWS の使用状況、および IoT センサーの使用状況のレベルを予測しま
す。
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Amazon Forecast の特長
Amazon Forecast は、時系列予測プロセスの多くを自動化し、データセットの準備と予測の解釈に注力で
きるようにします。
Forecast には次の機能があります。
• 自動機械学習 – Forecast は、データセットに最適な機械学習アルゴリズムの組み合わせを見つけて、複
雑な機械学習タスクを自動化します。
• State-of-the-art アルゴリズム— Amazon.com で使用されているのと同じテクノロジーに基づく機械学習
アルゴリズムの組み合わせを適用します。Forecast は、一般的に使用される統計手法から複雑なニュー
ラルネットワークまで、幅広いトレーニングアルゴリズムを提供します。
• 欠落値のサポート – Forecast では、データセット内の欠落値を自動的に処理するためのいくつかの
filling メソッドが用意されています。
• 追加のビルトインデータセット – Forecast は、モデルを改善するためにビルトインデータセットを自動
的に組み込むことができます。これらのデータセットは既に特徴エンジニアリングされており、追加の
設定は必要ありません。

Amazon Forecast の料金
Amazon Forecast では、実際に使用した分の料金のみをお支払いいただきます。最低料金や前払いの義務
は発生しません。Amazon Forecast のコストは、生成された予測の数、データストレージ、およびトレー
ニング時間によって異なります。
AWS 無料利用枠により、1 か月あたり、最大 10,000 の時系列の予測、最大 10GB のストレージ、および
最長 10 時間のトレーニング時間の制限内でご利用いただけます。Amazon Forecast の無料利用枠は、使
用を開始してから最初の 2 か月間有効です。
課金および料金の詳細な一覧については、Amazon Forecast の料金を参照してください。

Amazon Forecast を初めてお使いになる方向けの情
報
Amazon Forecast を初めて使用する方には、以下のページから開始することをお勧めします。
1. Amazon Forecast の仕組み (p. 3) – データセットのインポート、予測子の作成、および予測の生成
の主要な概念とプロセスについて説明します。
2. 使用開始 (p. 11) – いずれかのチュートリアルに従って、最初の Amazon Forecast の予測子を作成し
ます。
3. API リファレンス (p. 223) – Amazon Forecast API のアクションとデータ型についてご確認いただけ
ます。
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Amazon Forecast の仕組み
Amazon Forecast で予測プロジェクトを作成するときは、次のリソースを使用します。
• データセットのインポート (p. 41) – [Datasets] (データセット) は、入力データのコレクションです。
データセットグループは、補足情報を含むデータセットのコレクションです。Forecast アルゴリズムは
データセットグループを使用して、予測子と呼ばれるカスタムの予測モデルをトレーニングします。
• 予測子のトレーニング (p. 64) – [Predictors] (予測子) は、データに基づいてトレーニングされた
カスタムモデルです。予想子をトレーニングするには、事前に構築されたアルゴリズムを選択する
か、Amazon Forecast で最適なアルゴリズムが選択されるように AutoML オプションを選択します。
• 予測の生成 (p. 138) – 時系列データの予測を生成したり、QueryForecast API を使用して予測した
り、コンソールで視覚化したりできます。
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セットアップ
Amazon Forecast を使用して時系列データを評価または予測する前に、AWS アカウントを作成して、ア
クセス権限を設定し、AWS Command Line Interface (AWS CLI) をセットアップします。
トピック
• AWS にサインアップする (p. 4)
• AWS CLI のセットアップ (p. 4)
• Amazon Forecast のアクセス許可を設定する (p. 5)

AWS にサインアップする
アマゾン ウェブ サービス (AWS) にサインアップすると、AWS アカウントが AWS 内のすべてのサービス
(Amazon Forecast など) に自動的にサインアップされます。料金は、使用するサービスの料金のみが請求
されます。
すでに AWS アカウントをお持ちの場合は次のタスクに進んでください。AWS アカウントをお持ちでない
場合は、次に説明する手順にしたがってアカウントを作成してください。

AWS にサインアップするには
1.

https://aws.amazon.com/ を開いて、[AWS アカウントの作成] を選択します。

2.

画面上の指示に従ってアカウントの作成を完了します。12 桁の AWS アカウント番号を書き留めま
す。サインアップ手順の一環として、通話呼び出しを受け取り、電話のキーパッドを用いて PIN を入
力することが求められます。

3.

(オプション) AWS Identity and Access Management (IAM) 管理ユーザーを作成します。手順について
は、AWS Identity and Access Management ユーザーガイドの「最初の IAM 管理者のユーザーおよび
ユーザーグループの作成」を参照してください。

AWS CLI のセットアップ
AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) は、Amazon Forecast を含む AWS のサービスを管理
するための統合された開発者用ツールです。このツールをインストールして使用することをお勧めしま
す。
1.

AWS CLI をインストールするには、AWS Command Line Interface ユーザーガイドの「Installing the
AWS Command Line Interface」(AWS Command Line Interface のインストール) の手順に従ってくだ
さい。

2.

AWS CLI を設定し、それを呼び出すプロファイルを設定するには、「AWS Command Line Interface
ユーザーガイド」の「Configuring the AWS CLI」(AWS CLI の設定) の手順に従います。

3.

AWS CLI プロファイルが適切に設定されていることを確認するには、コマンドウィンドウで次のコマ
ンドを実行します。
aws configure --profile default

プロファイルが正しく設定されている場合は、次のような出力が表示されます。
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AWS Access Key ID [****************52FQ]:
AWS Secret Access Key [****************xgyZ]:
Default region name [us-west-2]:
Default output format [json]:

4.

AWS CLI が Amazon Forecast 用に設定されていることを確認するには、以下のコマンドを実行しま
す。
aws forecast help

aws forecastquery help

AWS CLI が正しく設定されていれば、Amazon Forecast または Amazon Forecast クエリでサポート
されている CLI コマンドのリストが表示されます。

Amazon Forecast のアクセス許可を設定する
Amazon Forecast は、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) を使用してターゲットの時系列
データを保存します。このデータは、予測を生成できる予測子をトレーニングするために使用されま
す。Amazon Forecast がお客様に代わって Amazon S3 にアクセスするには、許可を設定する必要があり
ます。
お客様の代わりに Amazon S3 を使用するための許可を Amazon Forecast に付与するには、アカウントで
AWS Identity and Access Management (IAM) ロールと IAM ポリシーを設定する必要があります。IAM ポ
リシーは必要な許可を指定します。また、IAM ロールにアタッチする必要があります。
IAM ロールとポリシーを作成し、そのポリシーをロールに付与するには、IAM コンソールまたは AWS
Command Line Interface (AWS CLI) を使用します。

Note
Forecast は AWS の VPC と通信せず、S3 の VPCE ゲートウェイをサポートできません。VPC
アクセスのみを許可する S3 バケットを使用すると、AccessDenied エラーが発生します。
トピック
• Amazon Forecast の IAM ロールを作成する (IAM コンソール) (p. 5)
• Amazon Forecast の IAM を作成する (AWS CLI) (p. 7)
• サービス間の混乱した代理の防止 (p. 10)

Amazon Forecast の IAM ロールを作成する (IAM コン
ソール)
AWS IAM コンソールを使用して以下を実行できます。
• 信頼できるエンティティとして Amazon Forecast を使用して IAM ロールを作成する
• Amazon Forecast に Amazon S3 バケットのデータの表示、読み取り、書き込みを許可する許可を使用
して IAM ポリシーを作成する
• IAM ポリシーを IAM ロールにアタッチします。
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Amazon S3 へのアクセスを Amazon Forecast に許可する IAM ロールとポリシーを作成するには
(IAM コンソール)
1.

IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam) にサインインします。

2.

[ポリシー] を選択して次の手順を実行し、必要なポリシーを作成します。
a.

[Create policy] (ポリシーの作成) をクリックします。

b.

[ポリシーの作成] ページのポリシーエディタで [JSON] タブを選択します。

c.

次のポリシーをコピーし、エディタ内に貼り付けてテキストを置き換えます。bucket-name を
必ず S3 バケットの名前に置き換えてから、[ポリシーの確認] を選択します。
{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"s3:Get*",
"s3:List*",
"s3:PutObject"
],
"Resource":[
"arn:aws:s3:::bucket-name",
"arn:aws:s3:::bucket-name/*"
]
}
]

クリック次へ: [Tags (タグ)]

3.

d.

オプションで、このポリシーにタグを割り当てることができます。クリック次へ: 確認.

e.

[ポリシーの確認] ページで [名前] にポリシーの名前を入力します。例: AWSS3BucketAccess。
必要に応じて、このポリシーの説明を入力してから、[ポリシーの作成] を選択します。

ナビゲーションペインで [ロール] を選択します。次の手順に従って IAM ロールを作成します。
a.

[ロールの作成] を選択します。

b.

にとって信頼されたエンティティ、選択してくださいAWS のサービス。
にとってユースケース、を選択しますForecastどちらからでも一般的なユースケースセク
ションまたは他の AWS のサービスのユースケースドロップダウンリスト。見つからない場
合Forecast、選択してくださいEC2。
[Next] (次へ) をクリックします。

c.

の中にアクセス許可を追加するセクション、クリック次。

d.

の中に名前を付け、レビューし、作成するセクション、ロール名に、ロールの名前を入力します
(例:ForecastRole). [ロールの説明] で、ロールの説明を更新し、[ロールの作成] を選択します。

e.

今、に戻っているはずですロールページ。新しいロールを選択して、ロールの詳細ページを開き
ます。

f.

[概要] で、[ロール ARN] の値をコピーして保存します。データセットを Amazon Forecast 内にイ
ンポートするときに必要になります。

g.

このロールを使用するサービスとして [Amazon Forecast] を選択しなかった場合は、[信頼関係]
を選択し、[信頼関係の編集] を選択して、信頼ポリシーを次のように更新します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
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{

}

h.

]

}

"Sid": "",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "forecast.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "account-id"
},
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:forecast:region:account-id:*"
}
}

[オプション]KMS キーを使用して暗号化を有効にする場合は、KMS キーと ARN を添付してくだ
さい。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ForecastKMS",
"Effect": "Allow",
"Action": "kms:*",
"Resource": "arn:aws:kms:region:account-id:key/KMS-key-id"
}
]

Amazon Forecast の IAM を作成する (AWS CLI)
AWS CLI は、以下のことを実行するために使用できます。
• 信頼できるエンティティとして Amazon Forecast を使用して IAM ロールを作成する
• Amazon Forecast に Amazon S3 バケットのデータの表示、読み取り、書き込みを許可する許可を使用
して IAM ポリシーを作成する
• IAM ポリシーを IAM ロールにアタッチします。

Amazon S3 へのアクセスを Amazon Forecast に許可する IAM ロールとポリシーを作成するには
(AWS CLI)
1.

信頼されたエンティティとして Amazon Forecast を使用して、お客様の代わりとなる IAM ロールを
作成します。
aws iam create-role \
--role-name ForecastRole \
--assume-role-policy-document '{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "forecast.amazonaws.com"
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]
}'

}

},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "account-id"
},
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:forecast:region:account-id:*"
}
}

このコマンドは、デフォルトの AWS 設定プロファイルが、Amazon Forecast でサポートされている
AWS リージョンをターゲットとしていることを前提としています。Amazon Forecast でサポートさ
れていない AWS リージョンをターゲットとするように別のプロファイル (例: aws-forecast) を設
定した場合は、コマンドに profile パラメータを含めることによってその設定を明示的に指定する
必要があります (例: --profile aws-forecast)。AWS CLI 設定プロファイルの設定の詳細につい
ては、AWS CLI の configure コマンドを参照してください。
コマンドが正常にロールを作成すると、それが次のような出力として返されます。
{

}

"Role": {
"Path": "/",
"RoleName": "ForecastRole",
"RoleId": your-role-ID,
"Arn": "arn:aws:iam::your-acct-ID:role/ForecastRole",
"CreateDate": "creation-date",
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "forecast.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "your-acct-ID"
},
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:forecast:region:your-acct-ID:*"
}
}
}
]
}
}

ロールの ARN をメモします。これは、Amazon Forecast 予測子をトレーニングするためのデータ
セットをインポートする際に必要です。
2.

Amazon S3 のデータの一覧表示、読み取り、書き込みを行うための許可を指定した IAM ポリシーを
作成し、ステップ 1 で作成した IAM ロールに付与します。
aws iam put-role-policy \
--role-name ForecastRole \
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--policy-name ForecastBucketAccessPolicy \
--policy-document '{
"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"s3:Get*",
"s3:List*",
"s3:PutObject"
],
"Resource":[
"arn:aws:s3:::bucket-name",
"arn:aws:s3:::bucket-name/*"
]
}
]
}'

3.

[オプション]KMS キーを使用して暗号化を有効にする場合は、KMS キーと ARN を添付してくださ
い。
aws iam put-role-policy \
--role-name ForecastRole \
--policy-name ForecastBucketAccessPolicy \
--policy-document '{
"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"s3:Get*",
"s3:List*",
"s3:PutObject"
],
"Resource":[
"arn:aws:s3:::bucket-name",
"arn:aws:s3:::bucket-name/*"
]
}
]
}'aws iam put-role-policy \
--role-name ForecastRole \
--policy-name ForecastKMSAccessPolicy \
--policy-document ‘{
"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"kms:*"
],
"Resource":[
"arn:aws:kms:region:account-id:key/KMS-key-id"
]
}
]
}’
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サービス間の混乱した代理の防止
混乱した代理問題とは、あるアクションを実行する許可を持たないエンティティが、より多くの特権を持
つエンティティにアクションの実行を強制できることで生じるセキュリティ上の問題です。AWS では、
サービス間でのなりすましが、混乱した代理問題の原因となる可能性があります。サービス間でのなりす
ましは、1 つのサービス (呼び出し元サービス) が、別のサービス (呼び出し対象サービス) を呼び出すとき
に発生する可能性があります。呼び出し元サービスが操作され、それ自身のアクセス許可が使用されて、
本来アクセス許可が付与されるべきではない方法により、別の顧客のリソースに影響を与える可能性があ
ります。これを防ぐために、AWS では、アカウントのリソースへのアクセス許可が付与されたサービスプ
リンシパルを持つすべてのサービスのデータ保護に役立つツールを提供しています。
の使用をお勧めしますaws:SourceArnそしてaws:SourceAccountリソースポリシーのグローバル条件
コンテキストキーを使用して、Identity and Access Management (IAM) が Amazon Forecast に付与する、
リソースへのアクセス許可を制限します。両方のグローバル条件コンテキストキーを同じポリシーステー
トメントで使用する場合、aws:SourceAccount 値、および aws:SourceArn 値の中のアカウントで、
同じアカウント ID を使用する必要があります。
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使用開始
Amazon Forecast の使用を開始するには、次の手順に従います。
• Forecast データセットを作成してトレーニングデータをインポートします。
• Forecast 子を作成します。これには、時系列データに基づいて予測子を生成します。Forecast は、デー
タセット内の各時系列にアルゴリズムの最適な組み合わせを適用します。
• 予測を生成します。
この演習では、一般公開されている電力使用量データセットの修正版を使用して予測変数をトレーニング
します。詳細については、次を参照してください。ElectricityLoadDiagrams20112014 データセット。以下
はデータセットのサンプル行です。
2014-01-01 01:00:00,
2.53807106598985, client_0
2014-01-01 01:00:00, 23.648648648648624, client_1
2014-01-01 02:00:00, 9.648648648612345, client_0

この演習では、データセットを使用して予測子をトレーニングしてから、クライアントによる時間単位の
電力使用量を予測します。
この演習では、Forecast コンソールまたは AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用できま
す。Amazon Forecast リソースはリージョン間で共有されないため、Amazon Forecast コンソール、AWS
CLI、および Amazon Forecast SDK のデフォルトリージョンに注意してください。

Important
始める前に、AWS アカウントを持っており、AWS CLI をインストールしたことを確認してくだ
さい。詳細については、「セットアップ (p. 4)」を参照してください。Amazon Forecast の仕組
み (p. 3) についても確認することをお勧めします。
トピック
• 入力データを準備する (p. 11)
• 開始方法 (コンソール) (p. 12)
• 開始方法 (AWS CLI) (p. 23)
• 開始方法 (Python ノートブック) (p. 32)
• リソースのクリーンアップ (p. 33)

入力データを準備する
Amazon Forecast コンソールと AWS Command Line Interface (AWS CLI) のいずれかを使用して予測プロ
ジェクトを設定するかにかかわらず、入力データを設定する必要があります。データを準備するには、次
の操作を実行します。
• トレーニングデータをコンピュータにダウンロードして、AWS アカウントの Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3) バケットにアップロードします。データを Amazon Forecast データセットにイン
ポートするには、データを Amazon S3 バケットに保存する必要があります。
• AWS Identity and Access Management(IAM) ロールを作成します。Amazon Forecast に IAM ロールを使
用して S3 バケットにアクセスする許可を付与します。IAM ロールの詳細については、IAM ユーザーガ
イドの「IAM ロール」を参照してください。
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トレーニングデータを準備するには
1.

zip ファイル、electricityusagedata.zip をダウンロードします。
この演習では、個々の家庭の電力消費データセットの修正版を使用します。(Dua, D. and Karra
Taniskidou, E. (2017). UCI Machine Learning Repository [http://archive.ics.uci.edu/ml]. Irvine, CA:
University of California, School of Information and Computer Science.) 使用状況データは時間単位で集
計されます。

2.

コンテンツを解凍し、electricityusagedata.csv としてローカルに保存します。

3.

S3 バケットにデータファイルをアップロードします。
にとって step-by-step 手順については、こちらを参照してくださいドラッグアンドドロップを使用し
たファイルとフォルダのアップロード()Amazon Simple Storage Service vice ユーザーガイド

4.

IAM ロールを作成します。
「開始方法」の演習で AWS CLI を使用する場合は、IAM ロールを作成する必要があります。コン
ソールを使用している場合は、それを使ってロールを作成できます。にとって step-by-step手順につ
いては、こちらを参照してくださいAmazon Forecast のアクセス許可を設定する (p. 5)。

Amazon S3 へのデータのアップロードが完了すると、Amazon Forecast コンソールまたはAWS CLIト
レーニングデータをインポートするには、予測変数を作成し、予測を生成し、予測を確認します。
• 開始方法 (コンソール) (p. 12)
• 開始方法 (AWS CLI) (p. 23)

開始方法 (コンソール)
この演習では、Amazon Forecast コンソールを使用して電力使用量の時系列データをインポートし、入力
データセットに基づいて予測子を作成します。また予測期間に基づいてfuture 電力使用量を予測します。
この演習では、個々の家庭の電力消費データセットの修正版を使用します。(Dua, D. and Karra
Taniskidou, E. (2017). UCI Machine Learning Repository [http://archive.ics.uci.edu/ml]. Irvine, CA:
University of California, School of Information and Computer Science.) 使用状況データは時間単位で集計さ
れます。変更されたデータはzipファイルとして入手可能ですが、electricityusagedata.zip。
前提条件
• AWS アカウント。AWS アカウントをまだ持っていない場合は、AWS にサインアップする (p. 4) の手順
に従って作成します。
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットのトレーニングデータ。詳細については、「入
力データを準備する (p. 11)」を参照してください。
• Amazon Forecast による S3 バケットの読み書きを許可する AWS Identity and Access Management
(IAM) ロール。詳細については、「Amazon Forecast の IAM ロールを作成する (IAM コンソー
ル) (p. 5)」を参照してください。
この演習には、完了するまでに数分から数時間かかる手順がいくつかあることに注意してください。

ステップ 1: トレーニングデータのインポート
時系列データを Amazon Forecast にインポートするには、データセットグループを作成し、データ
セットグループのドメインを選択します。データの詳細を指定して、Amazon Forecast にデータの S3
の場所を指定します。この例で使用されているターゲット時系列は次のとおりです。過去の電力使用
量 (p. 11)データ。
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Note
この演習では、データセットグループを作成していないことを前提としています。以前にデータ
セットグループを作成した場合、表示される内容は、次のスクリーンショットや手順とは若干異
なります。

時系列データをインポートして予測するには
1.

Amazon Forecast コンソールを開きますhttps://console.aws.amazon.com/forecast/。

2.

Amazon Forecast ホームページで、[Create dataset group] (データセットグループを作成) を選択しま
す。

3.

[Create dataset group (データセットグループの作成)] ページの [Dataset group details (データセット
グループの詳細)] に、次の情報を入力します。
• データセットグループ名 – データセットグループの名前を入力します。
• [Forecasting domain] (ドメインの予測) - ドロップダウンメニューから [カスタム] を選択します。予
測ドメインの選択方法の詳細については、「」を参照してください。データセットのドメインとタ
イプ (p. 50)。
を残すタグセクションは変更されていません。画面の表示は次のようになります。

4.

[Next] (次へ) を選択します。
13

Amazon Forecast デベロッパーガイド
開始方法 (コンソール)

5.

[Create target time series dataset (ターゲット時系列データセットの作成)] ページの [Dataset details
(データセットの詳細)] に、次の情報を入力します。
• [Dataset name] (データセット名) - データセットグループの名前を入力します。
• [Frequency of your data] (データの頻度) - デフォルト値の 1 のままにして、ドロップダウンメ
ニューから [hour] (時間) を選択します。この設定は、入力時系列データの設定と一致している必要
があります。サンプルの電気使用量データの時間間隔は 1 時間です。
• データスキーマ— 選択スキーマビルダー次に、時系列データの順序に合わせて列コンポーネントを
上から下にドラッグします。
1. タイムスタンプ-デフォルトを使用タイムスタンプ形式のyyyy-MM-dd HH:mm:ss。
2. target_value
3. item_id
電力使用量の入力データでは、列はタイムスタンプ、指定された時刻の電力使用量
（target_value）、および電気使用量に対して請求された顧客のID（文字列）に対応します。ここで
指定する列の順序とタイムスタンプ形式は、入力時系列データと一致している必要があります。
-データセットの詳細パネルは次の例のようになります:

6.

にとってデータセットのインポートの詳細には、以下の情報を指定します。
• データセットのインポート名— データセットの名前を入力します。
• タイムゾーンを選択— デフォルトを選択したままにします (タイムゾーンは使用しないでください).
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• [Data location] (データの場所) - 以下の形式を使用して、Amazon S3 上の .csv ファイルの場所を入
力してください。
s3://<name of your S3 bucket>/<folder path>/<filename.csv>
• [IAM role] (IAM ロール) – デフォルトの [Enter a custom IAM role ARN] (カスタム IAM ロールの ARN
を入力) のままにします。
または、ドロップダウンメニューから [Create a new role] (新しいロールを作成) を選択し、画面の
指示に従って、Amazon Forecast に必要な IAM ロールを作成させることもできます。
• [Custom IAM role ARN] (カスタム IAM ロールの ARN) - Amazon Forecast の IAM ロールを作成する
(IAM コンソール) (p. 5) で作成した IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN) を入力します。
-データセットのインポートの詳細パネルは次の例のようになります:

7.

[Start] (開始) を選択します。Amazon Forecast ホームページに戻ったら、データセットグループを作
成。

8.

作成したデータセットグループの名前をクリックします。データセットグループの [ダッシュボード]
ページが表示されます。画面の表示は次のようになります。
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隣にターゲット時系列データには、インポートジョブのステータが表示されます。Amazon Forecast
で、時系列データのインポートが終了するまで待ちます。このプロセスには、数分以上かかることが
あります。データセットがインポートされると、ステータスはに変わりますアクティブダッシュボー
ド上部にあるバナーには、データが正常にインポートされたことが通知されます。
ターゲットの時系列データセットがインポートされたので、次は予測変数を作成できます。

ステップ 2: 予測子の作成
次に、予測子を作成します。Forecast は、データセット内の各時系列にアルゴリズムの最適な組み合わせ
を適用します
予測コンソールで予測変数を作成するには、予測変数名、予測頻度を指定し、予測範囲を定義します。設
定できる追加フィールドの詳細については、「」を参照してください。予測子のトレーニング (p. 64)。

予測子を作成するには
1.

ターゲット時系列データセットのインポートが完了すると、データセットグループの [ダッシュボー
ド] は次のようになります。
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[予測子をトレーニングする] で、[Start (開始)] を選択します。[Train predictor (予測子をトレーニング
する)] ページが表示されます。

Note
予測子をトレーニングする前に、[Target time series data] (ターゲット時系列データ) の
Status が Active である必要があります。これは、インポートが正常に終了したことを意
味します。
2.

上に予測子のトレーニングページ、予測子の設定には、以下の情報を指定します。
• [Predictor name] (予測子名) - 予測子の名前を入力します。
• [Forecast frequency] (予測頻度) - デフォルト値の 1 のままにします。ドロップダウンメニューから
[hour] を選択します。この設定は、入力時系列データの設定と一致している必要があります。サン
プルの電気使用量データの時間間隔は 1 時間です。
• [Forecast horizon] (予測期間) - 今後予測を実行する期間を選択します。この数値に、「Step 1:
Import the Training Data」で指定したデータ入力頻度 (hourly) を乗算して、今後予測を実
行する期間が決定されます。この演習では、この数値を 36 に設定し、36 時間の予測を行います。
• Forecast ディメンションそしてForecast 値の上下限-これらのフィールドはデフォルト値のままに
しておきます。
残りは入力データ設定そしてタグセクションはオプションなので、デフォルト値のままにしておきま
す。-予測子の設定セクションは次の例のようになります:

17

Amazon Forecast デベロッパーガイド
開始方法 (コンソール)

3.

[作成] を選択します。データセットグループの [ダッシュボード] ページが表示されます。画面の表示
は次のようになります。
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4.

予測変数のステータスを確認するには、予測子を表示。

5.

上に予測子のページで予測変数のステータスを確認してくださいトレーニングステータス列。画面の
表示は次のようになります。

Amazon Forecast で予測子のトレーニングが終了するまで待ちます。このプロセスには、数分以上
かかることがあります。予測変数がトレーニングされると、ステータスは次のように変化しますアク
ティブまた、予測の作成を開始できることを知らせるバナーが表示されます。

ステップ 3: Forecast の作成
予測変数がアクティブになったら、予測を作成できます。予測は予測のグループであり、ターゲットデー
タセット内のすべての項目に対して 1 つです。完全な予測を取得するには、エクスポートジョブを作成し
ます。

予測を取得および表示するには
1.

あなたのデータセットグループのダッシュボード、下Forecast 生成、選択してくださいスタート。
[Create a forecast (予測の作成)] ページが表示されます。

Note
予測を生成する前に、[Predictor training] (予測子のトレーニング) の Status が Active であ
る必要があります。
2.

[Create a forecast (予測の作成)] ページの [Forecast details (予測の詳細)] に次の情報を入力します。
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• [Forecast name] (予測名) - 予測の名前を入力します。
• [Predictor] (予測子) - ドロップダウンメニューから、 で作成した予測子を選択します。Step 2:
Train a Predictor
-Forecast 値の上下限そしてタグフィールドはオプションなので、デフォルト値のままにしておきま
す。画面の表示は次のようになります。

クリックスタート。
3.

-予測ページが表示されます。画面の表示は次のようになります。

-ステータス列には予測のステータスが一覧表示されます。Amazon Forecast で、予測の作成が終了す
るまで待ちます。このプロセスには、数分以上かかることがあります。予測が作成されると、ステー
タスは次のように変化しますアクティブ。
予測が作成されたので、予測をエクスポートできます。

ステップ 4: Forecast のエクスポート
予測を作成したら、予測全体をエクスポートできます。

完全な予測をエクスポートするには
1.

データセットグループページで、で作成したデータセットグループをクリックします。Step 1:
Import Training Data。
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2.

クリック
測。

画面の左上隅にナビゲーションペインを開きます。データセットグループの下にある予

3.

Step 3: Create a Forecast で作成した予測の横にあるラジオボタンを選択します。

4.

[Create forecast export (予測エクスポートの作成)] を選択します。[Create forecast export (予測エクス
ポートの作成)] ページが表示されます。

5.

[Create forecast export (予測エクスポートの作成)] ページの [エクスポートの詳細] に次の情報を入力
します。
• [Export name] (エクスポート名) - 予測エクスポートジョブの名前を入力します。
• [IAM role] (IAM ロール) – デフォルトの [Enter a custom IAM role ARN] (カスタム IAM ロールの ARN
を入力) のままにします。
または、ドロップダウンメニューから [Create a new role] (新しいロールを作成) を選択し、画面の
指示に従って、Amazon Forecast に必要な IAM ロールを作成させることもできます。
• [Custom IAM role ARN] (カスタム IAM ロールの ARN) - Amazon Forecast の IAM ロールを作成する
(IAM コンソール) (p. 5) で作成した IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN) を入力します。
• [S3 予測エクスポートの場所] - 次の形式を使用して、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
バケットまたはバケットのフォルダの場所を入力します。
s3://<name of your S3 bucket>/<folder path>/
画面の表示は次のようになります。
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6.

クリックスタート。-予測ページが表示されます。

7.

で作成した予測をクリックしますStep 3: Create a Forecast。[<noloc><shared id="AWS"/> for
WordPress</noloc> プラグイン] を見つけますエクスポートセクション。画面の表示は次のようになり
ます。

ステータスの進行状況が表示されます。Amazon Forecast で、予測のエクスポートが終了するまで待
ちます。このプロセスには、数分以上かかることがあります。予測がエクスポートされたら、ステー
タスが [Active] に変わり、S3 バケットで予測ファイルを見つけることができます。

22

Amazon Forecast デベロッパーガイド
開始方法 (AWS CLI)

開始方法 (AWS CLI)
この演習では、AWS Command Line Interface(AWS CLI) をクリックして Amazon Forecast を調べま
す。Amazon Forecast データセットを作成し、予測子をトレーニングして、結果の予測子を使用して予
測を生成します。始める前に、AWS アカウントを所有しており、AWS CLI。詳細については、「セット
アップ (p. 4)」を参照してください。

Note
この演習の CLI コマンドは Linux でテストされています。Windows での CLI コマンドの使用の詳
細については、「」を参照してください。AWS コマンドラインインターフェイスのパラメータ値
の指定のAWS Command Line Interfaceユーザーガイド。

ステップ 1: トレーニングデータのインポート
まずデータセットを作成し、そこに電力使用量データをインポートすることから始めます。

Amazon Forecast データセットを作成するには
1.

適切なドメインとデータセットのタイプを決定します。
データセットにインポートするトレーニングデータは、データセットのドメインとタイプの選択に影
響します。それでは、電力使用量データのいくつかのサンプル行を確認しましょう。
2014-01-01 01:00:00,
2.53807106598985, client_0
2014-01-01 01:00:00, 23.648648648648624, client_1
2014-01-01 02:00:00, 9.648648648612345, client_0

データ形式は CSV (カンマ区切り値) で、(タイムスタンプで示されるように) 1 時間ごとに収集されま
す。これらの列が含まれています。
• 列 1 — 電力使用量がいつ記録されたかを示すタイムスタンプ。
• 列 2 — 時間ごとの電力使用量の値 (タイムスタンプ値が 1 時間ごとに増加する様子に注意してくだ
さい)。
• 列 3 — 電力を使用しているお客様を識別するクライアント ID の値。
このデータに対して、次の事前定義されているデータセットドメインとデータセットタイプを選択し
ます。
• カスタムドメイン — メトリクス、RETAIL、または WEB_TRAFFIC などのデータセットドメインは
このデータには適用されないため、カスタムドメインを選択します。
• ターゲット時系列タイプ — 時間の経過とともに、電力使用量を追跡するため、データは時系列で
す。また、予測するターゲット (列 2、電力使用量) も含まれています。したがって、ターゲット時
系列データセットタイプを選択します。
このタイプを選択する理由を理解するには、「事前定義済みのデータセットドメインとデータセッ
トタイプ (p. 50)」を参照してください。
2.

データセットのスキーマを決定します。
CUSTOM ドメイン (p. 53) のターゲット時系列タイプには、timestamp、target_value、およ
び item_id などのフィールドが必要です。-target_valueフィールドはターゲットです。Amazon
Forecast はこのフィールドの予測を生成します。
必須フィールドをデータ内の列にマップするには、スキーマを作成します。スキーマの各属性が、
データ内のフィールドにマッピングされます。
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Important
スキーマ内の属性の順序は、トレーニングデータ内のフィールドの順序と一致している必要
があります。
{

}

"Attributes":[
{
"AttributeName":
"AttributeType":
},
{
"AttributeName":
"AttributeType":
},
{
"AttributeName":
"AttributeType":
}
]

"timestamp",
"timestamp"
"target_value",
"float"
"item_id",
"string"

これで、データセットを作成してデータをインポートするために必要な情報が得られました。
3.

データセットを作成します。
aws forecast create-dataset \
--dataset-name electricity_demand_ds \
--domain CUSTOM \
--dataset-type TARGET_TIME_SERIES \
--data-frequency H \
--schema '{
"Attributes": [
{
"AttributeName": "timestamp",
"AttributeType": "timestamp"
},
{
"AttributeName": "target_value",
"AttributeType": "float"
},
{
"AttributeName": "item_id",
"AttributeType": "string"
}
]
}'

このリクエストでは、data-frequency 値 H は 1 時間ごとのデータ収集頻度を表します。以下に、
応答の例を示します。
{
}

"DatasetArn": "arn:aws:forecast:us-west-2:acct-id:dataset/electricity_demand_ds"

このオペレーションの詳細については、「CreateDataset (p. 233)」を参照してください。
4.

(オプション) データセットの説明を取得します。
aws forecast describe-dataset \
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--dataset-arn arn:aws:forecast:us-west-2:acct-id:dataset/electricity_demand_ds

以下に、応答の例を示します。
{

}

"DatasetName": "electricity_demand_ds",
"DatasetArn": "arn:aws:forecast:us-west-2:acct-id:dataset/electricity_demand_ds",
"CreationTime": 1564533087.907,
"LastModificationTime": 1564533087.907,
"Domain": "CUSTOM",
"DatasetType": "TARGET_TIME_SERIES",
"DataFrequency": "H",
"Schema": { ... },
"EncryptionConfig": {},
"Status": "ACTIVE"

Note
レスポンスのキーと値のペアの順序は任意です。
5.

データセットグループを作成し、データセットを追加します。domain パラメータの値は、データ
セットの domain と一致する必要があります。
aws forecast create-dataset-group \
--dataset-group-name electricity_ds_group \
--dataset-arns arn:aws:forecast:us-west-2:acct-id:dataset/electricity_demand_ds \
--domain CUSTOM

以下に、応答の例を示します。
{

"DatasetGroupArn": "arn:aws:forecast:us-west-2:acct-id:dataset-group/
electricity_ds_group"
}

このオペレーションの詳細については、「CreateDatasetGroup (p. 237)」を参照してください。
6.

(オプション) データセットグループの説明を取得します。
aws forecast describe-dataset-group \
--dataset-group-arn arn:aws:forecast:us-west-2:acct-id:dataset-group/
electricity_ds_group

以下に、応答の例を示します。
{

"DatasetGroupName": "electricity_ds_group",
"DatasetGroupArn": "arn:aws:forecast:us-west-2:acct-id:dataset-group/
electricity_ds_group",
"DatasetArns": [
"arn:aws:forecast:us-west-2:acct-id:dataset-group/electricity_ds_group"
],
"Domain": "CUSTOM",
"CreationTime": 1564533719.852,
"LastModificationTime": 1564533719.852,
"Status": "ACTIVE"
}
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7.

Amazon S3 バケットからデータセットに電力使用量トレーニングデータをインポートします。指定
する IAM ロールには、S3 バケットのデータを読み込むためのアクセス許可が必要です。IAM ロー
ルの作成方法については、「」を参照してください。Amazon Forecast の IAM を作成する (AWS
CLI) (p. 7)。
aws forecast create-dataset-import-job \
--dataset-arn arn:aws:forecast:us-west-2:acct-id:dataset/electricity_demand_ds \
--dataset-import-job-name electricity_ds_import_job \
--data-source '{
"S3Config": {
"Path": "s3://bucket/electricityusagedata.csv",
"RoleArn": "arn:aws:iam::acct-id:role/Role"
}
}'

以下は、data-source パラメータの短縮構文です。
--data-source S3Config="{Path='s3://bucket/
electricityusagedata.csv',RoleArn='arn:aws:iam::acct-id:role/Role'}"

以下に、応答の例を示します。
{

"DatasetImportJobArn": "arn:aws:forecast:us-west-2:acct-id:dataset-import-job/
electricity_demand_ds/electricity_ds_import_job"
}

このオペレーションの詳細については、「CreateDatasetImportJob (p. 241)」を参照してください。
8.

インポートのステータスを確認します。
aws forecast describe-dataset-import-job \
--dataset-import-job-arn arn:aws:forecast:us-west-2:acct-id:dataset-import-job/
electricity_demand_ds/electricity_ds_import_job

以下に、応答の例を示します。
{

"DatasetImportJobName": "electricity_ds_import_job",
"DatasetImportJobArn": "arn:aws:forecast:us-west-2:acct-id:dataset-import-job/
electricity_demand_ds/electricity_ds_import_job",
"DatasetArn": "arn:aws:forecast:us-west-2:acct-id:dataset/electricity_demand_ds",
"DataSource": {
"S3Config": {
"Path": "s3://bucket/electricityusagedata.csv",
"RoleArn": "arn:aws:iam::acct-id:role/ForecastRole"
}
},
"DataSize": 0.14639010466635227,
"TimeStampFormat": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
"CreationTime": 1564537011.114,
"LastModificationTime": 1564537028.223,
"Status": "CREATE_IN_PROGRESS"
}

データがすべてインポートされると、ステータスは ACTIVE に変わり、次の例に示すように、データ
の統計がレスポンスに含まれます。
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{

}

"DatasetArn": "arn:aws:forecast:us-west-2:acct-id:dataset/electricity_demand_ds",
"Status": "ACTIVE",
"FieldStatistics": {
"date": {
"Min": "2014-01-01T01:00:00Z",
"Max": "2015-01-01T00:00:00Z",
"Count": 3241200,
"CountDistinct": 8760,
"CountNull": 0
},
"target": {
"Min": "0.0",
"Max": "168200.0",
"Avg": 606.5167610461679,
"Stddev": 3518.405223972031,
"Count": 3241200,
"CountDistinct": 1196961,
"CountNull": 0,
"CountNan": 0
},
"item": {
"Count": 3241200,
"CountDistinct": 370,
"CountNull": 0
}
},
...

Important
データセットグループで予測子を作成するには、ステータスが ACTIVE になるまで待つ必要
があります。
このオペレーションの詳細については、「DescribeDatasetImportJob (p. 328)」を参照してくださ
い。

ステップ 2: 予測子の作成
予測子を作成するには、CreateAutoPredictor (p. 227) オペレーションを使用し、次の情報を入力しま
す。
• 予測子名— 他の予測変数と区別できるように、予測子に名前を付けます。
• データセットグループ— 前のステップでデータセットグループを作成しました。
• Forecast 頻度— 予測の粒度 (時間ごと、毎日、毎週など)。
• 予測期間— 予測されるタイムステップの数。
予測子が作成されたら、Amazon Forecast によって生成された精度メトリクスを確認します。メトリクス
は、予測の生成に予測子を使用するかどうかを決定するのに役立ちます。予測子の詳細については、「予
測子のトレーニング (p. 64)」を参照してください。

予測子を作成して、精度メトリクスを確認するには
1.

予測子を作成します。
aws forecast create-auto-predictor \
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--predictor-name electricitypredictor \
--input-data-config DatasetGroupArn="arn:aws:forecast:us-west-2:acct-id:dsgroup/
electricity_ds_group" \
--forecast-horizon 36 \
--forecast-frequency D

以下に、応答の例を示します。
{
}

2.

"PredictorArn": "arn:aws:forecast:us-west-2:acct-id:predictor/electricitypredictor"

予測子のステータスを取得します。
aws forecast describe-auto-predictor \
--predictor-arn arn:aws:forecast:us-west-2:acct-id:predictor/electricitypredictor

以下に、応答の例を示します。
{

"PredictorArn": "arn:aws:forecast:<region>:<acct-num>:predictor/
electricitypredictor",
"PredictorName": "electricitypredictor",
"ForecastHorizon": 36,
"ForecastTypes": [
"0.1",
"0.5",
"0.9"
],
"ForecastFrequency": "D",
"DatasetImportJobArns": [
"arn:aws:forecast:<region>:<acct-num>:dataset-import-job/
getting_started_dataset/gs_import"
],
"DataConfig": {
"DatasetGroupArn": "arn:aws:forecast:<region>:<acct-num>:dataset-group/
getting_started",
"AttributeConfigs": [
{
"AttributeName": "target_value",
"Transformations": {
"aggregation": "sum",
"backfill": "zero",
"frontfill": "none",
"middlefill": "zero"
}
}
]
},
"EstimatedTimeRemainingInMinutes": 97,
"Status": "CREATE_IN_PROGRESS",
"CreationTime": "2022-02-23T09:26:24.643000-08:00",
"LastModificationTime": "2022-02-23T09:49:26.899000-08:00",
"ExplainabilityInfo": {
"Status": "NOT_AVAILABLE"
}
}
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Important
モデルトレーニングには時間がかかります。トレーニングが完了し、予測子の状況が
ACTIVE になるまで続行しないでください。
3.

予測子の精度メトリクスを取得します。
aws forecast get-accuracy-metrics \
--predictor-arn arn:aws:forecast:us-west-2:acct-id:predictor/electricitypredictor

以下に、応答の例を示します。
{

}

"PredictorEvaluationResults": [
{
"TestWindows": [
{
"EvaluationType": "SUMMARY",
"Metrics": {
"RMSE": 448.19602551622864,
"WeightedQuantileLosses": [
{
"Quantile": 0.9,
"LossValue": 0.11574311406253326
},
{
"Quantile": 0.5,
"LossValue": 0.1706269067283527
},
{
"Quantile": 0.1,
"LossValue": 0.11724164222477837
}
]
}
},
{
"EvaluationType": "COMPUTED",
"Metrics": {
"RMSE": 448.19602551622864,
"WeightedQuantileLosses": [
{
"Quantile": 0.9,
"LossValue": 0.11574311406253326
},
{
"Quantile": 0.5,
"LossValue": 0.1706269067283527
},
{
"Quantile": 0.1,
"LossValue": 0.11724164222477837
}
]
},
"TestWindowEnd":
1420070400.0,
"TestWindowStart": 1420002000.0
}
]
}
]
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メトリクスは各分位数のエラー損失を示します。たとえば、最初の分位に 11.7％ の誤差がありまし
た。メトリックスには、root-mean-squareエラー (RMSE).
要約メトリクスは、すべてのテストウィンドウで計算されたメトリクスの平均を示します。テスト
ウィンドウは 1 つのみのため、要約と計算されたメトリクスは等しくなります。
このオペレーションの詳細については、「GetAccuracyMetrics (p. 372)」を参照してください。

ステップ 3: Forecast を作成する
Amazon Forecast は、target_valueフィールド (データセットドメインとタイプによって決定される)
ごとにitem_idデータセット内にある。この例では、target_value フィールドは電力使用量を提供
し、item_id はクライアント ID を提供します。お客様ごとの時間ごとの電気使用量の予測を取得しま
す。
予測が作成されたら、単一のアイテムをクエリするか、完全な予測をエクスポートできます。

予測を作成、取得、エクスポートするには
1.

予測を作成します。
aws forecast create-forecast \
--forecast-name electricityforecast \
--predictor-arn arn:aws:forecast:us-west-2:acct-id:predictor/electricitypredictor

このオペレーションでは、予測子を使用して予測を作成します。レスポンスで、予測の Amazon リ
ソースネーム (ARN) を取得します。この ARN を使用して予測を取得およびエクスポートします。以
下に、応答の例を示します。
{
}

"ForecastArn": "arn:aws:forecast:us-west-2:acct-id:forecast/electricityforecast"

このオペレーションの詳細については、「CreateForecast (p. 255)」を参照してください。
2.

client_1 の予測の最初の 2 時間を取得します。

Note
サービス名 forecastquery は、他で使用されているサービス名とは異なります。
aws forecastquery query-forecast \
--forecast-arn arn:aws:forecast:us-west-2:acct-id:forecast/electricityforecast \
--start-date 2015-01-01T00:00:00 \
--end-date
2015-01-01T02:00:00 \
--filters '{"item_id":"client_1"}'

このオペレーションには次のパラメータが含まれます。
• start-dateそしてend-date— 予測を取得するためのオプションの日付範囲を指定します。これ
らのパラメータを指定しないと、このオペレーションは client_1 の予測全体を返します。
• filters— を指定します。item_idの電力予測を取得するためのフィルタclient_1。
以下は、filters パラメータの短縮構文です。
--filters item_id="client_1"
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以下に、応答の例を示します。
{

}

"Forecast": {
"Predictions": {
"mean": [
{
"Timestamp": "2015-01-01T01:00:00",
"Value": 20.952411651611328
},
{
"Timestamp": "2015-01-01T02:00:00",
"Value": 19.11078453063965
}
],
"p90": [
{
"Timestamp": "2015-01-01T01:00:00",
"Value": 24.524038314819336
},
{
"Timestamp": "2015-01-01T02:00:00",
"Value": 22.319091796875
}
],
"p50": [
{
"Timestamp": "2015-01-01T01:00:00",
"Value": 20.7841739654541
},
{
"Timestamp": "2015-01-01T02:00:00",
"Value": 19.237524032592773
}
],
"p10": [
{
"Timestamp": "2015-01-01T01:00:00",
"Value": 18.507278442382812
},
{
"Timestamp": "2015-01-01T02:00:00",
"Value": 16.15062141418457
}
]
}
}

これは 1 時間ごとの予測であるため、レスポンスには 1 時間ごとの予測値が表示されます。レスポン
スで、以下の点に注意してください。
• mean— 特定の日時の平均値は、お客様の予測平均電力使用量です。
• p90,p50, およびp10— 指定された日時に実際の値が記載された値を下回る
信頼レベルを指定します。たとえば、Amazon Forecast は、電気使用量が
2015-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01 Amazon Forecast は、使用量
が 20.8 を下回ると 50％ 確信し、18.5 を下回ると 10％ 確信しています。
このオペレーションの詳細については、「QueryForecast (p. 427)」を参照してください。
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3.

完全な予測を Amazon S3 バケットにエクスポートします。指定する IAM ロールには、データを S3
バケットに書き込むことを許可するアクセス許可が必要です。IAM ロールの作成方法については、
「」を参照してください。Amazon Forecast の IAM を作成する (AWS CLI) (p. 7)。
予測エクスポートジョブを作成します。
aws forecast create-forecast-export-job \
--forecast-export-job-name electricityforecast_exportjob \
--forecast-arn arn:aws:forecast:us-west-2:acct-id:forecast/electricityforecast \
--destination S3Config="{Path='s3://bucket',RoleArn='arn:aws:iam::acct-id:role/Role'}"

以下に、応答の例を示します。
{

"ForecastExportJobArn": "arn:aws:forecast::us-west-2:acct-id:forecastexport/64bbc087"
}

このオペレーションの詳細については、「CreateForecastExportJob (p. 259)」を参照してくださ
い。
4.

エクスポートジョブのステータスを取得します。
aws forecast describe-forecast-export-job \
--forecast-export-job-arn arn:aws:forecast:us-west-2:acct-id:forecast/
electricityforecast

以下に、応答の例を示します。
{

"ForecastExportJobArn": "arn:aws:forecast::us-west-2:acct-id:forecastexport/64bbc087",
"ForecastExportJobName": "electricityforecast_exportjob",
"Status": "CREATE_IN_PROGRESS"
}

ステータスが ACTIVE の場合は、指定した S3 バケットの予測ファイルを確認できます。

開始方法 (Python ノートブック)
Note
Python ノートブックを使用したチュートリアルの詳細なリストについては、Amazon Forecast の
「Github Samples」(Github サンプル) のページを参照してください。
Python ノートブックで Amazon Forecast API の使用を開始するには、「開始方法のチュートリアル」を
参照してください。チュートリアルでは、Forecast のコアステップを最初から最後までガイドします。
特定のプロセスに関する基本的なチュートリアルについては、次の Python ノートブックを参照してくだ
さい。
1. データの準備 - データセットの準備、データセットグループの作成、スキーマの定義、およびデータ
セットグループのインポートを行います。
2. 予測子を作成-Forecastデータセットにインポートしたデータに基づいて予測変数をトレーニングしま
す。
3. 予測子の評価 - 予測を取得し、予測を視覚化し、結果を比較します。
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4. 予測子の再トレーニング - 更新されたデータを使用して既存の予測子を再トレーニングします。
5. のアップグレード AutoPredictor-レガシープレディクターをにアップグレード AutoPredictor。
6. クリーンアップ - チュートリアル中に作成されたデータセットグループ、予測子、予測を削除します。
AutoML の開始方法のチュートリアルを繰り返すには、「AutoML の開始方法」を参照してください。

高度なチュートリアル
より高度なチュートリアルについては、次の Python ノートブックを参照してください。
• アイテムレベルの Explainability - データセット属性が特定の時系列および時間ポイントの予測にどのよ
うに影響するかを理解します。
• 複数のモデルの比較-Prophet、ETS、および DeepAR+ を使用して予測子を作成し、結果を視覚化する
ことにより、それらのパフォーマンスを比較します。
• コールドスタート予測 - アイテムメタデータと DeepAR+ アルゴリズムを使用して、コールドスタート
シナリオを予測します (履歴データがほとんどないか、まったくない場合)。
• 関連する時系列データセットの組み込み - 関連する時系列データセットを使用して、モデルの精度を向
上させます。
• アイテムメタデータの組み込み - アイテムメタデータを使用して、モデルの精度を向上させます。
• Weather Index の使用 - Weather Index を使用して、予測子をトレーニングするときに、履歴気象情報と
予測された気象情報を組み込みます。
• What-if 分析の実行 - さまざまな価格シナリオを調査し、それが需要にどのように影響するかを評価しま
す。
• アイテムレベルの精度を評価する - バックテストのメトリクスと予測をエクスポートし、予測子のアイ
テムレベルのパフォーマンスを評価します。

リソースのクリーンアップ
不要な料金が発生しないようにするには、使用開始実習の終了後に作成したリソースを削除します。リ
ソースを削除するには、Amazon Forecast コンソールまたは SDK または AWS Command Line Interface
(AWS CLI) の Delete API を使用します。たとえば、DeleteDataset (p. 288) API を使用してデータセッ
トを削除します。
リソースを削除するには、ステータスが ACTIVE、CREATE_FAILED、または UPDATE_FAILED である必
要があります。ステータスを確認するには、Describe API (例: DescribeDataset (p. 321)) を使用しま
す。
次の表に示すように、一部のリソースは他のものよりも前に削除する必要があります。このプロセスには
時間がかかる場合があります。
アップロードしたトレーニングデータ ( electricityusagedata.csv) を削除するには、「S3 バケッ
トからオブジェクトを削除する方法」を参照してください。
削除するリソース

最初にこちらを削除します

メモ

ForecastExportJob
エクスポート中に予測を削除す
ることはできません。予測を削
除すると、予測のクエリを実行
できなくなります。

Forecast
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削除するリソース

最初にこちらを削除します

Predictor

関連するすべての予測。

メモ

DatasetImportJob

削除できません。

Dataset

データセットを対象にするすべ
ての DatasetImportJob も削
除されます。
予想子によって使用されている
Dataset は削除できません。

DatasetSchema

スキーマを参照するすべての
データセット。

DatasetGroup

関連するすべての予想子
関連するすべての予測。
データセットグループのすべて
のデータセット。
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Tutorials
次のチュートリアルでは、Amazon Forecast で一般的なタスクを実行し、一般的なユースケース向けの既
製のソリューションを提供する方法を示します。Python ノートブックを使用したチュートリアルの詳細な
リストについては、Amazon Forecast の「GitHub Samples」(GitHub サンプル) のページを参照してくだ
さい。
チュートリアル
• CloudFormation を使用した Forecast の自動化 (p. 35) - AWS CloudFormation スタックを使用して、
データセットを S3 バケットに自動的にデプロイし、Forecast パイプラインをトリガーします。

による の自動化AWS CloudFormation
このチュートリアルでは、AWS CloudFormation オートメーションスタックを使用して Amazon Forecast
パイプラインを起動し、デモンストレーションデータセットを使用して予測を生成します。
AWS Forecast AWS CloudFormation スタック:
• Improving Forecast Accuracy with Machine Learning Solution AWS CloudFormation テンプレートをデプ
ロイします。
• NYC Taxi Datasets を Forecast Data Amazon S3 バケットにデプロイします。
• Forecast でデモの NYC タクシー予測パイプラインを自動的に開始します。
AWS CloudFormation テンプレートには、ターゲットの時系列、関連する時系列、およびアイテムメタ
データのデモンストレーションデータセットがプリロードされています。コンソールの関連フィールドに
は、それぞれの S3 の場所が事前に入力されています。
デモンストレーションデータセットを使用してこのチュートリアルを完了した後、同じオートメーション
スタックを使用して、独自のデータセットで予測を生成できます。
次の図は、このチュートリアルで使用されるコンポーネントを示しています。
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Prerequisites
チュートリアルを開始する前に、AWS アカウントにログインし、AWS CloudFormation テンプレートをイ
ンストールしていることを確認してください。
1. AWS アカウントにログインします。まだ持っていない場合は、AWS アカウントを作成します。
2. AWS CloudFormation テンプレートをインストールします。自分に最も近いリージョンを選択してくだ
さい:
• 東京: ap-northeast-1
• ソウル: ap-northeast-2
• ムンバイ: ap-south-1
• シンガポール: ap-southeast-1
• シドニー: ap-southeast-2
• フランクフルト: eu-cental-1
• アイルランド: eu-west-1
• バージニア北部: us-east-1
• オハイオ: us-east-2
• オレゴン: us-west-2
これにより、NYC Taxi Dataset を使用してデモンストレーションスタックがデプロイされます。

Forecast のオートメーションのための AWS
CloudFormation テンプレートのデプロイ
NYC Taxi Dataset を使用して CloudFormation テンプレートをデプロイするには
ステップ 1: デフォルトを承諾して、[Next] (次へ) を選択します。
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ステップ 2: 通知用のメールアドレスを入力して、[Next] (次へ) を選択します。
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ステップ 3: デフォルトを受け入れて、[Next] (次へ) を選択します。
ステップ 4: [Capabilities] (機能) で、両方のチェックボックスをオンにして、AWS CloudFormation が
AWS Identity and Access Management (IAM) リソースとネストされたスタックを作成できるようにしま
す。[Create stack] を選択します。
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Forecast に AWS CloudFormation テンプレートをデプロイしました。

クリーンアップ
この AWS CloudFormation テンプレートをデプロイした後、新しく作成されたリソースをクリーンアップ
し、独自のデータセットを使用して AWS CloudFormation スタックをデプロイし、他のデプロイオプショ
ンを詳しく確認できます。
• クリーンアップ: デモスタックを削除すると、「Improving Forecast Accuracy with Machine Learning」
スタックが保持されます。「Improving Forecast Accuracy with Machine Learning」スタックを削除する
と、S3、Athena、QuickSight、および Forecast のすべてのデータが保持されます。
• 独自のデータセットの使用: この AWS CloudFormation テンプレートを独自の時系列データでデプロイ
するには、ステップ 2 の「データセット設定」のセクションでデータセットの S3 の場所を入力しま
す。
• その他のデプロイオプション: その他のデプロイオプションについては、「 Automated Deployment」(自
動デプロイ) を参照してください。データが既に利用可能な場合は、デモデータなしでスタックをデプ
ロイできます。
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データセットのインポート
データセットには、予測子 (p. 64)のトレーニングに使用するデータが含まれます。1 つ以上の Amazon
Forecast データセットを作成し、トレーニングデータをインポートします。データセットグループは、一
連の変化するパラメータを一定の期間にわたって詳細に説明する補完的なデータセットのコレクションで
す。データセットグループを作成したら、それを使用して予想子をトレーニングします。
各データセットグループには、データセット (p. 42)タイプ (ターゲット時系列、関連する時系列、項目
メタデータ) ごとに 1 つ、最大 3 つのデータセットを含めることができます。
Forecast データセットおよびデータセットグループを作成および管理するには、Forecast コンソー
ル、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または AWS SDK を使用します。
たとえば、Forecast データセットについては、「」を参照してください。Amazon Forecast サンプル
GitHub倉庫。
トピック
• データセット (p. 41)
• データセットグループ (p. 44)
• データ収集頻度の競合の解決 (p. 44)
• 関連する時系列データセットの使用 (p. 44)
• 項目メタデータデータセットの使用 (p. 48)
• 事前定義済みのデータセットドメインとデータセットタイプ (p. 50)
• データの更新 (p. 59)
• 欠落した値の処理 (p. 59)
• Forecast のデータセットのガイドライン (p. 62)

データセット
Forecast データセットを作成および管理するには、Forecast API を使用します。これに
はCreateDataset (p. 233)そしてDescribeDataset (p. 321)オペレーション。Forecast API の完全なリス
トについては、「API リファレンス (p. 223)」を参照してください。
データセットを作成するときは、次のような情報を入力します。
• データを記録した頻度/間隔。たとえば、週ごとに小売商品の売上を集計して記録するとします。使用開
始 (p. 11) 演習では、1 時間あたりの平均電力使用量のデータを使用します。
• 予測形式 (ドメイン) とデータセットタイプ (ドメイン内)。データセットドメインは、実行する予測のタ
イプを指定しますが、データセットタイプは、トレーニングデータを Forecast フレンドリーなカテゴリ
に整理するのに役立ちます。
• データセットスキーマ。スキーマは、データセットの列ヘッダーをマップします。たとえば、需要を
モニタリングする場合、1 時間ごとの商品販売データを複数の店舗で収集する場合があります。この場
合、スキーマは、左から右への順序を定義し、その順序でトレーニングデータファイルにタイムスタン
プ、場所、および 1 時間あたりの売上が表示されます。スキーマは、string または integer など、
各列のデータタイプも定義します。
• geolocation およびタイムゾーン情報。geolocation 属性は、スキーマ内において属性タイプ
geolocation で定義されています。タイムゾーン情報は、 CreateDatasetImportJob (p. 241)オペレー
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ション。Weather Index (p. 85) を有効にするには、geolocation とタイムゾーンの両方のデータを含
める必要があります。
Forecast データセット内の各列は、予測ディメンションまたは機能を表します。予測ディメンション
は、location や store など、時間の経過とともに変化しないデータの側面を表します。予測機能
には、 price や promotion など、時間の経過とともに変化するデータ内のパラメータが含まれま
す。timestamp や itemId のような一部のディメンションは、ターゲット時系列および関連する時系列
データセットで必要です。

データセットドメインとデータセットタイプ
Forecast データセットを作成するときは、ドメインとデータセットタイプを選択します。Forecast は、小
売需要やウェブトラフィックの予測など、さまざまなユースケース向けにドメインを提供します。カスタ
ムドメインを作成することもできます。Forecast ドメインの完全なリストについては、「」を参照してく
ださい。事前定義済みのデータセットドメインとデータセットタイプ (p. 50)。
各ドメイン内で、Forecast ユーザーは次のタイプのデータセットを指定できます。
• 目標時系列データセット (必須) — トレーニングデータが時系列の場合は、このデータセットタイプを使
用しますそしてこれには、予測を生成するフィールドが含まれています。このフィールドは、ターゲッ
トフィールドと呼ばれます。
• 関連時系列データセット (オプション) — トレーニングデータが時系列の場合は、このデータセットタイ
プを選択しますが、しないターゲットフィールドを含めてください。たとえば、項目の需要を予測して
いる場合、関連する時系列データセットにはフィールドとして price が含まれますが、demand は含ま
れません。
• アイテムメタデータデータセット (オプション) — トレーニングデータとしてこのデータセットタイプ
を選択してくださいじゃない時系列データ。ただし、ターゲット時系列または関連する時系列データ
セットの項目に関するメタデータ情報が含まれます。例えば、アイテムの需要を予測している場合、ア
イテムのメタデータデータセットはディメンションとして color または brand である場合がありま
す。Forecast は、CNN-QR (p. 122) または DeepAR+ (p. 127) アルゴリズムを使用する場合に、アイ
テムメタデータのデータセットタイプによって提供されるデータのみを考慮します。
トレーニングデータの情報と予測する内容によっては、複数のデータセットを作成する場合があります。
たとえば、靴や靴下などの小売商品の需要の予測を生成するとします。RETAIL ドメインに次のデータ
セットを作成します。
• ターゲット時系列データセット - 小売商品の履歴時系列需要データが含まれます (例:
item_id、timestamp、およびターゲットフィールド demand)。予測するターゲットフィールドを指
定するため、データセットグループには少なくとも 1 つのターゲット時系列データセットが必要です。
ターゲット時系列データセットに最大 10 個のディメンションを追加することもできます。データセッ
トグループにターゲット時系列データセットのみを含める場合、詳細度のみの項目レベルまたは予測
ディメンションレベルで予測を作成できます。詳細については、「CreatePredictor (p. 266)」を参照し
てください。
• 関連する時系列データセット - price または revenue など、ターゲットフィールド以外の履歴時系列
データが含まれます。関連する時系列データはターゲット時系列データにマップできる必要があるた
め、関連する時系列データセットごとに同じ識別フィールドが含まれている必要があります。RETAIL
ドメインでは、item_id や timestamp になります。
関連する時系列データセットには、ターゲットの時系列データセットから作成された予測を微調整する
データが含まれている場合があります。たとえば、予測を生成する将来の日付の price データを関連す
る時系列データセットに含めることができます。これにより、Forecast は、コンテキストの追加ディメ
ンションを使用して予測を行うことができます。詳細については、「関連する時系列データセットの使
用 (p. 44)」を参照してください。
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• 項目メタデータデータセット – 小売商品のメタデータが含まれます。たとえば、メタデータに
は、brand、category、color、genre などがあります。
予測ディメンションを持つデータセットの例
前述の例の続きとして、店舗の過去の売上に基づき、靴と靴下の需要を予測するとします。次のターゲッ
ト時系列データセットで、store は時系列予測ディメンション、demand はターゲットフィールドです。
靴下は 2 つの店舗 (NYC と SFO) で販売されており、靴は ORD でのみ販売されています。
このテーブルの最初の 3 行には、NYC、SFO、および ORD ストアで有効な最初の販売データが含まれて
います。最後の 3 行には、各店舗の最後に記録された販売データが含まれています。... 行は、最初のエ
ントリと最後のエントリの間に記録されたすべての商品の販売データを表します。
timestamp

item_id

store

demand

2019-01-01

socks

NYC

25

2019-01-05

socks

SFO

45

2019-02-01

shoes

ORD

10

2019-06-01

socks

NYC

100

2019-06-05

socks

SFO

5

2019-07-01

shoes

ORD

50

...

データセットスキーマ
各データセットには、トレーニングデータのフィールドのユーザー指定の JSON マッピングであるスキー
マが必要です。データセットに含める必要のあるディメンションとオプションのディメンションおよび機
能がいずれも一覧表示されています。
データセットに geolocation 属性が含まれている場合は、スキーマ内で属性タイプ geolocation を使用
して属性を定義します。詳細については、「Adding Geolocation information (p. 86)」(geolocation の追
加) を参照してください。Weather Index (p. 85) を適用するには、ターゲットの時系列および関連する
時系列データセットに geolocation 属性を含める必要があります。
一部のドメインには、含めることをお勧めするオプションのディメンションがあります。オプショ
ンのディメンションは、このガイドの後半にある各ドメインの説明に記載されています。例について
は、RETAIL ドメイン (p. 52)を参照してください。オプションのすべてのディメンションは、string
のデータ型になります。
スキーマはすべてのデータセットに必要です。上記のターゲット時系列データセットの例に付随するス
キーマを次に示します。
{

"attributes": [
{
"AttributeName":
"AttributeType":
},
{
"AttributeName":
"AttributeType":
},

"timestamp",
"timestamp"
"item_id",
"string"
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{
},
{

}

]

}

"AttributeName": "store",
"AttributeType": "string"
"AttributeName": "demand",
"AttributeType": "float"

このスキーマを使用するデータセットにトレーニングデータをアップロードすると、Forecast は
timestamp フィールドがデータの列 1、item_id フィールドが列 2、store フィールドが列 3、そし
てターゲットフィールドである demand フィールドが列 4 であるとみなします。
関連する時系列データセットタイプの場合、すべての関連機能に属性タイプ float または integer が必要で
す。項目メタデータデータセットタイプの場合は、すべての機能に文字列の属性タイプが必要です。詳細
については、「SchemaAttribute (p. 503)」を参照してください。

Note
データセットのすべての列に attributeNameと attributeType のペアが必要です。Forecast
では、多くの名前が予約されており、これらをスキーマ属性の名前として使用することはできま
せん。予約名のリストについては、「予約フィールド名 (p. 180)」を参照してください。

データセットグループ
データセットグループは、1 つから 3 つの認定データセットのコレクションで、データセットタイプごと
に 1 つです。データセットをデータセットグループにインポートし、データセットグループを使用して予
想子をトレーニングします。
Forecast には、データセットグループを作成し、データセットをそのグループに追加するための以下のオ
ペレーションが含まれています:
• CreateDatasetGroup (p. 237)
• UpdateDatasetGroup (p. 425)

データ収集頻度の競合の解決
Forecast では、で指定したデータ頻度と一致しないデータを使用して予測変数をトレーニングできま
す。CreateDataset (p. 233)オペレーション。例えば、一部のデータが時間の先頭 (02:20、02:45) にタ
イムスタンプが付いていない場合でも、時間間隔で記録されたデータをインポートできます。Forecastで
は、指定したデータ頻度を使用してデータについて学習します。次に、Forecast が予測子のトレーニン
グ中にデータを集計します。詳細については、「」を参照してください。さまざまな予測頻度のデータ集
約 (p. 67)。

関連する時系列データセットの使用
関連する時系列データセットには、ターゲット時系列データセットに含まれていない時系列データが含ま
れており、予測子の精度が向上する場合があります。
例えば、需要予測ドメインで、ターゲット時系列データセットには、timestamp や item_id ディメン
ションが含まれているのに対し、補完的な関連する時系列には、item price、promotion、weather
などの追加データ機能も含まれます。
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関連する時系列データセットには、最大 10 個の予測ディメンション (ターゲット時系列データセット内の
ものと同じ) と最大 13 個の関連する時系列機能を含めることができます。

Python ノートブック
にとって step-by-step 関連時系列データセットの使用に関するガイドについては、関連する時系
列を組み込む。
トピック
• 履歴およびフォワードルックの関連する時系列 (p. 45)
• 関連する時系列データセットの検証 (p. 45)
• 例: フォワードルックの関連する時系列ファイル (p. 46)
• 例: 詳細度の予測 (p. 47)
• レガシー予測子および関連する時系列 (p. 47)

履歴およびフォワードルックの関連する時系列
Note
予測期間内の値を含む関連する時系列は、フォワードルックの時系列として扱われます。
関連する時系列には、次の 2 つの形式があります。
• 履歴時系列: 予測期間内にデータポイントがない時系列。
• フォワードルックの時系列: 予測期間内のデータポイントを持つ時系列。
履歴の関連する時系列には、予測期間までのデータポイントが含まれ、予測期間内のデータポイントは含
まれません。フォワードルックの関連する時系列には、予測期間までおよび予測期間内のデータポイント
が含まれます。

関連する時系列データセットの検証
関連する時系列データセットには次の制限があります。
• ターゲット時系列のターゲット値を含めることはできません。
• これには、item_id および timestamp ディメンションと、少なくとも 1 つの関連機能 (price など)
が含まれている必要があります。
• 関連する時系列機能データは、int または float データ型である必要があります。
• ターゲット時系列全体を使用するには、ターゲット時系列データセットのすべてのアイテムも関連する
時系列データセットに含まれている必要があります。関連する時系列にターゲット時系列のアイテムの
サブセットのみが含まれている場合、モデルの作成と予測の生成は、その特定のアイテムのサブセット
に限定されます。
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例えば、ターゲット時系列に 1000 アイテムが含まれ、関連する時系列データセットに 100 アイテムし
か含まれていない場合、モデルと予測はそれらの 100 アイテムのみに基づきます。
• 関連する時系列データセットにデータを記録する頻度は、予測を生成する間隔 (予測の精度) と一致する
必要があります。
たとえば、週単位の精度で予測を生成する場合、ターゲットの時系列にデータを記録する頻度が毎日で
あっても、関連する時系列でデータを記録する頻度も週単位である必要があります。
• 関連する時系列データセット内の各項目のデータは、ターゲット時系列データセット内の対応する
item_id の先頭の timestamp またはそれより前に開始する必要があります。
たとえば、socks のターゲット時系列データが 2019-01-01 に開始し、shoes のターゲット時系列デー
タが 2019-02-01 に開始する場合、socks の関連する時系列データは 2019-01-01 以前、shoes のデー
タは 2019-02-01 以前に開始する必要があります。
• フォワードルックの関連する時系列データセットについては、すべての項目の最後のタイムスタンプ
は、ユーザーが指定した予測ウィンドウ (予測期間と呼ばれます) の最後のタイムスタンプ上にある必要
があります。
以下の関連する時系列ファイルの例では、靴下と靴の両方の timestamp データは 2019-07-01 (最後に
記録されたタイムスタンプ) かつ予測期間の後に終了する必要があります。ターゲット時系列のデータ
頻度が毎日で、予測期間が 10 日である場合、2019-07-11 までは、フォワードルックの関連する時系列
ファイルで毎日のデータポイントを指定する必要があります。
• 履歴の関連する時系列データセットについては、すべてのアイテムの最後のタイムスタンプは、ター
ゲットの時系列の最後のタイムスタンプと一致する必要があります。
以下の関連する時系列ファイルの例では、靴下と靴の両方の timestamp データは 2019-07-01 (最後に
記録されたタイムスタンプ) に終了する必要があります。
• 関連する時系列データセットで提供されるForecast ディメンションは、ターゲット時系列データセット
で指定されたディメンションと等しいか、そのサブセットである必要があります。
• 関連する時系列に欠落値を含めることはできません。関連する時系列データセットの欠落した値につい
ては、「欠落した値の処理 (p. 59)」を参照してください。

例: フォワードルックの関連する時系列ファイル
次の表は、正しく設定された関連する時系列データセットファイルを示しています。この例では、次のこ
とを前提としています。
• 最後のデータポイントは、2019-07-01 にターゲット時系列データセットに記録されました。
• 予測期間は 10 日です。
• 予測の精度は毎日です (D)。
「…」行は、前の行と後続の行の間にあるすべてのデータポイントを示します。
timestamp

item_id

store

price

2019-01-01

socks

NYC

10

2019-01-02

socks

NYC

10

2019-01-03

socks

NYC

15

socks

NYC

10

...
2019-06-01
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timestamp

item_id

store

price

socks

NYC

10

2019-07-11

socks

NYC

20

2019-01-05

socks

SFO

45

socks

SFO

10

socks

SFO

10

2019-07-11

socks

SFO

30

2019-02-01

shoes

ORD

50

shoes

ORD

75

shoes

ORD

60

...
2019-07-01
...

...
2019-06-05
...
2019-07-01
...

...
2019-07-01
...
2019-07-11

例: 詳細度の予測
次の表は、ターゲット時系列および関連する時系列について週単位の精度で予測する、互換性のあるデー
タ記録頻度を示します。関連する時系列データセットのデータは集計できないため、Forecast は、選択し
た詳細度と同じ関連する時系列のデータ頻度のみを受け入れます。
ターゲット入力データ
の頻度

関連する時系列の頻度

詳細度の予測

Forecast でのサポート

1日1回

毎週

毎週

はい

毎週

毎週

毎週

はい

該当なし

毎週

毎週

はい

1日1回

1日1回

毎週

いいえ

レガシー予測子および関連する時系列
Note
既存の予測子をにアップグレードするには AutoPredictor、「」を参照してくださいthe section
called “のアップグレード AutoPredictor” (p. 66)
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従来の予測子を使用する場合、CNN-QR (p. 122)、DeepAR + (p. 127)、および Prophet (p. 136) の
アルゴリズムを使用して予測子をトレーニングするときに、関連する時系列データセットを使用できま
す。NPTS (p. 134)、ARIMA (p. 121)、および ETS (p. 133) は、関連する時系列データを受け入れま
せん。
次の表は、Amazon Forecast の各アルゴリズムが受け入れる、関連する時系列のタイプを示しています。
CNN-QR

DeepAR+

Prophet

NPTS

ARIMA

ETS

履歴の関連する時系列
フォワードルックの時
系列
AutoML を使用する場合、履歴の関連する時系列データとフォワードルックの関連する時系列データの両
方を提供でき、Forecast は該当する場合にのみそれらの時系列を使用します。
フォワードルックの関連する時系列データを提供する場合、Forecast は、CNN-QR、DeepAR+、およ
び Prophet で関連データを使用し、NPTS、ARIMA、および ETS で関連データを使用しません。履歴
の関連する時系列データが提供された場合、Forecast は、CNN-QR で関連データを使用し、DeepAR
+、Prophet、NPTS、ARIMA、および ETS で関連データを使用しません。

項目メタデータデータセットの使用
項目メタデータデータセットには、ターゲットの時系列データセットの項目に有益なコンテキストを提供
するカテゴリデータが含まれています。関連する時系列データセットとは異なり、項目メタデータデータ
セットは静的な情報を提供します。つまり、項目の色やブランドのように、データ値は時間が経過しても
一定に保たれます。アイテムメタデータデータセットは、データセットグループへのオプションの追加で
す。項目メタデータを使用できるのは、ターゲットの時系列データセット内のすべての項目が、対応する
項目メタデータデータセットに存在する場合だけです。
項目メタデータには、特定の項目のブランド、色、モデル、カテゴリ、製造場所、その他の補足機能が
含まれる場合があります。たとえば、項目メタデータデータセットは、32 GB のストレージを持つ黒の
Amazon E-reader の売り上げを表す、ターゲットの時系列データセットで見つかった需要データの一部の
コンテキストを提供することがあります。これらの特性は変わらないから day-to-day または hour-to-hour
は、項目メタデータデータセットに属しています。
項目メタデータは、時系列データの説明パターンを検出して追跡するのに便利です。データセットグルー
プに項目メタデータデータセットを含めると、Forecast は、項目間の類似性に基づいてより正確な予測を
行うようにモデルをトレーニングできます。たとえば、Amazon 製の仮想アシスタント製品は、他の会社
が製造した製品よりも売り切れる可能性が高く、サプライチェーンをそれに応じて計画することができま
す。
項目メタデータは、予測を行うための直接的な履歴データはほとんどないが、類似したメタデータ属性を
持つ項目の履歴データがある、コールドスタート予測シナリオで特に便利です。お客様が持っている小さ
なデータのコンテキストを提供する場合、Forecast 予測子は、予測精度を高めるための、データ内の項目
について有用で明白でない推論を行うことができます。
項目メタデータデータセットの各行には、最大 10 個のメタデータフィールドを含めることができます。
そのうちの 1 つは、メタデータをターゲットの時系列の項目に一致させる識別フィールドである必要があ
ります。すべてのデータセットタイプと同様に、各フィールドの値はデータセットスキーマによって指定
されます。

Python ノートブック
にとって step-by-step アイテムメタデータの使用に関するガイドについては、アイテムメタデー
タの組み込み。
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トピック
• 例: アイテムメタデータファイルとスキーマ (p. 49)
• レガシー予測子およびアイテムメタデータ (p. 50)
• 以下も参照してください。 (p. 50)

例: アイテムメタデータファイルとスキーマ
次の表は、Amazon E-reader を説明する、正しく設定された項目メタデータデータセットファイルのセク
ションを示しています。この例では、ヘッダー行がデータセットのスキーマを表し、リストされた各項目
が、対応するターゲットの時系列データセットにあると仮定します。
item_id

brand

model

color

waterproof

1

Amazon

paperwhite

black

はい

2

Amazon

paperwhite

blue

はい

3

Amazon

base_model

black

no

4

Amazon

base_model

white

no

...
以下は、CSV 形式で表された同じ情報です。
1,amazon,paperwhite,black,yes
2,amazon,paperwhite,blue,yes
3,amazon,base_model,black,no
4,amazon,base_model,white,no
...

このサンプルデータセットのスキーマを次に示します。
{

"attributes": [
{
"AttributeName":
"AttributeType":
},
{
"AttributeName":
"AttributeType":
},
{
"AttributeName":
"AttributeType":
},
{
"AttributeName":
"AttributeType":
},
{
"AttributeName":
"AttributeType":
}

"item_id",
"string"
"brand",
"string"
"model",
"string"
"color",
"string"
"waterproof",
"string"

]
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}

レガシー予測子およびアイテムメタデータ
Note
既存の予測子をにアップグレードするには AutoPredictor、「」を参照してくださいthe section
called “のアップグレード AutoPredictor” (p. 66)
レガシー予測子を使用する場合、CNN-QR (p. 122) または DeepAR+ (p. 127) アルゴリズムを使用して
予測子をトレーニングするときに、アイテムメタデータを使用できます。AutoML を使用する場合、アイ
テムメタデータを提供でき、Forecast は該当する場合にのみそれらの時系列を使用します

以下も参照してください。
アイテムメタデータデータセットの使用に関する詳細なチュートリアルについては、以下を参照してく
ださい。アイテムメタデータデータセットのプレディクターへの組み込み()Amazon Forecast サンプル
GitHub リポジトリ。

事前定義済みのデータセットドメインとデータセッ
トタイプ
予測子をトレーニングするには、1 つまたは複数のデータセットを作成し、データセットグループに追加
して、トレーニング用のデータセットグループを提供します。
作成したデータセットごとに、データセットドメインとデータセットタイプを関連付けます。データセッ
トドメインは、一般的ユースケースのために事前定義されたデータセットスキーマを指定し、モデルアル
ゴリズムやハイパーパラメータには影響しません。
Amazon Forecast では次のデータセットドメインがサポートされています。
• RETAIL ドメイン (p. 52) – 小売の需要予測
• INVENTORY_PLANNING ドメイン (p. 54) – サプライチェーンとインベントリの計画
• EC2 CAPACITY ドメイン (p. 55) – Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) の容量を予測する
ため
• WORK_FORCE ドメイン (p. 56) – 従業員の計画
• WEB_TRAFFIC ドメイン (p. 57) – 今後のウェブトラフィックの見積もり
• METRICS ドメイン (p. 58) – 収益およびキャッシュフローなどの予測メトリクス
• CUSTOM ドメイン (p. 53) – その他すべての時系列予測のタイプ
ドメインごとに、1～3 つのデータセットタイプがあります。ドメイン用に作成するデータセットタイプ
は、所有しているデータのタイプとトレーニングに含めるものに基づいています。
各ドメインにはターゲット時系列データセットが必要です。オプションで、関連する時系列および項目メ
タデータデータセットタイプをサポートします。
データセットタイプは次のとおりです。
• ターゲット時系列 – 唯一必要なデータセットタイプ。このタイプは、予測を生成するターゲットフィー
ルドを定義します。たとえば、一連の製品の売上を予測する場合は、予測する製品ごとに履歴の時系列
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データのデータセットを作成する必要があります。同様に、予測する収益、キャッシュフロー、売上な
どのメトリクス用のターゲット時系列データセットを作成できます。
• 関連する時系列 – ターゲットの時系列データに関連する時系列データ。たとえば、価格は製品の売上
データに関連しているため、関連する時系列として指定できます。
• 項目メタデータ – ターゲットの時系列データに適用可能なメタデータ。例えば、特定の商品の売上を予
測している場合 ブランド、色、ジャンルなどの商品の属性は項目メタデータの一部になります。EC2 イ
ンスタンスの EC2 キャパシティを予測するとき、メタデータにはインスタンスタイプの CPU とメモリ
が含まれる場合があります。
データセットのタイプごとに、入力データに特定の必須フィールドが含まれている必要がありま
す。Amazon Forecast が提案したオプションのフィールドを含めることもできます。
次の例は、データセットドメインとそれに対応するデータセットタイプを選択する方法を示しています。

Example 例 1: RETAIL ドメインのデータセットタイプ
商品の需要予測に関心のある小売業者であれば、RETAIL ドメインに次のデータセットを作成できます。
• ターゲット時系列は、各アイテム (小売業者が販売する各製品) の履歴時系列需要 (売上) データの
必須データセットです。RETAIL ドメインでは、このデータセットタイプでは、データセットに
item_id、timestamp、および demand の各フィールドが含まれている必要があります。demand
フィールドは予測ターゲットであり、通常は特定の週または日に小売業者によって販売された商品の数
です。
• オプションで、関連する時系列タイプのデータセット。RETAIL ドメインでは、このタイプには
price、inventory_onhand、webpage_hits などのオプションの、ただし推奨される時系列情報を
含めることができます。
• オプションで、項目メタデータタイプのデータセット。RETAIL ドメインでは、Amazon Forecast は
brand、color、category、および genre など、ターゲット時系列で提供した項目に関連するメタ
データ情報を提供することをお勧めします。

Example 例 2: METRICS ドメインのデータセットタイプ
収益、売上、キャッシュフローなど、組織の主要なメトリクスを予測する場合は、Amazon Forecast に次
のデータセットを提供できます。
• 予測するメトリクスの履歴時系列データを提供するターゲット時系列データセット。組織内のすべての
ビジネスユニットの収益を予測する場合は、metric、business unit、および metric_value の各
フィールドを使用して target time series データセットを作成できます。
• category や location など、必要とされない各メトリクスのメタデータがある場合は、関連する時系
列および項目メタデータタイプのデータセットを提供します。
ターゲットメトリクスの予測を生成するには、少なくとも Forecast のターゲット時系列データセットを提
供する必要があります。

Example 例 3: CUSTOM ドメインのデータセットタイプ
予測アプリケーションのトレーニングデータは、どの Amazon Forecast ドメインにも適合しない可能性が
あります。そのような場合は、CUSTOM ドメインを選択してください。ターゲット時系列データセットを
提供する必要がありますが、独自のカスタムフィールドを追加することができます。
使用開始 (p. 11) 演習では、クライアントの電力使用量を予測します。電力使用量トレーニングデータはど
のデータセットドメインにも適合しないため、CUSTOM ドメインを使用しました。この演習では、ター
ゲット時系列タイプという 1 つのデータセットタイプのみを使用します。データフィールドをデータセッ
トタイプに必要な最小フィールドにマップします。

51

Amazon Forecast デベロッパーガイド
RETAIL ドメイン

RETAIL ドメイン
RETAIL ドメインは、次のデータセットタイプをサポートしています。データセットのタイプごとに、必
須フィールドとオプションフィールドをリストします。トレーニングデータの列にフィールドをマッピン
グする方法については、「データセットドメインとデータセットタイプ (p. 42)」を参照してください。
トピック
• ターゲット時系列データセットタイプ (p. 52)
• 関連する時系列データセットタイプ (p. 52)
• 項目メタデータデータセットタイプ (p. 52)

ターゲット時系列データセットタイプ
ターゲット時系列は、小売組織によって販売された各品目または製品の履歴時系列データです。以下の
フィールドが必要です。
• item_id (文字列) – 需要を予測する商品または製品の固有の ID。
• timestamp (タイムスタンプ)
• demand (浮動) – タイムスタンプ時の商品の販売数。これは、Amazon Forecast が予測を生成するター
ゲットフィールドでもあります。
次のディメンションはオプションです。予測の精度を変更するために使用できます。
• location (文字列) – 商品が販売されたストアの場所。これは、複数のストア/場所がある場合にのみ使
用してください。
これらの必須フィールド、およびオプションのディメンションのみが含まれている状態が理想です。その
他の時系列情報は関連する時系列データセットに含めます。

関連する時系列データセットタイプ
特定の日に項目が受け取った価格やウェブヒット数など、関連する時系列データセットを Amazon
Forecast に提供できます。情報が多いほど、予測はより正確になります。以下のフィールドが必要です。
• item_id (文字列)
• timestamp (タイムスタンプ)
次のフィールドはオプションです。予測結果の改善に役立ちます。
• price (浮動) – タイムスタンプ時の商品の価格。
• promotion_applied (integer; 1=true, 0=false) – タイムスタンプ時にその商品のマーケティングプロ
モーションがあったかどうかを指定するフラグ。
必須および推奨されるオプションのフィールドに加えて、トレーニングデータに他のフィールドを含める
ことができます。データセットに他のフィールドを含めるには、データセットを作成するときにスキーマ
にフィールドを指定します。

項目メタデータデータセットタイプ
このデータセットは、需要が予測されている商品のメタデータ (属性) に関する情報を Amazon Forecast に
提供します。以下のフィールドが必要です。
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• item_id (文字列)
次のフィールドはオプションです。予測結果の改善に役立ちます。
• category (文字列)
• brand (文字列)
• color (文字列)
• genre (文字列)
必須および推奨されるオプションのフィールドに加えて、トレーニングデータに他のフィールドを含める
ことができます。データセットに他のフィールドを含めるには、データセットを作成するときにスキーマ
にフィールドを指定します。

CUSTOM ドメイン
CUSTOM ドメインは、次のデータセットタイプをサポートしています。データセットのタイプごとに、必
須フィールドとオプションフィールドをリストします。トレーニングデータの列にフィールドをマッピン
グする方法については、「データセットドメインとデータセットタイプ (p. 42)」を参照してください。
トピック
• ターゲット時系列データセットタイプ (p. 53)
• 関連する時系列データセットタイプ (p. 53)
• 項目メタデータデータセットタイプ (p. 53)

ターゲット時系列データセットタイプ
以下のフィールドが必要です。
• item_id (文字列)
• timestamp (タイムスタンプ)
• target_value (浮動小数点整数) - これは、Amazon Forecast が予測を生成する target フィールドで
す。
これらの必須フィールドのみ含まれている状態が理想です。その他の時系列情報は関連する時系列データ
セットに含めます。

関連する時系列データセットタイプ
以下のフィールドが必要です。
• item_id (文字列)
• timestamp (タイムスタンプ)
必須フィールドに加えて、トレーニングデータに他のフィールドを含めることができます。データセット
に他のフィールドを含めるには、データセットを作成するときにスキーマにフィールドを指定します。

項目メタデータデータセットタイプ
以下のフィールドが必要です。
• item_id (文字列)
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次のフィールドはオプションです。予測結果の改善に役立ちます。
• category (文字列)
必須および推奨されるオプションのフィールドに加えて、トレーニングデータに他のフィールドを含める
ことができます。データセットに他のフィールドを含めるには、データセットを作成するときにスキーマ
にフィールドを指定します。

INVENTORY_PLANNING ドメイン
INVENTORY_PLANNING ドメインを使用して、原材料の需要を予測し、特定の商品の在庫をどれだけ在
庫するかを決定します。以下のデータセットタイプがサポートされています。データセットのタイプご
とに、必須フィールドとオプションフィールドをリストします。トレーニングデータの列にフィールドを
マッピングする方法については、「データセットドメインとデータセットタイプ (p. 42)」を参照してく
ださい。
トピック
• ターゲット時系列データセットタイプ (p. 54)
• 関連する時系列データセットタイプ (p. 54)
• 項目メタデータデータセットタイプ (p. 55)

ターゲット時系列データセットタイプ
以下のフィールドが必要です。
• item_id (文字列)
• timestamp (タイムスタンプ)
• demand (浮動) - これは、Amazon Forecast が予測を生成するための target フィールドです。
次のディメンションはオプションです。予測の精度を変更するために使用できます。
• location (文字列) – 商品が在庫されている流通センターの場所。これは、複数のストア/場所がある場
合にのみ使用してください。
これらの必須フィールド、およびオプションのディメンションのみが含まれている状態が理想です。その
他の時系列情報は関連する時系列データセットに含めます。

関連する時系列データセットタイプ
以下のフィールドが必要です。
• item_id (文字列)
• timestamp (タイムスタンプ)
次のフィールドはオプションです。予測結果の改善に役立ちます。
• price (浮動) – 商品の価格
必須および推奨されるオプションのフィールドに加えて、トレーニングデータに他のフィールドを含める
ことができます。データセットに他のフィールドを含めるには、データセットを作成するときにスキーマ
にフィールドを指定します。

54

Amazon Forecast デベロッパーガイド
EC2 CAPACITY ドメイン

項目メタデータデータセットタイプ
以下のフィールドが必要です。
• item_id (文字列)
次のフィールドはオプションです。予測結果の改善に役立ちます。
• category (文字列) – 商品のカテゴリ。
• brand (文字列) – 商品のブランド。
• lead_time (文字列) – 商品を製造するためのリードタイム (日数)。
• order_cycle (文字列) – 注文サイクルは、作業が開始されたときに開始され、商品の出荷準備が整った
ときに終了します。
• safety_stock (文字列) – その商品を保持するための最小在庫量。
必須および推奨されるオプションのフィールドに加えて、トレーニングデータに他のフィールドを含める
ことができます。データセットに他のフィールドを含めるには、データセットを作成するときにスキーマ
にフィールドを指定します。

EC2 CAPACITY ドメイン
Amazon EC2 の容量を予測するには、EC2 CAPACITY ドメインを使用します。以下のデータセットタイ
プがサポートされています。データセットのタイプごとに、必須フィールドとオプションフィールドをリ
ストします。トレーニングデータの列にフィールドをマッピングする方法については、「データセットド
メインとデータセットタイプ (p. 42)」を参照してください。

ターゲット時系列データセットタイプ
以下のフィールドが必要です。
• instance_type (文字列) – インスタンスのタイプ (例: c5.xlarge)。
• timestamp (タイムスタンプ)
• number_of_instances (整数) – タイムスタンプで消費された特定のインスタンスタイプのインスタン
スの数。これは、Amazon Forecast が予測を生成するための target フィールドです。
次のディメンションはオプションです。予測の精度を変更するために使用できます。
• location (文字列) – us-west-2 や us-east-1 などの AWS リージョンを指定できます。これは、複数の
リージョンをモデリングしている場合にのみ使用してください。
これらの必須および提案されたオプションのフィールドのみ含まれている状態が理想です。その他の時系
列情報は関連する時系列データセットに含めます。

関連する時系列データセットタイプ
以下のフィールドが必要です。
• instance_type (文字列)
• timestamp (タイムスタンプ)
必須フィールドに加えて、トレーニングデータに他のフィールドを含めることができます。データセット
に他のフィールドを含めるには、データセットを作成するときにスキーマにフィールドを指定します。
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WORK_FORCE ドメイン
WORK_FORCE ドメインを使用して労働力需要を予測します。以下のデータセットタイプがサポートさ
れています。データセットのタイプごとに、必須フィールドとオプションフィールドをリストします。ト
レーニングデータの列にフィールドをマッピングする方法については、「データセットドメインとデータ
セットタイプ (p. 42)」を参照してください。
トピック
• ターゲット時系列データセットタイプ (p. 56)
• 関連する時系列データセットタイプ (p. 56)
• 項目メタデータデータセットタイプ (p. 56)

ターゲット時系列データセットタイプ
以下のフィールドが必要です。
• workforce_type (文字列) – 予測されているタイプの労働力。たとえば、コールセンターの需要やフル
フィルメントセンターの労働需要などです。
• timestamp (タイムスタンプ)
• workforce_demand (浮動小数点整数) - これは、Amazon Forecast が予測を生成する target フィー
ルドです。
次のディメンションはオプションです。予測の精度を変更するために使用できます。
• location (文字列) – 労働力資源が求められている場所。これは、複数のストア/場所がある場合に使用
してください。
これらの必須フィールド、およびオプションのディメンションのみが含まれている状態が理想です。その
他の時系列情報は関連する時系列データセットに含めます。

関連する時系列データセットタイプ
以下のフィールドが必要です。
• workforce_type (文字列)
• timestamp (タイムスタンプ)
必須フィールドに加えて、トレーニングデータに他のフィールドを含めることができます。データセット
に他のフィールドを含めるには、データセットを作成するときにスキーマにフィールドを指定します。

項目メタデータデータセットタイプ
以下のフィールドが必要です。
• workforce_type (文字列)
次のフィールドはオプションです。予測結果の改善に役立ちます。
• wages (浮動) – その特定の労働力タイプの平均賃金。
• shift_length (文字列) – シフトの長さ。
• location (文字列) – 労働力の場所。
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必須および推奨されるオプションのフィールドに加えて、トレーニングデータに他のフィールドを含める
ことができます。データセットに他のフィールドを含めるには、データセットを作成するときにスキーマ
にフィールドを指定します。

WEB_TRAFFIC ドメイン
ウェブプロパティまたは一連のウェブプロパティへのウェブトラフィックを予測するに
は、WEB_TRAFFIC ドメインを使用します。以下のデータセットタイプがサポートされています。関連ト
ピックでは、データセットタイプがサポートする必須フィールドとオプションのフィールドについて説明
しています。これらのフィールドをトレーニングデータの列にマッピングする方法については、「データ
セットドメインとデータセットタイプ (p. 42)」を参照してください。
トピック
• ターゲット時系列データセットタイプ (p. 57)
• 関連する時系列データセットタイプ (p. 57)

ターゲット時系列データセットタイプ
以下のフィールドが必要です。
• item_id (文字列) – 予測されている各ウェブプロパティの一意の識別子。
• timestamp (タイムスタンプ)
• value (浮動) - これは、Amazon Forecast が予測を生成するための target フィールドです。
これらの必須フィールドのみ含まれている状態が理想です。その他の時系列情報は関連する時系列データ
セットに含めます。

関連する時系列データセットタイプ
以下のフィールドが必要です。
• item_id (文字列)
• timestamp (タイムスタンプ)
必須フィールドに加えて、トレーニングデータに他のフィールドを含めることができます。データセット
に他のフィールドを含めるには、データセットを作成するときにスキーマにフィールドを指定します。

項目メタデータデータセットタイプ
以下のフィールドが必要です。
• item_id (文字列)
次のフィールドはオプションです。予測結果の改善に役立ちます。
• category (文字列)
必須および推奨されるオプションのフィールドに加えて、トレーニングデータに他のフィールドを含める
ことができます。データセットに他のフィールドを含めるには、データセットを作成するときにスキーマ
にフィールドを指定します。
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METRICS ドメイン
収益、売上、キャッシュフローなどの予測メトリクスには METRICS ドメインを使用します。以下のデー
タセットタイプがサポートされています。データセットのタイプごとに、必須フィールドとオプション
フィールドをリストします。トレーニングデータの列にフィールドをマッピングする方法については、
「データセットドメインとデータセットタイプ (p. 42)」を参照してください。
トピック
• ターゲット時系列データセットタイプ (p. 58)
• 関連する時系列データセットタイプ (p. 58)
• 項目メタデータデータセットタイプ (p. 58)

ターゲット時系列データセットタイプ
以下のフィールドが必要です。
• metric_name (文字列)
• timestamp (タイムスタンプ)
• metric_value (浮動小数点整数) - これは、Amazon Forecast が予測を生成する target フィールドで
す (例えば、特定の日に生成される収益額)。
これらの必須フィールドのみ含まれている状態が理想です。その他の時系列情報は関連する時系列データ
セットに含めます。

関連する時系列データセットタイプ
以下のフィールドが必要です。
• metric_name (文字列)
• timestamp (タイムスタンプ)
必須フィールドに加えて、トレーニングデータに他のフィールドを含めることができます。データセット
に他のフィールドを含めるには、データセットを作成するときにスキーマにフィールドを指定します。

項目メタデータデータセットタイプ
以下のフィールドが必要です。
• metric_name (文字列)
次のフィールドはオプションです。予測結果の改善に役立ちます。
• category (文字列)
必須および推奨されるオプションのフィールドに加えて、トレーニングデータに他のフィールドを含める
ことができます。データセットに他のフィールドを含めるには、データセットを作成するときにスキーマ
にフィールドを指定します。
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データの更新
新しいデータを収集するときに、それを使用して新しい予測を生成することをお勧めします。Forecast
は、更新されたデータセットをインポートするときに予想子を自動的に再トレーニングすることはしませ
んが、既存の予想子を使用して、更新されたデータで予測を生成できます。たとえば、毎日の売上データ
を収集し、新しいデータポイントを予測に含めたい場合は、新しい予測変数をトレーニングしなくても、
更新されたデータをインポートして予測を生成できます。ただし、新しいデータから予想子をトレーニン
グする場合は、新しい予想子を作成する必要があります。

新しいデータから予測を生成する手順は、次のとおりです。
1.

更新された入力データファイルを Amazon S3 バケットにアップロードします。更新された入力デー
タには、既存のデータがすべて含まれているはずです。

2.

新しいデータを使用してデータセットのインポートジョブを作成します。最新のインポートジョブ
は、予測の生成元となるジョブです。

3.

既存の予想子を使用して新しい予測を作成します。

4.

通常どおり予測を取得します。

欠落した値の処理
時系列予測データの一般的な問題は、欠落した値の存在です。データには、測定の失敗、フォーマットの
問題、人為的ミス、記録する情報の不足など、さまざまな理由で欠落した値が含まれている可能性があり
ます。たとえば、小売店の製品需要を予測しているときに、商品が売り切れたり使用不能になったりする
と、その品目が在庫切れになっている間に記録する売上データは存在しないことになります。十分に優勢
な場合、欠落した値がモデルの精度に影響を与える可能性があります。
Amazon Forecast には、ターゲット時系列および関連する時系列データセットの欠落した値を処理するた
めの多数の filling メソッドが用意されています。フィルは、データセット内の欠落しているエントリに標
準化された値を追加するプロセスです。
Forecast では、以下の filling メソッドがサポートされています。
• [Middle filling] (中間 filling) - データセットの項目の開始日と項目の終了日の間の欠落した値を埋めます。
• [Back filling] (後方 filling) - データセットの最後に記録されたデータポイントとデータセットのグローバ
ル終了日との間の欠落した値を埋めます。
• [Future filling (related time series only)] (将来のフィル (関連する時系列のみ)) - グローバル終了日から予
測期間の終了までの間に欠落した値を埋めます。
次の図は、さまざまなフィル方法を視覚的に示しています。
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フィルロジックの選択
フィルロジックを選択するときは、モデルによってロジックがどのように解釈されるかを考慮する必要が
あります。たとえば、小売のシナリオでは、利用可能な品目の販売数 0 を記録することは、利用できない
品目の販売数 0 を記録することとは異なります。後者の場合、品目に対するお客様の関心がないことを意
味するものではありません。このため、ターゲット時系列での 0 filling では、予測で予測子の偏りが不足
することがありますが、NaN filling では、販売されている利用可能な品目 0 個の実際の出現が無視され、
予測子の偏りが過剰になる可能性があります。
次の時系列グラフは、誤ったフィル値を選択するとモデルの精度に大きく影響することを示しています。
グラフAとBは、部分的な品目の需要をプロットします out-of-stock、黒い線は実際の売上データを表して
います。A1 の欠落した値は 0 で埋められ、A2 では比較的偏りのない予測 (点線で表される) につながりま
す。同様に、B1 の欠落した値は NaN で埋められ、B2 のより正確な予測につながります。

サポートされているフィルロジックのリストについては、次のセクションを参照してください。

ターゲット時系列および関連する時系列フィルロジッ
ク
ターゲット時系列データセットと関連する時系列データセットの両方に対してフィルを実行できます。
データセットタイプごとに異なる入力ガイドラインと制限があります。

フィルガイドライン
データセットタイ
プ

デフォルトでフィ
ルしますか?

サポートされてい
るフィル方法

デフォルトのフィ
ルロジック

受け入れられた
filling ロジック

ターゲット時系列

はい

中間フィルと後方
フィル

0

• zero - 0 filling。
• value -整数ま
たは浮動小数。
• nan -数字ではあ
りません。
• mean -データ系
列の平均値。
• median -データ
系列の中央値。
• min -データ系列
の最小値。
• max -データ系列
の最大値。

関連する時系列

いいえ

中間、後方、およ
び将来のフィル
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デフォルトなし

• zero - 0 filling。
• value - 整数ま
たは浮動小数点
値。
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データセットタイ
プ

デフォルトでフィ
ルしますか?

サポートされてい
るフィル方法

デフォルトのフィ
ルロジック

受け入れられた
filling ロジック
• mean -データ系
列の平均値。
• median -データ
系列の中央値。
• min -データ系列
の最小値。
• max -データ系列
の最大値。

Important
ターゲットおよび関連する時系列データセットの両方について、mean、median、min、および
max は、欠落した値より前の最新の 64 個のデータエントリのローリングウィンドウに基づいて
計算されます。

欠落した値の構文
欠落した値の fill を実行するには、を呼び出したときに実装する fill のタイプを指定
しますCreatePredictor (p. 266)オペレーション。充填ロジックはで指定されていま
すFeaturizationMethod (p. 470)オブジェクト。
次の抜粋は、ターゲット時系列属性および関連する時系列属性 (target_value および price) に対して
正しくフォーマットされた FeaturizationMethod オブジェクトを示しています。
filling メソッドを特定の値に設定するには、fill パラメータを value に設定し、対応する _value パラメー
タで値を定義します。以下に示すように、関連する時系列の backfilling は、"backfill": "value" お
よび "backfill_value":"2" とともに値 2 に設定されます。
[

{

},
{

}

"AttributeName": "target_value",
"FeaturizationPipeline": [
{
"FeaturizationMethodName": "filling",
"FeaturizationMethodParameters": {
"aggregation": "sum",
"middlefill": "zero",
"backfill": "zero"
}
}
]
"AttributeName": "price",
"FeaturizationPipeline": [
{
"FeaturizationMethodName": "filling",
"FeaturizationMethodParameters": {
"middlefill": "median",
"backfill": "value",
"backfill_value": "2",
"futurefill": "max"
}
}
]
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Forecast のデータセットのガイドライン
Amazon Forecast がデータセットのインポートに失敗する場合、またはデータセットが期待どおりに機能
しない場合は、次のガイドラインを参照してください。
タイムスタンプ形式
年 (Y)、月 (M)、週 (W)、および日 (D) の収集頻度の場合、Forecast は yyyy-MM-dd タイムスタンプ形
式 (例: 2019-08-21) と、オプションで HH:mm:ss 形式 (例: 2019-08-21 15:00:00) をサポートし
ます。
時 (H) と分 (M) の頻度では、Forecast は yyyy-MM-dd HH:mm:ss 形式 (例: 2019-08-21
15:00:00) のみをサポートしています。
ガイドライン: データセットの収集頻度のタイムスタンプ形式を、サポートされている形式に変更しま
す。
Amazon S3 ファイルまたはバケット
データセットをインポートする場合、データを含む Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バ
ケット内の CSV ファイルまたは Parquet ファイルへのパス、またはデータを含む S3 バケットの名前
を指定できます。CSV ファイルまたは Parquet ファイルを指定すると、Forecast はそのファイルだけ
をインポートします。S3 バケットを指定すると、Forecast はバケット内のすべての CSV ファイルま
たは Parquet ファイルを最大 10,000 ファイルインポートします。バケット名を指定して複数のファ
イルをインポートする場合、すべての CSV ファイルまたは Parquet ファイルは指定されたスキーマ
に準拠している必要があります。
ガイドライン: 以下の構文を使用して、特定のファイルまたは S3 バケットを指定します。
s3://bucket-name/example-object.csv
s3://bucket-name/example-object.parquet
s3://bucket-name/prefix/
s3://bucket-name
Parquet ファイルには、.parquet、.parq、.pqt という拡張子が付いている場合もあれば、拡張子が
まったくない場合もあります。
データセットの更新
データセットのインポートジョブは集計されないため、最新のデータセットインポートは、予想子の
トレーニング時や予測の生成時に使用されるものです。
ガイドライン: 最新のデータセットインポートに、前回のインポート以降に収集された新しいデータだ
けでなく、モデル化するすべてのデータが含まれていることを確認します。
属性の順序
スキーマ定義で指定された属性の順序は、インポートする CSV ファイルまたは Parquet ファイルの
列の順序と一致する必要があります。たとえば、次のように定義したとします。timestamp最初の属
性として、timestamp入力ファイルの最初の列でもある必要があります。
ガイドライン: 入力ファイル内の列が、作成したスキーマ属性と同じ順序になっていることを確認しま
す。
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Weather Index
Weather Index を適用するには、ターゲットの時系列および関連する時系列データセットに
geolocation 属性 (p. 86)を含める必要があります。また、ターゲットの時系列タイムスタンプのタ
イムゾーン (p. 99)を指定する必要があります。
ガイドライン: データセットに geolocation 属性が含まれており、タイムスタンプにタイムゾーン
が割り当てられているようにしてください。詳細については、Weather Index の「Conditions and
Restrictions (p. 104)」(条件と制約事項) を参照してください。
データセットヘッダー
入力 CSV のデータセットヘッダーが原因で検証エラーが発生する可能性があります。CSV ファイル
のヘッダーを省略することをお勧めします。
ガイドライン: データセットのヘッダーを削除して、インポートを再試行してください。
Parquet ファイルにはデータセットヘッダーが必要です。
データセットのステータス
the section called “CreateDatasetImportJob” (p. 241) オペレーションでトレーニングデータをイン
ポートするには、データセットの Status が ACTIVE である必要があります。
ガイドライン: を使用するDescribeDataset (p. 321)データセットのステータスを取得する操作。デー
タセットの作成または更新に失敗した場合は、データセットファイルの形式を確認して、もう一度作
成してください。
デフォルトのファイル形式
デフォルトのファイル形式は CSV です。
ファイル形式と区切り記号
Forecast では、カンマ区切り値 (CSV) ファイル形式と Parquet 形式のみがサポートされています。タ
ブ、スペース、コロン、またはその他の文字を使用して値を区切ることはできません。
ガイドライン: データセットを CSV 形式 (区切り文字としてカンマのみを使用) または Parquet 形式に
変換し、ファイルをインポートし直してください。
ファイル名
ファイル名には、アルファベットを 1 文字以上含める必要があります。名前が数値のみのファイルは
インポートできません。
ガイドライン: 少なくとも 1 つのアルファベット文字を含むように入力データファイルの名前を変更
し、ファイルをインポートし直してください。
パーティション分割されたParquet データ
Forecastはパーティション化されたParquetファイルを読み取らない
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予測子のトレーニング
予測子は、ターゲットの時系列、関連する時系列、アイテムメタデータ、および含める追加のデータセッ
トを使用してトレーニングされた Amazon Forecast のモデルです。予測子を使用して、時系列データに基
づいて予測を生成できます。
デフォルトでは、Amazon Forecastは AutoPredictorForecast は、Forecast がデータセット内の各時系列に
アルゴリズムの最適な組み合わせを適用します。
トピック
• 予測子の作成 (p. 64)
• のアップグレード AutoPredictor (p. 66)
• さまざまな予測頻度のデータ集約 (p. 67)
• 追加のデータセットの使用 (p. 72)
• レガシー予測子の使用 (p. 72)
• 予測精度の評価 (p. 73)
• 予測子を再学習します。 (p. 84)
• Weather Index (p. 85)
• Holidays の特徴量化 (p. 105)
• Predictor Explainability (p. 109)
• 予測子のモニタリング (p. 114)
• Amazon Forecast アルゴリズム (p. 119)

予測子の作成
Amazon Forecast は、予測子をトレーニングするために次の入力を必要とします。
• データセットグループ – ターゲット時系列データセットを含める必要があるデータセットグループ。
ターゲット時系列データセットには、ターゲット属性 (item_id) とタイムスタンプ属性、および任意の
ディメンションが含まれます。関連する時系列とアイテムメタデータはオプションです。詳細について
は、「データセットのインポート (p. 41)」を参照してください。
• 予測頻度 – 予測の粒度 (毎時、毎日、毎週など)。Amazon Forecast では、頻度の単位と値を指定する
と、予測の正確な精度を判断できます。入力できるのは整数値のみです
周波数単位

許可される値

MINUTE

1-59

時間単価

1-23

1日1回

1-6

毎週

1-4

月別

1-11

毎年

1

たとえば、隔週の予測をしたい場合、頻度単位は週次で、値は 2 です。また、四半期ごとの予測が必要
な場合は、頻度単位を月次で値を 3 にします。
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データが予測頻度よりも高い頻度で収集されると、予測頻度に集計されます。これには、末尾の時系列
と関連する時系列データが含まれます。集計の詳細については、「」を参照してください。さまざまな
予測頻度のデータ集約 (p. 67)。
• 予測期間 – 予測されるタイムステップの数。
次のオプション入力の値を設定することもできます。
• タイムアライメントの境界— Forecastがデータを集計し、指定した予測頻度に沿った予測を生成するた
めに使用する時間境界。集計の詳細については、「」を参照してください。さまざまな予測頻度のデー
タ集約 (p. 67)。時間境界の指定については、を参照してください。時間境界 (p. 69)。
• 予測ディメンション – ディメンションは、ターゲット時系列データセットのオプションの属性であり、
ターゲット値 (item_id) と組み合わせて使用して個別の時系列を作成できます。
• 予測タイプ – 予測子の評価に使用される分位数。
• 最適化メトリクス – 予測子を最適化するために使用される精度メトリクス。
• 追加のデータセット – Weather Index や Holidays などのビルトインの Amazon Forecast データセット。
ソフトウェア開発キット (SDK) または Amazon Forecast コンソールを使用して、予測子を作成できま
す。
Console
予測子を作成するには
1. AWS Management Console にサインインして、Amazon Forecast コンソール (https://
console.aws.amazon.com/forecast/) を開きます。
2. [Dataset groups] (データセットグループ) から、データセットグループを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[Predictors] (予測子) を選択します。
4. [Train new predictor] (新しい予測子のトレーニング) を選択します。
5. 以下の必須フィールドに値を入力します。
• 名前 - 一意の予測子名。
• 予測頻度 - 予測の粒度。
• [Forecast horizon] (予測期間) - 予測するタイムステップの数。
6. [Start] (開始) を選択します。
追加のデータセットについては、the section called “ Weather Index” (p. 85) および the section
called “Holidays の特徴量化” (p. 105) を参照してください。予測タイプと最適化メトリクスのカス
タマイズの詳細については、「the section called “予測子のメトリクス” (p. 73)」を参照してくださ
い。
AWS CLI
をに使用したauto 予測子を作成するにはAWS CLI、を使用するcreate-auto-predictorコマン
ド。次のコードでは、future の 14 日間の予測を行うauto 予測子を作成します。
予測子の名前と、トレーニングデータを含むデータセットグループの Amazon リソースネーム (ARN)
を指定します。必要に応じて、予測期間と予測頻度を変更します。オプションで、予測変数に任意の
タグを追加します。詳細については、「」を参照してください。Amazon Forecast のリソースのタグ
付け (p. 169)。
必須パラメータとオプションパラメータについては、を参照してくださ
い。CreateAutoPredictor (p. 227)。
aws forecast create-auto-predictor \
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--predictor-name predictor_name \
--data-config DatasetGroupArn="arn:aws:forecast:region:account:datasetgroup/datasetGroupName" \
--forecast-horizon 14 \
--forecast-frequency D \
--tags Key=key1,Value=value1 Key=key2,Value=value2

予測タイプと最適化メトリクスのカスタマイズの詳細については、「」を参照してください。the
section called “予測子のメトリクス” (p. 73)Weather Index と Holidays の追加のデータセッ
トは、DataConfigDatatype。追加のデータセットについては、the section called “ Weather
Index” (p. 85) および the section called “Holidays の特徴量化” (p. 105) を参照してください。
Python
SDK for Python (Boto3) でauto 予測子を作成するには、create_auto_predictor方法。次のコード
では、future の 14 日間の予測を行うauto 予測子を作成します。
予測子の名前と、トレーニングデータを含むデータセットグループの Amazon リソースネーム (ARN)
を指定します。必要に応じて、予測期間と予測頻度を変更します。オプションで、予測変数に任意の
タグを追加します。詳細については、「」を参照してください。Amazon Forecast のリソースのタグ
付け (p. 169)。
必須パラメータとオプションパラメータについては、を参照してくださ
い。CreateAutoPredictor (p. 227)。
import boto3
forecast = boto3.client('forecast')
create_predictor_response = forecast.create_auto_predictor(
PredictorName = 'predictor_name',
ForecastHorizon = 14,
ForecastFrequency = 'D',
DataConfig = {
"DatasetGroupArn": "arn:aws:forecast:region:account:datasetgroup/datasetGroupName"
},
Tags = [
{
"Key": "key1",
"Value": "value1"
},
{
"Key": "key2",
"Value": "value2"
}
]
)
print(create_predictor_response['PredictorArn'])

予測タイプと最適化メトリクスのカスタマイズの詳細については、「」を参照してください。the
section called “予測子のメトリクス” (p. 73)Weather Index と Holidays の追加のデータセッ
トは、DataConfigDatatype。追加のデータセットについては、the section called “ Weather
Index” (p. 85) および the section called “Holidays の特徴量化” (p. 105) を参照してください。

のアップグレード AutoPredictor
Python ノートブック
にとって step-by-step 予測変数をにアップグレードするためのガイド AutoPredictor、「」を参照
してくださいプレディクタのアップグレード AutoPredictor。

66

Amazon Forecast デベロッパーガイド
データ集計

AutoML または手動選択で作成された予測子を作成します (CreatePredictor) をにアップグレードできま
す AutoPredictor。既存のをにアップグレード AutoPredictor 関連するすべての予測子構成設定を転送しま
す。
のアップグレード後 AutoPredictorでは、元の予測子はアクティブなままで、アップグレードされた予測子
には個別の Predictor ARN があります。これにより、2 つの予測子間の精度メトリクスを比較でき、元の
予測子を使用して予測を生成できます。
ソフトウェア開発キット (SDK) または Amazon Forecast コンソールを使用して、予測子をアップグレー
ドできます。
Console
予測子をアップグレードするには
1. AWS Management Console にサインインして、Amazon Forecast コンソール (https://
console.aws.amazon.com/forecast/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Predictors] (予測子) を選択します。
3. アップグレードする予測子を選択し、[Upgrade] (アップグレード) を選択します。
4. アップグレードされた予測子の一意の名前を設定します。
5. 選択してくださいのアップグレード AutoPredictor。
CLI
をに使用して予測子をアップグレードするにはAWS CLI、を使用するcreate-auto-predictorメ
ソッド、ただし指定してくださいのみ予測変数名と値reference-predictor-arn(アップグレード
するプレディクターの ARN)。
aws forecast create-auto-predictor \
--predictor-name predictor_name \
--reference-predictor-arn arn:aws:forecast:region:account:predictor/predictorName

Python
SDK for Python (Boto3) で予測子をアップグレードするには、create_auto_predictorメソッド、
ただし指定してくださいのみ予測変数名と値ReferencePredictorArn(アップグレードするプレ
ディクターの ARN)。
import boto3
forecast = boto3.client('forecast')
create_predictor_response = forecast.create_auto_predictor(
PredictorName = 'predictor_name',
ReferencePredictorArn = 'arn:aws:forecast:region:account:predictor/predictorName'
)
print(create_predictor_response['PredictorArn'])

さまざまな予測頻度のデータ集約
予測子を作成するときは、予測子を指定する必要があります。予測頻度は、予測における予測の頻度を決
定します。たとえば、毎月の売上予測などです。Amazon Forecast 予測変数では、指定した予測頻度より
も高いデータ頻度の予測を生成できます。たとえば、データが毎日記録されている場合でも、毎週の予測
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を生成できます。トレーニング中、Forecastは日次データを集計して、毎週の予測頻度で予測を生成しま
す。
トピック
• 集計の仕組み (p. 68)
• 時間境界 (p. 69)
• データ集計 (p. 71)

集計の仕組み
トレーニング中、Amazon Forecast は指定した予測頻度と一致しないデータをすべて集計します。たとえ
ば、日次のデータがあるのに、予測頻度 Forecast は、日次データをそのデータが属する週に基づいて調整
します。その後、Forecast はそれを週ごとに 1 つのレコードに結合します。Forecast では、時間境界との
関係に基づいて、データがどの週（または月または日など）に属するかを判断します。時間境界は、一日
の始まりや週の始まりなど、時間単位の開始を指定します。
時間単位および分単位の予測、または不特定の時間境界の場合、Forecastは頻度の時間単位に基づくデ
フォルトの時間境界を使用します。予測auto に日次、週次、月次、年次の予測子で指定できます。時間境
界の詳細については、「」を参照してください。時間境界 (p. 69)。
集計時のデフォルトの変換方法は、データの合計です。予測変数を作成するときに変換を設定できます。
これは入力データ設定のセクション予測子の作成Forecast コンソールのページ。または、で変換方法を設
定することもできますTransformationsのパラメータAttributeConfig (p. 440)の CreateAutoPredictor
操作。
次の表は、デフォルトの時間境界を使用した時間ごとの予測頻度の集計例を示しています。1 時間の上下
限。
変換前
[Time] (時間)

データ

時間の冒頭

2018-03-03 01:00:00

100

はい

2018-03-03 02:20:00

50

いいえ

2018-03-03 02:45:00

20

いいえ

2018-03-03 04:00:00

120

はい

[Time] (時間)

データ

メモ

2018-03-03 01:00:00

100

2018-03-03 02:00:00

70

02:00:00～02:59:59 (50 + 20) の
間の値の合計

2018-03-03 03:00:00

空

03:00:00～03:59:59 の間に値は
ありません

2018-03-03 04:00:00

120

変換後

次の図は、Forecastがデフォルトの週ごとの時間境界に合わせてデータを変換する方法を示しています。
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時間境界
時間境界は、週の開始日など、時間単位の開始を指定します。データを集計する前に、Amazon Forecast
は予測頻度の時間単位に基づいてデータを調整します。これは、データの時間境界との関係に基づいて行
われます。
たとえば、日次予測頻度を指定したが、独自の時間境界は指定しなかった場合、Forecast は各時間単位の
レコードを所属する日に基づいて整列させます。1 日の計算の開始時刻は、0 時間です。一日が始まる0時
間の定義は、時間境界です。次に、Forecast は時間単位のレコードをその日の 1 つのレコードに集約しま
す。
Forecastでは、予測頻度の時間単位に基づくデフォルトの時間境界が使用されます。auto 予測変数を作成
すると、カスタムの時間境界を指定できます。
カスタム時間境界とカスタム予測頻度の両方を指定した場合、Forecastは予測頻度内でデータを集計し、
カスタム時間境界に合わせて調整します。予測頻度によってデータが集計される頻度が決まり、カスタ
ムの時間境界によってアライメントの位置が決まります。たとえば、データが毎日収集され、Amazon
Forecast で月の 15 日に 1 年間の四半期ごとの予測を生成させたいとします。そのためには、予測頻度を3
か月ごとに設定し、カスタム時間境界を15に設定します。次の AWS Command Line Interface の例を参照
してください。
aws forecast create-auto-predictor \
--predictor-name predictor_name \
--data-config DatasetGroupArn="arn:aws:forecast:region:account:datasetgroup/datasetGroupName" \
--forecast-horizon 4 \
--forecast-frequency 3M \
--time-alignment-boundary DayOfMonth=15

この例では、すべての日次データが3か月ごとに15日に合計されます（デフォルトの集計）。
この集計には日次データは必要なく、データが毎月またはそれ以上の頻度で収集されるだけであることに
注意してください。
トピック
• 既定の時間境界 (p. 69)
• 時間境界の指定 (p. 70)

既定の時間境界
Forecast 値の上下限
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[Frequency] (頻度)

境界

分

分の末尾 (45:00、06:00)

時間

時間の末尾 (09:00:00、13:00:00)

日

1 日の最初の 1 時間 (0 時間)

週

直近の月曜日

月

毎月 1 日

年

年始 (1 月 1 日)

時間境界の指定
Note
auto 予測変数には時間境界のみを指定できます。
日次、週次、月次、または年次の予測頻度でauto 予測を作成する場合、Forecastがデータを集計するため
に使用する時間境界を指定できます。業務カレンダーがデフォルトの時間境界と合っていない場合は、時
間境界を指定するとよいでしょう。たとえば、各月が月の 3 日に始まるような月次予測を生成したい場合
があります。Forecast 値の上下限既定の時間下限。
指定する時間境界単位は、予測頻度より 1 単位細かくする必要があります。予測値の上下限
指定できるのはMonthly境界値がの時間境界28またはそれ以下。
Forecast 値の上下限

境界単位

境界値

1日1回

時間

0～23

毎週

曜日

月曜日から日曜日

月別

日

1 から 28

毎年

月

January〜

予測変数を作成するときは、次のように時間調整境界を指定します。プログラムで指定できるさまざまな
時間境界単位と境界値については、TimeAlignmentBoundary (p. 512)。
Console

予測変数の時間調整境界を指定するには
1.

AWS Management Console にサインインして、Amazon Forecast コンソール (https://
console.aws.amazon.com/forecast/) を開きます。

2.

[Dataset groups] (データセットグループ) から、データセットグループを選択します。

3.

ナビゲーションペインで、[Predictors] (予測子) を選択します。

4.

[Train new predictor] (新しい予測子のトレーニング) を選択します。

5.

必須[Name] (名前),Forecast 頻度、およびForecast 下限フィールド。

6.

にとってタイムアラインメントで、予測変数がデータを集計するときに使用する時間境界を指定
します。このリストの値は、Forecast 頻度選択内容。
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7.

[Start] (開始) を選択します。Forecastは、予測変数を作成する際に、指定した時間調整境界を使
用してデータを集計します。

AWS CLI
予測変数のタイムアライメント境界を指定するにはAWS CLI、を使用するcreate-autopredictorコマンド。向けのtime-alignment-boundaryパラメータには、時間の単位と境界値を
指定します。次のコードでは、毎週火曜日から始まる 5 週間先の予測を行うauto 予測子を作成しま
す。
DayOfWeekそしてDayOfMonth値はすべて大文字にします。指定できるさまざまな時間境界単位と境
界値については、TimeAlignmentBoundary (p. 512)。必須のパラメータとオプションのパラメータの
詳細については、「」を参照してください。CreateAutoPredictor (p. 227)。
aws forecast create-auto-predictor \
--predictor-name predictor_name \
--data-config DatasetGroupArn="arn:aws:forecast:region:account:datasetgroup/datasetGroupName" \
--forecast-horizon 5 \
--forecast-frequency W \
--time-alignment-boundary DayOfWeek=TUESDAY

Python
SDK for Python (Boto3) で予測子に時間アラインメント境界を指定するに
は、create_auto_predictor方法。向けのTimeAlignmentBoundaryパラメータを指定するに
は、時間単位をキー、境界値を値とするディクショナリを指定します。次のコードでは、毎週火曜日
から始まる 5 週間先の予測を行うauto 予測子を作成します。
DayOfWeekそしてDayOfMonth値はすべて大文字にします。指定できるさまざまな時間境界単位と境
界値については、TimeAlignmentBoundary (p. 512)。必須のパラメータとオプションのパラメータの
詳細については、「」を参照してください。CreateAutoPredictor (p. 227)。
import boto3
forecast = boto3.client('forecast')
create_predictor_response = forecast.create_auto_predictor(
PredictorName = 'predictor_name',
ForecastHorizon = 5,
ForecastFrequency = 'W',
DataConfig = {
"DatasetGroupArn": "arn:aws:forecast:region:account:datasetgroup/datasetGroupName"
},
TimeAlignmentBoundary = {
"DayOfWeek": "TUESDAY"
}
)
print(create_predictor_response['PredictorArn'])

データ集計
Forecast は、データが特定のタイムゾーンのものであるとは想定していません。ただし、時系列データを
集計するときは、次の前提になります。
• すべてのデータは同じタイムゾーンからのものです。
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• すべての予測は、データセットのデータと同じタイムゾーンにあります。
• the section called “CreatePredictor” (p. 266) オペレーションの the section called
“InputDataConfig” (p. 478) パラメータで the section called “SupplementaryFeature” (p. 506) 休日機
能を指定した場合、入力データは同じ国のものです。

追加のデータセットの使用
Amazon Forecast には、予測子を作成するときに Weather Index と Holidays を含めることができま
す。Weather Index は気象情報をモデルに組み込み、Holidays は祝祭日に関する情報を組み込みます。
Weather Index には、ターゲット時系列データセットの「geolocation」属性と、タイムスタンプのタイム
ゾーンに関する情報が必要です。詳細については、「the section called “ Weather Index” (p. 85)」を参
照してください。
Holidays には、66 か国の祝祭日情報が含まれています。詳細については、「the section called “Holidays
の特徴量化” (p. 105)」を参照してください。

レガシー予測子の使用
Note
既存の予測子をにアップグレードするには AutoPredictor、「」を参照してくださいthe section
called “のアップグレード AutoPredictor” (p. 66)
AutoPredictor は、Amazon Forecast で予測子を作成するために推奨されるデフォルトのメソッドです。
AutoPredictor データセット内の各時系列に最適なアルゴリズムの組み合わせを適用することにより、予測
子を作成します。
で作成された予測子 AutoPredictor 通常、AutoML または手動選択で作成された予測子よりも正確で
す。Forecast Explainability および予測子の再トレーニング機能は、 AutoPredictor。
Amazon Forecast は、次の方法でレガシー予測子を作成することもできます。
1. AutoML - Forecast は、最もパフォーマンスの高いアルゴリズムを見つけて、それをデータセット全体
に適用します。
2. 手動選択 - データセット全体に適用される単一のアルゴリズムを手動で選択します。
ソフトウェア開発キット (SDK) を使用して、レガシー予測子を作成できる場合があります。
SDK
AutoML を使用するには
の使用CreatePredictor (p. 266)操作、値の設定PerformAutoMLに"true"。
{
}

...
"PerformAutoML": "true",

AutoML を使用する場合、次の値を設定することはできません。 CreatePredictorパラメー
タ:AlgorithmArn,HPOConfig,TrainingParameters。
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予測精度の評価
Amazon Forecast は、予測子を評価し、予測の生成に使用する項目を選択するのに役立つ精度メトリクス
を生成します。Amazon Forecast は、二乗平均平方根誤差 (RMSE)、重み付き分位損失 (wQL)、平均絶対
パーセント誤差 (MAPE)、平均絶対スケーリング誤差 (MASE)、および重み付き絶対誤差率 (WAPE) メト
リクスを提供します。
Amazon Forecast は、バックテストを使用してパラメータをチューニングし、精度メトリクスを生成しま
す。バックテスト中、Forecast は、時系列データをトレーニングセットとテストセットといった 2 つの
セットに自動的に分割します。トレーニングセットは、モデルをトレーニングし、テストセット内のデー
タポイントの予測を生成するために使用されます。Forecast は、予測値をテストセットの観測値と比較す
ることにより、モデルの精度を評価します。
Forecast を使用すると、さまざまな予測タイプを使用して予測子を評価できます。これは、分位数予測と
平均予測のセットである場合があります。平均予測は点推定を提供しますが、分位数予測は通常、考えら
れる結果の範囲を提供します。

Python ノートブック
aの場合 step-by-step 予測子メトリクスの評価に関するガイドについては、「」を参照してくださ
い。アイテムレベルのバックテストを使用したメトリックの計算。。
トピック
• 精度メトリクスの解釈 (p. 73)
• 重み付き分位損失 (wQL) (p. 74)
• 重み付き絶対誤差率 (WAPE) (p. 75)
• 二乗平均平方根誤差 (RMSE) (p. 76)
• 平均絶対パーセント誤差 (MAPE) (p. 76)
• 平均絶対スケーリング誤差 (MASE) (p. 77)
• 精度メトリクスのエクスポート (p. 77)
• Forecast タイプの選択 (p. 79)
• レガシー予測子の使用 (p. 81)

精度メトリクスの解釈
Amazon Forecast は、予測子を評価するために、二乗平均平方根誤差 (RMSE)、重み付き分位損失
(wQL)、平均重み付き分位損失 (平均 wQL)、平均絶対スケーリング誤差 (MASE)、平均絶対パーセント誤
差 (MAPE)、および重み付き絶対誤差率 (WAPE) メトリクスを提供します。全体的な予測子のメトリクス
とともに、Forecast は、各バックテストウィンドウのメトリクスを計算します。
Amazon Forecast のソフトウェア開発キット (SDK) および Amazon Forecast コンソールを使用して、予
測子の精度メトリクスを表示できます。
Forecast SDK
GetAccuracyMetrics (p. 372) オペレーションを使用して、各バックテストの
RMSE、MASE、MAPE、WAPE、平均 wQL、および wQL のメトリクスを表示するように
PredictorArn を指定します。
{
}

"PredictorArn": "arn:aws:forecast:region:acct-id:predictor/example-id"
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Forecast Console
[Predictors] (予測子) のページで予測子を選択します。予測子の精度メトリクスは、[Predictor metrics]
(予測子メトリクス) のセクションに表示されます。

Note
平均 wQL、wQL、RMSE、MASE、MAPE、および WAPE メトリクスの場合、値が小さいほど優
れたモデルであることを示します。
トピック
• 重み付き分位損失 (wQL) (p. 74)
• 重み付き絶対誤差率 (WAPE) (p. 75)
• 二乗平均平方根誤差 (RMSE) (p. 76)
• 平均絶対パーセント誤差 (MAPE) (p. 76)
• 平均絶対スケーリング誤差 (MASE) (p. 77)
• 精度メトリクスのエクスポート (p. 77)
• Forecast タイプの選択 (p. 79)
• レガシー予測子の使用 (p. 81)

重み付き分位損失 (wQL)
重み付き分位損失 (wQL) メトリクスは、指定された分位数でのモデルの精度を測定します。これは、過小
予測と過大予測のコストが異なる場合に特に役立ちます。wQL 関数の重み (τ) を設定することにより、過
小予測と過大予測に対して異なるペナルティを自動的に組み込むことができます。
損失関数は以下のように計算されます。

実行する条件は以下のとおりです。
τ - セット {0.01, 0.02, ..., 0.99} 内の分位数
(τ)

qi,t

- モデルが予測する τ 分位数。

yi,t - ポイント (i,t) での観測値
wQL の分位数 (τ) は、0.01 (P1) から 0.99 (P99) の範囲です。wQL メトリクスは、平均予測を求めるため
に計算することはできません。
デフォルトでは、Forecast は、0.1 (P10)、0.5 (P50)、および 0.9 (P90) で wQL を計算します。
• P10 (0.1) - true の値は 10％ の確率で予測値より低くなることが予想されます。
• P50 (0.5) - true の値は 50％ の確率で予測値より低くなることが予想されます。これは、予測の中央値
とも呼ばれます。
• P90 (0.9) - true の値は 90％ の確率で予測値より低くなることが予想されます。
小売業では、在庫不足のコストは在庫過剰のコストよりも高いことが多いため、P75 (τ = 0.75) での予測
は、分位数の中央値 (P50) での予測よりも有益な場合があります。これらの場合、wQL[0.75] は、より大

74

Amazon Forecast デベロッパーガイド
重み付き絶対誤差率 (WAPE)

きなペナルティの重みを過小予測 (0.75) に割り当て、より小さなペナルティの重みを過大予測 (0.25) に割
り当てます。

上の図は、wQL[0.50] と wQL[0.75] でのさまざまな需要予測を示しています。P75 の予測値は P50 の予
測値よりも大幅に高くなります。これは、P75 の予測が 75% の確率で需要を満たすと予想されるのに対
し、P50 の予測は 50% の確率で需要を満たすと予想されるためです。
指定のバックテスト期間では、すべての項目と時間ポイントの観察された値の合計がほぼゼロの場合、重
み付き分位損失の式は未定義になります。これらの場合、Forecast は重み付けされていない分位損失を出
力します。これは、wQL 式の分子です。
Forecast は、指定されたすべての分位数にわたる重み付き分位損失の平均値である平均 wQL も計算しま
す。デフォルトでは、これは wQL0.10]、wQL[0.50]、および wQL[0.90] の平均になります。

重み付き絶対誤差率 (WAPE)
重み付き絶対誤差率 (WAPE) は、観測値からの予測値の全体的な偏差を測定します。WAPE は、観測値の
合計と予測値の合計を取り、これら 2 つの値の間の誤差を計算することによって計算されます。値が小さ
いほど、モデルの精度が高くなります。
指定のバックテスト期間では、すべての時間ポイントとすべての項目の観察された値の合計がほぼゼロの
場合、重み付き絶対パーセント誤差の式は未定義になります。これらの場合、Forecast は重み付けされて
いない絶対誤差の合計を出力します。これは、WAPE 式の分子です。
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実行する条件は以下のとおりです。
yi,t - ポイント (i,t) での観測値
ŷi,t - ポイント (i,t) での予測値
Forecast は、平均予測を予測値 ŷi,t として使用します。
WAPE は、二乗誤差の代わりに絶対誤差を使用するため、二乗平均平方根誤差 (RMSE) よりも外れ値に対
してロバストです。
Amazon Forecast は、これまで、WAPE メトリクスを平均絶対パーセント誤差 (MAPE) と呼び、予測の中
央値 (P50) を予測値として使用していました。Forecast は、平均予測を使用して WAPE を計算するよう
になりました。以下に示すように、wQL[0.5] メトリクスは WAPE[median] メトリクスと同等です。

二乗平均平方根誤差 (RMSE)
二乗平均平方根誤差 (RMSE) は、二乗誤差の平均の平方根であるため、他の精度メトリクスよりも外れ値
の影響を受けやすくなります。値が小さいほど、モデルの精度が高くなります。

実行する条件は以下のとおりです。
yi,t - ポイント (i,t) での観測値
ŷi,t - ポイント (i,t) での予測値
nT - テストセット内のデータポイントの数
Forecast は、平均予測を予測値 ŷi,t として使用します。予測子メトリクスを計算する場合、nT はバックテ
ストウィンドウ内のデータポイントの数です。
RMSE は、外れ値の影響を増幅する残差の 2 乗値を使用します。非常に大きなコストを発生させる可能性
があるのがいくつかの大きな誤予測だけであるユースケースでは、RMSE がより適切なメトリクスです。
2020 年 11 月 11 日より前に作成された予測子は、デフォルトで 0.5 分位数 (P50) を使用して RMSE を計
算していました。Forecast は、平均予測を使用するようになりました。

平均絶対パーセント誤差 (MAPE)
平均絶対パーセント誤差 (MAPE) は、各時間単位の観測値と予測値の間のパーセント誤差の絶対値を取得
し、それらの値を平均します。値が小さいほど、モデルの精度が高くなります。
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実行する条件は以下のとおりです。
At - ポイント t での観測値
Ft - ポイント t での予測値
n - 時系列のデータポイントの数
Forecast は、平均予測を予測値 Ft として使用します。
MAPE は、値が時間ポイント間で大幅に異なり、外れ値が大きな影響を及ぼす場合に役立ちます。

平均絶対スケーリング誤差 (MASE)
平均絶対スケーリング誤差 (MASE) は、平均誤差をスケーリング係数で除することによって計算されま
す。このスケーリング係数は、予測頻度に基づいて選択された季節性の値 m に依拠します。値が小さいほ
ど、モデルの精度が高くなります。

実行する条件は以下のとおりです。
Yt - ポイント t での観測値
Yt-m - ポイント t-m での観測値
ej - 点 j での誤差 (観測値 - 予測値)
m - 季節性の値
Forecast は、平均予測を予測値として使用します。
MASE は、本質的に循環的であるか、季節的な特性を持つデータセットに最適です。例えば、夏季には需
要が高く、冬季には需要が少ない商品の予測は、季節的な影響を考慮に入れることでより正確なものとな
り得ます。

精度メトリクスのエクスポート
Note
エクスポートファイルは、[Dataset Import] (データセットのインポート) から直接情報を返すこ
とができます。これにより、インポートされたデータに式またはコマンドが含まれている場合、
ファイルは CSV インジェクションに対して脆弱になります。このため、エクスポートされたファ
イルはセキュリティ警告を表示する可能性があります。悪意のあるアクティビティを回避するに
は、エクスポートされたファイルを読み取るときにリンクとマクロを無効にします。
Forecast を使用すると、バックテスト中に生成された予測値と精度メトリクスをエクスポートできます。
これらのエクスポートを使用して、特定の時間ポイントおよび分位数で特定の項目を評価し、予測子をよ
り良く理解できます。バックテストエクスポートは、指定された S3 の場所に送信され、2 つのフォルダ
を含みます。
• 予測値: 各バックテストの各予測タイプでの予測値を含む CSV ファイルまたは Parquet ファイルが含ま
れています。
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• 精度メトリック値: すべてのバックテストの平均とともに、各バックテストのメトリクスを含む CSV
ファイルまたは Parquet ファイルが含まれています。これらのメトリクスには、各分位数の wQL、平均
wQL、RMSE、MASE、MAPE、および WAPE が含まれます。
forecasted-values フォルダには、各バックテストウィンドウの各予測タイプの予測値が含まれていま
す。また、項目 ID、ディメンション、タイムスタンプ、ターゲット値、およびバックテストウィンドウの
開始時間と終了時間に関する情報も含まれています。
accuracy-metrics-values フォルダには、各バックテストウィンドウの精度メトリクスと、すべての
バックテストウィンドウの平均メトリクスが含まれています。これには、指定された各分位数の wQL メ
トリクスと、平均 wQL、RMSE、MASE、MAPE、および WAPE メトリクスが含まれます。
両方のフォルダ内のファイルは、命名規則に従います:
<ExportJobName>_<ExportTimestamp>_<PartNumber>.csv。
Amazon Forecast のソフトウェア開発キット (SDK) および Amazon Forecast コンソールを使用して、精
度メトリクスをエクスポートできます。
Forecast SDK
CreatePredictorBacktestExportJob (p. 274) オペレーションを使用し
て、DataDestination (p. 448) オブジェクト内の S3 の場所と IAM ロールを、PredictorArn お
よび PredictorBacktestExportJobName とあわせて指定します。
例:
{

}

"Destination": {
"S3Config": {
"Path": "s3://bucket/example-path/",
"RoleArn": "arn:aws:iam::000000000000:role/ExampleRole"
}
},
"Format": PARQUET;
"PredictorArn": "arn:aws:forecast:region:predictor/example",
"PredictorBacktestExportJobName": "backtest-export-name",

Forecast Console
[Predictors] (予測子) のページで予測子を選択します。[Predictor metrics] (予測子メトリクス) のセク
ションで、[Export backtest results] (バックテストの結果をエクスポート) を選択します。
[Create predictor backtest export] (予測子バックテストのエクスポートを作成) のステージで、[Export
name] (エクスポート名)、[IAM Role] (IAM ロール)、および [S3 predictor backtest export location] (S3
予測子バックテストのエクスポート場所) のフィールドを設定します。
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Forecast タイプの選択
Amazon Forecast は、予測タイプを使用して予測を作成し、予測子を評価します。Forecast のタイプに
は、次の 2 つの形式があります。
• 平均予測タイプ - 平均を期待値として使用する予測。通常、特定の時間ポイントのポイント予測として
使用されます。
• 分位数の予測タイプ - 指定された分位数での予測。通常、予測間隔を提供するために使用されます。
これは、予測の不確実性を説明するための可能な値の範囲です。例えば、0.65 分位数での予測で
は、65% の確率で観測値よりも低い値が推定されます。
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デフォルトでは、Forecast は予測子の予測タイプに次の値を使用しま
す。0.1(P10)、0.5(P50)、0.9(P90)。mean と、0.01 (P1) から 0.99 (P99) までの範囲の分位数を含
む、最大 5 つのカスタム予測タイプを選択できます。
分位数は、予測の上限と下限を提供できます。例えば、予測タイプ 0.1 (P10) および 0.9 (P90) を使用
すると、80% 信頼区間と呼ばれる値の範囲が提供されます。観測値は 10% の確率で P10 の値よりも低
く、P90 の値は 90% の確率で観測値よりも高いことが予想されます。p10 と P90 で予測を生成すること
により、true の値は、80% の確率でこれらの範囲内に収まることが想定されます。この値の範囲は、以下
の図の P10 と P90 の間の影付きの領域で示されています。

過小予測のコストが過大予測のコストと異なる場合は、分位数予測をポイント予測として使用することも
できます。例えば、小売業のいくつかのケースにおいては、在庫不足のコストは、過剰に在庫を抱えてい
る場合のコストよりも高くなります。これらの場合、0.65 (P65) での予測は、中央値 (P50) または平均予
測よりも有益です。
予測子をトレーニングする場合、Amazon Forecast のソフトウェア開発キット (SDK) と Amazon Forecast
コンソールを使用してカスタム予測タイプを選択できます。
Forecast SDK
の使用CreateAutoPredictor (p. 227)オペレーションでは、カスタム予測タイプ
をForecastTypesパラメータ。パラメータを文字列の配列としてフォーマットします。
例えば、0.01、mean、0.65、および 0.99 予測タイプで予測子を作成するには、次のコードを使用
します。
{
},

"ForecastTypes": [ "0.01", "mean", "0.65", "0.99" ],

Forecast Console
[Train Predictor] (Predictor をトレーニング) のステージで、[Forecast types] (予測のタイプ) のフィー
ルドでカスタム予測タイプを指定します。[Add new forecast type] (新規予測タイプを追加) を選択し
て、予測タイプ値を入力します。
例えば、0.01、mean、0.65、および 0.99 予測タイプを使用して予測子を作成するには、以下に示
す[Forecast types] (予測タイプ) のフィールドに次の値を入力します。
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レガシー予測子の使用
バックテストパラメータの設定
Forecast は、バックテストを使用して精度メトリクスを計算します。複数のバックテストを実行す
る場合、Forecast は、すべてのバックテストウィンドウで各メトリクスを平均します。デフォルトで
は、Forecast は、1 つのバックテストを計算し、バックテストウィンドウ (テストセット) のサイズは予測
期間 (予測ウィンドウ) の長さに等しくなります。予測子をトレーニングするときに、バックテストウィン
ドウの長さとバックテストシナリオの数の両方を設定できます。
Forecast は、バックテストプロセスから入力された値を除外し、特定のバックテストウィンドウ内で値が
入力された項目は、そのバックテストから除外されます。これは、Forecast がバックテスト中に予測値と
観測値を比較するだけであり、入力された値は観測値ではないためです。
バックテストウィンドウは、少なくとも予測期間と同じ大きさであり、ターゲット時系列データセット全
体の長さの半分よりも小さくなければなりません。1〜5 個のバックテストから選択できます。
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一般に、バックテストの数を増やすと、テスト中に時系列の大部分が使用され、Forecast はすべてのバッ
クテストのメトリクスの平均をとることができるため、より信頼性の高い精度メトリクスが生成されま
す。
Amazon Forecast のソフトウェア開発キット (SDK) および Amazon Forecast コンソールを使用して、
バックテストパラメータを設定できます。
Forecast SDK
CreatePredictor (p. 266) オペレーションを使用して、EvaluationParameters (p. 458) データ型に
バックテストパラメータを設定します。BackTestWindowOffset パラメータを使用してバックテス
ト中に設定されたテストの長さを指定し、NumberOfBacktestWindows パラメータを使用してバッ
クテストウィンドウの数を指定します。
例えば、10 個の時間ポイントのテストセットで 2 つのバックテストを実行するには、次のコードを使
用します。
"EvaluationParameters": {
"BackTestWindowOffset": 10,
"NumberOfBacktestWindows": 2
}

Forecast Console
[Train Predictor] (Predictor をトレーニング) のステージでは、バックテスト中に設定されたテストの長
さを [Backtest window offset] (バックテストウィンドウオフセット) のフィールドで設定し、バックテ
ストウィンドウの数を [Number of backtest windows] (バックテストウィンドウの数) のフィールドで
設定します。
例えば、10 個の時間ポイントのテストセットで 2 つのバックテストを実行するには、次の値を設定し
ます。
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HPO および AutoML
デフォルトでは、Amazon Forecast は 0.1 (P10)、0.5 (P50)、および 0.9 (P90) 分位数を使用して、ハ
イパーパラメータ最適化 (HPO) 中のハイパーパラメータチューニングと AutoML 中のモデル選択を行いま
す。予測子の作成時にカスタム予測タイプを指定すると、Forecast は、HPO および AutoML 中にそれらの
予測タイプを使用します。
カスタム予測タイプが指定されている場合、Forecast は、HPO および AutoML 中に、それらの指定された
予測タイプを使用して最適な結果を決定します。HPO 中、Forecast は、最初のバックテストウィンドウ
を使用して最適なハイパーパラメータ値を見つけます。AutoML 中、Forecast は、すべてのバックテスト
ウィンドウの平均と HPO からの最適なハイパーパラメータ値を使用して、最適なアルゴリズムを見つけ
ます。
AutoML と HPO の両方について、Forecast は、予測タイプ全体の平均損失を最小化するオプションを選
択します。AutoML および HPO 中に次の精度指標のいずれかを使用して、予測子を最適化することもで
きます。平均重み付き分位損失 (平均 wQL)、重み付き絶対パーセント誤差 (WAPE)、二乗平均平方根誤差
(RMSE)、平均絶対パーセント誤差 (MAPE)、または平均絶対スケーリング誤差 (MASE)、または平均絶対
スケーリング誤差 (MASE)。
Amazon Forecast の ソフトウェア開発キット (SDK) と Amazon Forecast コンソールを使用して、最適化
メトリクスを選択できます。
Forecast SDK
の使用CreatePredictor (p. 266)オペレーションでは、カスタム予測タイプ
をObjectiveMetricパラメータ。
ObjectiveMetric パラメータには、次の値を指定できます。
• AverageWeightedQuantileLoss - 平均重み付き分位損失
• WAPE - 重み付き絶対誤差率
• RMSE - 二乗平均平方根誤差
• MAPE - 平均絶対パーセント誤差
• MASE - 平均絶対スケーリング誤差
たとえば、AutoML を使用して予測子を作成し、平均絶対スケーリング誤差 (MASE) 精度メトリクス
を使用して最適化するには、次のコードを使用します。
{

...
"PerformAutoML": "true",
...
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},

"ObjectiveMetric": "MASE",

Forecast Console
[Train Predictor] (Predictor をトレーニング) のステージ中、[Automatic (AutoML)] (自動 (AutoML)) を選
択します。左目標メトリクスセクションで、予測子を最適化するために使用される精度メトリクスを
選択します。
たとえば、次の画像は、AutoML を使用して作成され、平均絶対スケーリング誤差 (MASE) 精度メト
リクスを使用して最適化された予測子を示しています。
コンソールを使用する場合、AutoML を使用して予測子を作成するときにのみ、Objective メトリクス
を指定できます。アルゴリズムを手動で選択した場合、HPO のために Objective メトリクスを指定す
ることはできません。

予測子を再学習します。
Note
再トレーニングは、AutoPredictor () で作成された予測子に対してのみ使用できま
す。CreateAutoPredictor (p. 227)). 既存のレガシー予測子を AutoPredictor にアップグレー
ドできます。「the section called “のアップグレード AutoPredictor” (p. 66)」を参照してくださ
い。
予測変数は、更新されたデータセットとともに保持して、予測子を最新の状態に保つことができます。予
測子を再学習する場合、Amazon Forecast は同じ予測子設定を維持します。再学習後、元の予測変数はア
クティブなままになり、再学習された予測変数には別個の予測子 ARN が割り当てられます。
予測子を再学習すると、次の 2 つの方法で予測精度を向上させることができます。
1. 最新データの詳細: 再学習した予測変数は、モデルの学習時に、より最新のデータを取り込みます。
2. 予測子の改善: 再学習済みの予測子には、Amazon Forecast アルゴリズムおよび追加のデータセットに
更新と改善が組み込まれます。
予測子の再学習は、新しい予測子をゼロから作成するよりも最大 50% 高速です。Predictor のトレーニン
グ時間は短くなり、Forecast では既存の構成設定が自動的に使用されます。

Python ノートブック
予測子の再学習手順については、「」を参照してください。予測子を再学習します。。
ソフトウェア開発キット (SDK) または Amazon Forecast コンソールを使用して、予測子を再トレーニン
グできます。
Console
予測子を再学習するには
1. にサインインします。AWS Management Consoleで、Amazon Forecast コンソールを開きま
す。https://console.aws.amazon.com/forecast/。
2. ナビゲーションペインで、[] を選択します。予測子。
3. 再学習する予測子を選択します。
4. 左予測子のアクション選択します。リトレイン。
5. アップグレードした予測子の一意の名前を設定します。
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6. 選択予測子を一覧表示します。。
SDK
予測子を再学習するには
の使用CreateAutoPredictor (p. 227)操作で、予測子に一意の名前を割り当て、次の値を設定し
ます。ReferencePredictorArn再トレーニングしたい予測子に移動します。
{

"PredictorName": "RetrainedPredictor",
"ReferencePredictorArn": "arn:aws:forecast:us-west-2:938097332257:predictor/
OriginalPredictor"
}

予測子を再学習する場合は、値をPredictorNameそしてReferencePredictorArnパラメータ。

Weather Index
Amazon Forecast の Weather Index はビルトインの特徴量化であり、履歴気象情報および予測される気象
情報をモデルに組み込みます。これは、気温と降水量が製品需要に大きな影響を与える可能性がある小売
業のユースケースで特に役立ちます。
Weather Index が有効になっている場合、Forecast は、予測子のトレーニング中に精度の向上が見られる
時系列にのみ気象の特徴量化を適用します。時系列に気象情報を追加してもバックテスト中の予測精度が
向上しない場合、Forecast はその特定の時系列に Weather Index を適用しません。
Weather Index を適用するには、ターゲットの時系列データセットおよび関連する時系列データセット
に geolocation 属性 (p. 86)を含める必要があります。また、ターゲットの時系列タイムスタンプのタ
イムゾーン (p. 99)を指定する必要があります。データセット要件の詳細については、「条件と制約事
項 (p. 104)」を参照してください。

Python ノートブック
にとって step-by-step ウェザーインデックスの使い方ガイド、ニューヨークタクシー: Amazon
Forecast と気象指数。
トピック
• Weather Index の有効化 (p. 85)
• データセットへの geolocation の追加 (p. 86)
• タイムゾーンの指定 (p. 99)
• 条件と制限 (p. 104)

Weather Index の有効化
Weather Index は、予測子のトレーニング段階で有効になります。を使用する場
合CreateAutoPredictor (p. 227)オペレーション、ウェザーインデックス
はAdditionalDataset (p. 437)データ型。
Weather Index を有効にする前に、ターゲットの時系列データセットに geolocation 属性を含め、タ
イムスタンプのタイムゾーンを定義する必要があります。詳細については、「Adding Geolocation
Information (p. 86)」(geolocation 情報の追加) と「Specifying Time Zones (p. 99)」(タイムゾーンの
指定) を参照してください。
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Forecast コンソールまたは Forecast ソフトウェア開発キット (SDK) を使用して、Weather Index を有効
にできます。
Console
Weather Index を有効にするには
1. AWS Management Console にサインインして、Amazon Forecast コンソール (https://
console.aws.amazon.com/forecast/) を開きます。
2. [Dataset groups] (データセットグループ) から、データセットグループを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[Predictors] (予測子) を選択します。
4. [Train new predictor] (新しい予測子のトレーニング) を選択します。
5. [Enable Weather Index] (Weather Index を有効化) を選択します。
SDK
Weather Index を有効にするには
の使用CreateAutoPredictor (p. 227)オペレーション、追加してWeather Index を有効にす
る"Name": "weather"そして"Value": "true"()AdditionalDataset (p. 437)データ型。
"DataConfig": {
...
"AdditionalDatasets": [
...
{
"Name": "weather",
}
]
},

データセットへの geolocation の追加
Weather Index を使用するには、ターゲットの時系列データセットおよび関連する時系列データセッ
トに各項目についての geolocation 属性を含める必要があります。属性は、データセットスキーマ内の
geolocation 属性タイプで定義されます。
あるデータセット内のすべての geolocation の値は、単一のリージョン内にのみ存在する必要がありま
す。地域は以下のとおりです。米国 (ハワイ州とアラスカ州を除く)、カナダ、南米、中米、アジアパシ
フィック、欧州、およびアフリカおよび中東
次の 2 つの形式のいずれかで geolocation 属性を指定します。
• [Latitude & Longitude] (緯度と経度) (すべてのリージョン) - 緯度と経度を 10 進数のフォーマットで指定
します (例: 47.61_-122.33)
• 郵便番号 (米国のみ) - 国コード (US) の後に 5 桁の郵便番号を指定します (例: US_98121)
緯度および経度の形式は、すべてのリージョンでサポートされています。[Postal code] (郵便番号) の形式
は、米国リージョンでのみサポートされています。
トピック
• 緯度と経度の境界 (p. 87)
• データセットスキーマに geolocation を含める (p. 96)
• geolocation フォーマットの設定 (p. 97)
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緯度と経度の境界
次は、使用可能なリージョンの緯度と経度の境界です。
US Region
境界: 緯度 (24.6, 50.0)、経度 (-126.0, -66.4)。

Canada Region
境界: 緯度 (41.0, 75.0)、経度 (-142.0, -52.0)。
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Europe Region
境界: 緯度 (34.8, 71.8)、経度 (-12.6, 44.8)。
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South America Region
境界: 緯度 (-56.6, 14.0)、経度 (-82.4, -33.00)。
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Asia Pacific Region
境界: 緯度 (-47.8, 55.0)、経度 (67.0, 180.60)。
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Central America Region
境界: 緯度 (6.80、33.20)、経度 (-118.80、-58.20)。

Africa & Middle East Region
境界: 緯度 (-35.60、43.40)、経度 (-18.80、-58.20)。
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データセットスキーマに geolocation を含める
コンソールの使用、またはCreateDataset (p. 233)オペレーションでは、ターゲット時系列の JSON ス
キーマ内で場所の属性タイプを「geolocation」として定義します。スキーマの属性は、データセットに表
示されるとおりに順序付けする必要があります。
{

"Attributes":[
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{
},
{
},
{
},
{

}

]

}

"AttributeName": "timestamp",
"AttributeType": "timestamp"
"AttributeName": "target_value",
"AttributeType": "float"
"AttributeName": "item_id",
"AttributeType": "string"
"AttributeName": "location",
"AttributeType": "geolocation"

geolocation フォーマットの設定
geolocation 属性の形式は、[Postal Code] (郵便番号) または [Latitude & Longitude] (緯度と経度) の形式に
することができます。Forecast コンソールまたは Forecast ソフトウェア開発キット (SDK) を使用して、
geolocation の形式を設定できます。
Console
時系列データセットに geolocation 属性を追加するには
1. AWS Management Console にサインインして、Amazon Forecast コンソール (https://
console.aws.amazon.com/forecast/) を開きます。
2. [データセットグループの作成] を選択します。
3. [Schema builder] (スキーマビルダー) で、geolocation の [Attribute type] (属性タイプ) を
geolocation に設定します。
4. の中に位置情報フォーマットドロップダウンで、場所の形式を選択します。
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また、JSON 形式で属性を定義し、[Geolocation format] (geolocation の形式) のドロップダウンから場
所の形式を選択することもできます。
SDK
時系列データセットに geolocation 属性を追加するには
の使用 CreateDatasetImportJob (p. 241)操作、値の設定GeolocationFormat次のいずれかに変更
します。
• [Latitude & longitude] (緯度と経度) (すべてのリージョン): "LAT_LONG"
• 郵便番号 (米国のみ): "CC_POSTALCODE"
例えば、緯度と経度の形式を指定するには、CreateDatasetImportJob リクエストに次の情報を含
めます。
{
}

...
"GeolocationFormat": "LAT_LONG"

タイムゾーンの指定
Amazon Forecast にタイムゾーン情報を geolocation 属性と自動的に同期させるか、データセット全体に
単一のタイムゾーンを手動で割り当てることができます。
トピック
• タイムゾーンを geolocation と自動的に同期する (p. 99)
• 単一のタイムゾーンを手動で選択する (p. 101)

タイムゾーンを geolocation と自動的に同期する
このオプションは、複数のタイムゾーンのタイムスタンプを含み、それらのタイムスタンプが現地時間で
表されるデータセットに最適です。Forecast は、項目の geolocation 属性に基づいて、ターゲット時系列
データセット内のすべての項目にタイムゾーンを割り当てます。
Forecast コンソールまたは Forecast SDK を使用して、タイムスタンプを geolocation 属性と自動的に同期
できます。
Console
タイムゾーンを geolocation 属性と同期するには
1. AWS Management Console にサインインして、Amazon Forecast コンソール (https://
console.aws.amazon.com/forecast/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Create dataset group] (データセットグループを作成) を選択します。
3. [Dataset import details] (データセットのインポートの詳細) で、[Sync time zone with location] (タイ
ムゾーンを場所と同期) を選択します。
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SDK
タイムゾーンを geolocation 属性と同期するには
の使用 CreateDatasetImportJob (p. 241)オペレーション、セッ
ト"UseGeolocationForTimeZone"に"true"。
{
}

...
"UseGeolocationForTimeZone": "true"

100

Amazon Forecast デベロッパーガイド
タイムゾーンの指定

単一のタイムゾーンを手動で選択する
Note
以外のタイムゾーンを手動で選択できます米国地域,カナダリージョン,南米米米米,中米米米米,ア
ジアパシフィックリージョン,欧州リージョン、およびアフリカおよび中東地域。ただし、すべて
の geolocation の値は、これらのいずれかのリージョン内にある必要があります。
このオプションは、すべてのタイムスタンプが単一のタイムゾーン内にあるデータセット、またはすべて
のタイムスタンプが単一のタイムゾーンに正規化されているデータセットに最適です。このオプションを
使用すると、データセット内のすべての項目に同じタイムゾーンが適用されます。
Weather Index では、以下のタイムゾーンを使用できます。
米国リージョン
•
•
•
•
•

America/Los_Angeles
America/Phoenix
America/Denver
America/Chicago
America/New_York

カナダリージョン
•
•
•
•
•
•
•

America/Vancouver
America/Edmonton
America/Regina
America/Winnipeg
America/Toronto
America/Halifax
America/St_Johns

欧州リージョン
• Europe/London
• Europe/Paris
• Europe/Helsinki
南米リージョン
• America/Buenos_Aires
• America/Noronha
• America/Caracas
アジアパシフィックリージョン
•
•
•
•
•
•
•

Asia/Kabul
Asia/Karachi
Asia/Kolkata
Asia/Kathmandu
Asia/Dhaka
Asia/Rangoon
Asia/Bangkok
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•
•
•
•
•
•
•
•

Asia/Singapore
Asia/Seoul
Australia/Adelaide
Australia/Melbourne
Australia/Lord_Howe
Australia/Eucla
Pacific/Norfolk
Pacific/Auckland

中米
• America/Puerto_Rico
アフリカと中東
• Africa/Nairobi
• Asia/Tehran
• Asia/Dubai
その他
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pacific/Midway
Pacific/Honolulu
Pacific/Marquesas
America/Anchorage
Atlantic/Cape_Verde
Asia/Anadyr
Pacific/Chatham
Pacific/Enderbury
Pacific/Kiritimati

からタイムゾーンを選択してくださいその他データセット内の項目がいずれかの許可されたリージョン内
にあるが、タイムスタンプがそのリージョン外のタイムゾーンに標準化されているかどうかをリストしま
す。
有効なタイムゾーン名の完全なリストについては、「Joda-Time library」(Joda-Time ライブラリ) を参照
してください。
Forecast コンソールまたは Forecast SDK を使用して、データセットのタイムゾーンを手動で設定できま
す。
Console
データセットの単一のタイムゾーンを選択するには
1. AWS Management Console にサインインして、Amazon Forecast コンソール (https://
console.aws.amazon.com/forecast/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Create dataset group] (データセットグループを作成) を選択します。
3. [Dataset import details] (データセットのインポートの詳細) で、[Select time zone] (タイムゾーンを
選択) を選択します。
例えば、以下を使用して、ロサンゼルス時間 (パシフィック標準時) をデータセットに適用します。
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SDK
データセットの単一のタイムゾーンを選択するには
の使用 CreateDatasetImportJob (p. 241)オペレーション、セット"TimeZone"有効なタイムゾーン
に変更してください。
例えば、以下を使用して、ロサンゼルス時間 (パシフィック標準時) をデータセットに適用します。
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{
}

...
"TimeZone": "America/Los_Angeles"

条件と制限
Weather Index を使用する場合は、次の条件と制約事項が適用されます。
• 使用可能なアルゴリズム: レガシー予測子を使用している場合、CNN-QR、DeepAR+、および Prophet
アルゴリズムを使用して予測子をトレーニングすると、Weather Index を有効にできます。Weather
Index は、ARIMA、ETS、および NPTS には適用されません。
• Forecast 頻度: 有効な予測頻度は次のとおりです。Minutely,Hourly、およびDaily。
• Forecast 地平線: 予測期間は、future 後 14 日間を超えて設定することはできません。各予測頻度の予測
期間の制限については、以下のリストを参照してください。
• 1 minute500 B のリソース
• 5 minutes500 B のリソース
• 10 minutes500 B のリソース
• 15 minutes500 B のリソース
• Hourly-330
• Daily-14
• 時系列の長さ: Weather Index を使用してモデルをトレーニングする場合、Forecast 気象データセットの
特徴量化の開始日前のタイムスタンプを持つすべての時系列データセットを切り捨てます。FForecast
データセットの特徴には、次の開始日が含まれています。
• 米国地域: 2018 年 7 月 2 日
• 欧州リージョン: 2018 年 7 月 2 日
• アジアパシフィックリージョン: 2018 年 7 月 2 日
• カナダリージョン: 2019 年 7 月 2 日
• 南米米米米: 2020 年 1 月 2 日
• 中米米米米: 2020 年 9 月 2 日
• アフリカおよび中東地域: 2021 年 3 月 25 日
Weather Index を有効にすると、開始日の前のタイムスタンプを持つデータポイントは、予測子のト
レーニング中に使用されません。
• ロケーション数: ターゲット時系列データセットは、2000 の一意の場所を超えることはできません。
• リージョン境界: データセット内のすべての項目は、単一のリージョン内に存在する必要があります。
• [最小時系列長]: Weather Index をテストする際の追加のデータ要件により、時系列データセットの最小
長は次のとおりです:
3 × ForecastHorizon + (BacktestWindows + 1) × BacktestWindowOffset
時系列データセットがこの要件を満たしていない場合は、以下を減らすことを検討してください。
• ForecastHorizon - 予測期間を短縮します。
• BacktestWindowOffset - バックテスト中にテストセットの長さを短くします。
• BacktestWindows - バックテストの数を減らします。
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Holidays の特徴量化
Holidays は、特徴エンジニアリングされた祝祭日情報データセットをモデルに組み込むビルトインの特徴
量化です。66 か国の祝祭日カレンダーをネイティブにサポートします。祝祭日のカレンダーを表示するに
は、Jollyday ライブラリを参照してください。
Holidays の特徴量化は、祝祭日が需要に大きな影響を与える可能性がある小売ドメインで特に役立ちま
す。
ホリデー機能には、毎日（またはそれ以上）の予測頻度が必要です。
トピック
• Holidays の特徴量化の有効化 (p. 105)
• 国コード (p. 106)
• 追加の祝祭日カレンダー (p. 108)

Holidays の特徴量化の有効化
Holidays の特徴量化は、[Additional Dataset] (p. 437) (追加のデータセット) として Amazon Forecast に
含まれており、予測子をトレーニングする前に有効になります。履歴データには少なくとも 2 年間のデー
タを含めることをお勧めします。これにより、Forecastでは特定の祝日に関連する需要パターンを特定で
きます。国を選択すると、Holidays は、トレーニング中にその国の祝祭日カレンダーをデータセット内の
すべてのアイテムに適用します。
Amazon Forecast コンソールまたは Forecast ソフトウェア開発キット (SDK) を使用して、Holidays を有
効にできます。
Forecast SDK
の使用CreateAutoPredictor (p. 227)操作、追加して祝日を有効にする"Name": "holiday「と
設定"Configuration"マップへ"CountryCode"2 文字の国コード。the section called “国コー
ド” (p. 106) を参照してください。
例えば、米国の祝祭日カレンダーを含めるには、次のコードを使用します。
"DataConfig": {
"AdditionalDatasets": [
{
"Name": "holiday",
"Configuration": {
"CountryCode" : ["US"]
}
},
]
},

Forecast Console
[Train Predictor] (Predictor をトレーニング) のステージで、[Country for Holidays] (Holidays の国) のド
ロップダウンから国を選択します。
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国コード
Amazon Forecast は、以下の国の祝祭日カレンダーのネイティブサポートを提供します。API で国を指定
するときは、[Country Code] (国コード) を使用します。

サポートされている国
[Country] (国)

国コード

アルバニア

「AL」

アルゼンチン

「AR」

オーストリア

「AT」

オーストラリア

「AU」

ボスニアヘルツェゴビナ

「BA」

ベルギー

「BE」

ブルガリア

「BG」

ボリビア

「BO」

ブラジル

「BR」

ベラルーシ

「BY」

カナダ

「CA」

チリ

「CL」

コロンビア

「CO」

コスタリカ

「CR」

クロアチア

「HR」

チェコ共和国

「CZ」

デンマーク

「DK」

エクアドル

「EC」

エストニア

「EE」
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[Country] (国)

国コード

エチオピア

「ET」

フィンランド

「FI」

フランス

「FR」

ドイツ

「DE」

ギリシャ

「GR」

ハンガリー

「HU」

アイスランド

「IS」

インド

「IN」

アイルランド

「IE」

イタリア

「IT」

日本

「JP」

カザフスタン

「KZ」

韓国

「KR」

ラトビア

「LV」

リヒテンシュタイン

「LI」

リトアニア

「LT」

ルクセンブルグ

「LU」

マケドニア

「MK」

マルタ

「MT」

メキシコ

「MX」

モルドバ

「MD」

モンテネグロ

「ME」

オランダ

「NL」

ニュージーランド

「NZ」

ニカラグア

「NI」

ナイジェリア

「NG」

ノルウェー

「NO」

パナマ

「PA」

パラグアイ

「PY」

ペルー

「PE」

ポーランド

「PL」
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[Country] (国)

国コード

ポルトガル

「PT」

ルーマニア

「RO」

ロシア

「RU」

セルビア

「RS」

スロバキア

「SK」

スロベニア

「SI」

南アフリカ

「ZA」

スペイン

「ES」

スウェーデン

「SE」

スイス

「CH」

ウクライナ

「UA」

アラブ首長国連邦

「AE」

アメリカ

「US」

英国

「UK」

ウルグアイ

「UY」

ベネズエラ

「VE」

追加の祝祭日カレンダー
Amazon Forecast には、Jollyday ライブラリの祝祭日カレンダーが含まれており、インド、韓国、および
アラブ首長国連邦の祝祭日もサポートしています。それらの祝祭日を以下に示します。
India - "IN"
1 月 26 日 - 共和国記念日
8 月 15 日 - 独立記念日
10 月 2 日 - マハトマ・ガンジー生誕日
Korea - "KR"
1 月 1 日 - 新年
3 月 1 日 - 独立運動記念日
5 月 5 日 - こどもの日
6 月 6 日 - 戦没者慰霊日
8 月 15 日 - 解放記念日
10 月 3 日 - 建国記念日
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10 月 9 日 - ハングルの日
12 月 25 日 - クリスマス
United Arab Emirates - "AE"
1 月 1 日 - 新年
12 月 1 日 - 記念日
12 月 2～3 日 - 建国記念日
ラマダン*
断食明け大祭*
犠牲祭*
イスラーム暦新年*
*イスラムの祝祭日は月の周期によって決まります。

Predictor Explainability
Note
Predictor Explainability は、AutoPredictor で作成された予測子でのみ使用できます。
既存のレガシー予測子を AutoPredictor にアップグレードできます。「Upgrading to
AutoPredictor (p. 66)」(AutoPredictor へのアップグレード) を参照してください。
Predictor Explainability は、データセット内の属性がターゲット変数にどのように影響するかをよりよく理
解するのに役立ちます。Forecast は、Impact スコアと呼ばれるメトリクスを使用して、各属性の相対的な
影響を定量化し、それらが予測値を増加させるか減少させるかを決定します。
例えば、ターゲットが sales であり、price および color といった関連する 2 つの属性がある予測シ
ナリオについて考えてみます。Forecast では、商品の価格が売上に大きく影響する (Impact スコアが高い)
が、アイテムの色による影響はごくわずか (Impact スコアが低い) であることが判明する場合があります。
Predictor Explainability を有効にするには、関連する時系列、項目メタデータ、または祝祭日や Weather
Index などの追加のデータセットの少なくとも 1 つを予測子に含める必要があります。
特定の時系列および時間ポイントの Impact スコアを作成するには、Predictor Explainability ではなく
Forecast Explainability を使用します。「Forecast Explainability (p. 143)」を参照してください。
トピック
• 影響スコアの解釈 (p. 109)
• Predictor Explainability の作成 (p. 110)
• Predictor Explainability のエクスポート (p. 112)
• 制約事項とベストプラクティス (p. 113)

影響スコアの解釈
影響スコアは、予測値に対する相対的な影響属性を測定します。例えば、「price」属性の影響スコアが
「store location」属性の 2 倍である場合、商品の料金は、予測値に対して、店舗の場所の 2 倍の影響を及
ぼすと結論付けることができます。
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影響スコアは、属性が予測値を増加させるか減少させるかに関する情報も提供します。コンソールでは、
これは 2 つのグラフで示されます。青いバーのある属性は予測値を増やし、赤いバーのある属性は予測値
を減らします。

コンソールでは、Impact スコアの範囲は 0 から 1 です。ここで、スコア 0 は影響がないことを示し、スコ
アが 1 に近づくほど、その影響が重大であることを示します。SDK では、Impact スコアの範囲は -1 から
1 で、記号は影響の方向を示します。
Impact スコアは、絶対的な影響ではなく、属性の相対的な影響を測定することに注意することが重要で
す。したがって、Impact スコアで、特定の属性がモデルの精度が向上するかどうかを判断することはでき
ません。属性の Impact スコアが低い場合、それは必ずしも予測値への影響が少ないことを意味するわけで
はありません。これは、予測子が使用する他の属性よりも予測値への影響が少ないことを意味します。

Predictor Explainability の作成
Note
予測子ごとに最大 1 つの Predictor Explainability を作成できます
Predictor Explainability を有効にすると、Amazon Forecast は、データセット内のすべての属性の Impact
スコアを計算します。Impact スコアは、影響属性が全体的な予測値に与える影響として解釈できます。予
測子を作成するときに Predictor Explainability を有効にするか、予測子を作成した後に特徴を有効にする
ことができます。

新しい予測子向けの Predictor Explainability の有効化
新しい予測子を作成するときに Predictor Explainability を有効にすると、Predictor のリソースと
Explainability のリソースの両方が作成されます。ソフトウェア開発キット (SDK) または Amazon Forecast
コンソールを使用して、新しい予測子の Predictor Explainability を有効にできます。
Console
Predictor Explainability を有効にするには
1. AWS Management Console にサインインして、Amazon Forecast コンソール (https://
console.aws.amazon.com/forecast/) を開きます。
2. [Dataset groups] (データセットグループ) から、データセットグループを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[Predictors] (予測子) を選択します。
4. [Train new predictor] (新しい予測子のトレーニング) を選択します。
5. [Predictor configuration] (予測子の設定) のセクションで、[Enable Explainability] (Explainability を有
効化) を選択します。

110

Amazon Forecast デベロッパーガイド
Predictor Explainability の作成

6. 以下の必須フィールドに値を入力します。
• 名前 - 一意の予測子名。
• 予測頻度 - 予測の粒度。
• [Forecast horizon] (予測期間) - 予測するタイムステップの数。
7. [Start (開始)] を選択
Python
SDK for Python (Boto3) を使用して新しい予測子の Explainability を有効にするに
は、create_auto_predictorメソッドとセット ExplainPredictor True to true.
次のコードは、24 の予測を行うauto 予測子を作成します (ForecastHorizon) 日
間ForecastFrequency) future、ExplainPredictorを true に設定します。必須およびオプション
のパラメータの詳細については、を参照してください。CreateAutoPredictor (p. 227)。
import boto3
forecast = boto3.client('forecast')
create_predictor_response = forecast.create_auto_predictor(
PredictorName = 'predictor_name',
ForecastHorizon = 24,
ForecastFrequency = 'D',
DataConfig = {
"DatasetGroupArn": "arn:aws:forecast:region:account:datasetgroup/datasetGroupName"
},
ExplainPredictor = True
)

既存の予測子向けの Predictor Explainability の有効化
既存の予測子向けに Predictor Explainability を有効にすると、そのリソース用に Explainability のリソース
が作成されます。Explainability リソースがまだ含まれていない予測子についてのみ Explainability リソース
を作成できます。更新されたデータセットの Impact スコアを表示するには、更新されたデータを使用して
予測子を再トレーニングまたは再作成します。
ソフトウェア開発キット (SDK) または Amazon Forecast コンソールを使用して、新しい予測子の
Predictor Explainability を有効にできます。
Console
Predictor Explainability を有効にするには
1. AWS Management Console にサインインして、Amazon Forecast コンソール (https://
console.aws.amazon.com/forecast/) を開きます。
2. [Dataset groups] (データセットグループ) から、データセットグループを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[Predictors] (予測子) を選択します。
4. 予測子を選択します。
5. [Predictor Explainability] のセクションで、[Enable Explainability] (Explainability を有効化) を選択し
ます。
6. Predictor Explainability の一意の名前を指定します。
7. [Start (開始)] を選択
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Python
SDK for Python (boto3) を使用して既存の予測子に対して予測子の説明可能性を有効に
するには、create_explainabilityMethod 説明可能性の名前、予測子の ARN、およ
びExplainabilityConfigで、両方を設定してくださいTimePointGranularityそし
てTimeSeriesGranularityにすべて。コンソール内で表示可能な Explainability ビジュアライゼー
ションを作成するには、EnableVisualizationにTrue。
必須およびオプションのパラメータの詳細については、を参照してくださ
い。CreateExplainability (p. 246)。
import boto3
forecast = boto3.client('forecast')
create_explainability_response = forecast.create_explainability(
ExplainabilityName = 'explainability_name',
ResourceArn = 'arn:aws:forecast:region:accountNumber:predictor/predictorName',
ExplainabilityConfig = {
"TimePointGranularity": "ALL",
"TimeSeriesGranularity": "ALL"
},
EnableVisualization = True
)

Predictor Explainability のエクスポート
Note
エクスポートファイルは、[Dataset Import] (データセットのインポート) から直接情報を返すこ
とができます。これにより、インポートされたデータに式またはコマンドが含まれている場合、
ファイルは CSV インジェクションに対して脆弱になります。このため、エクスポートされたファ
イルはセキュリティ警告を表示する可能性があります。悪意のあるアクティビティを回避するに
は、エクスポートされたファイルを読み取るときにリンクとマクロを無効にします。
Forecast を使用すると、Impact スコアの CSV または Parquet ファイルを S3 の場所にエクスポートでき
ます。Impact スコアの範囲は -1 から 1 で、記号は影響の方向を示します。Amazon Forecast のソフト
ウェア開発キット (SDK) および Amazon Forecast コンソールを使用して、Impact スコアをエクスポート
できます。

Console
Predictor Explainability をエクスポートするには
1. AWS Management Console にサインインして、Amazon Forecast コンソール (https://
console.aws.amazon.com/forecast/) を開きます。
2. [Dataset groups] (データセットグループ) から、データセットグループを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[Predictors] (予測子) を選択します。
4. 予測子を選択します。
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5. [Predictor Explainability] のセクションで、[Export] (エクスポート) を選択します。
6. [Export name] (エクスポート名) のフィールドで、エクスポートの一意の名前を入力します。
7. [S3 explainability export location] (S3 の Explainability のエクスポート場所) のフィールドで、CSV
ファイルをエクスポートするための S3 の場所を指定します。
8. [IAM Role] (IAM ロール) のフィールドで、指定された S3 の場所へのアクセス権を持つロールを提
供します。
9. [Create Export] (エクスポートを作成) を選択します。
Python
SDK for Python (Boto3) を使用して予測子の Explainability をエクスポートするに
は、create_explainability_exportMethod ジョブに名前を付け、説明可能性の ARN を指定
し、Destinationオブジェクトを選択し、Amazon S3 の送信先の場所と IAM サービスロールを指定
します。
必須およびオプションのパラメータの詳細については、を参照してくださ
い。CreateExplainabilityExport (p. 251)。
import boto3
forecast = boto3.client('forecast')
export_response = forecast.create_explainability_export(
Destination = {
"S3Config": {
"Path": "s3://bucketName/filename.csv",
"RoleArn": "arn:aws:iam::accountNumber:role/roleName"
}
},
ExplainabilityArn =
'arn:aws:forecast:region:accountNumber:explainability/explainabilityName',
ExplainabilityExportName = 'job_name'
)

制約事項とベストプラクティス
Predictor Explainability を使用する場合は、次の制約事項とベストプラクティスを考慮してください。
• Predictor Explainability は AutoPredictor で作成された予測子でのみ使用可能 - AutoML で、または手動選
択を通じて作成されたレガシー予測子の Explainability を有効にすることはできません。「Upgrading to
AutoPredictor (p. 66)」(AutoPredictor へのアップグレード) を参照してください。
• Explainability には属性が必要 - 予測子には、関連する時系列、項目メタデータ、Holidays、または
Weather Index の少なくとも 1 つを含める必要があります。
• 予測子は 1 つの Explainability リソースに制限されている - 1 つの予測子のために複数の Explainability リ
ソースを作成することはできません。更新されたデータセットの Impact スコアに関心がある場合は、予
測子を再トレーニングします。
• 影響スコアがゼロの場合は影響がないことが示唆されている - 属性の影響スコアが 0 の場合、その属性
は予測値に大きな影響を与えません。
• 失敗した予測子の説明可能性ジョブを再試行する-Forecast が Predictor を正常に作成したが、Predictor
Explainability ジョブが失敗した場合は、コンソールまたは CreateExplainability オペレーション.
• 特定の時間ポイントおよび時系列の Impact スコアの作成不可 - 特定の時間ポイントおよび時系列の
Impact スコアを表示するには、「Forecast Explainability (p. 143)」を参照してください。
• 予測子の Explainability のビジュアライゼーションが作成後 90 日間利用可能-90 日後にビジュアライ
ゼーションを表示するには、予測子を再トレーニングします。
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予測子のモニタリング
Note
予測子のモニタリングを有効にすると、予測データの削除後でも、予測子のパフォーマンス分析
のために各予測のデータが格納されます。このデータを削除するには、モニタリングリソースを
削除します。
Predictor Monitoring を使用すると、予測子のパフォーマンスが時間の経過とともにどのように変化するか
を確認できます。経済発展や顧客の行動の変化など、さまざまな要因がパフォーマンスの変化を引き起こ
す可能性があります。
例えば、ターゲットが sales であり、price および color といった関連する 2 つの属性がある予測シナ
リオについて考えてみます。最初の予測子を作成してから数か月以内に、特定の色が予期せず顧客により
人気が高まる可能性があります。これにより、この属性を持つ商品の売上が上昇する可能性があります。
この新しいデータは、予測子のパフォーマンスと予測が生成する予測の精度に影響を与える可能性があり
ます。
予測子の監視を有効にすると、Forecast を生成してより多くのデータをインポートするときに、予測子の
パフォーマンスを分析します。Forecast は、新しいデータと以前の予測を比較して、パフォーマンスの変
化を検出します。Forecast コンソールでは、さまざまな精度指標が経時的にどのように変化したかのグラ
フを表示できます。または、監視結果を得るにはListMonitorEvaluations (p. 394)オペレーション.
予測子のモニタリングは、予測子を再学習する時期かどうかを判断するのに役立ちます。パフォーマンス
が低下している場合は、最新のデータで予測子を再学習することをお勧めします。予測子を再学習するこ
とを選択した場合、新しい予測変数には前の予測子のモニタリングデータが含まれます。また、予測子の
監視を使用して、本番環境に関するコンテキストデータを収集したり、さまざまな実験の比較を実行した
りできます。
予測子のモニタリングは、自動予測子に対してのみ使用できます。既存のレガシー予測子を AutoPredictor
にアップグレードできます。「Upgrading to AutoPredictor (p. 66)」(AutoPredictor へのアップグレード)
を参照してください。
トピック
• 予測子のモニタリングワークフロー (p. 114)
• 予測子モニタリングの有効化 (p. 115)
• モニタリング結果の表示 (p. 117)
• 制約事項とベストプラクティス (p. 119)

予測子のモニタリングワークフロー
予測子の監視結果を取得するには、まず予測子を使用して予測を生成し、さらに多くのデータをインポー
トする必要があります。モニタリングワークフローは次のとおりです。
1. auto 予測子の予測子モニタリングを有効にします。
• モニタリングを有効にして新しい予測子を作成します。「新しいプレディクタのプレディクタモニタ
リングの有効化 (p. 115)」を参照してください。
• または、既存の予測子のモニタリングを有効にします。「既存のプレディクタのプレディクタモニタ
リングの有効化 (p. 116)」を参照してください。
2. 予測子を使用して、1 つ以上の予測を生成します。
3. 追加のデータをインポートする。Forecast へのデータのインポートについては、「」を参照してくださ
い。データセットのインポート (p. 41)。
4. 予測子の監視結果を表示します。
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• では、結果の表示Monitoring予測子の [] タブを選択します。
• または、監視結果を得るにはListMonitorEvaluations (p. 394)オペレーション.
詳細については、「モニタリング結果の表示 (p. 117)」を参照してください。

予測子モニタリングの有効化
予測子を作成するときに Predictor Monitoring を有効にするか、既存の予測子に対して有効にすることがで
きます。

Note
予測子のモニタリングは、自動予測子に対してのみ使用できます。既存のレガシー予測子
を AutoPredictor にアップグレードできます。「Upgrading to AutoPredictor (p. 66)」
(AutoPredictor へのアップグレード) を参照してください。
トピック
• 新しいプレディクタのプレディクタモニタリングの有効化 (p. 115)
• 既存のプレディクタのプレディクタモニタリングの有効化 (p. 116)

新しいプレディクタのプレディクタモニタリングの有効化
コンソールを使用して、新しい予測子の予測子監視を有効にできます。AWS CLI,AWSSDK、およ
びCreateAutoPredictor (p. 227)オペレーション.
Console
予測子のモニタリングを有効にするには
1. AWS Management Console にサインインして、Amazon Forecast コンソール (https://
console.aws.amazon.com/forecast/) を開きます。
2. [Dataset groups] (データセットグループ) から、データセットグループを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[Predictors] (予測子) を選択します。
4. [Train new predictor] (新しい予測子のトレーニング) を選択します。
5. 左予測子の設定セクションで、[] を選択します。モニタリングを有効にする。
6. 以下の必須フィールドに値を入力します。
• 名前 - 一意の予測子名。
• 予測頻度 - 予測の粒度。
• [Forecast horizon] (予測期間) - 予測するタイムステップの数。
7. 選択スタートモニタリングを有効にしたauto 予測子を作成します。予測子を使用して予測を生成
し、さらにデータをインポートすると、モニタリング結果が表示されます。
Python
SDK for Python (Boto3) で新しい予測子の予測子モニタリングを有効にするに
は、create_auto_predictorメソッドを入力し、モニタ名をMonitoringConfig。
次のコードは、24 の予測を行うauto 予測子を作成します (ForecastHorizon) 日
間ForecastFrequency) をfuture 指定し、MyPredictorMonitorとしてMonitorName。予測を生
成し、さらにデータをインポートした後、予測子の監視の結果を表示できます。結果の取得について
は、「」を参照してください。モニタリング結果の表示 (p. 117)。
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予測子を作成するための必須およびオプションのパラメータの詳細については、「」を参照してくだ
さい。CreateAutoPredictor (p. 227)。
import boto3
forecast = boto3.client('forecast')
create_predictor_response = forecast.create_auto_predictor(
PredictorName = 'predictor_name',
ForecastHorizon = 24,
ForecastFrequency = 'D',
DataConfig = {
"DatasetGroupArn": "arn:aws:forecast:region:account:datasetgroup/datasetGroupName"
},
MonitorConifg = {
"MonitorName": "MyMonitorName"
}
)

既存のプレディクタのプレディクタモニタリングの有効化
コンソールを使用して、既存の予測子の予測子監視を有効にできます。AWS CLI, およびAWSSDK。
Console

予測子の監視を有効にするには
1.

AWS Management Console にサインインして、Amazon Forecast コンソール (https://
console.aws.amazon.com/forecast/) を開きます。

2.

[Dataset groups] (データセットグループ) から、データセットグループを選択します。

3.

ナビゲーションペインで、[Predictors] (予測子) を選択します。

4.

予測子を選択します。

5.

に移動します。Monitoring[] タブ。

6.

左詳細モニタリングセクションで、[] を選択します。モニタリングを開始します
時点モニタリングステータスがアクティブ、予測子のモニタリングはイネーブルです。予測を
生成し、さらにデータをインポートした後、予測子の監視の結果を表示できます。詳細について
は、「」を参照してください。モニタリング結果の表示 (p. 117)

Python
SDK for Python (Boto3) を使用して既存の予測子の予測子モニタリングを有効にするに
は、create_monitor方法。モニタリングの名前を指定します。ResourceArnモニタリングする予
測子の Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。を使用するdescribe_monitorメソッドを
選択し、モニターのステータスを取得するためのモニタ ARN を指定します。予測を生成し、さらに
データをインポートした後、予測子の監視の結果を表示できます。詳細については、「」を参照して
ください。モニタリング結果の表示 (p. 117)。
必須およびオプションのパラメータの詳細については、を参照してくださ
い。CreateMonitor (p. 263)そしてDescribeMonitor (p. 347)。
import boto3
forecast = boto3.client('forecast')
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create_monitor_response = forecast.create_monitor(
MonitorName = 'monitor_name',
ResourceArn = 'arn:aws:forecast:region:accountNumber:predictor/predictorName'
)
monitor_arn = create_monitor_response['MonitorArn']
describe_monitor_response = forecast.describe_monitor(
MonitorArn = monitor_arn
)
print("Monitor status: " + describe_monitor_response['Status'])

モニタリング結果の表示
予測を生成し、さらにデータをインポートした後、予測子の監視の結果を表示できます。Forecast コン
ソールで結果のビジュアライゼーションを確認したり、ListMonitorEvaluations (p. 394)オペレーション.
Forecast コンソールには、それぞれの結果のグラフが表示されます。予測子のメトリクス (p. 73)。グ
ラフには、再学習など、予測子および予測子イベントの存続期間中に各メトリックがどのように変化した
かが含まれます。
-ListMonitorEvaluations (p. 394)operation は、異なる時間ウィンドウのメトリック結果と予測子イベント
を返します。
Console

予測子のモニタリング結果を表示するには
1.
2.

AWS Management Console にサインインして、Amazon Forecast コンソール (https://
console.aws.amazon.com/forecast/) を開きます。
[Dataset groups] (データセットグループ) から、データセットグループを選択します。

3.
4.

ナビゲーションペインで、[Predictors] (予測子) を選択します。
予測子を選択し、Monitoring[] タブ。
• -結果のモニタリングセクションは、時間の経過とともに異なる精度メトリックがどのように変
化したかを示します。ドロップダウンリストを使用して、グラフが追跡するメトリックを変更
します。
• -履歴のモニタリングセクションには、結果で追跡されるさまざまなイベントの詳細が表示され
ます。
以下は、どのようにグラフの例ですAvg wQL予測変数のスコアは時間の経過とともに変化しまし
た。このグラフでは、Avg wQL値は時間の経過とともに増加しています。この増加は、予測子の
精度が低下していることを示しています。この情報を使用して、モデルを再検証してアクション
を実行する必要があるかどうかを判断します。
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SDK for Python (Boto3)
SDK for Python (Boto3) でモニタリング結果を取得するには、list_monitor_evaluations方法。
モニタリングの Amazon リソースネーム (ARN) を提供し、オプションで取得する結果の最大数を指定
します。MaxResultsパラメータ。必要に応じて、Filterをクリックして、結果をフィルタリングし
ます。評価は、EvaluationStateのいずれかのSUCCESSまたはFAILURE。次のコードは、モニタリ
ング評価の成功を最大 20 回取得します。
import boto3
forecast = boto3.client('forecast')
monitor_results = forecast.list_monitor_evaluations(
MonitorArn = 'monitor_arn',
MaxResults = 20,
Filters = [
{
"Condition": "IS",
"Key": "EvaluationState",
"Value": "SUCCESS"
}
]
)
print(monitor_results)

以下に、JSON レスポンスの例を示します。

{

"NextToken": "string",
"PredictorMonitorEvaluations": [
{
"MonitorArn": "MonitorARN",
"ResourceArn": "PredictorARN",
"EvaluationTime": "2020-01-02T00:00:00Z",
"EvaluationState": "SUCCESS",
"WindowStartDatetime": "2019-01-01T00:00:00Z",
"WindowEndDatetime": "2019-01-03T00:00:00Z",
"PredictorEvent": {
"Detail": "Retrain",
"Datetime": "2020-01-01T00:00:00Z"
},
"MonitorDataSource": {
"DatasetImportJobArn": "arn:aws:forecast:region:accountNumber:dataset-importjob/*",
"ForecastArn": "arn:aws:forecast:region:accountNumber:forecast/*",
"PredictorArn": "arn:aws:forecast:region:accountNumber:predictor/*",
},
"MetricResults": [
{
"MetricName": "AverageWeightedQuantileLoss",
"MetricValue": 0.17009070456599376
},
{
"MetricName": "MAPE",
"MetricValue": 0.250711322309796
},
{
"MetricName": "MASE",
"MetricValue": 1.6275608734888485
},
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{

}

]

}

]

"MetricName": "RMSE",
"MetricValue": 3100.7125081405547
},
{
"MetricName": "WAPE",
"MetricValue": 0.17101159704738722}

制約事項とベストプラクティス
予測子のモニタリングを使用する場合は、次の制約事項とベストプラクティスを考慮してください。
• 予測子のモニタリングは、auto 予測子に対してのみ使用できます。— AutoML で、または手動選択
を通じて作成されたレガシー予測子のモニタリングを有効にすることはできません。「Upgrading to
AutoPredictor (p. 66)」(AutoPredictor へのアップグレード) を参照してください。
• 予測子の監視はauto 予測子ごとに一意です— auto 予測子ごとに作成できるモニタは 1 つだけです。
• 予測子の監視には新しいデータが必要であり、予測を生成する— 新しい予測の生成に使用される新し
いデータをインポートすると、予測子のモニタリング結果が使用可能になります。新しいデータをイ
ンポートしていない場合、または新しくインポートされたデータが予測範囲全体をカバーしていない場
合、監視結果は表示されません。
• 予測子の監視には新しい予測が必要：監視結果を生成するには、新しい予測を継続的に生成する必要が
あります。新しい予測を生成していない場合、監視結果は表示されません。
• Amazon Forecast は、予測子のパフォーマンス分析のために、各予測のデータを保存します。—
Forecast を削除した場合でも、売上予測はこれらのデータを格納します。これらのデータを削除するに
は、関連するモニターを削除します。
• -StopResource (p. 419)オペレーションは、現在のすべての評価とfuture すべての評価を停止します。
• AvgWQL 指標は、平均以外の分位数の予測を生成する場合にのみ使用できます。
• 進行中のモニタ評価は、ListMonitorEvaluations (p. 394)オペレーション.

Amazon Forecast アルゴリズム
Amazon Forecast 予測変数は、アルゴリズムを使用して、時系列データセットを使用してモデルを学習さ
せます。トレーニング済みのモデルは、メトリクスと予測の生成に使用されます。
モデルの学習に使用するアルゴリズムが不明な場合は、予測子の作成時に AutoML を選択し、Forecast で
データセットに最適なモデルを学習させます。それ以外の場合は、Amazon Forecast アルゴリズムの 1 つ
を手動で選択できます。

Pythonノートブック
AutoML の使用手順については、「」を参照してください。AutoML の使用開始。

組み込みForecast アルゴリズム
Amazon Forecast には、6 つの組み込みアルゴリズムが用意されています。これらは、自己回帰統合移動
平均（ARIMA）のような一般的に使用される統計アルゴリズムから、CNN-QRやDeepar+のような複雑な
ニューラルネットワークアルゴリズムまで多岐にわたります。
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CNN-QR (p. 122)
arn:aws:forecast:::algorithm/CNN-QR
Amazon Forecast CNN-QR、畳み込みニューラルネットワーク-分位回帰は、因果畳み込みニューラルネッ
トワーク (CNN) を使用して時系列を予測するための独自の機械学習アルゴリズムです。CNN-QR は、何
百もの時系列を含む大規模なデータセットで最適に機能します。アイテムメタデータを受け入れ、将来の
値なしで関連する時系列データを受け入れる唯一のForecast アルゴリズムです。

DeepAR+ (p. 127)
arn:aws:forecast:::algorithm/Deep_AR_Plus
Amazon Forecast DeepAR+ は、再帰型ニューラルネットワーク (RNN) を使用して時系列を予測するため
の、独自の機械学習アルゴリズムです。Deepar+ は、数百のフィーチャ時系列を含む大規模なデータセッ
トで最適に機能します。このアルゴリズムは、将来の関連時系列およびアイテムのメタデータを受け入れ
ます。

預言者 (p. 136)
arn:aws:forecast:::algorithm/Prophet
Prophet は、非線形傾向が年、週次、および日常の季節性に適合する加法モデルに基づく時系列予測アル
ゴリズムです。これは、強い季節効果と数シーズンの履歴データを持つ時系列で最も効果的です。

NPT (p. 134)
arn:aws:forecast:::algorithm/NPTS
Amazon Forecast ノンパラメトリック時系列 (NPTS) の独自のアルゴリズムは、スケーラブルで確率的
なベースライン予測機能です。NPTS は、スパース時系列または断続的な時系列を扱う場合に特に便利で
す。Forecast には 4 つのアルゴリズムバリアントが用意されています。標準NPTS、季節NPTS、気候予報
士、季節気候予報士。

ARIMA (p. 121)
arn:aws:forecast:::algorithm/ARIMA
自己回帰和分移動平均 (ARIMA) は、時系列予測に一般的に使用される統計アルゴリズムです。このアルゴ
リズムは、100 未満の時系列を持つ単純なデータセットに特に役立ちます。

ETS (p. 133)
arn:aws:forecast:::algorithm/ETS
指数平滑法 (ETS) は、時系列予測に一般的に使用される統計アルゴリズムです。このアルゴリズムは、時
系列が 100 未満の単純なデータセットや、季節性パターンを持つデータセットに特に便利です。ETS は、
時系列データセット内のすべての観測値の加重平均を予測として計算し、時間の経過とともに指数的に重
み付けします。

Forecast アルゴリズムの比較
次の表を使用して、時系列データセットに最適なオプションを見つけます。
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計算負荷の高いトレーニングプロセス

ニューラル
ネットワーク

柔軟
なロー
カル
アルゴ
リズム

高

ミディ
アム

高

ベースラインアルゴリズム

低

低

低

過去の関連する時系列を受け入れる*
将来を見据えた関連時系列を受け入れま
す*
商品メタデータ (製品の色、ブランドな
ど) を受け入れます。
Weather Index 組み込みの機能を受け入
れる
スパースデータセットに適しています
ハイパーパラメーター最適化 (HPO) を
実行します。
デフォルトのハイパーパラメータ値を
オーバーライドできます
What-if 分析に適しています
コールドスタートのシナリオ（履歴デー
タがほとんどまたはまったくない予測）
に適しています。
※関連する時系列については、関連する時系列 (p. 44)。

自己回帰和分移動平均 (ARIMA) のアルゴリズム
自己回帰和分移動平均 (ARIMA) は、時系列予測に一般的に使用される局所統計アルゴリズムです。ARIMA
は、入力データセットの標準的時間構造 (時間のパターン化された編成) をキャプチャします。Amazon
Forecast ARIMAアルゴリズムは、有馬関数のPackage 'forecast'包括Rアーカイブネットワーク
(CRAN) の。

ARIMA の仕組み
ARIMA アルゴリズムは、定常時系列にマッピングできるデータセットに特に役立ちます。定常時系列の統
計プロパティ (自己相関など) は、時間に依存しません。定常時系列を持つデータセットには通常、信号と
ノイズの組み合わせが含まれます。信号は正弦波振動のパターンを示すか、または季節的な構成要素を含
む可能性があります。ARIMA は、信号をノイズから分離するフィルターのように動作し、今後の信号を推
定して予測を立てます。

ARIMA のハイパーパラメータおよびチューニング
ARIMA ハイパーパラメータとチューニングの詳細については、Arimaの関数に関するドキュメントパッ
ケージ「予測」のクラン。
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Amazon Forecast はDataFrequencyで指定されたパラメータCreateDataset (p. 233)へのオペレーショ
ンfrequencyRのパラメータts次の表を使用して関数を実行します。
DataFrequency (文字列)

R ts frequency (整数)

Y

1

M

12

W

52

D

7

H

24

30 分

2

15 分

4

10 分

6

5分

12

1 min

60

24 未満の周波数または短い時系列の場合、ハイパーパラメーターは、auto.arimaの関数Package
'forecast'のクラン。24 以上の頻度または長い時系列の場合は、「Forecasting with long seasonal
periods」で説明するように、K = 4 のフーリエ級数を使用します。
表にないサポートされているデータ頻度のデフォルト値は、ts 頻度 1 に設定されます。

CNN-QR アルゴリズム
Amazon Forecast CNN-QR、畳み込みニューラルネットワーク - 分位点回帰は、因果畳み込みニューラル
ネットワーク (CNN) を使用してスカラー (1 次元) 時系列を予測するための独自の機械学習アルゴリズムで
す。この教師あり学習アルゴリズムは、時系列の大規模なコレクションから 1 つのグローバルモデルをト
レーニングし、分位数デコーダーを使用して確率的予測を行います。
トピック
• CNN-QR の開始方法 (p. 122)
• CNN-QR の仕組み (p. 123)
• CNN-QR での関連データの使用 (p. 124)
• CNN-QR ハイパーパラメータ (p. 124)
• ヒントとベストプラクティス (p. 126)

CNN-QR の開始方法
CNN-QR を使用して予測子をトレーニングするには、次の 2 つの方法があります。
1. CNN-QR アルゴリズムを手動で選択します。
2. AutoML の選択 (CNN-QR は AutoML の一部です)。
使用するアルゴリズムがわからない場合は、AutoML を選択することをお勧めします。これによ
り、Forecast は、データに対して最も正確なアルゴリズムである場合に CNN-QR を選択します。CNN-
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QR が最も正確なモデルとして選択されたかどうかを確認するには、DescribePredictorAPI またはコンソー
ルでプレディクター名を選択します。
CNN-QR の主なユースケースは次のとおりです。
• 大規模で複雑なデータセットを使用した予測 - CNN-QR は、大規模で複雑なデータセットを使用してト
レーニングした場合に最適に機能します。ニューラルネットワークは多くのデータセットから学習でき
ます。これは、関連する時系列と項目メタデータがある場合に役立ちます。
• 履歴の関連する時系列を使用した予測 - CNN-QR では、関連する時系列に予測期間内のデータポイン
トを含める必要はありません。この追加された柔軟性により、商品の価格、イベント、ウェブメトリク
ス、製品カテゴリなど、関連する時系列および項目メタデータを幅広く含めることができます。
• 特殊なケースの予測 - CNN-QR は、既存の履歴データがほとんどないか、まったくないコールドスター
トシナリオに使用できます。項目メタデータと関連する時系列を使用して、コールドスタート予測を生
成できます。トレーニング済みモデルで関連する時系列データのさまざまなバージョンを使用すること
により、さまざまなシナリオと反実仮想に対して What-if 分析を実行できます。

CNN-QR の仕組み
CNN-QR は sequence-to-sequence 確率的予測のためのモデル。エンコードシーケンスを条件として、予
測がデコードシーケンスをどれだけ適切に再構築するかをテストします。
このアルゴリズムでは、エンコードシーケンスとデコードシーケンスでさまざまな特徴を使用できるた
め、エンコーダーで関連する時系列を使用し、デコーダーから除外することができます (その逆も可能で
す)。デフォルトでは、予測期間内のデータポイントに関連する時系列は、エンコーダーとデコーダーの両
方に含まれます。予測期間にデータポイントがない関連する時系列は、エンコーダーにのみ含まれます。
CNN-QR は、学習可能な特徴抽出機能として使用できる階層的因果 CNN を使用して分位点回帰を実行し
ます。
週末の急増などの時間依存パターンの学習を容易にするために、CNN-QR は時系列の詳細度に基づいて特
徴の時系列を自動的に作成します。たとえば、CNN-QR は 2 つの特徴時系列を作成します（day-of-month
そして day-of-year）を毎週の時系列頻度で送信します。アルゴリズムは、このように派生した特徴の時
系列を使用するだけでなく、トレーニングと推論の間にユーザーが提供するカスタムの特徴の時系列も
使用します。次の例は、ターゲット時系列である zi,t と、派生した 2 つの時系列の特徴を示していま
す。ui,1,t はその日の時間を表し、ui,2,t はその曜日を表します。

CNN-QR は、データの頻度とトレーニングデータのサイズに基づいて、これらの特徴の時系列を自動的に
組み込みます。次の表に、サポートされている基本的な頻度ごとに、派生させることのできる特徴を示し
ます。
時系列の頻度

派生する特徴

分

minute-of-hour, hour-of-day, day-of-week, day-of-month, day-of-year
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時系列の頻度

派生する特徴

時間

hour-of-day, day-of-week, day-of-month, day-of-year

日

day-of-week, day-of-month, day-of-year

週

week-of-month, week-of-year

月

month-of-year

トレーニング中、トレーニングデータセットの各時系列は、固定された事前定義済みの長さを持つ、隣接
するコンテキストウィンドウと予測ウィンドウのペアで構成されます。これを次の図に示します。コンテ
キストウィンドウは緑色で表され、予測ウィンドウは青色で表されています。
特定のトレーニングセットでトレーニングされたモデルを使用すると、トレーニングセット内の時系列の
予測と他の時系列の予測を生成できます。トレーニングデータセットは、関連する時系列と項目メタデー
タのリストに関連付けられている可能性のあるターゲット時系列で構成されています。
以下の図は、インデックス i が付されたトレーニングデータセットの要素に対してこれがどのように機能
するかを示しています。トレーニングデータセットは、ターゲット時系列 zi,t、および 2 つの関連付けら
れた関連する時系列 xi,1,t と xi,2,t から構成されます。最初の関連する時系列である xi,1,t はフォワー
ドルックの時系列であり、2 番目の時系列である xi,2,t は履歴時系列です。

CNN-QR は、ターゲット時系列である zi,t と、関連する時系列である xi,1,t および xi,2,t を学習して、
予測ウィンドウで予測を生成します。これは、オレンジ色の線で表されます。

CNN-QR での関連データの使用
CNNQR は、関連する時系列データセットとフォワードルックの関連する時系列データセットの両方を
サポートします。将来を見据えた関連時系列データセットを提供する場合、欠落している値はfuture 充填
方法 (p. 59)。履歴およびフォワードルックの関連する時系列の詳細については、「Using Related Time
Series Datasets (p. 44)」(関連する時系列データセットの使用) を参照してください。
CNN-QR で項目メタデータデータセットを使用することもできます。これらは、ターゲット時系列の項
目に関する静的情報を含むデータセットです。項目メタデータは、履歴データがほとんどないか、まっ
たくないコールドスタート予測シナリオで特に役立ちます。項目メタデータの詳細については、「Item
Metadata (p. 48)」(項目メタデータ) を参照してください。

CNN-QR ハイパーパラメータ
Amazon Forecast は、選択したハイパーパラメータで CNN-QR モデルを最適化します。CNN-QR を手動
で選択する場合、これらのハイパーパラメータのトレーニングパラメータを渡すオプションがあります。
次の表に、CNN-QR アルゴリズムの調整可能なハイパーパラメータを示します。
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Parameter Name

値

説明

context_length

有効な値

予測を生成する前にモデルが読み込む時間ポイン
トの数。通常、CNN-QR はそれ以上の履歴データ
を調べるためにラグを使用しないため、CNN-QR
の context_length の値は DeepAR+ よりも大き
くなります。

正の整数
有効範囲
1～500

context_length の値が事前定義された
範囲外の場合、CNN-QR は、デフォルトの
context_length を適切な値に自動的に設定しま
2*
ForecastHorizon す。
から 12 *
ForecastHorizon

一般的な値

調整可能な HPO
はい
use_related_data

有効な値

モデルに含める関連する時系列データの種類を決
定します。

ALL

次の 4 つのオプションのいずれかを選択します。

NONE

• ALL: 提供されたすべての関連する時系列を含め
ます。
• NONE: 提供されているすべての関連する時系列
FORWARD_LOOKING
を除外します。
デフォルト値
• HISTORICAL: 予測範囲にまで及ばない関連する
時系列のみを含めます。
ALL
• FORWARD_LOOKING: 予測範囲にまで及ぶ関連す
調整可能な HPO
る時系列のみを含めます。
はい
HISTORICAL

HISTORICAL はすべての履歴の関連する時
系列を含み、FORWARD_LOOKING はすべての
フォワードルックの関連する時系列を含みま
す。HISTORICAL または FORWARD_LOOKING の関
連する時系列のサブセットを選択することはでき
ません。
use_item_metadata

有効な値

モデルに項目のメタデータが含まれるかどうかを
決定します。

ALL

2 つのオプションのいずれかを選択します。

NONE
デフォルト値

• ALL: 提供されたすべての項目メタデータを含め
ます。
• NONE: 提供されたすべての項目メタデータを除
外します。

ALL
調整可能な HPO
はい

use_item_metadata は、提供されたすべての項
目メタデータを含むか、何も含まないかのいずれ
かです。項目メタデータのサブセットを選択する
ことはできません。
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Parameter Name

値

説明

epochs

有効な値

トレーニングデータの完全なパスの最大数。デー
タセットが小さいほど、より多くのエポックが必
要になります。

正の整数
一般的な値

ForecastHorizon と context_length の値が
大きい場合は、エポックを減らしてトレーニング
時間を改善することを検討してください。

10～1000
デフォルト値
100
調整可能な HPO
いいえ

ハイパーパラメータの最適化 (HPO)
ハイパーパラメータの最適化 (HPO) は、特定の学習目標に最適なハイパーパラメータ値を選択するタスク
です。Forecast を使用すると、このプロセスを 2 つの方法で自動化できます。
1. AutoML を選択すると、CNN-QR に対して HPO が自動的に実行されます。
2. CNN-QR を手動で選択して PerformHPO = TRUE を設定します。
関連する時系列と項目のメタデータを追加しても、CNN-QR モデルの精度が常に向上するとは限りませ
ん。AutoML を実行するか、HPO を有効にすると、CNN-QR は、提供された関連する時系列と項目メタ
データがある場合とない場合のモデルの精度をテストし、最も精度の高いモデルを選択します。
Amazon Forecast は、HPO 中に次の 3 つのハイパーパラメータを自動的に最適化し、最終的にトレーニ
ングされた値を提供します。
• context_length - ネットワークが参照できる過去の長さを決定します。HPO プロセスは、トレーニング
時間を考慮しながら、モデルの精度を最大化する context_length の値を自動的に設定します。
• use_related_data - モデルに含める関連する時系列データの形式を決定します。HPO プロセスは、関連
する時系列データがモデルを改善するかどうかを自動的にチェックし、最適な設定を選択します。
• use_item_metadata - モデルに項目メタデータを含めるかどうかを決定します。HPO プロセスは、項目
メタデータがモデルを改善するかどうかを自動的にチェックし、最適な設定を選択します。

Note
Holiday の補足的な特徴が選択されている場合に use_related_data が NONE もしくは
HISTORICAL に設定されているときは、これは祝祭日データを含めてもモデルの精度が向上しな
いことを意味します。
PerformHPO = TRUE を手動選択中に設定した場合は、context_length ハイパーパラメータの HPO
構成を設定できます。ただし、AutoML を選択した場合、HPO 設定のどの側面も変更できません。HPO 設
定の詳細については、を参照してください。IntergerParameterRangeAPI。

ヒントとベストプラクティス
大きな値は避けてください ForecastHorizon-100 を超える値をForecastHorizonトレーニング時間が長
くなり、モデルの精度が低下する可能性があります。未来の予測をさらに生成するには、より高い頻度で
情報を集約することを検討してください。たとえば、1min ではなく 5min を使用します。
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CNN はより長いコンテキスト長を可能にする - CNN-QR を使用することで、context_length を
DeepAR+ よりもわずかに長く設定できます。これは、CNN が一般に RNN よりも効率的であることによ
ります。
関連データの特徴エンジニアリング - モデルをトレーニングするときに、関連する時系列と項目メタデー
タのさまざまな組み合わせを試して、追加情報によって精度が向上するかどうかを評価します。関連する
時系列と項目のメタデータのさまざまな組み合わせと変換により、さまざまな結果が得られます。
CNN-QR は平均分位数では予測しない— 設定した場合ForecastTypesにmeanと CreateForecastAPI、予
測は代わりに中央分位で生成されます（0.5またはP50).
コールドスタート項目の予測 – CNN-QR などのグローバルモデルは、ターゲット時系列、関連する時系
列、および項目メタデータ全体で学習するため、コールドスタートシナリオに適しています。CNN-QR
は、履歴データを使用して他の項目と同様の特性を共有する新しい項目と SKU の需要を予測できます。使
用を開始するには、このサンプルノートブックに従います。
What-if 分析 – トレーニング済みの CNN-QR モデルで履歴およびフォワードルックの関連する時系列デー
タのさまざまなバージョンを使用することにより、さまざまなシナリオおよび反実仮想の予測を作成で
きます。例えば、プロモーションがある場合とない場合の製品の需要を予測できます。使用を開始するに
は、このサンプルノートブックに従います。

DeepAR+ アルゴリズム
Amazon Forecast DeepAR は、再帰型ニューラルネットワーク (RNN) を使用してスカラー (1 次元) 時系列
を予測するための、教師あり学習アルゴリズムです。自己回帰和分移動平均 (ARIMA) や指数平滑法 (ETS)
などの古典的な予測方法は、1 つのモデルを個々の時系列に適合させ、そのモデルを使用して時系列を未
来に当てはめます。ただし多くのアプリケーションでは、一連の横断的な単位にわたって同様の時系列
が多数あります。これらの時系列グループは、さまざまな製品、サーバーの負荷、およびウェブページの
リクエストを要求します。この場合、これらすべての時系列で、連携して単一のモデルをトレーニングす
ることが効果的です。DeepAR+ はこのアプローチを使用します。データセットに何百もの特徴の時系列
データが含まれている場合、DeepAR+ アルゴリズムは標準の ARIMA や ETS メソッドよりも優れていま
す。トレーニングしたモデルを使用して、トレーニングしたモデルと似た新しい時系列の予測を生成する
こともできます。

Python ノートブック
にとって step-by-step Deepar+ アルゴリズムの使用に関するガイドについては、DeepAR プラス
のの開始方法。
トピック
• DeepAR+ の仕組み (p. 127)
• DeepAR+ ハイパーパラメータ (p. 129)
• DeepAR+ モデルを調整する (p. 132)

DeepAR+ の仕組み
トレーニング中、DeepAR+ はトレーニングデータセットとオプションのテストデータセットを使用しま
す。テストデータセットは、トレーニングされたモデルを評価するために使用されます。一般的に、ト
レーニングデータセットとテストデータセットに同じ一連の時系列を含める必要はありません。特定の
トレーニングセットでトレーニングされたモデルを使用すると、トレーニングセット内の時系列の今後の
予測と他の時系列の予測を生成できます。トレーニングデータセットとテストデータセットはどちらも
(可能な場合は複数の) ターゲット時系列で構成されています。オプションで、特徴の時系列のベクトルと
カテゴリの特徴のベクトルに関連付けることができます (詳細についてはDeepAR 入出力インターフェー
ス()SageMaker デベロッパーガイド). 次の例は、インデックス i が付されたトレーニングデータセットの
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要素に対してこれがどのように機能するかを示しています。トレーニングデータセットは、ターゲット時
系列 zi,t、および 2 つの関連する特徴の時系列 xi,1,t と xi,2,t から構成されます。

ターゲット時系列には欠落した値が含まれている可能性があります (グラフでは時系列の切れ目で示され
ています)。DeepAR+ は、今後認識される特徴の時系列のみをサポートします。これにより、事実に反し
た「what-if」シナリオを実行できます。たとえば、「製品の価格を何らかの方法で変更した場合はどうな
りますか?」などです。
各ターゲット時系列は、複数のカテゴリ別特徴に関連付けることもできます。これらを使用して、時系列
が特定のグループに属していることをエンコードできます。カテゴリ別特徴を使用すると、モデルはそれ
らのグループ化の典型的な動作を学習することができ、それによって精度が向上します。モデルはこれを
実装するために、グループ内のすべての時系列の共通プロパティをキャプチャする各グループの埋め込み
ベクトルを学習します。
週末の急増などの時間依存パターンの学習を容易にするために、DeepAR+ は時系列の詳細度に基づいて
特徴の時系列を自動的に作成します。たとえば、DeepAR+ は、週に 1 回の頻度で 2 つの特徴の時系列 (月
初からの日付と年初からの日付) を作成します。DeepAR+ は、このように派生した特徴の時系列を使用す
るだけでなく、トレーニングと推論の間にユーザーが提供するカスタムの特徴の時系列も使用します。次
の例は、派生した 2 つの時系列の特徴を示しています。ui,1,t はその日の時間を表し、ui,2,t はその曜日
を表します。

DeepAR+ は、データの頻度とトレーニングデータのサイズに基づいて、これらの特徴の時系列を自動的
に組み込みます。次の表に、サポートされている基本的な頻度ごとに、派生させることのできる特徴を示
します。
時系列の頻度

派生する特徴

分

minute-of-hour, hour-of-day, day-of-week, day-of-month, day-of-year

時間

hour-of-day, day-of-week, day-of-month, day-of-year

日

day-of-week, day-of-month, day-of-year

週

week-of-month, week-of-year

月

month-of-year
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DeepAR+ モデルは、トレーニングデータセットの各時系列からいくつかのトレーニング例をランダムに
サンプリングすることによってトレーニングされます。各トレーニング例は、事前定義された固定長を持
つ一対の隣接コンテキストと予測ウィンドウで構成されています。context_length ハイパーパラメー
タは、どの程度の過去まで遡ってネットワークを調べられるのかを制御し、ForecastHorizon パラメー
タは、どの程度の未来まで予測を生成できるかを制御します。トレーニング中、Amazon Forecast は、指
定された予測長より時系列が短いトレーニングデータセット内の要素を無視します。次の例は、要素 i か
ら抽出された、コンテキストの長さ (緑でハイライト表示) が 12 時間、予測の長さ (青でハイライト表示)
が 6 時間の 5 つのサンプルを示しています。簡潔にするために、特徴の時系列 xi,1,t と ui,2,t は除外し
ました。

季節的パターンをキャプチャするために、DeepAR+ はターゲット時系列から遅延した (過去の期間の) 値
も自動的にフィードします。1 時間に 1 回の頻度で各時間インデックス t = T のサンプルを取得したこの
例では、モデルは zi,t 値を公開します。これらは過去約 1、2、および 3 日 (ピンクでハイライト表示) に
発生したものです。

トレーニングされたモデルは、推論のために、トレーニング中に使用されたかどうかにかかわらず、
ターゲット時系列を入力として受け取り、それ以降の ForecastHorizon 値の確率分布を予測しま
す。DeepAR+ はデータセット全体についてトレーニングされるため、予測では同様の時系列からの学習
パターンが考慮されます。
Deepar+ の基礎となる数学については、以下を参照してください。DeepAR: 自己回帰再帰ネットワークに
よる確率的予測コーネル大学図書館のウェブサイトで。

DeepAR+ ハイパーパラメータ
次の表は、DeepAR+ アルゴリズムで使用できるハイパーパラメータのリストです。太字のパラメータ
は、ハイパーパラメータ最適化 (HPO) に関与します。
Parameter Name

説明

context_length

予測を生成する前にモデルが読み込む時間ポイントの数。このパラメータの値
は、ForecastHorizon とほぼ同じである必要があります。モデルはターゲッ
トからの遅延入力も受信するため、context_length は一般的な季節性よりも
はるかに小さくなります。たとえば、毎日の時系列が年次的な季節性を持つ場
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Parameter Name

説明
合があります。このモデルには 1 年間の遅延が自動的に含まれるため、コンテ
キストの長さは 1 年よりも短くなります。モデルが選択する遅延値は、時系列
の頻度によって異なります。たとえば、毎日の頻度の遅延値は、前の週、2 週
間、3 週間、4 週間、および 1 年です。
有効な値
正の整数
一般的な値
ceil(0.1 * ForecastHorizon) to min(200, 10 * ForecastHorizon)
デフォルト値
2 * ForecastHorizon

epochs

トレーニングデータへのパスの最大数。最適な値は、データサイズと学習レー
トによって異なります。データセットが小さく、学習率が低くなると、いずれ
もエポック数が多くなり、良好な結果が得られます。
有効な値
正の整数
一般的な値
10～1000
デフォルト値
500

learning_rate

トレーニングで使用する学習レート。
有効な値
正の浮動小数点数
一般的な値
0.0001～0.1
デフォルト値
0.001

learning_rate_decay学習率が低下するレート。学習レートは多くても
max_learning_rate_decays 回減少し、その後はトレーニングが停止しま
す。このパラメータが使用されるのは、max_learning_rate_decays が 0
より大きい場合のみです。
有効な値
正の浮動小数点数
一般的な値
0.5～0.8
デフォルト値
0.5
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Parameter Name

説明

likelihood

モデルは確率予測を生成し、分散の変位値を提供してサンプルを返すことがで
きます。データによっては、不確実性予測に使用される適切な尤度 (ノイズモデ
ル) を選択します。
有効な値
• beta: 0 ～ 1 の範囲内 (0 と 1 を含む) の実数値ターゲットに使用します。
• deterministic-L1: 不確実性を予測せず、ポイント予測のみ学習する損失
関数。
• gaussian: 実数値のデータに使用します。
• negative-binomial: データ (負ではない整数) の合計に使用します。
• piecewise-linear: 柔軟なディストリビューションに使用します。
• student-T: バースト性データの実数値データにこの方法を使用します。
デフォルト値
student-T

学習レートの減少が起きた場合のその最大回数。
max_learning_rate_decays
有効な値
正の整数
一般的な値
0～10
デフォルト値
0
num_averaged_modelsDeepAR+ では、トレーニングの軌跡に複数のモデルが含まれる可能性がありま
す。各モデルの予測の長所と短所は異なる場合があります。DeepAR+ は、すべ
てのモデルの長所を活用するために、モデルの動作を平均化できます。
有効な値
正の整数
一般的な値
1～5
デフォルト値
1
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Parameter Name

説明

num_cells

RNN の非表示のレイヤーごとに使用するセルの数。
有効な値
正の整数
一般的な値
30～100
デフォルト値
40

num_layers

RNN の非表示レイヤーの数。
有効な値
正の整数
一般的な値
1～4
デフォルト値
2

DeepAR+ モデルを調整する
Amazon Forecast DeepAR+ モデルを調整するには、以下の推奨事項に従って、トレーニングプロセスと
ハードウェア構成を最適化してください。

プロセス最適化のためのベストプラクティス
最良の結果を得るためには、以下の推奨事項に従ってください。
• トレーニングとテストのデータセットを分割する場合を除き、トレーニングとテストのため、および推
論のためにモデルを呼び出す際には、常に時系列全体を提供します。context_length の設定方法に
かかわらず、時系列を分割したり、その一部だけを指定したりしないでください。モデルは、遅延値の
特徴には、context_length より後ろのデータポイントを使用します。
• モデルを調整するために、データセットをトレーニングデータセットとテストデータセットに分割す
ることができます。典型的な評価シナリオでは、トレーニングで使用したのと同じ時系列でモデルを
テストする必要がありますが、トレーニング中に表示される最後の時間ポイントの直後に発生する
ForecastHorizon 時間ポイントでモデルをテストします。これらの基準を満たすトレーニングデータ
セットとテストデータセットを作成するには、データセット全体 (すべての時系列) をテストデータセッ
トとして使用し、トレーニング用の各時系列から最後の ForecastHorizon ポイントを削除します。こ
のようにトレーニング中には、モデルはテスト時に評価される時間ポイントのターゲット値を確認しま
せん。テストフェーズでは、テストデータセット内の各時系列の最後の ForecastHorizon ポイントが
保留され、予測が生成されます。その後、予測が最後の ForecastHorizon ポイントの実際の値と比較
されます。より複雑な評価を作成するには、テストデータセット内で時系列を複数回繰り返しますが、
それぞれ異なる終了ポイントで切り捨てます。これにより、さまざまな時間ポイントからの複数の予測
で平均化された精度メトリクスが生成されます。
• ForecastHorizon に非常に大きい値 (> 400) を使用することは避けてください。このような値を設定
すると、モデルの速度が遅くなり、精度が低下します。未来の予測をさらに生成するには、より高い頻
度で情報を集約することを検討してください。たとえば、1min ではなく 5min を使用します。
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• 遅延のために、モデルは context_length より前を確認することができます。そのため、このパ
ラメータを大きい値に設定する必要はありません。このパラメータの開始点として推奨されるの
は、ForecastHorizon と同じ値です。
• 可能な限り多くの時系列で DeepAR+ モデルをトレーニングします。単一の時系列でトレーニングされ
た DeepAR+ モデルも問題なく機能する可能性はありますが、ARIMA や ETS などの標準的な予測方法
を使用すると、正確性が増し、そのユースケースへの適合性が高まるように調整される可能性がありま
す。データセットに何百もの特徴の時系列データが含まれている場合、DeepAR+ は標準の方法より優
れた性能を発揮するようになります。DeepAR+ では現在、すべてのトレーニング時系列にわたって利
用可能な観測の総数が 300 以上であることが要求されます。
• DeepAR+ は、ターゲット時系列、関連する時系列、および項目メタデータ全体で学習するため、コー
ルドスタートシナリオに適しています。DeepAR+ は、履歴データを使用して他の項目と同様の特性を
共有する新しい項目と SKU の需要を予測できます。使用を開始するには、このサンプルノートブックに
従います。

指数平滑法 (ETS) のアルゴリズム
指数平滑法 (ETS) は、時系列予測に一般的に使用される局所統計アルゴリズムです。Amazon Forecast
ETS アルゴリズムでは、ETS 関数のPackage 'forecast'包括Rアーカイブネットワーク (CRAN) の。

ETS の仕組み
ETS アルゴリズムは、季節性およびデータに関する他の事前の仮定を含むデータセットに特に役立ちま
す。ETS では、予測として、入力時系列データセットにおけるすべての観測値の加重平均を計算します。
単純移動平均法では、重みは一定はなく、時間の経過とともに指数関数的に減少します。重みは、定数パ
ラメータ (平滑化パラメータとも呼ばれる) に依存します。

ETS のハイパーパラメータおよびチューニング
ETS ハイパーパラメータとチューニングの詳細については、etsの関数に関するドキュメンテーショ
ンパッケージ「予測」のクラン。
Amazon Forecast はDataFrequencyで指定されたパラメータCreateDataset (p. 233)へのオペレーショ
ンfrequencyR のパラメータts次の表を使用して関数を実行します。
DataFrequency (文字列)

R ts frequency (整数)

Y

1

M

12

W

52

D

7

H

24

30 分

2

15 分

4

10 分

6

5分

12

1 min

60
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表にないサポートされているデータ頻度のデフォルト値は、ts 頻度 1 に設定されます。

ノンパラメトリック時系列 (NPTS) のアルゴリズム
Amazon Forecast ノンパラメトリック時系列 (NPTS) のアルゴリズムは、スケーラブルで確率的なベース
ライン予測機能です。過去の観測からサンプリングすることにより、特定の時系列の未来の価値分布を予
測します。予測は観測値によって制限されます。時系列が断続的 (またはスパース、多くの 0 を含む) かつ
バースト的であり場合、NPTS は特に便利です。たとえば、時系列に多数の低カウントがある個々のアイ
テムの需要の予測などです。Amazon Forecast は、過去の観測のどれをサンプリングするかが異なり、か
つどのようにサンプリングされるかが異なる、NPTS のバリアントを提供します。NPTS バリアントを使
用するには、ハイパーパラメータ設定を選択します。

NPTS の仕組み
指数平滑法 (ETS) や自己回帰和分移動平均 (ARIMA) などの古典的な予測方法と同様に、NPTS は各時系列
の予測を個別に生成します。データセットの時系列は長さが異なっていて構いません。観察が利用可能で
ある時間ポイントはトレーニング範囲と呼ばれ、予測が望まれる時間ポイントは予測範囲と呼ばれます。
Amazon Forecast NPTS の予測者には、次のバリエーションがあります。NPTS、季節性 NPTS、気候学
的予測機能および季節性気候学的予測機能など。
トピック
• NPTS (p. 134)
• 季節性 NPTS (p. 134)
• 気候学的予測機能 (p. 134)
• 季節性気候学的予測機能 (p. 135)
• 季節性の特徴 (p. 135)
• ベストプラクティス (p. 135)

NPTS
このバリアントで、予測は、時系列のトレーニング範囲内のすべての観測値からサンプリングすることに
よって生成されます。ただし、すべての観測値から一様にサンプリングするのではなく、このバリアント
では、予測が必要な現在の時間ステップからどれほど離れているかに応じて、過去の各観測値に重みを割
り当てます。特に、過去の観測値がどれほど離れているかに応じて指数関数的に減衰する重みを使用しま
す。このように、最近の過去からの観測値は、遠い過去からの観測値よりもはるかに高い確率でサンプリ
ングされます。これは、近い過去が遠い過去より未来のためにより指標的であるということを前提として
います。重みの減衰量を制御するには、exp_kernel_weights ハイパーパラメータを使用します。
Amazon Forecast でこの NPTS バリアントを使用するには、use_seasonal_model ハイパーパラメータ
を False に設定し、他のすべてのデフォルト設定を受け入れます。

季節性 NPTS
季節性 NPTS のバリアントは、NPTS と似ていますが、すべての観測からサンプリングするのではなく、
過去の季節の観測のみを使用する点が異なります。デフォルトでは、季節は時系列の詳細度によって決ま
ります。たとえば、1 時間ごとの時系列で時間 t の予測を生成するには、このバリアントは前日の時間 t に
対応する観測値からサンプリングします。NPTS と同様に、前日の t 時の観測値は、それより前の日の t 時
の観測値よりも重要度が高くなります。時系列の詳細度に基づいて季節性を判断する方法について詳しく
は、the section called “季節性の特徴” (p. 135)を参照してください。

気候学的予測機能
気候学的予測機能のバリアントは、過去の観測すべてを一様な確率でサンプリングします。
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気候学的予測機能を使用するには、kernel_type ハイパーパラメータを uniform
に、use_seasonal_model ハイパーパラメータを False に設定します。他のすべてのハイパーパラ
メータのデフォルト設定を受け入れます。

季節性気候学的予測機能
季節性 NPTS と同様に、季節性気候学的予測機能は、過去の季節からの観測値をサンプリングしますが、
それらを一様な確率でサンプリングします。
季節性気候学的予測機能を使用するには、kernel_type ハイパーパラメータを uniform に設定しま
す。他のすべてのハイパーパラメータについては、他のすべてのデフォルト設定を受け入れます。

季節性の特徴
季節性 NPTS と季節性気候学的予測機能の季節に対応するものを判断するには、次の表にリストされてい
る特徴を使用します。この表には、詳細度に基づいて、サポートされている基本的な時間頻度で派生する
特徴をリストします。Amazon Forecast にはこれらの特徴の時系列が含まれているのため、それらを提供
する必要はありません。
時系列の頻度

季節性を判断する特徴

分

時間あたりの分

時間

日あたりの時間

日

曜日

週

月あたりの日

月

月

ベストプラクティス
Amazon Forecast NPTS のアルゴリズムを使用する際には、データを準備して最適な結果を得るために、
次のベストプラクティスを考慮してください。
• NPTS は各時系列の予測を個別に生成するため、予測のためにモデルを呼び出すときには時系列全体を
指定します。また、context_length ハイパーパラメータのデフォルト値を受け入れます。これによ
り、アルゴリズムで時系列全体が使用されます。
• トレーニングデータが長すぎるために context_length を変更する場合は、十分な大きさであり、過
去の複数の季節をカバーできることを確認してください。たとえば、毎日の時系列の場合、この値は
365 日以上でなければなりません (ただし、その量のデータがある場合)。

NPTS のハイパーパラメータ
次の表は、NPTS アルゴリズムで使用できるハイパーパラメータのリストです。
パラメータ名

説明

context_length

モデルが予測を生成するために使用する過去の時間ポイントの数。デフォルト
では、トレーニング範囲内のすべての時点ポイントが使用されます。通常、
このハイパーパラメータの値は大きくなければならず、過去の複数の季節をカ
バーする必要があります。たとえば、毎日の時系列の場合、この値は 365 日以
上である必要があります。
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パラメータ名

説明
有効な値
正の整数
デフォルト値
トレーニング時系列の長さ

kernel_type

過去の観測値のサンプリングに使用する重みを定義するためのカーネル。
有効な値
exponential または uniform
デフォルト値
exponential

exp_kernel_weights

kernel_type が exponential の場合にのみ有効です。
カーネルのスケーリングパラメータ。遠い過去の観測に割り当てられた重みを
より速く (指数関数的に) 減衰させるためには、大きい値を使用してください。
有効な値
正の浮動小数点数
デフォルト値
0.01

use_seasonal_model

季節性のバリアントを使用するかどうか。
有効な値
True または False
デフォルト値
True

use_default_time_features
季節性 NPTS および季節性気候学的予測機能のバリアントにのみ有効です。
季節性を判断するために時系列の詳細度に基づいて季節性の特徴を使用するか
どうか。
有効な値
True または False
デフォルト値
True

Prophet アルゴリズム
Prophet は、人気のある局所的なベイズ構造時系列モデルです。Amazon Forecast の Prophet のアルゴリ
ズムでは、Prophet の Python 実装の Prophet クラスを使用します。
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Prophet の仕組み
Prophet は、以下のようなデータセットに特に役立ちます。
• 長期 (月次、年次) にわたる詳細な履歴観測 (毎時、日次、週次) を含む
• 複数の強い季節性を持つ
• 以前に認識されていた、重要だが不規則なイベントを含む
• データポイントがないか、大きな外れ値がある
• 限界に近づいている非線形成長トレンドがある
Prophet は、区分線形またはロジスティック成長曲線の傾向を持つ加法回帰モデルです。このモデルに
は、フーリエ級数を使用してモデル化された季節性 (年) コンポーネントと、ダミー変数を使用してモデル
化された季節性 (週) コンポーネントがあります。
詳細については、「Prophet: スケールに応じた予測」を参照してください。

Prophet のハイパーパラメータと関連する時系列
Amazon Forecast は、デフォルトの Prophet のハイパーパラメータを使用します。Prophet は、関連する
時系列もサポートしています。この機能は、関連する時系列 CSV ファイルで Amazon Forecast に提供さ
れています。
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予測の生成
Amazon Forecast 予測子を作成したら、予測を作成する準備は完了です。デフォルトでは、予測にはす
べての項目の予測が含まれます（item_id) 予測子のトレーニングに使用されるデータセットグループ内
の。ただし、予測の生成に使用される項目のサブセットを指定することはできます。
予測が作成されたら、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにエクスポートできます。
トピック
• 予測の作成 (p. 138)
• 時系列の指定 (p. 139)
• 予測のエクスポート (p. 140)
• 予測をクエリ (p. 142)

予測の作成
予測コンソールでForecast を作成できます。AWS CLI、またはAWSSDK。予測変数のステータスは次のよ
うになっている必要がありますアクティブ予測を生成する前に。
Console

予測を作成するには
1.
2.

AWS Management Console にサインインして、Amazon Forecast コンソール (https://
console.aws.amazon.com/forecast/) を開きます。
[Dataset groups] (データセットグループ) から、データセットグループを選択します。

3.

あなたのデータセットグループのダッシュボード、下予測の生成、選択してください予測の作
成。-予測の作成ページが表示されます。

4.

上に予測の作成ページForecast の詳細で、予測の名前を入力し、予測の作成に使用する予測変数
を選択します。

5.

にとってForecast 分位数、オプションで、確率的予測が生成される分位数。デフォルトの分位数
は、予測変数の作成時に指定した分位数です。
オプションで、次のラジオボタンを選択します選択したアイテム予測生成に使用される時系列の
サブセットを指定します。
オプションで、予測に任意のタグを追加します。詳細については、「」を参照してくださ
い。Amazon Forecast のリソースのタグ付け (p. 169)。
[Start] (開始) を選択します。-予測ページが表示されます。

6.
7.
8.

-ステータス列には、予測のステータスが一覧表示されます。Amazon Forecast で、予測の作成が
終了するまで待ちます。このプロセスには、数分以上かかることがあります。予測が作成される
と、ステータスは次のように変化しますアクティブ。
予測が作成されたので、予測をエクスポートできます。予測のエクスポート (p. 140) を参照し
てください。
CLI
を使用して予測を作成するにはAWS CLI、使用するものcreate-forecastコマンド。予測子の
Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。にとってforecast-types、オプションで、確率
的予測が生成される分位数。デフォルト値は、予測変数を作成したときに指定した分位数です。必
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要に応じて、予測に任意のタグを追加します。詳細については、「」を参照してください。Amazon
Forecast のリソースのタグ付け (p. 169)。
必須パラメータとオプションパラメータについては、を参照してくださ
い。CreateForecast (p. 255)。
aws forecast create-forecast \
--forecast-name forecast_name \
--forecast-types 0.1 0.5 0.9 \
--predictor-arn arn:aws:forecast:region:account_number:predictor/predictorName \
--tags Key=key1,Value=value1 Key=key2,Value=value2

Python
SDK for Python (Boto3) を使用して予測を作成するにはcreate_forecast方法。予測子のAmazon
リソースネーム (ARN) を指定します。にとってForecastTypes、オプションで、確率的予測が生
成される分位数。デフォルト値は、予測変数を作成したときに指定した分位数です。必要に応じて、
予測に任意のタグを追加します。詳細については、「」を参照してください。Amazon Forecast のリ
ソースのタグ付け (p. 169)。
必須パラメータとオプションパラメータについては、を参照してくださ
い。CreateForecast (p. 255)。
import boto3
forecast = boto3.client('forecast')
create_forecast_response = forecast.create_forecast(
ForecastName = "Forecast_Name",
ForecastTypes = ["0.1", "0.5", "0.9"],
# optional, the default types/
quantiles are what you specified for the predictor
PredictorArn = "arn:aws:forecast:region:accountNumber:predictor/predictorName",
Tags = [
{
"Key": "key1",
"Value": "value1"
},
{
"Key": "key2",
"Value": "value2"
}
]
)
forecast_arn = create_forecast_response['ForecastArn']
print(forecast_arn)

時系列の指定
Note
時系列は、項目 (item_location) とデータセット内のすべてのディメンションの組み合わせです。
時系列のリストを指定するには、item_id とディメンション値によって時系列を識別する CSV ファイルを
S3 バケットにアップロードします。また、スキーマで時系列の属性と属性タイプを定義する必要がありま
す。
例えば、小売業者は、広告キャンペーンが特定の商品の売上にどのように影響するかを知りたい場合があ
ります。item_id) 特定の店舗で (store_location). このユースケースでは、item_id と store_location
の組み合わせである時系列を指定します。
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次の CSV ファイルは、次の 5 つの時系列を選択します。
1. Item_location、store_location: 001、store_location Seattle
2. Item_location、store_location: 001、store_location ニューヨーク
3. Item_location、store_location: 002、store_location Seattle
4. Item_location、store_location: 002、store_location ニューヨーク
5. Item_location、store_location: 003、store_location デンバー

001,
001,
002,
002,
003,

Seattle
New York
Seattle
New York
Denver

スキーマは、最初の列を item_id として定義し、2 番目の列を store_location として定義します。
指定した時系列のうち、入力データセットに含まれていない場合、Forecast の作成はスキップされます。
予測エクスポートファイルには、これらの時系列や予測値は含まれません。

予測のエクスポート
予測が作成されたら、Amazon S3 バケットにエクスポートできます。予測をエクスポートすると、予測が
CSV ファイルとして Amazon S3 バケットにコピーされ (デフォルト)、エクスポートされたデータには、
アイテム予測に加えて任意のアイテムメタデータデータセットのすべての属性が含まれます。予測をエク
スポートするときに、Parquet ファイル形式を指定できます。
エクスポートされた予測の精度（時間単位、日単位、週単位など）は、予測変数を作成したときに指定し
た予測頻度です。オプションで、以下を指定できますAWS Key Management Serviceキーを使用して、バ
ケットに書き込まれる前にデータを暗号化します。

Note
エクスポートファイルは、[Dataset Import] (データセットのインポート) から直接情報を返すこ
とができます。これにより、インポートされたデータに式またはコマンドが含まれている場合、
ファイルは CSV インジェクションに対して脆弱になります。このため、エクスポートされたファ
イルはセキュリティ警告を表示する可能性があります。悪意のあるアクティビティを回避するに
は、エクスポートされたファイルを読み取るときにリンクとマクロを無効にします。
Console

予測をエクスポートするには
1.

ナビゲーションペインで、データセットグループの [予測] を選択します。

2.

予測のラジオボタンを選択し予測エクスポートの作成。[Create forecast export (予測エクスポー
トの作成)] ページが表示されます。

3.

[Create forecast export (予測エクスポートの作成)] ページの [エクスポートの詳細] に次の情報を
入力します。
• [Export name] (エクスポート名) - 予測エクスポートジョブの名前を入力します。
• [Generated forecast] (生成された予測) - ドロップダウンメニューから、Step 3: Create a
Forecast で作成した予測を選択します。
• IAM ロール— デフォルトのままにするかカスタム IAM ロールの ARN を入力または選択してく
ださい新規ロールの作成Amazon Forecastにロールを作成してもらうこと。
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• カスタム IAM ロールの ARN— カスタム IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN) を入力
しますAmazon Forecast の IAM ロールを作成する (IAM コンソール) (p. 5)。
• KMS キー ARN— 使用するものAWS Key Management Serviceバケットの暗号化には、バケッ
トの Amazon リソースネーム (ARN) を指定しますAWS KMSキー。
• [S3 予測エクスポートの場所] - 次の形式を使用して、Amazon Simple Storage Service (Amazon
S3) バケットまたはバケットのフォルダの場所を入力します。
s3://<name of your S3 bucket>/<folder path>/
4.

[Create forecast export (予測エクスポートの作成)] を選択します。[my_forecast] ページが表示さ
れます。
Amazon Forecast で、予測のエクスポートが終了するまで待ちます。このプロセスには、数分以
上かかることがあります。予測がエクスポートされると、ステータスは次のように変化しますア
クティブ予測ファイルは Amazon S3 バケットで確認できます。

CLI
を使用して予測をエクスポートするにはAWS CLI使用するものexport-forecast-jobコマンド。
予測エクスポートジョブに名前を付け、エクスポートする予測の ARN を指定し、必要に応じてタグ
を追加します。向けのdestination、出力の Amazon S3 バケットへのパス、つまりで作成した IAM
ロールの ARN を指定します。Amazon Forecast の IAM ロールを作成する (IAM コンソール) (p. 5)、
使用するものAWS KMSバケット暗号化用のキー、キーの ARN。
必須のパラメータとオプションのパラメータの詳細については、「」を参照してくださ
い。CreateForecastExportJob (p. 259)操作。
forecast create-forecast-export-job \
--forecast-export-job-name exportJobName \
--forecast-arn arn:aws:forecast:region:acctNumber:forecast/forecastName \
--destination
S3Config="{Path='s3://bucket/folderName',RoleArn='arn:aws:iam::acctNumber:role/Role,
KMSKeyArn='arn:aws:kms:region:accountNumber:key/keyID'}"
--tags Key=key1,Value=value1 Key=key2,Value=value2

Python
SDK for Python (Boto3) を使用して予測をエクスポートするにはexport_forecast_job方法。予測
エクスポートジョブに名前を付け、エクスポートする予測の ARN を指定し、必要に応じてタグを追
加します。向けのDestination、出力の Amazon S3 バケットへのパス、つまりで作成した IAM ロー
ルの ARN を指定します。Amazon Forecast の IAM ロールを作成する (IAM コンソール) (p. 5)、使用
するものAWS KMSバケット暗号化用のキー、キーの ARN。
必須のパラメータとオプションのパラメータの詳細については、「」を参照してくださ
い。CreateForecastExportJob (p. 259)操作。
import boto3
forecast = boto3.client('forecast')
export_forecast_response = forecast.create_forecast_export_job(
Destination = {
"S3Config": {
"Path": "s3://bucketName/folderName/",
"RoleArn": "arn:aws:iam::accountNumber:role/roleName",
"KMSKeyArn": "arn:aws:kms:region:accountNumber:key/keyID"
}
},
ForecastArn = "arn:aws:forecast:region:accountNumber:forecast/forecastName",
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ForecastExportJobName = "export_job_name",
Tags = [
{
"Key": "key1",
"Value": "value1"
},
{
"Key": "key2",
"Value": "value2"
}
]

)
forecast_export_job_arn = export_forecast_response["ForecastExportJobArn"]
print(forecast_export_job_arn)

予測をクエリ
を使用して予測をクエリできますQueryForecast (p. 427)操作。デフォルトでは、予測の全範囲が返りま
す。完全な予測内で特定の日付範囲をリクエストできます。
予測をクエリする際、フィルタリング条件を指定する必要があります。フィルタはキーと値のペアです。
キーは、予測の作成に使用されるいずれかのデータセットのスキーマ属性名 (予測ディメンションを含む)
の 1 つです。値は、指定されたキーの有効な値です。複数のキーと値のペアを指定できます。返る予測に
は、すべての条件を満たすアイテムのみが含まれます。
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Forecast Explainability
Note
Forecast Explainability は、AutoPredictor から生成された Forecast でのみ使用できま
す。既存のレガシー予測子を AutoPredictor にアップグレードできます。「Upgrading to
AutoPredictor (p. 66)」(AutoPredictor へのアップグレード) を参照してください。
Forecast Explainability は、データセット内の属性が特定の時系列 (項目とディメンションの組み合わ
せ) および時間ポイントの予測にどのように影響するかをよりよく理解するのに役立ちます。Forecast
は、Impact スコアと呼ばれるメトリクスを使用して、各属性の相対的な影響を定量化し、それらが予測値
を増加させるか減少させるかを決定します。
例えば、ターゲットが sales であり、price および color といった関連する 2 つの属性がある予測シナ
リオについて考えてみます。Forecast では、商品の色が、特定の商品の売上には大きな影響を与えるが、
他の商品に対する影響はごくわずかであると判断する可能性があります。また、夏のプロモーションは売
上に大きな影響を与えるが、冬のプロモーションはほとんど効果がないと判断する可能性もあります。
Forecast Explainability を有効にするには、関連する時系列、項目メタデータ、または祝祭日や Weather
Index などの追加のデータセットの少なくとも 1 つを予測子に含める必要があります。
データセット内のすべての時系列と時間ポイントについての集約された Impact スコアを表示す
るには、Forecast Explainability の代わりに Predictor Explainability を使用します。「Predictor
Explainability (p. 109)」(予測子の Explainability) を参照してください。

Python ノートブック
aの場合 step-by-step Forecast の説明可能性に関するガイドについては、「」を参照してくださ
い。項目レベルの説明可能性。
トピック
• 影響スコアの解釈 (p. 143)
• Forecast Explainability の作成 (p. 144)
• Forecast Explainability の視覚化 (p. 148)
• Forecast Explainability のエクスポート (p. 148)
• 制約事項とベストプラクティス (p. 150)

影響スコアの解釈
影響スコアは、予測値に対する相対的な影響属性を測定します。例えば、「price」属性の影響スコアが
「store location」属性の 2 倍である場合、商品の料金は、予測値に対して、店舗の場所の 2 倍の影響を及
ぼすと結論付けることができます。
影響スコアは、属性が予測値を増加させるか減少させるかに関する情報も提供します。コンソールでは、
これは 2 つのグラフで示されます。青いバーのある属性は予測値を増やし、赤いバーのある属性は予測値
を減らします。
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Impact スコアは、絶対的な影響ではなく、属性の相対的な影響を測定することに注意することが重要で
す。したがって、Impact スコアで、特定の属性がモデルの精度が向上するかどうかを判断することはでき
ません。属性の Impact スコアが低い場合、それは必ずしも予測値への影響が少ないことを意味するわけで
はありません。これは、予測子が使用する他の属性よりも予測値への影響が少ないことを意味します。
すべてのインパクトスコアまたは一部のインパクトスコアがゼロになる場合があります。これは、フィー
チャが予測値に影響を与えない場合に発生する可能性があります。 AutoPredictor ML 以外のアルゴリズム
のみを使用したか、関連する時系列またはアイテムのメタデータを提供していない。
Forecast Explainability については、影響スコアには、次の 2 つの形式があります。正規化されたインパク
トスコアと Raw インパクトスコア。生の影響スコアはシャープレイ値に基づいており、スケーリングまた
は制限されていません。正規化された影響スコアは、生のスコアを -1 から 1 の間の値にスケールします。
生の影響スコアは、さまざまな Explainability リソース間でスコアを組み合わせて比較するのに役立ちま
す。例えば、予測子に 50 を超える時系列または 500 を超える時間ポイントが含まれている場合、複数の
Forecast Explainability リソースを作成して、より多くの時系列または時間ポイントを合わせた数をカバー
し、属性の生の影響スコアを直接比較できます。ただし、さまざまな予測からの Forecast Explainability リ
ソースの生の影響スコアを直接比較することはできません。
コンソールで Impact スコアを表示すると、Normalized impact スコアのみが表示されます。Explainability
をエクスポートすると、生のスコアと正規化されたスコアの両方が提供されます。

Forecast Explainability の作成
Forecast Explainability を使用すると、属性が特定の時間ポイントでの特定の時系列の予測値にどのように
影響するかを詳しく調べることができます。時系列と時間ポイントを指定した後、Amazon Forecast は、
それらの特定の時系列と時間ポイントのみの Impact スコアを計算します。
ソフトウェア開発キット (SDK) または Amazon Forecast コンソールを使用して、予測子の Forecast
Explainability を有効にできます。SDK を使用する場合は、CreateExplainability (p. 246) オペレーション
を使用します。
トピック
• 時系列の指定 (p. 145)
• 時間ポイントの指定 (p. 146)
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時系列の指定
Note
時系列は、項目 (item_id) とデータセット内のすべてのディメンションの組み合わせです
Forecast Explainability に時系列 (項目とディメンションの組み合わせ) を指定すると、Amazon Forecast
は、それらの特定の時系列のみについて、属性の Impact スコアを計算します。
時系列のリストを指定するには、item_id とディメンション値によって時系列を識別する CSV ファイルを
S3 バケットにアップロードします。最大 50 個の時系列を指定できます。また、スキーマで時系列の属性
と属性タイプを定義する必要があります。
例えば、小売業者は、特定の店舗の場所 (store_location) での特定の商品 (item_id) の売上につい
て、プロモーションがどのように影響するかを知りたい場合があります。このユースケースでは、item_id
と store_location の組み合わせである時系列を指定します。
次の CSV ファイルは、次の 5 つの時系列を選択します。
1. Item_id: 001、store_location: Seattle
2. Item_id: 001、store_location: ニューヨーク
3. Item_id: 002、store_location: Seattle
4. Item_id: 002、store_location: ニューヨーク
5. Item_id: 003、store_location: デンバー

001,
001,
002,
002,
003,

Seattle
New York
Seattle
New York
Denver

スキーマは、最初の列を item_id として定義し、2 番目の列を store_location として定義します。
Forecast コンソールまたは Forecast ソフトウェア開発キット (SDK) を使用して、時系列を指定できま
す。
Console
Forecast Explainability の時系列を指定するには
1. AWS Management Console にサインインして、Amazon Forecast コンソール (https://
console.aws.amazon.com/forecast/) を開きます。
2. [Dataset groups] (データセットグループ) から、データセットグループを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[Insights] (インサイト) を選択します。
4. [Create Explainability] (Explainability を作成) を選択します。
5. [Explainability name] (Explainability 名) のフィールドに、Forecast Explainability の一意の名前を入
力します。
6. [Select forecast] (予測を選択) のフィールドで、予測を選択します。
7. 左S3 の場所フィールドに、時系列を含むファイルの場所を入力します。
8. [Data schema] (データスキーマ) のフィールドで、[attribute name] (属性名) を、時系列で使用され
る項目 ID とディメンションの [attribute type] (属性タイプ) に設定します。
9. [Create Explainability] (Explainability を作成) を選択します。
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SDK
Forecast Explainability の時系列を指定するには
の使用CreateExplainability (p. 246)操作、の一意の名前を指定します。 ExplainabilityName
ResourceArn arn の予測 ARN を指定します。
次のデータ型を設定します。
• ExplainabilityConfig-の値を設定する TimeSeriesGranularity 「特定」と TimePointGranularity
「ALL」へ。(時間点を指定するには、 TimePointGranularity 「特定」へ。 「」を参照してくださ
い。時間ポイントの指定 (p. 146))
• S3Config-「Path」の値を S3 の場所に設定し、「Rolearn」の値を S3 バケットにアクセスできる
ロールに設定します。
• Schema - item_id の「AttributeName」と「AttributeType」、および時系列のディメンションを定義
します。
次の例は、「item_id」と「store_location」のディメンションの組み合わせを使用した時系列のスキー
マを示しています。
{

}

"ExplainabilityName" : [unique_name],
"ResourceArn" : [forecast_arn],
"ExplainabilityConfig" {
"TimeSeriesGranularity": "SPECIFIC",
"TimePointGranularity": "ALL"
},
"DataSource": {
"S3Config": {
"Path": [S3_path_to_file],
"RoleArn":[role-to-access-s3-bucket]
}
},
"Schema": {
"Attributes": [
{
"AttributeName": "item_id",
"AttributeType": "string"
},
{
"AttributeName": "store_location",
"AttributeType": "string"
}
]
},

時間ポイントの指定
Note
時間ポイント ("TimePointGranularity": "ALL") を指定しない場合、Amazon Forecast
は、Impact スコアを計算するときに予測期間全体を考慮します。
Forecast Explainability の時間ポイントを指定すると、Amazon Forecast は、その特定の時間範囲につい
て、属性の Impact スコアを計算します。予測期間内で最大 500 の連続する時間ポイントを指定できま
す。
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例えば、小売業者は、その属性が冬季の売上にどのように影響するかを知りたい場合があります。この
ユースケースでは、予測期間中の冬季のみにまたがる時間ポイントを指定します。
Forecast コンソールまたは Forecast ソフトウェア開発キット (SDK) を使用して、時間ポイントを指定で
きます。
Console
Forecast Explainability の時系列を指定するには
1. AWS Management Console にサインインして、Amazon Forecast コンソール (https://
console.aws.amazon.com/forecast/) を開きます。
2. [Dataset groups] (データセットグループ) から、データセットグループを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[Insights] (インサイト) を選択します。
4. [Create Explainability] (Explainability を作成) を選択します。
5. [Explainability name] (Explainability 名) のフィールドに、Forecast Explainability の一意の名前を入
力します。
6. [Select forecast] (予測を選択) のフィールドで、予測を選択します。
7. 左S3 の場所フィールドに、時系列を含むファイルの場所を入力します。
8. [Data schema] (データスキーマ) のフィールドで、[attribute name] (属性名) を、時系列で使用され
る項目 ID とディメンションの [attribute type ] (属性タイプ) に設定します。
9. [Time duration] (期間) のフィールドで、カレンダー内の開始日と終了日を指定します。
10.[Create Explainability] (Explainability を作成) を選択します。
SDK
Forecast Explainability の時系列を指定するには
の使用CreateExplainability (p. 246)操作、の一意の名前を指定します。 ExplainabilityName
ResourceArn arn の予測 ARN を指定します。次のタイムスタンプ形式を使用して、開始日
(StartDateTime) と終了日 (EndDateTime) を設定します: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss (例:
2015-01-01T20:00:00)。
次のデータ型を設定します。
• ExplainabilityConfig-の値を設定する TimeSeriesGranularity 「特定」と TimePointGranularity
「特定」へ。
• S3Config-「Path」の値を S3 の場所に設定し、「Rolearn」の値を S3 バケットにアクセスできる
ロールに設定します。
• Schema - item_id の「AttributeName」と「AttributeType」、および時系列のディメンションを定義
します。
次の例は、「item_id」と「store_location」のディメンションの組み合わせを使用した時系列のスキー
マを示しています。
{

"ExplainabilityName" : [unique_name],
"ResourceArn" : [forecast_arn],
"ExplainabilityConfig" {
"TimeSeriesGranularity": "SPECIFIC",
"TimePointGranularity": "SPECIFIC"
},
"DataSource": {
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"S3Config": {
"Path": [S3_path_to_file],
"RoleArn":[role-to-access-s3-bucket]
}

}

},
"Schema": {
"Attributes": [
{
"AttributeName":
"AttributeType":
},
{
"AttributeName":
"AttributeType":
}
]
},
"StartDateTime": "string",
"EndDateTime": "string",

"item_id",
"string"
"store_location",
"string"

Forecast Explainability の視覚化
コンソールで Forecast Explainability を作成すると、Forecast は Impact スコアを自動的に視覚化し
ます。CreateExplainability (p. 246) オペレーションを使用して Forecast Explainability を作成する場
合、EnableVisualization を「true」に設定すると、その Explainability リソースの影響スコアがコン
ソール内に視覚化されます。
影響スコアのビジュアライゼーションは、Explainability の作成日から 30 日間存続します。ビジュアライ
ゼーションを再作成するには、Forecast の新しい Explainability を作成します。

Forecast Explainability のエクスポート
Note
エクスポートファイルは、[Dataset Import] (データセットのインポート) から直接情報を返すこ
とができます。これにより、インポートされたデータに式またはコマンドが含まれている場合、
ファイルは CSV インジェクションに対して脆弱になります。このため、エクスポートされたファ
イルはセキュリティ警告を表示する可能性があります。悪意のあるアクティビティを回避するに
は、エクスポートされたファイルを読み取るときにリンクとマクロを無効にします。
Forecast を使用すると、Impact スコアの CSV ファイルを S3 の場所にエクスポートできます。
エクスポートには、指定された時系列の生の影響スコアと正規化された影響スコア、および指定されたす
べての時系列と指定されたすべての時間ポイントの正規化および集約された影響スコアが含まれます。時
間ポイントを指定しなかった場合、影響スコアは、予測期間内のすべての時間ポイントで既に集計されて
います。
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Amazon Forecast のソフトウェア開発キット (SDK) および Amazon Forecast コンソールを使用し
て、Forecast Explainability をエクスポートできます。
Console
Forecast Explainability をエクスポートするには
1. AWS Management Console にサインインして、Amazon Forecast コンソール (https://
console.aws.amazon.com/forecast/) を開きます。
2. [Dataset groups] (データセットグループ) から、データセットグループを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[Insights] (インサイト) を選択します。
4. Explainability を選択します。
5. [Actions] (アクション) のドロップダウンから、[Export] (エクスポート) を選択します。
6. [Export name] (エクスポート名) のフィールドに、Forecast Explainability エクスポートの一意の名
前を入力します。
7. [S3 explainability export location] (S3 の Explainability のエクスポートの場所) のフィールド
に、CSV ファイルをエクスポートするための S3 の場所を入力します。
8. [IAM Role] (IAM ロール) のフィールドで、選択した S3 の場所にアクセスできるロールを選択しま
す。
9. [Create Explainability Export] (Explainability エクスポートを作成) を選択します。
SDK
Forecast Explainability をエクスポートするには
CreateExplainabilityExport (p. 251) オペレーションを使用して、Destination オブジェクト内の
S3 の場所と IAM ロールを、ExplainabilityArn および ExplainabilityExportName とあわせ
て指定します。
例:
{

"Destination": {
"S3Config": {
"Path": "s3://bucket/example-path/",
"RoleArn": "arn:aws:iam::000000000000:role/ExampleRole"
}
},

149

Amazon Forecast デベロッパーガイド
制約事項とベストプラクティス

}

"ExplainabilityArn": "arn:aws:forecast:region:explainability/example",
"ExplainabilityName": "Explainability-export-name",

制約事項とベストプラクティス
Forecast Explainability を使用する場合は、次の制約事項とベストプラクティスを考慮してください。
• Forecast Explainability は、から生成された Forecast でのみ使用できます AutoPredictor -レガシー予測
子 (AutoML または手動選択) から生成された Forecast Explainability を有効にすることはできません。
「Upgrading to AutoPredictor (p. 66)」(AutoPredictor へのアップグレード) を参照してください。
Explainability には属性が必要 - 予測子には、関連する時系列、項目メタデータ、Holidays、または
Weather Index の少なくとも 1 つを含める必要があります。
• インパクトスコアがゼロの場合は、影響がないことを示します。-1 つ以上の属性の影響スコアが 0 の場
合、これらの属性は予測値に大きな影響を与えません。スコアは、 AutoPredictor ML 以外のアルゴリズ
ムのみを使用したか、関連する時系列またはアイテムのメタデータを提供していない。
• 最大 50 の時系列を指定 - Forecast Explainability ごとに最大 50 の時系列を指定できます。
• 最大 500 の時間ポイントを指定 - Forecast Explainability ごとに最大 500 の連続した時間ポイントを指定
できます。
• Forecast がいくつかの集約された Impact スコアも計算 - Forecast は、指定された時系列および時間ポ
イントの集約された影響スコアも提供します。
• 単一の予測に対して複数の Forecast Explainability リソースを作成する - 50 を超える時系列または 500
の時間ポイントの影響スコアが必要な場合は、より広範囲にわたる Explainability リソースをバッチで作
成できます。
• さまざまな Forecast Explainability リソース間での Raw impact スコアを比較する - Raw Impact スコア
は、同じ予測の Explainability リソース間で直接比較できます。
• Forecast Explainability のビジュアライゼーションが作成後 30 日間利用可能-30 日後にビジュアライ
ゼーションを表示するには、同じ構成で新しいForecast Explainability を作成します。
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What-if 分析
仮説分析は、さまざまなシナリオが Amazon Forecast が作成したベースライン予測にどのように影響する
かを調査し、説明するのに役立つツールです。ベースライン予測は、提供された元の関連時系列に基づい
てAmazon Forecastによって作成された予測です。
what-if 分析では、関連する時系列の変更方法に基づいて、一連の what-if 予測を作成します。これらの
what-if 予測をベースライン予測と比較対照することで、特定の変更がモデルにどのような影響を与えるか
を理解しやすくなります。
修正された関連時系列を作成するには、2 つの方法があります。Amazon S3 パスに変更した関連時系列
を指定することも、既存の関連時系列への変換セットを指定することもできます。一連の変換を指定する
と、元の関連時系列のコピーが作成され、これらの変更が反映されます。
トランスフォーメーションにより、関連する時系列のサブセットを作成し、関連する時系列の特定の属性
を変更します。詳細については、the section called “置き換えデータセット” (p. 160) および the section
called “変換機能” (p. 156) を参照してください。
トピック
• What-if 分析の作成 (p. 151)
• 変換機能 (p. 156)
• 置き換えデータセット (p. 160)

What-if 分析の作成
仮説分析では、ベースラインに関連する時系列の変化が予測にどのように影響するかを調べます。what-if
分析は、 AutoPredictor。仮説分析を作成したら、1 つ以上の what-if 予測を作成します。仮説予測とベー
スライン予測を比較し、1 つ以上の What-if 予測をエクスポートします。
トピック
• What-if 分析の作成 (p. 151)
• 仮定の予測を作成 (p. 152)
• 仮定の予測を比較 (p. 154)
• 仮定の予測をエクスポートする (p. 155)
• 仮定の予測をクエリする (p. 155)

What-if 分析の作成
Forecast ソフトウェア開発キット (SDK) を使用して、What-if 分析を作成できます。
Console
What-if 分析を作成するには、以下のステップを実行します。
1. を使用してトレーニングされた予測を作成します AutoPredictor。
2. 関心のある予測を含むデータセットグループダッシュボードを開きます。
3. 選択してくださいWhat-if 分析に適している。
4. 上にWhat-if 分析インサイトページの [タブ] で、作成。
5. で、固有の名前を入力します。What-if 分析名フィールドを選択し、この分析のベースライン予測を
選択します。
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6. の中にアイテム選択領域で、分析にすべての項目を自動的に含めるか、ファイルに含める項目を指
定するかを選択します。
選択内容:ファイル付きのアイテムを選択では、what-if 予測で変更したい項目だけを含むデータ
セットを提供する必要があります。詳細については、「時系列の指定 (p. 145)」を参照してくださ
い。
7. 選択してくださいWhat-if 分析の作成。What-If 分析ページの上部にあるバナーには、What-if 分析作
成ジョブのステータスが表示されます。
SDK
の使用??? (p. 278)オペレーション、の一意の名前を指定します WhatIfAnalysisName そし
て、のベースライン予測の予測 ARN を入力します。 ForecastArn。次の例は、「item_id」と
「store_location」のディメンションの組み合わせを使用した時系列のスキーマを示しています。詳細
については、「時系列の指定 (p. 145)」を参照してください。
{

}

"ForecastArn": "arn:aws:forecast:region:acctNumber:forecast/baselineForecast",
"WhatIfAnalysisName": "unique_name",
"TimeSeriesSelector": {
"TimeSeriesIdentifiers": {
"DataSource": {
"S3Config": {
"Path": "s3://bucket/example-path",
"RoleArn": "arn:aws:iam::000000000000:role/ExampleRole"
}
},
"Schema": {
"Attributes": [
{
"AttributeName": "item_id",
"AttributeType": "string"
}
{
"AttributeName": "store_location",
"AttributeType": "string"
}
]
}
}
}

仮定の予測を作成
Forecast ソフトウェア開発キット (SDK) を使用して、What-if 予測を作成できます。
Console
What-if 予測を作成するには、以下のステップを実行します。
1. 上にWhat-if 分析インサイトページの「仮定」タブで、関心のある what-if 分析を選択します。
2. の中に仮説予測セクション、選択してください作成。
3. 「仮説予測の作成」ページで、独自のWhat-If 予測名そしてどちらかを選択してください変換関数
を使用するまたは代替データセットを使用して What-if 予測を定義する。詳細については、次を参
照してください。変換機能そして置き換えデータセット。
a. 選択内容:変換関数を使用する、を使用する必要があります変換関数ビルダーwhat-if 予測に含ま
れる行を選択して変更します。すべての変換は、指定された順序で適用されます。条件は指定さ
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れた順序で適用され、AND 演算で結合されます。変換は、すべての条件が満たされた場合にの
み適用されます。
b. 選択内容:代替データセットを使用して What-if 予測を定義するでは、what-if 予測で変更したい行
のみを含む代替データセットを提供する必要があります。
4. [作成] を選択します。
SDK - Transformation Function
の使用CreateWhatIfForecast (p. 281)オペレーション、の一意の名前を指定します
WhatIfAnalysisName そして、次の予測ARNを入力してください ForecastArn。以下の例は、
「store_location」が「tacoma」でない場合に「price」に変換するスキーマを示しています。
{

"WhatIfAnalysisArn": "arn:aws:forecast:us-west-2:666488130463:what-if-analysis/
jan2020forecast/PromotionAnalysis_01G8MB3PZM89J9V1VEXCC0BS63",
"WhatIfForecastName": "unique_name",
"TimeSeriesTransformations": [
{
"Action": {
"AttributeName": "price",
"Operation": "MULTIPLY",
"Value": 0.85
},
"TimeSeriesConditions": [
{
"AttributeName": "store_location",
"AttributeValue": "tacoma",
"Condition": "NOT_EQUALS"
}
]
}
]
}

この例では、jan2020forecastはベースライン予測であ
り、PromotionAnalysis_01G8MB3PZM89J9V1VEXCC0BS63は what-if 分析の名前です。
置き換えデータセットを指定することもできます。TimeSeriesReplacementsDataSource (p. 516)操
作。
SDK - Replacement Dataset
の使用CreateWhatIfForecast (p. 281)オペレーション、の一意の名前を指定します
WhatIfAnalysisName そして、次の予測ARNを入力してください ForecastArn。次の例は、置き換え
データソースのスキーマを示しています。
{

"WhatIfAnalysisArn": "arn:aws:forecast:us-west-2:666488130463:what-if-analysis/
jan2020forecast/PromotionAnalysis_01G8MB3PZM89J9V1VEXCC0BS63",
"WhatIfForecastName": "unique_name",
"TimeSeriesReplacementsDataSource": {
"S3config": {
"Path" : "s3://bucket-name/replacementDatasource.csv",
"RoleArn": "arn:aws:iam::acct-id:role/Role"
},
"Schema": {
Attributes" : [
{
"AttributeName": "item_id",
"AttributeType": "string"
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}

}

}

]

},
{
"AttributeName":
"AttributeType":
},
{
"AttributeName":
"AttributeType":
},
{
"AttributeName":
"AttributeType":
},

"timestamp",
"timestamp"
"price",
"float"
"stock_count",
"integer"

関連する時系列の変更は、TimeSeriesTransformation (p. 519)操作。

仮定の予測を比較
What-If 予測を比較するには、Forecast コンソールで以下の手順を実行します。
1. 上にWhat-if 分析インサイトページの「仮定」タブで、関心のある what-if 分析を選択します。
2. の中に仮定の予測を比較セクションで、分析する項目を 1 つ以上指定してください仮説予測、および少
なくとも 1 つのForecast タイプ。
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この例には、What-if 予測が2つあります。priceCut10pctそしてpriceIncrease20pct、それはで
比較されますp50,p10、およびp90の予測タイプitem_105。グラフでは、これらの予測がベースライ
ンの時系列とどのように比較されるかを確認できます。
3. グラフにカーソルを合わせると、仮説予測とベースライン予測との比較を調べることができます。

仮定の予測をエクスポートする
Forecast ソフトウェア開発キット (SDK) を使用して、What-if 予測をエクスポートできます。
Console
What-if 予測をエクスポートするには、以下のステップを実行します。
1. 上にWhat-if 分析インサイトページの「仮定」タブで、関心のある what-if 分析を選択します。
2. の中にWhat-If 予測エクスポートセクション、選択してくださいエクスポートの作成:。
3. what-if 予測エクスポートの作成ページで、独自のWhat-If 予測エクスポート名で、を指定しま
す。仮説予測含めるには、エクスポートの場所、そして提供してくださいIAM ロール。
4. [Create Export] (エクスポートを作成) を選択します。
SDK
の使用CreateWhatIfForecastExport (p. 285)オペレーションでは、エクスポートを含む Amazon S3
バケットを指すように「宛先」を設定します。エクスポートする What-if 予測を指定し、エクスポー
トの一意の名前を指定します。
{

"WhatIfForecastArns": [ "arn:aws:forecast:region:acctNumber:what-if-forecast/id1" ,
"arn:aws:forecast:region:acctNumber:what-if-forecast/id2" ],
"WhatIfForecastExportName": "unique_export_name",
"Destination": {
"S3Config": {
"Path": "s3://bucket/example-path",
"RoleArn": "arn:aws:iam::000000000000:role/ExampleRole"
}
},

}

仮定の予測をクエリする
What-If 予測をクエリするには、QueryWhatIfForecast (p. 430)操作。デフォルトでは、予測の全範囲が返
ります。完全な予測内で特定の日付範囲をリクエストできます。
what-if 予測をクエリするときは、フィルター条件を指定する必要があります。フィルタはキーと値のペア
です。キーは、予測の作成に使用されるいずれかのデータセットのスキーマ属性名 (予測ディメンション
を含む) の 1 つです。値は、指定されたキーの有効な値です。複数のキーと値のペアを指定できます。返
される what-if 予測には、すべての基準を満たす項目のみが含まれます。
たとえば、次のコードを使用して what-if 予測を取得します。product_42。
{

"Filters": {
"item_id" : "product_42"
},
"WhatIfForecastArn": "arn:aws:forecast:region:acctNumber:what-if-forecast/id1"
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変換機能
変換関数は、関連する時系列の行を選択して変更する一連の操作です。条件操作で必要な行を選択しま
す。次に、変換操作を行って行を変更します。すべての条件は AND 演算で結合されます。つまり、変換
を適用するにはすべての条件が満たされている必要があります。変換は、記載されている順序で適用され
ます。
What-If 予測を作成するときは、変換関数ビルダー適用する条件と変換を指定します。以下の図は、この機
能を示しています。

強調表示されたセクションでは、price列に0.90を掛けます（つまり、10％のdiscount）tacoma(ワシン
トン州タコマなど) 色付きのアイテム用blue。そのために、Amazon Forecastはまず次の行のみを含む
ベースライン関連時系列のサブセットstoreEqualtacoma。
そのサブセットはさらに絞り込まれ、次の行のみが含まれますcolorEqualblue。最後に、すべての値
はprice列に0.90を掛けると、What-if予測で使用する新しい関連時系列が作成されます。
Amazon Forecast では、以下の
• EQUALS-列の値は、条件に入力された値と同じです。
• NOT_EQUALS-列の値は、条件で指定された値と同じではありません。
• LESS_THAN-列の値が条件で指定された値より小さい。
• GREATER_THAN-列の値が条件で指定された値より大きい。
Amazon Forecast は、以下のアクションをサポートします。
• ADD-指定された値を列のすべての行に追加します。
• SUBTRACT-指定された値を列のすべての行から減算します。
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• MULTIPLY-列のすべての行に、指定された値を掛けます。
• DIVIDE-列のすべての行を指定された値で割ります。
SDK を使用して時系列の変換を指定する方法の例です。
Example 1
この例では、シアトルの店舗にあるすべての商品に 10% のdiscount を適用します。「都市」は予測
ディメンションであることに注意してください。
TimeSeriesTransformations=[
{
"Action": {
"AttributeName": "price",
"Operation": "MULTIPLY",
"Value": 0.90
},
"TimeSeriesConditions": [
{
"AttributeName": "city",
"AttributeValue": "seattle",
"Condition": "EQUALS"
}
]
}
]

Example 2
この例では、「エレクトロニクス」カテゴリの全商品に 10% のdiscount を適用します。
「product_category」はアイテムのメタデータであることに注意してください。
TimeSeriesTransformations=[
{
"Action": {
"AttributeName": "price",
"Operation": "MULTIPLY",
"Value": 0.90
},
"TimeSeriesConditions": [
{
"AttributeName": "product_category",
"AttributeValue": "electronics",
"Condition": "EQUALS"
}
]
}
]

Example 3
この例では、特定の item_id BOA21314K に 20% のマークアップを適用しています。
TimeSeriesTransformations=[
{
"Action": {
"AttributeName": "price",
"Operation": "MULTIPLY",
"Value": 1.20
},
"TimeSeriesConditions": [
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]

}

]

}

"AttributeName": "item_id",
"AttributeValue": "BOA21314K",
"Condition": "EQUALS"

Example 4
この例では、シアトルストアとベルビューストアのすべての商品に 1 ドルが加算されます。
TimeSeriesTransformations=[
{
"Action": {
"AttributeName": "price",
"Operation": "ADD",
"Value": 1.0
},
"TimeSeriesConditions": [
{
"AttributeName": "city",
"AttributeValue": "seattle",
"Condition": "EQUALS"
}
]
},
{
"Action": {
"AttributeName": "price",
"Operation": "ADD",
"Value": 1.0
},
"TimeSeriesConditions": [
{
"AttributeName": "city",
"AttributeValue": "bellevue",
"Condition": "EQUALS"
}
]
}
]

Example 5
この例では、2022 年 9 月にシアトルのすべての商品から 1 ドルを差し引きます。
TimeSeriesTransformations=[
{
"Action": {
"AttributeName": "price",
"Operation": "SUBTRACT",
"Value": 1.0
},
"TimeSeriesConditions": [
{
"AttributeName": "city",
"AttributeValue": "seattle",
"Condition": "EQUALS"
},
{
"AttributeName": "timestamp",
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"AttributeValue": "2022-08-31 00:00:00",
"Condition": "GREATER_THAN"

},
{

]

}

]

}

"AttributeName": "timestamp",
"AttributeValue": "2022-10-01 00:00:00",
"Condition": "LESS_THAN"

Example 6
この例では、最初に価格に10を掛け、次に価格から5ドルを引いています。アクションは、宣言され
た順序で適用されることに注意してください。
TimeSeriesTransformations=[
{
"Action": {
"AttributeName": "price",
"Operation": "MULTIPLY",
"Value": 10.0
},
"TimeSeriesConditions": [
{
"AttributeName": "city",
"AttributeValue": "seattle",
"Condition": "EQUALS"
}
]
},
{
"Action": {
"AttributeName": "price",
"Operation": "SUBTRACT",
"Value": 5.0
},
"TimeSeriesConditions": [
{
"AttributeName": "city",
"AttributeValue": "seattle",
"Condition": "EQUALS"
}
]
}
]

Example 7
この例では、空のセットを作成するため、アクションはどの時系列にも適用されません。このコード
は、シアトルとベルビューの店舗にあるすべての商品の価格を変更しようとしています。条件は AND
演算で結合され、店舗は 1 つの都市にしか存在できないため、結果は空のセットになります。した
がって、アクションは適用されません。
TimeSeriesTransformations=[
{
"Action": {
"AttributeName": "price",
"Operation": "MULTIPLY",
"Value": 10.0
},
"TimeSeriesConditions": [
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{

"AttributeName": "city",
"AttributeValue": "seattle",
"Condition": "EQUALS"

},
{

"AttributeName": "city",
"AttributeValue": "bellevue",
"Condition": "EQUALS"

]

}

]

},

条件を複数の属性に適用する方法の例については、「Example 4」を参照してください。
Example 8
タイムスタンプを使用する変換条件は、未加工データではなく、境界線に沿ったデータに適用され
ます。たとえば、1時間ごとにデータを入力し、毎日予測するとします。この場合、Forecastはタ
イムスタンプをその日に合わせるので、2020-12-31 01:00:00に揃えられている2020-12-31
00:00:00。このコードでは、境界に合わせたタイムスタンプのタイムスタンプを指定していないた
め、空のセットが作成されます。
TimeSeriesTransformations=[
{
"Action": {
"AttributeName": "price",
"Operation": "MULTIPLY",
"Value": 10.0
},
"TimeSeriesConditions": [
{
"AttributeName": "timestamp",
"AttributeValue": "2020-12-31 01:00:00",
"Condition": "EQUALS"
},
]
}
]

置き換えデータセット
代替データセットは、What-If 予測で変更したい値のみを含む、ベースラインに関連する時系列を修正した
ものです。代替データセットには、ベースラインに関連する時系列の予測ディメンション、項目識別子、
タイムスタンプ、および変更された時系列が少なくとも 1 つ含まれている必要があります。このデータ
セットは、ベースラインに関連する時系列とマージされ、What-If 予測に使用される変換されたデータセッ
トが作成されます。
このデータセットには、同じ時系列の重複するタイムスタンプを含めないでください。
以下に、置換時系列を指定する方法と、それらの仕様がどのように解釈されるかを示すいくつかの例を示
します。毎日予測していて、予測期間が2022-08-01から2022-08-03までの場合を考えてみましょう。すべ
ての例のベースライン関連の時系列を次の表に示します。
item_id

timestamp

price

stock_count

item_1

2022 年 8 月 1 日

100

50
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item_id

timestamp

price

stock_count

item_1

2022 年 8 月 1 日

100

50

item_1

2022 年 8 月 1 日

100

50

item_2

2022 年 8 月 1 日

75

500

item_2

2022 年 8 月 1 日

75

500

item_2

2022 年 8 月 1 日

75

500

Unchanged values
2022-08-02 と 2022-08-03 に item_1 に 10% のdiscount を適用するには、置換データセットに以下を
指定すれば十分です。

置き換えデータセット
item_id

timestamp

price

item_1

2022 年 8 月 1 日

90

item_1

2022 年 8 月 1 日

90

ただし、置換データセットに未変更の値を指定することも有効です。置換データセットとして使用し
た場合、次の 3 つのテーブルはそれぞれ、以前に提供されたテーブルと同じ結果になります。

列が変更されていない置換データセット
item_id

timestamp

price

stock_count

item_1

2022 年 8 月 1 日

90

50

item_1

2022 年 8 月 1 日

90

50

行が変更されていない置換データセット
item_id

timestamp

price

item_1

2022 年 8 月 1 日

100

item_1

2022 年 8 月 1 日

90

item_1

2022 年 8 月 1 日

90

item_2

2022 年 8 月 1 日

75

item_2

2022 年 8 月 1 日

75

item_2

2022 年 8 月 1 日

75

行と列が変更されていない置換データセット
item_id

timestamp

price

stock_count

item_1

2022 年 8 月 1 日

100

50
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item_id

timestamp

price

stock_count

item_1

2022 年 8 月 1 日

90

50

item_1

2022 年 8 月 1 日

90

50

item_2

2022 年 8 月 1 日

75

500

item_2

2022 年 8 月 1 日

75

500

item_2

2022 年 8 月 1 日

75

500

Missing values
置換時系列の欠損値は、ベースライン関連の時系列の値に置き換えられます。2022-08-02と
2022-08-03にアイテム1に10％のdiscount を適用し、2022-08-01にアイテム2の在庫を増やすシナリオ
を考えてみましょう。この代替データセットで十分です。

欠損値を含む置換データセット
item_id

timestamp

price

item_1

2022 年 8 月 1 日

90

item_1

2022 年 8 月 1 日

90

item_2

2022 年 8 月 1 日

stock_count

5000

この表にない値は、ベースラインに関連する時系列から算出されます。
Extraneous values
仮説予測を作成する場合、置換時系列の余分な値は無視されます。つまり、ベースラインに関連する
時系列の値に対応しない置換データセットの値はモデル化されません。次の代替データセットを考え
てみましょう。

無関係な値を含む置換データセット
item_id

timestamp

price

stock_count

item_1

2022 年 8 月 1 日

100

50

item_1

2022 年 8 月 1 日

100

50

item_1

2022 年 8 月 1 日

100

50

item_2

2022 年 8 月 1 日

75

500

item_2

2022 年 8 月 1 日

75

500

item_2

2022 年 8 月 1 日

75

500

item_3

2022 年 8 月 1 日

50

125

item_3

2022 年 8 月 1 日

50

125

item_3

2022 年 8 月 1 日

50

125

item_3 を含む行は無視され、what-if 分析には含まれません。
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Historical changes
予測範囲外の置換データセットの変更は無視されます。次の代替データセットを考えてみましょう。

予測範囲外の値を含む置換データセット
item_id

timestamp

price

stock_count

item_1

2022 年 7 月 1 日

100

50

item_1

2022 年 8 月 1 日

100

50

item_1

2022 年 8 月 1 日

100

50

item_1

2022 年 8 月 1 日

100

50

item_1

2022 年 8 月 1 日

100

50

item_2

2022 年 7 月 1 日

75

500

item_2

2022 年 8 月 1 日

75

500

item_2

2022 年 8 月 1 日

75

500

item_2

2022 年 8 月 1 日

75

500

item_3

2022 年 8 月 1 日

75

500

2022-07-31と2022-08-04を含む行は無視され、仮説分析には含まれません。

Forecast ディメンション
データセットに予測ディメンションを含める場合は、それらを代替データセットに含める必要がありま
す。次のベースライン関連の時系列を考えてみましょう。
item_id

store_id

timestamp

price

stock_count

item_1

store_1

2022 年 8 月 1 日

100

50

item_1

store_1

2022 年 8 月 1 日

100

50

item_1

store_1

2022 年 8 月 1 日

100

50

item_1

store_2

2022 年 8 月 1 日

75

500

item_1

store_2

2022 年 8 月 1 日

75

500

item_1

store_2

2022 年 8 月 1 日

75

500

したがって、2022-08-02に全店舗での 10% discount の代替データセットは次のようになります。
item_id

store_id

timestamp

price

item_1

store_1

2022 年 8 月 1 日

90

item_1

store_2

2022 年 8 月 1 日

67.5
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リソースの管理
進行中のジョブを停止し、完了または失敗したリソースを削除し、リソースにタグを付け、Amazon
EventBridge および Amazon CloudWatch Events を介してイベント通知を設定することにより、Amazon
Forecast リソースを管理できます。
トピック
• リソースの停止 (p. 164)
• リソースの削除 (p. 166)
• Amazon Forecast のリソースのタグ付け (p. 169)
• ジョブステータス通知の受信 (p. 173)

リソースの停止
Amazon Forecast Stop Resource (StopResource (p. 419)) オペレーションは、進行中のリソース
ジョブを停止します。次のリソースジョブを停止できます。
• データセットグループのインポート (CreateDatasetImportJob)
• Predictor のトレーニング (CreateAutoPredictor および CreatePredictor)
• 予測子バックテストエクスポート (CreatePredictorBacktestExportJob)
• Forecast (CreateForecast)
• Forecast エクスポート (CreateForecastExportJob)
• What-if 分析 (CreateWhatIfAnalysis)
• 仮説予測 (CreateWhatIfForecast)
• What-if 予測エクスポート (CreateWhatIfForecastExportJob)
停止した後、リソースジョブを再開することはできません。
リソースを停止するとワークフローは終了しますが、リソースは削除されません。リソースパラメータは
引き続きコンソールでプレビューでき、Describe (p. 224)操作。
予測子または予測ジョブを停止すると、ジョブが停止した時点までに使用されたリソースについての料金
が請求されます。
Forecast コンソールまたは AWS ソフトウェア開発キット (SDK) を使用して、リソースジョブを停止でき
ます。
Console
リソースジョブを停止するには
1. AWS Management Console にサインインして、Amazon Forecast コンソール (https://
console.aws.amazon.com/forecast/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、リソースタイプを選択します。
3. リソースジョブを選択します。

164

Amazon Forecast デベロッパーガイド
リソースの停止

4. [Stop] (停止) を選択します。

SDK
リソースジョブを停止するには
の使用StopResource (p. 419)操作、値の設定ResourceArn停止するリソースジョブを識別する
Amazon リソースネーム (ARN) に変更します。
{

"ResourceArn": "arn:partition:service:region:account-id:resource-id"
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}

リソースの削除
Amazon Forecast コンソールと AWS ソフトウェア開発キット (SDK) を使用して、個々の Amazon
Forecast リソースとリソースツリー全体を削除できます。
Forecast のリソースツリーは、親子の階層構造です。子リソースは、他のリソースから作成されたリソー
スです。例えば、データセットグループを使用して予測子を作成する場合、データセットグループは親リ
ソースであり、予測子は子リソースです。Forecast のリソースを削除するときは、その子リソースも削除
する必要があります。
リソースまたはリソースツリーの削除は、元に戻せないアクションです。開始後に停止することはできま
せん。
トピック
• リソースツリーについて (p. 166)
• 個々のリソースの削除 (p. 167)
• リソースツリーの削除 (p. 168)

リソースツリーについて
Forecast のリソースツリーは、親子の階層構造です。子リソースは、別のリソースから作成されたリソー
スです。例えば、予測が予測子から生成される場合、予測は子リソースであり、予測子は親リソースで
す。
Forecast リソースを削除するには、そのリソースツリー全体も削除する必要があります。これには、親リ
ソースのすべての子リソースと、それらの子リソースの子リソースも含まれます。

Note
リソースツリーを削除すると、Amazon Forecast のリソースのみが削除されます。Amazon
Simple Storage Service (Amazon S3) に保存されているデータセットやエクスポートされたファ
イルは削除されません。
Forecast のリソースには、次の親子リソース階層があります。
例えば、予測子のリソースツリーには、予測子バックテストジョブ、予測、および予測エクスポートジョ
ブが子リソースとして含まれます。予測のリソースツリーには、子リソースとしての予測エクスポート
ジョブのみが含まれます。
[dataset] (データセット) のリソースツリーには、子リソースとして [dataset import jobs] (データセットの
インポートジョブ) が含まれています。どちらもデータセットまたはデータセットのインポートジョブに
含まれていますデータセットグループリソースツリー。
親リソース

子リソース

データセット

データセットのインポートジョブ

データセットグ 予測子、予測子バックテストエクスポートジョブ、Predictor Explainability、Predictor
ループ
Explainability エクスポート、予測、予測エクスポートジョブ、Forecast
Explainability、Forecast Explainability エクスポート
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親リソース

子リソース

Predicast

予測子バックテストエクスポートジョブ、Predictor Explainability、Predictor
Explainability エクスポート、予測、予測エクスポートジョブ、Forecast
Explainability、Forecast Explainability エクスポート

Forecast

Forecast Explainability、Forecast Explainability、What-Explainability、WhatExplainability、What-Explainability、What-Explainability、What-

Explainability

Explainability のエクスポート

What-if 分析

仮定の予測、仮定の予測の輸出

仮説予測

what-if 予測輸出

リソースに子リソースがない場合は、個別に削除できます。リソースに子リソースがある場合は、リソー
スツリー全体を削除する必要があります。
Forecast コンソールを使用している場合、子リソースを含むリソースを削除すると、リソースツリー全体
を削除するよう指示するプロンプトが自動的に表示されます。AWS ソフトウェア開発キット (SDK) を使
用する場合は、DeleteResourceTree (p. 308)リソースツリーを削除する操作。

個々のリソースの削除
子リソースに関連付けられていない場合は、個々のリソースを削除できます。例えば、予測の作成やジョ
ブのエクスポートに使用されていない個々の予測子を削除できます。
Amazon Forecast コンソールまたは AWS ソフトウェア開発キット (SDK) を使用して、リソースを削除で
きます。
Console
リソースを削除するには
1. AWS Management Console にサインインして、Amazon Forecast コンソール (https://
console.aws.amazon.com/forecast/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、削除するリソースのリソースタイプを選択します。
3. リソースを選択し、[Delete] (削除) を選択します。
4. 確認フィールドで、delete と入力します。
5. [削除] を選択します。
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SDK
リソースを削除するには
リソースの削除に使用するオペレーションは、そのリソースタイプによって異なります。削除するリ
ソースタイプのオペレーションで、リソースの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。
• DeleteDataset (p. 288)
• DeleteDatasetGroup (p. 290)
• DeleteDatasetImportJob (p. 292)
• DeletePredictor (p. 304)
• DeletePredictorBacktestExportJob (p. 306)
• DeleteForecast (p. 298)
• DeleteForecastExportJob (p. 300)
• DeleteExplainability (p. 294)
たとえば、PredicastDeletePredictor (p. 304)操作、値を指定してくださいPredictorArn削除する
予測子の ARN に移動します。
{
}

"PredictorArn": arn:partition:service:region:account-id:resource-id

リソースツリーの削除
リソースツリーを削除すると、親リソースと関連するすべての子リソースが削除されます。例えば、予測
子と、その予測子に関連付けられているすべての子リソース (予測子バックテストエクスポートジョブ、
予測、および予測エクスポートジョブ) を削除できます。親リソースを指定して、リソースツリーを削除
します。
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Amazon Forecast コンソールまたは AWS ソフトウェア開発キット (SDK) を使用して、リソースツリーを
削除できます。
Console
リソースツリーを削除するには
1. AWS Management Console にサインインして、Amazon Forecast コンソール (https://
console.aws.amazon.com/forecast/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、親リソースのリソースタイプを選択します。
3. 削除する親リソースを選択して、[Delete] (削除) を選択します。
4. 確認フィールドで、delete と入力します。
5. [削除] を選択します。

SDK
リソースツリーを削除するには
リソースツリーを削除するには、DeleteResourceTree (p. 308)操作。ResourceArn の値を親リソー
スの Amazon リソースネーム (ARN) に設定します。
{
}

"ResourceArn": arn:partition:service:region:account-id:resource-id

Amazon Forecast のリソースのタグ付け
タグは、特定のタイプの AWS リソースなど、Amazon Forecast リソースをオプションで定義および関連
付けるラベルです。タグを使用することで、目的、所有者、環境、その他の条件など、さまざまな方法で
リソースを分類および管理できます。例えば、タグを使用してポリシーや自動化を適用したり、特定のコ
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ンプライアンス要件の対象となるリソースを識別したりできます。以下のタイプの Forecast リソースにタ
グを追加できます。
• データセットグループ
• データセット
• データセットのインポートジョブ
• 予測子
• 予測子エクスポートジョブ
• 予測
• 予測のエクスポートジョブ
• 仮説分析
• 仮説予測
• What-if Forecast のエクスポートジョブ
リソースには、最大 50 個のタグを含めることができます。

タグを管理する
タグはそれぞれ、1 つの必須タグキーとオプションの 1 つのタグ値で構成されており、どちらもお客様側
が定義します。タグキーは、より具体的なタグ値のカテゴリのように動作する、一般的なラベルです。タ
グ値は、タグキーの記述子として機能します。例えば、Forecast のデータセットのインポートジョブに内
部テスト用と本番用の 2 つのバージョンがある場合、両方のプロジェクトに Environment タグキーを割
り当てます。Environment タグキーの値は、場合によって、データセットのインポートジョブの 1 つの
バージョンでは Test に、他のバージョンでは Production になります。
タグキーには最大 128 文字を含めることができます。タグ値は最大 256 文字を含めることができま
す。Unicode 文字、数字、空白、空白、または次の記号のいずれか 1 つを使用できます。次の記号のいず
れか 1 つを使用できます。_.:/= +-。 タグにはさらに以下のような制限が追加されます。
• タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。
• タグキーは、関連付けられたリソースごとにそれぞれ一意である必要があります。また、設定できる値
は 1 つのみです。
• aws:、AWS:、またはその大文字または小文字の組み合わせを、キーのプレフィックスとして使用しな
いでください。これらの文字列は AWS による使用のために予約されています。このプレフィックス
が含まれるタグキーを編集したり削除することはできません。値にはこのプレフィックスを付けるこ
とができます。タグ値には aws がプレフィックスとして付されているが、キーには付されていない場
合、Forecast は、それをユーザータグとみなし、タグ数の上限である 50 個を計算する際に算入しま
す。aws のキープレフィックスのみを持つタグは、リソース制限あたりのタグに算入されません。
• タグのみに基づいて、リソースを更新または削除することはできません。使用する操作に応じ
て、Amazon リソースネーム (ARN) またはリソース ID も指定する必要があります。
• パブリックリソースまたは共有リソースにタグを関連付けることができます。ただし、タグは自分
の AWS アカウントにのみ使用でき、リソースを共有する他のアカウントには使用できません。さら
に、AWS アカウント用に指定された AWS リージョンにあるリソースにのみタグを使用できます。
Forecast リソースからタグキーと値を追加、表示、更新、削除するには、 AWS Command Line Interface
(AWS CLI)、Forecast API、または AWS SDK を使用できます。

IAM ポリシーでのタグの使用
タグの実装を開始した後、タグベースのリソースレベルのアクセス許可を AWS Identity and Access
Management (IAM) ポリシーと API オペレーションに適用できます。これには、リソースの作成時にリ
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ソースへのタグの追加をサポートするオペレーションが含まれます。このようにタグを使用すること
で、AWS アカウントのどのグループとユーザーにリソースの作成とタグ付けのアクセス許可があって、ど
のグループとユーザーにタグの作成、更新、削除のアクセス許可があるかを、広範囲にきめ細かく制御で
きます。
例えば、リソースの Owner タグの値がユーザー名となっているすべての Forecast リソースに対して、
ユーザーにフルアクセスを許可するポリシーを作成できます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ModifyResourceIfOwner",
"Effect": "Allow",
"Action": "forecast:*",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEqualsIgnoreCase": {
"aws:ResourceTag/Owner": "${aws:username}"
}
}
}
]

次の例は、データセットの作成と削除を許可するポリシーを作成する方法を示しています。これらのオペ
レーションは、ユーザー名が johndoe の場合にのみ許可されます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"forecast:CreateDataset",
"forecast:DeleteDataset"
],
"Resource": "arn:aws:forecast:*:*:dataset/*",
"Condition": {
"StringEquals": {"aws:username" : "johndoe"}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "forecast:DescribeDataset",
"Resource": "*"
}
]

タグをベースにしてリソースレベルでアクセス許可を定義した場合、そのアクセス許可は即座に反映され
ます。つまり、リソースが作成されるとすぐにリソースの安全性が増し、新しいリソースにタグの使用を
すぐに強制できるようになります。リソースレベルのアクセス許可を使用して、新しいリソースと既存の
リソースに、どのタグキーと値を関連付けるかを制御することもできます。詳細については、AWS IAM
ユーザーガイドの「タグを使用したアクセス制御」を参照してください。

リソースにタグを追加する
次の例は、AWS CLI と AWS Management Console を使用して Forecast リソースにタグを追加する方法
を示しています。
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AWS CLI
を使用して新しい Forecast リソースを作成するときにタグを追加するAWS CLI、適切なものを使用し
てくださいcreateリソースのコマンドとインクルードはtagsパラメータと値です。たとえば、次の
コマンドは、という名前の新しいデータセットグループを作成します。myDatasetGroupCUSTOM
ドメイン用で、次のタグを追加します。AnEnvironmentタグキーにTestタグ値、および aOwnerタ
グキーとxyzCorp価値。
aws forecast create-dataset-group \
--dataset-group-name myDatasetGroup \
--dataset-arns arn:aws:forecast:region:acct-id:dataset/dataset_name \
--domain CUSTOM \
--tags Key=Environment,Value=Test Key=Owner,Value=xyzCorp

Forecast リソースの作成に使用できるコマンドの詳細については、Forecast AWS CLI コマンドレ
ファレンスを参照してください。
既存のリソースにタグを追加するには、tag-resourceコマンドを実行してリソースの ARN を指定
し、タグキーと値をtags-modelパラメータ。
aws forecast tag-resource \
--resource-arn resource ARN \
--tags Key=key,Value=value

AWS Management Console
Forecast でリソースを作成するときに、オプションのタグを追加できます。次の例では、データセッ
トグループにタグを追加します。他のリソースへのタグの追加も同様のパターンに従います。

新しいデータセットグループにタグを追加するには
1.

AWS Management Console にサインインして、Amazon Forecast コンソール (https://
console.aws.amazon.com/forecast/) を開きます。

2.

[データセットグループの作成] を選択します。

3.

[Dataset group name] (データセットグループ名) で、名前を入力します。

4.

[Forecasting domain] (予測ドメイン) で、ドメインを選択します。

5.

[新しいタグを追加] をクリックします。

6.

[Key] (キー) と [Value] (値) で、適切な値を入力します。
たとえば、それぞれ Environment および Test などです。

7.

タグをさらに追加するには、[Add new tag] (新しいタグを追加) を選択します。
1 つのリソースに最大 50 個のタグを追加できます。

8.

[Next] (次へ) を選択し、リソースの作成を続行します。

追加情報
タグ付けの詳細については、次のリソースを参照してください。
• AWS 全般のリファレンスの「AWS Tagging Principles」(AWS タグ付けプリンシプル)
• 「AWS Tagging Strategies」(AWS のタグ付け戦略) (ダウンロード可能な PDF)
• AWS IAM ユーザーガイドの「AWS Access Control」(AWS アクセスコントロール)
• AWS Organizations ユーザーガイドの「AWS Tagging Policies」(AWS タグ付けポリシー)
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ジョブステータス通知の受信
アマゾンを手に入れることができます EventBridge またはアマゾン CloudWatch イベントでは、予測子や
予測子や予測の作成など、進行中の Amazon Forecast リソースジョブのステータスアップデートを通知し
ます。 EventBridge そして CloudWatch Events では、Amazon Web Services () の変更を記述した、シス
テムイベントのほぼリアルタイムのストリームを配信しますAWS) リソース。例えば、Forecast の予測子
がトレーニングを終了したときに通知するイベントを設定できます。
イベントは、ベストエフォートベースで出力されます。イベントの詳細については、アマゾン
EventBridge ユーザーガイドまたはアマゾン CloudWatch Events ユーザーガイド。

Note
Amazon の使用をお勧めします EventBridge イベントを管理します。 CloudWatch イベントと
EventBridge 同じ API を使用し、同じ機能を提供しますが EventBridge より多くの機能を提供し
ます。いずれかで行った変更 CloudWatch または EventBridge 各コンソールに表示されます。詳
細については、次を参照してください。アマゾン EventBridge。
トピック
• Forecast リソースジョブのモニタリング (p. 173)
• の作成 EventBridge Job ステータス通知のルール (p. 174)
• の作成 CloudWatch Job ステータス通知のEvents ルール (p. 175)

Forecast リソースジョブのモニタリング
イベントは AWS 環境の変化を示し、ルールは着信イベントを照合し、処理のためにそれらをターゲット
にルーティングします。Forecast イベントを照合するルールを設定して、1 つ以上のターゲット関数また
はストリームにルートできます。 EventBridge そして CloudWatch イベントは、発生したイベントを検出
し、照合ルールでターゲットを呼び出します。
次の表に、モニタリングできる Forecast リソースジョブとそのステータス変更イベントを示します。
リソースジョブ

ステータス変更のイベント名

ステータス

CreateDatasetImportJob

Forecast Dataset Import Job
State Change

ACTIVE、CREATE_IN_PROGRESS、CREATE

CreatePredictor

Forecast Predictor Creation State
Change

ACTIVE、CREATE_IN_PROGRESS、CREATE

CreateForecast

Forecast Forecast Creation State
Change

ACTIVE、CREATE_IN_PROGRESS、CREATE

CreateExplainability

Forecast Change

ACTIVE、CREATE_IN_PROGRESS、CREATE

CreatePredictorBacktestExportJob Forecast Predictor Backtest
Export Job State Change

ACTIVE、CREATE_IN_PROGRESS、CREATE

CreateForecastExportJob

Forecast Forecast Export Job
State Change

ACTIVE、CREATE_IN_PROGRESS、CREATE

CreateExplainabilityExport

Forecast Forecast Change

ACTIVE、CREATE_IN_PROGRESS、CREATE

CreateWhatIfAnalysis

What-If 分析の作成状態の変化を
Forecast

ACTIVE、CREATE_IN_PROGRESS、CREATE

CreateWhatIfForecast

Forecast What-Change

ACTIVE、CREATE_IN_PROGRESS、CREATE
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リソースジョブ

ステータス変更のイベント名

ステータス

CreateWhatIfForecastExport

What-If 予測輸出創出状況の変化
を予測

ACTIVE、CREATE_IN_PROGRESS、CREATE

DeleteDataset

Forecast Dataset Deletion State
Change

DELETE_IN_PROGRESS、DELETE_FAILED

DeleteDatasetImportJob

Forecast Dataset Import Job
Deletion State Change

DELETE_IN_PROGRESS、DELETE_FAILED

DeletePredictor

Forecast Predictor Deletion State
Change

DELETE_IN_PROGRESS、DELETE_FAILED

DeleteForecast

Forecast Forecast Deletion State
Change

DELETE_IN_PROGRESS、DELETE_FAILED

DeleteExplainability

Forecast Peletion Change

DELETE_IN_PROGRESS、DELETE_FAILED

DeleteExplainabilityExport

Forecast Forecast Change

DELETE_IN_PROGRESS、DELETE_FAILED

DeleteWhatIfAnalysis

What-If 分析による削除状態の変
化をForecast

DELETE_IN_PROGRESS、DELETE_FAILED

DeleteWhatIfForecast

Forecast What-If Forecast

DELETE_IN_PROGRESS、DELETE_FAILED

DeleteWhatIfForecastExportJob

Forecast What-if Forecast エクス
ポート削除状態変更

DELETE_IN_PROGRESS、DELETE_FAILED

通知には、Amazon リソースネーム (ARN)、ジョブステータス、ジョブ期間 (分)、エラーメッセージ
(ジョブが失敗した場合) など、リソースに関する情報が含まれます。削除イベントの通知には Duration
フィールドが含まれていません。通知例を次に示します。
{

}

"version": "0",
"id": "017fcb6d-7ca3-ebf8-819e-3e0fa956ee17",
"detail-type": "Forecast Dataset Import Job State Change",
"source": "aws.forecast",
"account": "000000000001",
"time": "2021-02-19T05:45:51Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [
"arn:aws:forecast:us-west-2:000000000001:dataset/example_data"
],
"detail": {
"Arn": "arn:aws:forecast:us-west-2:000000000001:dataset/example_data",
"Duration": 60,
"Status": "ACTIVE",
}

の作成 EventBridge Job ステータス通知のルール
を作成するには EventBridge 進行中のForecastリソースジョブのステータス変更を通知するルール。の
ルールの作成AWSサービス()アマゾン EventBridge ユーザーガイド。手順で、[Service name] (サービス名)
に、[Amazon Forecast] を選択します。[Event type] (イベントタイプ) で、モニタリングする Forecast のイ
ベントを選択します。Forecast のイベントのリストについては、「Forecast リソースジョブのモニタリン
グ (p. 173)」を参照してください。
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の作成 CloudWatch Job ステータス通知のEvents ルー
ル
を作成するには CloudWatch 進行中の Forecast リソースジョブのステータスChangeの作成 CloudWatch
イベントでトリガーするEvents ルール()アマゾン CloudWatch ユーザーガイド。手順で、[Service name]
(サービス名) に、[Amazon Forecast] を選択します。[Event type] (イベントタイプ) で、モニタリングする
Forecast のイベントを選択します。Forecast のイベントのリストについては、「Forecast リソースジョブ
のモニタリング (p. 173)」を参照してください。

175

Amazon Forecast デベロッパーガイド
AWS でサポートされているリージョン

ガイドラインとクォータ
次のセクションには、Amazon Forecast のガイドラインとクォータに関する情報が含まれています。
トピック
• AWS でサポートされているリージョン (p. 176)
• のコンプライアンス (p. 176)
• Service Quotas (p. 176)

AWS でサポートされているリージョン
Forecast をサポートしている AWS リージョンのリストについては、アマゾン ウェブ サービス全般のリ
ファレンスの「AWS リージョンとエンドポイント」をご参照ください。

のコンプライアンス
Amazon Forecast コンプライアンスプログラムの詳細については、「AWS コンプライアンス」、「AWS
コンプライアンスプログラム」、および「コンプライアンスプログラムによる AWS 対象範囲内のサービ
ス」を参照してください。

Service Quotas
Note
調整可能なクォータの引き上げをリクエストするには、Service Quotas コンソールを使用し、
「Service Quotas ユーザーガイド」の「Requesting a quota increase」(クォータ引き上げリクエ
スト) のセクションの手順に従います。
Forecast には、次のサービスクォータがあります。

CreateDatasetImportJob (p. 241) API によって課されるクォータ
リソース

デフォルトのクォータ

Amazon S3 バケットのファイル
の最大数

10,000

Amazon S3 バケット内のすべて
のファイルの最大累積サイズ

30 GB

データセットグループのデータ
セットの最大数

3 (タイプごとに 1)

データセットの行の最大数

30 億

調整可能
いいえ
はい

注: ap-south-1 リージョンの
クォータは 10 億です。
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リソース

デフォルトのクォータ

ターゲット時系列データセット
の列の最大数

13 (3 + 10)

調整可能

いいえ

(必須列 + 追加の予測ディメン
ション)
関連する時系列データセットの
列の最大数

25 (2 + 10 + 13)
いいえ

(必須列 + 追加の予測ディメン
ション + 関連する特徴)
項目メタデータデータセットの
列の最大数

10

いいえ

CreatePredictor (p. 266) API によって課されるクォータ
リソース

デフォルトのクォータ

最大 number of
backtest windows
(EvaluationParameters (p. 458))

5

予測子あたりの時系列の最大数

すべてのターゲット時系列の
項目およびディメンションで
5,000,000

(項目数 X ターゲット時系列デー
タセットの予測ディメンション
の固有値の数)

調整可能
いいえ

注: ap-south-1 リージョンの
クォータは 1,000,000 です。

はい

100,000 アイテムを超える場
合、Forecast は、よりきめ細か
い頻度 (1 時間ごとなど) ではな
く、年次、月次、週次、および
日次の頻度をサポートします。
最大予測期間

CNN-QR、Deepar+、AutoML:
500 データポイントまたはター
ゲット時系列データセットの長
さの 1/3 の小さい方
いいえ

ETS、NPTS、預言者、アリマ:
500 データポイントまたはター
ゲット時系列データセットの長
さから 1 を減じるもののいずれ
か小さい方。

一般的なリソースのクォータ
リソース

デフォルトのクォータ

CreateDatasetImportJob タ
スクの最大同時実行数

3

調整可能
はい
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リソース

デフォルトのクォータ

CreatePredictor タスクの最
大同時実行数

3

AutoML を使用した
CreatePredictor タスクの最
大同時実行数

3

CreateAutoPredictor タスク
の最大同時実行数

3

最大並列実行 Cream
CreateExplainability タスク

3

最大並列実行 Cream
CreateExplainabilityExport タス
ク

3

調整可能
はい

はい

いいえ
いいえ

いいえ

3
CreatePredictorBacktestExportJob
タスクの最大同時実行数

はい

CreateForecast タスクの最大
同時実行数

3

CreateForecastExportJob
タスクの最大同時実行数

3

リソースタイプあたりの最大並
列実行 StopResource タスク

3

データセットの最大数

1500

はい

データセットグループの最大数

500

はい

データセットインポートジョブ
の最大数

1000

予測子の最大数

500

はい

の最大数 AutoPredictors

500

いいえ

予測子バックテストエクスポー
トジョブの最大数

1000

予測の最大数

100

予測エクスポートジョブの最大
数

1000

予測をクエリできる最大
時間 (コンソールまたは
QueryForecast (p. 427) API)

30 日間

リソースに追加できるタグの最
大数

50

はい
はい
はい

はい

はい
はい
はい

いいえ

いいえ
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リソース

デフォルトのクォータ

QueryForecast API タスクの
最大同時実行数

大規模なデータセット (20 GB ま
たは 100,000 アイテムを超える
もの) で作成された 5 つを含む
10 個の予測。

調整可能

大規模なデータセットで作成さ
れた 6 個以上の予測がある場
合、QueryForecast がアクセ
スできるのは最新の 5 つの大規
模なデータセットの予測のみで
す。

いいえ

説明可能性の最大数

1000

いいえ

説明可能性エクスポートジョブ
の最大数

1000

いいえ

What-if 分析クォータ
リソース

デフォルトのクォータ

CreateWhatIfAnalysis タス
クの最大同時実行数

3

仮説分析の最大数

500

CreateWhatIfForecast タス
クの最大同時実行数

3

仮説予測の最大数

100

調整可能
はい
はい
はい
はい

CreateWhatIfForecastExport 3
タスクの最大同時実行数

はい

What-If 予測エクスポートの最大
数

1000

はい

エクスポートジョブの仮説予測
の最大数

3

いいえ
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予約フィールド名
Amazon Forecast では次の名前が予約されています。スキーマフィールドまたはデータセットヘッダーに
これらの名前を使用することはできません。

A
• A
• ABORT
• ABS
• ABSOLUTE
• ACCESS
• ACTION
• ADA
• ADD
• ADMIN
• AFTER
• AGGREGATE
• ALIAS
• ALL
• ALLOCATE
• ALSO
• ALTER
• ALWAYS
• ANALYSE
• ANALYZE
• AND
• ANY
• ARE
• ARRAY
• AS
• ASC
• ASENSITIVE
• ASSERTION
• ASSIGNMENT
• ASYMMETRIC
• AT
• ATOMIC
• ATTRIBUTE
• ATTRIBUTES
• AUDIT
• AUTHORIZATION
• AUTO_INCREMENT
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• AVG
• AVG_ROW_LENGTH

B
• BACKUP
• BACKWARD
• BEFORE
• BEGIN
• BERNOULLI
• BETWEEN
• BIGINT
• BINARY
• BIT
• BIT_LENGTH
• BITVAR
• BLOB
• BOOL
• BOOLEAN
• BOTH
• BREADTH
• BREAK
• BROWSE
• BULK
• BY

C
• C
• CACHE
• CALL
• CALLED
• CARDINALITY
• CASCADE
• CASCADED
• CASE
• CAST
• CATALOG
• CATALOG_NAME
• CEIL
• CEILING
• CHAIN
• CHANGE
• CHAR
• CHAR_LENGTH
• CHARACTER
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• CHARACTER_LENGTH
• CHARACTER_SET_CATALOG
• CHARACTER_SET_NAME
• CHARACTER_SET_SCHEMA
• CHARACTERISTICS
• CHARACTERS
• CHECK
• CHECKED
• CHECKPOINT
• CHECKSUM
• CLASS
• CLASS_ORIGIN
• CLOB
• CLOSE
• CLUSTER
• CLUSTERED
• COALESCE
• COBOL
• COLLATE
• COLLATION
• COLLATION_CATALOG
• COLLATION_NAME
• COLLATION_SCHEMA
• COLLECT
• COLUMN
• COLUMN_NAME
• COLUMNS
• COMMAND_FUNCTION
• COMMAND_FUNCTION_CODE
• COMMENT
• COMMIT
• COMMITTED
• COMPLETION
• COMPRESS
• COMPUTE
• CONDITION
• CONDITION_NUMBER
• CONNECT
• CONNECTION
• CONNECTION_NAME
• CONSTRAINT
• CONSTRAINT_CATALOG
• CONSTRAINT_NAME
• CONSTRAINT_SCHEMA
• CONSTRAINTS
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• CONSTRUCTOR
• CONTAINS
• CONTAINSTABLE
• CONTINUE
• CONVERSION
• CONVERT
• COPY
• CORR
• CORRESPONDING
• COUNT
• COVAR_POP
• COVAR_SAMP
• CREATE
• CREATEDB
• CREATEROLE
• CREATEUSER
• CROSS
• CSV
• CUBE
• CUME_DIST
• CURRENT
• CURRENT_DATE
• CURRENT_DEFAULT_TRANSFORM_GROUP
• CURRENT_PATH
• CURRENT_ROLE
• CURRENT_TIME
• CURRENT_TIMESTAMP
• CURRENT_TRANSFORM_GROUP_FOR_TYPE
• CURRENT_USER
• CURSOR
• CURSOR_NAME
• CYCLE

D
• DATA
• DATABASE
• DATABASES
• DATETIME
• DATETIME_INTERVAL_CODE
• DATETIME_INTERVAL_PRECISION
• DAY
• DAY_HOUR
• DAY_MICROSECOND
• DAY_MINUTE
• DAY_SECOND
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• DAYOFMONTH
• DAYOFWEEK
• DAYOFYEAR
• DBCC
• DEALLOCATE
• DEC
• DECIMAL
• DECLARE
• DEFAULT
• DEFAULTS
• DEFERRABLE
• DEFERRED
• DEFINED
• DEFINER
• DEGREE
• DELAY_KEY_WRITE
• DELAYED
• DELETE
• DELIMITER
• DELIMITERS
• DENSE_RANK
• DENY
• DEPTH
• DEREF
• DERIVED
• DESC
• DESCRIBE
• DESCRIPTOR
• DESTROY
• DESTRUCTOR
• DETERMINISTIC
• DIAGNOSTICS
• DICTIONARY
• DISABLE
• DISCONNECT
• DISK
• DISPATCH
• DISTINCT
• DISTINCTROW
• DISTRIBUTED
• DIV
• DO
• DOMAIN
• DOUBLE
• DROP
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• DUAL
• DUMMY
• DUMP
• DYNAMIC
• DYNAMIC_FUNCTION
• DYNAMIC_FUNCTION_CODE

E
• EACH
• ELEMENT
• ELSE
• ELSEIF
• ENABLE
• ENCLOSED
• ENCODING
• ENCRYPTED
• END
• END-EXEC
• ENUM
• EQUALS
• ERRLVL
• ESCAPE
• ESCAPED
• EVERY
• EXCEPT
• EXCEPTION
• EXCLUDE
• EXCLUDING
• EXCLUSIVE
• EXEC
• EXECUTE
• EXISTING
• EXISTS
• EXIT
• EXP
• EXPLAIN
• EXTERNAL
• EXTRACT

F
• FALSE
• FETCH
• FIELDS
• FILE
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• FILLFACTOR
• FILTER
• FINAL
• FIRST
• FLOAT
• FLOAT4
• FLOAT8
• FLOOR
• FLUSH
• FOLLOWING
• FOR
• FORCE
• FOREIGN
• FORTRAN
• FORWARD
• FOUND
• FREE
• FREETEXT
• FREETEXTTABLE
• FREEZE
• FROM
• FULL
• FULLTEXT
• FUNCTION
• FUSION

G
• G
• GENERAL
• GENERATED
• GET
• GLOBAL
• GO
• GOTO
• GRANT
• GRANTED
• GRANTS
• GREATEST
• GROUP
• GROUPING

H
• HANDLER
• HAVING
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• HEADER
• HEAP
• HIERARCHY
• HIGH_PRIORITY
• HOLD
• HOLDLOCK
• HOST
• HOSTS
• HOUR
• HOUR_MICROSECOND
• HOUR_MINUTE
• HOUR_SECOND

I
• IDENTIFIED
• IDENTITY
• IDENTITY_INSERT
• IDENTITYCOL
• IF
• IGNORE
• ILIKE
• IMMEDIATE
• IMMUTABLE
• IMPLEMENTATION
• IMPLICIT
• IN
• INCLUDE
• INCLUDING
• INCREMENT
• INDEX
• INDICATOR
• INFILE
• INFIX
• INHERIT
• INHERITS
• INITIAL
• INITIALIZE
• INITIALLY
• INNER
• INOUT
• INPUT
• INSENSITIVE
• INSERT
• INSERT_ID
• INSTANCE
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• INSTANTIABLE
• INSTEAD
• INT
• INT1
• INT2
• INT3
• INT4
• INT8
• INTEGER
• INTERSECT
• INTERSECTION
• INTERVAL
• INTO
• INVOKER
• IS
• ISAM
• ISNULL
• ISOLATION
• ITERATE

J
• JOIN

K
• K
• KEY
• KEY_MEMBER
• KEY_TYPE
• KEYS
• KILL

L
• LANCOMPILER
• LANGUAGE
• LARGE
• LAST
• LAST_INSERT_ID
• LATERAL
• LEADING
• LEAST
• LEAVE
• LEFT
• LENGTH
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• LESS
• LEVEL
• LIKE
• LIMIT
• LINENO
• LINES
• LISTEN
• LN
• LOAD
• LOCAL
• LOCALTIME
• LOCALTIMESTAMP
• LOCATOR
• LOCK
• LOGIN
• LOGS
• LONG
• LONGBLOB
• LONGTEXT
• LOOP
• LOW_PRIORITY
• LOWER

M
• M
• MAP
• MATCH
• MATCHED
• MAX
• MAX_ROWS
• MAXEXTENTS
• MAXVALUE
• MEAN
• MEDIUMBLOB
• MEDIUMINT
• MEDIUMTEXT
• MEMBER
• MERGE
• MESSAGE_LENGTH
• MESSAGE_OCTET_LENGTH
• MESSAGE_TEXT
• METHOD
• MIDDLEINT
• MIN
• MIN_ROWS
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• MINUS
• MINUTE
• MINUTE_MICROSECOND
• MINUTE_SECOND
• MINVALUE
• MLSLABEL
• MOD
• MODE
• MODIFIES
• MODIFY
• MODULE
• MONTH
• MONTHNAME
• MORE
• MOVE
• MULTISET
• MUMPS
• MYISAM

N
• NAME
• NAMES
• NATIONAL
• NATURAL
• NCHAR
• NCLOB
• NESTING
• NEW
• NEXT
• NO
• NO_WRITE_TO_BINLOG
• NOAUDIT
• NOCHECK
• NOCOMPRESS
• NOCREATEDB
• NOCREATEROLE
• NOCREATEUSER
• NOINHERIT
• NOLOGIN
• NONCLUSTERED
• NONE
• NORMALIZE
• NORMALIZED
• NOSUPERUSER
• NOT
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• NOTHING
• NOTIFY
• NOTNULL
• NOWAIT
• NULL
• NULLABLE
• NULLIF
• NULLS
• NUMBER
• NUMERIC

O
• OBJECT
• OCTET_LENGTH
• OCTETS
• OF
• OFF
• OFFLINE
• OFFSET
• OFFSETS
• OIDS
• OLD
• ON
• ONLINE
• ONLY
• OPEN
• OPENDATASOURCE
• OPENQUERY
• OPENROWSET
• OPENXML
• OPERATION
• OPERATOR
• OPTIMIZE
• OPTION
• OPTIONALLY
• OPTIONS
• OR
• ORDER
• ORDERING
• ORDINALITY
• OTHERS
• OUT
• OUTER
• OUTFILE
• OUTPUT
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• OVER
• OVERLAPS
• OVERLAY
• OVERRIDING
• OWNER

P
• PACK_KEYS
• PAD
• PARAMETER
• PARAMETER_MODE
• PARAMETER_NAME
• PARAMETER_ORDINAL_POSITION
• PARAMETER_SPECIFIC_CATALOG
• PARAMETER_SPECIFIC_NAME
• PARAMETER_SPECIFIC_SCHEMA
• PARAMETERS
• PARTIAL
• PARTITION
• PASCAL
• PASSWORD
• PATH
• PCTFREE
• PERCENT
• PERCENT_RANK
• PERCENTILE_CONT
• PERCENTILE_DISC
• PLACING
• PLAN
• PLI
• POSITION
• POSTFIX
• POWER
• PRECEDING
• PRECISION
• PREFIX
• PREORDER
• PREPARE
• PREPARED
• PRESERVE
• PRIMARY
• PRINT
• PRIOR
• PRIVILEGES
• PROC
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• PROCEDURAL
• PROCEDURE
• PROCESS
• PROCESSLIST
• PUBLIC
• PURGE

Q
• QUOTE

R
• RAID0
• RAISERROR
• RANGE
• RANK
• RAW
• READ
• READS
• READTEXT
• REAL
• RECHECK
• RECONFIGURE
• RECURSIVE
• REF
• REFERENCES
• REFERENCING
• REGEXP
• REGR_AVGX
• REGR_AVGY
• REGR_COUNT
• REGR_INTERCEPT
• REGR_R2
• REGR_SLOPE
• REGR_SXX
• REGR_SXY
• REGR_SYY
• REINDEX
• RELATIVE
• RELEASE
• RELOAD
• RENAME
• REPEAT
• REPEATABLE
• REPLACE
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• REPLICATION
• REQUIRE
• RESET
• RESIGNAL
• RESOURCE
• RESTART
• RESTORE
• RESTRICT
• RESULT
• RETURN
• RETURNED_CARDINALITY
• RETURNED_LENGTH
• RETURNED_OCTET_LENGTH
• RETURNED_SQLSTATE
• RETURNS
• REVOKE
• RIGHT
• RLIKE
• ROLE
• ROLLBACK
• ROLLUP
• ROUTINE
• ROUTINE_CATALOG
• ROUTINE_NAME
• ROUTINE_SCHEMA
• ROW
• ROW_COUNT
• ROW_NUMBER
• ROWCOUNT
• ROWGUIDCOL
• ROWID
• ROWNUM
• ROWS
• RULE

S
• SAVE
• SAVEPOINT
• SCALE
• SCHEMA
• SCHEMA_NAME
• SCHEMAS
• SCOPE
• SCOPE_CATALOG
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• SCOPE_NAME
• SCOPE_SCHEMA
• SCROLL
• SEARCH
• SECOND
• SECOND_MICROSECOND
• SECTION
• SECURITY
• SELECT
• SELF
• SENSITIVE
• SEPARATOR
• SEQUENCE
• SERIALIZABLE
• SERVER_NAME
• SESSION
• SESSION_USER
• SET
• SETOF
• SETS
• SETUSER
• SHARE
• SHOW
• SHUTDOWN
• SIGNAL
• SIMILAR
• SIMPLE
• SIZE
• SMALLINT
• SOME
• SONAME
• SOURCE
• SPACE
• SPATIAL
• SPECIFIC
• SPECIFIC_NAME
• SPECIFICTYPE
• SQL
• SQL_BIG_RESULT
• SQL_BIG_SELECTS
• SQL_BIG_TABLES
• SQL_CALC_FOUND_ROWS
• SQL_LOG_OFF
• SQL_LOG_UPDATE
• SQL_LOW_PRIORITY_UPDATES
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• SQL_SELECT_LIMIT
• SQL_SMALL_RESULT
• SQL_WARNINGS
• SQLCA
• SQLCODE
• SQLERROR
• SQLEXCEPTION
• SQLSTATE
• SQLWARNING
• SQRT
• SSL
• STABLE
• START
• STARTING
• STATE
• STATEMENT
• STATIC
• STATISTICS
• STATUS
• STDDEV_POP
• STDDEV_SAMP
• STDIN
• STDOUT
• STORAGE
• STRAIGHT_JOIN
• STRICT
• STRING
• STRUCTURE
• STYLE
• SUBCLASS_ORIGIN
• SUBLIST
• SUBMULTISET
• SUBSTRING
• SUCCESSFUL
• SUM
• SUPERUSER
• SYMMETRIC
• SYNONYM
• SYSDATE
• SYSID
• SYSTEM
• SYSTEM_USER

T
• TABLE
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• TABLE_NAME
• TABLES
• TABLESAMPLE
• TABLESPACE
• TEMP
• TEMPLATE
• TEMPORARY
• TERMINATE
• TERMINATED
• TEXT
• TEXTSIZE
• THAN
• THEN
• TIES
• TIME
• TIMEZONE_HOUR
• TIMEZONE_MINUTE
• TINYBLOB
• TINYINT
• TINYTEXT
• TO
• TOAST
• TOP
• TOP_LEVEL_COUNT
• TRAILING
• TRAN
• TRANSACTION
• TRANSACTION_ACTIVE
• TRANSACTIONS_COMMITTED
• TRANSACTIONS_ROLLED_BACK
• TRANSFORM
• TRANSFORMS
• TRANSLATE
• TRANSLATION
• TREAT
• TRIGGER
• TRIGGER_CATALOG
• TRIGGER_NAME
• TRIGGER_SCHEMA
• TRIM
• TRUE
• TRUNCATE
• TRUSTED
• TSEQUAL
• TYPE
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U
• UESCAPE
• UID
• UNBOUNDED
• UNCOMMITTED
• UNDER
• UNDO
• UNENCRYPTED
• UNION
• UNIQUE
• UNKNOWN
• UNLISTEN
• UNLOCK
• UNNAMED
• UNNEST
• UNSIGNED
• UNTIL
• UPDATE
• UPDATETEXT
• UPPER
• USAGE
• USE
• USER
• USER_DEFINED_TYPE_CATALOG
• USER_DEFINED_TYPE_CODE
• USER_DEFINED_TYPE_NAME
• USER_DEFINED_TYPE_SCHEMA
• USING
• UTC_DATE
• UTC_TIME
• UTC_TIMESTAMP

V
• VACUUM
• VALID
• VALIDATE
• VALIDATOR
• VALUE
• VALUES
• VAR_POP
• VAR_SAMP
• VARBINARY
• VARCHAR
• VARCHAR2
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• VARCHARACTER
• VARIABLE
• VARIABLES
• VARYING
• VERBOSE
• VIEW
• VOLATILE

W
• WAITFOR
• WHEN
• WHENEVER
• WHERE
• WHILE
• WIDTH_BUCKET
• WINDOW
• WITH
• WITHIN
• WITHOUT
• WORK
• WRITE
• WRITETEXT

X
• X509
• XOR

Y
• YEAR
• YEAR_MONTH

Z
• ZEROFILL
• ZONE
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Amazon Forecast のセキュリティ
AWS では、クラウドセキュリティを最優先事項としています。AWS のユーザーは、セキュリティを最も
重視する組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャを利用でき
ます。
セキュリティは、AWS とユーザーの間の責任共有です。責任共有モデルでは、これをクラウドのセキュリ
ティおよびクラウド内のセキュリティと説明しています。
• クラウドのセキュリティ - AWS は、AWS クラウドで AWS のサービスを実行するインフラストラク
チャを保護する責任を負います。また、AWS は、使用するサービスを安全に提供します。AWS コンプ
ライアンスプログラムの一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効性をテス
トおよび検証しています。Amazon Forecast に適用するコンプライアンスプログラムの詳細について
は、コンプライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービスをご参照ください。
• クラウド内のセキュリティ - ユーザーの責任は、使用する AWS のサービスに応じて異なります。ま
た、ユーザーは、データの機密性、企業要件、および適用法令と規制などのその他要因に対する責任も
担います。
このドキュメントは、Forecast を使用する際に共有責任モデルを適用する方法を理解するのに役立ちま
す。以下のトピックでは、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を達成するために Forecast を設定
する方法を示します。また、Forecast のリソースのモニタリングと保護に役立つ他の AWS のサービスの
使用方法についても学びます。
トピック
• Amazon Forecast におけるデータ保護 (p. 200)
• Amazon Forecast のための Identity and Access Management (p. 201)
• Amazon Forecast でのログ記録とモニタリング (p. 216)
• Amazon Forecast のコンプライアンス検証 (p. 219)
• Amazon Forecast の回復力 (p. 220)
• Amazon Forecast のインフラストラクチャセキュリティ (p. 220)
• VPC エンドポイントのForecast とインターフェイス (AWS PrivateLink) (p. 221)

Amazon Forecast におけるデータ保護
AWS 責任共有モデル は、Amazon Forecast のデータ保護に適用されます。このモデルで説明されている
ように、AWS は、AWS クラウド のすべてを実行するグローバルインフラストラクチャを保護する責任を
負います。お客様は、このインフラストラクチャでホストされているコンテンツに対する管理を維持する
責任があります。このコンテンツには、使用される AWS のサービス のセキュリティ構成と管理タスクが
含まれます。データプライバシーの詳細については、「データプライバシーのよくある質問」を参照して
ください。欧州でのデータ保護の詳細については、AWS セキュリティブログに投稿された「AWS 責任共
有モデルおよび GDPR」のブログ記事を参照してください。
データを保護するため、AWS アカウント の認証情報を保護し、AWS Identity and Access Management
(IAM) を使用して個々のユーザーアカウントをセットアップすることをお勧めします。この方法により、
それぞれのジョブを遂行するために必要な許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデー
タを保護することをお勧めします。
• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 以降が推奨されています。
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• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS 暗号化ソリューションを AWS のサービス内のすべてのデフォルトのセキュリティ管理と一緒に使
用します。
• Amazon Macie などのアドバンストマネージドセキュリティサービスを使用します。これは、Amazon
S3 に保存されている個人データの検出と保護を支援します。
• コマンドラインインターフェースまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 検証
済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。使用可能な FIPS エンド
ポイントの詳細については、「連邦情報処理規格 (FIPS) 140−2」を参照してください。
お客様の E メールアドレスなどの機密情報やセンシティブ情報は、タグや [Name] (名前) フィールドな
どの自由形式のフィールドに配置しないことを強くお勧めします。これには、コンソール、API、AWS
CLI、または AWS SDK を使用して Forecast または他の AWS のサービスと連携する場合も含まれます。
タグまたは名前に使用する自由記入欄に入力したデータは、課金や診断ログに使用される場合がありま
す。外部サーバーへの URL を提供する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するための認証情報を
URL に含めないことを強くお勧めします。

保管時の暗号化
Amazon Forecastでは、中に暗号化設定が提供されますCreateDataset (p. 233)そし
てCreatePredictor (p. 266)オペレーション。で暗号化設定が提供されている場合 CreateDataset オペレー
ションでは、保存時の暗号化用の CMK と IAM ロールがCreateDatasetImportJob (p. 241)オペレーショ
ン。
たとえば、キーの KMS を指定したとします。KeyArn と RoleArn () EncryptionConfig の声ガイドライ
ン CreateDataset オペレーション、Forecastはその役割を引き受け、キーを使用してデータセットを
暗号化します。構成が指定されていない場合、Forecastはデフォルトのサービスキーを暗号化に使用
します。さらに、あなたが提供した場合 EncryptionConfig の情報 CreatePredictor オペレーション、
そして後続のすべてのオペレーション、例えば CreatePredictorExplanability, CreateForecast そして
CreatePredictorBacktestExportJobは、同じ設定を使用して保存時の暗号化を実行します。繰り返しになり
ますが、暗号化設定を指定しない場合、Forecastはデフォルトのサービス暗号化を使用します。
Amazon S3 バケットに保存されているすべてのデータについて、データはデフォルトの Amazon S3
キーで暗号化されます。独自のものを使用することもできますAWS KMSキーを使用してデータを暗号化
し、Forecastにこのキーへのアクセスを許可します。Amazon S3 のデータ暗号化については、を参照して
ください。暗号化を使用したデータの保護。独自の管理の詳細についてはAWS KMSキー、見てキーの管
理()AWS Key Management Serviceデベロッパーガイド。

転送時および処理時の暗号化
Amazon ForecastではTLSを使用していますAWS他人に送信されるデータを暗号化するための証明書AWS
のサービス。他者とのコミュニケーションAWSサービスはHTTPS経由で行われ、Forecastエンドポイント
はHTTPS経由の安全な接続のみをサポートします。
Amazon Forecast は、アカウントからデータをコピーし、内部 AWS システムで処理します。データを処
理する際、ForecastはいずれかのForecastでデータを暗号化しますAWS KMSキーまたは任意AWS KMSあ
なたが提供するキー。

Amazon Forecast のための Identity and Access
Management
AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全に制御する
ために役立つ AWS のサービス です。IAM 管理者は、誰を認証 (サインイン) し、誰に Forecast リソース
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の使用を許可する (許可を持たせる) かを制御します。IAM は、追加費用なしで使用できる AWS のサービ
ス です。
トピック
• 対象者 (p. 202)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 202)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 204)
• IAM を使用する Amazon Forecast の仕組み (p. 206)
• Amazon Forecast の ID ベースのポリシーの例 (p. 208)
• Amazon Forecast アイデンティティとアクセスのトラブルシューティング (p. 214)

対象者
AWS Identity and Access Management (IAM) の用途は、Forecast で行う作業によって異なります。
[Service user] (サービスユーザー) - Forecast のサービスを使用してジョブを実行する場合は、必要な許可
と認証情報を管理者が用意します。作業を実行するためにさらに多くの Forecast の特徴を使用するとき、
追加の許可が必要になる場合があります。アクセスの管理方法を理解しておくと、管理者に適切な許可を
リクエストするうえで役立ちます。Forecast の特徴にアクセスできない場合は、「Amazon Forecast アイ
デンティティとアクセスのトラブルシューティング (p. 214)」を参照してください。
[Service administrator] (サービス管理者) - 社内の Forecast リソースを担当している場合は、通
常、Forecast へのフルアクセスがあります。サービスのユーザーがどの Forecast 機能やリソースにアク
セスするかを決めるのは管理者の仕事です。その後、IAM 管理者にリクエストを送信して、サービスユー
ザーの許可を変更する必要があります。このページの情報を確認して、IAM の基本概念を理解してくださ
い。貴社が Forecast で IAM を利用する方法の詳細については、「IAM を使用する Amazon Forecast の仕
組み (p. 206)」を参照してください。
IAM 管理者 - 管理者は、Forecast へのアクセスを管理するポリシーの作成方法の詳細について確認する
場合があります。IAM で使用できる Forecast アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、
「Amazon Forecast の ID ベースのポリシーの例 (p. 208)」を参照してください。

アイデンティティを使用した認証
認証とは、アイデンティティ認証情報を使用して AWS にサインインする方法です。AWS Management
Console を使用したサインインの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザーまたはルー
トユーザーとして AWS Management Console にサインインする」を参照してください。
ユーザーは AWS のルートユーザーもしくは IAM ユーザーとして、または IAM ロールを引き受けることに
よって、認証を受ける (AWS アカウント にサインインする) 必要があります。会社のシングルサインオン
認証を使用したり、Google や Facebook を使用したりしてサインインすることもできます。このような場
合、管理者が事前に IAM ロールを使用して ID フェデレーションを設定している必要があります。他の会
社の認証情報を使用して AWS にアクセスした場合、ロールは間接的に割り当てられています。
AWS Management Console に直接サインインするには、パスワードとルートユーザーの E メールまたは
IAM ユーザー名を使用します。ルートユーザーまたは IAM ユーザーのアクセスキーを使用して AWS にプ
ログラムからアクセスできます。AWS では、ユーザーの認証情報を使用してリクエストに暗号的に署名
するための SDK とコマンドラインツールが提供されます。AWS ツールを使用しない場合は、リクエスト
に自分で署名する必要があります。これには、インバウンド API リクエストを認証するためのプロトコル
である署名バージョン 4 を使用します。リクエストの認証の詳細については、「AWS 全般のリファレン
ス」の「署名バージョン 4 の署名プロセス」を参照してください。
使用する認証方法を問わず、追加のセキュリティ情報の提供を要求される場合もあります。例えば、AWS
は、アカウントのセキュリティを強化するために多要素認証 (MFA) を使用することをお勧めします。詳細
については、「IAM ユーザーガイド」の「AWS での多要素認証 (MFA) の使用」を参照してください。
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AWS アカウント ルートユーザー
AWS アカウント を作成する場合は、このアカウントのすべての AWS のサービス とリソースに対して
完全なアクセス権を持つ 1 つのサインインアイデンティティから始めます。この ID は AWS アカウント
ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した E メールアドレスとパスワードでサインインする
ことによってアクセスできます。日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めし
ます。ルートユーザーの認証情報を保護し、それらを使用してルートユーザーのみが実行できるタスクを
実行します。ルートユーザーとしてサインインする必要があるタスクの完全なリストについては、AWS 全
般のリファレンスの「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」を参照してください。

IAM ユーザーとグループ
IAM ユーザーは、1 人のユーザーまたは 1 つのアプリケーションに対して特定の許可を持つ AWS アカウ
ント 内のアイデンティティです。可能であれば、パスワードやアクセスキーなどの長期的な認証情報を
持つ IAM ユーザーを作成する代わりに、一時的な認証情報を使用することをお勧めします。ただし、IAM
ユーザーの長期的な認証情報を必要とする特定のユースケースがある場合は、アクセスキーをローテー
ションすることをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「長期的な認証情報を必要とす
るユースケースのためにアクセスキーを定期的にローテーションする」を参照してください。
IAM グループは、IAM ユーザーの集団を指定するアイデンティティです。グループとしてサインイン
することはできません。グループを使用して、複数のユーザーに対して一度に許可を指定できます。
多数のユーザーグループがある場合、グループを使用することで許可の管理が容易になります。例え
ば、IAMAdmins という名前のグループを設定して、そのグループに IAM リソースを管理する許可を与え
ることができます。
ユーザーは、ロールとは異なります。ユーザーは 1 人の人または 1 つのアプリケーションに一意に関連
付けられますが、ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。ユーザーには
永続的な長期の認証情報がありますが、ロールでは一時的な認証情報が提供されます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザー (ロールではなく) の作成が適している場合」を参照してくださ
い。

IAM ロール
IAM ロールは、特定の許可を持つ、AWS アカウント 内のアイデンティティです。これは IAM ユーザーに
似ていますが、特定のユーザーには関連付けられていません。ロールを切り替えることによって、AWS
Management Console で IAM ロールを一時的に引き受けることができます。ロールを引き受けるに
は、AWS CLI または AWS API オペレーションを呼び出すか、カスタム URL を使用します。ロールを使
用する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールの使用」を参照してください。
IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます。
• フェデレーションユーザーアクセス – フェデレーションアイデンティティに許可を割り当てるには、
ロールを作成してそのロールの許可を定義します。フェデレーションアイデンティティが認証される
と、そのアイデンティティはロールに関連付けられ、ロールで定義されている許可が付与されます。
フェデレーションのロールの詳細については、IAM ユーザーガイドの「サードパーティー ID プロバイ
ダー用のロールの作成」を参照してください。IAM アイデンティティセンターを使用する場合、許可
セットを設定します。アイデンティティが認証後にアクセスできるものを制御するために、IAM アイデ
ンティティセンターは許可セットを IAM のロールに関連付けます。アクセス許可セットの詳細について
は、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「アクセス許可
セット」を参照してください。
• 一時的な IAM ユーザー許可 - IAM ユーザーまたはロールは、特定のタスクに対して複数の異なる許可を
一時的に IAM ロールで引き受けることができます。
• クロスアカウントアクセス - IAM ロールを使用して、自分のアカウントのリソースにアクセスすること
を、別のアカウントの人物 (信頼済みプリンシパル) に許可できます。クロスアカウントアクセスを許可
する主な方法は、ロールを使用することです。ただし、一部の AWS のサービス では、(ロールをプロキ
シとして使用する代わりに) リソースにポリシーを直接添付できます。クロスアカウントアクセスにお

203

Amazon Forecast デベロッパーガイド
ポリシーを使用したアクセスの管理

けるロールとリソースベースのポリシーの違いについては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールと
リソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。
• クロスサービスアクセス - 一部の AWS のサービス では、他の AWS のサービス の機能を使用します。
例えば、サービスで呼び出しを行うと、通常そのサービスによって Amazon EC2 でアプリケーションが
実行されたり、Amazon S3 にオブジェクトが保存されたりします。サービスでは、呼び出し元プリンシ
パルの許可、サービスロール、またはサービスにリンクされたロールを使用してこれを行う場合があり
ます。
• プリンシパル許可 - IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行する場合、その
ユーザーはプリンシパルとみなされます。ポリシーによって、プリンシパルに許可が付与されます。
一部のサービスを使用する際に、アクションを実行することで、別のサービスの別のアクションがト
リガーされることがあります。この場合、両方のアクションを実行するための許可が必要です。ポリ
シー内で、アクションに追加の依存アクションが必要かどうかを確認するには、サービス認証リファ
レンスの「Amazon Forecast のアクション、リソース、および条件キー」を参照してください。
• サービスロール - サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロー
ルです。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「AWS のサービス にアクセス許可を委任するロールの作成」を参照して
ください。
• サービスにリンクされたロール - サービスにリンクされたロールは、AWS のサービス にリンクされ
たサービスロールの一種です。サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き
受けることができます。サービスにリンクされたロールは IAM アカウント内に表示され、サービスに
よって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの許可を表示できますが、編集
することはできません。
• Amazon EC2 で実行されているアプリケーション - EC2 インスタンスで実行され、AWS CLI または
AWS API 要求を行っているアプリケーションの一時的な認証情報を管理するには、IAM ロールを使用
できます。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロールを EC2
インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、インスタンス
にアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルにはロールが含
まれ、EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時的な認証情報を取得することができます。詳細
については、「IAM ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに
IAM ロールを使用して許可を付与する」を参照してください。
IAM ロールと IAM ユーザーのどちらを使用するかについては、「IAM ユーザーガイド」の「(IAM ユー
ザーではなく) IAM ロールをいつ作成したら良いのか?」を参照してください。

ポリシーを使用したアクセスの管理
AWS でアクセスをコントロールするには、ポリシーを作成して AWS アイデンティティまたはリソースに
アタッチします。ポリシーは AWS のオブジェクトであり、アイデンティティやリソースに関連付けて、
これらのアクセス許可を定義します。AWS は、プリンシパル (ユーザー、ルートユーザー、またはロー
ルセッション) がリクエストを行うと、これらのポリシーを評価します。ポリシーでの許可により、リク
エストが許可されるか拒否されるかが決まります。大半のポリシーは JSON ドキュメントとして AWS に
保存されます。JSON ポリシードキュメントの構造と内容の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「JSON ポリシー概要」を参照してください。
管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。
すべての IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) は、許可のない状態からスタートします。デフォル
トでは、ユーザーは何もできず、自分のパスワードを変更することすらできません。何かを実行する許可
をユーザーに付与するには、管理者がユーザーに許可ポリシーを添付する必要があります。また、管理者
は、必要な許可があるグループにユーザーを追加できます。管理者がグループに許可を付与すると、その
グループ内のすべてのユーザーにこれらの許可が付与されます。
IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクションの許可を定義します。例え
ば、iam:GetRole アクションを許可するポリシーがあるとします。このポリシーがあるユーザー
は、AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API からロールの情報を取得できます。
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アイデンティティベースのポリシー
アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーのグループ、ロールなど、アイデンティ
ティに添付できる JSON 許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが実行
できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成する
方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。
アイデンティティベースのポリシーは、さらにインラインポリシーまたはマネージドポリシーに分類でき
ます。インラインポリシーは、単一のユーザー、グループ、またはロールに直接埋め込まれます。マネー
ジドポリシーは、AWS アカウント 内の複数のユーザー、グループ、およびロールに添付できるスタンド
アロンポリシーです。マネージドポリシーには、AWS マネージドポリシーとカスタマーマネージドポリ
シーがあります。マネージドポリシーまたはインラインポリシーのいずれかを選択する方法については、
「IAM ユーザーガイド」の「マネージドポリシーとインラインポリシーの比較」を参照してください。

リソースベースのポリシー
リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。リソースベース
のポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられます。
リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定の
リソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。
リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリ
シーでは IAM の AWS マネージドポリシーは使用できません。

アクセスコントロールリスト (ACL)
アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかをコントロールします。ACL はリソースベースのポリ
シーに似ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。
Simple Storage Service (Amazon S3)、AWS WAF、および Amazon VPC は、ACL をサポートするサービ
スの例です。ACL の詳細については、「Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイド」の「アク
セスコントロールリスト (ACL) の概要」を参照してください。

その他のポリシータイプ
AWS では、その他の一般的ではないポリシータイプもサポートしています。これらのポリシータイプで
は、より一般的なポリシータイプで付与された最大の許可を設定できます。
• 許可の境界 - 許可の境界は、アイデンティティベースのポリシーによって IAM エンティティ (IAM ユー
ザーまたはロール) に付与できる許可の上限を設定する高度な機能です。エンティティに許可の境界を
設定できます。結果として許可される範囲は、エンティティのアイデンティティベースポリシーとその
許可の境界の共通部分になります。Principal フィールドでユーザーまたはロールを指定するリソー
スベースのポリシーでは、許可の境界は制限されません。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否
した場合、許可は無効になります。許可の境界の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM エ
ンティティの許可の境界」を参照してください。
• サービスコントロールポリシー (SCP) - SCP は、AWS Organizations で組織や組織単位 (OU) の最大許
可を指定する JSON ポリシーです。AWS Organizations は、お客様のビジネスが所有する複数の AWS
アカウント をグループ化し、一元的に管理するサービスです。組織内のすべての機能を有効にすると、
サービスコントロールポリシー (SCP) を一部またはすべてのアカウントに適用できます。SCP ではメ
ンバーアカウントのエンティティ (各 AWS アカウント ルートユーザーなど) に対する許可が制限されま
す。Organizations と SCP の詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「SCP の仕組み」
を参照してください。

205

Amazon Forecast デベロッパーガイド
IAM を使用する Amazon Forecast の仕組み

• セッションポリシー - セッションポリシーは、ロールまたはフェデレーティッドユーザーの一時的な
セッションをプログラムで作成する際にパラメータとして渡す高度なポリシーです。結果としてセッ
ションの許可される範囲は、ユーザーまたはロールのアイデンティティベースポリシーとセッションポ
リシーの共通部分になります。また、リソースベースのポリシーから許可が派生する場合もあります。
これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。詳細については、IAM
ユーザーガイドの「セッションポリシー」を参照してください。

複数のポリシータイプ
1 つのリクエストに複数のタイプのポリシーが適用されると、結果として作成される許可を理解するのが
さらに難しくなります。複数のポリシータイプが関連するとき、リクエストを許可するかどうかを AWS
が決定する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「ポリシーの評価ロジック」を参照してく
ださい。

IAM を使用する Amazon Forecast の仕組み
IAM を使用して Amazon Forecast へのアクセスを管理する前に、Forecast で使用できる IAM 機能につい
て理解しておく必要があります。Forecast およびその他の AWS のサービスが IAM と連携する方法の概要
を把握するには、IAM ユーザーガイドの「IAM と連携する AWS のサービス」を参照してください。
トピック
• Forecast アイデンティティベースのポリシー (p. 206)
• Forecast IAM ロール (p. 208)
• (p. 208)

Forecast アイデンティティベースのポリシー
IAM のアイデンティティベースポリシーでは、許可または拒否するアクションとリソース、またアクショ
ンを許可または拒否する条件を指定できます。Forecast は、特定のアクション、リソース、および条件
キーをサポートしています。JSON ポリシーで使用するすべての要素については、「IAM ユーザーガイ
ド」の「IAM JSON ポリシーの要素のリファレンス」を参照してください。

アクション
管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どの プ
リンシパル がどの リソース に対してどのような 条件 下で アクション を実行できるかということです。
JSON ポリシーの Action 要素には、ポリシー内のアクセスを許可または拒否するために使用できるアク
ションが記述されます。ポリシーアクションの名前は通常、関連する AWS API オペレーションと同じで
す。一致する API オペレーションのない許可のみのアクションなど、いくつかの例外があります。また、
ポリシーに複数のアクションが必要なオペレーションもあります。これらの追加アクションは、依存アク
ションと呼ばれます。
このアクションは、関連付けられたオペレーションを実行するための許可を付与するポリシーで使用され
ます。
Forecast のポリシーアクションは、アクションの前にプレフィックスを使用します。forecast:。
たとえば、FOR データセットグループ作成ジョブを実行するアクセス許可を付与するに
はCreateDatasetGroupAPI オペレーション。含めるのはforecast:CreateDatasetGroup彼らの方
針における行動。ポリシーステートメントには、Action または NotAction 要素を含める必要がありま
す。Forecast は、このサービスで実行できるタスクを記述する独自のアクションのセットを定義します。
単一のステートメントに複数のアクションを指定するには、次のようにコンマで区切ります。
"Action": [
"forecast:action1",
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"forecast:action2"

ワイルドカード (*) を使用して複数のアクションを指定することができます。例えば、Describe という
単語で始まるすべてのアクションを指定するには、次のアクションを含めます。
"Action": "forecast:Describe*"

Forecast アクションのリストを表示するには、「」を参照してください。Amazon Forecast のアクショ
ン、リソース、および条件キー Amazon Forecast で定義されるアクション()サービス認証リファレンス。

リソース
管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。
Resource JSON ポリシー要素は、オブジェクトあるいはアクションが適用されるオブジェクトを指定し
ます。ステートメントには、Resource または NotResource 要素を含める必要があります。ベストプラ
クティスとして、Amazon リソースネーム (ARN) を使用してリソースを指定します。これは、リソースレ
ベルの許可と呼ばれる特定のリソースタイプをサポートするアクションに対して実行できます。
オペレーションのリスト化など、リソースレベルの許可をサポートしないアクションの場合は、ステート
メントがすべてのリソースに適用されることを示すために、ワイルドカード (*) を使用します。
"Resource": "*"

Amazon Forecast データセットリソースには、次の ARN があります。
arn:${Partition}:forecast:${Region}:${Account}:dataset/${DatasetName}

ARN の形式の詳細については、「Amazon リソースネーム (ARN) と AWS サービスの名前空間」を参照し
てください。
たとえば、ステートメントで MyDataset というデータセットを指定するには、次の ARN を使用しま
す。
"Resource": "arn:aws:forecast:us-east-1:123456789012:dataset/MyDataset"

特定のアカウントに属するすべてのデータセットを指定するには、ワイルドカード (*) を使用します。
"Resource": "arn:aws:forecast:us-east-1:123456789012:dataset/*"

リソースの作成など、一部の Forecast アクションは、特定のリソースで実行できません。このような場合
は、ワイルドカード (*) を使用する必要があります。
"Resource": "*"

Forecast のリソースタイプとそれらの ARN のリストを確認するには、IAM ユーザーガイドの「Amazon
Forecast で定義されるリソースタイプ」を参照してください。どのアクションで各リソースの ARN を指
定できるかについては、「Amazon Forecast で定義されるアクション」を参照してください。

条件キー
Forecast は、サービス固有の条件キーを提供しません。

例
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Forecast アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、「Amazon Forecast の ID ベースのポ
リシーの例 (p. 208)」を参照してください。

Forecast IAM ロール
IAM ロールは AWS アカウント内のエンティティで、特定の許可を持っています。

Forecast を使用した一時的な認証情報の使用
一時的な認証情報を使用して、フェデレーションでサインインする、IAM ロールを引き受ける、また
はクロスアカウントロールを引き受けることができます。一時的なセキュリティ認証情報を取得するに
は、AWS STSなどの API オペレーションAssumeRoleまたはGetFederationToken。
Forecast では、一時認証情報の使用をサポートしています。

サービスリンクロール
サービスにリンクされたロールは、AWS サービスが他のサービスのリソースにアクセスして自動的にア
クションを完了することを許可します。サービスにリンクされたロールは IAM アカウント内に表示され、
サービスによって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの許可を表示できます
が、編集することはできません。
Forecast は、サービスにリンクされたロールをサポートしていません。

サービスロール
この機能により、ユーザーに代わってサービスがサービスロールを引き受けることが許可されます。この
ロールにより、サービスがユーザーに代わって他のサービスのリソースにアクセスし、アクションを完了
することが許可されます。サービスロールは、IAM アカウントに表示され、アカウントによって所有され
ます。つまり、IAM 管理者が、このロールの許可を変更することができます。ただし、これを行うことに
より、サービスの機能が損なわれる場合があります。
Forecast は、サービスロールをサポートします。

Amazon Forecast の ID ベースのポリシーの例
デフォルトでは、IAM ユーザーおよびロールには、Forecast リソースを作成または変更する許可はありま
せん。AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API を使用してタスクを実行することもでき
ません。IAM 管理者は、ユーザーとロールに必要な、指定されたリソースで特定の API オペレーションを
実行する許可をユーザーとロールに付与する IAM ポリシーを作成する必要があります。続いて、管理者は
それらの許可が必要な IAM ユーザーまたはグループにそのポリシーを添付します。
オペレーションが呼び出されるたびに、Amazon Forecast は呼び出し元の権限に対して一連の認証チェッ
クを実行します。これらのチェックには、次のものがあります。
• 操作を呼び出す呼び出し側の権限が検証されます。
• オペレーション内でロールが提供されている場合、Amazon Forecast は PassRole ロールの許可。
• 暗号化設定に KMS キーが指定されている場合、kms: decrypt と kms:GenerateDataKey 検証は呼び出し
元の権限で実行されます。このキーは、Amazon Forecast で実行されるオペレーションごとに異なる場
合があります。お手元に届きます AccessDeniedException 関連する権限を持っていない場合。キーポリ
シーは次のコードのようになります。

Example
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": “AWS Invoking Identity”
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},
"Action": [
"kms:Decrypt",
"kms:GenerateDataKey”
],
"Resource": "*"
}

JSON ポリシードキュメントのこれらの例を使用して、IAM アイデンティティベースのポリシーを作成す
る方法については、「IAM ユーザーガイド」の「JSON タブでのポリシーの作成」を参照してください。
トピック
• ポリシーのベストプラクティス (p. 209)
• Forecast コンソールの使用 (p. 210)
• ユーザーが自分のアクセス許可を表示できるようにする (p. 210)
• Amazon Forecast の AWS マネージド (事前定義) ポリシー (p. 211)
• お客様が管理するポリシーの例 (p. 211)

ポリシーのベストプラクティス
ID ベースのポリシーは、ユーザーのアカウントで誰かが Forecast リソースを作成、アクセス、または削
除できるどうかを決定します。これらのアクションを実行すると、AWS アカウント に追加料金が発生す
る可能性があります。アイデンティティベースポリシーを作成したり編集したりする際には、以下のガイ
ドラインと推奨事項に従ってください。
• AWS マネージドポリシーを使用して開始し、最小特権の許可に移行する – ユーザーとワークロードへ
の許可の付与を開始するには、多くの一般的なユースケースのために許可を付与する AWS マネージド
ポリシーを使用します。これらは AWS アカウント で使用できます。ユースケースに応じた AWS カス
タマーマネージドポリシーを定義することで、許可をさらに減らすことをお勧めします。詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「AWS マネージドポリシー」または「AWS ジョブ機能の管理ポリ
シー」を参照してください。
• 最小特権を適用する – IAM ポリシーで許可を設定するときは、タスクの実行に必要な許可のみを付与し
ます。これを行うには、特定の条件下で特定のリソースに対して実行できるアクションを定義します。
これは、最小特権アクセス許可とも呼ばれています。IAM を使用して許可を適用する方法の詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのポリシーとアクセス許可」を参照してください。
• IAM ポリシーで条件を使用してアクセスをさらに制限する – ポリシーに条件を追加して、アクション
やリソースへのアクセスを制限できます。例えば、ポリシー条件を記述して、すべてのリクエストを
SSL を使用して送信するように指定することができます。また、AWS のサービス などの特定の AWS
CloudFormation を介して使用する場合、条件を使用してサービスアクションへのアクセスを許可する
こともできます。詳細については、次を参照してください。IAM JSON ポリシーの要素: Condition()IAM
ユーザーガイド。
• IAM Access Analyzer を使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的な許可を確保する - IAM Access
Analyzer は、新規および既存のポリシーを検証して、ポリシーが IAM ポリシー言語 (JSON) および IAM
のベストプラクティスに準拠するようにします。IAM Access Analyzer は 100 を超えるポリシーチェッ
クと実用的な推奨事項を提供し、安全で機能的なポリシーを作成できるようサポートします。詳細につ
いては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer ポリシーの検証」を参照してください。
• 多要素認証 (MFA) を要求する – アカウントで IAM ユーザーまたはルートユーザーを要求するシナリオ
がある場合は、セキュリティを強化するために MFA をオンにします。API オペレーションが呼び出さ
れるときに MFA を必須にするには、ポリシーに MFA 条件を追加します。詳細については、「IAM ユー
ザーガイド」の「MFA 保護 API アクセスの設定」を参照してください。
IAM でのベストプラクティスの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのセキュリティのベ
ストプラクティス」を参照してください。
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Forecast コンソールの使用
Amazon Forecast コンソールにアクセスするには、許可の最小限のセットが必要です。これらの許可によ
り、AWS アカウントの Forecast リソースの詳細をリストおよび表示できます。最小限必要な許可よりも
厳しく制限されたアイデンティティベースポリシーを作成すると、そのポリシーを添付したエンティティ
(IAM ユーザーまたはロール) に対してコンソールが意図したとおりに機能しません。
これらのエンティティが Forecast コンソールを使用できるように、エンティティに次の AWS マネージド
ポリシーもアタッチします。詳細については、IAM ユーザーガイドのユーザーへのアクセス許可の追加を
参照してください。
AWSForecastFullAccess

次のポリシーは、コンソールを使用するときにすべての Amazon Forecast アクションへのフルアクセスを
許可します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"forecast:*"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "forecast.amazonaws.com"
}
}
}
]

AWS CLI または AWS API のみを呼び出すユーザーには、最小限のコンソール許可を付与する必要はあり
ません。代わりに、実行しようとしている API オペレーションに一致するアクションのみへのアクセスが
許可されます。

ユーザーが自分のアクセス許可を表示できるようにする
この例では、ユーザーアイデンティティに添付されたインラインおよびマネージドポリシーの表示を IAM
ユーザーに許可するポリシーを作成する方法を示します。このポリシーには、コンソールで、または AWS
CLI か AWS API を使用してプログラム的に、このアクションを完了するアクセス許可が含まれています。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ViewOwnUserInfo",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetUserPolicy",
"iam:ListGroupsForUser",
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"iam:ListAttachedUserPolicies",
"iam:ListUserPolicies",
"iam:GetUser"

},
{

}

]

}

],
"Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
"Sid": "NavigateInConsole",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetGroupPolicy",
"iam:GetPolicyVersion",
"iam:GetPolicy",
"iam:ListAttachedGroupPolicies",
"iam:ListGroupPolicies",
"iam:ListPolicyVersions",
"iam:ListPolicies",
"iam:ListUsers"
],
"Resource": "*"

Amazon Forecast の AWS マネージド (事前定義) ポリシー
AWS は、AWS によって作成され管理されるスタンドアロンの IAM ポリシーが提供する多くの一般的ユー
スケースに対応します。これらの AWS 管理ポリシーは、一般的ユースケースに必要なアクセス許可を付
与することで、どのアクセス許可が必要なのかをユーザーが調査する必要をなくすことができます。詳細
については、「IAM ユーザーガイド」の「AWS Managed Policies」(AWS 管理ポリシー) を参照してくだ
さい。
アカウントのユーザーにアタッチできる以下の AWS マネージドポリシーは、Amazon Forecast に固有の
ものです。
• AmazonForecastFullAccess— Amazon Forecast のリソースおよびサポートされているすべてのオペ
レーションにフルアクセスできます。
これらの許可ポリシーについては、IAM コンソールにサインインしてそれらを検索することで確認できま
す。
独自のカスタム IAM ポリシーを作成して、Amazon Forecast アクションとリソースのための権限を許可
することもできます。これらのカスタムポリシーは、それらを必要とする IAM ユーザーにアタッチできま
す。

お客様が管理するポリシーの例
このセクションでは、さまざまな Amazon Forecast アクションの許可を付与するユーザーポリシー例を示
しています。これらのポリシーは、AWS SDK、または AWS CLI を使用しているときに適用できます。コ
ンソールを使用している場合は、「Forecast コンソールの使用 (p. 210)」を参照してください。
例
• 例 1: アカウント管理者権限の付与 (p. 212)
• 例 2: すべての Amazon Forecast と IAM を許可する PassRole アクション (p. 212)
• 例 3: IAMを制限しながら、すべてのAmazon Forecast アクションを許可する PassRole アクショ
ン (p. 212)
• 例 4: アクションベースのポリシー: Amazon Forecast Read (p. 213)
• 例 5: パスロールと KMS アクションによるすべての Amazon Forecast アクションを許可 (p. 213)
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例 1: アカウント管理者権限の付与
アカウントを設定した後で (「AWS にサインアップする (p. 4)」を参照)、管理者ユーザーを作成し、アカ
ウントを管理します。管理者ユーザーは、ユーザーを作成してそのアクセス許可を管理できます。
アカウントで使用可能なすべてのアクセス許可を管理者ユーザーに付与するには、そのユーザーに次のア
クセス許可ポリシーをアタッチします
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "*",
"Resource": "*"
}
]

例 2: すべての Amazon Forecast と IAM を許可する PassRole アクション
すべての Amazon Forecast アクションに対する許可を持ち、他のサービスに対する許可を持たないユー
ザーを作成することを選択できます (このユーザーをサービス固有の管理者とみなします)。このユーザー
に以下のアクセス許可ポリシーをアタッチします。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"forecast:*"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "forecast.amazonaws.com"
}
}
}
]

例 3: IAMを制限しながら、すべてのAmazon Forecast アクションを許可する
PassRole アクション
すべての Amazon Forecast アクションに対するアクセス許可を持ち、その IAM を制限するユーザーを作
成する場合があります。 PassRole アクション。このユーザーに以下のアクセス許可ポリシーをアタッチ
します。
{

"Version": "2012-10-17",
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"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"forecast:*"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": "arn:aws:iam::EXAMPLE_ACCOUNT_ID_12349858:role/
EXAMPLE_ROLE_TO_ALLOW_TO_PASS",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "forecast.amazonaws.com"
}
}
}
]
}

例 4: アクションベースのポリシー: Amazon Forecast Read
以下のポリシーでは、リソースを一覧表示して説明する Amazon Forecast アクションを実行するための許
可をユーザーに付与します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"forecast:DescribeDataset",
"forecast:DescribeDatasetGroup",
"forecast:DescribeDatasetImportJob",
"forecast:DescribeForecast",
"forecast:DescribeForecastExportJob",
"forecast:DescribePredictor",
"forecast:ListDatasetGroups",
"forecast:ListDatasetImportJobs",
"forecast:ListDatasets",
"forecast:ListDatasetExportJobs",
"forecast:ListForecasts",
"forecast:ListPredictors"
],
"Resource": "*"
}
]

例 5: パスロールと KMS アクションによるすべての Amazon Forecast アクション
を許可
すべての Amazon Forecast アクションに対する許可を持ち、他のサービスに対する許可を持たない
ユーザーを作成できます。詳細については、次を参照してください。AWSクロスアカウントキーポリ
シー()AWS Key Management Serviceデベロッパーガイド
{
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}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"forecast:*"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "forecast.amazonaws.com"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Decrypt",
"kms:GenerateDataKey"
],
"Resource": "arn:aws:iam::1234567890:key/example_key"
}
]

Amazon Forecast アイデンティティとアクセスのトラ
ブルシューティング
次の情報は、Forecast と IAM の使用に伴って発生する可能性がある一般的な問題の診断や修復に役立ちま
す。
トピック
• Forecast でアクションを実行する権限がない (p. 214)
• iam を実行する権限がない:PassRole (p. 215)
• マイアクセスキーを表示したい (p. 215)
• 管理者として Forecast へのアクセスを他のユーザーに許可したい (p. 215)
• 自分の AWS アカウント以外のユーザーに Forecast リソースへのアクセスを許可したい (p. 216)

Forecast でアクションを実行する権限がない
AWS Management Console から、アクションを実行することが認可されていないと通知された場合、管理
者に問い合わせ、サポートを依頼する必要があります。担当の管理者はお客様のユーザー名とパスワード
を発行した人です。
以下の例のエラーは、mateojackson IAM ユーザーがコンソールを使用して [######] の詳細を表示する
際に、forecast:GetWidget 許可がない場合に発生します。
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
forecast:GetWidget on resource: my-example-widget
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この場合、Mateo は、forecast:GetWidget アクションを使用して my-example-widget リソースへ
のアクセスが許可されるように、管理者にポリシーの更新を依頼します。

iam を実行する権限がない:PassRole
を実行する権限がないというエラーが表示された場合iam:PassRoleアクションを実行するに
は、Forecast にロールを渡すことができるようにポリシーを更新する必要があります。
一部の AWS のサービス では、新しいサービスロールまたはサービスにリンクされたロールを作成せず
に、既存のロールをサービスに渡すことが許可されています。そのためには、サービスにロールを渡す許
可が必要です。
以下の例のエラーは、marymajor という IAM ユーザーがコンソールを使用して Forecast でアクションを
実行しようする場合に発生します。ただし、このアクションをサービスが実行するには、サービスロール
から付与されたアクセス許可が必要です。Mary には、ロールをサービスに渡す許可がありません。
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

この場合、メアリーのポリシーを更新してメアリーに iam:PassRole アクションの実行を許可する必要
があります。
サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。

マイアクセスキーを表示したい
IAM ユーザーアクセスキーを作成した後は、いつでもアクセスキー ID を表示できます。ただし、シーク
レットアクセスキーを再表示することはできません。シークレットアクセスキーを紛失した場合は、新し
いキーペアを作成する必要があります。
アクセスキーは、アクセスキー ID (例: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE) とシークレットアクセスキー (例:
wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY) の 2 つの部分から構成されています。ユーザー名
とパスワードと同様に、リクエストを認証するために、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーの両
方を使用する必要があります。ユーザー名とパスワードと同様に、アクセスキーを安全に管理してくださ
い。

Important
正規のユーザー ID を確認するためであっても、アクセスキーをサードパーティーに提供しないで
ください。提供すると、第三者がアカウントへの永続的なアクセスを取得する場合があります。
アクセスキーペアを作成する場合、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーを安全な場所に保存す
るように求めるプロンプトが表示されます。このシークレットアクセスキーは、作成時にのみ使用できま
す。シークレットアクセスキーを紛失した場合、IAM ユーザーに新しいアクセスキーを追加する必要があ
ります。アクセスキーは最大 2 つまで持つことができます。既に 2 つある場合は、新しいキーペアを作成
する前に、いずれかを削除する必要があります。手順を表示するには、「IAM ユーザーガイド」の「アク
セスキーの管理」を参照してください。

管理者として Forecast へのアクセスを他のユーザーに許可した
い
Forecast へのアクセスを他のユーザーに許可するには、アクセスを必要とする人またはアプリケーション
の IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) を作成する必要があります。ユーザーまたはアプリケーショ
ンは、このエンティティの認証情報を使用して AWS にアクセスします。次に、Forecast の適切な許可を
付与するポリシーを、そのエンティティにアタッチする必要があります
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すぐにスタートするには、「IAM ユーザーガイド」の「IAM が委任した初期のユーザーおよびグループの
作成」を参照してください。

自分の AWS アカウント以外のユーザーに Forecast リソースへ
のアクセスを許可したい
他のアカウントのユーザーや組織外のユーザーが、リソースにアクセスするために使用できるロールを
作成できます。ロールの引き受けを委託するユーザーを指定することができます。リソースベースのポリ
シーまたはアクセス制御リスト (ACL) をサポートするサービスの場合、それらのポリシーを使用して、リ
ソースへのアクセスを付与できます。
詳細については、以下を参照してください。
• Forecast がこれらの機能をサポートしているかどうかを確認するには、「IAM を使用する Amazon
Forecast の仕組み (p. 206)」を参照してください。
• 所有している AWS アカウント 全体のリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM ユー
ザーガイド」の「所有している別の AWS アカウント アカウントへのアクセス権を IAM ユーザーに提
供」を参照してください。
• サードパーティーの AWS アカウント にリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM
ユーザーガイド」の「第三者が所有する AWS アカウント へのアクセス権を付与する」を参照してくだ
さい。
• ID フェデレーションを介してアクセスを提供する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「外部で
認証されたユーザー (ID フェデレーション) へのアクセスの許可」を参照してください。
• クロスアカウントアクセスでのロールとリソースベースのポリシーの使用の違いの詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点」を参照してくださ
い。

Amazon Forecast でのログ記録とモニタリング
モニタリングは、Amazon Forecast アプリケーションの信頼性、可用性、パフォーマンスを維持する上
で重要な部分です。Amazon Forecast の API コールをモニタリングするために、AWS CloudTrail を使用
できます。Forecast アセットとプロセスのステータスをモニタリングするには、Amazon を使用します
CloudWatch。
トピック
• AWS CloudTrail を使用した Aorecast API コールのログ記録 (p. 216)
• CloudWatch Amazon Forecast の指標 (p. 218)

AWS CloudTrail を使用した Aorecast API コールのロ
グ記録
Amazon ForecastはAWS CloudTrail、ユーザーやロール、またはAWSForecast のサービス。 CloudTrail
は、Forecast のすべての API 呼び出しをイベントとして取得します。キャプチャされたコールに
は、Forecast コンソールからのコールと Forecast API オペレーションへのコードコールが含まれます。
証跡を作成する場合は、以下の継続的な配信を有効にすることができます CloudTrail Forecast のイベント
など、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットへのイベント 証跡を設定しない場合でも、
「」で最新のイベントを表示できます CloudTrail コンソールインイベント履歴。によって収集されたデー
タを使用する CloudTrailでは、Forecast に対するリクエスト、リクエストの実行者、リクエストの実行
者、リクエストの実行者、リクエスト日時などの詳細を調べて、に対してどのようなリクエストが行われ
たかを判断できます。
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詳細を確認するトピック CloudTrail、「」を参照してください。AWS CloudTrailユーザーガイド。

でのForecast 情報 CloudTrail
CloudTrail で有効になっているAWSアカウント作成時のアカウント Forecast でアクティビティが発生
すると、そのアクティビティは CloudTrail 他のイベントと一緒にAWSでのサービスイベントイベント履
歴。AWS アカウントで最近のイベントを表示、検索、ダウンロードできます。詳細については、次を参照
してください。でのイベントの表示 CloudTrail イベント履歴。
Forecast のイベントを含め、AWS アカウントのイベントを継続的に記録するには、証跡を作成します。
あるトレイル可能にする CloudTrail Amazon S3 バケットにログファイルを配信します。デフォルトでは、
コンソールで作成した追跡がすべての AWS リージョンに適用されます。追跡は、AWS パーティション
のすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した Simple Storage Service (Amazon S3) バ
ケットにログファイルを配信します。さらに、その他を設定できますAWSで収集されたイベントデータを
さらに分析し、それに基づく対応を行うためのサービス CloudTrail ログ。詳細については、次を参照して
ください。
• 追跡を作成するための概要
• CloudTrail でサポートされるサービスと統合
• の Amazon SNS 通知の設定 CloudTrail
• 受信 CloudTrail 複数のリージョンのログファイルそして受信 CloudTrail複数のアカウントのログファイ
ル
すべてのForecast アクションがログに記録されます CloudTrail そして文書化されていますAmazon
Forecast 開発者ガイド。たとえば、はCreateDatasetそしてCreateForecastアクションはエントリを
生成します CloudTrail ログファイル。
各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。アイデンティティ
情報は、以下を判別するのに役立ちます。
• リクエストが、ルート認証情報と AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザー認証情報のどち
らを使用して送信されたか.
• リクエストがロールまたはフェデレーティッドユーザーのテンポラリなセキュリティ認証情報を使用し
て行われたかどうか。
• リクエストが、別の AWS のサービスによって送信されたかどうか。
詳細については、「CloudTrail userIdentity 要素」を参照してください。

Forecast ログファイルエントリについて
追跡は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信できるようにする設定で
す。 CloudTrail ログファイルには、1 つ以上のログエントリが含まれています。イベントは、任意のソー
スからの単一の要求を表し、要求されたアクション、アクションの日時、要求パラメーターなどに関する
情報が含まれます。 CloudTrail ログファイルは、パブリック API コールの順序付けられたスタックトレー
スではないため、特定の順序では表示されません。
以下に、の例を示します。 CloudTrail を示すログエントリCreateDatasetアクション。

{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDAIQ4PAJSMEEPNEXAMPLE",
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"arn": "arn:aws:iam::acct-id:user/userxyz",
"accountId": "111111111111",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"userName": "userxyz"

},
"eventTime": "2018-11-21T23:53:06Z",
"eventSource": "forecast.amazonaws.com",
"eventName": "CreateDataset",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.168.0.1",
"userAgent": "Boto3/1.7.82 Python/3.6.5 Linux/4.14.72-68.55.amzn1.x86_64
Botocore/1.10.84",
"requestParameters": {
"domain": "CUSTOM",
"datasetType": "TARGET_TIME_SERIES",
"dataFormat": "CSV",
"datasetName": "forecast_test_script_ds",
"dataFrequency": "D",
"timeStampFormat": "yyyy-MM-dd",
"schema": {
"attributes": [
{
"attributeName": "item_id",
"attributeType": "string"
},
{
"attributeName": "timestamp",
"attributeType": "timestamp"
},
{
"attributeName": "target_value",
"attributeType": "float"
},
{
"attributeName": "visits",
"attributeType": "float"
},
{
"attributeName": "was_open",
"attributeType": "float"
},
{
"attributeName": "promotion_applied",
"attributeType": "float"
}
]
}
},
"responseElements": {
"datasetName": "forecast_test_script_ds",
"datasetArn": "arn:aws:forecast:us-west-2:acct-id:ds/forecast_test_script_ds"
},
"requestID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE",
"eventID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111111111111"

}

CloudWatch Amazon Forecast の指標
このセクションには、Amazon に関する情報が含まれています CloudWatch Amazon Forecast で利用可能
なメトリクス。
次の表に、Amazon Forecast のメトリクスを示します。
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メトリクス

ディメン
ション

DatasetSize

DatasetSize

DatasetArn

単位

統計

Kilobytes

Average、Sum、Min、Max
Amazon Forecast によってお客様のアカウ
ントにインポートされたデータセットの合
計サイズ。

Kilobytes

Average、SumCreateDatasetImportJob (p. 241) オペ
レーションによってインポートされたデー
タセットのサイズ。

DatasetImportJobArn

説明

CreatePredictorEvaluationTime
PredictorArn [Seconds]
(秒)

Average、Sum特定の予測子のトレーニング、推論、お
よびメトリクスにかかる時間。Amazon
Forecast は、コンピューティングコストを
c5.xlarge インスタンスに正規化して、ト
レーニングジョブによって消費された時間
数に到達します。

CreateForecastEvaluationTime
ForecastArn [Seconds]
(秒)

Average、Sum予測生成中のトレーニングと推論にかかる
時間。Amazon Forecast は、コンピュー
ティングコストを c5.xlarge インスタンス
に正規化して、トレーニングジョブによっ
て消費された時間数に到達します。

TimeSeriesForecastsGenerated
[Count] (カウ Average、Sum、Min、Max
アカウント内のすべての予測子にわたって
ント)
分位ごとに生成された一意の時系列予測の
数。予測は最も近い 1,000 に切り上げら
れ、1,000 ごとに請求されます。
TimeSeriesForecastsGenerated
PredictorArn [Count] (カウ Average、Sum、Min、Max
アカウント内のすべての予測子にわたって
ント)
分位ごとに生成された一意の時系列予測の
数。予測は最も近い 1,000 に切り上げら
れ、1,000 ごとに請求されます。
TimeSeriesForecastsGenerated
PredictorArn [Count] (カウ Average、Sum、Min、Max
アカウント内のすべての予測子にわたって
ント)
分位ごとに生成された一意の時系列予測の
ForecastArn
数。予測は最も近い 1,000 に切り上げら
れ、1,000 ごとに請求されます。
ForecastDataPointsGenerated
PredictorArn [Count] (カウ Average、Sum、Min、Max
アカウント内のすべての予測変数にわたっ
ント)
て各予測に対して生成されたユニークな
ForecastArn
データポイントの数。予測は最も近い
1,000 に切り上げられ、1,000 ごとに請求
されます。

Amazon Forecast のコンプライアンス検証
サードパーティーの監査者は、さまざまな AWS コンプライアンスプログラムの一環として Amazon
Forecast のセキュリティとコンプライアンスを評価します。このプログラムには、SOC、PCI、HIPAA な
どを含みます。
特定のコンプライアンスプログラムの対象となる AWS サービスのリストについては、「コンプライア
ンスプログラムによる AWS 対象範囲内のサービス」を参照してください。一般的な情報については、
「AWS コンプライアンスプログラム」「」「」を参照してください。
AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細について
は、Downloading Reports in AWS および を参照してください。
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Forecast を使用する際のユーザーのコンプライアンス責任は、ユーザーのデータの機密性や貴社のコンプ
ライアンス目的、適用される法律および規制によって決まります。AWS では、コンプライアンスに役立つ
以下のリソースを提供しています。
• 「セキュリティとコンプライアンスのクイックスタートガイド」「」 – これらのデプロイガイドには、
アーキテクチャ上の考慮事項の説明と、AWS でセキュリティとコンプライアンスに重点を置いたベース
ライン環境をデプロイするためのステップが記載されています。
• HIPAA セキュリティおよびコンプライアンスホワイトペーパーのアーキテクチャの設計 - このホワイト
ペーパーでは、企業が AWS を使用して HIPAA 準拠のアプリケーションを作成する方法について説明し
ます。
• AWS コンプライアンスのリソース - このワークブックおよびガイドのコレクションは、ユーザーの業界
や地域で使用できるかもしれません。
• AWS Config デベロッパーガイドのルールでのリソースの評価 - AWS Config サービスでは、自社のプラ
クティス、業界ガイドライン、および規制に対するリソースの設定の準拠状態を評価します。
• AWS Security Hub：この AWS のサービスでは、AWS 内のセキュリティ状態を包括的に表示してお
り、セキュリティ業界の標準およびベストプラクティスへの準拠を確認するのに役立ちます。

Amazon Forecast の回復力
AWS のグローバルインフラストラクチャは AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンを中心に構築
されます。AWSリージョンには、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネットワーク
でConnectされている複数の物理的に独立・隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。アベイラ
ビリティーゾーンでは、ゾーン間で中断することなく自動的にフェイルオーバーするアプリケーションと
データベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーンは、従来の単一または複
数のデータセンターインフラストラクチャよりも可用性、耐障害性、および拡張性が優れています。
AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンの詳細については、「AWS グローバルインフラストラク
チャ」を参照してください。

Amazon Forecast のインフラストラクチャセキュリ
ティ
マネージドサービスである Amazon Forecast はAWSで説明されているグローバルネットワークセキュリ
ティ手順Amazon Web Services: セキュリティプロセスの概要ホワイトペーパー。
ネットワークを通じて Forecast にアクセスするために、AWS 発行の API コールを使用します。クライ
アントで Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降がサポートされている必要があります。TLS 1.2 以降
が推奨されています。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE)や Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman
(ECDHE) などの Perfect Forward Secrecy (PFS)を使用した暗号スイートもクライアントでサポートされて
いる必要があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポートされて
います。
また、リクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットアクセス
キーを使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、
一時セキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。
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VPC エンドポイントのForecast とインターフェイ
ス (AWS PrivateLink)
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用してホストする場合AWSリソースの場合、VPC と
Amazon Forecast との間にプライベート接続を確立できます。これにより、Amazon Forecast はパブリッ
クインターネットを経由せずに、VPC のリソースと通信できます。
Amazon VPC はAWSサービスの起ガイドラインAWS定義した仮想プライベートクラウド (VPC) または
仮想ネットワークのリソース。VPC を使用することで、IP アドレス範囲、サブネット、ルートテーブ
ル、およびネットワークゲートウェイなどのネットワーク設定を制御できます。VPC エンドポイントで
は、AWSVPC と VPC 間のルーティングはネットワークが処理しますAWSのサービス。
VPC を Amazon Forecast に接続するには、Amazon Forecast のインターフェイス VPC エンドポイント
を定義します。インターフェイスエンドポイントは、サポートされる AWS サービスを宛先とするトラ
フィックのエントリポイントとなるプライベート IP アドレスを持つ Elastic Network Interface です。この
エンドポイントは、インターネットゲートウェイ、ネットワークアドレス変換 (NAT) インスタンス、また
は VPN 接続を必要とせず、信頼性が高くスケーラブルな Amazon Forecast への接続を提供します。詳細
については、Amazon VPC ユーザーガイドの Amazon VPC とはを参照してください。
VPC エンドポイントはAWS PrivateLink。これAWSテクノロジーにより、間のプライベートコミュニケー
ションが可能になりますAWSは、elastic network interface とプライベート IP アドレスを使用してのサー
ビス提供を行います

Note
すべての Amazon Forecast 連邦情報処理規格 (FIPS) エンドポイントはAWS PrivateLink。

Forecast VPC エンドポイントに関する考慮事項
Forecast 用のインターフェイス VPC エンドポイントを設定する前に、「」を確認してくださいインター
フェイスエンドポイントのプロパティと制限()Amazon VPC User Guide。
Forecast は、その API アクションのすべてに対する VPC からの呼び出しをサポートしています。

Forecast 用のインターフェイス VPC エンドポイント
の作成
Forecast サービス用の VPC エンドポイントは、Amazon VPC コンソールまたはAWS Command Line
Interface(AWS CLI). 詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「インターフェースエンドポイ
ントの作成」を参照してください。
Amazon Forecast で使用する VPC エンドポイントは 2 種類作成できます。
• Amazon Forecast オペレーションで使用する VPC エンドポイント。ほとんどのユーザーにとって、こ
れは VPC エンドポイントの最適なタイプです。
• com.amazonaws.region.forecast
• com.amazonaws.region.forecastquery
• 連邦情報処理標準 (FIPS) 刊行物 140-2 米国政府標準に準拠するエンドポイントを使用した、Amazon
Forecast オペレーションの VPC エンドポイント (一部の地域では、Amazon Forecast エンドポイントと
クォータ).
• com.amazonaws.region.forecast-fips
• com.amazonaws.region.forecastquery-fips
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エンドポイントのプライベート DNS を有効にすると、リージョンのデフォルト DNS 名 (など) を使用し
て、Forecast に API リクエストを実行できます。forecast.us-east-1.amazonaws.com。
詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「インターフェースエンドポイント経由でのサービ
スへのアクセス」を参照してください。

Forecast 用の VPC エンドポイントポリシーの作成
VPC エンドポイントに Forecast へのアクセスをコントロールするエンドポイントポリシーをアタッチで
きます。このポリシーでは、以下の情報を指定します。
• アクションを実行できるプリンシパル。
• 実行可能なアクション。
• このアクションを実行できるリソース。
詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC エンドポイントでサービスへのアクセスを制御
する」を参照してください。
例: すべての Forecast アクションと PassRole アクションを許可する VPC エンドポイントポリシー
このポリシーは、エンドポイントに接続すると、すべての Forecast アクションと PassRole アクションへ
のアクセスを許可します。
{

}

"Statement": [
{
"Principal": "*",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"forecast:*",
"iam:PassRole"
],
"Resource": "*"
}
]

例: Forecast を許可する VPC エンドポイントポリシー ListDatasets 行動
このポリシーは、エンドポイントに接続すると、登録されている Forecast へのアクセスを許可します
ListDatasets アクション。
{

}

"Statement": [
{
"Principal": "*",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"forecast:ListDatasets"
],
"Resource": "*"
}
]
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API リファレンス
このセクションでは、Amazon Forecast API オペレーションについて説明します。
トピック
• アクション (p. 223)
• データ型 (p. 432)
• 一般的なエラー (p. 530)
• 共通パラメータ (p. 532)

アクション
次のアクションは、Amazon Forecast Service でサポートされています:
• CreateAutoPredictor (p. 227)
• CreateDataset (p. 233)
• CreateDatasetGroup (p. 237)
• CreateDatasetImportJob (p. 241)
• CreateExplainability (p. 246)
• CreateExplainabilityExport (p. 251)
• CreateForecast (p. 255)
• CreateForecastExportJob (p. 259)
• CreateMonitor (p. 263)
• CreatePredictor (p. 266)
• CreatePredictorBacktestExportJob (p. 274)
• CreateWhatIfAnalysis (p. 278)
• CreateWhatIfForecast (p. 281)
• CreateWhatIfForecastExport (p. 285)
• DeleteDataset (p. 288)
• DeleteDatasetGroup (p. 290)
• DeleteDatasetImportJob (p. 292)
• DeleteExplainability (p. 294)
• DeleteExplainabilityExport (p. 296)
• DeleteForecast (p. 298)
• DeleteForecastExportJob (p. 300)
• DeleteMonitor (p. 302)
• DeletePredictor (p. 304)
• DeletePredictorBacktestExportJob (p. 306)
• DeleteResourceTree (p. 308)
• DeleteWhatIfAnalysis (p. 310)
• DeleteWhatIfForecast (p. 312)
• DeleteWhatIfForecastExport (p. 314)
• DescribeAutoPredictor (p. 316)
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• DescribeDataset (p. 321)
• DescribeDatasetGroup (p. 325)
• DescribeDatasetImportJob (p. 328)
• DescribeExplainability (p. 333)
• DescribeExplainabilityExport (p. 337)
• DescribeForecast (p. 340)
• DescribeForecastExportJob (p. 344)
• DescribeMonitor (p. 347)
• DescribePredictor (p. 350)
• DescribePredictorBacktestExportJob (p. 357)
• DescribeWhatIfAnalysis (p. 360)
• DescribeWhatIfForecast (p. 364)
• DescribeWhatIfForecastExport (p. 368)
• GetAccuracyMetrics (p. 372)
• ListDatasetGroups (p. 375)
• ListDatasetImportJobs (p. 377)
• ListDatasets (p. 380)
• ListExplainabilities (p. 382)
• ListExplainabilityExports (p. 385)
• ListForecastExportJobs (p. 388)
• ListForecasts (p. 391)
• ListMonitorEvaluations (p. 394)
• ListMonitors (p. 397)
• ListPredictorBacktestExportJobs (p. 400)
• ListPredictors (p. 403)
• ListTagsForResource (p. 406)
• ListWhatIfAnalyses (p. 408)
• ListWhatIfForecastExports (p. 411)
• ListWhatIfForecasts (p. 414)
• ResumeResource (p. 417)
• StopResource (p. 419)
• TagResource (p. 421)
• UntagResource (p. 423)
• UpdateDatasetGroup (p. 425)
次のアクションは、Amazon Forecast Query Service でサポートされています:
• QueryForecast (p. 427)
• QueryWhatIfForecast (p. 430)

Amazon Forecast サービス
次のアクションは、Amazon Forecast Service でサポートされています:
• CreateAutoPredictor (p. 227)
• CreateDataset (p. 233)
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• CreateDatasetGroup (p. 237)
• CreateDatasetImportJob (p. 241)
• CreateExplainability (p. 246)
• CreateExplainabilityExport (p. 251)
• CreateForecast (p. 255)
• CreateForecastExportJob (p. 259)
• CreateMonitor (p. 263)
• CreatePredictor (p. 266)
• CreatePredictorBacktestExportJob (p. 274)
• CreateWhatIfAnalysis (p. 278)
• CreateWhatIfForecast (p. 281)
• CreateWhatIfForecastExport (p. 285)
• DeleteDataset (p. 288)
• DeleteDatasetGroup (p. 290)
• DeleteDatasetImportJob (p. 292)
• DeleteExplainability (p. 294)
• DeleteExplainabilityExport (p. 296)
• DeleteForecast (p. 298)
• DeleteForecastExportJob (p. 300)
• DeleteMonitor (p. 302)
• DeletePredictor (p. 304)
• DeletePredictorBacktestExportJob (p. 306)
• DeleteResourceTree (p. 308)
• DeleteWhatIfAnalysis (p. 310)
• DeleteWhatIfForecast (p. 312)
• DeleteWhatIfForecastExport (p. 314)
• DescribeAutoPredictor (p. 316)
• DescribeDataset (p. 321)
• DescribeDatasetGroup (p. 325)
• DescribeDatasetImportJob (p. 328)
• DescribeExplainability (p. 333)
• DescribeExplainabilityExport (p. 337)
• DescribeForecast (p. 340)
• DescribeForecastExportJob (p. 344)
• DescribeMonitor (p. 347)
• DescribePredictor (p. 350)
• DescribePredictorBacktestExportJob (p. 357)
• DescribeWhatIfAnalysis (p. 360)
• DescribeWhatIfForecast (p. 364)
• DescribeWhatIfForecastExport (p. 368)
• GetAccuracyMetrics (p. 372)
• ListDatasetGroups (p. 375)
• ListDatasetImportJobs (p. 377)
• ListDatasets (p. 380)
• ListExplainabilities (p. 382)
• ListExplainabilityExports (p. 385)
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• ListForecastExportJobs (p. 388)
•
•
•
•
•

ListForecasts (p. 391)
ListMonitorEvaluations (p. 394)
ListMonitors (p. 397)
ListPredictorBacktestExportJobs (p. 400)
ListPredictors (p. 403)

• ListTagsForResource (p. 406)
• ListWhatIfAnalyses (p. 408)
• ListWhatIfForecastExports (p. 411)
• ListWhatIfForecasts (p. 414)
• ResumeResource (p. 417)
• StopResource (p. 419)
• TagResource (p. 421)
• UntagResource (p. 423)
• UpdateDatasetGroup (p. 425)
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CreateAutoPredictor

サービス: Amazon Forecast Service
Amazon Forecast 予測子を作成します。
Amazon Forecastは予測変数を作成します AutoPredictorこれには、データセット内の各時系列にアルゴリ
ズムの最適な組み合わせを適用することが含まれます。新しい予測子を作成したり、既存の予測子をアッ
プグレード/再トレーニングしたりするために CreateAutoPredictor (p. 227) を使用できます。
新しい予測子の作成
新しい予測子を作成するときは、次のパラメータが必要です。
• PredictorName - 予測子の一意の名前。
• DatasetGroupArn - 予測子のトレーニングに使用されるデータセットグループの ARN。
• ForecastFrequency - 予測の粒度 (毎時、毎日、毎週など)。
• ForecastHorizon-モデルが予測するタイムステップの数。予測期間は予測長とも呼ばれます。
新しい予測子を作成するときは、ReferencePredictorArn の値を指定しないでください。
予測子のアップグレードと再トレーニング
予測子を再トレーニングまたはアップグレードする場合は、次のパラメータが必要です。
• PredictorName - 予測子の一意の名前。
• ReferencePredictorArn - 再トレーニングまたはアップグレードする予測子の ARN。
予測子をアップグレードまたは再トレーニングするときは、ReferencePredictorArn と
PredictorName の値のみを指定します。

リクエストの構文
{

"DataConfig": {
"AdditionalDatasets": [
{
"Configuration": {
"string" : [ "string" ]
},
"Name": "string"
}
],
"AttributeConfigs": [
{
"AttributeName": "string",
"Transformations": {
"string" : "string"
}
}
],
"DatasetGroupArn": "string"
},
"EncryptionConfig": {
"KMSKeyArn": "string",
"RoleArn": "string"
},
"ExplainPredictor": boolean,
"ForecastDimensions": [ "string" ],
"ForecastFrequency": "string",
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}

"ForecastHorizon": number,
"ForecastTypes": [ "string" ],
"MonitorConfig": {
"MonitorName": "string"
},
"OptimizationMetric": "string",
"PredictorName": "string",
"ReferencePredictorArn": "string",
"Tags": [
{
"Key": "string",
"Value": "string"
}
],
"TimeAlignmentBoundary": {
"DayOfMonth": number,
"DayOfWeek": "string",
"Hour": number,
"Month": "string"
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
DataConfig (p. 227)
データセットグループと追加のデータセットのデータ設定。
型: DataConfig (p. 447) オブジェクト
必須: いいえ
EncryptionConfig (p. 227)
AWS Key Management Service (KMS) キーと、Amazon Forecast がそのキーにアクセスするために引
き受けることができる AWS Identity and Access Management (IAM) ロール。このオプションのオブ
ジェクトは、CreateDataset (p. 233) および CreatePredictor (p. 266) リクエストで指定できます。
型: EncryptionConfig (p. 456) オブジェクト
必須: いいえ
ExplainPredictor (p. 227)
予測子の Explainability リソースを作成します。
Type: ブール値
必須: いいえ
ForecastDimensions (p. 227)
生成された予測をグループ化する方法を指定するディメンション (フィールド) 名の配列。
例えば、すべての店舗の商品の販売予測を生成していて、データセットに store_id フィールドが含
まれている場合、各店舗の販売予測をグループ化するディメンションとして store_id を指定しま
す。
Type: 文字列の配列
配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 10 項目です。
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
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パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
必須: いいえ
ForecastFrequency (p. 227)
予測内の予測の頻度。
有効な間隔は、整数の後に 1 (年)、M (年)、M (年)、M (15) です。例えば、[1min] は毎日を示し、
[15min] は 15 分ごとを示します。次に大きい周波数と重複するような値は指定できません。つまり、
たとえば 60 分の間隔は 1 時間に相当するため、指定することはできません。各周波数の有効な値は
以下のとおりです。
• 分-1-59
• 時間-1-23
• 1日目-1-6
• 週-1-4
• 月-1-11
• 年-1
したがって、隔週の予測が必要な場合は、「2W」と指定してください。または、四半期ごとの予測が
必要な場合は、「3M」を指定します。
頻度は、TARGET_TIME_SERIES データセットの頻度以上である必要があります。
RELATED_TIME_SERIES データセットが提供される場合、頻度は RELATED_TIME_SERIES データ
セットの頻度と等しくなければなりません。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 5 です。
パターン: ^1Y|Y|([1-9]|1[0-1])M|M|[1-4]W|W|[1-6]D|D|([1-9]|1[0-9]|2[0-3])H|H|
([1-9]|[1-5][0-9])min$
必須: いいえ
ForecastHorizon (p. 227)
モデルが予測するタイムステップの数。予測期間は予測長とも呼ばれます。
最大予測期間は、500 タイムステップまたは TARGET_TIME_SERIES のデータセットの長さの 1/4 の
いずれか小さい方です。既存のものを再トレーニングする場合 AutoPredictorの場合、最大予測期間
は、500 タイムステップまたは TARGET_TIME_SERIES のデータセットの長さの 1/3 のいずれか小さ
い方です。
にアップグレードする場合 AutoPredictor または既存のものを再訓練する AutoPredictorでは、予測期
間パラメータを更新することはできません。データセットでより長い時系列を指定することで、この
要件を満たすことができます。
Type: 整数
必須: いいえ
ForecastTypes (p. 227)
予測子のトレーニングに使用される予測タイプ。最大 5 つの予測タイプを指定できます。予測タイプ
は、0.01 以上の増分で 0.01 から 0.99 までの分位数にすることができます。mean で平均予測を指定
することもできます。
Type: 文字列の配列
配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 20 項目です。
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長さの制約: 最小長は 2 です。最大長は 4 です。
パターン: (^0?\.\d\d?$|^mean$)
必須: いいえ
MonitorConfig (p. 227)
プレディクタモニタリングの設定の詳細。プレディクターモニタリングを有効にするモニターリソー
スの名前を指定します。
予測子モニタリングでは、予測子が時間の経過とともにどのように変化するかを確認できます。詳細
については、次を参照してください。予測子モニタリング。
型: MonitorConfig (p. 483) オブジェクト
必須: いいえ
OptimizationMetric (p. 227)
予測子を最適化するために使用される精度メトリクス。
Type: 文字列
有効な値: WAPE | RMSE | AverageWeightedQuantileLoss | MASE | MAPE
必須: いいえ
PredictorName (p. 227)
予測子の一意の名前
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
必須: はい
ReferencePredictorArn (p. 227)
再トレーニングまたはアップグレードする予測子の ARN。このパラメータは、予測子を再トレーニ
ングまたはアップグレードするときにのみ使用されます。新しい予測子を作成するときは、このパラ
メータの値を指定しないでください。
予測子をアップグレードまたは再トレーニングするときは、ReferencePredictorArn と
PredictorName の値のみを指定します。PredictorName の値は、一意の予測子名である必要があ
ります。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: いいえ
Tags (p. 227)
予測子の分類と整理に役立つオプションのメタデータ。タグはそれぞれ、1 つのキーとオプションの
1 つの値で設定されており、どちらもお客様側が定義します。タグのキーと値は大文字と小文字が区
別されます。
タグには以下の制限があります。
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• タグキーは、リソースごとにそれぞれ一意である必要があります。また、各タグキーに設定できる
値は 1 つのみです。
• リソースあたりのタグの最大数: 50。
• キーの最大長: 128 文字 (Unicode) (UTF-8)。
• 値の最大長: 256 文字 (Unicode) (UTF-8)。
• 使用可能な文字: すべての文字と数字、UTF-8 で表現可能なスペース、および + - = 。_ : / @。タグ
付けスキーマが他のサービスやリソースで使用されている場合、それらのサービスの文字制限も適
用されます。
• キープレフィックスには、aws: または AWS: の大文字または小文字の組み合わせを含めることは
できません。値にはこのプレフィックスを付けることができます。タグ値には aws がプレフィック
スとして付されているが、キーには付されていない場合、Forecast は、それをユーザータグとみな
し、タグ数の上限である 50 個を計算する際に算入します。aws のキープレフィックスのみを持つ
タグは、リソース制限あたりのタグに算入されません。このプレフィックスが含まれるタグキーを
編集したり削除することはできません。
Type: のArrayTag (p. 509)オブジェクト
配列メンバー: 最小項目数は 0 です。最大 200 項目。
必須: いいえ
TimeAlignmentBoundary (p. 227)
Forecastが使用する時間境界は、予測頻度と一致しないデータを調整および集計するために使用され
ます。時間の単位と時間境界をキー値のペアとして指定します。時間境界の指定については、時間境
界の指定。時間境界を指定しない場合、Forecast は既定の時間境界。
型: TimeAlignmentBoundary (p. 512) オブジェクト
必須: いいえ

レスポンスの構文
{
}

"PredictorArn": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
PredictorArn (p. 231)
予測子の Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+

エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。

231

Amazon Forecast デベロッパーガイド
Amazon Forecast サービス

HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException
アカウントあたりのリソース数の制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceAlreadyExistsException
この名前のリソースは既に存在します。別の名前で再試行してください。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException
指定されたリソースは使用中です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
その Amazon リソースネーム (ARN) を持つリソースが見つかりません。ARN を確認して、もう一度
お試しください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSSDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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CreateDataset

サービス: Amazon Forecast Service
Amazon Forecast データセットを作成します。提供するデータセットに関する情報は、Forecast がモデル
トレーニングのためにデータを使用する方法を理解するのに役立ちます。これには以下が含まれます。
• DataFrequency - 履歴時系列データが収集される頻度。
• Domain および DatasetType - 各データセットには、関連付けられたデータセットドメインとドメ
イン内のタイプがあります。Amazon Forecast は、各ドメイン内の事前定義されたドメインとタイプ
のリストを提供します。一意の各データセットドメインとそのドメイン内のタイプについて、Amazon
Forecast では、最小限の事前設定されたフィールドセットがデータに含まれている必要があります。
• Schema - スキーマは、フィールド名やデータ型など、データセット内のフィールドを指定します。
データセットを作成したら、それにトレーニングデータをインポートし、そのデータセットをデータ
セットグループに追加します。データセットグループを使用して予測子を作成します。詳細については、
「データセットのインポート」を参照してください。
すべてのデータセットのリストを取得するには、ListDatasets オペレーションを使用します。
例えば、Forecast データセットについては、Amazon Forecast GitHub倉庫。

Note
データセットの Status は、トレーニングデータをインポートする前に ACTIVE である必要があ
ります。DescribeDataset オペレーションを使用して、ステータスを取得します。

リクエストの構文
{

}

"DataFrequency": "string",
"DatasetName": "string",
"DatasetType": "string",
"Domain": "string",
"EncryptionConfig": {
"KMSKeyArn": "string",
"RoleArn": "string"
},
"Schema": {
"Attributes": [
{
"AttributeCategory": "string",
"AttributeName": "string",
"AttributeType": "string"
}
]
},
"Tags": [
{
"Key": "string",
"Value": "string"
}
]

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
DataFrequency (p. 233)
データ収集の頻度。このパラメータは、RELATED_TIME_SERIES データセットに必須です。
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有効な間隔は、整数の後に Y (時間)、D (時間)、D (時間)、D (時間)、30min (30分) です。例えば、
[1D] は毎日を示し、[15min] は 15 分ごとを示します。次に大きい周波数と重複するような値は指定で
きません。つまり、たとえば 60 分の間隔は 1 時間に相当するため、指定することはできません。各
周波数の有効な値は以下のとおりです。
• 分-1-59
• 時間-1-23
• 1日目-1-6
• 週-1-4
• 月-1-11
• 年-1
したがって、隔週の予測が必要な場合は、「2W」と指定してください。または、四半期ごとの予測が
必要な場合は、「3M」を指定します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 5 です。
パターン: ^1Y|Y|([1-9]|1[0-1])M|M|[1-4]W|W|[1-6]D|D|([1-9]|1[0-9]|2[0-3])H|H|
([1-9]|[1-5][0-9])min$
必須: いいえ
DatasetName (p. 233)
データセットの名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
必須: はい
DatasetType (p. 233)
データセットのタイプ。有効な値は、選択した Domain によって異なります。
Type: 文字列
有効な値: TARGET_TIME_SERIES | RELATED_TIME_SERIES | ITEM_METADATA |
ALL_DATASET_TYPES
必須: はい
Domain (p. 233)
データセットに関連付けられているドメイン。データセットをデータセットグループに追加する場
合、この値と、CreateDatasetGroup オペレーションの Domain パラメータ用に指定された値は一致
する必要があります。
Domain と DatasetType を選択すると、データセットにインポートするトレーニングデータに存在
しなければならないフィールドが決まります。例えば、RETAIL ドメインを選択し、DatasetType
として TARGET_TIME_SERIES を指定した場合、Amazon Forecast では、item_id、timestamp、
および demand フィールドがデータに存在している必要があります。詳細については、「データセッ
トのインポート」を参照してください。
Type: 文字列
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有効な値: RETAIL | CUSTOM | INVENTORY_PLANNING | EC2_CAPACITY | WORK_FORCE |
WEB_TRAFFIC | METRICS
必須: はい
EncryptionConfig (p. 233)
AWS Key Management Service (KMS) キーと、Amazon Forecast がそのキーにアクセスするために引
き受けることができる AWS Identity and Access Management (IAM) ロール。
型: EncryptionConfig (p. 456) オブジェクト
必須: いいえ
Schema (p. 233)
データセットのスキーマ。スキーマ属性とその順序は、データのフィールドと一致する必要があり
ます。データセット Domain と選択した DatasetType によって、トレーニングデータの最小必
須フィールドが決まります。特定のデータセットドメインとタイプの必須フィールドについては、
「データセットドメインとデータセットタイプ」を参照してください。
型: Schema (p. 502) オブジェクト
必須: はい
Tags (p. 233)
サービスに適用し、データセットの分類と整理に役立つオプションのメタデータ。タグはそれぞれ、1
つのキーとオプションの 1 つの値で設定されており、どちらもお客様側が定義します。
タグには以下のベーシックな制限があります。
• リソースあたりのタグの最大数は 50 です。
• タグキーは、リソースごとにそれぞれ一意である必要があります。また、各タグキーに設定できる
値は 1 つのみです。
• キーの最大長 - 128 文字 (Unicode) (UTF-8)。
• 値の最大長 - 256 文字 (Unicode) (UTF-8)。
• 複数のサービス間およびリソース間でタグ付けスキーマを使用する場合、他のサービスでも許可
される文字に制限が適用されることがあるのでご注意ください。一般的に使用が許可される文字
は、UTF-8 で表現可能な文字、数字、スペース、および以下の文字です: +、-、=、.、_、:、/、@。
• タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。
• aws:、AWS:、またはその大文字または小文字の組み合わせを、キーのプレフィックスとして使
用しないでください。これらの文字列は AWS による使用のために予約されています。このプレ
フィックスが含まれるタグキーを編集したり削除することはできません。値にはこのプレフィック
スを付けることができます。タグ値には aws がプレフィックスとして付されているが、キーには付
されていない場合、Forecast は、それをユーザータグとみなし、タグ数の上限である 50 個を計算
する際に算入します。aws のキープレフィックスのみを持つタグは、リソース制限あたりのタグに
算入されません。
Type: の配列Tag (p. 509)オブジェクト
配列メンバー: 最小項目数は 0 です。最大 200 項目。
必須: いいえ

レスポンスの構文
{

"DatasetArn": "string"
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レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
DatasetArn (p. 235)
データセットの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+

エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException
アカウントあたりのリソース数の制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceAlreadyExistsException
この名前のリソースは既に存在します。別の名前で再試行してください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
•
•
•
•

AWS SDK for Java V2
AWSSDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python

• AWS SDK for Ruby V3
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CreateDatasetGroup

サービス: Amazon Forecast Service
関連するデータセットのコレクションを保持するデータセットグループを作成します。データセットグ
ループを作成するとき、または後で UpdateDatasetGroup オペレーションを使用して、データセットグ
ループにデータセットを追加できます。
データセットグループを作成してデータセットを追加した後、予測子を作成するときにデータセットグ
ループを使用します。データセットグループの詳細については、「データセットグループ」を参照してく
ださい。
すべてのデータセットグループのリストを取得するには、ListDatasetGroups オペレーションを使用しま
す。

Note
データセットグループを使用して予測子を作成する前に、データセットグループの Status が
ACTIVE となっている必要があります。DescribeDatasetGroup オペレーションを使用して、ス
テータスを取得します。

リクエストの構文
{

}

"DatasetArns": [ "string" ],
"DatasetGroupName": "string",
"Domain": "string",
"Tags": [
{
"Key": "string",
"Value": "string"
}
]

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
DatasetArns (p. 237)
データセットグループに含めるデータセットの Amazon リソースネーム (ARN) の配列。
Type: 文字列の配列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: いいえ
DatasetGroupName (p. 237)
データセットグループの名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
必須: はい
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Domain (p. 237)
データセットグループに関連付けられているドメイン。データセットをデータセットグループに追加
する場合、この値と、CreateDataset オペレーションの Domain パラメータ用に指定された値は一致
する必要があります。
Domain と DatasetType を選択すると、データセットにインポートするトレーニングデータに存在
しなければならないフィールドが決まります。例えば、RETAIL ドメインを選択し、DatasetType
として TARGET_TIME_SERIES を指定した場合、Amazon Forecast では、item_id、timestamp、
および demand フィールドがデータに存在している必要があります。データセットグループの詳細に
ついては、「データセットグループ」を参照してください。
Type: 文字列
有効な値: RETAIL | CUSTOM | INVENTORY_PLANNING | EC2_CAPACITY | WORK_FORCE |
WEB_TRAFFIC | METRICS
必須: はい
Tags (p. 237)
サービスに適用し、データセットグループの分類と整理に役立つオプションのメタデータ。タグはそ
れぞれ、1 つのキーとオプションの 1 つの値で設定されており、どちらもお客様側が定義します。
タグには以下のベーシックな制限があります。
• リソースあたりのタグの最大数は 50 です。
• タグキーは、リソースごとにそれぞれ一意である必要があります。また、各タグキーに設定できる
値は 1 つのみです。
• キーの最大長 - 128 文字 (Unicode) (UTF-8)。
• 値の最大長 - 256 文字 (Unicode) (UTF-8)。
• 複数のサービス間およびリソース間でタグ付けスキーマを使用する場合、他のサービスでも許可
される文字に制限が適用されることがあるのでご注意ください。一般的に使用が許可される文字
は、UTF-8 で表現可能な文字、数字、スペース、および以下の文字です: +、-、=、.、_、:、/、@。
• タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。
• aws:、AWS:、またはその大文字または小文字の組み合わせを、キーのプレフィックスとして使
用しないでください。これらの文字列は AWS による使用のために予約されています。このプレ
フィックスが含まれるタグキーを編集したり削除することはできません。値にはこのプレフィック
スを付けることができます。タグ値には aws がプレフィックスとして付されているが、キーには付
されていない場合、Forecast は、それをユーザータグとみなし、タグ数の上限である 50 個を計算
する際に算入します。aws のキープレフィックスのみを持つタグは、リソース制限あたりのタグに
算入されません。
Type: 必須Tag (p. 509)オブジェクト
配列メンバー: 最小項目数は 0 です。最大 200 項目。
必須: いいえ

レスポンスの構文
{
}

"DatasetGroupArn": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
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サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
DatasetGroupArn (p. 238)
データセットグループの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+

エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException
アカウントあたりのリソース数の制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceAlreadyExistsException
この名前のリソースは既に存在します。別の名前で再試行してください。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException
指定されたリソースは使用中です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
その Amazon リソースネーム (ARN) を持つリソースが見つかりません。ARN を確認して、もう一度
お試しください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSSDK 必須 JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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CreateDatasetImportJob
サービス: Amazon Forecast Service

トレーニングデータを Amazon Forecast のデータセットにインポートします。Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3) バケット内のトレーニングデータの場所と、データのインポート先とするデータ
セットの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。
Amazon Forecast はデータのコピーを作成し、内部 AWS システムでそれを処理するため、Amazon
Forecast がデータにアクセスするために引き受けることができる AWS Identity and Access Management
(IAM) ロールを含む DataSource オブジェクトを指定する必要があります。詳細については、次を参照して
ください。アクセス許可の設定。
トレーニングデータは CSV 形式または Parmin 形式である必要があります。区切り文字はカンマ (,) にし
てください。
特定のファイル、S3 バケット、または S3 バケット内のフォルダへのパスを指定できます。後者の 2 つの
ケースでは、Amazon Forecast は、上限である 10,000 個まですべてのファイルをインポートします。
データセットのインポートは集計されないため、最新のデータセットインポートは、予想子のトレーニン
グ時や予測の生成時に使用されるものです。最新のデータセットインポートに、前回のインポート以降に
収集された新しいデータだけでなく、モデル化するすべてのデータが含まれていることを確認します。
指定された基準でフィルタリングされたすべてのデータセットのインポートジョブのリストを取得するに
は、ListDatasetImportJobs オペレーションを使用します。

リクエストの構文
{

}

"DatasetArn": "string",
"DatasetImportJobName": "string",
"DataSource": {
"S3Config": {
"KMSKeyArn": "string",
"Path": "string",
"RoleArn": "string"
}
},
"Format": "string",
"GeolocationFormat": "string",
"Tags": [
{
"Key": "string",
"Value": "string"
}
],
"TimestampFormat": "string",
"TimeZone": "string",
"UseGeolocationForTimeZone": boolean

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
DatasetArn (p. 241)
データをインポートする Amazon Forecast データセットの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
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パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: はい
DatasetImportJobName (p. 241)
データセットのインポートジョブの名前。名前に現在のタイムスタンプを含めることをお勧めします
(例: 20190721DatasetImport)。これは、ResourceAlreadyExistsException 例外の発生を回
避するのに役立ちます。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
必須: はい
DataSource (p. 241)
インポートするトレーニングデータの場所と、Amazon Forecast がデータにアクセスするために引
き受けることができる AWS Identity and Access Management (IAM) ロール。トレーニングデータは
Amazon S3 バケットに保存されている必要があります。
暗号化を使用する場合は、DataSource は、AWS Key Management Service (KMS) キーを含む必要
があり、IAM ロールは Amazon Forecast がキーにアクセスすることを許可する必要があります。KMS
キーと IAM ロールは、CreateDataset オペレーションの EncryptionConfig パラメータで指定され
たものと一致する必要があります。
型: DataSource (p. 455) オブジェクト
必須: はい
Format (p. 241)
インポートされたデータの形式 (CSV または PARQUET)。デフォルト値は「CSV」です。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 7 です。
パターン: ^CSV|PARQUET$
必須: いいえ
GeolocationFormat (p. 241)
geolocation 属性の形式。geolocation 属性は、次の 2 つの方法のいずれかでフォーマットできます。
• LAT_LONG - 10 進数のフォーマットの緯度と経度 (例: 47.61_-122.33)。
• CC_POSTALCODE (米国のみ) - 国コード (US) の後に 5 桁の郵便番号が続きます (例: US_98121)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: ^[a-zA-Z0-9_]+$
必須: いいえ
Tags (p. 241)
サービスに適用し、データセットのインポートジョブの分類と整理に役立つオプションのメタデー
タ。タグはそれぞれ、1 つのキーとオプションの 1 つの値で設定されており、どちらもお客様側が定
義します。
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タグには以下のベーシックな制限があります。
• リソースあたりのタグの最大数は 50 です。
• タグキーは、リソースごとにそれぞれ一意である必要があります。また、各タグキーに設定できる
値は 1 つのみです。
• キーの最大長 - 128 文字 (Unicode) (UTF-8)。
• 値の最大長 - 256 文字 (Unicode) (UTF-8)。
• 複数のサービス間およびリソース間でタグ付けスキーマを使用する場合、他のサービスでも許可
される文字に制限が適用されることがあるのでご注意ください。一般的に使用が許可される文字
は、UTF-8 で表現可能な文字、数字、スペース、および以下の文字です: +、-、=、.、_、:、/、@。
• タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。
• aws:、AWS:、またはその大文字または小文字の組み合わせを、キーのプレフィックスとして使
用しないでください。これらの文字列は AWS による使用のために予約されています。このプレ
フィックスが含まれるタグキーを編集したり削除することはできません。値にはこのプレフィック
スを付けることができます。タグ値には aws がプレフィックスとして付されているが、キーには付
されていない場合、Forecast は、それをユーザータグとみなし、タグ数の上限である 50 個を計算
する際に算入します。aws のキープレフィックスのみを持つタグは、リソース制限あたりのタグに
算入されません。
Type: のArray.Tag (p. 509)オブジェクト
配列メンバー: 最小項目数は 0 です。最大 200 項目。
必須: いいえ
TimestampFormat (p. 241)
データセット内のタイムスタンプの形式。指定する形式は、データセットが作成されたときに指定さ
れた DataFrequency によって異なります。以下の形式がサポートされています
• 「yyyy-MM-dd」
次のデータ周波数の場合: Y、M、W、および 1D
• 「yyyy-MM-dd HH:mm:ss」
次のデータ周波数の場合: H、30min、15min、1min、1min、1min、1min、および 1min、1min
Y、M、W、および 1D
フォーマットが指定されていない場合、Amazon Forecast はフォーマットが「yyyy-MM-dd
HH:mm:ss」であると想定します。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: ^[a-zA-Z0-9\-\:\.\,\'\s]+$
必須: いいえ
TimeZone (p. 241)
データセット内のすべての項目についての単一のタイムゾーン。このオプションは、すべてのタイム
スタンプが単一のタイムゾーン内にあるデータセット、またはすべてのタイムスタンプが単一のタイ
ムゾーンに正規化されているデータセットに最適です。
有効なタイムゾーン名の完全なリストについては、「Joda-Time API」を参照してください。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
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パターン: ^[a-zA-Z0-9\/\+\-\_]+$
必須: いいえ
UseGeolocationForTimeZone (p. 241)
geolocation 属性からタイムゾーンの情報を自動的に取得します。このオプションは、複数のタイム
ゾーンのタイムスタンプを含み、それらのタイムスタンプが現地時間で表されるデータセットに最適
です。
Type: ブール値
必須: いいえ

レスポンスの構文
{
}

"DatasetImportJobArn": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
DatasetImportJobArn (p. 244)
データセットのインポートジョブの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+

エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException
アカウントあたりのリソース数の制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceAlreadyExistsException
この名前のリソースは既に存在します。別の名前で再試行してください。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException
指定されたリソースは使用中です。
HTTP ステータスコード: 400
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ResourceNotFoundException
その Amazon リソースネーム (ARN) を持つリソースが見つかりません。ARN を確認して、もう一度
お試しください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSSDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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CreateExplainability

サービス: Amazon Forecast Service

Note
Explainability は、から生成された予測および予測子でのみ使用できます AutoPredictor
(CreateAutoPredictor (p. 227))
Amazon Forecast Explainability を作成します。
Explainability は、データセットの属性が予測にどのように影響するかをよりよく理解するのに役立ちま
す。Amazon Forecast は、Impact スコアと呼ばれるメトリクスを使用して、各属性の相対的な影響を定量
化し、それらが予測値を増加させるか減少させるかを決定します。
Forecast Explainability を有効にするには、関連する時系列、項目メタデータ、または祝祭日や Weather
Index などの追加のデータセットの少なくとも 1 つを予測子に含める必要があります。
CreateExplainability Predictor ARN または Forecast ARN のいずれかを受け入れます。データセット内のす
べての時系列と時間ポイントの集計された Impact スコアを受け取るには、予測子 ARN を入力します。特
定の時系列および時間ポイントの Impact スコアを受け取るには、予測 ARN を入力します。
CreateExplainability Predictor ARN を持つ

Note
予測子ごとに持つことができる Explainability リソースは 1 つだけで
す。CreateAutoPredictor (p. 227) で ExplainPredictor を既に有効にしている場合、その予測
子には既に Explainability リソースがあります。
Predictor ARN を入力する場合は、次のパラメータが必要です。
• ExplainabilityName - Explainability の一意の名前。
• ResourceArn - 予測子の Arn。
• TimePointGranularity - 「ALL」に設定する必要があります。
• TimeSeriesGranularity - 「ALL」に設定する必要があります。
次のパラメータには値を指定しないでください。
• DataSource-次の場合にのみ有効 TimeSeriesGranularity 「特定」です。
• Schema-次の場合にのみ有効 TimeSeriesGranularity 「特定」です。
• StartDateTime-次の場合にのみ有効 TimePointGranularity 「特定」です。
• EndDateTime-次の場合にのみ有効 TimePointGranularity 「特定」です。
CreateExplainability Forecast ARN を持つ

Note
最大 50 の時系列と 500 の時間ポイントを指定できます。
Predictor ARN を入力する場合は、次のパラメータが必要です。
• ExplainabilityName - Explainability の一意の名前。
• ResourceArn - 予測の Arn。
• TimePointGranularity - 「ALL」または「SPECIFIC」のいずれか。
• TimeSeriesGranularity - 「ALL」または「SPECIFIC」のいずれか。
設定した場合 TimeSeriesGranularity [SPECIFIC] には、以下も指定する必要があります。
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• DataSource - 時系列を指定する CSV ファイルの S3 の場所。
• Schema - スキーマは、データソースにリストされている属性と属性タイプを定義します。
設定した場合 TimePointGranularity [SPECIFIC] には、以下も指定する必要があります。
• StartDateTime - 時間ポイントの範囲の最初のタイムスタンプ。
• EndDateTime - 時間ポイントの範囲の最後のタイムスタンプ。

リクエストの構文
{

}

"DataSource": {
"S3Config": {
"KMSKeyArn": "string",
"Path": "string",
"RoleArn": "string"
}
},
"EnableVisualization": boolean,
"EndDateTime": "string",
"ExplainabilityConfig": {
"TimePointGranularity": "string",
"TimeSeriesGranularity": "string"
},
"ExplainabilityName": "string",
"ResourceArn": "string",
"Schema": {
"Attributes": [
{
"AttributeCategory": "string",
"AttributeName": "string",
"AttributeType": "string"
}
]
},
"StartDateTime": "string",
"Tags": [
{
"Key": "string",
"Value": "string"
}
]

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
DataSource (p. 247)
データのソース、Amazon Forecast がデータにアクセスできるようにする AWS Identity and Access
Management (IAM) ロール、および AWS Key Management Service (KMS) キー (オプション)。
型: DataSource (p. 455) オブジェクト
必須: いいえ
EnableVisualization (p. 247)
AWS コンソール内で表示できる Explainability ビジュアライゼーションを作成します。
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Type: ブール値
必須: いいえ
EndDateTime (p. 247)
TimePointGranularity が SPECIFIC に設定されている場合、Explainability の最後の時間ポイン
トを定義します。
次のタイムスタンプ形式を使用します: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss (例: 2015-01-01T20:00:00)
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 19。
パターン: ^\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}$
必須: いいえ
ExplainabilityConfig (p. 247)
Explainability の時系列と時間ポイントの粒度を定義する構成設定。
型: ExplainabilityConfig (p. 460) オブジェクト
必須: はい
ExplainabilityName (p. 247)
Explainability の一意の名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
必須: はい
ResourceArn (p. 247)
Explainability の作成に使用される予測子または予測の Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: はい
Schema (p. 247)
データセットのフィールドを定義します。
型: Schema (p. 502) オブジェクト
必須: いいえ
StartDateTime (p. 247)
TimePointGranularity が SPECIFIC に設定されている場合、Explainability の最初のポイントを
定義します。
次のタイムスタンプ形式を使用します: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss (例: 2015-01-01T20:00:00)
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Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 19。
パターン: ^\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}$
必須: いいえ
Tags (p. 247)
リソースの分類と整理に役立つオプションのメタデータ。タグはそれぞれ、1 つのキーとオプション
の 1 つの値で設定されており、どちらもお客様側が定義します。タグのキーと値は大文字と小文字が
区別されます。
タグには以下の制限があります。
• タグキーは、リソースごとにそれぞれ一意である必要があります。また、各タグキーに設定できる
値は 1 つのみです。
• リソースあたりのタグの最大数: 50。
• キーの最大長: 128 文字 (Unicode) (UTF-8)。
• 値の最大長: 256 文字 (Unicode) (UTF-8)。
• 使用可能な文字: すべての文字と数字、UTF-8 で表現可能なスペース、および + - = 。_ : / @。タグ
付けスキーマが他のサービスやリソースで使用されている場合、それらのサービスの文字制限も適
用されます。
• キープレフィックスには、aws: または AWS: の大文字または小文字の組み合わせを含めることは
できません。値にはこのプレフィックスを付けることができます。タグ値には aws がプレフィック
スとして付されているが、キーには付されていない場合、Forecast は、それをユーザータグとみな
し、タグ数の上限である 50 個を計算する際に算入します。aws のキープレフィックスのみを持つ
タグは、リソース制限あたりのタグに算入されません。このプレフィックスが含まれるタグキーを
編集したり削除することはできません。
Type: の配列Tag (p. 509)オブジェクト
配列メンバー: 最小項目数は 0 です。最大 200 項目。
必須: いいえ

レスポンスの構文
{
}

"ExplainabilityArn": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
ExplainabilityArn (p. 249)
Explainability の Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
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エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException
アカウントあたりのリソース数の制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceAlreadyExistsException
この名前のリソースは既に存在します。別の名前で再試行してください。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException
指定されたリソースは使用中です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
その Amazon リソースネーム (ARN) を持つリソースが見つかりません。ARN を確認して、もう一度
お試しください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSの SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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CreateExplainabilityExport
サービス: Amazon Forecast Service

CreateExplainability (p. 246) オペレーションによって作成された Explainability リソースをエクスポートし
ます。エクスポートされたファイルは、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにエクス
ポートされます。
Amazon S3 バケットと、Amazon Forecast が Amazon S3 バケットにアクセスするために引き受ける
ことができる AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを含む DataDestination (p. 448) オ
ブジェクトを指定する必要があります。詳細については、「Amazon Forecast のアクセス許可を設定す
る (p. 5)」を参照してください。

Note
Amazon S3 バケットのエクスポートにアクセスする前に、エクスポートジョブの Status が
ACTIVE となっている必要があります。DescribeExplainabilityExport (p. 337) オペレーションを
使用して、ステータスを取得します。

リクエストの構文
{

}

"Destination": {
"S3Config": {
"KMSKeyArn": "string",
"Path": "string",
"RoleArn": "string"
}
},
"ExplainabilityArn": "string",
"ExplainabilityExportName": "string",
"Format": "string",
"Tags": [
{
"Key": "string",
"Value": "string"
}
]

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
Destination (p. 251)
エクスポートジョブの宛先。S3 パス、Amazon Forecast がロケーションにアクセスできるようにする
AWS Identity and Access Management (IAM) ロール、および AWS Key Management Service (KMS)
キー (オプション) を入力します。
型: DataDestination (p. 448) オブジェクト
必須: はい
ExplainabilityArn (p. 251)
エクスポートする Explainability の Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
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パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: はい
ExplainabilityExportName (p. 251)
Explainability エクスポートの一意の名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
必須: はい
Format (p. 251)
エクスポートするデータの形式 (CSV)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 7 です。
パターン: ^CSV|PARQUET$
必須: いいえ
Tags (p. 251)
リソースの分類と整理に役立つオプションのメタデータ。タグはそれぞれ、1 つのキーとオプション
の 1 つの値で設定されており、どちらもお客様側が定義します。タグのキーと値は大文字と小文字が
区別されます。
タグには以下の制限があります。
• タグキーは、リソースごとにそれぞれ一意である必要があります。また、各タグキーに設定できる
値は 1 つのみです。
• リソースあたりのタグの最大数: 50。
• キーの最大長:1 128 文字 (Unicode) (UTF-8)。
• 値の最大長: 256 文字 (Unicode) (UTF-8)。
• 使用可能な文字: すべての文字と数字、UTF-8 で表現可能なスペース、および + - = 。_ : / @。タグ
付けスキーマが他のサービスやリソースで使用されている場合、それらのサービスの文字制限も適
用されます。
• キープレフィックスには、aws: または AWS: の大文字または小文字の組み合わせを含めることは
できません。値にはこのプレフィックスを付けることができます。タグ値には aws がプレフィック
スとして付されているが、キーには付されていない場合、Forecast は、それをユーザータグとみな
し、タグ数の上限である 50 個を計算する際に算入します。aws のキープレフィックスのみを持つ
タグは、リソース制限あたりのタグに算入されません。このプレフィックスが含まれるタグキーを
編集したり削除することはできません。
Type: Array ofTag (p. 509)オブジェクト
配列メンバー: 最小項目数は 0 です。最大 200 項目。
必須: いいえ

レスポンスの構文
{

"ExplainabilityExportArn": "string"
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レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
ExplainabilityExportArn (p. 252)
エクスポートの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+

エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException
アカウントあたりのリソース数の制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceAlreadyExistsException
この名前のリソースは既に存在します。別の名前で再試行してください。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException
指定されたリソースは使用中です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
その Amazon リソースネーム (ARN) を持つリソースが見つかりません。ARN を確認して、もう一度
お試しください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
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• AWS SDK for Java V2
•
•
•
•

AWSSDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python
AWS SDK for Ruby V3

254

Amazon Forecast デベロッパーガイド
Amazon Forecast サービス

CreateForecast

サービス: Amazon Forecast Service
予測子のトレーニングに使用された TARGET_TIME_SERIES データセット内の各アイテムの予測を
作成します。これは、推論として知られています。低レイテンシーで単一の項目の予測を取得するに
は、QueryForecast (p. 427) オペレーションを使用します。完全な予測を Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3) バケットにエクスポートするには、CreateForecastExportJob (p. 259) オペレー
ションを使用します。
予測の範囲は、CreatePredictor (p. 266) リクエストで指定した ForecastHorizon の値によって決まり
ます。予測をクエリするときに、予測内の特定の日付範囲をリクエストできます。
すべての予測のリストを取得するには、ListForecasts (p. 391) オペレーションを使用します。

Note
Amazon Forecast によって生成された予測は、予測子の作成に使用されたデータセットと同じタ
イムゾーンにあります。
詳細については、「予測の生成 (p. 138)」を参照してください。

Note
予測をクエリまたはエクスポートする前に、予測の Status が ACTIVE となっている必要があり
ます。DescribeForecast (p. 340) オペレーションを使用して、ステータスを取得します。
デフォルトでは、予測にはすべての項目の予測が含まれます（item_id) 予測子のトレーニングに使用
されるデータセットグループに含まれます。ただし、必須TimeSeriesSelector時系列のサブセット
に関する予測を生成するオブジェクト。指定した時系列のうち、入力データセットに含まれていない場
合、Forecast の作成はスキップされます。予測エクスポートファイルには、これらの時系列や予測値は含
まれません。

リクエストの構文
{

"ForecastName": "string",
"ForecastTypes": [ "string" ],
"PredictorArn": "string",
"Tags": [
{
"Key": "string",
"Value": "string"
}
],
"TimeSeriesSelector": {
"TimeSeriesIdentifiers": {
"DataSource": {
"S3Config": {
"KMSKeyArn": "string",
"Path": "string",
"RoleArn": "string"
}
},
"Format": "string",
"Schema": {
"Attributes": [
{
"AttributeCategory": "string",
"AttributeName": "string",
"AttributeType": "string"
}
]
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}

}

}

}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
ForecastName (p. 255)
予測の名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
必須: はい
ForecastTypes (p. 255)
確率的予測が生成される分位数。現在、予測ごとに最大 5 つの分位数を指定できます。使用可能な値
には、0.01 to 0.99 (.01 の増分のみ) および mean が含まれます。分布が対称でない場合 (例えば、
ベータおよび負の二項)、平均予測は中央値 (0.50) とは異なります。
デフォルトの分位数は、予測変数の作成時に指定した分位数です。分位数を指定しなかった場合のデ
フォルト値は["0.1", "0.5", "0.9"]。
Type: 文字列の配列
配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 20 項目です。
長さの制約: 最小長は 2 です｡ 最大長は 4 です。
パターン: (^0?\.\d\d?$|^mean$)
必須: いいえ
PredictorArn (p. 255)
予測の生成に使用する予測子の Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: はい
Tags (p. 255)
サービスに適用し、予測の分類と整理に役立つオプションのメタデータ。タグはそれぞれ、1 つの
キーとオプションの 1 つの値で設定されており、どちらもお客様側が定義します。
タグには以下のベーシックな制限があります。
• リソースあたりのタグの最大数は 50 です。
• タグキーは、リソースごとにそれぞれ一意である必要があります。また、各タグキーに設定できる
値は 1 つのみです。
• キーの最大長 - 128 文字 (Unicode) (UTF-8)。
• 値の最大長 - 256 文字 (Unicode) (UTF-8)。
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• 複数のサービス間およびリソース間でタグ付けスキーマを使用する場合、他のサービスでも許可
される文字に制限が適用されることがあるのでご注意ください。一般的に使用が許可される文字
は、UTF-8 で表現可能な文字、数字、スペース、および以下の文字です: +、-、=、.、_、:、/、@。
• タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。
• aws:、AWS:、またはその大文字または小文字の組み合わせを、キーのプレフィックスとして使
用しないでください。これらの文字列は AWS による使用のために予約されています。このプレ
フィックスが含まれるタグキーを編集したり削除することはできません。値にはこのプレフィック
スを付けることができます。タグ値には aws がプレフィックスとして付されているが、キーには付
されていない場合、Forecast は、それをユーザータグとみなし、タグ数の上限である 50 個を計算
する際に算入します。aws のキープレフィックスのみを持つタグは、リソース制限あたりのタグに
算入されません。
Type: Array ofTag (p. 509)オブジェクト
配列メンバー: 最小項目数は 0 です。最大 200 項目。
必須: いいえ
TimeSeriesSelector (p. 255)
予測の作成に使用される時系列のセットを定義しますTimeSeriesIdentifiersオブジェクト。
-TimeSeriesIdentifiersオブジェクトには、次の情報必須。
• DataSource
• Format
• Schema
型: TimeSeriesSelector (p. 518) オブジェクト
必須: いいえ

レスポンスの構文
{
}

"ForecastArn": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
ForecastArn (p. 257)
予測の Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+

エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
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HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException
アカウントあたりのリソース数の制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceAlreadyExistsException
この名前のリソースは既に存在します。別の名前で再試行してください。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException
指定されたリソースは使用中です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
その Amazon リソースネーム (ARN) を持つリソースが見つかりません。ARN を確認して、もう一度
お試しください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSSDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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CreateForecastExportJob
サービス: Amazon Forecast Service

CreateForecast (p. 255) オペレーションによって作成された予測を Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3) バケットにエクスポートします。予測ファイル名は、次の規則に一致します。
<ForecastExportJobName>_<ExportTimestamp>_<PartNumber>
どこ <ExportTimestamp> コンポーネントは Java にあります SimpleDateFormat(yyy-MM-ssZ)。
Amazon Forecast が Amazon S3 バケットにアクセスするために引き受けることができる AWS Identity
and Access Management (IAM) ロールを含む DataDestination (p. 448) オブジェクトを指定する必要があ
ります。詳細については、「Amazon Forecast のアクセス許可を設定する (p. 5)」を参照してください。
詳細については、「予測の生成 (p. 138)」を参照してください。
すべての予測エクスポートジョブのリストを取得するには、ListForecastExportJobs (p. 388) オペレー
ションを使用します。

Note
Amazon S3 バケットの予測にアクセスする前に、予測エクスポートジョブの Status が ACTIVE
となっている必要があります。DescribeForecastExportJob (p. 344) オペレーションを使用し
て、ステータスを取得します。

リクエストの構文
{

}

"Destination": {
"S3Config": {
"KMSKeyArn": "string",
"Path": "string",
"RoleArn": "string"
}
},
"ForecastArn": "string",
"ForecastExportJobName": "string",
"Format": "string",
"Tags": [
{
"Key": "string",
"Value": "string"
}
]

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
Destination (p. 259)
予測を保存する場所と、Amazon Forecast がその場所にアクセスするために引き受けることができる
AWS Identity and Access Management (IAM) ロール。予測は Amazon S3 バケットにエクスポートす
る必要があります。
暗号化を使用する場合は、Destination は、AWS Key Management Service (KMS) キーを含む必
要があります。IAM ロールは、Amazon Forecast がキーにアクセスすることを許可する必要がありま
す。
型: DataDestination (p. 448) オブジェクト
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必須: はい
ForecastArn (p. 259)
エクスポートする予測の Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: はい
ForecastExportJobName (p. 259)
予測エクスポートジョブの名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
必須: はい
Format (p. 259)
エクスポートするデータの形式。CSV または PARKET。デフォルト値は「CSV」です。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 7 です。
パターン: ^CSV|PARQUET$
必須: いいえ
Tags (p. 259)
サービスに適用し、予測のエクスポートジョブの分類と整理に役立つオプションのメタデータ。タ
グはそれぞれ、1 つのキーとオプションの 1 つの値で設定されており、どちらもお客様側が定義しま
す。
タグには以下のベーシックな制限があります。
• リソースあたりのタグの最大数は 50 です。
• タグキーは、リソースごとにそれぞれ一意である必要があります。また、各タグキーに設定できる
値は 1 つのみです。
• キーの最大長 - 128 文字 (Unicode) (UTF-8)。
• 値の最大長 - 256 文字 (Unicode) (UTF-8)。
• 複数のサービス間およびリソース間でタグ付けスキーマを使用する場合、他のサービスでも許可
される文字に制限が適用されることがあるのでご注意ください。一般的に使用が許可される文字
は、UTF-8 で表現可能な文字、数字、スペース、および以下の文字です: +、-、=、.、_、:、/、@。
• タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。
• aws:、AWS:、またはその大文字または小文字の組み合わせを、キーのプレフィックスとして使
用しないでください。これらの文字列は AWS による使用のために予約されています。このプレ
フィックスが含まれるタグキーを編集したり削除することはできません。値にはこのプレフィック
スを付けることができます。タグ値には aws がプレフィックスとして付されているが、キーには付
されていない場合、Forecast は、それをユーザータグとみなし、タグ数の上限である 50 個を計算
する際に算入します。aws のキープレフィックスのみを持つタグは、リソース制限あたりのタグに
算入されません。
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Type: の配列Tag (p. 509)オブジェクト
配列メンバー: 最小項目数は 0 です。最大 200 項目。
必須: いいえ

レスポンスの構文
{
}

"ForecastExportJobArn": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
ForecastExportJobArn (p. 261)
エクスポートジョブの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+

エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException
アカウントあたりのリソース数の制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceAlreadyExistsException
この名前のリソースは既に存在します。別の名前で再試行してください。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException
指定されたリソースは使用中です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
その Amazon リソースネーム (ARN) を持つリソースが見つかりません。ARN を確認して、もう一度
お試しください。
HTTP ステータスコード: 400
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以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSSDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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CreateMonitor

サービス: Amazon Forecast Service
既存のauto 予測子の予測監視リソースを作成します。予測子モニタリングでは、予測子のパフォーマン
スが時間の経過とともにどのように変化するかを確認できます。詳細については、次を参照してくださ
い。予測子モニタリング。

リクエストの構文
{

}

"MonitorName": "string",
"ResourceArn": "string",
"Tags": [
{
"Key": "string",
"Value": "string"
}
]

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
MonitorName (p. 263)
モニターリソースの名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
必須: はい
ResourceArn (p. 263)
モニタリングする予測子の Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: はい
Tags (p. 263)
のリストタグモニターリソースに適用します。
Type: Array ofTag (p. 509)オブジェクト
配列メンバー: 最小項目数は 0 です。最大 200 項目。
必須: いいえ

レスポンスの構文
{
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}

"MonitorArn": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
MonitorArn (p. 263)
モニターリソースの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+

エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException
アカウントあたりのリソース数の制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceAlreadyExistsException
この名前のリソースは既に存在します。別の名前で再試行してください。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException
指定されたリソースは使用中です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
その Amazon リソースネーム (ARN) を持つリソースが見つかりません。ARN を確認して、もう一度
お試しください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
•
•
•
•

AWS Command Line Interface
AWS SDK for .NET
AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
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• AWS SDK for Java V2
•
•
•
•

AWSの SDK JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python
AWS SDK for Ruby V3
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CreatePredictor

サービス: Amazon Forecast Service

Note
このオペレーションにより、Amazon Forecast が提供するすべての予測子機能が含まれていない
レガシー予測子が作成されます。Forecast のすべての側面と互換性のある予測子を作成するに
は、CreateAutoPredictor (p. 227) を使用します。
Amazon Forecast 予測子を作成します。
リクエストで、データセットグループを指定し、アルゴリズムを指定するか、AutoML を使用して
Amazon Forecast にアルゴリズムを選択させます。アルゴリズムを指定すると、アルゴリズム固有のハイ
パーパラメータを上書きすることもできます。
Amazon Forecast は、アルゴリズムを使用して、指定されたデータセットグループ内のデータセットの最
新バージョンを使用して予測子をトレーニングします。その後、CreateForecast (p. 255) オペレーション
を使用して予測を生成できます。
評価メトリクスを表示するには、GetAccuracyMetrics (p. 372) オペレーションを使用します。
モデルトレーニングを改善するために、TARGET_TIME_SERIES データセットのデータフィールドに入力
して集計する特徴量化の設定を指定できます。詳細については、「FeaturizationConfig (p. 468)」を参照
してください。
RELATED_TIME_SERIES データセットについては、CreatePredictor は、データセットの
作成時に DataFrequency が指定したものが ForecastFrequency に一致することを検証しま
す。TARGET_TIME_SERIES データセットには、この制限はありません。Amazon Forecast は、区切り文
字とタイムスタンプの形式も検証します。詳細については、「データセットのインポート (p. 41)」を参照
してください。
デフォルトでは、予測子は 0.1 (P10)、0.5 (P50)、および 0.9 (P90) 分位数でトレーニングおよび評価され
ます。ForecastTypes を設定することにより、予測子をトレーニングおよび評価するためのカスタム予
測タイプを選択できます。
AutoML
Amazon Forecast で各アルゴリズムを評価し、objective function を最小化するアルゴリズムを選択
する場合は、PerformAutoML を true に設定します。objective function は、予測タイプに対する
重み付けされた損失の平均として定義されます。デフォルトでは、これらは p10、p50、および p90 分位
数のロスです。詳細については、「EvaluationResult (p. 459)」を参照してください。
AutoML が有効になっている場合、次のプロパティは許可されません。
• AlgorithmArn
• HPOConfig
• PerformHPO
• TrainingParameters
すべての予測子のリストを取得するには、ListPredictors (p. 403) オペレーションを使用します。

Note
予測子を使用して予測を作成する前に、予測子の Status が ACTIVE になっている必要がありま
す。これは、トレーニングが完了したことを意味します。DescribePredictor (p. 350) オペレー
ションを使用して、ステータスを取得します。
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リクエストの構文
{

"AlgorithmArn": "string",
"AutoMLOverrideStrategy": "string",
"EncryptionConfig": {
"KMSKeyArn": "string",
"RoleArn": "string"
},
"EvaluationParameters": {
"BackTestWindowOffset": number,
"NumberOfBacktestWindows": number
},
"FeaturizationConfig": {
"Featurizations": [
{
"AttributeName": "string",
"FeaturizationPipeline": [
{
"FeaturizationMethodName": "string",
"FeaturizationMethodParameters": {
"string" : "string"
}
}
]
}
],
"ForecastDimensions": [ "string" ],
"ForecastFrequency": "string"
},
"ForecastHorizon": number,
"ForecastTypes": [ "string" ],
"HPOConfig": {
"ParameterRanges": {
"CategoricalParameterRanges": [
{
"Name": "string",
"Values": [ "string" ]
}
],
"ContinuousParameterRanges": [
{
"MaxValue": number,
"MinValue": number,
"Name": "string",
"ScalingType": "string"
}
],
"IntegerParameterRanges": [
{
"MaxValue": number,
"MinValue": number,
"Name": "string",
"ScalingType": "string"
}
]
}
},
"InputDataConfig": {
"DatasetGroupArn": "string",
"SupplementaryFeatures": [
{
"Name": "string",
"Value": "string"
}
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}

]
},
"OptimizationMetric": "string",
"PerformAutoML": boolean,
"PerformHPO": boolean,
"PredictorName": "string",
"Tags": [
{
"Key": "string",
"Value": "string"
}
],
"TrainingParameters": {
"string" : "string"
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
AlgorithmArn (p. 267)
モデルトレーニングに使用するアルゴリズムの Amazon リソースネーム (ARN)。PerformAutoML が
true に設定されていない場合は必須です。

サポートされているアルゴリズム:
• arn:aws:forecast:::algorithm/ARIMA
• arn:aws:forecast:::algorithm/CNN-QR
• arn:aws:forecast:::algorithm/Deep_AR_Plus
• arn:aws:forecast:::algorithm/ETS
• arn:aws:forecast:::algorithm/NPTS
• arn:aws:forecast:::algorithm/Prophet
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: いいえ
AutoMLOverrideStrategy (p. 267)

Note
LatencyOptimized AutoML 上書き戦略は、プライベートベータでのみ使用できます。アク
セス特権の詳細については、AWS Support またはアカウントマネージャーにお問い合わせく
ださい。
デフォルトの AutoML 戦略を上書きするために使用されます。これは、予測子の精度を最
適化するために行われます。トレーニング時間を最小限に抑える AutoML 戦略を適用するに
は、LatencyOptimized を使用します。
このパラメータは、AutoML を使用してトレーニングした予測子についてのみ有効です。
Type: 文字列
有効な値: LatencyOptimized | AccuracyOptimized
必須: いいえ
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EncryptionConfig (p. 267)
AWS Key Management Service (KMS) キーと、Amazon Forecast がそのキーにアクセスするために引
き受けることができる AWS Identity and Access Management (IAM) ロール。
型: EncryptionConfig (p. 456) オブジェクト
必須: いいえ
EvaluationParameters (p. 267)
指定されたアルゴリズムのデフォルトの評価パラメータを上書きするために使用されます。Amazon
Forecast は、データセットをトレーニングデータとテストデータに分割することで予測子を評価しま
す。評価パラメータは、分割の実行方法と反復回数を定義します。
型: EvaluationParameters (p. 458) オブジェクト
必須: いいえ
FeaturizationConfig (p. 267)
特徴量化の設定。
型: FeaturizationConfig (p. 468) オブジェクト
必須: はい
ForecastHorizon (p. 267)
モデルが予測するようにトレーニングされている時間ステップの数を指定します。予測期間は予測長
とも呼ばれます。
例えば、(CreateDataset (p. 233) オペレーションの DataFrequency パラメータを使用して) 毎日の
データ収集用にデータセットを設定し、予測期間を 10 に設定すると、モデルは 10 日間の予測を返し
ます。
最大予測期間は、500 タイムステップまたは TARGET_TIME_SERIES のデータセットの長さの 1/3 の
いずれか小さい方です。
Type: 整数
必須: はい
ForecastTypes (p. 267)
予測子のトレーニングに使用される予測タイプを指定します。最大 5 つの予測タイプを指定できま
す。予測タイプは、0.01 以上の増分で 0.01 から 0.99 までの分位数にすることができます。mean で
平均予測を指定することもできます。
デフォルト値は ["0.10", "0.50", "0.9"] です。
Type: 文字列の配列
配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 20 項目です。
長さの制約: 最小長は 2 です｡ 最大長は 4 です。
パターン: (^0?\.\d\d?$|^mean$)
必須: いいえ
HPOConfig (p. 267)
アルゴリズム用にハイパーパラメータの上書き値を提供します。このパラメータを指定しない場
合、Amazon Forecast はデフォルト値を使用します。個々のアルゴリズムは、ハイパーパラメータ最
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適化 (HPO) をサポートするハイパーパラメータを指定します。詳細については、「Amazon Forecast
アルゴリズム (p. 119)」を参照してください。
HPOConfig オブジェクトを含めた場合は、PerformHPO を true に設定する必要があります。
型: HyperParameterTuningJobConfig (p. 477) オブジェクト
必須: いいえ
InputDataConfig (p. 267)
予測子のトレーニングに使用するデータを含むデータセットグループを記述します。
型: InputDataConfig (p. 478) オブジェクト
必須: はい
OptimizationMetric (p. 267)
予測子を最適化するために使用される精度メトリクス。
Type: 文字列
有効な値: WAPE | RMSE | AverageWeightedQuantileLoss | MASE | MAPE
必須: いいえ
PerformAutoML (p. 267)
AutoML を実行するかどうか。Amazon Forecast が AutoML を実行すると、提供するアルゴリズムが
評価され、トレーニングデータセットに最適なアルゴリズムと設定が選択されます。
デフォルト値は false です。この場合、アルゴリズムを指定する必要があります。
Amazon Forecast が AutoML を実行するように PerformAutoML を true に設定します。これ
は、トレーニングデータに適したアルゴリズムがわからない場合に適したオプションです。この場
合、PerformHPO は false である必要があります。
Type: ブール値
必須: いいえ
PerformHPO (p. 267)
ハイパーパラメータの最適化 (HPO) を実行するかどうか。HPO は、トレーニングデータに最適なハ
イパーパラメータ値を見つけます。HPO を実行するプロセスは、ハイパーパラメータのチューニング
ジョブの実行として知られています。
デフォルト値は false です。この場合、Amazon Forecast は、選択したアルゴリズムのデフォルト
のハイパーパラメータ値を使用します。
デフォルト値を上書きするには、PerformHPO を true に設定し、オプションで
HyperParameterTuningJobConfig (p. 477) オブジェクトを指定します。チューニングジョブは、
最適化するメトリクス、チューニングに関係するハイパーパラメータ、およびチューニング可能
な各ハイパーパラメータの有効範囲を指定します。この場合、アルゴリズムを指定する必要があ
り、PerformAutoML は false である必要があります。
次のアルゴリズムは HPO をサポートします。
• DeepAR+
• CNN-QR
Type: ブール値
必須: いいえ
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PredictorName (p. 267)
予測子の名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
必須: はい
Tags (p. 267)
サービスに適用し、予測子の分類と整理に役立つオプションのメタデータ。タグはそれぞれ、1 つの
キーとオプションの 1 つの値で設定されており、どちらもお客様側が定義します。
タグには以下のベーシックな制限があります。
• リソースあたりのタグの最大数は 50 です。
• タグキーは、リソースごとにそれぞれ一意である必要があります。また、各タグキーに設定できる
値は 1 つのみです。
• キーの最大長 - 128 文字 (Unicode) (UTF-8)。
• 値の最大長 - 256 文字 (Unicode) (UTF-8)。
• 複数のサービス間およびリソース間でタグ付けスキーマを使用する場合、他のサービスでも許可
される文字に制限が適用されることがあるのでご注意ください。一般的に使用が許可される文字
は、UTF-8 で表現可能な文字、数字、スペース、および以下の文字です: +、-、=、.、_、:、/、@。
• タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。
• aws:、AWS:、またはその大文字または小文字の組み合わせを、キーのプレフィックスとして使
用しないでください。これらの文字列は AWS による使用のために予約されています。このプレ
フィックスが含まれるタグキーを編集したり削除することはできません。値にはこのプレフィック
スを付けることができます。タグ値には aws がプレフィックスとして付されているが、キーには付
されていない場合、Forecast は、それをユーザータグとみなし、タグ数の上限である 50 個を計算
する際に算入します。aws のキープレフィックスのみを持つタグは、リソース制限あたりのタグに
算入されません。
Type: 必須Tag (p. 509)オブジェクト
配列メンバー: 最小項目数は 0 です。最大 200 項目。
必須: いいえ
TrainingParameters (p. 267)
モデルトレーニングのために上書きするハイパーパラメータ。上書きできるハイパーパラメータは、
個々のアルゴリズムにリストされています。サポートされているアルゴリズムのリストについては、
「Amazon Forecast アルゴリズム (p. 119)」を参照してください。
Type: 文字列から文字列へのマッピング
マップエントリ: 最小項目数は 0 です。最大数は 100 項目です。
キーの長さの制約: 最大長は 256 です。
キーパターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.\/\[\]\,\\]+$
値の長さの制約: 最大長は 256 です。
値のパターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.\/\[\]\,\"\\\s]+$
必須: いいえ
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レスポンスの構文
{
}

"PredictorArn": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
PredictorArn (p. 272)
予測子の Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+

エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException
アカウントあたりのリソース数の制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceAlreadyExistsException
この名前のリソースは既に存在します。別の名前で再試行してください。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException
指定されたリソースは使用中です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
その Amazon リソースネーム (ARN) を持つリソースが見つかりません。ARN を確認して、もう一度
お試しください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
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• AWS SDK for .NET
•
•
•
•
•

AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWS必須 JavaScript
AWS SDK for PHP V3

• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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CreatePredictorBacktestExportJob
サービス: Amazon Forecast Service

CreateAutoPredictor (p. 227) または CreatePredictor (p. 266) オペレーションによって生成されたバックテ
スト予測および精度メトリクスをエクスポートします。CSV ファイルまたは Parquet ファイルを含む 2 つ
のフォルダが、指定した S3 バケットにエクスポートされます。
エクスポートファイル名は、次の規則に一致します。
<ExportJobName>_<ExportTimestamp>_<PartNumber>.csv
<ExportTimestamp> コンポーネントは Java にあります SimpleDate 形式 (yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyAmazon S3 バケットと、Amazon Forecast が Amazon S3 バケットにアクセスするために引き受ける
ことができる AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを含む DataDestination (p. 448) オ
ブジェクトを指定する必要があります。詳細については、「Amazon Forecast のアクセス許可を設定す
る (p. 5)」を参照してください。

Note
Amazon S3 バケットのエクスポートにアクセスする前に、エクスポートジョブの Status が
ACTIVE となっている必要があります。DescribePredictorBacktestExportJob (p. 357) オペレー
ションを使用して、ステータスを取得します。

リクエストの構文
{

}

"Destination": {
"S3Config": {
"KMSKeyArn": "string",
"Path": "string",
"RoleArn": "string"
}
},
"Format": "string",
"PredictorArn": "string",
"PredictorBacktestExportJobName": "string",
"Tags": [
{
"Key": "string",
"Value": "string"
}
]

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
Destination (p. 274)
エクスポートジョブの宛先。S3 パス、Amazon Forecast がロケーションにアクセスできるようにする
AWS Identity and Access Management (IAM) ロール、および AWS Key Management Service (KMS)
キー (オプション) を入力します。
型: DataDestination (p. 448) オブジェクト
必須: はい
Format (p. 274)
エクスポートするデータの形式。デフォルト値は「CSV」です。
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Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 7 です。
パターン: ^CSV|PARQUET$
必須: いいえ
PredictorArn (p. 274)
エクスポートする予測子の Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: はい
PredictorBacktestExportJobName (p. 274)
バックテストエクスポートジョブの名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
必須: はい
Tags (p. 274)
バックテストの分類と整理に役立つオプションのメタデータ。タグはそれぞれ、1 つのキーとオプ
ションの 1 つの値で設定されており、どちらもお客様側が定義します。タグのキーと値は大文字と小
文字が区別されます。
タグには以下の制限があります。
• タグキーは、リソースごとにそれぞれ一意である必要があります。また、各タグキーに設定できる
値は 1 つのみです。
• リソースあたりのタグの最大数: 50。
• キーの最大長: 128 文字 (Unicode)。
• 値の最大長: 256 文字 (Unicode)。
• 使用可能な文字: すべての文字と数字、UTF-8 で表現可能なスペース、および + - = 。_ : / @。タグ
付けスキーマが他のサービスやリソースで使用されている場合、それらのサービスの文字制限も適
用されます。
• キープレフィックスには、aws: または AWS: の大文字または小文字の組み合わせを含めることは
できません。値にはこのプレフィックスを付けることができます。タグ値には aws がプレフィック
スとして付されているが、キーには付されていない場合、Forecast は、それをユーザータグとみな
し、タグ数の上限である 50 個を計算する際に算入します。aws のキープレフィックスのみを持つ
タグは、リソース制限あたりのタグに算入されません。このプレフィックスが含まれるタグキーを
編集したり削除することはできません。
Type: Array ofTag (p. 509)オブジェクト
配列メンバー: 最小項目数は 0 です。最大 200 項目。
必須: いいえ
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レスポンスの構文
{
}

"PredictorBacktestExportJobArn": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
PredictorBacktestExportJobArn (p. 276)
エクスポートする予測子バックテストエクスポートジョブの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+

エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException
アカウントあたりのリソース数の制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceAlreadyExistsException
この名前のリソースは既に存在します。別の名前で再試行してください。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException
指定されたリソースは使用中です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
その Amazon リソースネーム (ARN) を持つリソースが見つかりません。ARN を確認して、もう一度
お試しください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
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• AWS SDK for .NET
•
•
•
•
•

AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWSSDK JavaScript
AWS SDK for PHP V3

• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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CreateWhatIfAnalysis

サービス: Amazon Forecast Service
仮説分析は、時系列に仮想的な変更を加え、その変化によって生成された予測をベースラインの変化のな
い時系列と比較するシナリオモデリング手法です。what-if分析の目的は、ベースラインの時系列にさまざ
まな変更が加えられたときに予測がどのように変化するかを理解することであることを覚えておくことが
重要です。
たとえば、新しいスタイルのスペースを確保するためにシーズン終了時のセールを検討している衣料品小
売店を想像してみてください。ベースライン予測を作成したら、what-if 分析を使用して、さまざまな販売
戦略が目標にどのように影響するかを調査できます。
すべてに25％の値下げが与えられるシナリオと、すべてに固定のドル値下げが与えられるシナリオを作成
できます。セールが 1 週間続くシナリオと、セールが 1 か月続くシナリオを作成できます。what-if 分析で
は、さまざまなシナリオを相互に比較できます。
仮説分析は、予測モデルが学習した内容と、評価しているシナリオで予測モデルがどのように動作するか
を示すためのものであることに注意してください。what-if 分析の結果を盲目的に使用してビジネス上の意
思決定を行わないでください。たとえば、予測が適切かどうかを判断するための参考資料がない新しいシ
ナリオでは、予測が正確でない場合があります。
-TimeSeriesSelector (p. 518)オブジェクトは、what-if 分析に必要な項目を定義します。

リクエストの構文
{

}

"ForecastArn": "string",
"Tags": [
{
"Key": "string",
"Value": "string"
}
],
"TimeSeriesSelector": {
"TimeSeriesIdentifiers": {
"DataSource": {
"S3Config": {
"KMSKeyArn": "string",
"Path": "string",
"RoleArn": "string"
}
},
"Format": "string",
"Schema": {
"Attributes": [
{
"AttributeCategory": "string",
"AttributeName": "string",
"AttributeType": "string"
}
]
}
}
},
"WhatIfAnalysisName": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
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ForecastArn (p. 278)
ベースライン予測の Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: はい
Tags (p. 278)
のリストタグ仮定の予測に適用します。
Type: 配列Tag (p. 509)オブジェクト
配列メンバー: 最小項目数は 0 です。最大 200 項目。
必須: いいえ
TimeSeriesSelector (p. 278)
what-if 分析で使用される時系列のセットをTimeSeriesIdentifiersオブジェクト。What-if 分析
は、このオブジェクトの時系列に対してのみ実行されます。
-TimeSeriesIdentifiersオブジェクトには、次の情報必須:
• DataSource
• Format
• Schema
型: TimeSeriesSelector (p. 518) オブジェクト
必須: いいえ
WhatIfAnalysisName (p. 278)
仮説分析の名前。名前は一意である必要があります。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
必須: はい

レスポンスの構文
{
}

"WhatIfAnalysisArn": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
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WhatIfAnalysisArn (p. 279)
what-if 分析の Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+

エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException
アカウントあたりのリソース数の制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceAlreadyExistsException
この名前のリソースは既に存在します。別の名前で再試行してください。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException
指定されたリソースは使用中です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
その Amazon リソースネーム (ARN) を持つリソースが見つかりません。ARN を確認して、もう一度
お試しください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
•
•
•
•

AWS SDK for .NET
AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2

•
•
•
•

AWSSDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python
AWS SDK for Ruby V3
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CreateWhatIfForecast

サービス: Amazon Forecast Service
仮説予測は、ベースライン予測の修正バージョンから作成された予測です。各 what-if 予測には、代替デー
タセットまたは元のデータセットへの一連の変換が組み込まれています。

リクエストの構文
{

}

"Tags": [
{
"Key": "string",
"Value": "string"
}
],
"TimeSeriesReplacementsDataSource": {
"Format": "string",
"S3Config": {
"KMSKeyArn": "string",
"Path": "string",
"RoleArn": "string"
},
"Schema": {
"Attributes": [
{
"AttributeCategory": "string",
"AttributeName": "string",
"AttributeType": "string"
}
]
},
"TimestampFormat": "string"
},
"TimeSeriesTransformations": [
{
"Action": {
"AttributeName": "string",
"Operation": "string",
"Value": number
},
"TimeSeriesConditions": [
{
"AttributeName": "string",
"AttributeValue": "string",
"Condition": "string"
}
]
}
],
"WhatIfAnalysisArn": "string",
"WhatIfForecastName": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
Tags (p. 281)
のリストタグ仮定の予測に適用します。
Type: Array ofTag (p. 509)オブジェクト
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配列メンバー: 最小項目数は 0 です。最大 200 項目。
必須: いいえ
TimeSeriesReplacementsDataSource (p. 281)
置換時系列データセット。関連する時系列データセットで変更する行が含まれます。代替時系列に
は、ベースライン関連の時系列に含まれるすべての行を含める必要はありません。仮説予測に含めた
い行 (メジャーとディメンションの組み合わせ) のみを含めてください。
このデータセットは元の時系列と統合され、What-if 分析に使用される変換されたデータセットが作成
されます。
このデータセットには、変更するアイテム (item_id や workforce_type など)、関連するディメンショ
ン、タイムスタンプ列、および関連する時系列列のうち少なくとも 1 つが含まれている必要がありま
す。このファイルには、同じ時系列の重複するタイムスタンプを含めないでください。
このデータセットに含まれていないタイムスタンプと item_id は、what-if 分析には含まれません。
型: TimeSeriesReplacementsDataSource (p. 516) オブジェクト
必須: いいえ
TimeSeriesTransformations (p. 281)
ベースラインの時系列に適用される変換。各変換には、アクションと一連の条件が含まれています。
アクションはすべての条件が満たされたときにのみ適用されます。条件を指定しない場合、アクショ
ンはすべてのアイテムに適用されます。
Type: Array ofTimeSeriesTransformation (p. 519)オブジェクト
配列メンバー: 最小項目数は 0 です。最大数は 30 項目です。
必須: いいえ
WhatIfAnalysisArn (p. 281)
what-if 分析の Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: はい
WhatIfForecastName (p. 281)
仮説予測の名前。名前は、各 what-if 分析内で一意である必要があります。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
必須: はい

レスポンスの構文
{

"WhatIfForecastArn": "string"
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}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
WhatIfForecastArn (p. 282)
仮説予測の Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 300 です。
Pattern: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+

エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException
アカウントあたりのリソース数の制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceAlreadyExistsException
この名前のリソースは既に存在します。別の名前で再試行してください。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException
指定されたリソースは使用中です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
その Amazon リソースネーム (ARN) を持つリソースが見つかりません。ARN を確認して、もう一度
お試しください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
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• AWS SDK for Java V2
•
•
•
•

AWSSDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python
AWS SDK for Ruby V3
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CreateWhatIfForecastExport
サービス: Amazon Forecast Service

CreateWhatIfForecast (p. 281) オペレーションによって作成された予測を Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3) バケットにエクスポートします。予測ファイル名は、次の規則に一致します。
≈<ForecastExportJobName>_<ExportTimestamp>_<PartNumber>
<ExportTimestamp> コンポーネントは Java にあります SimpleDateFormat(-ddTHH-ddTHH-mm-ddTHHmm-ddTHH-mm-dd
Amazon Forecast が Amazon S3 バケットにアクセスするために引き受けることができる AWS Identity
and Access Management (IAM) ロールを含む DataDestination (p. 448) オブジェクトを指定する必要があ
ります。詳細については、「Amazon Forecast のアクセス許可を設定する (p. 5)」を参照してください。
詳細については、「予測の生成 (p. 138)」を参照してください。
すべてのwhat-if予測エクスポートジョブのリストを取得するには、ListWhatIfForecastExports (p. 411)操
作。

Note
Amazon S3 バケットの予測にアクセスする前に、予測エクスポートジョブの Status が ACTIVE
となっている必要があります。DescribeWhatIfForecastExport (p. 368) オペレーションを使用し
て、ステータスを取得します。

リクエストの構文
{

}

"Destination": {
"S3Config": {
"KMSKeyArn": "string",
"Path": "string",
"RoleArn": "string"
}
},
"Format": "string",
"Tags": [
{
"Key": "string",
"Value": "string"
}
],
"WhatIfForecastArns": [ "string" ],
"WhatIfForecastExportName": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
Destination (p. 285)
予測を保存する場所と、Amazon Forecast がその場所にアクセスするために引き受けることができる
AWS Identity and Access Management (IAM) ロール。予測は Amazon S3 バケットにエクスポートす
る必要があります。
暗号化を使用する場合は、Destination は、AWS Key Management Service (KMS) キーを含む必
要があります。IAM ロールは、Amazon Forecast がキーにアクセスすることを許可する必要がありま
す。
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型: DataDestination (p. 448) オブジェクト
必須: はい
Format (p. 285)
エクスポートするデータの形式 (CSV または PARQUET)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 7 です。
パターン: ^CSV|PARQUET$
必須: いいえ
Tags (p. 285)
のリストタグ仮定の予測に適用します。
Type: の配列Tag (p. 509)オブジェクト
配列メンバー: 最小項目数は 0 です。最大 200 項目。
必須: いいえ
WhatIfForecastArns (p. 285)
エクスポートする W-if 予測の Amazon リソースネーム (ARN) のリストです。
Type: 文字列の配列
配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 50 項目です。
長さの制約: 最大長は 300 です。
Pattern: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: はい
WhatIfForecastExportName (p. 285)
エクスポートする what-if 予測の名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
必須: はい

レスポンスの構文
{
}

"WhatIfForecastExportArn": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
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WhatIfForecastExportArn (p. 286)
仮説予測の Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 300 です。
Pattern: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+

エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException
アカウントあたりのリソース数の制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceAlreadyExistsException
この名前のリソースは既に存在します。別の名前で再試行してください。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException
指定されたリソースは使用中です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
その Amazon リソースネーム (ARN) を持つリソースが見つかりません。ARN を確認して、もう一度
お試しください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
•
•
•
•

AWS SDK for .NET
AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2

•
•
•
•

AWSの SDK JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python
AWS SDK for Ruby V3
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DeleteDataset

サービス: Amazon Forecast Service
CreateDataset オペレーションを使用して作成された Amazon Forecast のデータセットを削除します。ス
テータスが ACTIVE または CREATE_FAILED のデータセットのみを削除できます。DescribeDataset オペ
レーションを使用して、ステータスを取得します。

Note
Forecast は、削除されたデータセットを含むデータセットグループを自動的に更新しま
せん。データセットグループを更新するには、削除されたデータセットの ARN を省略し
て、UpdateDatasetGroup オペレーションを使用します。

リクエストの構文
{
}

"DatasetArn": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
DatasetArn (p. 288)
削除するデータセットの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: はい

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException
指定されたリソースは使用中です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
その Amazon リソースネーム (ARN) を持つリソースが見つかりません。ARN を確認して、もう一度
お試しください。
HTTP ステータスコード: 400
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以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSSDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteDatasetGroup

サービス: Amazon Forecast Service
CreateDatasetGroup オペレーションを使用して作成されたデータセットグループを削除します。削除でき
るのは、ステータスが ACTIVE、CREATE_FAILED、または UPDATE_FAILED のデータセットグループの
みです。DescribeDatasetGroup オペレーションを使用して、ステータスを取得します。
このオペレーションでは、データセットグループのみが削除され、グループ内のデータセットは削除され
ません。

リクエストの構文
{
}

"DatasetGroupArn": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
DatasetGroupArn (p. 290)
削除するデータセットグループの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: はい

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException
指定されたリソースは使用中です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
その Amazon リソースネーム (ARN) を持つリソースが見つかりません。ARN を確認して、もう一度
お試しください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
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• AWS Command Line Interface
•
•
•
•
•

AWS SDK for .NET
AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWSSDK for JavaScript

• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteDatasetImportJob
サービス: Amazon Forecast Service

CreateDatasetImportJob オペレーションを使用して作成されたデータセットのインポートジョブを削除し
ます。ステータスが ACTIVE または CREATE_FAILED のデータセットのインポートジョブのみを削除でき
ます。DescribeDatasetImportJob オペレーションを使用して、ステータスを取得します。

リクエストの構文
{
}

"DatasetImportJobArn": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
DatasetImportJobArn (p. 292)
削除するデータセットのインポートジョブの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: はい

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException
指定されたリソースは使用中です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
その Amazon リソースネーム (ARN) を持つリソースが見つかりません。ARN を確認して、もう一度
お試しください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
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• AWS Command Line Interface
•
•
•
•
•

AWS SDK for .NET
AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWSSDK for JavaScript

• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteExplainability

サービス: Amazon Forecast Service
Explainability リソースを削除します。
ステータスが ACTIVE または CREATE_FAILED の予測子のみを削除できま
す。DescribeExplainability (p. 333) オペレーションを使用して、ステータスを取得します。

リクエストの構文
{
}

"ExplainabilityArn": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
ExplainabilityArn (p. 294)
削除する Explainability リソースの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: はい

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException
指定されたリソースは使用中です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
その Amazon リソースネーム (ARN) を持つリソースが見つかりません。ARN を確認して、もう一度
お試しください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
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• AWS Command Line Interface
•
•
•
•
•

AWS SDK for .NET
AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWSSDK for JavaScript

• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteExplainabilityExport
サービス: Amazon Forecast Service

Explainability エクスポートを削除します。

リクエストの構文
{
}

"ExplainabilityExportArn": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
ExplainabilityExportArn (p. 296)
削除する Explainability エクスポートの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: はい

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException
指定されたリソースは使用中です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
その Amazon リソースネーム (ARN) を持つリソースが見つかりません。ARN を確認して、もう一度
お試しください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
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• AWS SDK for .NET
•
•
•
•
•

AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWSSDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3

• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteForecast

サービス: Amazon Forecast Service
CreateForecast (p. 255) オペレーションを使用して作成された予測を削除します。ステータスが ACTIVE
または CREATE_FAILED の予測のみを削除できます。DescribeForecast (p. 340) オペレーションを使用
して、ステータスを取得します。
エクスポート中に予測を削除することはできません。予測を削除すると、予測のクエリを実行できなくな
ります。

リクエストの構文
{
}

"ForecastArn": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
ForecastArn (p. 298)
削除する予測の Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: はい

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException
指定されたリソースは使用中です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
その Amazon リソースネーム (ARN) を持つリソースが見つかりません。ARN を確認して、もう一度
お試しください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
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• AWS Command Line Interface
•
•
•
•
•

AWS SDK for .NET
AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWSSDK for JavaScript

• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteForecastExportJob
サービス: Amazon Forecast Service

CreateForecastExportJob (p. 259) オペレーションを使用して作成された予測エクスポートジョブを削
除します。ステータスが ACTIVE または CREATE_FAILED のエクスポートジョブのみを削除できま
す。DescribeForecastExportJob (p. 344) オペレーションを使用して、ステータスを取得します。

リクエストの構文
{
}

"ForecastExportJobArn": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
ForecastExportJobArn (p. 300)
削除する予測エクスポートジョブの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: はい

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException
指定されたリソースは使用中です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
その Amazon リソースネーム (ARN) を持つリソースが見つかりません。ARN を確認して、もう一度
お試しください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
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• AWS Command Line Interface
•
•
•
•
•

AWS SDK for .NET
AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWSSDK for JavaScript

• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3

301

Amazon Forecast デベロッパーガイド
Amazon Forecast サービス

DeleteMonitor

サービス: Amazon Forecast Service
監視リソースを削除します。削除できるのは、ステータスがのモニターリソースのみで
す。ACTIVE,ACTIVE_STOPPED,CREATE_FAILED、またはCREATE_STOPPED。

リクエストの構文
{
}

"MonitorArn": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
MonitorArn (p. 302)
削除するモニターリソースの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: はい

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException
指定されたリソースは使用中です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
その Amazon リソースネーム (ARN) を持つリソースが見つかりません。ARN を確認して、もう一度
お試しください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
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• AWS SDK for .NET
•
•
•
•
•

AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWSSDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3

• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DeletePredictor

サービス: Amazon Forecast Service
DescribePredictor (p. 350) または CreatePredictor (p. 266) オペレーションを使用して作成された
予測子を削除します。ステータスが ACTIVE または CREATE_FAILED の予測子のみを削除できま
す。DescribePredictor (p. 350) オペレーションを使用して、ステータスを取得します。

リクエストの構文
{
}

"PredictorArn": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
PredictorArn (p. 304)
削除する予測子の Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: はい

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException
指定されたリソースは使用中です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
その Amazon リソースネーム (ARN) を持つリソースが見つかりません。ARN を確認して、もう一度
お試しください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
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• AWS Command Line Interface
•
•
•
•
•

AWS SDK for .NET
AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWSSDK for JavaScript

• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DeletePredictorBacktestExportJob
サービス: Amazon Forecast Service

予測子バックテストエクスポートジョブを削除します。

リクエストの構文
{
}

"PredictorBacktestExportJobArn": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
PredictorBacktestExportJobArn (p. 306)
削除する予測子バックテストエクスポートジョブの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: はい

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException
指定されたリソースは使用中です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
その Amazon リソースネーム (ARN) を持つリソースが見つかりません。ARN を確認して、もう一度
お試しください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
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• AWS SDK for .NET
•
•
•
•
•

AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWSSDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3

• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteResourceTree

サービス: Amazon Forecast Service
リソースツリー全体を削除します。このオペレーションでは、親リソースとその子リソースを削除しま
す。
子リソースは、別のリソースから作成されたリソースです。例えば、予測が予測子から生成される場合、
予測は子リソースであり、予測子は親リソースです。
Amazon Forecast のリソースには、次の親-子リソース階層があります。
• [Dataset] (データセット) : データセットのインポートジョブ
• [Dataset Group] (データセットグループ) : 予測子、予測子バックテストエクスポートジョブ、予測、予
測エクスポートジョブ
• [Predictor] (予測子) : 予測子バックテストエクスポートジョブ、予測、予測エクスポートジョブ
• [Forecast] (予測) : 予測エクスポートジョブ

Note
DeleteResourceTree は、Amazon Forecast のリソースのみを削除し、Amazon S3 に保存され
ているデータセットやエクスポートされたファイルは削除しません。

リクエストの構文
{
}

"ResourceArn": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
ResourceArn (p. 308)
削除する親リソースの Amazon リソースネーム (ARN)。親リソースのすべての子リソースも削除され
ます。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: はい

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
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ResourceInUseException
指定されたリソースは使用中です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
その Amazon リソースネーム (ARN) を持つリソースが見つかりません。ARN を確認して、もう一度
お試しください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSSDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteWhatIfAnalysis

サービス: Amazon Forecast Service
を使用して作成された What-if 分析を削除しますCreateWhatIfAnalysis (p. 278)操作。ステータスがの
what-if 分析のみを削除できますACTIVEまたはCREATE_FAILED。DescribeWhatIfAnalysis (p. 360) オペ
レーションを使用して、ステータスを取得します。
予測のいずれかがエクスポートされている間は、What-If 分析を削除することはできません。

リクエストの構文
{
}

"WhatIfAnalysisArn": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
WhatIfAnalysisArn (p. 310)
削除する what-if 分析の Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: はい

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException
指定されたリソースは使用中です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
その Amazon リソースネーム (ARN) を持つリソースが見つかりません。ARN を確認して、もう一度
お試しください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
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• AWS Command Line Interface
•
•
•
•
•

AWS SDK for .NET
AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWSSDK for JavaScript

• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteWhatIfForecast

サービス: Amazon Forecast Service
を使用して作成されたWhat-If予測を削除しますCreateWhatIfForecast (p. 281)オ
ペレーション。ステータスがの What-If 予測のみを削除できますACTIVEまた
はCREATE_FAILED。DescribeWhatIfForecast (p. 364) オペレーションを使用して、ステータスを取得し
ます。
エクスポート中の What-If 予測は削除できません。what-if 予測を削除すると、what-if 分析をクエリできな
くなります。

リクエストの構文
{
}

"WhatIfForecastArn": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
WhatIfForecastArn (p. 312)
削除したい仮説予測の Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 300 です。
Pattern: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: はい

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException
指定されたリソースは使用中です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
その Amazon リソースネーム (ARN) を持つリソースが見つかりません。ARN を確認して、もう一度
お試しください。
HTTP ステータスコード: 400
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以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSSDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteWhatIfForecastExport
サービス: Amazon Forecast Service

を使用して作成された what-if 予測エクスポートを削除しますCreateWhatIfForecastExport (p. 285)操
作。ステータスがのWhat-If予測エクスポートのみを削除できますACTIVEまた
はCREATE_FAILED。DescribeWhatIfForecastExport (p. 368) オペレーションを使用して、ステータスを
取得します。

リクエストの構文
{
}

"WhatIfForecastExportArn": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
WhatIfForecastExportArn (p. 314)
削除する what-if 予測エクスポートの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 300 です。
Pattern: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: はい

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException
指定されたリソースは使用中です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
その Amazon リソースネーム (ARN) を持つリソースが見つかりません。ARN を確認して、もう一度
お試しください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
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• AWS Command Line Interface
•
•
•
•
•

AWS SDK for .NET
AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWSSDK for JavaScript

• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeAutoPredictor
サービス: Amazon Forecast Service

を使用して作成された予測子を記述します CreateAutoPredictor 操作。

リクエストの構文
{
}

"PredictorArn": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
PredictorArn (p. 316)
予測子の Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: はい

レスポンスの構文
{

"CreationTime": number,
"DataConfig": {
"AdditionalDatasets": [
{
"Configuration": {
"string" : [ "string" ]
},
"Name": "string"
}
],
"AttributeConfigs": [
{
"AttributeName": "string",
"Transformations": {
"string" : "string"
}
}
],
"DatasetGroupArn": "string"
},
"DatasetImportJobArns": [ "string" ],
"EncryptionConfig": {
"KMSKeyArn": "string",
"RoleArn": "string"
},
"EstimatedTimeRemainingInMinutes": number,
"ExplainabilityInfo": {
"ExplainabilityArn": "string",
"Status": "string"
},
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}

"ForecastDimensions": [ "string" ],
"ForecastFrequency": "string",
"ForecastHorizon": number,
"ForecastTypes": [ "string" ],
"LastModificationTime": number,
"Message": "string",
"MonitorInfo": {
"MonitorArn": "string",
"Status": "string"
},
"OptimizationMetric": "string",
"PredictorArn": "string",
"PredictorName": "string",
"ReferencePredictorSummary": {
"Arn": "string",
"State": "string"
},
"Status": "string",
"TimeAlignmentBoundary": {
"DayOfMonth": number,
"DayOfWeek": "string",
"Hour": number,
"Month": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
CreationTime (p. 316)
のタイムスタンプ CreateAutoPredictor をリクエストします。
Type: タイムスタンプ
DataConfig (p. 316)
データセットグループと追加のデータセットのデータ設定。
型: DataConfig (p. 447) オブジェクト
DatasetImportJobArns (p. 316)
予測子のトレーニングデータをインポートするために使用されるデータセットのインポートジョブの
ARN の配列。
Type: 文字列の配列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
EncryptionConfig (p. 316)
AWS Key Management Service (KMS) キーと、Amazon Forecast がそのキーにアクセスするために引
き受けることができる AWS Identity and Access Management (IAM) ロール。このオプションのオブ
ジェクトは、CreateDataset (p. 233) および CreatePredictor (p. 266) リクエストで指定できます。
型: EncryptionConfig (p. 456) オブジェクト
EstimatedTimeRemainingInMinutes (p. 316)
予測子トレーニングジョブが完了するまでの推定残り時間 (分)。
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Type: Long
ExplainabilityInfo (p. 316)
Predictor Explainability のステータスと ARN を提供します。
型: ExplainabilityInfo (p. 463) オブジェクト
ForecastDimensions (p. 316)
時系列をグループ化するために使用される属性を指定するディメンション (フィールド) 名の配列。
Type: 文字列の配列
配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 10 項目です。
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
ForecastFrequency (p. 316)
予測内の予測の頻度。
有効な間隔は、Y (年)、M (月)、W (週)、D (日)、H (時間)、30min (30分)、15min (15分)、10min (10
分)、5min (5分)、および 1min (1分) です。例えば、[Y] は毎年を示し、[5min] は 5 分ごとを示しま
す。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 5 です。
パターン: ^1Y|Y|([1-9]|1[0-1])M|M|[1-4]W|W|[1-6]D|D|([1-9]|1[0-9]|2[0-3])H|H|
([1-9]|[1-5][0-9])min$
ForecastHorizon (p. 316)
モデルが予測するタイムステップの数。予測期間は予測長とも呼ばれます。
Type: 整数
ForecastTypes (p. 316)
予測子のトレーニング中に使用される予測タイプ。デフォルト値は ["0.1","0.5","0.9"] です。
Type: 文字列の配列
配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 20 項目です。
長さの制約: 最小長は 2 です。最大長は 4 です。
パターン: (^0?\.\d\d?$|^mean$)
LastModificationTime (p. 316)
リソースの最終変更時刻。タイムスタンプは、ジョブのステータスによって異なります。
• CREATE_PENDING (CreationTime)
• CREATE_IN_PROGRESS - 現在のタイムスタンプ。
• CREATE_STOPPING - 現在のタイムスタンプ。
• CREATE_STOPPED - ジョブが停止した時点。
• ACTIVE または CREATE_FAILED - ジョブが終了または失敗した時点。
Type: タイムスタンプ
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Message (p. 316)
エラーが発生した場合は、エラーの原因を詳しく説明するメッセージ。
Type: 文字列
MonitorInfo (p. 316)
あるMonitorInfo (p. 485)Amazon リソースネーム (ARN) とモニターリソースのステータスを含むオ
ブジェクト。
型: MonitorInfo (p. 485) オブジェクト
OptimizationMetric (p. 316)
予測子を最適化するために使用される精度メトリクス。
Type: 文字列
有効な値: WAPE | RMSE | AverageWeightedQuantileLoss | MASE | MAPE
PredictorArn (p. 316)
予測子の Amazon リソースネーム (ARN)
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
PredictorName (p. 316)
予測子の名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
ReferencePredictorSummary (p. 316)
参照予測子の ARN と状態。このパラメータは、再トレーニング済みまたはアップグレード済みの予
測子についてのみ有効です。
型: ReferencePredictorSummary (p. 499) オブジェクト
Status (p. 316)
予測子のステータス。含まれる状態は次のとおりです。
• ACTIVE
• CREATE_PENDING, CREATE_IN_PROGRESS, CREATE_FAILED
• CREATE_STOPPING, CREATE_STOPPED
• DELETE_PENDING, DELETE_IN_PROGRESS, DELETE_FAILED
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
TimeAlignmentBoundary (p. 316)
Forecastがデータを集計するときに使用する時間境界。
型: TimeAlignmentBoundary (p. 512) オブジェクト
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エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
その Amazon リソースネーム (ARN) を持つリソースが見つかりません。ARN を確認して、もう一度
お試しください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSSDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeDataset

サービス: Amazon Forecast Service
CreateDataset オペレーションを使用して作成された Amazon Forecast のデータセットを記述します。
このオペレーションは、CreateDataset リクエストで指定されたパラメータの一覧表示に加えて、次の
データセットのプロパティを含めます。
• CreationTime
• LastModificationTime
• Status

リクエストの構文
{
}

"DatasetArn": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
DatasetArn (p. 321)
データセットの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: はい

レスポンスの構文
{

"CreationTime": number,
"DataFrequency": "string",
"DatasetArn": "string",
"DatasetName": "string",
"DatasetType": "string",
"Domain": "string",
"EncryptionConfig": {
"KMSKeyArn": "string",
"RoleArn": "string"
},
"LastModificationTime": number,
"Schema": {
"Attributes": [
{
"AttributeCategory": "string",
"AttributeName": "string",
"AttributeType": "string"
}
]
},
"Status": "string"
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}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
CreationTime (p. 321)
データセットが作成された時点。
Type: タイムスタンプ
DataFrequency (p. 321)
データ収集の頻度。
有効な間隔は、Y (年)、M (月)、W (週)、D (日)、H (時間)、30min (30分)、15min (15分)、10min (10
分)、5min (5分)、および 1min (1分) です。例えば、[M] は毎月を示し、[30min] は 30 分ごとを示しま
す。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 5 です。
パターン: ^1Y|Y|([1-9]|1[0-1])M|M|[1-4]W|W|[1-6]D|D|([1-9]|1[0-9]|2[0-3])H|H|
([1-9]|[1-5][0-9])min$
DatasetArn (p. 321)
データセットの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
DatasetName (p. 321)
データセットの名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
DatasetType (p. 321)
データセットのタイプ。
Type: 文字列
有効な値: TARGET_TIME_SERIES | RELATED_TIME_SERIES | ITEM_METADATA |
ALL_DATASET_TYPES
Domain (p. 321)
データセットに関連付けられているドメイン。
Type: 文字列
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有効な値: RETAIL | CUSTOM | INVENTORY_PLANNING | EC2_CAPACITY | WORK_FORCE |
WEB_TRAFFIC | METRICS
EncryptionConfig (p. 321)
AWS Key Management Service (KMS) キーと、Amazon Forecast がそのキーにアクセスするために引
き受けることができる AWS Identity and Access Management (IAM) ロール。
型: EncryptionConfig (p. 456) オブジェクト
LastModificationTime (p. 321)
データセットを作成する場合、LastModificationTime は CreationTime と同じで
す。データがデータセットにインポートされている間、LastModificationTime は
DescribeDataset コールの現在の時刻です。CreateDatasetImportJob オペレーションが終了した後
は、LastModificationTime はインポートジョブが終了または失敗した時点です。
Type: タイムスタンプ
Schema (p. 321)
データセットフィールドを指定する SchemaAttribute オブジェクトの配列。各
SchemaAttribute がフィールドの名前とデータ型を指定します。
型: Schema (p. 502) オブジェクト
Status (p. 321)
データセットのステータス。含まれる状態は次のとおりです。
• ACTIVE
• CREATE_PENDING, CREATE_IN_PROGRESS, CREATE_FAILED
• DELETE_PENDING, DELETE_IN_PROGRESS, DELETE_FAILED
• UPDATE_PENDING, UPDATE_IN_PROGRESS, UPDATE_FAILED
UPDATE 状態は、CreateDatasetImportJob オペレーションに対する呼び出しからデータセットにデー
タがインポートされているときに適用され、データセットのインポートジョブのステータスを反映し
ます。例えば、インポートジョブのステータスが CREATE_IN_PROGRESS の場合、データセットのス
テータスは UPDATE_IN_PROGRESS です。

Note
データセットの Status は、トレーニングデータをインポートする前に ACTIVE である必要
があります。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。

エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
その Amazon リソースネーム (ARN) を持つリソースが見つかりません。ARN を確認して、もう一度
お試しください。
HTTP ステータスコード: 400
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以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSSDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeDatasetGroup
サービス: Amazon Forecast Service

CreateDatasetGroup オペレーションを使用して作成されたデータセットグループを記述します。
このオペレーションは、CreateDatasetGroup リクエストで提供されたパラメータの一覧表示に加え
て、次のプロパティを含めます。
• DatasetArns - グループに属するデータセット。
• CreationTime
• LastModificationTime
• Status

リクエストの構文
{
}

"DatasetGroupArn": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
DatasetGroupArn (p. 325)
データセットグループの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: はい

レスポンスの構文
{

}

"CreationTime": number,
"DatasetArns": [ "string" ],
"DatasetGroupArn": "string",
"DatasetGroupName": "string",
"Domain": "string",
"LastModificationTime": number,
"Status": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
CreationTime (p. 325)
データセットグループが作成された時点。
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Type: タイムスタンプ
DatasetArns (p. 325)
データセットグループに含まれるデータセットの Amazon リソースネーム (ARN) の配列。
Type: 文字列の配列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
DatasetGroupArn (p. 325)
データセットグループの ARN。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
DatasetGroupName (p. 325)
データセットグループの名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
Domain (p. 325)
データセットグループに関連付けられているドメイン。
Type: 文字列
有効な値: RETAIL | CUSTOM | INVENTORY_PLANNING | EC2_CAPACITY | WORK_FORCE |
WEB_TRAFFIC | METRICS
LastModificationTime (p. 325)
データセットグループが作成された時点、または UpdateDatasetGroup オペレーションに対する呼び
出し以降の最終更新時点。データセットグループが更新されている間、LastModificationTime は
DescribeDatasetGroup コールの現在の時刻です。
Type: タイムスタンプ
Status (p. 325)
データセットグループのステータス。含まれる状態は次のとおりです。
• ACTIVE
• CREATE_PENDING, CREATE_IN_PROGRESS, CREATE_FAILED
• DELETE_PENDING, DELETE_IN_PROGRESS, DELETE_FAILED
• UPDATE_PENDING, UPDATE_IN_PROGRESS, UPDATE_FAILED
UPDATE 状態は、UpdateDatasetGroup オペレーションを呼び出すときに適用されます。

Note
データセットグループを使用して予測子を作成する前に、データセットグループの Status
が ACTIVE となっている必要があります。
Type: 文字列
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長さの制約: 最大長は 256 です。

エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
その Amazon リソースネーム (ARN) を持つリソースが見つかりません。ARN を確認して、もう一度
お試しください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSSDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeDatasetImportJob
サービス: Amazon Forecast Service

CreateDatasetImportJob オペレーションを使用して作成されたデータセットのインポートジョブを記述し
ます。
このオペレーションは、CreateDatasetImportJob リクエストで提供されたパラメータの一覧表示に加
えて、次のプロパティを含めます。
• CreationTime
• LastModificationTime
• DataSize
• FieldStatistics
• Status
• Message - エラーが発生した場合は、エラーに関する情報。

リクエストの構文
{
}

"DatasetImportJobArn": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
DatasetImportJobArn (p. 328)
データセットのインポートジョブの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: はい

レスポンスの構文
{

"CreationTime": number,
"DatasetArn": "string",
"DatasetImportJobArn": "string",
"DatasetImportJobName": "string",
"DataSize": number,
"DataSource": {
"S3Config": {
"KMSKeyArn": "string",
"Path": "string",
"RoleArn": "string"
}
},
"EstimatedTimeRemainingInMinutes": number,
"FieldStatistics": {
"string" : {
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"Avg": number,
"Count": number,
"CountDistinct": number,
"CountDistinctLong": number,
"CountLong": number,
"CountNan": number,
"CountNanLong": number,
"CountNull": number,
"CountNullLong": number,
"Max": "string",
"Min": "string",
"Stddev": number

}

}
},
"Format": "string",
"GeolocationFormat": "string",
"LastModificationTime": number,
"Message": "string",
"Status": "string",
"TimestampFormat": "string",
"TimeZone": "string",
"UseGeolocationForTimeZone": boolean

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
CreationTime (p. 328)
データセットのインポートジョブが作成された時点。
Type: タイムスタンプ
DatasetArn (p. 328)
トレーニングデータのインポート先であるデータセットの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
DatasetImportJobArn (p. 328)
データセットのインポートジョブの ARN。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
DatasetImportJobName (p. 328)
データセットのインポートジョブの名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
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DataSize (p. 328)
インポートジョブが終了した後のデータセットのサイズ (GB)。
Type: ダブル
DataSource (p. 328)
インポートするトレーニングデータの場所と、Amazon Forecast がデータにアクセスするために引き
受けることができる AWS Identity and Access Management (IAM) ロール。
暗号化を使用する場合は、DataSource は、AWS Key Management Service (KMS) キーを含めま
す。
型: DataSource (p. 455) オブジェクト
EstimatedTimeRemainingInMinutes (p. 328)
データセットのインポートジョブが完了するまでの推定残り時間 (分)。
Type: Long
FieldStatistics (p. 328)
入力データの各フィールドに関する統計情報。
Type: 文字列にStatistics (p. 504)オブジェクトマップ
キーの長さの制約: 最大長は 256 です。
キーパターン: ^[a-zA-Z0-9\_]+$
Format (p. 328)
インポートされたデータの形式 (CSV または PARQUET)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 7 です。
パターン: ^CSV|PARQUET$
GeolocationFormat (p. 328)
geolocation 属性の形式。有効な値: "LAT_LONG" および "CC_POSTALCODE"。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: ^[a-zA-Z0-9_]+$
LastModificationTime (p. 328)
リソースの最終変更時刻。タイムスタンプは、ジョブのステータスによって異なります。
• CREATE_PENDING (CreationTime)
• CREATE_IN_PROGRESS - 現在のタイムスタンプ。
• CREATE_STOPPING - 現在のタイムスタンプ。
• CREATE_STOPPED - ジョブが停止した時点。
• ACTIVE または CREATE_FAILED - ジョブが終了または失敗した時点。
Type: タイムスタンプ
Message (p. 328)
エラーが発生した場合は、エラーに関する情報メッセージ。
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Type: 文字列
Status (p. 328)
データセットのインポートジョブのステータス。含まれる状態は次のとおりです。
• ACTIVE
• CREATE_PENDING, CREATE_IN_PROGRESS, CREATE_FAILED
• DELETE_PENDING, DELETE_IN_PROGRESS, DELETE_FAILED
• CREATE_STOPPING, CREATE_STOPPED
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
TimestampFormat (p. 328)
データセット内のタイムスタンプの形式。指定する形式は、データセットが作成されたときに指定さ
れた DataFrequency によって異なります。以下の形式がサポートされています
• 「yyyy-MM-dd」
次のデータ周波数の場合: Y、M、W、D
• 「yyyy-MM-dd HH:mm:ss」
次のデータ周波数の場合: H、30min、15min、および 1min。オプションで、次の場合:
Y、M、W、D
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: ^[a-zA-Z0-9\-\:\.\,\'\s]+$
TimeZone (p. 328)
データセット内のすべての項目に適用される単一のタイムゾーン
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: ^[a-zA-Z0-9\/\+\-\_]+$
UseGeolocationForTimeZone (p. 328)
TimeZone が geolocation 属性から自動的に派生するかどうか。
Type: ブール値

エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
その Amazon リソースネーム (ARN) を持つリソースが見つかりません。ARN を確認して、もう一度
お試しください。
HTTP ステータスコード: 400
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以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSSDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeExplainability

サービス: Amazon Forecast Service
CreateExplainability (p. 246) オペレーションを使用して作成された Explainability リソースを記述します。

リクエストの構文
{
}

"ExplainabilityArn": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
ExplainabilityArn (p. 333)
記述する Explainability の Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: はい

レスポンスの構文
{

"CreationTime": number,
"DataSource": {
"S3Config": {
"KMSKeyArn": "string",
"Path": "string",
"RoleArn": "string"
}
},
"EnableVisualization": boolean,
"EndDateTime": "string",
"EstimatedTimeRemainingInMinutes": number,
"ExplainabilityArn": "string",
"ExplainabilityConfig": {
"TimePointGranularity": "string",
"TimeSeriesGranularity": "string"
},
"ExplainabilityName": "string",
"LastModificationTime": number,
"Message": "string",
"ResourceArn": "string",
"Schema": {
"Attributes": [
{
"AttributeCategory": "string",
"AttributeName": "string",
"AttributeType": "string"
}
]
},
"StartDateTime": "string",
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}

"Status": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
CreationTime (p. 333)
Explainability リソースが作成された時点。
Type: タイムスタンプ
DataSource (p. 333)
データのソース、Amazon Forecast がデータにアクセスできるようにする AWS Identity and Access
Management (IAM) ロール、および AWS Key Management Service (KMS) キー (オプション)。
型: DataSource (p. 455) オブジェクト
EnableVisualization (p. 333)
Explainability リソースのためにビジュアライゼーションが有効になっているかどうか。
Type: ブール値
EndDateTime (p. 333)
TimePointGranularity が SPECIFIC に設定されている場合、Explainability の最後の時間ポイン
ト。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 19。
パターン: ^\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}$
EstimatedTimeRemainingInMinutes (p. 333)
CreateExplainability (p. 246) ジョブが完了するまでの推定残り時間 (分)。
Type: Long
ExplainabilityArn (p. 333)
Explainability の Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
ExplainabilityConfig (p. 333)
Explainability の時系列と時間ポイントの粒度を定義する構成設定。
型: ExplainabilityConfig (p. 460) オブジェクト
ExplainabilityName (p. 333)
Explainability の名前。
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Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
LastModificationTime (p. 333)
リソースの最終変更時刻。タイムスタンプは、ジョブのステータスによって異なります。
• CREATE_PENDING (CreationTime)
• CREATE_IN_PROGRESS - 現在のタイムスタンプ。
• CREATE_STOPPING - 現在のタイムスタンプ。
• CREATE_STOPPED - ジョブが停止した時点。
• ACTIVE または CREATE_FAILED - ジョブが終了または失敗した時点。
Type: タイムスタンプ
Message (p. 333)
エラーが発生した場合は、エラーに関するメッセージ。
Type: 文字列
ResourceArn (p. 333)
Explainability リソースの作成に使用される予測子または予測の Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
Schema (p. 333)
データセットのフィールドを定義します。
型: Schema (p. 502) オブジェクト
StartDateTime (p. 333)
TimePointGranularity が SPECIFIC に設定されている場合、Explainability の最初の時間ポイン
ト。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 19。
パターン: ^\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}$
Status (p. 333)
Explainability リソースのステータス。含まれる状態は次のとおりです。
• ACTIVE
• CREATE_PENDING, CREATE_IN_PROGRESS, CREATE_FAILED
• CREATE_STOPPING, CREATE_STOPPED
• DELETE_PENDING, DELETE_IN_PROGRESS, DELETE_FAILED
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
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エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
その Amazon リソースネーム (ARN) を持つリソースが見つかりません。ARN を確認して、もう一度
お試しください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSSDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeExplainabilityExport
サービス: Amazon Forecast Service

CreateExplainabilityExport (p. 251) オペレーションを使用して作成された Explainability エクスポートを記
述します。

リクエストの構文
{
}

"ExplainabilityExportArn": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
ExplainabilityExportArn (p. 337)
Explainability エクスポートの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: はい

レスポンスの構文
{

}

"CreationTime": number,
"Destination": {
"S3Config": {
"KMSKeyArn": "string",
"Path": "string",
"RoleArn": "string"
}
},
"ExplainabilityArn": "string",
"ExplainabilityExportArn": "string",
"ExplainabilityExportName": "string",
"Format": "string",
"LastModificationTime": number,
"Message": "string",
"Status": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
CreationTime (p. 337)
Explainability エクスポートが作成された時点。
Type: タイムスタンプ
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Destination (p. 337)
エクスポートジョブの宛先。S3 パス、Amazon Forecast がロケーションにアクセスできるようにする
AWS Identity and Access Management (IAM) ロール、および AWS Key Management Service (KMS)
キー (オプション) を入力します。
型: DataDestination (p. 448) オブジェクト
ExplainabilityArn (p. 337)
Explainability エクスポートの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
ExplainabilityExportArn (p. 337)
Explainability エクスポートの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
ExplainabilityExportName (p. 337)
Explainability エクスポートの名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
Format (p. 337)
エクスポートするデータの形式 (CSV または PARQUET)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 7 です。
パターン: ^CSV|PARQUET$
LastModificationTime (p. 337)
リソースの最終変更時刻。タイムスタンプは、ジョブのステータスによって異なります。
• CREATE_PENDING (CreationTime)
• CREATE_IN_PROGRESS - 現在のタイムスタンプ。
• CREATE_STOPPING - 現在のタイムスタンプ。
• CREATE_STOPPED - ジョブが停止した時点。
• ACTIVE または CREATE_FAILED - ジョブが終了または失敗した時点。
Type: タイムスタンプ
Message (p. 337)
エクスポート中に発生したエラーに関する情報。
Type: 文字列
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Status (p. 337)
Explainability エクスポートのステータス。含まれる状態は次のとおりです。
• ACTIVE
• CREATE_PENDING, CREATE_IN_PROGRESS, CREATE_FAILED
• CREATE_STOPPING, CREATE_STOPPED
• DELETE_PENDING, DELETE_IN_PROGRESS, DELETE_FAILED
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。

エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
その Amazon リソースネーム (ARN) を持つリソースが見つかりません。ARN を確認して、もう一度
お試しください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSSDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeForecast

サービス: Amazon Forecast Service
CreateForecast (p. 255) オペレーションを使用して作成された予測を記述します。
このオペレーションは、CreateForecast リクエストで提供されたプロパティの一覧表示に加えて、次
のプロパティを一覧表示します。
• DatasetGroupArn - トレーニングデータを提供したデータセットグループ。
• CreationTime
• LastModificationTime
• Status
• Message - エラーが発生した場合は、エラーに関する情報。

リクエストの構文
{
}

"ForecastArn": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
ForecastArn (p. 340)
予測の Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: はい

レスポンスの構文
{

"CreationTime": number,
"DatasetGroupArn": "string",
"EstimatedTimeRemainingInMinutes": number,
"ForecastArn": "string",
"ForecastName": "string",
"ForecastTypes": [ "string" ],
"LastModificationTime": number,
"Message": "string",
"PredictorArn": "string",
"Status": "string",
"TimeSeriesSelector": {
"TimeSeriesIdentifiers": {
"DataSource": {
"S3Config": {
"KMSKeyArn": "string",
"Path": "string",
"RoleArn": "string"
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}

}

}

}
},
"Format": "string",
"Schema": {
"Attributes": [
{
"AttributeCategory": "string",
"AttributeName": "string",
"AttributeType": "string"
}
]
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
CreationTime (p. 340)
予測作成タスクが作成された時点。
Type: タイムスタンプ
DatasetGroupArn (p. 340)
予測子のトレーニングに使用されるデータを提供したデータセットグループの ARN。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
EstimatedTimeRemainingInMinutes (p. 340)
予測ジョブが完了するまでの推定残り時間 (分)。
Type: Long
ForecastArn (p. 340)
リクエストで指定された予測の ARN。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
ForecastName (p. 340)
予測の名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
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ForecastTypes (p. 340)
確率的予測が生成された分位数。
Type: 文字列の配列
配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 20 項目です。
長さの制約: 最小長は 2 です｡ 最大長は 4 です。
パターン: (^0?\.\d\d?$|^mean$)
LastModificationTime (p. 340)
リソースの最終変更時刻。タイムスタンプは、ジョブのステータスによって異なります。
• CREATE_PENDING (CreationTime)
• CREATE_IN_PROGRESS - 現在のタイムスタンプ。
• CREATE_STOPPING - 現在のタイムスタンプ。
• CREATE_STOPPED - ジョブが停止した時点。
• ACTIVE または CREATE_FAILED - ジョブが終了または失敗した時点。
Type: タイムスタンプ
Message (p. 340)
エラーが発生した場合は、エラーに関する情報メッセージ。
Type: 文字列
PredictorArn (p. 340)
予測の生成に使用される予測子の ARN。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
Status (p. 340)
予測のステータス。含まれる状態は次のとおりです。
• ACTIVE
• CREATE_PENDING, CREATE_IN_PROGRESS, CREATE_FAILED
• CREATE_STOPPING, CREATE_STOPPED
• DELETE_PENDING, DELETE_IN_PROGRESS, DELETE_FAILED

Note
予測をクエリまたはエクスポートする前に、予測の Status が ACTIVE となっている必要が
あります。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: ^[a-zA-Z0-9\_]+$
TimeSeriesSelector (p. 340)
予測に含める時系列。
型: TimeSeriesSelector (p. 518) オブジェクト
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エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
その Amazon リソースネーム (ARN) を持つリソースが見つかりません。ARN を確認して、もう一度
お試しください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSSDK の JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeForecastExportJob
サービス: Amazon Forecast Service

CreateForecastExportJob (p. 259) オペレーションを使用して作成された予測エクスポートジョブを記述し
ます。
このオペレーションは、CreateForecastExportJob リクエストでユーザーによって提供されたプロパ
ティの一覧表示に加えて、次のプロパティを一覧表示します。
• CreationTime
• LastModificationTime
• Status
• Message - エラーが発生した場合は、エラーに関する情報。

リクエストの構文
{
}

"ForecastExportJobArn": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
ForecastExportJobArn (p. 344)
予測エクスポートジョブの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: はい

レスポンスの構文
{

}

"CreationTime": number,
"Destination": {
"S3Config": {
"KMSKeyArn": "string",
"Path": "string",
"RoleArn": "string"
}
},
"ForecastArn": "string",
"ForecastExportJobArn": "string",
"ForecastExportJobName": "string",
"Format": "string",
"LastModificationTime": number,
"Message": "string",
"Status": "string"
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レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
CreationTime (p. 344)
予測エクスポートジョブが作成された時点。
Type: タイムスタンプ
Destination (p. 344)
予測がエクスポートされる Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットへのパス。
型: DataDestination (p. 448) オブジェクト
ForecastArn (p. 344)
エクスポートされた予測の Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
ForecastExportJobArn (p. 344)
予測エクスポートジョブの ARN。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
ForecastExportJobName (p. 344)
予測エクスポートジョブの名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
Format (p. 344)
エクスポートするデータの形式 (CSV または PARQUET)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 7 です。
パターン: ^CSV|PARQUET$
LastModificationTime (p. 344)
リソースの最終変更時刻。タイムスタンプは、ジョブのステータスによって異なります。
• CREATE_PENDING (CreationTime)
• CREATE_IN_PROGRESS - 現在のタイムスタンプ。
• CREATE_STOPPING - 現在のタイムスタンプ。
• CREATE_STOPPED - ジョブが停止した時点。

345

Amazon Forecast デベロッパーガイド
Amazon Forecast サービス

• ACTIVE または CREATE_FAILED - ジョブが終了または失敗した時点。
Type: タイムスタンプ
Message (p. 344)
エラーが発生した場合は、エラーに関する情報メッセージ。
Type: 文字列
Status (p. 344)
予測のエクスポートジョブのステータス。含まれる状態は次のとおりです。
• ACTIVE
• CREATE_PENDING, CREATE_IN_PROGRESS, CREATE_FAILED
• CREATE_STOPPING, CREATE_STOPPED
• DELETE_PENDING, DELETE_IN_PROGRESS, DELETE_FAILED

Note
S3 バケットの予測にアクセスする前に、予測エクスポートジョブの Status が ACTIVE と
なっている必要があります。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。

エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
その Amazon リソースネーム (ARN) を持つリソースが見つかりません。ARN を確認して、もう一度
お試しください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
•
•
•
•

AWS Command Line Interface
AWS SDK for .NET
AWS SDK for C++
AWS SDK for Go

•
•
•
•
•

AWS SDK for Java V2
AWSSDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python
AWS SDK for Ruby V3
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DescribeMonitor

サービス: Amazon Forecast Service
モニターリソースの説明を表示します。このオペレーションは、CreateMonitor (p. 263) リクエストで提供
されたプロパティの一覧表示に加えて、次のプロパティを一覧表示します。
• Baseline
• CreationTime
• LastEvaluationTime
• LastEvaluationState
• LastModificationTime
• Message
• Status

リクエストの構文
{
}

"MonitorArn": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
MonitorArn (p. 347)
説明するモニターリソースの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: はい

レスポンスの構文
{

"Baseline": {
"PredictorBaseline": {
"BaselineMetrics": [
{
"Name": "string",
"Value": number
}
]
}
},
"CreationTime": number,
"EstimatedEvaluationTimeRemainingInMinutes": number,
"LastEvaluationState": "string",
"LastEvaluationTime": number,
"LastModificationTime": number,
"Message": "string",
"MonitorArn": "string",
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}

"MonitorName": "string",
"ResourceArn": "string",
"Status": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
Baseline (p. 347)
比較のベースラインとして使用できる指標。これらの値を使用して、auto 予測変数のモニタリング結
果を解釈します。
型: Baseline (p. 442) オブジェクト
CreationTime (p. 347)
モニターリソースが作成された時刻のタイムスタンプ。
Type: タイムスタンプ
EstimatedEvaluationTimeRemainingInMinutes (p. 347)
モニターリソースが現在の評価を終了するまでの推定残り時間 (分)。
Type: Long
LastEvaluationState (p. 347)
モニターの最新の評価の状態。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
LastEvaluationTime (p. 347)
モニターによって完了した最新の評価のタイムスタンプ。
Type: タイムスタンプ
LastModificationTime (p. 347)
モニターの最新の変更のタイムスタンプ。
Type: タイムスタンプ
Message (p. 347)
モニターのエラーメッセージ (ある場合)。
Type: 文字列
MonitorArn (p. 347)
説明されているモニターリソースの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
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MonitorName (p. 347)
モニターの名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
ResourceArn (p. 347)
モニタリングされるauto 予測子の Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
Status (p. 347)
モニターリソースのステータス。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。

エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
その Amazon リソースネーム (ARN) を持つリソースが見つかりません。ARN を確認して、もう一度
お試しください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
•
•
•
•
•

AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWSの SDK JavaScript
AWS SDK for PHP V3

• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribePredictor

サービス: Amazon Forecast Service

Note
このオペレーションは、で作成されたレガシー予測子についてのみ有効です CreatePredictor。レ
ガシー予測子を使用していない場合は、DescribeAutoPredictor (p. 316) を使用します。
CreatePredictor (p. 266) オペレーションを使用して作成された予測子を記述します。
このオペレーションは、CreatePredictor リクエストで提供されたプロパティの一覧表示に加えて、次
のプロパティを一覧表示します。
• DatasetImportJobArns - トレーニングデータのインポートに使用されるデータセットのインポート
ジョブ。
• AutoMLAlgorithmArns - 評価されたアルゴリズム (AutoML が実行される場合)。
• CreationTime
• LastModificationTime
• Status
• Message - エラーが発生した場合は、エラーに関する情報。

リクエストの構文
{
}

"PredictorArn": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
PredictorArn (p. 350)
情報を取得する予測子の Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: はい

レスポンスの構文
{

"AlgorithmArn": "string",
"AutoMLAlgorithmArns": [ "string" ],
"AutoMLOverrideStrategy": "string",
"CreationTime": number,
"DatasetImportJobArns": [ "string" ],
"EncryptionConfig": {
"KMSKeyArn": "string",
"RoleArn": "string"
},
"EstimatedTimeRemainingInMinutes": number,
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"EvaluationParameters": {
"BackTestWindowOffset": number,
"NumberOfBacktestWindows": number
},
"FeaturizationConfig": {
"Featurizations": [
{
"AttributeName": "string",
"FeaturizationPipeline": [
{
"FeaturizationMethodName": "string",
"FeaturizationMethodParameters": {
"string" : "string"
}
}
]
}
],
"ForecastDimensions": [ "string" ],
"ForecastFrequency": "string"
},
"ForecastHorizon": number,
"ForecastTypes": [ "string" ],
"HPOConfig": {
"ParameterRanges": {
"CategoricalParameterRanges": [
{
"Name": "string",
"Values": [ "string" ]
}
],
"ContinuousParameterRanges": [
{
"MaxValue": number,
"MinValue": number,
"Name": "string",
"ScalingType": "string"
}
],
"IntegerParameterRanges": [
{
"MaxValue": number,
"MinValue": number,
"Name": "string",
"ScalingType": "string"
}
]
}
},
"InputDataConfig": {
"DatasetGroupArn": "string",
"SupplementaryFeatures": [
{
"Name": "string",
"Value": "string"
}
]
},
"IsAutoPredictor": boolean,
"LastModificationTime": number,
"Message": "string",
"OptimizationMetric": "string",
"PerformAutoML": boolean,
"PerformHPO": boolean,
"PredictorArn": "string",
"PredictorExecutionDetails": {
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"PredictorExecutions": [
{
"AlgorithmArn": "string",
"TestWindows": [
{
"Message": "string",
"Status": "string",
"TestWindowEnd": number,
"TestWindowStart": number
}
]
}
]

}

},
"PredictorName": "string",
"Status": "string",
"TrainingParameters": {
"string" : "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
AlgorithmArn (p. 350)
モデルトレーニングに使用されるアルゴリズムの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
AutoMLAlgorithmArns (p. 350)
PerformAutoML が指定されている場合、選択したアルゴリズムの ARN。
Type: 文字列の配列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
AutoMLOverrideStrategy (p. 350)

Note
LatencyOptimized AutoML 上書き戦略は、プライベートベータでのみ使用できます。アク
セス特権の詳細については、AWS Support またはアカウントマネージャーにお問い合わせく
ださい。
予測子のトレーニングに使用する AutoML 戦略。LatencyOptimized が指定されていない限
り、AutoML 戦略は予測子の精度を最適化します。
このパラメータは、AutoML を使用してトレーニングした予測子についてのみ有効です。
Type: 文字列
有効な値: LatencyOptimized | AccuracyOptimized
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CreationTime (p. 350)
モデルトレーニングタスクが作成された時点。
Type: タイムスタンプ
DatasetImportJobArns (p. 350)
予測子のトレーニングデータをインポートするために使用されるデータセットのインポートジョブの
ARN の配列。
Type: 文字列の配列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
EncryptionConfig (p. 350)
AWS Key Management Service (KMS) キーと、Amazon Forecast がそのキーにアクセスするために引
き受けることができる AWS Identity and Access Management (IAM) ロール。
型: EncryptionConfig (p. 456) オブジェクト
EstimatedTimeRemainingInMinutes (p. 350)
予測子トレーニングジョブが完了するまでの推定残り時間 (分)。
Type: Long
EvaluationParameters (p. 350)
指定されたアルゴリズムのデフォルトの評価パラメータを上書きするために使用されます。Amazon
Forecast は、データセットをトレーニングデータとテストデータに分割することで予測子を評価しま
す。評価パラメータは、分割の実行方法と反復回数を定義します。
型: EvaluationParameters (p. 458) オブジェクト
FeaturizationConfig (p. 350)
特徴量化の設定。
型: FeaturizationConfig (p. 468) オブジェクト
ForecastHorizon (p. 350)
予測のタイムステップの数。予測期間は予測長とも呼ばれます。
Type: 整数
ForecastTypes (p. 350)
予測子のトレーニング中に使用される予測タイプ。デフォルト値は ["0.1","0.5","0.9"] です
Type: 文字列の配列
配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 20 項目です。
長さの制約: 最小長は 2 です｡ 最大長は 4 です。
パターン: (^0?\.\d\d?$|^mean$)
HPOConfig (p. 350)
アルゴリズム用のハイパーパラメータの上書き値。
型: HyperParameterTuningJobConfig (p. 477) オブジェクト
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InputDataConfig (p. 350)
予測子のトレーニングに使用するデータを含むデータセットグループを記述します。
型: InputDataConfig (p. 478) オブジェクト
IsAutoPredictor (p. 350)
予測子が CreateAutoPredictor (p. 227) を使用して作成されたかどうか。
Type: ブール値
LastModificationTime (p. 350)
リソースの最終変更時刻。タイムスタンプは、ジョブのステータスによって異なります。
• CREATE_PENDING (CreationTime)
• CREATE_IN_PROGRESS - 現在のタイムスタンプ。
• CREATE_STOPPING - 現在のタイムスタンプ。
• CREATE_STOPPED - ジョブが停止した時点。
• ACTIVE または CREATE_FAILED - ジョブが終了または失敗した時点。
Type: タイムスタンプ
Message (p. 350)
エラーが発生した場合は、エラーに関する情報メッセージ。
Type: 文字列
OptimizationMetric (p. 350)
予測子を最適化するために使用される精度メトリクス。
Type: 文字列
有効な値: WAPE | RMSE | AverageWeightedQuantileLoss | MASE | MAPE
PerformAutoML (p. 350)
予測子が AutoML を実行するように設定されているかどうか。
Type: ブール値
PerformHPO (p. 350)
予測子がハイパーパラメータ最適化 (HPO) を実行するように設定されているかどうか。
Type: ブール値
PredictorArn (p. 350)
予測子の ARN。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
PredictorExecutionDetails (p. 350)
予測子の精度を評価するために実行されたバックテストのステータスと結果の詳
細。CreatePredictor (p. 266) オペレーションを呼び出すときに実行するバックテストの数を指定しま
す。
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型: PredictorExecutionDetails (p. 494) オブジェクト
PredictorName (p. 350)
予測子の名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
Status (p. 350)
予測子のステータス。含まれる状態は次のとおりです。
• ACTIVE
• CREATE_PENDING, CREATE_IN_PROGRESS, CREATE_FAILED
• DELETE_PENDING, DELETE_IN_PROGRESS, DELETE_FAILED
• CREATE_STOPPING, CREATE_STOPPED

Note
予測子を使用して予測を作成する前に、予測子の Status が ACTIVE となっている必要があ
ります。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
TrainingParameters (p. 350)
モデルトレーニング中に選択されたデフォルトのトレーニングパラメータまたは上書き。AutoML を
実行するか、CNN-QR または DeepAR+ で HPO を選択すると、選択したハイパーパラメータの最適
化された値が返されます。詳細については、「Amazon Forecast アルゴリズム (p. 119)」を参照して
ください。
Type: 文字列から文字列へのマッピング
マップエントリ: 最小項目数は 0 です。最大数は 100 項目です。
キーの長さの制約: 最大長は 256 です。
キーパターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.\/\[\]\,\\]+$
値の長さの制約: 最大長は 256 です。
値のパターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.\/\[\]\,\"\\\s]+$

エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
その Amazon リソースネーム (ARN) を持つリソースが見つかりません。ARN を確認して、もう一度
お試しください。
HTTP ステータスコード: 400
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以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSSDK の JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribePredictorBacktestExportJob
サービス: Amazon Forecast Service

CreatePredictorBacktestExportJob (p. 274) オペレーションを使用して作成された予測子バックテストエク
スポートジョブを記述します。
このオペレーションは、CreatePredictorBacktestExportJob リクエストでユーザーによって提供さ
れたプロパティの一覧表示に加えて、次のプロパティを一覧表示します。
• CreationTime
• LastModificationTime
• Status
• Message (エラーが発生した場合)

リクエストの構文
{
}

"PredictorBacktestExportJobArn": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
PredictorBacktestExportJobArn (p. 357)
予測子バックテストエクスポートジョブの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: はい

レスポンスの構文
{

}

"CreationTime": number,
"Destination": {
"S3Config": {
"KMSKeyArn": "string",
"Path": "string",
"RoleArn": "string"
}
},
"Format": "string",
"LastModificationTime": number,
"Message": "string",
"PredictorArn": "string",
"PredictorBacktestExportJobArn": "string",
"PredictorBacktestExportJobName": "string",
"Status": "string"
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レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
CreationTime (p. 357)
予測子バックテストエクスポートジョブが作成された時点。
Type: タイムスタンプ
Destination (p. 357)
エクスポートジョブの宛先。S3 パス、Amazon Forecast がロケーションにアクセスできるようにする
AWS Identity and Access Management (IAM) ロール、および AWS Key Management Service (KMS)
キー (オプション) を入力します。
型: DataDestination (p. 448) オブジェクト
Format (p. 357)
エクスポートするデータの形式 (CSV または PARQUET)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 7 です。
パターン: ^CSV|PARQUET$
LastModificationTime (p. 357)
リソースの最終変更時刻。タイムスタンプは、ジョブのステータスによって異なります。
• CREATE_PENDING (CreationTime)
• CREATE_IN_PROGRESS - 現在のタイムスタンプ。
• CREATE_STOPPING - 現在のタイムスタンプ。
• CREATE_STOPPED - ジョブが停止した時点。
• ACTIVE または CREATE_FAILED - ジョブが終了または失敗した時点。
Type: タイムスタンプ
Message (p. 357)
バックテストエクスポート中に発生した可能性のあるエラーに関する情報。
Type: 文字列
PredictorArn (p. 357)
予測子の Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
PredictorBacktestExportJobArn (p. 357)
予測子バックテストエクスポートジョブの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
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パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
PredictorBacktestExportJobName (p. 357)
予測子バックテストエクスポートジョブの名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
Status (p. 357)
予測子バックテストエクスポートジョブのステータス。含まれる状態は次のとおりです。
• ACTIVE
• CREATE_PENDING, CREATE_IN_PROGRESS, CREATE_FAILED
• CREATE_STOPPING, CREATE_STOPPED
• DELETE_PENDING, DELETE_IN_PROGRESS, DELETE_FAILED
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。

エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
その Amazon リソースネーム (ARN) を持つリソースが見つかりません。ARN を確認して、もう一度
お試しください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
•
•
•
•

AWS Command Line Interface
AWS SDK for .NET
AWS SDK for C++
AWS SDK for Go

•
•
•
•
•

AWS SDK for Java V2
AWSSDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python
AWS SDK for Ruby V3
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DescribeWhatIfAnalysis
サービス: Amazon Forecast Service

を使用して作成された what-if 分析について説明します。CreateWhatIfAnalysis (p. 278)操作。
このオペレーションは、CreateWhatIfAnalysis リクエストで提供されたプロパティの一覧表示に加え
て、次のプロパティを一覧表示します。
• CreationTime
• LastModificationTime
• Message - エラーが発生した場合は、エラーに関する情報。
• Status

リクエストの構文
{
}

"WhatIfAnalysisArn": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
WhatIfAnalysisArn (p. 360)
関心がある what-if 分析の Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: はい

レスポンスの構文
{

"CreationTime": number,
"EstimatedTimeRemainingInMinutes": number,
"ForecastArn": "string",
"LastModificationTime": number,
"Message": "string",
"Status": "string",
"TimeSeriesSelector": {
"TimeSeriesIdentifiers": {
"DataSource": {
"S3Config": {
"KMSKeyArn": "string",
"Path": "string",
"RoleArn": "string"
}
},
"Format": "string",
"Schema": {
"Attributes": [
{
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}

}

}

]

}

"AttributeCategory": "string",
"AttributeName": "string",
"AttributeType": "string"

},
"WhatIfAnalysisArn": "string",
"WhatIfAnalysisName": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
CreationTime (p. 360)
what-if 分析が作成された日時。
Type: タイムスタンプ
EstimatedTimeRemainingInMinutes (p. 360)
what-if 分析を完了するまでのおおよその残り時間 (分単位)。
Type: Long
ForecastArn (p. 360)
仮説の Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
LastModificationTime (p. 360)
リソースの最終変更時刻。タイムスタンプは、ジョブのステータスによって異なります。
• CREATE_PENDING (CreationTime)
• CREATE_IN_PROGRESS - 現在のタイムスタンプ。
• CREATE_STOPPING - 現在のタイムスタンプ。
• CREATE_STOPPED - ジョブが停止した時点。
• ACTIVE または CREATE_FAILED - ジョブが終了または失敗した時点。
Type: タイムスタンプ
Message (p. 360)
エラーが発生した場合は、エラーに関する情報メッセージ。
Type: 文字列
Status (p. 360)
what-if 分析のステータス。含まれる状態は次のとおりです。
• ACTIVE
• CREATE_PENDING, CREATE_IN_PROGRESS, CREATE_FAILED
• CREATE_STOPPING, CREATE_STOPPED
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• DELETE_PENDING, DELETE_IN_PROGRESS, DELETE_FAILED

Note
-Statuswhat-if分析のうちACTIVE分析にアクセスする前に
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: ^[a-zA-Z0-9\_]+$
TimeSeriesSelector (p. 360)
予測の作成に使用される時系列のセットを定義しますTimeSeriesIdentifiersオブジェクト。
-TimeSeriesIdentifiersオブジェクトには、次の情報必須:
• DataSource
• Format
• Schema
型: TimeSeriesSelector (p. 518) オブジェクト
WhatIfAnalysisArn (p. 360)
仮説分析の Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
WhatIfAnalysisName (p. 360)
仮説分析の名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*

エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
その Amazon リソースネーム (ARN) を持つリソースが見つかりません。ARN を確認して、もう一度
お試しください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
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• AWS Command Line Interface
•
•
•
•
•

AWS SDK for .NET
AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWSの SDK JavaScript

• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeWhatIfForecast
サービス: Amazon Forecast Service

を使用して作成された What-if 予測を記述しますCreateWhatIfForecast (p. 281)操作。
このオペレーションは、CreateWhatIfForecast リクエストで提供されたプロパティの一覧表示に加え
て、次のプロパティを一覧表示します。
• CreationTime
• LastModificationTime
• Message - エラーが発生した場合は、エラーに関する情報。
• Status

リクエストの構文
{
}

"WhatIfForecastArn": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
WhatIfForecastArn (p. 364)
関心のある What-If 予測の Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 300 です。
Pattern: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: はい

レスポンスの構文
{

"CreationTime": number,
"EstimatedTimeRemainingInMinutes": number,
"ForecastTypes": [ "string" ],
"LastModificationTime": number,
"Message": "string",
"Status": "string",
"TimeSeriesReplacementsDataSource": {
"Format": "string",
"S3Config": {
"KMSKeyArn": "string",
"Path": "string",
"RoleArn": "string"
},
"Schema": {
"Attributes": [
{
"AttributeCategory": "string",
"AttributeName": "string",
"AttributeType": "string"
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]

}

},
"TimestampFormat": "string"

}

},
"TimeSeriesTransformations": [
{
"Action": {
"AttributeName": "string",
"Operation": "string",
"Value": number
},
"TimeSeriesConditions": [
{
"AttributeName": "string",
"AttributeValue": "string",
"Condition": "string"
}
]
}
],
"WhatIfAnalysisArn": "string",
"WhatIfForecastArn": "string",
"WhatIfForecastName": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
CreationTime (p. 364)
仮説予測が作成された日時。
Type: タイムスタンプ
EstimatedTimeRemainingInMinutes (p. 364)
what-if 予測を完了するまでのおおよその残り時間 (分単位)。
Type: Long
ForecastTypes (p. 364)
確率的予測が生成される分位数。の what-if 予測につき最大 5 つの分位数を指定できま
すCreateWhatIfForecast (p. 281)操作。分位数を指定しなかった場合のデフォルト値は["0.1",
"0.5", "0.9"]。
Type: 文字列の配列
配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 20 項目です。
長さの制約: 最小長は 2 です｡ 最大長は 4 です。
パターン: (^0?\.\d\d?$|^mean$)
LastModificationTime (p. 364)
リソースの最終変更時刻。タイムスタンプは、ジョブのステータスによって異なります。
• CREATE_PENDING (CreationTime)
• CREATE_IN_PROGRESS - 現在のタイムスタンプ。
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• CREATE_STOPPING - 現在のタイムスタンプ。
• CREATE_STOPPED - ジョブが停止した時点。
• ACTIVE または CREATE_FAILED - ジョブが終了または失敗した時点。
Type: タイムスタンプ
Message (p. 364)
エラーが発生した場合は、エラーに関する情報メッセージ。
Type: 文字列
Status (p. 364)
What-If 予測のステータス。含まれる状態は次のとおりです。
• ACTIVE
• CREATE_PENDING, CREATE_IN_PROGRESS, CREATE_FAILED
• CREATE_STOPPING, CREATE_STOPPED
• DELETE_PENDING, DELETE_IN_PROGRESS, DELETE_FAILED

Note
-Statuswhat-if予測のうちACTIVE予報にアクセスする前に。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: ^[a-zA-Z0-9\_]+$
TimeSeriesReplacementsDataSource (p. 364)
の配列S3Config,Schema、およびFormat置換時系列を説明する要素
型: TimeSeriesReplacementsDataSource (p. 516) オブジェクト
TimeSeriesTransformations (p. 364)
の配列ActionそしてTimeSeriesConditionsどの変換がどの時系列に適用されたかを説明する要
素。
Type: のArray のTimeSeriesTransformation (p. 519)オブジェクト
配列メンバー: 最小項目数は 0 です。最大数は 30 項目です。
WhatIfAnalysisArn (p. 364)
この予測を含む what-if 分析の Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
WhatIfForecastArn (p. 364)
仮説予測の Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 300 です。
Pattern: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
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WhatIfForecastName (p. 364)
What-If 予測の名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*

エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
その Amazon リソースネーム (ARN) を持つリソースが見つかりません。ARN を確認して、もう一度
お試しください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSの SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeWhatIfForecastExport
サービス: Amazon Forecast Service

を使用して作成された what-if 予測エクスポートについて説明しま
す。CreateWhatIfForecastExport (p. 285)操作。
このオペレーションは、CreateWhatIfForecastExport リクエストで提供されたプロパティの一覧表
示に加えて、次のプロパティを一覧表示します。
• CreationTime
• LastModificationTime
• Message - エラーが発生した場合は、エラーに関する情報。
• Status

リクエストの構文
{
}

"WhatIfForecastExportArn": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
WhatIfForecastExportArn (p. 368)
関心のある What-if 予測エクスポートの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 300 です。
Pattern: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: はい

レスポンスの構文
{

}

"CreationTime": number,
"Destination": {
"S3Config": {
"KMSKeyArn": "string",
"Path": "string",
"RoleArn": "string"
}
},
"EstimatedTimeRemainingInMinutes": number,
"Format": "string",
"LastModificationTime": number,
"Message": "string",
"Status": "string",
"WhatIfForecastArns": [ "string" ],
"WhatIfForecastExportArn": "string",
"WhatIfForecastExportName": "string"
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レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
CreationTime (p. 368)
what-if 予測エクスポートが作成された時点。
Type: タイムスタンプ
Destination (p. 368)
エクスポートジョブの宛先。S3 パス、Amazon Forecast がロケーションにアクセスできるようにする
AWS Identity and Access Management (IAM) ロール、および AWS Key Management Service (KMS)
キー (オプション) を入力します。
型: DataDestination (p. 448) オブジェクト
EstimatedTimeRemainingInMinutes (p. 368)
what-if 予測のエクスポートが完了するまでのおおよその残り時間 (分単位)。
Type: Long
Format (p. 368)
エクスポートするデータの形式 (CSV または PARQUET)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 7 です。
パターン: ^CSV|PARQUET$
LastModificationTime (p. 368)
リソースの最終変更時刻。タイムスタンプは、ジョブのステータスによって異なります。
• CREATE_PENDING (CreationTime)
• CREATE_IN_PROGRESS - 現在のタイムスタンプ。
• CREATE_STOPPING - 現在のタイムスタンプ。
• CREATE_STOPPED - ジョブが停止した時点。
• ACTIVE または CREATE_FAILED - ジョブが終了または失敗した時点。
Type: タイムスタンプ
Message (p. 368)
エラーが発生した場合は、エラーに関する情報メッセージ。
Type: 文字列
Status (p. 368)
What-If 予測のステータス。含まれる状態は次のとおりです。
• ACTIVE
• CREATE_PENDING, CREATE_IN_PROGRESS, CREATE_FAILED
• CREATE_STOPPING, CREATE_STOPPED
• DELETE_PENDING, DELETE_IN_PROGRESS, DELETE_FAILED

Note
-Statuswhat-if予測のエクスポートはACTIVE予測エクスポートにアクセスする前に。
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Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
WhatIfForecastArns (p. 368)
このリソースでエクスポートされるすべての what-if 予測を表す Amazon リソースネーム (ARN) の配
列。
Type: 文字列の配列
長さの制約: 最大長は 300 です。
Pattern: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
WhatIfForecastExportArn (p. 368)
what-if 予測エクスポートの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 300 です。
Pattern: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
WhatIfForecastExportName (p. 368)
what-if 予測エクスポートの名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*

エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
その Amazon リソースネーム (ARN) を持つリソースが見つかりません。ARN を確認して、もう一度
お試しください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
•
•
•
•
•

AWS SDK for .NET
AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWSSDK for JavaScript
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• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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GetAccuracyMetrics

サービス: Amazon Forecast Service
CreatePredictor (p. 266) オペレーションによってトレーニングされたモデルの精度に関するメトリクスを
提供します。メトリクスを使用して、モデルのパフォーマンスを確認し、予測子を使用して予測を生成す
るかどうかを決定します。詳細については、「Predictor Metrics」(予測子メトリクス) を参照してくださ
い。
このオペレーションにより、評価された各バックテストウィンドウのメトリクスが生成されます。バック
テストウィンドウの数 (NumberOfBacktestWindows) は、EvaluationParameters (p. 458) オブジェク
トを使用して指定されます。このオブジェクトは、オプションで CreatePredictor リクエストに含まれ
ます。NumberOfBacktestWindows が指定されていない場合、番号はデフォルトで 1 になります。
filling メソッドのパラメータは、どの項目がメトリクスに寄与するかを決定します。すべての項目が寄
与するようにするには、zero を指定します。評価対象の範囲内の完全なデータを持つ項目のみが寄与す
るようにするには、nan を指定します。詳細については、「FeaturizationMethod (p. 470)」を参照して
ください。

Note
精度メトリクスを取得する前に、予測子の Status が ACTIVE になっている必要があります。こ
れは、トレーニングが完了したことを意味します。DescribePredictor (p. 350) オペレーションを
使用して、ステータスを取得します。

リクエストの構文
{
}

"PredictorArn": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
PredictorArn (p. 372)
メトリクスを取得する予測子の Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: はい

レスポンスの構文
{

"AutoMLOverrideStrategy": "string",
"IsAutoPredictor": boolean,
"OptimizationMetric": "string",
"PredictorEvaluationResults": [
{
"AlgorithmArn": "string",
"TestWindows": [
{
"EvaluationType": "string",

372

Amazon Forecast デベロッパーガイド
Amazon Forecast サービス

}

]

}

]

}

"ItemCount": number,
"Metrics": {
"AverageWeightedQuantileLoss": number,
"ErrorMetrics": [
{
"ForecastType": "string",
"MAPE": number,
"MASE": number,
"RMSE": number,
"WAPE": number
}
],
"RMSE": number,
"WeightedQuantileLosses": [
{
"LossValue": number,
"Quantile": number
}
]
},
"TestWindowEnd": number,
"TestWindowStart": number

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
AutoMLOverrideStrategy (p. 372)

Note
LatencyOptimized AutoML 上書き戦略は、プライベートベータでのみ使用できます。アク
セス特権の詳細については、AWS Support またはアカウントマネージャーにお問い合わせく
ださい。
予測子のトレーニングに使用する AutoML 戦略。LatencyOptimized が指定されていない限
り、AutoML 戦略は予測子の精度を最適化します。
このパラメータは、AutoML を使用してトレーニングした予測子についてのみ有効です。
Type: 文字列
有効な値: LatencyOptimized | AccuracyOptimized
IsAutoPredictor (p. 372)
予測子が CreateAutoPredictor (p. 227) を使用して作成されたかどうか。
Type: ブール値
OptimizationMetric (p. 372)
予測子を最適化するために使用される精度メトリクス。
Type: 文字列
有効な値: WAPE | RMSE | AverageWeightedQuantileLoss | MASE | MAPE
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PredictorEvaluationResults (p. 372)
予測子の評価から得られた結果の配列。
Type: の配列EvaluationResult (p. 459)オブジェクト

エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException
指定されたリソースは使用中です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
その Amazon リソースネーム (ARN) を持つリソースが見つかりません。ARN を確認して、もう一度
お試しください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSSDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListDatasetGroups

サービス: Amazon Forecast Service
を使用して作成されたデータセットグループのリストを返します。CreateDatasetGroupオペレーション.
データセットグループごとに、Amazon リソースネーム (ARN) を含むプロパティのサマリーを返します。
データセットグループ ARN をDescribeDatasetGroupオペレーション.

リクエストの構文
{
}

"MaxResults": number,
"NextToken": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
MaxResults (p. 375)
レスポンスで返すアイテムの数。
Type: 整数
有効範囲: 最小値は 1 です。最大値は 100 です。
: 必須 いいえ
NextToken (p. 375)
前回のリクエストの結果が切り捨てられている場合、レスポンスは、NextToken。次の結果セットを
取得するには、次のリクエストでのトークンを使用します。トークンの有効期限は 24 時間です。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 3000 です。
パターン: .+
: 必須 いいえ

レスポンスの構文
{

}

"DatasetGroups": [
{
"CreationTime": number,
"DatasetGroupArn": "string",
"DatasetGroupName": "string",
"LastModificationTime": number
}
],
"NextToken": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
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サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
DatasetGroups (p. 375)
各データセットグループのプロパティをまとめたオブジェクトの配列。
Type: 配列DatasetGroupSummary (p. 449)オブジェクト
NextToken (p. 375)
レスポンスが切り捨てられている場合、Amazon Forecast はこのトークンを返します。次の結果セッ
トを取得するには、次のリクエストでのトークンを使用します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 3000 です。
パターン: .+

エラー
InvalidNextTokenException
トークンが無効です。トークンの有効期限は 24 時間です。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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ListDatasetImportJobs
サービス: Amazon Forecast Service

を使用して作成されたデータセットインポートジョブのリストを返します。CreateDatasetImportJobオペ
レーション. インポートジョブごとに、Amazon リソースネーム (ARN) を含むプロパティのサマリーが返
されます。ARN を使用して、プロパティの完全なセットを取得できます。DescribeDatasetImportJobオペ
レーション. の配列を指定することで、リストをフィルタリングできます。フィルタオブジェクト。

リクエストの構文
{

}

"Filters": [
{
"Condition": "string",
"Key": "string",
"Value": "string"
}
],
"MaxResults": number,
"NextToken": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
Filters (p. 377)
フィルタの配列。フィルタごとに、条件と match ステートメントを指定します。条件は次のいずれか
です。ISまたはIS_NOTで、ステートメントに一致するデータセットを一覧に含めるか除外するかを
指定します。match ステートメントは、キーと値から構成されます。
フィルタプロパティ
• Condition-適用する条件。有効な値は、IS および IS_NOT です。ステートメントに一致するデー
タセットを含めるには、IS。一致するデータセットを除外するには、IS_NOT。
• Key-フィルタ処理の対象となるパラメータの名前。有効な値は、DatasetArn および Status で
す。
• Value-一致する値。
たとえば、ステータスが ACTIVE であるすべてのデータセットインポートジョブを一覧表示するに
は、次のフィルタを指定します。
"Filters": [ { "Condition": "IS", "Key": "Status", "Value": "ACTIVE" } ]
Type: の配列Filter (p. 472)オブジェクト
: 必須 いいえ
MaxResults (p. 377)
レスポンスで返すアイテムの数。
Type: 整数
有効範囲: 最小値は 1 です。最大値は 100 です。
: 必須 いいえ
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NextToken (p. 377)
前のリクエストの結果が切り捨てられた場合、レスポンスはNextToken。次の結果セットを取得する
には、次のリクエストでトークンを使用します。24 時間が経過すると、トークンの有効期限が切れま
す。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 3000 です。
パターン: .+
: 必須 いいえ

レスポンスの構文
{

}

"DatasetImportJobs": [
{
"CreationTime": number,
"DatasetImportJobArn": "string",
"DatasetImportJobName": "string",
"DataSource": {
"S3Config": {
"KMSKeyArn": "string",
"Path": "string",
"RoleArn": "string"
}
},
"LastModificationTime": number,
"Message": "string",
"Status": "string"
}
],
"NextToken": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
DatasetImportJobs (p. 378)
各データセットのインポートジョブのプロパティをまとめたオブジェクトの配列。
Type: の配列DatasetImportJobSummary (p. 451)オブジェクト
NextToken (p. 378)
レスポンスが切り捨てられている場合、Amazon Forecast はこのトークンを返します。次の結果セッ
トを取得するには、次のリクエストでトークンを使用します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 3000 です。
パターン: .+
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エラー
InvalidInputException
リクエストには無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できま
せん。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidNextTokenException
トークンが無効です。24 時間が経過すると、トークンの有効期限が切れます。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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ListDatasets

サービス: Amazon Forecast Service
を使用して作成されたデータセットのリストを返します。CreateDatasetオペレーション. データセットご
とに、Amazon リソースネーム (ARN) を含む、データセットのプロパティの概要が返されます。プロパ
ティの完全なセットを取得するには、ARN をDescribeDatasetオペレーション.

リクエストの構文
{
}

"MaxResults": number,
"NextToken": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
MaxResults (p. 380)
レスポンスで返すアイテムの数。
Type: 整数
有効範囲: 最小値は 1 です。最大値は 100 です。
必須 いいえ
NextToken (p. 380)
前回のリクエストの結果が切り捨てられている場合、レスポンスはNextToken。次の結果セットを取
得するには、次のリクエストでのトークンを使用します。トークンの有効期限は 24 時間です。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 3000 です。
パターン: .+
必須 いいえ

レスポンスの構文
{

}

"Datasets": [
{
"CreationTime": number,
"DatasetArn": "string",
"DatasetName": "string",
"DatasetType": "string",
"Domain": "string",
"LastModificationTime": number
}
],
"NextToken": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
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サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
Datasets (p. 380)
各データセットのプロパティをまとめたオブジェクトの配列。
Type: 配列のDatasetSummary (p. 453)オブジェクト
NextToken (p. 380)
レスポンスが切り捨てられている場合、Amazon Forecast はこのトークンを返します。次の結果セッ
トを取得するには、次のリクエストでのトークンを使用します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 3000 です。
パターン: .+

エラー
InvalidNextTokenException
トークンが無効です。トークンの有効期限は 24 時間です。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3

381

Amazon Forecast デベロッパーガイド
Amazon Forecast サービス

ListExplainabilities

サービス: Amazon Forecast Service
を使用して作成された説明可能性リソースのリストを返します。CreateExplainability (p. 246)オペレーショ
ン. この操作は、各説明可能性のサマリーを返します。の配列を使用してリストをフィルター処理できま
す。Filter (p. 472)オブジェクト。
特定の Explainability リソースの完全なプロパティセットを取得するには、ARN
をDescribeExplainability (p. 333)オペレーション.

リクエストの構文
{

}

"Filters": [
{
"Condition": "string",
"Key": "string",
"Value": "string"
}
],
"MaxResults": number,
"NextToken": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
Filters (p. 382)
フィルターの配列。フィルタごとに、条件と match ステートメントを指定します。条件は次のいずれ
かです。ISまたはIS_NOTで、ステートメントに一致するリソースをリストに含めるか除外するかを
指定します。match ステートメントは、キーと値から構成されます。
フィルタプロパティ
• Condition-適用する条件。有効な値は、IS および IS_NOT です。
• Key-フィルタ処理の対象となるパラメータの名前。有効な値は、ResourceArn および Status で
す。
• Value-一致する値。
Type: の配列Filter (p. 472)オブジェクト
必須 いいえ
MaxResults (p. 382)
レスポンス内で返された項目数。
Type: 整数
有効範囲: 最小値は 1 です。最大値は 100 です。
必須 いいえ
NextToken (p. 382)
前のリクエストの結果が切り詰められた場合、レスポンスには NextToken が含まれます。次の結果
セットを取得するには、次のリクエストでトークンを使用します。トークンの有効期限は 24 時間で
す。
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Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 3000 です。
パターン: .+
必須 いいえ

レスポンスの構文
{

}

"Explainabilities": [
{
"CreationTime": number,
"ExplainabilityArn": "string",
"ExplainabilityConfig": {
"TimePointGranularity": "string",
"TimeSeriesGranularity": "string"
},
"ExplainabilityName": "string",
"LastModificationTime": number,
"Message": "string",
"ResourceArn": "string",
"Status": "string"
}
],
"NextToken": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
Explainabilities (p. 383)
各 Explainability リソースのプロパティをまとめたオブジェクトの配列。
Type: の配列ExplainabilitySummary (p. 464)オブジェクト
NextToken (p. 383)
レスポンスが切り詰められた後にこのトークンを返します。次の結果セットを取得するには、次のリ
クエストでトークンを使用します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 3000 です。
パターン: .+

エラー
InvalidInputException
リクエストには無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できま
せん。
HTTP ステータスコード: 400
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InvalidNextTokenException
トークンが無効です。トークンの有効期限は 24 時間です。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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ListExplainabilityExports
サービス: Amazon Forecast Service

を使用して作成された説明可能性のエクスポートのリストを返しま
す。CreateExplainabilityExport (p. 251)オペレーション. この操作は、説明可能性のエクスポートごとにサ
マリーを返します。の配列を使用してリストをフィルター処理できます。Filter (p. 472)オブジェクト。
特定の Explainability エクスポートのプロパティの完全なセットを取得するには、ARN
をDescribeExplainability (p. 333)オペレーション.

リクエストの構文
{

}

"Filters": [
{
"Condition": "string",
"Key": "string",
"Value": "string"
}
],
"MaxResults": number,
"NextToken": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
Filters (p. 385)
フィルターの配列。フィルタごとに、条件と match ステートメントを指定します。条件は次のいずれ
かですISまたはIS_NOTで、ステートメントに一致するリソースをリストに含めるか除外するかを指
定します。match ステートメントは、キーと値から構成されます。
フィルタプロパティ
• Condition-適用する条件。有効な値は、IS および IS_NOT です。
• Key-フィルタ処理するパラメータの名前。有効な値は、ResourceArn および Status です。
• Value-照合する値。
Type: の配列Filter (p. 472)オブジェクト
必須 いいえ
MaxResults (p. 385)
レスポンスで返すアイテムの数。
Type: 整数
有効範囲: 最小値は 1 です。最大値は 100 です。
必須 いいえ
NextToken (p. 385)
前のリクエストの結果が切り詰められた場合は、レスポンスにNextToken が含まれます。次の結果
セットを取得するには、次のリクエストでトークンを使用します。トークンの有効期限は 24 時間で
す。
Type: 文字列
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長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 3000 です。
パターン: .+
必須 いいえ

レスポンスの構文
{

}

"ExplainabilityExports": [
{
"CreationTime": number,
"Destination": {
"S3Config": {
"KMSKeyArn": "string",
"Path": "string",
"RoleArn": "string"
}
},
"ExplainabilityExportArn": "string",
"ExplainabilityExportName": "string",
"LastModificationTime": number,
"Message": "string",
"Status": "string"
}
],
"NextToken": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
ExplainabilityExports (p. 386)
各 Explainability エクスポートのプロパティをまとめたオブジェクトの配列。
Type: の配列ExplainabilityExportSummary (p. 461)オブジェクト
NextToken (p. 386)
レスポンスが切り詰められた場合、このトークンを返します。次の結果セットを取得するには、次の
リクエストでトークンを使用します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 3000 です。
パターン: .+

エラー
InvalidInputException
リクエストには無効な値が含まれているか、有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエスト
を処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
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InvalidNextTokenException
トークンが無効です。トークンの有効期限は 24 時間です。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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ListForecastExportJobs
サービス: Amazon Forecast Service

を使用して作成された予測エクスポートジョブのリストを返します。CreateForecastExportJob (p. 259)オ
ペレーション. 各予測エクスポートジョブについて、Amazon リソースネーム (ARN) を含
むプロパティのサマリーが返されます。プロパティの完全なセットを取得するには、ARN
をDescribeForecastExportJob (p. 344)オペレーション. の配列を使用してリストをフィルタ処理できま
す。Filter (p. 472)オブジェクト。

リクエストの構文
{

}

"Filters": [
{
"Condition": "string",
"Key": "string",
"Value": "string"
}
],
"MaxResults": number,
"NextToken": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
Filters (p. 388)
フィルタの配列。フィルタごとに、条件と match ステートメントを指定します。条件は次のいずれか
です。ISまたはIS_NOTで、ステートメントに一致する予測エクスポートジョブを一覧に含めるか除
外するかを指定します。match ステートメントは、キーと値から構成されます。
フィルタプロパティ
• Condition-適用する条件。有効な値は、IS および IS_NOT です。ステートメントに一致す
る予測エクスポートジョブを含めるには、IS。一致する予測エクスポートジョブを除外するに
は、IS_NOT。
• Key-フィルタ処理するパラメータの名前。有効な値は、ForecastArn および Status です。
• Value-一致する値。
たとえば、という名前の予測をエクスポートするすべてのジョブを一覧表示するには電気予報で、以
下のフィルタを指定します。
"Filters": [ { "Condition": "IS", "Key": "ForecastArn", "Value":
"arn:aws:forecast:us-west-2:<acct-id>:forecast/electricityforecast" } ]
Type: の配列Filter (p. 472)オブジェクト
必須: いいえ
MaxResults (p. 388)
レスポンスで返すアイテムの数。
Type: 整数
有効範囲: 最小値は 1 です。最大値は 100 です。

388

Amazon Forecast デベロッパーガイド
Amazon Forecast サービス

必須: いいえ
NextToken (p. 388)
前のリクエストの結果が切り捨てられた場合、レスポンスはNextToken。次の結果セットを取得する
には、次のリクエストでトークンを使用します。トークンの有効期限は 24 時間です。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 3000 です。
パターン: .+
必須: いいえ

レスポンスの構文
{

}

"ForecastExportJobs": [
{
"CreationTime": number,
"Destination": {
"S3Config": {
"KMSKeyArn": "string",
"Path": "string",
"RoleArn": "string"
}
},
"ForecastExportJobArn": "string",
"ForecastExportJobName": "string",
"LastModificationTime": number,
"Message": "string",
"Status": "string"
}
],
"NextToken": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
ForecastExportJobs (p. 389)
各エクスポートジョブのプロパティをまとめたオブジェクトの配列。
Type: の配列ForecastExportJobSummary (p. 473)オブジェクト
NextToken (p. 389)
レスポンスが切り捨てられている場合、Amazon Forecast は、このトークンを返します。次の結果
セットを取得するには、次のリクエストでトークンを使用します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 3000 です。
パターン: .+
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エラー
InvalidInputException
リクエストには無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できま
せん。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidNextTokenException
トークンが無効です。トークンの有効期限は 24 時間です。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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ListForecasts

サービス: Amazon Forecast Service
を使用して作成された売上予測のリストを返します。CreateForecast (p. 255)オペレーション. 各予測につ
いて、Amazon リソースネーム (ARN) を含むプロパティのサマリーが返されます。プロパティの完全な
セットを取得するには、ARN をDescribeForecast (p. 340)オペレーション. 配列を使用してリストをフィル
タリングできます。Filter (p. 472)オブジェクト。

リクエストの構文
{

}

"Filters": [
{
"Condition": "string",
"Key": "string",
"Value": "string"
}
],
"MaxResults": number,
"NextToken": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
Filters (p. 391)
フィルターの配列。フィルタごとに、条件と match ステートメントを指定します。条件は次のいずれ
かですISまたはIS_NOTで、ステートメントに一致する予測を一覧に含めるか除外するかを指定しま
す。match ステートメントは、キーと値から構成されます。
フィルタプロパティ
• Condition-適用する条件。有効な値は、IS および IS_NOT です。ステートメントに一致する予測
を含めるには、IS。一致する予測を除外するには、IS_NOT。
• Key-フィルタ処理の対象となるパラメータの名前。有効な値
は、DatasetGroupArn、PredictorArn、Status です。
• Value-照合する値。
たとえば、ステータスが ACTIVE でないすべての予測をリストするには、次のように指定します。
"Filters": [ { "Condition": "IS_NOT", "Key": "Status", "Value": "ACTIVE" } ]
Type: の配列Filter (p. 472)オブジェクト
必須 いいえ
MaxResults (p. 391)
レスポンスに返されるアイテムの数。
Type: 整数
有効範囲: 最小値は 1 です。最大値は 100 です。
必須 いいえ
NextToken (p. 391)
前のリクエストの結果が切り捨てられた場合、レスポンスはNextToken。次の結果セットを取得する
には、次のリクエストでのトークンを使用します。トークンの有効期限は 24 時間です。
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Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 3000。
パターン: .+
必須 いいえ

レスポンスの構文
{

}

"Forecasts": [
{
"CreatedUsingAutoPredictor": boolean,
"CreationTime": number,
"DatasetGroupArn": "string",
"ForecastArn": "string",
"ForecastName": "string",
"LastModificationTime": number,
"Message": "string",
"PredictorArn": "string",
"Status": "string"
}
],
"NextToken": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
Forecasts (p. 392)
各予測のプロパティを要約するオブジェクトの配列。
Type: の配列ForecastSummary (p. 475)オブジェクト
NextToken (p. 392)
レスポンスが切り捨てられている場合、Amazon Forecast はこのトークンを返します。次の結果セッ
トを取得するには、次のリクエストでのトークンを使用します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 3000。
パターン: .+

エラー
InvalidInputException
リクエストには無効な値が含まれているか、有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエスト
を処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidNextTokenException
トークンが無効です。トークンの有効期限は 24 時間です。
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HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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ListMonitorEvaluations
サービス: Amazon Forecast Service

さまざまな期間にモニターリソースによって収集されたモニタリング評価結果と予測イベントのリストを
返します。
モニタリングの詳細については、「」を参照してください。予測子のモニタリング (p. 114)。モニタリン
グ結果の取得については、「」を参照してください。モニタリング結果の表示。

リクエストの構文
{

}

"Filters": [
{
"Condition": "string",
"Key": "string",
"Value": "string"
}
],
"MaxResults": number,
"MonitorArn": "string",
"NextToken": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
Filters (p. 394)
フィルターの配列。各フィルターについて、条件および match ステートメントを指定します。条件は
IS または IS_NOT のいずれかであり、ステートメントに一致するリソースをリストに含めるか除外す
るかを指定します。match ステートメントは、キーと値で構成されます。
フィルタープロパティ
• Condition - 適用する条件。有効な値は、ISおよび IS_NOT です。
• Key - フィルタリングするパラメータの名前。唯一の有効な値は EvaluationState です。
• Value - 照合する値。有効な値は必須SUCCESSまたはFAILURE。
例えば、成功したモニター評価のみを一覧表示するには、次のように指定します。
"Filters": [ { "Condition": "IS", "Key": "EvaluationState", "Value":
"SUCCESS" } ]
Type: の配列Filter (p. 472)オブジェクト
必須: いいえ
MaxResults (p. 394)
返されるモニタリング結果の最大数。
Type: 整数
有効範囲: 最小値は 1 です。最大値は 100 です。
必須: いいえ

394

Amazon Forecast デベロッパーガイド
Amazon Forecast サービス

MonitorArn (p. 394)
結果の取得元となるモニタリングリソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: はい
NextToken (p. 394)
前のリクエストの結果が切り捨てられた場合、レスポンスには NextToken が含まれます。次の結果
セットを取得するには、次のリクエストでトークンを使用します。トークンの有効期間は 24 時間で
す。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 3000 です。
パターン: .+
必須: いいえ

レスポンスの構文
{

}

"NextToken": "string",
"PredictorMonitorEvaluations": [
{
"EvaluationState": "string",
"EvaluationTime": number,
"Message": "string",
"MetricResults": [
{
"MetricName": "string",
"MetricValue": number
}
],
"MonitorArn": "string",
"MonitorDataSource": {
"DatasetImportJobArn": "string",
"ForecastArn": "string",
"PredictorArn": "string"
},
"NumItemsEvaluated": number,
"PredictorEvent": {
"Datetime": number,
"Detail": "string"
},
"ResourceArn": "string",
"WindowEndDatetime": number,
"WindowStartDatetime": number
}
]

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
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サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
NextToken (p. 395)
レスポンスが切り捨てられた場合、Amazon Forecast はこのトークンを返します。次の結果セットを
取得するには、次のリクエストでトークンを使用します。トークンの有効期間は 24 時間です。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 3000 です。
パターン: .+
PredictorMonitorEvaluations (p. 395)
さまざまな時間帯に監視リソースによって収集された監視結果と予測イベント。
モニタリングの詳細については、「」を参照してください。モニタリング結果の表示。モニタリング
結果の取得については、「」を参照してください。モニタリング結果の表示。
Type: の配列PredictorMonitorEvaluation (p. 495)オブジェクト

エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidNextTokenException
トークンが無効です。トークンの有効期間は 24 時間です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
その Amazon リソースネーム (ARN) を持つリソースが見つかりません。ARN を確認して、もう一度
お試しください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
•
•
•
•

AWS SDK for .NET
AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2

•
•
•
•

AWSSDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python
AWS SDK for Ruby V3
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ListMonitors

サービス: Amazon Forecast Service
を使用して作成されたモニターのリストを返します。CreateMonitor (p. 263)オペレーション
とCreateAutoPredictor (p. 227)オペレーション. このオペレーションは、各モニターリソースネーム (ARN)
を含むプロパティの概要を返します。モニタリソースの完全なプロパティセットを取得するには、でモニ
ターの ARN を指定します。DescribeMonitor (p. 347)オペレーション.

リクエストの構文
{

}

"Filters": [
{
"Condition": "string",
"Key": "string",
"Value": "string"
}
],
"MaxResults": number,
"NextToken": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
Filters (p. 397)
フィルターの配列。各フィルターについて、条件および match ステートメントを指定します。条件は
IS または IS_NOT のいずれかであり、ステートメントに一致するリソースをリストに含めるか除外す
るかを指定します。match ステートメントは、キーと値で構成されます。
フィルタープロパティ
• Condition - 適用する条件。有効な値は、IS および IS_NOT です。
• Key - フィルタリングするパラメータの名前。唯一の有効な値は Status です。
• Value - 照合する値。
例えば、ステータスが [ACTIVE] であるすべてのモニターを一覧表示するには、次のように指定しま
す。
"Filters": [ { "Condition": "IS", "Key": "Status", "Value": "ACTIVE" } ]
Type: 配列のFilter (p. 472)オブジェクト
必須 いいえ
MaxResults (p. 397)
レスポンスに含めるモニターの最大数。
Type: 整数
有効範囲: 最小値は 1 です。最大値は 100 です。
必須 いいえ
NextToken (p. 397)
前のリクエストの結果が切り捨てられた場合、レスポンスには NextToken が含まれます。次の結果
セットを取得するには、次のリクエストでトークンを使用します。トークンの有効期間は 24 時間で
す。
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Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 3000 です。
パターン: .+
必須 いいえ

レスポンスの構文
{

}

"Monitors": [
{
"CreationTime": number,
"LastModificationTime": number,
"MonitorArn": "string",
"MonitorName": "string",
"ResourceArn": "string",
"Status": "string"
}
],
"NextToken": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
Monitors (p. 398)
各モニターのプロパティを要約するオブジェクトの配列。
Type: 配列のMonitorSummary (p. 486)オブジェクト
NextToken (p. 398)
レスポンスが切り捨てられた場合、Amazon Forecast はこのトークンを返します。次の結果セットを
取得するには、次のリクエストでトークンを使用します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 3000 です。
パターン: .+

エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidNextTokenException
トークンが無効です。トークンの有効期間は 24 時間です。
HTTP ステータスコード: 400
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以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListPredictorBacktestExportJobs
サービス: Amazon Forecast Service

を使用して作成された予測子バックテストエクスポートジョブのリストを返しま
す。CreatePredictorBacktestExportJob (p. 274)オペレーション. この操作は、各バックテストエクスポート
ジョブのサマリーを返します。の配列を使用してリストをフィルタリングできます。Filter (p. 472)オブ
ジェクト。
特定のバックテストエクスポートジョブの完全なプロパティセットを取得するには、ARN
をDescribePredictorBacktestExportJob (p. 357)オペレーション.

リクエストの構文
{

}

"Filters": [
{
"Condition": "string",
"Key": "string",
"Value": "string"
}
],
"MaxResults": number,
"NextToken": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
Filters (p. 400)
フィルターの配列。フィルタごとに、条件と match ステートメントを指定します。条件は次のいず
れかです。ISまたはIS_NOT。これは、ステートメントと一致する予測子バックテストエクスポート
ジョブをリストに含めるか除外するかを指定します。match ステートメントは、キーと値から構成さ
れます。
フィルタプロパティ
• Condition-適用する条件。有効な値は、IS および IS_NOT です。ステートメントに一致する予測
子バックテストエクスポートジョブを含めるには、IS。一致する予測子バックテストエクスポート
ジョブを除外するには、IS_NOT。
• Key-フィルタ処理の対象となるパラメータの名前。有効な値は、PredictorArn および Status
です。
• Value-照合する値。
Type: の配列Filter (p. 472)オブジェクト
必須 いいえ
MaxResults (p. 400)
レスポンスで返すアイテムの数。
Type: 整数
有効範囲: 最小値は 1 です。最大値は 100 です。
必須 いいえ
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NextToken (p. 400)
前のリクエストの結果が切り捨てられた場合は、レスポンスにNextToken が含まれます。次の結果
セットを取得するには、次のリクエストでトークンを使用します。トークンの有効期限は 24 時間で
す。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 3000 です。
パターン: .+
必須 いいえ

レスポンスの構文
{

}

"NextToken": "string",
"PredictorBacktestExportJobs": [
{
"CreationTime": number,
"Destination": {
"S3Config": {
"KMSKeyArn": "string",
"Path": "string",
"RoleArn": "string"
}
},
"LastModificationTime": number,
"Message": "string",
"PredictorBacktestExportJobArn": "string",
"PredictorBacktestExportJobName": "string",
"Status": "string"
}
]

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
NextToken (p. 401)
レスポンスが切り詰められた後のトークンを返します。次の結果セットを取得するには、次のリクエ
ストでトークンを使用します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 3000 です。
パターン: .+
PredictorBacktestExportJobs (p. 401)
各予測子バックテストエクスポートジョブのプロパティをまとめたオブジェクトの配列。
Type: の配列PredictorBacktestExportJobSummary (p. 489)オブジェクト
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エラー
InvalidInputException
リクエストには無効な値が含まれているか、有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエスト
を処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidNextTokenException
トークンが無効です。トークンの有効期限は 24 時間です。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3

402

Amazon Forecast デベロッパーガイド
Amazon Forecast サービス

ListPredictors

サービス: Amazon Forecast Service
を使用して作成された予測子のリストを返します。CreateAutoPredictor (p. 227)また
はCreatePredictor (p. 266)オペレーション. 各予測子について、Amazon リソースネーム (ARN) を含むプロ
パティのサマリーが返されます。
ARN を使用して、プロパティの完全なセットを取得できます。DescribeAutoPredictor (p. 316)そ
してDescribePredictor (p. 350)オペレーション. の配列を使用してリストをフィルタ処理できま
す。Filter (p. 472)オブジェクト。

リクエストの構文
{

}

"Filters": [
{
"Condition": "string",
"Key": "string",
"Value": "string"
}
],
"MaxResults": number,
"NextToken": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
Filters (p. 403)
フィルターの配列。フィルタごとに、条件と match ステートメントを指定します。条件は次のいずれ
かですISまたはIS_NOTで、ステートメントに一致する予測子をそれぞれリストに含めるか除外する
かを指定します。match ステートメントは、キーと値から構成されます。
フィルタプロパティ
• Condition-適用する条件。有効な値は、IS および IS_NOT です。ステートメントに一致する予測
子を含めるには、IS。一致する予測子を除外するには、IS_NOT。
• Key-フィルタ処理の対象となるパラメータの名前。有効な値は、DatasetGroupArn および
Status です。
• Value-照合する値。
たとえば、ステータスが ACTIVE であるすべての予測子を一覧表示するには、次のように指定しま
す。
"Filters": [ { "Condition": "IS", "Key": "Status", "Value": "ACTIVE" } ]
Type: の配列Filter (p. 472)オブジェクト
必須: いいえ
MaxResults (p. 403)
レスポンスに返されるアイテムの数。
Type: 整数
有効範囲: 最小値は 1 です。最大値は 100 です。

403

Amazon Forecast デベロッパーガイド
Amazon Forecast サービス

必須: いいえ
NextToken (p. 403)
前のリクエストの結果が切り捨てられた場合、レスポンスに次のコードが含まれます。NextToken。
次の結果セットを取得するには、次のリクエストでトークンを使用します。24 時間後にトークンの有
効期限が切れます。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 3000 です。
パターン: .+
必須: いいえ

レスポンスの構文
{

}

"NextToken": "string",
"Predictors": [
{
"CreationTime": number,
"DatasetGroupArn": "string",
"IsAutoPredictor": boolean,
"LastModificationTime": number,
"Message": "string",
"PredictorArn": "string",
"PredictorName": "string",
"ReferencePredictorSummary": {
"Arn": "string",
"State": "string"
},
"Status": "string"
}
]

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
NextToken (p. 404)
レスポンスが切り捨てられた場合、Amazon Forecast は、このトークンを返します。次の結果セット
を取得するには、次のリクエストでトークンを使用します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 3000 です。
パターン: .+
Predictors (p. 404)
各予測子のプロパティを要約するオブジェクトの配列。
Type: の配列PredictorSummary (p. 497)オブジェクト
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エラー
InvalidInputException
リクエストには無効な値が含まれているか、有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエスト
を処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidNextTokenException
トークンが無効です。24 時間後にトークンの有効期限が切れます。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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ListTagsForResource

サービス: Amazon Forecast Service
Amazon Forecast のリソースのタグを一覧表示します。

リクエストの構文
{
}

"ResourceArn": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
ResourceArn (p. 406)
タグをリストするリソースを識別する Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: はい

レスポンスの構文
{

}

"Tags": [
{
"Key": "string",
"Value": "string"
}
]

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
Tags (p. 406)
リソースのタグ。
Type: Array ofTag (p. 509)オブジェクト
配列メンバー: 最小項目数は 0 です。最大 200 項目。

エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
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HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
その Amazon リソースネーム (ARN) を持つリソースが見つかりません。ARN を確認して、もう一度
お試しください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSSDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListWhatIfAnalyses

サービス: Amazon Forecast Service
を使用して作成された what-if 分析のリストを返しますCreateWhatIfAnalysis (p. 278)操作。このオペレー
ションは、各what-if分析について、Amazon リソースネーム (ARN) を含むプロパティの概要を返します。
プロパティの完全なセットは、what-if 分析 ARN をDescribeWhatIfAnalysis (p. 360)操作。

リクエストの構文
{

}

"Filters": [
{
"Condition": "string",
"Key": "string",
"Value": "string"
}
],
"MaxResults": number,
"NextToken": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
Filters (p. 408)
フィルターの配列。各フィルターについて、条件および match ステートメントを指定します。条件は
どちらかですISまたはIS_NOTは、それぞれについて、ステートメントに一致する what-if 分析ジョブ
をリストに含めるか除外するかを指定します。match ステートメントは、キーと値で構成されます。
フィルタープロパティ
• Condition - 適用する条件。有効な値は、ISおよび IS_NOT です。ステートメントに一致する
what-if分析ジョブを含めるには、IS。一致する what-if 分析ジョブを除外するには、次のように指定
します。IS_NOT。
• Key - フィルタリングするパラメータの名前。有効な値は、WhatIfAnalysisArnおよび Status
です。
• Value - 照合する値。
例えば、という名前の予測をエクスポートするすべてのジョブを一覧表示するに
はelectricityWhatIfで、次のフィルターを指定します。
"Filters": [ { "Condition": "IS", "Key": "WhatIfAnalysisArn", "Value":
"arn:aws:forecast:us-west-2:<acct-id>:forecast/electricityWhatIf" } ]
Type: の配列Filter (p. 472)オブジェクト
必須: いいえ
MaxResults (p. 408)
レスポンスで返される項目の数。
Type: 整数
有効範囲: 最小値は 1 です。最大値は 100 です。
必須: いいえ
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NextToken (p. 408)
前のリクエストの結果が切り捨てられた場合、レスポンスには NextToken が含まれます。次の結果
セットを取得するには、次のリクエストでトークンを使用します。トークンの有効期間は 24 時間で
す。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 3000 です。
パターン: .+
必須: いいえ

レスポンスの構文
{

}

"NextToken": "string",
"WhatIfAnalyses": [
{
"CreationTime": number,
"ForecastArn": "string",
"LastModificationTime": number,
"Message": "string",
"Status": "string",
"WhatIfAnalysisArn": "string",
"WhatIfAnalysisName": "string"
}
]

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
NextToken (p. 409)
レスポンスが切り捨てられた場合、Forecast はこのトークンを返します。次の結果セットを取得する
には、次のリクエストでトークンを使用します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 3000 です。
パターン: .+
WhatIfAnalyses (p. 409)
の配列WhatIfAnalysisSummaryマッチした解析を説明するオブジェクト。
Type: の配列WhatIfAnalysisSummary (p. 521)オブジェクト

エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
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HTTP ステータスコード: 400
InvalidNextTokenException
トークンが無効です。トークンの有効期間は 24 時間です。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSの SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListWhatIfForecastExports
サービス: Amazon Forecast Service

を使用して作成された what-if 予測エクスポートのリストを返しま
す。CreateWhatIfForecastExport (p. 285)演算子。このオペレーションは、what-if 予測をエクスポートす
るたびに、Amazon リソースネーム (ARN) を含むプロパティの概要を返します。what-if 予測エクスポート
ARN をDescribeWhatIfForecastExport (p. 368)演算子。

リクエストの構文
{

}

"Filters": [
{
"Condition": "string",
"Key": "string",
"Value": "string"
}
],
"MaxResults": number,
"NextToken": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
Filters (p. 411)
フィルターの配列。各フィルターについて、条件および match ステートメントを指定します。条件は
どちらかですISまたはIS_NOTは、それぞれについて、ステートメントに一致する what-if 予測エクス
ポートジョブをリストに含めるか除外するかを指定します。match ステートメントは、キーと値で構
成されます。
フィルタープロパティ
• Condition - 適用する条件。有効な値は、ISおよび IS_NOT です。ステートメントに一致する予測
エクスポートジョブを含めるには、IS を指定します。一致する予測エクスポートジョブを除外する
には、IS_NOT を指定します。
• Key - フィルタリングするパラメータの名前。有効な値は、WhatIfForecastExportArnおよび
Status です。
• Value - 照合する値。
例えば、予測をエクスポートするすべてのジョブを一覧表示するには電気 WiFexportで、次のフィル
ターを指定します。
"Filters": [ { "Condition": "IS", "Key": "WhatIfForecastExportArn", "Value":
"arn:aws:forecast:us-west-2:<acct-id>:forecast/electricityWIFExport" } ]
Type: 配列Filter (p. 472)オブジェクト
必須: いいえ
MaxResults (p. 411)
レスポンスで返される項目の数。
Type: 整数
有効範囲: 最小値は 1 です。最大値は 100 です。
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必須: いいえ
NextToken (p. 411)
前のリクエストの結果が切り捨てられた場合、レスポンスには NextToken が含まれます。次の結果
セットを取得するには、次の結果セットでトークンを使用します をリクエストします。トークンの有
効期間は 24 時間です。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 3000 です。
パターン: .+
必須: いいえ

レスポンスの構文
{

}

"NextToken": "string",
"WhatIfForecastExports": [
{
"CreationTime": number,
"Destination": {
"S3Config": {
"KMSKeyArn": "string",
"Path": "string",
"RoleArn": "string"
}
},
"LastModificationTime": number,
"Message": "string",
"Status": "string",
"WhatIfForecastArns": [ "string" ],
"WhatIfForecastExportArn": "string",
"WhatIfForecastExportName": "string"
}
]

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
NextToken (p. 412)
レスポンスが切り捨てられた場合、Forecast はこのトークンを返します。次の結果セットを取得する
には、次のリクエストでトークンを使用します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 3000 です。
パターン: .+
WhatIfForecastExports (p. 412)
の配列WhatIfForecastExports一致した予測エクスポートを説明するオブジェクト。
Type: 配列WhatIfForecastExportSummary (p. 523)オブジェクト
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エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidNextTokenException
トークンが無効です。トークンの有効期間は 24 時間です。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSSDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListWhatIfForecasts

サービス: Amazon Forecast Service
を使用して作成された what-if 予測のリストを返しますCreateWhatIfForecast (p. 281)操作。この
オペレーションは、各 what-if 予測について、Amazon リソースネーム (ARN) を含むプロパティ
の概要を返します。what-if 予測 ARN を使用すると、プロパティの完全なセットを取得できま
す。DescribeWhatIfForecast (p. 364)操作。

リクエストの構文
{

}

"Filters": [
{
"Condition": "string",
"Key": "string",
"Value": "string"
}
],
"MaxResults": number,
"NextToken": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
Filters (p. 414)
フィルターの配列。各フィルターについて、条件および match ステートメントを指定します。条件は
どちらかですISまたはIS_NOTは、それぞれについて、ステートメントに一致する what-if 予測エクス
ポートジョブをリストに含めるか除外するかを指定します。match ステートメントは、キーと値で構
成されます。
フィルタープロパティ
• Condition - 適用する条件。有効な値は、ISおよび IS_NOT です。ステートメントに一致する予測
エクスポートジョブを含めるには、IS を指定します。一致する予測エクスポートジョブを除外する
には、IS_NOT を指定します。
• Key - フィルタリングするパラメータの名前。有効な値は、WhatIfForecastArnおよび Status
です。
• Value - 照合する値。
例えば、という名前の予測をエクスポートするすべてのジョブを一覧表示するに
はelectricityWhatIfForecastで、次のフィルターを指定します。
"Filters": [ { "Condition": "IS", "Key": "WhatIfForecastArn",
"Value": "arn:aws:forecast:us-west-2:<acct-id>:forecast/
electricityWhatIfForecast" } ]
Type: の配列Filter (p. 472)オブジェクト
必須: いいえ
MaxResults (p. 414)
レスポンスで返される項目の数。
Type: 整数
有効範囲: 最小値は 1 です。最大値は 100 です。
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必須: いいえ
NextToken (p. 414)
前のリクエストの結果が切り捨てられた場合、レスポンスには NextToken が含まれます。次の結果
セットを取得するには、次の結果セットでトークンを使用します をリクエストします。トークンの有
効期間は 24 時間です。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 3000 です。
パターン: .+
必須: いいえ

レスポンスの構文
{

}

"NextToken": "string",
"WhatIfForecasts": [
{
"CreationTime": number,
"LastModificationTime": number,
"Message": "string",
"Status": "string",
"WhatIfAnalysisArn": "string",
"WhatIfForecastArn": "string",
"WhatIfForecastName": "string"
}
]

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
NextToken (p. 415)
前のリクエストの結果が切り捨てられた場合、レスポンスには NextToken が含まれます。次の結果
セットを取得するには、次の結果セットでトークンを使用します をリクエストします。トークンの有
効期間は 24 時間です。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 3000 です。
パターン: .+
WhatIfForecasts (p. 415)
の配列WhatIfForecasts一致した予測を説明するオブジェクト。
Type: の配列WhatIfForecastSummary (p. 525)オブジェクト

エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
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HTTP ステータスコード: 400
InvalidNextTokenException
トークンが無効です。トークンの有効期間は 24 時間です。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSSDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ResumeResource

サービス: Amazon Forecast Service
停止したモニターリソースを再開します。

リクエストの構文
{
}

"ResourceArn": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
ResourceArn (p. 417)
再開するモニターリソースの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: はい

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException
アカウントあたりのリソース数の制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException
指定されたリソースは使用中です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
その Amazon リソースネーム (ARN) を持つリソースが見つかりません。ARN を確認して、もう一度
お試しください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
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• AWS Command Line Interface
•
•
•
•
•

AWS SDK for .NET
AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWSSDK for JavaScript

• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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StopResource

サービス: Amazon Forecast Service
リソースを停止します。
リソースは次の状態になります: CREATE_STOPPING および CREATE_STOPPED。リソースが停止される
と、そのリソースを再開することはできません。
このオペレーションは、次のリソース (および対応する子リソース) に適用できます。
• データセットのインポートジョブ
• 予測子ジョブ
• 予測ジョブ
• 予測エクスポートジョブ
• 予測子バックテストエクスポートジョブ
• Explainability ジョブ
• Explainability エクスポートジョブ

リクエストの構文
{
}

"ResourceArn": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
ResourceArn (p. 419)

停止するリソースを識別する Amazon リソースネーム (ARN)。サポートされている ARN
は、DatasetImportJobArn、PredictorArn、PredictorBacktestExportJobArn、ForecastArn、Forec
および ExplainabilityExportArn です。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: はい

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException
アカウントあたりのリソース数の制限を超えました。

419

Amazon Forecast デベロッパーガイド
Amazon Forecast サービス

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
その Amazon リソースネーム (ARN) を持つリソースが見つかりません。ARN を確認して、もう一度
お試しください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSの SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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TagResource

サービス: Amazon Forecast Service
指定されたタグを、指定された resourceArn を持つリソースに関連付けます。リソース上の既存のタグ
がリクエストパラメータで指定されていない場合、それらは変更されません。リソースが削除されると、
そのリソースに関連付けられているタグも削除されます。

リクエストの構文
{

}

"ResourceArn": "string",
"Tags": [
{
"Key": "string",
"Value": "string"
}
]

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
ResourceArn (p. 421)
タグをリストするリソースを識別する Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: はい
Tags (p. 421)
リソースに追加するタグ。タグは、キーバリューペアの配列です。
タグには以下のベーシックな制限があります。
• リソースあたりのタグの最大数は 50 です。
• タグキーは、リソースごとにそれぞれ一意である必要があります。また、各タグキーに設定できる
値は 1 つのみです。
• キーの最大長 - 128 文字 (Unicode) (UTF-8)。
• 値の最大長 - 256 文字 (Unicode) (UTF-8)。
• 複数のサービス間およびリソース間でタグ付けスキーマを使用する場合、他のサービスでも許可
される文字に制限が適用されることがあるのでご注意ください。一般的に使用が許可される文字
は、UTF-8 で表現可能な文字、数字、スペース、および以下の文字です: +、-、=、.、_、:、/、@。
• タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。
• aws:、AWS:、またはその大文字または小文字の組み合わせを、キーのプレフィックスとして使
用しないでください。これらの文字列は AWS による使用のために予約されています。このプレ
フィックスが含まれるタグキーを編集したり削除することはできません。値にはこのプレフィック
スを付けることができます。タグ値には aws がプレフィックスとして付されているが、キーには付
されていない場合、Forecast は、それをユーザータグとみなし、タグ数の上限である 50 個を計算
する際に算入します。aws のキープレフィックスのみを持つタグは、リソース制限あたりのタグに
算入されません。
Type: Array ofTag (p. 509)オブジェクト

421

Amazon Forecast デベロッパーガイド
Amazon Forecast サービス

配列メンバー: 最小項目数は 0 です。最大 200 項目。
必須: はい

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException
アカウントあたりのリソース数の制限を超えました。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
その Amazon リソースネーム (ARN) を持つリソースが見つかりません。ARN を確認して、もう一度
お試しください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSSDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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UntagResource

サービス: Amazon Forecast Service
指定されたタグをリソースから削除します。

リクエストの構文
{
}

"ResourceArn": "string",
"TagKeys": [ "string" ]

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
ResourceArn (p. 423)
タグをリストするリソースを識別する Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: はい
TagKeys (p. 423)
削除するタグのキー。
Type: 文字列の配列
配列メンバー: 最小項目数は 0 です。最大 200 項目。
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*)$
必須: はい

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
その Amazon リソースネーム (ARN) を持つリソースが見つかりません。ARN を確認して、もう一度
お試しください。
HTTP ステータスコード: 400
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以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSSDK の JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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UpdateDatasetGroup

サービス: Amazon Forecast Service
データセットグループ内のデータセットを指定されたデータセットに置き換えます。

Note
データセットグループを使用して予測子を作成する前に、データセットグループの Status が
ACTIVE となっている必要があります。DescribeDatasetGroup オペレーションを使用して、ス
テータスを取得します。

リクエストの構文
{
}

"DatasetArns": [ "string" ],
"DatasetGroupArn": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
DatasetArns (p. 425)
データセットグループに追加するデータセットの Amazon リソースネーム (ARN) の配列。
Type: 文字列の配列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: はい
DatasetGroupArn (p. 425)
データセットグループの ARN。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: はい

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
InvalidInputException
無効な値または有効な範囲を超える値が含まれているため、リクエストを処理できません。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException
指定されたリソースは使用中です。
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HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
その Amazon リソースネーム (ARN) を持つリソースが見つかりません。ARN を確認して、もう一度
お試しください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSSDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3

Amazon Forecast クエリサービス
次のアクションは、Amazon Forecast Query Service でサポートされています:
• QueryForecast (p. 427)
• QueryWhatIfForecast (p. 430)
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QueryForecast

サービス: Amazon Forecast Query Service
指定された条件でフィルタリングされた 1 つの項目の予測を取得します。
基準はキーと値のペアです。キーは次のいずれかですitem_id（または同等の非タイムスタンプの非ター
ゲットフィールド）TARGET_TIME_SERIESデータセット、またはの一部として指定された予測ディメン
ションの 1 つFeaturizationConfigオブジェクト。
デフォルトでは、QueryForecastフィルタ処理された予測の完全な日付範囲を返します。特定の日付範
囲をリクエストできます。
完全な予測を取得するには、CreateForecastExportJobオペレーション.

Note
Amazon Forecast によって生成される予測は、予測子の作成に使用されたデータセットと同じタ
イムゾーンにあります。

リクエストの構文
{

}

"EndDate": "string",
"Filters": {
"string" : "string"
},
"ForecastArn": "string",
"NextToken": "string",
"StartDate": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
EndDate (p. 427)
予測の終了日。yyyyy-MM-MM-DD'T'HH: mm: ss (ISO 8601 形式) を使用して日付を指定します。たと
えば 2015-01-01-01T 20:00:00 です。
Type: 文字列
必須 いいえ
Filters (p. 427)
予測の取得時に適用するフィルタ条件。たとえば、の予測を取得するにはclient_21電力使用量デー
タセットで、以下を指定します。
{"item_id" : "client_21"}
完全な予測を取得するには、CreateForecastExportJobオペレーション.
Type: 文字列から文字列へのマッピング
マップエントリ: 最大数は 50 項目です。
キー長の制約: 最大長は 256 です。
キーパターン: ^[a-zA-Z0-9\_\-]+$
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値の長さの制約: 最大長は 256 です。
必須 はい
ForecastArn (p. 427)
クエリする予測の Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須 はい
NextToken (p. 427)
前回のリクエストの結果が切り捨てられている場合、応答にはNextToken。次の結果セットを取得す
るには、次のリクエストでトークンを使用します。トークンの有効期限は 24 時間です。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 3000 です。
必須 いいえ
StartDate (p. 427)
予測の開始日。yyyyy-MM-MM-DD'T'HH: mm: ss (ISO 8601 形式) を使用して日付を指定します。たと
えば 2015-01-01-01T 08:00:00 です。
Type: 文字列
必須 いいえ

レスポンスの構文
{

}

"Forecast": {
"Predictions": {
"string" : [
{
"Timestamp": "string",
"Value": number
}
]
}
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
Forecast (p. 428)
予測。
型: Forecast (p. 530) オブジェクト
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エラー
InvalidInputException
値が無効であるか、長すぎます。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidNextTokenException
トークンが無効です。トークンの有効期限は 24 時間です。
HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException
1 秒あたりのリクエスト数の制限を超えています。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException
指定されたリソースは使用中です
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
リソースを見つけることができません。入力した情報を確認して、もう一度試してください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3

429

Amazon Forecast デベロッパーガイド
Amazon Forecast クエリサービス

QueryWhatIfForecast

サービス: Amazon Forecast Query Service
仮説予測を取得します。

リクエストの構文
{

}

"EndDate": "string",
"Filters": {
"string" : "string"
},
"NextToken": "string",
"StartDate": "string",
"WhatIfForecastArn": "string"

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
EndDate (p. 430)
仮定の予測の終了日。次の形式を使用して日付を指定します: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss (ISO 8601 の
形式)。例: 2015-01-01T20:00:00。
Type: 文字列
必須: いいえ
Filters (p. 430)
予測の取得時に適用するフィルター条件。例えば、電力使用量データセットの client_21 について
の予測を取得するには、次のように指定します。
{"item_id" : "client_21"}
完全な What-if 予測を取得するには、CreateForecastExportJob必須。
Type: 文字列から文字列へのマップ
マップエントリ: 最大数は 50 項目です。
キーの長さの制約: 最大長は 256 です。
キーパターン: ^[a-zA-Z0-9\_\-]+$
値の長さの制約: 最大長は 256 です。
必須: はい
NextToken (p. 430)
前のリクエストの結果が切り捨てられた場合、レスポンスには NextToken が含まれます。次の結果
セットを取得するには、次のリクエストでトークンを使用します。トークンの有効期間は 24 時間で
す。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 3000 です。
必須: いいえ
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StartDate (p. 430)
仮定の予測の開始日。次の形式を使用して日付を指定します: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss (ISO 8601 の
形式)。例: 2015-01-01T08:00:00。
Type: 文字列
必須: いいえ
WhatIfForecastArn (p. 430)
クエリする仮説の Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 300 です。
Pattern: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: はい

レスポンスの構文
{

}

"Forecast": {
"Predictions": {
"string" : [
{
"Timestamp": "string",
"Value": number
}
]
}
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
Forecast (p. 431)
予測に関する情報を提供します。QueryForecast (p. 427) レスポンスの一部として返されます。
型: Forecast (p. 530) オブジェクト

エラー
InvalidInputException
値が無効であるか、長すぎます。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidNextTokenException
トークンが無効です。トークンの有効期間は 24 時間です。
HTTP ステータスコード: 400
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LimitExceededException
1 秒あたりのリクエスト数の上限を超えています。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException
指定されたリソースは使用中です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
そのリソースを見つけることができません。入力した情報を確認して、再試行してください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSの SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3

データ型
次のデータ型は、Amazon Forecast サービスでサポートされています:
• Action (p. 436)
• AdditionalDataset (p. 437)
• AttributeConfig (p. 440)
• Baseline (p. 442)
• BaselineMetric (p. 443)
• CategoricalParameterRange (p. 444)
• ContinuousParameterRange (p. 445)
• DataConfig (p. 447)
•
•
•
•
•

DataDestination (p. 448)
DatasetGroupSummary (p. 449)
DatasetImportJobSummary (p. 451)
DatasetSummary (p. 453)
DataSource (p. 455)

• EncryptionConfig (p. 456)
• ErrorMetric (p. 457)
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• EvaluationParameters (p. 458)
• EvaluationResult (p. 459)
• ExplainabilityConfig (p. 460)
• ExplainabilityExportSummary (p. 461)
• ExplainabilityInfo (p. 463)
• ExplainabilitySummary (p. 464)
• Featurization (p. 466)
• FeaturizationConfig (p. 468)
• FeaturizationMethod (p. 470)
• Filter (p. 472)
• ForecastExportJobSummary (p. 473)
• ForecastSummary (p. 475)
• HyperParameterTuningJobConfig (p. 477)
• InputDataConfig (p. 478)
• IntegerParameterRange (p. 479)
• MetricResult (p. 481)
• Metrics (p. 482)
• MonitorConfig (p. 483)
• MonitorDataSource (p. 484)
• MonitorInfo (p. 485)
• MonitorSummary (p. 486)
• ParameterRanges (p. 488)
• PredictorBacktestExportJobSummary (p. 489)
• PredictorBaseline (p. 491)
• PredictorEvent (p. 492)
• PredictorExecution (p. 493)
• PredictorExecutionDetails (p. 494)
• PredictorMonitorEvaluation (p. 495)
• PredictorSummary (p. 497)
• ReferencePredictorSummary (p. 499)
• S3Config (p. 500)
• Schema (p. 502)
• SchemaAttribute (p. 503)
• Statistics (p. 504)
• SupplementaryFeature (p. 506)
• Tag (p. 509)
• TestWindowSummary (p. 511)
• TimeAlignmentBoundary (p. 512)
• TimeSeriesCondition (p. 514)
• TimeSeriesIdentifiers (p. 515)
• TimeSeriesReplacementsDataSource (p. 516)
• TimeSeriesSelector (p. 518)
• TimeSeriesTransformation (p. 519)
• WeightedQuantileLoss (p. 520)
• WhatIfAnalysisSummary (p. 521)
• WhatIfForecastExportSummary (p. 523)
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• WhatIfForecastSummary (p. 525)
• WindowSummary (p. 527)
次のデータ型は、Amazon Forecast Query Service でサポートされています:
• DataPoint (p. 529)
• Forecast (p. 530)

Amazon Forecast サービス
次のデータ型は、Amazon Forecast サービスでサポートされています:
• Action (p. 436)
• AdditionalDataset (p. 437)
• AttributeConfig (p. 440)
• Baseline (p. 442)
• BaselineMetric (p. 443)
• CategoricalParameterRange (p. 444)
• ContinuousParameterRange (p. 445)
• DataConfig (p. 447)
• DataDestination (p. 448)
• DatasetGroupSummary (p. 449)
• DatasetImportJobSummary (p. 451)
• DatasetSummary (p. 453)
• DataSource (p. 455)
• EncryptionConfig (p. 456)
• ErrorMetric (p. 457)
• EvaluationParameters (p. 458)
• EvaluationResult (p. 459)
• ExplainabilityConfig (p. 460)
• ExplainabilityExportSummary (p. 461)
• ExplainabilityInfo (p. 463)
• ExplainabilitySummary (p. 464)
• Featurization (p. 466)
• FeaturizationConfig (p. 468)
• FeaturizationMethod (p. 470)
• Filter (p. 472)
• ForecastExportJobSummary (p. 473)
• ForecastSummary (p. 475)
• HyperParameterTuningJobConfig (p. 477)
• InputDataConfig (p. 478)
• IntegerParameterRange (p. 479)
• MetricResult (p. 481)
• Metrics (p. 482)
• MonitorConfig (p. 483)
• MonitorDataSource (p. 484)
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• MonitorInfo (p. 485)
•
•
•
•
•

MonitorSummary (p. 486)
ParameterRanges (p. 488)
PredictorBacktestExportJobSummary (p. 489)
PredictorBaseline (p. 491)
PredictorEvent (p. 492)

• PredictorExecution (p. 493)
• PredictorExecutionDetails (p. 494)
• PredictorMonitorEvaluation (p. 495)
• PredictorSummary (p. 497)
• ReferencePredictorSummary (p. 499)
• S3Config (p. 500)
• Schema (p. 502)
• SchemaAttribute (p. 503)
• Statistics (p. 504)
• SupplementaryFeature (p. 506)
• Tag (p. 509)
• TestWindowSummary (p. 511)
• TimeAlignmentBoundary (p. 512)
• TimeSeriesCondition (p. 514)
• TimeSeriesIdentifiers (p. 515)
• TimeSeriesReplacementsDataSource (p. 516)
• TimeSeriesSelector (p. 518)
• TimeSeriesTransformation (p. 519)
• WeightedQuantileLoss (p. 520)
• WhatIfAnalysisSummary (p. 521)
• WhatIfForecastExportSummary (p. 523)
• WhatIfForecastSummary (p. 525)
• WindowSummary (p. 527)
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Action

サービス: Amazon Forecast Service
仮説予測の属性に加える変更を定義します。たとえば、このオペレーションを使用して、すべて
の靴のセールが 10% 割引になるかを調査する What-if 予測を作成できます。これを行うには、必
須"AttributeName": "shoes","Operation": "MULTIPLY"、および"Value": "0.90"。この操作
をTimeSeriesCondition (p. 514)内での操作CreateWhatIfForecast:TimeSeriesTransformations (p. 282)変
更される属性項目のサブセットを定義する操作。

目次
AttributeName
変更している関連時系列。この値では、大文字小文字を区別しません。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
必須: はい
Operation
指定された属性に適用される操作。オペレーションは次のとおりです。
• ADD-追加Valueのすべての行にAttributeName。
• SUBTRACT-減算Valueのすべての行からAttributeName。
• MULTIPLY-すべての行を乗算しますAttributeNameによってValue。
• DIVIDE-すべての行を分割しますAttributeNameによってValue。
Type: 文字列
有効な値: ADD | SUBTRACT | MULTIPLY | DIVIDE
必須: はい
Value
選択した人に適用される値Operation。
Type: ダブル
必須: はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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AdditionalDataset

サービス Amazon Forecast Service
追加のデータセットについて記述します。このオブジェクトは、DataConfig (p. 447)オブジェク
ト。Forecast では、天気インデックスと祝日の追加データセットがサポートされています。
気象インデックス
Amazon Forecast Weather Index は、履歴および予測された気象情報をモデルに組み込む組み込みデータ
セットです。天気インデックスは、2 年以上の過去の気象データと最大 14 日間の予測気象データでデータ
セットを補足します。詳細については、「」を参照してください。Amazon Forecast 気象指標。
HOLID
Holidays は、国民の祝日の情報をモデルに組み込む組み込みデータセットです。66か国の祝日カレンダー
をネイティブサポートしています。祝日カレンダーを表示するには、Jollydayライブラリ. 詳細について
は、「」を参照してください。HOLIDAY。

内容
Configuration
気象インデックス
気象インデックスを有効にするには、の値を指定しないでください。Configuration。
HOLID
HOLID
祝日を有効にするには、CountryCode次の2文字の国コードのいずれかに入力してください。
• 「アル」-アルバニア
• 「AR」-アルゼンチン
• 「AT」-オーストリア
• 「AU」-オーストラリア
• 「BA」-ボスニア・ヘルツェゴビナ
• 「BE」-ベルギー
• 「BG」-ブルガリア
• 「ボー」-ボリビア
• 「BR」-ブラジル
• 「BY」-ベラルーシ
• 「CA」-カナダ
•
•
•
•

「CL」-チリ
「CO」-コロンビア
「CR」-コスタリカ
「HR」-クロアチア

•
•
•
•
•

「CZ」-チェコ
「DK」-デンマーク
「EC」-エクアドル
「EE」-エストニア
「ET」-エチオピア

• 「FI」-フィンランド
• 「FR」-フランス
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• 「DE」-ドイツ
• 「GR」-ギリシャ
• 「HU」-ハンガリー
• 「だ」-アイスランド
• 「IN」-インド
• 「IE」-アイルランド
• 「それ」-イタリア
• 「JP」-日本
• 「KZ」-カザフスタン
• 「KR」-韓国
• 「LV」-ラトビア
• 「LI」-リヒテンシュタイン
• 「LT」-リトアニア
• 「LU」-ルクセンブルク
• 「MK」-マケドニア
• 「MT」-マルタ
• 「MX」-メキシコ
• 「MD」-モルドバ
• 「私」-モンテネグロ
• 「NL」-オランダ
• 「NZ」-ニュージーランド
• 「NI」-ニカラグア
• 「NG」-ナイジェリア
• 「いいえ」-ノルウェー
• 「PA」-パナマ
• 「PY」-パラグアイ
• 「PE」-ペルー
• 「PL」-ポーランド
• 「PT」-ポルトガル
• 「RO」-ルーマニア
• 「RU」-ロシア
• 「RS」-セルビア
• 「SK」-スロバキア
• 「SI」-スロベニア
• 「ZA」-南アフリカ
• 「ES」-スペイン
• 「SE」-スウェーデン
• 「CH」-スイス
• 「UA」-ウクライナ
• 「AE」-アラブ首長国連邦
• 「米国」-米国
• 「UK」-イギリス
• 「UY」-ウルグアイ
• 「VE」-ベネズエラ
Type: 文字列から文字列の配列へのマッピング
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キー長の制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
キーパターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
配列メンバ: 最小数は 1 項目です。最大数は 20 項目です。
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: ^[a-zA-Z0-9\_\-]+$
必須: いいえ
Name
追加のデータセットの名前。有効な名前:"holiday"そして"weather"。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
Pattern: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
必須: はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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AttributeConfig

サービス Amazon Forecast Service
アトリビュートの変換に使用されるメソッドに関する情報を提供します。
次に、RETAIL ドメインの使用例を示します。
{
"AttributeName": "demand",
"Transformations": {"aggregation": "sum", "middlefill": "zero", "backfill":
"zero"}
}

内容
AttributeName
スキーマで指定された属性の名前。Amazon Forecast は、ターゲット時系列および関連する時系列
データセットのターゲットフィールドをサポートしています。たとえば、小売ドメインの場合、ター
ゲットは次のとおりです。demand。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
Pattern: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
: 必須 はい
Transformations
メソッドパラメータ (キーと値のペア)。オーバーライドパラメータのマップです。デフォルト値を上
書きするには、これらのパラメータを指定します。関連する時系列属性は、集計パラメータを受け入
れません。
次のリストに、「充填」フィーチャー化法のパラメータとその有効値を示します。ターゲット時系
列データセット。デフォルト値は太字です。
• aggregation:和,avg,first,min,max
• frontfill:無し
• middlefill:ゼロ,nan(数字ではありません)、value,median,mean,min,max
• backfill:ゼロ,nan,value,median,mean,min,max
次のリストは、のパラメータとその有効な値を示しています。関連する時系列フィーチャー化方法 (デ
フォルトはありません):
• middlefill: zero, value, median, mean, min, max
• backfill: zero, value, median, mean, min, max
• futurefill: zero, value, median, mean, min, max
塗りつぶし方法を特定の値に設定するには、fill パラメータをvalueそして、対応する値を
定義する_valueパラメータ。たとえば、バックフィルを 2 に設定するには、以下を含めま
す。"backfill": "value"そして"backfill_value":"2"。
Type: 文字列から文字列へのマッピング
マップエントリ: 最大数は 20 項目です。
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キー長の制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
キーパターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
値の長さの制約: 最大長は 256 です。
値のパターン: ^[a-zA-Z0-9\_\-]+$
: 必須 はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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Baseline

サービス: Amazon Forecast Service
比較のベースラインとして使用できるメトリック。これらのメトリックは、auto 予測子のモニタリング結
果を解釈するときに使用します。

目次
PredictorBaseline
初期時の正確性のメトリック監視している予測子について。予測子を使用してメトリックが変更され
るときに、これらのメトリックスを比較の目的でベースラインとして使用します。
型: PredictorBaseline (p. 491) オブジェクト
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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BaselineMetric

サービス: Amazon Forecast Service
モニタリング結果を評価する際に比較に使用できる個別のメトリクス。

目次
Name
メトリクスの名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
必須: いいえ
Value
メトリクスの値。
Type: ダブル
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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CategoricalParameterRange
サービス Amazon Forecast Service

カテゴリカルハイパーパラメーターとその調整可能な値の範囲を指定します。このオブジェクト
は、ParameterRanges (p. 488)オブジェクト。

内容
Name
調整するカテゴリカルハイパーパラメーターの名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
Pattern: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
: 必須 はい
Values
ハイパーパラメーターの調整可能なカテゴリのリスト。
Type: 文字列の配列
配列メンバ: 最小数は 1 項目です。最大数は 20 項目です。
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: ^[a-zA-Z0-9\_\-]+$
: 必須 はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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ContinuousParameterRange
サービス Amazon Forecast Service

連続ハイパーパラメーターとその調整可能な値の範囲を指定します。このオブジェクト
はParameterRanges (p. 488)オブジェクト。

内容
MaxValue
ハイパーパラメータの調整可能最大値。
Type: Double
必須 はい
MinValue
ハイパーパラメータの最小調整可能な値です。
Type: Double
必須 はい
Name
調整するハイパーパラメータの名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
Pattern: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
必須 はい
ScalingType
ハイパーパラメーターの調整がハイパーパラメーターの範囲を検索するために使用するスケール。有
効な値:
Auto
Amazon Forecast ハイパーパラメータの調整では、ハイパーパラメータの最適なスケールを選択
します。
線形
ハイパーパラメータの調整では、線形スケールを使用してハイパーパラメータ範囲内の値を検索
します。
対数
ハイパーパラメータの調整では、対数を使用してハイパーパラメータ範囲内の値を検索します。
対数スケールは、範囲内の値が 0 より大きい場合にのみ使用できます。
逆対数
ハイパーパラメータの調整では、逆対数を使用してハイパーパラメータ範囲内の値を検索しま
す。
逆対数スケールは、範囲全体が範囲 0 <= x < 1.0 内に収まる場合にのみ使用できます。
ハイパーパラメータのスケールを選択する方法については、「ハイパーパラメータのスケーリング。
次のいずれかの値になります。
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Type: 文字列
有効な値: Auto | Linear | Logarithmic | ReverseLogarithmic
必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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DataConfig

サービス: Amazon Forecast Service
データセットグループと追加のデータセットのデータ設定。

目次
AdditionalDatasets
Holidays や Weather Index などの追加のビルトインデータセット。
Type: Array ofAdditionalDataset (p. 437)オブジェクト
配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 2 項目です。
必須: いいえ
AttributeConfigs
データセットグループ内の属性の集計および filling オプション。
Type: Array ofAttributeConfig (p. 440)オブジェクト
配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 50 項目です。
必須: いいえ
DatasetGroupArn
予測子のトレーニングに使用されるデータセットグループの ARN。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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DataDestination

サービス Amazon Forecast Service
エクスポートジョブの送信先。Amazon Forecast がロケーションにアクセスするための AWS Key
Management Service (KMS) キー (オプション) を指定します。

内容
S3Config
バケットにアクセスするための認証情報とともに Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バ
ケットへのパス。
型: S3Config (p. 500) オブジェクト
: 必須 はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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DatasetGroupSummary
サービス: Amazon Forecast Service

ListDatasetGroups オペレーションで使用されるデータセットグループのプロパティの概要を提供し
ます。プロパティの完全なセットを取得するには、DescribeDatasetGroup オペレーションを呼び出し
て、DatasetGroupArn を指定します。

目次
CreationTime
データセットグループが作成された時点。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
DatasetGroupArn
データセットグループの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: いいえ
DatasetGroupName
データセットグループの名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
必須: いいえ
LastModificationTime
データセットグループが作成された時点、または UpdateDatasetGroup オペレーションに対する呼び
出し以降の最終更新時点。データセットグループが更新されている間、LastModificationTime は
ListDatasetGroups コールの現在の時刻です。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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DatasetImportJobSummary
サービス: Amazon Forecast Service

ListDatasetImportJobs オペレーションで使用されるデータセットのインポートジョブのプロパティの概要
を提供します。プロパティの完全なセットを取得するには、DescribeDatasetImportJob オペレーションを
呼び出して、DatasetImportJobArn を指定します。

目次
CreationTime
データセットのインポートジョブが作成された時点。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
DatasetImportJobArn
データセットのインポートジョブの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: いいえ
DatasetImportJobName
データセットのインポートジョブの名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
必須: いいえ
DataSource
インポートするトレーニングデータの場所と、Amazon Forecast がデータにアクセスするために引
き受けることができる AWS Identity and Access Management (IAM) ロール。トレーニングデータは
Amazon S3 バケットに保存されている必要があります。
暗号化を使用する場合は、DataSource は、AWS Key Management Service (KMS) キーを含めま
す。
型: DataSource (p. 455) オブジェクト
必須: いいえ
LastModificationTime
リソースの最終変更時刻。タイムスタンプは、ジョブのステータスによって異なります。
• CREATE_PENDING (CreationTime)
• CREATE_IN_PROGRESS - 現在のタイムスタンプ。
• CREATE_STOPPING - 現在のタイムスタンプ。
• CREATE_STOPPED - ジョブが停止した時点。
• ACTIVE または CREATE_FAILED - ジョブが終了または失敗した時点。
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Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
Message
エラーが発生した場合は、エラーに関する情報メッセージ。
Type: 文字列
必須: いいえ
Status
データセットのインポートジョブのステータス。含まれる状態は次のとおりです。
• ACTIVE
• CREATE_PENDING, CREATE_IN_PROGRESS, CREATE_FAILED
• DELETE_PENDING, DELETE_IN_PROGRESS, DELETE_FAILED
• CREATE_STOPPING, CREATE_STOPPED
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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DatasetSummary

サービス: Amazon Forecast Service
ListDatasets オペレーションで使用されるデータセットのプロパティの概要を提供します。プロパティの
完全なセットを取得するには、DescribeDataset オペレーションを呼び出して、DatasetArn を指定しま
す。

目次
CreationTime
データセットが作成された時点。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
DatasetArn
データセットの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: いいえ
DatasetName
データセットの名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
必須: いいえ
DatasetType
データセットのタイプ。
Type: 文字列
有効な値: TARGET_TIME_SERIES | RELATED_TIME_SERIES | ITEM_METADATA |
ALL_DATASET_TYPES
必須: いいえ
Domain
データセットに関連付けられているドメイン。
Type: 文字列
有効な値: RETAIL | CUSTOM | INVENTORY_PLANNING | EC2_CAPACITY | WORK_FORCE |
WEB_TRAFFIC | METRICS
必須: いいえ
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LastModificationTime
データセットを作成する場合、LastModificationTime は CreationTime と同じです。データが
データセットにインポートされている間、LastModificationTime は ListDatasets コールの現
在の時刻です。CreateDatasetImportJob オペレーションが終了した後は、LastModificationTime
はインポートジョブが終了または失敗した時点です。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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DataSource

サービス Amazon Forecast Service
データのソース。Amazon Forecast がデータにアクセスできる AWS Identity and Access Management
(IAM) ロールで、オプションで AWS Key Management Service (KMS) キー (KMS) キーにアクセスできま
す。

内容
S3Config
データにアクセスするための認証情報とともに Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケッ
トに格納されているデータへのパス。
型: S3Config (p. 500) オブジェクト
必須 はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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EncryptionConfig

サービス: Amazon Forecast Service
AWS Key Management Service (KMS) キーと、Amazon Forecast がそのキーにアクセスするために引き受
けることができる AWS Identity and Access Management (IAM) ロール。このオプションのオブジェクト
は、CreateDataset (p. 233) および CreatePredictor (p. 266) リクエストで指定できます。

目次
KMSKeyArn
KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws:kms:.*:key/.*
必須: はい
RoleArn
Amazon Forecast が AWS KMS キーにアクセスするために引き受けることができる IAM ロールの
ARN。
AWS アカウント間でロールを渡すことは許可されていません。アカウントにないロールを渡す
と、InvalidInputException エラーが発生します。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):iam::\d{12}:role/?[a-zA-Z_0-9+=,.@\-_/]+
必須: はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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ErrorMetric

サービス Amazon Forecast Service
予測子のパフォーマンスを評価するための詳細なエラーメトリックを提供します。このオブジェクト
は、Metrics (p. 482)オブジェクト。

内容
ForecastType
WAPE、MAPE、MASE、および RMSE の計算に使用されるForecast タイプ。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 2 です。最大長は 4 です。
パターン: (^0?\.\d\d?$|^mean$)
必須: いいえ
MAPE
平均絶対パーセンテージ誤差 (MAPE)
Type: Double
必須: いいえ
MASE
平均絶対スケール誤差 (MASE)
Type: Double
必須: いいえ
RMSE
二乗平均平方根誤差 (RMSE) です。
Type: Double
必須: いいえ
WAPE
加重絶対誤差率 (WAPE)。
Type: Double
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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EvaluationParameters
サービス Amazon Forecast Service

データセットをトレーニングデータとテストデータに分割する方法、および実行する反復回数
を定義するパラメータ。これらのパラメータは、事前定義されたアルゴリズムで指定されます
が、CreatePredictor (p. 266)リクエスト.

内容
BackTestWindowOffset
は、モデルのトレーニングとテスト (評価) のためにデータを分割するデータセットの末尾から
のポイントです。値はデータポイントの数として指定されます。デフォルトは、予測範囲の値で
す。BackTestWindowOffsetは、過去の仮想予測開始日を模倣するために使用できます。この値
は、予測期間以上で、TARGET_TIME_SERIES データセットの長さの半分未満でなければなりませ
ん。
ForecastHorizon <=BackTestWindowOffset < 1/2 * TARGET_TIME_SERIES データセットの長
さ
Type: 整数
必須: いいえ
NumberOfBacktestWindows
は、入力データを分割する回数です。デフォルトは 1 です。有効な値は 1 ～ 5 です。
Type: 整数
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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EvaluationResult

サービス: Amazon Forecast Service
アルゴリズムを評価した結果。GetAccuracyMetrics (p. 372) レスポンスの一部として返されます。

目次
AlgorithmArn
評価されたアルゴリズムの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: いいえ
TestWindows
アルゴリズムの評価に使用されるテストウィンドウの配列。EvaluationParameters (p. 458) オブジェ
クトからの NumberOfBacktestWindows は、配列内のウィンドウの数を決定します。
Type: 配列WindowSummary (p. 527)オブジェクト
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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ExplainabilityConfig

サービス: Amazon Forecast Service
- ExplainabilityConfig データ型は、に含まれる時系列と時間ポイントの数を定義しま
すCreateExplainability (p. 246)。
ResourceArn の予測 ARN を指定する場合は、TimePointGranularity と
TimeSeriesGranularity の両方を「ALL」に設定する必要があります。Predictor Explainability を作成
するとき、Amazon Forecast は、すべての時系列と時間ポイントを考慮します。
ResourceArn の予測 ARN を指定する場合は、TimePointGranularity および
TimeSeriesGranularity を「ALL」または「Specific」のいずれかに設定できます。

目次
TimePointGranularity
予測期間内のすべての時間ポイントについて Explainability を作成するには、ALL を使用します。予測
期間内の特定の時間ポイントについて Explainability を作成するには、SPECIFIC を使用します。
CreateExplainability (p. 246) オペレーション内の StartDateTime および EndDateTime パラメータ
を使用して時間ポイントを指定します。
Type: 文字列
有効な値: ALL | SPECIFIC
必須 はい
TimeSeriesGranularity
データセット内のすべての時系列について Explainability を作成するには、ALL を使用します。データ
セット内の特定の時系列について Explainability を作成するには、SPECIFIC を使用します。
CSV または Parquet ファイルを Amazon S3 バケットにアップロードして時系列を指定
し、DataDestination (p. 448)データ型。
Type: 文字列
有効な値: ALL | SPECIFIC
必須 はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
•
•
•
•

AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWS SDK for Ruby V3
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ExplainabilityExportSummary
サービス: Amazon Forecast Service

ListExplainabilityExports (p. 385) オペレーションで使用される Explainability エクスポートのプロパティの
概要を提供します。プロパティの完全なセットを取得するには、DescribeExplainabilityExport (p. 337) オ
ペレーションを呼び出して、ExplainabilityExportArn を指定します。

目次
CreationTime
Explainability が作成された時点。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
Destination
エクスポートジョブの宛先。S3 パス、Amazon Forecast がロケーションにアクセスできるようにする
AWS Identity and Access Management (IAM) ロール、および AWS Key Management Service (KMS)
キー (オプション) を入力します。
型: DataDestination (p. 448) オブジェクト
必須: いいえ
ExplainabilityExportArn
Explainability エクスポートの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: いいえ
ExplainabilityExportName
Explainability エクスポートの名前
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
必須: いいえ
LastModificationTime
リソースの最終変更時刻。タイムスタンプは、ジョブのステータスによって異なります。
• CREATE_PENDING (CreationTime)
• CREATE_IN_PROGRESS - 現在のタイムスタンプ。
• CREATE_STOPPING - 現在のタイムスタンプ。
• CREATE_STOPPED - ジョブが停止した時点。
• ACTIVE または CREATE_FAILED - ジョブが終了または失敗した時点。
Type: タイムスタンプ
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必須: いいえ
Message
Explainability エクスポート中に発生した可能性のあるエラーに関する情報。
Type: 文字列
必須: いいえ
Status
Explainability エクスポートのステータス。含まれる状態は次のとおりです。
• ACTIVE
• CREATE_PENDING, CREATE_IN_PROGRESS, CREATE_FAILED
• CREATE_STOPPING, CREATE_STOPPED
• DELETE_PENDING, DELETE_IN_PROGRESS, DELETE_FAILED
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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ExplainabilityInfo

サービス: Amazon Forecast Service
Explainability リソースに関する情報を提供します。

目次
ExplainabilityArn
Explainability の Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: いいえ
Status
Explainability のステータス。含まれる状態は次のとおりです。
• ACTIVE
• CREATE_PENDING, CREATE_IN_PROGRESS, CREATE_FAILED
• CREATE_STOPPING, CREATE_STOPPED
• DELETE_PENDING, DELETE_IN_PROGRESS, DELETE_FAILED
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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ExplainabilitySummary
サービス: Amazon Forecast Service

ListExplainabilities (p. 382) オペレーションで使用される Explainability のプロパティの概要を提供します。
プロパティの完全なセットを取得するには、DescribeExplainability (p. 333) オペレーションを呼び出し
て、リストされた ExplainabilityArn を指定します。

目次
CreationTime
Explainability が作成された時点。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
ExplainabilityArn
Explainability の Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: いいえ
ExplainabilityConfig
Explainability の時系列と時間ポイントの粒度を定義する構成設定。
型: ExplainabilityConfig (p. 460) オブジェクト
必須: いいえ
ExplainabilityName
Explainability の名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
必須: いいえ
LastModificationTime
リソースの最終変更時刻。タイムスタンプは、ジョブのステータスによって異なります。
• CREATE_PENDING (CreationTime)
• CREATE_IN_PROGRESS - 現在のタイムスタンプ。
• CREATE_STOPPING - 現在のタイムスタンプ。
• CREATE_STOPPED - ジョブが停止した時点。
• ACTIVE または CREATE_FAILED - ジョブが終了または失敗した時点。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
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Message
Explainability の作成プロセス中に発生した可能性のあるエラーに関する情報。
Type: 文字列
必須: いいえ
ResourceArn
Explainability の作成に使用される予測子または予測の Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: いいえ
Status
Explainability のステータス。含まれる状態は次のとおりです。
• ACTIVE
• CREATE_PENDING, CREATE_IN_PROGRESS, CREATE_FAILED
• CREATE_STOPPING, CREATE_STOPPED
• DELETE_PENDING, DELETE_IN_PROGRESS, DELETE_FAILED
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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Featurization

サービス Amazon Forecast Service

Note
このオブジェクトはCreatePredictor (p. 266)オペレーション. で予測子を作成した場
合CreateAutoPredictor (p. 227)「」を参照してください。AttributeConfig (p. 440)。
データセットフィールドのフィーチャ化 (変換) 情報を提供します。このオブジェクト
はFeaturizationConfig (p. 468)オブジェクト。
例:
{
"AttributeName": "demand",
FeaturizationPipeline [ {
"FeaturizationMethodName": "filling",
"FeaturizationMethodParameters": {"aggregation": "avg", "backfill": "nan"}
} ]
}

内容
AttributeName
フィーチャ化するデータフィールドを指定するスキーマ属性の名前。Amazon Forecast ではのター
ゲットフィールドがサポートされています。TARGET_TIME_SERIESとRELATED_TIME_SERIESデー
タセット。たとえば、RETAILドメイン、ターゲットはdemandであり、CUSTOMドメイン、ターゲッ
トはtarget_value。詳細については、「欠落した値の処理 (p. 59)」を参照してください。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
Pattern: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
: 必須 はい
FeaturizationPipeline
配列は 1 です。FeaturizationMethodフィーチャ変換方法を指定するオブジェクトです。
Type: の配列FeaturizationMethod (p. 470)オブジェクト
配列メンバ: 定数は 1 項目です。
: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
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• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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FeaturizationConfig

サービス: Amazon Forecast Service

Note
このオブジェクトは CreatePredictor (p. 266) オペレーションに属していま
す。CreateAutoPredictor (p. 227) で予測子を作成した場合は、「AttributeConfig (p. 440)」を参照
してください。
CreatePredictor (p. 266) オペレーションでは、指定されたアルゴリズムが、指定されたデータセットグ
ループを使用してモデルをトレーニングします。オプションで、モデルをトレーニングする前にデータ
フィールドを変更するようにオペレーションに指示できます。これらの変更は、特徴量化と呼ばれます。
FeaturizationConfig オブジェクトを使用して特徴量化を定義します。特徴量化するフィール
ドごとに 1 つずつ、変換の配列を指定します。その後、FeaturizationConfig オブジェクト
を CreatePredictor リクエストに含めます。Amazon Forecast は、モデルトレーニングの前に
TARGET_TIME_SERIES および RELATED_TIME_SERIES データセットに特徴量化を適用します。
複数の特徴量化設定を作成できます。例えば、異なる特徴量化の設定を指定して、CreatePredictor オ
ペレーションを 2 回呼び出すことができます。

目次
Featurizations
データセットのフィールドの特徴量化 (変換) 情報の配列。
Type: の配列Featurization (p. 466)オブジェクト
配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 50 項目です。
必須: いいえ
ForecastDimensions
生成された予測をグループ化する方法を指定するディメンション (フィールド) 名の配列。
例えば、すべての店舗での商品販売の予測を生成していて、データセットに store_id フィール
ドが含まれているとします。店舗ごとの各商品の売上予測が必要な場合は、ディメンションとして
store_id を指定します。
TARGET_TIME_SERIES データセットで指定されたすべての予測ディメンション
は、CreatePredictor リクエストで指定する必要はありません。RELATED_TIME_SERIES データ
セットで指定されたすべての予測ディメンションは、CreatePredictor リクエストで指定する必要
があります。
Type: 文字列の配列
配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 10 項目です。
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
必須: いいえ
ForecastFrequency
予測内の予測の頻度。
有効な間隔は、[D]、[D]、[D]、[D]、[D]、[D]、[D]、[D]、[D]、[D]、および [D]、および [D]、[D]、およ
び 例えば、[D] は毎日を示し、[D] は毎日を示し、[D] は 15 分ごとを示します。次に大きい周波数と重
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複するような値は指定できません。つまり、たとえば 60 分の間隔は 1 時間に相当するため、指定す
ることはできません。各周波数の有効な値は以下のとおりです。
• 分-1-59
• 時間-1-23
• 1日目-1-6
• 週-1-4
• 月-1-11
• 年-1 年
したがって、隔週の予測が必要な場合は、「2W」と指定してください。または、四半期ごとの予測が
必要な場合は、「3M」を指定します。
頻度は、TARGET_TIME_SERIES データセットの頻度以上である必要があります。
RELATED_TIME_SERIES データセットが提供される場合、頻度は TARGED_TIME_SERIES データ
セットの頻度と等しくなければなりません。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 5 です。
パターン: ^1Y|Y|([1-9]|1[0-1])M|M|[1-4]W|W|[1-6]D|D|([1-9]|1[0-9]|2[0-3])H|H|
([1-9]|[1-5][0-9])min$
必須: はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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FeaturizationMethod

サービス Amazon Forecast Service
データセットフィールドをフィーチャ化 (変換) するメソッドに関する情報を提供します。メソッドはの一
部です。FeaturizationPipelineのFeaturization (p. 466)オブジェクト。
以下はその方法を指定する方法の例です。FeaturizationMethodオブジェクト。
{
"FeaturizationMethodName": "filling",
"FeaturizationMethodParameters": {"aggregation": "sum", "middlefill": "zero",
"backfill": "zero"}
}

内容
FeaturizationMethodName
メソッドの名前。「充填」方法は、サポートされている唯一の方法です。
Type: 文字列
有効な値: filling
: 必須 はい
FeaturizationMethodParameters
メソッドパラメータ (キーと値のペア)。オーバーライドパラメータのマップです。デフォルト値を上
書きするには、これらのパラメータを指定します。関連する時系列属性は、集計パラメータを受け入
れません。
次のリストに、「充填」フィーチャー化法のパラメータとその有効値を示します。ターゲット時系
列データセット。太字は、デフォルト値を表します。
• aggregation:和,avg,first,min,max
• frontfill:無し
• middlefill:ゼロ,nan(数字ではありません)value,median,mean,min,max
• backfill:ゼロ,nan,value,median,mean,min,max
次のリストに、のパラメータとその有効な値を示します。関連する時系列フィーチャー化方法 (デフォ
ルトはありません):
• middlefill: zero, value, median, mean, min, max
• backfill: zero, value, median, mean, min, max
• futurefill: zero, value, median, mean, min, max
充填方法を特定の値に設定するには、fill パラメータをvalueそして、対応する値を定義
する_valueパラメータ。たとえば、バックフィルを値 2 に設定するには、以下を含めま
す。"backfill": "value"そして"backfill_value":"2"。
Type: 文字列から文字列へのマッピング
マップエントリ: 最大数は 20 項目です。
キー長の制約: 最大長は 256 です。
キーパターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.\/\[\]\,\\]+$
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値の長さの制約: 最大長は 256 です。
値のパターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.\/\[\]\,\"\\\s]+$
: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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Filter

サービス Amazon Forecast Service
オブジェクトのサブセットを選択するためのフィルタについて説明します。各フィルタは、条件と match
ステートメントで構成されます。条件は次のいずれかです。ISまたはIS_NOTで、ステートメントに一致
するオブジェクトをそれぞれ含めるか除外するかを指定します。match ステートメントは、キーと値から
構成されます。

内容
Condition
適用する条件。ステートメントに一致するオブジェクトを含めるには、IS。一致するオブジェクトを
除外するには、IS_NOT。
Type: 文字列
有効な値: IS | IS_NOT
: 必須 はい
Key
フィルターするパラメータの名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: ^[a-zA-Z0-9\_]+$
: 必須 はい
Value
照合する値。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.\/\:]+$
: 必須 はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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ForecastExportJobSummary
サービス: Amazon Forecast Service

ListForecastExportJobs (p. 388) オペレーションで使用される予測エクスポートジョブのプロパティの概要
を提供します。プロパティの完全なセットを取得するには、DescribeForecastExportJob (p. 344) オペレー
ションを呼び出して、リストされた ForecastExportJobArn を指定します。

目次
CreationTime
予測エクスポートジョブが作成された時点。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
Destination
予測がエクスポートされる Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットへのパス。
型: DataDestination (p. 448) オブジェクト
必須: いいえ
ForecastExportJobArn
予測エクスポートジョブの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: いいえ
ForecastExportJobName
予測エクスポートジョブの名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
必須: いいえ
LastModificationTime
リソースの最終変更時刻。タイムスタンプは、ジョブのステータスによって異なります。
• CREATE_PENDING (CreationTime)
• CREATE_IN_PROGRESS - 現在のタイムスタンプ。
• CREATE_STOPPING - 現在のタイムスタンプ。
• CREATE_STOPPED - ジョブが停止した時点。
• ACTIVE または CREATE_FAILED - ジョブが終了または失敗した時点。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
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Message
エラーが発生した場合は、エラーに関する情報メッセージ。
Type: 文字列
必須: いいえ
Status
予測のエクスポートジョブのステータス。含まれる状態は次のとおりです。
• ACTIVE
• CREATE_PENDING, CREATE_IN_PROGRESS, CREATE_FAILED
• CREATE_STOPPING, CREATE_STOPPED
• DELETE_PENDING, DELETE_IN_PROGRESS, DELETE_FAILED

Note
S3 バケットの予測にアクセスする前に、予測エクスポートジョブの Status が ACTIVE と
なっている必要があります。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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ForecastSummary

サービス: Amazon Forecast Service
ListForecasts (p. 391) オペレーションで使用される予測のプロパティの概要を提供します。プロパティの
完全なセットを取得するには、DescribeForecast (p. 340) オペレーションを呼び出して、概要にリストさ
れている ForecastArn を指定します。

目次
CreatedUsingAutoPredictor
Forecast が必須 AutoPredictor。
Type: ブール値
必須: いいえ
CreationTime
予測作成タスクが作成された時点。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
DatasetGroupArn
予測子のトレーニングに使用されるデータを提供したデータセットグループの Amazon リソースネー
ム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: いいえ
ForecastArn
予測の ARN。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: いいえ
ForecastName
予測の名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
必須: いいえ
LastModificationTime
リソースの最終変更時刻。タイムスタンプは、ジョブのステータスによって異なります。
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• CREATE_PENDING (CreationTime)
• CREATE_IN_PROGRESS - 現在のタイムスタンプ。
• CREATE_STOPPING - 現在のタイムスタンプ。
• CREATE_STOPPED - ジョブが停止した時点。
• ACTIVE または CREATE_FAILED - ジョブが終了または失敗した時点。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
Message
エラーが発生した場合は、エラーに関する情報メッセージ。
Type: 文字列
必須: いいえ
PredictorArn
予測の生成に使用される予測子の ARN。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: いいえ
Status
予測のステータス。含まれる状態は次のとおりです。
• ACTIVE
• CREATE_PENDING, CREATE_IN_PROGRESS, CREATE_FAILED
• CREATE_STOPPING, CREATE_STOPPED
• DELETE_PENDING, DELETE_IN_PROGRESS, DELETE_FAILED

Note
予測をクエリまたはエクスポートする前に、予測の Status が ACTIVE となっている必要が
あります。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
•
•
•
•

AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWS SDK for Ruby V3
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HyperParameterTuningJobConfig
サービス Amazon Forecast Service

ハイパーパラメータ調整ジョブの構成情報 このオブジェクトは、CreatePredictor (p. 266)リクエスト.
あるハイパーパラメータは、モデルトレーニングプロセスを制御するパラメータです。トレーニング中
に決定されるモデルパラメーターとは異なり、トレーニングの開始前にハイパーパラメーターを設定しま
す。ハイパーパラメーターの値は、モデルパラメーターにどの値が選択されるかを影響します。
でハイパーパラメータ調整ジョブでは、Amazon Forecast は、指定されたメトリクスを最適化する一連
のハイパーパラメータ値を選択します。Forecast は、ハイパーパラメーター値の範囲にわたって多くの
トレーニングジョブを実行することでこれを実現します。最適な値のセットは、アルゴリズム、学習デー
タ、および指定されたメトリック目標によって異なります。

内容
ParameterRanges
ハイパーパラメータの有効な値の範囲を指定します。
型: ParameterRanges (p. 488) オブジェクト
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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InputDataConfig

サービス: Amazon Forecast Service

Note
このオブジェクトは CreatePredictor (p. 266) オペレーションに属していま
す。CreateAutoPredictor (p. 227) で予測子を作成した場合は、「DataConfig (p. 447)」を参照し
てください。
予測子のトレーニングに使用されるデータ。データには、データセットグループと補足的な特徴が含まれ
ます。このオブジェクトは CreatePredictor (p. 266) リクエストで指定します。

目次
DatasetGroupArn
データセットグループの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: はい
SupplementaryFeatures
補足的な特徴の配列。サポートされている特徴は祝祭日カレンダーのみです。
Type: Array ofSupplementaryFeature (p. 506)オブジェクト
配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 2 項目です。
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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IntegerParameterRange
サービス Amazon Forecast Service

整数のハイパーパラメーターとその調整可能な値の範囲を指定します。このオブジェクト
は、ParameterRanges (p. 488)オブジェクト。

内容
MaxValue
ハイパーパラメータの最大可変値。
Type: 整数
必須 はい
MinValue
ハイパーパラメータの最小調整可能な値です。
Type: 整数
必須 はい
Name
調整するハイパーパラメータの名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
Pattern: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
必須 はい
ScalingType
ハイパーパラメーターの調整がハイパーパラメーターの範囲の検索に使用するスケール。有効な値:
Auto
Amazon Forecast ハイパーパラメータの最適なスケールがハイパーパラメータの最適なスケール
を選択します。
線形
ハイパーパラメータの調整では、線形スケールを使用してハイパーパラメータ範囲内の値を検索
します。
対数
ハイパーパラメータの調整では、対数を使用してハイパーパラメータ範囲内の値を検索します。
対数スケールは、範囲内の値が 0 より大きい場合にのみ使用できます。
逆対数
はサポートされていません。IntegerParameterRange。
逆対数スケールは、範囲全体が範囲 0 <= x < 1.0 内に収まる場合にのみ使用できます。
ハイパーパラメータのスケールを選択する方法については、「」を参照してください。ハイパーパラ
メータのスケーリング。次のいずれかの値になります。
Type: 文字列
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有効な値: Auto | Linear | Logarithmic | ReverseLogarithmic
必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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MetricResult

サービス: Amazon Forecast Service
Forecast 子の使用状況を監視するときに計算される個々の指標予測値。このメトリックスの値とメトリッ
クの値を比較するには、Baseline (p. 442)予測子のパフォーマンスがどのように変化しているかを確認しま
す。
Forecast によって生成されるメトリクスの詳細については、「」を参照してください。予測精度の評価

目次
MetricName
メトリクスの名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
必須: いいえ
MetricValue
メトリクスの値。
Type: ダブル
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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Metrics

サービス Amazon Forecast Service
予測子のパフォーマンスを評価するために使用されるメトリックを提供します。このオブジェクト
は、WindowSummary (p. 527)オブジェクト。

内容
AverageWeightedQuantileLoss
すべての加重分位損失の平均値。
Type: Double
: いいえ
ErrorMetrics
各予測タイプに関する詳細なエラー指標を提供します。メトリックには、二乗平均平方誤差
（RMSE）、平均絶対誤差率（MAPE）、平均絶対スケール誤差（MASE）、加重平均誤差率
（WAPE）が含まれます。
Type: 配列のErrorMetric (p. 457)オブジェクト
: いいえ
RMSE
このメンバーは廃止されました。
二乗平均平方根誤差 (RMSE)。
Type: Double
: いいえ
WeightedQuantileLosses
重み付き分位数損失の配列。分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割します。この場合の分布
は損失関数です。
Type: 配列のWeightedQuantileLoss (p. 520)オブジェクト
: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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MonitorConfig

サービス: Amazon Forecast Service
プレディクタモニタの構成の詳細。

目次
MonitorName
モニターリソースの名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
必須 はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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MonitorDataSource

サービス: Amazon Forecast Service
評価中にモニターが使用したデータのソース。

目次
DatasetImportJobArn
モニター評価を開始したデータのインポートに使用されるデータセットのインポートジョブの
Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: いいえ
ForecastArn
評価中にモニターが使用した予測の Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: いいえ
PredictorArn
監視する予測子リソースの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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MonitorInfo

サービス: Amazon Forecast Service
モニタリングリソースに関する情報を提供します。

目次
MonitorArn
モニタリングリソースの Amazon リソース名 (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: いいえ
Status
モニターのステータス。含まれる状態は次のとおりです。
• ACTIVE
• ACTIVE_STOPPING, ACTIVE_STOPPED
• UPDATE_IN_PROGRESS
• CREATE_PENDING, CREATE_IN_PROGRESS, CREATE_FAILED
• DELETE_PENDING, DELETE_IN_PROGRESS, DELETE_FAILED
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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MonitorSummary

サービス: Amazon Forecast Service
で使用されるモニターのプロパティの概要を提供します。ListMonitors (p. 397)必須。プロパティの完
全なセットを取得するには、DescribeMonitor (p. 347) オペレーションを呼び出して、リストされた
MonitorArn を指定します。

目次
CreationTime
モニタリングリソースが作成された時点。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
LastModificationTime
モニターリソースの最終変更時刻。タイムスタンプは、ジョブのステータスによって異なります。
• CREATE_PENDING (CreationTime)
• CREATE_IN_PROGRESS - 現在のタイムスタンプ。
• STOPPED-リソースが停止したとき。
• ACTIVEまたはCREATE_FAILED-モニターの作成が完了または失敗したとき。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
MonitorArn
モニタリングリソースの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: いいえ
MonitorName
モニタリングリソースの名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
必須: いいえ
ResourceArn
モニタリング対象の予測子の Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
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必須: いいえ
Status
モニターのステータス。含まれる状態は次のとおりです。
• ACTIVE
• ACTIVE_STOPPING, ACTIVE_STOPPED
• UPDATE_IN_PROGRESS
• CREATE_PENDING, CREATE_IN_PROGRESS, CREATE_FAILED
• DELETE_PENDING, DELETE_IN_PROGRESS, DELETE_FAILED
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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ParameterRanges

サービス Amazon Forecast Service
カテゴリカル、連続、整数のハイパーパラメーター、およびそれらの調整可能な値の範囲
を指定します。調整可能な値の範囲によって、ハイパーパラメーターチューニングジョブ
が指定したハイパーパラメーターに対して選択できる値が決まります。このオブジェクト
はHyperParameterTuningJobConfig (p. 477)オブジェクト。

内容
CategoricalParameterRanges
各カテゴリカルハイパーパラメーターの調整可能な範囲を指定します。
Type: 配列配列CategoricalParameterRange (p. 444)オブジェクト
配列メンバ: 最小数は 1 項目です。最大数は 20 項目です。
必須 いいえ
ContinuousParameterRanges
各連続ハイパーパラメーターの調整可能な範囲を指定します。
Type: 配列配列ContinuousParameterRange (p. 445)オブジェクト
配列メンバ: 最小数は 1 項目です。最大数は 20 項目です。
必須 いいえ
IntegerParameterRanges
各整数ハイパーパラメーターの調整可能な範囲を指定します。
Type: 配列配列IntegerParameterRange (p. 479)オブジェクト
配列メンバ: 最小数は 1 項目です。最大数は 20 項目です。
必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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PredictorBacktestExportJobSummary
サービス: Amazon Forecast Service

ListPredictorBacktestExportJobs (p. 400) オペレーションで使用される予測子バックテストのエ
クスポートジョブのプロパティの概要を提供します。プロパティの完全なセットを取得するに
は、DescribePredictorBacktestExportJob (p. 357) オペレーションを呼び出して、リストされた
PredictorBacktestExportJobArn を指定します。

目次
CreationTime
予測子バックテストエクスポートジョブが作成された時点。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
Destination
エクスポートジョブの宛先。S3 パス、Amazon Forecast がロケーションにアクセスできるようにする
AWS Identity and Access Management (IAM) ロール、および AWS Key Management Service (KMS)
キー (オプション) を入力します。
型: DataDestination (p. 448) オブジェクト
必須: いいえ
LastModificationTime
リソースの最終変更時刻。タイムスタンプは、ジョブのステータスによって異なります。
• CREATE_PENDING (CreationTime)
• CREATE_IN_PROGRESS - 現在のタイムスタンプ。
• CREATE_STOPPING - 現在のタイムスタンプ。
• CREATE_STOPPED - ジョブが停止した時点。
• ACTIVE または CREATE_FAILED - ジョブが終了または失敗した時点。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
Message
バックテストエクスポート中に発生した可能性のあるエラーに関する情報。
Type: 文字列
必須: いいえ
PredictorBacktestExportJobArn
予測子バックテストエクスポートジョブの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: いいえ
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PredictorBacktestExportJobName
予測子バックテストエクスポートジョブの名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
必須: いいえ
Status
予測子バックテストエクスポートジョブのステータス。含まれる状態は次のとおりです。
• ACTIVE
• CREATE_PENDING, CREATE_IN_PROGRESS, CREATE_FAILED
• CREATE_STOPPING, CREATE_STOPPED
• DELETE_PENDING, DELETE_IN_PROGRESS, DELETE_FAILED
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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PredictorBaseline

サービス: Amazon Forecast Service
比較のベースラインとして使用するメトリクス。これらのメトリックは、auto 予測子のモニタリング結果
を解釈するときに使用します。

目次
BaselineMetrics
初期正確性のメトリック予測子の場合。予測子を使用してメトリックが変更されるときに、これらの
メトリックスを比較の目的でベースラインとして使用します。
Type: の配列BaselineMetric (p. 443)オブジェクト
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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PredictorEvent

サービス: Amazon Forecast Service
再学習など、予測子イベントの詳細を提供します。

目次
Datetime
イベントが発生したときのタイムスタンプ。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
Detail
イベントのタイプ。例えば、Retrain です。再学習イベントは、予測子が再学習された時点を示しま
す。モニタの結果は、Datetime前の予測子からのものです。新しいメトリックは、新しく再学習さ
れた予測子に対するものです。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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PredictorExecution

サービス: Amazon Forecast Service
バックテストの実行に使用されるアルゴリズムとそれらのテストのステータス。

目次
AlgorithmArn
予測子のテストに使用されるアルゴリズムの ARN。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: いいえ
TestWindows
アルゴリズムの評価に使用されるテストウィンドウの配列。EvaluationParameters (p. 458) オブジェ
クトからの NumberOfBacktestWindows は、配列内のウィンドウの数を決定します。
Type: 配列TestWindowSummary (p. 511)オブジェクト
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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PredictorExecutionDetails
サービス Amazon Forecast Service

予測子の精度を評価するために実行されるバックテストの詳細が含まれています。テストは精度の降順で
返され、最も正確なバックテストが最初に表示されます。を呼び出すときに、実行するバックテストの数
を指定します。CreatePredictor (p. 266)オペレーション.

内容
PredictorExecutions
特定のアルゴリズムに対する予測子の精度を評価するために実行されるバックテストの配
列。-NumberOfBacktestWindowsからのEvaluationParameters (p. 458)オブジェクトは、配列内の
ウィンドウの数を決定します。
Type: 配列です。PredictorExecution (p. 493)オブジェクト
配列メンバ: 最小数は 1 項目です。最大数は 5 項目です。
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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PredictorMonitorEvaluation
サービス: Amazon Forecast Service

モニター評価の結果について説明します。

目次
EvaluationState
モニター評価のステータス。状態は次のようになりますSUCCESSまたはFAILURE。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
必須: いいえ
EvaluationTime
モニター評価がいつ開始されたかを示すタイムスタンプ。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
Message
モニター評価中に発生した可能性のあるエラーに関する情報。
Type: 文字列
必須: いいえ
MetricResults
予測変数を監視する際に計算されたForecast指標のリスト。リスト内の各メトリックの値
を、Baseline (p. 442)プレディクターのパフォーマンスがどのように変化しているかを確認します。
Type: 必須MetricResult (p. 481)オブジェクト
必須: いいえ
MonitorArn
モニタリングリソースの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: いいえ
MonitorDataSource
評価中にモニターリソースが使用したデータのソース。
型: MonitorDataSource (p. 484) オブジェクト
必須: いいえ
NumItemsEvaluated
評価中に必須。
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Type: Long
必須: いいえ
PredictorEvent
再トレーニングなどのプレディクターイベントに関する詳細を提供します。
型: PredictorEvent (p. 492) オブジェクト
必須: いいえ
ResourceArn
モニタリングするリソースの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: いいえ
WindowEndDatetime
モニター評価に使用されるウィンドウの終了を示すタイムスタンプ。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
WindowStartDatetime
モニター評価に使用されるウィンドウの開始を示すタイムスタンプ。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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PredictorSummary

サービス: Amazon Forecast Service
ListPredictors (p. 403) オペレーションで使用される予測子のプロパティの概要を提供します。プロパティ
の完全なセットを取得するには、DescribePredictor (p. 350) オペレーションを呼び出して、リストされた
PredictorArn を指定します。

目次
CreationTime
モデルトレーニングタスクが作成された時点。
Type: タイムスタンプ
必須 いいえ
DatasetGroupArn
予測子のトレーニングに使用されるデータを含むデータセットグループの Amazon リソースネーム
(ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須 いいえ
IsAutoPredictor
かどうか AutoPredictor を使用して予測子を作成しました。
Type: ブール値
必須 いいえ
LastModificationTime
リソースの最終変更時刻。タイムスタンプは、ジョブのステータスによって異なります。
• CREATE_PENDING (CreationTime)
• CREATE_IN_PROGRESS - 現在のタイムスタンプ。
• CREATE_STOPPING - 現在のタイムスタンプ。
• CREATE_STOPPED - ジョブが停止した時点。
• ACTIVE または CREATE_FAILED - ジョブが終了または失敗した時点。
Type: タイムスタンプ
必須 いいえ
Message
エラーが発生した場合は、エラーに関する情報メッセージ。
Type: 文字列
必須 いいえ
PredictorArn
予測子の ARN。

497

Amazon Forecast デベロッパーガイド
Amazon Forecast サービス

Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須 いいえ
PredictorName
予測子の名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
必須 いいえ
ReferencePredictorSummary
予測子が再トレーニングまたはアップグレードされた場合に使用される参照予測子の概要。
型: ReferencePredictorSummary (p. 499) オブジェクト
必須 いいえ
Status
予測子のステータス。含まれる状態は次のとおりです。
• ACTIVE
• CREATE_PENDING, CREATE_IN_PROGRESS, CREATE_FAILED
• DELETE_PENDING, DELETE_IN_PROGRESS, DELETE_FAILED
• CREATE_STOPPING, CREATE_STOPPED

Note
予測子を使用して予測を作成する前に、予測子の Status が ACTIVE となっている必要があ
ります。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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ReferencePredictorSummary
サービス: Amazon Forecast Service

予測子を再トレーニングまたはアップグレードするときに使用される参照予測子の概要を提供します。

目次
Arn
参照予測子の ARN。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: いいえ
State
参照予測子が Active または Deleted であるかどうか。
Type: 文字列
有効な値: Active | Deleted
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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S3Config

サービス: Amazon Forecast Service
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット内のファイルへのパス、および Amazon Forecast
がファイルにアクセスするために引き受けることができる AWS Identity and Access Management (IAM)
ロール。オプションで、AWS Key Management Service (KMS) キーが含まれます。このオブジェクト
は、CreateDatasetImportJob (p. 241) リクエストで送信された DataSource (p. 455) オブジェクトの一部で
あり、かつ、DataDestination (p. 448) オブジェクトの一部です。

目次
KMSKeyArn
AWS Key Management Service (KMS) キーの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws:kms:.*:key/.*
必須: いいえ
Path
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットまたは Amazon S3 バケット内のファイルへの
パス。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 7 です。最大長は 4096 です。
パターン: ^s3://[a-z0-9].+$
必須: はい
RoleArn
Amazon Forecast が Amazon S3 バケットまたはファイルにアクセスするために引き受けることがで
きる AWS Identity and Access Management (IAM) ロールの ARN。KMSKeyArn キーに値を指定する
場合、ロールはキーへのアクセスを許可する必要があります。
AWS アカウント間でロールを渡すことは許可されていません。アカウントにないロールを渡す
と、InvalidInputException エラーが発生します。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):iam::\d{12}:role/?[a-zA-Z_0-9+=,.@\-_/]+
必須: はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
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• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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Schema

サービス Amazon Forecast Service
データセットの項目を定義します。

内容
Attributes
データセット内の各フィールドの名前とタイプを指定する属性の配列。
Type: 配列配列SchemaAttribute (p. 503)オブジェクト
配列メンバ: 最小数は 1 項目です。最大数は 100 項目です。
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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SchemaAttribute

サービス: Amazon Forecast Service
データセットフィールドを定義するスキーマの属性。データセットのすべてのフィールドにスキーマ属性
が必要です。-スキーマオブジェクトには次の配列が含まれますSchemaAttributeオブジェクト。

目次
AttributeCategory
スキーマ属性のカテゴリ。
Type: 文字列
有効な値: item_id | timestamp | target | dimension | related_data | metadata
必須: いいえ
AttributeName
データセットフィールドの名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
必須: いいえ
AttributeType
フィールドのデータ型。
関連する時系列データセットの場合、日付、item_id、および予測ディメンション属性以外は、すべて
の属性が数値タイプ（整数/浮動小数点数）である必要があります。
Type: 文字列
有効な値: string | integer | float | timestamp | geolocation
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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Statistics

サービス Amazon Forecast Service
Amazon Forecast データセットにインポートされた各データフィールドの統計情報
をCreateDatasetImportJobオペレーション.

内容
Avg
数値フィールドの場合、[] フィールド内の平均値です。
Type: Double
: 必須 いいえ
Count
[] フィールド内の値の数です。応答値が -1 の場合は、CountLong。
Type: 整数
: 必須 いいえ
CountDistinct
[] フィールド内の異なる値の数です。応答値が -1 の場合は、CountDistinctLong。
Type: 整数
: 必須 いいえ
CountDistinctLong
[] フィールド内の異なる値の数です。CountDistinctLongの代わりに使用しま
す。CountDistinct値が 2,147,483,647 より大きい場合。
Type: Long
: 必須 いいえ
CountLong
[] フィールド内の値の数です。CountLongの代わりに使用します。Count値が 2,147,483,647 より大
きい場合。
Type: Long
: 必須 いいえ
CountNan
フィールド内の NAN (数値ではない) 値の数。応答値が -1 の場合は、CountNanLong。
Type: 整数
: 必須 いいえ
CountNanLong
フィールド内の NAN (数値ではない) 値の数。CountNanLongの代わりに使用します。CountNan値が
2,147,483,647 より大きい場合。
Type: Long
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: 必須 いいえ
CountNull
[] フィールド内の null 値の数。応答値が -1 の場合は、CountNullLong。
Type: 整数
: 必須 いいえ
CountNullLong
[] フィールド内の null 値の数。CountNullLongの代わりに使用します。CountNull値が
2,147,483,647 より大きい場合。
Type: Long
: 必須 いいえ
Max
数値フィールドの場合、[] フィールド内の最大値です。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: ^[a-zA-Z0-9\_]+$
: 必須 いいえ
Min
数値フィールドの場合、[] フィールドの最小値です。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: ^[a-zA-Z0-9\_]+$
: 必須 いいえ
Stddev
数値フィールドの場合、標準偏差。
Type: Double
: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
•
•
•
•

AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWSSDK for Java V2
AWS SDK for Ruby v3
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SupplementaryFeature
サービス Amazon Forecast Service

Note
このオブジェクトは、CreatePredictor (p. 266)オペレーション. で予測子を作成した場
合CreateAutoPredictor (p. 227)「」を参照してください。AdditionalDataset (p. 437)。
データセットグループの補足機能を説明します。このオブジェクトは、InputDataConfig (p. 478)オブジェ
クト。Forecast は、天気インデックスと祝日の組み込み機能をサポートしています。
気象指標
Amazon Forecast Weather Index は、履歴および予測された気象情報をモデルに組み込む組み込みの機能
です。天気インデックスは、2 年以上の過去の気象データと最大 14 日間の予測気象データでデータセット
を補足します。詳細については、「」を参照してください。Amazon Forecast 気象指標。
HOLI
Holidays は、国民の祝日情報のフィーチャエンジニアリングデータセットをモデルに組み込む組み込みの
機能化です。66か国の祝日カレンダーをネイティブサポートしています。祝日カレンダーを表示するに
は、ジョリーデイライブラリ. 詳細については、「」を参照してください。HOLidays。

内容
Name
機能の名前。有効な値: "holiday" および "weather"。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
Pattern: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
: 必須 はい
Value
気象指標
気象指標 (Weather Index) を有効にするには、値をに設定します。"true"
HOLI
祝日を有効にするには、次の 2 文字の国コードのいずれかを使用して国を指定します。
• 「アル」-アルバニア
• 「AR」-アルゼンチン
• 「AT」-オーストリア
• 「AU」-オーストラリア
• 「BA」-ボスニア・ヘルツェゴビナ
• 「BE」-ベルギー
• 「BG」-ブルガリア
• 「ボー」-ボリビア
• 「BR」-ブラジル
• 「BY」-ベラルーシ
• 「CA」-カナダ
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• 「CL」-チリ
• 「CO」-コロンビア
• 「CR」-コスタリカ
• 「HR」-クロアチア
• 「CZ」-チェコ
• 「DK」-デンマーク
• 「EC」-エクアドル
• 「EE」-エストニア
• 「ET」-エチオピア
• 「FI」-フィンランド
• 「FR」-フランス
• 「DE」-ドイツ
• 「GR」-ギリシャ
• 「HU」-ハンガリー
• 「だ」-アイスランド
• 「IN」-インド
• 「IE」-アイルランド
• 「それ」-イタリア
• 「JP」-日本
• 「KZ」-カザフスタン
• 「KR」-韓国
• 「LV」-ラトビア
• 「LI」-リヒテンシュタイン
• 「LT」-リトアニア
• 「LU」-ルクセンブルク
• 「MK」-マケドニア
• 「MT」-マルタ
• 「MX」-メキシコ
• 「MD」-モルドバ
• 「私」-モンテネグロ
• 「NL」-オランダ
• 「NZ」-ニュージーランド
• 「NI」-ニカラグア
• 「NG」-ナイジェリア
• 「いいえ」-ノルウェー
• 「PA」-パナマ
• 「PY」-パラグアイ
• 「PE」-ペルー
• 「PL」-ポーランド
• 「PT」-ポルトガル
• 「RO」-ルーマニア
• 「RU」-ロシア
• 「RS」-セルビア
• 「SK」-スロバキア
• 「SI」-スロベニア
• 「ZA」-南アフリカ
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• 「ES」-スペイン
•
•
•
•
•

「SE」-スウェーデン
「CH」-スイス
「UA」-ウクライナ
「AE」-アラブ首長国連邦
「米国」-米国

• 「UK」-イギリス
• 「UY」-ウルグアイ
• 「VE」-ベネズエラ
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: ^[a-zA-Z0-9\_\-]+$
: 必須 はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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Tag

サービス Amazon Forecast Service
リソースに適用し、リソースの分類と整理に役立つメタデータ。タグはそれぞれ、1 つのキーとオプショ
ンの 1 つの値で構成されており、どちらもお客様側が定義します。
タグには以下のような基本制限があります。
• リソースあたりのタグの最大数は 50 です。
• タグキーは、リソースごとにそれぞれ一意である必要があります。また、各タグキーに設定できる値は
1 つのみです。
• キーの最大長-128 文字 (Unicode) (UTF-8)
• 値の最大長-256 文字 (Unicode) (UTF-8)。
• 複数のサービス間およびリソース間でタグ付けスキーマを使用する場合、他のサービスでも許可される
文字に制限が適用されることがあるのでご注意ください。一般的に使用が許可される文字は、UTF-8 で
表現可能な文字、数字、スペース、および以下の文字です： +、-、=、.、_、:、/、@。
• タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。
• 使用しないaws:,AWS:、またはその大文字または小文字の組み合わせを、キーのプレフィックスと
して使用できます。これらの文字列は AWS による使用のために予約されています。このプレフィッ
クスが含まれるタグキーを編集したり削除することはできません。値はこのプレフィックスを持つ
ことができます。タグ値に次のものがある場合awsプレフィックスとしてキーが設定されていない場
合、Forecast はユーザータグと見なし、50 タグの上限に対してカウントされます。key prefix スのみを
持つタグawsリソースあたりのタグ数の制限時に計算されません。

内容
Key
タグを構成するキーと値のペアの一部。key は、より具体的なタグ値のカテゴリーのように動作す
る、一般的なラベルです。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。
Pattern: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*)$
: 必須 はい
Value
タグを構成するキーと値のペアのオプションの一部。value はタグカテゴリー (キー) の記述子として
機能します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 0 です。最大長は 256 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*)$
: 必須 はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
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• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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TestWindowSummary
サービス Amazon Forecast Service

バックテストのステータス、開始時刻、および終了時刻、および該当する場合は失敗の理由。

内容
Message
テストが失敗した場合、それが失敗した理由。
Type: 文字列
必須: いいえ
Status
テストのステータス。ステータス値は以下のとおりです。
• ACTIVE
• CREATE_IN_PROGRESS
• CREATE_FAILED
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
必須: いいえ
TestWindowEnd
テストが終了した時刻。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
TestWindowStart
テストが開始された時刻。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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TimeAlignmentBoundary
サービス: Amazon Forecast Service

Forecast は、予測の頻度に合わせてデータを整列および集計するために使用する時間境界です。時間の単
位と時間境界をキー値のペアとして指定します。時間境界を指定しない場合、Forecast はデフォルトの時
間境界。
集計の詳細については、「」を参照してください。異なるForecast 頻度のデータ集約。カスタム時間境界
の設定の詳細については、を参照してください。時間境界を指定する。

目次
DayOfMonth
集計時に時間アライメントに使用する日。
Type: 整数
有効範囲: 最小値は 1 です。最大値は 28 です。
必須 いいえ
DayOfWeek
集計時のタイムアラインメントに使用する曜日。日は大文字にする必要があります。
Type: 文字列
有効な値: MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
SUNDAY
必須 いいえ
Hour
集約時のタイムアラインメントに使用する時間。
Type: 整数
有効範囲: 最小値は 0 です。最大値は 23 です。
必須 いいえ
Month
集計時にタイムアライメントに使用する月。月は大文字にする必要があります。
Type: 文字列
有効な値: JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUGUST |
SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER
必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
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• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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TimeSeriesCondition

サービス: Amazon Forecast Service
属性内の変更された項目のサブセットを作成します。たとえば、このオペレーション
を使用して、価格が 5 USD 以下の品目のサブセットを作成できます。これを行うに
は、をパラメータに指定します"AttributeName": "price","AttributeValue":
"5"、および"Condition": "LESS_THAN"。この操作をAction (p. 436)内での操
作CreateWhatIfForecast:TimeSeriesTransformations (p. 282)属性の変更方法を定義する操作。

目次
AttributeName
変更している item_id、ディメンション名、IM 名、またはタイムスタンプ。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
必須: はい
AttributeValue
選択した人に適用される値Condition。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: .+
必須: はい
Condition
適用する条件。有効な値は、EQUALS,NOT_EQUALS,LESS_THANそしてGREATER_THAN。
Type: 文字列
有効な値: EQUALS | NOT_EQUALS | LESS_THAN | GREATER_THAN
必須: はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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TimeSeriesIdentifiers

サービス: Amazon Forecast Service
予測を作成する時系列を含むインポートファイルの詳細。

目次
DataSource
データのソース、Amazon Forecast がデータにアクセスできるようにする AWS Identity and Access
Management (IAM) ロール、および AWS Key Management Service (KMS) キー (オプション)。
型: DataSource (p. 455) オブジェクト
: 必須 なし
Format
データの形式 (CSV または PARCHET)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 7 です。
パターン: ^CSV|PARQUET$
: 必須 なし
Schema
データセットのフィールドを定義します。
型: Schema (p. 502) オブジェクト
: 必須 なし

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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TimeSeriesReplacementsDataSource
サービス: Amazon Forecast Service

代替データセットは、仮定予測に含めたい値のみを含む、ベースラインに関連する時系列を修正したもの
です。代替データセットには、ベースラインに関連する時系列の予測ディメンションと項目識別子、およ
び変更された時系列が少なくとも 1 つ含まれている必要があります。このデータセットは、ベースライン
に関連する時系列とマージされ、What-If 予測に使用される変換されたデータセットが作成されます。

目次
Format
置換データの形式 (CSV または PARQUET)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 7 です。
パターン: ^CSV|PARQUET$
必須: いいえ
S3Config
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット内のファイルへのパス、および Amazon
Forecast がファイルにアクセスするために引き受けることができる AWS Identity and Access
Management (IAM) ロール。オプションで、AWS Key Management Service (KMS) キーが含
まれます。このオブジェクトは、CreateDatasetImportJob (p. 241) リクエストで送信された
DataSource (p. 455) オブジェクトの一部であり、かつ、DataDestination (p. 448) オブジェクトの一部
です。
型: S3Config (p. 500) オブジェクト
必須: はい
Schema
データセットのフィールドを定義します。
型: Schema (p. 502) オブジェクト
必須: はい
TimestampFormat
置換データのタイムスタンプ形式。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: ^[a-zA-Z0-9\-\:\.\,\'\s]+$
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
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• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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TimeSeriesSelector

サービス: Amazon Forecast Service
予測の作成に使用される時系列のセットを定義します。TimeSeriesIdentifiersオブジェクト。
-TimeSeriesIdentifiersオブジェクトには、次の情報が必要です。
• DataSource
• Format
• Schema

目次
TimeSeriesIdentifiers
予測を作成する時系列を含むインポートファイルの詳細。
型: TimeSeriesIdentifiers (p. 515) オブジェクト
: 必須 なし

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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TimeSeriesTransformation
サービス: Amazon Forecast Service

変換関数は、関連する時系列の行を選択して変更する一対の操作です。条件操作で必要な行を選択し、変
換操作を使用して行を変更します。すべての条件は AND 演算で結合されます。つまり、変換を適用する
にはすべての条件が満たされている必要があります。変換は、記載されている順序沿いに適用されます。

目次
Action
時系列とその変換方法を定義するアクションの配列。これらの変換により、what-if 分析に使用される
新しい時系列が作成されます。
型: Action (p. 436) オブジェクト
必須: いいえ
TimeSeriesConditions
関連する時系列のどのメンバーが変換されるかを定義する条件の配列。
Type: Array ofTimeSeriesCondition (p. 514)オブジェクト
配列メンバー: 最小項目数は 0 です。最大数は 10 項目です。
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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WeightedQuantileLoss
サービス Amazon Forecast Service

分位の加重損失値。このオブジェクトは、Metrics (p. 482)オブジェクト。

内容
LossValue
分位数に対する予測値と実際値の差を、すべての分位数の合計で除算して加重（正規化）します。
Type: Double
: 必須 いいえ
Quantile
分位数。分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割します。たとえば、分布が等しい確率の 5 つ
の領域に分割された場合、分位は 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 になります。
Type: Double
: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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WhatIfAnalysisSummary
サービス: Amazon Forecast Service

必須 What-If 分析のプロパティの概要を提供します。ListWhatIfAnalyses (p. 408)必須。プロパティの完全
なセットを取得するには、DescribeWhatIfAnalysis (p. 360) オペレーションを呼び出して、概要にリストさ
れている WhatIfAnalysisArn を指定します。

目次
CreationTime
what-if 分析が作成された日時。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
ForecastArn
この what-if 分析で使用されているベースライン予測の Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: いいえ
LastModificationTime
リソースの最終変更時刻。タイムスタンプは、ジョブのステータスによって異なります。
• CREATE_PENDING (CreationTime)
• CREATE_IN_PROGRESS - 現在のタイムスタンプ。
• CREATE_STOPPING - 現在のタイムスタンプ。
• CREATE_STOPPED - ジョブが停止した時点。
• ACTIVE または CREATE_FAILED - ジョブが終了または失敗した時点。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
Message
エラーが発生した場合は、エラーに関する情報メッセージ。
Type: 文字列
必須: いいえ
Status
what-if 分析のステータス。含まれる状態は次のとおりです。
• ACTIVE
• CREATE_PENDING, CREATE_IN_PROGRESS, CREATE_FAILED
• CREATE_STOPPING, CREATE_STOPPED
• DELETE_PENDING, DELETE_IN_PROGRESS, DELETE_FAILED

Note
-Statuswhat-if分析のうちACTIVE分析にアクセスする前に。
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Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
必須: いいえ
WhatIfAnalysisArn
仮説分析の Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: いいえ
WhatIfAnalysisName
仮説分析の名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3

522

Amazon Forecast デベロッパーガイド
Amazon Forecast サービス

WhatIfForecastExportSummary
サービス: Amazon Forecast Service

で使用される What-if 予測エクスポートのプロパティの概要を提供しま
すListWhatIfForecastExports (p. 411)必須。プロパティの完全なセットを取得するに
は、DescribeWhatIfForecastExport (p. 368) オペレーションを呼び出して、概要にリストされている
WhatIfForecastExportArn を指定します。

目次
CreationTime
What-If 予測エクスポートが作成された時点。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
Destination
予測がエクスポートされる Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットへのパス。
型: DataDestination (p. 448) オブジェクト
必須: いいえ
LastModificationTime
リソースの最終変更時刻。タイムスタンプは、ジョブのステータスによって異なります。
• CREATE_PENDING (CreationTime)
• CREATE_IN_PROGRESS - 現在のタイムスタンプ。
• CREATE_STOPPING - 現在のタイムスタンプ。
• CREATE_STOPPED - ジョブが停止した時点。
• ACTIVE または CREATE_FAILED - ジョブが終了または失敗した時点。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
Message
エラーが発生した場合は、エラーに関する情報メッセージ。
Type: 文字列
必須: いいえ
Status
What-If 予測エクスポートのステータス。含まれる状態は次のとおりです。
• ACTIVE
• CREATE_PENDING, CREATE_IN_PROGRESS, CREATE_FAILED
• CREATE_STOPPING, CREATE_STOPPED
• DELETE_PENDING, DELETE_IN_PROGRESS, DELETE_FAILED

Note
-Statuswhat-if分析のうちACTIVE分析にアクセスする前に
Type: 文字列
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長さの制約: 最大長は 256 です。
必須: いいえ
WhatIfForecastArns
エクスポートに含まれる仮定の予測を定義する Amazon リソースネーム (ARN) の配列。
Type: 文字列の配列
配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 50 項目です。
長さの制約: 最大長は 300 です。
Pattern: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: いいえ
WhatIfForecastExportArn
what-if 予測エクスポートの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 300 です。
Pattern: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須: いいえ
WhatIfForecastExportName
what-if 予測のエクスポート名。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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WhatIfForecastSummary
サービス: Amazon Forecast Service

必須ListWhatIfForecasts (p. 414)必須 プロパティの完全なセットを取得するに
は、DescribeWhatIfForecast (p. 364) オペレーションを呼び出して、概要にリストされている
WhatIfForecastArn を指定します。

目次
CreationTime
仮説予測が作成された日時。
Type: タイムスタンプ
必須 いいえ
LastModificationTime
リソースの最終変更時刻。タイムスタンプは、ジョブのステータスによって異なります。
• CREATE_PENDING (CreationTime)
• CREATE_IN_PROGRESS - 現在のタイムスタンプ。
• CREATE_STOPPING - 現在のタイムスタンプ。
• CREATE_STOPPED - ジョブが停止した時点。
• ACTIVE または CREATE_FAILED - ジョブが終了または失敗した時点。
Type: タイムスタンプ
必須 いいえ
Message
エラーが発生した場合は、エラーに関する情報メッセージ。
Type: 文字列
必須 いいえ
Status
必須 含まれる状態は次のとおりです。
• ACTIVE
• CREATE_PENDING, CREATE_IN_PROGRESS, CREATE_FAILED
• CREATE_STOPPING, CREATE_STOPPED
• DELETE_PENDING, DELETE_IN_PROGRESS, DELETE_FAILED

Note
-Statuswhat-if分析のうちACTIVE分析にアクセスする前に
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
必須 いいえ
WhatIfAnalysisArn
この What-if 予測を含む What-if 分析の Amazon リソースネーム (ARN)
Type: 文字列
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長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須 いいえ
WhatIfForecastArn
必須 (What-if) 予測の Amazon リソースネーム (ARN)
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 300 です。
Pattern: arn:([a-z\d-]+):forecast:.*:.*:.+
必須 いいえ
WhatIfForecastName
必須
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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WindowSummary

サービス Amazon Forecast Service
データセットの評価部分内の時間範囲のメトリクス。このオブジェクトは、EvaluationResult (p. 459)オブ
ジェクト。
-TestWindowStartそしてTestWindowEndパラメータは、BackTestWindowOffsetパラメータ
のEvaluationParameters (p. 458)オブジェクト。

内容
EvaluationType
評価のタイプ。
• SUMMARY-すべてのウィンドウの平均メトリック。
• COMPUTED-指定されたウィンドウのメトリクス。
Type: 文字列
有効な値: SUMMARY | COMPUTED
必須 いいえ
ItemCount
ウィンドウ内のデータポイントの数。
Type: 整数
必須 いいえ
Metrics
予測子のパフォーマンスを評価するために使用されるメトリックを提供します。
型: Metrics (p. 482) オブジェクト
必須 いいえ
TestWindowEnd
ウィンドウの終わりを定義するタイムスタンプ。
Type: タイムスタンプ
必須 いいえ
TestWindowStart
ウィンドウの開始を定義するタイムスタンプ。
Type: タイムスタンプ
必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
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• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3

Amazon Forecast クエリサービス
Amazon Forecast Query Service では、次のデータ型がサポートされています。
• DataPoint (p. 529)
• Forecast (p. 530)
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DataPoint

サービス Amazon Forecast Query Service
特定の日付の予測値。[]Forecast (p. 530)オブジェクト。

内容
Timestamp
特定の予測のタイムスタンプ。
Type: 文字列
必須: いいえ
Value
予測値。
Type: Double
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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Forecast

サービス Amazon Forecast Query Service
予測に関する情報を提供します。の一部として返されます。QueryForecast (p. 427)レスポンス。

内容
Predictions
予測。
-ひも文字列から配列へのマップは、次のいずれかの値になります。
• p10
• p50
• p90
デフォルトの設定は、["0.1", "0.5", "0.9"] です。オプションを使用しま
す。ForecastTypesのパラメータCreateForecastオペレーションを使用して値を変更することもで
きます。この値は設定方法によって異なり、最小値は次のとおりです。1そして、最大5.
Type: 文字列から配列への文字列DataPoint (p. 529)オブジェクトマップ
キー長の制約: 最大長は 4 です。
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3

一般的なエラー
このセクションでは、すべての AWS のサービスの API アクションに共通のエラーを一覧表示していま
す。このサービスの API アクションに固有のエラーについては、その API アクションのトピックを参照し
てください。
AccessDeniedException
このアクションを実行する十分なアクセス権限がありません。
HTTP ステータスコード: 400
IncompleteSignature
リクエストの署名が AWS 基準に適合しません。
HTTP ステータスコード: 400
InternalFailure
リクエストの処理が、不明なエラー、例外、または障害により実行できませんでした。
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HTTP ステータスコード: 500
InvalidAction
要求されたアクション、またはオペレーションは無効です。アクションが正しく入力されていること
を確認します。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidClientTokenId
指定された x.509 証明書、または AWS アクセスキー ID が見つかりません。
HTTP ステータスコード: 403
InvalidParameterCombination
同時に使用できないパラメータが、同時使用されています。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidParameterValue
無効な値または範囲外の値が入力パラメータとして指定されました。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidQueryParameter
AWS クエリ文字列が正しい形式でないか、AWS 基準を順守していません。
HTTP ステータスコード: 400
MalformedQueryString
クエリ文字列に構文エラーがあります。
HTTP ステータスコード: 404
MissingAction
リクエストに、アクションまたは必須パラメータが含まれていません。
HTTP ステータスコード: 400
MissingAuthenticationToken
リクエストには、有効な (登録された) AWS アクセスキー ID、または X.509 証明書のどちらか一方が
含まれている必要があります。
HTTP ステータスコード: 403
MissingParameter
指定したアクションの必須パラメータが指定されていません。
HTTP ステータスコード: 400
NotAuthorized
このアクションを実行するアクセス許可がありません。
HTTP ステータスコード: 400
OptInRequired
サービスを利用するためには、AWS アクセスキー ID を取得する必要があります。
HTTP ステータスコード: 403
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RequestExpired
リクエストの日付スタンプの 15 分以上後またはリクエストの有効期限（署名付き URL の場合など）
の 15 分以上後に、リクエストが到着しました。または、リクエストの日付スタンプが現在より 15 分
以上先です。
HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailable
リクエストは、サーバーの一時的障害のために実行に失敗しました。
HTTP ステータスコード: 503
ThrottlingException
リクエストは、制限が必要なために実行が拒否されました。
HTTP ステータスコード: 400
ValidationError
入力は、AWS のサービスで指定された制約を満たしていません。
HTTP ステータスコード: 400

共通パラメータ
次のリストには、すべてのアクションがクエリ文字列を使用して署名バージョン 4 リクエストに署名す
るために使用するパラメータが含まれています。アクション固有のパラメーターは、そのアクションのト
ピックで示されています。署名バージョン 4 の詳細については、Amazon Web Services 全般リファレン
スの「署名バージョン 4 の署名プロセス」を参照してください。
Action
実行するアクション。
タイプ: 文字列
必須: はい
Version
リクエストが想定している API バージョン。YYYY-MM-DD 形式で表現されます。
タイプ: 文字列
必須: はい
X-Amz-Algorithm
リクエストの署名を作成するのに使用したハッシュアルゴリズム。
条件: 認証情報を HTTP 認証ヘッダーではなくクエリ文字列に含める場合は、このパラメーターを指
定します。
タイプ: 文字列
有効な値: AWS4-HMAC-SHA256
必須: 条件による。
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X-Amz-Credential
認証情報スコープは、アクセスキー、日付、対象とするリージョン、リクエストするサービ
ス、および終了文字列（ "aws4_request"）を含む文字列です。値は次の形式で表現されま
す。access_key/YYYYYYYYMMDD/リージョン/サービス/aws4_request
詳細は、Amazon Web Services 全般リファレンスの「タスク 2: 署名バージョン 4 の署名文字列を作
成する」を参照してください。
条件: 認証情報を HTTP 認証ヘッダーではなくクエリ文字列に含める場合は、このパラメーターを指
定します。
タイプ: 文字列
必須: 条件による。
X-Amz-Date
署名を作成するときに使用できる日付。形式は ISO 8601 基本形式 (YYYYMMDD'T'HHMMSS'Z') でな
ければなりません。例えば、20120325T120000Z の日時は有効な X-Amz-Date 値です。
条件: X-Amz-Date はすべてのリクエストで使用できるオプションです。署名リクエストで使用する日
付よりも優先される日付として使用できます。ISO 8601 基本形式で Date ヘッダーが指定されている
場合、X-Amz-Date は必要ありません。X-Amz-Date を使用すると、常に Date ヘッダーの値よりも優
先されます。詳細については、Amazon Web Services 全般リファレンスガイドの「署名バージョン 4
の日付の処理」 を参照してください。
タイプ: 文字列
必須: 条件による。
X-Amz-Security-Token
AWS Security Token Service (AWS STS) を呼び出して取得された一時的セキュリティトーク
ン。AWS Security Token Service の一時的なセキュリティ認証情報をサポートするサービス一覧につ
いては、IAM ユーザーガイドの「AWS IAMで動作するサービス」を参照してください。
条件: AWS Security Token Service の一時的なセキュリティ認証情報を使用している場合は、セキュ
リティトークンを含める必要があります。
タイプ: 文字列
必須: 条件による。
X-Amz-Signature
署名する文字列と派生した署名キーから計算された 16 進数でエンコードされた署名を指定します。
条件: 認証情報を HTTP 認証ヘッダーではなくクエリ文字列に含める場合は、このパラメーターを指
定します。
タイプ: 文字列
必須: 条件による。
X-Amz-SignedHeaders
正規リクエストの一部として含まれていたすべての HTTP ヘッダーを指定します。署名付きヘッダー
の指定の詳細については、Amazon Web Services 全般リファレンスの「タスク 1: 署名バージョン 4
の正規リクエストを作成する」を参照してください。
条件: 認証情報を HTTP 認証ヘッダーではなくクエリ文字列に含める場合は、このパラメーターを指
定します。
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タイプ: 文字列
必須: 条件による。
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Amazon Forecast のドキュメント履
歴
次の表は、Amazon Forecast デベロッパーガイドの重要な変更点を示しています。ドキュメントの更新に
関する通知については、RSS フィードにサブスクライブできます。
• ドキュメントの最終更新日: 2021 年 3 月 3 日

変更

説明

日付

新機能 (p. 535)

カスタムの予測頻度を指定できる 2022 年 8 月 29 日
ようになりました。詳細について
は、次を参照してください。予測
子の作成。

新機能 (p. 535)

What-If 分析を作成して、さまざ 2022 年 8 月 22 日
まなシナリオを検討できるように
なりました。詳細については、次
を参照してください。What-if 分
析。

新機能 (p. 535)

Amazon を使用できるようにな
2021 年 3 月 15 日
りました EventBridge または
アマゾン CloudWatch Amazon
Forecast リソースジョブのス
テータスアップデートを通知させ
るには、Events。詳細について
は、「通知の設定」を参照してく
ださい。

新機能 (p. 535)

Amazon Forecast は、データ
2021 年 3 月 3 日
セットのインポートジョブ、予
測子、予測子バックテストエクス
ポートジョブ、予測、および予測
エクスポートジョブの手動停止を
サポートするようになりました。

新機能 (p. 535)

Amazon Forecast は、履歴気象
2020 年 12 月 8 日
情報および予測された気象情報
をモデルに自動的に組み込むビル
トインの特徴量化をサポートする
ようになりました。詳細について
は、「Amazon Forecast Weather
Index」(Amazon Forecast の
Weather Index) を参照してくだ
さい。

新機能 (p. 535)

Amazon Forecast は、予測子
2020 年 11 月 23 日
バックテスト予測と精度メトリ
クスをエクスポートする機能をサ
ポートするようになりました。
詳細については、「Evaluating
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Predictor Accuracy」(予測子の精
度の評価) を参照してください。
新機能 (p. 535)

Amazon Forecast で、予測
分位を指定する機能が追加
されました。詳細について
は、「Evaluating Predictor
Accuracy」(予測子の精度の評価)
を参照してください。

新機能 (p. 535)

Amazon Forecast は、CNN-QR
2020 年 8 月 10 日
アルゴリズムをサポートするよう
になりました。詳細については、
「CNN-QR」を参照してくださ
い。

新機能 (p. 535)

Amazon Forecast は、データ
2020 年 7 月 9 日
セットグループ、データセット、
データセットのインポートジョ
ブ、予測子、予測、および予測
エクスポートジョブのリソース
のタグ付けをサポートするよう
になりました。詳細については、
「Amazon Forecast リソースに
タグを付ける」を参照してくださ
い。

新機能 (p. 535)

Amazon Forecast では、関連す
2020 年 5月 14 日
る時系列データセットの欠落した
値の filling がサポートされるよう
になりました。詳細については、
「欠落した値の処理」を参照して
ください。

新しいリージョン (p. 535)

Amazon Forecast で、アジアパ
シフィック (ソウル)、アジアパ
シフィック (ムンバイ)、および
欧州 (フランクフルト) の各リー
ジョンのサポートが追加されま
した。Amazon Forecast によっ
てサポートされている AWS リー
ジョンの詳細なリストについて
は、アマゾン ウェブ サービス
の全般のリファレンスの「AWS
リージョンテーブル」または
「AWS リージョンとエンドポイ
ント」を参照してください。
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新しいリージョン (p. 535)

Amazon Forecast で、アジアパ
シフィック (ソウル) リージョ
ンのサポートが追加されまし
た。Amazon Forecast によって
サポートされている AWS リー
ジョンの詳細なリストについて
は、アマゾン ウェブ サービス
の全般のリファレンスの「AWS
リージョンテーブル」または
「AWS リージョンとエンドポイ
ント」を参照してください。

新機能 (p. 535)

Forecast で、予測分位を指定す
2019 年 11 月 22 日
る機能が追加されました。詳細
については、次を参照してくださ
い。CreateForecastForecast API
ガイドを参照してください。

Amazon Forecast の一般利
用 (p. 535)

Amazon Forecast が一般的にご
利用いただけるようになりまし
た。

2019 年 8 月 21 日

Amazon Forecast のプレビュー
のリリース (p. 535)

本書は Amazon Forecast ドキュ
メントのプレビュー版の初版リ
リースです。

2018 年 11 月 28 日
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AWS用語集
最新の用AWSの用語については、AWS用語集()AWSの全般的なリファレンス。
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翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。
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